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11061 5月9日 晴 良 （3東京2） 第6日 第1競走 1，400�3歳未勝利
発走10時05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

510 インヴァネス 牝3青 54 三浦 皇成矢野 亨憲氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 440＋ 81：26．8 4．9�
48 サンフィニティ 牝3鹿 54 横山 武史 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 436± 0 〃 ハナ 6．4�
612 エガオガキュート 牝3黒鹿54 江田 照男�GET NEXT 竹内 正洋 新冠 須崎牧場 458＋101：26．9� 34．5�
23 フクノルッカ 牝3鹿 54

51 ▲永野 猛蔵福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 株式会社
ケイズ 438＋ 21：27．21� 2．9�

815 ファインヒューズ 牝3黒鹿54 木幡 巧也井山 登氏 深山 雅史 新冠 岩見牧場 432－ 61：27．41� 15．9	
12 ビギニングドリーム 牝3鹿 54

53 ☆木幡 育也石川 佳弘氏 加藤士津八 新冠 村田牧場 B428＋ 61：27．51 35．7

713 ヴィグラスレディー 牝3青鹿54 田中 勝春小林 博雄氏 古賀 史生 新ひだか タイヘイ牧場 454＋ 61：27．81� 89．9�
36 タイセイジェニー 牝3青鹿54 戸崎 圭太田中 成奉氏 池上 昌和 新冠 アラキフアーム 430± 0 〃 クビ 3．9�
59 シドニートウショウ 牝3栗 54 内田 博幸トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 448＋ 21：28．01� 329．3
24 ボンバーガール 牝3鹿 54

51 ▲原 優介田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新ひだか 前田ファーム 494＋ 61：28．21 160．5�
714 プリオールトップ 牝3黒鹿54 武藤 雅小林 昌志氏 佐藤 吉勝 平取 雅 牧場 424± 0 〃 クビ 323．0�
611 エブリーエックス 牝3栗 54 大野 拓弥深見 富朗氏 伊藤 伸一 日高 いとう牧場 508＋ 61：28．51� 8．3�
47 ブライダルクイーン 牝3芦 54 浜中 俊 YTレーシング 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 462＋ 2 〃 クビ 133．5�
11 ノーデザイア 牝3栗 54 岩田 望来 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 久保田貴士 新ひだか 橋本牧場 438－ 11：28．6クビ 59．9�
35 ニシノリコリス 牝3鹿 54 田辺 裕信西山 茂行氏 小島 茂之 浦河 ガーベラパー

クスタツド 446 ― 〃 クビ 64．4�
816 ハニーミルク 牝3芦 54 石川裕紀人田頭 勇貴氏 的場 均 浦河 村下 清志 408－161：30．09 245．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，761，200円 複勝： 46，764，300円 枠連： 10，534，000円
馬連： 66，051，200円 馬単： 29，522，400円 ワイド： 55，871，100円
3連複： 95，927，400円 3連単： 107，227，900円 計： 445，659，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 190円 � 240円 � 790円 枠 連（4－5） 1，940円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 3，220円

ワ イ ド �� 760円 �� 3，090円 �� 3，780円

3 連 複 ��� 25，770円 3 連 単 ��� 103，370円

票 数

単勝票数 計 337612 的中 � 54612（3番人気）
複勝票数 計 467643 的中 � 73677（3番人気）� 52035（5番人気）� 12272（8番人気）
枠連票数 計 105340 的中 （4－5） 4201（9番人気）
馬連票数 計 660512 的中 �� 26771（9番人気）
馬単票数 計 295224 的中 �� 6869（14番人気）
ワイド票数 計 558711 的中 �� 19916（9番人気）�� 4546（24番人気）�� 3697（29番人気）
3連複票数 計 959274 的中 ��� 2791（67番人気）
3連単票数 計1072279 的中 ��� 752（256番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．0―36．5―49．2―1：01．5―1：13．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インヴァネス �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Manduro デビュー 2020．8．2 新潟5着

2018．2．21生 牝3青 母 マチュアード 母母 Time Away 7戦1勝 賞金 10，310，000円
〔3走成績による出走制限〕 プリオールトップ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月9日まで平地競走に出走でき

ない。

11062 5月9日 晴 良 （3東京2） 第6日 第2競走 ��1，600�3歳未勝利
発走10時35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

815 アルバミノル 牡3鹿 56 C．ルメール 吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 468± 01：38．0 1．7�
47 � メ リ オ ダ ス 牡3鹿 56 横山 武史山口功一郎氏 栗田 徹 米

Fred W. Hertrich
111＆ John D.
Fielding

490－ 41：39．06 6．5�
816 パ ノ テ ィ ア 牡3黒鹿56 大野 拓弥野田 努氏 金成 貴史 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 524－ 6 〃 アタマ 5．0�
612 ロクネンニクミ 牡3栗 56 内田 博幸藤本 彰氏 小笠 倫弘 新冠 ハシモトフアーム B516－141：39．42 253．4�
23 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 466± 0 〃 クビ 291．3�

12 ズールウォリアー 牡3黒鹿 56
53 ▲永野 猛蔵 J．ウィルソン氏 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 466－ 41：39．5� 11．7�

510 ハイドアンドシーク 牡3黒鹿56 戸崎 圭太	ノースヒルズ 大竹 正博 新ひだか 土居牧場 538± 01：39．71� 13．6

611 トロワエスポワール 牡3鹿 56 三浦 皇成村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 452－ 81：40．44 46．9�
714 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 B458－ 81：40．61� 15．4�
11 アンタンスルフレ 牡3鹿 56 江田 照男ディアレストクラブ	 田村 康仁 浦河 栄進牧場 444＋ 61：41．02 388．5
36 マテラドリム 牡3黒鹿56 田中 勝春大野 照旺氏 宗像 義忠 新ひだか 村上牧場 488＋ 21：41．31� 40．7�
59 ミライヘノイブキ 牡3栗 56 木幡 巧也三島 宣彦氏 伊藤 大士 浦河 谷口牧場 B444＋ 21：41．83� 229．9�
48 クッキートン 牡3鹿 56 田辺 裕信吉田 安惠氏 大和田 成 安平 追分ファーム 458－ 41：42．0� 38．9�
35 レイダンジチ 牡3黒鹿56 岩田 望来金山 克己氏 斎藤 誠 新ひだか 田上 徹 532＋241：43．38 251．7�
24 ゴヨウマツミッチー 牡3黒鹿56 野中悠太郎茂木 道和氏 蛯名 利弘 新冠 川島牧場 450＋ 41：43．72� 588．3�
713 エイシンギザ 牡3鹿 56 宮崎 北斗	栄進堂 田中 剛 浦河 栄進牧場 450－101：45．08 618．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，184，900円 複勝： 106，952，600円 枠連： 13，087，000円
馬連： 63，395，900円 馬単： 36，531，700円 ワイド： 59，511，300円
3連複： 100，285，100円 3連単： 143，160，800円 計： 564，109，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 130円 � 140円 枠 連（4－8） 360円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 240円 �� 230円 �� 420円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 2，250円

票 数

単勝票数 計 411849 的中 � 192418（1番人気）
複勝票数 計1069526 的中 � 652508（1番人気）� 105209（2番人気）� 86755（3番人気）
枠連票数 計 130870 的中 （4－8） 27953（1番人気）
馬連票数 計 633959 的中 �� 96605（2番人気）
馬単票数 計 365317 的中 �� 42563（2番人気）
ワイド票数 計 595113 的中 �� 67099（2番人気）�� 68311（1番人気）�� 32160（6番人気）
3連複票数 計1002851 的中 ��� 108368（1番人気）
3連単票数 計1431608 的中 ��� 46068（1番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．9―11．9―12．3―12．8―12．6―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．2―35．1―47．0―59．3―1：12．1―1：24．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．7
3 ・（8，14）15（2，7，11，13）16，5（9，3）10－12－1，6－4 4 ・（14，15）－（8，7）11（2，16，13）（5，3，10）－9－12＝（1，6）－4

勝馬の
紹 介

アルバミノル �
�
父 Bobby’s Kitten �

�
母父 Medicean デビュー 2020．11．8 東京8着

2018．2．23生 牡3鹿 母 ア ラ ピ ン タ 母母 Altruiste 7戦1勝 賞金 11，170，000円
〔制裁〕 ズールウォリアー号の騎手永野猛蔵は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・16番・13番・3番・10

番）
〔その他〕 レイダンジチ号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

エイシンギザ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴヨウマツミッチー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月9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〕 クッキートン号・ゴヨウマツミッチー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月9日まで平地

競走に出走できない。

第２回 東京競馬 第６日



11063 5月9日 晴 良 （3東京2） 第6日 第3競走 2，300�3歳未勝利
発走11時05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
2：18．4
2：18．3

良
良

56 エクセレントタイム 牡3鹿 56 武藤 雅 �サンデーレーシング 中川 公成 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B486－ 22：20．1 3．7�

811 シングマイハート 牝3鹿 54 横山 武史 �社台レースホース尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446＋ 42：20．84 3．0�

55 マリノアズラ 牝3黒鹿54 武士沢友治矢野まり子氏 小手川 準 日高 クラウン日高牧場 474＋ 22：20．9� 15．1�
33 ミッキーセレスタ 牡3黒鹿56 川田 将雅野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 526－ 62：21．0� 3．9�
67 リアンデュソン 牡3黒鹿56 岩田 望来 �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 550＋ 62：21．1� 49．9�
44 カフェファンタスト 牡3栗 56

53 ▲永野 猛蔵西川 恭子氏 和田 雄二 様似 猿倉牧場 488－ 22：21．2� 98．0	
68 ケンアンビシャス 牡3黒鹿56 幸 英明中西 健氏 久保田貴士 新ひだか 坂本 智広 474－ 42：21．73 4．6

812 トドロキゲキジョウ 牡3黒鹿56 江田 照男�GET NEXT 武市 康男 新ひだか 静内フアーム B484＋ 22：21．9� 17．6�
11 デルマムリョウ 牝3鹿 54 津村 明秀浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 472－ 22：22．11� 157．4
79 ノーザンピーク 牡3鹿 56 石川裕紀人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 浦河 辻 牧場 B462＋ 42：22．31� 63．6�
22 ト レ ヴ ィ ス 牡3鹿 56

53 ▲原 優介安齋 廣行氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B414－ 62：22．62 225．8�
710 シンパセティック 牝3黒鹿54 野中悠太郎吉田 晴哉氏 寺島 良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B476± 02：24．8大差 143．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 36，326，600円 複勝： 48，338，100円 枠連： 8，789，800円
馬連： 58，933，500円 馬単： 29，049，000円 ワイド： 47，175，000円
3連複： 82，436，300円 3連単： 117，524，300円 計： 428，572，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 120円 � 240円 枠 連（5－8） 490円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 280円 �� 710円 �� 690円

3 連 複 ��� 2，130円 3 連 単 ��� 11，150円

票 数

単勝票数 計 363266 的中 � 77686（2番人気）
複勝票数 計 483381 的中 � 78131（4番人気）� 131959（1番人気）� 38218（5番人気）
枠連票数 計 87898 的中 （5－8） 13858（3番人気）
馬連票数 計 589335 的中 �� 77823（3番人気）
馬単票数 計 290490 的中 �� 15583（6番人気）
ワイド票数 計 471750 的中 �� 49438（2番人気）�� 15911（8番人気）�� 16371（7番人気）
3連複票数 計 824363 的中 ��� 28929（6番人気）
3連単票数 計1175243 的中 ��� 7639（34番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100�
6．9―18．6―30．7―43．5―55．7―1：08．1―1：20．8―1：33．2―1：45．0―1：56．5―2：08．1

コーナー
通過順位

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

2
4

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

エクセレントタイム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2020．11．8 東京7着

2018．4．12生 牡3鹿 母 タイムウィルテル 母母 フサイチカツラ 5戦1勝 賞金 6，380，000円

11064 5月9日 晴 良 （3東京2） 第6日 第4競走 1，800�3歳未勝利
発走11時35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 レ イ モ ミ 牝3青鹿54 C．ルメール �ニッシンホール
ディングス 藤沢 和雄 新ひだか チャンピオンズファーム 436± 01：47．4 2．9�

22 メイレンシュタイン 牡3栗 56 木幡 巧也 �キャロットファーム 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450－ 81：47．5クビ 84．5�

47 フ ォ レ ス タ 牝3鹿 54
51 ▲永野 猛蔵 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 長浜 秀昭 412－ 61：47．61 18．6�

814 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 432－ 21：47．7� 3．6�
611 バーガンディ 牡3黒鹿56 江田 照男山内 晃氏 和田正一郎 日高 木部ファーム 454＋ 8 〃 アタマ 29．0	
712 ラップリーダー 牡3栗 56 内田 博幸吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 464＋ 61：48．33� 18．6

46 リュラネブラ 牡3鹿 56 横山 武史 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 478－ 61：48．51� 8．6�
23 リリーテソーロ 牝3芦 54 岩田 望来了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 新ひだか タガミファーム 444－ 8 〃 ハナ 214．6�
58 ブ ラ イ リ ー 牡3栗 56 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 新ひだか 荒木 貴宏 508－14 〃 アタマ 4．3
610 サクラファシナンテ 牝3黒鹿54 石橋 脩�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡スタット 512 ―1：48．6� 30．3�
815 アレッサンドロ 牡3鹿 56 石川裕紀人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高柳 瑞樹 新ひだか 岡田スタツド 452－ 41：49．13 193．7�
11 コスモチョコラトル 牡3鹿 56

53 ▲原 優介 �ビッグレッドファーム 深山 雅史 新冠 ビッグレッドファーム 478－ 21：49．31� 19．0�
34 バトルフロント 牡3黒鹿56 戸崎 圭太ライオンレースホース� 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 492 ― 〃 クビ 29．0�
713 ターンバック 牝3芦 54 武藤 雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 434± 01：51．6大差 293．1�
59 モンレアーレ 牡3黒鹿56 大野 拓弥ゴドルフィン 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494 ―1：52．77 313．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 41，046，300円 複勝： 54，486，300円 枠連： 11，525，000円
馬連： 70，312，900円 馬単： 31，595，700円 ワイド： 60，735，600円
3連複： 99，886，100円 3連単： 119，141，300円 計： 488，729，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 170円 � 1，230円 � 470円 枠 連（2－3） 6，470円

馬 連 �� 13，680円 馬 単 �� 19，340円

ワ イ ド �� 4，030円 �� 1，020円 �� 7，510円

3 連 複 ��� 38，080円 3 連 単 ��� 204，680円

票 数

単勝票数 計 410463 的中 � 111489（1番人気）
複勝票数 計 544863 的中 � 110501（2番人気）� 9188（11番人気）� 26640（7番人気）
枠連票数 計 115250 的中 （2－3） 1380（20番人気）
馬連票数 計 703129 的中 �� 3982（33番人気）
馬単票数 計 315957 的中 �� 1225（54番人気）
ワイド票数 計 607356 的中 �� 3827（37番人気）�� 15952（10番人気）�� 2035（49番人気）
3連複票数 計 998861 的中 ��� 1967（99番人気）
3連単票数 計1191413 的中 ��� 422（502番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．7―11．9―12．1―12．0―11．7―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―35．6―47．5―59．6―1：11．6―1：23．3―1：35．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．8

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

勝馬の
紹 介

レ イ モ ミ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Darshaan デビュー 2021．4．24 東京5着

2018．3．5生 牝3青鹿 母 ネ ッ ク レ ス 母母 Spinning The Yarn 2戦1勝 賞金 5，610，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ターンバック号・モンレアーレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月9日ま

で平地競走に出走できない。



11065 5月9日 晴 良 （3東京2） 第6日 第5競走 ��1，600�3歳1勝クラス
発走12時25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

714 クリーンスレイト 牡3栗 56 横山 武史ゴドルフィン 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 484＋ 81：36．4 58．7�

11 � アナンシエーション 牡3栗 56 C．ルメール �シルクレーシング 手塚 貴久 米 Colts Neck
Stables LLC 500－ 21：36．71� 2．0�

12 ノーブルシルエット 牝3黒鹿54 武藤 雅吉木 伸彦氏 水野 貴広 新ひだか 桜井牧場 472－ 21：37．12� 14．3�
59 タマモブトウカイ 牡3鹿 56

53 ▲永野 猛蔵タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 458＋ 21：37．31� 30．2�
47 ジョディーズマロン 牡3栗 56 藤岡 佑介 �ローレルレーシング 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 454－ 41：37．4� 168．5	
48 タガノチュール 牡3栗 56 石橋 脩八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468± 01：37．61� 59．9

713 メディーヴァル 牡3鹿 56 幸 英明�ターフ・スポート寺島 良 新冠 村田牧場 446± 01：37．81� 5．3�
816 ペイシャジュン 牡3栗 56 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 様似 富田 恭司 486＋121：38．01� 11．2�
36 レイニーデイ 牡3鹿 56 岩田 望来大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 高昭牧場 532＋12 〃 アタマ 9．1
815 フ ミ チ ャ ン 牝3芦 54 柴田 善臣林 文彦氏 鹿戸 雄一 洞�湖 レイクヴィラファーム B472－ 21：38．1クビ 231．4�
510 トップザビル 牝3栗 54 M．デムーロ吉田 千津氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 430＋ 61：38．52� 30．9�
611	 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＋ 41：39．03 97．2�
35 サンキューレター 牡3栗 56 川田 将雅 �吉澤ホールディングス 相沢 郁 新冠 村上 雅規 478＋ 21：39．1� 8．3�
23 ノーダブルディップ 牡3鹿 56 北村 宏司丸山 担氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 538＋ 21：39．52 40．5�
612 ラッキーモー 牡3鹿 56 福永 祐一 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 444＋121：40．03 33．6�
24 ウインプロスト 牡3鹿 56 石川裕紀人�ウイン 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 464－ 21：41．9大差 383．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 61，934，700円 複勝： 101，040，000円 枠連： 20，076，500円
馬連： 92，208，800円 馬単： 47，464，700円 ワイド： 91，106，900円
3連複： 147，165，800円 3連単： 183，347，900円 計： 744，345，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，870円 複 勝 � 1，070円 � 120円 � 310円 枠 連（1－7） 480円

馬 連 �� 6，840円 馬 単 �� 22，310円

ワ イ ド �� 2，350円 �� 7，600円 �� 470円

3 連 複 ��� 18，040円 3 連 単 ��� 219，710円

票 数

単勝票数 計 619347 的中 � 8430（11番人気）
複勝票数 計1010400 的中 � 15243（13番人気）� 360374（1番人気）� 65081（6番人気）
枠連票数 計 200765 的中 （1－7） 31875（2番人気）
馬連票数 計 922088 的中 �� 10436（19番人気）
馬単票数 計 474647 的中 �� 1595（55番人気）
ワイド票数 計 911069 的中 �� 9587（25番人気）�� 2895（57番人気）�� 54785（3番人気）
3連複票数 計1471658 的中 ��� 6115（49番人気）
3連単票数 計1833479 的中 ��� 605（514番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
11．8―22．5―33．8―45．7―58．0―1：10．4―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリーンスレイト �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2020．9．21 中山10着

2018．4．21生 牡3栗 母 ニューチャプターⅡ 母母 Headline 4戦2勝 賞金 13，170，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインプロスト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月9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。
（非当選馬） 3頭 アルメイダミノル号・コンセプト号・ゴールドブリーズ号

11066 5月9日 晴 良 （3東京2） 第6日 第6競走 ��1，300�4歳以上1勝クラス
発走12時55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
1：16．1
1：16．1

重
重

23 エリモグリッター �4鹿 57 内田 博幸山本三津子氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 464－ 21：18．1 9．7�
36 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 464＋ 21：18．21 12．4�
816� ホテルカリホルニア 牡4鹿 57 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 492± 01：18．52 1．8�
714 ネオトゥルー 牡4鹿 57 横山 武史西田 俊二氏 鈴木 伸尋 日高 荒井ファーム 476－ 61：18．6� 24．6�
59 コングールテソーロ 牡5鹿 57 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 高橋フアーム 490＋ 6 〃 アタマ 11．9�
48 	 ジッピーレーサー �4鹿 57 岩田 望来岡田 牧雄氏 高木 登 米 Monticule 466± 01：18．81
 7．8	
11 カラーズオブラヴ 牝4黒鹿55 武士沢友治グリーンスウォード和田 勇介 新ひだか 中橋 正 B474± 01：18．9� 9．8

510 ノ ヘ ア 牝4芦 55

52 ▲永野 猛蔵 �ニッシンホール
ディングス 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 428＋ 61：19．0� 119．9�

24 シャンボールロッソ 牝4鹿 55 武藤 雅 �シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 442＋ 2 〃 アタマ 22．7
12 � スカイテラス 牡4黒鹿57 北村 宏司 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム B478＋141：19．31� 162．1�
47 ルヴァンヴェール 牡4鹿 57 江田 照男 �グリーンファーム竹内 正洋 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B502－ 21：19．4クビ 33．3�
713� センノベステス 牡4栗 57 石川裕紀人浅野 正敏氏 南田美知雄 日高 日西牧場 470－ 81：19．51 621．1�
612 コーリングローリー 牡4栗 57 野中悠太郎伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 田端牧場 444＋ 21：19．92� 13．8�
611� シゲルハクチョウザ 牝4鹿 55 嘉藤 貴行森中 蕃氏 田中 清隆 新冠 森永 聡 438＋ 8 〃 アタマ 367．2�
815 チェスナットロール 牝4栗 55 大野 拓弥田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新ひだか 神垣 道弘 462＋141：20．53� 63．0�
35 アピテソーロ 牡4青鹿57 津村 明秀了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 安平 追分ファーム 500＋ 61：20．81� 297．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，011，200円 複勝： 76，465，900円 枠連： 14，464，300円
馬連： 76，655，100円 馬単： 37，428，100円 ワイド： 68，116，900円
3連複： 115，738，500円 3連単： 136，831，100円 計： 568，711，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 220円 � 290円 � 110円 枠 連（2－3） 3，750円

馬 連 �� 5，690円 馬 単 �� 13，980円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 410円 �� 620円

3 連 複 ��� 3，650円 3 連 単 ��� 40，000円

票 数

単勝票数 計 430112 的中 � 35180（3番人気）
複勝票数 計 764659 的中 � 58884（3番人気）� 40692（7番人気）� 334895（1番人気）
枠連票数 計 144643 的中 （2－3） 2986（15番人気）
馬連票数 計 766551 的中 �� 10434（18番人気）
馬単票数 計 374281 的中 �� 2007（38番人気）
ワイド票数 計 681169 的中 �� 12318（17番人気）�� 45794（2番人気）�� 28143（6番人気）
3連複票数 計1157385 的中 ��� 23781（9番人気）
3連単票数 計1368311 的中 ��� 2480（123番人気）

ハロンタイム 6．9―11．0―11．3―11．7―12．3―12．3―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
6．9―17．9―29．2―40．9―53．2―1：05．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エリモグリッター �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Indian Charlie デビュー 2019．10．21 東京11着

2017．5．5生 �4鹿 母 コーンドリー 母母 ドリータルボ 12戦2勝 賞金 19，530，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 クリノアンカーマン号



11067 5月9日 晴 良 （3東京2） 第6日 第7競走 1，400�4歳以上1勝クラス
発走13時25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
1：19．4
1：19．0

良
良

713 カフェサンドリヨン 牝4芦 55 北村 宏司西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 510＋ 61：20．9 3．9�
816 ボ マ イ ェ 牡5鹿 57 福永 祐一 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 日高 下河辺牧場 532± 01：21．11� 5．8�
612 スワーヴドン 牡4鹿 57 岩田 望来�NICKS 中内田充正 安平 ノーザンファーム 484－ 41：21．2クビ 5．0�
23 マサノアッレーグラ 牝6芦 55 津村 明秀中村 時子氏 辻 哲英 日高 道見牧場 510＋ 6 〃 クビ 8．3�
510 マーベラスアゲン 牡5鹿 57 柴田 善臣浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 笠松牧場 478－101：21．41 30．2�
715� ヴィクトワールメイ 牝5黒鹿55 内田 博幸山口謙太郎氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 446－ 4 〃 ハナ 29．0	
11 パラレルキャリア 牝5鹿 55 武 豊 
社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋ 8 〃 クビ 6．7�
47 スウィートメリナ 牝4栗 55 石川裕紀人岡田 牧雄氏 菊川 正達 浦河 高岸 順一 434＋10 〃 クビ 129．6�
59 コスモスタック 牡4黒鹿57 木幡 巧也 
ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新ひだか 稲葉牧場 464＋ 81：21．5クビ 26．7
48 � ヤマニンガラッシア 牡4青鹿 57

54 ▲永野 猛蔵土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 440＋ 61：21．6� 49．6�
24 ユヌエトワール 牝4黒鹿55 横山 武史 
社台レースホース小手川 準 千歳 社台ファーム 422＋ 61：21．7� 9．2�
714 スズノムサシ 牡5青鹿57 野中悠太郎小紫 嘉之氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 466－141：21．8� 241．7�
36 スズノヤマト �4鹿 57 武士沢友治小紫 嘉之氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 466－ 41：22．11� 150．5�
611 メイクアンシー 牡5青鹿 57

54 ▲原 優介チームユッキレーシング 小手川 準 日高 広富牧場 456＋ 4 〃 クビ 278．1�
35 シ コ ウ 牡4青鹿57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド B476± 01：22．31� 59．5�
818 エスニックソング 牝4黒鹿55 田中 勝春ゴドルフィン 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476－ 6 〃 クビ 27．2�
12 ヒガシヴァルキリー 牝4青鹿55 武藤 雅
ヤナガワ牧場 林 徹 日高 ヤナガワ牧場 B422± 01：22．4アタマ 19．9�
817� スズレジーム 牝7鹿 55 江田 照男森 達郎氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 450－ 4 〃 � 285．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 36，964，000円 複勝： 65，761，100円 枠連： 17，750，500円
馬連： 81，536，700円 馬単： 29，939，900円 ワイド： 73，699，300円
3連複： 120，876，100円 3連単： 115，112，800円 計： 541，640，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 190円 � 170円 枠 連（7－8） 810円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，070円

ワ イ ド �� 480円 �� 390円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，000円 3 連 単 ��� 8，390円

票 数

単勝票数 計 369640 的中 � 74715（1番人気）
複勝票数 計 657611 的中 � 125827（1番人気）� 79233（3番人気）� 99493（2番人気）
枠連票数 計 177505 的中 （7－8） 16783（2番人気）
馬連票数 計 815367 的中 �� 53473（2番人気）
馬単票数 計 299399 的中 �� 10831（3番人気）
ワイド票数 計 736993 的中 �� 39631（2番人気）�� 49505（1番人気）�� 30051（4番人気）
3連複票数 計1208761 的中 ��� 45208（1番人気）
3連単票数 計1151128 的中 ��� 9943（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．0―34．1―45．6―56．8―1：08．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カフェサンドリヨン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2019．11．23 東京2着

2017．3．5生 牝4芦 母 カフェドマーニ 母母 カフェララルー 9戦2勝 賞金 22，214，000円

11068 5月9日 晴 良 （3東京2） 第6日 第8競走 ��
��2，000�4歳以上2勝クラス

発走13時55分 （芝・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
1：56．1
1：56．1

良
良

11 サトノジェネシス 牡5鹿 57 福永 祐一 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 494＋121：57．9 2．8�
44 キタノインパクト 牡5鹿 57 C．ルメール DMMドリームクラブ� 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 498－ 21：58．22 2．1�
33 ガ ロ シ ェ 牝5黒鹿55 M．デムーロ �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462± 01：59．05 6．1�
77 ル タ ン ブ ル 牝5黒鹿55 田辺 裕信杉浦 和也氏 小手川 準 日高 竹島 幸治 468± 0 〃 クビ 28．9�
88 � ブルーエクセレンス 牡5青鹿57 幸 英明ゴドルフィン 金成 貴史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466－101：59．53 27．5	
55 コ ー カ ス 	7鹿 57 岩田 望来ゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B508± 01：59．92 26．1

66 グ ラ ナ タ ス 	5鹿 57 三浦 皇成 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 472－10 〃 クビ 86．7�
22 ステラドーロ 牝4栗 55 戸崎 圭太 �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 476± 02：00．21
 7．1�
（8頭）

売 得 金
単勝： 48，654，400円 複勝： 74，566，800円 枠連： 発売なし
馬連： 70，400，900円 馬単： 41，398，400円 ワイド： 48，542，000円
3連複： 85，140，400円 3連単： 219，450，100円 計： 588，153，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 110円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 150円 �� 310円 �� 200円

3 連 複 ��� 450円 3 連 単 ��� 1，800円

票 数

単勝票数 計 486544 的中 � 138193（2番人気）
複勝票数 計 745668 的中 � 97314（2番人気）� 417349（1番人気）� 77414（3番人気）
馬連票数 計 704009 的中 �� 179253（1番人気）
馬単票数 計 413984 的中 �� 51277（2番人気）
ワイド票数 計 485420 的中 �� 97102（1番人気）�� 32437（5番人気）�� 61410（2番人気）
3連複票数 計 851404 的中 ��� 140646（1番人気）
3連単票数 計2194501 的中 ��� 88128（3番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―11．4―11．5―11．8―11．8―11．9―11．5―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．7―36．1―47．6―59．4―1：11．2―1：23．1―1：34．6―1：45．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F34．8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノジェネシス 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Orpen デビュー 2018．10．20 東京3着

2016．1．28生 牡5鹿 母 マ ル ペ ン サ 母母 Marsella 4戦3勝 賞金 28，010，000円



11069 5月9日 晴 良 （3東京2） 第6日 第9競走 ��
��1，600�

しょうなん

湘南ステークス
発走14時25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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

714 ハーメティキスト 牡5鹿 57 北村 宏司 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 462－ 21：32．0 48．7�
611 モンブランテソーロ 牡5鹿 57 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 480－ 61：32．1� 10．5�
817 カ ル リ ー ノ 牡5鹿 57 石川裕紀人 �Gリビエール・

レーシング 高橋 裕 浦河 松栄牧場 B522－ 21：32．31� 75．0�
715 ハイアーグラウンド 	7鹿 57 大野 拓弥小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 514－ 81：32．5
 313．6�
35 ル ー カ ス 牡6鹿 57 C．ルメール �シルクレーシング 堀 宣行 日高 戸川牧場 520－ 6 〃 ハナ 12．2	
24 アントリューズ 牡5鹿 57 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 508± 0 〃 ハナ 8．1

36 ロードシャムロック 牡4鹿 57 川田 将雅 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 504－ 61：32．81
 2．5�
59 スーパーブレイク 牡7黒鹿57 岩田 望来堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 478－ 2 〃 クビ 174．7�
816 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 488± 01：32．9クビ 456．1
818 シンハリング 牝4青鹿55 武 豊 DMMドリームクラブ� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 502± 0 〃 クビ 6．6�
11 ハーモニーマゼラン 牡4鹿 57 木幡 巧也日下部勝德氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 528－ 21：33．21� 10．2�
510 アドマイヤスコール 牡5鹿 57 福永 祐一近藤 旬子氏 加藤 征弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 482＋ 21：33．41� 22．4�
47 シ ャ チ 牡4鹿 57 原 優介中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 470± 0 〃 クビ 65．2�
48 エターナルヴィテス 牡5鹿 57 田中 勝春永井 廣司氏 松山 将樹 浦河 櫛桁牧場 B474± 01：33．82� 300．4�
612 トーセンリスト 牝5栗 55 戸崎 圭太島川 �哉氏 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 454－ 2 〃 ハナ 25．8�
23 オールザゴー 牡7鹿 57 池添 謙一 �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 502＋ 41：33．9クビ 195．8�
12 ウイングレイテスト 牡4栗 57 横山 武史�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 502－ 41：34．75 6．5�
713 トミケンボハテル 牡7芦 57 江田 照男富樫アキ子氏 古賀 史生 日高 藤本ファーム B502－ 41：35．33� 64．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 66，771，000円 複勝： 103，383，500円 枠連： 28，056，100円
馬連： 132，604，700円 馬単： 49，480，300円 ワイド： 111，997，700円
3連複： 210，894，700円 3連単： 215，456，500円 計： 918，644，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，870円 複 勝 � 1，420円 � 450円 � 1，690円 枠 連（6－7） 6，470円

馬 連 �� 21，490円 馬 単 �� 51，470円

ワ イ ド �� 4，980円 �� 30，920円 �� 10，130円

3 連 複 ��� 314，450円 3 連 単 ��� 2，028，640円

票 数

単勝票数 計 667710 的中 � 10949（10番人気）
複勝票数 計1033835 的中 � 18466（11番人気）� 67194（7番人気）� 15448（13番人気）
枠連票数 計 280561 的中 （6－7） 3357（21番人気）
馬連票数 計1326047 的中 �� 4780（46番人気）
馬単票数 計 494803 的中 �� 721（98番人気）
ワイド票数 計1119977 的中 �� 5848（42番人気）�� 930（106番人気）�� 2852（65番人気）
3連複票数 計2108947 的中 ��� 503（369番人気）
3連単票数 計2154565 的中 ��� 77（2132番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．2―11．5―11．6―11．5―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―22．8―34．0―45．5―57．1―1：08．6―1：20．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハーメティキスト �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Generous デビュー 2018．10．20 東京4着

2016．3．5生 牡5鹿 母 ミスティックリップス 母母 Majorata 15戦4勝 賞金 64，398，000円
〔制裁〕 ハーメティキスト号の騎手北村宏司は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000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） 2頭 ウインレフィナード号・レッドクレオス号

11070 5月9日 晴 良 （3東京2） 第6日 第10競走 ��
��2，100�ブリリアントステークス（Ｌ）

発走15時00分 （ダート・左）
4歳以上，2．5．9以降3．5．2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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000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

611 ヒロイックテイル 牡4栗 55 M．デムーロ吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 484－ 22：09．6 9．5�
47 バンクオブクラウズ 牡4芦 55 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石坂 公一 新ひだか 岡田スタツド 514－ 62：10．13 5．6�
59 サクラアリュール 牡6栗 55 武 豊�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 484＋122：10．31 17．1�
612 グレートタイム 牡6黒鹿55 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム B478－ 8 〃 クビ 7．7�
816 ネオブレイブ 牡5栗 54 浜中 俊西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 520＋ 22：10．4� 17．6�
24 エルデュクラージュ �7芦 57 戸崎 圭太 	キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 506＋ 72：10．5	 3．5

48 ラ ス ト マ ン 牡4栗 54 石橋 脩堂守 貴志氏 戸田 博文 新冠 カミイスタット 470－ 42：10．6クビ 26．4�
36 ハ ヤ ヤ ッ コ 牡5白 57 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B480± 02：11．02� 4．3�
714 シ ェ ダ ル 牡4栗 54 横山 武史 	シルクレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 526－ 4 〃 クビ 31．1
815 カ ラ ク プ ア �8黒鹿54 木幡 巧也�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 パカパカ

ファーム 490± 02：11．21
 221．2�
35 メイショウマトイ 牡7鹿 53 野中悠太郎松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 494－ 22：12．47 230．7�
11 レーヌブランシュ 牝4芦 54 池添 謙一前田 晋二氏 橋口 慎介 新ひだか 土居牧場 472＋ 22：12．5アタマ 62．0�
12 マサハヤニース 牡6鹿 54 森 一馬中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 490＋ 82：12．61 60．8�
23 タマモサンシーロ 牡5鹿 54 幸 英明タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 524＋ 42：14．5大差 38．0�
510 コ ン カ ラ ー 牡5鹿 54 津村 明秀江口雄一郎氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 484＋ 22：14．92 63．2�
713 ジェネラーレウーノ 牡6青鹿56 武藤 雅 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 日高 新生ファーム 522－ 42：15．43 18．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 76，926，800円 複勝： 106，898，000円 枠連： 32，003，400円
馬連： 191，537，900円 馬単： 65，408，400円 ワイド： 134，413，500円
3連複： 297，714，700円 3連単： 311，141，200円 計： 1，216，043，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 400円 � 240円 � 390円 枠 連（4－6） 1，090円

馬 連 �� 3，080円 馬 単 �� 5，710円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 2，700円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 17，790円 3 連 単 ��� 86，560円

票 数

単勝票数 計 769268 的中 � 64153（5番人気）
複勝票数 計1068980 的中 � 65747（6番人気）� 133117（3番人気）� 67696（5番人気）
枠連票数 計 320034 的中 （4－6） 22699（6番人気）
馬連票数 計1915379 的中 �� 48191（11番人気）
馬単票数 計 654084 的中 �� 8577（19番人気）
ワイド票数 計1344135 的中 �� 29266（12番人気）�� 12610（31番人気）�� 18593（21番人気）
3連複票数 計2977147 的中 ��� 12548（57番人気）
3連単票数 計3111412 的中 ��� 2606（267番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―12．5―12．6―12．6―12．6―12．4―12．0―12．0―12．3―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．1―30．6―43．2―55．8―1：08．4―1：20．8―1：32．8―1：44．8―1：57．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒロイックテイル �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Awesome Again デビュー 2019．12．21 阪神7着

2017．5．7生 牡4栗 母 パーソナルレジェンド 母母 Highland Legend 11戦5勝 賞金 78，602，000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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ウェルカムゴールド号・ケイアイパープル号・サトノディード号
（非抽選馬） 2頭 デターミネーション号・バスカヴィル号

２レース目



11071 5月9日 晴 良 （3東京2） 第6日 第11競走 ��
��1，600�第26回NHKマイルカップ（ＧⅠ）

発走15時40分 （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�

NHK杯・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 105，000，000円 42，000，000円 26，000，000円 16，000，000円 10，500，000円
付 加 賞 3，822，000円 1，092，000円 546，000円
生産者賞
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

1：30．5
1：30．3
1：31．4

良
良
良

715� シュネルマイスター 牡3鹿 57 C．ルメール �サンデーレーシング 手塚 貴久 独 Northern
Farm 480± 01：31．6 3．7�

510 ソングライン 牝3青鹿55 池添 謙一 �サンデーレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 480＋ 2 〃 ハナ 16．9�
48 グレナディアガーズ 牡3鹿 57 川田 将雅 �サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：32．12	 3．4�
35 リッケンバッカー 牡3鹿 57 横山 武史安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 466－ 21：32．2	 48．0�
816 ロードマックス 牡3鹿 57 岩田 望来 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 446＋ 41：32．3
 148．7	
47 タイムトゥヘヴン 牡3鹿 57 M．デムーロ DMMドリームクラブ� 戸田 博文 日高 オリオンファーム 478＋ 2 〃 ハナ 23．3

12 アナザーリリック 牝3鹿 55 津村 明秀 �シルクレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 496＋121：32．4
 35．4�
612 ランドオブリバティ 牡3鹿 57 石橋 脩吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 462－ 2 〃 クビ 26．3�
713 ホウオウアマゾン 牡3栗 57 武 豊小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 486－101：32．61 11．5
23 ルークズネスト 牡3鹿 57 幸 英明窪田 芳郎氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 506－ 41：32．81� 11．9�
611 ヴェイルネビュラ 牡3鹿 57 戸崎 圭太吉田 勝己氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 492± 01：32．9
 72．2�
818 ピクシーナイト 牡3鹿 57 福永 祐一 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 532＋ 2 〃 アタマ 15．1�
714� ショックアクション 牡3鹿 57 田辺 裕信ゴドルフィン 大久保龍志 愛 Scuderia Effevi

Srl & Dioscuri Srl 496± 01：33．0	 118．3�
36 シティレインボー 牡3栗 57 三浦 皇成深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 466－ 41：33．1
 199．1�
11 レイモンドバローズ 牡3鹿 57 浜中 俊猪熊 広次氏 上村 洋行 千歳 社台ファーム 482＋ 61：33．41	 70．0�
59 ゴールドチャリス 牝3鹿 55 田中 勝春フィールドレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 404－12 〃 クビ 302．1�
817 グレイイングリーン 牡3芦 57 武藤 雅青芝商事� 池江 泰寿 安平 追分ファーム 482± 01：34．14 183．1�
24 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 482＋ 2 （競走中止） 4．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 678，183，400円 複勝： 728，557，400円 枠連： 366，633，000円 馬連： 2，123，864，500円 馬単： 707，946，000円
ワイド： 1，300，291，800円 3連複： 4，014，967，600円 3連単： 5，325，376，600円 5重勝： 756，372，700円 計： 16，002，193，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 320円 � 140円 枠 連（5－7） 2，880円

馬 連 �� 3，690円 馬 単 �� 4，960円

ワ イ ド �� 980円 �� 300円 �� 660円

3 連 複 ��� 3，540円 3 連 単 ��� 21，180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����� 3，189，520円

票 数

単勝票数 計6781834 的中 � 1432958（2番人気）
複勝票数 計7285574 的中 � 1436155（2番人気）� 418865（7番人気）� 1595619（1番人気）
枠連票数 計3666330 的中 （5－7） 98629（9番人気）
馬連票数 計21238645 的中 �� 473439（13番人気）
馬単票数 計7079460 的中 �� 106892（18番人気）
ワイド票数 計13002918 的中 �� 310577（12番人気）�� 1256831（1番人気）�� 484419（5番人気）
3連複票数 計40149676 的中 ��� 849272（7番人気）
3連単票数 計53253766 的中 ��� 182249（45番人気）
5重勝票数 計7563727 的中 ����� 166

ハロンタイム 12．2―10．2―11．3―11．6―11．6―11．4―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―22．4―33．7―45．3―56．9―1：08．3―1：19．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シュネルマイスター �
�
父 Kingman �

�
母父 Soldier Hollow デビュー 2020．9．5 札幌1着

2018．3．23生 牡3鹿 母 Serienholde 母母 Saldenehre 4戦3勝 賞金 148，382，000円
〔競走中止〕 バスラットレオン号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ヴィジュネル号・スペシャルドラマ号・ダディーズビビッド号・ニシノアジャスト号・ワザモノ号
（非抽選馬） 1頭 ヴィアルークス号

11072 5月9日 晴 良 （3東京2） 第6日 第12競走 ��1，600�
た ち か わ

立 川 特 別
発走16時25分 （ダート・左）

4歳以上，2勝クラス，2．5．9以降3．5．2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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

22 � ニュートンテソーロ 牡4鹿 56 福永 祐一了德寺健二ホール
ディングス� 田中 博康 米 WinStar

Farm, LLC 506± 01：36．7 2．6�
68 エースレイジング 牡4黒鹿54 岩田 望来三浦 勝仁氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 454± 01：36．8クビ 20．8�
79 ストームガスト 牡5黒鹿54 石橋 脩�レッドマジック寺島 良 浦河 日進牧場 454－ 61：37．22� 12．1�
811 マーキュリーセブン 牡4黒鹿54 大野 拓弥ライオンレースホース� 加藤士津八 浦河 浦河日成牧場 B454－ 21：37．52 45．7�
11 シ ハ ー ブ 牡5青 56 C．ルメール �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 560± 01：37．6� 2．3	
710 トウカイオルデン 牡6鹿 54 柴田 善臣内村 正則氏 菊川 正達 新ひだか 平野牧場 B482＋ 21：37．8� 31．8

55 マイネルイリャルギ 牡4鹿 54 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ヒカル牧場 514＋ 21：38．22� 8．8�
812� アーチキング �8鹿 54 北村 宏司 �シルクレーシング 木村 哲也 米 Spendthrift

Farm, LLC 518－ 61：38．4� 61．1�
56 バナナボート 牡7栗 53 江田 照男田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新冠 坂元 芳春 458＋ 61：38．72 79．1
44 ル モ ン ド 牡5鹿 55 藤岡 佑介�山紫水明 坂口 智康 日高 下河辺牧場 B480＋ 61：39．12� 10．3�
67 ゲンパチマイティー 牡4鹿 54 木幡 巧也平野 武志氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 508± 0 〃 クビ 27．1�

（11頭）
33 メタルスパーク 牡4芦 54 三浦 皇成ディアレストクラブ� 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 143，891，000円 複勝： 157，352，600円 枠連： 41，577，200円
馬連： 261，700，600円 馬単： 141，475，200円 ワイド： 207，910，300円
3連複： 395，924，200円 3連単： 773，294，600円 計： 2，123，125，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 350円 � 270円 枠 連（2－6） 1，450円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 3，250円

ワ イ ド �� 730円 �� 430円 �� 1，990円

3 連 複 ��� 4，890円 3 連 単 ��� 21，370円

票 数

単勝票数 差引計1438910（返還計 139） 的中 � 429639（2番人気）
複勝票数 差引計1573526（返還計 162） 的中 � 395491（1番人気）� 93818（6番人気）� 131776（5番人気）
枠連票数 差引計 415772（返還計 394） 的中 （2－6） 22199（8番人気）
馬連票数 差引計2617006（返還計 1846） 的中 �� 89434（8番人気）
馬単票数 差引計1414752（返還計 717） 的中 �� 32548（11番人気）
ワイド票数 差引計2079103（返還計 1282） 的中 �� 72819（8番人気）�� 132862（4番人気）�� 24918（19番人気）
3連複票数 差引計3959242（返還計 5051） 的中 ��� 60723（14番人気）
3連単票数 差引計7732946（返還計 8193） 的中 ��� 26231（58番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．0―34．6―46．8―59．5―1：11．9―1：23．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ニュートンテソーロ �
�
父 Distorted Humor �

�
母父 Malibu Moon デビュー 2019．10．15 東京2着

2017．4．8生 牡4鹿 母 Ilikecandy 母母 Real Candy 11戦3勝 賞金 45，701，000円
〔出走取消〕 メタルスパーク号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。

５レース目



（3東京2）第6日 5月9日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

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

408，790，000円
5，490，000円
25，980，000円
6，940，000円
51，610，000円
76，502，500円
5，616，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
1，308，655，500円
1，670，566，600円
564，496，800円
3，289，202，700円
1，247，239，800円
2，259，371，400円
5，766，956，900円
7，767，065，100円
756，372，700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 24，629，927，500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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