
11133 5月29日 晴 稍重 （4東京2） 第12日 第1競走 1，600�3歳未勝利
発走9時40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

611 ララエフォール 牡3鹿 56 菅原 明良フジイ興産� 和田 雄二 平取 清水牧場 486＋ 21：37．5 1．6�
（法942）

36 クリスタルウエイ 牡3栗 56 吉田 豊岡田 勇氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 470－ 81：38．03 6．1�
11 ロードオブシャドウ 牡3鹿 56 戸崎 圭太飯塚 知一氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B506－ 81：38．42� 7．4�
510 プリンスミノル 牡3鹿 56 田辺 裕信吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか ゴールドアップカンパニー 450－ 61：38．61� 41．1�
816 セイウンガレオン 牡3黒鹿56 幸 英明西山 茂行氏 奥平 雅士 新ひだか 中田 英樹 526± 01：38．7� 7．3�
612 ブレイクザアイス 牡3芦 56 三浦 皇成コウトミックレーシング 高橋 裕 新ひだか 幌村牧場 450－101：39．12� 12．7	
47 コパノキャスター 牡3芦 56 石橋 脩小林 照弘氏 稲垣 幸雄 新ひだか 西村牧場 B472－ 41：39．42 152．0

48 ストロングフォース 牡3黒鹿56 野中悠太郎犬塚悠治郎氏 根本 康広 新冠 竹中牧場 488＋ 21：40．03� 81．9�
24 ア ス リ エ ル 牡3栗 56

54 △永野 猛蔵 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 奥村 武 日高 シンボリ牧場 464＋ 2 〃 ハナ 54．3�

12 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± 0 〃 クビ 36．0

59 カ シ オ ン 牡3鹿 56 荻野 極 �シルクレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 496＋ 81：40．42 130．2�
35 ケイツークローナ 牡3栗 56 木幡 巧也楠本 勝美氏 深山 雅史 新ひだか 斉藤スタッド 456－ 81：40．72 278．7�
714 ト リ デ ン テ 牡3栗 56 和田 竜二大塚 亮一氏 田村 康仁 洞�湖 レイクヴィラファーム 524＋ 61：41．02 49．9�
23 グレートバリア �3黒鹿56 石川裕紀人本間 茂氏 相沢 郁 新ひだか 小国スティーブル B462－ 61：41．42� 240．0�
713 ドルズデスティニー 牡3栗 56 大野 拓弥佐々木貴将氏 田島 俊明 日高 細川牧場 466± 01：41．93 112．8�
815 ベ ン テ イ ガ 牡3鹿 56 岩田 望来 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 新ひだか グランド牧場 494＋ 21：44．2大差 72．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，711，700円 複勝： 80，031，100円 枠連： 11，538，900円
馬連： 56，574，400円 馬単： 29，915，400円 ワイド： 62，028，600円
3連複： 98，406，000円 3連単： 115，184，000円 計： 489，390，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 140円 � 170円 枠 連（3－6） 440円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 240円 �� 310円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 3，500円

票 数

単勝票数 計 357117 的中 � 168891（1番人気）
複勝票数 計 800311 的中 � 457523（1番人気）� 78610（2番人気）� 58583（4番人気）
枠連票数 計 115389 的中 （3－6） 19906（2番人気）
馬連票数 計 565744 的中 �� 87107（1番人気）
馬単票数 計 299154 的中 �� 29719（2番人気）
ワイド票数 計 620286 的中 �� 76061（1番人気）�� 53179（4番人気）�� 22728（6番人気）
3連複票数 計 984060 的中 ��� 61130（4番人気）
3連単票数 計1151840 的中 ��� 23842（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―35．5―48．2―1：00．8―1：13．2―1：25．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ララエフォール �
�
父 エイシンヒカリ �

�
母父 Kyllachy デビュー 2021．11．27 東京3着

2019．4．19生 牡3鹿 母 ヒ ラ ル ダ 母母 ベッラベリッシモ 7戦1勝 賞金 14，050，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベンテイガ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月29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〕 ケイツークローナ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月29日まで平地競走に出走でき

ない。

11134 5月29日 晴 稍重 （4東京2） 第12日 第2競走 1，400�3歳未勝利
発走10時10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 オーエンズテソーロ 牝3栗 54 横山 和生了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 むかわ 新井牧場 498± 01：25．6 8．0�

816 カ リ カ 牝3芦 54 吉田 豊平岡 茂樹氏 小西 一男 むかわ 平岡牧場 478＋161：25．81 22．9�
714 ル ピ コ ラ 牝3栗 54 柴田 大知ディアレストクラブ� 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 456± 01：26．22� 14．3�
12 ハクサンセレーネ 牝3栗 54 大野 拓弥河﨑 五市氏 新開 幸一 浦河 谷口牧場 432＋ 41：26．3� 132．0�
35 オールユアーズ 牝3栗 54 石川裕紀人 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 428＋ 21：26．61� 8．3	
510 グレースブロード 牝3鹿 54 木幡 巧也伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 444－ 4 〃 クビ 25．9

713 ト レ ー ネ 牝3青鹿54 和田 竜二永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 浦河 赤田牧場 B464－ 61：26．7� 33．9�
59 ウインターセット 牝3鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 492± 01：27．33� 1．6�
612 マテンロウボイス 牝3鹿 54 田辺 裕信寺田千代乃氏 久保田貴士 新ひだか 下屋敷牧場 456－ 21：27．51� 7．9
611 ハクサンセーラー 牝3栗 54 野中悠太郎河﨑 五市氏 菊川 正達 浦河 中村 雅明 436＋ 41：27．6クビ 127．8�
48 キタノドーベル 牝3黒鹿54 内田 博幸北所 直人氏 深山 雅史 日高 戸川牧場 440－ 41：27．92 19．3�
47 ニシノアジーブ 牝3鹿 54 幸 英明西山 茂行氏 斎藤 誠 新ひだか 中田 英樹 440－ 21：28．22 261．3�
815 フェスティヴベッラ 牝3栗 54

52 △山田 敬士臼井義太郎氏 清水 英克 様似 髙村 伸一 B458＋ 8 〃 ハナ 388．1�
36 ライドアクロス 牝3鹿 54 武士沢友治飯田総一郎氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 502＋ 5 〃 ハナ 495．9�
11 ワッチャネイム 牝3芦 54 原田 和真三岡 陽氏 小桧山 悟 日高 シグラップファーム 454＋ 41：28．73 296．5�
24 リンガスキャット 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心伊藤 巖氏 中舘 英二 日高 株式会社
ケイズ B476－ 11：29．33� 430．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，926，700円 複勝： 74，606，200円 枠連： 10，335，800円
馬連： 60，902，700円 馬単： 33，666，000円 ワイド： 71，517，700円
3連複： 95，465，000円 3連単： 124，151，500円 計： 510，571，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 370円 � 760円 � 460円 枠 連（2－8） 6，530円

馬 連 �� 6，480円 馬 単 �� 11，540円

ワ イ ド �� 1，860円 �� 1，420円 �� 2，620円

3 連 複 ��� 17，370円 3 連 単 ��� 97，200円

票 数

単勝票数 計 399267 的中 � 39637（3番人気）
複勝票数 計 746062 的中 � 56541（4番人気）� 24247（8番人気）� 43007（5番人気）
枠連票数 計 103358 的中 （2－8） 1225（20番人気）
馬連票数 計 609027 的中 �� 7281（17番人気）
馬単票数 計 336660 的中 �� 2187（32番人気）
ワイド票数 計 715177 的中 �� 10539（20番人気）�� 13931（12番人気）�� 7379（27番人気）
3連複票数 計 954650 的中 ��� 4121（50番人気）
3連単票数 計1241515 的中 ��� 926（254番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―36．2―48．8―1：01．0―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーエンズテソーロ �
�
父 ラブリーデイ �

�
母父 スズカマンボ デビュー 2021．10．16 東京13着

2019．3．30生 牝3栗 母 スリーアフロディテ 母母 アイライクスズカ 3戦1勝 賞金 5，970，000円
〔発走状況〕 ハクサンセーラー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第２回 東京競馬 第１２日



11135 5月29日 晴 稍重 （4東京2） 第12日 第3競走 ��2，100�3歳未勝利
発走10時40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
2：06．7
2：05．9

良
良

79 ナ ム ラ タ タ 牡3芦 56
54 △永野 猛蔵奈村 睦弘氏 清水 久詞 日高 いとう牧場 B470－ 42：13．6 10．5�

812 ヒシアラカン 牡3栗 56 D．レーン 阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 470± 02：14．02� 2．2�
（豪）

68 プレンドクエスト 牝3黒鹿54 福永 祐一 �社台レースホース池上 昌和 千歳 社台ファーム B458± 02：14．32 6．7�
55 スズヴァレット 牡3黒鹿56 和田 竜二森 達郎氏 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 538± 02：14．51 13．1�
33 タクティーレン 牡3鹿 56 柴田 大知吉田 晴哉氏 田島 俊明 安平 追分ファーム 518－ 22：14．92� 6．8�
710 ニシノレジスタンス 牡3鹿 56 野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 浦河 ガーベラパー

クスタツド 478－102：15．0� 73．2	
44 コウユーパパニニテ 牡3栗 56 木幡 巧也加治屋貞光氏 辻 哲英 新冠 海馬沢 明 518＋ 22：15．1クビ 103．9

11 セイウンフィーバー 牡3芦 56 松田 大作西山 茂行氏 尾形 和幸 新冠 中山 高鹿康 434－12 〃 クビ 128．6�
811 チャメドレア 牝3鹿 54 菅原 明良ディアレストクラブ� 高木 登 日高 浜本牧場 456－ 42：15．2クビ 21．2
67 ロードマグマ 牡3鹿 56 富田 暁 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新冠 森永 聡 B468＋ 8 〃 クビ 164．1�
56 � 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± 02：15．41� 4．9�
22 ガンガディン 牡3黒鹿56 幸 英明田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 元茂牧場 466＋ 42：15．82� 23．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 43，287，900円 複勝： 63，394，600円 枠連： 10，964，000円
馬連： 63，919，700円 馬単： 32，532，900円 ワイド： 75，629，500円
3連複： 95，901，700円 3連単： 132，424，900円 計： 518，055，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 310円 � 120円 � 200円 枠 連（7－8） 790円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 550円 �� 980円 �� 320円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 17，630円

票 数

単勝票数 計 432879 的中 � 32866（5番人気）
複勝票数 計 633946 的中 � 37664（7番人気）� 199909（1番人気）� 70894（4番人気）
枠連票数 計 109640 的中 （7－8） 10655（4番人気）
馬連票数 計 639197 的中 �� 40905（5番人気）
馬単票数 計 325329 的中 �� 6879（12番人気）
ワイド票数 計 756295 的中 �� 36539（5番人気）�� 19207（12番人気）�� 68586（2番人気）
3連複票数 計 959017 的中 ��� 32989（5番人気）
3連単票数 計1324249 的中 ��� 5443（66番人気）

ハロンタイム 7．3―11．3―13．0―13．3―12．9―13．1―12．9―12．1―12．3―12．4―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―18．6―31．6―44．9―57．8―1：10．9―1：23．8―1：35．9―1：48．2―2：00．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナ ム ラ タ タ �
�
父 ザファクター �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2022．3．5 阪神10着

2019．4．10生 牡3芦 母 マイディアソング 母母 フィールドソング 5戦1勝 賞金 5，200，000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。

11136 5月29日 晴 良 （4東京2） 第12日 第4競走 ��1，600�3歳未勝利
発走11時10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
1：30．5
1：30．3

良
良

11 グレイスフル 牝3鹿 54 松山 弘平近藤 英子氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 476＋161：33．7 11．5�
48 イ ワ ク ニ 牡3鹿 56 菅原 明良清水 義德氏 宗像 義忠 新冠 オリエント牧場 472＋ 2 〃 クビ 3．9�
36 � バーストオブカラー 牡3鹿 56 福永 祐一ゴドルフィン 木村 哲也 愛 Ringfort Stud 508 ―1：33．91� 6．8�
35 バンブリッジ 牝3栃栗54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：34．11� 14．1�
817 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 420＋ 41：34．2� 13．6�
59 � キスアンドテル 牝3鹿 54 M．デムーロゴドルフィン 金成 貴史 愛 Godolphin 488± 01：34．3クビ 6．2	
47 ルグランブルー 牝3鹿 54

51 ▲西塚 洸二山田 弘氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 442－ 4 〃 クビ 252．3

713 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 446＋ 21：34．51� 21．5�
611 テールデトワール 牝3黒鹿54 横山 武史 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 426－ 4 〃 アタマ 2．9
23 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± 01：35．14 358．3�
510 ミッドナイトミニー 牝3鹿 54 岩田 望来小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 456＋ 41：35．31� 65．9�
24 ライヴトパーズ 牝3鹿 54 木幡 巧也澤田 孝之氏 牧 光二 新ひだか 原口牧場 404＋ 21：35．4クビ 128．5�
12 ヴォーグノヤイバ 牡3栗 56 石川裕紀人志村 幸彦氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B448－ 81：35．5� 574．2�
818 ミュステーリオン 牝3栗 54

52 △永野 猛蔵 �ビッグレッドファーム 伊坂 重信 新冠 ビッグレッドファーム 458－ 81：35．71� 28．0�
816 ヴェラメンテ 牝3黒鹿54 和田 竜二大谷 正嗣氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 412－ 81：36．12� 343．7�
715 ヒールズユアペイン 牡3鹿 56 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 474＋ 21：36．41� 728．4�
612 ジュウセンシャ 牡3鹿 56

54 △山田 敬士福田 光博氏 小桧山 悟 日高 アイズスタッド株式会社 526＋121：36．72 693．7�
714 スリールトウショウ 牝3青鹿54 柴田 大知広尾レース� 和田 雄二 新冠 中山 高鹿康 434＋ 51：39．5大差 393．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 52，900，100円 複勝： 72，924，800円 枠連： 16，529，800円
馬連： 82，017，300円 馬単： 36，131，400円 ワイド： 93，684，100円
3連複： 130，338，600円 3連単： 140，491，800円 計： 625，017，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 350円 � 150円 � 290円 枠 連（1－4） 2，970円

馬 連 �� 2，840円 馬 単 �� 6，660円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 1，920円 �� 650円

3 連 複 ��� 6，390円 3 連 単 ��� 38，800円

票 数

単勝票数 計 529001 的中 � 36784（5番人気）
複勝票数 計 729248 的中 � 44984（7番人気）� 165123（2番人気）� 57425（4番人気）
枠連票数 計 165298 的中 （1－4） 4301（13番人気）
馬連票数 計 820173 的中 �� 22357（10番人気）
馬単票数 計 361314 的中 �� 4067（27番人気）
ワイド票数 計 936841 的中 �� 24616（11番人気）�� 12857（22番人気）�� 40434（4番人気）
3連複票数 計1303386 的中 ��� 15292（20番人気）
3連単票数 計1404918 的中 ��� 2625（138番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―35．0―46．7―58．5―1：10．1―1：21．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．2
3 18（5，14，16）10（1，11）（7，6，17）8（2，13）9，15，3，12－4 4 18－5（14，16）（1，10）11（7，6，17）8（2，13）（9，15）3－4，12

勝馬の
紹 介

グレイスフル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ハービンジャー デビュー 2021．9．18 中山8着

2019．2．23生 牝3鹿 母 ジ ェ ラ シ ー 母母 グローリアスデイズ 2戦1勝 賞金 5，200，000円
〔制裁〕 ミッドナイトミニー号の騎手岩田望来は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スリールトウショウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月29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〕 ミッドナイトミニー号・ジュウセンシャ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月29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。
（非抽選馬） 1頭 ユイノペニーワイズ号



11137 5月29日 晴 良 （4東京2） 第12日 第5競走 ��1，600�3歳1勝クラス
発走12時10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

713 ロードジャスティス 牡3栗 56 松山 弘平 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム B476＋ 81：36．4 20．5�
510� フィフティシェビー 牡3鹿 56 横山 武史長谷川祐司氏 蛯名 正義 米

Three Chimneys
Farm, LLC & Whis-
per Hill Farm, LLC

B496＋121：36．61� 4．3�
23 スプラウティング 牡3栗 56 戸崎 圭太ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B498－ 21：36．7� 55．8�
714 ケイティマジック 牡3鹿 56

54 △永野 猛蔵瀧本 和義氏 清水 英克 浦河 フクオカファーム 482－ 2 〃 クビ 45．9�
35 パワーブローキング 牡3鹿 56 内田 博幸ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518－ 21：36．8� 18．8�
12 ロードバルドル 牡3青鹿56 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 稲垣 幸雄 新冠 対馬 正 470－ 41：36．9� 12．0	
815 エ ル バ リ オ 牡3鹿 56 横山 和生 
サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B514－ 41：37．0� 10．6�
611 プラチナドリーム 牡3鹿 56 和田 竜二飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 B458－ 21：37．74 69．6�
24 エコロエース 牡3芦 56 石川裕紀人原村 正紀氏 矢野 英一 浦河 日進牧場 490－ 21：37．8クビ 312．2
612 キボウノホシ 牡3鹿 56 岩田 望来堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 476－ 4 〃 ハナ 31．4�
47 オ リ 牡3鹿 56 幸 英明 �ローレルレーシング 奥平 雅士 日高 リコーファーム 474－ 2 〃 クビ 62．5�
816 ビーザラキエスト 牡3鹿 56 菅原 明良ゴドルフィン 鹿戸 雄一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 520－ 21：37．9� 14．4�
36 オクトニオン 牡3鹿 56 富田 暁小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 北星村田牧場 B516－ 21：38．0� 55．1�
11 サクセスローレル 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心�タカシマ 北出 成人 浦河 大島牧場 502± 01：38．31� 4．0�
59 モ ー ル 牡3栗 56 石橋 脩 �ローレルレーシング 小手川 準 新冠 村上 欽哉 B472＋ 21：38．4クビ 51．5�
48 メイショウキッド 牡3鹿 56 横山 典弘松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 496－ 2 （競走中止） 3．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，925，200円 複勝： 81，271，900円 枠連： 19，319，700円
馬連： 95，179，400円 馬単： 35，568，500円 ワイド： 109，851，800円
3連複： 151，952，800円 3連単： 147，255，100円 計： 693，324，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，050円 複 勝 � 610円 � 200円 � 1，450円 枠 連（5－7） 3，130円

馬 連 �� 4，940円 馬 単 �� 11，450円

ワ イ ド �� 2，150円 �� 11，920円 �� 4，220円

3 連 複 ��� 73，710円 3 連 単 ��� 456，230円

票 数

単勝票数 計 529252 的中 � 20578（8番人気）
複勝票数 計 812719 的中 � 31450（8番人気）� 133230（3番人気）� 12338（14番人気）
枠連票数 計 193197 的中 （5－7） 4782（13番人気）
馬連票数 計 951794 的中 �� 14919（17番人気）
馬単票数 計 355685 的中 �� 2329（38番人気）
ワイド票数 計1098518 的中 �� 14179（19番人気）�� 2498（80番人気）�� 7117（39番人気）
3連複票数 計1519528 的中 ��� 1546（186番人気）
3連単票数 計1472551 的中 ��� 234（1021番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．7―12．2―12．4―12．4―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．0―34．7―46．9―59．3―1：11．7―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードジャスティス �
�
父 Fort Larned �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2021．7．24 函館9着

2019．4．30生 牡3栗 母 フラーティングアウェイ 母母 Sherriff’s Deputy 6戦2勝 賞金 16，000，000円
〔発走状況〕 メイショウキッド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 メイショウキッド号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため決勝線手前で競走中止。
〔調教再審査〕 メイショウキッド号は，発走調教再審査。
※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。
（非当選馬） 6頭 クルル号・サトミノマロン号・タイセイエピソード号・ドンレパルス号・ボブズヤアンクル号・レッドラパルマ号

11138 5月29日 晴 良 （4東京2） 第12日 第6競走 1，400�4歳以上1勝クラス
発走12時40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
1：21．5
1：20．3

重
不良

815 アウリガテソーロ 牡4青鹿57 池添 謙一了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム B508＋ 61：24．4 14．3�

35 コングールテソーロ 牡6鹿 57 松山 弘平了德寺健二ホール
ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 高橋フアーム 486＋ 41：24．72 3．4�

713� ホテルカリホルニア 牡5鹿 57 D．レーン 池谷 誠一氏 萩原 清 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 500± 01：24．8クビ 2．7�

（豪）

48 ア イ ス マ ン 牡4芦 57 M．デムーロ岡 浩二氏 土田 稔 新冠 有限会社 大
作ステーブル 458－ 4 〃 クビ 8．0�

612 アーバンヒーロー 牡4栗 57 松岡 正海田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 石田牧場 498－ 61：25．11� 29．9�
36 アポロセイラン 牡5鹿 57 岩田 望来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± 01：25．42 33．3	
23 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± 01：25．5� 10．9�
11 メレカリキマカ 牡4鹿 57 福永 祐一丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム B490± 01：25．6クビ 14．9�
24 � エ ー プ ラ ス 牝4青鹿55 横山 和生馬目 卓氏 池上 昌和 浦河 辻 牧場 490＋ 8 〃 アタマ 9．4
12 ユールファーナ 牝5黒鹿55 荻野 極 
キャロットファーム 和田 勇介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432－ 21：26．23� 108．5�
714� フライオールデイズ 牡7黒鹿57 柴田 大知岡田 壮史氏 清水 英克 様似 小田牧場 B504－ 21：26．41� 206．5�
816 ハイオプターレ 牡4栗 57 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 B534＋ 41：26．5� 75．5�
47 � コパノセイバー 牝4鹿 55

52 ▲水沼 元輝小林 照弘氏 深山 雅史 新冠 上井農場 504＋ 21：26．6クビ 167．6�
510� セブンパワー �4鹿 57 石川裕紀人前迫 義幸氏 新開 幸一 平取 北島牧場 444－ 81：26．7� 240．4�
59 フィリアーノ 牡6芦 57 岩田 康誠吉田 勝己氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 460－101：27．44 38．7�
611� ピンポンダッシュ 牝5黒鹿55 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 新ひだか 飛野牧場 442＋ 21：30．2大差 138．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，455，400円 複勝： 62，716，500円 枠連： 14，690，400円
馬連： 82，222，300円 馬単： 32，116，200円 ワイド： 79，459，600円
3連複： 111，399，900円 3連単： 117，441，100円 計： 547，501，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 380円 � 130円 � 120円 枠 連（3－8） 1，980円

馬 連 �� 2，810円 馬 単 �� 6，060円

ワ イ ド �� 840円 �� 1，030円 �� 260円

3 連 複 ��� 2，830円 3 連 単 ��� 23，690円

票 数

単勝票数 計 474554 的中 � 26459（6番人気）
複勝票数 計 627165 的中 � 26249（7番人気）� 135851（2番人気）� 162137（1番人気）
枠連票数 計 146904 的中 （3－8） 5727（9番人気）
馬連票数 計 822223 的中 �� 22676（11番人気）
馬単票数 計 321162 的中 �� 3971（25番人気）
ワイド票数 計 794596 的中 �� 23704（10番人気）�� 19020（12番人気）�� 94669（1番人気）
3連複票数 計1113999 的中 ��� 29430（5番人気）
3連単票数 計1174411 的中 ��� 3594（57番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．2―11．9―12．2―12．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．4―46．3―58．5―1：11．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．1
3 15－14（3，7，13）5，8，4（9，10）2（1，6）11，12，16 4 15＝14（7，13）（3，8）5（4，9）（2，10，6）1－12－16，11

勝馬の
紹 介

アウリガテソーロ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Scat Daddy デビュー 2020．10．4 中山13着

2018．2．23生 牡4青鹿 母 チェストケリリー 母母 Santa Rosalia 13戦2勝 賞金 13，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピンポンダッシュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月29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。
（非抽選馬） 1頭 シゲルオテンバ号
※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。



11139 5月29日 晴 良 （4東京2） 第12日 第7競走 ��1，800�4歳以上1勝クラス
発走13時10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
1：44．2
1：43．8

良
良

33 アドマイヤハレー 牡4青鹿57 内田 博幸近藤 旬子氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：46．0 3．7�
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 464－ 21：46．31� 4．8�
44 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 B478± 0 〃 アタマ 1．4�

（豪）

22 ウインシュクラン �4栗 57 石川裕紀人�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 458－ 21：46．61� 27．8�
66 スペシャルトーク �4青鹿 57

54 ▲西塚 洸二ホースアディクト杉浦 宏昭 新ひだか 見上牧場 452－141：48．19 48．5	
55 � レディーオーソ 牝4黒鹿55 井上 敏樹吉田 勝利氏 天間 昭一 日高 前野牧場 482± 01：49．9大差 85．9


（6頭）

売 得 金
単勝： 50，682，000円 複勝： 104，592，500円 枠連： 発売なし
馬連： 34，747，500円 馬単： 37，172，300円 ワイド： 31，357，000円
3連複： 46，620，400円 3連単： 230，657，500円 計： 535，829，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 500円 � 560円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 120円 �� 110円 �� 120円

3 連 複 ��� 120円 3 連 単 ��� 1，920円

票 数

単勝票数 計 506820 的中 � 108065（2番人気）
複勝票数 計1045925 的中 � 84563（2番人気）� 73069（3番人気）
馬連票数 計 347475 的中 �� 38201（3番人気）
馬単票数 計 371723 的中 �� 16764（5番人気）
ワイド票数 計 313570 的中 �� 49241（3番人気）�� 145157（1番人気）�� 49769（2番人気）
3連複票数 計 466204 的中 ��� 278324（1番人気）
3連単票数 計2306575 的中 ��� 86738（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―35．6―48．0―1：00．1―1：11．8―1：23．0―1：34．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．9―3F34．2

3 ・（1，2）6，4，3－5
2
4
・（1，2）－6，4，3－5・（1，2）（4，3，6）－5

勝馬の
紹 介

アドマイヤハレー �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．8．16 新潟4着

2018．2．3生 牡4青鹿 母 アドマイヤシーマ 母母 シ ョ ア ー 13戦2勝 賞金 27，295，000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。

11140 5月29日 晴 良 （4東京2） 第12日 第8競走 ��2，400�
あおあらし

青 嵐 賞
発走13時40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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

68 セントオブゴールド 牡5鹿 57 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456± 02：26．5 3．0�

67 サトノシャローム 牡5鹿 57 川田 将雅 �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 518＋ 42：26．6� 4．1�
56 ダノンターキッシュ 牡4鹿 57 岩田 望来�ダノックス 寺島 良 日高 下河辺牧場 450± 0 〃 クビ 4．5�
22 � ウインエアフォルク 牡5鹿 57 野中悠太郎成富 直行氏 根本 康広 新冠 コスモヴューファーム 466－ 62：26．7クビ 60．1�
811 シテフローラル 牡4鹿 57 D．レーン 金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 448＋ 22：26．8� 7．5	
（豪）

11 ウォルフズハウル 牡6黒鹿57 戸崎 圭太ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 470± 02：27．01� 19．2


44 	 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± 0 〃 ハナ 6．0�

79 ケンアンビシャス 牡4黒鹿57 菅原 明良中西 健氏 久保田貴士 新ひだか 坂本 智広 474＋ 42：27．21
 54．7�
33 ナオミラフィネ 牝5栗 55 浜中 俊塩澤 正樹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B466－ 22：27．94 21．1
710 マイネルステレール 牡6鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 480－ 4 〃 アタマ 89．2�
812 ニシノオイカゼ 牡4黒鹿57 幸 英明西山 茂行氏 武市 康男 浦河 日進牧場 468＋ 2 〃 クビ 125．1�
55 サ ン シ ロ ウ �8鹿 57 原田 和真合同会社三度屋 堀内 岳志 浦河 辻 牧場 484－282：30．1大差 195．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 63，349，600円 複勝： 86，394，900円 枠連： 18，144，900円
馬連： 102，463，300円 馬単： 45，348，600円 ワイド： 97，462，300円
3連複： 152，874，700円 3連単： 193，400，100円 計： 759，438，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 140円 � 140円 枠 連（6－6） 530円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 220円 �� 330円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 3，770円

票 数

単勝票数 計 633496 的中 � 168326（1番人気）
複勝票数 計 863949 的中 � 224817（1番人気）� 144666（3番人気）� 151625（2番人気）
枠連票数 計 181449 的中 （6－6） 26410（2番人気）
馬連票数 計1024633 的中 �� 152995（1番人気）
馬単票数 計 453486 的中 �� 35976（1番人気）
ワイド票数 計 974623 的中 �� 130112（1番人気）�� 77557（2番人気）�� 58291（5番人気）
3連複票数 計1528747 的中 ��� 102884（2番人気）
3連単票数 計1934001 的中 ��� 37192（2番人気）

ハロンタイム 13．2―12．3―13．1―13．0―12．7―11．9―12．1―12．1―11．7―11．3―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�
13．2―25．5―38．6―51．6―1：04．3―1：16．2―1：28．3―1：40．4―1：52．1―2：03．4―2：14．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セントオブゴールド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．8．4 新潟3着

2017．4．12生 牡5鹿 母 キューティゴールド 母母 ゴールデンサッシュ 13戦3勝 賞金 66，602，000円
〔発走状況〕 ウインエアフォルク号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔調教再審査〕 ウインエアフォルク号は，発走調教再審査。
※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。

追 加 記 事（第 2回東京競馬第 11 日第 4競走）
〔その他〕　　キモットフェイス号は，競走中に疾病〔右第３手根骨々折〕を発症。なお，同

馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



11141 5月29日 晴 良 （4東京2） 第12日 第9競走 ��1，600�
くんぷう

薫風ステークス
発走14時15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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

711 ディアセオリー 牡5鹿 57 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 ディアレスト
クラブ B496＋ 41：35．8 6．3�

812 サトノロイヤル 牡4鹿 57 浜中 俊 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 浦河 高昭牧場 B502－ 2 〃 ハナ 13．4�
57 クリーンスレイト 牡4栗 57 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 470－ 41：36．32� 4．3�
11 ワイドソロモン 牡5栗 57 藤岡 佑介幅田 昌伸氏 奥村 豊 新ひだか グランド牧場 492－ 61：36．4� 44．4�
68 ルコルセール 牡4鹿 57 D．レーン �G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム B526＋ 6 〃 クビ 4．1�

（豪）

44 ギャラクシーソウル 牝5芦 55 石川裕紀人吉田 安惠氏 斎藤 誠 安平 追分ファーム B470－ 21：36．82� 169．4	
45 オルクリスト 牡6鹿 57 菅原 明良
日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 478＋ 21：37．0� 87．8�
22 ソルドラード �6鹿 57 C．ルメール 
キャロットファーム 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム 492－161：37．31� 4．8�
813 ヘ ラ イ ア 牝5鹿 55 永野 猛蔵吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 470－ 2 〃 クビ 114．8
33 ホウオウライジン 牡6栗 57 岩田 康誠小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 496－ 21：37．4� 108．6�
710 オーバーディリバー �6黒鹿57 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 新冠 川島牧場 488－ 21：37．82� 4．7�
56 メイショウミカワ 牡4栗 57 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 林 孝輝 482－ 21：37．9� 15．2�
69 メイショウラビエ 牝7鹿 55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 新ひだか 三石川上牧場 494－ 61：38．22 144．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 79，667，500円 複勝： 104，218，700円 枠連： 24，358，800円
馬連： 142，468，100円 馬単： 56，035，200円 ワイド： 129，520，200円
3連複： 206，660，600円 3連単： 255，643，600円 計： 998，572，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 240円 � 360円 � 180円 枠 連（7－8） 1，680円

馬 連 �� 4，090円 馬 単 �� 7，180円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 720円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 5，570円 3 連 単 ��� 36，810円

票 数

単勝票数 計 796675 的中 � 100867（5番人気）
複勝票数 計1042187 的中 � 111430（5番人気）� 64597（7番人気）� 176858（2番人気）
枠連票数 計 243588 的中 （7－8） 11204（7番人気）
馬連票数 計1424681 的中 �� 26950（19番人気）
馬単票数 計 560352 的中 �� 5852（31番人気）
ワイド票数 計1295202 的中 �� 28025（19番人気）�� 50381（9番人気）�� 30083（17番人気）
3連複票数 計2066606 的中 ��� 27801（27番人気）
3連単票数 計2556436 的中 ��� 5034（144番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．3―47．4―59．8―1：11．9―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F36．0
3 ・（9，12）（6，8，11）－（2，4，10）－1，5－（3，7）－13 4 ・（9，12，11）（6，8）10（2，4）1（3，5）7，13

勝馬の
紹 介

ディアセオリー �
�
父 サムライハート �

�
母父 ソウルオブザマター デビュー 2019．7．13 福島1着

2017．3．28生 牡5鹿 母 サイレントベッド 母母 ビストロドゥパリ 25戦4勝 賞金 80，366，000円
〔制裁〕 サトノロイヤル号の騎手浜中俊は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※サトノロイヤル号・メイショウミカワ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

11142 5月29日 晴 良 （4東京2） 第12日 第10競走 ��1，800�む ら さ き 賞
発走14時50分 （芝・左）
4歳以上，3勝クラス，3．5．29以降4．5．22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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．8

良
良

815 ヒルノダカール 牡6青鹿55 池添 謙一�ヒルノ 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 B510± 01：45．4 13．6�
816 ク ク ナ 牝4黒鹿55 C．ルメール �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 464－ 41：45．72 2．9�
59 サトノフウジン 牡5黒鹿55 D．レーン �サトミホースカンパニー 堀 宣行 千歳 社台ファーム 476＋ 61：45．8� 6．3�

（豪）

35 タガノパッション 牝4鹿 53 岩田 望来八木 良司氏 武 幸四郎 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 466＋ 61：45．9クビ 45．2�

611� シ ン ボ 牡5鹿 56 武 豊�龍光 小崎 憲 新冠 長浜 忠 470± 0 〃 アタマ 10．8	
11 クロワドフェール 牝5鹿 52 菅原 明良 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 460－ 41：46．0� 25．9

48 ホウオウラスカーズ 牝4黒鹿53 戸崎 圭太小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 452± 0 〃 ハナ 14．2�
510 リトルクレバー 牡5鹿 54 幸 英明岡 浩二氏 佐々木晶三 日高 アイズスタッド株式会社 460－ 4 〃 クビ 47．0�
713 ルドヴィクス 牡4青 54 田辺 裕信村木 克子氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 518＋101：46．21 62．1
36 フォワードアゲン �5黒鹿54 松岡 正海浅川 皓司氏 中野 栄治 新ひだか 信田牧場 428－ 2 〃 クビ 190．6�
23 シ ャ チ 牡5鹿 51 山田 敬士中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 B468－ 41：46．3� 176．6�
714 ウエストンバート 牡4鹿 54 松山 弘平�ターフ・スポート吉岡 辰弥 浦河 谷川牧場 538± 01：46．4� 34．4�
612 テ ン カ ハ ル 牡4栗 55 藤岡 佑介ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：46．5クビ 24．9�
24 	 ターキッシュパレス 牡5青鹿55 横山 典弘ゴドルフィン 昆 貢 愛 Godolphin 484± 0 〃 アタマ 19．4�
12 プレイイットサム 牡4芦 56 M．デムーロゴドルフィン 藤岡 健一 日高 広富牧場 518＋ 6 〃 アタマ 5．2�
817 クロノメーター 牡5黒鹿54 松田 大作 �サンデーレーシング 尾形 和幸 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 61：46．6クビ 72．4�
47 	 ドンナセレーノ 牝4鹿 53 横山 和生原 
子氏 安田 翔伍 英 Hara Reiko

Racing Co. Ltd B418± 01：46．81� 12．1�
（17頭）

売 得 金
単勝： 94，744，400円 複勝： 128，283，600円 枠連： 43，625，100円
馬連： 194，394，700円 馬単： 74，195，700円 ワイド： 179，949，300円
3連複： 308，677，700円 3連単： 318，347，200円 計： 1，342，217，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 310円 � 140円 � 200円 枠 連（8－8） 1，510円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 4，670円

ワ イ ド �� 730円 �� 1，700円 �� 460円

3 連 複 ��� 3，790円 3 連 単 ��� 27，120円

票 数

単勝票数 計 947444 的中 � 55498（6番人気）
複勝票数 計1282836 的中 � 82882（6番人気）� 302800（1番人気）� 155240（3番人気）
枠連票数 計 436251 的中 （8－8） 22334（6番人気）
馬連票数 計1943947 的中 �� 82719（4番人気）
馬単票数 計 741957 的中 �� 11897（13番人気）
ワイド票数 計1799493 的中 �� 66877（4番人気）�� 27183（18番人気）�� 112206（2番人気）
3連複票数 計3086777 的中 ��� 61012（7番人気）
3連単票数 計3183472 的中 ��� 8510（55番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―35．5―47．3―59．5―1：11．3―1：22．4―1：33．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．9―3F34．1

3 15－10，2（3，14）（1，5）（6，11）（9，12）16，4，13（7，17）8
2
4
15（2，10）（3，14）（1，5）11（6，12）（4，9，16）13（7，17）8
15－10，2（3，14）（1，5）（11，12）（6，9）16（4，13）（7，17）8

勝馬の
紹 介

ヒルノダカール �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2018．11．3 京都3着

2016．2．3生 牡6青鹿 母 タイムフェアレディ 母母 トキファイター 31戦4勝 賞金 109，229，000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。

２レース目



11143 5月29日 晴 良 （4東京2） 第12日 第11競走 ��
��2，400�東 京 優 駿（ＧⅠ）

発走15時40分 （第89回日本ダービー） （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�

内閣総理大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞・東京馬主協会賞（1着）
賞 品

本 賞 200，000，000円 80，000，000円 50，000，000円 30，000，000円 20，000，000円
付 加 賞 26，978，000円 7，708，000円 3，854，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品

朝日新聞社賞（1着）
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
2：22．5

良
良
良

713 ドウデュース 牡3鹿 57 武 豊�キーファーズ 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 490－ 62：21．9 4．2�
818 イクイノックス 牡3青鹿57 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 484－ 8 〃 クビ 3．8�
23 アスクビクターモア 牡3鹿 57 田辺 裕信廣崎利洋HD� 田村 康仁 千歳 社台ファーム 472－ 22：22．22 24．7�
612 ダノンベルーガ 牡3鹿 57 川田 将雅�ダノックス 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 494－102：22．3クビ 3．5�
36 プ ラ ダ リ ア 牡3鹿 57 池添 謙一名古屋友豊� 池添 学 新冠 オリエント牧場 458＋ 22：22．83 20．7	
816 キラーアビリティ 牡3青鹿57 横山 武史 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 460－ 82：22．9� 33．4

715 ジ オ グ リ フ 牡3栗 57 福永 祐一 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 492－ 2 〃 ハナ 5．9�
47 オニャンコポン 牡3鹿 57 菅原 明良田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 468± 02：23．0	 24．2�
59 ジャスティンパレス 牡3青鹿57 M．デムーロ三木 正浩氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 448－102：23．21
 43．1
48 ビーアストニッシド 牡3黒鹿57 和田 竜二村中 徹氏 飯田 雄三 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 462－ 62：23．51� 182．3�
12 セイウンハーデス 牡3黒鹿57 幸 英明西山 茂行氏 橋口 慎介 浦河 �川 啓一 472＋ 42：23．92	 150．0�
11 アスクワイルドモア 牡3黒鹿57 岩田 望来廣崎利洋HD� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 464＋ 22：24．0� 60．3�
24 マテンロウレオ 牡3黒鹿57 横山 和生寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 476－ 6 〃 ハナ 198．7�
817 ロードレゼル 牡3青鹿57 D．レーン �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 506＋ 2 〃 ハナ 54．5�

（豪）

714 デ シ エ ル ト 牡3黒鹿57 岩田 康誠�ラ・メール 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 512± 0 〃 クビ 90．4�
611 ジャスティンロック 牡3黒鹿57 松山 弘平三木 正浩氏 吉岡 辰弥 浦河 酒井牧場 486－ 82：24．74 87．3�
510 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± 02：25．97 40．6�
35 ピースオブエイト 牡3黒鹿57 藤岡 佑介 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 460－ 62：29．1大差 59．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 2，058，970，600円 複勝： 1，627，885，600円 枠連： 812，905，500円 馬連： 3，606，113，100円 馬単： 1，486，177，500円
ワイド： 2，891，911，000円 3連複： 6，369，113，600円 3連単：10，292，013，800円 5重勝： 787，555，000円 計： 29，932，645，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 150円 � 410円 枠 連（7－8） 420円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，120円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 4，570円 3 連 単 ��� 15，770円

5 重 勝
対象競走：中京9R／東京10R／新潟10R／中京10R／東京11R

キャリーオーバー なし����� 8，107，180円

票 数

単勝票数 計20589706 的中 � 3891972（3番人気）
複勝票数 計16278856 的中 � 2882464（3番人気）� 3244197（1番人気）� 747907（6番人気）
枠連票数 計8129055 的中 （7－8）1487776（1番人気）
馬連票数 計36061131 的中 �� 3808741（3番人気）
馬単票数 計14861775 的中 �� 771034（4番人気）
ワイド票数 計28919110 的中 �� 2511108（2番人気）�� 669373（7番人気）�� 529850（12番人気）
3連複票数 計63691136 的中 ���1045158（10番人気）
3連単票数 計102920138 的中 ��� 472878（33番人気）
5重勝票数 計7875550 的中 ����� 68

ハロンタイム 12．5―10．8―11．8―12．0―11．8―11．7―12．3―12．0―11．8―11．5―11．7―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�
12．5―23．3―35．1―47．1―58．9―1：10．6―1：22．9―1：34．9―1：46．7―1：58．2―2：09．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．2
1
3

14，3，5，8，6（2，1，9，17）（12，15）7（4，13，16）－18－10，11
14－3－8（2，5）（6，17）（4，1，9）（7，12，15）－13－16，18－（11，10）

2
4

14－3（8，5）－（6，17）2（1，9）（4，7，12，15）13，16－18＝10－11
14，3－8，5（2，6，17）（4，1，9）（7，12，15）（18，13）16－（11，10）

勝馬の
紹 介

ドウデュース �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Vindication デビュー 2021．9．5 小倉1着

2019．5．7生 牡3鹿 母 ダストアンドダイヤモンズ 母母 Majestically 6戦4勝 賞金 385，951，000円
〔制裁〕 ジャスティンパレス号の騎手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過怠金50，000円。（被害馬：17

番・5番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 コマンドライン号
（非抽選馬） 3頭 アサヒ号・ヴェローナシチー号・ポッドボレット号
※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。

11144 5月29日 晴 良 （4東京2） 第12日 第12競走
第136回農林水産省賞典

��
��2，500�目 黒 記 念（ＧⅡ）

発走17時00分 （芝・左）
4歳以上，3．5．29以降4．5．22まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

農林水産大臣賞（1着）
賞 品

本 賞 57，000，000円 23，000，000円 14，000，000円 8，600，000円 5，700，000円
付 加 賞 1，274，000円 364，000円 182，000円 � コースレコード

中央レコード
2：28．2
2：28．2

良
良

12 ボッケリーニ 牡6栗 57．5 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 464－ 22：32．1 4．9�

48 マイネルウィルトス 牡6黒鹿56 M．デムーロ �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 470－122：32．2� 11．0�
816 ウインキートス 牝5黒鹿54 松岡 正海�ウイン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム 474＋ 4 〃 ハナ 18．9�
59 ディアマンミノル 牡5栗 55 荻野 極吉岡 實氏 本田 優 浦河 村下農場 470± 0 〃 ハナ 25．0�
612 ラストドラフト 牡6黒鹿56 三浦 皇成 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 462－ 82：32．3� 66．9	
817 パラダイスリーフ 牡6黒鹿55 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494± 0 〃 クビ 4．5

36 ダンディズム 	6黒鹿54 富田 暁 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 B466－102：32．4クビ 38．3�
510 プリマヴィスタ 牡5栗 53 幸 英明加藤 裕司氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 8 〃 クビ 51．9�
818 フライライクバード 牡5黒鹿55 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 454－ 82：32．61 12．5
23 バ ジ オ ウ 牡4鹿 55 戸崎 圭太鈴木 剛史氏 田中 博康 千歳 社台ファーム 470－ 8 〃 ハナ 5．9�
714 アサマノイタズラ 牡4黒鹿56 嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 508＋ 62：32．7� 30．9�
35 トラストケンシン 牡7鹿 53 吉田 豊菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 B464－10 〃 ハナ 152．8�
11 ゴールドギア 牡7黒鹿55 田辺 裕信有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 三嶋牧場 B482－ 4 〃 クビ 100．9�
713 マカオンドール 牡4芦 55 松山 弘平關 陽彦氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 488± 02：32．8クビ 8．2�
24 ベスビアナイト 	5鹿 54 岩田 望来 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 500± 0 〃 クビ 23．2�
611 モズナガレボシ 牡5芦 55 菅原 明良 �キャピタル・システム 荒川 義之 浦河 谷川牧場 494－102：32．9クビ 59．4�
715 アリストテレス 牡5鹿 57．5 武 豊近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 488＋142：33．22 10．3�
47 ランフォザローゼス 	6鹿 54 田中 勝春窪田 芳郎氏 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム 500－ 82：34．05 78．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 369，888，200円 複勝： 503，549，500円 枠連： 182，022，400円
馬連： 813，693，700円 馬単： 258，840，400円 ワイド： 824，690，700円
3連複： 1，678，810，300円 3連単： 1，613，558，300円 計： 6，245，053，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 200円 � 310円 � 500円 枠 連（1－4） 2，680円

馬 連 �� 2，720円 馬 単 �� 4，870円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 2，020円 �� 2，610円

3 連 複 ��� 14，640円 3 連 単 ��� 66，640円

票 数

単勝票数 計3698882 的中 � 596670（2番人気）
複勝票数 計5035495 的中 � 748819（1番人気）� 421102（5番人気）� 225946（9番人気）
枠連票数 計1820224 的中 （1－4） 52618（13番人気）
馬連票数 計8136937 的中 �� 231142（7番人気）
馬単票数 計2588404 的中 �� 39787（12番人気）
ワイド票数 計8246907 的中 �� 228482（5番人気）�� 110874（21番人気）�� 84823（28番人気）
3連複票数 計16788103 的中 ��� 85960（41番人気）
3連単票数 計16135583 的中 ��� 17552（195番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．2―18．6―30．3―43．2―56．3―1：08．7―1：21．5―1：33．8―1：45．7―1：57．4―2：08．7―2：19．9

コーナー
通過順位

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

2
4

16－3（2，18）4（10，11）（12，8）（5，7）（17，13）（6，15）9，1－14
16，3（2，18，8）（10，4，11）7（5，12，17）（6，13）（1，15）9，14

勝馬の
紹 介

ボッケリーニ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．2．3 京都6着

2016．4．4生 牡6栗 母 ポップコーンジャズ 母母 グレイスルーマー 20戦6勝 賞金 260，743，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 ウインマイティー号・クールキャット号・サンアップルトン号・ホウオウエクレール号・ヤシャマル号

５レース目



（4東京2）第12日 5月29日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 178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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

670，280，000円
11，230，000円
33，510，000円
41，670，000円
88，550，000円
8，000，000円
82，134，000円
5，867，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
2，989，509，300円
2，989，869，900円
1，164，435，300円
5，334，696，200円
2，157，700，100円
4，647，061，800円
9，446，221，300円
13，680，568，900円
787，555，000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 43，197，617，800円

総入場人員 62，364名 （有料入場人員 61，048名）



令和4年度 第2回東京競馬 総計

競走回数 144回 出走延頭数 2，019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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

4，004，060，000円
59，020，000円
351，400，000円
110，780，000円
519，150，000円
20，000，000円
902，514，000円
59，135，500円
19，382，400円

勝馬投票券売得金
14，256，132，900円
18，656，030，800円
5，685，026，700円
28，162，403，000円
11，537，313，100円
22，959，269，400円
48，415，900，600円
64，187，158，000円
3，656，515，800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 217，515，750，300円

総入場延人員 243，883名 （有料入場延人員 238，125名）
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