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11049 5月8日 晴 良 （3東京2） 第5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 5，100，000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

712 エアーレジーナ 牝3鹿 54 C．ルメール 遠藤 良一氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474± 01：39．5 3．1�

813 ララパピヨンドメル 牝3鹿 54 田辺 裕信フジイ興産� 大竹 正博 洞�湖 レイクヴィラファーム 452＋ 61：39．71� 2．8�
（法942）

34 アドヴェントイヴ 牝3青鹿54 横山 典弘廣崎 双葉氏 中舘 英二 平取 株式会社
ASK STUD B464＋101：39．8� 6．4�

45 コトブキアルニラム 牝3芦 54 三浦 皇成尾上 松壽氏 萱野 浩二 森 笹川大晃牧場 438± 01：39．9� 6．5�
57 ゲームアプレット 牝3芦 54 戸崎 圭太薗部 博之氏 小笠 倫弘 平取 北島牧場 452＋ 21：40．11� 6．9�
58 リキサンハート 牝3黒鹿54 岩部 純二 	ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 498＋ 21：40．42 15．5

814 ネ オ ア ビ ー 牝3青鹿54 野中悠太郎西田 俊二氏 小西 一男 新冠 岩見牧場 448－ 41：41．03� 220．7�
33 イ ト ザ ク ラ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介村上 卓史氏 小手川 準 浦河 川越ファーム 412＋ 41：41．1� 151．8�
610 サキガケバイオ 牝3芦 54 木幡 巧也バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 472± 01：41．31� 166．4
46 ジョブックルーチェ 牝3黒鹿54 武士沢友治�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 466＋ 41：41．4� 65．0�
711 ワールプール 牝3鹿 54 武藤 雅吉田 照哉氏 鈴木慎太郎 千歳 社台ファーム 432＋ 8 〃 クビ 51．9�
22 アヴォロンティ 牝3青 54

51 ▲永野 猛蔵	大樹ファーム 伊藤 大士 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 454± 01：41．5� 157．8�

11 クリスタルアゲン 牝3栗 54 荻野 極浅川 皓司氏 加藤 和宏 新ひだか 千代田牧場 466＋ 61：43．110 244．3�
69 ウ プ サ ラ 牝3鹿 54 江田 照男	下河辺牧場 矢野 英一 日高 下河辺牧場 474－ 21：43．41� 131．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 37，632，200円 複勝： 55，150，600円 枠連： 11，226，900円
馬連： 64，948，700円 馬単： 32，011，400円 ワイド： 59，124，200円
3連複： 99，112，600円 3連単： 133，576，600円 計： 492，783，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 110円 � 170円 枠 連（7－8） 350円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 200円 �� 400円 �� 380円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 3，470円

票 数

単勝票数 計 376322 的中 � 94731（2番人気）
複勝票数 計 551506 的中 � 130429（2番人気）� 149258（1番人気）� 58590（4番人気）
枠連票数 計 112269 的中 （7－8） 24710（1番人気）
馬連票数 計 649487 的中 �� 132065（1番人気）
馬単票数 計 320114 的中 �� 30227（2番人気）
ワイド票数 計 591242 的中 �� 86590（1番人気）�� 34006（6番人気）�� 36054（5番人気）
3連複票数 計 991126 的中 ��� 76026（2番人気）
3連単票数 計1335766 的中 ��� 27886（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．1―37．0―49．8―1：02．2―1：14．4―1：26．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エアーレジーナ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．7．5 福島10着

2018．2．24生 牝3鹿 母 ウインドストリーム 母母 ベユーズラッシー 7戦1勝 賞金 11，100，000円

11050 5月8日 晴 良 （3東京2） 第5日 第2競走 1，300�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 5，100，000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

36 フォックススリープ 牡3鹿 56 横山 武史石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ラツキー牧場 B460－ 41：19．3 3．3�
612 キュムロンニンバス 牡3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 488＋ 2 〃 クビ 2．3�
611 キュートラン 牝3鹿 54 吉田 豊岡村 善行氏 高橋 文雅 日高 前野牧場 454－ 61：19．83 14．4�
815 ヴァルプルギス 牡3鹿 56 大野 拓弥田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 448－ 21：20．33 56．8�
23 レオンベルガー 牡3栗 56 C．ルメール 村木 隆氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 482－ 21：20．4� 2．9�
12 カラドボルグ 牡3栗 56 荻野 極田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 沖田牧場 474－ 21：20．71� 172．2	
510 アウリッシュ 牝3黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 452－ 4 〃 アタマ 22．7


24 ニシノブライアント 牡3青鹿56 北村 宏司西山 茂行氏 加藤 和宏 新ひだか 前田ファーム 460＋ 21：20．8� 320．2�
713 マブサンシティー 牡3栗 56 柴田 大知マブレーシング 伊藤 大士 浦河 中村 雅明 B458＋ 81：21．22� 193．7�
59 ノ ウ ヒ メ 牝3黒鹿 54

51 ▲原 優介サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 494 ― 〃 クビ 257．7
48 キタノプレアー 牡3栗 56 内田 博幸北所 直人氏 土田 稔 平取 びらとり牧場 464＋ 21：21．3� 107．5�
714 ペイシャムスビ 牝3栗 54 的場 勇人北所 直人氏 的場 均 新ひだか 田中 裕之 482 ―1：21．83 118．5�
35 ビップコルベット 牝3青鹿54 木幡 巧也鈴木 邦英氏 田島 俊明 日高 モリナガファーム 464＋ 41：22．43� 129．1�
47 キュンキュンハート 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人堀口 晴男氏 伊藤 伸一 清水 小野瀬 竜馬 410－ 81：23．25 457．0�
11 ルピナスアイ 牝3栗 54 野中悠太郎大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 464± 01：23．41 292．8�
816 ハンデンミラクル 牡3芦 56 岩部 純二坂田 行夫氏 石毛 善彦 新冠 村上 進治 416－ 11：23．82� 539．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，507，700円 複勝： 49，825，700円 枠連： 11，612，800円
馬連： 54，809，800円 馬単： 29，344，100円 ワイド： 48，289，100円
3連複： 82，847，500円 3連単： 118，453，700円 計： 427，690，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 110円 � 190円 枠 連（3－6） 300円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 210円 �� 430円 �� 360円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 3，740円

票 数

単勝票数 計 325077 的中 � 76624（3番人気）
複勝票数 計 498257 的中 � 91683（3番人気）� 157336（1番人気）� 46631（4番人気）
枠連票数 計 116128 的中 （3－6） 29705（2番人気）
馬連票数 計 548098 的中 �� 126075（1番人気）
馬単票数 計 293441 的中 �� 27694（4番人気）
ワイド票数 計 482891 的中 �� 66166（3番人気）�� 26182（6番人気）�� 31778（4番人気）
3連複票数 計 828475 的中 ��� 70371（2番人気）
3連単票数 計1184537 的中 ��� 22959（10番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―11．6―12．4―12．0―12．2―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．4―30．0―42．4―54．4―1：06．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォックススリープ �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2020．11．14 福島5着

2018．4．30生 牡3鹿 母 キャンドルアイス 母母 ブルーベイブリッジ 7戦1勝 賞金 8，310，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハンデンミラクル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月8日まで平地競

走に出走できない。
ルピナスアイ号は，「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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 キタノエンディング号・マスケティアーズ号

第２回 東京競馬 第５日



11051 5月8日 晴 良 （3東京2） 第5日 第3競走 1，400�3歳未勝利
発走11時15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
1：21．5
1：20．3

重
不良

23 ハッピーアナザー 牡3栗 56 北村 宏司永見 貴昭氏 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 41：25．6 5．7�
510 サイレントナイト 牡3黒鹿56 三浦 皇成大塚 亮一氏 田村 康仁 むかわ 新井牧場 488＋ 81：26．34 2．1�
59 ステディシュシュ 牝3鹿 54 M．デムーロ亀岡 和彦氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 488＋ 41：26．4� 5．2�
815 スターオンステージ 牝3栗 54 武藤 雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 深山 雅史 新ひだか 藤原牧場 426± 01：26．72 26．8�
35 アルドゥマン 牡3栗 56 野中悠太郎上田 忠男氏 南田美知雄 新ひだか 中田 浩美 424－ 8 〃 ハナ 475．1�
816 カーラミーア 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 琉人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 434＋ 2 〃 クビ 12．6	

612 イールドブラック 牡3鹿 56 嘉藤 貴行松田 幸生氏 奥平 雅士 新ひだか ヒサイファーム 444－ 21：26．91 20．4

36 グランデモナルカ 牡3黒鹿56 横山 武史 �サンデーレーシング 奥村 武 安平 ノーザンファーム B464－ 41：27．0� 7．7�
713 ベルウッドサンキュ 牡3栗 56

53 ▲永野 猛蔵鈴木 照雄氏 伊藤 大士 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 B452＋ 6 〃 クビ 15．0

24 タツセンジンムソウ 牡3黒鹿56 武士沢友治鈴木 髙幸氏 古賀 史生 新ひだか ニッコウファーム 486＋ 41：27．21� 178．2�
47 チェリーヘルメス 牡3黒鹿56 吉田 豊櫻井 悦朗氏 勢司 和浩 浦河 富塚ファーム 494＋ 41：27．3アタマ 40．2�
11 キミョウキテレツ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介内田 玄祥氏 鈴木慎太郎 新冠 中地 義次 454－ 8 〃 ハナ 328．7�
714 クリノグリゴロス 牡3栗 56 柴田 善臣栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 三輪牧場 490＋ 41：27．62 183．8�
48 アンノウンヒーロー 牡3鹿 56 木幡 巧也藤井 謙氏 黒岩 陽一 浦河 日東牧場 460＋ 41：27．7クビ 322．5�
611 モンガイフシュツ 牡3栗 56 荻野 極江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 浦河 山田 昇史 482－ 41：32．0大差 521．2�
12 ラ ン プ ロ ス 牡3栗 56 江田 照男�ノースヒルズ 和田正一郎 新ひだか 久井牧場 540 ― 〃 ハナ 61．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，289，200円 複勝： 48，388，000円 枠連： 11，721，000円
馬連： 59，456，300円 馬単： 27，534，900円 ワイド： 53，111，300円
3連複： 86，864，700円 3連単： 100，429，600円 計： 423，795，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 180円 � 110円 � 160円 枠 連（2－5） 550円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 350円 �� 560円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 7，790円

票 数

単勝票数 計 362892 的中 � 50174（3番人気）
複勝票数 計 483880 的中 � 52416（4番人気）� 148789（1番人気）� 66684（2番人気）
枠連票数 計 117210 的中 （2－5） 16359（2番人気）
馬連票数 計 594563 的中 �� 66141（2番人気）
馬単票数 計 275349 的中 �� 10664（6番人気）
ワイド票数 計 531113 的中 �� 39343（3番人気）�� 22122（7番人気）�� 54509（1番人気）
3連複票数 計 868647 的中 ��� 62893（1番人気）
3連単票数 計1004296 的中 ��� 9340（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．3―36．7―49．1―1：01．1―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハッピーアナザー �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．9．19 中山9着

2018．5．27生 牡3栗 母 ハッピーダイアリー 母母 ハピネスイン 8戦1勝 賞金 7，870，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ランプロス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月8日まで平地競走に出

走できない。
モンガイフシュツ号は，「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〕 タツセンジンムソウ号・キミョウキテレツ号・クリノグリゴロス号は，「3走成績による出走制限」のため，
令和3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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マラドーナ号
（非抽選馬） 1頭 ボルゲリ号

11052 5月8日 晴 良 （3東京2） 第5日 第4競走 2，100�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 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

33 ラヴォラーレ 牡3鹿 56
53 ▲原 優介 �ローレルレーシング 武市 康男 浦河 津島 優治 508＋ 22：13．0 3．6�

67 ディヴァインゲート 牡3鹿 56 武藤 雅佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 474－102：13．21� 3．1�
710 セブンデイズ 牡3青鹿56 横山 武史前迫 義幸氏 田中 博康 むかわ 上水牧場 486± 02：13．84 9．6�
44 シャドウモノリス 牡3黒鹿56 三浦 皇成飯塚 知一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B492－ 22：14．33 13．5�
812 メルツフリーデン 牡3黒鹿56 北村 宏司古岡 宏仁氏 伊坂 重信 白老 社台牧場 478－ 42：14．51� 6．1�
55 ゴールドポジション 牡3黒鹿56 井上 敏樹居城 寿与氏 和田 勇介 新冠 北勝ファーム 488± 02：14．6� 444．8	
811 タンジェントアーク 牡3黒鹿56 大野 拓弥大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ B428－ 22：15．34 34．3

68 ショスタコーヴィチ 牡3芦 56 C．ルメール 原 �子氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 428－ 8 〃 ハナ 3．8�
56 カゲキヨブレイン 牡3鹿 56 柴田 大知エンジェルレーシング� 奥平 雅士 新冠 新冠橋本牧場 500－ 22：16．47 112．1�
22 ケイツーフォリント 牡3黒鹿56 内田 博幸楠本 勝美氏 清水 英克 浦河 帰山 清貴 514＋ 22：16．72 175．3
79 サムライブレード 牡3芦 56 木幡 巧也玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 528＋ 42：17．23 268．9�
11 アサクサトラマル 牡3黒鹿 56

53 ▲永野 猛蔵田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 464＋ 62：17．62� 75．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 38，424，600円 複勝： 43，002，500円 枠連： 12，415，600円
馬連： 54，405，200円 馬単： 27，132，900円 ワイド： 48，582，500円
3連複： 76，873，200円 3連単： 107，272，800円 計： 408，109，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 130円 � 210円 枠 連（3－6） 390円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 310円 �� 620円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，760円 3 連 単 ��� 6，990円

票 数

単勝票数 計 384246 的中 � 83975（2番人気）
複勝票数 計 430025 的中 � 61789（3番人気）� 109908（1番人気）� 41589（5番人気）
枠連票数 計 124156 的中 （3－6） 24207（1番人気）
馬連票数 計 544052 的中 �� 65614（2番人気）
馬単票数 計 271329 的中 �� 16449（3番人気）
ワイド票数 計 485825 的中 �� 43729（2番人気）�� 18703（10番人気）�� 27590（6番人気）
3連複票数 計 768732 的中 ��� 32743（7番人気）
3連単票数 計1072728 的中 ��� 11126（16番人気）

ハロンタイム 7．3―11．6―13．4―13．0―12．0―12．8―13．0―12．4―12．7―12．2―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―18．9―32．3―45．3―57．3―1：10．1―1：23．1―1：35．5―1：48．2―2：00．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラヴォラーレ �
�
父 オールステイ �

�
母父 フォーティナイナーズサン デビュー 2020．11．1 福島14着

2018．3．11生 牡3鹿 母 ピアノコンクール 母母 ピアノレッスン 4戦1勝 賞金 7，100，000円



11053 5月8日 晴 良 （3東京2） 第5日 第5競走 ��1，600�3歳未勝利
発走12時35分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

713 ヴ ル カ ー ノ 牡3鹿 56 柴田 善臣宮田 守氏 稲垣 幸雄 青森 大西興産 478－ 61：34．1 4．3�
11 エンブレムコード 牝3青鹿54 田辺 裕信山口功一郎氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 454－121：34．31� 2．1�
47 コスモスケアヘッド 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 棚川 光男 480＋ 21：34．41 117．7�
612 ニシノワクテカ 牡3青 56 三浦 皇成西山 茂行氏 的場 均 新冠 中山 高鹿康 470± 01：34．5クビ 8．8�
815 ディアマンテール 牡3青鹿56 C．ルメール �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 486－ 4 〃 アタマ 4．0�
714 マイネルダンク 牡3芦 56 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 440－ 11：34．81� 31．5

24 ラインプリンス 牡3鹿 56 武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 480－ 81：34．9� 16．5�
611 タンキエットゥ 牝3芦 54

51 ▲原 優介岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 原 弘之 500± 01：35．11� 76．1�
23 デルマコウモク 牡3鹿 56 嘉藤 貴行浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 日高 ファニーヒルファーム 476－ 21：35．52� 741．4
35 ニューアリオン 牡3鹿 56 北村 宏司フィールドレーシング 新谷 功一 新ひだか タガミファーム 474＋ 4 〃 ハナ 14．7�
48 カシノアイドル 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人柏木 務氏 和田 雄二 鹿児島 神野 生男 432－ 21：36．24 920．9�
510 ハローキャシー 牝3黒鹿54 木幡 巧也 J．ウィルソン氏 尾形 和幸 新ひだか 山口 忠彦 432－ 2 〃 クビ 454．5�
12 カンジンカナメ 牝3青鹿54 江田 照男由井健太郎氏 奥村 武 新冠 新冠橋本牧場 430－12 〃 クビ 381．7�
59 タ キ オ ン 牝3青 54 石川裕紀人芹澤 精一氏 田中 清隆 様似 山口 幸雄 424－141：36．3クビ 705．2�
36 シオンデゴー 牝3青 54 杉原 誠人西本 資史氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 416± 01：36．51� 993．6�
816 ヴァリアントアニマ 牡3黒鹿 56

53 ▲永野 猛蔵 	Gリビエール・
レーシング 矢野 英一 青森 諏訪牧場 530± 01：39．2大差 862．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 61，358，400円 複勝： 74，507，300円 枠連： 12，592，200円
馬連： 79，781，700円 馬単： 38，580，000円 ワイド： 67，082，500円
3連複： 103，768，600円 3連単： 140，566，900円 計： 578，237，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 130円 � 990円 枠 連（1－7） 560円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 280円 �� 3，610円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 9，930円 3 連 単 ��� 51，080円

票 数

単勝票数 計 613584 的中 � 113204（3番人気）
複勝票数 計 745073 的中 � 114147（3番人気）� 194273（1番人気）� 12311（9番人気）
枠連票数 計 125922 的中 （1－7） 17177（2番人気）
馬連票数 計 797817 的中 �� 89356（2番人気）
馬単票数 計 385800 的中 �� 18002（5番人気）
ワイド票数 計 670825 的中 �� 72925（2番人気）�� 4278（27番人気）�� 7190（21番人気）
3連複票数 計1037686 的中 ��� 7834（30番人気）
3連単票数 計1405669 的中 ��� 1995（151番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―36．0―48．1―1：00．3―1：11．5―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F33．8
3 7（13，15）（2，11，14）10（4，5，12）1（3，16）－（6，9）8 4 ・（7，13）15（11，14）2（5，12）（1，4）（3，10）（6，8，16，9）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヴ ル カ ー ノ �
�
父 スピルバーグ �

�
母父 Dansili デビュー 2020．8．16 新潟5着

2018．3．10生 牡3鹿 母 スプリングシーズンⅡ 母母 Midsummer 8戦1勝 賞金 11，870，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴァリアントアニマ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8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〕 カシノアイドル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月8日まで平地競走に出走できな

い。

11054 5月8日 晴 良 （3東京2） 第5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 7，300，000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
1：19．4
1：19．0

良
良

712 アビッグチア 牝3黒鹿54 田辺 裕信藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 498＋ 41：21．0 4．5�
59 ペイシャフェスタ 牝3栗 54 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 浦河 梅田牧場 474－ 21：21．1� 122．8�
814 ブルメンダール 牡3青 56 C．ルメール �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 458－101：21．31� 2．1�
815 インディペンデント 牡3鹿 56 武藤 雅高橋 文男氏 武藤 善則 平取 二風谷ファーム 466± 01：21．61� 44．6�
713 グアドループ 牡3栗 56 三浦 皇成平井 裕氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 538＋ 21：21．7クビ 6．4�
47 グレイトミッション 牝3栗 54 柴田 善臣 IHR 菊川 正達 新ひだか 矢野牧場 444＋ 21：22．02 208．7	
35 カバーガール 牝3黒鹿54 横山 武史石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 桑田牧場 464－ 2 〃 クビ 4．3

611 プロトサマニ 牝3芦 54 内田 博幸福澤 真吾氏 浅野洋一郎 様似 林 時春 486＋ 41：22．1� 198．5�
34 アウリガテソーロ 牡3青鹿56 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム 502－ 21：22．2クビ 221．2
58 オリアメンディ 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 452± 01：22．52 47．6�
22 カフェアヴニール 牡3青鹿56 北村 宏司西川 光一氏 中舘 英二 新ひだか 前山 友厚 462＋ 21：22．71 88．4�
11 スペシャルトーク 牡3青鹿56 木幡 巧也ホースアディクト杉浦 宏昭 新ひだか 見上牧場 478＋ 61：22．8� 28．3�
610 スラップショット 牡3鹿 56 大野 拓弥�ノースヒルズ 大竹 正博 新ひだか 桜井牧場 508＋141：22．9� 42．0�
23 アンチエイジング 牝3鹿 54

51 ▲原 優介福田 光博氏 小桧山 悟 日高 高柳 隆男 446－ 41：23．0クビ 641．0�
46 トゥーパンクス 牡3鹿 56 石橋 脩野嶋 祥二氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 482－ 21：25．6大差 27．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 49，283，300円 複勝： 58，123，400円 枠連： 13，414，600円
馬連： 68，847，900円 馬単： 32，597，100円 ワイド： 59，734，000円
3連複： 102，707，100円 3連単： 126，742，600円 計： 511，450，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 1，090円 � 150円 枠 連（5－7） 2，530円

馬 連 �� 18，220円 馬 単 �� 27，970円

ワ イ ド �� 3，560円 �� 300円 �� 3，010円

3 連 複 ��� 10，430円 3 連 単 ��� 105，010円

票 数

単勝票数 計 492833 的中 � 85786（3番人気）
複勝票数 計 581234 的中 � 103202（3番人気）� 9112（11番人気）� 122968（1番人気）
枠連票数 計 134146 的中 （5－7） 4105（8番人気）
馬連票数 計 688479 的中 �� 2927（29番人気）
馬単票数 計 325971 的中 �� 874（57番人気）
ワイド票数 計 597340 的中 �� 3917（29番人気）�� 60263（2番人気）�� 4648（27番人気）
3連複票数 計1027071 的中 ��� 7382（33番人気）
3連単票数 計1267426 的中 ��� 875（260番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．9―11．9―11．3―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―35．0―46．9―58．2―1：09．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．1
3 4，12（11，13）（14，10）（6，7，8）（1，2，9）5，3，15 4 4（12，13）（11，14，10）7，8（6，1）（2，9）（3，5，15）

勝馬の
紹 介

アビッグチア �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 Siphon デビュー 2020．11．29 東京1着

2018．3．13生 牝3黒鹿 母 シベリアンクラシカ 母母 Cheer Cheer 5戦2勝 賞金 18，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トゥーパンクス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月8日まで平地競走に

出走できない。



11055 5月8日 晴 良 （3東京2） 第5日 第7競走 1，600�4歳以上1勝クラス
発走13時35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

45 ブラックトマホーク �4黒鹿57 横山 武史吉田 勝己氏 高木 登 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：38．4 9．0�
57 タ シ ロ 牡4栗 57 杉原 誠人�ミルファーム 的場 均 浦河 ミルファーム 528＋ 2 〃 クビ 41．5�
11 � ウインジョイフル 牡4青鹿 57

54 ▲横山 琉人庄司 修二氏 堀井 雅広 新ひだか 松田牧場 502＋ 21：38．61 12．2�
22 サクララージャン 牡5青鹿57 戸崎 圭太�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 502＋ 21：38．92 2．7�
812 サトノアレックス �4栗 57 三浦 皇成 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 492－181：39．32 8．6	
68 サイモンルグラン 牡4鹿 57 田辺 裕信澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 中前牧場 496－12 〃 ハナ 3．0

813 ネイチャーカレン 牡4黒鹿57 野中悠太郎井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 高橋 修 460＋ 6 〃 クビ 117．5�
69 ジェイケイエース 牡5鹿 57 内田 博幸小谷野次郎氏 鈴木慎太郎 新冠 村上 欽哉 528－ 41：39．61� 8．7�
56 ゴ ム マ リ 牝6黒鹿 55

52 ▲永野 猛蔵田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 坂東ファーム 494－ 61：39．81� 72．4
711� 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 538－ 21：40．0� 533．6�
33 トーホウボッカ 牡5黒鹿57 嘉藤 貴行東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 484＋ 21：40．32 161．3�
44 ジョイナイト 牡5鹿 57 吉田 豊西村 亮二氏 武市 康男 日高 下河辺牧場 520± 01：40．51	 14．4�
710� フ ル ゴ リ ラ 牡4栗 57 柴田 善臣ケンレーシング組合 小野 次郎 新ひだか 小倉 光博 B530－ 2 〃 ハナ 163．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 41，491，900円 複勝： 53，130，100円 枠連： 14，958，500円
馬連： 72，997，800円 馬単： 28，420，100円 ワイド： 54，350，900円
3連複： 96，258，400円 3連単： 121，957，600円 計： 483，565，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 300円 � 810円 � 380円 枠 連（4－5） 5，750円

馬 連 �� 20，490円 馬 単 �� 31，200円

ワ イ ド �� 4，750円 �� 2，050円 �� 4，540円

3 連 複 ��� 49，920円 3 連 単 ��� 287，070円

票 数

単勝票数 計 414919 的中 � 36620（5番人気）
複勝票数 計 531301 的中 � 51043（6番人気）� 15408（8番人気）� 37317（7番人気）
枠連票数 計 149585 的中 （4－5） 2014（15番人気）
馬連票数 計 729978 的中 �� 2761（36番人気）
馬単票数 計 284201 的中 �� 683（61番人気）
ワイド票数 計 543509 的中 �� 2931（34番人気）�� 6947（23番人気）�� 3071（32番人気）
3連複票数 計 962584 的中 ��� 1446（96番人気）
3連単票数 計1219576 的中 ��� 308（519番人気）

ハロンタイム 12．2―11．7―12．4―13．1―12．9―12．1―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．9―36．3―49．4―1：02．3―1：14．4―1：26．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．1
3 ・（1，2）5（6，7）（8，13）（3，9，12）（4，11）10 4 ・（1，2）5（6，7）8，13（3，9，12）（4，11，10）

勝馬の
紹 介

ブラックトマホーク �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 End Sweep デビュー 2019．6．30 福島4着

2017．3．5生 �4黒鹿 母 デュアルストーリー 母母 ディアブロズストーリー 15戦2勝 賞金 21，280，000円

11056 5月8日 晴 良 （3東京2） 第5日 第8競走 ��1，400�4歳以上2勝クラス
発走14時05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
1：19．4
1：19．0

良
良

67 キ タ イ 牝5鹿 55 木幡 巧也西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 514－ 21：20．8 6．1�
710 セイウンパワフル 牡4鹿 57 大野 拓弥西山 茂行氏 斎藤 誠 新ひだか 棚川 光男 B468－ 81：21．11� 15．6�
68 ヤマニンプレシオサ 牝4黒鹿55 江田 照男土井 肇氏 辻 哲英 浦河 廣田 光夫 468＋ 61：21．2� 12．1�
811 ソ ス ピ タ 牝4芦 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 片岡 博 442± 0 〃 ハナ 17．1�
55 フィルムフェスト 牝5青鹿55 横山 武史 �キャロットファーム 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋ 2 〃 ハナ 5．5�
11 オシリスブレイン 牡4青鹿57 三浦 皇成エンジェルレーシング	 田村 康仁 浦河 小島牧場 492± 0 〃 ハナ 2．7

79 スイートセント 牝5鹿 55 石橋 脩 �シルクレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 452＋ 61：21．3クビ 10．5�
56 ヘイワノツカイ 牡5栗 57 石川裕紀人星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 456－ 61：21．51� 14．1�
44 	 オーロラフラッシュ 牝4鹿 55 C．ルメール 嶋田 賢氏 藤沢 和雄 愛 Diamond

Creek Farm 460± 0 〃 クビ 6．8
22 ドラゴンズバック 牡4鹿 57 吉田 豊田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 サンローゼン 474± 01：22．02� 247．3�
812
 ドリームアロー 牡7鹿 57

54 ▲永野 猛蔵吉田 勝利氏 村山 明 日高 出口牧場 418－ 21：22．31� 241．3�
33 ジャパンスウェプト 牡5芦 57 北村 宏司新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 444＋ 21：22．51� 55．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 42，082，300円 複勝： 62，092，800円 枠連： 13，411，400円
馬連： 72，849，200円 馬単： 28，993，800円 ワイド： 61，342，900円
3連複： 103，931，600円 3連単： 118，278，000円 計： 502，982，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 210円 � 390円 � 370円 枠 連（6－7） 1，220円

馬 連 �� 4，560円 馬 単 �� 8，940円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 1，210円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 15，290円 3 連 単 ��� 67，780円

票 数

単勝票数 計 420823 的中 � 54640（3番人気）
複勝票数 計 620928 的中 � 89448（3番人気）� 38692（8番人気）� 41407（7番人気）
枠連票数 計 134114 的中 （6－7） 8513（7番人気）
馬連票数 計 728492 的中 �� 12375（21番人気）
馬単票数 計 289938 的中 �� 2430（43番人気）
ワイド票数 計 613429 的中 �� 10277（25番人気）�� 13157（19番人気）�� 8721（30番人気）
3連複票数 計1039316 的中 ��� 5096（67番人気）
3連単票数 計1182780 的中 ��� 1265（290番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―23．3―34．7―46．2―57．3―1：08．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．6
3 12，7（4，11）6（1，10）5，3（2，8）9 4 ・（12，7）（4，11）（1，6，10）5，3（2，8）9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

キ タ イ �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2018．6．23 函館2着

2016．2．17生 牝5鹿 母 コウヨウルビー 母母 アサヒマーキュリー 27戦3勝 賞金 48，777，000円



11057 5月8日 晴 良 （3東京2） 第5日 第9競走 ��
��1，600�

り っ か

立夏ステークス
発走14時35分 （ダート・左）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

612 ダンツキャッスル 牡5鹿 57 M．デムーロ山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 B482± 01：36．4 3．3�
714� コラルノクターン 牡4鹿 57 戸崎 圭太グリーンフィールズ� 藤原 英昭 米 Harris Training

Center, LLC 514＋ 81：36．51 1．8�
59 トラストロン 牝6黒鹿55 吉田 豊菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 森永 聡 450－121：37．13	 29．2�
35 アーバンイェーガー 牡7黒鹿57 江田 照男西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 514± 0 〃 クビ 52．6�
23 マッスルビーチ 牡5黒鹿57 柴田 大知岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470± 01：37．2アタマ 22．9�
713 サンライズナイト 牡6黒鹿57 石川裕紀人松岡 隆雄氏 石坂 公一 平取 雅 牧場 B510＋121：37．31 48．7	
611 フィルストバーン 
5黒鹿57 杉原 誠人�G1レーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 460± 01：37．4アタマ 95．2

510 エクリリストワール 牡5栗 57 C．ルメール 鈴木 剛史氏 田中 博康 安平 ノーザンファーム 526－ 61：37．5� 11．3�
816 フォーカード 牡7栗 57 藤懸 貴志椎名 節氏 小崎 憲 浦河 バンダム牧場 474－ 61：37．6	 231．1�
11 スズカコーズマンボ 牡4鹿 57 三浦 皇成永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B484＋ 21：37．7� 98．4
47 オンザロックス 牡8鹿 57 内田 博幸稻井田有司氏 森 秀行 新冠 ベルモント

ファーム 494＋101：37．8	 92．8�
36 ペイシャエヴァー 牡7鹿 57 木幡 巧也北所 直人氏 小笠 倫弘 新ひだか 中田 英樹 B502＋ 21：38．01 46．7�
815 モズレジーナ 牝5鹿 55 北村 宏司 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 436－ 21：38．1	 15．5�
48 トップオブメジャー 牡5栗 57 荻野 極 DMMドリームクラブ� 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 482＋ 61：39．69 17．5�
24 シャンデリアムーン 牝5鹿 55 西村 太一鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 新ひだか 松田牧場 468＋ 2 〃 アタマ 91．9�
12 � フォルツァエフ 牡6鹿 57 田中 勝春大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Jim R. Wells

& Janie Wells 480－ 41：39．81 37．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 56，567，700円 複勝： 72，687，400円 枠連： 20，309，100円
馬連： 111，106，300円 馬単： 50，795，600円 ワイド： 89，684，300円
3連複： 179，147，600円 3連単： 225，213，800円 計： 805，511，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 110円 � 280円 枠 連（6－7） 320円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 180円 �� 760円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 6，620円

票 数

単勝票数 計 565677 的中 � 136859（2番人気）
複勝票数 計 726874 的中 � 127500（2番人気）� 265866（1番人気）� 38353（5番人気）
枠連票数 計 203091 的中 （6－7） 49081（1番人気）
馬連票数 計1111063 的中 �� 244728（1番人気）
馬単票数 計 507956 的中 �� 41183（2番人気）
ワイド票数 計 896843 的中 �� 168251（1番人気）�� 25190（8番人気）�� 35071（4番人気）
3連複票数 計1791476 的中 ��� 80725（4番人気）
3連単票数 計2252138 的中 ��� 24629（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．4―35．4―47．7―59．8―1：12．2―1：24．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンツキャッスル �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．6．30 中京7着

2016．4．2生 牡5鹿 母 ダンツクインビー 母母 ダンツシュアー 23戦4勝 賞金 83，652，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の16頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）16頭 アイアムレジェンド号・アサカディスタンス号・アンセッドヴァウ号・エピックアン号・オーバーディリバー号・

カミノコ号・サンタナブルー号・サンダーブリッツ号・スコルピウス号・スマッシングハーツ号・ゼノヴァース号・
バンブトンハート号・ホウオウスクラム号・ライジングドラゴン号・ロワマージュ号・ローレルジャック号

11058 5月8日 晴 良 （3東京2） 第5日 第10競走 ��
��2，400�メトロポリタンステークス（Ｌ）

発走15時10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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

67 ゴールドギア 牡6黒鹿56 田辺 裕信有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 三嶋牧場 486± 02：24．5 14．8�
33 パルティアーモ 牝5鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 504＋ 42：24．6クビ 1．9�
55 ディアマンミノル 牡4栗 56 荻野 極吉岡 實氏 本田 優 浦河 村下農場 464＋ 2 〃 ハナ 8．2�
22 サンアップルトン 牡5黒鹿56 柴田 善臣 �加藤ステーブル 中野 栄治 日高 株式会社

ケイズ 478－ 22：24．7	 3．4�
11 バ レ リ オ 牡6芦 56 横山 武史 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 22：25．02 17．2	
44 サトノルークス 牡5鹿 59 大野 拓弥 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 484± 02：25．1アタマ 26．8

79 アイスバブル 牡6芦 58 石川裕紀人金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 464＋ 6 〃 クビ 15．6�
810 インビジブルレイズ 牡7鹿 57 三浦 皇成 �シルクレーシング 吉村 圭司 浦河 アイオイファーム 464－102：25．31
 18．3�
78 アドマイヤアルバ �6鹿 56 杉原 誠人近藤 旬子氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 480＋ 42：25．4	 66．4
66 マンオブスピリット 牡4鹿 56 M．デムーロホシノレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 488－ 82：26．14 30．7�
811� キングニミッツ 牡8栗 56 小牧 太吉田 勝利氏 小崎 憲 日高 新生ファーム 500－ 22：26．2 280．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 62，983，400円 複勝： 72，317，400円 枠連： 17，019，800円
馬連： 130，524，300円 馬単： 54，727，900円 ワイド： 84，443，200円
3連複： 170，890，200円 3連単： 257，306，500円 計： 850，212，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，480円 複 勝 � 280円 � 120円 � 210円 枠 連（3－6） 1，050円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 4，980円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，430円 �� 360円

3 連 複 ��� 2，840円 3 連 単 ��� 26，480円

票 数

単勝票数 計 629834 的中 � 33908（4番人気）
複勝票数 計 723174 的中 � 48602（5番人気）� 222968（1番人気）� 76527（3番人気）
枠連票数 計 170198 的中 （3－6） 12454（3番人気）
馬連票数 計1305243 的中 �� 62336（6番人気）
馬単票数 計 547279 的中 �� 8235（18番人気）
ワイド票数 計 844432 的中 �� 37808（6番人気）�� 13816（17番人気）�� 65221（2番人気）
3連複票数 計1708902 的中 ��� 45007（8番人気）
3連単票数 計2573065 的中 ��� 7044（83番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．1―12．5―11．8―11．9―12．5―12．3―12．2―11．4―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．4―36．5―49．0―1：00．8―1：12．7―1：25．2―1：37．5―1：49．7―2：01．1―2：12．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．8
1
3
・（1，3）（2，10）9，4，8－6，5，11，7
1，3（2，10）9－4，8，6－5，11，7

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

勝馬の
紹 介

ゴールドギア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2017．10．9 東京1着

2015．3．1生 牡6黒鹿 母 ギンザボナンザ 母母 ア ル ウ ェ ン 28戦5勝 賞金 124，180，000円
〔制裁〕 マンオブスピリット号の騎手M．デムーロは，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：8

番・7番）
ディアマンミノル号の騎手荻野極は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



11059 5月8日 曇 良 （3東京2） 第5日 第11競走 ��
��2，000�プリンシパルステークス（Ｌ）

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

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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

22 バ ジ オ ウ 牡3鹿 56 戸崎 圭太鈴木 剛史氏 田中 博康 千歳 社台ファーム 464－ 41：59．3 2．7�
46 ディオスバリエンテ 牡3鹿 56 石橋 脩 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 472＋101：59．51� 6．9�
814 タ イ ソ ウ 牡3栗 56 大野 拓弥中辻 明氏 西園 正都 新ひだか 山野牧場 508＋ 81：59．81� 56．2�
58 ヴァイスメテオール 牡3鹿 56 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 496＋ 2 〃 アタマ 2．4�
11 ジャックドール 牡3栗 56 三浦 皇成前原 敏行氏 藤岡 健一 日高 クラウン日高牧場 492－ 21：59．9� 9．0�
610 スペシャルドラマ 牡3鹿 56 横山 武史大塚 亮一氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 508＋ 2 〃 アタマ 15．9	
34 セ ル ジ ュ 牡3鹿 56 江田 照男多田 賢司氏 中川 公成 新ひだか 千代田牧場 478－ 42：00．43 245．7

45 ダノンジェネラル 牡3黒鹿56 内田 博幸�ダノックス 中内田充正 安平 ノーザンファーム 490± 02：00．5クビ 35．5�
33 レンツシュピッツェ 牡3栗 56 武藤 雅�ラ・メール 寺島 良 千歳 社台ファーム 468± 02：00．61 115．5
711 ヴ ィ ゴ ー レ 牡3芦 56 田辺 裕信�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464＋ 42：00．7� 18．1�
712 タ イ フ ォ ン 牡3青鹿56 北村 宏司吉田 安惠氏 森田 直行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋ 22：00．91 389．6�
813 インペリアルツアー 牡3黒鹿56 吉田 豊 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 456＋ 6 〃 クビ 494．8�
57 ロードシュトローム 牡3鹿 56 木幡 巧也 �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 494± 02：01．11� 79．8�
69 ア ナ レ ン マ 牡3鹿 56 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 藤原 英昭 安平 追分ファーム 466＋ 6 （競走中止） 27．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 155，873，900円 複勝： 144，795，800円 枠連： 51，261，900円
馬連： 344，048，300円 馬単： 122，316，200円 ワイド： 190，990，600円
3連複： 469，439，900円 3連単： 648，588，300円 計： 2，127，314，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 250円 � 990円 枠 連（2－4） 1，030円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 560円 �� 2，210円 �� 4，490円

3 連 複 ��� 15，260円 3 連 単 ��� 53，210円

票 数

単勝票数 計1558739 的中 � 455738（2番人気）
複勝票数 計1447958 的中 � 337962（2番人気）� 146782（4番人気）� 27330（9番人気）
枠連票数 計 512619 的中 （2－4） 38537（5番人気）
馬連票数 計3440483 的中 �� 214136（5番人気）
馬単票数 計1223162 的中 �� 39124（7番人気）
ワイド票数 計1909906 的中 �� 94171（5番人気）�� 21587（22番人気）�� 10430（36番人気）
3連複票数 計4694399 的中 ��� 23068（46番人気）
3連単票数 計6485883 的中 ��� 8836（169番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．3―35．7―47．7―1：00．3―1：13．1―1：25．3―1：36．4―1：47．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．0

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バ ジ オ ウ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ハービンジャー デビュー 2020．8．23 新潟2着

2018．4．14生 牡3鹿 母 フローレスダンサー 母母 ダンスインザムード 6戦2勝 賞金 35，070，000円
〔競走中止〕 アナレンマ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。
〔制裁〕 ディオスバリエンテ号の騎手石橋脩は，2コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりバジオウ号は，東京優駿（GⅠ）競走に優先出走できる。

11060 5月8日 曇 良 （3東京2） 第5日 第12競走 1，400�4歳以上2勝クラス
発走16時25分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

713 シゲルタイタン 牡4鹿 57
54 ▲永野 猛蔵森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 482± 01：24．2 5．6�

815 オルクリスト 牡5鹿 57 大野 拓弥�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 482＋101：24．41� 21．9�
816� ミフトゥーロ 牝6鹿 55 田辺 裕信藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 468± 01：24．71� 10．0�
24 ディスモーメント 牡5黒鹿57 杉原 誠人大塚 亮一氏 宮田 敬介 浦河 杵臼牧場 530± 0 〃 クビ 8．2�
59 ファイナルマズル 牡5鹿 57 内田 博幸 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 480± 01：25．12 28．8	
47 ナ ム ラ ブ ル 牡5鹿 57 戸崎 圭太奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 森 政巳 498－ 6 〃 クビ 14．2

11 シセイタケル 牡6栗 57 石橋 脩猪苗代 勇氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 490＋ 21：25．3� 19．8�
35 ドゥラリュール �8栗 57

54 ▲原 優介平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 480＋ 2 〃 クビ 66．5�
12 マリアルージュ 牝5青鹿55 北村 宏司河合 裕明氏 畠山 吉宏 新冠 川上牧場 468－101：25．51 28．9
36 ネヴァタップアウト 牡4栗 57 横山 武史西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 524＋ 41：25．82 3．2�
611 クリスタルアワード 牝5青鹿55 柴田 善臣 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 61：26．01� 180．1�
714 ハルワタート 牝5黒鹿55 武藤 雅�下河辺牧場 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 476＋ 81：26．1� 176．5�
612 ガ チ コ 牝7鹿 55 吉田 豊�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 478－ 21：26．41� 72．1�
48 タケルラスティ 牡4栗 57 三浦 皇成森 保彦氏 矢作 芳人 新ひだか 岡田スタツド 494± 0 〃 アタマ 5．6�
510 レジリエンスブルー 牡4黒鹿57 木幡 巧也 �YGGホースクラブ 松山 将樹 日高 高山 博 468－ 61：26．5� 14．7�
23 ロークアルルージュ 牡5芦 57 石川裕紀人尾﨑 恒男氏 手塚 貴久 洞	湖 レイクヴィラファーム B570＋ 41：26．81� 45．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 83，643，300円 複勝： 132，777，300円 枠連： 40，851，300円
馬連： 189，708，400円 馬単： 67，754，400円 ワイド： 163，528，300円
3連複： 311，079，900円 3連単： 323，561，000円 計： 1，312，903，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 190円 � 370円 � 300円 枠 連（7－8） 1，610円

馬 連 �� 4，460円 馬 単 �� 8，170円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 820円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 10，130円 3 連 単 ��� 54，540円

票 数

単勝票数 計 836433 的中 � 119237（2番人気）
複勝票数 計1327773 的中 � 210135（2番人気）� 82967（7番人気）� 110580（5番人気）
枠連票数 計 408513 的中 （7－8） 19599（6番人気）
馬連票数 計1897084 的中 �� 32924（16番人気）
馬単票数 計 677544 的中 �� 6214（34番人気）
ワイド票数 計1635283 的中 �� 40872（10番人気）�� 52586（5番人気）�� 21797（24番人気）
3連複票数 計3110799 的中 ��� 23014（34番人気）
3連単票数 計3235610 的中 ��� 4301（165番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルタイタン �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 メジロベイリー デビュー 2019．6．22 阪神4着

2017．2．15生 牡4鹿 母 メリーウェザー 母母 パシフィックベル 17戦3勝 賞金 42，493，000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） 1頭 サトノゲイル号
（非抽選馬） 1頭 タツオウカランブ号



（3東京2）第5日 5月8日（土曜日） 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 171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

240，210，000円
8，210，000円
28，460，000円
1，290，000円
28，930，000円
72，434，500円
4，702，500円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
698，137，900円
866，798，300円
230，795，100円
1，303，483，900円
540，208，400円
980，263，800円
1，882，921，300円
2，421，947，400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 8，924，556，100円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第2回東京競馬第5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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