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11073 5月14日 小雨 不良 （4東京2） 第7日 第1競走 1，600�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
1：33．8
1：33．3

重
良

710 ミファヴォリート 牝3鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 480＋ 41：35．9 2．6�
33 ラブベティー 牝3栗 54 田辺 裕信増田 陽一氏 尾形 和幸 新ひだか 橋本牧場 438± 01：36．53� 2．3�
22 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 460－ 21：37．67 10．1�
68 レインツリー 牝3鹿 54 菅原 明良�ノースヒルズ 中舘 英二 新ひだか 土居牧場 444＋ 21：38．02� 33．8�
11 サクラジェンヌ 牝3栗 54

52 △永野 猛蔵吉田 智氏 和田 勇介 新ひだか 前谷 武志 460± 01：38．1� 14．3	
812 クイーンカトリーヌ 牝3黒鹿54 石橋 脩大塚 亮一氏 大和田 成 浦河 辻 牧場 450＋161：38．2� 66．9

79 ニシノカケハシ 牝3芦 54 木幡 巧也西山 茂行氏 松山 将樹 日高 沖田牧場 450＋ 2 〃 ハナ 44．8�
44 マイスイートハート 牝3黒鹿54 丸田 恭介村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 500－101：38．3� 8．3�
67 イシュキック 牝3鹿 54 江田 照男西森 功氏 小笠 倫弘 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 B454± 01：38．4� 148．0
56 ヴェラメンテ 牝3黒鹿54 吉田 豊大谷 正嗣氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 420－ 61：39．25 11．9�
811 ラプチャーアゲン 牝3鹿 54 岩部 純二浅川 皓司氏 加藤 和宏 新ひだか 矢野牧場 532 ―1：39．94 236．9�
55 ワンダーロゼット 牝3黒鹿54 菅原 隆一山本 能成氏 畠山 吉宏 新ひだか フクダファーム 460 ―1：40．64 151．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 33，818，300円 複勝： 43，550，900円 枠連： 9，345，000円
馬連： 56，525，600円 馬単： 30，296，000円 ワイド： 49，975，800円
3連複： 88，830，300円 3連単： 120，215，600円 計： 432，557，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 110円 � 160円 枠 連（3－7） 370円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 190円 �� 290円 �� 280円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 2，440円

票 数

単勝票数 計 338183 的中 � 101739（2番人気）
複勝票数 計 435509 的中 � 88053（2番人気）� 154567（1番人気）� 46070（3番人気）
枠連票数 計 93450 的中 （3－7） 19570（1番人気）
馬連票数 計 565256 的中 �� 108400（1番人気）
馬単票数 計 302960 的中 �� 28412（2番人気）
ワイド票数 計 499758 的中 �� 77287（1番人気）�� 39624（3番人気）�� 41988（2番人気）
3連複票数 計 888303 的中 ��� 85493（1番人気）
3連単票数 計1202156 的中 ��� 35600（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．1―34．9―47．2―59．7―1：11．8―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミファヴォリート �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Pulpit デビュー 2022．1．8 中山3着

2019．4．9生 牝3鹿 母 ミスエーニョ 母母 Madcap Escapade 3戦1勝 賞金 6，700，000円
〔3走成績による出走制限〕 イシュキック号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月14日まで平地競走に出走できない。

11074 5月14日 曇 不良 （4東京2） 第7日 第2競走 1，600�3歳未勝利
発走10時35分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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

11 ベ ル カ ノ ア 牝3栗 54 戸崎 圭太子安 裕樹氏 武藤 善則 平取 清水牧場 458－ 41：36．5 4．6�
814 ファミリークレスト 牝3黒鹿 54

52 △永野 猛蔵吉田 和美氏 和田 勇介 安平 ノーザンファーム 426± 01：36．7� 19．7�
34 コパノカールトン 牡3栗 56 石橋 脩小林 祥晃氏 手塚 貴久 新ひだか 伊藤 敏明 536＋ 61：36．8� 14．3�
69 ブレイクフォース 牡3栗 56 田辺 裕信水上 行雄氏 中舘 英二 安平 �橋本牧場 482＋ 41：37．01� 4．0�
813 ベッサスタージル 牡3鹿 56 横山 和生西森 功氏 小野 次郎 日高 ヤスナカファーム 498－ 2 〃 ハナ 5．4�
22 キタノデイジョブ 牡3鹿 56 武士沢友治北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 三石川上牧場 482＋ 41：37．42� 16．0�
58 マイネルカグラ 牡3鹿 56 和田 竜二 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム B494＋ 61：37．71� 5．9

610 パ ー チ ル 牝3鹿 54 菅原 明良飯田 正剛氏 宮田 敬介 新ひだか 千代田牧場 424＋ 41：37．8� 65．8�
46 チャオバンビーナ 牝3鹿 54 岩田 康誠吉田 千津氏 茶木 太樹 千歳 社台ファーム 428± 01：38．01� 8．1�
712 アレグロヴィーヴォ �3青鹿56 岩部 純二堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 484－141：38．1クビ 45．8
45 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 B502－ 21：38．31� 15．9�
57 オレノマサムネ �3鹿 56 木幡 巧也諸岡 慶氏 牧 光二 日高 北田 剛 B518± 01：39．36 251．5�
33 カホウハネテマテ 牝3芦 54 池添 謙一赤松 敬之氏 村山 明 浦河 惣田 英幸 454－111：39．5� 48．1�
711 ダイメイクロフネ 牝3芦 54 杉原 誠人宮本 孝一氏 本間 忍 日高 横井 哲 458－141：40．03 91．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，463，400円 複勝： 51，177，600円 枠連： 12，693，300円
馬連： 62，570，600円 馬単： 24，760，800円 ワイド： 56，197，200円
3連複： 92，930，500円 3連単： 90，489，000円 計： 425，282，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 200円 � 540円 � 450円 枠 連（1－8） 900円

馬 連 �� 4，860円 馬 単 �� 7，250円

ワ イ ド �� 1，840円 �� 1，510円 �� 3，630円

3 連 複 ��� 21，270円 3 連 単 ��� 100，000円

票 数

単勝票数 計 344634 的中 � 58938（2番人気）
複勝票数 計 511776 的中 � 81525（3番人気）� 21843（9番人気）� 27331（7番人気）
枠連票数 計 126933 的中 （1－8） 10904（2番人気）
馬連票数 計 625706 的中 �� 9976（24番人気）
馬単票数 計 247608 的中 �� 2560（30番人気）
ワイド票数 計 561972 的中 �� 7913（27番人気）�� 9712（21番人気）�� 3923（40番人気）
3連複票数 計 929305 的中 ��� 3276（77番人気）
3連単票数 計 904890 的中 ��� 656（388番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベ ル カ ノ ア �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2022．1．8 中山6着

2019．3．4生 牝3栗 母 ラッキーレディ 母母 ネヴァーピリオド 5戦1勝 賞金 6，500，000円
〔制裁〕 キタノデイジョブ号の騎手武士沢友治は，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：10

番）

第２回 東京競馬 第７日



11075 5月14日 曇 不良 （4東京2） 第7日 第3競走 1，300�3歳未勝利
発走11時05分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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

814 キ ャ ミ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太�Horse Net 田中 博康 日高 モリナガファーム 444＋ 41：18．3 4．4�
813 ペイシャブライティ 牡3栗 56 武士沢友治北所 直人氏 松永 康利 平取 川向高橋育

成牧場 496± 01：18．4クビ 4．1�
57 サンブルッキングズ 牡3鹿 56 松岡 正海 �加藤ステーブル 高橋 文雅 浦河 笹地牧場 484± 01：18．5� 4．6�
34 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 448＋ 6 〃 クビ 83．7�
711 セ イ タ ー ド 牡3栗 56 菅原 明良 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊坂 重信 新冠 松浦牧場 448－ 61：19．13� 3．0�
46 デルマベルセブブ 牡3鹿 56 石川裕紀人浅沼 廣幸氏 天間 昭一 日高 ファニーヒルファーム 476 ―1：19．31� 201．4	
610 グートアウス 牡3黒鹿 56

54 △永野 猛蔵金子真人ホール
ディングス� 奥村 武 日高 白井牧場 B478± 01：19．51� 24．2


22 タッカーステート 牡3黒鹿56 横山 武史小松崎 孝氏 鈴木 伸尋 新冠 つつみ牧場 450＋ 2 〃 クビ 21．3�
45 アラビアンパレス 牡3黒鹿56 江田 照男岡田 牧雄氏 大江原 哲 浦河 江谷牧場 476－ 71：19．6� 69．7�
69 プリンセスロージー 牝3鹿 54 原田 和真内藤 好江氏 小桧山 悟 日高 中館牧場 482－221：19．81� 60．0
58 ブーケザゴールド 牝3栗 54 宮崎 北斗 �京都ホースレーシング 松山 将樹 新ひだか 高橋フアーム 414－ 2 〃 クビ 238．4�
33 ミスターサマンサ 牡3鹿 56 内田 博幸是枝 浩平氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B482－ 41：19．9� 13．9�
11 オクシデンタル 牡3栗 56 和田 竜二平田 修氏 加藤 征弘 新ひだか フジワラフアーム 526＋161：20．0クビ 34．7�
712 ミキノチョキンバコ 牡3青鹿56 岩部 純二谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 500－ 21：20．53 515．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 38，156，700円 複勝： 45，352，600円 枠連： 12，562，600円
馬連： 61，343，700円 馬単： 27，722，000円 ワイド： 52，101，700円
3連複： 90，837，600円 3連単： 107，546，800円 計： 435，623，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 140円 � 150円 枠 連（8－8） 850円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 280円 �� 430円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 5，700円

票 数

単勝票数 計 381567 的中 � 67866（3番人気）
複勝票数 計 453526 的中 � 64958（4番人気）� 87950（2番人気）� 76695（3番人気）
枠連票数 計 125626 的中 （8－8） 11347（4番人気）
馬連票数 計 613437 的中 �� 56164（3番人気）
馬単票数 計 277220 的中 �� 14045（4番人気）
ワイド票数 計 521017 的中 �� 49858（3番人気）�� 29108（6番人気）�� 40055（4番人気）
3連複票数 計 908376 的中 ��� 62107（2番人気）
3連単票数 計1075468 的中 ��� 13657（10番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．4―12．2―12．3―12．1―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―17．9―29．3―41．5―53．8―1：05．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．8
3 1，4，7，9（8，14）（3，13，10）5－12－（2，11）6 4 ・（1，4）7（14，9）（8，13，10）5，3（12，6）－（2，11）

勝馬の
紹 介

キ ャ ミ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2022．1．16 中山7着

2019．3．20生 牝3黒鹿 母 ギンマクノヒロイン 母母 プライムステージ 3戦1勝 賞金 5，980，000円
〔3走成績による出走制限〕 アラビアンパレス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月14日まで平地競走に出走で

きない。

11076 5月14日 曇 稍重 （4東京2） 第7日 第4競走 1，800�3歳未勝利
発走11時35分 （芝・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
1：44．2
1：43．8

良
良

22 ビーナスローズ 牝3鹿 54 D．レーン �ローレルレーシング 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 438 ―1：46．2 10．0�
（豪）

711 ルージュアルル 牝3栗 54 池添 謙一 �東京ホースレーシング 国枝 栄 洞�湖 レイクヴィラファーム 452＋ 6 〃 クビ 4．0�
710 ジュエルラビシア 牝3鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム 442± 01：47．26 1．6�
57 ヴァイオルナ 牝3鹿 54 吉田 豊鈴木 史郎氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 400－ 41：47．3� 24．8�
44 クロシンジュ 牝3黒鹿 54

52 △永野 猛蔵 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 黒岩 陽一 新ひだか キヨタケ牧場 434± 01：47．51� 32．2	

813 ファムスパーブ 牝3黒鹿54 和田 竜二�G1レーシング 栗田 徹 安平 追分ファーム 458± 01：47．71� 22．4

11 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＋ 21：48．55 264．9�
69 オモルフィア 牝3黒鹿54 横山 武史吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 492 ―1：49．03 6．5�
45 ヌ マ 牝3黒鹿54 長岡 禎仁由井健太郎氏 尾関 知人 新冠 新冠橋本牧場 428－ 6 〃 アタマ 139．0
33 テイエムヒロイン 牝3鹿 54

52 △山田 敬士竹園 正繼氏 加藤 和宏 新ひだか グローリーファーム 416± 01：49．63� 418．3�
68 ムーンムーンムーン 牝3栗 54 武士沢友治木部 厳生氏 堀内 岳志 日高 木部ファーム 446－ 61：49．81� 152．3�
812 リ ノ ア ラ 牝3黒鹿54 荻野 極�下河辺牧場 今野 貞一 日高 下河辺牧場 426－ 81：50．33 131．5�
56 シャイニーメモリー 牝3栗 54 松若 風馬田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 浜本牧場 440－ 21：54．0大差 295．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 43，349，400円 複勝： 154，913，600円 枠連： 11，871，600円
馬連： 61，152，500円 馬単： 43，081，800円 ワイド： 52，659，200円
3連複： 96，552，700円 3連単： 170，992，300円 計： 634，573，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 190円 � 130円 � 110円 枠 連（2－7） 630円

馬 連 �� 2，810円 馬 単 �� 5，590円

ワ イ ド �� 570円 �� 300円 �� 170円

3 連 複 ��� 710円 3 連 単 ��� 10，570円

票 数

単勝票数 計 433494 的中 � 34487（4番人気）
複勝票数 計1549136 的中 � 46268（4番人気）� 95159（2番人気）� 1215594（1番人気）
枠連票数 計 118716 的中 （2－7） 14533（3番人気）
馬連票数 計 611525 的中 �� 16857（8番人気）
馬単票数 計 430818 的中 �� 5777（16番人気）
ワイド票数 計 526592 的中 �� 19084（8番人気）�� 41812（3番人気）�� 101515（1番人気）
3連複票数 計 965527 的中 ��� 101921（2番人気）
3連単票数 計1709923 的中 ��� 11728（40番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．5―11．7―11．8―12．0―11．6―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―35．4―47．1―58．9―1：10．9―1：22．5―1：33．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

ビーナスローズ �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード 初出走

2019．3．16生 牝3鹿 母 シ ャ ン ス イ 母母 ダイナチヤイナ 1戦1勝 賞金 5，200，000円
〔制裁〕 ビーナスローズ号の騎手D．レーンは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リノアラ号・シャイニーメモリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月14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〕 テイエムヒロイン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月14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。



11077 5月14日 曇 稍重 （4東京2） 第7日 第5競走 1，600�3歳未勝利
発走12時25分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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

33 ステラナビゲーター 牡3鹿 56 田辺 裕信 �コロンバスサークル 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 502－ 21：34．6 10．5�
22 ナ ム ラ ロ ロ 牡3栗 56 江田 照男奈村 睦弘氏 石栗 龍彦 様似 林 時春 426＋ 21：34．91� 224．4�
69 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 466－ 2 〃 クビ 53．1�
56 ダブルダブル 牡3鹿 56 内田 博幸千明牧場 尾関 知人 日高 千明牧場 448± 0 〃 ハナ 8．7�
710 チューウィー 牝3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 古賀 慎明 浦河 金石牧場 430＋ 41：35．0クビ 6．1	
45 マニカルニカ 牝3栗 54 C．ルメール �シルクレーシング 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 6 〃 ハナ 1．7

813 ウインソフィー 牝3栗 54 菅原 明良�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 416－ 4 〃 クビ 82．4�
44 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 402－ 81：35．1� 291．4�
68 ラブシックボッサ 牡3青鹿56 和田 竜二 �グリーンファーム伊藤 大士 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 462± 01：35．41� 190．5
57 リーセフィヨルド 牝3鹿 54 D．レーン 吉田 勝己氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：35．71� 5．2�

（豪）

812 ニューレトロ 牡3鹿 56 杉原 誠人�明栄商事 武藤 善則 新ひだか 静内フジカワ牧場 454＋ 4 〃 クビ 50．4�
711 イーサンカレラ 牡3鹿 56 岩部 純二国本 勇氏 萱野 浩二 新冠 高瀬牧場 452－ 21：36．44 382．4�
11 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± 01：37．25 25．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 46，705，900円 複勝： 99，957，500円 枠連： 12，441，600円
馬連： 63，424，700円 馬単： 35，693，800円 ワイド： 58，791，200円
3連複： 93，784，600円 3連単： 156，031，900円 計： 566，831，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 650円 � 5，560円 � 1，810円 枠 連（2－3） 41，200円

馬 連 �� 71，960円 馬 単 �� 116，900円

ワ イ ド �� 12，470円 �� 3，820円 �� 18，910円

3 連 複 ��� 268，460円 3 連 単 ��� 1，885，380円

票 数

単勝票数 計 467059 的中 � 35330（5番人気）
複勝票数 計 999575 的中 � 43235（5番人気）� 4558（11番人気）� 14391（8番人気）
枠連票数 計 124416 的中 （2－3） 234（29番人気）
馬連票数 計 634247 的中 �� 683（46番人気）
馬単票数 計 356938 的中 �� 229（83番人気）
ワイド票数 計 587912 的中 �� 1213（47番人気）�� 4007（27番人気）�� 798（59番人気）
3連複票数 計 937846 的中 ��� 262（173番人気）
3連単票数 計1560319 的中 ��� 60（934番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．1―47．0―59．3―1：10．7―1：22．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ステラナビゲーター �
�
父 エイシンヒカリ �

�
母父 New Approach デビュー 2021．10．24 東京11着

2019．5．5生 牡3鹿 母 ニューコローラ 母母 モンスーンウェディング 7戦1勝 賞金 7，010，000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。

11078 5月14日 曇 不良 （4東京2） 第7日 第6競走 1，400�3歳1勝クラス
発走12時55分 （ダート・左）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，500，000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

23 ハッピースワニー 牝3栗 54 C．ルメール 馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 平取 雅 牧場 B418－ 61：23．2 2．4�
713 ニシノスピカ 牝3芦 54 横山 武史西山 茂行氏 鈴木 伸尋 浦河 ガーベラパー

クスタツド 474± 01：23．41� 11．5�
35 ビーストアタック 牝3鹿 54 岩田 康誠 MOMOレーシング 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム B460＋ 4 〃 ハナ 23．4�
48 カ ン ザ シ 牝3芦 54 野中悠太郎嶋田 賢氏 宮田 敬介 新ひだか 増本 良孝 488± 01：23．82� 6．3�
612 スリールサンセール 牝3栗 54 荻野 極�G1レーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 458＋101：24．33 35．9�
510 エリカコレクト 牝3鹿 54 三浦 皇成三木 正浩氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 476＋ 4 〃 クビ 8．1	
36 エトワールジェンヌ 牝3鹿 54 和田 竜二福盛 訓之氏 清水 久詞 むかわ 新井牧場 484－ 2 〃 アタマ 21．1

816 ランコントル 牝3鹿 54 M．デムーロ井山 登氏 矢野 英一 日高 日高大洋牧場 448＋ 4 〃 アタマ 15．6�
59 ガーデンアイル 牝3栗 54 D．レーン �サンデーレーシング 辻 哲英 安平 ノーザンファーム 460－121：24．4クビ 21．6

（豪）

11 ア ポ ロ ル タ 牝3鹿 54 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 新ひだか へいはた牧場 432＋ 21：24．61� 42．0�
611 ラ ラ ラ ン ド 牝3黒鹿 54

52 △永野 猛蔵椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 454± 0 〃 クビ 9．9�
12 ヴィブラフォン 牝3栗 54 大野 拓弥吉田 勝己氏 高木 登 安平 ノーザンファーム 444＋ 21：24．91� 58．9�
24 テンメジャーガール 牝3栗 54 川田 将雅天白 泰司氏 高柳 大輔 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋ 61：25．22 19．4�
47 � ラブミードール 牝3栗 54 池添 謙一小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか グランド牧場 464± 01：26．05 51．4�
815 ロジヴィクトリア 牝3黒鹿54 戸崎 圭太久米田正明氏 新開 幸一 新冠 新冠橋本牧場 B472＋ 41：26．42� 50．7�
714 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 488＋ 2 （競走中止） 133．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，596，400円 複勝： 83，554，400円 枠連： 19，255，900円
馬連： 87，368，300円 馬単： 34，947，200円 ワイド： 89，503，400円
3連複： 142，245，500円 3連単： 138，802，400円 計： 650，273，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 330円 � 440円 枠 連（2－7） 1，590円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 2，830円

ワ イ ド �� 870円 �� 1，040円 �� 4，260円

3 連 複 ��� 11，770円 3 連 単 ��� 40，150円

票 数

単勝票数 計 545964 的中 � 181881（1番人気）
複勝票数 計 835544 的中 � 232926（1番人気）� 52715（5番人気）� 37223（8番人気）
枠連票数 計 192559 的中 （2－7） 9375（6番人気）
馬連票数 計 873683 的中 �� 33766（5番人気）
馬単票数 計 349472 的中 �� 9232（7番人気）
ワイド票数 計 895034 的中 �� 27130（6番人気）�� 22394（8番人気）�� 5188（49番人気）
3連複票数 計1422455 的中 ��� 9061（38番人気）
3連単票数 計1388024 的中 ��� 2506（109番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．5―12．1―12．2―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．5―46．6―58．8―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハッピースワニー �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2021．10．24 新潟3着

2019．5．4生 牝3栗 母 ハッピーロングラン 母母 ハッピーラン 5戦2勝 賞金 17，500，000円
〔競走中止〕 プレミアムクイーン号は，競走中に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため決勝線手前で競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アメトリーチェ号・カブラヤジョウ号・ニシノアナ号
※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。



11079 5月14日 曇 不良 （4東京2） 第7日 第7競走 ��
��2，100�3歳1勝クラス

発走13時25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
2：06．7
2：05．9

良
良

47 インディゴブラック 牡3鹿 56 横山 武史 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 502＋ 22：08．4 4．0�
714 トーセンクライスト 牡3栗 56 丸田 恭介島川 �哉氏 宗像 義忠 安平 追分ファーム 504－ 62：08．82� 26．5�
24 ニューダイアリーズ 牡3栗 56 M．デムーロ �社台レースホース杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 462－ 62：09．11� 4．3�
11 � ジャスパーグレイト 牡3芦 56 松若 風馬加藤 和夫氏 森 秀行 米 Jamm Ltd. 458－ 42：09．42 12．3�
23 ルイナールカズマ 牡3黒鹿56 大野 拓弥合同会社雅苑興業 奥村 豊 浦河 高昭牧場 488± 02：10．25 27．7	
815 インベルシオン 牡3鹿 56 C．ルメール 前田 幸貴氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 B526＋ 82：10．62� 7．9

611 スピードソルジャー 牡3栗 56 三浦 皇成保坂 和孝氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 490－ 6 〃 アタマ 32．2�
48 � バハルダール 牡3黒鹿56 荻野 極�G1レーシング 池江 泰寿 米 Shadai Cor-

poration B496－ 62：10．81	 4．2
816 ラ ピ ド ゥ ス 牝3鹿 54 戸崎 圭太�ターフ・スポート高柳 大輔 新ひだか 坂本 智広 478－ 2 〃 クビ 29．6�
12 ケイアイスペース 
3黒鹿56 和田 竜二 �ケイアイスタリオン 西村 真幸 浦河 高昭牧場 492± 0 〃 ハナ 55．7�
713 イーサンバーニング 牡3鹿 56 江田 照男国本 勇氏 中野 栄治 浦河 山春牧場 490± 0 〃 ハナ 36．8�
59 � ハ ナ キ リ 牡3芦 56 松岡 正海大野 照旺氏 森 秀行 米 Mr. & Mrs. Larry

D Williams 464－ 62：11．54 183．6�
510 ミエノナイスガイ 牡3鹿 56 木幡 巧也里見美惠子氏 田中 博康 浦河 谷川牧場 B468＋ 62：11．92� 28．0�
35 ア ト レ イ ユ 牡3芦 56 長岡 禎仁杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 明治牧場 486－ 4 〃 クビ 50．9�
36 サ ド ル 牡3栗 56 岩田 康誠エムズレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 484± 02：12．85 16．2�
612 ラ フ シ ー 牡3青鹿56 田辺 裕信ゴドルフィン 大竹 正博 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 534± 02：12．9� 41．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 50，330，900円 複勝： 71，246，400円 枠連： 23，656，900円
馬連： 86，968，600円 馬単： 31，578，600円 ワイド： 82，457，000円
3連複： 137，730，200円 3連単： 127，343，200円 計： 611，311，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 180円 � 550円 � 150円 枠 連（4－7） 2，090円

馬 連 �� 6，820円 馬 単 �� 10，550円

ワ イ ド �� 2，440円 �� 340円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 8，810円 3 連 単 ��� 56，150円

票 数

単勝票数 計 503309 的中 � 99629（1番人気）
複勝票数 計 712464 的中 � 113550（3番人気）� 24107（10番人気）� 144799（1番人気）
枠連票数 計 236569 的中 （4－7） 8742（8番人気）
馬連票数 計 869686 的中 �� 9874（19番人気）
馬単票数 計 315786 的中 �� 2243（31番人気）
ワイド票数 計 824570 的中 �� 8007（30番人気）�� 71741（1番人気）�� 9608（24番人気）
3連複票数 計1377302 的中 ��� 11713（17番人気）
3連単票数 計1273432 的中 ��� 1644（154番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．0―29．8―41．9―54．8―1：07．4―1：20．0―1：32．3―1：44．1―1：56．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．1
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

インディゴブラック �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 Bernardini デビュー 2021．10．23 東京4着

2019．4．7生 牡3鹿 母 カーニバルダクス 母母 Catigo 6戦2勝 賞金 15，100，000円
※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 バックスクリーン号・プラチナドリーム号

11080 5月14日 曇 稍重 （4東京2） 第7日 第8競走 1，600�4歳以上1勝クラス
発走14時00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
1：30．5
1：30．3

良
良

66 � ル ル ロ ー ズ 牝4栗 55 杉原 誠人的場 徹氏 伊藤 大士 浦河 浦河小林牧場 466± 01：33．9 21．2�
33 フォティノース 牝4黒鹿55 松若 風馬 �社台レースホース杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 442＋ 21：34．0クビ 5．9�
22 セラフィナイト 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 444－ 6 〃 クビ 2．0�
44 トライフォーリアル �5栗 57 木幡 巧也 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム B494－ 81：34．21� 9．2�
55 サンエルセントロ 牡4黒鹿57 松岡 正海 �加藤ステーブル 長谷川浩大 日高 シンボリ牧場 458－ 41：34．3� 33．7	
11 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 430－ 61：34．4クビ 24．3

79 シルバースピリット 牡4黒鹿57 石川裕紀人嶋田 賢氏 蛯名 正義 浦河 三嶋牧場 474－ 41：34．5� 52．6�
78 イッツユアタイム 牝4鹿 55 横山 和生 MOMOレーシング 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 452－ 61：34．6� 3．7�
67 シゲルオテンバ 牝4鹿 55 内田 博幸森中 蕃氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム B438－ 21：34．7� 37．1
810 ジェラペッシュ 牝5鹿 55

53 △永野 猛蔵柴田 洋一氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 B464－ 21：35．44 132．7�
811 ルージュアドラブル 牝4鹿 55 大野 拓弥 �東京ホースレーシング 国枝 栄 浦河 酒井牧場 394－14 〃 アタマ 17．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 40，231，800円 複勝： 52，291，700円 枠連： 11，985，500円
馬連： 74，558，400円 馬単： 33，454，200円 ワイド： 58，384，900円
3連複： 97，161，600円 3連単： 142，429，400円 計： 510，497，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，120円 複 勝 � 340円 � 170円 � 120円 枠 連（3－6） 3，190円

馬 連 �� 5，350円 馬 単 �� 11，280円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 660円 �� 260円

3 連 複 ��� 2，550円 3 連 単 ��� 27，990円

票 数

単勝票数 計 402318 的中 � 15127（6番人気）
複勝票数 計 522917 的中 � 26980（5番人気）� 76658（3番人気）� 149306（1番人気）
枠連票数 計 119855 的中 （3－6） 2910（13番人気）
馬連票数 計 745584 的中 �� 10799（15番人気）
馬単票数 計 334542 的中 �� 2223（30番人気）
ワイド票数 計 583849 的中 �� 10288（12番人気）�� 21439（8番人気）�� 67907（2番人気）
3連複票数 計 971616 的中 ��� 28530（7番人気）
3連単票数 計1424294 的中 ��� 3688（95番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．4―35．4―47．2―59．2―1：10．6―1：21．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ル ル ロ ー ズ �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 ブライアンズタイム

2018．5．17生 牝4栗 母 オードリーローズ 母母 ヤングエブロス 5戦1勝 賞金 11，800，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。

追 加 記 事（第 2回東京競馬第 6日第 3競走）
〔その他〕　　レッドリベリウス号は，競走中に疾病〔右第 1指骨剥離骨折〕を発症。なお，

同馬は「3走成績による出走制限」の適用を除外。



11081 5月14日 曇 重 （4東京2） 第7日 第9競走 ��1，400�
ひ よ し

日 吉 特 別
発走14時35分 （ダート・左）

4歳以上，2勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

712 ナンヨーアイボリー 牝4鹿 55 C．ルメール 中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B418－ 21：22．5 3．7�
11 ケイアイメープル 牡5鹿 57 M．デムーロ �ケイアイスタリオン 小島 茂之 新ひだか 佐竹 学 B478＋ 21：22．92 87．1�
59 キタノエクスプレス 牡4鹿 57 川田 将雅北所 直人氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 504＋ 2 〃 アタマ 4．6�
22 ジョイウイン 牡5栗 57 岩田 康誠石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 B498＋ 6 〃 クビ 17．9�
611 ウインアキレウス 牡4鹿 57 松若 風馬�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 492－ 21：23．0クビ 12．2�
47 オレデイイノカ 牡4栗 57 内田 博幸福島 徳佑氏 古賀 慎明 平取 赤石牧場 496＋ 21：23．21� 14．5	
713 フ ク ウ ン 牡4黒鹿57 横山 武史西村 專次氏 鈴木 伸尋 新ひだか 静内フジカワ牧場 468－ 21：23．41� 31．8

35 � シャークスポット 牡4鹿 57 戸崎 圭太沖田 正憲氏 高柳 大輔 日高 沖田牧場 456－ 4 〃 ハナ 10．8�
23 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 B532＋ 21：23．5� 37．0�
814 ワーズワース 牡4黒鹿57 D．レーン �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 谷岡牧場 506± 0 〃 クビ 3．3
（豪）

815 マイステージ 牝4鹿 55 松岡 正海冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 440－ 41：23．92� 129．8�
34 ホウオウモントレー 牝6芦 55 永野 猛蔵小笹 芳央氏 矢野 英一 むかわ 市川牧場 522－ 6 〃 アタマ 179．6�
58 フィールザワールド 牡4鹿 57 菅原 明良櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 B474± 01：24．0クビ 14．1�
46 クープドクール 牝4栗 55 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 新ひだか 畠山牧場 472＋ 61：24．1� 45．3�
（14頭）

610� ペガサスターボ 牡5鹿 57 横山 和生坪野谷和平氏 勢司 和浩 浦河 千明牧場 518± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 61，746，900円 複勝： 97，204，000円 枠連： 24，829，500円
馬連： 124，517，900円 馬単： 43，895，000円 ワイド： 111，374，000円
3連複： 188，775，700円 3連単： 201，348，400円 計： 853，691，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 190円 � 1，250円 � 250円 枠 連（1－7） 12，470円

馬 連 �� 22，910円 馬 単 �� 23，800円

ワ イ ド �� 5，150円 �� 730円 �� 7，180円

3 連 複 ��� 37，870円 3 連 単 ��� 251，680円

票 数

単勝票数 差引計 617469（返還計 4790） 的中 � 130779（2番人気）
複勝票数 差引計 972040（返還計 13920） 的中 � 159481（2番人気）� 15616（12番人気）� 106235（3番人気）
枠連票数 差引計 248295（返還計 396） 的中 （1－7） 1542（26番人気）
馬連票数 差引計1245179（返還計 23183） 的中 �� 4211（51番人気）
馬単票数 差引計 438950（返還計 9174） 的中 �� 1383（73番人気）
ワイド票数 差引計1113740（返還計 28551） 的中 �� 5404（50番人気）�� 41482（7番人気）�� 3863（56番人気）
3連複票数 差引計1887757（返還計 73869） 的中 ��� 3738（106番人気）
3連単票数 差引計2013484（返還計 77349） 的中 ��� 580（653番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―35．2―47．5―59．4―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナンヨーアイボリー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．10．25 京都14着

2018．4．21生 牝4鹿 母 ナンヨーカノン 母母 ピ ラ ミ マ 16戦3勝 賞金 33，313，000円
〔競走除外〕 ペガサスターボ号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※出走取消馬 キースペシャル号（疾病〔右後肢跛行〕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 バーンパッション号
※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。

11082 5月14日 曇 良 （4東京2） 第7日 第10競走 ��
��2，400�

りょくふう

緑風ステークス
発走15時10分 （芝・左）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

56 アルビージャ 牡4黒鹿57 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 516＋ 42：24．3 4．5�
55 カレンルシェルブル 牡4鹿 57 川田 将雅鈴木 隆司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 504＋ 42：24．4� 4．5�
811 ヴェラアズール 牡5青 57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512－ 2 〃 アタマ 6．0�
11 トゥーフェイス 牡4鹿 57 C．ルメール �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 490＋ 42：25．14 2．8�
812 レイオブウォーター 牡4青鹿57 池添 謙一大塚 亮一氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 504＋ 22：25．31	 28．6�
79 ボーンジーニアス 牡4鹿 57 横山 和生和泉 憲一氏 小西 一男 新ひだか 北洋牧場 462± 02：25．51
 9．3	
33 リ ー ヴ ル 牡6栗 57 木幡 巧也
G1レーシング 辻 哲英 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 6 〃 ハナ 39．8�
67 バイマイサイド 牡7栗 57 和田 竜二
G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 484＋ 22：25．6アタマ 163．3�
68 ゼ ー ゲ ン 牡7青鹿57 石橋 脩
G1レーシング 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432－ 2 〃 クビ 87．0
44 タガノパッション 牝4鹿 55 岩田 康誠八木 良司氏 武 幸四郎 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460± 02：26．45 20．1�
710 セントレオナード 牡6鹿 57 D．レーン �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 480± 02：26．72 17．6�

（豪）

22 フェアリーグルーヴ 牝5鹿 55 荻野 極 �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 454－ 62：27．97 189．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 73，984，600円 複勝： 94，222，500円 枠連： 30，791，000円
馬連： 144，798，700円 馬単： 58，726，300円 ワイド： 100，502，800円
3連複： 193，266，600円 3連単： 254，335，100円 計： 950，627，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 180円 � 160円 � 190円 枠 連（5－5） 1，170円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，050円

ワ イ ド �� 470円 �� 540円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，820円 3 連 単 ��� 10，300円

票 数

単勝票数 計 739846 的中 � 128695（3番人気）
複勝票数 計 942225 的中 � 134995（3番人気）� 166728（2番人気）� 123331（4番人気）
枠連票数 計 307910 的中 （5－5） 20343（6番人気）
馬連票数 計1447987 的中 �� 97544（5番人気）
馬単票数 計 587263 的中 �� 21465（7番人気）
ワイド票数 計1005028 的中 �� 54993（6番人気）�� 46848（7番人気）�� 62959（4番人気）
3連複票数 計1932666 的中 ��� 79587（6番人気）
3連単票数 計2543351 的中 ��� 17887（28番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．2―12．1―12．5―12．3―12．4―11．8―11．8―11．5―11．8―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�
12．7―24．1―36．3―48．4―1：00．9―1：13．2―1：25．6―1：37．4―1：49．2―2：00．7―2：12．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アルビージャ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．11．22 東京2着

2018．2．17生 牡4黒鹿 母 アロマティコ 母母 ナ ス カ 9戦4勝 賞金 59，644，000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。



11083 5月14日 曇 良 （4東京2） 第7日 第11競走 ��
��1，400�第67回京王杯スプリングカップ（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・左）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，3．5．15以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�
増，3．5．14以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除
く）

京王電鉄株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 59，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 8，900，000円 5，900，000円
付 加 賞 840，000円 240，000円 120，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

812 メイケイエール 牝4鹿 54 池添 謙一名古屋競馬� 武 英智 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：20．2 3．1�
44 スカイグルーヴ 牝5栗 54 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 462± 01：20．3� 4．0�
79 タイムトゥヘヴン 牡4鹿 56 大野 拓弥 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 日高 オリオンファーム 478－101：20．4	 11．4�
56 ワールドバローズ 牡4鹿 56 和田 竜二猪熊 広次氏 石坂 公一 浦河 大島牧場 456＋ 4 〃 クビ 16．4�
710 ラウダシオン 牡5鹿 57 M．デムーロ �シルクレーシング 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518 1：20．5アタマ 13．8	
67 リレーションシップ 牡5鹿 56 戸崎 圭太吉田 勝己氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 504± 0 〃 アタマ 21．9

68 シャインガーネット 牝5栗 54 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 480－ 2 〃 クビ 6．4�
22 
 リ フ レ イ ム 牝4芦 54 野中悠太郎山口 裕介氏 黒岩 陽一 米 Summer Wind

Equine LLC 512－ 21：20．71 8．3�
33 ギルデッドミラー 牝5鹿 54 D．レーン �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 486＋ 2 〃 クビ 11．9

（豪）

811 ビオグラフィー 牝5鹿 54 内田 博幸 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 486＋ 61：20．91� 79．5�
11 ミッキーブリランテ 牡6鹿 56 三浦 皇成野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 476－ 41：21．0� 38．6�
55 ク リ ス テ ィ 牝5芦 54 松若 風馬薪浦 英稔氏 杉山 晴紀 浦河 荻伏三好フ

アーム 490＋ 21：21．1クビ 45．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 253，116，800円 複勝： 288，394，000円 枠連： 74，636，200円
馬連： 586，379，800円 馬単： 212，140，500円 ワイド： 460，804，800円
3連複： 1，049，565，300円 3連単： 1，236，278，800円 計： 4，161，316，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 150円 � 270円 枠 連（4－8） 750円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 350円 �� 840円 �� 770円

3 連 複 ��� 3，080円 3 連 単 ��� 10，470円

票 数

単勝票数 計2531168 的中 � 641543（1番人気）
複勝票数 計2883940 的中 � 513049（2番人気）� 573508（1番人気）� 216480（6番人気）
枠連票数 計 746362 的中 （4－8） 76739（1番人気）
馬連票数 計5863798 的中 �� 597661（1番人気）
馬単票数 計2121405 的中 �� 119556（1番人気）
ワイド票数 計4608048 的中 �� 373854（1番人気）�� 133756（11番人気）�� 146350（8番人気）
3連複票数 計10495653 的中 ��� 254871（5番人気）
3連単票数 計12362788 的中 ��� 85584（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．4―45．8―56．7―1：08．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．4
3 2，10（1，11）8，12，4，5，7，9（6，3） 4 2－10，11，1（8，12）（5，4）（7，9）（6，3）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイケイエール �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 ハービンジャー デビュー 2020．8．22 小倉1着

2018．2．23生 牝4鹿 母 シロインジャー 母母 ユ キ チ ャ ン 11戦6勝 賞金 253，122，000円
〔発走状況〕 ギルデッドミラー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 リフレイム号の騎手野中悠太郎は，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番・5番・6番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりメイケイエール号は，安田記念（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。

11084 5月14日 曇 重 （4東京2） 第7日 第12競走 ��1，600�4歳以上2勝クラス
発走16時25分 （ダート・左）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 11，100，000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
1：33．8
1：33．3

重
良

45 ダイワドノヴァン �8黒鹿57 田辺 裕信大城 正一氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B522－ 81：35．0 11．2�
44 ヴィクトリオーソ 牡5鹿 57

55 △永野 猛蔵 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 日高 賀張中川牧場 512－ 21：35．1� 21．6�

22 � マブストーク 牡4鹿 57 木幡 巧也マブレーシング 牧 光二 浦河 中村 雅明 484＋ 21：35．2� 18．1�
69 � ウインジョイフル 牡5青鹿57 内田 博幸庄司 修二氏 鈴木慎太郎 新ひだか 松田牧場 500－ 21：35．41	 13．4�
813 ストラテジーマップ �5鹿 57 横山 和生 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 476＋ 61：35．82
 7．0	
57 ロンゴノット 牡5青 57 菅原 明良ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B508－ 21：36．01	 6．8

711 ランカンカン �4栗 57 戸崎 圭太橋元 勇氣氏 田中 博康 浦河 笠松牧場 B510＋ 61：36．1
 8．0�
56 モズピンポン 牡5栗 57 吉田 豊 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 518－ 2 〃 ハナ 5．0�
11 � ターニングアップ 牡4鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 新冠 中本 隆志 468＋ 21：36．31	 18．5
33 ニホンピログルーヴ 牡5黒鹿 57

55 △山田 敬士小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 484－161：37．04 156．8�
812 オブデュモンド �4黒鹿57 C．ルメール 多田 信尊氏 蛯名 正義 新冠 北星村田牧場 508－ 81：37．1
 3．8�
710 ユ ウ ゲ ン 牡5鹿 57 三浦 皇成林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 500＋ 21：37．2クビ 21．0�
68 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± 01：39．3大差 202．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 102，190，700円 複勝： 122，027，200円 枠連： 43，148，600円
馬連： 205，216，400円 馬単： 77，317，900円 ワイド： 180，676，200円
3連複： 326，288，100円 3連単： 373，226，800円 計： 1，430，091，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 330円 � 540円 � 390円 枠 連（4－4） 8，660円

馬 連 �� 8，560円 馬 単 �� 17，300円

ワ イ ド �� 2，740円 �� 2，310円 �� 2，550円

3 連 複 ��� 35，980円 3 連 単 ��� 190，950円

票 数

単勝票数 計1021907 的中 � 72878（6番人気）
複勝票数 計1220272 的中 � 102328（6番人気）� 56629（11番人気）� 82848（8番人気）
枠連票数 計 431486 的中 （4－4） 3860（21番人気）
馬連票数 計2052164 的中 �� 18560（36番人気）
馬単票数 計 773179 的中 �� 3350（68番人気）
ワイド票数 計1806762 的中 �� 16962（42番人気）�� 20237（34番人気）�� 18271（38番人気）
3連複票数 計3262881 的中 ��� 6801（127番人気）
3連単票数 計3732268 的中 ��� 1417（678番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．7―12．0―11．9―11．9―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―22．9―34．6―46．6―58．5―1：10．4―1：22．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワドノヴァン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2016．12．17 中山1着

2014．5．17生 �8黒鹿 母 エールスタンス 母母 エリンバード 39戦4勝 賞金 76，055，000円
※ドラゴンズバック号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（4東京2）第7日 5月14日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 160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

290，330，000円
8，210，000円
30，270，000円
2，190，000円
37，770，000円
71，459，000円
4，604，000円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
832，691，800円
1，203，892，400円
287，217，700円
1，614，825，200円
653，614，100円
1，353，428，200円
2，597，968，700円
3，119，039，700円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 11，662，677，800円

総入場人員 12，629名 （有料入場人員 12，328名）
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