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11073 5月15日 曇 良 （3東京2） 第7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

714 スリーマイトコーズ 牝3栗 54 M．デムーロ永井商事� 田中 剛 浦河 村中牧場 448－ 21：25．4 2．9�
12 ボ レ ロ 牝3鹿 54

51 ▲永野 猛蔵�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 452± 01：25．5クビ 4．2�
24 フィルモグラフィー 牝3黒鹿54 田辺 裕信 �社台レースホース伊藤 大士 千歳 社台ファーム 454＋ 41：26．24 36．7�
23 リトルカプリース 牝3青 54 C．ルメール 吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 416－ 21：26．52 9．3�
59 ビリーヴインミー 牝3黒鹿54 北村 宏司�グランド牧場 萩原 清 新ひだか グランド牧場 470＋ 21：26．6� 11．2	
612 スイートフィル 牝3芦 54 江田 照男シンボリ牧場 菊川 正達 新ひだか 増本 良孝 456＋ 21：26．7クビ 5．0

510 リテラチュア 牝3青鹿54 武藤 雅吉田 照哉氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 416＋ 21：27．12� 22．2�
816 グルナピーク 牝3黒鹿54 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 中川 公成 浦河 市川牧場 436－ 2 〃 アタマ 11．1�
36 サンマルベローチェ 牝3鹿 54 荻野 極相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 470－ 6 〃 ハナ 234．3
815 ヴェイルオブナイト 牝3青鹿54 石川裕紀人 �グリーンファーム奥村 武 千歳 社台ファーム 428＋ 61：27．52� 280．1�
713 フォルトゥナータ 牝3黒鹿54 横山 武史 �キャロットファーム 小西 一男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋101：27．92� 15．6�
35 アロハロック 牝3青 54 木幡 巧也荻原 慎司氏 杉浦 宏昭 むかわ 上水牧場 426± 01：28．43 96．4�
48 デルマジュンデイ 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 琉人浅沼 廣幸氏 天間 昭一 日高 ファニーヒルファーム 470 ―1：28．61� 361．5�
11 アイフレンズ 牝3鹿 54 杉原 誠人ライフエンタープライズ� 中野 栄治 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 434－ 81：28．81 605．0�
611 オショロコマ 牝3栗 54 和田 竜二越村 哲男氏 勢司 和浩 洞�湖 レイクヴィラファーム 476＋ 4 〃 同着 36．6�
47 ベ ッ ペ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介門野 重雄氏 大竹 正博 新ひだか フジワラフアーム 508＋ 41：31．3大差 194．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，964，200円 複勝： 64，175，600円 枠連： 13，192，400円
馬連： 70，408，000円 馬単： 31，197，100円 ワイド： 65，637，200円
3連複： 114，904，300円 3連単： 116，242，200円 計： 513，721，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 160円 � 530円 枠 連（1－7） 600円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，630円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 6，700円 3 連 単 ��� 21，390円

票 数

単勝票数 計 379642 的中 � 102706（1番人気）
複勝票数 計 641756 的中 � 156146（1番人気）� 112828（3番人気）� 20614（9番人気）
枠連票数 計 131924 的中 （1－7） 16773（2番人気）
馬連票数 計 704080 的中 �� 74859（2番人気）
馬単票数 計 311971 的中 �� 18153（2番人気）
ワイド票数 計 656372 的中 �� 58158（2番人気）�� 9609（20番人気）�� 8701（21番人気）
3連複票数 計1149043 的中 ��� 12860（22番人気）
3連単票数 計1162422 的中 ��� 3939（68番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．7―12．2―12．4―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．1―47．3―59．7―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スリーマイトコーズ �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2020．10．31 東京6着

2018．4．24生 牝3栗 母 スリーサンハーツ 母母 スリーサンナイナー 7戦1勝 賞金 10，820，000円
〔発走状況〕 ビリーヴインミー号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベッペ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年7月15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 トップシンデレラ号
（非抽選馬） 1頭 ハイライフ号

11074 5月15日 曇 良 （3東京2） 第7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

611 ロ ン コ ー ネ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太ライオンレースホース� 岩戸 孝樹 浦河 浦河日成牧場 490＋ 21：37．2 1．5�
24 エコロファルコン 牡3鹿 56 江田 照男原村 正紀氏 矢野 英一 新ひだか 山田牧場 482＋ 41：37．3� 11．4�
714 セイウンオードリー 牡3鹿 56 内田 博幸西山 茂行氏 深山 雅史 むかわ 宇南山牧場 504± 01：38．15 17．0�
47 ニンジャゴー 牡3栗 56 武藤 雅野村 茂雄氏 水野 貴広 洞�湖 レイクヴィラファーム 426± 01：38．63 65．8�
35 ビヨンドザシーン 牡3黒鹿56 杉原 誠人�ミルファーム 的場 均 浦河 ミルファーム 454－ 41：38．91� 32．4	
816 ガ レ ア 牡3黒鹿56 大野 拓弥 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 464－ 2 〃 クビ 25．3

59 ジ ュ ン ゼ ロ 牡3鹿 56 C．ルメール 河合 純二氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 496－ 81：39．0� 3．7�
510 ラ ン ス ル ー 牡3栗 56 三浦 皇成前田 晋二氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 538－ 61：39．1� 15．9�
36 サザンジンジャー 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 浦河 谷川牧場 486＋ 21：39．52� 174．2
11 ミキノカラクリバコ 牡3鹿 56

53 ▲永野 猛蔵谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 532－ 21：39．6クビ 273．1�
48 ファステストシチー 牡3芦 56 石川裕紀人 �友駿ホースクラブ 奥平 雅士 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 458－121：39．81� 163．6�
12 アルバトリア 牝3鹿 54

51 ▲原 優介加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 432＋ 81：39．9� 315．4�
815 ニシノカタパルト 牡3栗 56 岩部 純二西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 松本牧場 B474－ 2 〃 ハナ 62．0�
23 ウエスタンアダム 牡3鹿 56 嶋田 純次西川 賢氏 大竹 正博 新ひだか ウエスタンファーム 512± 01：40．0� 708．2�
713 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 460－ 21：41．59 437．8�

（15頭）
612 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± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 35，410，500円 複勝： 161，901，100円 枠連： 11，722，900円
馬連： 55，526，900円 馬単： 34，657，700円 ワイド： 55，099，400円
3連複： 86，607，800円 3連単： 128，633，900円 計： 569，560，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 230円 � 250円 枠 連（2－6） 950円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 440円 �� 390円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 2，900円 3 連 単 ��� 7，270円

票 数

単勝票数 差引計 354105（返還計 991） 的中 � 183742（1番人気）
複勝票数 差引計1619011（返還計 2418） 的中 � 1238993（1番人気）� 50256（4番人気）� 44276（5番人気）
枠連票数 差引計 117229（返還計 753） 的中 （2－6） 9532（3番人気）
馬連票数 差引計 555269（返還計 4754） 的中 �� 46268（3番人気）
馬単票数 差引計 346577（返還計 3104） 的中 �� 21073（4番人気）
ワイド票数 差引計 550994（返還計 7903） 的中 �� 33490（4番人気）�� 38471（3番人気）�� 8170（15番人気）
3連複票数 差引計 866078（返還計 17587） 的中 ��� 22347（10番人気）
3連単票数 差引計1286339（返還計 21645） 的中 ��� 12822（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―35．6―48．1―1：00．7―1：13．0―1：25．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロ ン コ ー ネ �
�
父 フサイチセブン �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．11．15 東京2着

2018．3．13生 牡3黒鹿 母 サマーティアラ 母母 キョウワノメガミ 5戦1勝 賞金 13，200，000円
〔競走除外〕 カラドボルグ号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔3走成績による出走制限〕 サザンジンジャー号・ブライダルクイーン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月15日ま

で平地競走に出走できない。

第２回 東京競馬 第７日



11075 5月15日 晴 良 （3東京2） 第7日 第3競走 ��1，400�3歳未勝利
発走11時05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

48 トーセンニック 牡3栗 56 江田 照男島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ
スティファーム 472－ 81：25．3 11．9�

11 ヴィグルズマン 牡3栗 56 木幡 巧也 KAJIMOTOホー
ルディングス� 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 B440－ 2 〃 クビ 224．2�

12 ウインラザンツ 牡3鹿 56 松山 弘平�ウイン 畠山 吉宏 新冠 イワミ牧場 B500－ 41：25．4クビ 4．4�
611� タ ピ テ ー ル 牝3芦 54 丸山 元気吉田 千津氏 黒岩 陽一 米 Teruya

Yoshida 500－ 81：25．5� 4．7�
35 モ ン チ 牡3栗 56 北村 宏司北所 直人氏 松山 将樹 新ひだか 三石川上牧場 464－ 41：26．24 6．5	
24 トペコンヒーロ 牡3栗 56

53 ▲永野 猛蔵細川智恵子氏 勢司 和浩 新ひだか 藤巻 則弘 478± 0 〃 クビ 77．3

59 カ ラ ハ リ �3鹿 56 柴田 大知手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 新冠 大栄牧場 422＋ 21：26．3� 69．5�
47 キタノサスピション 牝3芦 54 的場 勇人北所 直人氏 粕谷 昌央 新冠 村上 雅規 442＋ 61：26．41 455．8�
510 カネショウルーイ 牡3鹿 56 吉田 豊清水 正裕氏 古賀 史生 伊達 高橋農場 486－ 21：26．5� 6．1
36 キタノエンディング 牡3鹿 56

53 ▲原 優介北所 直人氏 石栗 龍彦 新ひだか 谷岡牧場 438－ 61：26．71� 243．0�
815 ヴィントラオフ 牡3栗 56 野中悠太郎田畑 利彦氏 青木 孝文 浦河 小倉牧場 528＋ 41：26．8クビ 281．5�
816 ニシノメタル 牡3黒鹿56 武藤 雅西山 茂行氏 武藤 善則 新ひだか 西村牧場 424＋ 2 〃 クビ 244．5�
713 ジェットセッター 牡3鹿 56 M．デムーロ野村 茂雄氏 加藤士津八 新冠 新冠橋本牧場 B456＋ 21：27．11� 161．0�
714� ランボボーイ 牡3青鹿54 C．ルメール 吉田 和美氏 栗田 徹 豪 Phoenix Thorough-

bred（11）Ltd 486＋ 4 〃 ハナ 2．8�
612 スイートナイト 牝3栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 神垣 道弘 446－ 4 〃 クビ 121．0�
23 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 404－ 41：29．4大差 612．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，491，700円 複勝： 55，882，900円 枠連： 10，886，300円
馬連： 64，821，500円 馬単： 29，421，000円 ワイド： 57，114，700円
3連複： 92，196，600円 3連単： 107，121，900円 計： 456，936，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 370円 � 3，540円 � 210円 枠 連（1－4） 1，640円

馬 連 �� 114，950円 馬 単 �� 149，090円

ワ イ ド �� 23，500円 �� 630円 �� 6，480円

3 連 複 ��� 88，190円 3 連 単 ��� 844，160円

票 数

単勝票数 計 394917 的中 � 26376（6番人気）
複勝票数 計 558829 的中 � 38886（6番人気）� 3335（13番人気）� 83654（4番人気）
枠連票数 計 108863 的中 （1－4） 5120（9番人気）
馬連票数 計 648215 的中 �� 437（66番人気）
馬単票数 計 294210 的中 �� 148（116番人気）
ワイド票数 計 571147 的中 �� 599（65番人気）�� 25192（11番人気）�� 2191（35番人気）
3連複票数 計 921966 的中 ��� 784（117番人気）
3連単票数 計1071219 的中 ��� 92（815番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―12．1―12．1―11．9―12．5―13．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンニック �
�
父 トーセンファントム �

�
母父 メイショウサムソン デビュー 2020．9．12 中山6着

2018．3．20生 牡3栗 母 トーセンアルニカ 母母 セシルブルース 6戦1勝 賞金 7，150，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハニーミルク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月15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〕 ジェットセッター号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年7月15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 ハイドアンドシーク号

11076 5月15日 晴 良 （3東京2） 第7日 第4競走 ��1，400�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
1：19．4
1：19．0

良
良

816 フロスティクォーツ 牡3黒鹿56 横山 武史ライオンレースホース� 斎藤 誠 浦河 高昭牧場 474＋ 21：21．2 16．9�
12 アークライト 牡3鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 520± 01：21．3クビ 1．9�
59 ドルフィンクエスト 牡3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 460＋ 4 〃 クビ 24．6�
713 アゼルスタン 牡3鹿 56 松山 弘平 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 504＋ 61：21．4� 4．6�
36 デ ク ラ ー ク 牡3鹿 56 岩田 康誠 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 新冠 プログレスファーム 442－ 81：21．71� 10．6	
714 スマートルグラン 牝3鹿 54 三浦 皇成大川 徹氏 鹿戸 雄一 新ひだか 静内山田牧場 428－ 21：21．8� 22．2

611 グ ラ ヴ ィ ル 牝3黒鹿54 田辺 裕信 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 496 ―1：22．01� 8．0�
47 エーアイダンサー 牝3鹿 54 丸山 元気岡田 壮史氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 438＋ 6 〃 ハナ 186．3�
35 � バラードインミラノ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 伊

Colombo Carlo and Rz
Vedano Di Litta Modig-
nani Picozzi Alfonso

426＋ 21：22．1� 12．0
715 アレッタレジーナ 牝3黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 むかわ 上水牧場 432＋ 2 〃 クビ 260．5�

11 シーチェンジ 牝3栗 54 大野 拓弥吉田 晴哉氏 和田 勇介 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 418－ 8 〃 ハナ 48．1�

818� ペルセウステソーロ 牡3栗 56 	島 克駿了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 米 Mr. & Mrs.

Kenji Ryotokuji 444－ 41：22．41� 313．6�
23 ゲ ッ ト オ ン 牡3青鹿56 木幡 巧也�ジェイアール 黒岩 陽一 新ひだか 木田 晶範 460＋ 21：22．71� 297．6�
817 ビューティフルボム 牝3芦 54 吉田 豊西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 460＋ 21：22．8� 498．3�
48 エコロテッチャン 牝3鹿 54 戸崎 圭太原村 正紀氏 岩戸 孝樹 安平 追分ファーム 424＋ 61：22．9� 43．6�
24 ウエスタンプラチナ 牝3栗 54 田中 勝春西川 賢氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 446 ―1：23．0� 384．3�
510 ブルーダイヤ 牝3鹿 54 石川裕紀人古川 智洋氏 小笠 倫弘 新冠 秋田牧場 458－101：23．1� 113．8�
612 ユリシスフライ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介岡田 牧雄氏 松山 将樹 日高 滝本 健二 426－ 41：23．31� 824．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 55，631，900円 複勝： 85，633，800円 枠連： 15，335，500円
馬連： 78，870，800円 馬単： 39，213，800円 ワイド： 77，183，400円
3連複： 112，303，100円 3連単： 143，954，800円 計： 608，127，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，690円 複 勝 � 390円 � 110円 � 370円 枠 連（1－8） 1，500円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 5，150円

ワ イ ド �� 800円 �� 2，590円 �� 630円

3 連 複 ��� 7，150円 3 連 単 ��� 54，670円

票 数

単勝票数 計 556319 的中 � 26297（6番人気）
複勝票数 計 856338 的中 � 35343（7番人気）� 370000（1番人気）� 37436（6番人気）
枠連票数 計 153355 的中 （1－8） 7885（5番人気）
馬連票数 計 788708 的中 �� 36351（5番人気）
馬単票数 計 392138 的中 �� 5702（18番人気）
ワイド票数 計 771834 的中 �� 25214（7番人気）�� 7238（27番人気）�� 32864（5番人気）
3連複票数 計1123031 的中 ��� 11778（24番人気）
3連単票数 計1439548 的中 ��� 1909（158番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．4―35．1―46．8―58．0―1：09．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フロスティクォーツ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．1．30 東京5着

2018．4．12生 牡3黒鹿 母 カレンシェリーメイ 母母 スプリングチケット 3戦1勝 賞金 5，700，000円
※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。
（非抽選馬） 1頭 スマートワン号



11077 5月15日 晴 良 （3東京2） 第7日 第5競走 1，800�3歳未勝利
発走12時25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

816 シテフローラル 牡3鹿 56 松山 弘平金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 438± 01：46．0 1．6�

510 トーセンメラニー 牝3黒鹿 54
51 ▲原 優介島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 458＋ 21：46．1クビ 3．5�
35 ラインプリンス 牡3鹿 56 三浦 皇成大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 474－ 61：46．42 14．9�
815 フクノグラーティア 牝3黒鹿54 大野 拓弥福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新ひだか 山際牧場 444± 01：46．82� 14．3�
23 マイネルレイヨン 牡3鹿 56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム 494＋ 4 〃 クビ 19．5	
36 コアレスロング 牝3黒鹿54 柴田 善臣小林 昌志氏 小野 次郎 平取 雅 牧場 484＋ 81：46．9� 100．0

612 メ ラ ニ ー 牝3青鹿54 戸崎 圭太近藤 英子氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 436＋ 81：47．0アタマ 11．1�
59 ノアブラック �3青鹿56 木幡 巧也佐山 公男氏 天間 昭一 様似 清水スタッド 424± 0 〃 ハナ 172．6�
611 ミライヘノイブキ 牡3栗 56 内田 博幸三島 宣彦氏 伊藤 大士 浦河 谷口牧場 438－ 61：47．21� 317．3
11 エフティレーヴ 牝3黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 436＋ 21：47．3� 27．0�
12 エレガントオーラ 牝3黒鹿54 野中悠太郎田畑 利彦氏 根本 康広 浦河 秋場牧場 412＋ 81：47．51� 279．2�
713 ニシノソメイノ 牝3黒鹿54 武藤 雅西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 ガーベラパー

クスタツド 414＋ 21：48．13� 49．7�
714 ホークピラー 牡3鹿 56 柴田 大知 �ブルースターズファーム 佐藤 吉勝 新ひだか 三石ファーム 488－ 61：49．27 570．2�
48 ハ リ エ ッ ト 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 琉人門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 420－ 2 〃 � 715．6�
24 キュンキュンハート 牝3鹿 54 岩部 純二堀口 晴男氏 伊藤 伸一 清水 小野瀬 竜馬 408－ 21：49．41� 639．1�
47 ボンバーガール 牝3鹿 54 嶋田 純次田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新ひだか 前田ファーム 492－ 2 〃 ハナ 407．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，346，200円 複勝： 108，594，200円 枠連： 12，601，100円
馬連： 60，033，100円 馬単： 36，504，400円 ワイド： 53，922，700円
3連複： 91，110，100円 3連単： 133，463，300円 計： 536，575，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 130円 � 190円 枠 連（5－8） 280円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 160円 �� 330円 �� 400円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 1，890円

票 数

単勝票数 計 403462 的中 � 194514（1番人気）
複勝票数 計1085942 的中 � 762847（1番人気）� 97961（2番人気）� 41228（4番人気）
枠連票数 計 126011 的中 （5－8） 33851（1番人気）
馬連票数 計 600331 的中 �� 145732（1番人気）
馬単票数 計 365044 的中 �� 59272（1番人気）
ワイド票数 計 539227 的中 �� 105236（1番人気）�� 37377（2番人気）�� 28774（5番人気）
3連複票数 計 911101 的中 ��� 83193（1番人気）
3連単票数 計1334633 的中 ��� 51123（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―35．4―47．4―59．4―1：11．7―1：23．0―1：34．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F34．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シテフローラル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Rossini デビュー 2020．10．18 東京2着

2018．4．1生 牡3鹿 母 ジョコンダⅡ 母母 La Joconde 6戦1勝 賞金 12，670，000円
〔3走成績による出走制限〕 ミライヘノイブキ号・ハリエット号・キュンキュンハート号・ボンバーガール号は，「3走成績による出走制

限」のため，令和3年7月15日まで平地競走に出走できない。

11078 5月15日 晴 良 （3東京2） 第7日 第6競走 1，400�3歳1勝クラス
発走12時55分 （ダート・左）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

510 コモレビキラリ 牝3青鹿54 野中悠太郎亀岡 和彦氏 根本 康広 千歳 社台ファーム 454－ 21：24．5 2．9�
714 パ ラ ノ イ ド 牝3鹿 54 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 むかわ 上水牧場 468＋ 21：25．03 13．1�
36 ミ カ ン サ ン 牝3鹿 54

51 ▲永野 猛蔵是枝 浩平氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 464± 0 〃 クビ 24．3�
611 ノットイェット 牝3鹿 54 武藤 雅�GET NEXT 武藤 善則 日高 日高大洋牧場 B474－ 61：25．1クビ 23．4�
816 プレフェリータ 牝3鹿 54 三浦 皇成�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 474＋ 61：25．42 20．7�
48 テーオーエルサ 牝3鹿 54 石橋 脩小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか タイヘイ牧場 468＋ 41：25．61 13．4	
24 エスジープリンセス 牝3芦 54 大野 拓弥後藤 貞夫氏 和田 勇介 新ひだか グローリーファーム 472＋ 2 〃 クビ 26．4

59 アジアノジュンシン 牝3鹿 54 内田 博幸植村 仁氏 奥村 武 日高 門別 敏朗 460＋ 21：25．91� 19．6�
23 ジョーミニスター 牝3鹿 54 和田 竜二上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 土居牧場 408＋ 21：26．11� 11．6�
47 ニシノエルサ 牝3芦 54 田辺 裕信西山 茂行氏 中野 栄治 新ひだか 棚川 光男 446± 0 〃 クビ 17．2
35 スズカビーチ 牝3黒鹿54 岩部 純二永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B462－ 61：26．3� 358．2�
612 メイショウホシアイ 牝3栗 54 横山 典弘松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 富田牧場 466± 01：26．51� 2．7�
815 フェスティヴノンノ 牝3栗 54 江田 照男臼井義太郎氏 天間 昭一 新冠 細川農場 456± 01：27．03 180．9�
12 マイステージ 牝3鹿 54

51 ▲原 優介冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 420－ 21：27．1� 57．3�
11 ジャストザビアンカ 牝3青鹿54 浜中 俊ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 新ひだか 前田ファーム 444－101：28．810 117．3�

（15頭）
713 アラカザーム 牝3栗 54 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 村上牧場 436－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 39，452，900円 複勝： 53，721，800円 枠連： 15，166，200円
馬連： 74，651，100円 馬単： 29，217，300円 ワイド： 69，813，600円
3連複： 114，558，400円 3連単： 113，798，300円 計： 510，379，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 270円 � 480円 枠 連（5－7） 1，450円

馬 連 �� 2，490円 馬 単 �� 3，730円

ワ イ ド �� 780円 �� 940円 �� 5，720円

3 連 複 ��� 14，860円 3 連 単 ��� 55，220円

票 数

単勝票数 差引計 394529（返還計 9940） 的中 � 107928（2番人気）
複勝票数 差引計 537218（返還計 15468） 的中 � 128613（1番人気）� 45503（3番人気）� 22597（8番人気）
枠連票数 差引計 151662（返還計 403） 的中 （5－7） 8081（7番人気）
馬連票数 差引計 746511（返還計 48227） 的中 �� 23224（6番人気）
馬単票数 差引計 292173（返還計 19912） 的中 �� 5870（9番人気）
ワイド票数 差引計 698136（返還計 52042） 的中 �� 23855（5番人気）�� 19372（12番人気）�� 2980（54番人気）
3連複票数 差引計1145584（返還計145296） 的中 ��� 5780（62番人気）
3連単票数 差引計1137983（返還計142071） 的中 ��� 1494（160番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―12．1―12．2―11．8―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―23．0―35．1―47．3―59．1―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コモレビキラリ �
�
父 ダノンレジェンド �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．10．25 東京4着

2018．4．10生 牝3青鹿 母 ジ ャ ド ー ル 母母 イージーラヴァー 6戦2勝 賞金 18，200，000円
〔競走除外〕 アラカザーム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で暴れた際，疾病〔左後肢挫創〕を発症したため競走除外。発

走時刻6分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アラカザーム号は，令和3年5月16日から令和3年6月14日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジャストザビアンカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年6月15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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 アオイシチフク号・アレナマエストロ号・エールソヴール号・ケイツーマルカ号・サンマルセレッソ号・

マイコレット号・マダムシュシュ号・ラインオブフェイト号



11079 5月15日 晴 良 （3東京2） 第7日 第7競走 ��
��2，000�3歳1勝クラス

発走13時25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
1：56．1
1：56．1

良
良

66 エクランドール 牝3鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 422－ 82：00．4 1．6�
88 テ ン カ ハ ル 牡3栗 56 戸崎 圭太ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 484－ 42：00．5� 3．2�
55 フォルテデイマルミ 牡3黒鹿56 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 追分ファーム 476－ 22：00．81� 3．8�
44 ク オ ン タ ム 牝3芦 54

51 ▲永野 猛蔵�ミルファーム 小野 次郎 浦河 猿橋 義昭 440＋ 42：01．22� 92．2�
33 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 448－ 8 〃 アタマ 30．5	
22 デルマムリョウ 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 470－ 22：01．51� 159．4

77 セ ン ナ リ 	3鹿 56 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 460－ 42：02．77 126．6�
11 オサキニゴブレイ 牝3青鹿 54

51 ▲原 優介野崎 宗信氏 青木 孝文 新ひだか 高橋 修 466＋102：03．33� 170．2�
（8頭）

売 得 金
単勝： 54，189，500円 複勝： 62，459，100円 枠連： 発売なし
馬連： 45，936，700円 馬単： 35，675，700円 ワイド： 25，830，400円
3連複： 50，853，300円 3連単： 183，976，000円 計： 458，920，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 100円 � 100円 � 100円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 390円

ワ イ ド �� 110円 �� 110円 �� 130円

3 連 複 ��� 130円 3 連 単 ��� 510円

票 数

単勝票数 計 541895 的中 � 269066（1番人気）
複勝票数 計 624591 的中 � 352936（1番人気）� 95073（3番人気）� 134534（2番人気）
馬連票数 計 459367 的中 �� 125981（2番人気）
馬単票数 計 356757 的中 �� 66952（2番人気）
ワイド票数 計 258304 的中 �� 55731（2番人気）�� 70304（1番人気）�� 43594（3番人気）
3連複票数 計 508533 的中 ��� 277341（1番人気）
3連単票数 計1839760 的中 ��� 260848（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．4―37．7―49．5―1：01．8―1：14．1―1：26．4―1：37．8―1：48．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F34．0

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

勝馬の
紹 介

エクランドール 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Green Tune デビュー 2021．1．31 東京1着

2018．4．15生 牝3鹿 母 リュヌドール 母母 Luth D’Or 2戦2勝 賞金 13，300，000円

11080 5月15日 晴 良 （3東京2） 第7日 第8競走 ��2，100�4歳以上1勝クラス
発走14時00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
2：06．7
2：05．9

良
良

815 ダルムシュタット �4鹿 57 和田 竜二村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 464＋ 22：13．1 37．5�
36 エターナルボンド 牡4黒鹿57 田辺 裕信 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B518＋ 82：13．31 2．6�
12 スキルショット 牡4鹿 57 松山 弘平横田 恵子氏 加藤士津八 新ひだか 今 牧場 492＋ 22：13．61� 11．1�
23 ピースボヌール �4鹿 57 大野 拓弥 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 新ひだか 千代田牧場 498－ 22：13．71 5．9�
611 トップリーチ 牡4黒鹿57 三浦 皇成紅露 純氏 萱野 浩二 日高 庄野牧場 458＋ 22：13．8� 31．0	
48 	 ヤンヤノカッサイ 牡4鹿 57 戸崎 圭太トニー倶楽部 森 秀行 様似 猿倉牧場 512± 02：14．01
 7．3

612	 ナスノコウラン 牡5鹿 57 江田 照男�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B522＋202：14．1� 91．8�
510 セイカヤマノ 牡5黒鹿57 野中悠太郎久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム B502＋ 6 〃 ハナ 26．4
713 シークレットローザ 牝4鹿 55 内田 博幸二木 英実氏 田村 康仁 平取 清水牧場 468± 0 〃 ハナ 227．9�
47 	 ヌ ン カ プ ト 牡4鹿 57 丸山 元気ヌンクラブ� 柄崎 孝 浦河 不二牧場 448＋ 22：14．31
 139．7�
59 �	 セイウンソルジャー 牡4鹿 57 高野 和馬西山 茂行氏 小手川 準 米 Fred W.

Hertrich III 528＋ 62：14．4クビ 97．2�
11 ジチュダケテソーロ 牡4鹿 57 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 天羽 禮治 B504＋ 42：14．82� 46．0�
714 アナザークイーン 牝5黒鹿 55

52 ▲永野 猛蔵 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム 468± 0 〃 アタマ 278．8�
24 セイウンクルーズ 牡4栗 57 武藤 雅西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 ガーベラパー

クスタツド B530＋ 42：14．9� 14．2�
816 カッティングロック 牡4黒鹿 57

54 ▲横山 琉人石瀬 浩三氏 相沢 郁 日高 浜本牧場 B518＋ 42：15．32� 19．0�
35 ド ー フ ァ ン �6鹿 57 横山 武史 �シルクレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム B526－ 6 （競走中止） 4．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，054，400円 複勝： 56，167，700円 枠連： 23，956，000円
馬連： 72，988，900円 馬単： 29，772，700円 ワイド： 61，076，600円
3連複： 118，755，000円 3連単： 119，283，300円 計： 516，054，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，750円 複 勝 � 640円 � 140円 � 290円 枠 連（3－8） 1，030円

馬 連 �� 3，800円 馬 単 �� 12，250円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 4，390円 �� 630円

3 連 複 ��� 12，240円 3 連 単 ��� 142，000円

票 数

単勝票数 計 340544 的中 � 7262（10番人気）
複勝票数 計 561677 的中 � 16873（9番人気）� 144539（1番人気）� 44725（5番人気）
枠連票数 計 239560 的中 （3－8） 17863（5番人気）
馬連票数 計 729889 的中 �� 14865（14番人気）
馬単票数 計 297727 的中 �� 1822（40番人気）
ワイド票数 計 610766 的中 �� 12249（14番人気）�� 3402（47番人気）�� 26290（4番人気）
3連複票数 計1187550 的中 ��� 7271（43番人気）
3連単票数 計1192833 的中 ��� 609（419番人気）

ハロンタイム 6．9―11．7―12．9―13．2―13．1―12．8―12．8―12．3―12．2―12．4―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
6．9―18．6―31．5―44．7―57．8―1：10．6―1：23．4―1：35．7―1：47．9―2：00．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダルムシュタット �
�
父 タートルボウル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．10．26 東京10着

2017．3．7生 �4鹿 母 ダンスオンザルーフ 母母 ダンシングサンデー 15戦2勝 賞金 17，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔発走状況〕 セイカヤマノ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔競走中止〕 ドーファン号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シゲルヒカルダイヤ号



11081 5月15日 晴 良 （3東京2） 第7日 第9競走 ��1，400�
ひ よ し

日 吉 特 別
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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

22 ダンケシェーン �6栗 57 横山 典弘 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 B476－ 61：24．1 6．4�
35 フジノタカネ 牡5芦 57 石川裕紀人星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B518－ 61：24．31 11．6�
815 サトノワールド 牡4鹿 57 三浦 皇成 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B518－ 41：24．4� 4．3�
23 プ リ マ ジ ア 牡4鹿 57 田辺 裕信藤沼 利夫氏 金成 貴史 平取 スガタ牧場 460＋ 4 〃 ハナ 9．0�
58 カ イ ア ワ セ 牝4栗 55 戸崎 圭太内田 玄祥氏 鈴木慎太郎 日高 オリオンファーム 446＋ 6 〃 アタマ 13．8�
59 ハ ニ エ ル 牝5鹿 55 浜中 俊�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436－121：24．61 20．3	
34 � スズカクローカス 牝5黒鹿55 荻野 極永井 宏明氏 杉山 佳明 むかわ 新井牧場 442－ 81：24．92 27．0

46 ミツカネプリンス 牡4芦 57 横山 武史小山田 満氏 鈴木 伸尋 新冠 タニグチ牧場 448－ 21：25．0� 34．6�
610 サンキーウエスト 牝4青鹿55 岩部 純二 �加藤ステーブル 萱野 浩二 日高 株式会社

ケイズ 454＋ 2 〃 クビ 24．6�
712 デルマクリスタル 牝4青鹿55 江田 照男浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 474± 01：25．42� 83．7
11 � ヒイロメープル 牡4栗 57 武藤 雅江馬 由将氏 林 徹 浦河 阿波屋ファーム 494± 01：25．5	 327．4�
611� リュウグウハヤブサ 牡4鹿 57 松山 弘平深澤 朝房氏 伊坂 重信 洞
湖 レイクヴィラファーム 490－ 41：25．71� 13．3�
47 アストロブレイク 牡4栗 57 C．ルメール �吉澤ホールディングス 相沢 郁 日高 川端 正博 490－ 61：25．91� 2．9�
814 タツオウカランブ 牝6栗 55 吉田 豊鈴木 髙幸氏 古賀 史生 浦河トラストスリーファーム 504－ 81：27．17 491．1�
713 セイドアモール 牝5鹿 55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 浦河 荻伏三好フ
アーム B506－101：27．31� 279．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 58，934，500円 複勝： 98，816，600円 枠連： 22，105，000円
馬連： 122，329，600円 馬単： 42，841，700円 ワイド： 104，559，300円
3連複： 197，331，100円 3連単： 196，464，600円 計： 843，382，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 220円 � 260円 � 180円 枠 連（2－3） 1，380円

馬 連 �� 3，520円 馬 単 �� 6，060円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 720円 �� 770円

3 連 複 ��� 5，770円 3 連 単 ��� 35，770円

票 数

単勝票数 計 589345 的中 � 73255（3番人気）
複勝票数 計 988166 的中 � 118006（3番人気）� 89936（5番人気）� 156256（2番人気）
枠連票数 計 221050 的中 （2－3） 12394（7番人気）
馬連票数 計1223296 的中 �� 26872（16番人気）
馬単票数 計 428417 的中 �� 5300（24番人気）
ワイド票数 計1045593 的中 �� 23464（14番人気）�� 38127（4番人気）�� 34976（7番人気）
3連複票数 計1973311 的中 ��� 25610（15番人気）
3連単票数 計1964646 的中 ��� 3981（106番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．9―12．5―12．1―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．7―34．6―47．1―59．2―1：11．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F37．0
3 13，7，8，2，11－（6，10）5－（12，15）（1，9）14（3，4） 4 ・（13，7）8（2，6，10，11）5－15，12，9，1（3，4，14）

勝馬の
紹 介

ダンケシェーン �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2017．11．18 東京2着

2015．2．7生 �6栗 母 ゼフィランサス 母母 モ ガ ミ ヒ メ 25戦3勝 賞金 60，231，000円
〔騎手変更〕 タツオウカランブ号の騎手田中勝春は，第6競走での負傷のため吉田豊に変更。
〔制裁〕 ダンケシェーン号の騎手横山典弘は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・10番・11番）

11082 5月15日 晴 良 （3東京2） 第7日 第10競走 ��
��2，400�

りょくふう

緑風ステークス
発走15時10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 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

44 アイアンバローズ 牡4鹿 57 横山 武史猪熊 広次氏 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 486－ 22：24．2 2．8�
810 カ ン ト ル 牡5鹿 57 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 476－ 6 〃 ハナ 11．0�
811 シルヴァーソニック 牡5芦 57 大野 拓弥 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 456＋ 4 〃 クビ 16．8�
11 サトノラディウス 牡5鹿 57 C．ルメール �サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 488± 02：24．41� 3．8�
67 ワンダーコノシュア 牡5黒鹿57 木幡 巧也山本 能成氏 斎藤 誠 浦河 大島牧場 500± 02：24．5クビ 54．5	
55 ゼ ー ゲ ン 牡6青鹿57 石橋 脩�G1レーシング 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438＋ 42：24．82 6．7

33 リリーピュアハート 牝4鹿 55 三浦 皇成 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 438－ 22：24．9� 5．1�
79 キタサンバルカン 牡5鹿 57 松山 弘平�大野商事 奥村 武 安平 ノーザンファーム 442＋ 22：25．0クビ 13．7�
66 バイマイサイド 牡6栗 57 和田 竜二�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム B488± 0 〃 � 28．7
78 	 ヒーリングマインド 
5鹿 57 田辺 裕信ゴドルフィン 四位 洋文 愛 Godolphin 474－ 22：25．85 93．1�
22 エクセレントミスズ 牡8鹿 57 内田 博幸永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 上水牧場 464－ 62：26．44 340．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 68，170，400円 複勝： 89，604，200円 枠連： 19，243，700円
馬連： 134，563，100円 馬単： 52，248，400円 ワイド： 87，054，000円
3連複： 183，884，700円 3連単： 254，812，000円 計： 889，580，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 250円 � 360円 枠 連（4－8） 1，120円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 2，580円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，030円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 7，430円 3 連 単 ��� 24，840円

票 数

単勝票数 計 681704 的中 � 194477（1番人気）
複勝票数 計 896042 的中 � 240317（1番人気）� 79837（5番人気）� 49470（7番人気）
枠連票数 計 192437 的中 （4－8） 13263（4番人気）
馬連票数 計1345631 的中 �� 60668（7番人気）
馬単票数 計 522484 的中 �� 15187（11番人気）
ワイド票数 計 870540 的中 �� 37896（7番人気）�� 21662（15番人気）�� 11197（23番人気）
3連複票数 計1838847 的中 ��� 18549（29番人気）
3連単票数 計2548120 的中 ��� 7436（90番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―12．6―12．7―12．4―12．3―11．9―11．7―11．5―11．2―11．2―11．9

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―24．8―37．4―50．1―1：02．5―1：14．8―1：26．7―1：38．4―1：49．9―2：01．1―2：12．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アイアンバローズ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Royal Anthem デビュー 2019．7．27 新潟13着

2017．2．2生 牡4鹿 母 パレスルーマー 母母 Whisperifyoudare 14戦4勝 賞金 70，163，000円



11083 5月15日 晴 良 （3東京2） 第7日 第11競走 ��
��1，400�第66回京王杯スプリングカップ（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・左）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，2．5．16以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�
増，2．5．15以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除
く）

京王電鉄株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 59，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 8，900，000円 5，900，000円
付 加 賞 1，218，000円 348，000円 174，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

510 ラウダシオン 牡4鹿 57 M．デムーロ �シルクレーシング 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 514＋ 21：19．8 4．1�

612 トゥラヴェスーラ 牡6鹿 56 �島 克駿吉田 照哉氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 470－ 6 〃 クビ 20．5�
35 カイザーミノル 牡5鹿 56 荻野 極吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B470± 01：20．01	 15．7�
611 ミッキーブリランテ 牡5鹿 56 和田 竜二野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 474－ 6 〃 クビ 9．1�
59 ビオグラフィー 牝4鹿 54 三浦 皇成 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム B474－101：20．1クビ 67．5�
36 シャインガーネット 牝4栗 54 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 476＋ 2 〃 ハナ 17．9	
24 エ ー ポ ス 牝4栗 54 岩田 康誠 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 456± 01：20．31	 13．7

47 セイウンコウセイ 牡8栗 57 内田 博幸西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 桜井牧場 504± 01：20．4
 83．0�
12 ビッククインバイオ 牝4栗 54 大野 拓弥バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 486± 0 〃 ハナ 54．5
11 � エアアルマス 牡6鹿 56 松山 弘平 �ラッキーフィールド池添 学 米

Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

482－16 〃 クビ 8．6�
23 グルーヴィット 牡5鹿 56 石橋 脩 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 502＋ 2 〃 ハナ 10．5�
714 タイセイビジョン 牡4栗 56 C．ルメール 田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 486－ 41：20．5クビ 4．3�
713 エングレーバー 牡5鹿 56 浜中 俊 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 442－ 61：20．6
 6．8�
815 イッツクール 牡5栗 56 北村 宏司久木田 隆氏 武 英智 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 B486± 01：20．92 318．2�
48 ショウナンライズ 牡8栗 56 丸山 元気国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 470± 01：21．0
 402．6�
816 シーズンズギフト 牝4青鹿54 杉原 誠人 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 492－ 4 〃 
 49．3�
817 カ タ ナ 牡6鹿 56 小野寺祐太椎名 節氏 上原 博之 新冠 松浦牧場 522＋161：21．85 335．4�

（17頭）

売 得 金
単勝： 194，472，700円 複勝： 299，821，100円 枠連： 106，349，200円
馬連： 620，719，100円 馬単： 190，047，900円 ワイド： 475，060，200円
3連複： 1，160，968，800円 3連単： 1，193，462，300円 計： 4，240，901，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 520円 � 380円 枠 連（5－6） 1，400円

馬 連 �� 5，340円 馬 単 �� 8，230円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 980円 �� 3，980円

3 連 複 ��� 16，740円 3 連 単 ��� 85，730円

票 数

単勝票数 計1944727 的中 � 373193（1番人気）
複勝票数 計2998211 的中 � 558058（1番人気）� 128551（10番人気）� 185887（8番人気）
枠連票数 計1063492 的中 （5－6） 58805（6番人気）
馬連票数 計6207191 的中 �� 89942（22番人気）
馬単票数 計1900479 的中 �� 17305（32番人気）
ワイド票数 計4750602 的中 �� 70505（23番人気）�� 129328（8番人気）�� 29911（47番人気）
3連複票数 計11609688 的中 ��� 51987（65番人気）
3連単票数 計11934623 的中 ��� 10092（321番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．3―11．2―11．0―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．0―34．3―45．5―56．5―1：08．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F34．3
3 9－10，4，5（1，13）11，15（3，7，16）14（2，12）（6，17）8 4 9＝10（4，5）（11，13）1（3，7，15）16（2，14）12，6（8，17）

勝馬の
紹 介

ラウダシオン �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 Songandaprayer デビュー 2019．6．22 阪神1着

2017．2．2生 牡4鹿 母 アンティフォナ 母母 Snatched 12戦5勝 賞金 269，759，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりラウダシオン号は，安田記念（GⅠ）競走に優先出走できる。

11084 5月15日 晴 良 （3東京2） 第7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 11，000，000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
1：33．8
1：33．3

重
良

33 スズカゴウケツ 牡4鹿 57
54 ▲永野 猛蔵永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B478－ 21：37．0 5．5�

55 ウインドジャマー �4鹿 57 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤澤 昭勝 B508± 01：37．1� 2．0�
68 アキノスマート 牡4鹿 57 M．デムーロ穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 500－101：37．3� 5．4�
44 モズピンポン 牡4栗 57 戸崎 圭太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 512＋ 41：37．62 5．1�
79 タイセイビルダー 牡5栗 57 内田 博幸田中 成奉氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム B534＋ 2 〃 ハナ 15．8�
67 プレイヤーズハイ 牡5黒鹿57 	島 克駿藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 454＋ 21：37．81 16．1	
710 ピ ナ ク ル ズ �8黒鹿 57

54 ▲原 優介ライオンレースホース� 加藤 和宏 むかわ 真壁 信一 512± 01：37．9� 122．2

11 コンクエストシチー �9栗 57 江田 照男 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 446－141：38．11 111．9�
811 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± 0 〃 � 47．9�
56 
 パープルヒビキ 牡6栗 57 岩田 康誠中野 銀十氏 飯田 雄三 浦河 高岸 順一 516－ 41：38．2� 64．2
812 ド ラ セ ナ �6黒鹿57 和田 竜二林 正道氏 奥村 豊 新冠 秋田牧場 480－ 61：38．73 37．4�
22 オーケーメジャー �4鹿 57 木幡 巧也小野 建氏 奥村 豊 浦河 三好牧場 460－ 51：39．33� 206．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 87，606，500円 複勝： 160，385，000円 枠連： 27，059，000円
馬連： 166，676，000円 馬単： 88，973，300円 ワイド： 139，653，700円
3連複： 247，839，000円 3連単： 454，525，100円 計： 1，372，717，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 160円 � 110円 � 170円 枠 連（3－5） 740円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 270円 �� 530円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，190円 3 連 単 ��� 9，180円

票 数

単勝票数 計 876065 的中 � 126976（4番人気）
複勝票数 計1603850 的中 � 170240（3番人気）� 773568（1番人気）� 145161（4番人気）
枠連票数 計 270590 的中 （3－5） 28325（3番人気）
馬連票数 計1666760 的中 �� 185242（3番人気）
馬単票数 計 889733 的中 �� 35810（8番人気）
ワイド票数 計1396537 的中 �� 137043（3番人気）�� 59170（8番人気）�� 145538（2番人気）
3連複票数 計2478390 的中 ��� 155023（3番人気）
3連単票数 計4545251 的中 ��� 35884（29番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．2―35．1―47．6―1：00．0―1：12．0―1：24．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．4―3F37．0
3 4（8，9）（2，5，10）（11，12）3（1，7）－6 4 ・（4，8）9（5，10）（2，11）12（1，3）（6，7）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スズカゴウケツ �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2019．10．5 東京3着

2017．5．3生 牡4鹿 母 リバティーベル 母母 ク ラ リ ッ サ 12戦3勝 賞金 34，200，000円



（3東京2）第7日 5月15日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 175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

287，440，000円
8，210，000円
26，950，000円
2，680，000円
34，680，000円
73，830，500円
5，101，500円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
745，725，400円
1，297，163，100円
277，617，300円
1，567，524，800円
639，771，000円
1，272，005，200円
2，571，312，200円
3，145，737，700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
計 11，516，856，700円

総入場人員 4，480名 （有料入場人員 4，300名）
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