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11109 5月22日 晴 稍重 （4東京2） 第10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

23 クルールデュヴァン 牝3鹿 54 D．レーン 吉田 和美氏 竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 466－ 81：25．1 1．2�
（豪）

48 ファームラヴ 牝3鹿 54 吉田 隼人ゴドルフィン 辻 哲英 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 458± 01：25．84 7．7�

11 サイキョウノオンナ 牝3栗 54 内田 博幸山本 精一氏 松山 将樹 新冠 対馬 正 470＋ 41：26．01 28．0�
713 カプラローラ 牝3鹿 54 大野 拓弥村野 康司氏 菊沢 隆徳 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460± 01：26．21� 14．9�
510 プリティバレリーナ 牝3芦 54 木幡 巧也横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 浦河 木村牧場 462＋ 21：26．51� 41．4�
47 シャムトラダイコウ 牝3芦 54 江田 照男西村 静子氏 中野 栄治 新ひだか 真歌田中牧場 486＋ 21：26．71� 18．0�
12 キタノポーションズ 牝3黒鹿54 武士沢友治北所 直人氏 石栗 龍彦 新冠 北星村田牧場 408－ 41：26．8� 39．2	
36 カルヴァドス 牝3黒鹿 54

52 △永野 猛蔵 
ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 加藤 和宏 青森 今川 満良 460－ 41：27．33 28．3�

612 ピッコロバンビーナ 牝3鹿 54
51 ▲西塚 洸二谷口 祐人氏 村田 一誠 新冠 守矢牧場 442＋ 21：27．61� 33．6�

816 ブライティアコバ 牝3栗 54
51 ▲水沼 元輝小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 448＋ 6 〃 ハナ 141．3

611 レディーガーネット 牝3鹿 54 野中悠太郎山本 剛士氏 宮田 敬介 新冠 新冠橋本牧場 434－ 41：28．77 135．1�
59 ディアマンネージュ 牝3鹿 54 丸田 恭介ライオンレースホース
 石毛 善彦 浦河 浦河日成牧場 480＋ 41：28．9� 186．5�
815 ハシレスライム 牝3黒鹿54 菅原 隆一川口 裕貴氏 鈴木慎太郎 浦河 日の出牧場 528 ― 〃 クビ 162．6�
35 ヒ ナ ゲ シ 牝3黒鹿54 石川裕紀人中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 400－141：29．0� 421．0�
714 アイファーステップ 牝3青鹿54 田中 勝春中島 稔氏 的場 均 日高 Wing Farm 408± 01：33．0大差 381．2�
24 ラブヴァケーション 牝3鹿 54 井上 敏樹川崎 賢二氏 天間 昭一 新冠 北星村田牧場 454－101：33．1� 418．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，845，200円 複勝： 185，128，200円 枠連： 16，441，400円
馬連： 63，291，200円 馬単： 47，404，400円 ワイド： 61，087，900円
3連複： 100，178，200円 3連単： 172，123，600円 計： 689，500，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 150円 � 330円 枠 連（2－4） 250円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 440円

ワ イ ド �� 200円 �� 530円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 3，160円

票 数

単勝票数 計 438452 的中 � 285691（1番人気）
複勝票数 計1851282 的中 � 1524960（1番人気）� 75857（2番人気）� 23566（8番人気）
枠連票数 計 164414 的中 （2－4） 50106（1番人気）
馬連票数 計 632912 的中 �� 136253（1番人気）
馬単票数 計 474044 的中 �� 80145（1番人気）
ワイド票数 計 610879 的中 �� 94634（1番人気）�� 27313（6番人気）�� 10137（12番人気）
3連複票数 計1001782 的中 ��� 47987（4番人気）
3連単票数 計1721236 的中 ��� 39375（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．8―35．6―48．0―1：00．3―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クルールデュヴァン �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2021．10．2 中山5着

2019．4．25生 牝3鹿 母 ファンシーミューズ 母母 モンヴェール 4戦1勝 賞金 10，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーステップ号・ラブヴァケーション号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和4年6月22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 クリノリュウグウ号
（非抽選馬） 1頭 プリンセスロージー号
※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。

11110 5月22日 晴 稍重 （4東京2） 第10日 第2競走 ��1，600�3歳未勝利
発走10時30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

59 サトノストロング 牡3黒鹿56 横山 武史 �サトミホースカンパニー 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 474＋ 41：37．8 2．6�
47 テンクウノツバサ 牡3鹿 56 田辺 裕信廣崎 双葉氏 中舘 英二 平取 清水牧場 484－ 21：38．33 12．9�
46 ブランショセット 牡3栗 56 大野 拓弥吉田 照哉氏 中川 公成 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 61：38．93� 6．2�
815 キタノホマレボシ 牡3黒鹿56 柴田 大知北所 直人氏 粕谷 昌央 日高 道見牧場 430＋ 21：39．0クビ 34．4�
35 サンマルディライト 牡3栗 56 戸崎 圭太相馬 勇氏 和田 勇介 新ひだか 佐竹 学 456＋ 41：39．21� 12．3�
58 ヒメカミノメガミ 牝3鹿 54 石川裕紀人國分 純氏 勢司 和浩 日高 スマイルファーム 504－ 21：39．31 15．4	
23 ミラクルランバック 牡3鹿 56 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 520－ 41：39．51� 3．4

713 サクソフォン 牡3青鹿56 酒井 学広尾レース� 田村 康仁 新ひだか 木村 秀則 418＋ 61：40．56 206．1�
11 ゼンダンクラージュ �3栗 56 松岡 正海渡邊 善男氏 村田 一誠 新ひだか 有限会社PRIDE ROCK 460＋ 21：40．71� 137．2�
34 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 464－ 21：40．8クビ 89．3
611 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 B464－ 61：41．22� 496．5�
814 ナックメジャー 牡3鹿 56 木幡 巧也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 洞�湖 レイクヴィラファーム B494＋ 81：41．3� 252．6�
712 パルフェグラッセ 牝3栗 54 M．デムーロ �ビッグレッドファーム 宮 徹 平取 坂東牧場 464＋ 21：41．4� 7．1�
610 ライフゴーズオン 牡3鹿 56 菅原 隆一�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 460± 01：41．61 581．0�

（14頭）
22 シャンドマルス 牡3芦 56 D．レーン �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

（豪）

売 得 金
単勝： 37，553，500円 複勝： 56，521，000円 枠連： 12，458，200円
馬連： 74，811，700円 馬単： 30，193，300円 ワイド： 61，595，100円
3連複： 100，721，700円 3連単： 109，233，100円 計： 483，087，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 290円 � 170円 枠 連（4－5） 550円

馬 連 �� 2，160円 馬 単 �� 3，240円

ワ イ ド �� 810円 �� 410円 �� 930円

3 連 複 ��� 3，310円 3 連 単 ��� 12，600円

票 数

単勝票数 差引計 375535（返還計 3441） 的中 � 112545（1番人気）
複勝票数 差引計 565210（返還計 3055） 的中 � 112567（2番人気）� 39742（6番人気）� 93162（3番人気）
枠連票数 差引計 124582（返還計 565） 的中 （4－5） 17366（2番人気）
馬連票数 差引計 748117（返還計 12639） 的中 �� 26755（8番人気）
馬単票数 差引計 301933（返還計 6317） 的中 �� 6971（12番人気）
ワイド票数 差引計 615951（返還計 9935） 的中 �� 18773（11番人気）�� 41630（4番人気）�� 16244（14番人気）
3連複票数 差引計1007217（返還計 37722） 的中 ��� 22819（13番人気）
3連単票数 差引計1092331（返還計 55594） 的中 ��� 6281（40番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―12．3―12．8―12．7―12．3―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．6―35．9―48．7―1：01．4―1：13．7―1：25．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノストロング �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2021．6．6 東京2着

2019．3．26生 牡3黒鹿 母 アンコールピース 母母 トレアンサンブル 9戦1勝 賞金 13，470，000円
〔出走取消〕 シャンドマルス号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。
〔発走状況〕 ライフゴーズオン号は，馬場入場が遅れたため発走時刻3分遅延。

サトノストロング号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ミラクルランバック号の騎手丸田恭介は，後検量について注意義務を怠り戒告。
〔3走成績による出走制限〕 アルマラウラ号・オレノスゴワザ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月22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１０日



11111 5月22日 晴 稍重 （4東京2） 第10日 第3競走 ��1，400�3歳未勝利
発走11時00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
1：19．4
1：19．0

良
良

612� レイヴンズコー 牡3黒鹿56 戸崎 圭太ゴドルフィン 大竹 正博 愛 Godolphin 500＋ 21：21．6 3．5�
817 ルージュエクレール 牝3鹿 54 川田 将雅 �東京ホースレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 418－ 21：21．7� 2．0�
713 カヨウネンカ 牝3栗 54 M．デムーロ�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 440± 01：21．8� 6．2�
47 ライブインステラ 牝3青 54 池添 謙一吉田 千津氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム 474＋ 6 〃 ハナ 23．6�
510� ムーディナイル 牝3鹿 54 石橋 脩吉田 照哉氏 林 徹 米 Camas

Park Stud B520－161：22．01� 30．0	
23 ベ ロ ア 牝3黒鹿54 横山 武史吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 420－ 61：22．1� 25．1

36 シ ュ ホ 牝3栗 54 横山 典弘�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 404－ 41：22．2クビ 43．8�
35 ピアツァサンマルコ 牝3鹿 54 武士沢友治�G1レーシング 小手川 準 千歳 社台ファーム 446 ―1：22．3� 181．5�
611 ヒ メ ゴ ゼ ン 牝3黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 398＋ 2 〃 ハナ 245．1
12 デルマゴモリー 牝3黒鹿 54

51 ▲水沼 元輝浅沼 廣幸氏 天間 昭一 千歳 社台ファーム 418－ 8 〃 クビ 648．8�
818 ユイノペニーワイズ 牡3黒鹿56 江田 照男由井健太郎氏 辻 哲英 浦河 川越ファーム 456＋ 61：22．51� 24．1�
59 アメイジングアイル 牝3青鹿54 柴田 善臣�大樹ファーム 和田 勇介 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 384－ 21：22．6アタマ 34．4�
11 ジュンツバサニセイ 牡3鹿 56 木幡 巧也河合 純二氏 勢司 和浩 新冠 川上牧場 452＋181：23．02� 414．5�
715 ジェットグリッター 牝3黒鹿54 C．ルメール 吉田 照哉氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 428＋ 4 〃 クビ 16．8�
24 ジュレップグラス 牝3栗 54

52 △永野 猛蔵 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 448＋12 〃 クビ 261．8�

816 ジュンエキサイト 牝3青鹿54 三浦 皇成河合 純二氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 508＋ 41：23．1クビ 91．1�
48 デルマエルフ 牝3栗 54

51 ▲西塚 洸二浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 468＋161：23．31� 100．0�
714 カゼノカケハシ 牝3栗 54 野中悠太郎福田 光博氏 根本 康広 青森 野々宮牧場 392－ 21：23．72� 663．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 50，937，600円 複勝： 67，319，100円 枠連： 17，880，900円
馬連： 80，564，900円 馬単： 37，878，900円 ワイド： 75，470，200円
3連複： 127，712，000円 3連単： 153，282，500円 計： 611，046，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 110円 � 150円 枠 連（6－8） 410円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 200円 �� 330円 �� 220円

3 連 複 ��� 500円 3 連 単 ��� 2，560円

票 数

単勝票数 計 509376 的中 � 116247（2番人気）
複勝票数 計 673191 的中 � 114981（2番人気）� 214794（1番人気）� 90746（3番人気）
枠連票数 計 178809 的中 （6－8） 33028（2番人気）
馬連票数 計 805649 的中 �� 149226（1番人気）
馬単票数 計 378789 的中 �� 30032（3番人気）
ワイド票数 計 754702 的中 �� 103157（1番人気）�� 51610（3番人気）�� 86976（2番人気）
3連複票数 計1277120 的中 ��� 189165（1番人気）
3連単票数 計1532825 的中 ��� 43290（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―34．8―46．4―57．4―1：09．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�レイヴンズコー �
�
父 Raven’s Pass �

�
母父 Street Cry デビュー 2022．1．9 中山2着

2019．5．2生 牡3黒鹿 母 Caterwaul 母母 Thunder Kitten 4戦1勝 賞金 9，700，000円
〔発走状況〕 アメイジングアイル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 カヨウネンカ号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）

カヨウネンカ号の騎手M．デムーロは，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 キスアンドテル号・ビックマハロ号
（非抽選馬） 1頭 テイエムナイスラン号

11112 5月22日 晴 稍重 （4東京2） 第10日 第4競走 2，000�3歳未勝利
発走11時30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

44 フィレンツェ 牡3鹿 56 福永 祐一田畑 利彦氏 加藤士津八 新ひだか 矢野牧場 450＋ 22：02．1 3．7�
68 ア カ カ ゲ 牡3黒鹿56 田辺 裕信 XIAOジャパン 菊川 正達 新ひだか 沖田 博志 494－ 22：02．2� 24．7�
711 ホウオウカグヤ 牝3黒鹿54 横山 武史小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 434－ 42：02．3� 12．4�
812 ジャンヌノツルギ 牝3鹿 54 吉田 隼人岡 浩二氏 小笠 倫弘 新冠 上井農場 442＋ 22：02．4� 50．1�
33 ティンタルレ 牝3鹿 54 高倉 稜�ダイリン 田中 克典 浦河 谷川牧場 428－ 82：02．5クビ 17．6�
57 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 472＋ 4 〃 クビ 7．1	
22 レッドミラージュ 牝3鹿 54 C．ルメール 大島 昌也氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 412－ 2 〃 アタマ 3．2

69 ウェイマーク 牝3鹿 54 D．レーン 吉田 勝己氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 486－162：02．71 3．4�

（豪）

11 フォーユーランラン 牝3鹿 54
52 △永野 猛蔵村田 滋氏 粕谷 昌央 日高 奥山 博 424－ 4 〃 クビ 37．3�

813 ビービードルチェ 牝3鹿 54 木幡 巧也坂東牧場 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 442± 02：03．33� 303．5�
710 マ リ ノ ラ テ 牝3栗 54

51 ▲西塚 洸二和田 志保氏 松永 康利 日高 クラウン日高牧場 434－ 62：03．61� 200．5�
56 コスモマチルダ 牝3黒鹿54 柴田 大知 ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム B424＋ 22：03．81� 143．9�
45 ダ ビ ド 牡3栗 56 田中 勝春八嶋 長久氏 菊川 正達 浦河 中神牧場 426＋ 42：04．43� 175．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 44，388，100円 複勝： 55，550，800円 枠連： 13，350，100円
馬連： 70，936，300円 馬単： 32，284，600円 ワイド： 59，209，800円
3連複： 99，520，500円 3連単： 131，107，800円 計： 506，348，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 460円 � 350円 枠 連（4－6） 840円

馬 連 �� 3，840円 馬 単 �� 6，210円

ワ イ ド �� 980円 �� 810円 �� 4，030円

3 連 複 ��� 17，620円 3 連 単 ��� 89，670円

票 数

単勝票数 計 443881 的中 � 95325（3番人気）
複勝票数 計 555508 的中 � 107025（2番人気）� 26423（7番人気）� 36801（5番人気）
枠連票数 計 133501 的中 （4－6） 12264（3番人気）
馬連票数 計 709363 的中 �� 14291（13番人気）
馬単票数 計 322846 的中 �� 3898（22番人気）
ワイド票数 計 592098 的中 �� 15687（10番人気）�� 19344（8番人気）�� 3611（30番人気）
3連複票数 計 995205 的中 ��� 4235（48番人気）
3連単票数 計1311078 的中 ��� 1060（234番人気）

ハロンタイム 13．2―12．1―12．2―12．2―12．6―12．5―12．4―11．2―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．3―37．5―49．7―1：02．3―1：14．8―1：27．2―1：38．4―1：50．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F34．9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フィレンツェ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．10．10 東京6着

2019．2．22生 牡3鹿 母 ディヴァインクレア 母母 ペ ト ラ 7戦1勝 賞金 8，860，000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。



11113 5月22日 晴 良 （4東京2） 第10日 第5競走 ��1，400�3歳1勝クラス
発走12時20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
1：21．5
1：20．3

重
不良

612 イ グ ザ ル ト 牡3黒鹿56 D．レーン 青山 洋一氏 田中 剛 日高 シンボリ牧場 492＋ 21：23．8 2．6�
（豪）

611 レイワホマレ 牡3鹿 56 川田 将雅松岡 研司氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 520 1：24．65 3．9�
11 � シェイリーン 牝3芦 54 C．ルメール 吉田 和美氏 池添 学 米 Town & Country

Horse Farms, LLC B484＋ 2 〃 ハナ 4．8�
510 ゲンパチプライド 牡3黒鹿 56

53 ▲水沼 元輝平野 武志氏 西田雄一郎 新ひだか 上村 清志 470－ 41：25．34 342．3�
714 シャインフォール 牡3鹿 56 横山 和生皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 482± 01：25．4� 13．0�
35 セイカフォルゴーレ 牡3栗 56 石橋 脩久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 498± 0 〃 アタマ 51．2�
713 ゼンカイテン 牡3芦 56 M．デムーロ川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 沖田 博志 472＋101：25．5クビ 23．7	
24 フォトスフィア 牡3栗 56 柴田 大知岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 500－ 21：25．71� 268．5

59 ニ シ ノ ア ナ 牝3鹿 54 木幡 巧也西山 茂行氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 B464＋12 〃 クビ 112．4�
815 アメトリーチェ 牝3栗 54

52 △永野 猛蔵 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 加藤士津八 新ひだか 岡田スタツド 462± 01：25．8クビ 80．6

12 ヴァンダービルト 牡3栗 56 武 豊山本又一郎氏 庄野 靖志 浦河 グランデファーム 522－ 21：25．9� 6．2�
23 マサノパドゥシャ 牡3鹿 56 吉田 隼人中村 時子氏 小島 茂之 新冠 有限会社 大

作ステーブル 484－ 21：26．0� 113．9�
816 ニシノコニャック 牡3栗 56 三浦 皇成西山 茂行氏 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 456－101：26．21 95．1�
48 アポロリヤム 牡3青 56 横山 武史アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 452＋ 21：26．3� 15．9�
36 グ ロ ー リ ー 牡3鹿 56 丸田 恭介平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 466± 0 〃 クビ 212．6�
47 カブラヤジョウ 牝3鹿 54 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 456＋ 81：26．4� 163．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，895，900円 複勝： 76，904，800円 枠連： 20，369，800円
馬連： 80，843，300円 馬単： 35，242，600円 ワイド： 76，422，500円
3連複： 125，513，400円 3連単： 144，069，500円 計： 615，261，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 150円 � 160円 枠 連（6－6） 610円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 250円 �� 290円 �� 540円

3 連 複 ��� 960円 3 連 単 ��� 4，470円

票 数

単勝票数 計 558959 的中 � 166361（1番人気）
複勝票数 計 769048 的中 � 224137（1番人気）� 115930（2番人気）� 103503（4番人気）
枠連票数 計 203698 的中 （6－6） 25532（2番人気）
馬連票数 計 808433 的中 �� 112774（1番人気）
馬単票数 計 352426 的中 �� 25038（1番人気）
ワイド票数 計 764225 的中 �� 86458（1番人気）�� 67404（2番人気）�� 31877（6番人気）
3連複票数 計1255134 的中 ��� 97783（1番人気）
3連単票数 計1440695 的中 ��� 23349（3番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―12．0―12．4―12．2―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―35．2―47．6―59．8―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イ グ ザ ル ト �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Stormy Atlantic デビュー 2021．6．6 東京14着

2019．2．27生 牡3黒鹿 母 イ ン ド リ ヤ 母母 Sophie’s Salad 10戦2勝 賞金 20，710，000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。

11114 5月22日 晴 良 （4東京2） 第10日 第6競走 1，600�4歳以上1勝クラス
発走12時50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

612 ユイノチャッキー 牡4栗 57 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 B504－ 61：36．9 11．4�
714 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 B448± 01：38．17 3．0�
36 ノームストリーム 牡4鹿 57 内田 博幸水上ふじ子氏 武市 康男 浦河 笠松牧場 B506－ 6 〃 アタマ 36．6�
611 ヴ ル カ ー ノ 牡4鹿 57 武 豊宮田 守氏 稲垣 幸雄 青森 大西興産 490＋ 21：38．31 4．7�
23 サイモンルグラン 牡5鹿 57 戸崎 圭太澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 中前牧場 504－10 〃 クビ 18．4�
24 セイウンオードリー 牡4鹿 57 三浦 皇成西山 茂行氏 深山 雅史 むかわ 宇南山牧場 506－ 41：38．61� 13．5�
510 デリシュレーヌ 牝4青鹿55 武士沢友治加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 484－ 41：38．7� 7．7	
816 ホウオウヴォーヌ 牡4栗 57 石川裕紀人小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド B484－ 2 〃 クビ 15．0

47 アルコディオーサ 牝4鹿 55

53 △永野 猛蔵 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 470＋101：38．91 51．6�

12 ゲットアップ �4黒鹿57 木幡 巧也 �ニッシンホール
ディングス 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム B480＋ 61：39．32� 25．1

713 トランセンドパスト 牡4鹿 57 M．デムーロ簗詰 貴彦氏 田中 剛 日高 ヤナガワ牧場 464＋ 2 〃 アタマ 31．0�
35 ショコラブリアン 牝5栗 55 田辺 裕信木村 直人氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 524＋ 41：39．72� 34．1�
815 クリノクーニング 牡7鹿 57 松岡 正海栗本 博晴氏 伊藤 伸一 様似 様似渡辺牧場 480＋10 〃 ハナ 68．8�
11 デルマタモン 牡4栗 57 横山 和生浅沼 廣幸氏 勢司 和浩 日高 ファニーヒルファーム 512＋101：39．8� 8．5�
59 � クラウンゼロ 牡4鹿 57 丸田 恭介�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 498± 01：40．11� 54．8�
48 ジョイライド 牡4栗 57 酒井 学グリーンスウォード伊藤 伸一 新冠 アサヒ牧場 502－ 51：40．73� 392．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，615，100円 複勝： 57，982，800円 枠連： 19，686，400円
馬連： 75，415，800円 馬単： 29，456，100円 ワイド： 73，502，700円
3連複： 118，254，500円 3連単： 116，588，300円 計： 531，501，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 340円 � 140円 � 870円 枠 連（6－7） 510円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 3，910円

ワ イ ド �� 660円 �� 4，860円 �� 2，150円

3 連 複 ��� 16，060円 3 連 単 ��� 78，480円

票 数

単勝票数 計 406151 的中 � 28458（5番人気）
複勝票数 計 579828 的中 � 38460（7番人気）� 150548（1番人気）� 12705（12番人気）
枠連票数 計 196864 的中 （6－7） 29878（1番人気）
馬連票数 計 754158 的中 �� 38386（4番人気）
馬単票数 計 294561 的中 �� 5636（9番人気）
ワイド票数 計 735027 的中 �� 30422（5番人気）�� 3732（51番人気）�� 8601（24番人気）
3連複票数 計1182545 的中 ��� 5521（51番人気）
3連単票数 計1165883 的中 ��� 1077（245番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．9―35．7―47．8―1：00．3―1：11．9―1：24．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユイノチャッキー �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2020．6．7 東京6着

2018．3．31生 牡4栗 母 マンイーター 母母 フォーチュン 17戦2勝 賞金 23，120，000円
〔制裁〕 デリシュレーヌ号の騎手武士沢友治は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アーバンヒーロー号・コパノセイバー号・メテオダヴリル号



11115 5月22日 晴 良 （4東京2） 第10日 第7競走 2，400�4歳以上1勝クラス
発走13時20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
2：20．6
2：20．6

良
良

66 レ ベ ラ ン ス 牡4鹿 57 D．レーン �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B454± 02：27．3 2．3�
（豪）

33 カレンレベンティス 牡4黒鹿57 C．ルメール 鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B456－ 42：27．51� 8．7�
11 ネイチャーシップ 牡4芦 57 野中悠太郎 �サザンホールディング 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 500＋10 〃 クビ 5．1�
89 ピ ン シ ェ ル 牡6鹿 57 吉田 豊岩﨑 伸道氏 高橋 文雅 洞�湖 レイクヴィラファーム B524－ 42：27．81� 48．3�
44 ナ ム ラ ド ン 牡5鹿 57

55 △永野 猛蔵奈村 睦弘氏 清水 久詞 新冠 武田 寛治 490－ 62：28．01 13．7	
77 エクスインパクト �4鹿 57 戸崎 圭太 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 468－ 62：28．1� 8．4

78 ボ ン ベ ー ル 牡6鹿 57 内田 博幸木部 厳生氏 辻 哲英 日高 木部ファーム 496－ 42：28．2� 12．4�
55 アスクヒーロー 牡4鹿 57 川田 将雅廣崎利洋HD� 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 498－ 22：28．4� 4．8�
22 ナ ミ ブ �6鹿 57 江田 照男�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 42：28．71� 161．0
810 シンクロゲイザー 牡5黒鹿 57

54 ▲西塚 洸二松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 浦河 杵臼牧場 454＋ 22：29．12� 261．3�
（10頭）

売 得 金
単勝： 51，689，100円 複勝： 62，236，600円 枠連： 10，485，100円
馬連： 74，232，600円 馬単： 35，602，800円 ワイド： 58，991，200円
3連複： 99，709，600円 3連単： 160，879，700円 計： 553，826，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 230円 � 150円 枠 連（3－6） 950円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 430円 �� 240円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 5，720円

票 数

単勝票数 計 516891 的中 � 179085（1番人気）
複勝票数 計 622366 的中 � 143116（1番人気）� 53112（5番人気）� 112104（2番人気）
枠連票数 計 104851 的中 （3－6） 8534（4番人気）
馬連票数 計 742326 的中 �� 57918（3番人気）
馬単票数 計 356028 的中 �� 17015（5番人気）
ワイド票数 計 589912 的中 �� 33533（5番人気）�� 72422（1番人気）�� 21565（12番人気）
3連複票数 計 997096 的中 ��� 58692（3番人気）
3連単票数 計1608797 的中 ��� 20365（12番人気）

ハロンタイム 13．2―11．2―12．3―12．9―12．7―12．8―12．8―12．2―12．1―11．7―11．1―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�
13．2―24．4―36．7―49．6―1：02．3―1：15．1―1：27．9―1：40．1―1：52．2―2：03．9―2：15．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F35．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

レ ベ ラ ン ス �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．9．6 新潟1着

2018．3．14生 牡4鹿 母 ア ン レ ー ル 母母 フレンチバレリーナ 14戦2勝 賞金 33，160，000円
〔制裁〕 レベランス号の騎手D．レーンは，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3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。

11116 5月22日 晴 良 （4東京2） 第10日 第8競走 ��2，100�
こ れ ま さ

是 政 特 別
発走13時50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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

68 ショウナンアーチー 牡4鹿 57 吉田 隼人国本 哲秀氏 松下 武士 日高 下河辺牧場 492－ 42：11．7 4．3�
44 トモジャリア 牡4黒鹿57 戸崎 圭太吉冨 学氏 小笠 倫弘 新冠 オリエント牧場 468－ 22：11．91 8．9�
33 メイショウヨシテル 牡4黒鹿57 池添 謙一松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 高昭牧場 462＋ 2 〃 クビ 7．4�
710 ダノンブレット 牡4栗 57 内田 博幸�ダノックス 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B514＋ 22：12．0クビ 4．2�
57 コバルトブルー 牡6栗 57 永野 猛蔵青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 460－ 62：12．1� 41．8	
711 キングサーガ �5黒鹿57 福永 祐一 
キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B468－ 2 〃 クビ 11．0�
22 ローズボウル 牡4鹿 57 C．ルメール �グリーンファーム林 徹 千歳 社台ファーム 502－102：12．31� 3．9�
45 ウインレゼルヴ 牡5栗 57 石川裕紀人�ウイン 奥平 雅士 様似 小田 誠一 502－ 22：12．51� 162．9
56 サンライズゴラッソ 牡4鹿 57 三浦 皇成松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 B498－10 〃 クビ 17．9�
11 	 フジマサインパクト 牡4鹿 57 M．デムーロ藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 428＋ 62：12．81� 13．2�
69 ダルムシュタット �5鹿 57 丸田 恭介村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 470± 02：12．9クビ 274．4�
813 オウケンロジータ 牝5黒鹿55 田中 勝春福井 明氏 松永 康利 浦河 辻 牧場 520± 02：13．11
 45．2�
812 トップリーチ 牡5黒鹿57 江田 照男紅露 純氏 萱野 浩二 日高 庄野牧場 470＋ 62：14．16 214．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 53，380，400円 複勝： 82，104，900円 枠連： 17，262，800円
馬連： 101，169，200円 馬単： 36，115，700円 ワイド： 80，745，200円
3連複： 144，260，000円 3連単： 164，474，600円 計： 679，512，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 280円 � 240円 枠 連（4－6） 1，860円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 3，690円

ワ イ ド �� 730円 �� 610円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 4，640円 3 連 単 ��� 22，160円

票 数

単勝票数 計 533804 的中 � 98784（3番人気）
複勝票数 計 821049 的中 � 164350（1番人気）� 65704（5番人気）� 81911（4番人気）
枠連票数 計 172628 的中 （4－6） 7187（9番人気）
馬連票数 計1011692 的中 �� 36093（8番人気）
馬単票数 計 361157 的中 �� 7326（13番人気）
ワイド票数 計 807452 的中 �� 28536（9番人気）�� 35180（4番人気）�� 18088（16番人気）
3連複票数 計1442600 的中 ��� 23282（19番人気）
3連単票数 計1644746 的中 ��� 5381（75番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．8―31．7―44．6―57．1―1：09．8―1：22．7―1：35．4―1：47．4―1：59．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ショウナンアーチー �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．10．3 中京2着

2018．2．4生 牡4鹿 母 マーメイドティアラ 母母 グレイスティアラ 14戦3勝 賞金 56，210，000円



11117 5月22日 晴 良 （4東京2） 第10日 第9競走 ��
��1，800�

ち ょ う ふ

調 布 特 別
発走14時25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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．8

良
良

44 アールバロン 牡4鹿 57 M．デムーロ前原 敏行氏 伊藤 大士 浦河 有限会社
吉田ファーム 506＋ 21：46．7 9．1�

11 ノーダブルディップ 牡4鹿 57 福永 祐一丸山 担氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 540－ 81：46．8� 6．0�
55 シュブリーム 牡6黒鹿57 田中 勝春栗坂 崇氏 大和田 成 浦河 中神牧場 B474＋ 21：47．01 32．4�
77 アンダープロット 牡4黒鹿57 C．ルメール �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 498± 0 〃 クビ 1．9�
33 カランドゥーラ 牡4鹿 57 田辺 裕信窪田 芳郎氏 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム 490＋ 21：47．21	 4．3�
22 アルディエンテ 牡5青 57 内田 博幸	G1レーシング 古賀 慎明 安平 追分ファーム 494± 01：47．3クビ 30．0

89 オンワードセルフ 牡6鹿 57 丸田 恭介樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 B490± 01：48．25 165．8�
88 トゥルーヴィル 牡5鹿 57 横山 武史 �キャロットファーム 小林 真也 安平 ノーザンファーム 468－121：49．810 5．9�
66 
 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 B458± 0 〃 ハナ 287．3
（9頭）

売 得 金
単勝： 60，526，600円 複勝： 86，911，100円 枠連： 14，451，800円
馬連： 88，981，800円 馬単： 50，618，900円 ワイド： 60，630，500円
3連複： 118，816，300円 3連単： 269，116，200円 計： 750，053，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 400円 � 320円 � 1，040円 枠 連（1－4） 2，620円

馬 連 �� 2，620円 馬 単 �� 5，620円

ワ イ ド �� 780円 �� 3，110円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 20，260円 3 連 単 ��� 128，100円

票 数

単勝票数 計 605266 的中 � 52729（5番人気）
複勝票数 計 869111 的中 � 58714（5番人気）� 77686（4番人気）� 19758（7番人気）
枠連票数 計 144518 的中 （1－4） 4274（10番人気）
馬連票数 計 889818 的中 �� 26287（10番人気）
馬単票数 計 506189 的中 �� 6744（20番人気）
ワイド票数 計 606305 的中 �� 20869（9番人気）�� 4860（20番人気）�� 9207（16番人気）
3連複票数 計1188163 的中 ��� 4398（33番人気）
3連単票数 計2691162 的中 ��� 1523（174番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―36．1―48．1―59．9―1：11．8―1：23．1―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アールバロン �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 Bluegrass Cat デビュー 2020．12．19 中山1着

2018．4．5生 牡4鹿 母 バージニアキャット 母母 Wood of Binn 11戦3勝 賞金 40，506，000円
〔制裁〕 トゥルーヴィル号の調教師小林真也は，競走中に同馬の左手綱の尾錠が外れたことについて過怠金200，000円。

11118 5月22日 晴 良 （4東京2） 第10日 第10競走 ��
��1，400�フリーウェイステークス

発走15時00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 2，320，000
2，320，000

円
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

1：19．4
1：19．0

良
良

611 テンハッピーローズ 牝4栗 55 福永 祐一天白 泰司氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 440＋ 21：20．9 4．1�
714 ル ー カ ス 牡7鹿 57 D．レーン �シルクレーシング 堀 宣行 日高 戸川牧場 516－ 8 〃 クビ 22．8�

（豪）

48 タイニーロマンス 牝4青鹿55 武 豊吉田 千津氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 522－ 21：21．0� 8．1�
24 イルクオーレ 	4鹿 57 吉田 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 浦河 杵臼牧場 B492± 01：21．1クビ 9．7�
47 メイショウシンタケ 牡4鹿 57 横山 典弘松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 474＋ 2 〃 同着 7．1	
36 ストーンリッジ 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 474± 0 〃 クビ 14．8

817
 ブルースピリット 牡4鹿 57 川田 将雅ゴドルフィン 中内田充正 愛

Deerpark Stud
& Irish Na-
tional Stud

500＋ 41：21．2� 5．4�
35 アヴェラーレ 牝4鹿 55 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 440－ 61：21．41 5．0�
816 セ ル フ ィ ー 牝5栗 55 江田 照男�フクキタル �島 一歩 新冠 パカパカ

ファーム B456＋ 2 〃 クビ 98．1
12 サ ト ノ ア イ 牝4青鹿55 横山 武史 �サトミホースカンパニー 須貝 尚介 浦河 三嶋牧場 436－ 2 〃 ハナ 14．0�
510 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 494－ 2 〃 ハナ 85．3�
11 ヤマニンペダラーダ 牡8黒鹿57 田辺 裕信土井 肇氏 中村 直也 新冠 錦岡牧場 486＋ 61：21．93 141．4�
815 カ ル リ ー ノ 牡6鹿 57 石川裕紀人 �Gリビエール・

レーシング 高橋 裕 浦河 松栄牧場 B518＋ 21：22．0� 75．3�
59 ムスコローソ 牡7栗 57 永野 猛蔵落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 518－ 61：22．21� 244．9�
612
 ハリーバローズ 牡5鹿 57 石橋 脩猪熊 広次氏 上村 洋行 米

Flaxman Hold-
ings Limited &
Airlie Stud

B486－ 6 〃 クビ 47．1�
713 ショウナンアオゾラ 牡6黒鹿57 吉田 隼人�湘南 大竹 正博 新冠 ムラカミファーム 480－ 41：22．41 126．1�
23 ニシノキントウン 牡7黒鹿57 池添 謙一西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 460－ 21：22．61� 155．1�

（17頭）

売 得 金
単勝： 82，727，500円 複勝： 125，325，600円 枠連： 37，246，800円
馬連： 202，564，000円 馬単： 71，847，200円 ワイド： 146，008，600円
3連複： 301，019，500円 3連単： 336，060，400円 計： 1，302，799，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 530円 � 330円 枠 連（6－7） 3，330円

馬 連 �� 4，820円 馬 単 �� 7，190円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 910円 �� 2，880円

3 連 複 ��� 13，450円 3 連 単 ��� 81，840円

票 数

単勝票数 計 827275 的中 � 159050（1番人気）
複勝票数 計1253256 的中 � 230715（1番人気）� 51395（9番人気）� 91819（5番人気）
枠連票数 計 372468 的中 （6－7） 8661（17番人気）
馬連票数 計2025640 的中 �� 32539（21番人気）
馬単票数 計 718472 的中 �� 7488（32番人気）
ワイド票数 計1460086 的中 �� 22645（23番人気）�� 42519（8番人気）�� 12708（33番人気）
3連複票数 計3010195 的中 ��� 16778（49番人気）
3連単票数 計3360604 的中 ��� 2977（278番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―34．8―46．6―57．9―1：09．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テンハッピーローズ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2020．8．15 小倉1着

2018．2．26生 牝4栗 母 フェータルローズ 母母 プリムローズイヴ 13戦4勝 賞金 83，439，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 アヴェラーレ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。前扉が破損したため外枠から発走。
〔調教再審査〕 アヴェラーレ号は，発走調教再審査。
※出走取消馬 ソウルトレイン号（疾病〔創傷性左角膜炎〕のため）
※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 カヌメラビーチ号
※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。

２レース目



11119 5月22日 晴 良 （4東京2） 第10日 第11競走 ��
��2，400�優 駿 牝 馬（ＧⅠ）

発走15時40分 （第83回オークス） （芝・左）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，55�

内閣総理大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 140，000，000円 56，000，000円 35，000，000円 21，000，000円 14，000，000円
付 加 賞 28，154，000円 8，044，000円 4，022，000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

2：20．6
2：20．6
2：22．8

良
良
良

818 スターズオンアース 牝3黒鹿55 C．ルメール �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 464－ 62：23．9 6．5�
12 スタニングローズ 牝3鹿 55 D．レーン �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 474± 02：24．11� 28．2�

（豪）

48 ナ ミ ュ ー ル 牝3鹿 55 横山 武史 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 426± 02：24．31� 7．1�
715 ピ ン ハ イ 牝3栗 55 高倉 稜北畑 忍氏 田中 克典 浦河 ヒダカフアーム 402－ 42：24．41 51．5�
816 プレサージュリフト 牝3黒鹿55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 468＋ 82：24．5クビ 14．8�
24 ルージュエヴァイユ 牝3鹿 55 池添 謙一 	東京ホースレーシング 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 450＋ 62：24．6	 11．2

23 アートハウス 牝3栗 55 川田 将雅 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 浦河 三嶋牧場 476＋ 22：24．91	 6．5�
817 ニシノラブウインク 牝3鹿 55 三浦 皇成西山 茂行氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 460－ 22：25．0	 132．0�
59 エリカヴィータ 牝3青 55 福永 祐一三木 正浩氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 440－ 2 〃 クビ 11．5
611 ベルクレスタ 牝3鹿 55 吉田 隼人 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 460± 02：25．21 18．8�
612 ラ イ ラ ッ ク 牝3鹿 55 横山 和生芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 426± 02：25．41� 42．4�
36 サークルオブライフ 牝3鹿 55 M．デムーロ飯田 正剛氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 484＋ 22：25．82
 3．2�
11 ウォーターナビレラ 牝3青鹿55 武 豊山岡 正人氏 武 幸四郎 浦河 伏木田牧場 468＋ 42：26．12 13．3�
714 シ ー グ ラ ス 牝3鹿 55 松岡 正海 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 418＋ 6 〃 クビ 159．4�
510 ラブパイロー 牝3青鹿55 野中悠太郎増田 陽一氏 大和田 成 浦河トラストスリーファーム 476＋ 2 〃 ハナ 187．0�
713 パーソナルハイ 牝3鹿 55 吉田 豊	G1レーシング 矢作 芳人 安平 追分ファーム 462＋ 62：26．41	 38．5�
47 ホウオウバニラ 牝3栗 55 横山 典弘小笹 芳央氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 412－ 42：27．03
 156．3�

（17頭）
35 サウンドビバーチェ 牝3黒鹿55 石橋 脩増田 雄一氏 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 476＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 1，009，395，600円 複勝： 1，089，384，000円 枠連： 503，377，800円 馬連： 2，597，544，900円 馬単： 925，863，000円
ワイド： 1，932，687，400円 3連複： 5，077，059，100円 3連単： 6，611，994，200円 5重勝： 699，775，700円 計： 20，447，081，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 230円 � 730円 � 340円 枠 連（1－8） 1，420円

馬 連 �� 8，150円 馬 単 �� 12，750円

ワ イ ド �� 2，890円 �� 1，210円 �� 3，850円

3 連 複 ��� 19，360円 3 連 単 ��� 119，010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����� 305，190円

票 数

単勝票数 差引計10093956（返還計 75923） 的中 � 1224780（3番人気）
複勝票数 差引計10893840（返還計146922） 的中 � 1401234（2番人気）� 340839（10番人気）� 835364（4番人気）
枠連票数 差引計5033778（返還計 28573） 的中 （1－8） 274125（6番人気）
馬連票数 差引計25975449（返還計515859） 的中 �� 246846（29番人気）
馬単票数 差引計9258630（返還計193671） 的中 �� 54459（48番人気）
ワイド票数 差引計19326874（返還計560449） 的中 �� 181099（34番人気）�� 449058（10番人気）�� 135190（42番人気）
3連複票数 差引計50770591（返還計2177672） 的中 ��� 196628（62番人気）
3連単票数 差引計66119942（返還計2633180） 的中 ��� 40277（390番人気）
5重勝票数 差引計6997757（返還計 45066） 的中 ����� 1605

ハロンタイム 12．4―11．0―11．9―12．6―12．7―12．5―12．3―12．1―11．6―11．3―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．4―23．4―35．3―47．9―1：00．6―1：13．1―1：25．4―1：37．5―1：49．1―2：00．4―2：12．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．4―3F34．8
1
3

17－13，3，10，2，16，9（8，18）15（1，11）－（4，14）－12－7，6
17，13，3（2，10）（9，16）18，8（15，11）1（4，14）（12，6）－7

2
4
17－13，3，10，2，16（9，18）（8，15）（1，11）4，14－12－7，6
17，13，3（2，10）（9，16）18，8（15，11）（1，4）14，12，6，7

勝馬の
紹 介

スターズオンアース �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Smart Strike デビュー 2021．8．1 新潟2着

2019．2．27生 牝3黒鹿 母 サザンスターズ 母母 Stacelita 7戦3勝 賞金 366，507，000円
〔競走除外〕 サウンドビバーチェ号は，発走地点で他の馬に蹴られ放馬。疾病〔顔部挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻15分

遅延。
※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 コントディヴェール号・シンシアウィッシュ号
※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。

11120 5月22日 晴 良 （4東京2） 第10日 第12競走 ��2，100�
たんざわ

丹沢ステークス
発走16時25分 （ダート・左）
4歳以上，3勝クラス，3．5．22以降4．5．15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 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
2：06．7
2：05．9

良
良

23 キ ス ラ ー 牡6青鹿54 武 豊�キーファーズ 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 474－ 82：09．9 7．3�
59 メイショウフンジン 牡4黒鹿56 酒井 学松本 好雄氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 510＋ 22：10．0� 3．5�
48 アベックフォルス 牡5鹿 54 戸崎 圭太田中 義明氏 加藤士津八 浦河 笠松牧場 484＋ 22：10．1クビ 22．4�
12 フィロロッソ 牡5鹿 55 池添 謙一 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 486＋ 82：10．2� 20．7�
816 オンザフェーヴル 牡5栗 55 川田 将雅廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 490－ 22：11．15 3．4	
36 アイファーキングズ 牡6黒鹿56 吉田 豊中島 稔氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 B502－ 62：11．2クビ 29．7

612 タイセイモナーク 牡6鹿 56 三浦 皇成田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B490－122：11．52 30．2�
510 ト ラ モ ン ト �5栗 54 石川裕紀人 �シルクレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 510＋ 4 〃 クビ 6．7�
11 テトラルキア �7鹿 55 大野 拓弥吉田 照哉氏 大和田 成 千歳 社台ファーム B494＋ 22：11．6クビ 42．1
24 ニューポート 牡6黒鹿53 田中 勝春馬場 幸夫氏 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 468＋ 42：11．71 181．1�
714	 ジャスパードリーム 牡4栗 54 吉田 隼人加藤 和夫氏 森 秀行 米 G. Watts

Humphrey Jr. 534－ 22：11．9� 9．3�
815 エンダウメント 牡6黒鹿55 江田 照男ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504－ 42：12．22 46．5�
35 ホウオウエーデル 牡6鹿 56 横山 和生小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 496－ 62：12．41� 33．9�
713 マイネルカイノン 牡7青鹿53 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 496－122：12．6� 224．1�
611 スーパーフェイバー 牡4黒鹿53 松岡 正海�G1レーシング 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－ 2 〃 クビ 110．0�
47 アジャストザルート 牡5鹿 54 横山 武史 �社台レースホース池添 学 千歳 社台ファーム 498± 02：12．91� 30．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 174，047，500円 複勝： 205，680，300円 枠連： 80，463，200円
馬連： 336，616，100円 馬単： 131，776，000円 ワイド： 300，384，600円
3連複： 542，166，400円 3連単： 651，830，400円 計： 2，422，964，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 250円 � 160円 � 460円 枠 連（2－5） 970円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 3，360円

ワ イ ド �� 590円 �� 2，150円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 8，490円 3 連 単 ��� 41，410円

票 数

単勝票数 計1740475 的中 � 190341（4番人気）
複勝票数 計2056803 的中 � 201759（4番人気）� 413494（1番人気）� 93164（6番人気）
枠連票数 計 804632 的中 （2－5） 63697（2番人気）
馬連票数 計3366161 的中 �� 177050（4番人気）
馬単票数 計1317760 的中 �� 29407（10番人気）
ワイド票数 計3003846 的中 �� 139008（4番人気）�� 34248（27番人気）�� 71861（9番人気）
3連複票数 計5421664 的中 ��� 47866（24番人気）
3連単票数 計6518304 的中 ��� 11410（116番人気）

ハロンタイム 7．1―10．8―11．9―12．4―12．3―12．5―12．7―12．7―12．4―12．5―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―17．9―29．8―42．2―54．5―1：07．0―1：19．7―1：32．4―1：44．8―1：57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．5
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キ ス ラ ー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2019．2．3 東京1着

2016．5．14生 牡6青鹿 母 シャンパンドーロ 母母 Champagne Glow 17戦4勝 賞金 70，924，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時40分に変更。
〔制裁〕 フィロロッソ号の騎手池添謙一は，1コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番・16番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 ヴィアメント号・ギブミーラブ号・コパノリッチマン号・サペラヴィ号・ダッチマン号・ラヴォラーレ号

５レース目



（4東京2）第10日 5月22日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
稍重後良

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

476，690，000円
2，990，000円
30，420，000円
42，030，000円
62，990，000円
79，005，000円
5，441，500円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
1，705，002，100円
2，151，049，200円
763，474，300円
3，846，971，800円
1，464，283，500円
2，986，735，700円
6，954，931，200円
9，020，760，300円
699，775，700円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 29，592，983，800円

総入場人員 30，552名 （有料入場人員 29，780名）
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