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11109 5月23日 晴 稍重 （3東京2） 第10日 第1競走 1，400�3歳未勝利
発走10時05分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

714 オレデイイノカ 牡3栗 56 内田 博幸福島 徳佑氏 古賀 慎明 平取 赤石牧場 474＋ 41：26．0 1．3�
48 ラインスプラッシュ 牡3黒鹿56 松山 弘平大澤 繁昌氏 武藤 善則 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 41：26．31� 8．5�
815 ハヤブサユートピア 牡3黒鹿56 大野 拓弥武田 修氏 稲垣 幸雄 浦河 笹島 智則 444＋ 41：26．4クビ 7．5�
12 ナンノコレシキ 牝3黒鹿54 和田 竜二宮城 寛也氏 栗田 徹 新冠 スカイビーチステーブル 462＋121：26．61� 7．6�
816 アルドゥマン 牡3栗 56 野中悠太郎上田 忠男氏 南田美知雄 新ひだか 中田 浩美 426＋ 21：26．81� 43．8�
611 テンペスタース 牡3鹿 56 岩田 望来田頭 勇貴氏 根本 康広 浦河 ガーベラパー

クスタツド 458－11 〃 ハナ 188．3�
713 ドリームウィーバー 牡3黒鹿56 石川裕紀人グリーンスウォード小笠 倫弘 新ひだか 中橋 正 B466＋ 61：26．9クビ 104．1	
11 エナジーボーイ 牡3鹿 56 柴田 善臣桑畑 夏美氏 石毛 善彦 日高 浜本牧場 450± 01：27．96 55．8

510 スパイラルライズ 牡3鹿 56 武藤 雅吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 478＋101：28．11� 96．7�
36 ホッコーマイサン 牡3鹿 56 嘉藤 貴行北幸商事� 松永 康利 浦河 高昭牧場 492 ―1：28．31 148．6
47 リッターヴォルト 牡3黒鹿56 三浦 皇成 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊坂 重信 日高 三輪 幸子 468＋ 2 〃 クビ 30．8�
59 レイドフルール 牝3鹿 54 的場 勇人琴浦 諒氏 的場 均 浦河 田中スタッド 448－ 21：29．04 69．3�
23 ネ イ リ ス ト 牝3黒鹿54 大庭 和弥�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 456 ―1：29．21 303．4�
24 ゲットバック 牡3鹿 56

53 ▲永野 猛蔵池谷 誠一氏 萩原 清 むかわ 上水牧場 452± 01：29．51� 81．2�
35 パ ワ ー ボ ム 牡3栗 56

53 ▲原 優介横田 恵子氏 加藤士津八 日高 奥山 博 B542＋141：30．13� 326．4�
612 キタノインスパイア 牝3鹿 54

53 ☆木幡 育也北所 直人氏 萱野 浩二 浦河 山田牧場 446± 01：30．52� 332．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，088，500円 複勝： 174，619，100円 枠連： 14，859，800円
馬連： 59，959，300円 馬単： 39，830，500円 ワイド： 50，614，000円
3連複： 99，385，600円 3連単： 154，025，900円 計： 628，382，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 160円 � 150円 枠 連（4－7） 360円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 270円 �� 190円 �� 650円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 2，460円

票 数

単勝票数 計 350885 的中 � 204677（1番人気）
複勝票数 計1746191 的中 � 1455482（1番人気）� 55610（4番人気）� 64337（3番人気）
枠連票数 計 148598 的中 （4－7） 31840（3番人気）
馬連票数 計 599593 的中 �� 84335（3番人気）
馬単票数 計 398305 的中 �� 42929（3番人気）
ワイド票数 計 506140 的中 �� 46404（3番人気）�� 82235（1番人気）�� 16179（8番人気）
3連複票数 計 993856 的中 ��� 76408（3番人気）
3連単票数 計1540259 的中 ��� 45364（6番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．4―12．9―12．2―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．3―36．7―49．6―1：01．8―1：13．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F36．4
3 ・（11，14）（2，15）（8，13）－（4，7）（3，12）（5，6，16）9，10，1 4 ・（11，14）15（2，8，13）－7，4（3，12，16）6（5，9）（10，1）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

オレデイイノカ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2020．10．31 東京7着

2018．4．11生 牡3栗 母 グレイスフルアート 母母 アーティストチョイス 8戦1勝 賞金 16，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キタノインスパイア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月23日まで平地

競走に出走できない。
パワーボム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年7月23日まで平地競走に
出走できない。

〔3走成績による出走制限〕 キタノインスパイア号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月23日まで平地競走に出走で
きない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 モーニングアヤメ号
（非抽選馬） 1頭 ハイドアンドシーク号

11110 5月23日 晴 稍重 （3東京2） 第10日 第2競走 1，600�3歳未勝利
発走10時30分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

713 ランカンカン �3栗 56 戸崎 圭太橋元 勇氣氏 田中 博康 浦河 笠松牧場 502－101：37．5 4．6�
12 オブデュモンド 牡3黒鹿56 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 新冠 北星村田牧場 512－ 41：37．71� 1．7�
815 ワールプール 牝3鹿 54 武藤 雅吉田 照哉氏 鈴木慎太郎 千歳 社台ファーム B430－ 21：38．76 154．4�
35 サムライスピアー 牡3栗 56 柴田 善臣玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 絵笛牧場 446－ 2 〃 ハナ 15．3�
59 シャークウォーニン 牡3鹿 56

53 ▲原 優介井上 久光氏 小桧山 悟 日高 サンバマウン
テンファーム 468＋ 2 〃 クビ 25．5�

714 アウリッシュ 牝3黒鹿 54
51 ▲永野 猛蔵ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462＋101：39．12� 40．6�
612 タイセイジェニー 牝3青鹿54 石橋 脩田中 成奉氏 池上 昌和 新冠 アラキフアーム 426－ 4 〃 ハナ 43．9	
47 ニシノカタパルト 牡3栗 56 和田 竜二西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 松本牧場 474± 01：39．2クビ 22．5

23 ノーブルオリンピア 牡3鹿 56 藤井勘一郎吉木 伸彦氏 武藤 善則 浦河 ディアレスト

クラブ 474＋ 41：39．41� 9．4�
816 マ ラ ド ー ナ 牡3栗 56 内田 博幸中村 智幸氏 岩戸 孝樹 浦河 バンブー牧場 466± 01：39．61 19．9�
510 コ カ ゲ 牡3鹿 56 大庭 和弥油木 大樹氏 勢司 和浩 新ひだか 西川富岡牧場 476＋ 21：40．13 257．4
36 ルタピヴォラン 牡3鹿 56

55 ☆木幡 育也岡田 壮史氏 菊川 正達 日高 長谷部牧場 B476＋ 61：40．41� 56．9�
11 ケ ル ト 牡3栗 56 福永 祐一小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：40．93 16．8�
611 ヴィクトリアノート 牝3鹿 54 岩田 望来吉田 照哉氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 426－ 21：41．96 177．6�
48 マイネルイナブ 牡3鹿 56

53 ▲横山 琉人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 21：43．07 235．0�

24 ト レ ヴ ィ ス 牡3鹿 56 木幡 巧也安齋 廣行氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B410－ 41：45．5大差 219．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，798，400円 複勝： 52，987，800円 枠連： 10，504，600円
馬連： 51，992，100円 馬単： 26，985，500円 ワイド： 49，343，400円
3連複： 86，815，400円 3連単： 106，369，600円 計： 414，796，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 140円 � 110円 � 1，610円 枠 連（1－7） 320円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 220円 �� 8，180円 �� 3，690円

3 連 複 ��� 14，810円 3 連 単 ��� 78，610円

票 数

単勝票数 計 297984 的中 � 51737（2番人気）
複勝票数 計 529878 的中 � 82171（2番人気）� 243642（1番人気）� 3493（12番人気）
枠連票数 計 105046 的中 （1－7） 25175（1番人気）
馬連票数 計 519921 的中 �� 93832（1番人気）
馬単票数 計 269855 的中 �� 18247（3番人気）
ワイド票数 計 493434 的中 �� 74192（1番人気）�� 1322（56番人気）�� 2967（38番人気）
3連複票数 計 868154 的中 ��� 4394（41番人気）
3連単票数 計1063696 的中 ��� 981（209番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．8―11．9―12．1―12．3―12．2―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．6―47．5―59．6―1：11．9―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．9
3 ・（1，2）7（6，13）（5，9）11，15（4，8，14）（3，10，16）－12 4 ・（1，2）（7，13）6－9，5－（11，15）14（8，16）（4，3）（10，12）

勝馬の
紹 介

ランカンカン �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ディープスカイ デビュー 2020．7．5 函館4着

2018．3．4生 �3栗 母 ニュアージュドール 母母 ゴールドレリック 6戦1勝 賞金 8，970，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルイナブ号・トレヴィス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月23日

まで平地競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ルタピヴォラン号・トレヴィス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月23日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ヴィンセントズー号・ヴィントラオフ号

第２回 東京競馬 第１０日



11111 5月23日 晴 良 （3東京2） 第10日 第3競走 1，400�3歳未勝利
発走11時00分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

59 コスモノート 牡3鹿 56 内田 博幸ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 518－ 41：21．2 10．4�

48 スマートワン 牡3青鹿56 戸崎 圭太橋詰 弘一氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 468＋ 61：21．3� 3．1�
816 フ ィ エ ゾ ン 牝3青 54 大野 拓弥吉田 照哉氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 438－ 21：21．83 23．4�
510 セブンシーズ 牝3黒鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 430＋ 41：21．9� 2．4�
35 シェーンシュタット 牡3黒鹿56 横山 武史 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤士津八 新ひだか 岡田スタツド 440＋ 41：22．0� 15．1	
47 ウインカンターレ 牝3鹿 54 丸山 元気�ウイン 上原 博之 新冠 コスモヴューファーム 482＋ 8 〃 クビ 84．6

11 カシノフォワード �3鹿 56

55 ☆木幡 育也柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 432－ 41：22．21 72．5�
23 シャドウアルテミス 牝3青鹿54 福永 祐一飯塚 知一氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 426－ 61：22．51� 17．6�
715 ペガサステソーロ 牡3鹿 56 松山 弘平了德寺健二ホール

ディングス� 伊坂 重信 日高 藤本ファーム 430－ 6 〃 ハナ 7．6
818 ショウナンカリプソ 牝3鹿 54 和田 竜二国本 哲秀氏 武市 康男 日高 木村牧場 504＋ 81：22．81� 24．9�
611 ブリリアントマイア 牝3青鹿54 木幡 巧也鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 新ひだか 松田牧場 502－ 61：22．9� 307．7�
714 サ ン ギ ネ ア 牝3青 54 吉田 隼人吉田 勝己氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 432＋ 4 〃 ハナ 121．1�
713 トーセンガーリー 牝3栗 54 M．デムーロ島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 454＋ 41：23．01 23．9�
612 ディヴァインギフト 牝3黒鹿54 柴田 善臣岡田 牧雄氏 小西 一男 新ひだか 岡田スタツド 448－ 41：23．1アタマ 453．7�
817 マ カ ラ プ ア 牝3鹿 54

51 ▲永野 猛蔵 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 420＋101：23．2� 302．6�

36 チュウワヴィグラス 牡3黒鹿56 岩田 望来中西 忍氏 栗田 徹 日高 若林 順一 502 ―1：23．51� 251．3�
24 プレリュードノート �3栗 56 野中悠太郎亀岡 和彦氏 田中 剛 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－26 〃 クビ 249．4�
12 マロンビクトリー 牝3鹿 54

51 ▲原 優介金森圭史朗氏 加藤 和宏 浦河 辻 牧場 434－ 41：24．24 501．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 40，781，100円 複勝： 53，010，400円 枠連： 13，037，400円
馬連： 68，018，600円 馬単： 28，818，900円 ワイド： 61，767，200円
3連複： 107，226，500円 3連単： 112，909，500円 計： 485，569，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 330円 � 190円 � 340円 枠 連（4－5） 390円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 4，000円

ワ イ ド �� 530円 �� 2，200円 �� 970円

3 連 複 ��� 8，130円 3 連 単 ��� 43，790円

票 数

単勝票数 計 407811 的中 � 31250（4番人気）
複勝票数 計 530104 的中 � 38274（5番人気）� 84981（2番人気）� 36815（6番人気）
枠連票数 計 130374 的中 （4－5） 25808（1番人気）
馬連票数 計 680186 的中 �� 35001（4番人気）
馬単票数 計 288189 的中 �� 5391（15番人気）
ワイド票数 計 617672 的中 �� 31885（4番人気）�� 6846（25番人気）�� 16192（11番人気）
3連複票数 計1072265 的中 ��� 9885（26番人気）
3連単票数 計1129095 的中 ��� 1869（143番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．0―11．2―11．2―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―34．6―45．8―57．0―1：08．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．4
3 7（8，18）14（1，3，13，16，17）（5，11）（4，12，15）10（2，9）6 4 7（8，18）14（3，17）13（1，16）5（11，15）（10，12）4，9－（2，6）

勝馬の
紹 介

コスモノート �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Cadeaux Genereux デビュー 2020．9．21 中山8着

2018．5．23生 牡3鹿 母 コスモポリタン 母母 Parisian Elegance 7戦1勝 賞金 7，680，000円
〔3走成績による出走制限〕 ディヴァインギフト号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月23日まで平地競走に出走で

きない。

11112 5月23日 晴 良 （3東京2） 第10日 第4競走 ��2，400�3歳未勝利
発走11時30分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

57 ベルウッドエオ 牡3鹿 56 吉田 豊鈴木 照雄氏 高橋 文雅 浦河 桑田牧場 B462－ 22：26．7 7．4�
711 マリノアズラ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太矢野まり子氏 小手川 準 日高 クラウン日高牧場 476＋ 22：27．12� 4．9�
33 レアンカルナシオン 牡3青鹿56 三浦 皇成 DMMドリームクラブ� 国枝 栄 日高 下河辺牧場 B558－ 2 〃 クビ 9．0�
46 トロワエスポワール 牡3鹿 56

53 ▲永野 猛蔵村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 452± 02：27．2クビ 10．9�
45 レキオノユメ 牡3黒鹿56 和田 竜二多田 賢司氏 中川 公成 日高 出口牧場 480＋ 42：27．3� 2．6�
610� ヒノシタカイザン 牡3鹿 56 C．ルメール�山紫水明 中内田充正 仏

Ecurie des Mon-
ceaux Ecurie
Skymarc Farm

488－ 22：27．51� 4．5	
712 レッドクラーガ 牡3鹿 56 岩田 望来 �東京ホースレーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 454＋ 22：28．24 217．1

22 ティエドゥール 牝3鹿 54 田辺 裕信加藤 誠氏 森田 直行 洞�湖 レイクヴィラファーム 472－ 62：28．3� 44．4�
813 ポ ン フ ー 牡3黒鹿56 内田 博幸�ラ・メール 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 494＋ 62：28．4クビ 157．1�
34 ジュエルケイヴ 牝3栗 54 大野 拓弥水上 行雄氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 450± 02：28．61� 15．4
11 ニシノメタル 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 琉人西山 茂行氏 武藤 善則 新ひだか 西村牧場 420－ 42：28．92 312．5�
58 ライントリガー 牡3栗 56 武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 560－ 72：30．9大差 462．2�
69 ウインマルシュ 牡3芦 56

53 ▲原 優介�ウイン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム 484± 02：31．11 447．5�
814 シャークスフィン 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 育也 �社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム 502－ 4 （競走中止） 86．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 42，237，200円 複勝： 63，343，400円 枠連： 12，027，500円
馬連： 69，411，800円 馬単： 30，842，500円 ワイド： 59，343，400円
3連複： 99，690，000円 3連単： 121，970，400円 計： 498，866，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 190円 � 190円 � 270円 枠 連（5－7） 2，000円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 4，180円

ワ イ ド �� 610円 �� 970円 �� 900円

3 連 複 ��� 5，400円 3 連 単 ��� 27，890円

票 数

単勝票数 計 422372 的中 � 45139（4番人気）
複勝票数 計 633434 的中 � 90763（2番人気）� 89834（3番人気）� 53946（5番人気）
枠連票数 計 120275 的中 （5－7） 4652（11番人気）
馬連票数 計 694118 的中 �� 29505（9番人気）
馬単票数 計 308425 的中 �� 5524（18番人気）
ワイド票数 計 593434 的中 �� 25520（8番人気）�� 15422（15番人気）�� 16811（13番人気）
3連複票数 計 996900 的中 ��� 13843（19番人気）
3連単票数 計1219704 的中 ��� 3170（106番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―13．0―13．1―13．0―12．5―12．7―12．0―11．4―11．3―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―23．9―36．9―50．0―1：03．0―1：15．5―1：28．2―1：40．2―1：51．6―2：02．9―2：14．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．5―3F35．1
1
3
14，2（1，10）（4，13）（5，11，12）（8，6）（3，9）7
14（2，7）（10，3）1（13，12，6）4（5，11）－（8，9）

2
4
14，2（1，10）（4，13）12（5，11）6－8，3，9，7
14（2，7）－（10，3）6，1，12（4，13，5，11）－8－9

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ベルウッドエオ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．12．27 中山4着

2018．2．9生 牡3鹿 母 ショウナンガッド 母母 シ ャ ン ラ ン 5戦1勝 賞金 7，990，000円
〔競走中止〕 シャークスフィン号は，最後の直線コースで急に内側に逃避して内柵に触れ，騎手が落馬したため競走中止。なお，同

馬は予後不良。
〔制裁〕 シャークスフィン号の騎手木幡育也は，最後の直線コースでの御法（内側に逃避された）について戒告。
〔3走成績による出走制限〕 ニシノメタル号・ライントリガー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月23日まで平地競

走に出走できない。



11113 5月23日 晴 稍重 （3東京2） 第10日 第5競走 ��1，400�3歳1勝クラス
発走12時20分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

714 サンライズウルス 牡3鹿 56 藤井勘一郎松岡 隆雄氏 安田 翔伍 新冠 村上 欽哉 484± 01：24．0 1．9�
47 ケイツーマルカ 牝3鹿 54 横山 武史楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新冠 オリエント牧場 492＋121：24．21� 73．0�
36 キ ミ ワ テ ル 牡3栗 56 武藤 雅浦邊 輝實氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：24．51� 11．0�
48 アルメイダミノル 牡3芦 56 和田 竜二吉岡 實氏 北出 成人 洞�湖 レイクヴィラファーム 514－ 61：24．6� 3．4�
510 マイコレット 牝3芦 54 柴田 善臣伊東 純一氏 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 490＋ 41：24．91� 30．3�
23 	 マブストーク 牡3鹿 56 木幡 巧也マブレーシング 牧 光二 浦河 中村 雅明 486± 01：25．0� 59．0�
12 カツノサンキュウ 牡3鹿 56 岩田 望来聖心台牧場	 萱野 浩二 新ひだか 聖心台牧場 456－ 21：25．1� 14．6

816 コ ン セ プ ト 牡3青鹿56 藤岡 康太石川 達絵氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B460＋ 21：25．2� 31．6�
612 マダムシュシュ 牝3鹿 54 内田 博幸�ラ・メール 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 476－ 61：25．3� 61．5
35 エ レ グ ア 牡3鹿 56 吉田 隼人豊井 義次氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 468＋ 21：25．4� 68．1�
59 アオイシチフク 牝3黒鹿54 北村 宏司鈴木 照雄氏 中舘 英二 浦河 市川フアーム 478＋ 41：25．72 30．6�
24 フロムディスタンス 牡3鹿 56 田辺 裕信 �ローレルレーシング 大竹 正博 新冠 村田牧場 564＋101：26．12� 23．6�
815	 トウキョウボーイ 牡3栗 56 野中悠太郎村山 忠弘氏 根本 康広 日高 門別 敏朗 472± 01：26．2� 138．1�
713 サンマルセレッソ 牝3鹿 54 田中 勝春相馬 勇氏 中野 栄治 平取 びらとり牧場 428＋ 81：26．62� 35．1�
11 サッビアマーゴ 牡3栗 56 石橋 脩西森 功氏 高橋 裕 新冠 オリエント牧場 534－ 41：26．81� 25．7�
611 アレナマエストロ 牝3栗 54

51 ▲永野 猛蔵吉田 勝己氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：27．22� 55．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，678，600円 複勝： 66，197，700円 枠連： 14，850，600円
馬連： 80，392，700円 馬単： 36，648，900円 ワイド： 75，772，400円
3連複： 126，676，600円 3連単： 139，415，500円 計： 585，633，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 1，260円 � 260円 枠 連（4－7） 340円

馬 連 �� 8，110円 馬 単 �� 12，480円

ワ イ ド �� 2，360円 �� 560円 �� 7，740円

3 連 複 ��� 25，740円 3 連 単 ��� 109，030円

票 数

単勝票数 計 456786 的中 � 184868（1番人気）
複勝票数 計 661977 的中 � 215492（1番人気）� 8618（15番人気）� 55468（3番人気）
枠連票数 計 148506 的中 （4－7） 33264（1番人気）
馬連票数 計 803927 的中 �� 7676（23番人気）
馬単票数 計 366489 的中 �� 2202（36番人気）
ワイド票数 計 757724 的中 �� 8019（23番人気）�� 37692（3番人気）�� 2391（62番人気）
3連複票数 計1266766 的中 ��� 3691（75番人気）
3連単票数 計1394155 的中 ��� 927（288番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．4―11．8―12．1―12．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―34．9―46．7―58．8―1：11．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F37．3
3 ・（1，8，16）9（2，6）3（5，11，13）（14，15）7，10－4，12 4 ・（1，16）（8，9）2，6（5，3）－（7，13）14，11，10，15（4，12）

勝馬の
紹 介

サンライズウルス �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 チチカステナンゴ デビュー 2021．2．13 阪神1着

2018．4．29生 牡3鹿 母 ア ル ー シ ュ 母母 デ ィ ナ シ ー 3戦2勝 賞金 16，200，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 アーバンヒーロー号・クリノザウルス号・ジョイライド号・タガノネクステージ号・ダミアン号・

ニシノライトニング号・ブーケオブアイリス号・マイナーズライト号

11114 5月23日 晴 良 （3東京2） 第10日 第6競走 ��
��1，600�3歳1勝クラス

発走12時50分 （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

813 ホウオウラスカーズ 牝3黒鹿54 大野 拓弥小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 448＋ 21：33．2 22．7�
69 � ゴールデンシロップ 牡3黒鹿56 北村 宏司ゴドルフィン 木村 哲也 愛 Hall of

Fame Stud 532＋ 81：33．51� 7．0�
11 レフトゥバーズ 牝3黒鹿54 横山 武史池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 426＋ 41：33．6	 2．1�
711 タケルジャック 牡3青鹿56 C．ルメール 森 保彦氏 清水 久詞 新ひだか チャンピオンズファーム 464＋ 4 〃 クビ 8．5�
22 スリートップキズナ 牡3黒鹿 56

53 ▲永野 猛蔵永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 440± 01：33．7	 30．2�
710 セラフィナイト 牡3鹿 56 川田 将雅 	シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 438－ 4 〃 アタマ 3．5

57 ロードラスター 牡3青鹿56 福永 祐一 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 486－ 61：34．01	 10．4�
33 アオイゴールド 牝3黒鹿54 内田 博幸鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 市川フアーム 456± 01：34．21
 81．0�
44 サンズオブタイム 牡3黒鹿56 横山 典弘ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490＋ 21：34．3� 28．4
56 コンソレーション 牡3青 56 石橋 脩伊東 純一氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 484－ 61：34．61� 87．6�
45 スペシャルトーク 牡3青鹿56 木幡 巧也ホースアディクト杉浦 宏昭 新ひだか 見上牧場 474－ 4 〃 クビ 615．4�
812 グレイトミッション 牝3栗 54 柴田 善臣 IHR 菊川 正達 新ひだか 矢野牧場 B446＋ 21：34．81 261．4�
68 ジョイライド 牡3栗 56

53 ▲原 優介グリーンスウォード伊藤 伸一 新冠 アサヒ牧場 500＋ 41：35．54 754．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 70，778，400円 複勝： 82，577，000円 枠連： 19，383，800円
馬連： 96，052，500円 馬単： 48，056，700円 ワイド： 81，077，500円
3連複： 129，747，400円 3連単： 196，556，200円 計： 724，229，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，270円 複 勝 � 410円 � 190円 � 130円 枠 連（6－8） 8，970円

馬 連 �� 6，740円 馬 単 �� 15，120円

ワ イ ド �� 1，850円 �� 1，090円 �� 460円

3 連 複 ��� 5，840円 3 連 単 ��� 75，830円

票 数

単勝票数 計 707784 的中 � 24903（6番人気）
複勝票数 計 825770 的中 � 36576（6番人気）� 104035（3番人気）� 225740（1番人気）
枠連票数 計 193838 的中 （6－8） 1674（20番人気）
馬連票数 計 960525 的中 �� 11037（19番人気）
馬単票数 計 480567 的中 �� 2383（41番人気）
ワイド票数 計 810775 的中 �� 10674（19番人気）�� 18615（14番人気）�� 48398（2番人気）
3連複票数 計1297474 的中 ��� 16661（17番人気）
3連単票数 計1965562 的中 ��� 1879（214番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．9―12．3―11．9―11．2―10．8―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．4―47．7―59．6―1：10．8―1：21．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F33．6
3 12，11（8，4，13）9（3，6）（1，2，7）（5，10） 4 12，11（8，4，13）（3，6，9）（1，2，7）（5，10）

勝馬の
紹 介

ホウオウラスカーズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Shamardal デビュー 2020．11．1 東京2着

2018．5．18生 牝3黒鹿 母 ビーコンターン 母母 Baize 5戦2勝 賞金 15，970，000円
※ジョイライド号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



11115 5月23日 晴 稍重 （3東京2） 第10日 第7競走 1，600�4歳以上1勝クラス
発走13時20分 （ダート・左）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

813 デルマラピスラズリ 牡4鹿 57
54 ▲永野 猛蔵浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 526± 01：37．7 3．5�

22 リンガスウォリアー 牡4栗 57 内田 博幸伊藤 巖氏 中舘 英二 日高 ヤナガワ牧場 B472＋ 21：38．12� 4．1�
712 サイモンルグラン 牡4鹿 57 福永 祐一澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 中前牧場 496± 0 〃 ハナ 4．0�
33 � ブライドグルーム �4鹿 57 大野 拓弥 �社台レースホース和田 勇介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432＋ 81：38．42 43．1�
11 � ウインジョイフル 牡4青鹿 57

54 ▲横山 琉人庄司 修二氏 堀井 雅広 新ひだか 松田牧場 502± 0 〃 ハナ 6．4�
58 ガラデレオン 牡4鹿 57 木幡 巧也山口 敦広氏 的場 均 新ひだか 落合 一巳 B492＋ 41：38．6� 29．6	
610 ガッツィーソート 牡6栗 57

54 ▲原 優介小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 スカイビーチステーブル 514－ 6 〃 クビ 101．1

46 � リュヌドミエル 牝4栗 55 松山 弘平ライオンレースホース� 鈴木慎太郎 浦河 高昭牧場 444＋161：38．7クビ 30．0�
57 ウインレゼルヴ 牡4栗 57 石川裕紀人�ウイン 奥平 雅士 様似 小田 誠一 498＋101：38．8� 78．2
69 サ ル ー テ �6鹿 57 武藤 雅小菅 定雄氏 高木 登 千歳 社台ファーム 560＋ 21：38．9� 27．8�
45 メイショウゼッケイ 牝5栗 55 藤岡 康太松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 岡部牧場 420－101：39．0� 130．4�
34 エ ス ペ ル ト �4青鹿57 田辺 裕信�ラ・メール 池上 昌和 新ひだか 田中 裕之 B468－ 8 〃 クビ 25．5�
814 ギ ベ ル テ ィ 牡4黒鹿57 岩田 望来ゴドルフィン 小島 茂之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 530＋ 61：39．1� 13．0�
711� ベルクハイム 牡4栗 57 和田 竜二栗嶋 豊明氏 天間 昭一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 536± 01：39．41� 20．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 36，112，400円 複勝： 57，479，500円 枠連： 14，581，800円
馬連： 70，480，200円 馬単： 28，815，200円 ワイド： 62，249，100円
3連複： 108，203，100円 3連単： 117，763，600円 計： 495，684，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 140円 � 150円 枠 連（2－8） 780円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 410円 �� 360円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 7，470円

票 数

単勝票数 計 361124 的中 � 81119（1番人気）
複勝票数 計 574795 的中 � 115199（1番人気）� 106573（2番人気）� 97384（3番人気）
枠連票数 計 145818 的中 （2－8） 14453（3番人気）
馬連票数 計 704802 的中 �� 53608（4番人気）
馬単票数 計 288152 的中 �� 10763（7番人気）
ワイド票数 計 622491 的中 �� 37959（4番人気）�� 44713（2番人気）�� 50064（1番人気）
3連複票数 計1082031 的中 ��� 68808（1番人気）
3連単票数 計1177636 的中 ��� 11422（12番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．7―12．3―12．6―12．4―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．3―47．6―1：00．2―1：12．6―1：25．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F37．5
3 ・（1，2）（11，12，5）（3，10）（4，14）（7，13）9，6－8 4 ・（1，2）（11，12，5）（3，10）（4，14，9）7，13，6，8

勝馬の
紹 介

デルマラピスラズリ �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 オンファイア デビュー 2020．2．23 東京6着

2017．3．22生 牡4鹿 母 デルマアマノジャク 母母 テンシノウタ 14戦2勝 賞金 17，390，000円
〔制裁〕 メイショウゼッケイ号の騎手藤岡康太は，下見所集合について注意義務を怠り過怠金10，000円。

11116 5月23日 晴 稍重 （3東京2） 第10日 第8競走 ��2，100�
こ れ ま さ

是 政 特 別
発走13時50分 （ダート・左）

4歳以上，2勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

22 サンビュート �4栗 57 北村 宏司 �加藤ステーブル 中舘 英二 日高 株式会社
ケイズ 492－ 62：11．5 6．0�

11 キ ス ラ ー 牡5青鹿57 武 豊�キーファーズ 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 482－ 42：11．6クビ 2．3�
810 ペルルドール 牝4栗 55 戸崎 圭太寺田 寿男氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 B476＋ 22：12．23� 22．4�
44 インナーアリュール 牡4鹿 57 丸山 元気平井 裕氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 486＋ 4 〃 クビ 13．9�
55 キタサンヴィクター 牡6鹿 57 松山 弘平�大野商事 本田 優 浦河 辻 牧場 524＋ 22：12．41� 15．6	
67 コバルトブルー 牡5栗 57 石川裕紀人青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム B462± 0 〃 ハナ 3．5

66 	 ディスカバー �7鹿 57 原 優介村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B468＋ 22：12．61� 206．4�
78 フーズサイド 牡5黒鹿57 木幡 巧也西森 功氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 502＋ 42：12．7
 26．5�
811 テイストオブハニー 牝4鹿 55 武藤 雅�フクキタル �島 一歩 新冠 パカパカ

ファーム 552＋ 42：13．55 11．7
79 ウェイヴァリー 牡4鹿 57 吉田 隼人 �キャロットファーム 小林 真也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528＋ 82：14．35 19．6�
33 モーニングサン 牡5鹿 57 和田 竜二林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 B472± 02：16．5大差 62．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 49，722，600円 複勝： 62，783，600円 枠連： 18，395，800円
馬連： 91，279，600円 馬単： 42，577，100円 ワイド： 73，887，700円
3連複： 132，362，900円 3連単： 193，440，600円 計： 664，449，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 180円 � 120円 � 370円 枠 連（1－2） 710円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，860円 �� 880円

3 連 複 ��� 4，490円 3 連 単 ��� 26，070円

票 数

単勝票数 計 497226 的中 � 65487（3番人気）
複勝票数 計 627836 的中 � 84113（3番人気）� 183238（1番人気）� 30178（7番人気）
枠連票数 計 183958 的中 （1－2） 20061（3番人気）
馬連票数 計 912796 的中 �� 86590（2番人気）
馬単票数 計 425771 的中 �� 14893（6番人気）
ワイド票数 計 738877 的中 �� 60477（2番人気）�� 9349（23番人気）�� 20624（12番人気）
3連複票数 計1323629 的中 ��� 22070（16番人気）
3連単票数 計1934406 的中 ��� 5379（90番人気）

ハロンタイム 7．1―11．2―12．1―12．2―12．4―12．9―13．0―12．3―12．5―12．7―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．3―30．4―42．6―55．0―1：07．9―1：20．9―1：33．2―1：45．7―1：58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．3
1
3
3，9，10－11（2，7）（1，5）－（4，6，8）・（3，9，10，5）（2，7，11）－1（4，6）8

2
4
3＝9，10，2（7，11）1，5（4，6）8・（9，10）（2，5）（7，11）（3，1）（4，6）8

勝馬の
紹 介

サンビュート �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Theatrical デビュー 2019．10．26 東京7着

2017．5．22生 �4栗 母 チャームエンジェル 母母 Durability 12戦3勝 賞金 37，859，000円



11117 5月23日 晴 良 （3東京2） 第10日 第9競走 ��
��1，800�

ち ょ う ふ

調 布 特 別
発走14時25分 （芝・左）
4歳以上，2勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

33 ル リ ア ン 牡4鹿 57 川田 将雅 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 512－ 81：46．2 3．7�
66 オールザワールド 牡4鹿 57 C．ルメール 前田 晋二氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 470－ 21：46．41� 2．4�
55 ルックスマート 牡6鹿 57 岩田 望来平田 修氏 小島 茂之 日高 ヤナガワ牧場 488± 01：46．5	 137．5�
22 ディアセオリー 牡4鹿 57 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 492± 0 〃 アタマ 9．5�
44 イルヴェントデーア 牝5鹿 55 M．デムーロ �Gリビエール・レーシング 金成 貴史 浦河 ディアレスト

クラブ 444＋ 41：46．71� 27．5	
77 ミ ト ロ ジ ー 牡5栗 57 横山 武史 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 486－ 41：47．01	 4．5

78 アイスブラスト 牡5鹿 57 福永 祐一 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 新ひだか 沖田 哲夫 500± 0 〃 クビ 8．5�
810 エメラルスター 牡7黒鹿57 吉田 豊高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 470－ 21：47．21� 57．9�
89 サトノマックス 牡7鹿 57 石橋 脩里見 治紀氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B496－ 4 〃 クビ 16．9
11 キャベンディッシュ 牡6栗 57 原 優介本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 B514＋ 21：48．26 157．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 59，417，400円 複勝： 64，855，300円 枠連： 19，008，900円
馬連： 112，999，700円 馬単： 50，286，900円 ワイド： 75，840，800円
3連複： 152，981，600円 3連単： 254，682，100円 計： 790，072，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 130円 � 1，570円 枠 連（3－6） 420円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 270円 �� 4，490円 �� 3，690円

3 連 複 ��� 9，120円 3 連 単 ��� 23，360円

票 数

単勝票数 計 594174 的中 � 127557（2番人気）
複勝票数 計 648553 的中 � 114865（3番人気）� 181369（1番人気）� 6185（9番人気）
枠連票数 計 190089 的中 （3－6） 34494（2番人気）
馬連票数 計1129997 的中 �� 185328（2番人気）
馬単票数 計 502869 的中 �� 40952（2番人気）
ワイド票数 計 758408 的中 �� 87730（2番人気）�� 3873（28番人気）�� 4722（25番人気）
3連複票数 計1529816 的中 ��� 12576（29番人気）
3連単票数 計2546821 的中 ��� 7904（82番人気）

ハロンタイム 13．1―10．9―11．7―11．9―11．9―11．7―11．4―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．0―35．7―47．6―59．5―1：11．2―1：22．6―1：34．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F35．0

3 5－4－8，3（2，6）（7，9）－1，10
2
4

・（4，5）－（3，8）2，6（7，9）1，10
5－4－8，3（2，6）（7，9）（10，1）

勝馬の
紹 介

ル リ ア ン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．7．7 中京2着

2017．3．29生 牡4鹿 母 フレンチバレリーナ 母母 バレークイーン 10戦3勝 賞金 45，667，000円

11118 5月23日 晴 良 （3東京2） 第10日 第10競走 ��
��1，400�フリーウェイステークス

発走15時00分 （芝・左）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

611 リアンティサージュ 牡4栗 57 福永 祐一 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 462＋ 61：20．3 4．1�
715 シャドウブロッサム 牝4鹿 55 M．デムーロ飯塚 知一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 460＋ 6 〃 クビ 16．2�
24 フ レ ッ チ ア 牡6青鹿57 C．ルメール�橋口 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 496＋ 2 〃 ハナ 7．0�
11 ウィンドライジズ 牡7鹿 57 木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 B480± 01：20．4クビ 65．6�
48 ショウナンアオゾラ 牡5黒鹿57 戸崎 圭太�湘南 大竹 正博 新冠 ムラカミファーム 482± 01：20．5� 3．8	
818 ボーダーオブライフ 	7鹿 57 内田 博幸�レッドマジック金成 貴史 千歳 社台ファーム 486－ 2 〃 クビ 192．3

817 トオヤリトセイト 牡5青鹿57 大野 拓弥村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 482－ 41：20．6� 10．3�
12 タガノスカイハイ 牡6鹿 57 松山 弘平八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 498－ 8 〃 アタマ 23．3�
59 カ ル リ ー ノ 牡5鹿 57 三浦 皇成 �Gリビエール・

レーシング 高橋 裕 浦河 松栄牧場 B520－ 2 〃 ハナ 16．1
510 ベイビーボス 牡4鹿 57 岩田 望来酒井 喜生氏 矢野 英一 白老 習志野牧場 472＋ 41：20．7� 59．7�
816 ペコリーノロマーノ 牝4鹿 55 武藤 雅平田 修氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 448－ 2 〃 クビ 16．6�
714 チェーンオブラブ 牝4栗 55 武 豊前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478－ 2 〃 アタマ 32．5�
713 アプルーヴァル 牡6鹿 57 和田 竜二近藤 英子氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 512± 01：20．8
 91．2�
36 カヌメラビーチ 牡5芦 57 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム B480＋ 61：21．11� 8．7�
35 オールザゴー 牡7鹿 57 藤岡 康太 �サンデーレーシング 田中 克典 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508＋ 6 〃 クビ 103．3�
612 ネ リ ッ サ 牝5鹿 55 吉田 豊木村 廣太氏 勢司 和浩 浦河 大島牧場 458＋ 41：21．2クビ 19．5�
23 � フォッサマグナ 	5黒鹿57 北村 宏司吉田 和美氏 藤沢 和雄 米 Lofts Hall

Stud 478－ 4 〃 クビ 77．7�
47 ビップウインク 牝4青 55 岩田 康誠鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 506＋ 41：21．51� 44．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 72，014，000円 複勝： 108，172，300円 枠連： 37，701，200円
馬連： 190，072，200円 馬単： 61，361，300円 ワイド： 141，410，200円
3連複： 318，731，900円 3連単： 300，112，800円 計： 1，229，575，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 190円 � 410円 � 240円 枠 連（6－7） 1，710円

馬 連 �� 5，260円 馬 単 �� 7，740円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 750円 �� 2，190円

3 連 複 ��� 11，890円 3 連 単 ��� 59，390円

票 数

単勝票数 計 720140 的中 � 137335（2番人気）
複勝票数 計1081723 的中 � 171623（2番人気）� 57902（7番人気）� 119253（3番人気）
枠連票数 計 377012 的中 （6－7） 17075（7番人気）
馬連票数 計1900722 的中 �� 27992（18番人気）
馬単票数 計 613613 的中 �� 5939（26番人気）
ワイド票数 計1414102 的中 �� 24936（13番人気）�� 50559（4番人気）�� 16119（30番人気）
3連複票数 計3187319 的中 ��� 20102（33番人気）
3連単票数 計3001128 的中 ��� 3663（168番人気）

ハロンタイム 12．6―10．4―11．0―11．7―11．2―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．0―34．0―45．7―56．9―1：08．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．6
3 4，7（3，10）1－8（2，6，16）（13，11，15）（9，14）（5，18）17，12 4 4，3，7（1，10）（2，13，8）15，6（9，16）（5，11，14，18）17，12

勝馬の
紹 介

リアンティサージュ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2019．9．1 小倉4着

2017．1．22生 牡4栗 母 ローブティサージュ 母母 プチノワール 10戦4勝 賞金 57，922，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 レノーア号

２レース目



11119 5月23日 晴 良 （3東京2） 第10日 第11競走 ��
��2，400�優 駿 牝 馬（ＧⅠ）

発走15時40分 （第82回オークス） （芝・左）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，55�

内閣総理大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 110，000，000円 44，000，000円 28，000，000円 17，000，000円 11，000，000円
付 加 賞 28，980，000円 8，280，000円 4，140，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

2：20．6
2：20．6
2：22．8

良
良
良

59 ユーバーレーベン 牝3青鹿55 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 82：24．5 8．9�
47 アカイトリノムスメ 牝3黒鹿55 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 450＋ 62：24．61 4．5�
48 ハギノピリナ 牝3青鹿55 藤懸 貴志安岡美津子氏 高野 友和 浦河 村下 明博 454± 0 〃 ハナ 215．4�
24 タガノパッション 牝3鹿 55 岩田 康誠八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 456± 02：24．81	 51．9�
715 アールドヴィーヴル 牝3鹿 55 松山 弘平近藤 英子氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 422± 0 〃 アタマ 27．6�
612 ミヤビハイディ 牝3黒鹿55 吉田 豊村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 静内白井牧場 480－102：25．0
 399．7	
11 ク ク ナ 牝3黒鹿55 横山 武史 
キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 448＋ 2 〃 クビ 31．9�
611 ソ ダ シ 牝3白 55 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 472± 02：25．1
 1．9�
12 スルーセブンシーズ 牝3鹿 55 戸崎 圭太 
キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 428－ 62：25．2� 38．3
23 パープルレディー 牝3鹿 55 田辺 裕信井山 登氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 416＋ 22：25．3� 98．3�
713 ファインルージュ 牝3鹿 55 福永 祐一六井 元一氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 494＋ 62：25．51 10．4�
817 ス ラ イ リ ー 牝3鹿 55 石川裕紀人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 日高 白井牧場 424＋ 2 〃 クビ 174．5�
818 ス テ ラ リ ア 牝3黒鹿55 川田 将雅 
社台レースホース斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482± 02：25．92� 10．9�
35 クールキャット 牝3青鹿55 武 豊 
シルクレーシング 奥村 武 洞�湖 レイクヴィラファーム 510＋ 42：26．21� 18．6�
36 ウインアグライア 牝3鹿 55 和田 竜二�ウイン 和田 雄二 新冠 コスモヴューファーム 456－ 22：26．41� 126．8�
816 ニーナドレス 牝3鹿 55 藤岡 康太平井 裕氏 友道 康夫 日高 白井牧場 508± 02：27．99 59．7�
714 ス ト ラ イ プ 牝3黒鹿55 柴田 善臣佐藤 壽男氏 尾形 和幸 新ひだか 荒木 貴宏 506＋ 42：28．53� 413．1�
510 エンスージアズム 牝3鹿 55 岩田 望来吉田 照哉氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 420＋ 22：29．14 129．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 878，946，600円 複勝： 809，036，500円 枠連： 381，080，400円 馬連： 2，295，140，500円 馬単： 888，412，600円
ワイド： 1，525，160，000円 3連複： 4，230，367，200円 3連単： 6，544，813，600円 5重勝： 777，377，500円 計： 18，330，334，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 250円 � 190円 � 2，820円 枠 連（4－5） 1，790円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 4，690円

ワ イ ド �� 700円 �� 24，940円 �� 14，430円

3 連 複 ��� 109，190円 3 連 単 ��� 532，180円

5 重 勝
対象競走：中京10R／東京10R／新潟11R／中京11R／東京11R

キャリーオーバー なし����� 272，082，120円

票 数

単勝票数 計8789466 的中 � 784053（3番人気）
複勝票数 計8090365 的中 � 877758（3番人気）� 1305438（2番人気）� 56736（16番人気）
枠連票数 計3810804 的中 （4－5） 164906（8番人気）
馬連票数 計22951405 的中 �� 1001174（7番人気）
馬単票数 計8884126 的中 �� 141870（17番人気）
ワイド票数 計15251600 的中 �� 604705（5番人気）�� 15171（98番人気）�� 26281（79番人気）
3連複票数 計42303672 的中 ��� 29055（194番人気）
3連単票数 計65448136 的中 ��� 8916（944番人気）
5重勝票数 計7773775 的中 ����� 2

ハロンタイム 12．5―11．1―11．8―12．3―12．2―12．6―12．6―12．4―12．1―11．3―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―23．6―35．4―47．7―59．9―1：12．5―1：25．1―1：37．5―1：49．6―2：00．9―2：12．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．9
1
3
5（11，18）1（7，14）（6，10）（13，17，16）9（2，15）3，4，8，12
5，18（1，14）（6，11，16）（10，17）（7，9）2（13，15）（3，8）（12，4）

2
4
5（1，18）（6，11，14）（7，10）（13，16）17，2（9，15）3，4（12，8）
5（18，14，16，17）（1，11）（6，9）（7，10）（2，15，8）13（3，12，4）

勝馬の
紹 介

ユーバーレーベン �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2020．6．14 東京1着

2018．1．27生 牝3青鹿 母 マイネテレジア 母母 マイネヌーヴェル 7戦2勝 賞金 196，355，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 スウィートブルーム号・メイサウザンアワー号

11120 5月23日 晴 稍重 （3東京2） 第10日 第12競走 ��2，100�
たんざわ

丹沢ステークス
発走16時25分 （ダート・左）
4歳以上，3勝クラス，2．5．23以降3．5．16まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

24 リッターシュラーク 牡4黒鹿54 宮崎 北斗西森 功氏 中川 公成 新冠 オリエント牧場 506＋ 62：09．9 19．3�
35 マテンロウスパーク 牡4黒鹿54 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新冠 松浦牧場 500－102：10．0クビ 4．6�
611 ゲンパチルシファー 牡5鹿 56 大野 拓弥平野 武志氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 514－ 22：10．11 8．0�
612 モ ル タ ル 牡4芦 54 C．ルメール 阿部 友弘氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 478＋ 62：10．2� 4．9�
714� アメリカンフェイス 牡4栗 55 福永 祐一 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 George

Krikorian 478－102：10．3クビ 5．3�
815 ウインダークローズ 牡4青鹿55 和田 竜二�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 488－ 22：10．93� 9．3	
59 テトラルキア �6鹿 56 戸崎 圭太吉田 照哉氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 496－ 2 〃 クビ 6．0

47 ウラノメトリア �5鹿 55 北村 宏司 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B486－ 4 〃 アタマ 16．3�
11 ヴォウジラール 牡6鹿 55 内田 博幸 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 514－ 62：11．11	 42．3
23 ギガバッケン 牡6鹿 53 永野 猛蔵 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド B542＋ 42：11．31	 110．2�
36 ロ ジ テ ィ ナ 牡6黒鹿53 木幡 巧也久米田正明氏 新開 幸一 新冠 新冠橋本牧場 540－102：11．51	 205．0�
713 ラヴォアドゥース 牝4栃栗52 藤岡 康太�G1レーシング 渡辺 薫彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 82：11．6クビ 66．0�
510� フ ラ テ ッ リ 牡6栗 54 岩田 望来吉田 和美氏 石坂 公一 豪

China Horse Club Racing Pty
Ltd,Grimley Bba Pty
Ltd,Worldwide Bloodstock

564－ 4 〃 クビ 23．8�
48 エコロドリーム 牡5栗 54 柴田 善臣原村 正紀氏 岩戸 孝樹 浦河 赤田牧場 484＋ 22：11．8� 227．7�
12 ヴィーヴァバッカス 牡6栗 54 田辺 裕信芹澤 精一氏 田中 清隆 様似 清水スタッド 480＋ 8 〃 クビ 42．4�
816 リフトトゥヘヴン 牡7鹿 54 吉田 隼人丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 492＋ 42：12．33 79．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 157，204，800円 複勝： 205，685，300円 枠連： 60，763，300円
馬連： 326，970，500円 馬単： 118，339，200円 ワイド： 267，743，600円
3連複： 517，156，200円 3連単： 577，925，300円 計： 2，231，788，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，930円 複 勝 � 400円 � 230円 � 290円 枠 連（2－3） 4，000円

馬 連 �� 3，810円 馬 単 �� 9，560円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 2，310円 �� 710円

3 連 複 ��� 10，200円 3 連 単 ��� 86，820円

票 数

単勝票数 計1572048 的中 � 65082（8番人気）
複勝票数 計2056853 的中 � 121276（7番人気）� 259038（4番人気）� 185270（6番人気）
枠連票数 計 607633 的中 （2－3） 11772（18番人気）
馬連票数 計3269705 的中 �� 66394（15番人気）
馬単票数 計1183392 的中 �� 9276（36番人気）
ワイド票数 計2677436 的中 �� 58806（14番人気）�� 28727（26番人気）�� 100238（6番人気）
3連複票数 計5171562 的中 ��� 38012（31番人気）
3連単票数 計5779253 的中 ��� 4826（293番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―12．2―12．6―12．5―12．4―12．8―12．5―12．2―11．9―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．1―30．3―42．9―55．4―1：07．8―1：20．6―1：33．1―1：45．3―1：57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F36．8
1
3

・（10，13）15，7，11，5（6，12）（2，14，16）4，1，3＝9，8
10（13，15）7（11，12）（5，14）（6，16）4，2（9，1，3）－8

2
4
10（13，15）－（7，11）12，5（6，14）16－（2，4）1，3－9，8・（10，13，15）（7，11，12）（5，14）（6，16）（2，4）1（9，3）8

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リッターシュラーク �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．12．14 中山3着

2017．2．25生 牡4黒鹿 母 ハ マ ナ ス 母母 ジョウノビクトリア 11戦4勝 賞金 50，643，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ヴィジョンオブラヴ号・エンダウメント号・コパノリッチマン号・ジェミニズ号・ハンメルフェスト号

５レース目



（3東京2）第10日 5月23日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 180頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

417，180，000円
3，020，000円
29，750，000円
43，210，000円
51，520，000円
76，487，500円
5，616，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
1，517，780，000円
1，800，747，900円
616，195，100円
3，512，769，700円
1，400，975，300円
2，524，209，300円
6，109，344，400円
8，819，985，100円
777，377，500円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 27，079，384，300円

総入場人員 4，791名 （有料入場人員 4，368名）
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