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11049 5月7日 曇 良 （4東京2） 第5日 第1競走 1，600�3歳未勝利
発走10時15分 （ダート・左）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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

612 ランプロファイア 牝3鹿 54 横山 武史吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 468－ 81：38．4 5．9�
816 ラ ジ エ ル 牝3鹿 54 杉原 誠人 �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 444± 01：39．35 4．6�
48 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 484＋ 81：40．57 41．9�
510 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 B470＋ 8 〃 アタマ 18．4�
611 マリノヴィーナス 牝3鹿 54

52 △永野 猛蔵�クラウン 武市 康男 日高 クラウン日高牧場 460＋ 4 〃 クビ 113．4	
59 ナンヨーアイリス 牝3栗 54 大野 拓弥中村 德也氏 畠山 吉宏 新冠 株式会社

安達牧場 452－101：40．81� 194．3

35 ショウナンカンキ 牝3鹿 54 吉田 豊国本 哲秀氏 戸田 博文 新ひだか 西村牧場 428－ 61：41．01 42．4�
815 キョウエイパーリオ 牝3黒鹿54 武士沢友治田中 晴夫氏 中川 公成 青森 ワールドファーム 482＋ 2 〃 クビ 6．7�
47 パンダリオン 牝3栗 54 菊沢 一樹宮崎 俊也氏 菊沢 隆徳 浦河 宮内牧場 B522＋ 6 〃 アタマ 16．9
23 フルティージャ 牝3芦 54 石橋 脩 �社台レースホース林 徹 千歳 社台ファーム 440－ 21：41．21� 6．1�
714 サンデンガンバレ 牝3黒鹿 54

52 △山田 敬士山田 春枝氏 伊藤 伸一 新ひだか 高橋フアーム 472－ 21：41．4� 409．5�
713 コスモスフレ 牝3芦 54 木幡 巧也 �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 446－ 31：41．61� 92．4�
36 ネイチャーミヤビ 牝3鹿 54 野中悠太郎 �サザンホールディング 根本 康広 浦河 金石牧場 510± 01：41．91� 3．0�
12 トゥエルブナインズ 牝3鹿 54 菅原 明良�サンライズ 矢野 英一 新ひだか 友田牧場 522－121：42．53� 38．8�
11 サプライズイベント 牝3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 浦河 笹島 智則 406 ―1：43．03 127．9�
24 キリシマミッチー 牝3芦 54 川須 栄彦茂木 道和氏 大和田 成 新冠 川島牧場 454＋ 81：43．53 133．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，270，300円 複勝： 54，000，200円 枠連： 15，696，900円
馬連： 67，864，600円 馬単： 28，545，600円 ワイド： 62，184，400円
3連複： 105，643，700円 3連単： 104，084，800円 計： 473，290，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 200円 � 210円 � 700円 枠 連（6－8） 720円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 2，910円

ワ イ ド �� 720円 �� 3，470円 �� 2，660円

3 連 複 ��� 22，780円 3 連 単 ��� 77，870円

票 数

単勝票数 計 352703 的中 � 47412（3番人気）
複勝票数 計 540002 的中 � 77060（2番人気）� 74881（3番人気）� 15977（8番人気）
枠連票数 計 156969 的中 （6－8） 16760（2番人気）
馬連票数 計 678646 的中 �� 33465（6番人気）
馬単票数 計 285456 的中 �� 7347（10番人気）
ワイド票数 計 621844 的中 �� 23369（8番人気）�� 4469（33番人気）�� 5871（27番人気）
3連複票数 計1056437 的中 ��� 3478（66番人気）
3連単票数 計1040848 的中 ��� 969（238番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―35．3―47．9―1：00．9―1：13．5―1：25．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ランプロファイア �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2022．3．5 中山5着

2019．1．16生 牝3鹿 母 プ ロ ク リ ス 母母 ラ イ ラ プ ス 2戦1勝 賞金 5，720，000円
〔発走状況〕 マリノヴィーナス号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キリシマミッチー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月7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〕 サンデンガンバレ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月7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 パーチル号

11050 5月7日 曇 良 （4東京2） 第5日 第2競走 1，300�3歳未勝利
発走10時45分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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
1：16．1
1：16．1

重
重

815 クラウンシューター 牡3黒鹿56 戸崎 圭太杉山 忠国氏 武藤 善則 新ひだか 明治牧場 482± 01：19．8 5．3�
24 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± 01：20．01� 23．0�
816 ニシノフウジン 牡3鹿 56 幸 英明西山 茂行氏 中野 栄治 新冠 中山 高鹿康 458－ 81：20．31� 6．9�
59 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 412－ 4 〃 ハナ 86．2�
611 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 444－ 21：20．4� 86．7�
23 グ ラ リ ッ チ 牡3栗 56 杉原 誠人 �グランデオーナーズ 大和田 成 新ひだか 森 政巳 454 ―1：20．5クビ 201．1	
48 アントウェルペン 牡3鹿 56

54 △永野 猛蔵堀 祥子氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 472－ 6 〃 アタマ 11．1

36 ジュンオーズ 牡3鹿 56 大庭 和弥河合 純二氏 勢司 和浩 熊本 本田 土寿 436± 0 〃 ハナ 144．0�
12 ハ ロ サ ン 牡3鹿 56

54 △山田 敬士乙訓 史樹氏 本間 忍 平取 清水牧場 460－ 11：20．6� 315．7�
714 パ ン タ ナ ル 牡3栗 56 菅原 明良�ラ・メール 高木 登 新冠 松浦牧場 508－ 2 〃 � 1．9
47 エリークラウン 牝3鹿 54 石橋 脩谷川 正純氏 武市 康男 日高 クラウン日高牧場 458－121：20．7クビ 8．9�
35 ド モ ナ ラ ン 牡3鹿 56 原田 和真本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 516＋ 6 〃 クビ 232．5�
612 トニカクビジン 牝3鹿 54 岩部 純二田頭 勇貴氏 石毛 善彦 日高 佐々木 康治 416＋ 2 〃 ハナ 151．8�
11 クリスタルローズ 牝3鹿 54 吉田 豊岡田 勇氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 484＋ 41：20．8� 22．8�
510 ダノンブルズアイ 牡3鹿 56 菊沢 一樹�ダノックス 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 B458－ 41：21．22� 19．1�
713 アイファーステップ 牝3青鹿54 的場 勇人中島 稔氏 的場 均 日高 Wing Farm 408 ―1：22．37 290．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，657，200円 複勝： 45，309，600円 枠連： 14，969，200円
馬連： 51，979，700円 馬単： 26，749，000円 ワイド： 51，104，000円
3連複： 82，252，400円 3連単： 103，157，600円 計： 404，178，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 190円 � 420円 � 230円 枠 連（2－8） 2，930円

馬 連 �� 4，630円 馬 単 �� 8，710円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 650円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 9，220円 3 連 単 ��� 58，020円

票 数

単勝票数 計 286572 的中 � 42939（2番人気）
複勝票数 計 453096 的中 � 73114（2番人気）� 23341（6番人気）� 53286（3番人気）
枠連票数 計 149692 的中 （2－8） 3948（9番人気）
馬連票数 計 519797 的中 �� 8690（13番人気）
馬単票数 計 267490 的中 �� 2302（25番人気）
ワイド票数 計 511040 的中 �� 9202（13番人気）�� 21196（5番人気）�� 7920（16番人気）
3連複票数 計 822524 的中 ��� 6684（25番人気）
3連単票数 計1031576 的中 ��� 1289（150番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．4―30．0―42．1―54．5―1：06．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クラウンシューター �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2021．8．29 新潟14着

2019．5．8生 牡3黒鹿 母 スギノブロッサム 母母 ブライアンズビット 9戦1勝 賞金 7，810，000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 タッカーステート号

第２回 東京競馬 第５日



11051 5月7日 曇 良 （4東京2） 第5日 第3競走 1，400�3歳未勝利
発走11時15分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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

59 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＋ 61：26．0 6．5�
35 ムッシュージョイ 牡3鹿 56 石橋 脩西村 亮二氏 武市 康男 新冠 対馬 正 464＋ 41：26．74 10．4�
24 バ リ ア ン ス 牡3芦 56 和田 竜二藤田 岳彦氏 田村 康仁 青森 久保フアーム 502－ 41：26．8� 25．3�
816 ゴールデンヨシノ 牡3鹿 56 菅原 明良清水 義德氏 宗像 義忠 日高 下河辺牧場 440＋ 2 〃 クビ 3．8�
611 ジェノバフレイバー 牡3鹿 56 木幡 巧也尾田 信夫氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 468＋121：27．75 89．6�
11 ベルウッドメルシー 牡3鹿 56 内田 博幸鈴木 照雄氏 辻 哲英 浦河 市川フアーム 510－ 61：27．8クビ 160．6�
23 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 458－241：27．9� 161．4	
612 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 B468－ 6 〃 ハナ 52．2

510 ル テ リ ブ ル 牡3黒鹿56 野中悠太郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高柳 瑞樹 新冠 ヒカル牧場 458－10 〃 ハナ 197．1�
48 フランベルジュ 牡3黒鹿56 武 豊�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506－ 2 〃 ハナ 1．8
713 アグリシュブール 牡3芦 56 菊沢 一樹市瀬 一浩氏 田中 剛 浦河 グランデファーム 490± 01：28．1� 49．2�
815 ラブミードゥ 牝3栗 54 柴田 大知上田 忠男氏 南田美知雄 新ひだか 中田 浩美 436± 01：28．2� 30．4�
47 ロ デ ム 牡3栗 56 大野 拓弥�サンコウ牧場 佐藤 吉勝 新ひだか サンコウ牧場 B476－ 21：28．41� 33．1�
12 シゲルアライグマ 牡3栗 56

54 △永野 猛蔵森中 蕃氏 浅野洋一郎 新冠 中央牧場 504＋ 21：28．5� 60．5�
714 リネンスイング 牡3黒鹿56 田中 勝春戸山 光男氏 粕谷 昌央 新冠 村上 進治 450＋ 41：28．6� 131．9�
36 スピーシーズ 牝3栗 54 武士沢友治吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B454＋ 21：28．81� 531．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，646，500円 複勝： 52，351，000円 枠連： 14，406，200円
馬連： 61，063，800円 馬単： 29，586，300円 ワイド： 58，606，300円
3連複： 100，032，800円 3連単： 113，541，800円 計： 469，234，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 310円 � 230円 � 380円 枠 連（3－5） 3，060円

馬 連 �� 3，380円 馬 単 �� 5，190円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 2，260円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 15，090円 3 連 単 ��� 69，930円

票 数

単勝票数 計 396465 的中 � 48252（3番人気）
複勝票数 計 523510 的中 � 43603（4番人気）� 66233（3番人気）� 32910（5番人気）
枠連票数 計 144062 的中 （3－5） 3639（13番人気）
馬連票数 計 610638 的中 �� 13971（10番人気）
馬単票数 計 295863 的中 �� 4273（16番人気）
ワイド票数 計 586063 的中 �� 13644（10番人気）�� 6525（24番人気）�� 13633（11番人気）
3連複票数 計1000328 的中 ��� 4971（42番人気）
3連単票数 計1135418 的中 ��� 1177（201番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．6―37．1―49．5―1：01．5―1：13．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャインフォール �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．9．5 新潟9着

2019．4．18生 牡3鹿 母 シャインセレブ 母母 マンハッタンセレブ 3戦1勝 賞金 5，200，000円

11052 5月7日 曇 良 （4東京2） 第5日 第4競走 ��1，600�3歳未勝利
発走11時45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 ラッキークローバー 牝3鹿 54 大野 拓弥 Him Rock Racing
ホールディングス� 田村 康仁 日高 北田 剛 438－ 21：34．7 16．0�

818 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 470± 0 〃 クビ 3．4�
59 フラッシュアーク 牝3芦 54 戸崎 圭太小林 薫氏 青木 孝文 新冠 錦岡牧場 464－ 4 〃 アタマ 6．3�
816 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 430－ 2 〃 ハナ 3．4�
36 クインズステラ 牝3鹿 54 横山 和生 �ケイアイスタリオン 池上 昌和 浦河 高昭牧場 458＋ 81：34．8クビ 5．9	
611 ダイゴシンリュウ 牡3芦 56 野中悠太郎長谷川光司氏 清水 英克 浦河 ヒダカフアーム 426± 01：35．54 63．1

48 プリティーメモリー 牝3鹿 54 石川裕紀人海谷 幸司氏 伊坂 重信 新ひだか 谷岡牧場 396＋ 4 〃 クビ 92．7�
510 コズミックエッグ 牡3鹿 56 和田 竜二村野 康司氏 斎藤 誠 日高 新井 昭二 476＋121：35．82 6．0�
817 マルヴァジーア 牝3青鹿 54

52 △永野 猛蔵水上 行雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 矢野牧場 434± 01：35．9クビ 216．9
24 ベルウッドスカイ 牡3鹿 56 木幡 巧也鈴木 照雄氏 牧 光二 浦河 市川フアーム B490－ 41：36．01 122．3�
715 スカーレットフレア 牝3鹿 54 菊沢 一樹�ターフ・スポート小手川 準 浦河 大北牧場 420－ 61：36．1クビ 160．7�
714 ムーンパレス 牡3黒鹿56 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 嘉藤 貴行 新ひだか 上村 清志 504 ― 〃 クビ 118．5�
713 キョウエイラー �3鹿 56 岩部 純二田中 晴夫氏 萱野 浩二 新ひだか 藤沢牧場 474－ 41：36．31� 474．8�
612 カフェクリスタ 牝3鹿 54 武士沢友治西川 光一氏 和田 勇介 浦河 太陽牧場 446＋ 21：36．4アタマ 368．7�
35 ヤマニンフェリクス 牡3栗 56 田辺 裕信土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 440－ 41：36．5� 26．1�
47 ライドオンタイム 牝3鹿 54 江田 照男髙嶋 祐子氏 辻 哲英 浦河 有限会社

吉田ファーム 424－141：37．88 109．5�
23 � グラントテソーロ 牡3鹿 56

54 △山田 敬士了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 英 Kenji Ryo-

tokuji 448＋ 6 〃 クビ 389．9�
12 デルタインディ 牝3芦 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 竹中牧場 422 ―1：39．18 143．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 41，434，600円 複勝： 65，540，100円 枠連： 19，065，000円
馬連： 67，090，400円 馬単： 28，253，700円 ワイド： 65，262，300円
3連複： 104，352，400円 3連単： 113，832，000円 計： 504，830，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，600円 複 勝 � 410円 � 160円 � 210円 枠 連（1－8） 1，510円

馬 連 �� 3，290円 馬 単 �� 8，320円

ワ イ ド �� 950円 �� 1，360円 �� 520円

3 連 複 ��� 4，700円 3 連 単 ��� 35，690円

票 数

単勝票数 計 414346 的中 � 20683（6番人気）
複勝票数 計 655401 的中 � 32389（6番人気）� 134379（1番人気）� 82026（5番人気）
枠連票数 計 190650 的中 （1－8） 9774（5番人気）
馬連票数 計 670904 的中 �� 15778（11番人気）
馬単票数 計 282537 的中 �� 2544（25番人気）
ワイド票数 計 652623 的中 �� 17443（11番人気）�� 11827（15番人気）�� 33849（5番人気）
3連複票数 計1043524 的中 ��� 16648（15番人気）
3連単票数 計1138320 的中 ��� 2312（115番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．6―47．7―59．9―1：11．4―1：22．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．8
3 5，7（1，9）4（6，10，17）（8，18）11（16，15）13（12，14）3－2 4 ・（5，7）（1，9）（6，4，10，17）（11，8，18）（16，15）13，14，12，3，2

勝馬の
紹 介

ラッキークローバー �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ブラックタイド デビュー 2021．10．30 東京8着

2019．4．29生 牝3鹿 母 クロイゼリンチャン 母母 プ レ ア デ ス 5戦1勝 賞金 5，200，000円
〔発走状況〕 デルタインディ号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルタインディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月7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〕 キョウエイラー号・ヤマニンフェリクス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月7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 スペキュレーター号



11053 5月7日 曇 良 （4東京2） 第5日 第5競走 2，100�3歳未勝利
発走12時35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

57 ブラックピアノ 牡3青鹿56 大野 拓弥井上 久光氏 松永 康利 新冠 大林ファーム 468± 02：14．5 1．3�
45 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 520－ 4 〃 クビ 183．0�
33 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－ 82：15．03 36．0�
11 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 460± 02：15．63� 8．5�
711 ビタースマイル 牝3栗 54 野中悠太郎�桜井牧場 相沢 郁 新ひだか 桜井牧場 436＋ 62：16．34 33．3	
22 メノーグラジオラス 牡3黒鹿56 吉田 豊清進電設� 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 B474－ 6 〃 アタマ 87．7

812 フクノラヴァル 牡3黒鹿56 松岡 正海福島 祐子氏 長谷川浩大 新ひだか 土田農場 B478± 02：16．4クビ 8．7�
68 キタサンドーシン 牡3青鹿 56

54 △永野 猛蔵�大野商事 奥村 武 新冠 村田牧場 444－162：16．61� 12．9�
813 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 476± 0 〃 ハナ 48．3
69 タッチフラッシュ 牡3黒鹿56 木幡 巧也中村 祐子氏 尾形 和幸 浦河 大柳ファーム 468± 0 〃 クビ 40．9�
710 レオプレシード 牡3鹿 56 菊沢 一樹�レオ 小手川 準 平取 オークツリー

ファーム 512＋ 62：16．92 10．5�
44 ブエノスアン 牡3栗 56 杉原 誠人 TURFレーシング 大和田 成 日高 木村牧場 B472＋ 42：19．7大差 172．8�
56 ダブルクロス 牡3鹿 56

53 ▲西塚 洸二河内 孝夫氏 小西 一男 日高 増尾牧場 496＋ 4 （競走中止） 164．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 35，007，900円 複勝： 147，429，800円 枠連： 13，342，700円
馬連： 57，550，300円 馬単： 37，870，900円 ワイド： 52，923，900円
3連複： 90，756，400円 3連単： 143，400，900円 計： 578，282，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 3，400円 � 560円 枠 連（4－5） 4，920円

馬 連 �� 12，680円 馬 単 �� 11，890円

ワ イ ド �� 4，870円 �� 820円 �� 14，510円

3 連 複 ��� 80，260円 3 連 単 ��� 222，140円

票 数

単勝票数 計 350079 的中 � 200285（1番人気）
複勝票数 計1474298 的中 � 1172946（1番人気）� 2270（13番人気）� 15617（8番人気）
枠連票数 計 133427 的中 （4－5） 2099（12番人気）
馬連票数 計 575503 的中 �� 3517（21番人気）
馬単票数 計 378709 的中 �� 2388（25番人気）
ワイド票数 計 529239 的中 �� 2734（36番人気）�� 17542（7番人気）�� 909（54番人気）
3連複票数 計 907564 的中 ��� 848（104番人気）
3連単票数 計1434009 的中 ��� 468（334番人気）

ハロンタイム 7．2―11．5―12．8―13．1―13．1―13．0―13．0―13．3―12．9―12．2―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．7―31．5―44．6―57．7―1：10．7―1：23．7―1：37．0―1：49．9―2：02．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブラックピアノ �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2021．10．9 東京7着

2019．3．4生 牡3青鹿 母 ビ ナ セ ブ ン 母母 オフユーゴー 6戦1勝 賞金 11，480，000円
〔発走状況〕 ダブルクロス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 ダブルクロス号は，発走合図直後に発馬機内で立上り，騎手が落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ダブルクロス号は，令和4年5月8日から令和4年6月6日まで出走停止。停止期間の満了後に発走

調教再審査。

11054 5月7日 曇 良 （4東京2） 第5日 第6競走 ��
��1，400�3歳1勝クラス

発走13時05分 （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

711 ウィンダミア 牡3鹿 56 M．デムーロ広尾レース� 林 徹 新冠 パカパカ
ファーム 454－ 81：25．4 1．9�

812 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 450± 01：25．61� 4．5�
11 サカエショウ 牡3鹿 56 石橋 脩齊藤 栄一氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 512± 01：25．7クビ 15．5�
56 モ ウ シ ョ ウ 牡3黒鹿56 幸 英明岡 浩二氏 鈴木 孝志 新ひだか 株式会社 サ

ンデーヒルズ 480± 0 〃 クビ 13．3�
44 プリーチトヤーン 牝3鹿 54 石川裕紀人髙瀬 真尚氏 斎藤 誠 浦河 三好牧場 468＋ 81：26．01� 37．1�
33 カ イ タ ロ ー 牡3青鹿56 田辺 裕信本田 恒雄氏 和田 雄二 新ひだか 嶋田牧場 462－ 2 〃 クビ 6．1	
45 ベアグッジョブ 牡3鹿 56 木幡 巧也熊木 浩氏 杉浦 宏昭 平取 中川 隆 490－ 21：26．1� 42．1

57 ビップソリオ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太鈴木 邦英氏 田島 俊明 洞	湖 レイクヴィラファーム 526＋101：26．63 47．0�
710 オレタチハツヨイ 
3栗 56 和田 竜二�GET NEXT 栗田 徹 浦河 ヒダカフアーム 486＋ 2 〃 ハナ 33．6�
813 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 502－ 41：26．92 13．4
22 アポロマジェスティ 牡3黒鹿56 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 稲垣 幸雄 新ひだか へいはた牧場 462－ 61：27．11� 96．1�
68 ル ワ ン ジ ュ 牡3鹿 56 江田 照男 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 上原 博之 新ひだか 岡田スタツド B478－ 61：27．42 228．8�
69 セイウンシデン 牡3黒鹿 56

54 △永野 猛蔵西山 茂行氏 稲垣 幸雄 浦河 ガーベラパー
クスタツド 498＋ 21：27．61� 31．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 43，202，300円 複勝： 61，564，100円 枠連： 14，736，900円
馬連： 71，674，300円 馬単： 32，790，600円 ワイド： 66，569，200円
3連複： 116，598，800円 3連単： 137，143，400円 計： 544，279，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 140円 � 220円 枠 連（7－8） 280円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 200円 �� 420円 �� 830円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 3，760円

票 数

単勝票数 計 432023 的中 � 175202（1番人気）
複勝票数 計 615641 的中 � 199159（1番人気）� 105947（2番人気）� 48837（4番人気）
枠連票数 計 147369 的中 （7－8） 40433（1番人気）
馬連票数 計 716743 的中 �� 143733（1番人気）
馬単票数 計 327906 的中 �� 39778（1番人気）
ワイド票数 計 665692 的中 �� 104932（1番人気）�� 38050（3番人気）�� 17269（11番人気）
3連複票数 計1165988 的中 ��� 54199（4番人気）
3連単票数 計1371434 的中 ��� 26429（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．8―48．4―1：00．8―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウィンダミア �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 Makfi デビュー 2021．8．14 新潟7着

2019．4．21生 牡3鹿 母 クエストフォーワンダー 母母 Sinndiya 7戦2勝 賞金 19，230，000円



11055 5月7日 曇 良 （4東京2） 第5日 第7競走 ��
��1，400�3歳1勝クラス

発走13時35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
1：19．4
1：19．0

良
良

22 ニシノスーベニア 牡3黒鹿56 内田 博幸西山 茂行氏 上原 博之 日高 西山牧場 520＋ 61：21．7 7．1�
44 スクルトゥーラ 牝3鹿 54 横山 武史 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 428± 0 〃 クビ 2．6�
68 フミバレンタイン 牝3青鹿54 武 豊林 文彦氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 456－ 61：21．81 7．6�
55 ブランデーロック 牡3栗 56

54 △山田 敬士新井 衛氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 466＋ 41：21．9クビ 32．4�
56 レッツリブオン 牡3黒鹿56 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 458＋ 2 〃 クビ 9．5�
79 ファロロジー 牝3鹿 54 幸 英明水上ふじ子氏 高橋 裕 新冠 富本 茂喜 446± 0 〃 クビ 18．2	
67 � アウトパフォーム 牡3芦 56 横山 和生ゴドルフィン 栗田 徹 英 Kingston

Stud 442± 01：22．0クビ 28．9

11 ハッピープリベイル 牡3鹿 56 田辺 裕信平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 462－ 2 〃 クビ 8．4�
33 パスポートチェック 牡3栗 56

54 △永野 猛蔵ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 504＋ 41：22．31� 90．5�

812 タッカーシルバー 牝3黒鹿 54
51 ▲西塚 洸二小松崎 孝氏 鈴木 伸尋 新冠 的場牧場 454＋ 2 〃 アタマ 89．0

811 ナインティゴット 牡3鹿 56 富田 暁後藤 進氏 武 英智 新冠 松浦牧場 496－ 21：22．61� 26．5�
710 ロ ー ヴ ェ ロ 牡3鹿 56 和田 竜二 C．チェン氏 加藤 征弘 苫小牧 アスラン 508＋101：22．91	 5．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 49，495，700円 複勝： 69，684，100円 枠連： 15，682，500円
馬連： 81，551，300円 馬単： 31，511，500円 ワイド： 70，440，900円
3連複： 128，021，900円 3連単： 132，552，500円 計： 578，940，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 220円 � 130円 � 190円 枠 連（2－4） 1，020円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 420円 �� 970円 �� 370円

3 連 複 ��� 2，260円 3 連 単 ��� 15，220円

票 数

単勝票数 計 494957 的中 � 55346（3番人気）
複勝票数 計 696841 的中 � 67944（6番人気）� 174902（1番人気）� 83230（3番人気）
枠連票数 計 156825 的中 （2－4） 11901（5番人気）
馬連票数 計 815513 的中 �� 60429（3番人気）
馬単票数 計 315115 的中 �� 8208（9番人気）
ワイド票数 計 704409 的中 �� 44384（3番人気）�� 17069（13番人気）�� 50813（2番人気）
3連複票数 計1280219 的中 ��� 42457（5番人気）
3連単票数 計1325525 的中 ��� 6312（41番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―12．0―12．1―10．9―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．7―35．7―47．8―58．7―1：09．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F33．9
3 12，7（4，10）（1，11，9）（3，6）（2，5，8） 4 12，7（4，10，8）（1，11，9）（2，3，6，5）

勝馬の
紹 介

ニシノスーベニア �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．6．6 東京4着

2019．3．18生 牡3黒鹿 母 リ ッ プ ル 母母 レインボーリップル 7戦2勝 賞金 15，650，000円
〔発走状況〕 ナインティゴット号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ナインティゴット号は，発走調教再審査。

11056 5月7日 曇 良 （4東京2） 第5日 第8競走 1，600�4歳以上1勝クラス
発走14時05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

59 リズムオブザナイト 牡4鹿 57 M．デムーロ吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム B486± 01：38．1 3．8�
24 タ シ ロ 牡5栗 57 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 534－ 61：38．31� 40．7�
510 アイアムイチリュウ 牡5黒鹿57 戸崎 圭太堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 508± 01：38．61� 1．8�
23 � モンサンラディウス 牡4鹿 57 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 B508± 01：39．13 64．7�
611 セイウンオードリー 牡4鹿 57 幸 英明西山 茂行氏 深山 雅史 むかわ 宇南山牧場 510± 0 〃 ハナ 23．1�
713 チアフルローズ 牝6青鹿 55

53 △永野 猛蔵ディアレストクラブ	 水野 貴広 浦河 ディアレスト
クラブ 478－ 21：39．42 63．8


48 � ブルベアカイリ 牡5栗 57 内田 博幸	磯波勇F 深山 雅史 浦河 斉藤英牧場 510－ 21：39．61� 11．9�
12 サ ル ー テ �7鹿 57 菅原 明良小菅 定雄氏 高木 登 千歳 社台ファーム 554－ 21：39．81� 105．7�
36 � キタノポケット 牝5栗 55 武士沢友治北所 直人氏 粕谷 昌央 日高 森永牧場 404＋ 81：40．22 152．7
35 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 504± 01：40．41� 19．4�
714 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－ 6 〃 ハナ 378．5�
11 サザンナイツ �4黒鹿57 伊藤 工真ジャコモ合同会社 林 徹 千歳 社台ファーム 444－ 61：40．5クビ 224．5�
815 ヴィグルズマン 牡4栗 57 江田 照男 KAJIMOTOホー

ルディングス	 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 B460± 0 〃 アタマ 120．3�
612� テンナイトパール 牝6鹿 55 野中悠太郎天白 泰司氏 小西 一男 千歳 社台ファーム 494＋ 21：40．71� 151．1�
816 レッジャードロ 牝4栗 55 吉田 豊大谷 正嗣氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 436－ 21：40．8� 5．4�
47 グルナピーク 牝4黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 西田雄一郎 浦河 市川牧場 442－ 21：41．54 198．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，772，800円 複勝： 60，498，100円 枠連： 20，317，400円
馬連： 75，051，700円 馬単： 35，279，000円 ワイド： 63，923，500円
3連複： 135，769，500円 3連単： 156，973，900円 計： 590，585，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 130円 � 400円 � 110円 枠 連（2－5） 1，140円

馬 連 �� 6，040円 馬 単 �� 10，120円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 170円 �� 920円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 17，190円

票 数

単勝票数 計 427728 的中 � 88958（2番人気）
複勝票数 計 604981 的中 � 113733（2番人気）� 18205（7番人気）� 254170（1番人気）
枠連票数 計 203174 的中 （2－5） 13748（6番人気）
馬連票数 計 750517 的中 �� 9619（16番人気）
馬単票数 計 352790 的中 �� 2612（26番人気）
ワイド票数 計 639235 的中 �� 10726（14番人気）�� 133665（1番人気）�� 14697（10番人気）
3連複票数 計1357695 的中 ��� 63568（4番人気）
3連単票数 計1569739 的中 ��� 6619（46番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．2―36．1―48．7―1：01．6―1：13．8―1：25．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リズムオブザナイト �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．8．15 新潟9着

2018．5．5生 牡4鹿 母 リズムオブザレイン 母母 レ ン Ⅱ 17戦1勝 賞金 21，300，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔発走状況〕 アーバンヒーロー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 セイウンオードリー号の騎手幸英明は，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10，000円。（被害馬：14番・

7番）
アイアムイチリュウ号の騎手戸崎圭太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7
番・14番）



11057 5月7日 曇 良 （4東京2） 第5日 第9競走 ��
��2，000�

ち ち ぶ

秩 父 特 別
発走14時35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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

77 スペシャルドラマ 牡4鹿 57 菅原 明良大塚 亮一氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 520＋ 42：00．4 8．4�
33 サトノフォーチュン 牡4黒鹿57 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 514＋ 82：00．5クビ 2．6�
66 ワンデイモア 牡4黒鹿57 武 豊江馬 由将氏 国枝 栄 洞�湖 レイクヴィラファーム 538－ 22：00．6	 2．3�
11 シテフローラル 牡4鹿 57 横山 武史金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 446＋ 22：00．81	 4．1�
22 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 466＋ 62：01．01 22．5�
55 オンワードセルフ 牡6鹿 57 川須 栄彦樫山 章子氏 村山 明 新冠 高橋 忍 B490－ 42：01．63	 97．8	
88 ネバーゴーンアウト 
5青鹿57 永野 猛蔵岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 中田 英樹 478± 0 〃 アタマ 43．3

44 サイモンサーマル 
7鹿 57 野中悠太郎澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 494－ 42：02．98 183．5�

（8頭）

売 得 金
単勝： 50，074，300円 複勝： 47，778，800円 枠連： 発売なし
馬連： 69，878，400円 馬単： 41，476，400円 ワイド： 39，681，700円
3連複： 90，463，000円 3連単： 234，834，500円 計： 574，187，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 140円 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 2，550円

ワ イ ド �� 270円 �� 260円 �� 160円

3 連 複 ��� 470円 3 連 単 ��� 5，530円

票 数

単勝票数 計 500743 的中 � 47301（4番人気）
複勝票数 計 477788 的中 � 40739（4番人気）� 86939（2番人気）� 253064（1番人気）
馬連票数 計 698784 的中 �� 58815（5番人気）
馬単票数 計 414764 的中 �� 12153（10番人気）
ワイド票数 計 396817 的中 �� 32961（5番人気）�� 33943（4番人気）�� 77107（1番人気）
3連複票数 計 904630 的中 ��� 142714（2番人気）
3連単票数 計2348345 的中 ��� 30758（23番人気）

ハロンタイム 13．4―11．8―11．8―12．3―13．0―11．9―11．6―11．0―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―25．2―37．0―49．3―1：02．3―1：14．2―1：25．8―1：36．8―1：48．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

スペシャルドラマ �

父 エピファネイア �


母父 キングカメハメハ デビュー 2020．7．5 福島5着

2018．2．28生 牡4鹿 母 アドマイヤキュート 母母 ロージーミスト 9戦3勝 賞金 32，327，000円

11058 5月7日 晴 良 （4東京2） 第5日 第10競走 ��
��1，600�

り っ か

立夏ステークス
発走15時10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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

36 サンライズウルス 牡4鹿 57 横山 和生松岡 隆雄氏 安田 翔伍 新冠 村上 欽哉 B482－ 61：36．0 2．5�
35 オンザライン 牡4青鹿57 菅原 明良久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 452－ 21：36．53 12．0�
510 オーバーディリバー �6黒鹿57 横山 武史池谷 誠一氏 萩原 清 新冠 川島牧場 490＋ 21：36．81	 10．0�
24 ゴールドパラディン 牡5栗 57 幸 英明 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 432－ 61：37．22
 11．3�
612 ロ ン コ ー ネ 牡4黒鹿57 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 492＋ 4 〃 アタマ 5．1�
611 ワイドソロモン 牡5栗 57 大野 拓弥幅田 昌伸氏 奥村 豊 新ひだか グランド牧場 498± 01：37．3クビ 54．3	
713 ホウオウライジン 牡6栗 57 石川裕紀人小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 498＋141：37．51 95．9

47 � フォルツァエフ 牡7鹿 57 武 豊大野 照旺氏 森 秀行 米 Jim R. Wells

& Janie Wells B494－ 2 〃 クビ 41．3�
12 カフェスペランツァ 牡5鹿 57 吉田 豊西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 518± 01：37．6
 51．7�
23 ヘ ラ イ ア 牝5鹿 55 富田 暁吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 472＋ 4 〃 アタマ 73．0
11 スズカゴウケツ 牡5鹿 57 永野 猛蔵永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B488－ 21：37．7クビ 100．2�
59 ボルサリーノ 牡5鹿 57 M．デムーロ草間 庸文氏 杉山 晴紀 新ひだか 静内フジカワ牧場 B470－101：37．81 6．8�
48 タイセイアゲイン 牡4黒鹿57 和田 竜二田中 成奉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 464－121：38．01 46．9�
816 クロミナンス 牡5鹿 57 内田 博幸 �サンデーレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 61：38．53 9．0�
714 ヤ マ メ 牝5黒鹿55 木幡 巧也越村 哲男氏 久保田貴士 日高 木村牧場 B472± 01：38．81	 81．1�
815 ナンヨーイザヨイ �6黒鹿57 江田 照男中村 德也氏 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 480－121：39．54 263．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 74，908，000円 複勝： 105，461，300円 枠連： 35，919，300円
馬連： 168，065，400円 馬単： 61，882，700円 ワイド： 134，509，900円
3連複： 256，129，700円 3連単： 284，026，800円 計： 1，120，903，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 240円 � 260円 枠 連（3－3） 1，250円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 490円 �� 470円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 3，180円 3 連 単 ��� 11，380円

票 数

単勝票数 計 749080 的中 � 236957（1番人気）
複勝票数 計1054613 的中 � 264850（1番人気）� 98409（4番人気）� 86201（5番人気）
枠連票数 計 359193 的中 （3－3） 22259（6番人気）
馬連票数 計1680654 的中 �� 101642（4番人気）
馬単票数 計 618827 的中 �� 24732（6番人気）
ワイド票数 計1345099 的中 �� 72899（4番人気）�� 76127（3番人気）�� 22096（15番人気）
3連複票数 計2561297 的中 ��� 60337（7番人気）
3連単票数 計2840268 的中 ��� 18083（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―35．8―48．0―1：00．4―1：12．4―1：23．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．6
3 7，9（4，16）6，8（5，11）（2，12）10，15（13，14）－（3，1） 4 ・（7，9）（4，6，16）（5，8）（2，12，11）10（13，15）（3，14）1

勝馬の
紹 介

サンライズウルス �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 チチカステナンゴ デビュー 2021．2．13 阪神1着

2018．4．29生 牡4鹿 母 ア ル ー シ ュ 母母 デ ィ ナ シ ー 8戦4勝 賞金 55，000，000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 ゼンノジャスタ号



11059 5月7日 晴 良 （4東京2） 第5日 第11競走 ��
��2，000�プリンシパルステークス（Ｌ）

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

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

48 セイウンハーデス 牡3黒鹿56 幸 英明西山 茂行氏 橋口 慎介 浦河 �川 啓一 468－ 81：59．0 10．1�
24 キングズパレス 牡3鹿 56 松岡 正海 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 486－ 41：59．1� 22．5�
59 マイネルクリソーラ 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 444＋ 2 〃 アタマ 199．2�
12 ド ー ブ ネ 牡3青 56 武 豊藤田 晋氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 470－ 2 〃 クビ 3．9�
36 グランディア 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：59．2� 5．4	
713 ヴァモスロード 牡3栗 56 田辺 裕信久保 博文氏 西園 正都 洞	湖 レイクヴィラファーム 518± 01：59．41
 20．2

714 セ レ シ オ ン 牡3黒鹿56 和田 竜二 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B466－ 41：59．71� 5．4�
35 ゼンノインヴォーク 牡3鹿 56 富田 暁大迫久美子氏 四位 洋文 新冠 村上 欽哉 444± 0 〃 クビ 199．6�
47 フジマサフリーダム 牡3芦 56 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514－ 81：59．91
 142．6
611 ダノンフューチャー 牡3栗 56 石橋 脩�ダノックス 寺島 良 安平 ノーザンファーム 506± 02：00．21� 53．5�
11 ショウナンマグマ 牡3鹿 56 菅原 明良国本 哲秀氏 尾関 知人 登別 青藍牧場 498－ 22：00．3クビ 7．4�
816 ディナースタ 牡3栗 56 横山 和生 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 辻野 泰之 日高 クラウン日高牧場 462± 02：00．61� 36．3�
510 コリエンテス 牡3黒鹿56 M．デムーロ �シルクレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 474－ 82：00．7� 6．5�
23 ギャラクシーナイト 牡3青鹿56 菊沢 一樹ライオンレースホース� 菊沢 隆徳 浦河 杵臼牧場 500＋10 〃 クビ 32．1�
815 ブラックノワール 牡3鹿 56 内田 博幸 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 488＋ 82：01．76 16．8�

（15頭）
612 テーオードレフォン 牡3栗 56 川須 栄彦小笹 公也氏 梅田 智之 日高 Wing Farm ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 158，812，800円 複勝： 204，970，200円 枠連： 76，769，800円
馬連： 368，309，500円 馬単： 123，192，800円 ワイド： 275，548，300円
3連複： 579，190，100円 3連単： 641，542，500円 計： 2，428，336，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 290円 � 540円 � 3，250円 枠 連（2－4） 6，220円

馬 連 �� 11，520円 馬 単 �� 20，550円

ワ イ ド �� 3，030円 �� 17，200円 �� 20，630円

3 連 複 ��� 305，910円 3 連 単 ��� 1，400，950円

票 数

単勝票数 計1588128 的中 � 125254（6番人気）
複勝票数 計2049702 的中 � 215541（5番人気）� 99530（7番人気）� 14437（14番人気）
枠連票数 計 767698 的中 （2－4） 9560（22番人気）
馬連票数 計3683095 的中 �� 24762（41番人気）
馬単票数 計1231928 的中 �� 4495（73番人気）
ワイド票数 計2755483 的中 �� 25283（35番人気）�� 4373（82番人気）�� 3644（86番人気）
3連複票数 計5791901 的中 ��� 1420（332番人気）
3連単票数 計6415425 的中 ��� 332（1714番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．8―35．7―47．8―59．9―1：12．3―1：24．2―1：35．4―1：47．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F34．8

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

勝馬の
紹 介

セイウンハーデス �
�
父 シルバーステート �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2021．10．31 阪神1着

2019．4．8生 牡3黒鹿 母 ハイノリッジ 母母 ゴールドグレース 5戦2勝 賞金 38，508，000円
〔出走取消〕 テーオードレフォン号は，疾病〔両後肢挫創〕のため出走取消。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりセイウンハーデス号は，東京優駿（GⅠ）競走に優先出走できる。

11060 5月7日 晴 良 （4東京2） 第5日 第12競走 ��1，400�4歳以上2勝クラス
発走16時25分 （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
1：19．4
1：19．0

良
良

55 ブルーシンフォニー 牡4鹿 57 田辺 裕信ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 476± 01：21．2 1．7�

88 ウィスパリンホープ 牝5鹿 55 横山 和生�タイヘイ牧場 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 496－ 41：21．51� 6．8�
77 ゲ バ ラ 牡6鹿 57 大野 拓弥 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 480± 01：21．6� 5．9�
22 ペイシャフェスタ 牝4栗 55 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 浦河 梅田牧場 478－ 21：21．81� 7．9�
89 アオイカツマ 牡4鹿 57

55 △永野 猛蔵新谷 幸義氏 古賀 慎明 新ひだか タイヘイ牧場 474－ 41：21．9� 15．0�
33 セイウンパワフル 牡5鹿 57 和田 竜二西山 茂行氏 斎藤 誠 新ひだか 棚川 光男 470－ 21：22．0� 9．9	
44 ドラゴンズバック 牡5鹿 57 松岡 正海田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 サンローゼン 472－ 41：22．31� 148．4

11 	 ヴィクトワールメイ 牝6黒鹿55 菅原 明良山口謙太郎氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 456± 0 〃 クビ 76．4�
66 ジ ャ ガ ー ド 牡4芦 57 M．デムーロ栗坂 崇氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 422＋ 81：22．4クビ 17．1�

（9頭）

売 得 金
単勝： 88，022，000円 複勝： 126，063，900円 枠連： 21，961，900円
馬連： 128，089，300円 馬単： 80，529，800円 ワイド： 108，935，800円
3連複： 186，790，800円 3連単： 436，473，900円 計： 1，176，867，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 140円 枠 連（5－8） 420円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 220円 �� 210円 �� 460円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 2，730円

票 数

単勝票数 計 880220 的中 � 396187（1番人気）
複勝票数 計1260639 的中 � 635458（1番人気）� 134497（3番人気）� 138877（2番人気）
枠連票数 計 219619 的中 （5－8） 40289（1番人気）
馬連票数 計1280893 的中 �� 153436（3番人気）
馬単票数 計 805298 的中 �� 74459（3番人気）
ワイド票数 計1089358 的中 �� 133405（2番人気）�� 141660（1番人気）�� 50565（7番人気）
3連複票数 計1867908 的中 ��� 165798（2番人気）
3連単票数 計4364739 的中 ��� 115806（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．2―47．1―58．2―1：09．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルーシンフォニー 
�
父 スクリーンヒーロー 

�
母父 コ マ ン ズ デビュー 2020．6．21 東京1着

2018．3．27生 牡4鹿 母 ブルーストーン 母母 オ ル ダ ニ ー 11戦2勝 賞金 48，207，000円



（4東京2）第5日 5月7日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 168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

215，530，000円
5，490，000円
29，620，000円
1，290，000円
27，180，000円
73，465，000円
4，620，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
687，304，400円
1，040，651，200円
262，867，800円
1，268，168，700円
557，668，300円
1，049，690，200円
1，976，001，500円
2，601，564，600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 9，443，916，700円

総入場人員 13，559名 （有料入場人員 13，283名）
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