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11025 5月1日 晴 稍重 （3東京2） 第3日 第1競走 1，600�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
1：33．8
1：33．3

重
良

816 アシタガアルサ 牡3栗 56 江田 照男千葉 正人氏 小笠 倫弘 新ひだか 飛野牧場 460＋ 61：38．2 11．8�
510 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 470－ 21：38．3� 3．8�
24 ネオヒューズ 牡3栗 56 野中悠太郎西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 486＋ 41：38．4� 15．5�
48 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 516＋ 41：38．61� 1．8�
12 モーリスシチー 牡3栗 56

53 ▲永野 猛蔵 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか カタオカフアーム 488± 01：38．7クビ 12．5�
611 ウインラザンツ 牡3鹿 56 柴田 大知�ウイン 畠山 吉宏 新冠 イワミ牧場 B504＋161：39．12� 16．1	
47 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 448＋ 61：39．31� 18．5

59 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 426＋ 6 〃 ハナ 98．8�
612 ウエイトジャッジ 牡3黒鹿56 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 538－ 41：39．61� 39．2�
815 タケショウワンダー 牡3黒鹿56 大野 拓弥ナイト商事 田中 清隆 浦河 天馬杵臼牧場 514－ 21：39．81� 225．9�
713 トミケンカラバティ 牡3鹿 56 横山 武史佐野 信幸氏 尾形 和幸 浦河 信岡牧場 436－121：40．11� 69．5�
36 テイエムマルタン 牡3鹿 56

53 ▲原 優介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 若林 順一 B484＋ 41：40．63 216．1�
23 トラストガイア 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 育也菅波立知子氏 高木 登 新冠 有限会社 大
作ステーブル 496＋101：40．81� 357．2�

35 タイガースネーク 牡3栗 56 石川裕紀人石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 芳住 鉄兵 468－ 41：42．8大差 26．7�
11 ツ カ サ �3鹿 56 横山 和生木村 廣太氏 勢司 和浩 新ひだか 本桐牧場 468－ 41：43．01� 193．9�
714 ヒラボクフラッシュ 牡3栗 56 嶋田 純次�平田牧場 大竹 正博 浦河 辻 牧場 514 ―1：46．1大差 387．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，332，300円 複勝： 83，686，200円 枠連： 12，565，800円
馬連： 78，061，800円 馬単： 39，549，100円 ワイド： 80，598，700円
3連複： 121，248，500円 3連単： 153，628，200円 計： 616，670，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 390円 � 190円 � 340円 枠 連（5－8） 2，020円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 4，840円

ワ イ ド �� 740円 �� 2，120円 �� 870円

3 連 複 ��� 7，070円 3 連 単 ��� 43，640円

票 数

単勝票数 計 473323 的中 � 31871（3番人気）
複勝票数 計 836862 的中 � 49608（4番人気）� 133430（2番人気）� 59373（3番人気）
枠連票数 計 125658 的中 （5－8） 4816（9番人気）
馬連票数 計 780618 的中 �� 34123（7番人気）
馬単票数 計 395491 的中 �� 6119（16番人気）
ワイド票数 計 805987 的中 �� 28860（8番人気）�� 9389（20番人気）�� 24167（9番人気）
3連複票数 計1212485 的中 ��� 12847（23番人気）
3連単票数 計1536282 的中 ��� 2552（126番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．0―34．4―47．0―59．9―1：12．4―1：25．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アシタガアルサ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．12．20 中山6着

2018．5．6生 牡3栗 母 スウィフトレディー 母母 エマーズロッカ 4戦1勝 賞金 7，100，000円
〔制裁〕 アシタガアルサ号の騎手江田照男は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金70，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒラボクフラッシュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月1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 クリノグリゴロス号
（非抽選馬） 1頭 シャークウォーニン号

11026 5月1日 晴 稍重 （3東京2） 第3日 第2競走 1，400�3歳未勝利
発走10時40分 （ダート・左）

牝；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

816 トーセンアルル 牝3栗 54 三浦 皇成島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 482－ 61：26．2 4．5�

510 スイートフィル 牝3芦 54 江田 照男シンボリ牧場 菊川 正達 新ひだか 増本 良孝 454＋ 61：26．4� 6．3�
11 ゲッレールト 牝3鹿 54 M．デムーロ �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 458－ 61：26．61� 3．3�
48 ネオトリニティー 牝3鹿 54 内田 博幸フィールドレーシング 小手川 準 新冠 村上 欽哉 418＋ 4 〃 ハナ 26．0�
713 キ ラ メ キ 牝3栗 54 吉田 豊大原 詔宏氏 大江原 哲 浦河 有限会社

大原ファーム 484＋ 41：26．81� 3．9	
12 クレールフォルム 牝3栗 54 武藤 雅 
社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム 482－ 21：27．86 15．1�
36 グレナディエ 牝3黒鹿54 木幡 初也 
社台レースホース武市 康男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋ 41：27．9� 27．7�
714 ワンモアナイン 牝3黒鹿54 野中悠太郎本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 460＋ 41：28．0� 14．8
59 ノーブルファミリー 牝3青 54

51 ▲原 優介�ノースヒルズ 上原 博之 新冠 株式会社
ノースヒルズ B444± 0 〃 � 232．8�

815 ラ ウ ン シ ー 牝3黒鹿 54
51 ▲横山 琉人ゴドルフィン 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444＋ 21：28．42 77．3�
47 ラブリーハミング 牝3栗 54 武士沢友治池田 草龍氏 竹内 正洋 新冠 上井農場 B454＋ 21：28．61� 144．8�
24 ヴィクトリアノート 牝3鹿 54 戸崎 圭太吉田 照哉氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 428 ―1：28．7� 15．8�
23 ディスバッドマム 牝3栗 54

51 ▲永野 猛蔵�ジェイアール 田村 康仁 浦河 桑田フアーム 438± 01：28．8� 197．0�
612 ケイティローズ 牝3青鹿54 横山 和生瀧本 和義氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 422－ 41：29．01� 251．6�
35 ドリームルーチェ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 育也堀口 晴男氏 中川 公成 新ひだか 有限会社石川牧場 406 ―1：29．1クビ 152．5�
611 グローリアスカムイ 牝3栗 54 菱田 裕二日下部勝德氏 松山 将樹 日高 ノースガーデン 462± 01：29．21 87．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，410，400円 複勝： 52，433，200円 枠連： 13，044，200円
馬連： 61，790，900円 馬単： 27，405，200円 ワイド： 57，662，300円
3連複： 91，302，600円 3連単： 91，870，300円 計： 429，919，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 150円 � 170円 � 150円 枠 連（5－8） 1，610円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，550円

ワ イ ド �� 500円 �� 370円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，220円 3 連 単 ��� 13，400円

票 数

単勝票数 計 344104 的中 � 60612（3番人気）
複勝票数 計 524332 的中 � 98998（1番人気）� 72147（4番人気）� 90804（2番人気）
枠連票数 計 130442 的中 （5－8） 6277（6番人気）
馬連票数 計 617909 的中 �� 34955（5番人気）
馬単票数 計 274052 的中 �� 8031（8番人気）
ワイド票数 計 576623 的中 �� 29061（5番人気）�� 41797（2番人気）�� 22003（7番人気）
3連複票数 計 913026 的中 ��� 30760（4番人気）
3連単票数 計 918703 的中 ��� 4967（25番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．9―13．1―12．1―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．1―37．0―50．1―1：02．2―1：13．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンアルル �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 E Dubai デビュー 2020．8．16 札幌6着

2018．3．18生 牝3栗 母 トーセンラフィット 母母 チェサプラナ 7戦1勝 賞金 9，000，000円

第２回 東京競馬 第３日



11027 5月1日 晴 稍重 （3東京2） 第3日 第3競走 ��2，100�3歳未勝利
発走11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
2：06．7
2：05．9

良
良

23 � ユイノザッパー 牡3栗 56 坂井 瑠星田中 晴夫氏 矢作 芳人 米
Bonne Chance
Farm, LLC &
Stud RDI, LLC

B492－ 42：12．1 9．2�
35 � 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 508± 02：12．73� 2．4�
611 ソウシュラリクリ 牡3黒鹿56 大野 拓弥村田 能光氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 450＋ 22：13．76 12．8�
714 カ キ エ モ ン 牡3鹿 56 武士沢友治�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 456＋ 82：14．87 21．0�
59 エアセイラン 牡3黒鹿56 石橋 脩 �ラッキーフィールド田中 博康 様似 スイートフアーム 486－ 62：14．9� 4．6	

48 ローラズウィシュ 牝3青 54 戸崎 圭太�佐藤牧場 小島 茂之 新冠 佐藤牧場 506－10 〃 クビ 26．4

（法529）

510 ノアウィンザー 牡3鹿 56
53 ▲小林 脩斗佐山 公男氏 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 436－ 62：15．64 27．9�

815 ゴールドレッグス �3黒鹿56 内田 博幸吉田 和美氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 494－102：16．23� 85．6�
47 フィエラブラス 牡3黒鹿56 武藤 雅 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 482＋ 22：16．62� 36．7
612 オウケントップ 牡3栗 56 井上 敏樹福井 明氏 和田 勇介 浦河 辻 牧場 B476－ 42：16．81� 412．3�
12 マイネルオラトリオ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム B484＋ 82：17．01� 51．3�
36 レッドスパロー 牡3鹿 56 柴田 善臣野村 茂雄氏 水野 貴広 浦河 杵臼牧場 B506＋ 4 〃 ハナ 6．3�
816 チョコラータ 牝3栗 54

51 ▲原 優介新木 鈴子氏 高柳 大輔 浦河 ヒダカフアーム 456－102：17．1� 189．2�
11 タ カ チ ホ 牝3黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵高橋 文男氏 尾形 和幸 新冠 村上 欽哉 462＋ 22：27．5大差 272．1�
24 トゥインクルタワー 牡3栗 56

53 ▲横山 琉人畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 488＋122：28．45 346．1�
713 クープドゥフランス 牡3青鹿56 M．デムーロ渡邊 隆氏 土田 稔 白老 習志野牧場 478± 02：28．93� 10．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，541，100円 複勝： 68，948，100円 枠連： 14，565，700円
馬連： 65，665，000円 馬単： 28，485，800円 ワイド： 62，682，100円
3連複： 97，450，000円 3連単： 102，982，100円 計： 482，319，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 310円 � 160円 � 290円 枠 連（2－3） 1，130円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 3，940円

ワ イ ド �� 690円 �� 1，710円 �� 570円

3 連 複 ��� 4，320円 3 連 単 ��� 31，550円

票 数

単勝票数 計 415411 的中 � 35779（4番人気）
複勝票数 計 689481 的中 � 50412（6番人気）� 138607（1番人気）� 54801（5番人気）
枠連票数 計 145657 的中 （2－3） 9913（4番人気）
馬連票数 計 656650 的中 �� 29405（6番人気）
馬単票数 計 284858 的中 �� 5412（15番人気）
ワイド票数 計 626821 的中 �� 23814（7番人気）�� 8883（24番人気）�� 29442（4番人気）
3連複票数 計 974500 的中 ��� 16917（12番人気）
3連単票数 計1029821 的中 ��� 2366（99番人気）

ハロンタイム 7．1―11．7―12．5―13．3―12．1―12．2―12．4―12．1―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�
7．1―18．8―31．3―44．6―56．7―1：08．9―1：21．3―1：33．4―1：45．9―1：58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．7
1
3
3，16，9，5，6，10（2，8）13－11（1，12）－4，14－7－15
3（16，9，6，10）5＝（2，8）－11－13，14－12，1，15，7＝4

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

勝馬の
紹 介

�ユイノザッパー �
�
父 Ghostzapper �

�
母父 Crimson Tide デビュー 2020．7．25 札幌6着

2018．4．8生 牡3栗 母 Baruta 母母 Ultrasonic Girl 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔調教再審査〕 クープドゥフランス号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 タカチホ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

クープドゥフランス号は，競走中に異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トゥインクルタワー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月1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〕 チョコラータ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月1日まで平地競走に出走できない。

11028 5月1日 晴 良 （3東京2） 第3日 第4競走 1，600�3歳未勝利
発走11時40分 （芝・左）

牝；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

11 ブライズルーム 牝3黒鹿54 池添 謙一�ヤナガワ牧場 竹内 正洋 日高 ヤナガワ牧場 426＋ 21：34．3 31．1�
612 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＋ 41：34．4� 29．0�
36 ブルーライト 牝3黒鹿54 田中 勝春高橋 文男氏 宗像 義忠 日高 本間牧場 444－ 2 〃 クビ 8．7�
24 ショウナンカリプソ 牝3鹿 54 坂井 瑠星国本 哲秀氏 武市 康男 日高 木村牧場 496± 01：34．5クビ 110．0�
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 426－ 41：34．81� 1．8�
35 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 472－ 21：35．33 4．2	
48 ヒカルマドンナ 牝3青鹿 54

53 ☆木幡 育也安蒜 一修氏 柄崎 孝 新冠 佐藤牧場 404－ 6 〃 クビ 507．1

817 ソレンニータ 牝3鹿 54 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 木村 哲也 新ひだか ケイアイファーム 426＋ 61：35．4クビ 68．4�
12 マエストリーナ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 416＋ 6 〃 ハナ 136．1
714 オジョウサン 牝3栗 54 野中悠太郎村山 忠弘氏 根本 康広 日高 Wing Farm B452－ 21：35．61� 197．5�
816 ルナブランカ 牝3芦 54

51 ▲横山 琉人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 444＋ 6 〃 クビ 282．0�

611 ホウオウマルゴー 牝3黒鹿54 和田 竜二小笹 芳央氏 栗田 徹 洞�湖 レイクヴィラファーム 438－ 2 〃 クビ 6．5�
23 アベレージマーク 牝3栗 54 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 大和田 成 千歳 社台ファーム 452－ 8 〃 ハナ 21．4�
715 サトノブルーム 牝3鹿 54 北村 宏司 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 安平 追分ファーム 384－161：35．7� 129．3�
713 デルマムリョウ 牝3鹿 54 武士沢友治浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 474 ―1：35．91� 41．2�
818 ラヴアンドグレース 牝3鹿 54 横山 武史村山 卓也氏 鈴木 伸尋 浦河 高野牧場 B446＋ 21：36．85 191．9�
47 シバノトサミズキ 牝3栗 54 内田 博幸柴 一男氏 加藤 和宏 浦河 アイオイファーム 472 ―1：38．410 308．5�
59 マ リ ー チ 牝3鹿 54

51 ▲永野 猛蔵�磯波勇F 深山 雅史 日高 天羽 禮治 432＋ 2 （競走中止） 497．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 45，204，000円 複勝： 77，778，100円 枠連： 14，250，800円
馬連： 66，745，000円 馬単： 40，663，600円 ワイド： 66，399，400円
3連複： 103，220，000円 3連単： 155，755，200円 計： 570，016，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，110円 複 勝 � 750円 � 770円 � 440円 枠 連（1－6） 5，690円

馬 連 �� 26，470円 馬 単 �� 68，530円

ワ イ ド �� 5，210円 �� 2，250円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 46，380円 3 連 単 ��� 451，690円

票 数

単勝票数 計 452040 的中 � 11625（7番人気）
複勝票数 計 777781 的中 � 26744（6番人気）� 26024（7番人気）� 49598（4番人気）
枠連票数 計 142508 的中 （1－6） 1940（15番人気）
馬連票数 計 667450 的中 �� 1954（36番人気）
馬単票数 計 406636 的中 �� 445（82番人気）
ワイド票数 計 663994 的中 �� 3244（35番人気）�� 7639（21番人気）�� 8546（19番人気）
3連複票数 計1032200 的中 ��� 1669（84番人気）
3連単票数 計1557552 的中 ��� 250（572番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．4―47．5―59．5―1：10．9―1：22．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブライズルーム �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．11．28 東京6着

2018．5．8生 牝3黒鹿 母 コパノオーシャンズ 母母 ヒガシリンクス 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔競走中止〕 マリーチ号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シバノトサミズキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月1日まで平地競

走に出走できない。



11029 5月1日 曇 良 （3東京2） 第3日 第5競走 2，000�3歳未勝利
発走12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
1：56．1
1：56．1

良
良

44 プレミアエンブレム 牝3鹿 54 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 464± 02：00．5 2．0�
67 マイネルグロン 牡3青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 496＋142：00．71� 57．9�
56 シゲルシャイン 牡3鹿 56 木幡 巧也森中 蕃氏 松山 将樹 平取 坂東牧場 460± 02：00．91 95．7�
710 エルモドーロ 牡3栗 56 坂井 瑠星窪田 芳郎氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 460 ― 〃 ハナ 25．3�
79 マイネルマーティン 牡3栗 56 横山 武史 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 476－ 22：01．22 7．7	
33 サンフローリス 牝3栗 54 嶋田 純次桑畑 
信氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 430－122：01．3� 2．1�
55 フォクシーレディ 牝3黒鹿54 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 440± 02：01．51 11．6�
812 ウィズザベスト �3栗 56 大庭 和弥 �キャロットファーム 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 458－ 62：02．56 225．7
22 サーストントラスト 牡3黒鹿 56

53 ▲永野 猛蔵齊藤 宣彰氏 伊藤 圭三 様似 猿倉牧場 480＋ 6 〃 ハナ 71．3�
68 サピエンシア 牝3栗 54

51 ▲原 優介水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 442± 02：03．45 263．7�
811 シンボリフラッシュ 牡3黒鹿56 野中悠太郎シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 462－ 22：04．04 502．4�
11 オブザーバー 牝3芦 54 吉田 豊望月 雅博氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 394－ 42：05．8大差 402．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 53，698，200円 複勝： 117，994，600円 枠連： 12，702，900円
馬連： 61，263，500円 馬単： 41，049，300円 ワイド： 50，737，200円
3連複： 91，417，100円 3連単： 181，125，200円 計： 609，988，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 580円 � 1，060円 枠 連（4－6） 3，340円

馬 連 �� 3，600円 馬 単 �� 4，370円

ワ イ ド �� 910円 �� 1，710円 �� 9，750円

3 連 複 ��� 32，280円 3 連 単 ��� 96，980円

票 数

単勝票数 計 536982 的中 � 205451（1番人気）
複勝票数 計1179946 的中 � 724849（1番人気）� 22204（6番人気）� 11414（8番人気）
枠連票数 計 127029 的中 （4－6） 2940（7番人気）
馬連票数 計 612635 的中 �� 13165（9番人気）
馬単票数 計 410493 的中 �� 7034（13番人気）
ワイド票数 計 507372 的中 �� 14955（8番人気）�� 7616（16番人気）�� 1291（30番人気）
3連複票数 計 914171 的中 ��� 2124（43番人気）
3連単票数 計1811252 的中 ��� 1354（160番人気）

ハロンタイム 13．4―12．0―11．8―12．1―12．8―12．1―11．8―11．5―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―25．4―37．2―49．3―1：02．1―1：14．2―1：26．0―1：37．5―1：48．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

プレミアエンブレム �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2020．11．14 東京2着

2018．2．6生 牝3鹿 母 メジャーエンブレム 母母 キャッチータイトル 4戦1勝 賞金 11，200，000円
〔発走状況〕 ウィズザベスト号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オブザーバー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月1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〕 サーストントラスト号・オブザーバー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月1日まで平地

競走に出走できない。
※サピエンシア号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

11030 5月1日 曇 稍重 （3東京2） 第3日 第6競走 1，600�3歳1勝クラス
発走13時00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

36 タイセイサムソン 牡3黒鹿56 横山 和生田中 成奉氏 奥村 武 浦河 日進牧場 496＋ 81：36．3 3．2�
11 アルーブルト 牡3鹿 56 三浦 皇成ディアレストクラブ� 畑端 省吾 浦河 ディアレスト

クラブ 460＋201：36．83� 9．1�
12 ジョイフルダンサー 牝3鹿 54 池添 謙一大塚 亮一氏 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 442－161：37．54 47．1�
611 テイルウインド 牡3青鹿56 武藤 雅高橋 文男氏 武藤 善則 日高 門別 敏朗 470－ 21：37．6クビ 20．7�
23 フィールザワールド 牡3鹿 56 大野 拓弥櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 462± 0 〃 � 13．0�
815 キタノリューオー 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗北所 直人氏 萱野 浩二 新ひだか 見上牧場 448－ 41：37．91� 5．8	
48 スーパーフェイバー 牡3黒鹿56 坂井 瑠星�G1レーシング 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 71：38．0� 120．4

612 セイウンロミオ 牡3鹿 56 内田 博幸西山 茂行氏 田村 康仁 浦河 �川 啓一 516± 01：38．21 112．0�
24 ロイヤルダンス 牡3青鹿56 丸山 元気上野 直樹氏 林 徹 新冠 山岡ファーム 480± 01：38．41� 14．8�
713 アオイシチフク 牝3黒鹿54 田辺 裕信鈴木 照雄氏 中舘 英二 浦河 市川フアーム 474－ 4 〃 クビ 37．6
35 サクラカレント 牝3鹿 54 石橋 脩�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 476－ 41：38．82� 67．7�
47 ヴィントミューレ 牡3鹿 56 北村 宏司下河辺隆行氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 454＋18 〃 ハナ 4．1�
714 シンヨモギネス 牡3鹿 56

53 ▲永野 猛蔵岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B470－ 6 〃 クビ 9．4�
510 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 480－101：38．9クビ 92．8�
59 トーセンダニエル 牡3鹿 56 武士沢友治島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 546＋ 41：39．43 160．8�
816 トリストラム 牡3鹿 56 戸崎 圭太�レッドマジック田島 俊明 むかわ 上水牧場 494－101：40．99 36．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，769，000円 複勝： 75，672，200円 枠連： 18，823，400円
馬連： 86，786，600円 馬単： 34，703，800円 ワイド： 83，321，300円
3連複： 131，694，400円 3連単： 136，689，200円 計： 617，459，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 170円 � 310円 � 880円 枠 連（1－3） 1，150円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 2，920円

ワ イ ド �� 750円 �� 2，240円 �� 3，820円

3 連 複 ��� 15，500円 3 連 単 ��� 40，660円

票 数

単勝票数 計 497690 的中 � 121493（1番人気）
複勝票数 計 756722 的中 � 152422（1番人気）� 60870（5番人気）� 17464（10番人気）
枠連票数 計 188234 的中 （1－3） 12615（4番人気）
馬連票数 計 867866 的中 �� 39394（5番人気）
馬単票数 計 347038 的中 �� 8900（8番人気）
ワイド票数 計 833213 的中 �� 29985（5番人気）�� 9414（25番人気）�� 5432（38番人気）
3連複票数 計1316944 的中 ��� 6370（50番人気）
3連単票数 計1366892 的中 ��� 2437（116番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．4―35．3―47．3―59．3―1：11．8―1：23．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．0
3 5，6（2，10，7，15）4，13（1，8，12）－（3，11，16）（9，14） 4 ・（5，6）（2，7，15）（4，10，13）（1，12）（3，8）11（9，16）14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイセイサムソン �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 バ ゴ デビュー 2021．1．5 中山5着

2018．4．25生 牡3黒鹿 母 マイユクール 母母 キティーパラダイス 3戦2勝 賞金 13，000，000円
※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 タガノチュール号・タマモヒップホップ号・トップザビル号・フミチャン号



11031 5月1日 晴 稍重 （3東京2） 第3日 第7競走 1，400�4歳以上1勝クラス
発走13時30分 （ダート・左）

牝；負担重量は，55�
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

44 サンキーウエスト 牝4青鹿55 岩部 純二 �加藤ステーブル 萱野 浩二 日高 株式会社
ケイズ 452＋101：25．3 6．2�

79 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＋ 21：25．61� 3．0�
67 デルニエエトワール 牝4青鹿 55

52 ▲原 優介�大樹ファーム 大竹 正博 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 476－ 61：25．7� 3．5�

811 エピックガール 牝5鹿 55 丸山 元気合同会社雅苑興業 宮田 敬介 浦河 三嶋牧場 442＋ 21：25．8� 7．9�
11 � フレンドアリス 牝6栗 55 内田 博幸横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 B468＋141：26．01� 82．5	
812 フラワリングナイト 牝4青鹿55 戸崎 圭太�レッドマジック金成 貴史 安平 ノーザンファーム 438＋ 41：26．31� 12．3

68 ラブロッソー 牝4青鹿55 坂井 瑠星増田 陽一氏 鈴木慎太郎 新冠 新冠橋本牧場 480＋ 2 〃 クビ 12．6�
56 アテンフェアリー 牝5黒鹿55 木幡 巧也齊藤 直信氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 474＋ 41：26．61� 70．9�
710� リュヌドミエル 牝4栗 55 田辺 裕信ライオンレースホース� 鈴木慎太郎 浦河 高昭牧場 428－271：27．34 35．4
55 クールマキシマム 牝4黒鹿 55

52 ▲小林 脩斗保谷フミ子氏 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 478＋101：27．61� 27．3�
22 ペリトモレノ 牝4鹿 55 江田 照男�ミルファーム 大江原 哲 浦河 猿橋 義昭 482＋ 4 〃 クビ 161．3�
33 フィナールショコラ 牝4黒鹿55 和田 竜二吉田 千津氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 432－ 21：27．91� 10．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 41，840，900円 複勝： 60，617，400円 枠連： 13，362，400円
馬連： 78，800，700円 馬単： 34，450，600円 ワイド： 66，126，100円
3連複： 106，257，800円 3連単： 141，230，000円 計： 542，685，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 150円 � 120円 � 150円 枠 連（4－7） 870円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 310円 �� 410円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 7，780円

票 数

単勝票数 計 418409 的中 � 53639（3番人気）
複勝票数 計 606174 的中 � 98985（3番人気）� 143945（1番人気）� 99731（2番人気）
枠連票数 計 133624 的中 （4－7） 11866（4番人気）
馬連票数 計 788007 的中 �� 71151（2番人気）
馬単票数 計 344506 的中 �� 12644（6番人気）
ワイド票数 計 661261 的中 �� 55917（1番人気）�� 39032（4番人気）�� 55905（2番人気）
3連複票数 計1062578 的中 ��� 70582（1番人気）
3連単票数 計1412300 的中 ��� 13158（11番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．2―12．1―12．0―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．9―36．1―48．2―1：00．2―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンキーウエスト �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 シニスターミニスター デビュー 2019．12．7 中山5着

2017．3．26生 牝4青鹿 母 サンマディソン 母母 チューベローズ 15戦2勝 賞金 25，760，000円

11032 5月1日 晴 良 （3東京2） 第3日 第8競走 ��2，000�4歳以上1勝クラス
発走14時00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
1：56．1
1：56．1

良
良

11 サクラヴァルール 牡4黒鹿57 横山 典弘�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡スタット 478－ 21：59．6 3．4�
66 ミッキーパンチ 牡4栗 57 三浦 皇成野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 464－ 21：59．81� 5．0�
88 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 442＋ 82：00．11� 7．5�
33 ネオストーリー 牡4青鹿57 内田 博幸藤澤眞佐子氏 林 徹 新冠 スカイビーチステーブル 462－10 〃 ハナ 20．9�
77 カトゥルスフェリス 牝4鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 436－ 4 〃 ハナ 2．1	
89 � ウインリベルタ 牡5栗 57

54 ▲原 優介�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 486± 0 〃 ハナ 45．4

44 ナンヨーマーズ 牡7鹿 57 木幡 巧也中村 德也氏 杉浦 宏昭 新冠 新冠橋本牧場 B468± 02：00．52� 142．4�
55 レットミーアウト 牝4黒鹿55 横山 武史 �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 B476－ 22：00．92� 11．7�
22 � パラティーノヒル 牝4栗 55

52 ▲横山 琉人Mr．ホース 南田美知雄 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 426＋ 42：01．11� 153．3

（9頭）

売 得 金
単勝： 47，462，600円 複勝： 44，494，700円 枠連： 8，261，800円
馬連： 61，893，500円 馬単： 35，559，200円 ワイド： 48，572，200円
3連複： 84，734，300円 3連単： 168，940，100円 計： 499，918，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 170円 � 200円 枠 連（1－6） 1，120円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 360円 �� 430円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 7，720円

票 数

単勝票数 計 474626 的中 � 108885（2番人気）
複勝票数 計 444947 的中 � 91915（2番人気）� 67989（3番人気）� 51810（4番人気）
枠連票数 計 82618 的中 （1－6） 5694（5番人気）
馬連票数 計 618935 的中 �� 51019（4番人気）
馬単票数 計 355592 的中 �� 17260（5番人気）
ワイド票数 計 485722 的中 �� 36070（4番人気）�� 28539（5番人気）�� 24732（8番人気）
3連複票数 計 847343 的中 ��� 40218（7番人気）
3連単票数 計1689401 的中 ��� 15857（28番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．0―12．2―12．3―12．2―11．7―11．3―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．7―36．7―48．9―1：01．2―1：13．4―1：25．1―1：36．4―1：47．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

サクラヴァルール �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サクラプレジデント デビュー 2019．10．15 東京8着

2017．4．13生 牡4黒鹿 母 サクラプレジール 母母 サクラプレステージ 10戦2勝 賞金 15，880，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



11033 5月1日 晴 良 （3東京2） 第3日 第9競走 ��
��1，600�

ち ち ぶ

秩 父 特 別
発走14時35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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

810 ピーエムピンコ 牝4黒鹿55 嶋田 純次松山 毅氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 408＋ 21：32．7 6．5�
77 ショーヒデキラ 牡5鹿 57 横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 日進牧場 488－ 41：32．91� 6．0�
78 サトノフォース 	5黒鹿57 C．ルメール �サトミホースカンパニー 藤沢 和雄 新ひだか 桜井牧場 464＋ 41：33．21
 3．6�
33 リ ス ペ ク ト 牡4鹿 57 北村 宏司石川 達絵氏 奥村 武 日高 白井牧場 472± 01：33．51� 42．0�
11 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 472± 01：33．71� 131．3�
55 ペールエール 牡4栗 57 横山 和生林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 508－ 2 〃 ハナ 2．3	
66 サンディレクション 牡5鹿 57 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 千田 輝彦 新ひだか 岡田スタツド 490＋ 2 〃 
 19．5

44 チビラーサン 牝5栗 55 田辺 裕信瀬谷 �雄氏 中舘 英二 新ひだか タイヘイ牧場 454＋ 81：33．8クビ 13．9�
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 B500＋141：33．9� 19．6
22 サンライズローリエ 牡6青鹿57 三浦 皇成松岡 隆雄氏 小林 真也 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 462－121：34．11
 37．3�
（10頭）

売 得 金
単勝： 49，850，500円 複勝： 75，219，400円 枠連： 17，378，500円
馬連： 101，400，800円 馬単： 49，101，300円 ワイド： 76，675，700円
3連複： 139，527，100円 3連単： 227，432，300円 計： 736，585，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 180円 � 170円 � 140円 枠 連（7－8） 650円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 4，130円

ワ イ ド �� 540円 �� 460円 �� 390円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ��� 14，410円

票 数

単勝票数 計 498505 的中 � 60944（4番人気）
複勝票数 計 752194 的中 � 103503（4番人気）� 106174（3番人気）� 153339（2番人気）
枠連票数 計 173785 的中 （7－8） 20520（3番人気）
馬連票数 計1014008 的中 �� 40488（7番人気）
馬単票数 計 491013 的中 �� 8901（17番人気）
ワイド票数 計 766757 的中 �� 35009（7番人気）�� 42868（5番人気）�� 51830（4番人気）
3連複票数 計1395271 的中 ��� 48200（7番人気）
3連単票数 計2274323 的中 ��� 11438（46番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．7―47．4―59．0―1：10．2―1：21．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F33．7
3 ・（5，6）9（3，4）8（2，7）10，1 4 ・（5，6）9（3，4）8（2，7，10）1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ピーエムピンコ �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 ハービンジャー デビュー 2019．10．14 東京2着

2017．2．3生 牝4黒鹿 母 ローズカリーナ 母母 ロ ゼ カ ラ ー 10戦3勝 賞金 41，912，000円

11034 5月1日 曇 良 （3東京2） 第3日 第10競走 ��
��2，100�

しゅんこう

春光ステークス
発走15時10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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

23 � ヴェルテックス 牡4栗 57 横山 武史 �シルクレーシング 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム B526± 02：11．2 4．7�
12 テトラルキア 	6鹿 57 大野 拓弥吉田 照哉氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 498－ 42：11．51
 7．2�
48 ウインダークローズ 牡4青鹿57 横山 和生�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 490－ 62：11．92� 19．3�
611 ホウオウトゥルース 	5栗 57 三浦 皇成小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 472± 0 〃 クビ 18．4�
36 � エイシンアメンラー 牡4栗 57 田辺 裕信�栄進堂 野中 賢二 米 Team Block 502＋ 62：12．01 4．2	
11 モ ル タ ル 牡4芦 57 C．ルメール 阿部 友弘氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 472－ 42：12．31� 4．0

510 ヴォウジラール 牡6鹿 57 丸山 元気 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 520－ 2 〃 � 22．0�
47 � フ ラ テ ッ リ 牡6栗 57 戸崎 圭太吉田 和美氏 石坂 公一 豪

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

568－ 22：12．4� 13．2�
612 ヴィジョンオブラヴ 牡6青鹿57 木幡 巧也大塚 亮一氏 新開 幸一 新冠 佐藤牧場 508－ 42：12．6
 24．5
816 エコロドリーム 牡5栗 57 柴田 善臣原村 正紀氏 岩戸 孝樹 浦河 赤田牧場 482＋ 62：12．7� 117．9�
713 ギガバッケン 牡6鹿 57 宮崎 北斗 �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 B538＋ 22：12．81 75．4�
714 メイショウドヒョウ 牡4栗 57 石橋 脩松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 484± 02：13．22 11．4�
24 アドラメレク 牡7黒鹿57 古川 吉洋�G1レーシング 長谷川浩大 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B472－ 22：13．41 129．4�
59 � ツブラナヒトミ 牡6栗 57 和田 竜二加藤 誠氏 中竹 和也 米 Fred W.

Hertrich III 498－102：13．93 48．9�
815 ワンダーウマス 牡7鹿 57 石川裕紀人山本 能成氏 高柳 大輔 新ひだか 白井 吉美 488± 02：14．21� 95．6�
35 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 528＋202：14．94 335．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 77，359，000円 複勝： 115，511，000円 枠連： 34，206，400円
馬連： 180，842，700円 馬単： 61，183，600円 ワイド： 141，347，400円
3連複： 266，541，700円 3連単： 260，847，800円 計： 1，137，839，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 200円 � 250円 � 520円 枠 連（1－2） 750円

馬 連 �� 2，310円 馬 単 �� 4，070円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，820円 �� 2，620円

3 連 複 ��� 12，620円 3 連 単 ��� 51，010円

票 数

単勝票数 計 773590 的中 � 130207（3番人気）
複勝票数 計1155110 的中 � 175952（2番人気）� 125097（4番人気）� 48559（9番人気）
枠連票数 計 342064 的中 （1－2） 35210（1番人気）
馬連票数 計1808427 的中 �� 60579（4番人気）
馬単票数 計 611836 的中 �� 11254（7番人気）
ワイド票数 計1413474 的中 �� 57261（4番人気）�� 19603（24番人気）�� 13436（35番人気）
3連複票数 計2665417 的中 ��� 15829（48番人気）
3連単票数 計2608478 的中 ��� 3707（150番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．5―31．4―44．7―57．8―1：10．0―1：21．6―1：33．8―1：46．2―1：58．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ヴェルテックス �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 サクラバクシンオー

2017．3．31生 牡4栗 母 シーイズトウショウ 母母 ジェーントウショウ 14戦3勝 賞金 56，304，000円
初出走 JRA

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ヴィーヴァバッカス号・ウラノメトリア号・テンザワールド号



11035 5月1日 小雨 良 （3東京2） 第3日 第11競走 ��
��2，400�第28回テレビ東京杯青葉賞（ＧⅡ）

発走15時45分 （ダービートライアル） （芝・左）
3歳；負担重量は，馬齢重量

テレビ東京賞（1着）
賞 品

本 賞 54，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，100，000円 5，400，000円
付 加 賞 1，274，000円 364，000円 182，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

12 ワンダフルタウン 牡3鹿 56 和田 竜二三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 466＋ 42：25．2 5．0�
510 キングストンボーイ 牡3鹿 56 C．ルメール 吉田 和美氏 藤沢 和雄 新ひだか 田上 徹 496± 0 〃 ハナ 3．3�
47 レッドヴェロシティ 牡3黒鹿56 M．デムーロ �東京ホースレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 532± 0 〃 クビ 20．9�
611 テーオーロイヤル 牡3鹿 56 菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 446－ 42：25．3� 107．2�
612 スワーヴエルメ 牡3栗 56 柴田 善臣�NICKS 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 504－102：25．4クビ 37．3�
816 レインフロムヘヴン 牡3鹿 56 石橋 脩 	社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 62：25．5� 37．3

714 グレアリングアイ 牡3鹿 56 内田 博幸�G1レーシング 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 536－14 〃 ハナ 21．2�
818 モンテディオ 牡3鹿 56 池添 謙一毛利 元昭氏 四位 洋文 千歳 社台ファーム 474－ 22：25．61� 24．7�
36 アオイショー 牡3鹿 56 大野 拓弥新谷 幸義氏 中舘 英二 浦河 中村 雅明 468－ 22：25．81� 3．9
715 リーブルミノル 牡3栗 56 三浦 皇成吉岡 實氏 本田 優 洞	湖 レイクヴィラファーム 470－ 22：25．9クビ 13．5�
35 ワンデイモア 牡3黒鹿56 田辺 裕信江馬 由将氏 国枝 栄 洞	湖 レイクヴィラファーム 524＋ 22：26．0
 21．6�
59 テ ン カ ハ ル 牡3栗 56 坂井 瑠星ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 488± 02：26．74 46．7�
23 ノースブリッジ 牡3鹿 56 横山 和生井山 登氏 奥村 武 新冠 村田牧場 480± 02：26．91� 8．4�
11 ア ラ ン デ ル 牡3鹿 56 横山 武史 	シルクレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 526－ 22：27．0クビ 87．3�
48 マテンロウエール 牡3鹿 56 横山 典弘寺田千代乃氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 498＋ 62：27．31
 43．3�
817 タ ガ ノ カ イ 牡3黒鹿56 石川裕紀人八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 500－ 8 〃 クビ 196．1�
713 アウスヴァール 牡3黒鹿56 古川 吉洋 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 日高 宝寄山 拓樹 482＋ 42：27．83 231．2�
24 � バーボンハイボール 牡3栗 56 丸山 元気大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Candy Mead-

ows LLC 552－ 62：34．2大差 413．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 254，510，900円 複勝： 347，744，800円 枠連： 106，100，900円
馬連： 728，908，800円 馬単： 223，410，200円 ワイド： 523，681，000円
3連複： 1，257，303，100円 3連単： 1，338，262，400円 計： 4，779，922，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 150円 � 410円 枠 連（1－5） 830円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 2，230円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，730円 �� 990円

3 連 複 ��� 5，270円 3 連 単 ��� 22，870円

票 数

単勝票数 計2545109 的中 � 399853（3番人気）
複勝票数 計3477448 的中 � 529387（3番人気）� 699476（1番人気）� 164651（7番人気）
枠連票数 計1061009 的中 （1－5） 98142（2番人気）
馬連票数 計7289088 的中 �� 550951（2番人気）
馬単票数 計2234102 的中 �� 74911（5番人気）
ワイド票数 計5236810 的中 �� 325691（3番人気）�� 73408（23番人気）�� 132330（10番人気）
3連複票数 計12573031 的中 ��� 178892（12番人気）
3連単票数 計13382624 的中 ��� 42408（49番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―12．1―12．8―12．5―12．6―12．7―12．5―12．1―11．6―11．3―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―23．1―35．2―48．0―1：00．5―1：13．1―1：25．8―1：38．3―1：50．4―2：02．0―2：13．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F34．8
1
3

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

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

ワンダフルタウン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．6．28 阪神2着

2018．1．31生 牡3鹿 母 シーオブラブ 母母 バ ラ ン セ ラ 5戦3勝 賞金 100，857，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ゲヴィナー号・トーホウバロン号・レンツシュピッツェ号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりワンダフルタウン号・キングストンボーイ号は，東京優駿（GⅠ）競走に優先出走できる。

11036 5月1日 曇 良 （3東京2） 第3日 第12競走 ��1，300�4歳以上2勝クラス
発走16時25分 （ダート・左）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

713 ナイスプリンセス 牝5鹿 55 戸崎 圭太田畑 利彦氏 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 454－ 21：18．0 7．0�
47 � パーティナシティ 牡5鹿 57 横山 和生ゴドルフィン 高橋 義忠 英

Bumble Blood-
stock & Irish
National Stud

502－10 〃 ハナ 3．9�
816 ノーベルプライズ 牡5黒鹿57 三浦 皇成平賀 久枝氏 古賀 史生 日高 中原牧場 520＋ 41：18．1� 5．1�
11 プレイヤーズハイ 牡5黒鹿57 菱田 裕二藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 452＋101：18．2アタマ 29．5�
35 フジノタカネ 牡5芦 57 石川裕紀人星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B524± 0 〃 ハナ 11．4�
611 マカオンブラン 牡4鹿 57 和田 竜二關 陽彦氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 496－ 61：18．41� 21．7�
510 エクレアスピード 	5鹿 57 嘉藤 貴行李 柱坤氏 大和田 成 新冠 イワミ牧場 476－ 21：18．51 20．8	
36 シルバーストーン 牡7芦 57

54 ▲原 優介峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 506－ 41：18．6クビ 163．7

12 バ ク ハ ツ 牡6栗 57 内田 博幸�キーファーズ 小崎 憲 千歳 社台ファーム B510± 01：19．02� 13．8�
24 タイセイビルダー 牡5栗 57 石橋 脩田中 成奉氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム B532－ 41：19．1� 5．2
59 ピースユニヴァース 牡6鹿 57

54 ▲永野 猛蔵久米田正平氏 尾形 和幸 新冠 秋田牧場 494＋ 21：19．2クビ 11．8�
815 タイキメサイア 牡6栗 57

54 ▲小林 脩斗�大樹ファーム 高橋 祥泰 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 510－ 21：19．3
 118．7�

48 グローサーベア 	4芦 57 武藤 雅 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 466－ 41：19．5
 26．3�
612 ショーテンシ 牝5鹿 55 坂井 瑠星吉冨 学氏 鈴木 伸尋 日高 川島 正広 472－141：19．81
 52．1�
23 タイトロープウィン 牝5栗 55

52 ▲横山 琉人浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 438＋ 6 〃 クビ 153．3�
714 グラスボイジャー 	5黒鹿57 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B540－ 21：20．01� 45．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 105，588，200円 複勝： 153，799，300円 枠連： 41，871，900円
馬連： 218，923，400円 馬単： 77，694，200円 ワイド： 189，700，100円
3連複： 339，643，400円 3連単： 371，214，400円 計： 1，498，434，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 200円 � 160円 � 190円 枠 連（4－7） 1，030円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 3，020円

ワ イ ド �� 620円 �� 570円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，990円 3 連 単 ��� 15，380円

票 数

単勝票数 計1055882 的中 � 120313（4番人気）
複勝票数 計1537993 的中 � 188526（4番人気）� 280139（1番人気）� 197416（3番人気）
枠連票数 計 418719 的中 （4－7） 31210（2番人気）
馬連票数 計2189234 的中 �� 112996（4番人気）
馬単票数 計 776942 的中 �� 19250（5番人気）
ワイド票数 計1897001 的中 �� 78314（5番人気）�� 85298（3番人気）�� 83835（4番人気）
3連複票数 計3396434 的中 ��� 85115（4番人気）
3連単票数 計3712144 的中 ��� 17488（18番人気）

ハロンタイム 6．8―11．0―11．4―12．1―11．8―12．1―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
6．8―17．8―29．2―41．3―53．1―1：05．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F36．7
3 ・（7，11）（12，14）（4，13）16（2，3）15，6（1，9）10（5，8） 4 ・（7，11）（13，12，14）16，15（4，3）（2，6，8）（1，9，10）5

勝馬の
紹 介

ナイスプリンセス �
�
父 フサイチセブン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．3．9 中山4着

2016．3．28生 牝5鹿 母 ローズアライヴァル 母母 バ ル バ ラ 21戦3勝 賞金 45，960，000円
※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。
（非抽選馬） 1頭 デルマクリスタル号



（3東京2）第3日 5月1日（土曜日） 晴時々曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 175頭 本 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

278，670，000円
24，730，000円
2，640，000円
33，450，000円
73，813，000円
5，118，500円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
848，567，100円
1，273，899，000円
307，134，700円
1，791，082，700円
693，255，900円
1，447，503，500円
2，830，340，000円
3，329，977，200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
計 12，521，760，100円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第2回東京競馬第3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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