
11133 5月30日 晴 良 （3東京2） 第12日 第1競走 1，600�3歳未勝利
発走9時40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

611 ルコルセール 牡3鹿 56 松山 弘平�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム B518＋ 41：37．1 1．9�
24 ターニングアップ 牡3鹿 56 黛 弘人�ミルファーム 田中 清隆 新冠 中本 隆志 456＋ 21：38．48 6．8�
23 スミソニアン 牡3黒鹿56 木幡 巧也中西 純穂氏 久保田貴士 日高 豊洋牧場 440＋ 61：38．93 6．7�
612 アミラルレジェンド 牡3黒鹿56 大野 拓弥吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B508± 01：39．11� 14．4�
35 ベルピエース 牡3青鹿56 石橋 脩子安 裕樹氏 田村 康仁 新冠 村上 進治 490－ 21：39．42 5．7	
815 シャドウモノリス 牡3黒鹿56 三浦 皇成飯塚 知一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B484－ 81：39．82 13．1

713 バイタライズ 牡3黒鹿56 横山 和生西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 484 ―1：40．22� 39．4�
59 ジョブックルーチェ 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド B472＋ 6 〃 アタマ 131．0�
714 ロードカラット 牡3黒鹿56 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 菊川 正達 平取 清水牧場 460－ 41：40．62 156．6
48 カミヤガルーラ 牡3鹿 56

55 ☆菅原 明良佐藤 悠大氏 杉浦 宏昭 新冠 高瀬牧場 B464－ 31：40．92 224．6�
36 シゲルサンヨ 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 凌大森中 蕃氏 和田 勇介 新冠 大林ファーム 478＋ 61：41．11� 349．1�
510 ダ ヴ ィ ン チ 牡3栗 56

53 ▲横山 琉人�シンユウ企画 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 554＋101：41．2� 315．5�
47 ヴィンセントズー 牡3芦 56 田辺 裕信千明牧場 大竹 正博 浦河 千明牧場 510－ 41：42．05 37．3�
816 ジェラスヒーロー 牡3青鹿 56

53 ▲永野 猛蔵嶋田 賢氏 高木 登 浦河 三嶋牧場 468－ 81：42．1� 34．9�
12 ホークピラー 牡3鹿 56 柴田 大知 �ブルースターズファーム 佐藤 吉勝 新ひだか 三石ファーム 484－ 4 〃 アタマ 335．6�
11 ヴァラマイト 牡3栗 56 丹内 祐次 �ローレルレーシング 清水 英克 平取 船越 伸也 B488－ 11：42．2クビ 191．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，786，700円 複勝： 58，878，700円 枠連： 13，248，600円
馬連： 77，508，700円 馬単： 31，386，200円 ワイド： 57，720，200円
3連複： 105，138，200円 3連単： 126，077，500円 計： 504，744，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 150円 � 160円 枠 連（2－6） 340円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 290円 �� 320円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 3，650円

票 数

単勝票数 計 347867 的中 � 145691（1番人気）
複勝票数 計 588787 的中 � 184157（1番人気）� 82743（3番人気）� 78272（4番人気）
枠連票数 計 132486 的中 （2－6） 29864（1番人気）
馬連票数 計 775087 的中 �� 106139（1番人気）
馬単票数 計 313862 的中 �� 31448（1番人気）
ワイド票数 計 577202 的中 �� 52658（2番人気）�� 47186（3番人気）�� 33321（6番人気）
3連複票数 計1051382 的中 ��� 61238（3番人気）
3連単票数 計1260775 的中 ��� 24984（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．2―35．1―47．5―1：00．2―1：12．4―1：24．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルコルセール �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．7．26 新潟9着

2018．4．13生 牡3鹿 母 ラバヤデール 母母 ニ キ ー ヤ 4戦1勝 賞金 6，910，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴァラマイト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月30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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ミキノカラクリバコ号

11134 5月30日 晴 良 （3東京2） 第12日 第2競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10時10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

611 キュムロンニンバス 牡3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 488± 01：25．8 1．9�
35 ヴィグルズマン 牡3栗 56 木幡 巧也 KAJIMOTOホー

ルディングス� 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 B446＋ 61：26．22 4．4�
23 フクノルッカ 牝3鹿 54 戸崎 圭太福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 株式会社

ケイズ 440＋ 2 〃 クビ 5．4�
714 グランデモナルカ 牡3黒鹿56 内田 博幸 �サンデーレーシング 奥村 武 安平 ノーザンファーム B464± 01：26．73 22．0�
11 タイセイフリート �3鹿 56

55 ☆菅原 明良田中 成奉氏 栗田 徹 平取 二風谷ファーム B472＋ 4 〃 クビ 80．7	
47 ニンジャゴー 牡3栗 56 武藤 雅野村 茂雄氏 水野 貴広 洞�湖 レイクヴィラファーム 424－ 21：26．8� 8．7

815 ニシノブライアント 牡3青鹿56 北村 宏司西山 茂行氏 加藤 和宏 新ひだか 前田ファーム 462＋ 21：27．01� 154．8�
36 ビービーラノビア 牝3鹿 54 田辺 裕信�坂東牧場 中舘 英二 浦河 絵笛牧場 428＋ 21：27．1� 54．5�
510 ファインヒューズ 牝3黒鹿54 和田 竜二井山 登氏 深山 雅史 新冠 岩見牧場 434＋ 21：27．52� 18．4
816 デルマニッコウ 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介浅沼 廣幸氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 440＋ 61：28．13� 364．1�
59 キタノプレアー 牡3栗 56 丸山 元気北所 直人氏 土田 稔 平取 びらとり牧場 464± 01：28．2	 102．9�
713 ブレイキンルース 牝3青鹿54 石川裕紀人石井 義人氏 中川 公成 新ひだか 上野 正恵 422＋ 41：28．4	 238．6�
612 シルヴェラード 牡3鹿 56

53 ▲永野 猛蔵岡田 隆寛氏 田島 俊明 新ひだか 高橋フアーム 434＋121：28．61� 38．3�
48 キタノイブラン �3栗 56 武士沢友治北所 直人氏 粕谷 昌央 新冠 タニグチ牧場 482－10 〃 クビ 373．4�
12 ホウオウツインクル 牝3栗 54 吉田 隼人小笹 芳央氏 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド 464＋181：29．34 54．4�
24 キイソアリング 牝3鹿 54

52 △山田 敬士安田嘉太郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 400＋ 61：29．93� 470．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，276，300円 複勝： 92，084，400円 枠連： 11，040，700円
馬連： 83，275，500円 馬単： 37，339，700円 ワイド： 63，702，100円
3連複： 106，980，100円 3連単： 137，349，300円 計： 570，048，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 140円 � 140円 枠 連（3－6） 330円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 190円 �� 200円 �� 380円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 2，100円

票 数

単勝票数 計 382763 的中 � 160791（1番人気）
複勝票数 計 920844 的中 � 488966（1番人気）� 101874（2番人気）� 100433（3番人気）
枠連票数 計 110407 的中 （3－6） 25171（1番人気）
馬連票数 計 832755 的中 �� 152387（2番人気）
馬単票数 計 373397 的中 �� 40239（2番人気）
ワイド票数 計 637021 的中 �� 90413（1番人気）�� 84847（2番人気）�� 36022（4番人気）
3連複票数 計1069801 的中 ��� 117898（1番人気）
3連単票数 計1373493 的中 ��� 47346（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．7―48．1―1：00．5―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キュムロンニンバス �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2020．6．6 東京6着

2018．4．24生 牡3鹿 母 オーミチェリッシュ 母母 メイショウユキカゼ 9戦1勝 賞金 12，910，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キイソアリング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月30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〕 キイソアリング号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月30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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ピッツベルニナ号

第２回 東京競馬 第１２日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



11135 5月30日 晴 良 （3東京2） 第12日 第3競走 ��2，100�3歳未勝利
発走10時40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
2：06．7
2：05．9

良
良

36 ジュンキリタップ 牡3芦 56 吉田 豊河合 純二氏 高柳 瑞樹 平取 二風谷ファーム 504＋ 42：12．8 2．8�
815� ナイトフローリック 牡3鹿 56 C．ルメール 保坂 和孝氏 木村 哲也 米 Woodford

Thoroughbreds 516＋ 82：13．75 2．1�
713 タンジェントアーク 牡3黒鹿56 和田 竜二大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ B430＋ 22：14．23 63．1�
611 コトブキアルニラム 牝3芦 54 三浦 皇成尾上 松壽氏 萱野 浩二 森 笹川大晃牧場 438± 02：14．62� 6．7�
59 マ リ ア ッ チ 牡3鹿 56

53 ▲永野 猛蔵内藤 好江氏 中野 栄治 新ひだか キヨタケ牧場 472－ 22：14．92 185．4�
714 クープドゥフランス 牡3青鹿56 木幡 巧也渡邊 隆氏 土田 稔 白老 習志野牧場 478± 02：15．0� 41．6�
35 ショスタコーヴィチ 牡3芦 56 北村 宏司原 �子氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 426－ 22：15．63� 16．0	
612 ペイシャセイント 牡3鹿 56 黛 弘人北所 直人氏 本間 忍 様似 清水スタッド 454＋ 62：15．91� 63．4

23 コンフィアンス 牝3鹿 54 福永 祐一 �京都ホースレーシング 戸田 博文 浦河 上山牧場 450± 02：16．32� 16．9�
24 ゴールドポジション 牡3黒鹿56 井上 敏樹居城 寿与氏 和田 勇介 新冠 北勝ファーム 482－ 62：17．78 20．2
510 ロ ス ト ラ ル 牡3青鹿 56

53 ▲小林 凌大村野 康司氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 528－ 82：17．8� 250．3�
816 ウエスタンアダム 牡3鹿 56 嶋田 純次西川 賢氏 大竹 正博 新ひだか ウエスタンファーム B516＋ 42：17．9� 518．7�
12 ミキノカラクリバコ 牡3鹿 56 武士沢友治谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 528－ 42：18．0クビ 362．6�
47 ミエルドール 牝3鹿 54 武藤 雅�G1レーシング 林 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 2 〃 クビ 273．0�
11 サンデイビス 牡3芦 56 横山 和生 �加藤ステーブル 小野 次郎 日高 株式会社

ケイズ B492＋ 22：18．1クビ 53．3�
48 ラグナキリア 牡3鹿 56 大野 拓弥 �社台レースホース高木 登 千歳 社台ファーム 540± 02：22．9大差 81．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，432，600円 複勝： 63，648，800円 枠連： 14，380，000円
馬連： 79，331，200円 馬単： 34，612，400円 ワイド： 67，334，400円
3連複： 121，143，000円 3連単： 154，298，400円 計： 576，180，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 120円 � 630円 枠 連（3－8） 260円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 180円 �� 1，610円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 3，660円 3 連 単 ��� 11，290円

票 数

単勝票数 計 414326 的中 � 116667（2番人気）
複勝票数 計 636488 的中 � 157703（2番人気）� 184739（1番人気）� 13556（10番人気）
枠連票数 計 143800 的中 （3－8） 41578（1番人気）
馬連票数 計 793312 的中 �� 206608（1番人気）
馬単票数 計 346124 的中 �� 41516（2番人気）
ワイド票数 計 673344 的中 �� 125553（1番人気）�� 8938（18番人気）�� 8277（21番人気）
3連複票数 計1211430 的中 ��� 24807（11番人気）
3連単票数 計1542984 的中 ��� 9900（30番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―12．6―13．0―12．3―12．5―12．8―12．6―12．5―12．6―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．3―30．9―43．9―56．2―1：08．7―1：21．5―1：34．1―1：46．6―1：59．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．7
1
3
16（1，6）（4，7）（3，11）15，2（9，12）（5，8）13，10－14・（16，15）6，1（4，7）11，3，12，5（2，13，9）－（10，14）－8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジュンキリタップ �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．12．20 中山4着

2018．3．9生 牡3芦 母 レオアルテミス 母母 ティアドロップス 5戦1勝 賞金 10，200，000円
〔制裁〕 ウエスタンアダム号の騎手嶋田純次は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番・4番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラグナキリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月30日まで平地競走に

出走できない。
※ミキノカラクリバコ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

11136 5月30日 晴 良 （3東京2） 第12日 第4競走 1，600�3歳未勝利
発走11時10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
1：30．5
1：30．3

良
良

816 レ ッ ド ロ ワ 牡3青鹿56 C．ルメール �東京ホースレーシング 木村 哲也 白老 社台牧場 466－ 81：33．7 1．9�
715 トーセンメラニー 牝3黒鹿54 横山 武史島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 460＋ 21：33．91� 4．1�
818 ロジモーリス 牝3鹿 54 田辺 裕信久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 496＋101：34．11 13．6�
510 ノーブルパレス 牡3鹿 56

55 ☆菅原 明良吉木 伸彦氏 中川 公成 新冠 新冠伊藤牧場 458＋ 6 〃 アタマ 45．2�
817 エ イ ペ ク ス 牝3鹿 54 三浦 皇成ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480＋ 81：34．2� 95．0	
11 デルマアミダ 牝3栗 54 木幡 巧也浅沼 廣幸氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 470± 01：34．3クビ 27．4

59 アヒージョケッパー 牝3芦 54 M．デムーロ �スリーエイチレーシング 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 430－ 2 〃 ハナ 15．5�
612 フェミニンルック 牝3鹿 54 石橋 脩 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 414－ 21：34．51� 188．9
36 ララヴァンド 牝3鹿 54 北村 宏司 �シルクレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 450 ― 〃 ハナ 62．2�
12 アダムスマイリー 牡3黒鹿56 武藤 雅廣崎 双葉氏 青木 孝文 平取 株式会社

ASK STUD 450＋ 2 〃 アタマ 140．2�
611 マイネルダグラス 牡3鹿 56 津村 明秀 �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 B500± 01：34．6� 21．0�
713 インプレストサマー 牝3黒鹿54 柴田 善臣矢野 雅子氏 和田 勇介 安平 追分ファーム 446 ― 〃 ハナ 343．0�
714 ニシノワクテカ 牡3青 56 武 豊西山 茂行氏 的場 均 新冠 中山 高鹿康 466－ 41：34．7� 7．0�
24 ケイティミシェル 牝3鹿 54

52 △秋山 稔樹瀧本 和義氏 清水 英克 新ひだか 曾我 博 410＋ 21：34．91 446．3�
47 コスモスケアヘッド 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 棚川 光男 476－ 4 〃 クビ 21．7�
23 ウインシュクラン 牡3栗 56 松山 弘平�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 454± 01：35．21� 36．9�
35 タミルナードゥ 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 新ひだか 静内酒井牧場 462－ 6 〃 アタマ 782．6�
48 フェアメーゲン 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 422＋ 41：35．52 560．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 55，962，800円 複勝： 88，687，500円 枠連： 20，644，400円
馬連： 104，373，900円 馬単： 41，995，100円 ワイド： 90，499，000円
3連複： 156，556，000円 3連単： 176，400，600円 計： 735，119，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 130円 � 230円 枠 連（7－8） 240円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 210円 �� 430円 �� 760円

3 連 複 ��� 1，380円 3 連 単 ��� 3，660円

票 数

単勝票数 計 559628 的中 � 225242（1番人気）
複勝票数 計 886875 的中 � 270438（1番人気）� 172428（2番人気）� 64785（5番人気）
枠連票数 計 206444 的中 （7－8） 66102（1番人気）
馬連票数 計1043739 的中 �� 221265（1番人気）
馬単票数 計 419951 的中 �� 56291（1番人気）
ワイド票数 計 904990 的中 �� 128048（1番人気）�� 50984（3番人気）�� 26298（8番人気）
3連複票数 計1565560 的中 ��� 84501（2番人気）
3連単票数 計1764006 的中 ��� 34854（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．9―35．6―47．6―59．9―1：11．3―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F33．8
3 4，10（3，12）（5，18）7（1，8，16）（11，14）（2，15）－（17，9）（6，13） 4 4（10，12）（3，18）（5，7）（1，16，14）（8，11）15（2，9）17（6，13）

勝馬の
紹 介

レ ッ ド ロ ワ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Orpen デビュー 2020．11．1 東京2着

2018．1．22生 牡3青鹿 母 プラヤデシエルタ 母母 Puerto Azul 4戦1勝 賞金 9，440，000円



11137 5月30日 晴 良 （3東京2） 第12日 第5競走 ��1，600�3歳1勝クラス
発走12時10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
1：33．8
1：33．3

重
良

59 ジョディーズマロン 牡3栗 56 池添 謙一 �ローレルレーシング 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 450－ 41：37．1 9．7�
510 デリシュレーヌ 牝3青鹿54 武士沢友治加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 474＋ 41：37．2� 27．7�
47 トーホウボルツ 牡3黒鹿56 北村 宏司東豊物産� 田中 清隆 浦河 王蔵牧場 460－ 6 〃 アタマ 38．1�
816 アルーブルト 牡3鹿 56 浜中 俊ディアレストクラブ� 畑端 省吾 浦河 ディアレスト

クラブ 454－ 61：37．41� 1．7�
815 トモジャリア 牡3黒鹿56 石川裕紀人吉冨 学氏 小笠 倫弘 新冠 オリエント牧場 470＋ 21：37．51 6．6�
714 ハイスピリッツ 牝3黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵岡田 牧雄氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 460－ 41：38．03 46．3	
35 トーセンアルル 牝3栗 54

53 ☆菅原 明良島川 
哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 484＋ 21：38．1� 61．0�

612 アーバンヒーロー 牡3栗 56 宮崎 北斗田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 石田牧場 500－ 41：38．2� 28．3�
11 マイナーズライト 牡3鹿 56 戸崎 圭太吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 460＋ 21：38．3クビ 14．5
713 クリノザウルス 牡3鹿 56

53 ▲原 優介栗本 博晴氏 本間 忍 新冠 上井農場 468－ 81：38．51� 38．1�
36 レッドアウレア 牡3栗 56 M．デムーロ �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 490－101：38．6� 7．4�
23 ニシノライトニング 牡3鹿 56 丸山 元気西山 茂行氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 484－ 21：39．34 29．7�
24 エスジープリンセス 牝3芦 54 大野 拓弥後藤 貞夫氏 和田 勇介 新ひだか グローリーファーム 474＋ 2 〃 クビ 51．3�
48 スズカビーチ 牝3黒鹿54 岩部 純二永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 460－ 21：39．51 441．0�
611 コ ウ ジ ク ン �3鹿 56 木幡 巧也瀬谷 
雄氏 牧 光二 平取 赤石牧場 B490± 01：40．56 187．3�
12 ジャスティンスター 牡3栗 56 松山 弘平三木 正浩氏 安田 隆行 浦河 辻 牧場 504＋ 41：41．03 72．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，983，300円 複勝： 103，093，100円 枠連： 23，306，400円
馬連： 120，955，000円 馬単： 49，620，400円 ワイド： 102，456，300円
3連複： 179，668，000円 3連単： 209，281，500円 計： 840，364，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 360円 � 780円 � 1，180円 枠 連（5－5） 13，210円

馬 連 �� 11，200円 馬 単 �� 18，100円

ワ イ ド �� 1，940円 �� 4，020円 �� 7，950円

3 連 複 ��� 112，850円 3 連 単 ��� 564，040円

票 数

単勝票数 計 519833 的中 � 42477（4番人気）
複勝票数 計1030931 的中 � 83969（3番人気）� 33616（6番人気）� 21581（11番人気）
枠連票数 計 233064 的中 （5－5） 1367（25番人気）
馬連票数 計1209550 的中 �� 8899（20番人気）
馬単票数 計 496204 的中 �� 2056（38番人気）
ワイド票数 計1024563 的中 �� 13873（20番人気）�� 6547（36番人気）�� 3284（59番人気）
3連複票数 計1796680 的中 ��� 1194（163番人気）
3連単票数 計2092815 的中 ��� 269（819番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．6―12．5―12．8―12．1―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．1―34．7―47．2―1：00．0―1：12．1―1：24．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョディーズマロン �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 サムライハート デビュー 2020．6．27 函館2着

2018．2．21生 牡3栗 母 ジョディーズロマン 母母 ジョディーディア 9戦2勝 賞金 18，330，000円
〔制裁〕 ニシノライトニング号の騎手丸山元気は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番）

クリノザウルス号の騎手原優介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）
アルーブルト号の騎手浜中俊は，後検量について注意義務を怠り戒告。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 サステナブル号・ダイモーン号・ノーブルシルエット号・レイニーデイ号

11138 5月30日 晴 良 （3東京2） 第12日 第6競走 1，400�4歳以上1勝クラス
発走12時40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
1：21．5
1：20．3

重
不良

816 ケイアイメープル 牡4鹿 57 C．ルメール �ケイアイスタリオン 小島 茂之 新ひだか 佐竹 学 474± 01：24．5 3．8�
48 コングールテソーロ 牡5鹿 57 松山 弘平了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 高橋フアーム 488－ 2 〃 ハナ 9．3�
611 スワーヴヨハン 牡4黒鹿57 横山 典弘�NICKS 田中 博康 新ひだか タイヘイ牧場 560＋141：24．92� 8．8�
713 ヴァルゴスピカ 牝4鹿 55

52 ▲永野 猛蔵岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 日高 本間牧場 438－ 21：25．01 42．3�
11 デルマシャンパン 牝6黒鹿55 三浦 皇成浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 B476± 01：25．31� 4．0�
24 � パワポケプリメーロ 牡4栗 57

56 ☆木幡 育也柳原 達也氏 新開 幸一 新ひだか グランド牧場 424＋ 8 〃 クビ 93．2	
714 アポロセイラン 牡4鹿 57 田辺 裕信アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 日高 春木ファーム 462－ 2 〃 ハナ 3．9

47 � レ ゴ リ ス �5黒鹿57 吉田 隼人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 辻 哲英 新ひだか 村上牧場 480－ 21：25．4� 10．4�
35 オールミラージュ 牡5栗 57

56 ☆菅原 明良田頭 勇貴氏 深山 雅史 新冠 スカイビーチステーブル 460＋ 21：25．5クビ 50．0�
510 スイーツビュッフェ 牝5鹿 55 丸山 元気 �YGGホースクラブ 中川 公成 日高 ヤナガワ牧場 510＋121：26．03 18．1
36 リアンフィーユ 牝4黒鹿55 石川裕紀人 �CHEVAL AT-

TACHE 斎藤 誠 新ひだか 前田ファーム 458± 0 〃 クビ 67．4�
815� ディーププリモ 牡5鹿 57

55 ◇藤田菜七子ライオンレースホース� 根本 康広 登別 登別上水牧場 480－ 61：26．21� 171．3�
612� ルミエールソレイユ 牝5栗 55 柴田 大知岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 488＋181：26．41� 42．4�
12 レムリアンシード 牡4芦 57 大庭 和弥田頭 勇貴氏 松永 康利 新冠 スカイビーチステーブル 452－ 41：26．5クビ 372．7�
59 � クロノスバローズ 牡9黒鹿 57

55 △秋山 稔樹奈良﨑孝一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 矢野牧場 414－ 8 〃 アタマ 526．8�
23 ファインダッシュ 牡9黒鹿57 田中 勝春井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 B508－ 21：27．13� 78．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，122，200円 複勝： 72，894，000円 枠連： 18，136，700円
馬連： 112，168，500円 馬単： 37，920，900円 ワイド： 89，933，600円
3連複： 147，960，900円 3連単： 151，433，000円 計： 685，569，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 240円 � 290円 枠 連（4－8） 1，050円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 2，940円

ワ イ ド �� 690円 �� 710円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 4，920円 3 連 単 ��� 23，480円

票 数

単勝票数 計 551222 的中 � 115928（1番人気）
複勝票数 計 728940 的中 � 115982（3番人気）� 76368（4番人気）� 58205（5番人気）
枠連票数 計 181367 的中 （4－8） 13321（4番人気）
馬連票数 計1121685 的中 �� 51259（5番人気）
馬単票数 計 379209 的中 �� 9648（8番人気）
ワイド票数 計 899336 的中 �� 34222（6番人気）�� 32955（8番人気）�� 15533（15番人気）
3連複票数 計1479609 的中 ��� 22515（12番人気）
3連単票数 計1514330 的中 ��� 4674（59番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．7―12．2―12．2―12．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．8―35．5―47．7―59．9―1：12．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．8
3 ・（2，16）－（8，12）（1，4）13，7，15（6，5，10）14－9－11－3 4 ・（2，16）（8，12）（1，4，13）7（6，5，15）10，14－（9，11）3

勝馬の
紹 介

ケイアイメープル �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 トワイニング デビュー 2020．5．2 東京16着

2017．5．24生 牡4鹿 母 ケイアイエーデル 母母 ケイアイワールド 7戦2勝 賞金 18，700，000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。
（非当選馬） 1頭 セイウンデルレイ号
（非抽選馬） 1頭 シゲルハクチョウザ号



11139 5月30日 晴 良 （3東京2） 第12日 第7競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時10分 （芝・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
1：44．2
1：43．9

良
良

67 スパングルドスター 牝4鹿 55 M．デムーロ �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 444＋ 21：46．4 2．4�
33 ゴールデンレシオ 牡4鹿 57 C．ルメール DMMドリームクラブ� 国枝 栄 安平 追分ファーム 506＋221：46．61� 3．2�
55 グレルグリーン 牡5黒鹿 57

54 ▲横山 琉人斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 464± 01：46．7� 33．1�
44 マイネルデステリョ 牡4黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 新冠橋本牧場 452＋ 2 〃 ハナ 7．3�
78 � ホウオウビクトリー 牡5鹿 57 横山 武史小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 482－ 6 〃 クビ 9．6	
810� ジェイケイエピファ 牝4青鹿55 木幡 巧也小谷野次郎氏 堀井 雅広 新冠 村上 欽哉 482± 01：46．8� 5．8

811� タニマサベーカ 牡6鹿 57

55 △秋山 稔樹谷 正之氏 辻 哲英 新冠 堤 牧場 450－ 61：47．12 97．0�
66 セイラブミー 牝4黒鹿55 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 462－ 41：47．2� 194．4�
11 ケ ル ベ ロ ス 牡8黒鹿 57

54 ▲永野 猛蔵�ORTEGA 大江原 哲 新冠 松浦牧場 452－ 61：47．3	 22．9
22 ダイイチターミナル 牡7鹿 57 菅原 隆一�ミルファーム 伊坂 重信 浦河 ミルファーム 464＋ 21：47．4	 100．9�
79 スズロザーナ 牝5栗 55 石川裕紀人森 達郎氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 446＋ 21：47．5クビ 49．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 50，106，200円 複勝： 53，892，200円 枠連： 11，320，800円
馬連： 106，623，300円 馬単： 44，432，800円 ワイド： 71，381，700円
3連複： 117，604，700円 3連単： 188，631，100円 計： 643，992，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 150円 � 450円 枠 連（3－6） 350円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，170円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 3，630円 3 連 単 ��� 11，820円

票 数

単勝票数 計 501062 的中 � 164273（1番人気）
複勝票数 計 538922 的中 � 178044（1番人気）� 93421（2番人気）� 17910（7番人気）
枠連票数 計 113208 的中 （3－6） 24545（1番人気）
馬連票数 計1066233 的中 �� 207352（1番人気）
馬単票数 計 444328 的中 �� 47995（1番人気）
ワイド票数 計 713817 的中 �� 98464（1番人気）�� 13886（13番人気）�� 13701（15番人気）
3連複票数 計1176047 的中 ��� 24246（13番人気）
3連単票数 計1886311 的中 ��� 11567（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―35．9―48．3―1：00．2―1：12．4―1：23．5―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．0

3 11－8（2，7）9，3，4，5，10，1，6
2
4

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

勝馬の
紹 介

スパングルドスター �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Monsun デビュー 2019．10．20 東京11着

2017．1．28生 牝4鹿 母 ス タ セ リ タ 母母 Soignee 8戦2勝 賞金 16，600，000円

11140 5月30日 晴 良 （3東京2） 第12日 第8競走 ��2，400�
あおあらし

青 嵐 賞
発走13時40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 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

66 リ ー ヴ ル 牡5栗 57 吉田 隼人�G1レーシング 辻 哲英 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 496－ 22：23．2 63．1�

33 アイブランコ 牡4栗 57 内田 博幸ライフエンタープライズ� 中野 栄治 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 502＋ 42：23．62 5．3�

88 エドノフェリーチェ 牝4芦 55 大野 拓弥遠藤 喜松氏 相沢 郁 新ひだか フジワラフアーム B452＋ 42：23．7� 3．2�
11 ドリームスピリット 牡6鹿 57 田辺 裕信落合 幸弘氏 武藤 善則 様似 中村 俊紀 502－ 42：23．91� 7．2�
44 マイネルステレール 牡5鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム B486± 02：24．22 19．5�
22 フラッフィーベア 牝5鹿 55 北村 宏司 	フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 440＋ 42：24．31 41．2

55 マイネルコロンブス 牡4鹿 57 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 466± 02：24．83 2．4�
77 サトノシリウス 牡6鹿 57 福永 祐一 �サトミホースカンパニー 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 484－ 62：25．65 8．4�

（8頭）

売 得 金
単勝： 52，679，000円 複勝： 51，550，400円 枠連： 発売なし
馬連： 103，383，000円 馬単： 47，353，500円 ワイド： 57，981，200円
3連複： 104，973，800円 3連単： 234，335，700円 計： 652，256，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，310円 複 勝 � 1，150円 � 180円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 16，670円 馬 単 �� 45，120円

ワ イ ド �� 4，130円 �� 3，030円 �� 360円

3 連 複 ��� 14，890円 3 連 単 ��� 172，650円

票 数

単勝票数 計 526790 的中 � 6678（8番人気）
複勝票数 計 515504 的中 � 7673（8番人気）� 81500（3番人気）� 118369（2番人気）
馬連票数 計1033830 的中 �� 5116（23番人気）
馬単票数 計 473535 的中 �� 787（50番人気）
ワイド票数 計 579812 的中 �� 3338（24番人気）�� 4585（20番人気）�� 47341（4番人気）
3連複票数 計1049738 的中 ��� 5286（32番人気）
3連単票数 計2343357 的中 ��� 984（227番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．6―36．6―48．1―59．3―1：10．8―1：22．8―1：34．5―1：46．5―1：58．3―2：10．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．7
1
3
2－6，1－7－4－3－8－5
2＝6－1＝（7，3）－4－8，5

2
4
2＝6－1＝7－4，3－8＝5
2－6－1＝（7，3）－4－8，5

勝馬の
紹 介

リ ー ヴ ル 
�
父 ノヴェリスト 

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．10．20 東京13着

2016．1．29生 牡5栗 母 プ ラ ー ジ ュ 母母 テ ィ テ ィ ス 13戦3勝 賞金 28，539，000円



11141 5月30日 晴 良 （3東京2） 第12日 第9競走 ��1，600�
くんぷう

薫風ステークス
発走14時15分 （ダート・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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

612 メイショウハリオ 牡4栗 57 横山 和生松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 506＋ 21：36．8 15．9�
12 バンブトンハート 牝5青鹿55 柴田 大知樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 498－ 21：37．01� 15．7�
24 ファイアランス 牡4鹿 57 石橋 脩ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494－ 2 〃 ハナ 6．1�
816 ファシネートゼット 牝4栗 55 三浦 皇成高橋 悦見氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 474＋ 61：37．1� 27．5�
713 エピックアン 牡6芦 57 田辺 裕信 TURFレーシング 大和田 成 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B516＋ 6 〃 ハナ 28．8�
714 ワンダーマンボ 牝5黒鹿55 吉田 隼人草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 470－ 41：37．31� 36．2�
35 フィールザファラオ 牡6黒鹿57 柴田 善臣櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 B476＋ 4 〃 アタマ 34．0	
611 ホウオウスクラム 牡6栗 57 大野 拓弥小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 522－ 4 〃 クビ 162．4

48 ホウオウライジン 牡5栗 57 藤岡 佑介小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 498＋ 41：37．4クビ 60．9�
47 ダンケシェーン �6栗 57 横山 典弘 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 B490＋14 〃 クビ 25．9
11 キタサンタイドー 牡6黒鹿57 川田 将雅�大野商事 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 522＋ 21：37．72 26．5�
36 ゼノヴァース 牡4鹿 57 C．ルメール�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ

ファーム 458－ 6 〃 ハナ 5．5�
59 マッスルビーチ 牡5黒鹿57 戸崎 圭太岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470± 01：37．91 19．3�
815 ローレルリーベ 牡7栗 57 嘉藤 貴行 �ローレルレーシング 奥平 雅士 日高 リコーファーム B528± 01：38．0	 314．0�
23 
 コラルノクターン 牡4鹿 57 福永 祐一グリーンフィールズ� 藤原 英昭 米 Harris Training

Center, LLC 516＋ 21：38．1� 2．0�
510 フラワーストリーム �6鹿 57 野中悠太郎花村 誠氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B472＋141：39．16 433．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 74，382，800円 複勝： 124，038，400円 枠連： 30，969，000円
馬連： 178，458，200円 馬単： 70，928，700円 ワイド： 130，415，800円
3連複： 258，002，600円 3連単： 322，891，000円 計： 1，190，086，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 480円 � 420円 � 240円 枠 連（1－6） 6，610円

馬 連 �� 13，340円 馬 単 �� 21，460円

ワ イ ド �� 3，060円 �� 1，880円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 23，670円 3 連 単 ��� 182，740円

票 数

単勝票数 計 743828 的中 � 37356（5番人気）
複勝票数 計1240384 的中 � 62915（6番人気）� 73098（5番人気）� 150069（2番人気）
枠連票数 計 309690 的中 （1－6） 3627（15番人気）
馬連票数 計1784582 的中 �� 11024（34番人気）
馬単票数 計 709287 的中 �� 2478（50番人気）
ワイド票数 計1304158 的中 �� 10815（33番人気）�� 17901（16番人気）�� 25616（12番人気）
3連複票数 計2580026 的中 ��� 8172（67番人気）
3連単票数 計3228910 的中 ��� 1281（435番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．7―12．2―12．3―12．2―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―34．9―47．1―59．4―1：11．6―1：24．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウハリオ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．4．5 阪神5着

2017．2．25生 牡4栗 母 メイショウオウヒ 母母 アルペンローズ 10戦4勝 賞金 50，912，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アイムポッシブル号・アドマイヤスコール号・カミノコ号・サンタナブルー号・シェパードボーイ号・

フィルストバーン号・フォーカード号

11142 5月30日 曇 良 （3東京2） 第12日 第10競走 ��1，800�む ら さ き 賞
発走14時50分 （芝・左）
4歳以上，3勝クラス，2．5．30以降3．5．23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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

510 ジュンライトボルト 牡4鹿 55 川田 将雅河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 476－ 21：44．3 4．5�
48 サトノフウジン 牡4黒鹿55 C．ルメール �サトミホースカンパニー 堀 宣行 千歳 社台ファーム 472＋ 6 〃 ハナ 15．4�
35 モンブランテソーロ 牡5鹿 56 津村 明秀了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 浦河 市川フアーム 484＋ 41：44．61� 5．8�
23 � サ タ ー ン 牡5鹿 54 松山 弘平石川 達絵氏 辻野 泰之 浦河 三嶋牧場 496－ 21：44．7クビ 8．9�
611 オメガラヴィサン �6鹿 55 大野 拓弥原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 488＋ 41：44．8� 13．5�
11 ハイアーグラウンド �7鹿 54 和田 竜二小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 510－ 4 〃 ハナ 49．0	
47 � シ ン ボ 牡4鹿 55 武 豊
龍光 小崎 憲 新冠 長浜 忠 458－ 21：44．9クビ 15．8�
715 モンテグロッソ 牡6青鹿55 M．デムーロゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502－ 4 〃 アタマ 18．1�
816	 エアファンディタ 牡4黒鹿55 福永 祐一 �ラッキーフィールド池添 学 米

Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

458＋ 2 〃 アタマ 7．9
612 レオビヨンド 牡5鹿 54 吉田 隼人�レオ 高柳 大輔 浦河 中島牧場 494± 01：45．22 115．7�
12 ダイワクンナナ 牝4鹿 53 戸崎 圭太大城 正一氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 496＋ 21：45．3
 4．2�
817 シ ャ チ 牡4鹿 53 山田 敬士中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 468－ 21：45．4クビ 160．7�
714 スーパーブレイク 牡7黒鹿54 菅原 明良堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 476－ 21：45．51 162．6�
24 サ ペ ラ ヴ ィ 牡4鹿 55 石橋 脩伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 474－ 41：45．81� 29．4�
818 セイウンヴィーナス 牝4青鹿52 内田 博幸西山 茂行氏 本間 忍 浦河 大柳ファーム 446－ 81：45．9クビ 43．5�
59 ショウナンバビアナ 牝5青鹿52 吉田 豊国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 474－ 41：46．53
 145．3�
36 キ タ イ 牝5鹿 52 木幡 巧也西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 516＋ 2 〃 
 53．0�
713 レオコックブルー 牝6黒鹿52 永野 猛蔵親川 智行氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 448＋ 41：46．92
 156．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 91，802，700円 複勝： 137，528，600円 枠連： 34，715，100円
馬連： 232，460，400円 馬単： 71，364，700円 ワイド： 162，078，100円
3連複： 325，195，800円 3連単： 325，133，900円 計： 1，380，279，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 180円 � 470円 � 190円 枠 連（4－5） 2，220円

馬 連 �� 4，030円 馬 単 �� 6，240円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 530円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 6，000円 3 連 単 ��� 36，970円

票 数

単勝票数 計 918027 的中 � 161901（2番人気）
複勝票数 計1375286 的中 � 217345（1番人気）� 60578（8番人気）� 202386（3番人気）
枠連票数 計 347151 的中 （4－5） 12090（12番人気）
馬連票数 計2324604 的中 �� 47519（13番人気）
馬単票数 計 713647 的中 �� 8568（21番人気）
ワイド票数 計1620781 的中 �� 31506（13番人気）�� 84315（3番人気）�� 25140（18番人気）
3連複票数 計3251958 的中 ��� 40637（13番人気）
3連単票数 計3251339 的中 ��� 6376（83番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―35．2―46．7―58．1―1：09．7―1：21．2―1：32．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．6

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジュンライトボルト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．7．21 中京3着

2017．4．27生 牡4鹿 母 スペシャルグルーヴ 母母 ソニックグルーヴ 18戦4勝 賞金 83，051，000円
〔制裁〕 レオビヨンド号の騎手吉田隼人は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）

１レース目 ３レース目



11143 5月30日 晴 良 （3東京2） 第12日 第11競走 ��
��2，400�東 京 優 駿（ＧⅠ）

発走15時40分 （第88回日本ダービー） （芝・左）
牡・牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，牡馬57�，牝馬55�

内閣総理大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞・東京馬主協会賞（1着）
賞 品

本 賞 200，000，000円 80，000，000円 50，000，000円 30，000，000円 20，000，000円
付 加 賞 27，188，000円 7，768，000円 3，884，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品

朝日新聞社賞（1着）
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
2：22．6

良
良
良

510 シャフリヤール 牡3黒鹿57 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 444－ 42：22．5 11．7�
11 エフフォーリア 牡3鹿 57 横山 武史 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 510＋ 6 〃 ハナ 1．7�
611 ステラヴェローチェ 牡3黒鹿57 吉田 隼人大野 剛嗣氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 488－122：22．71� 40．2�
713 グレートマジシャン 牡3青鹿57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 478＋ 4 〃 ハナ 11．1�
816 サトノレイナス 牝3鹿 55 C．ルメール �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 474± 0 〃 ハナ 5．1	
714 タイトルホルダー 牡3鹿 57 田辺 裕信山田 弘氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 22：23．12 30．4

48 ヨーホーレイク 牡3鹿 57 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 504± 0 〃 アタマ 18．4�
47 グラティアス 牡3鹿 57 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 496－ 4 〃 ハナ 43．2�
36 バ ジ オ ウ 牡3鹿 57 大野 拓弥鈴木 剛史氏 田中 博康 千歳 社台ファーム 466＋ 22：23．31� 122．8
612 ワンダフルタウン 牡3鹿 57 和田 竜二三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 470＋ 4 〃 クビ 16．2�
24 レッドジェネシス 牡3鹿 57 横山 典弘 �東京ホースレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 490＋ 22：23．61	 57．0�
59 ラ ー ゴ ム 牡3栗 57 浜中 俊林 正道氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 506－102：23．7クビ 186．5�
23 タイムトゥヘヴン 牡3鹿 57 石橋 脩 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 日高 オリオンファーム 472－ 62：23．8	 253．8�
12 ヴィクティファルス 牡3鹿 57 池添 謙一�G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 474－ 42：24．33 95．6�
817 バスラットレオン 牡3鹿 57 藤岡 佑介広尾レース� 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 484＋ 22：25．47 53．9�
35 ディープモンスター 牡3青鹿57 武 豊 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 新ひだか 矢野牧場 454＋102：25．71	 23．7�
815 アドマイヤハダル 牡3鹿 57 M．デムーロ近藤 旬子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 482± 02：26．01	 45．3�

（17頭）

売 得 金
単勝： 1，459，615，100円 複勝： 1，160，943，300円 枠連： 615，154，000円 馬連： 3，285，088，100円 馬単： 1，399，544，900円
ワイド： 2，102，040，400円 3連複： 5，560，895，800円 3連単： 9，492，615，000円 5重勝： 862，671，500円 計： 25，938，568，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 270円 � 120円 � 550円 枠 連（1－5） 1，020円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 3，360円

ワ イ ド �� 450円 �� 3，880円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 8，800円 3 連 単 ��� 58，980円

5 重 勝
対象競走：東京9R／中京9R／東京10R／中京10R／東京11R

キャリーオーバー なし����� 4，506，490円

票 数

単勝票数 計14596151 的中 � 995434（4番人気）
複勝票数 計11609433 的中 � 877593（4番人気）� 3899896（1番人気）� 365366（10番人気）
枠連票数 計6151540 的中 （1－5） 463842（5番人気）
馬連票数 計32850881 的中 �� 2678902（2番人気）
馬単票数 計13995449 的中 �� 311529（12番人気）
ワイド票数 計21020404 的中 �� 1299589（3番人気）�� 129491（41番人気）�� 512868（9番人気）
3連複票数 計55608958 的中 ��� 473645（28番人気）
3連単票数 計94926150 的中 ��� 116674（181番人気）
5重勝票数 計8626715 的中 ����� 134

ハロンタイム 12．2―10．6―12．2―13．0―12．3―12．4―12．8―11．7―11．4―11．5―10．8―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．2―22．8―35．0―48．0―1：00．3―1：12．7―1：25．5―1：37．2―1：48．6―2：00．1―2：10．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．3―3F33．9
1
3
17－14（1，2）（6，7）（10，16）8（3，9，12）（5，11，13）－15＝4
17（7，16）（15，5）（14，2，12）（1，13）（10，8）（6，9，11）3，4

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

勝馬の
紹 介

シャフリヤール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Essence of Dubai デビュー 2020．10．25 京都1着

2018．4．13生 牡3黒鹿 母 ドバイマジェスティ 母母 Great Majesty 4戦3勝 賞金 282，085，000円

11144 5月30日 晴 良 （3東京2） 第12日 第12競走
第135回農林水産省賞典

��
��2，500�目 黒 記 念（ＧⅡ）

発走17時00分 （芝・左）
4歳以上，2．5．30以降3．5．23まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

農林水産大臣賞（1着）
賞 品

本 賞 57，000，000円 23，000，000円 14，000，000円 8，600，000円 5，700，000円
付 加 賞 1，120，000円 320，000円 160，000円 � コースレコード

中央レコード
2：28．2
2：28．2

良
良

35 ウインキートス 牝4黒鹿52 丹内 祐次�ウイン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム 468＋ 82：32．8 16．6�
48 ヒートオンビート 牡4鹿 55 川田 将雅 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 466－ 42：33．12 4．2�
23 アドマイヤアルバ �6鹿 53 北村 宏司近藤 旬子氏 柄崎 孝 安平 ノーザンファーム B468－122：33．41� 170．7�
611 グロンディオーズ 牡6黒鹿56 C．ルメール �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 540± 02：33．61 3．1�
714 ゴールドギア 牡6黒鹿55 田辺 裕信有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 三嶋牧場 482－ 42：33．91� 22．8	
612 ダンスディライト 牡5黒鹿55 横山 典弘 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 502＋ 8 〃 ハナ 36．7

24 サンアップルトン 牡5黒鹿55 柴田 善臣 �加藤ステーブル 中野 栄治 日高 株式会社

ケイズ 472－ 6 〃 ハナ 13．0�
59 アイスバブル 牡6芦 55 石川裕紀人金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 466＋ 2 〃 クビ 50．1�
12 トラストケンシン 牡6鹿 52 吉田 豊菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 456－ 22：34．0	 30．2
510 ナムラドノヴァン 牡6鹿 54 内田 博幸奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 いとう牧場 496＋ 42：34．1� 28．1�
11 ムイトオブリガード 牡7鹿 57 横山 武史市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 494－ 4 〃 アタマ 15．1�
815
 ミスマンマミーア 牝6栗 54 福永 祐一吉田 勝利氏 寺島 良 日高 新生ファーム 460＋ 42：34．2	 7．8�
36 アドマイヤポラリス 牡5鹿 55 吉田 隼人近藤 旬子氏 友道 康夫 新ひだか 下屋敷牧場 486＋ 42：34．3クビ 11．5�
713 ディアマンミノル 牡4栗 54 松山 弘平吉岡 實氏 本田 優 浦河 村下農場 466＋ 22：34．61� 11．4�
47 サトノルークス 牡5鹿 55 大野 拓弥 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 480－ 42：34．7� 42．4�
816 トップウイナー 牡5栗 55 和田 竜二�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 B468＋ 22：34．81 214．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 289，527，900円 複勝： 391，902，600円 枠連： 132，448，300円
馬連： 805，532，200円 馬単： 243，514，400円 ワイド： 599，217，000円
3連複： 1，429，796，900円 3連単： 1，537，126，500円 計： 5，429，065，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，660円 複 勝 � 510円 � 200円 � 3，600円 枠 連（3－4） 1，540円

馬 連 �� 2，940円 馬 単 �� 7，210円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 30，970円 �� 20，060円

3 連 複 ��� 195，290円 3 連 単 ��� 994，120円

票 数

単勝票数 計2895279 的中 � 139323（8番人気）
複勝票数 計3919026 的中 � 188320（7番人気）� 637861（2番人気）� 23190（15番人気）
枠連票数 計1324483 的中 （3－4） 66575（5番人気）
馬連票数 計8055322 的中 �� 224566（11番人気）
馬単票数 計2435144 的中 �� 25323（26番人気）
ワイド票数 計5992170 的中 �� 144878（11番人気）�� 4878（100番人気）�� 7540（95番人気）
3連複票数 計14297969 的中 ��� 5491（329番人気）
3連単票数 計15371265 的中 ��� 1121（1731番人気）

ハロンタイム 7．3―11．4―12．5―13．3―13．2―12．4―11．9―12．8―12．7―12．5―11．1―10．6―11．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．3―18．7―31．2―44．5―57．7―1：10．1―1：22．0―1：34．8―1：47．5―2：00．0―2：11．1―2：21．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．3―3F32．8
1
3
16，5，12（3，8）（1，6）13（7，11）（9，15）（2，4）（10，14）
16－5＝3，12（8，6）（1，11，13）14（7，15）（9，10）（2，4）

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

勝馬の
紹 介

ウインキートス �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2019．11．16 東京3着

2017．5．4生 牝4黒鹿 母 イクスキューズ 母母 クリスティキャット 16戦5勝 賞金 143，171，000円

５レース目



（3東京2）第12日 5月30日（日曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 184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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

667，410，000円
11，040，000円
31，790，000円
41，800，000円
86，660，000円
6，000，000円
78，998，000円
5，961，000円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
2，295，677，600円
2，399，142，000円
925，364，000円
5，289，158，000円
2，110，013，700円
3，594，759，800円
8，613，915，800円
13，055，573，500円
862，671，500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 39，146，275，900円

総入場人員 4，944名 （有料入場人員 4，367名）



令和3年度 第2回東京競馬 総計

競走回数 144回 出走延頭数 2，071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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

3，849，700，000円
58，860，000円
319，180，000円
112，810，000円
469，310，000円
18，000，000円
880，564，500円
63，685，500円
19，881，600円

勝馬投票券売得金
12，337，129，700円
16，998，739，100円
4，763，669，400円
27，066，499，400円
11，216，903，700円
20，154，183，000円
44，357，127，800円
62，790，702，000円
4，052，852，200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 203，737，806，300円

総入場延人員 32，281名 （有料入場延人員 30，284名）

特 記 事 項
第2回東京競馬第2日〜第6日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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