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11121 5月28日 晴 重 （4東京2） 第11日 第1競走 1，600�3歳未勝利
発走10時15分 （ダート・左）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

59 ファミリークレスト 牝3黒鹿54 D．レーン 吉田 和美氏 和田 勇介 安平 ノーザンファーム 426± 01：38．3 2．1�
（豪）

22 イモータルフェイム 牝3鹿 54 菅原 明良�G1レーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 466＋141：38．4� 9．6�
23 エターナルプライド 牝3黒鹿54 武士沢友治伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 464＋ 4 〃 ハナ 7．2�
610 ナンヨーアイリス 牝3栗 54 三浦 皇成中村 德也氏 畠山 吉宏 新冠 株式会社

安達牧場 452± 01：38．5� 69．0�
34 ピンクコーラル 牝3栗 54 柴田 大知田畑 利彦氏 本間 忍 新ひだか 片岡 博 444－101：38．81� 171．1�
611 アポロキラナ 牝3鹿 54 大野 拓弥アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 新冠 中央牧場 478＋101：39．22� 79．4	
58 インサニティ 牝3鹿 54 吉田 豊石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新ひだか 三木田牧場 436－ 21：39．41 13．1

713 マリノヴィーナス 牝3鹿 54

52 △永野 猛蔵�クラウン 武市 康男 日高 クラウン日高牧場 460± 0 〃 クビ 28．0�
46 オモルフィア 牝3黒鹿54 横山 武史吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 492± 01：39．71� 4．1�
11 ハニーズスマイル 牝3鹿 54 杉原 誠人髙橋 明裕氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 434± 01：39．8� 32．0
712 レオミネルバ 牝3栗 54 木幡 巧也�レオ 牧 光二 日高 川端 正博 488＋121：39．9� 8．0�
814 アイズダンシング 牝3栗 54 野中悠太郎 �ローレルレーシング 小西 一男 新冠 村田牧場 464－ 61：40．01 334．5�
35 アラリンホルン 牝3栗 54

52 △山田 敬士色川 曉郎氏 松山 将樹 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 458－ 41：40．31� 254．4�

47 ココリヴィクトリア 牝3栗 54
51 ▲西塚 洸二美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 平野牧場 500＋ 21：40．72� 276．3�

815 ラプチャーアゲン 牝3鹿 54 岩部 純二浅川 皓司氏 加藤 和宏 新ひだか 矢野牧場 530－ 21：41．02 460．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 39，691，200円 複勝： 62，569，800円 枠連： 14，994，300円
馬連： 67，066，100円 馬単： 34，786，500円 ワイド： 63，610，200円
3連複： 111，157，500円 3連単： 136，265，700円 計： 530，141，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 320円 � 160円 枠 連（2－5） 450円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 580円 �� 240円 �� 940円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 8，220円

票 数

単勝票数 計 396912 的中 � 145139（1番人気）
複勝票数 計 625698 的中 � 204446（1番人気）� 31428（6番人気）� 95861（3番人気）
枠連票数 計 149943 的中 （2－5） 25396（2番人気）
馬連票数 計 670661 的中 �� 34719（5番人気）
馬単票数 計 347865 的中 �� 9988（8番人気）
ワイド票数 計 636102 的中 �� 26410（6番人気）�� 79327（1番人気）�� 15421（12番人気）
3連複票数 計1111575 的中 ��� 45092（4番人気）
3連単票数 計1362657 的中 ��� 12017（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．5―47．8―1：00．2―1：12．9―1：25．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファミリークレスト �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Exchange Rate デビュー 2022．1．9 中山6着

2019．5．1生 牝3黒鹿 母 ア ー マ イ ン 母母 Red Mischief 4戦1勝 賞金 7，300，000円
〔3走成績による出走制限〕 ハニーズスマイル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月28日まで平地競走に出走で

きない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

11122 5月28日 晴 重 （4東京2） 第11日 第2競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10時45分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

47 マイネルシトラス 牡3栗 56 横山 武史 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 浦河 金石牧場 514－ 61：24．7 2．3�

611 ロ デ ム 牡3栗 56
53 ▲西塚 洸二�サンコウ牧場 佐藤 吉勝 新ひだか サンコウ牧場 B470－ 61：24．81 116．1�

36 リゼレインボー 牡3栗 56 石橋 脩飯田 訓大氏 松山 将樹 浦河 高松牧場 478－ 41：24．9� 28．9�
35 ゴールデンヨシノ 牡3鹿 56 菅原 明良清水 義德氏 宗像 義忠 日高 下河辺牧場 440± 01：25．21� 5．8�
48 ダレモトメラレナイ 牝3鹿 54 三浦 皇成�GET NEXT 竹内 正洋 新冠 須崎牧場 470＋ 21：25．51� 16．8	
815 バ リ ア ン ス 牡3芦 56 大野 拓弥藤田 岳彦氏 田村 康仁 青森 久保フアーム 500－ 21：25．71� 19．7

59 グリーンライズ 牡3黒鹿 56

54 △永野 猛蔵加藤 興一氏 和田 雄二 浦河 市川フアーム 452＋ 2 〃 クビ 23．8�
612� ドリームアジェンダ 牝3鹿 54 D．レーン �シルクレーシング 栗田 徹 米 Profoal Part-

ners7，LLC B510－ 21：26．02 6．1�
（豪）

23 サーストンアイダホ 牡3芦 56 的場 勇人齊藤 宣彰氏 的場 均 浦河 宮内牧場 484 ―1：26．63� 273．5
510 フィニッシュムーヴ 牡3鹿 56 田辺 裕信 �ローレルレーシング 和田正一郎 新冠 対馬 正 480＋ 8 〃 ハナ 4．8�
714 アイファーグローブ 牡3青 56 武士沢友治中島 稔氏 蛯名 利弘 日高 Wing Farm 478－161：26．7� 382．9�
713 ハジメテノチュウ 牡3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 嘉藤 貴行 浦河 ミルファーム 490＋ 61：26．91� 181．4�
11 アンサングヒーロー 牡3鹿 56 石川裕紀人 �コスモヴューファーム 水野 貴広 むかわ 上水牧場 478－ 41：27．0� 12．9�
816 リネンスイング 牡3黒鹿56 田中 勝春戸山 光男氏 粕谷 昌央 新冠 村上 進治 448－ 21：28．27 418．8�
12 ハ ロ サ ン 牡3鹿 56

54 △山田 敬士乙訓 史樹氏 本間 忍 平取 清水牧場 456－ 4 〃 ハナ 343．8�
24 ジ ョ セ フ 牡3青 56 野中悠太郎井上 久光氏 小野 次郎 日高 サンバマウン

テンファーム 500 ―1：28．62� 362．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，112，400円 複勝： 65，903，400円 枠連： 12，578，000円
馬連： 66，353，600円 馬単： 29，401，400円 ワイド： 60，816，200円
3連複： 98，069，800円 3連単： 99，591，600円 計： 471，826，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 1，840円 � 590円 枠 連（4－6） 740円

馬 連 �� 13，660円 馬 単 �� 20，600円

ワ イ ド �� 4，150円 �� 940円 �� 10，210円

3 連 複 ��� 48，160円 3 連 単 ��� 190，510円

票 数

単勝票数 計 391124 的中 � 130406（1番人気）
複勝票数 計 659034 的中 � 188904（1番人気）� 6638（10番人気）� 22938（9番人気）
枠連票数 計 125780 的中 （4－6） 13093（3番人気）
馬連票数 計 663536 的中 �� 3762（33番人気）
馬単票数 計 294014 的中 �� 1070（58番人気）
ワイド票数 計 608162 的中 �� 3706（34番人気）�� 17365（11番人気）�� 1492（43番人気）
3連複票数 計 980698 的中 ��� 1527（86番人気）
3連単票数 計 995916 的中 ��� 379（426番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―12．0―12．4―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．9―46．9―59．3―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルシトラス �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2021．10．2 中山7着

2019．5．6生 牡3栗 母 マイネオレンジ 母母 コスモバレンシア 9戦1勝 賞金 12，390，000円
〔制裁〕 ロデム号の騎手西塚洸二は，後検量について注意義務を怠り過怠金10，000円。
〔3走成績による出走制限〕 ハロサン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月28日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第２回 東京競馬 第１１日



11123 5月28日 晴 良 （4東京2） 第11日 第3競走 ��1，800�3歳未勝利
発走11時15分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．8

良
良

612 ボルザコフスキー 牡3黒鹿56 D．レーン 犬塚悠治郎氏 清水 久詞 新冠 ハクレイファーム 502－ 81：47．7 1．5�
（豪）

816 ブローヴェイス 牡3黒鹿 56
54 △永野 猛蔵豊井 義次氏 浅野洋一郎 様似 林 時春 424± 01：48．34 31．8�

36 ハ イ ハ ロ ー 牡3栗 56 戸崎 圭太青芝商事� 宮田 敬介 安平 追分ファーム 492－ 81：48．4� 6．8�
713 マイネルシデン 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 442＋ 4 〃 クビ 321．4�
12 ドリームビリーバー 牡3鹿 56 吉田 豊平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 450± 0 〃 ハナ 7．5�
611 ベアビリーブ 牝3青 54

51 ▲西塚 洸二熊木 浩氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454± 01：48．6� 299．2	

815 パ ガ ニ ー ニ 牡3鹿 56 C．ルメール 金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 512± 01：48．7� 5．6


11 ラスティンボーイ 牡3栗 56 木幡 巧也齋藤 秀昭氏 勢司 和浩 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450－ 21：48．8� 65．5�

23 ダイゴシンリュウ 牡3芦 56 野中悠太郎長谷川光司氏 清水 英克 浦河 ヒダカフアーム 426± 01：48．9� 95．8�
48 バトルシャイニング 牡3黒鹿56 石川裕紀人宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 496± 01：49．0� 32．3
714 ルールオブルーラー 牡3黒鹿56 横山 武史諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 566＋141：49．1� 21．0�
47 カナイアンゼン 牝3鹿 54 大野 拓弥由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 474＋ 21：49．2� 216．1�
59 トニカクビジン 牝3鹿 54 岩部 純二田頭 勇貴氏 石毛 善彦 日高 佐々木 康治 416－ 21：49．41� 531．8�
24 レディーガーネット 牝3鹿 54

51 ▲水沼 元輝山本 剛士氏 宮田 敬介 新冠 新冠橋本牧場 424－10 〃 ハナ 491．6�
510 キャビランテ 牡3黒鹿56 菅原 明良 TNレースホース宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 496－ 41：49．5� 69．0�
35 テイエムエクセル 牡3鹿 56 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 中本牧場 474＋ 21：49．6クビ 380．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，878，000円 複勝： 170，890，500円 枠連： 13，308，500円
馬連： 59，182，300円 馬単： 39，531，100円 ワイド： 61，952，200円
3連複： 98，275，500円 3連単： 144，169，100円 計： 631，187，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 320円 � 180円 枠 連（6－8） 300円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 630円 �� 310円 �� 2，350円

3 連 複 ��� 3，660円 3 連 単 ��� 14，630円

票 数

単勝票数 計 438780 的中 � 220354（1番人気）
複勝票数 計1708905 的中 � 1271252（1番人気）� 34534（6番人気）� 80044（3番人気）
枠連票数 計 133085 的中 （6－8） 33345（1番人気）
馬連票数 計 591823 的中 �� 24377（6番人気）
馬単票数 計 395311 的中 �� 11544（9番人気）
ワイド票数 計 619522 的中 �� 24542（6番人気）�� 58386（3番人気）�� 6010（21番人気）
3連複票数 計 982755 的中 ��� 20095（13番人気）
3連単票数 計1441691 的中 ��� 7142（45番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―36．3―49．0―1：01．3―1：13．6―1：24．8―1：35．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ボルザコフスキー �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Orpen デビュー 2022．1．8 中京5着

2019．2．10生 牡3黒鹿 母 ベ ラ ル ー サ 母母 Balcarce 6戦1勝 賞金 11，300，000円
〔3走成績による出走制限〕 トニカクビジン号・キャビランテ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月28日まで平地競

走に出走できない。
※トニカクビジン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

11124 5月28日 晴 重 （4東京2） 第11日 第4競走 ��1，300�3歳未勝利
発走11時45分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

24 オールフラッグ 牡3芦 56 D．レーン �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム B472± 01：18．1 3．0�
（豪）

12 フ エ キ 牝3栗 54 木幡 育也�和田牧場 和田正一郎 浦河 カケハムポニークラブ 508＋ 21：18．42 15．5�
612 ペイシャブライティ 牡3栗 56 戸崎 圭太北所 直人氏 松永 康利 平取 川向高橋育

成牧場 494－ 21：19．03� 2．3�
713 タ ケ オ 牡3黒鹿56 木幡 巧也八嶋 長久氏 本間 忍 新ひだか 漆原 武男 474－ 61：19．52� 149．3�
815 アドレマピュス 牝3栗 54 丸田 恭介ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 松栄牧場 464＋ 21：19．92� 78．4	
510 イーサンカレラ 牡3鹿 56 岩部 純二国本 勇氏 萱野 浩二 新冠 高瀬牧場 452± 01：20．0� 43．8

47 パ ン タ ナ ル 牡3栗 56 菅原 明良�ラ・メール 高木 登 新冠 松浦牧場 510＋ 21：20．1クビ 8．5�
714 フ ラ ン セ ス 牝3黒鹿54 石川裕紀人星野 祐介氏 相沢 郁 日高 前野牧場 438－ 61：20．31� 66．3�
611 ア タ ビ ズ ム 牡3青鹿56 武士沢友治広尾レース� 深山 雅史 新ひだか 木村 秀則 438－ 61：20．4クビ 321．0
11 � タイムトゥゴー 牡3鹿 56 大野 拓弥ゴドルフィン 鈴木慎太郎 英 Laundry Cot-

tage Stud Farm 486－121：20．72 176．9�
36 フジシラユキヒメ 牝3芦 54

51 ▲西塚 洸二�フジレーシング 尾形 和幸 新冠 村上 進治 470－ 81：20．8クビ 36．4�
35 コズミックエッグ 牡3鹿 56 横山 武史村野 康司氏 斎藤 誠 日高 新井 昭二 462－141：20．9� 20．9�
816 メリヴェイユ 牝3鹿 54

52 △永野 猛蔵岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 448－ 81：21．0� 22．4�
23 アクアビート 牝3鹿 54 嶋田 純次大田 恭充氏 辻 哲英 青森 荒谷牧場 420＋ 2 〃 クビ 554．8�
59 ピースワンヴェリテ 牡3鹿 56 西村 太一長谷川成利氏 大竹 正博 新ひだか 増本牧場 506－ 21：21．21� 228．8�
48 キモットフェイス 牝3鹿 54 三浦 皇成 STレーシング 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 512＋ 41：23．0大差 8．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，708，800円 複勝： 56，981，600円 枠連： 15，489，500円
馬連： 71，947，700円 馬単： 32，860，100円 ワイド： 66，748，000円
3連複： 113，153，000円 3連単： 127，587，500円 計： 530，476，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 310円 � 120円 枠 連（1－2） 1，910円

馬 連 �� 2，300円 馬 単 �� 3，320円

ワ イ ド �� 590円 �� 180円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 8，120円

票 数

単勝票数 計 457088 的中 � 118918（2番人気）
複勝票数 計 569816 的中 � 122118（2番人気）� 30492（5番人気）� 153116（1番人気）
枠連票数 計 154895 的中 （1－2） 6283（7番人気）
馬連票数 計 719477 的中 �� 24142（9番人気）
馬単票数 計 328601 的中 �� 7401（12番人気）
ワイド票数 計 667480 的中 �� 24818（6番人気）�� 120198（1番人気）�� 22893（8番人気）
3連複票数 計1131530 的中 ��� 70287（3番人気）
3連単票数 計1275875 的中 ��� 11386（19番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
6．9―17．7―28．6―40．5―52．6―1：05．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オールフラッグ �
�
父 トゥザワールド �

�
母父 Mizzen Mast デビュー 2021．9．26 中山4着

2019．5．10生 牡3芦 母 クルージンミジー 母母 Baby Lets Cruise 6戦1勝 賞金 9，700，000円
〔制裁〕 フジシラユキヒメ号の騎手西塚洸二は，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：15番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キモットフェイス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月28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 アイファーリーベン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



11125 5月28日 晴 良 （4東京2） 第11日 第5競走 2，000�3歳未勝利
発走12時35分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

57 マ リ ネ ロ 牝3芦 54 横山 武史 �ビッグレッドファーム 嘉藤 貴行 新冠 ビッグレッドファーム 420＋ 61：59．6 4．5�
11 アイスランドポピー 牝3黒鹿54 杉原 誠人 �キャロットファーム 中川 公成 安平 ノーザンファーム 462± 02：00．45 5．2�
711 アクロビンジャー 牡3鹿 56 吉田 豊 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 浦河 三嶋牧場 452± 02：00．82 6．0�
45 ジ ャ ス コ 牝3鹿 54 田辺 裕信大和屋 暁氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 448－ 6 〃 クビ 25．4�
813 ロ ム レ ー ン 牡3黒鹿56 D．レーン 金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 496－ 42：01．01� 1．9	
（豪）

68 エ ル イ エ ロ 牡3栗 56 田中 勝春小谷津延弘氏 畠山 吉宏 新ひだか 谷岡牧場 454＋ 62：01．42� 102．4

710 スピアヘッド 牡3黒鹿56 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 菊川 正達 日高 前野牧場 438± 02：01．5� 36．9�
812 ジオパークタイド 牡3鹿 56

54 △永野 猛蔵小関 勝紀氏 奥村 武 新冠 協和牧場 476 ―2：01．6� 219．3�
44 ピ カ ケ 牝3鹿 54 戸崎 圭太吉田 千津氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 382－ 42：01．81� 28．0
69 マイネルアカツキ 牡3青 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 474－ 22：01．9� 345．1�
33 ストームシャドウ 牡3鹿 56 石橋 脩飯塚 知一氏 林 徹 千歳 社台ファーム B450± 0 〃 アタマ 127．7�
22 スージーテイラー 牝3青鹿54 丸田 恭介 DMMドリームクラブ� 奥村 豊 千歳 社台ファーム 430－ 6 〃 ハナ 62．7�
56 カガギムレット 牡3鹿 56 菅原 明良香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 西村牧場 426± 02：02．0� 115．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 49，354，100円 複勝： 66，980，500円 枠連： 13，067，600円
馬連： 63，097，000円 馬単： 37，542，000円 ワイド： 58，803，400円
3連複： 91，678，000円 3連単： 142，429，000円 計： 522，951，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 180円 � 190円 � 160円 枠 連（1－5） 1，410円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 2，670円

ワ イ ド �� 520円 �� 440円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，030円 3 連 単 ��� 10，570円

票 数

単勝票数 計 493541 的中 � 87670（2番人気）
複勝票数 計 669805 的中 � 93225（3番人気）� 88019（4番人気）� 115823（2番人気）
枠連票数 計 130676 的中 （1－5） 7167（7番人気）
馬連票数 計 630970 的中 �� 32214（5番人気）
馬単票数 計 375420 的中 �� 10535（10番人気）
ワイド票数 計 588034 的中 �� 28686（6番人気）�� 34410（4番人気）�� 30421（5番人気）
3連複票数 計 916780 的中 ��� 33798（4番人気）
3連単票数 計1424290 的中 ��� 9769（31番人気）

ハロンタイム 13．0―12．2―12．3―12．1―11．6―11．5―11．8―11．2―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―25．2―37．5―49．6―1：01．2―1：12．7―1：24．5―1：35．7―1：47．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

マ リ ネ ロ �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 Teofilo デビュー 2021．8．1 新潟2着

2019．6．6生 牝3芦 母 マイネヴォヤージ 母母 Hambye 4戦1勝 賞金 10，770，000円
〔3走成績による出走制限〕 マイネルアカツキ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月28日まで平地競走に出走で

きない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

11126 5月28日 晴 良 （4東京2） 第11日 第6競走 ��
��1，400�3歳1勝クラス

発走13時05分 （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

33 ファロロジー 牝3鹿 54 戸崎 圭太水上ふじ子氏 高橋 裕 新冠 富本 茂喜 452＋ 61：21．5 8．3�
44 レッドラマンシュ 牡3黒鹿56 C．ルメール �東京ホースレーシング 庄野 靖志 浦河 富田牧場 462－ 2 〃 アタマ 2．9�
810 セッカチケーン 牡3芦 56 三浦 皇成松田 整二氏 高柳 瑞樹 浦河 小島牧場 500－ 61：21．71 4．4�
67 ロードリライアブル 牡3鹿 56 菅原 明良 �ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか ケイアイファーム 488＋161：21．8� 38．8�
55 ヒ ノ ク ニ 牝3黒鹿 54

52 △山田 敬士由井健太郎氏 深山 雅史 熊本 本田 土寿 B442± 0 〃 ハナ 278．6�
11 テーオースパロー 牡3黒鹿 56

54 △永野 猛蔵小笹 公也氏 清水 久詞 むかわ 上水牧場 486＋101：21．91 14．5	
78 ス コ ラ ー リ 牡3栗 56 D．レーン 吉田 和美氏 萩原 清 新冠 ヒカル牧場 474± 01：22．0クビ 15．1


（豪）

66 レッツリブオン 牡3黒鹿56 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 458± 0 〃 ハナ 11．3�
811� モズゴールドバレル 牝3黒鹿54 横山 武史 �キャピタル・システム 藤岡 健一 米 Timothy Le-

sley Thompson 444－ 4 〃 クビ 3．6
22 ディスケガウデーレ 牡3黒鹿56 石橋 脩西森 功氏 大久保龍志 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 506－ 3 〃 アタマ 30．0�
79 ヴィニュロン 牡3栗 56 木幡 育也�ミルファーム 石毛 善彦 新冠 北星村田牧場 464－ 81：23．48 606．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 49，559，500円 複勝： 62，221，600円 枠連： 13，023，200円
馬連： 71，281，900円 馬単： 31，973，200円 ワイド： 61，512，900円
3連複： 98，767，100円 3連単： 130，189，200円 計： 518，528，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 190円 � 120円 � 150円 枠 連（3－4） 1，680円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 3，690円

ワ イ ド �� 450円 �� 550円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 15，270円

票 数

単勝票数 計 495595 的中 � 47345（4番人気）
複勝票数 計 622216 的中 � 68766（4番人気）� 157379（1番人気）� 106507（2番人気）
枠連票数 計 130232 的中 （3－4） 5989（9番人気）
馬連票数 計 712819 的中 �� 39892（4番人気）
馬単票数 計 319732 的中 �� 6496（13番人気）
ワイド票数 計 615129 的中 �� 33291（4番人気）�� 26574（8番人気）�� 67705（1番人気）
3連複票数 計 987671 的中 ��� 50304（3番人気）
3連単票数 計1301892 的中 ��� 6180（49番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．4―47．2―58．6―1：09．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファロロジー �
�
父 バトルプラン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．9．25 中山6着

2019．3．26生 牝3鹿 母 ミントシャイン 母母 ナオミシャイン 9戦2勝 賞金 19，198，000円
〔制裁〕 セッカチケーン号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番・11

番）
※テーオースパロー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



11127 5月28日 晴 良 （4東京2） 第11日 第7競走 ��
��2，400�3歳1勝クラス

発走13時35分 （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

11 ダノンギャラクシー 牡3鹿 56 C．ルメール�ダノックス 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 488－ 82：31．6 1．6�
44 レッドバリエンテ 牡3黒鹿56 D．レーン �東京ホースレーシング 中内田充正 千歳 社台ファーム 476＋ 2 〃 クビ 3．2�

（豪）

33 バ ラ ジ 牡3鹿 56 三浦 皇成岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 増本牧場 496－ 62：31．7クビ 12．2�
55 ポッドヴァイン 牡3鹿 56 田辺 裕信小川眞査雄氏 小野 次郎 新ひだか 下屋敷牧場 416± 02：31．81 15．8�
22 マイネルメサイア 牡3芦 56 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 62：32．01� 5．2�
（5頭）

売 得 金
単勝： 48，709，400円 複勝： 31，242，500円 枠連： 発売なし
馬連： 38，630，700円 馬単： 34，996，500円 ワイド： 22，857，600円
3連複： 40，814，100円 3連単： 205，518，200円 計： 422，769，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 180円 馬 単 �� 280円

ワ イ ド �� 120円 �� 260円 �� 340円

3 連 複 ��� 590円 3 連 単 ��� 1，300円

票 数

単勝票数 計 487094 的中 � 238206（1番人気）
複勝票数 計 312425 的中 � 148791（1番人気）� 70654（2番人気）
馬連票数 計 386307 的中 �� 158123（1番人気）
馬単票数 計 349965 的中 �� 92503（1番人気）
ワイド票数 計 228576 的中 �� 73259（1番人気）�� 17704（5番人気）�� 12194（7番人気）
3連複票数 計 408141 的中 ��� 51132（2番人気）
3連単票数 計2055182 的中 ��� 113930（4番人気）

ハロンタイム 13．5―13．1―13．7―13．6―13．2―12．7―12．9―12．7―12．5―11．1―11．0―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�
13．5―26．6―40．3―53．9―1：07．1―1：19．8―1：32．7―1：45．4―1：57．9―2：09．0―2：20．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．2―3F33．7
1
3
2，3，5，4，1
2（5，3）4，1

2
4
2（5，3）4，1・（2，3）（5，4）1

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンギャラクシー 	


父 ディープインパクト 	



母父 キングカメハメハ デビュー 2021．11．6 東京2着

2019．2．26生 牡3鹿 母 ベネンシアドール 母母 フェアリードール 3戦2勝 賞金 15，500，000円
〔制裁〕 バラジ号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

11128 5月28日 晴 稍重 （4東京2） 第11日 第8競走 ��1，600�4歳以上1勝クラス
発走14時05分 （ダート・左）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

11 � ビヨンドザシーン 牡4黒鹿57 戸崎 圭太�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 462－ 21：38．1 3．5�
56 チュウワジョーダン �5黒鹿57 伊藤 工真中西 忍氏 林 徹 日高 若林 順一 B442－ 61：38．73� 3．5�
68 � モンサンラディウス 牡4鹿 57 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 B510＋ 21：39．12 6．9�
45 グレンフィナン �7鹿 57

54 ▲西塚 洸二�G1レーシング 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B486－ 9 〃 クビ 159．5�
813 セータステソーロ 牡4栗 57 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 伊坂 重信 新冠 新冠橋本牧場 B514＋ 81：39．31 23．9	
44 タ シ ロ 牡5栗 57 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 528－ 61：39．51	 6．3

69 
 コスモストライカー 牡5鹿 57

55 △永野 猛蔵 �ビッグレッドファーム 加藤士津八 豪 Mill Park Stud
Pty Ltd, L Bibbo 492＋ 6 〃 アタマ 8．5�

711 レッドアダン �5鹿 57 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 462＋ 41：39．71 21．1�
710� ジランドール �4鹿 57 C．ルメール 長谷川祐司氏 蛯名 正義 新ひだか チャンピオンズファーム 540＋ 61：39．81 7．1
33 
� サンメディル �5鹿 57

54 ▲水沼 元輝 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 西田雄一郎 米

Fred W. Hertrich
III & John D.
Fielding

496－ 11：40．01 174．6�
22 グランディス �4鹿 57 石川裕紀人石井 輝昭氏 高橋 裕 浦河 栄進牧場 B458－ 81：40．21	 36．9�
57 � スパーダネーラ �6青鹿 57

55 △山田 敬士瀬口 信正氏 田島 俊明 青森 有限会社
ラークヒルズ 422－ 2 〃 ハナ 313．6�

（12頭）
812 フォーチュネイト �5鹿 57 柴田 大知小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 須崎牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 37，485，800円 複勝： 48，660，800円 枠連： 13，520，700円
馬連： 69，333，600円 馬単： 29，716，800円 ワイド： 54，099，400円
3連複： 93，148，600円 3連単： 118，889，100円 計： 464，854，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 120円 � 190円 枠 連（1－5） 580円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 240円 �� 430円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 5，150円

票 数

単勝票数 計 374858 的中 � 83624（2番人気）
複勝票数 計 486608 的中 � 94725（2番人気）� 119069（1番人気）� 53026（5番人気）
枠連票数 計 135207 的中 （1－5） 17845（1番人気）
馬連票数 計 693336 的中 �� 88615（1番人気）
馬単票数 計 297168 的中 �� 21140（1番人気）
ワイド票数 計 540994 的中 �� 64908（1番人気）�� 30033（5番人気）�� 29180（6番人気）
3連複票数 計 931486 的中 ��� 52658（2番人気）
3連単票数 計1188891 的中 ��� 16725（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．7―37．4―50．2―1：02．7―1：14．7―1：26．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F35．4
3 1，6（2，3，10，11）（4，9）（7，8，13）－5 4 1（6，10）（2，11）（4，9，13）7（3，8）－5

勝馬の
紹 介

�ビヨンドザシーン �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 アグネスタキオン

2018．5．16生 牡4黒鹿 母 ミュージカルパレス 母母 ミ ュ ン シ ー 21戦1勝 賞金 21，290，000円
初出走 JRA

〔出走取消〕 フォーチュネイト号は，疾病〔四肢挫創〕のため出走取消。



11129 5月28日 晴 稍重 （4東京2） 第11日 第9競走 ��1，400�
ふ が く

富 嶽 賞
発走14時35分 （ダート・左）

4歳以上，2勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000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
1：21．5
1：20．3

重
不良

48 ラインオブフェイト 牝4栗 55 戸崎 圭太 �YGGホースクラブ 田島 俊明 日高 奥山 博 460± 01：23．4 19．1�
713� ロ レ ン ツ ォ 牡4黒鹿57 田辺 裕信丸山 担氏 加藤 征弘 浦河 伏木田牧場 480－ 21：23．5クビ 19．7�
510 プレシオーソ 牡5黒鹿57 C．ルメール �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 藤原牧場 488－ 21：24．03 2．1�
714 レディステディゴー 牡4鹿 57 吉田 豊 �社台レースホース中村 直也 千歳 社台ファーム 502－ 6 〃 アタマ 32．3�
24 � リュウグウハヤブサ 牡5鹿 57 丸田 恭介深澤 朝房氏 伊坂 重信 洞�湖 レイクヴィラファーム B504＋ 21：24．1クビ 53．5	
35 � サトノムスタング 牡4黒鹿57 横山 武史里見 治紀氏 大和田 成 米 Haymarket

Farm LLC 472－ 4 〃 ハナ 16．6

47 マイナーズライト 牡4鹿 57 永野 猛蔵吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 466＋ 2 〃 クビ 91．8�
23 バ ク シ ン 牡4鹿 57 D．レーン 林 正道氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 492－ 2 〃 クビ 5．7�

（豪）

59 エリモグリッター 	5鹿 57 野中悠太郎山本三津子氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 476＋ 4 〃 アタマ 86．7
36 � ミフトゥーロ 牝7鹿 55 嶋田 純次藤田 在子氏 西田雄一郎 日高 天羽 禮治 462± 01：24．52
 271．9�
12 �� ベストマジック 牡6鹿 57 石川裕紀人馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

B512＋ 21：24．6クビ 11．3�
815 パ ラ ノ イ ド 牝4鹿 55 菅原 明良池谷 誠一氏 萩原 清 むかわ 上水牧場 470± 01：24．81� 14．2�
612 フェイマスダンディ 牡4鹿 57 田中 勝春堀江 貞幸氏 深山 雅史 新ひだか 白井 吉美 468－10 〃 アタマ 10．8�
816 ヤ ウ ガ ウ 牡5鹿 57 大野 拓弥 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 494－ 41：24．9クビ 41．8�
611 エバーサニーハート 牡4黒鹿57 石橋 脩堀口 晴男氏 小手川 準 浦河 市川牧場 494＋ 41：25．53
 187．7�
11 ロードミッドナイト 牡4黒鹿57 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 田中 博康 新冠 樋渡 志尚 532＋ 41：30．6大差 9．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，223，700円 複勝： 92，089，900円 枠連： 26，568，900円
馬連： 122，348，500円 馬単： 44，510，200円 ワイド： 102，551，500円
3連複： 190，043，200円 3連単： 189，358，700円 計： 825，694，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，910円 複 勝 � 390円 � 470円 � 130円 枠 連（4－7） 7，700円

馬 連 �� 14，940円 馬 単 �� 25，910円

ワ イ ド �� 4，650円 �� 700円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 10，070円 3 連 単 ��� 107，000円

票 数

単勝票数 計 582237 的中 � 24299（8番人気）
複勝票数 計 920899 的中 � 48285（7番人気）� 38565（9番人気）� 269952（1番人気）
枠連票数 計 265689 的中 （4－7） 2673（27番人気）
馬連票数 計1223485 的中 �� 6346（43番人気）
馬単票数 計 445102 的中 �� 1288（80番人気）
ワイド票数 計1025515 的中 �� 5392（47番人気）�� 39214（6番人気）�� 26019（11番人気）
3連複票数 計1900432 的中 ��� 14148（31番人気）
3連単票数 計1893587 的中 ��� 1283（327番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．0―47．0―59．0―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラインオブフェイト �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 Jade Robbery デビュー 2020．7．4 福島8着

2018．2．28生 牝4栗 母 ハンドオブフェイト 母母 Destiny Dance 12戦2勝 賞金 32，002，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔発走状況〕 ロードミッドナイト号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロードミッドナイト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月28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） 3頭 スズカユース号・タイセイブレイズ号・バーンパッション号
（非抽選馬） 4頭 シャークスポット号・パルデンス号・ペイシャリルキス号・モズピンポン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

11130 5月28日 晴 良 （4東京2） 第11日 第10競走 ��
��1，600�

は や ま

葉 山 特 別
発走15時10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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

11 アオイシンゴ �8芦 57 戸崎 圭太新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 496± 01：34．2 6．5�
22 ジ ネ ス ト ラ 牝4鹿 55 D．レーン �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 442－ 8 〃 クビ 2．8�

（豪）

44 エアミアーニ 牡4鹿 57 菅原 明良 �ラッキーフィールド笹田 和秀 様似 猿倉牧場 B442＋ 21：34．41	 20．3�
55 イズンシーラブリー 牝4鹿 55 横山 武史諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 424＋ 21：34．5
 2．9�
66 ラキャラントシス 牝5栗 55 永野 猛蔵�山王飯店 鈴木 伸尋 日高 奥山 博 480－ 21：34．6クビ 89．3	
33 ワンデイモア 牡4黒鹿57 C．ルメール 江馬 由将氏 国枝 栄 洞�湖 レイクヴィラファーム 536－ 2 〃 クビ 4．3

77 ショーヒデキラ 牡6鹿 57 田辺 裕信吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 日進牧場 492± 01：34．81	 11．8�
88 カ ケ ル 牡5鹿 57 丸田 恭介中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 498－ 41：35．12 54．4�
89 ラインオブダンス 牝5黒鹿55 吉田 豊�G1レーシング 村田 一誠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B504± 01：35．2クビ 63．0
（9頭）

売 得 金
単勝： 57，128，100円 複勝： 67，006，600円 枠連： 16，020，000円
馬連： 104，177，200円 馬単： 47，817，800円 ワイド： 69，700，600円
3連複： 130，988，800円 3連単： 239，590，600円 計： 732，429，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 180円 � 150円 � 350円 枠 連（1－2） 830円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，210円 �� 790円

3 連 複 ��� 2，970円 3 連 単 ��� 17，460円

票 数

単勝票数 計 571281 的中 � 69819（4番人気）
複勝票数 計 670066 的中 � 98019（4番人気）� 141960（2番人気）� 37727（6番人気）
枠連票数 計 160200 的中 （1－2） 14895（4番人気）
馬連票数 計1041772 的中 �� 106270（5番人気）
馬単票数 計 478178 的中 �� 17989（10番人気）
ワイド票数 計 697006 的中 �� 55217（5番人気）�� 13787（14番人気）�� 21877（11番人気）
3連複票数 計1309888 的中 ��� 33018（13番人気）
3連単票数 計2395906 的中 ��� 9947（59番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―12．0―11．9―11．7―11．0―10．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―25．0―37．0―48．9―1：00．6―1：11．6―1：22．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アオイシンゴ �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．12．17 中山2着

2014．5．15生 �8芦 母 ジャストジョーイ 母母 バースデイローズ 23戦4勝 賞金 86，661，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



11131 5月28日 晴 稍重 （4東京2） 第11日 第11競走 ��
��1，400�

けやき

欅 ス テ ー ク ス
発走15時45分 （ダート・左）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

48 	 レモンポップ 牡4栗 56 戸崎 圭太ゴドルフィン 田中 博康 米 Mr. & Mrs.
Oliver S. Tait 514－ 41：22．9 1．6�

510 タガノビューティー 牡5鹿 58 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 516－ 61：23．32
 5．1�

713 ミスズグランドオー 牡4栗 56 永野 猛蔵永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B492＋ 41：23．61� 69．3�
612 ボイラーハウス 牡4鹿 56 田辺 裕信永田 博之氏 竹内 正洋 浦河 松栄牧場 500＋ 41：23．7クビ 13．2�
714 レッドヴェイロン 牡7鹿 56 大野 拓弥 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 494－121：23．81 62．4�
24 アヴァンティスト 牡6栗 56 三浦 皇成 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 新ひだか 谷岡牧場 460－121：23．9� 39．9	
47 メイショウダジン 牡5栗 56 柴田 大知松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 468－ 81：24．0
 88．6

35 シ ョ ー ム 牡7栗 57 横山 武史西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B506－ 21：24．1クビ 61．1�
23 ロードアクア 牡6鹿 57 菅原 明良 �ロードホースクラブ 中村 直也 新ひだか ケイアイファーム 468－12 〃 クビ 83．5�
11 フルデプスリーダー 牡5鹿 56 D．レーン 小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 村田牧場 494＋ 41：24．2クビ 6．1

（豪）

59 トウカイエトワール 牡5栗 56 丸田 恭介内村 正則氏 茶木 太樹 新ひだか 平野牧場 506－10 〃 クビ 116．7�
36 スペクタクル 牡4栗 56 木幡 巧也佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか 橋本牧場 496＋ 21：24．3
 251．2�
611 スリーグランド 牡5栗 57 吉田 豊永井商事� 高橋 義忠 新ひだか グランド牧場 472－ 21：24．51 14．8�
815 アイアムハヤスギル 牡6黒鹿56 柴田 善臣堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 480＋ 2 〃 クビ 172．7�
816 キングハート 牡9鹿 58 木幡 育也増田 陽一氏 尾形 和幸 新冠 奥山 博 508－ 21：26．110 420．0�
12 フ レ ッ チ ア 牡7青鹿56 石川裕紀人�橋口 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 496＋ 61：27．37 65．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 137，002，800円 複勝： 213，494，900円 枠連： 60，639，500円
馬連： 298，206，100円 馬単： 148，966，400円 ワイド： 232，993，100円
3連複： 491，748，000円 3連単： 744，599，900円 計： 2，327，650，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 160円 � 940円 枠 連（4－5） 440円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 570円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，790円 �� 4，530円

3 連 複 ��� 7，610円 3 連 単 ��� 16，710円

票 数

単勝票数 計1370028 的中 � 677750（1番人気）
複勝票数 計2134949 的中 � 956629（1番人気）� 284802（2番人気）� 26748（12番人気）
枠連票数 計 606395 的中 （4－5） 104712（2番人気）
馬連票数 計2982061 的中 �� 519809（1番人気）
馬単票数 計1489664 的中 �� 194412（2番人気）
ワイド票数 計2329931 的中 �� 315812（1番人気）�� 29634（16番人気）�� 11445（35番人気）
3連複票数 計4917480 的中 ��� 48436（20番人気）
3連単票数 計7445999 的中 ��� 32297（41番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―35．7―48．1―1：00．0―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

	レモンポップ �
�
父 Lemon Drop Kid �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2020．11．7 東京1着

2018．2．15生 牡4栗 母 Unreachable 母母 Harpia 7戦5勝 賞金 85，950，000円
〔発走状況〕 トウカイエトワール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フレッチア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月28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20頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）20頭 アッシェンプッテル号・アーバンイェーガー号・コパノマーキュリー号・コラルノクターン号・コロラトゥーレ号・

シゲルタイタン号・シャイニーブランコ号・ジュランビル号・ダーリントンホール号・チェーンオブラブ号・
デュードヴァン号・ニューモニュメント号・ハギノアトラス号・ハギノアレグリアス号・ブランクチェック号・
ホウオウトゥルース号・マテンロウスパーク号・ロジペルレスト号・ローズプリンスダム号・ロードエース号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

11132 5月28日 晴 稍重 （4東京2） 第11日 第12競走 ��1，600�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 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

78 ジョディーズマロン 牡4栗 57 戸崎 圭太 �ローレルレーシング 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 454－ 81：36．7 5．3�
810 ヴィクトリオーソ 牡5鹿 57

55 △永野 猛蔵 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 日高 賀張中川牧場 514＋ 21：37．12� 4．4�

55 モズピンポン 牡5栗 57 菅原 明良 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 522＋ 4 〃 アタマ 7．2�
66 ジュールサイクル 牝5青 55 石橋 脩吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 446－ 41：37．21 69．4�
22 � マブストーク 牡4鹿 57 木幡 巧也マブレーシング 牧 光二 浦河 中村 雅明 474－101：37．73 13．3�
11 � アナンシエーション 牡4栗 57 D．レーン 	シルクレーシング 手塚 貴久 米 Colts Neck

Stables LLC 514－ 21：37．8クビ 1．8

（豪）

33 � ロードリッチ 	6鹿 57 吉田 豊宇田 豊氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 506－ 61：37．9
 36．8�
811 ペプチドオリバー 牡6栗 57 大野 拓弥沼川 一彦氏 石毛 善彦 日高 木村牧場 488－ 21：38．53� 66．2�
67 � フューリアス 牡4黒鹿 57

54 ▲西塚 洸二ケンレーシング組合 村田 一誠 日高 サンバマウン
テンファーム 428－ 81：38．71� 161．2

44 ニホンピログルーヴ 牡5黒鹿 57
55 △山田 敬士小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 476－ 81：39．02 260．4�

79 � ジ ェ フ リ ー 牡4黒鹿57 井上 敏樹吉田 勝利氏 天間 昭一 日高 有限会社 エ
スティファーム B448－101：39．53 269．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 85，085，700円 複勝： 163，342，400円 枠連： 26，431，400円
馬連： 141，067，300円 馬単： 86，820，100円 ワイド： 122，740，300円
3連複： 214，376，700円 3連単： 448，158，300円 計： 1，288，022，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 310円 � 260円 � 310円 枠 連（7－8） 1，290円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 2，430円

ワ イ ド �� 410円 �� 530円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，420円 3 連 単 ��� 11，450円

票 数

単勝票数 計 850857 的中 � 127276（3番人気）
複勝票数 計1633424 的中 � 135897（4番人気）� 174054（2番人気）� 137410（3番人気）
枠連票数 計 264314 的中 （7－8） 15791（5番人気）
馬連票数 計1410673 的中 �� 83973（5番人気）
馬単票数 計 868201 的中 �� 26741（8番人気）
ワイド票数 計1227403 的中 �� 79141（5番人気）�� 58250（7番人気）�� 60890（6番人気）
3連複票数 計2143767 的中 ��� 66415（7番人気）
3連単票数 計4481583 的中 ��� 28367（42番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―12．2―12．1―12．2―12．0―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．0―36．2―48．3―1：00．5―1：12．5―1：24．5

コーナー
通過順位

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

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4栗 母 ジョディーズロマン 母母 ジョディーディア 15戦3勝 賞金 36，130，000円
※モズピンポン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（4東京2）第11日 5月28日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 156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

213，000，000円
26，540，000円
1，390，000円
25，560，000円
69，040，000円
4，290，000円
1，497，600円

勝馬投票券売得金
690，939，500円
1，101，384，500円
225，641，600円
1，172，692，000円
598，922，100円
978，385，400円
1，772，220，300円
2，726，346，900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 9，266，532，300円

総入場人員 12，939名 （有料入場人員 12，599名）
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