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11037 5月1日 曇 稍重 （4東京2） 第4日 第1競走 1，600�3歳未勝利
発走9時55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
1：33．8
1：33．3

重
良

35 アーレンダール 牝3栗 54 D．レーン �サンデーレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 490＋ 21：38．1 1．4�
（豪）

713 サンマルソムニア 牝3鹿 54 宮崎 北斗相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新ひだか サカイファーム 436－101：39．16 223．8�
510 エターナルプライド 牝3黒鹿54 武士沢友治伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 462＋ 61：39．2クビ 20．6�
816 クロミチャン 牝3青鹿54 柴田 大知 �リトルブルーファーム 畠山 吉宏 清水 リトルブルーファーム 446－12 〃 アタマ 17．5�
48 シャンダローム 牝3黒鹿54 菅原 明良多田 賢司氏 中川 公成 新冠 長浜牧場 448± 0 〃 ハナ 17．4	
714 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 506－ 4 〃 アタマ 11．1

36 エクセレントジェム 牝3青 54 大野 拓弥 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 480＋ 41：40．05 59．7�
611 パワポケビー 牝3栗 54 江田 照男柳原 達也氏 中野 栄治 日高 佐々木 康治 480＋ 41：40．1� 140．0�
815 ビヨンドザリミット 牝3鹿 54

52 △松本 大輝フィールドレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 452－101：40．2� 10．1
11 ビ ー ブ ル ー 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人 Him Rock Racing
ホールディングス� 斎藤 誠 日高 北田 剛 456－ 41：40．51� 14．5�

23 キタノズーナクア 牝3鹿 54 野中悠太郎北所 直人氏 小笠 倫弘 新ひだか 土田ファーム 454＋ 61：40．7� 43．9�
612 ヨーコマイラヴ 牝3黒鹿 54

52 △山田 敬士サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 472 ―1：40．91� 226．3�
59 マルアズール 牝3鹿 54 木幡 巧也 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 408± 01：41．0クビ 10．5�
12 エリーピコット 牝3黒鹿54 津村 明秀谷川 正純氏 岩戸 孝樹 新ひだか 中田 英樹 500＋10 〃 クビ 343．2�
24 キ ー エ デ ン 牝3鹿 54

52 △永野 猛蔵北前孔一郎氏 黒岩 陽一 新冠 中本牧場 458＋ 41：42．17 371．0�
47 ウチノランスター 牝3黒鹿54 丸田 恭介 H.F Association 稲垣 幸雄 新ひだか 村上牧場 414＋ 61：43．69 366．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，483，600円 複勝： 137，692，900円 枠連： 12，757，100円
馬連： 64，848，700円 馬単： 37，108，600円 ワイド： 58，240，700円
3連複： 110，986，800円 3連単： 147，788，900円 計： 604，907，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 1，790円 � 250円 枠 連（3－7） 720円

馬 連 �� 13，430円 馬 単 �� 16，170円

ワ イ ド �� 3，710円 �� 390円 �� 18，240円

3 連 複 ��� 26，340円 3 連 単 ��� 104，430円

票 数

単勝票数 計 354836 的中 � 190995（1番人気）
複勝票数 計1376929 的中 � 984515（1番人気）� 5202（11番人気）� 51886（4番人気）
枠連票数 計 127571 的中 （3－7） 13659（3番人気）
馬連票数 計 648487 的中 �� 3741（29番人気）
馬単票数 計 371086 的中 �� 1721（31番人気）
ワイド票数 計 582407 的中 �� 3794（36番人気）�� 44026（2番人気）�� 759（62番人気）
3連複票数 計1109868 的中 ��� 3160（55番人気）
3連単票数 計1477889 的中 ��� 1026（212番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．9―12．5―12．7―12．4―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―35．4―47．9―1：00．6―1：13．0―1：25．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．2―3F37．5
3 ・（11，5）（1，6，7，14）9（3，8，10）15（4，12，16）2，13 4 ・（11，5，14）（1，6，10）（3，7，9）8，15（12，16）（4，2，13）

勝馬の
紹 介

アーレンダール �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Officer デビュー 2022．1．30 東京3着

2019．4．24生 牝3栗 母 アートプリンセス 母母 Rhumb Line 3戦1勝 賞金 7，280，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウチノランスター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月1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〕 エリーピコット号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月1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 スパークルアイズ号
※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。

11038 5月1日 曇 稍重 （4東京2） 第4日 第2競走 1，400�3歳未勝利
発走10時25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
1：21．5
1：20．3

重
不良

36 プレミアムクイーン 牝3黒鹿54 木幡 巧也天堀 忠博氏 牧 光二 新ひだか 今 牧場 486－ 61：25．8 14．4�
24 ロイズピーク 牡3黒鹿56 江田 照男高橋 文男氏 武藤 善則 浦河 笠松牧場 484＋ 41：25．9� 36．8�
23 エレガントミッシー 牝3黒鹿54 菅原 明良伊東 純一氏 佐藤 吉勝 日高 ヤナガワ牧場 424＋ 6 〃 クビ 4．6�
47 グリーンライズ 牡3黒鹿 56

54 △永野 猛蔵加藤 興一氏 和田 雄二 浦河 市川フアーム 450± 01：26．21� 8．3�
611 ドルズプライスレス 牡3鹿 56 戸崎 圭太佐々木貴将氏 田島 俊明 新冠 佐藤牧場 510＋ 61：26．3� 3．0�
35 ゲ ン シ ョ ウ 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 加藤士津八 新冠 川島牧場 504－ 61：26．4� 15．9	
816 セイウンマリンガー 牝3栗 54 野中悠太郎西山 茂行氏 本間 忍 浦河 ガーベラパー

クスタツド 410－10 〃 ハナ 19．2

11 デルマサラマンダー 牡3栗 56 吉田 豊浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 474－ 41：26．61 234．2�
612 ロードシャマール 牡3栗 56 津村 明秀 �ロードホースクラブ 新開 幸一 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 490＋ 21：26．7� 19．8
59 カペラスター 牡3鹿 56 丸田 恭介永見 貴昭氏 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド B478± 01：26．8クビ 39．5�
713 フレイムジョーカー 牡3鹿 56

54 △松本 大輝 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 488± 0 〃 ハナ 15．1�

815 サバンナチャンス 牝3芦 54 木幡 初也由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 458－ 6 〃 クビ 6．0�
48 メイオーシャン 牝3鹿 54 大野 拓弥千明牧場 勢司 和浩 日高 千明牧場 460＋ 21：27．43� 237．0�
510 ソーブラック 牝3青鹿54 石川裕紀人平田 修氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B438－101：27．5クビ 30．5�
714 マ ア イ ノ マ 牝3鹿 54 田中 勝春芳賀 克也氏 中野 栄治 新冠 アサヒ牧場 472＋ 21：29．7大差 311．4�
12 サ ク ラ ン ボ 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 454＋18 （競走中止） 50．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，604，700円 複勝： 55，879，800円 枠連： 16，352，800円
馬連： 67，481，200円 馬単： 27，117，500円 ワイド： 62，867，300円
3連複： 102，316，000円 3連単： 94，912，000円 計： 461，531，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，440円 複 勝 � 350円 � 740円 � 180円 枠 連（2－3） 1，610円

馬 連 �� 19，640円 馬 単 �� 40，430円

ワ イ ド �� 4，970円 �� 1，130円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 24，290円 3 連 単 ��� 217，750円

票 数

単勝票数 計 346047 的中 � 19222（5番人気）
複勝票数 計 558798 的中 � 38703（5番人気）� 16011（11番人気）� 103545（2番人気）
枠連票数 計 163528 的中 （2－3） 7852（6番人気）
馬連票数 計 674812 的中 �� 2662（51番人気）
馬単票数 計 271175 的中 �� 503（106番人気）
ワイド票数 計 628673 的中 �� 3172（53番人気）�� 14744（11番人気）�� 9898（18番人気）
3連複票数 計1023160 的中 ��� 3159（86番人気）
3連単票数 計 949120 的中 ��� 316（680番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．3―47．9―1：00．5―1：12．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．5―3F37．9
3 ・（10，11，14）（3，6，13，15）－4－（5，12）（9，16）－（1，8）－7－2 4 ・（10，11）（3，6，14）（13，15）（5，4）（9，12，16）（1，8）7－2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

プレミアムクイーン �
�
父 ローエングリン �

�
母父 チチカステナンゴ デビュー 2022．2．12 東京4着

2019．3．31生 牝3黒鹿 母 ロ ゴ マ ー ク 母母 ステレオタイプ 4戦1勝 賞金 6，100，000円
〔競走中止〕 サクランボ号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔3走成績による出走制限〕 カペラスター号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月1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 ヴェスパーローズ号

第２回 東京競馬 第４日



11039 5月1日 曇 稍重 （4東京2） 第4日 第3競走 ��2，100�3歳未勝利
発走10時55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

713 トップスティール 牡3鹿 56 柴田 大知井山 登氏 深山 雅史 新ひだか 千代田牧場 B494－ 22：14．2 18．5�
47 トップオブジェラス 牡3鹿 56 菅原 明良嶋田 賢氏 高木 登 浦河 三嶋牧場 492－ 2 〃 クビ 2．3�
612 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－ 42：14．51� 3．0�

（豪）

11 エクセレントマン 牡3栗 56 横山 武史田島榮二郎氏 小西 一男 浦河 市川フアーム 462－102：15．24 5．0�
815 グランシャーク 牡3鹿 56 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 田島 俊明 青森 谷川ファーム 502－ 4 〃 クビ 23．3�
48 アコークロー 牝3鹿 54 丸田 恭介�G1レーシング 大竹 正博 安平 追分ファーム 486＋ 22：15．3� 152．1	
12 インペリアルライン �3栗 56 木幡 巧也 
社台レースホース中舘 英二 千歳 社台ファーム B456－18 〃 アタマ 11．6�
23 ス ク ナ 牡3鹿 56 原田 和真鈴木 康弘氏 堀内 岳志 新ひだか 上野 正恵 462＋ 22：15．4� 39．0�
35 ジ ョ リ エ ス 牡3栗 56 野中悠太郎須本 浩行氏 小手川 準 浦河 ダイヤモンドファーム 458＋ 22：15．61 222．8
36 フロールシュタット 牡3鹿 56 大野 拓弥吉田 勝己氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 458－ 82：15．71 28．2�
24 サントゥアーリオ �3黒鹿56 江田 照男�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436－122：15．91 248．9�
714 トヨリュウオー 牝3芦 54 杉原 誠人
しょうじ 大和田 成 新ひだか グローリーファーム 430± 02：16．53� 160．1�
510 ロードマグマ 牡3鹿 56 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新冠 森永 聡 460－ 42：16．82 80．4�
816 メールブルー 牡3鹿 56

54 △永野 猛蔵椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B494－ 62：17．22� 242．5�
611 エフジーノット 牡3鹿 56 津村 明秀 
シルクレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 530 ―2：17．41 47．3�
59 ロマンバローズ 牡3栗 56

54 △松本 大輝菅 實氏 伊藤 伸一 新冠 北星村田牧場 504－102：17．82� 552．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，543，700円 複勝： 58，186，400円 枠連： 16，353，900円
馬連： 72，437，100円 馬単： 36，819，300円 ワイド： 61，431，500円
3連複： 114，230，900円 3連単： 138，388，900円 計： 541，391，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 300円 � 110円 � 120円 枠 連（4－7） 3，100円

馬 連 �� 3，050円 馬 単 �� 8，260円

ワ イ ド �� 780円 �� 830円 �� 180円

3 連 複 ��� 2，040円 3 連 単 ��� 24，180円

票 数

単勝票数 計 435437 的中 � 18798（5番人気）
複勝票数 計 581864 的中 � 28548（6番人気）� 172717（1番人気）� 137653（2番人気）
枠連票数 計 163539 的中 （4－7） 4087（9番人気）
馬連票数 計 724371 的中 �� 18391（11番人気）
馬単票数 計 368193 的中 �� 3343（22番人気）
ワイド票数 計 614315 的中 �� 17036（10番人気）�� 15914（12番人気）�� 112187（1番人気）
3連複票数 計1142309 的中 ��� 41831（5番人気）
3連単票数 計1383889 的中 ��� 4148（68番人気）

ハロンタイム 7．0―11．5―12．8―12．9―12．9―13．3―13．7―13．4―12．5―11．6―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．5―31．3―44．2―57．1―1：10．4―1：24．1―1：37．5―1：50．0―2：01．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F36．7
1
3
・（1，14）（2，5，7）（6，13）（4，15）12（3，16）8－10－9＝11・（1，14）（2，5，7）（6，13）（12，15）（4，8，16）（3，10）－9＝11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トップスティール �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2021．8．14 札幌4着

2019．3．30生 牡3鹿 母 モアスマイル 母母 コクトビューティー 8戦1勝 賞金 8，120，000円
〔3走成績による出走制限〕 サントゥアーリオ号・ロマンバローズ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月1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。

11040 5月1日 曇 良 （4東京2） 第4日 第4競走 1，400�3歳未勝利
発走11時25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

714 ヴェールアンレーヴ 牝3鹿 54 戸崎 圭太 DMMドリームクラブ� 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 428－121：22．1 4．2�
11 ベルウッドツクバ 牡3鹿 56 柴田 大知鈴木 照雄氏 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 460－ 41：22．21 25．8�
510 フロスティグレイ �3黒鹿56 野中悠太郎 �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 476－ 61：22．41� 41．8�
713 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 426＋ 21：22．5クビ 42．4�
715 ジェットグリッター 牝3黒鹿54 石川裕紀人吉田 照哉氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 424＋ 4 〃 アタマ 11．4	
24 レーヌデゼトワール 牝3青鹿54 津村 明秀星野 
男氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 420± 01：22．6� 6．4�
612 ド キ 牡3栗 56 M．デムーロ中辻 明氏 小手川 準 浦河 鎌田 正嗣 460＋ 2 〃 クビ 19．8�
818 ジェリービーンロウ 牝3鹿 54 大野 拓弥吉田 照哉氏 田中 博康 千歳 社台ファーム 458＋ 21：22．7� 23．1
47 インサニティ 牝3鹿 54 吉田 豊石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新ひだか 三木田牧場 438＋101：22．9� 15．3�
12 ミッドナイトミニー 牝3鹿 54 木幡 巧也小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 452－ 8 〃 アタマ 5．9�
36 ルージュライゼ 牝3青鹿54 菅原 明良 �東京ホースレーシング 栗田 徹 千歳 社台ファーム 426－ 6 〃 クビ 5．7�
48 プリティーメモリー 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人海谷 幸司氏 伊坂 重信 新ひだか 谷岡牧場 392＋ 21：23．53� 8．2�
23 ル ネ ッ タ 牝3黒鹿 54

50 ★古川 奈穂 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 408－ 81：23．6� 157．0�

35 シャイニーメモリー 牝3栗 54 杉原 誠人田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 浜本牧場 442＋ 41：23．81� 318．4�
816 アダムズテソーロ 牡3鹿 56 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 嘉藤 貴行 日高 リョーケンファー
ム株式会社 460＋ 21：24．01 182．0�

817 ビロングゴールド 牝3鹿 54
52 △松本 大輝 �丸幸小林牧場 松永 康利 浦河 丸幸小林牧場 464± 0 〃 クビ 31．5�

59 サリーギャップ 牝3鹿 54
52 △永野 猛蔵�梅田牧場 加藤士津八 浦河 梅田牧場 472＋ 21：24．74 74．1�

611 キタノルシファ 牝3栗 54
52 △山田 敬士北所 直人氏 粕谷 昌央 新冠 北星村田牧場 396＋ 8 〃 ハナ 467．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 38，448，100円 複勝： 62，835，600円 枠連： 18，099，000円
馬連： 72，543，700円 馬単： 27，245，800円 ワイド： 68，099，300円
3連複： 115，688，000円 3連単： 102，781，700円 計： 505，741，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 200円 � 560円 � 830円 枠 連（1－7） 780円

馬 連 �� 4，700円 馬 単 �� 6，660円

ワ イ ド �� 1，610円 �� 3，000円 �� 10，880円

3 連 複 ��� 41，250円 3 連 単 ��� 154，270円

票 数

単勝票数 計 384481 的中 � 72428（1番人気）
複勝票数 計 628356 的中 � 100185（1番人気）� 26829（9番人気）� 17144（11番人気）
枠連票数 計 180990 的中 （1－7） 17804（2番人気）
馬連票数 計 725437 的中 �� 11943（18番人気）
馬単票数 計 272458 的中 �� 3068（25番人気）
ワイド票数 計 680993 的中 �� 11112（19番人気）�� 5855（34番人気）�� 1584（79番人気）
3連複票数 計1156880 的中 ��� 2103（145番人気）
3連単票数 計1027817 的中 ��� 483（516番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―34．5―46．8―58．5―1：09．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴェールアンレーヴ �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．7．3 福島6着

2019．2．25生 牝3鹿 母 レーヴルシード 母母 レーヴディマン 5戦1勝 賞金 7，020，000円
〔3走成績による出走制限〕 ビロングゴールド号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月1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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ヴェルーリヤ号・ダイユウバルキリー号
（非抽選馬） 1頭 ハルカナネガイ号



11041 5月1日 曇 良 （4東京2） 第4日 第5競走 ��1，800�3歳未勝利
発走12時15分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．8

良
良

24 ロ ジ マ ン ボ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 474－ 81：49．6 2．0�
815 アオイアルファワン 牡3黒鹿 56

52 ★古川 奈穂新谷 幸義氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 444－ 4 〃 クビ 49．2�
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＋ 21：50．02� 3．5�
714 アクロビンジャー 牡3鹿 56 吉田 豊 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 浦河 三嶋牧場 452± 0 〃 クビ 4．8�
611 エンドロール 牡3黒鹿 56

54 △永野 猛蔵石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 458± 01：50．1� 15．8	
510 ヒドゥンキング 牡3鹿 56

53 ▲横山 琉人髙橋 貴士氏 伊藤 大士 新ひだか 松田牧場 448－ 2 〃 ハナ 37．1

12 ブローヴェイス 牡3黒鹿 56

54 △松本 大輝豊井 義次氏 浅野洋一郎 様似 林 時春 424＋ 21：50．2� 50．9�
48 ラスティンボーイ 牡3栗 56 木幡 巧也齋藤 秀昭氏 勢司 和浩 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452± 0 〃 アタマ 44．9�
36 セルリアンルネッタ 牡3鹿 56 丸田 恭介�イクタ 高橋 康之 日高 長谷川 一男 458± 01：50．41� 352．8
47 キセキノエンジェル 牝3黒鹿54 菅原 明良川島 与市氏 石毛 善彦 新ひだか 飛野牧場 450＋ 41：50．5� 11．8�
59 ダインスレイフ 牝3鹿 54 秋山真一郎 �ゴールドアップ・

カンパニー 中尾 秀正 新ひだか ゴールドアップカンパニー 438－10 〃 ハナ 187．7�
11 ペルグランデ 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 岡田スタツド 430± 01：50．71 210．3�
35 ハニーズスマイル 牝3鹿 54 杉原 誠人髙橋 明裕氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 434＋ 81：50．91� 133．9�
23 キャンミナーレ 牝3栗 54 城戸 義政�G1レーシング 清水 久詞 安平 追分ファーム 478 ―1：51．0� 132．3�
612 ナックメジャー 牡3鹿 56 大野 拓弥小松 欣也氏 杉浦 宏昭 洞�湖 レイクヴィラファーム B486－ 21：51．21� 159．6�
816 サンアーバイン 牝3鹿 54 竹之下智昭 �加藤ステーブル 小野 次郎 新ひだか 沼田 照秋 430－161：51．62� 420．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，448，700円 複勝： 47，031，500円 枠連： 15，753，800円
馬連： 65，252，800円 馬単： 31，421，700円 ワイド： 52，275，300円
3連複： 101，148，800円 3連単： 128，646，300円 計： 475，978，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 1，000円 � 140円 枠 連（2－8） 7，860円

馬 連 �� 9，240円 馬 単 �� 11，320円

ワ イ ド �� 2，320円 �� 220円 �� 3，340円

3 連 複 ��� 9，150円 3 連 単 ��� 44，220円

票 数

単勝票数 計 344487 的中 � 134889（1番人気）
複勝票数 計 470315 的中 � 180114（1番人気）� 5798（9番人気）� 83920（2番人気）
枠連票数 計 157538 的中 （2－8） 1552（16番人気）
馬連票数 計 652528 的中 �� 5473（18番人気）
馬単票数 計 314217 的中 �� 2080（27番人気）
ワイド票数 計 522753 的中 �� 5045（22番人気）�� 75501（1番人気）�� 3465（28番人気）
3連複票数 計1011488 的中 ��� 8283（25番人気）
3連単票数 計1286463 的中 ��� 2109（112番人気）

ハロンタイム 13．2―11．6―12．5―12．9―12．7―12．5―11．4―11．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．8―37．3―50．2―1：02．9―1：15．4―1：26．8―1：37．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F34．2

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

勝馬の
紹 介

ロ ジ マ ン ボ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．11．7 東京6着

2019．3．14生 牡3黒鹿 母 ロジプリンセス 母母 ペンカナプリンセス 6戦1勝 賞金 9，890，000円
〔3走成績による出走制限〕 セルリアンルネッタ号・ペルグランデ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月1日まで平

地競走に出走できない。

11042 5月1日 曇 良 （4東京2） 第4日 第6競走 ��
��1，600�3歳1勝クラス

発走12時45分 （芝・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
1：30．5
1：30．3

良
良

11 ア オ イ モ エ 牝3鹿 54 大野 拓弥新谷 幸義氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 402＋ 21：35．5 4．3�
33 サ イ ー ド 牡3鹿 56 M．デムーロ前田 幸治氏 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 492＋ 41：35．7� 3．8�
78 ライラスター 牡3鹿 56 横山 武史 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 482± 0 〃 クビ 2．9�
66 ハピネスアゲン 牝3芦 54 江田 照男浅川 皓司氏 萱野 浩二 浦河 富田牧場 448＋ 2 〃 クビ 8．4�
77 ミツカネムーン 牝3黒鹿 54

52 △松本 大輝小山田 満氏 清水 英克 浦河 谷口牧場 426－ 41：35．8� 72．9�
89 メ ト セ ラ 牡3黒鹿56 D．レーン 	ラ・メール 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 480－101：36．11� 4．2


（豪）

810 クイーンドライヴ 牝3青鹿54 津村 明秀井村誉志雄氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 406± 01：36．2� 52．1�
44 ケ ッ ツ ァ ー 牡3青鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武市 康男 新ひだか 木下牧場 488± 01：36．52 45．8�
55 ウインドエラ 牝3鹿 54 城戸 義政�ミルファーム 南田美知雄 新ひだか 水丸牧場 444－ 21：36．92� 443．9
22 セプテンベル 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人大冨 智弘氏 武井 亮 新ひだか 上村 清志 422－ 61：37．0クビ 134．5�
（10頭）

売 得 金
単勝： 50，558，500円 複勝： 49，267，500円 枠連： 9，251，400円
馬連： 65，161，400円 馬単： 35，527，800円 ワイド： 51，368，600円
3連複： 84，000，500円 3連単： 154，314，700円 計： 499，450，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 130円 � 130円 � 110円 枠 連（1－3） 960円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 290円 �� 240円 �� 220円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 5，760円

票 数

単勝票数 計 505585 的中 � 93169（4番人気）
複勝票数 計 492675 的中 � 91802（2番人気）� 91315（3番人気）� 127892（1番人気）
枠連票数 計 92514 的中 （1－3） 7428（5番人気）
馬連票数 計 651614 的中 �� 53704（5番人気）
馬単票数 計 355278 的中 �� 13463（10番人気）
ワイド票数 計 513686 的中 �� 42756（4番人気）�� 55719（3番人気）�� 60828（2番人気）
3連複票数 計 840005 的中 ��� 76562（3番人気）
3連単票数 計1543147 的中 ��� 19402（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―36．2―48．8―1：01．5―1：12．9―1：24．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア オ イ モ エ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Successful Appeal デビュー 2021．12．19 中山1着

2019．2．23生 牝3鹿 母 ハーエミネンシー 母母 Chic Dancer 3戦2勝 賞金 14，500，000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。



11043 5月1日 雨 稍重 （4東京2） 第4日 第7競走 1，400�4歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・左）

牝；負担重量は，55�
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

11 パ ラ ノ イ ド 牝4鹿 55 菅原 明良池谷 誠一氏 萩原 清 むかわ 上水牧場 470± 01：24．1 10．0�
24 スキャッターシード 牝4鹿 55 横山 武史�G1レーシング 斎藤 誠 安平 追分ファーム 548－ 61：24．41� 1．9�
714 アラカザーム 牝4栗 55 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 村上牧場 460＋161：24．71� 17．4�
12 シーオブドリームス 牝4青鹿55 津村 明秀�大樹ファーム 矢野 英一 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 486＋ 61：24．8� 9．1�
47 ヤマニンエルモサ 牝5鹿 55 大野 拓弥土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 494＋ 61：24．9� 17．2	
510 ヴァルゴスピカ 牝5鹿 55

53 △永野 猛蔵岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 日高 本間牧場 452＋161：25．0� 52．1

35 ケイツーマルカ 牝4鹿 55 秋山真一郎楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新冠 オリエント牧場 504± 01：25．95 21．2�
611 ユールファーナ 牝5黒鹿 55

52 ▲横山 琉人 �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 434－ 8 〃 ハナ 82．7�

23 ジェラペッシュ 牝5鹿 55 吉田 豊柴田 洋一氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 B466＋ 61：26．0� 438．0
59 ラ ヴ ォ ル タ 牝4鹿 55 D．レーン �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 494－ 6 〃 クビ 4．6�

（豪）

713 ナリノクリスティー 牝5青鹿 55
52 ▲水沼 元輝成塚 清志氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム B484± 01：26．1クビ 84．0�

48 � ルミエールソレイユ 牝6栗 55 柴田 大知岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 482－ 41：26．2� 102．2�
612 ショコラブリアン 牝5栗 55 M．デムーロ木村 直人氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 520－121：26．4� 15．1�
816 タマダイヤモンド 牝4青鹿55 石川裕紀人玉井 鶴枝氏 相沢 郁 日高 本間牧場 488＋ 41：26．61� 36．8�
36 � ジャグリング 牝4鹿 55 木幡 巧也中村 祐子氏 新開 幸一 日高 シンボリ牧場 458－ 41：26．7クビ 188．9�
815 タイセイルージュ 牝4栗 55 杉原 誠人田中 成奉氏 伊藤 大士 浦河 バンブー牧場 B472＋ 21：27．12� 454．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，211，800円 複勝： 73，782，800円 枠連： 18，813，600円
馬連： 90，776，600円 馬単： 43，676，300円 ワイド： 84，483，700円
3連複： 143，111，800円 3連単： 168，533，500円 計： 673，390，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 200円 � 120円 � 340円 枠 連（1－2） 370円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 340円 �� 2，220円 �� 610円

3 連 複 ��� 4，590円 3 連 単 ��� 34，240円

票 数

単勝票数 計 502118 的中 � 40140（4番人気）
複勝票数 計 737828 的中 � 79603（4番人気）� 237975（1番人気）� 38630（7番人気）
枠連票数 計 188136 的中 （1－2） 39057（1番人気）
馬連票数 計 907766 的中 �� 88503（3番人気）
馬単票数 計 436763 的中 �� 12626（9番人気）
ワイド票数 計 844837 的中 �� 71459（1番人気）�� 8759（25番人気）�� 34966（6番人気）
3連複票数 計1431118 的中 ��� 23375（16番人気）
3連単票数 計1685335 的中 ��� 3568（109番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．7―11．9―12．1―12．2―12．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パ ラ ノ イ ド �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．6．20 東京15着

2018．2．18生 牝4鹿 母 カーヴィシャス 母母 モンローブロンド 10戦2勝 賞金 19，890，000円
〔発走状況〕 ヴァルゴスピカ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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。

11044 5月1日 雨 稍重 （4東京2） 第4日 第8競走 ��
��1，600�4歳以上2勝クラス

発走13時45分 （芝・左）
負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

77 フィアスプライド 牝4青鹿55 菅原 明良ゴドルフィン 国枝 栄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 476－ 41：34．5 4．3�

89 アップリバー 牝4青鹿55 津村 明秀平田 修氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 492± 01：34．7� 27．7�
78 アオイシンゴ 	8芦 57 戸崎 圭太新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 496－ 6 〃 クビ 6．7�
55 シ ャ ン ブ ル 牝4青鹿55 M．デムーロ �CHEVAL AT-TACHE 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 480± 01：34．91
 6．8�
11 レフトゥバーズ 牝4黒鹿55 横山 武史池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 444－ 6 〃 アタマ 2．1�
22 ワ ザ モ ノ 牡4鹿 57 石川裕紀人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド 490－ 6 〃 クビ 22．2	
66 スリートップキズナ 牡4黒鹿 57

55 △永野 猛蔵永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B456± 01：35．0アタマ 6．2

33 セイウンパワフル 牡5鹿 57

54 ▲横山 琉人西山 茂行氏 斎藤 誠 新ひだか 棚川 光男 472－ 21：35．32 42．9�
810 ニルカンタテソーロ 牡5栗 57

55 △松本 大輝了德寺健二ホール
ディングス� 小手川 準 浦河 桑田牧場 448－ 61：36．36 145．9�

44 � スズカユース 牝6栗 55 原田 和真永井 啓弍氏 堀内 岳志 新ひだか グランド牧場 B460＋161：36．4� 285．3
（10頭）

売 得 金
単勝： 55，071，500円 複勝： 66，568，800円 枠連： 15，248，300円
馬連： 82，315，200円 馬単： 46，836，100円 ワイド： 71，705，000円
3連複： 121，059，500円 3連単： 211，514，200円 計： 670，318，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 190円 � 460円 � 200円 枠 連（7－8） 3，240円

馬 連 �� 5，910円 馬 単 �� 11，170円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 490円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 7，900円 3 連 単 ��� 54，300円

票 数

単勝票数 計 550715 的中 � 100394（2番人気）
複勝票数 計 665688 的中 � 104350（2番人気）� 30249（7番人気）� 91949（4番人気）
枠連票数 計 152483 的中 （7－8） 3646（11番人気）
馬連票数 計 823152 的中 �� 10793（18番人気）
馬単票数 計 468361 的中 �� 3143（30番人気）
ワイド票数 計 717050 的中 �� 11824（19番人気）�� 40334（5番人気）�� 12051（18番人気）
3連複票数 計1210595 的中 ��� 11492（28番人気）
3連単票数 計2115142 的中 ��� 2824（151番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―35．5―47．5―59．7―1：11．4―1：22．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フィアスプライド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kingmambo デビュー 2020．12．19 中山9着

2018．4．10生 牝4青鹿 母 ストロベリーフェア 母母 Storm Song 9戦3勝 賞金 34，718，000円



11045 5月1日 雨 稍重 （4東京2） 第4日 第9競走 ��2，400�
じ ん ば

陣 馬 特 別
発走14時15分 （芝・左）
4歳以上，2勝クラス，3．5．1以降4．4．24まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

22 レッドヴェロシティ 牡4黒鹿57 M．デムーロ �東京ホースレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B538－ 22：27．3 2．4�
68 プレイリードリーム 牡6鹿 56 菅原 明良田所 英子氏 安達 昭夫 日高 天羽牧場 460± 0 〃 クビ 4．9�
11 レインフロムヘヴン 牡4鹿 56 D．レーン �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 82：27．4クビ 5．0�
（豪）

710 レッドクーゲル 牡6栗 53 吉田 豊 �東京ホースレーシング 尾関 知人 日高 下河辺牧場 448＋ 42：27．61� 119．5�
67 � ウインエアフォルク 牡5鹿 54 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 472－ 62：27．7� 78．1	
811� マベルロンジュ 牝5栗 53 木幡 巧也落合 幸弘氏 水野 貴広 日高 下河辺牧場 B466＋ 42：27．8クビ 23．0

812 サトノフォース �6黒鹿55 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 蛯名 正義 新ひだか 桜井牧場 468－ 62：28．33� 21．9�
79 エトワールマタン 牝4鹿 52 石川裕紀人丹羽久一郎氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 444－ 2 〃 アタマ 14．6�
55 ポレンティア 牝5青鹿53 津村 明秀 �シルクレーシング 田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530＋142：29．25 17．1
56 シュブリーム 牡6黒鹿53 田中 勝春栗坂 崇氏 大和田 成 浦河 中神牧場 B472－ 62：30．15 12．4�
44 エクランドール 牝4鹿 53 横山 武史 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B426± 02：30．2� 10．0�
33 ヴ ィ ン ト 牡6鹿 52 竹之下智昭平山 靖氏 千田 輝彦 平取 坂東牧場 534－102：30．73� 73．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 58，805，600円 複勝： 73，872，900円 枠連： 23，511，600円
馬連： 119，846，200円 馬単： 51，824，100円 ワイド： 92，195，300円
3連複： 179，455，800円 3連単： 234，046，200円 計： 833，557，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 140円 � 170円 枠 連（2－6） 640円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 220円 �� 270円 �� 420円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 3，400円

票 数

単勝票数 計 588056 的中 � 195800（1番人気）
複勝票数 計 738729 的中 � 218978（1番人気）� 125828（2番人気）� 85616（3番人気）
枠連票数 計 235116 的中 （2－6） 28446（2番人気）
馬連票数 計1198462 的中 �� 151830（2番人気）
馬単票数 計 518241 的中 �� 41227（2番人気）
ワイド票数 計 921953 的中 �� 115773（1番人気）�� 86208（2番人気）�� 49892（3番人気）
3連複票数 計1794558 的中 ��� 137973（1番人気）
3連単票数 計2340462 的中 ��� 49813（2番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―11．5―11．7―11．7―12．0―12．7―12．8―12．8―12．2―12．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．3―35．8―47．5―59．2―1：11．2―1：23．9―1：36．7―1：49．5―2：01．7―2：14．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F37．8
1
3
6，5－8，1（3，9）（4，11）－10（7，12）－2
6＝5－（1，8）－（3，9）（4，11）（7，10）（12，2）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レッドヴェロシティ �
�
父 ワールドエース �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．7．5 福島7着

2018．2．20生 牡4黒鹿 母 トップモーション 母母 プロモーション 11戦3勝 賞金 65，300，000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。

11046 5月1日 雨 不良 （4東京2） 第4日 第10競走 ��
��2，100�ブリリアントステークス（Ｌ）

発走14時50分 （ダート・左）
4歳以上，3．5．1以降4．4．24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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000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

816 ア ル ド ー レ 牡7栗 56 D．レーン 安原 浩司氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 B488－102：07．1 4．6�
（豪）

36 ハヤブサナンデクン 牡6芦 55 大野 拓弥武田 修氏 吉村 圭司 新ひだか グランド牧場 512＋102：07．41� 6．6�
815 キタノヴィジョン 牡5鹿 54 丸田 恭介北所 直人氏 萱野 浩二 新冠 北星村田牧場 488－ 42：07．5� 10．7�
12 � アメリカンフェイス 牡5栗 54 吉田 豊 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 George

Krikorian 502＋ 42：07．81� 39．9�
611 トップウイナー 牡6栗 55 城戸 義政�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 B468－ 82：08．01	 112．2	
24 ロードリバーサル 牡6鹿 54 津村 明秀 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 496± 0 〃 アタマ 70．4

11 ユアヒストリー 牡4鹿 54 石川裕紀人 MOMOレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 464＋ 4 〃 クビ 32．0�
713 デュアライズ 牡6黒鹿55 菅原 明良高橋 文男氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 456＋ 22：08．21
 5．1�
714 エ イ コ ー ン 牡7鹿 55 戸崎 圭太西森 功氏 吉田 直弘 浦河 杵臼斉藤牧場 464＋ 22：08．41 34．1
612� スマッシングハーツ 牡6鹿 56 横山 武史前田 幸治氏 新谷 功一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508－ 8 〃 クビ 5．8�
59 ホウオウスクラム 牡7栗 54 横山 琉人小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 526－ 82：08．82	 193．5�
510 リネンファッション 牝5鹿 54 秋山真一郎戸山 光男氏 坂口 智康 日高 前川 義則 456－ 92：09．12 22．4�
23 ダノンファスト 牡5黒鹿56 木幡 巧也�ダノックス 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 472± 02：09．52	 40．7�
47 リッターシュラーク 牡5黒鹿54 宮崎 北斗西森 功氏 中川 公成 新冠 オリエント牧場 520± 0 〃 ハナ 9．6�
35 ロードマイウェイ 牡6鹿 56 永野 猛蔵 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 488＋ 82：09．82 89．1�
48 ヒロイックテイル 牡5栗 56 M．デムーロ吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 490－122：12．7大差 7．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 73，828，000円 複勝： 112，489，700円 枠連： 38，454，800円
馬連： 187，395，800円 馬単： 63，519，300円 ワイド： 142，689，900円
3連複： 307，890，800円 3連単： 307，877，300円 計： 1，234，145，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 200円 � 250円 � 280円 枠 連（3－8） 1，180円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 2，920円

ワ イ ド �� 720円 �� 940円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 6，220円 3 連 単 ��� 27，210円

票 数

単勝票数 計 738280 的中 � 126739（1番人気）
複勝票数 計1124897 的中 � 165884（2番人気）� 112614（5番人気）� 97423（7番人気）
枠連票数 計 384548 的中 （3－8） 25234（5番人気）
馬連票数 計1873958 的中 �� 87367（4番人気）
馬単票数 計 635193 的中 �� 16295（6番人気）
ワイド票数 計1426899 的中 �� 51894（4番人気）�� 38787（10番人気）�� 27474（17番人気）
3連複票数 計3078908 的中 ��� 37124（17番人気）
3連単票数 計3078773 的中 ��� 8202（65番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
6．8―18．1―29．9―41．8―53．5―1：05．8―1：18．2―1：30．6―1：42．9―1：54．7

コーナー
通過順位

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

2
4

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

ア ル ド ー レ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．8．20 札幌7着

2015．4．30生 牡7栗 母 ティックルピンク 母母 ブラッシングプリンセス 23戦6勝 賞金 143，310，000円
※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） 2頭 ゲンパチルシファー号・テリオスベル号
（非抽選馬） 4頭 ヴァニラアイス号・サクラアリュール号・ドスハーツ号・ドリュウ号
※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。

１レース目



11047 5月1日 雨 稍重 （4東京2） 第4日 第11競走 ��
��1，800�スイートピーステークス（Ｌ）

発走15時30分 （オークストライアル） （芝・左）
牝，3歳；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．8

良
良

44 ウインエクレール 牝3鹿 54 M．デムーロ�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 470＋ 61：48．9 2．7�
89 コントディヴェール 牝3芦 54 菅原 明良前田 幸治氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464－ 21：49．11� 9．6�
66 ラ リ ベ ラ 牝3黒鹿54 松本 大輝合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 444－141：49．73� 26．2�
78 ローブエリタージュ 牝3青鹿54 横山 武史 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 396± 01：50．01� 4．7�
22 グランスラムアスク 牝3鹿 54 古川 奈穂廣崎利洋HD� 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 446－ 2 〃 クビ 9．0	
810 ニシノメグレス 牝3黒鹿54 津村 明秀西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 田上 徹 414＋ 61：50．1� 22．0

11 カ ラ ン セ 牝3鹿 54 石川裕紀人野田 努氏 金成 貴史 洞�湖 レイクヴィラファーム 464＋ 21：51．05 74．2�
55 シークルーズ 牝3鹿 54 戸崎 圭太飯田 良枝氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 422－ 6 〃 ハナ 4．2�
77 フィールシンパシー 牝3鹿 54 横山 琉人岡田 牧雄氏 小島 茂之 新ひだか 岡田スタツド 440＋ 61：51．42� 8．6
33 ユキノエリザベス 牝3黒鹿54 永野 猛蔵井上 基之氏 竹内 正洋 新ひだか 服部 牧場 450－161：52．46 94．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 96，436，900円 複勝： 82，705，400円 枠連： 37，445，500円
馬連： 224，126，300円 馬単： 93，916，300円 ワイド： 135，674，200円
3連複： 319，241，300円 3連単： 504，736，800円 計： 1，494，282，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 260円 � 470円 枠 連（4－8） 840円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 1，890円

ワ イ ド �� 490円 �� 920円 �� 2，500円

3 連 複 ��� 6，660円 3 連 単 ��� 22，110円

票 数

単勝票数 計 964369 的中 � 284799（1番人気）
複勝票数 計 827054 的中 � 202846（1番人気）� 73140（6番人気）� 34990（8番人気）
枠連票数 計 374455 的中 （4－8） 34513（3番人気）
馬連票数 計2241263 的中 �� 136060（4番人気）
馬単票数 計 939163 的中 �� 37246（5番人気）
ワイド票数 計1356742 的中 �� 79077（5番人気）�� 39739（12番人気）�� 13933（26番人気）
3連複票数 計3192413 的中 ��� 35912（25番人気）
3連単票数 計5047368 的中 ��� 16546（82番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．9―12．0―12．1―12．6―12．1―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―35．5―47．5―59．6―1：12．2―1：24．3―1：36．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．3―3F36．7

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

勝馬の
紹 介

ウインエクレール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 アドマイヤコジーン デビュー 2022．1．16 中山1着

2019．3．31生 牝3鹿 母 サマーエタニティ 母母 オールフォーゲラン 3戦2勝 賞金 26，217，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりウインエクレール号は，優駿牝馬（GⅠ）競走に優先出走できる。

11048 5月1日 雨 不良 （4東京2） 第4日 第12競走 ��1，300�4歳以上2勝クラス
発走16時10分 （ダート・左）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

59 ロコポルティ 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �シルクレーシング 西園 正都 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 530＋ 81：16．6 2．3�

36 ブルースコード 牡4黒鹿 57
55 △永野 猛蔵 �ビクトリーホースランチ 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 478－121：16．81� 10．8�
47 ソ ラ ン 牡5黒鹿57 吉田 豊鈴木 康弘氏 西田雄一郎 新ひだか 本桐牧場 B530＋ 81：16．9クビ 143．4�
24 ク ロ ッ チ �5黒鹿57 木幡 初也 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 リトルブルーファーム 460＋ 81：17．01 139．3�
11 ロードミッドナイト 牡4黒鹿57 木幡 巧也 �ロードホースクラブ 田中 博康 新冠 樋渡 志尚 528－ 21：17．74 9．8	
12 エリモグリッター �5鹿 57 M．デムーロ山本三津子氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 472－ 81：17．8クビ 17．0

815 グーテンモルゲン 牡6鹿 57 丸田 恭介薪浦 亨氏 牧田 和弥 様似 清水スタッド 520－ 2 〃 クビ 75．1�
48 サ ツ キ マ ス 牝5鹿 55 野中悠太郎越村 哲男氏 田島 俊明 平取 坂東牧場 B454± 01：17．9� 110．3�
713 レイテントロアー 牡5鹿 57 杉原 誠人矢野 亨憲氏 嘉藤 貴行 日高 シンボリ牧場 488＋ 41：18．0クビ 13．4
510	 タイセイブレイズ 牡4鹿 57

54 ▲横山 琉人田中 成奉氏 牧浦 充徳 浦河 秋場牧場 464－ 41：18．1� 16．3�
23 カネコメアサヒ 牡6栗 57 石川裕紀人髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 B440－ 6 〃 クビ 40．1�
816 バーンパッション 牡5黒鹿 57

55 △松本 大輝岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 真歌田中牧場 478－ 81：18．31 62．0�
611 グランドストローク 牡5黒鹿57 D．レーン �コスモヴューファーム 水野 貴広 浦河 藤春 修二 474＋ 41：18．51� 6．3�

（豪）

714	 ア テ ィ ー ド 牡4栗 57 横山 武史髙瀬 正志氏 加藤士津八 浦河 小林 仁 516± 0 〃 アタマ 6．9�
35 ホウオウモントレー 牝6芦 55 菅原 明良小笹 芳央氏 矢野 英一 むかわ 市川牧場 528＋121：18．92� 29．9�
612 プレフェリータ 牝4鹿 55 津村 明秀�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 478－ 21：20．610 31．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 115，953，900円 複勝： 135，641，000円 枠連： 48，759，600円
馬連： 226，617，500円 馬単： 87，984，300円 ワイド： 183，561，500円
3連複： 375，055，300円 3連単： 431，965，800円 計： 1，605，538，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 330円 � 2，050円 枠 連（3－5） 920円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 610円 �� 5，590円 �� 13，310円

3 連 複 ��� 43，320円 3 連 単 ��� 142，610円

票 数

単勝票数 計1159539 的中 � 386990（1番人気）
複勝票数 計1356410 的中 � 354678（1番人気）� 93966（5番人気）� 12110（15番人気）
枠連票数 計 487596 的中 （3－5） 40876（4番人気）
馬連票数 計2266175 的中 �� 136840（4番人気）
馬単票数 計 879843 的中 �� 30890（4番人気）
ワイド票数 計1835615 的中 �� 83169（4番人気）�� 8157（56番人気）�� 3397（86番人気）
3連複票数 計3750553 的中 ��� 6493（131番人気）
3連単票数 計4319658 的中 ��� 2196（427番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．4―11．6―11．7―11．7―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―17．9―29．3―40．9―52．6―1：04．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロコポルティ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．9．19 中京中止

2018．1．28生 牡4鹿 母 サダムグランジュテ 母母 シーズライクリオ 13戦3勝 賞金 36，570，000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。
（非当選馬） 1頭 バクシン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

４レース目



（4東京2）第4日 5月1日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
稍重後不良

競走回数 12回 出走頭数 172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

231，150，000円
8，210，000円
30，980，000円
1，230，000円
30，060，000円
77，379，000円
4，730，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
687，395，000円
955，954，300円
270，801，400円
1，338，802，500円
582，997，100円
1，064，592，300円
2，074，185，500円
2，625，506，300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 9，600，234，400円

総入場人員 12，601名 （有料入場人員 12，262名）
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