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14013 6月5日 晴 良 （4東京3） 第2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

67 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 442＋ 41：38．3 1．4�
811 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 446－ 41：39．04 37．5�
55 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 450＋ 41：39．42� 23．1�
810 ルージュレイア 牝3鹿 54 C．ルメール �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 430－ 21：39．72 3．5�
79 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 450＋ 61：39．8クビ 16．3�
22 スマイルサキ 牝3栗 54 木幡 巧也松野 真一氏 松山 将樹 日高 白瀬 盛雄 430－ 8 〃 クビ 229．8	
66 シャムトラダイコウ 牝3芦 54

52 △永野 猛蔵西村 静子氏 中野 栄治 新ひだか 真歌田中牧場 484－ 21：40．11� 23．1

44 コ リ コ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹大野 富生氏 粕谷 昌央 浦河 高昭牧場 426＋ 41：40．31 31．8�
78 エ レ オ ス 牝3栗 54 石川裕紀人�G1レーシング 林 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512－101：41．36 53．3�
11 ディセンシー 牝3黒鹿54 横山 武史�G1レーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 458± 01：41．61� 22．1
33 シルバーセレタ 牝3黒鹿 54

53 ☆秋山 稔樹 �ユートピア牧場 清水 英克 新冠 村田牧場 408－ 6 〃 アタマ 318．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 43，763，800円 複勝： 170，403，900円 枠連： 11，344，400円
馬連： 62，935，800円 馬単： 48，929，800円 ワイド： 64，969，000円
3連複： 109，015，000円 3連単： 212，970，200円 計： 724，331，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 360円 � 280円 枠 連（6－8） 220円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 2，800円

ワ イ ド �� 770円 �� 480円 �� 3，750円

3 連 複 ��� 6，100円 3 連 単 ��� 17，540円

票 数

単勝票数 計 437638 的中 � 241632（1番人気）
複勝票数 計1704039 的中 � 1326932（1番人気）� 28463（8番人気）� 39794（5番人気）
枠連票数 計 113444 的中 （6－8） 39633（1番人気）
馬連票数 計 629358 的中 �� 24443（7番人気）
馬単票数 計 489298 的中 �� 13063（8番人気）
ワイド票数 計 649690 的中 �� 21693（9番人気）�� 37602（4番人気）�� 4123（28番人気）
3連複票数 計1090150 的中 ��� 13395（20番人気）
3連単票数 計2129702 的中 ��� 8800（57番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―36．5―49．2―1：02．1―1：14．1―1：26．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラブベティー �
�
父 ラ ニ �

�
母父 ロックオブジブラルタル デビュー 2021．12．18 中山3着

2019．3．14生 牝3栗 母 レーヴドベティ 母母 レーブドグランパ 6戦1勝 賞金 11，200，000円
〔3走成績による出走制限〕 シルバーセレタ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年8月5日まで平地競走に出走できな

い。

14014 6月5日 晴 良 （4東京3） 第2日 第2競走 2，100�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
2：06．7
2：05．9

良
良

814 トクシースタローン 牡3黒鹿56 木幡 巧也 AIレーシング 辻 哲英 浦河 高村牧場 494－ 62：12．1 8．8�
611 ベイビールビオ 牡3栗 56 大野 拓弥大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 486－ 22：12．95 14．1�
58 クインズジョイフル 牝3栗 54 丸田 恭介 �ケイアイスタリオン 小島 茂之 新冠 ハシモトフアーム 436－ 2 〃 クビ 15．9�
59 ヤマニンクイッカー 牡3青鹿56 勝浦 正樹土井 肇氏 田島 俊明 浦河 廣田 光夫 450－ 82：13．32� 9．1�
34 ジ ョ リ エ ス 牡3栗 56

53 ▲原 優介須本 浩行氏 小手川 準 浦河 ダイヤモンドファーム 466＋ 12：13．41 74．3�
35 キ ガ サ 牝3栗 54 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 鈴木慎太郎 新冠 シンカンファーム B442＋142：13．82 14．9

46 ローゼンヴォルフ 牡3鹿 56

54 △永野 猛蔵宮田 大三氏 黒岩 陽一 新ひだか フジワラフアーム B516＋ 82：14．01� 136．7�
11 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 450－ 42：14．53� 30．8�
23 マディソンテソーロ 牡3芦 56 池添 謙一了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム 450－ 22：15．45 92．2
22 アスクレッドスター 牡3青鹿56 岩田 望来廣崎利洋HD� 田村 康仁 新ひだか 千代田牧場 B484＋102：15．61� 6．1�
610 クラウドクラスター 牡3黒鹿56 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 476＋ 22：16．13 57．2�
713 レ ラ ア シ リ 牡3鹿 56

53 ▲西塚 洸二北浦 博樹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 446－102：17．16 228．0�
712 ユキサンゴールド 牡3鹿 56

53 ▲横山 琉人松田 幸生氏 奥平 雅士 新冠 大栄牧場 430－ 42：20．2大差 355．4�
47 ジ ョ セ フ 牡3青 56 菊沢 一樹井上 久光氏 小野 次郎 日高 サンバマウン

テンファーム 500± 02：31．4大差 204．1�
815 タッケンアイ 牡3芦 56 横山 武史竹田 寿氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 526－ 4 （競走中止） 1．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 40，881，100円 複勝： 58，501，200円 枠連： 17，341，300円
馬連： 69，649，400円 馬単： 35，004，200円 ワイド： 69，899，300円
3連複： 116，103，300円 3連単： 132，983，600円 計： 540，363，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 280円 � 320円 � 420円 枠 連（6－8） 750円

馬 連 �� 4，980円 馬 単 �� 10，500円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 1，710円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 18，540円 3 連 単 ��� 98，980円

票 数

単勝票数 計 408811 的中 � 36926（3番人気）
複勝票数 計 585012 的中 � 58364（3番人気）� 47949（5番人気）� 34215（7番人気）
枠連票数 計 173413 的中 （6－8） 17686（5番人気）
馬連票数 計 696494 的中 �� 10818（17番人気）
馬単票数 計 350042 的中 �� 2498（30番人気）
ワイド票数 計 698993 的中 �� 13863（14番人気）�� 10495（19番人気）�� 8015（27番人気）
3連複票数 計1161033 的中 ��� 4695（57番人気）
3連単票数 計1329836 的中 ��� 974（268番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．3―30．4―42．7―55．4―1：08．2―1：21．6―1：34．4―1：47．2―1：59．6

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

トクシースタローン �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2022．3．27 中山4着

2019．4．25生 牡3黒鹿 母 プライムウィッシュ 母母 プライムオブユース 3戦1勝 賞金 5，980，000円
〔競走中止〕 タッケンアイ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 ジョセフ号の騎手菊沢一樹は，1コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：15番）
〔調教再審査〕 ジョセフ号は，1コーナーで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〕 ジョセフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年7月5日まで平地競走に出走

できない。
ユキサンゴールド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月5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〕 レラアシリ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年8月5日まで平地競走に出走できない。

第３回 東京競馬 第２日



14015 6月5日 晴 良 （4東京3） 第2日 第3競走 1，400�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
1：21．5
1：20．3

重
不良

11 タイセイトリガー 牡3青鹿 56
53 ▲横山 琉人田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか ウエスタンファーム 492＋ 61：25．6 8．1�

47 チャオベッラ 牝3鹿 54 C．ルメール 吉田 千津氏 堀内 岳志 千歳 社台ファーム 450－ 2 〃 アタマ 2．3�
46 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 504＋ 21：26．34 9．4�
34 テンオーケオー 牡3栗 56 大野 拓弥天白 泰司氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 526＋ 21：26．4クビ 15．6�
611 キセキノセンシ 牡3黒鹿56 黛 弘人広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 434± 0 〃 アタマ 13．6�
23 ジョーリベリカ 牡3栗 56 岩田 望来上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 平野牧場 456＋ 21：26．5クビ 10．0	
610 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 512＋ 21：27．24 116．9

814 ネ オ ネ イ ア 牡3黒鹿56 横山 武史西田 俊二氏 鈴木 伸尋 新冠 岩見牧場 466－12 〃 � 5．1�
712 グロリアスヒーロー 牡3栗 56

54 △永野 猛蔵 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 490－ 41：27．3クビ 9．1�

35 トゥジアース 牡3栗 56 丹内 祐次須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 484＋ 21：27．4� 341．2�

815 シュヴァーン 牡3鹿 56 木幡 巧也 �YGGホースクラブ 松山 将樹 青森 今川 満良 498－ 2 〃 クビ 48．8�
59 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 428－ 2 〃 ハナ 324．2�
58 クラヴィーゴ 牡3鹿 56 嶋田 純次 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 532 ―1：27．5クビ 50．2�
713 オ イ ル マ ン 牡3黒鹿56 菊沢 一樹坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 レジェンドファーム 470＋ 21：27．6� 222．7�
22 アイファーリーベン 牝3青 54 的場 勇人中島 稔氏 的場 均 新ひだか 加野牧場 446＋ 41：28．13 596．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 55，488，100円 複勝： 81，655，400円 枠連： 16，246，400円
馬連： 89，357，600円 馬単： 40，450，000円 ワイド： 92，392，900円
3連複： 145，703，800円 3連単： 167，219，400円 計： 688，513，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 220円 � 130円 � 210円 枠 連（1－4） 700円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，020円 �� 450円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 14，720円

票 数

単勝票数 計 554881 的中 � 54659（3番人気）
複勝票数 計 816554 的中 � 81674（5番人気）� 212453（1番人気）� 88269（3番人気）
枠連票数 計 162464 的中 （1－4） 17930（2番人気）
馬連票数 計 893576 的中 �� 77372（2番人気）
馬単票数 計 404500 的中 �� 14319（7番人気）
ワイド票数 計 923929 的中 �� 62172（2番人気）�� 21488（14番人気）�� 53223（3番人気）
3連複票数 計1457038 的中 ��� 42892（5番人気）
3連単票数 計1672194 的中 ��� 8235（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．2―36．6―49．1―1：01．1―1：13．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．5
3 ・（1，7）（4，6，9）（3，5，10）11（8，14）（13，12）（2，15） 4 ・（1，7）（6，9）4（3，5，10）（8，11）13（15，14）（2，12）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイセイトリガー �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2021．11．20 東京3着

2019．4．30生 牡3青鹿 母 ウエスタンクィーン 母母 ウエスタンシャープ 2戦1勝 賞金 7，000，000円

14016 6月5日 晴 良 （4東京3） 第2日 第4競走 ��2，000�3歳未勝利
発走11時35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
1：56．1
1：56．1

良
良

89 エコロデュエル 牡3青鹿56 石川裕紀人原村 正紀氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 472－ 22：01．9 3．7�
33 ハイエスティーム 牝3黒鹿54 川田 将雅 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 426± 0 〃 クビ 3．2�
78 マイネルキング 牡3栗 56 横山 武史 �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 480＋102：02．0� 4．9�
810 ギャルソンアスク 牝3鹿 54 三浦 皇成廣崎利洋HD� 高柳 瑞樹 平取 株式会社

ASK STUD 442－ 2 〃 アタマ 7．1�
66 フォーユーランラン 牝3鹿 54

52 △永野 猛蔵村田 滋氏 粕谷 昌央 日高 奥山 博 428＋ 42：02．95 33．8	
44 ア カ カ ゲ 牡3黒鹿56 田辺 裕信 XIAOジャパン 菊川 正達 新ひだか 沖田 博志 494± 0 〃 クビ 4．3

11 ルナーサウスポール 牡3栗 56 杉原 誠人窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 平取 坂東牧場 468－ 42：03．0� 16．8�
77 テイエムクロマル 牡3黒鹿56 武士沢友治竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 若林 順一 478＋ 42：03．1クビ 112．6�
55 シルミオーネ 牝3鹿 54 菅原 明良柏瀬金之介氏 萩原 清 洞�湖 レイクヴィラファーム 456± 02：03．52� 142．6
22 サイドシュート 牝3黒鹿 54

51 ▲西塚 洸二瀬野尾裕久氏 千田 輝彦 浦河 三好牧場 422－ 82：03．71� 231．6�
（10頭）

売 得 金
単勝： 49，486，900円 複勝： 59，222，200円 枠連： 12，942，900円
馬連： 76，660，100円 馬単： 41，254，800円 ワイド： 68，678，800円
3連複： 114，314，400円 3連単： 173，716，200円 計： 596，276，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 130円 � 160円 枠 連（3－8） 400円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 290円 �� 400円 �� 330円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 5，340円

票 数

単勝票数 計 494869 的中 � 104802（2番人気）
複勝票数 計 592222 的中 � 115120（2番人気）� 123045（1番人気）� 84323（4番人気）
枠連票数 計 129429 的中 （3－8） 24917（1番人気）
馬連票数 計 766601 的中 �� 99087（1番人気）
馬単票数 計 412548 的中 �� 23006（3番人気）
ワイド票数 計 686788 的中 �� 63865（2番人気）�� 41640（5番人気）�� 53478（4番人気）
3連複票数 計1143144 的中 ��� 86042（2番人気）
3連単票数 計1737162 的中 ��� 23582（12番人気）

ハロンタイム 12．9―12．2―12．3―12．6―12．7―12．5―12．2―11．3―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―25．1―37．4―50．0―1：02．7―1：15．2―1：27．4―1：38．7―1：50．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

エコロデュエル �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2022．1．23 小倉7着

2019．5．4生 牡3青鹿 母 クラリネット 母母 Legs Lawlor 5戦1勝 賞金 7，300，000円
〔3走成績による出走制限〕 サイドシュート号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年8月5日まで平地競走に出走できない。



14017 6月5日 晴 良 （4東京3） 第2日 第5競走 1，600�2歳新馬
発走12時25分 （芝・左）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．7
1：32．3

良
良

55 モ リ ア ー ナ 牝2鹿 54 武藤 雅高橋 文男氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 460 ―1：36．9 6．4�
811 エンジェリックアイ 牝2青鹿54 石橋 脩 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 476 ―1：37．43 17．6�
79 ビューティーワン 牝2栗 54 武 豊�コスモ・コスモ 武 英智 安平 追分ファーム 490 ―1：37．61� 4．9�
710 エルダーサイン 牝2黒鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 470 ― 〃 クビ 2．6�
56 エルフサイエン 牝2鹿 54 菅原 明良加藤 徹氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 420 ― 〃 ハナ 21．0	
812 シルバーダイヤ 牝2黒鹿54 柴田 善臣 Ninomiyaジャパン

レーシング 小野 次郎 新ひだか 土田農場 450 ―1：37．92 62．9

44 グラシアーノ 牝2鹿 54 丸山 元気犬塚悠治郎氏 根本 康広 新ひだか グランド牧場 408 ―1：38．0クビ 151．1�
22 メリオルヴィータ 牝2栗 54 福永 祐一�G1レーシング 池上 昌和 安平 追分ファーム 468 ―1：38．53 4．0�
68 ラブリージュビリー 牝2鹿 54 M．デムーロ�ミルファーム 尾関 知人 新ひだか 佐竹 学 436 ―1：38．71� 38．6
33 フェスティヴチャン 牝2黒鹿54 野中悠太郎臼井義太郎氏 根本 康広 新冠 細川農場 466 ― 〃 クビ 108．3�
67 マ ラ マ プ ア 牝2栗 54

52 △永野 猛蔵加藤 治氏 伊藤 圭三 安平 ノーザンファーム 498 ―1：39．33� 20．8�
11 ナックホリデー 牝2鹿 54 木幡 巧也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 日高 オリオンファーム 482 ―1：39．72� 253．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 85，779，200円 複勝： 79，475，500円 枠連： 19，167，400円
馬連： 96，282，300円 馬単： 47，434，600円 ワイド： 77，202，600円
3連複： 136，012，200円 3連単： 170，117，800円 計： 711，471，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 200円 � 340円 � 160円 枠 連（5－8） 2，110円

馬 連 �� 3，420円 馬 単 �� 5，400円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 540円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 4，850円 3 連 単 ��� 34，230円

票 数

単勝票数 計 857792 的中 � 112083（4番人気）
複勝票数 計 794755 的中 � 102722（4番人気）� 50029（6番人気）� 148434（2番人気）
枠連票数 計 191674 的中 （5－8） 7022（9番人気）
馬連票数 計 962823 的中 �� 21780（15番人気）
馬単票数 計 474346 的中 �� 6585（21番人気）
ワイド票数 計 772026 的中 �� 17719（17番人気）�� 38445（6番人気）�� 18146（15番人気）
3連複票数 計1360122 的中 ��� 21012（19番人気）
3連単票数 計1701178 的中 ��� 3603（130番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．3―25．6―38．4―51．2―1：03．6―1：14．8―1：25．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F33．3
3 6，11（4，12）（5，9）10（2，7）（1，8）3 4 ・（6，11）（4，5，12）9，10（1，2，7）（3，8）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

モ リ ア ー ナ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ダイワメジャー 初出走

2020．3．2生 牝2鹿 母 ガルデルスリール 母母 バ シ マ ー 1戦1勝 賞金 7，000，000円

14018 6月5日 晴 良 （4東京3） 第2日 第6競走 1，400�2歳新馬
発走12時55分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．8
1：20．1

良
良

59 クラックオブドーン 牡2青鹿54 福永 祐一�G1レーシング 中舘 英二 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460 ―1：23．0 4．4�

815 ロードディフィート 牡2鹿 54 岩田 望来 �ロードホースクラブ 和田 勇介 日高 藤本ファーム 428 ― 〃 ハナ 14．1�
510 ノーブルラン 牡2栗 54 津村 明秀岡村 善行氏 尾形 和幸 浦河 高昭牧場 450 ―1：23．1クビ 13．6�
47 ドンデンガエシ 牡2鹿 54 横山 武史�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 456 ―1：23．31� 4．6�
611 オ ー ス ピ ス 牝2鹿 54 菅原 明良大塚 亮一氏 高橋 裕 浦河 小島牧場 412 ― 〃 アタマ 5．5�
24 シ ャ コ ン ヌ 牡2鹿 54 石橋 脩村島 昭男氏 小手川 準 新ひだか 岡田スタツド 428 ―1：23．62 97．6	
11 ベルウッドアラシ 牡2鹿 54 柴田 大知鈴木 照雄氏 和田 雄二 新冠 ハシモトフアーム 438 ―1：23．91� 182．9

23 カゼノハクシュウ 牡2芦 54 大野 拓弥深井 孟氏 上原 博之 日高 U・M・A 464 ―1：24．11� 92．1�
713 サルトルーヴィル 牡2鹿 54 木幡 巧也 �ニッシンホール

ディングス 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム 476 ―1：24．63 38．9�
35 ウェンダヴズクライ 牝2鹿 54 丸山 元気三岡 陽氏 根本 康広 新ひだか 木村 秀則 404 ―1：24．81 227．4
816 シャンディエン 牡2鹿 54 D．レーン �サンデーレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 486 ― 〃 ハナ 5．6�

（豪）

36 マルティネーテ 牝2青鹿 54
52 △山田 敬士加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 458 ― 〃 ハナ 202．1�

612 ナゴミチャン 牝2鹿 54 三浦 皇成ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 442 ―1：25．65 36．9�
12 マローディープ 牡2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 502 ―1：25．92 6．6�
48 ベアラブリー 牝2鹿 54 松岡 正海熊木 浩氏 杉浦 宏昭 平取 中川 隆 458 ―1：26．11� 217．0�
714 アップチェリー 牝2黒鹿 54

53 ☆秋山 稔樹服部 英利氏 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 394 ―1：26．41� 276．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 70，337，900円 複勝： 78，904，700円 枠連： 20，439，600円
馬連： 93，581，800円 馬単： 39，167，800円 ワイド： 79，790，700円
3連複： 130，921，200円 3連単： 134，772，400円 計： 647，916，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 190円 � 360円 � 360円 枠 連（5－8） 610円

馬 連 �� 3，010円 馬 単 �� 5，200円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 950円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 7，210円 3 連 単 ��� 39，160円

票 数

単勝票数 計 703379 的中 � 131401（1番人気）
複勝票数 計 789047 的中 � 125881（2番人気）� 51819（7番人気）� 52750（6番人気）
枠連票数 計 204396 的中 （5－8） 25833（1番人気）
馬連票数 計 935818 的中 �� 24090（16番人気）
馬単票数 計 391678 的中 �� 5642（27番人気）
ワイド票数 計 797907 的中 �� 19845（16番人気）�� 22025（12番人気）�� 11983（21番人気）
3連複票数 計1309212 的中 ��� 13617（29番人気）
3連単票数 計1347724 的中 ��� 2495（159番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．5―36．4―48．5―59．7―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クラックオブドーン �
�
父 サトノクラウン �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2020．2．11生 牡2青鹿 母 クラックシード 母母 ファビラスキャット 1戦1勝 賞金 7，000，000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。



14019 6月5日 曇 良 （4東京3） 第2日 第7競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走13時25分 （ダート・左）

負担重量は，3歳54�4歳以上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

612 ジョンソンテソーロ 牡3栗 54 戸崎 圭太了德寺健二ホール
ディングス� 田中 博康 日高 藤本ファーム B498＋101：24．0 5．3�

23 セブンダートオー 牡3黒鹿54 M．デムーロ前迫 義幸氏 奥村 武 むかわ 上水牧場 492＋ 21：24．53 7．2�
713� ニルアドミラリ 牡4鹿 57 坂井 瑠星�ノースヒルズ 和田正一郎 米 Scott Dil-

worth 566＋ 41：24．61 5．4�
11 バルミュゼット 牡3鹿 54 菅原 明良 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 増本牧場 504－ 21：24．7クビ 11．5�
611 カ ン ザ シ 牝3芦 52 野中悠太郎嶋田 賢氏 宮田 敬介 新ひだか 増本 良孝 488± 0 〃 ハナ 4．3�
12 � ラッキーミーティア 牝3栗 52 宮崎 北斗 �YGGホースクラブ 伊坂 重信 日高 門別山際牧場 458＋ 21：24．8� 255．2	
59 スリールサンセール 牝3栗 52 三浦 皇成�G1レーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 458± 01：25．22� 31．8

816 ジュラメント 牝4黒鹿55 丸山 元気犬塚悠治郎氏 根本 康広 新ひだか 千代田牧場 452± 01：25．3	 59．4�
714� エ コ ロ ワ カ 牝4黒鹿 55

52 ▲横山 琉人原村 正紀氏 深山 雅史 新ひだか 松田牧場 456－121：25．4	 172．4�
36 イ カ ロ ス 牡3鹿 54 武藤 雅須野牧場 武藤 善則 新ひだか 前田ファーム 482＋ 81：25．5アタマ 114．0�
47 ブラウシュヴァルツ 
4青 57 杉原 誠人 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム B486－101：25．6	 61．8�
815� コパノフレディー 牡4栗 57 大野 拓弥小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 伊藤 敏明 B496＋ 2 〃 クビ 27．2�
48 ビップアクア 牝3栗 52 幸 英明鈴木 邦英氏 田島 俊明 日高 川端 正博 438＋ 41：25．91	 48．5�
35 クールライズ 牡3鹿 54

52 △永野 猛蔵久木田 隆氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 470＋ 21：26．0� 3．7�
24 � ストロングカレント 牡4鹿 57 横山 和生 �CHEVAL AT-

TACHE 伊坂 重信 新冠 村上牧場 482＋ 2 〃 クビ 60．4�
510� ジョリーフィーユ 牝3鹿 52

49 ▲原 優介中島 稔氏 根本 康広 日高 Wing Farm 506＋101：29．1大差 266．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 61，956，300円 複勝： 99，030，300円 枠連： 25，701，200円
馬連： 138，971，500円 馬単： 50，701，000円 ワイド： 116，032，100円
3連複： 196，153，300円 3連単： 198，573，400円 計： 887，119，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 210円 � 210円 � 190円 枠 連（2－6） 780円

馬 連 �� 2，710円 馬 単 �� 4，440円

ワ イ ド �� 910円 �� 730円 �� 500円

3 連 複 ��� 4，880円 3 連 単 ��� 28，140円

票 数

単勝票数 計 619563 的中 � 92075（3番人気）
複勝票数 計 990303 的中 � 121071（5番人気）� 121310（4番人気）� 144349（3番人気）
枠連票数 計 257012 的中 （2－6） 25405（3番人気）
馬連票数 計1389715 的中 �� 39621（12番人気）
馬単票数 計 507010 的中 �� 8553（21番人気）
ワイド票数 計1160321 的中 �� 31768（13番人気）�� 40215（10番人気）�� 61503（3番人気）
3連複票数 計1961533 的中 ��� 30109（16番人気）
3連単票数 計1985734 的中 ��� 5115（96番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．2―47．4―59．5―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョンソンテソーロ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Scat Daddy デビュー 2021．11．20 東京1着

2019．2．23生 牡3栗 母 チェストケリリー 母母 Santa Rosalia 5戦2勝 賞金 14，700，000円
〔その他〕 ジョリーフィーユ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 ジョリーフィーユ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年7月5日まで出走できない。
※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。
（非抽選馬） 3頭 シゲルオテンバ号・ダンディジャック号・フライオールデイズ号

14020 6月5日 曇 良 （4東京3） 第2日 第8競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時55分 （芝・左）

負担重量は，3歳54�4歳以上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

45 フォティノース 牝4黒鹿55 福永 祐一 �社台レースホース杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 438－ 41：32．8 8．5�
22 ヴ ル カ ー ノ 牡4鹿 57 武 豊宮田 守氏 稲垣 幸雄 青森 大西興産 488－ 21：33．01 41．6�
69 モンタナアゲート 牡3黒鹿54 C．ルメール 吉田 勝己氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 546－ 21：33．1� 4．1�
57 ミツカネムーン 牝3黒鹿 52

50 △永野 猛蔵小山田 満氏 清水 英克 浦河 谷口牧場 426± 01：33．31� 65．6�
68 ステラナビゲーター 牡3鹿 54 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 506＋ 41：33．4� 21．4	
56 サトノレギオン 牡3芦 54 横山 武史 �サトミホースカンパニー 萩原 清 浦河 三嶋牧場 498－ 2 〃 アタマ 5．0

813� アルファウェーブ 	5栗 57 D．レーン 吉田 勝己氏 辻 哲英 愛 Athassel House

Stud Ltd B534± 01：33．5クビ 11．1�
（豪）

812 ホウオウパレード 牡3黒鹿54 川田 将雅小笹 芳央氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 500－ 21：33．6
 4．1�
44 ディオスバリエンテ 牡4鹿 57 M．デムーロ �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B476－ 21：33．7� 4．2
33 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± 01：33．91� 32．9�
710 ク ル ル 牡3鹿 54

51 ▲西塚 洸二�ORTEGA 大江原 哲 新ひだか
有限会社 三石
軽種馬共同育成
センター 484＋ 2 〃 ハナ 180．7�

711� クリノイナヅマオー 牡6鹿 57
54 ▲小林 凌大栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 賀張三浦牧場 484－ 61：36．0大差 550．5�

11 ヒールズユアペイン 牡3鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 470－ 41：38．3大差 580．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 72，326，500円 複勝： 106，988，800円 枠連： 21，303，000円
馬連： 130，211，900円 馬単： 53，978，500円 ワイド： 108，739，600円
3連複： 185，698，700円 3連単： 231，715，700円 計： 910，962，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 230円 � 760円 � 160円 枠 連（2－4） 4，070円

馬 連 �� 12，200円 馬 単 �� 17，060円

ワ イ ド �� 2，380円 �� 580円 �� 2，060円

3 連 複 ��� 11，500円 3 連 単 ��� 99，340円

票 数

単勝票数 計 723265 的中 � 67647（5番人気）
複勝票数 計1069888 的中 � 117729（5番人気）� 27092（9番人気）� 231236（1番人気）
枠連票数 計 213030 的中 （2－4） 4050（11番人気）
馬連票数 計1302119 的中 �� 8265（31番人気）
馬単票数 計 539785 的中 �� 2373（50番人気）
ワイド票数 計1087396 的中 �� 11325（29番人気）�� 51718（7番人気）�� 13169（23番人気）
3連複票数 計1856987 的中 ��� 12105（42番人気）
3連単票数 計2317157 的中 ��� 1691（309番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．4―34．7―46．3―57．9―1：09．1―1：20．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォティノース �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Motivator デビュー 2020．7．11 阪神2着

2018．2．27生 牝4黒鹿 母 ス キ ア 母母 Light Quest 14戦2勝 賞金 24，630，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒールズユアペイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年8月5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〕 ヒールズユアペイン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年8月5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。



14021 6月5日 曇 良 （4東京3） 第2日 第9競走 ��
��2，000�ホンコンジョッキークラブトロフィー

発走14時25分 （芝・左）
3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

ホンコンジョッキークラブ賞（1着）
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 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

22 ピュアブレンド 牝5栗 55 池添 謙一 �シルクレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 496＋ 22：01．3 16．3�
55 モンテディオ 牡4鹿 57 武 豊毛利 元昭氏 四位 洋文 千歳 社台ファーム 480＋ 42：01．4クビ 6．2�
66 ドゥラドーレス 牡3鹿 54 福永 祐一吉田 勝己氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 498＋ 62：01．5� 1．2�
77 シーリアスラブ 牡6鹿 57 川又 賢治吉田 千津氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 478＋ 22：01．6� 50．4�
11 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 504－102：02．13 5．4	
33 サイモンサーマル 	7鹿 57 丸山 元気澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 490－ 42：04．3大差 143．0

44 サ ン シ ロ ウ 	8鹿 57 原田 和真合同会社三度屋 堀内 岳志 浦河 辻 牧場 B486＋ 22：05．15 124．4�

（7頭）

売 得 金
単勝： 72，467，200円 複勝： 151，139，600円 枠連： 発売なし
馬連： 73，971，200円 馬単： 71，371，300円 ワイド： 42，806，600円
3連複： 95，254，400円 3連単： 423，639，400円 計： 930，649，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，630円 複 勝 � 1，550円 � 750円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，840円 馬 単 �� 7，550円

ワ イ ド �� 400円 �� 240円 �� 150円

3 連 複 ��� 430円 3 連 単 ��� 13，920円

票 数

単勝票数 計 724672 的中 � 35365（4番人気）
複勝票数 計1511396 的中 � 37624（4番人気）� 82659（3番人気）
馬連票数 計 739712 的中 �� 20154（7番人気）
馬単票数 計 713713 的中 �� 7088（12番人気）
ワイド票数 計 428066 的中 �� 21204（7番人気）�� 42719（4番人気）�� 92821（2番人気）
3連複票数 計 952544 的中 ��� 164113（2番人気）
3連単票数 計4236394 的中 ��� 22058（29番人気）

ハロンタイム 13．8―12．5―12．3―12．3―12．7―12．3―12．0―11．1―10．9―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．8―26．3―38．6―50．9―1：03．6―1：15．9―1：27．9―1：39．0―1：49．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．4―3F33．4

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

勝馬の
紹 介

ピュアブレンド �

父 ヴィクトワールピサ �


母父 Richly Blended デビュー 2020．3．29 中山1着

2017．2．15生 牝5栗 母 ウルトラブレンド 母母 Ankha 9戦3勝 賞金 29，075，000円

14022 6月5日 曇 良 （4東京3） 第2日 第10競走 ��
��1，400�

ばくしゅう

麦秋ステークス
発走15時00分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以上
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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

815 タイセイサムソン 牡4黒鹿57 横山 和生田中 成奉氏 奥村 武 浦河 日進牧場 508－ 21：22．3 4．3�
510 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± 01：22．72� 17．5�
48 スカーレットスカイ 牝4栗 55 川田 将雅ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋ 41：22．8クビ 7．6�
612 カワキタアジン 牝5鹿 55 菅原 明良川島 徹郎氏 杉山 晴紀 新冠 川島牧場 514＋101：23．12 13．9�
35 ファイアランス 牡5鹿 57 福永 祐一ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502＋ 21：23．62� 5．9�
816 トウカイオラージュ 牡6栗 57 松岡 正海内村 正則氏 長谷川浩大 新ひだか 平野牧場 484－ 21：23．7� 107．1	
11 メイショウオーギシ 牡5栗 57 武 豊松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 498－ 21：23．8� 22．4

12 フィルストバーン 	6黒鹿57 石川裕紀人�G1レーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 464－ 41：23．9
 244．9�
36 ソーラーフレア 牡7鹿 57 岩田 望来ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472－ 21：24．21
 38．0�
23 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 B416－ 21：24．51
 4．2
24 アーデンフォレスト 牡6黒鹿57 池添 謙一 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 466－ 6 〃 アタマ 181．8�
47 リワードマレンゴ 牡4芦 57 三浦 皇成宮崎忠比古氏 村田 一誠 新ひだか グランド牧場 472± 01：24．6クビ 47．4�
714 オーヴァーネクサス 牡5鹿 57 坂井 瑠星 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 新冠 須崎牧場 496－ 21：24．81� 9．9�
713 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 524－ 61：25．43� 7．6�
59 ディスモーメント 牡6黒鹿57 岩田 康誠大塚 亮一氏 宮田 敬介 浦河 杵臼牧場 530－ 81：26．03� 72．1�
611 グラスボイジャー 	6黒鹿57 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B524－121：26．85 314．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 105，230，000円 複勝： 142，581，300円 枠連： 46，040，100円
馬連： 229，126，000円 馬単： 83，769，700円 ワイド： 187，235，700円
3連複： 367，651，600円 3連単： 369，080，700円 計： 1，530，715，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 190円 � 370円 � 220円 枠 連（5－8） 2，770円

馬 連 �� 3，410円 馬 単 �� 5，030円

ワ イ ド �� 930円 �� 740円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 6，590円 3 連 単 ��� 32，370円

票 数

単勝票数 計1052300 的中 � 194892（2番人気）
複勝票数 計1425813 的中 � 227943（1番人気）� 84716（7番人気）� 170421（3番人気）
枠連票数 計 460401 的中 （5－8） 12865（11番人気）
馬連票数 計2291260 的中 �� 52023（15番人気）
馬単票数 計 837697 的中 �� 12485（22番人気）
ワイド票数 計1872357 的中 �� 51710（11番人気）�� 66657（5番人気）�� 33222（19番人気）
3連複票数 計3676516 的中 ��� 41828（21番人気）
3連単票数 計3690807 的中 ��� 8266（99番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―34．9―46．6―58．3―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイサムソン �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 バ ゴ デビュー 2021．1．5 中山5着

2018．4．25生 牡4黒鹿 母 マイユクール 母母 キティーパラダイス 9戦4勝 賞金 53，451，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グラスボイジャー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年7月5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。
（非抽選馬） 3頭 アメリカンファクト号・ダノングリスター号・ライフレッスンズ号

１レース目
３レース目



14023 6月5日 曇 良 （4東京3） 第2日 第11競走
安田伊左衛門生誕150周年記念

��
��1，600�第72回農林水産省賞典 安田記念（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・左）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以上58�，牝馬
2�減

農林水産大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞・ブリーダーズカップチャレンジ賞（1着）
賞 品

本 賞 180，000，000円 72，000，000円 45，000，000円 27，000，000円 18，000，000円
付 加 賞 3，822，000円 1，092，000円 546，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：30．5
1：30．3
1：30．9

良
良
良

713 ソングライン 牝4青鹿56 池添 謙一 �サンデーレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 482－ 41：32．3 8．2�
59 � シュネルマイスター 牡4鹿 58 C．ルメール �サンデーレーシング 手塚 貴久 独 Northern

Farm 490 〃 クビ 4．9�
817 サ リ オ ス 牡5栗 58 D．レーン �シルクレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 528－22 〃 アタマ 15．7�

（豪）

715 セ リ フ ォ ス 牡3栗 54 藤岡 佑介�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 490± 01：32．4	 8．7�
47 ファインルージュ 牝4鹿 56 武 豊六井 元一氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 500± 01：32．5クビ 7．8	
24 ダノンザキッド 牡4鹿 58 川田 将雅�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 526＋ 4 〃 ハナ 10．9

510 エアロロノア 牡5鹿 58 幸 英明 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 504＋ 4 〃 	 135．0�
48 イルーシヴパンサー 牡4黒鹿58 田辺 裕信草間 庸文氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 476± 0 〃 ハナ 4．5�
818 ナランフレグ 牡6栗 58 丸田 恭介村木 克成氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 490＋ 41：32．7
 52．1
23 � ロータスランド 牝5鹿 56 M．デムーロ 合同会社小林英一ホールディングス 辻野 泰之 米 Dr. Aaron Sones &

Dr. Naoya Yoshida 484＋ 8 〃 クビ 36．2�
816 レシステンシア 牝5鹿 56 横山 武史 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 512＋ 2 〃 クビ 21．0�
35 ホウオウアマゾン 牡4栗 58 坂井 瑠星小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 512＋ 41：32．8	 60．1�
714 ソウルラッシュ 牡4黒鹿58 浜中 俊石川 達絵氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 B498－ 21：32．9クビ 10．0�
612 ダイアトニック 牡7鹿 58 岩田 康誠 �シルクレーシング 安田 隆行 浦河 酒井牧場 478＋ 41：33．0	 142．7�
12 ヴァンドギャルド 牡6鹿 58 岩田 望来 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 466 1：33．21	 56．3�
36 カ ラ テ 牡6黒鹿58 菅原 明良小田切 光氏 辻野 泰之 新冠 中地 康弘 540＋10 〃 クビ 57．9�
11 � カフェファラオ 牡5鹿 58 福永 祐一西川 光一氏 堀 宣行 米 Paul P.

Pompa 524－ 21：33．3アタマ 21．6�
611 カ テ ド ラ ル 牡6鹿 58 戸崎 圭太 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム B484－101：34．04 203．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 1，176，427，500円 複勝： 1，340，619，800円 枠連： 744，948，900円 馬連： 2，843，597，000円 馬単： 1，004，588，500円
ワイド： 2，194，274，900円 3連複： 5，641，623，200円 3連単： 7，283，039，600円 5重勝： 790，087，300円 計： 23，019，206，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 260円 � 210円 � 520円 枠 連（5－7） 720円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 3，740円

ワ イ ド �� 830円 �� 2，770円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 11，810円 3 連 単 ��� 64，140円

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

キャリーオーバー なし����� 2，404，610円

票 数

単勝票数 計11764275 的中 � 1142182（4番人気）
複勝票数 計13406198 的中 � 1363100（4番人気）� 1888280（2番人気）� 578054（9番人気）
枠連票数 計7449489 的中 （5－7） 796744（3番人気）
馬連票数 計28435970 的中 �� 1260740（5番人気）
馬単票数 計10045885 的中 �� 201023（8番人気）
ワイド票数 計21942749 的中 �� 702996（5番人気）�� 197661（34番人気）�� 381619（17番人気）
3連複票数 計56416232 的中 ��� 358233（34番人気）
3連単票数 計72830396 的中 ��� 82323（189番人気）
5重勝票数 計7900873 的中 ����� 230

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．2―34．7―46．7―58．7―1：09．9―1：20．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F33．6
3 ・（5，4）（1，12）（7，16）（2，17）3（6，13，15）（14，9）（11，18）（8，10） 4 ・（5，4）（1，7，12）（2，3，16）17（6，9，13）（14，18，15）（11，8，10）

勝馬の
紹 介

ソングライン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．6．20 東京2着

2018．3．4生 牝4青鹿 母 ルミナスパレード 母母 ルミナスポイント 10戦4勝 賞金 338，140，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔制裁〕 ソウルラッシュ号の騎手浜中俊は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
※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 ジャスティンカフェ号・タイムトゥヘヴン号
※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。

14024 6月5日 曇 良 （4東京3） 第2日 第12競走 1，600�
こ が ね い

小 金 井 特 別
発走16時30分 （ダート・左）

牝，3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

89 アイリッシュムーン 牝4栗 55 D．レーン �須野牧場 武井 亮 新冠 ハシモトフアーム 478＋ 21：36．7 3．0�
（豪）

11 ティケイプルメリア 牝5鹿 55 津村 明秀田畑 勝彦氏 林 徹 浦河 秋場牧場 B470± 01：37．12� 21．7�
33 フィナールショコラ 牝5黒鹿55 菊沢 一樹吉田 千津氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 432－ 61：37．31� 61．9�
66 ダンツチョイス 牝7栗 55 丸山 元気山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 462－ 61：37．51� 7．3�
810 ミ ア マ ン テ 牝5鹿 55 福永 祐一吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 442－ 2 〃 ハナ 5．2�
44 フォギーデイ 牝5青鹿55 武藤 雅岡田 隆寛氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 486－ 21：37．92� 133．6	
55 オウケンロジータ 牝5黒鹿55 田中 勝春福井 明氏 松永 康利 浦河 辻 牧場 514－ 6 〃 クビ 23．9

22 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 454＋ 2 〃 アタマ 6．0�
77 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 462＋ 61：38．21� 3．5
78 トップザビル 牝4栗 55 武士沢友治吉田 千津氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 438＋ 61：38．41� 29．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 168，892，500円 複勝： 157，114，700円 枠連： 49，164，900円
馬連： 283，774，500円 馬単： 129，842，300円 ワイド： 233，410，700円
3連複： 423，141，500円 3連単： 735，303，600円 計： 2，180，644，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 420円 � 910円 枠 連（1－8） 1，960円

馬 連 �� 3，240円 馬 単 �� 4，640円

ワ イ ド �� 990円 �� 2，400円 �� 4，800円

3 連 複 ��� 22，450円 3 連 単 ��� 93，060円

票 数

単勝票数 計1688925 的中 � 444058（1番人気）
複勝票数 計1571147 的中 � 367665（1番人気）� 84944（6番人気）� 34423（9番人気）
枠連票数 計 491649 的中 （1－8） 19374（8番人気）
馬連票数 計2837745 的中 �� 67690（11番人気）
馬単票数 計1298423 的中 �� 20983（20番人気）
ワイド票数 計2334107 的中 �� 62660（11番人気）�� 24834（26番人気）�� 12201（34番人気）
3連複票数 計4231415 的中 ��� 14133（56番人気）
3連単票数 計7353036 的中 ��� 5728（258番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―36．2―48．5―1：00．8―1：13．0―1：24．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F35．9
3 1，3－9（4，6）10－7（5，2）－8 4 1，3－9（4，6）10，7（5，2）8

勝馬の
紹 介

アイリッシュムーン �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2020．7．12 福島5着

2018．5．12生 牝4栗 母 ナスノシベリウス 母母 Cradlesong 17戦3勝 賞金 50，717，000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。

５レース目



（4東京3）第2日 6月5日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 159頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

530，200，000円
5，330，000円
28，060，000円
6，560，000円
69，170，000円
12，000，000円
70，783，000円
5，038，500円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
2，003，037，000円
2，525，637，400円
984，640，100円
4，188，119，100円
1，646，492，500円
3，335，432，900円
7，661，592，600円
10，233，132，000円
790，087，300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
5 重 勝
計 33，368，170，900円

総入場人員 32，471名 （有料入場人員 31，655名）
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