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11097 5月21日 小雨 良 （4東京2） 第9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

59 レ ヴ ー ル 牝3鹿 54 C．ルメール 前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社
ノースヒルズ 480＋161：37．8 2．0�

713 ブロードリーチ 牝3栗 54 D．レーン �キャロットファーム 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 432＋ 21：38．22� 11．5�
（豪）

714 ホイットニー 牝3鹿 54 菅原 明良�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 B472＋ 8 〃 クビ 63．3�
48 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± 01：38．3クビ 5．0�
23 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 442－ 21：39．04 4．0	
612 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 444－ 21：39．1� 16．4

611 ベストスマイル 牝3鹿 54

52 △永野 猛蔵保坂 和孝氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 440＋ 21：39．2� 31．9�
510 シャンダローム 牝3黒鹿54 三浦 皇成多田 賢司氏 中川 公成 新冠 長浜牧場 448± 01：39．3� 20．0�
47 プレミアムマンゴー 牝3鹿 54 野中悠太郎田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 大滝 康晴 450± 01：39．4� 266．8
11 サンマルソムニア 牝3鹿 54 大野 拓弥相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新ひだか サカイファーム 446＋101：39．71� 32．0�
24 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 468－ 41：39．8� 226．7�
35 シングンピクシー 牝3黒鹿54 伊藤 工真伊坂 重憲氏 伊坂 重信 日高 広富牧場 472－ 41：40．0� 187．4�
815 ツ イ ン レ イ 牝3黒鹿 54

51 ▲西塚 洸二星加 浩一氏 鈴木 伸尋 浦河 谷川牧場 B490＋ 51：40．1� 87．6�
36 トニカクビジン 牝3鹿 54 菅原 隆一田頭 勇貴氏 石毛 善彦 日高 佐々木 康治 418＋ 21：40．2� 267．4�
816 チャクシンアリ 牝3栗 54 木幡 初也由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 門別 敏朗 464＋ 81：41．15 124．8�
12 サプライズイベント 牝3栗 54 木幡 巧也 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 浦河 笹島 智則 400－ 61：41．73� 329．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，932，200円 複勝： 69，565，500円 枠連： 14，308，700円
馬連： 70，301，500円 馬単： 35，467，000円 ワイド： 66，923，900円
3連複： 117，378，800円 3連単： 140，785，400円 計： 557，663，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 350円 � 980円 枠 連（5－7） 900円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 560円 �� 1，780円 �� 4，940円

3 連 複 ��� 16，900円 3 連 単 ��� 44，470円

票 数

単勝票数 計 429322 的中 � 167371（1番人気）
複勝票数 計 695655 的中 � 252428（1番人気）� 38525（6番人気）� 11564（9番人気）
枠連票数 計 143087 的中 （5－7） 12210（4番人気）
馬連票数 計 703015 的中 �� 44056（4番人気）
馬単票数 計 354670 的中 �� 15371（6番人気）
ワイド票数 計 669239 的中 �� 32828（4番人気）�� 9446（19番人気）�� 3313（36番人気）
3連複票数 計1173788 的中 ��� 5209（44番人気）
3連単票数 計1407854 的中 ��� 2295（131番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．2―35．3―47．8―1：00．7―1：13．5―1：25．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．1
3 9，15（8，14）（3，13）（4，16）6（10，12）－1，7，5，11－2 4 9，15（8，14）（3，13）（4，16，6）（10，12）1，7（5，11）－2

勝馬の
紹 介

レ ヴ ー ル �
�
父 トランセンド �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．9．5 新潟7着

2019．5．4生 牝3鹿 母 アルマミーア 母母 ラ イ ヴ 4戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 ヨーコマイラヴ号の調教師松山将樹は，競走中に同馬の胸がいが切損したことについて過怠金10，000円。
〔3走成績による出走制限〕 シングンピクシー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月21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。

11098 5月21日 雨 良 （4東京2） 第9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

11 ニシノフウジン 牡3鹿 56 田辺 裕信西山 茂行氏 中野 栄治 新冠 中山 高鹿康 464＋ 61：19．2 6．5�
12 オーロラアーク 牝3芦 54 武士沢友治松谷 翔太氏 石栗 龍彦 日高 豊洋牧場 434＋14 〃 ハナ 3．3�
35 エレガントミッシー 牝3黒鹿54 戸崎 圭太伊東 純一氏 佐藤 吉勝 日高 ヤナガワ牧場 424± 01：19．41� 3．4�
59 ミルトイグニス 牡3黒鹿56 石橋 脩永山 勝敏氏 武市 康男 浦河 赤田牧場 B502－ 81：19．71� 6．6�
714 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± 0 〃 クビ 98．3�
36 ルージュブラゾン 牝3黒鹿54 内田 博幸 �東京ホースレーシング 小島 茂之 千歳 社台ファーム B470－ 41：19．8� 10．1	
47 キタノブルーアレツ 牝3鹿 54 野中悠太郎北所 直人氏 本間 忍 新冠 中本牧場 468＋ 2 〃 クビ 170．6

510 ブラックラスター 牡3青鹿56 横山 武史田代 洋己氏 鈴木 伸尋 新ひだか 有限会社石川牧場 506－ 41：20．33 13．9�
611 ゴールドジャッジ 牡3栗 56 丸田 恭介居城 寿与氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム 474＋ 8 〃 クビ 188．9�
815 ヴェストヴォーグ 牡3鹿 56 菅原 明良�G1レーシング 鈴木慎太郎 安平 追分ファーム B536± 0 〃 アタマ 12．3
23 レッドカロス 牡3鹿 56

54 △永野 猛蔵 �東京ホースレーシング 奥村 武 千歳 社台ファーム B518＋ 61：20．72 89．4�
48 ソーメニーサンクス 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 深山 雅史 様似 中村 勝則 430＋ 31：20．8� 115．2�
612 ホワイトレディ 牝3鹿 54 木幡 初也�住宅データ 小島 茂之 新ひだか 静内山田牧場 414－ 61：21．11� 368．9�
713 チ ャ チ ャ 牝3芦 54

52 △山田 敬士石井 義孝氏 中野 栄治 茨城 内藤牧場 500＋161：21．63 297．0�
816 ピースオンアース 牡3黒鹿56 江田 照男グリーンスウォード小笠 倫弘 新冠 アサヒ牧場 488＋ 21：21．7� 22．2�
24 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± 0 〃 クビ 68．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，081，800円 複勝： 48，331，700円 枠連： 17，292，800円
馬連： 58，927，600円 馬単： 23，836，300円 ワイド： 55，098，300円
3連複： 87，405，800円 3連単： 89，623，400円 計： 411，597，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 180円 � 140円 � 140円 枠 連（1－1） 1，280円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 490円 �� 360円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 7，240円

票 数

単勝票数 計 310818 的中 � 38122（3番人気）
複勝票数 計 483317 的中 � 60207（4番人気）� 90662（2番人気）� 96475（1番人気）
枠連票数 計 172928 的中 （1－1） 10421（6番人気）
馬連票数 計 589276 的中 �� 36013（4番人気）
馬単票数 計 238363 的中 �� 7109（9番人気）
ワイド票数 計 550983 的中 �� 26589（5番人気）�� 38181（2番人気）�� 61529（1番人気）
3連複票数 計 874058 的中 ��� 52808（2番人気）
3連単票数 計 896234 的中 ��� 8966（11番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．1―29．7―41．9―54．1―1：06．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノフウジン �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2021．6．19 札幌4着

2019．3．6生 牡3鹿 母 ニシノマメフク 母母 セイウンアグライア 12戦1勝 賞金 10，710，000円
〔3走成績による出走制限〕 ゴールドジャッジ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月21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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 コズミックエッグ号・コパノランサー号・ダレモトメラレナイ号・パンタナル号・ブーケザゴールド号・

ミッキーピーナッツ号

第２回 東京競馬 第９日



11099 5月21日 小雨 良 （4東京2） 第9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

611 キタノブレイド 牡3黒鹿56 木幡 巧也北所 直人氏 萱野 浩二 新冠 長浜 忠 446－121：26．5 3．0�
510 チャールストン 牡3黒鹿56 原田 和真三岡 陽氏 小桧山 悟 日高 高柳 隆男 502＋ 21：26．81� 46．8�
714 ロードシャマール 牡3栗 56 野中悠太郎 �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 486－ 41：26．9� 54．7�
713 ペイシャワキア 牡3栗 56 武士沢友治北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 赤石牧場 436－ 21：27．11� 5．2�
12 サヨノフィールド 牡3黒鹿56 大野 拓弥吉岡 泰治氏 小笠 倫弘 日高 出口牧場 480－ 21：27．31� 8．8�
47 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 516＋ 61：27．72� 4．0	
48 トーセンリベロ 牡3鹿 56

54 △永野 猛蔵島川 
哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 466－ 9 〃 クビ 86．9�

24 ニシノブチヌケ 牡3栗 56 石川裕紀人西山 茂行氏 矢野 英一 新冠 村上 欽哉 B534－ 2 〃 アタマ 70．6�
815 エコロガナドール 牡3鹿 56 石橋 脩原村 正紀氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B438＋ 41：27．9� 24．4
11 オ ベ リ ス ク 牡3鹿 56

53 ▲西塚 洸二浅田 次郎氏 村田 一誠 新ひだか グランド牧場 B474± 01：28．11� 144．0�
23 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 478－ 61：28．2クビ 6．7�
36 ルージュライゼ 牝3青鹿54 横山 武史 �東京ホースレーシング 栗田 徹 千歳 社台ファーム 428＋ 21：28．3� 10．5�
35 ミスターブリーズ 牡3栗 56 杉原 誠人木村 廣太氏 勢司 和浩 新ひだか 本桐牧場 480－ 8 〃 アタマ 274．5�
612 ヴィニュロン 牡3栗 56 菅原 隆一�ミルファーム 石毛 善彦 新冠 北星村田牧場 472＋ 61：28．61� 397．1�
816 アイファーロブスト 牡3黒鹿56 丸田 恭介中島 稔氏 蛯名 利弘 新ひだか 加野牧場 428－ 41：29．77 533．1�
59 スプレッドイーグル 牡3鹿 56 柴田 大知村山 卓也氏 稲垣 幸雄 浦河 鎌田 正嗣 B498－101：31．18 280．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，455，800円 複勝： 51，141，900円 枠連： 11，046，800円
馬連： 65，045，900円 馬単： 27，195，300円 ワイド： 55，979，300円
3連複： 90，422，400円 3連単： 95，778，600円 計： 438，066，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 170円 � 950円 � 830円 枠 連（5－6） 4，580円

馬 連 �� 4，590円 馬 単 �� 6，130円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 1，900円 �� 12，170円

3 連 複 ��� 33，080円 3 連 単 ��� 124，440円

票 数

単勝票数 計 414558 的中 � 109706（1番人気）
複勝票数 計 511419 的中 � 106992（1番人気）� 11514（9番人気）� 13375（8番人気）
枠連票数 計 110468 的中 （5－6） 1866（18番人気）
馬連票数 計 650459 的中 �� 10966（16番人気）
馬単票数 計 271953 的中 �� 3324（29番人気）
ワイド票数 計 559793 的中 �� 11381（15番人気）�� 7629（19番人気）�� 1152（57番人気）
3連複票数 計 904224 的中 ��� 2050（80番人気）
3連単票数 計 957786 的中 ��� 558（326番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．1―36．6―49．7―1：02．3―1：14．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キタノブレイド �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 Woodman デビュー 2021．11．13 東京7着

2019．5．11生 牡3黒鹿 母 シ ャ フ ィ ガ 母母 Silk Braid 7戦1勝 賞金 8，590，000円
〔調教再審査〕 スプレッドイーグル号は，3コーナーから4コーナーにかけて外側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スプレッドイーグル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月21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〕 エコロガナドール号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年7月21日まで平地競走に出走で

きない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 リゼレインボー号
（非抽選馬） 1頭 リネンスイング号

11100 5月21日 曇 良 （4東京2） 第9日 第4競走 ��2，400�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
2：20．6
2：20．6

良
良

89 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± 02：28．3 6．2�

77 ビーウォーター 牡3栗 56 田辺 裕信和泉 憲一氏 小西 一男 新ひだか 北洋牧場 492－ 22：28．41 4．3�
66 � アルバスドラコ 牡3鹿 56 D．レーン ゴドルフィン 堀 宣行 愛 Fortmill

Farm 484＋ 62：28．82� 2．6�
（豪）

33 キ ー ワ ー ド �3鹿 56 菅原 明良�ノースヒルズ 栗田 徹 新ひだか 土居牧場 470± 02：29．11� 9．8�
55 コスモダークナイト 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 鹿戸 雄一 浦河 小島牧場 B494－ 62：29．2� 55．0	
11 マコトチガネマル 牝3黒鹿54 吉田 豊�ディアマント 村田 一誠 様似 出口 繁夫 B442＋ 62：29．3クビ 18．4

22 ウェルシュゴールド 牝3栗 54 的場 勇人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 日高 出口牧場 468＋ 62：29．83� 183．7�
44 ミ ル ヴ ィ オ 牝3鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 506＋102：30．86 3．5�
88 チャレンジャー 牡3鹿 56 杉原 誠人 �シルクレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 506－ 22：31．43� 54．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 46，903，200円 複勝： 51，465，500円 枠連： 9，619，600円
馬連： 61，251，000円 馬単： 34，302，100円 ワイド： 48，983，300円
3連複： 85，324，400円 3連単： 145，853，200円 計： 483，702，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 140円 � 130円 � 120円 枠 連（7－8） 860円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 310円 �� 320円 �� 210円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 7，200円

票 数

単勝票数 計 469032 的中 � 59951（4番人気）
複勝票数 計 514655 的中 � 84404（4番人気）� 102235（2番人気）� 127007（1番人気）
枠連票数 計 96196 的中 （7－8） 8663（4番人気）
馬連票数 計 612510 的中 �� 50895（4番人気）
馬単票数 計 343021 的中 �� 14597（9番人気）
ワイド票数 計 489833 的中 �� 37663（3番人気）�� 36987（5番人気）�� 65959（1番人気）
3連複票数 計 853244 的中 ��� 65030（2番人気）
3連単票数 計1458532 的中 ��� 14670（22番人気）

ハロンタイム 13．2―12．0―13．0―13．1―12．7―12．1―11．7―12．8―12．1―11．7―11．7―12．2

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―25．2―38．2―51．3―1：04．0―1：16．1―1：27．8―1：40．6―1：52．7―2：04．4―2：16．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エンドロール �
�
父 ガ ル ボ �

�
母父 チチカステナンゴ デビュー 2021．8．29 札幌5着

2019．5．8生 牡3黒鹿 母 トゥファーアウェイ 母母 クレープシュゼット 11戦1勝 賞金 9，200，000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。



11101 5月21日 雨 良 （4東京2） 第9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

55 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 496＋ 42：13．2 1．7�
78 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 B454－ 22：13．51� 25．1�
66 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± 02：13．6� 79．7�
67 プラチナジェット 牝3青 54 野中悠太郎�レッドマジック金成 貴史 日高 奥山 博 450－ 2 〃 クビ 9．7�
22 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 454－ 82：14．66 34．3	
79 マ ヨ ン 牡3黒鹿56 三浦 皇成古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 赤田牧場 B468－ 8 〃 クビ 4．6

11 レオプレシード 牡3鹿 56 石橋 脩�レオ 小手川 準 平取 オークツリー

ファーム 514＋ 22：15．66 43．3�
810 ビーアンビシャス 牡3栗 56 C．ルメール 千明牧場 尾関 知人 新冠 新冠橋本牧場 512－ 82：15．8� 5．0�
811 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 506＋ 42：16．12 22．6
44 トゥエルブナインズ 牝3鹿 54 武士沢友治�サンライズ 矢野 英一 新ひだか 友田牧場 530＋ 82：17．810 211．4�
33 ベルウッドウイング 牡3黒鹿 56

53 ▲西塚 洸二鈴木 照雄氏 高橋 文雅 日高 戸川牧場 430－122：19．6大差 90．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 40，280，100円 複勝： 133，755，500円 枠連： 10，522，700円
馬連： 52，466，800円 馬単： 35，356，400円 ワイド： 49，337，000円
3連複： 87，569，700円 3連単： 155，074，400円 計： 564，362，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 250円 � 790円 枠 連（5－7） 280円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 2，430円

ワ イ ド �� 600円 �� 1，130円 �� 5，090円

3 連 複 ��� 12，630円 3 連 単 ��� 32，090円

票 数

単勝票数 計 402801 的中 � 184010（1番人気）
複勝票数 計1337555 的中 � 980880（1番人気）� 45358（5番人気）� 11157（9番人気）
枠連票数 計 105227 的中 （5－7） 29036（1番人気）
馬連票数 計 524668 的中 �� 22561（6番人気）
馬単票数 計 353564 的中 �� 10869（7番人気）
ワイド票数 計 493370 的中 �� 22374（7番人気）�� 11160（14番人気）�� 2354（33番人気）
3連複票数 計 875697 的中 ��� 5197（32番人気）
3連単票数 計1550744 的中 ��� 3503（94番人気）

ハロンタイム 7．2―11．0―12．3―13．0―12．6―12．6―12．8―12．6―12．8―13．1―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．2―30．5―43．5―56．1―1：08．7―1：21．5―1：34．1―1：46．9―2：00．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．1
1
3
1，7－（3，5）11（9，10）8（2，6）4・（1，7）－10－5（3，9）11，2（6，8）4

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

勝馬の
紹 介

トップオブジェラス �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Petionville デビュー 2022．4．9 中山4着

2019．3．3生 牡3鹿 母 ジェラスガール 母母 Isla Cozzene 3戦1勝 賞金 8，080，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベルウッドウイング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年6月21日まで平地

競走に出走できない。
※トゥエルブナインズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

11102 5月21日 雨 稍重 （4東京2） 第9日 第6競走 ��
��1，600�3歳1勝クラス

発走13時05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

810 コスタボニータ 牝3芦 54 田辺 裕信谷掛 龍夫氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 454－ 61：33．9 5．7�
33 サ イ ー ド 牡3鹿 56 C．ルメール 前田 幸治氏 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 492± 01：34．42� 3．8�
77 ベストフィーリング 牡3鹿 56 横山 武史馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：34．5� 4．6�
78 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 456＋ 8 〃 ハナ 21．1�
11 ホウオウパレード 牡3黒鹿56 石橋 脩小笹 芳央氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 502＋22 〃 アタマ 6．5�
22 ビジュノワール 牝3青鹿54 D．レーン 吉田 勝己氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 438± 01：34．6� 3．2�

（豪）

89 デコラシオン 牡3鹿 56 菅原 明良 	社台レースホース高木 登 千歳 社台ファーム 498－ 21：34．91� 12．5

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± 01：35．21� 135．0�
55 ヴィルチュオーズ 牝3黒鹿 54

52 △永野 猛蔵	桑田牧場 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 422＋ 41：35．3� 122．5�
66 セプテンベル 牝3鹿 54

51 ▲西塚 洸二大冨 智弘氏 武井 亮 新ひだか 上村 清志 424＋ 21：35．62 318．4
（10頭）

売 得 金
単勝： 59，114，900円 複勝： 66，719，700円 枠連： 10，570，700円
馬連： 71，953，200円 馬単： 34，637，400円 ワイド： 60，533，000円
3連複： 99，746，800円 3連単： 149，516，200円 計： 552，791，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 160円 � 150円 � 150円 枠 連（3－8） 1，010円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 450円 �� 420円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 9，080円

票 数

単勝票数 計 591149 的中 � 82203（4番人気）
複勝票数 計 667197 的中 � 98220（4番人気）� 122487（2番人気）� 117946（3番人気）
枠連票数 計 105707 的中 （3－8） 8106（6番人気）
馬連票数 計 719532 的中 �� 37786（7番人気）
馬単票数 計 346374 的中 �� 9929（13番人気）
ワイド票数 計 605330 的中 �� 33700（6番人気）�� 35981（5番人気）�� 48378（3番人気）
3連複票数 計 997468 的中 ��� 50060（5番人気）
3連単票数 計1495162 的中 ��� 11929（32番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．7―12．0―11．9―11．5―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．1―34．8―46．8―58．7―1：10．2―1：21．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスタボニータ �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 Kendor デビュー 2021．11．21 阪神2着

2019．4．29生 牝3芦 母 レ デ ィ イ ン 母母 Super Vite 5戦2勝 賞金 18，120，000円
〔制裁〕 ホウオウパレード号の騎手石橋脩は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番・10番・8番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



11103 5月21日 雨 稍重 （4東京2） 第9日 第7競走 ��1，400�4歳以上1勝クラス
発走13時35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
1：19．4
1：19．0

良
良

714 ベッラノーヴァ 牝4鹿 55 C．ルメール �シルクレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 408± 01：22．1 2．7�
35 ブルメンダール 牡4青 57 D．レーン �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 464± 0 〃 クビ 5．0�

（豪）

510 コスモノート 牡4鹿 57 内田 博幸ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B520± 01：22．2� 4．0�

36 タイガーリリー 牝4鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 尾関 知人 日高 高柳 隆男 470＋101：22．3� 9．0�
612 シゲルチキュウ �5栗 57

55 △永野 猛蔵森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか 矢野牧場 474－ 21：22．4� 76．9�
12 シャドウファックス 牝4芦 55 大野 拓弥飯塚 知一氏 宮田 敬介 千歳 社台ファーム 462± 01：22．6� 18．9	
713 スマートルグラン 牝4鹿 55

52 ▲西塚 洸二大川 徹氏 鹿戸 雄一 新ひだか 静内山田牧場 436± 01：22．81� 16．0

47 ラ ヴ ォ ル タ 牝4鹿 55 横山 武史 �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 490－ 41：23．01	 36．1�
23 ホウオウジュレップ 牝4芦 55 木幡 巧也小笹 芳央氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 412± 01：23．1� 132．1�
24 フロスティクォーツ 牡4黒鹿57 田辺 裕信ライオンレースホース 加藤 和宏 浦河 高昭牧場 472＋ 61：23．2クビ 20．6�
11 リュクスフレンド 牝4鹿 55 池添 謙一田畑 憲士氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 462－ 21：23．3� 20．5�
59 クリノザウルス 牡4鹿 57 松岡 正海栗本 博晴氏 本間 忍 新冠 上井農場 480＋ 81：23．51	 58．9�
48 ボ レ ロ 牝4鹿 55 菅原 明良�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 464－14 〃 アタマ 36．4�
815 マッチャパフェ 牝5鹿 55 伊藤 工真保坂 和孝氏 林 徹 浦河 ヒダカフアーム B450± 0 〃 ハナ 171．8�
611
 ラインスプラッシュ 牡4黒鹿57 井上 敏樹大澤 繁昌氏 武藤 善則 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－ 8 〃 クビ 271．6�
816 コーンフィールド 牝4黒鹿55 丸田 恭介 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 490－ 21：23．81� 107．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，998，600円 複勝： 58，989，300円 枠連： 17，431，400円
馬連： 72，579，900円 馬単： 27，950，600円 ワイド： 61，863，200円
3連複： 106，162，100円 3連単： 112，191，200円 計： 502，166，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 160円 � 150円 枠 連（3－7） 500円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 350円 �� 300円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 4，660円

票 数

単勝票数 計 449986 的中 � 132706（1番人気）
複勝票数 計 589893 的中 � 130220（1番人気）� 82276（3番人気）� 100983（2番人気）
枠連票数 計 174314 的中 （3－7） 26874（1番人気）
馬連票数 計 725799 的中 �� 65597（2番人気）
馬単票数 計 279506 的中 �� 15050（2番人気）
ワイド票数 計 618632 的中 �� 44618（2番人気）�� 55093（1番人気）�� 32230（3番人気）
3連複票数 計1061621 的中 ��� 62541（1番人気）
3連単票数 計1121912 的中 ��� 17433（2番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベッラノーヴァ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2020．10．18 東京1着

2018．3．19生 牝4鹿 母 ベッラレジーナ 母母 ベッラレイア 9戦2勝 賞金 27，680，000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。

11104 5月21日 雨 稍重 （4東京2） 第9日 第8競走 ��1，400�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
1：21．5
1：20．3

重
不良

610 ラブリークイーン 牝4栗 55
52 ▲西塚 洸二坂巻 勝彦氏 嘉藤 貴行 新冠 大狩部牧場 470＋ 41：24．4 86．3�

713� ニルアドミラリ 牡4鹿 57 三浦 皇成�ノースヒルズ 和田正一郎 米 Scott Dil-
worth 562－ 61：24．51 5．5�

59 エストレラブレイン 牡4栗 57 C．ルメール エンジェルレーシング� 田村 康仁 新ひだか 下屋敷牧場 526－ 21：24．92� 3．5�
23 � ブラックパンサー 牡4鹿 57 田辺 裕信 Him Rock Racing

ホールディングス� 田村 康仁 日高 タバタファーム 504± 01：25．21� 3．4�
47 エ レ グ ア 牡4鹿 57 松岡 正海豊井 義次氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 488± 01：25．52 5．3�
712� マ イ バ ウ ム 牡4黒鹿57 杉原 誠人栗坂 崇氏 大和田 成 浦河 中神牧場 458＋ 2 〃 クビ 151．5	
815 アイアゲート 牝4鹿 55 菅原 明良 
シルクレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム 508－ 41：25．82 10．5�
34 � リネンコジーン 牡7芦 57 丸田 恭介戸山 光男氏 南田美知雄 浦河 江谷牧場 496－ 31：26．11� 144．5�
35 グランデモナルカ 牡4黒鹿57 内田 博幸 
サンデーレーシング 奥村 武 安平 ノーザンファーム B474± 0 〃 クビ 15．8
814� ショーショーショー 牡5栃栗57 横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 矢野牧場 B524＋ 41：26．2	 22．9�
611 カ ズ オ 牡4栗 57 石橋 脩國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 492＋ 61：26．51	 98．6�
58 ガラデレオン 牡5鹿 57 石川裕紀人山口 敦広氏 的場 均 新ひだか 落合 一巳 498± 01：26．6	 203．2�
46 ライヴクラッカー 牡4黒鹿57 木幡 巧也澤田 孝之氏 牧 光二 新冠 守矢牧場 B500＋ 21：27．02� 18．0�
11 � 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－ 21：27．1クビ 397．9�
22 � グランデエス 牝6鹿 55 武士沢友治奈良﨑孝一郎氏 蛯名 利弘 様似 山本 和彦 494＋211：27．31� 233．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 40，642，100円 複勝： 53，584，900円 枠連： 15，455，300円
馬連： 79，293，800円 馬単： 31，172，800円 ワイド： 62，108，500円
3連複： 113，596，900円 3連単： 122，635，100円 計： 518，489，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，630円 複 勝 � 1，370円 � 220円 � 160円 枠 連（6－7） 9，180円

馬 連 �� 24，540円 馬 単 �� 38，900円

ワ イ ド �� 6，570円 �� 4，440円 �� 500円

3 連 複 ��� 26，560円 3 連 単 ��� 187，970円

票 数

単勝票数 計 406421 的中 � 3765（9番人気）
複勝票数 計 535849 的中 � 7257（10番人気）� 66825（4番人気）� 109457（1番人気）
枠連票数 計 154553 的中 （6－7） 1304（22番人気）
馬連票数 計 792938 的中 �� 2504（34番人気）
馬単票数 計 311728 的中 �� 601（68番人気）
ワイド票数 計 621085 的中 �� 2310（38番人気）�� 3433（33番人気）�� 34751（4番人気）
3連複票数 計1135969 的中 ��� 3207（65番人気）
3連単票数 計1226351 的中 ��� 473（385番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．2―12．3―12．1―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．9―48．2―1：00．3―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラブリークイーン �
�
父 ラブリーデイ �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2020．7．12 福島3着

2018．3．14生 牝4栗 母 マリントウショウ 母母 シータトウショウ 14戦2勝 賞金 14，600，000円
※出走取消馬 アラカザーム号（疾病〔右前肢跛行〕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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アポロセイラン号・ルミエールソレイユ号



11105 5月21日 曇 稍重 （4東京2） 第9日 第9競走 ��1，800�カーネーションカップ
発走14時35分 （芝・左）

牝，3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 10，300，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，030，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．8

良
良

69 ス ト ー リ ア 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 浦河 宮内牧場 482＋ 61：47．0 13．5�
711 ルージュリナージュ 牝3鹿 54 菅原 明良 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 浦河 信岡牧場 424± 01：47．1� 6．3�
22 ショショローザ 牝3鹿 54 池添 謙一 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 462＋10 〃 クビ 5．7�
57 モカフラワー 牝3栗 54 石川裕紀人星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 444－ 81：47．2クビ 6．8�
710 シンシアウィッシュ 牝3青鹿54 D．レーン 前田 幸大氏 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 428± 0 〃 アタマ 2．7	
（豪）

813 コントディヴェール 牝3芦 54 横山 和生前田 幸治氏 清水 久詞 新冠 株式会社
ノースヒルズ 468＋ 41：47．3� 8．1


45 ヒヅルジョウ 牝3鹿 54 国分 恭介河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 470－ 6 〃 アタマ 29．2�
68 ティズグロリアス 牝3黒鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド 412－ 21：47．4� 19．7�
33 ジ ャ マ ン 牝3黒鹿54 三浦 皇成奥田 貴敏氏 高橋 康之 新ひだか 千代田牧場 462－ 41：47．5� 25．3
44 ダノンティアラ 牝3栗 54 大野 拓弥�ダノックス 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 432－ 41：47．71 67．8�
56 プルサティーラ 牝3鹿 54 横山 武史 �サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 430＋101：48．12� 18．6�
11 ニシノメグレス 牝3黒鹿54 内田 博幸西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 田上 徹 410－ 41：48．52� 72．1�
812 ショウナンアメリア 牝3黒鹿54 永野 猛蔵国本 哲秀氏 奥村 武 日高 天羽牧場 454± 01：48．81� 186．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 69，848，300円 複勝： 93，990，400円 枠連： 23，845，300円
馬連： 122，897，800円 馬単： 43，279，800円 ワイド： 96，697，700円
3連複： 169，775，100円 3連単： 182，476，500円 計： 802，810，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，350円 複 勝 � 320円 � 220円 � 250円 枠 連（6－7） 620円

馬 連 �� 3，360円 馬 単 �� 7，820円

ワ イ ド �� 980円 �� 1，320円 �� 840円

3 連 複 ��� 8，860円 3 連 単 ��� 61，160円

票 数

単勝票数 計 698483 的中 � 41216（6番人気）
複勝票数 計 939904 的中 � 69445（6番人気）� 120483（3番人気）� 100667（4番人気）
枠連票数 計 238453 的中 （6－7） 29572（1番人気）
馬連票数 計1228978 的中 �� 28343（14番人気）
馬単票数 計 432798 的中 �� 4150（32番人気）
ワイド票数 計 966977 的中 �� 25452（10番人気）�� 18463（17番人気）�� 30072（8番人気）
3連複票数 計1697751 的中 ��� 14368（33番人気）
3連単票数 計1824765 的中 ��� 2163（215番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―11．9―12．1―12．2―12．1―11．6―11．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―35．9―48．0―1：00．2―1：12．3―1：23．9―1：35．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．7

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

勝馬の
紹 介

ス ト ー リ ア �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2021．8．28 新潟3着

2019．3．30生 牝3鹿 母 フ ェ リ ス 母母 レディミューズ 5戦2勝 賞金 21，715，000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。

11106 5月21日 曇 稍重 （4東京2） 第9日 第10競走 1，400�
た か お

高 尾 特 別
発走15時10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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

33 フェルミスフィア 牝5栗 55 杉原 誠人 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 444± 01：22．1 20．1�
44 カフェサンドリヨン 牝5芦 55 戸崎 圭太西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 504＋ 41：22．31� 3．2�
55 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 482＋ 41：22．4� 11．5�
78 ワ ザ モ ノ 牡4鹿 57 C．ルメール �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 494＋ 4 〃 ハナ 6．1�
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± 0 〃 ハナ 6．9	
66 ヤマニンプレシオサ 牝5黒鹿55 石川裕紀人土井 肇氏 辻 哲英 浦河 廣田 光夫 476＋ 41：22．5クビ 30．3

22 スリートップキズナ 牡4黒鹿57 田辺 裕信永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B456± 0 〃 クビ 3．7�
11 アラビアンナイト 牝4青鹿55 横山 和生 Him Rock Racing

ホールディングス� 田村 康仁 日高 北田 剛 446＋ 21：22．81� 5．6�
810 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± 01：23．01� 95．6
89 スエーニョブランコ 牝5芦 55 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 500＋ 41：23．64 58．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 53，750，700円 複勝： 69，775，200円 枠連： 20，608，400円
馬連： 117，537，300円 馬単： 46，385，500円 ワイド： 79，137，800円
3連複： 150，650，300円 3連単： 207，543，200円 計： 745，388，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，010円 複 勝 � 400円 � 150円 � 290円 枠 連（3－4） 2，390円

馬 連 �� 2，210円 馬 単 �� 5，960円

ワ イ ド �� 830円 �� 2，010円 �� 700円

3 連 複 ��� 5，370円 3 連 単 ��� 41，450円

票 数

単勝票数 計 537507 的中 � 21349（7番人気）
複勝票数 計 697752 的中 � 36460（7番人気）� 167169（1番人気）� 53738（6番人気）
枠連票数 計 206084 的中 （3－4） 6667（9番人気）
馬連票数 計1175373 的中 �� 41075（12番人気）
馬単票数 計 463855 的中 �� 5831（26番人気）
ワイド票数 計 791378 的中 �� 24674（14番人気）�� 9700（25番人気）�� 30007（10番人気）
3連複票数 計1506503 的中 ��� 21031（24番人気）
3連単票数 計2075432 的中 ��� 3630（160番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．0―11．9―10．9―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．3―36．3―48．2―59．1―1：10．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F33．9
3 ・（4，5）（3，9）（2，8）（1，6）7－10 4 ・（2，4，5）3（1，8，9）6，7，10

勝馬の
紹 介

フェルミスフィア �
�
父 エピファネイア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．10．14 東京1着

2017．5．2生 牝5栗 母 フェルミオン 母母 パテントリークリア 14戦3勝 賞金 45，735，000円
〔制裁〕 ペイシャフェスタ号の騎手武士沢友治は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。



11107 5月21日 曇 稍重 （4東京2） 第9日 第11競走 ��
��1，800�メイステークス

発走15時45分 （芝・左）
4歳以上，3．5．22以降4．5．15まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000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
1：44．2
1：43．8

良
良

22 カレンシュトラウス 牡5鹿 55 池添 謙一鈴木 隆司氏 平田 修 浦河 高昭牧場 520＋ 61：46．3 3．2�
56 エイシンチラー 牝4鹿 52 松岡 正海�栄進堂 田中 剛 浦河 栄進牧場 474＋ 61：46．61� 6．6�
57 ワールドウインズ �5鹿 56 田中 勝春川勝 裕之氏 武 幸四郎 新ひだか 藤原牧場 B462± 0 〃 クビ 32．5�
710 シュヴァリエローズ 牡4鹿 55 C．ルメール �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 448－ 21：46．7	 5．0�
813 インテンスライト 牡6鹿 54 田辺 裕信堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 新冠 カミイスタット 496－ 6 〃 クビ 11．0	
812 ス ラ イ リ ー 牝4鹿 52 石川裕紀人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 日高 白井牧場 438＋ 2 〃 ハナ 10．6

44 フ ラ ン ツ 牡7鹿 55 菅原 明良近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 450＋ 41：46．91	 52．2�
68 キングストンボーイ 牡4鹿 55 横山 武史吉田 和美氏 鹿戸 雄一 新ひだか 田上 徹 502＋ 21：47．11
 3．9�
45 シ ュ リ 牡6黒鹿57 秋山真一郎前田 幸貴氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 516－ 41：47．2クビ 28．0
33 バイオスパーク 牡7黒鹿57 大野 拓弥宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 478－ 41：47．52 51．4�
69 � ソッサスブレイ �8栗 53 柴田 大知手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 新冠 コスモヴューファーム 452－ 2 〃 クビ 124．5�
11 サトノクロニクル 牡8鹿 56 内田 博幸 �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 B478＋ 41：47．6	 111．8�
711 ヒ ュ ッ ゲ 牡5栗 54 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：47．91� 35．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 121，414，800円 複勝： 143，926，000円 枠連： 51，418，100円
馬連： 288，398，700円 馬単： 107，349，600円 ワイド： 200，290，900円
3連複： 433，785，200円 3連単： 549，978，500円 計： 1，896，561，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 190円 � 520円 枠 連（2－5） 820円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，270円 �� 2，330円

3 連 複 ��� 7，590円 3 連 単 ��� 26，400円

票 数

単勝票数 計1214148 的中 � 302648（1番人気）
複勝票数 計1439260 的中 � 355062（1番人気）� 192717（4番人気）� 50374（8番人気）
枠連票数 計 514181 的中 （2－5） 48115（3番人気）
馬連票数 計2883987 的中 �� 263169（3番人気）
馬単票数 計1073496 的中 �� 52876（4番人気）
ワイド票数 計2002909 的中 �� 170584（2番人気）�� 38298（16番人気）�� 20323（26番人気）
3連複票数 計4337852 的中 ��� 42828（27番人気）
3連単票数 計5499785 的中 ��� 15101（77番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．2―12．3―11．6―11．5―11．1―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―36．6―48．9―1：00．5―1：12．0―1：23．1―1：34．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．8―3F34．3

3 12（13，5）9（7，10，1）（6，2）（3，4）8，11
2
4

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

勝馬の
紹 介

カレンシュトラウス �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2020．3．21 阪神3着

2017．4．26生 牡5鹿 母 アグネスワルツ 母母 メルロースウィート 14戦5勝 賞金 108，903，000円

11108 5月21日 曇 稍重 （4東京2） 第9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）

牝；負担重量は，55�
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

12 ジェロボーム 牝5栗 55 三浦 皇成長谷川祐司氏 古賀 慎明 新ひだか チャンピオンズファーム 516＋ 61：36．2 21．3�
611 スイートフィル 牝4芦 55 菅原 明良シンボリ牧場 菊川 正達 新ひだか 増本 良孝 468＋ 6 〃 ハナ 35．1�
59 フェアレストアイル 牝5鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 456－ 2 〃 アタマ 10．9�
714 ラブリーエンジェル 牝5栗 55 木幡 巧也長谷川光司氏 鈴木慎太郎 浦河 ヒダカフアーム 452－ 41：36．3� 4．7�
510 ラ レ イ ナ 牝4鹿 55 野中悠太郎 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 452－ 61：36．4� 9．2�
23 ラグラスドシエル 牝4黒鹿 55

53 △永野 猛蔵 KAJIMOTOホー
ルディングス	 中村 直也 新ひだか 小河 豊水 442＋ 41：36．71� 28．5


24 キングスフィリア 牝4黒鹿55 横山 武史 �社台レースホース萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 428＋ 4 〃 クビ 3．1�

36 アドアステラ 牝6栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム B460± 01：36．91 22．7�
815� トゥインクルリーフ 牝6鹿 55 池添 謙一 	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 ウエスタンファーム 462＋ 61：37．11� 40．4
816 マイコレット 牝4芦 55 江田 照男伊東 純一氏 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 B498－ 61：37．31� 97．9�
47 オータムレッド 牝5栗 55 石川裕紀人青芝商事	 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 454－ 61：37．4クビ 180．1�
612 バライロノキセキ 牝4鹿 55 戸崎 圭太岡 浩二氏 中竹 和也 日高 オリオンファーム 468－10 〃 ハナ 20．6�
35 ヤマニンビオローネ 牝4栗 55 石橋 脩土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 476＋ 41：37．5� 5．8�
713 ノットイェット 牝4鹿 55 井上 敏樹	GET NEXT 武藤 善則 日高 日高大洋牧場 B472＋ 21：37．71� 84．3�
48 フィナールショコラ 牝5黒鹿55 内田 博幸吉田 千津氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 438－141：38．12� 29．9�
11 ティケイプルメリア 牝5鹿 55 D．レーン 田畑 勝彦氏 林 徹 浦河 秋場牧場 B470＋ 21：38．2� 15．8�

（豪）

（16頭）

売 得 金
単勝： 98，574，100円 複勝： 144，416，900円 枠連： 45，769，400円
馬連： 201，794，400円 馬単： 76，669，500円 ワイド： 189，415，000円
3連複： 333，856，200円 3連単： 351，855，700円 計： 1，442，351，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，130円 複 勝 � 560円 � 780円 � 410円 枠 連（1－6） 3，620円

馬 連 �� 29，610円 馬 単 �� 60，460円

ワ イ ド �� 7，440円 �� 3，450円 �� 5，800円

3 連 複 ��� 98，190円 3 連 単 ��� 720，600円

票 数

単勝票数 計 985741 的中 � 36998（8番人気）
複勝票数 計1444169 的中 � 67290（9番人気）� 46831（11番人気）� 99389（5番人気）
枠連票数 計 457694 的中 （1－6） 9784（15番人気）
馬連票数 計2017944 的中 �� 5280（73番人気）
馬単票数 計 766695 的中 �� 951（141番人気）
ワイド票数 計1894150 的中 �� 6536（75番人気）�� 14266（41番人気）�� 8416（64番人気）
3連複票数 計3338562 的中 ��� 2550（259番人気）
3連単票数 計3518557 的中 ��� 354（1650番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．6―12．3―12．2―12．2―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―22．8―34．4―46．7―58．9―1：11．1―1：23．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジェロボーム �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．10．5 東京7着

2017．2．16生 牝5栗 母 ワイメアビーチ 母母 リキマドレード 21戦3勝 賞金 44，960，000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。



（4東京2）第9日 5月21日（土曜日） 雨時々曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 161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

208，040，000円
3，020，000円
26，490，000円
1，200，000円
26，770，000円
71，824，000円
4，427，500円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
690，996，600円
985，662，500円
247，889，200円
1，262，447，900円
523，602，300円
1，026，367，900円
1，875，673，700円
2，303，311，400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 8，915，951，500円

総入場人員 10，394名 （有料入場人員 10，062名）
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