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11061 5月8日 晴 良 （4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 5，200，000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 フ ィ ー カ 牝3鹿 54 M．デムーロ�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 486＋ 61：26．3 3．4�
11 ル チ ア 牝3鹿 54 戸崎 圭太�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500＋ 8 〃 クビ 2．6�
714 ラッキーガブリエル 牝3栗 54 菅原 明良�ターフ・スポート高木 登 浦河 梅田牧場 474＋ 21：26．51� 7．3�
12 マテンロウボイス 牝3鹿 54 吉田 隼人寺田千代乃氏 久保田貴士 新ひだか 下屋敷牧場 458＋ 41：26．81� 20．3�
24 ス テ ッ プ 牝3鹿 54 武士沢友治�パニオロ 菊沢 隆徳 新冠 村上 欽哉 434－101：27．43� 30．6	
36 プレミアムマンゴー 牝3鹿 54 野中悠太郎田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 大滝 康晴 450＋ 41：27．71� 149．4

23 ピンクコーラル 牝3栗 54

52 △永野 猛蔵田畑 利彦氏 本間 忍 新ひだか 片岡 博 454＋ 41：27．9� 55．9�
35 マリノプロヴァンス 牝3黒鹿54 江田 照男�クラウン 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 448± 01：28．11� 29．3�
713 クインズソフィア 牝3栗 54 岩田 望来 �ケイアイスタリオン 奥平 雅士 日高 ヤナガワ牧場 444－ 61：29．27 7．9
59 ラ ブ テ ィ ー 牝3青鹿54 田中 勝春増田 陽一氏 和田 雄二 日高 奥山 博 436＋ 41：29．3� 242．2�
611 アルマラウラ 牝3鹿 54 吉田 豊コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 小島牧場 466－101：29．51� 6．3�
612 フジサンリンバン 牝3栗 54 菊沢 一樹藤田 秀行氏 松山 将樹 新ひだか 木田牧場 470± 01：29．6クビ 158．2�
816 ヴェスパーローズ 牝3黒鹿 54

51 ▲西塚 洸二八嶋 長久氏 的場 均 新冠 シンカンファーム 444＋ 41：29．92 256．1�
48 スワニーテソーロ 牝3鹿 54 岩部 純二了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 真歌田中牧場 474＋ 21：30．0� 475．4�
815 ヴェーチェル 牝3栗 54

52 △山田 敬士 �ビッグレッドファーム 武市 康男 日高 春木ファーム 420＋ 51：30．42� 380．3�
510 サクラフブキ 牝3鹿 54 菅原 隆一田頭 勇貴氏 的場 均 浦河 まるとみ冨岡牧場 526－ 61：31．35 322．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，514，000円 複勝： 49，488，800円 枠連： 16，234，700円
馬連： 72，841，100円 馬単： 31，587，700円 ワイド： 59，369，100円
3連複： 111，903，300円 3連単： 127，595，600円 計： 507，534，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 120円 � 120円 � 160円 枠 連（1－4） 440円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 200円 �� 330円 �� 310円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 2，860円

票 数

単勝票数 計 385140 的中 � 89692（2番人気）
複勝票数 計 494888 的中 � 112394（2番人気）� 118111（1番人気）� 61076（3番人気）
枠連票数 計 162347 的中 （1－4） 28071（2番人気）
馬連票数 計 728411 的中 �� 123144（1番人気）
馬単票数 計 315877 的中 �� 23847（2番人気）
ワイド票数 計 593691 的中 �� 82972（1番人気）�� 42623（3番人気）�� 46710（2番人気）
3連複票数 計1119033 的中 ��� 115200（1番人気）
3連単票数 計1275956 的中 ��� 32241（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．9―35．6―48．0―1：00．7―1：13．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フ ィ ー カ �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2021．12．11 中京4着

2019．2．16生 牝3鹿 母 スールキートス 母母 プライムウィッシュ 5戦1勝 賞金 7，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴェーチェル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月8日まで平地競走に

出走できない。
サクラフブキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年7月8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〕 ラブティー号・ヴェスパーローズ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月8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 グレースブロード号

11062 5月8日 晴 良 （4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 5，200，000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

36 フォーワンセルフ 牡3栗 56 横山 和生 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 514＋ 41：39．6 1．6�
713 タカラライナー 牡3栗 56 吉田 豊村山 義男氏 村田 一誠 新冠 大栄牧場 438－ 61：39．91� 46．4�
612 アルバダイヤー 牡3鹿 56 内田 博幸ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516± 01：40．11� 16．5�
816� カナラクリーク 牡3栗 56 石川裕紀人ゴドルフィン 手塚 貴久 米

William B. Har-
rigan & Mike
Pietrangelo

B498± 01：40．2� 5．4�
59 � ドリームアジェンダ 牝3鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 栗田 徹 米 Profoal Part-

ners7，LLC 512± 0 〃 クビ 4．6	
11 ペイシャガルボ 牡3青鹿56 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 様似 髙村 伸一 486－ 41：40．94 39．8

12 イーサンカレラ 牡3鹿 56 江田 照男国本 勇氏 萱野 浩二 新冠 高瀬牧場 454± 01：41．0� 26．2�
815 テイエムボーラー 	3鹿 56 野中悠太郎竹園 正繼氏 加藤 和宏 日高 日高テイエム

牧場株式会社 476－ 41：41．85 435．1�
47 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 500－181：41．9� 47．8
48 カ シ オ ン 牡3鹿 56 木幡 巧也 �シルクレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 488 ―1：42．11� 47．0�
35 オレノスゴワザ 牡3鹿 56

53 ▲水沼 元輝諸岡 慶氏 南田美知雄 日高 北田 剛 B470＋14 〃 アタマ 468．5�
23 キタノロッキー 牡3黒鹿 56

53 ▲西塚 洸二�木村牧場 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 430± 01：42．2クビ 128．3�
611 ノボマジック 牡3鹿 56 菊沢 一樹矢野 琢也氏 小野 次郎 日高 サンバマウン

テンファーム 470－101：42．62� 325．7�
24 ミッキーピーナッツ 牡3鹿 56 戸崎 圭太野田みづき氏 尾関 知人 日高 白井牧場 502－121：43．34 21．7�
510 シ ゲ ル フ カ 牡3青鹿 56

54 △永野 猛蔵森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 中央牧場 474 ―1：46．1大差 343．4�
714 ケントゥリア 牡3栗 56 坂井 瑠星 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 浦河 榊原 敏明 B492－16 （競走中止） 129．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，755，500円 複勝： 97，572，900円 枠連： 14，079，100円
馬連： 66，994，100円 馬単： 37，260，400円 ワイド： 63，816，500円
3連複： 110，549，700円 3連単： 150，938，900円 計： 583，967，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 500円 � 310円 枠 連（3－7） 3，800円

馬 連 �� 4，710円 馬 単 �� 5，480円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 410円 �� 6，940円

3 連 複 ��� 10，330円 3 連 単 ��� 45，180円

票 数

単勝票数 計 427555 的中 � 203672（1番人気）
複勝票数 計 975729 的中 � 605326（1番人気）� 19850（9番人気）� 35666（5番人気）
枠連票数 計 140791 的中 （3－7） 2870（11番人気）
馬連票数 計 669941 的中 �� 11002（12番人気）
馬単票数 計 372604 的中 �� 5097（16番人気）
ワイド票数 計 638165 的中 �� 13018（12番人気）�� 44105（3番人気）�� 2179（43番人気）
3連複票数 計1105497 的中 ��� 8020（29番人気）
3連単票数 計1509389 的中 ��� 2422（125番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―12．0―12．7―13．1―12．5―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．8―35．8―48．5―1：01．6―1：14．1―1：26．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォーワンセルフ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 アドマイヤマックス デビュー 2021．10．9 東京8着

2019．5．1生 牡3栗 母 フ ォ ー ミ ー 母母 アンファテュエ 9戦1勝 賞金 10，180，000円
〔競走中止〕 ケントゥリア号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため4コーナー手前で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルフカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月8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8日 晴 良 （4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 5，200，000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
2：18．4
2：18．3

良
良

11 ホウオウフウジン 牡3芦 56 坂井 瑠星小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 522＋122：22．3 2．1�
66 ゴーシェナイト 牡3黒鹿56 D．レーン �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 486－ 42：22．4� 2．8�

（豪）

44 ローズナイトシチー 牡3黒鹿56 M．デムーロ �友駿ホースクラブ 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 468＋ 42：22．82� 27．5�
55 フィレンツェ 牡3鹿 56 田辺 裕信田畑 利彦氏 加藤士津八 新ひだか 矢野牧場 448± 0 〃 クビ 5．2�
89 マイネルキング 牡3栗 56 横山 武史 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 470＋ 42：23．12 9．3	
33 スピアヘッド 牡3黒鹿56 田中 勝春 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 菊川 正達 日高 前野牧場 438＋ 22：23．2� 23．7

22 ノーティアス 牡3鹿 56 �島 克駿吉田 照哉氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 508± 02：23．3クビ 29．6�
88 アルカンサス 牡3鹿 56 吉田 豊一村 哲也氏 土田 稔 新冠 守矢牧場 474± 02：23．72� 199．0�
77 レッドリベリウス 牡3黒鹿 56

53 ▲西塚 洸二 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 B484＋ 42：25．08 108．5
（9頭）

売 得 金
単勝： 42，457，800円 複勝： 52，665，800円 枠連： 8，852，200円
馬連： 56，724，600円 馬単： 32，828，100円 ワイド： 46，133，600円
3連複： 82，558，500円 3連単： 158，770，000円 計： 480，990，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 120円 � 270円 枠 連（1－6） 280円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 180円 �� 690円 �� 810円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 5，080円

票 数

単勝票数 計 424578 的中 � 161226（1番人気）
複勝票数 計 526658 的中 � 197995（1番人気）� 117494（2番人気）� 25476（6番人気）
枠連票数 計 88522 的中 （1－6） 24213（1番人気）
馬連票数 計 567246 的中 �� 141232（1番人気）
馬単票数 計 328281 的中 �� 45208（1番人気）
ワイド票数 計 461336 的中 �� 86801（1番人気）�� 14494（9番人気）�� 12207（11番人気）
3連複票数 計 825585 的中 ��� 32972（7番人気）
3連単票数 計1587700 的中 ��� 22644（14番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100�
7．3―18．8―31．3―44．2―57．1―1：09．9―1：23．1―1：35．7―1：48．3―1：59．4―2：10．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．6―3F34．0
1
3
1，9（2，6）4－3，8（5，7）
1，9（2，6）4，3（8，7）5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホウオウフウジン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．12．25 阪神7着

2019．3．21生 牡3芦 母 ア ゲ ヒ バ リ 母母 トゥザヴィクトリー 4戦1勝 賞金 7，800，000円
〔3走成績による出走制限〕 レッドリベリウス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月8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。

11064 5月8日 晴 良 （4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 5，200，000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

815 ルージュカルミア 牝3鹿 54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 404－ 81：47．2 3．6�
34 ボルザコフスキー 牡3黒鹿56 川田 将雅犬塚悠治郎氏 清水 久詞 新冠 ハクレイファーム 510＋10 〃 クビ 2．7�
814 ア ル テ ラ 牡3芦 56 武士沢友治武田 茂男氏 深山 雅史 浦河 まるとみ冨岡牧場 416± 01：47．62� 12．5�
35 パ ガ ニ ー ニ 牡3鹿 56 武 豊金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 512± 0 〃 アタマ 18．3�

610 ララパラプリュイ 牝3栗 54 大野 拓弥フジイ興産� 田中 博康 浦河 ヒダカフアーム B446＋ 21：48．13 89．7�
（法942）

11 ナンベイコー 牝3鹿 54 吉田 隼人陳 立文氏 尾形 和幸 苫小牧 アスラン 420± 0 〃 クビ 28．8	
712 ミ ラ モ ン テ 牝3黒鹿54 木幡 巧也西 浩明氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 446－ 21：48．2クビ 29．5

58 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 448－ 61：48．3� 137．7�
47 ブルーグラスソング 牝3黒鹿54 田辺 裕信�タイヘイ牧場 大竹 正博 新ひだか タイヘイ牧場 444＋101：48．4� 4．0�
59 カルセドニー 牝3鹿 54 横山 武史 キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 416 ― 〃 クビ 8．7�
611 ラベンダージェンヌ 牝3黒鹿 54

52 △永野 猛蔵吉田 智氏 和田 勇介 新ひだか 前谷 武志 486 ―1：49．46 55．8�
46 ナチュラルポーズ 牝3黒鹿54 菅原 明良吉田 照哉氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 404－ 41：49．5� 367．9�
22 ナックドバイ 牡3鹿 56 内田 博幸小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 松本牧場 502－ 21：49．81� 156．8�
23 コスモテンペスタ 牝3黒鹿54 坂井 瑠星 ビッグレッドファーム 小笠 倫弘 新冠 松浦牧場 446＋ 21：50．01� 229．2�
713 スペキュレーター 牡3鹿 56 松岡 正海田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 浦河 伏木田牧場 460－ 41：50．63� 559．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 49，720，700円 複勝： 66，475，200円 枠連： 15，494，200円
馬連： 79，025，600円 馬単： 32，506，900円 ワイド： 72，250，000円
3連複： 116，107，500円 3連単： 132，748，300円 計： 564，328，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 140円 � 210円 枠 連（3－8） 380円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 300円 �� 570円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，480円 3 連 単 ��� 6，270円

票 数

単勝票数 計 497207 的中 � 107857（2番人気）
複勝票数 計 664752 的中 � 99991（3番人気）� 151291（1番人気）� 66480（4番人気）
枠連票数 計 154942 的中 （3－8） 31166（1番人気）
馬連票数 計 790256 的中 �� 100445（1番人気）
馬単票数 計 325069 的中 �� 18190（3番人気）
ワイド票数 計 722500 的中 �� 66609（1番人気）�� 31011（6番人気）�� 33637（4番人気）
3連複票数 計1161075 的中 ��� 58827（2番人気）
3連単票数 計1327483 的中 ��� 15335（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．6―35．1―47．5―59．7―1：12．2―1：23．9―1：35．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．0

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

勝馬の
紹 介

ルージュカルミア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2021．10．16 東京6着

2019．2．7生 牝3鹿 母 ディエンティ 母母 Lotta Dancing 3戦1勝 賞金 5，980，000円
〔制裁〕 ミラモンテ号の騎手木幡巧也は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
〔3走成績による出走制限〕 コスモテンペスタ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月8日まで平地競走に出走でき

ない。
※スペキュレーター号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



11065 5月8日 曇 良 （4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 7，500，000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
1：33．8
1：33．3

重
良

57 ビヨンドザファザー 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �スリーエイチレーシング 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 504± 01：37．7 4．8�
22 マウントベル 牝3栗 54 菅原 明良長谷川祐司氏 加藤 征弘 新ひだか チャンピオンズファーム 494＋ 21：38．01� 67．8�
710 ディープグラビティ 牡3黒鹿56 M．デムーロ �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 466＋ 21：38．21� 5．9�
11 ヴァーンフリート 牡3黒鹿56 川田 将雅 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 514－ 61：38．3� 2．8�
812 タイセイジャスパー 牡3栗 56

54 △永野 猛蔵田中 成奉氏 伊藤 圭三 新冠 カミイスタット 498＋ 21：38．51� 24．8	
69 バ ル ム ン ク 牡3栗 56 岩田 望来兼松 康太氏 池添 学 日高 アイズスタッド株式会社 508± 01：38．6� 26．3

711 ケイティマジック 牡3鹿 56 菊沢 一樹瀧本 和義氏 清水 英克 浦河 フクオカファーム 484＋ 21：38．71 21．8�
56 パーティーベル 牡3鹿 56 横山 和生原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 458－ 41：38．8クビ 4．1�
45 オクトニオン 牡3鹿 56 横山 武史小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 北星村田牧場 B518－ 21：39．01� 14．1
68 ホノノディーヴァ 牝3鹿 54 内田 博幸鈴木 誠氏 林 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 21：39．42� 37．7�
33 ム ー ヴ 牡3鹿 56 藤岡 佑介前田 葉子氏 池上 昌和 日高 シンボリ牧場 454＋ 21：39．61 26．2�
44 サ ノ ラ キ 牡3鹿 56 大野 拓弥佐野 信幸氏 中舘 英二 日高 豊洋牧場 484－ 41：39．92 73．5�
813� ドラゴンゴクウ 牡3黒鹿56 野中悠太郎福本 次雄氏 根本 康広 日高 福本 次雄 460－ 61：40．22 267．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 52，618，800円 複勝： 75，655，900円 枠連： 18，990，100円
馬連： 84，146，700円 馬単： 34，457，100円 ワイド： 80，577，400円
3連複： 132，178，600円 3連単： 147，058，900円 計： 625，683，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 200円 � 1，370円 � 220円 枠 連（2－5） 7，820円

馬 連 �� 20，330円 馬 単 �� 28，840円

ワ イ ド �� 5，270円 �� 820円 �� 5，030円

3 連 複 ��� 46，020円 3 連 単 ��� 265，870円

票 数

単勝票数 計 526188 的中 � 86570（3番人気）
複勝票数 計 756559 的中 � 114931（3番人気）� 11046（12番人気）� 95399（4番人気）
枠連票数 計 189901 的中 （2－5） 1882（19番人気）
馬連票数 計 841467 的中 �� 3207（43番人気）
馬単票数 計 344571 的中 �� 896（73番人気）
ワイド票数 計 805774 的中 �� 3837（46番人気）�� 26633（7番人気）�� 4021（41番人気）
3連複票数 計1321786 的中 ��� 2154（104番人気）
3連単票数 計1470589 的中 ��� 401（590番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．0―12．7―12．8―12．3―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．9―35．9―48．6―1：01．4―1：13．7―1：25．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビヨンドザファザー �
�
父 Curlin �

�
母父 Galileo デビュー 2021．8．7 新潟1着

2019．2．4生 牡3鹿 母 ガリレオズソング 母母 Song to Remember 8戦2勝 賞金 17，500，000円

11066 5月8日 曇 良 （4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 7，700，000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
1：16．1
1：16．1

重
重

47 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 478＋ 61：18．6 9．2�
48 � ニルアドミラリ 牡4鹿 57 坂井 瑠星�ノースヒルズ 和田正一郎 米 Scott Dil-

worth 568＋ 61：18．91� 12．8�
714 トーセンニック 牡4栗 57 川田 将雅島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 466－ 61：19．32� 2．0�
612 ジュラメント 牝4黒鹿55 野中悠太郎犬塚悠治郎氏 根本 康広 新ひだか 千代田牧場 452＋ 21：19．4クビ 171．5�
816 ネオトゥルー 牡5鹿 57 横山 武史西田 俊二氏 鈴木 伸尋 日高 荒井ファーム 490－ 21：19．5� 11．5	
713 プルスウルトラ 牡4栗 57 M．デムーロ
ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 514－121：19．6� 6．1�
59 アポロセイラン 牡5鹿 57 江田 照男アポロサラブレッドクラブ 武藤 善則 日高 春木ファーム 468－ 6 〃 クビ 87．5�
36 メテオダヴリル 牝4鹿 55 菅原 明良
大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 502± 01：19．7� 6．5
510	 エコロブラスト 牡4鹿 57 D．レーン 原村 正紀氏 矢野 英一 新冠 パカパカ

ファーム 504＋ 2 〃 ハナ 16．5�
（豪）

35 サッビアマーゴ 牡4栗 57 石川裕紀人西森 功氏 高橋 裕 新冠 オリエント牧場 550－ 81：19．8� 43．8�
611	 フライオールデイズ 牡7黒鹿57 菊沢 一樹岡田 壮史氏 清水 英克 様似 小田牧場 506± 01：20．11� 276．6�
24 	 タイキザモーメント 牡5鹿 57 大野 拓弥
大樹ファーム 松永 康利 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 522± 0 〃 アタマ 77．5�
11 	 コパノセイバー 牝4鹿 55 木幡 巧也小林 照弘氏 深山 雅史 新冠 上井農場 502± 01：20．2アタマ 152．2�
815 キングスバレイ 牡6栗 57 内田 博幸村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 520＋ 21：20．73 27．2�
12 	 アイアンフラワー 牝4黒鹿 55

53 △山田 敬士池上 一馬氏 南田美知雄 新ひだか グローリーファーム 460＋ 41：21．02 280．8�
23 	 デルマアンバリッド 牝6鹿 55 的場 勇人浅沼 廣幸氏 的場 均 日高 ファニーヒルファーム 494± 01：21．95 551．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，179，200円 複勝： 69，281，900円 枠連： 20，458，800円
馬連： 84，840，900円 馬単： 39，951，100円 ワイド： 77，487，500円
3連複： 127，818，600円 3連単： 156，836，000円 計： 625，854，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 230円 � 350円 � 120円 枠 連（4－4） 6，330円

馬 連 �� 6，120円 馬 単 �� 14，110円

ワ イ ド �� 1，890円 �� 440円 �� 800円

3 連 複 ��� 5，010円 3 連 単 ��� 47，020円

票 数

単勝票数 計 491792 的中 � 42738（4番人気）
複勝票数 計 692819 的中 � 64402（5番人気）� 35766（7番人気）� 229009（1番人気）
枠連票数 計 204588 的中 （4－4） 2502（15番人気）
馬連票数 計 848409 的中 �� 10731（22番人気）
馬単票数 計 399511 的中 �� 2123（41番人気）
ワイド票数 計 774875 的中 �� 9831（24番人気）�� 48124（4番人気）�� 24569（8番人気）
3連複票数 計1278186 的中 ��� 19114（17番人気）
3連単票数 計1568360 的中 ��� 2418（141番人気）

ハロンタイム 7．0―11．0―11．9―12．6―12．0―11．8―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．0―29．9―42．5―54．5―1：06．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フェイマスダンディ �
�
父 ダノンレジェンド �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．9．27 中山3着

2018．4．17生 牡4鹿 母 オーキャロル 母母 ヒカルエガオ 7戦2勝 賞金 16，500，000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。
（非抽選馬） 2頭 サンマルシップ号・バイシクルキック号
※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。



11067 5月8日 曇 良 （4東京2） 第6日 第7競走 ��2，000�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 7，700，000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
1：56．1
1：56．1

良
良

66 � バニシングポイント 牡4芦 57 横山 武史長谷川祐司氏 蛯名 正義 米 Whisper Hill
Farm, LLC 492－ 22：00．0 5．0�

55 ディオスバリエンテ 牡4鹿 57 D．レーン �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 478± 02：00．1� 1．4�
（豪）

11 マイネルヒッツェ 牡4芦 57 戸崎 圭太 �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 466± 02：00．84 5．7�

77 セ ル ジ ュ 牡4鹿 57 M．デムーロ多田 賢司氏 中川 公成 新ひだか 千代田牧場 480－ 6 〃 クビ 12．0�
33 ノーエクスキューズ �5青鹿57 池添 謙一 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 506± 02：01．22� 34．5	
22 	 サイモンベラーノ 牝5栗 55 野中悠太郎澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 472＋ 62：01．41 116．7

44 	 ショウナンパワフル 牡4黒鹿57 横山 和生国本 哲秀氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 504－ 62：03．110 21．4�

（7頭）

売 得 金
単勝： 49，240，400円 複勝： 93，831，600円 枠連： 発売なし
馬連： 59，252，200円 馬単： 42，740，900円 ワイド： 38，462，900円
3連複： 71，506，100円 3連単： 237，774，500円 計： 592，808，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 130円 �� 260円 �� 140円

3 連 複 ��� 260円 3 連 単 ��� 2，630円

票 数

単勝票数 計 492404 的中 � 78411（2番人気）
複勝票数 計 938316 的中 � 64403（3番人気）� 711789（1番人気）
馬連票数 計 592522 的中 �� 219652（1番人気）
馬単票数 計 427409 的中 �� 38838（4番人気）
ワイド票数 計 384629 的中 �� 90258（1番人気）�� 26209（4番人気）�� 74945（2番人気）
3連複票数 計 715061 的中 ��� 199846（1番人気）
3連単票数 計2377745 的中 ��� 65536（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．8―37．0―49．1―1：01．2―1：13．5―1：25．7―1：37．0―1：48．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F34．3

3 2－1，5，6，7－3＝4
2
4
2－1，5，6，7，3＝4
2－1，5（7，6）3＝4

勝馬の
紹 介

�バニシングポイント �

父 Tapit �


母父 Unbridled’s Song デビュー 2020．8．2 札幌1着

2018．1．28生 牡4芦 母 Unrivaled Belle 母母 Queenie Belle 17戦2勝 賞金 31，660，000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。

11068 5月8日 曇 良 （4東京2） 第6日 第8競走 1，400�4歳以上2勝クラス
発走13時55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
1：21．5
1：20．3

重
不良

24 アルメイダミノル 牡4芦 57 横山 典弘吉岡 實氏 北出 成人 洞�湖 レイクヴィラファーム 518－ 21：23．6 6．6�
510 プレシオーソ 牡5黒鹿57 武 豊 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 藤原牧場 490＋ 81：24．45 7．6�
35 バ ク シ ン 牡4鹿 57 福永 祐一林 正道氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 494－ 41：24．71� 7．7�
59 ヤ ウ ガ ウ 牡5鹿 57 戸崎 圭太 �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 498＋ 4 〃 クビ 57．7�
713 ミツカネプリンス 牡5芦 57 横山 武史小山田 満氏 鈴木 伸尋 新冠 タニグチ牧場 452－ 8 〃 アタマ 57．2�
611� ゼンノミチザネ 牡4鹿 57 吉田 隼人大迫久美子氏 武 幸四郎 新冠 村上 欽哉 450－ 41：25．01� 16．6	
23 ジャングルキング 牡4鹿 57 川田 将雅清家 聖仁氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 516－ 4 〃 アタマ 1．7

48 モリトユウブ 牡7鹿 57 内田 博幸吉川 朋宏氏 鈴木慎太郎 浦河 大北牧場 506± 01：25．42� 136．6�
36 パ ル デ ン ス 牡4鹿 57 菊沢 一樹山本三津子氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 484＋ 41：25．5� 18．7�
11 ペイシャリルキス �6鹿 57 武士沢友治北所 直人氏 本間 忍 様似 清水スタッド 494± 01：25．71	 139．5
815 リスペクタブル 牡7鹿 57 森 裕太朗伊藤 佳幸氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 494－181：25．91	 155．8�
12 スエーニョブランコ 牝5芦 55 岩田 望来藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 496± 01：26．32 41．6�
816 サノノクヒオ 牡5栗 57 菅原 明良佐野 信幸氏 西田雄一郎 日高 木村牧場 504± 01：26．4� 47．6�
47 タ ガ ノ ペ カ 牝4鹿 55 坂井 瑠星八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 504－ 41：26．5� 21．3�
612 デルマカミカゼ 牡7黒鹿57 田中 勝春浅沼 廣幸氏 畑端 省吾 日高 ファニーヒルファーム 452－101：26．92� 62．0�
714 シセイタイガ 牡6青鹿57 石川裕紀人猪苗代 勇氏 高橋 文雅 新冠 パカパカ

ファーム 472＋141：27．96 203．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 60，244，600円 複勝： 78，641，100円 枠連： 22，889，800円
馬連： 95，111，300円 馬単： 47，870，200円 ワイド： 96，267，100円
3連複： 155，310，900円 3連単： 201，875，900円 計： 758，210，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 200円 � 220円 � 220円 枠 連（2－5） 470円

馬 連 �� 2，780円 馬 単 �� 6，060円

ワ イ ド �� 860円 �� 660円 �� 900円

3 連 複 ��� 4，990円 3 連 単 ��� 29，310円

票 数

単勝票数 計 602446 的中 � 72585（2番人気）
複勝票数 計 786411 的中 � 103906（2番人気）� 92556（3番人気）� 89757（4番人気）
枠連票数 計 228898 的中 （2－5） 37116（2番人気）
馬連票数 計 951113 的中 �� 26481（9番人気）
馬単票数 計 478702 的中 �� 5916（20番人気）
ワイド票数 計 962671 的中 �� 28465（7番人気）�� 38253（5番人気）�� 27128（8番人気）
3連複票数 計1553109 的中 ��� 23332（13番人気）
3連単票数 計2018759 的中 ��� 4992（77番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．4―47．5―59．4―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルメイダミノル �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 メジロベイリー デビュー 2020．9．13 中京8着

2018．3．5生 牡4芦 母 メジロマリアン 母母 メジロサンドラ 14戦3勝 賞金 33，110，000円
〔その他〕 シセイタイガ号は，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。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 セルフメイド号
（非抽選馬） 1頭 フィールザワールド号



11069 5月8日 曇 良 （4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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000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
1：30．5
1：30．3

良
良

714 ジャスティンカフェ 牡4鹿 57 横山 典弘三木 正浩氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 490＋ 21：32．3 4．7�
48 ウインシャーロット 牝4鹿 55 石川裕紀人�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 498± 01：32．83 4．7�
612 ルペルカーリア 牡4鹿 57 福永 祐一 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 510－ 2 〃 アタマ 7．1�
510 リッケンバッカー 牡4鹿 57 岩田 望来安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 462－121：32．9クビ 7．0�
36 ノースザワールド 牡4青鹿57 坂井 瑠星 �スリーエイチレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 466－ 41：33．01 18．1	
713 フラーズダルム 牝4鹿 55 D．レーン 吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 488－ 21：33．1� 12．8


（豪）

47 ピーエムピンコ 牝5黒鹿55 松若 風馬松山 毅氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 412＋ 61：33．2	 56．2�
12 ホウオウラスカーズ 牝4黒鹿55 菅原 明良小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 452－ 2 〃 クビ 13．1�
35 オシリスブレイン 牡5青鹿57 大野 拓弥エンジェルレーシング� 田村 康仁 浦河 小島牧場 496－ 21：33．3� 135．8
11 ガ ン ダ ル フ 牡4鹿 57 横山 武史 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 490－ 4 〃 ハナ 6．3�
59 グ ル ア ー ブ 牝5鹿 55 M．デムーロ �ノルマンディーサラブレッドレーシング 林 徹 新ひだか 岡田スタツド 436－ 21：33．93� 132．3�
816 ランドオブリバティ 牡4鹿 57 武 豊吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 472± 0 〃 クビ 13．5�
24 カヌメラビーチ 牡6芦 57 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 洞
湖 レイクヴィラファーム B484＋ 41：34．0� 154．2�
611 ユキノファラオ 牡4鹿 57 田辺 裕信井上 基之氏 石毛 善彦 新ひだか フジワラフアーム 480± 01：34．1� 49．1�
815 クリーンスイープ 牝4鹿 55 池添 謙一 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 470± 01：34．31 23．5�
23 ウインレフィナード 牡6黒鹿57 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 浦河 猿橋 義昭 458－ 6 〃 ハナ 256．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 79，812，300円 複勝： 127，269，700円 枠連： 33，939，600円
馬連： 159，155，000円 馬単： 54，293，600円 ワイド： 132，095，000円
3連複： 233，823，200円 3連単： 214，996，900円 計： 1，035，385，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 160円 � 260円 枠 連（4－7） 780円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 2，180円

ワ イ ド �� 470円 �� 760円 �� 690円

3 連 複 ��� 3，490円 3 連 単 ��� 17，290円

票 数

単勝票数 計 798123 的中 � 133700（2番人気）
複勝票数 計1272697 的中 � 199936（2番人気）� 222212（1番人気）� 108144（5番人気）
枠連票数 計 339396 的中 （4－7） 33558（2番人気）
馬連票数 計1591550 的中 �� 109727（1番人気）
馬単票数 計 542936 的中 �� 18630（1番人気）
ワイド票数 計1320950 的中 �� 75485（1番人気）�� 43584（7番人気）�� 48381（6番人気）
3連複票数 計2338232 的中 ��� 50105（3番人気）
3連単票数 計2149969 的中 ��� 9010（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．1―46．5―58．0―1：09．0―1：20．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．3
3 ・（8，16）（5，15）（3，9）4（1，12）7（2，13）10，6，14－11 4 ・（8，16）－（3，5）15（4，9）（1，7，12）（2，13）（6，10）14－11

勝馬の
紹 介

ジャスティンカフェ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ワークフォース デビュー 2021．1．24 中京1着

2018．5．18生 牡4鹿 母 カ ジ ノ ブ ギ 母母 ギミーシェルター 9戦4勝 賞金 64，104，000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。

11070 5月8日 曇 良 （4東京2） 第6日 第10競走 ��
��2，400�メトロポリタンステークス（Ｌ）

発走15時00分 （芝・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 26，000，000円 10，000，000円 6，500，000円 3，900，000円 2，600，000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
2：20．6
2：20．6

良
良

89 ヴァイスメテオール 牡4鹿 57 D．レーン �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 512± 02：25．9 2．8�
（豪）

66 フライライクバード 牡5黒鹿56 福永 祐一窪田 芳郎氏 友道 康夫 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462－ 4 〃 ハナ 2．6�

77 ボ ス ジ ラ 牡6芦 57 岩田 望来金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B510＋ 2 〃 ハナ 11．2�

33 ウインマイティー 牝5芦 54 吉田 隼人�ウイン 五十嵐忠男 新冠 コスモヴューファーム B480＋ 22：26．43 10．7�
810 アドマイヤアルバ 	7鹿 56 原田 和真近藤 旬子氏 堀内 岳志 安平 ノーザンファーム 474± 02：26．5
 112．7	
44 ゴールドギア 牡7黒鹿57 田辺 裕信有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 三嶋牧場 B486－ 4 〃 ハナ 4．8

22 アイスバブル 牡7芦 59 菅原 明良金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 468＋ 2 〃 アタマ 42．3�
78 サンアップルトン 牡6黒鹿56 松岡 正海 �加藤ステーブル 中野 栄治 日高 株式会社

ケイズ 480＋ 22：26．81� 19．4�
11 グレンガリー 	7鹿 56 大野 拓弥吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 446－ 42：27．01
 21．4
55 サクラアリュール 牡7栗 57 �島 克駿�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 484－ 62：28．59 126．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 73，698，400円 複勝： 70，350，200円 枠連： 22，456，300円
馬連： 140，124，400円 馬単： 62，930，800円 ワイド： 91，407，300円
3連複： 191，236，800円 3連単： 311，827，300円 計： 964，031，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 120円 � 180円 枠 連（6－8） 390円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 190円 �� 460円 �� 400円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 3，520円

票 数

単勝票数 計 736984 的中 � 206327（2番人気）
複勝票数 計 703502 的中 � 147847（2番人気）� 186293（1番人気）� 74286（4番人気）
枠連票数 計 224563 的中 （6－8） 44506（1番人気）
馬連票数 計1401244 的中 �� 302468（1番人気）
馬単票数 計 629308 的中 �� 67163（2番人気）
ワイド票数 計 914073 的中 �� 146050（1番人気）�� 44609（6番人気）�� 52603（4番人気）
3連複票数 計1912368 的中 ��� 144378（3番人気）
3連単票数 計3118273 的中 ��� 64082（6番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―12．7―12．8―12．6―12．9―12．6―11．6―11．5―11．1―11．5―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�
13．0―24．3―37．0―49．8―1：02．4―1：15．3―1：27．9―1：39．5―1：51．0―2：02．1―2：13．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴァイスメテオール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2020．10．18 東京1着

2018．2．28生 牡4鹿 母 シャトーブランシュ 母母 ブランシェリー 8戦4勝 賞金 94，284，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ヴァイスメテオール号の騎手D．レーンは，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50，000円。（被害馬：6番）

ヴァイスメテオール号の騎手D．レーンは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。

２レース目



11071 5月8日 曇 良 （4東京2） 第6日 第11競走 ��
��1，600�第27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 130，000，000円 52，000，000円 33，000，000円 20，000，000円 13，000，000円
付 加 賞 3，822，000円 1，092，000円 546，000円
生産者賞 賞 品
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

818 ダノンスコーピオン 牡3鹿 57 川田 将雅�ダノックス 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 460＋ 21：32．3 7．1�
11 マテンロウオリオン 牡3黒鹿57 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新冠 ムラカミファーム 484－ 2 〃 クビ 6．8�
510 カワキタレブリー 牡3黒鹿57 菅原 明良川島 和範氏 杉山 佳明 新冠 川島牧場 420－121：32．4クビ 229．1�
24 セ リ フ ォ ス 牡3栗 57 福永 祐一�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 490＋ 41：32．61� 3．9�
611 インダストリア 牡3鹿 57 D．レーン �サンデーレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 486－ 21：32．7クビ 4．0	

（豪）

35 キングエルメス 牡3鹿 57 坂井 瑠星広尾レース� 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 488＋ 41：32．8	 18．4

713
 ジ ャ ン グ ロ 牡3黒鹿57 武 豊藤田 晋氏 森 秀行 米 Nursery Place

& Partners 464＋ 41：32．9� 14．5�
36 トウシンマカオ 牡3栗 57 戸崎 圭太�サトー 高柳 瑞樹 新ひだか 服部 牧場 448－ 41：33．11� 32．2�
48 アルーリングウェイ 牝3黒鹿55 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 61：33．31� 14．4
47 タイセイディバイン 牡3鹿 57 松若 風馬田中 成奉氏 高野 友和 日高 下河辺牧場 514－ 21：33．4� 29．4�
23 ソ リ タ リ オ 牡3栗 57 �島 克駿 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 486＋ 81：33．5クビ 45．8�
59 ダンテスヴュー 牡3鹿 57 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 456± 0 〃 ハナ 39．9�
817 ステルナティーア 牝3鹿 55 池添 謙一 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 436－ 41：33．61 53．7�
612 セイクリッド 牝3鹿 55 菊沢 一樹中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 450－ 21：33．7クビ 202．7�
816 プ ル パ レ イ 牡3鹿 57 M．デムーロ �Gリビエール・レーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 496＋ 21：33．91� 17．8�
715 オタルエバー 牡3黒鹿57 横山 和生住谷幾久子氏 中竹 和也 洞湖 レイクヴィラファーム 480＋101：34．0� 87．0�
12 ソネットフレーズ 牝3鹿 55 横山 武史 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 474＋ 81：34．64 17．6�
714 フォラブリューテ 牝3黒鹿55 大野 拓弥 �キャロットファーム 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 446＋ 41：35．77 96．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 842，609，900円 複勝： 915，691，700円 枠連： 444，992，700円 馬連： 2，229，396，500円 馬単： 805，266，100円
ワイド： 1，638，823，000円 3連複： 4，435，340，100円 3連単： 5，763，836，300円 5重勝： 698，448，600円 計： 17，774，404，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 260円 � 260円 � 4，780円 枠 連（1－8） 1，190円

馬 連 �� 2，490円 馬 単 �� 4，820円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 48，720円 �� 40，660円

3 連 複 ��� 416，750円 3 連 単 ��� 1，532，370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����� 4，365，300円

票 数

単勝票数 計8426099 的中 � 947454（4番人気）
複勝票数 計9156917 的中 � 1022019（4番人気）� 1032852（3番人気）� 40032（18番人気）
枠連票数 計4449927 的中 （1－8） 289430（4番人気）
馬連票数 計22293965 的中 �� 692372（6番人気）
馬単票数 計8052661 的中 �� 125257（13番人気）
ワイド票数 計16388230 的中 �� 420160（6番人気）�� 9029（126番人気）�� 10823（123番人気）
3連複票数 計44353401 的中 ��� 7982（480番人気）
3連単票数 計57638363 的中 ��� 2727（2265番人気）
5重勝票数 計6984486 的中 ����� 112

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―22．7―34．1―45．6―57．4―1：08．5―1：20．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンスコーピオン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Sligo Bay デビュー 2021．6．20 阪神1着

2019．2．22生 牡3鹿 母 レキシールー 母母 Oneexcessivenite 6戦4勝 賞金 216，743，000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 ディオ号・デルマグレムリン号
※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。

11072 5月8日 曇 良 （4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，3．5．8以降4．5．1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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

612 クリーンスレイト 牡4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 474－241：36．5 4．3�

59 � アナンシエーション 牡4栗 56 D．レーン �シルクレーシング 手塚 貴久 米 Colts Neck
Stables LLC 516＋ 21：36．71� 3．2�

（豪）

815 ダイシンピスケス 牡4鹿 53 福永 祐一大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 496＋ 81：37．02 29．4�
12 レオカクテル 牡4栗 55 木幡 巧也�レオ 萱野 浩二 浦河 江谷牧場 B490－ 2 〃 ハナ 18．4�
23 ヨ ン ク 牡6鹿 56 武 豊古川 智洋氏 小笠 倫弘 浦河 高昭牧場 498＋ 21：37．1クビ 11．4	
24 � レッドエランドール �5鹿 55 坂井 瑠星 �東京ホースレーシング 田中 克典 千歳 社台ファーム B486－ 4 〃 アタマ 47．3

36 オウケンロジータ 牝5黒鹿52 田中 勝春福井 明氏 松永 康利 浦河 辻 牧場 520＋ 41：37．31 80．5�
611 ジュールサイクル 牝5青 52 菊沢 一樹吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 450－ 4 〃 クビ 154．3�
48 � サンオブロジータ �5鹿 55 菅原 明良�シンシアリー 萩原 清 日高 若林 順一 510± 01：37．51� 20．0
714 ヴ ェ ノ ム 牡4鹿 54 池添 謙一市川義美ホール

ディングス� 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 526－141：37．81	 46．1�
11 ジョディーズマロン 牡4栗 56 松岡 正海 �ローレルレーシング 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 462± 01：37．9	 20．3�
510 インウィクトス 牡5鹿 54 山田 敬士加藤 厚子氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 474＋ 4 〃 ハナ 247．5�
816 ダイワドノヴァン �8黒鹿55 田辺 裕信大城 正一氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 530－ 41：38．0クビ 16．6�
713� チャロアイト 牝5鹿 53 岩田 望来吉田 晴哉氏 池上 昌和 米 Merriebelle

Stable, LLC 494± 01：38．1
 7．4�
35 テイルウインド 牡4青鹿54 江田 照男高橋 文男氏 武藤 善則 日高 門別 敏朗 482－ 81：38．84 95．8�
47 エコロファルコン 牡4鹿 56 戸崎 圭太原村 正紀氏 矢野 英一 新ひだか 山田牧場 494－ 41：39．54 5．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 155，750，600円 複勝： 205，623，100円 枠連： 69，254，600円
馬連： 303，861，400円 馬単： 119，529，700円 ワイド： 272，675，300円
3連複： 487，808，900円 3連単： 583，634，400円 計： 2，198，138，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 190円 � 160円 � 550円 枠 連（5－6） 750円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 380円 �� 2，110円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 6，320円 3 連 単 ��� 26，640円

票 数

単勝票数 計1557506 的中 � 289018（2番人気）
複勝票数 計2056231 的中 � 305848（2番人気）� 411752（1番人気）� 71721（10番人気）
枠連票数 計 692546 的中 （5－6） 71264（1番人気）
馬連票数 計3038614 的中 �� 313737（1番人気）
馬単票数 計1195297 的中 �� 53549（3番人気）
ワイド票数 計2726753 的中 �� 204937（1番人気）�� 31088（26番人気）�� 42520（19番人気）
3連複票数 計4878089 的中 ��� 57852（14番人気）
3連単票数 計5836344 的中 ��� 15879（61番人気）

ハロンタイム 11．9―11．3―12．2―12．3―12．3―12．0―12．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
11．9―23．2―35．4―47．7―1：00．0―1：12．0―1：24．4

コーナー
通過順位

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

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4栗 母 ニューチャプターⅡ 母母 Headline 11戦3勝 賞金 43，355，000円
〔制裁〕 ジュールサイクル号の調教師田中剛は，競走中に同馬の手綱の手元側の尾錠が外れたことについて過怠金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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 カムカム号・マイネルレンカ号
（非抽選馬） 3頭 キースペシャル号・ニホンピログルーヴ号・ユウゲン号
※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。

５レース目



（4東京2）第6日 5月8日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 168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

465，050，000円
8，210，000円
31，010，000円
6，820，000円
61，090，000円
74，846，000円
5，286，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
1，536，602，200円
1，902，547，900円
687，642，100円
3，431，473，800円
1，341，222，600円
2，669，364，700円
6，256，142，200円
8，187，893，000円
698，448，600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 26，711，337，100円

総入場人員 25，051名 （有料入場人員 24，464名）
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