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11037 5月2日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（3東京2） 第4日 第1競走 ��3，000�障害4歳以上未勝利

発走9時55分 （芝・ダート）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：17．5良・良

22 ライラックカラー 牡6黒鹿60 五十嵐雄祐山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 472＋ 63：27．3 3．0�
813 シャンボールナイト �6青鹿60 石神 深一 �グリーンファーム武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 470－ 63：27．72� 7．7�
45 ア ノ 牡5栗 60 難波 剛健武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 442－ 63：27．8� 25．3�
814 マテリアルワールド 牡5鹿 60 大江原 圭堀口 晴男氏 蛯名 利弘 日高 日西牧場 B526＋ 23：28．65 7．8�
34 ラブオナヴィータ 牝4鹿 57 蓑島 靖典由井健太郎氏 尾関 知人 浦河 梅田牧場 464－ 63：29．87 128．3�
69 マ ス カ テ ル 牡4鹿 59 中村 将之 	シルクレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 494＋ 63：30．01 8．9

57 キャノンバローズ �5鹿 60 西谷 誠猪熊 広次氏 斉藤 崇史 新ひだか 上村 清志 B446－ 23：30．42� 6．0�
46 ニシノカリウド �4鹿 59 上野 翔西山 茂行氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 456＋ 23：31．67 42．1�
33 アイスヴィスタ 牝4芦 57 植野 貴也村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 474＋ 23：31．7� 4．1
58 	 イッツザファースト 牡5芦 60 草野 太郎飯田 正剛氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 490± 03：32．33� 178．7�
711 モリトシュン 牡5青鹿60 金子 光希吉川 朋宏氏 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 488＋ 83：35．6大差 26．1�
11 マックスアン 牡5栗 60 小野寺祐太 TURFレーシング 大和田 成 新冠 村上 欽哉 484－ 63：35．7クビ 58．8�
610 アポロファントム 牡4鹿 59 高野 和馬アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 新ひだか へいはた牧場 456＋ 43：37．5大差 121．9�
712	 ダイリュウハヤテ 牡8鹿 60 大庭 和弥瀬山 孝一氏 蛯名 利弘 新ひだか 木田牧場 B538－ 23：37．6� 132．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 13，095，000円 複勝： 15，686，300円 枠連： 7，831，200円
馬連： 34，367，700円 馬単： 16，127，200円 ワイド： 23，939，000円
3連複： 56，557，400円 3連単： 63，464，100円 計： 231，067，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 220円 � 470円 枠 連（2－8） 460円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，110円 �� 2，840円

3 連 複 ��� 6，900円 3 連 単 ��� 22，150円

票 数

単勝票数 計 130950 的中 � 34494（1番人気）
複勝票数 計 156863 的中 � 35981（1番人気）� 17516（4番人気）� 6550（8番人気）
枠連票数 計 78312 的中 （2－8） 12994（1番人気）
馬連票数 計 343677 的中 �� 26302（4番人気）
馬単票数 計 161272 的中 �� 7099（5番人気）
ワイド票数 計 239390 的中 �� 14561（4番人気）�� 5404（14番人気）�� 2029（29番人気）
3連複票数 計 565574 的中 ��� 6139（23番人気）
3連単票数 計 634641 的中 ��� 2077（69番人気）
上り 1マイル 1：47．7 4F 52．4－3F 39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�
6－（4，14）（2，13）3－9－（5，12）－8－7＝11，1－10
6－4，14（2，3）－13－9－5，8＝7＝（12，1）－11，10

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ライラックカラー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2018．2．18 東京1着

2015．2．23生 牡6黒鹿 母 ルルパンブルー 母母 ガトーショコラ 障害：3戦1勝 賞金 9，100，000円
〔その他〕 モリトシュン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 モリトシュン号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年6月2日まで出走できない。
※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 プロトスター号

11038 5月2日 晴 稍重 （3東京2） 第4日 第2競走 ��1，300�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
1：16．1
1：16．1

重
重

510 ライヴクラッカー 牡3黒鹿56 木幡 巧也澤田 孝之氏 牧 光二 新冠 守矢牧場 B486± 01：18．3 7．3�
24 カ ズ オ 牡3栗 56 田辺 裕信國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 490＋ 41：18．51� 2．9�
611 ボ レ ロ 牝3鹿 54

52 △泉谷 楓真�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 452－ 2 〃 クビ 5．9�
11 カ ー ド 牝3黒鹿54 江田 照男井高 義光氏 清水 英克 新冠 アラキフアーム 454－ 21：19．02� 6．2�
47 マサカウマザンマイ 牡3鹿 56 野中悠太郎鈴木 慈雄氏 青木 孝文 浦河 フクオカファーム B476＋ 41：19．74 25．1�
612 レラシオネス 牡3黒鹿56 柴田 大知谷口 祐人氏 勢司 和浩 新冠 プログレスファーム 448＋ 2 〃 ハナ 75．0	
35 オープンワールド 牡3青鹿56 吉田 豊
明栄商事 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 474－ 2 〃 ハナ 47．7�
48 � フリージアテソーロ 牝3黒鹿54 藤井勘一郎了德寺健二ホール

ディングス
 加藤 和宏 英 Kenji Ryo-
tokuji 460－ 9 〃 クビ 250．8�

36 ショウナンサキガケ 牡3黒鹿56 武藤 雅国本 哲秀氏 矢野 英一 新冠 武田牧場 510＋ 21：19．91� 78．7
816� ストーンフェンス 牡3栗 56 三浦 皇成ゴドルフィン 高柳 瑞樹 英 Godolphin 480＋261：20．11� 4．0�
713� キトゥンズルンバ 牡3栗 56 大野 拓弥吉田 千津氏 杉浦 宏昭 米

Frederick M. Allor,
Kenneth L. Ramsey
& Sarah K. Ramsey

462＋ 41：20．52� 10．2�
12 キャッチミー 牝3鹿 54 木幡 初也薪浦 亨氏 武市 康男 新ひだか 高橋 修 B470± 01：20．82 383．9�
59 ラ ン ト レ 牡3鹿 56

53 ▲原 優介柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 492＋121：22．28 328．4�
714 エクレウステソーロ 牡3青鹿56 石川裕紀人了德寺健二ホール

ディングス
 稲垣 幸雄 新ひだか タガミファーム 442－ 21：22．3� 157．2�
23 シゲルジチョウ 牡3鹿 56 荻野 極森中 蕃氏 中野 栄治 新ひだか 松田牧場 514＋121：24．4大差 375．0�
815 ケンプファー 牡3鹿 56 嶋田 純次田頭 勇貴氏 松永 康利 日高 長田ファーム 534＋ 81：26．7大差 603．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，600，300円 複勝： 68，115，600円 枠連： 11，653，700円
馬連： 78，128，100円 馬単： 34，470，100円 ワイド： 66，672，200円
3連複： 118，057，600円 3連単： 137，910，400円 計： 555，608，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 220円 � 120円 � 180円 枠 連（2－5） 1，080円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 2，400円

ワ イ ド �� 360円 �� 770円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，920円 3 連 単 ��� 13，300円

票 数

単勝票数 計 406003 的中 � 44119（5番人気）
複勝票数 計 681156 的中 � 63903（5番人気）� 186375（1番人気）� 84494（4番人気）
枠連票数 計 116537 的中 （2－5） 8329（4番人気）
馬連票数 計 781281 的中 �� 67801（3番人気）
馬単票数 計 344701 的中 �� 10732（8番人気）
ワイド票数 計 666722 的中 �� 50008（3番人気）�� 20411（13番人気）�� 45225（4番人気）
3連複票数 計1180576 的中 ��� 45991（6番人気）
3連単票数 計1379104 的中 ��� 7515（45番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
6．9―17．8―29．4―41．2―53．1―1：05．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．1
3 ・（1，11）（2，10，14）4（6，16）－12，5（7，8）－13＝3－（9，15） 4 ・（1，11）（2，10，14）4，16，6（5，12）（7，8）＝13＝9，3－15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ライヴクラッカー �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．6．13 東京6着

2018．2．18生 牡3黒鹿 母 メロークーミス 母母 ジョーンズギフト 10戦1勝 賞金 8，940，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルジチョウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月2日まで平地競走

に出走できない。
ケンプファー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年7月2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〕 エクレウステソーロ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月2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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アウリッシュ号・トーセンエドワード号・ニシノブライアント号

第２回 東京競馬 第４日



11039 5月2日 晴 稍重 （3東京2） 第4日 第3競走 ��
��1，400�3歳1勝クラス

発走10時55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

35 ショウナンアストラ 牡3黒鹿56 吉田 豊国本 哲秀氏 矢野 英一 むかわ 上水牧場 B470＋ 61：25．2 9．9�
11 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 484－12 〃 クビ 10．1�
713 エイユーストロング 牡3青鹿 56

53 ▲横山 琉人笹部 義則氏 鈴木 孝志 様似 富田 恭司 462－ 41：25．3� 82．8�
816 ブーケオブアイリス 牡3黒鹿56 木幡 巧也小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 492－ 41：25．4クビ 3．4�
47 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 458± 0 〃 クビ 30．1�
12 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 486＋ 6 〃 アタマ 25．9	
714 マイナーズライト 牡3鹿 56

54 △泉谷 楓真吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 458＋ 41：25．5クビ 7．5

23 シゲルヒラトリ 牡3栗 56 三浦 皇成森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 松本 信行 476＋ 21：25．6� 6．6�
611 プルスウルトラ 牡3栗 56 大野 拓弥�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 506－ 61：26．12� 3．3�
510 ファイアダンサー 牝3青鹿54 M．デムーロゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440＋ 2 〃 アタマ 29．3
48 タマダイヤモンド 牝3青鹿54 石川裕紀人玉井 鶴枝氏 相沢 郁 日高 本間牧場 502＋201：26．73� 62．4�
59 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 496＋ 21：26．8� 555．2�
815 キャンディキューブ 牝3黒鹿54 北村 宏司原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 464－ 81：27．11	 48．4�
36 スズカビーチ 牝3黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B468－ 21：27．42 129．9�
612 セントポーリア 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 448－ 2 〃 アタマ 79．5�
24 
 ゴデレッチョ 牡3鹿 56 柴田 善臣伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 520－ 21：29．110 326．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，365，500円 複勝： 62，624，300円 枠連： 13，385，800円
馬連： 71，348，000円 馬単： 29，000，200円 ワイド： 67，152，100円
3連複： 109，698，300円 3連単： 111，262，400円 計： 505，836，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 290円 � 400円 � 2，670円 枠 連（1－3） 3，420円

馬 連 �� 4，590円 馬 単 �� 10，780円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 15，220円 �� 13，020円

3 連 複 ��� 194，040円 3 連 単 ��� 896，280円

票 数

単勝票数 計 413655 的中 � 33107（5番人気）
複勝票数 計 626243 的中 � 64008（5番人気）� 41952（6番人気）� 5286（14番人気）
枠連票数 計 133858 的中 （1－3） 3027（13番人気）
馬連票数 計 713480 的中 �� 12046（15番人気）
馬単票数 計 290002 的中 �� 2016（39番人気）
ワイド票数 計 671521 的中 �� 11952（14番人気）�� 1121（74番人気）�� 1311（71番人気）
3連複票数 計1096983 的中 ��� 424（245番人気）
3連単票数 計1112624 的中 ��� 90（1303番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．5―46．8―59．2―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンアストラ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2020．8．16 新潟16着

2018．4．19生 牡3黒鹿 母 チョコレートリリー 母母 ラフィンムード 9戦2勝 賞金 15，170，000円
〔制裁〕 エイユーストロング号の騎手横山琉人は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：7番）
※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 ジョディーズマロン号・トランザクト号・ボイラーハウス号

11040 5月2日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（3東京2） 第4日 第4競走 ��3，100�障害4歳以上オープン

発走11時25分 （芝・ダート）
負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は超過額300
万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：22．0良・稍重

711 ダイシンクローバー �5黒鹿60 高田 潤大八木信行氏 安田 隆行 新冠 カミイスタット 478－ 23：31．7 3．3�
45 インザムード �4青鹿59 難波 剛健三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 460＋ 2 〃 アタマ 6．3�
22 マイティウェイ 牡5黒鹿60 上野 翔 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 新ひだか 山際牧場 488－ 23：31．8� 8．5�
57 レンジストライク 牡6黒鹿62 石神 深一 �サンデーレーシング 武井 亮 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 542＋103：32．01 8．0�
44 タガノファジョーロ 牡5鹿 60 北沢 伸也八木 秀之氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B462＋ 23：32．21 38．8	
710 ディオーネプリンス 牡5鹿 60 熊沢 重文齊藤 雅志氏 森田 直行 新冠 石田牧場 452－ 8 〃 ハナ 28．0

33 � セデックカズマ 牡5黒鹿60 森 一馬合同会社雅苑興業 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 504－ 43：32．41	 6．6�
56 ボランテレオ 牡5鹿 60 植野 貴也近藤 克麿氏 森田 直行 浦河 信岡牧場 502＋ 43：33．03� 106．9�
68 ニシノベイオウルフ 牡6黒鹿60 大江原 圭西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 516± 03：33．31
 165．7
11 ナムラミラクル 牡8芦 60 小坂 忠士奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 ナカノファーム 492± 03：34．47 12．7�
813� カポラヴォーロ �6栗 60 五十嵐雄祐 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 米 Debra Ann
Shehadi 514＋ 43：34．93 22．5�

69 テイエムチェロキー 牡7鹿 60 中村 将之竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 カミイスタット 492＋ 43：36．39 7．7�
812 ブラゾンダムール 牡6黒鹿60 西谷 誠�G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 484－ 4 （競走中止） 14．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 24，845，600円 複勝： 37，284，600円 枠連： 9，753，300円
馬連： 50，137，400円 馬単： 21，183，700円 ワイド： 40，979，700円
3連複： 85，396，400円 3連単： 90，934，900円 計： 360，515，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 200円 � 280円 枠 連（4－7） 1，210円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 3，000円

ワ イ ド �� 620円 �� 570円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 4，080円 3 連 単 ��� 19，910円

票 数

単勝票数 計 248456 的中 � 60048（1番人気）
複勝票数 計 372846 的中 � 82107（1番人気）� 46093（3番人気）� 28056（6番人気）
枠連票数 計 97533 的中 （4－7） 6215（3番人気）
馬連票数 計 501374 的中 �� 24072（5番人気）
馬単票数 計 211837 的中 �� 5280（6番人気）
ワイド票数 計 409797 的中 �� 17336（6番人気）�� 19032（5番人気）�� 8618（13番人気）
3連複票数 計 853964 的中 ��� 15689（13番人気）
3連単票数 計 909349 的中 ��� 3311（44番人気）
上り 1マイル 1：47．9 4F 53．4－3F 40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�

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

勝馬の
紹 介

ダイシンクローバー �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2018．7．29 札幌6着

2016．4．9生 �5黒鹿 母 ヒシディーバ 母母 Hishi Natalie 障害：9戦2勝 賞金 35，980，000円
〔競走中止〕 ブラゾンダムール号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため2周目6号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。
〔制裁〕 インザムード号の騎手難波剛健は，2周目3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）



11041 5月2日 晴 良 （3東京2） 第4日 第5競走 1，400�3歳未勝利
発走12時15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

816 ココリホウオウ 牡3鹿 56 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 高橋フアーム 468－ 81：21．5 3．0�
611 ドルフィンクエスト 牡3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 456＋ 21：21．81� 16．3�
59 サザンナイツ 牡3黒鹿56 丸山 元気ジャコモ合同会社 林 徹 千歳 社台ファーム 450＋ 61：22．12 3．8�
715 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 440－10 〃 アタマ 15．8�
36 ハローマイキー 牡3鹿 56 木幡 巧也小林 誠氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 482－ 81：22．2� 5．7�
510 ハ ン タ ー 牡3青鹿56 田中 勝春道永 幸治氏 藤原 辰雄 新ひだか 田中 春美 452－ 21：22．3� 6．5	
11 ジャストメイビー 牝3鹿 54 石橋 脩ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480＋ 4 〃 アタマ 14．5

47 タッカーハート 牝3黒鹿54 岩田 望来小松崎 孝氏 田島 俊明 新ひだか 高橋 修 440＋ 61：22．4� 20．2�
817 ジョセイカツヤク 牝3鹿 54 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 新ひだか 加野牧場 474＋ 2 〃 アタマ 90．1�
12 エラディケイター 牡3鹿 56 宮崎 北斗加藤 誠氏 田中 剛 浦河 浦河育成牧場 476－ 21：23．25 205．0
23 レッティングゴー 牡3黒鹿56 武士沢友治薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 新ひだか 高橋 修 470－ 21：23．3クビ 304．3�
48 ライングローリー 牡3鹿 56 井上 敏樹大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 新冠 海馬沢 明 470± 0 〃 ハナ 364．9�
714 ラフカットジュエル 牝3鹿 54 菅原 隆一西森 功氏 小野 次郎 新ひだか 藤川フアーム 414－ 61：23．51� 180．1�
24 ハクサンスウィープ 牝3栗 54 柴田 善臣河﨑 五市氏 土田 稔 浦河 �川 啓一 402± 01：23．71� 235．9�
612 セイウンピーチ 牝3青鹿54 江田 照男西山 茂行氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 424 ―1：25．29 61．0�
818 ヴィゼルビュット 牝3鹿 54

53 ☆木幡 育也エデンアソシエーション 尾形 和幸 日高 シンボリ牧場 424 ―1：26．37 216．1�
713 キャッツミュー 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介加藤 徹氏 青木 孝文 新ひだか 本桐牧場 470＋ 71：27．25 390．0�
35 マイトレジャーフジ 牡3鹿 56 石川裕紀人嶋田 賢氏 手塚 貴久 新ひだか 服部 牧場 462 ―1：27．83� 29．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，470，700円 複勝： 47，596，700円 枠連： 13，765，400円
馬連： 61，994，300円 馬単： 26，630，400円 ワイド： 52，470，300円
3連複： 92，833，300円 3連単： 102，824，600円 計： 428，585，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 390円 � 150円 枠 連（6－8） 2，170円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 2，990円

ワ イ ド �� 720円 �� 230円 �� 930円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 11，560円

票 数

単勝票数 計 304707 的中 � 80885（1番人気）
複勝票数 計 475967 的中 � 108888（1番人気）� 21939（8番人気）� 89540（2番人気）
枠連票数 計 137654 的中 （6－8） 4916（10番人気）
馬連票数 計 619943 的中 �� 23568（7番人気）
馬単票数 計 266304 的中 �� 6674（12番人気）
ワイド票数 計 524703 的中 �� 17036（7番人気）�� 70752（1番人気）�� 12845（12番人気）
3連複票数 計 928333 的中 ��� 30813（5番人気）
3連単票数 計1028246 的中 ��� 6446（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．0―34．5―46．3―57．5―1：09．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．2
3 1，11（4，8，13）（2，9，16）（6，7，10）3，14，15－17＝12＝18，5 4 ・（1，11）4（8，13）（2，9，16）（3，6，7，10）15，14，17＝12＝18＝5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ココリホウオウ �
�
父 ワールドエース �

�
母父 ファンタスティックライト デビュー 2020．10．17 東京7着

2018．2．17生 牡3鹿 母 フレイムミーティア 母母 レディクローリス 5戦1勝 賞金 8，210，000円
〔制裁〕 エラディケイター号の騎手宮崎北斗は，競走前日の認定調整ルーム入室の連絡を失念したことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイウンピーチ号・ヴィゼルビュット号・キャッツミュー号・マイトレジャーフジ号は，「タイムオーバー

による出走制限」のため，令和3年6月2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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 インヴァネス号・クッキートン号・セキノアトラス号・ディヴァインギフト号
（非抽選馬） 3頭 イッソセレナーデ号・コスモスケアヘッド号・マスケティアーズ号

11042 5月2日 晴 良 （3東京2） 第4日 第6競走 ��1，800�3歳未勝利
発走12時45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
1：44．2
1：43．9

良
良

35 ヤマニンデンファレ 牝3芦 54 江田 照男土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 458± 01：48．4 4．8�
24 シ ル ブ ロ ン 牡3鹿 56 北村 宏司 �シルクレーシング 稲垣 幸雄 平取 坂東牧場 472－ 41：48．93 3．4�
611 エ シ カ ル 牡3黒鹿56 荻野 極吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 500－ 41：49．21� 12．1�
817 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 448＋ 21：49．31 11．1�
36 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 450－ 81：49．51� 4．3	
714 ニシノソメイノ 牝3黒鹿54 吉田 豊西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 ガーベラパー

クスタツド 412－ 41：49．6クビ 6．3

510 ミ レ ッ シ モ 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人ライオンレースホース� 林 徹 浦河 辻 牧場 426± 0 〃 クビ 28．5�
713 ダノンマデイラ 牡3黒鹿56 三浦 皇成�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム 462－ 21：49．7クビ 14．7
59 クイーンシルビア 牝3鹿 54

52 △泉谷 楓真田島榮二郎氏 小西 一男 浦河 市川フアーム 422－101：49．8� 103．8�
715� コスモアピール 牡3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新 B H King 480＋ 21：50．33 49．0�
612 ムーンライトベガ 牝3青鹿 54

51 ▲原 優介山科 統氏 大竹 正博 浦河 杵臼牧場 418－ 6 〃 クビ 105．0�
12 オープストガルテン 牝3栗 54 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 新冠 ビッグレッドファーム 436＋ 41：50．61� 129．8�
818 レゾンデートル 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 加藤 和宏 新冠 上井農場 432± 0 〃 � 302．8�
23 マンゴーラッシー 牝3鹿 54

53 ☆木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 新ひだか 前田ファーム 508＋ 21：50．91� 280．5�
816 デルマジザイ 牡3鹿 56 菅原 隆一浅沼 廣幸氏 鈴木慎太郎 千歳 社台ファーム 474－ 4 〃 ハナ 345．9�
48 キ セ ル 牡3鹿 56 野中悠太郎北畑 忍氏 青木 孝文 浦河 ヒダカフアーム 476± 01：51．1� 178．4�
11 スズカラブローズ 牝3栗 54 大野 拓弥永井 啓弍氏 柄崎 孝 様似 中村 俊紀 408－ 61：51．52� 141．5�
47 ナリノストーム 牡3青鹿56 木幡 巧也成塚 清志氏 加藤 征弘 新ひだか チャンピオンズファーム 406－ 81：51．61� 36．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，439，600円 複勝： 46，705，500円 枠連： 14，526，200円
馬連： 64，118，700円 馬単： 26，067，400円 ワイド： 54，114，400円
3連複： 94，549，100円 3連単： 100，012，600円 計： 430，533，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 160円 � 300円 枠 連（2－3） 410円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，150円 �� 910円

3 連 複 ��� 4，940円 3 連 単 ��� 23，120円

票 数

単勝票数 計 304396 的中 � 49715（3番人気）
複勝票数 計 467055 的中 � 71342（3番人気）� 87014（1番人気）� 32240（6番人気）
枠連票数 計 145262 的中 （2－3） 26906（1番人気）
馬連票数 計 641187 的中 �� 50274（2番人気）
馬単票数 計 260674 的中 �� 8488（7番人気）
ワイド票数 計 541144 的中 �� 28495（4番人気）�� 11613（14番人気）�� 15004（8番人気）
3連複票数 計 945491 的中 ��� 14354（16番人気）
3連単票数 計1000126 的中 ��� 3136（59番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―36．6―49．3―1：01．7―1：14．0―1：25．2―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F34．4

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンデンファレ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2020．7．19 福島5着

2018．4．8生 牝3芦 母 ヤマニンアドーレ 母母 ヤマニンアラバスタ 8戦1勝 賞金 5，800，000円
〔3走成績による出走制限〕 クイーンシルビア号・ムーンライトベガ号・レゾンデートル号・マンゴーラッシー号は，「3走成績による出

走制限」のため，令和3年7月2日まで平地競走に出走できない。



11043 5月2日 晴 良 （3東京2） 第4日 第7競走 ��
��1，600�3歳1勝クラス

発走13時15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

44 テ ン バ ガ ー 牡3鹿 56 M．デムーロ�G1レーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 506－ 21：35．2 2．0�
89 ミッキーハロー 牝3鹿 54 大野 拓弥野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 446± 01：35．3クビ 19．1�
77 ルージュアドラブル 牝3鹿 54 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 国枝 栄 浦河 酒井牧場 390± 0 〃 アタマ 6．5�
22 ヴ ア ー サ 牡3青 56 北村 宏司本間 茂氏 �島 一歩 新ひだか 矢野牧場 450＋ 41：35．4クビ 12．3�
55 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＋ 4 〃 クビ 6．5�
33 ヴィアルークス 牡3鹿 56 岩田 望来�フクキタル 藤原 英昭 新冠 パカパカ

ファーム 502＋ 2 〃 アタマ 4．1	
11 オ ー ロ ー ル 牝3鹿 54

52 △泉谷 楓真平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 408－ 71：35．71� 96．5

88 ヒットザシーン 牝3黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 466± 0 〃 アタマ 30．3�
66 ア ク セ ル 牡3黒鹿56 田中 勝春中辻 明氏 武 幸四郎 様似 髙村 伸一 500－ 61：36．23 28．3�

（9頭）

売 得 金
単勝： 53，119，200円 複勝： 55，734，700円 枠連： 10，831，300円
馬連： 76，757，900円 馬単： 37，786，400円 ワイド： 60，558，700円
3連複： 100，905，500円 3連単： 181，469，300円 計： 577，163，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 370円 � 190円 枠 連（4－8） 940円

馬 連 �� 2，300円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 700円 �� 380円 �� 2，080円

3 連 複 ��� 5，830円 3 連 単 ��� 25，840円

票 数

単勝票数 計 531192 的中 � 210467（1番人気）
複勝票数 計 557347 的中 � 150418（1番人気）� 27991（7番人気）� 69262（4番人気）
枠連票数 計 108313 的中 （4－8） 8867（3番人気）
馬連票数 計 767579 的中 �� 25861（10番人気）
馬単票数 計 377864 的中 �� 10305（12番人気）
ワイド票数 計 605587 的中 �� 21824（10番人気）�� 45025（3番人気）�� 6828（21番人気）
3連複票数 計1009055 的中 ��� 12970（23番人気）
3連単票数 計1814693 的中 ��� 5091（97番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．5―12．5―12．3―11．4―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―36．3―48．8―1：01．1―1：12．5―1：23．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F34．1
3 9，8（1，6）4，3，5，2，7 4 ・（9，8）（1，6）4（3，5）（2，7）

勝馬の
紹 介

テ ン バ ガ ー 
�
父 モ ー リ ス 

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2020．6．28 阪神3着

2018．3．7生 牡3鹿 母 トップセラー 母母 プロモーション 6戦2勝 賞金 31，697，000円
〔制裁〕 スリートップキズナ号の騎手永野猛蔵は，後検量について注意義務を怠り過怠金30，000円。

11044 5月2日 晴 稍重 （3東京2） 第4日 第8競走 ��1，600�4歳以上1勝クラス
発走13時45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

712� シアトルテソーロ 牡4鹿 57 石橋 脩了德寺健二ホール
ディングス� 栗田 徹 米 John

Cummins B510± 01：38．2 1．9�
57 ハイエストエンド �4栗 57 田辺 裕信�明栄商事 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 488－101：38．41� 8．6�
34 � コスモストライカー 牡4鹿 56 岩田 望来 �ビッグレッドファーム 加藤士津八 豪 Mill Park Stud

Pty Ltd, L Bibbo 482＋ 21：38．5	 4．9�
69 
 リネンフリー 牝4黒鹿55 野中悠太郎戸山 光男氏 南田美知雄 青森 ワールドファーム 448± 01：38．71� 213．5�
814 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 B488－ 21：38．8クビ 68．8	
813 ティケイプルメリア 牝4鹿 55

53 △泉谷 楓真田畑 勝彦氏 林 徹 浦河 秋場牧場 454＋ 8 〃 アタマ 45．9

46 タマノカイザー 牡5栗 57 北村 宏司玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 524－ 41：38．9	 19．0�
58 グラスディアブロ 牡4鹿 57 嶋田 純次半沢� 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 B464－ 2 〃 クビ 237．9�
33 ダイチヴィット 牡4芦 57 江田 照男服部 英利氏 竹内 正洋 浦河 荻伏服部牧場 460－ 81：39．64 39．2
45 マイネルレンカ 牡7黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 472－ 81：39．91	 25．7�
610
 マーシデスペラード 牡5鹿 57

54 ▲原 優介佐藤 勝士氏 小桧山 悟 安平 �橋本牧場 540＋161：40．32� 547．9�
11 ギ ベ ル テ ィ 牡4黒鹿57 吉田 豊ゴドルフィン 小島 茂之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 524－ 61：40．93� 6．8�
22 ラッシュアップ 牡4青鹿57 M．デムーロ �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 534－ 41：42．49 19．0�
711 アンブローニュ 牡4鹿 57 丸山 元気 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 484－10 （競走中止） 14．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 41，366，500円 複勝： 70，412，400円 枠連： 14，894，300円
馬連： 88，988，100円 馬単： 41，026，900円 ワイド： 72，131，600円
3連複： 139，910，800円 3連単： 194，081，800円 計： 662，812，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 160円 � 160円 枠 連（5－7） 640円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 280円 �� 260円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 3，750円

票 数

単勝票数 計 413665 的中 � 165635（1番人気）
複勝票数 計 704124 的中 � 250721（1番人気）� 85413（3番人気）� 89475（2番人気）
枠連票数 計 148943 的中 （5－7） 17811（2番人気）
馬連票数 計 889881 的中 �� 91590（2番人気）
馬単票数 計 410269 的中 �� 33872（2番人気）
ワイド票数 計 721316 的中 �� 67755（2番人気）�� 77667（1番人気）�� 26609（8番人気）
3連複票数 計1399108 的中 ��� 103034（1番人気）
3連単票数 計1940818 的中 ��� 37470（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．1―47．3―1：00．2―1：13．1―1：25．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．9―3F38．0
3 1，12（2，4，11）8－（5，10）（7，13）6（9，14）－3 4 ・（1，12）（2，4）8（5，10）6（7，13）11（3，9，14）

勝馬の
紹 介

�シアトルテソーロ �
�
父 Will Take Charge �

�
母父 Southern Image デビュー 2019．11．30 中山1着

2017．3．25生 牡4鹿 母 Baylor’s Babe 母母 Ataentsic 6戦2勝 賞金 22，040，000円
〔競走中止〕 アンブローニュ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔鼻出血による出走制限〕 アンブローニュ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年6月2日まで出走できない。



11045 5月2日 晴 良 （3東京2） 第4日 第9競走 ��2，400�
じ ん ば

陣 馬 特 別
発走14時15分 （芝・左）
4歳以上，2勝クラス，2．5．2以降3．4．25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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

44 コトブキテティス 牝4黒鹿52 柴田 善臣尾上 松壽氏 田島 俊明 新ひだか 斉藤スタッド 432－ 22：24．9 6．9�
78 マイネルコロンブス 牡4鹿 56 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＋ 22：25．11� 9．3�
811 ドリームスピリット 牡6鹿 54 田辺 裕信落合 幸弘氏 武藤 善則 様似 中村 俊紀 506＋ 2 〃 ハナ 28．3�
55 エドノフェリーチェ 牝4芦 54 大野 拓弥遠藤 喜松氏 相沢 郁 新ひだか フジワラフアーム B448＋ 22：25．31� 4．9�
79 モ イ 牝5黒鹿52 荻野 極 Him Rock Racing

ホールディングス� 畑端 省吾 日高 タバタファーム 396＋ 6 〃 クビ 73．0�
66 ラヴィンジャー 牝5黒鹿53 武藤 雅丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 434－ 42：25．4クビ 4．8	
11 マイネルステレール 牡5鹿 54 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± 0 〃 クビ 23．2

33 ヒシエレガンス 牡4栗 55 石橋 脩阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 492＋ 22：25．5クビ 23．1�
67 ラ デ ツ キ ー 牡5栗 51 泉谷 楓真中辻 明氏 寺島 良 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 500± 02：25．6� 44．6�
810 ミッキーメテオ 牡4鹿 56 三浦 皇成野田みづき氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 496＋ 22：25．7� 2．6
22 フラッフィーベア 牝5鹿 51 木幡 育也 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 438－ 62：26．65 22．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 51，348，000円 複勝： 70，139，900円 枠連： 13，836，700円
馬連： 108，879，300円 馬単： 42，333，200円 ワイド： 78，904，000円
3連複： 148，416，400円 3連単： 192，164，900円 計： 706，022，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 200円 � 300円 � 700円 枠 連（4－7） 3，300円

馬 連 �� 3，740円 馬 単 �� 6，550円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 2，650円 �� 3，110円

3 連 複 ��� 23，720円 3 連 単 ��� 112，350円

票 数

単勝票数 計 513480 的中 � 59432（4番人気）
複勝票数 計 701399 的中 � 110103（3番人気）� 60066（5番人気）� 21748（9番人気）
枠連票数 計 138367 的中 （4－7） 3243（14番人気）
馬連票数 計1088793 的中 �� 22510（12番人気）
馬単票数 計 423332 的中 �� 4842（25番人気）
ワイド票数 計 789040 的中 �� 17339（13番人気）�� 7608（30番人気）�� 6440（32番人気）
3連複票数 計1484164 的中 ��� 4692（70番人気）
3連単票数 計1921649 的中 ��� 1240（342番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―23．5―35．3―47．4―59．8―1：12．4―1：25．3―1：37．8―1：49．9―2：01．2―2：12．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F35．0
1
3
2＝7（10，11）（1，3）4－6－（5，9）－8
2－7，10（1，11）3（5，4）（6，8）9

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

勝馬の
紹 介

コトブキテティス �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．10．26 東京2着

2017．4．16生 牝4黒鹿 母 エ ヴ ァ 母母 ラブフォーエバー 16戦3勝 賞金 43，615，000円

11046 5月2日 晴 良 （3東京2） 第4日 第10競走 ��
��2，000�

ふちゅう

府中ステークス
発走14時50分 （芝・左）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減

府中市長賞（1着）
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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

811 ヤ シ ャ マ ル 牡4黒鹿57 木幡 巧也高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 船越 伸也 506－ 21：59．0 4．4�
710 ハーツイストワール 牡5黒鹿57 田辺 裕信嶋田 賢氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 474－121：59．11 5．0�
55 オメガラヴィサン �6鹿 57 大野 拓弥原 	子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 484－ 41：59．2アタマ 18．8�
79 
 シ ン ボ 牡4鹿 57 藤井勘一郎�龍光 小崎 憲 新冠 長浜 忠 460－ 8 〃 クビ 65．2�
68 サ ペ ラ ヴ ィ 牡4鹿 57 石橋 脩伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 478－ 6 〃 クビ 11．1�
22 カ ン ト ル 牡5鹿 57 岩田 望来金子真人ホール

ディングス	 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 482＋ 81：59．4� 5．6

67 レザネフォール 牡4黒鹿57 荻野 極前田 幸貴氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472± 0 〃 クビ 26．0�
33 ショウナンハレルヤ 牝4鹿 55 武藤 雅国本 哲秀氏 矢野 英一 新冠 森永 聡 466＋ 81：59．5� 9．1�
44 セイウンヴィーナス 牝4青鹿55 三浦 皇成西山 茂行氏 本間 忍 浦河 大柳ファーム 454＋ 2 〃 アタマ 14．4
56 ジ ョ デ ィ ー 牝5鹿 55 M．デムーロ小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 490－162：00．03 4．4�
11 ギ ャ ラ ッ ド �6鹿 57 石川裕紀人 �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 496－ 2 〃 � 75．2�
812 ベ レ ヌ ス 牡4鹿 57 丸山 元気 �キャロットファーム 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 518＋ 42：00．31� 28．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 64，571，900円 複勝： 99，163，700円 枠連： 22，840，100円
馬連： 161，340，500円 馬単： 54，864，400円 ワイド： 107，677，200円
3連複： 222，265，200円 3連単： 245，015，300円 計： 977，738，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 200円 � 370円 枠 連（7－8） 970円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 2，600円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，470円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 7，430円 3 連 単 ��� 31，810円

票 数

単勝票数 計 645719 的中 � 116482（1番人気）
複勝票数 計 991637 的中 � 182100（1番人気）� 136314（4番人気）� 56440（8番人気）
枠連票数 計 228401 的中 （7－8） 18212（2番人気）
馬連票数 計1613405 的中 �� 90743（2番人気）
馬単票数 計 548644 的中 �� 15820（3番人気）
ワイド票数 計1076772 的中 �� 54658（3番人気）�� 18229（22番人気）�� 20844（20番人気）
3連複票数 計2222652 的中 ��� 22430（28番人気）
3連単票数 計2450153 的中 ��� 5583（113番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．5―36．0―47．8―59．9―1：12．2―1：24．4―1：36．0―1：47．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．6

3 12，9－2，6（1，8）11－4，7（3，10）5
2
4

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

勝馬の
紹 介

ヤ シ ャ マ ル �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2019．11．3 東京5着

2017．4．5生 牡4黒鹿 母 シャインプレジャー 母母 ウィンヒストリー 14戦4勝 賞金 58，122，000円

１レース目



11047 5月2日 曇 良 （3東京2） 第4日 第11競走 ��
��1，800�スイートピーステークス（Ｌ）

発走15時30分 （オークストライアル） （芝・左）
牝，3歳；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

56 タガノパッション 牝3鹿 54 岩田 望来八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 456＋ 61：46．2 9．3�

711 アラビアンナイト 牝3青鹿54 丸山 元気 Him Rock Racing
ホールディングス� 田村 康仁 日高 北田 剛 434＋ 21：46．52 20．8�

33 オレンジフィズ 牝3黒鹿54 M．デムーロ保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 456＋ 41：46．71� 9．0�
57 スウィートブルーム 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 426± 0 〃 アタマ 6．6�
68 リュクスフレンド 牝3鹿 54 三浦 皇成田畑 憲士氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 460－ 21：46．8クビ 15．2�
44 	 エリザベスタワー 牝3黒鹿54 石橋 脩 	社台レースホース高野 友和 英 Shadai Farm 510＋ 2 〃 ハナ 2．8

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 446－ 21：46．9
 21．0�
69 ハーツラプソディ 牝3栗 54 田辺 裕信下河辺隆行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 478－121：47．01� 14．8�
710 インフィニタス 牝3鹿 54 北村 宏司�G1レーシング 清水 久詞 安平 追分ファーム 442－ 81：47．21
 85．4
812 アオイゴールド 牝3黒鹿54 木幡 巧也鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 市川フアーム 456－ 41：47．41 19．8�
22 グローリアスカペラ 牝3栗 54 柴田 善臣日下部勝德氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 510＋ 41：47．5
 29．8�
11 ミツルハピネス 牝3栗 54 泉谷 楓真守内ひろ子氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 496± 01：47．6� 6．2�
45 ネクストストーリー 牝3芦 54 杉原 誠人	ミルファーム 中川 公成 浦河 ミルファーム 480－ 81：48．66 25．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 94，953，100円 複勝： 112，425，600円 枠連： 46，789，400円
馬連： 313，724，400円 馬単： 104，511，300円 ワイド： 175，623，600円
3連複： 457，809，600円 3連単： 529，494，200円 計： 1，835，331，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 280円 � 450円 � 290円 枠 連（5－7） 2，750円

馬 連 �� 8，380円 馬 単 �� 13，970円

ワ イ ド �� 2，450円 �� 1，590円 �� 2，470円

3 連 複 ��� 25，030円 3 連 単 ��� 165，040円

票 数

単勝票数 計 949531 的中 � 81656（5番人気）
複勝票数 計1124256 的中 � 111337（4番人気）� 60613（9番人気）� 105989（5番人気）
枠連票数 計 467894 的中 （5－7） 13150（14番人気）
馬連票数 計3137244 的中 �� 30827（33番人気）
馬単票数 計1045113 的中 �� 5607（58番人気）
ワイド票数 計1756236 的中 �� 18341（35番人気）�� 28789（19番人気）�� 18233（37番人気）
3連複票数 計4578096 的中 ��� 13716（108番人気）
3連単票数 計5294942 的中 ��� 2326（616番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―34．7―46．5―58．3―1：10．3―1：22．2―1：34．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．9―3F35．9

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

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

勝馬の
紹 介

タガノパッション �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．3．20 阪神3着

2018．4．22生 牝3鹿 母 アドマイヤシルク 母母 キャッチザゴールド 3戦2勝 賞金 26，708，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりタガノパッション号は，優駿牝馬（GⅠ）競走に優先出走できる。

11048 5月2日 曇 稍重 （3東京2） 第4日 第12競走 ��2，100�4歳以上2勝クラス
発走16時10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
2：06．7
2：05．9

良
良

57 � コパノリッチマン 牡4栃栗57 藤井勘一郎小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 前谷 武志 504－122：11．5 4．9�
710 グレートバローズ 牡4鹿 57 岩田 望来猪熊 広次氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 468－ 62：11．71� 5．9�
22 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 〃 クビ 5．4�
44 キタサンヴィクター 牡6鹿 57

55 △泉谷 楓真�大野商事 本田 優 浦河 辻 牧場 522± 02：11．91� 41．3�
812� シャドウアロング �5鹿 57 M．デムーロ飯塚 知一氏 林 徹 千歳 社台ファーム B456－ 22：12．11� 33．4	
33 インナーアリュール 牡4鹿 57

54 ▲原 優介平井 裕氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 482± 02：12．31 8．5

56 サトノパシュート 牡4黒鹿57 丸山 元気 �サトミホースカンパニー 高橋 康之 千歳 社台ファーム 472－ 62：12．51 4．4�
45 アベックフォルス 牡4鹿 57

54 ▲永野 猛蔵田中 義明氏 加藤士津八 浦河 笠松牧場 486＋ 22：12．6	 38．5�
68 トレイントレイン 牡5黒鹿57 北村 宏司�MMC 池上 昌和 清水 リトルブルーファーム B514－ 62：12．7
 4．5
813 カフジロッソ 牡5鹿 57 森 一馬加藤 守氏 矢作 芳人 浦河 絵笛牧場 522－ 62：13．55 205．6�
69 � ディスカバー �7鹿 57 田中 勝春村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B466－ 2 〃 クビ 60．7�
11 � ヒイロメープル 牡4栗 57 柴田 大知江馬 由将氏 林 徹 浦河 阿波屋ファーム 494－ 22：14．03 108．3�
711 スタンサンセイ �5鹿 57 荻野 極吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 532－ 82：15．49 36．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 76，508，000円 複勝： 92，935，100円 枠連： 30，780，900円
馬連： 182，969，500円 馬単： 63，489，000円 ワイド： 124，067，200円
3連複： 267，346，600円 3連単： 337，859，700円 計： 1，175，956，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 200円 � 180円 � 190円 枠 連（5－7） 610円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 5，680円

ワ イ ド �� 890円 �� 730円 �� 610円

3 連 複 ��� 4，700円 3 連 単 ��� 33，590円

票 数

単勝票数 計 765080 的中 � 123733（3番人気）
複勝票数 計 929351 的中 � 112984（5番人気）� 140045（2番人気）� 126004（4番人気）
枠連票数 計 307809 的中 （5－7） 38769（1番人気）
馬連票数 計1829695 的中 �� 57253（12番人気）
馬単票数 計 634890 的中 �� 8382（26番人気）
ワイド票数 計1240672 的中 �� 35196（13番人気）�� 43301（10番人気）�� 53592（6番人気）
3連複票数 計2673466 的中 ��� 42581（17番人気）
3連単票数 計3378597 的中 ��� 7292（118番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．7―31．4―44．0―56．7―1：09．5―1：21．9―1：34．2―1：46．6―1：59．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�コパノリッチマン �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 キングカメハメハ

2017．3．21生 牡4栃栗 母 ホーマンピクシー 母母 タ イ ト ー ク 8戦1勝 賞金 19，418，000円
初出走 JRA

４レース目



（3東京2）第4日 5月2日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 167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

234，020，000円
13，830，000円
22，400，000円
1，150，000円
26，870，000円
70，911，500円
6，185，500円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
562，683，400円
778，824，400円
210，888，300円
1，292，753，900円
497，490，200円
924，290，000円
1，893，746，200円
2，286，494，200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 8，447，170，600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4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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