
１４０１３ ５月２１日 晴 重 （１８東京３）第２日 第１競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１０時０５分 （ダート・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

７１２� ショウナンアンジュ 牝３黒鹿５４ 横山 典弘国本 哲秀氏 国枝 栄 浦河 鎌田 正嗣 ４９８± ０１：４０．８ １．９�

４５ ソーマサイト 牝３鹿 ５４ 四位 洋文 �キャロットファーム 戸田 博文 早来 ノーザンファーム ５１２－ ４ 〃 クビ ２．５�
６９ � ガイアレインボー 牝３栗 ５４ 石神 深一アローネットサービス� 佐藤 吉勝 静内 桜井牧場 ５００－ ６１：４１．８６ ９９．１�
３３ ディアブローディア 牝３鹿 ５４ 田中 勝春ディアレスト 宗像 義忠 門別 高橋牧場 ４２２－ ２１：４２．０１� ２８．１�
２２ ケイアイメガミ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠亀田 守弘氏 小西 一男 静内 佐竹 学 ４３０－ ６１：４２．１� １５．５�
１１ � プリンセススピカ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一奥村 清晴氏 石栗 龍彦 浦河 杵臼牧場 ４４６＋ ４ 〃 ハナ １３９．０	
８１３� フレッシュチェリー 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣大原 詔宏氏 谷原 義明 静内 田中 裕之 ４３０＋ ６１：４２．８４ １９．０

３４ エムオーフラワー 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義大浅 貢氏 土田 稔 門別 門別牧場 ４５６＋１０ 〃 ハナ １１．９�
５８ モモネシャイン 牝３鹿 ５４ 鈴木 慶太小林 博志氏 清水 利章 新冠 新冠橋本牧場 ４９８－ ４１：４３．０１� ２７５．２�
７１１ ハイフレンドステキ 牝３鹿 ５４ 江田 照男�橋 顕輔氏 田子 冬樹 新冠 新冠橋本牧場 ４７２ ―１：４３．４２� ８５．３
６１０� ヤマノルージュ 牝３栗 ５４ 福永 祐一山本弥恵子氏 佐々木亜良 門別 賀張中川牧場 ４０４－ ４ 〃 アタマ ９４．９�
８１４ ライブリーダンス 牝３青鹿５４ 藤田 伸二 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４４８－ ６１：４３．５� ４０．２�
４６ � トミケンパシオン 牝３鹿 ５４ 吉田 豊冨樫 賢二氏 秋山 雅一 浦河 伏木田牧場 ４８０ ―１：４３．７１� ５２．６�
５７ エビスチェリー 牝３鹿 ５４ 小野 次郎加藤友三郎氏 成島 英春 浦河 恵比寿牧場 ４８８＋ ２１：４４．６５ ２６９．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，４６１，１００円 複勝： １９，１１６，２００円 枠連： ２９，１１６，７００円

普通馬連： ９５，９７４，７００円 馬単： １０３，１８９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，１０３，０００円

３連複： １２０，１２５，５００円 ３連単： 発売なし 計： ４１２，０８６，８００円

払 戻 金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � ５５０円 枠 連（４－７） １８０円

普通馬連 �� １８０円 馬 単 �� ３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １２０円 �� １，３１０円 �� １，８８０円

３ 連 複 ��� ３，３６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７４６１１ 的中 � ７３６９１（１番人気）
複勝票数 計 １９１１６２ 的中 � ６６９２０（１番人気）� ５７３３０（２番人気）� ３９５８（８番人気）
枠連票数 計 ２９１１６７ 的中 （４－７） １２５６６４（１番人気）
普通馬連票数 計 ９５９７４７ 的中 �� ４０５６８２（１番人気）
馬単票数 計１０３１８９６ 的中 �� ２３６９０８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７１０３０ 的中 �� １０３６３１（１番人気）�� ３２３４（１７番人気）�� ２２０７（２０番人気）
３連複票数 計１２０１２５５ 的中 ��� ２６４６０（９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．５―１２．７―１３．４―１３．０―１３．０―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．５―３５．０―４７．７―１：０１．１―１：１４．１―１：２７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５３．１―３F３９．７
３ ・（５，１２）（４，１４）７，９（２，６，１３）１１，３，１－１０，８ ４ ・（５，１２）１４，４（２，９）（６，１３）（３，７，１１）（８，１０，１）

勝馬の
紹 介

�ショウナンアンジュ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００６．５．７ 東京３着

２００３．２．６生 牝３黒鹿 母 ショウナンクイーン 母母 ウイルヤングウィン ２戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
※出走取消馬 ミネルバソング号（疾病〔左肩跛行〕のため）



１４０１４ ５月２１日 晴 重 （１８東京３）第２日 第２競走 ��１，３００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１６．４
１：１６．４

重

重

１２ � ウインブラッド 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義�ウイン 国枝 栄 早来 ノーザンファーム B５５０－ ２１：２０．０ １０．０�

５１０ ダイワダイハード 牡３栗 ５６ 柴田 善臣大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新冠 飛渡牧場 ５００－ ２１：２０．３２ ２．２�
８１６ ネイチャーガイド 牝３鹿 ５４ 武 豊�下河辺牧場 小島 茂之 門別 下河辺牧場 ４５４－１０１：２０．７２� ２０．５�
７１３ サザンウインド 牡３鹿 ５６ 石神 深一中村 昭博氏 堀井 雅広 静内 飛野牧場 ４９２－ ４１：２０．９１� ３．５�
３６ �� マイネケーニギン 牝３黒鹿５４ G．ボス �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加賀 武見 門別 野口牧場 ５０８＋ ２１：２１．０� ９．３�
（豪）

２４ トーホウヘッド 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠東豊物産� 田中 清隆 浦河 バンダム牧場 ４８８－ ４１：２１．１� ２１．９	
５９ バトルソウルフル 牡３鹿 ５６

５３ ▲的場 勇人宮川 秋信氏 山田 要一 浦河 多田 善弘 ５０２＋２４１：２１．３１� ５４４．７

３５ オンワードアリア 牝３栗 ５４ 郷原 洋司�オンワード牧場 郷原 洋行 浦河 オンワード牧場 ４８０＋ ２１：２１．７２� ７４．１�
１１ ブルーノーザー 牡３黒鹿５６ 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 静内 藤原牧場 ５２４－ ２ 〃 アタマ ７６．９�
２３ タマモエンジェル �３鹿 ５６ 小野 次郎タマモ� 伊藤 伸一 静内 前田牧場 ４８０＋ ４１：２２．２３ ６６．８
４８ ニシノコクリュウ 牡３黒鹿５６ 田中 勝春西山 茂行氏 武藤 善則 鵡川 西山牧場 ５１４ ― 〃 ハナ ６．９�
４７ ベルモントブロンド 牝３栗 ５４ 横山 典弘 �ベルモントファーム 柴崎 勇 新冠 ベルモント

ファーム ４７４－ ２ 〃 ハナ ８８．４�
７１４� プリンセスチケット 牝３青鹿５４ 岩部 純二佐藤 松雄氏 大江原 哲 三石 ダイイチ牧場 ４２２＋ ４１：２２．３� ４４２．０�
８１５� スロバキアシチー 牡３栗 ５６ 吉田 豊 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 新冠 今野 活博 ４５０－ ４１：２２．９３� ２４６．０�
６１２� ド ナ マ ッ ハ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海大内 景子氏 鈴木 伸尋 白老 白老ファーム ４７２－ ６１：２３．７５ １５６．９�
６１１� ハイフレンドローマ 牝３鹿 ５４ 五十嵐雄祐�橋 顕輔氏 菅原 泰夫 宮城 高友産業 ４００＋１８１：２９．３大差 ４６３．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，６２８，９００円 複勝： ２３，２０５，０００円 枠連： ２５，００５，６００円

普通馬連： ９４，３７６，９００円 馬単： ８９，１３７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，９３９，３００円

３連複： １１３，０８２，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３８９，３７４，７００円

払 戻 金

単 勝 � １，０００円 複 勝 � ３２０円 � １３０円 � ４００円 枠 連（１－５） １，０３０円

普通馬連 �� １，５１０円 馬 単 �� ３，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� ２，４８０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� ６，７８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９６２８９ 的中 � １５５５６（５番人気）
複勝票数 計 ２３２０５０ 的中 � １４８４８（５番人気）� ７３９８１（１番人気）� １１２６５（６番人気）
枠連票数 計 ２５００５６ 的中 （１－５） １７９５１（６番人気）
普通馬連票数 計 ９４３７６９ 的中 �� ４６２４２（６番人気）
馬単票数 計 ８９１３７０ 的中 �� １６６７７（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４９３９３ 的中 �� １０９５３（５番人気）�� ２３２６（２４番人気）�� ８７２８（８番人気）
３連複票数 計１１３０８２０ 的中 ��� １２３２６（２５番人気）

ハロンタイム ７．１―１０．９―１２．１―１２．５―１２．０―１２．２―１３．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１８．０―３０．１―４２．６―５４．６―１：０６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ウインブラッド �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Cox’s Ridge デビュー ２００６．５．６ 新潟１４着

２００３．２．１１生 牡３鹿 母 サワズソング 母母 Yestday’s Kisses ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔その他〕 ウインブラッド号は，３コーナーから４コーナーにかけて銜受けが不良であったことについて調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハイフレンドローマ号は，平成１８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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ラピッドファイヤー号
※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。



１４０１５ ５月２１日 晴 重 （１８東京３）第２日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時００分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２２．４
１：２１．９

稍重

重

１２ � シャドウダスター 牡３栗 ５６ 藤田 伸二飯塚 知一氏 堀 宣行 浦河 杵臼斉藤牧場 ４４６＋ ２１：２６．０ ４．３�

８１５� ユキノスバル 牡３鹿 ５６ 田中 勝春柏木 務氏 二本柳俊一 平取 川上 勇治 ４４６－ ２１：２６．６３� １０．４�
７１４� トーアサザンクロス 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義東亜駿馬� 中野 栄治 豊浦トーア牧場 ４３２± ０１：２７．３４ ３．４�
６１１ トーセンマンボ 牡３鹿 ５６ 小野 次郎島川 �哉氏 保田 一隆 静内 岡田スタツド ５２８ ―１：２７．４� １６．０�
７１３ アルタントプチ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣加藤 信之氏 菊川 正達 新冠 セントラルスタツド ４６８＋２６１：２７．５� ４．５�
５９ � カ ツ ホ マ レ 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４４８＋ ６１：２７．７１ ８．６	
４８ ニシノプリンス 牡３栗 ５６ 大庭 和弥西山 茂行氏 奥平 真治 鵡川 西山牧場 ５００ ― 〃 ハナ ９４．８

３６ � メジログレイブス 牡３栗 ５６ 四位 洋文�メジロ牧場 尾形 充弘 洞爺 メジロ牧場 ４１４± ０ 〃 ハナ １６．９�
５１０� タイセイルーラー �３鹿 ５６ 福永 祐一田中 成奉氏 武藤 善則 浦河 信成牧場 ４５６＋ ４１：２８．１２� ３３．１
２３ � バッドフォーチュン 牡３鹿 ５６ 石神 深一西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 安藤牧場 ４２８＋ ２ 〃 アタマ ６３．８�
２４ エドノマドリード 牡３芦 ５６ 吉田 豊遠藤 喜松氏 高橋 義博 浦河 小柳牧場 B５１２± ０１：２８．４２ １３．６�
６１２ アゲンルネッサンス 牡３黒鹿５６ G．ボス 中澤 幸幹氏 高橋 裕 門別 下河辺牧場 ５１０－ ８１：２８．８２� １４３．９�

（豪）

１１ � コスモロザリオ 牝３鹿 ５４
５１ ▲的場 勇人 �ビッグレッドファーム 矢野 進 新冠 コスモビューファーム ４５８＋ ２１：２９．０１ １４４．２�

４７ � クリノサクラコ 牝３栗 ５４ 武士沢友治栗本 博晴氏 富田 一幸 静内 出羽牧場 ４０８± ０１：２９．２１� ５０６．４�
３５ �� ストロングハート �３鹿 ５６ 北村 宏司森口�一郎氏 坂本 勝美 様似 山本 和彦 ４８８ ―１：２９．７３ ４１．８�
８１６� シルバーホープ 牡３栗 ５６ 江田 照男森 望氏 岩城 博俊 新冠 �渡 信義 ４７８－ ６１：３０．０１� ２３０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，８０１，０００円 複勝： ２２，６２０，０００円 枠連： ３０，９４３，４００円

普通馬連： ９２，８５４，１００円 馬単： ８０，９４６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，９５７，９００円

３連複： １１８，０９１，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３８６，２１４，８００円

払 戻 金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １７０円 � ２５０円 � １５０円 枠 連（１－８） １，８８０円

普通馬連 �� ２，３２０円 馬 単 �� ４，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８００円 �� ４１０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� １，９５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７８０１０ 的中 � ３３０９５（２番人気）
複勝票数 計 ２２６２００ 的中 � ３８０１２（２番人気）� １９８３６（５番人気）� ４８６５０（１番人気）
枠連票数 計 ３０９４３４ 的中 （１－８） １２１５１（９番人気）
普通馬連票数 計 ９２８５４１ 的中 �� ２９６００（１０番人気）
馬単票数 計 ８０９４６６ 的中 �� １４８７０（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２９５７９ 的中 �� ６６０６（９番人気）�� １４４４５（２番人気）�� １６１５９（１番人気）
３連複票数 計１１８０９１８ 的中 ��� ４４７６５（２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１２．１―１２．７―１２．６―１２．４―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．５―３５．６―４８．３―１：００．９―１：１３．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シャドウダスター �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００６．４．３０ 東京６着

２００３．５．２７生 牡３栗 母 アクティブレディー 母母 ダイナバラード ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００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。



１４０１６ ５月２１日 晴 稍重 （１８東京３）第２日 第４競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１１時３０分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５８．０
１：５６．４

良

良

７９ アドバンテージ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣 �ノースヒルズマネ
ジメント 萩原 清 三石 土居 忠吉 ４８０± ０２：０２．４ ２．４�

６７ �� トーセンクルーズ 牡３鹿 ５６ 武 豊島川 �哉氏 佐々木亜良 浦河 上山牧場 ４６２－ ２２：０２．５� ４．４�
７８ � テンエイミューズ 牝３青鹿５４ G．ボス 熊坂富寿雄氏 坂本 勝美 福島 農事組合法人

熊坂開発 B４３６－ ６２：０２．７１ ３６．１�
（豪）

２２ キングポッシブル 牡３青鹿５６ 安藤 勝己�宮内牧場 石栗 龍彦 浦河 宮内牧場 ４３６－ ８２：０２．８� ３．７�
８１０ ヨシウォーリア 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠田辺 喜彦氏 浅野洋一郎 新冠 須崎牧場 ４４８＋ ６２：０３．１１� ６５．９�
１１ ロードオブワン 牡３黒鹿５６ 田中 勝春田中 昇氏 武藤 善則 静内

北海道大学北方生
物圏フィールド科学セ
ンター静内研究牧場

４７８－ ２２：０３．３１	 １０６．２	
４４ � ラインハルト 牡３黒鹿５６ 松岡 正海大澤 繁昌氏 根本 康広 新冠 若林牧場 ４５８＋ ２２：０３．８３ ４０．８

８１１� スカイウォーク 牡３鹿 ５６ 横山 典弘藤井 謙氏 鈴木 伸尋 浦河 日東牧場 ５３０＋１０ 〃 アタマ １１．０�
３３ � マイネルシュバルツ 牡３青鹿５６ 藤田 伸二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 浦河 日東牧場 ４８６± ０２：０４．１２ １２．６
５５ モエレヴァチャス 牡３鹿 ５６ 北村 宏司中村 和夫氏 増沢 末夫 三石 中村 和夫 ５６０ ―２：０５．４８ １２．５�
６６ フ ジ ミ ラ イ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲的場 勇人�フジレーシング 的場 均 浦河 成隆牧場 ５１４＋１６２：０５．８２	 ２８１．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２４，２６１，６００円 複勝： ２５，４０３，１００円 枠連： ２３，４１９，４００円

普通馬連： １０８，２９０，５００円 馬単： １１４，８６０，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，２８０，０００円

３連複： １３６，１６７，９００円 ３連単： 発売なし 計： ４５８，６８２，７００円

払 戻 金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � １７０円 � ４８０円 枠 連（６－７） ４２０円

普通馬連 �� ５７０円 馬 単 �� ９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ８９０円 �� １，１６０円

３ 連 複 ��� ２，９３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４２６１６ 的中 � ８２６４０（１番人気）
複勝票数 計 ２５４０３１ 的中 � ６８５８１（１番人気）� ４１９７３（３番人気）� ９１８１（７番人気）
枠連票数 計 ２３４１９４ 的中 （６－７） ４１７４５（２番人気）
普通馬連票数 計１０８２９０５ 的中 �� １４１４９８（２番人気）
馬単票数 計１１４８６０２ 的中 �� ９３０１２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６２８００ 的中 �� ３０５６２（２番人気）�� ６７０１（１２番人気）�� ５０２１（１４番人気）
３連複票数 計１３６１６７９ 的中 ��� ３４３１２（１１番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．１―１１．９―１２．０―１２．７―１２．８―１２．６―１１．８―１１．３―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２５．１―３７．０―４９．０―１：０１．７―１：１４．５―１：２７．１―１：３８．９―１：５０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．３

３ ７（３，９）（４，１）（２，８，６）１０，５－１１
２
４

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

勝馬の
紹 介

アドバンテージ �
�
父 エ リ シ オ �

�
母父 Blushing Groom デビュー ２００５．１０．３０ 東京５着

２００３．４．１８生 牡３鹿 母 コッパーバタフライ 母母 Copernica ６戦１勝 賞金 １０，４５０，０００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。



１４０１７ ５月２１日 晴 良 （１８東京３）第２日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

１２ � エンターティナー 牡３栗 ５６ 柴田 善臣金子真人ホール
ディングス� 高市 圭二 白老 白老ファーム ４７６ ―１：３５．７ １９．４�

７１５� シュヴァルドール 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �社台レースホース池江 泰寿 白老 白老ファーム ４４８ ―１：３５．９１� ５．６�
８１７� ダイシンアラシ 牡３栗 ５６ G．ボス 大八木信行氏 森 秀行 浦河 ヒダカフアーム ４８６ ―１：３６．３２	 １９．３�

（豪）

４８ ク チ ベ ニ 牝３鹿 ５４ 郷原 洋司佐々木 徹氏 郷原 洋行 新冠 シンユウフアーム ４５４± ０ 〃 ハナ ９１．７�
１１ ヤマノマイラヴ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文山泉 恵宥氏 谷原 義明 静内 キヨミネ牧場 ４３８＋ ２１：３６．４	 ２４．５�
６１２� ヒカルダイチ 牡３栗 ５６ 田中 勝春�橋 京子氏 栗田 博憲 新冠 守矢牧場 B４５０± ０１：３６．６１� １５．６	
７１３ シルククローチェ 牡３鹿 ５６

５３ ▲的場 勇人有限会社シルク尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４６２± ０ 〃 アタマ ６０．６

８１８
 コアレスストーム 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義小林 昌志氏 藤原 辰雄 愛 Masashi

Kobayashi ４９２－１４１：３６．７	 １．６�
４７ カイシュウワンダー 牡３鹿 ５６ 石神 深一飯村 孝男氏 佐藤 吉勝 新冠 ムラカミファーム ４６４－ ２１：３６．９１	 ２９１．８�
３５ マーカッシン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊荒井 壽明氏 伊藤 伸一 門別 サンシャイン

牧場 ４４０＋ ２ 〃 クビ ２３．５
６１１� ミヤギブレイド 牡３栗 ５６ 松岡 正海菅原 光博氏 大和田 稔 新冠 カミイスタット ４３２± ０１：３７．０クビ １０．３�
２３ � ミウラフェニックス 牡３黒鹿５６ 江田 照男佐藤 明氏 佐々木亜良 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４４０－ ６１：３７．３２ ３５０．６�
８１６ ダブルエイト 牡３芦 ５６

５３ ▲千葉 直人小川 弘氏 成島 英春 浦河 恵比寿牧場 ４５８－ ２ 〃 ハナ ３６１．８�
７１４ ラプラシアン 牝３栗 ５４ 北村 宏司小池 宗人氏 国枝 栄 静内 タイヘイ牧場 ４５２± ０１：３７．６２ １８５．６�
５１０ ライフセイバー 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文�ターフ・スポート南田美知雄 新冠 村田牧場 ５３０ ―１：３７．７	 １５８．３�
５９ エイトダンサー 牝３黒鹿５４ 福永 祐一河合良太郎氏 小西 一男 浦河 三嶋牧場 ４３８± ０ 〃 ハナ ２０２．７�
２４ 
 スプリームスー 牝３栗 ５４ 小野 次郎泉 俊二氏 柴田 政人 愛 S. Izumi ４２０－ ４１：３７．８	 ８９．５�
３６ � チアズビーラヴド 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二北村キヨ子氏 矢作 芳人 門別 ナカノファーム ４６４－１８１：３８．１１� ７６．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２７，１７９，６００円 複勝： ２３，８１７，２００円 枠連： ３４，７６３，８００円

普通馬連： ９９，４０４，８００円 馬単： １０７，４３１，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，２０２，０００円

３連複： １３１，３４０，９００円 ３連単： 発売なし 計： ４５０，１３９，５００円

払 戻 金

単 勝 � １，９４０円 複 勝 � ４２０円 � ２１０円 � ７１０円 枠 連（１－７） ２，１３０円

普通馬連 �� ３，３１０円 馬 単 �� ８，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１００円 �� ３，０４０円 �� １，４１０円

３ 連 複 ��� １２，４９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７１７９６ 的中 � １１０７９（６番人気）
複勝票数 計 ２３８１７２ 的中 � １３９２３（５番人気）� ３７９５３（２番人気）� ７５９０（８番人気）
枠連票数 計 ３４７６３８ 的中 （１－７） １２０８５（８番人気）
普通馬連票数 計 ９９４０４８ 的中 �� ２２１８８（９番人気）
馬単票数 計１０７４３１２ 的中 �� ８９２５（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６２０２０ 的中 �� ５９９５（１１番人気）�� ２０７１（２８番人気）�� ４６０５（１３番人気）
３連複票数 計１３１３４０９ 的中 ��� ７７６５（３９番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．６―１１．７―１２．８―１２．３―１１．６―１２．０―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．２―３４．９―４７．７―１：００．０―１：１１．６―１：２３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３５．７
３ １８（６，４，１３）１５（５，１１，１６，１２）７（１７，１４）（３，１）８－２，１０－９ ４ ・（１８，１５）１２（６，４）１３（５，１１，１６）（１４，１）（１７，７）（３，８）２－（１０，９）

勝馬の
紹 介

�エンターティナー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Theatrical 初出走

２００３．３．２２生 牡３栗 母 ソプラニーノ 母母 My Darling One １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 ミウラフェニックス号・エイトダンサー号・チアズビーラヴド号は，平成１８年６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。
（非抽選馬） ２頭 フェラーリワン号・ミツバシーケンス号
※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。



１４０１８ ５月２１日 晴 稍重 （１８東京３）第２日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （ダート・左）

５００万円以下；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

１：２２．４
１：２１．９

稍重

重

４８ � アグネストラベル 牡３栗 ５６ 武 豊渡辺 孝男氏 白井 寿昭 浦河 林 孝輝 ４５８＋ ２１：２５．０ １．９�

８１５ ゴーファイトウィン 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４３４＋１２１：２５．２１� ４．５�
３６ ウイニングヒット 牡３鹿 ５６ 田中 勝春芹澤 精一氏 佐藤 吉勝 浦河 日向牧場 ４５２± ０１：２５．３� ２９．６�
２４ スパーブスピリット 牡３鹿 ５６ 北村 宏司みの商事� 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ４６８± ０１：２６．１５ ２３．７�
５１０ ウインドストーム 牡３鹿 ５６

５３ ▲的場 勇人中村 昭博氏 堀井 雅広 門別 浜本牧場 ４８２＋ ２１：２６．４２ ２６．７�
３５ グレートモア 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二堀越 毅一氏 小林 常泰 静内 飛野牧場 ４７６± ０１：２６．５クビ １２．７�
６１２� グ ー ニ ー ズ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義吉田 和美氏 藤原 辰雄 千歳 ロイヤルファーム ４７０－ ４１：２６．８２ ５．４	
６１１� タケデンタンゴ 牝３青 ５４ 川島 信二武市 弘氏 奥平 雅士 浦河 安藤牧場 ４５０－ ４１：２６．９クビ １４３．４

１１ 	 サ ー プ ラ ス 牡３青鹿５６ 石神 深一田中 昇氏 杉浦 宏昭 三石 飯岡牧場 ４９８± ０１：２７．６４ ５５５．５�
１２ �	 アドマイヤダッシュ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一近藤 利一氏 河野 通文 早来 ノーザンファーム B４７６－ ２ 〃 クビ １１２．８�
８１６ トーホウドンファン 牡３栗 ５６ 熊沢 重文東豊物産 崎山 博樹 門別 竹島 幸治 ４７６＋ ８１：２７．７� １０４．４�
４７ 
 アポロマグナム 牡３黒鹿５６ 菊沢 隆徳アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 米 John D.

Gunther ５０２－ ６１：２７．８� １０７．８�
７１４ シゲルサンダーアイ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海森中 蕃氏 池上 昌弘 鵡川 六角牧場 ４７０± ０１：２８．０１� １７４．１�
２３ � ウ エ ー バ ー 牡３栗 ５６ 四位 洋文青山 洋一氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６４－１０１：２８．１� １４．２�
７１３� ワンダフルライフ 牝３青鹿５４ 武士沢友治�ターフ・スポート嶋田 功 浦河 谷川牧場 ４６０＋ ２１：２８．５２� ２１８．７�
５９ � リワードアロン 牡３栗 ５６ 江田 照男宮崎忠比古氏 田子 冬樹 浦河 有限会社

リワード ４６２± ０ （競走中止） ９３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，５５８，７００円 複勝： ３３，４９７，７００円 枠連： ３６，５５７，８００円

普通馬連： １３７，５１１，５００円 馬単： １２６，３３０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，７９１，８００円

３連複： １５５，２４２，４００円 ３連単： 発売なし 計： ５４９，４９０，４００円

払 戻 金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � ３７０円 枠 連（４－８） ５７０円

普通馬連 �� ６２０円 馬 単 �� １，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ６７０円 �� １，９１０円

３ 連 複 ��� ３，７７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７５５８７ 的中 � １１７１６９（１番人気）
複勝票数 計 ３３４９７７ 的中 � １２４６４８（１番人気）� ４３０５９（３番人気）� １４８１０（６番人気）
枠連票数 計 ３６５５７８ 的中 （４－８） ４７４６２（３番人気）
普通馬連票数 計１３７５１１５ 的中 �� １６５６１４（２番人気）
馬単票数 計１２６３３０５ 的中 �� ９２３１１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２７９１８ 的中 �� ３０２８７（２番人気）�� １１７８９（６番人気）�� ３７９６（２４番人気）
３連複票数 計１５５２４２４ 的中 ��� ３０４２５（１１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．５―１２．４―１２．６―１２．７―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．７―３４．２―４６．６―５９．２―１：１１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．８―３F３８．４
３ ４，１５，３，１４（１１，１６）（８，１２，１３）－（２，７）６，１０，５，１ ４ ４（３，１５）１４（１１，１２，１６）８，１３（２，７）（５，６）１０－１

勝馬の
紹 介

�アグネストラベル �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Topsider デビュー ２００５．８．７ 小倉７着

２００３．５．１８生 牡３栗 母 ソ ヨ カ ゼ 母母 Stiff Breeze １１戦２勝 賞金 ２９，１４０，０００円
〔競走中止〕 リワードアロン号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 キョクイチカムカム号・グランレーヴ号・スパイシー号・テイエムビースト号・ブラックバッカラ号・

ミルククラウン号・メイショウソーラー号



１４０１９ ５月２１日 晴 稍重 （１８東京３）第２日 第７競走 ��１，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時２０分 （ダート・左）

４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．４．２２以降４歳
５００・５歳以上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着
馬は２�増
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

１２ ナムラオルフェ 牡４黒鹿５７ 藤田 伸二奈村 信重氏 柄崎 孝 浦河 帰山 清貴 ４８２－ ２１：３７．８ ５．２�

３６ � クラウニングスター 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ５１０－ ２１：３７．９クビ １．６�
６１１� ゴールドジェネラル 牡４栗 ５７ 福永 祐一�協栄 中島 敏文 門別 豊洋牧場 ４７４± ０１：３８．０� ５８．１�
１１ ヴィオラポンポーサ 牡５鹿 ５７ 大庭 和弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 奥平 真治 静内 グランド牧場 ４５８± ０１：３８．２１� １９．６�
５９ � クリノシシマル 牡５栗 ５７ 四位 洋文栗本 博晴氏 富田 一幸 門別 若林 武雄 ４７８＋ ６１：３８．７３ １５．２�
２３ チャッティーギャル 牝４鹿 ５５ 北村 宏司 �社台レースホース高橋 裕 千歳 社台ファーム ４９０－ ４１：３８．８� １６．０	
６１２�� セイカモリオカ 牡５栗 ５７ 田中 勝春吉田 逑史氏 清水 英克 青森 宮崎牧場 ４６６－ ２１：３９．０１	 １２７．６

８１５� ヴイトゥリー 牡４鹿 ５７ 松岡 正海木浪 巖氏 岩戸 孝樹 静内 西川富岡牧場 ５２６－ ８１：３９．１� ２５．９�
７１４� ジュリアスアロー 牡４芦 ５７ 武士沢友治釘田 静義氏 小桧山 悟 静内 藤沢牧場 ４４０－ ４１：３９．２クビ ４７６．９�
５１０ ミスタージェイド 牡４黒鹿５７ 本田 優大久保典義氏 南田美知雄 浦河 金石牧場 ４８４－ ４ 〃 クビ ３８．１
８１６ ゴールドザボーガー 牡４鹿 ５７ 吉田 豊 �ゴールドレーシング 秋山 雅一 三石 飯岡牧場 B４９８＋ ２ 〃 アタマ ８．１�
７１３�
 トーセンゴールド 牡４栗 ５７ 見沢 譲治島川 �哉氏 小桧山 悟 門別 富川牧場 ４９６＋ ４１：３９．４１� ３６８．９�

（浦和）

４７ テンエイトップガン 牡４黒鹿５７ 石神 深一熊坂富寿雄氏 佐藤 吉勝 福島 農事組合法人
熊坂開発 ５５０－ ８１：３９．６� １２４．８�

３５ �
 トーアツキノオー 牡４鹿 ５７ 小林 淳一東亜駿馬� 松永 勇 豊浦トーア牧場 ４１８－１６１：３９．９１� ３３７．０�
４８ リ ネ ン ド ン �５鹿 ５７ 江田 照男戸山 光男氏 嶋田 潤 門別 白井牧場 ４９４＋ ４１：４０．８５ ２９３．３�

（１５頭）
２４ � マーベラスカクテル 牝５青鹿５５ 横山 典弘吉田 勝己氏 杉浦 宏昭 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２６，６８３，９００円 複勝： ２４，７２４，９００円 枠連： ３９，３４９，４００円

普通馬連： １３５，７７０，７００円 馬単： １２８，５１８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，７０２，５００円

３連複： １５１，０９９，７００円 ３連単： 発売なし 計： ５３５，８４９，５００円

払 戻 金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １５０円 � １２０円 � ６１０円 枠 連（１－３） ３４０円

普通馬連 �� ４４０円 馬 単 �� １，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ２，３００円 �� １，５２０円

３ 連 複 ��� ５，０１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６６８３９ 的中 � ４１１１２（２番人気）
複勝票数 計 ２４７２４９ 的中 � ４７５８５（２番人気）� ８１８０７（１番人気）� ５９５９（９番人気）
枠連票数 計 ３９３４９４ 的中 （１－３） ８７３９７（１番人気）
普通馬連票数 計１３５７７０７ 的中 �� ２３１５３５（１番人気）
馬単票数 計１２８５１８４ 的中 �� ７９６２５（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９７０２５ 的中 �� ３９８０８（１番人気）�� ２７７６（２６番人気）�� ４２６４（２１番人気）
３連複票数 計１５１０９９７ 的中 ��� ２２２６６（１７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．８―１２．３―１２．７―１２．２―１２．４―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．２―３５．０―４７．３―１：００．０―１：１２．２―１：２４．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラオルフェ �
�
父 タバスコキャット �

�
母父 Caerleon デビュー ２００５．４．３ 中山８着

２００２．４．１９生 牡４黒鹿 母 オ ル ビ タ ル 母母 Asteroid Field １２戦２勝 賞金 １７，９００，０００円
〔出走取消〕 マーベラスカクテル号は，疾病〔額部挫創〕のため出走取消。
〔３走成績による出走制限〕 トーセンゴールド号は，平成１８年６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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 オーディンズアイ号・クリアーガブリン号・ダイゴキリンジ号
（非抽選馬） １頭 トレンツリアード号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１４０２０ ５月２１日 晴 良 （１８東京３）第２日 第８競走 ��１，８００�カーネーションカップ
発走１３時５０分 （芝・左）

牝，３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，２５０，０００
１，２５０，０００

円
円

付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．４
１：４４．１

良

良

５１０� マイネトップレディ 牝３鹿 ５４ 郷原 洋司 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 郷原 洋行 えりも 上島牧場 ４６８± ０１：４８．０ １７．７�

８１５ ホーリーミスト 牝３黒鹿５４ 横山 典弘 �社台レースホース後藤 由之 白老 白老ファーム ４４０＋１０１：４８．１� ２．４�
２４ � ユ ー ロ ペ 牝３青鹿５４ 藤田 伸二伊達 秀和氏 高松 邦男 門別 サンシャイン

牧場 ４２４－ ２ 〃 アタマ ６．７�
４７ � アラマサスナイパー 牝３黒鹿５４ 武 豊�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４０４± ０ 〃 クビ ４．７�
５９ � チェイスバニヤン 牝３栗 ５４ G．ボス 津村 靖志氏 田村 康仁 静内 伊藤 明 ４４４＋ ４ 〃 同着 ５８．８�

（豪）

７１３� メジロラルゴ 牝３青鹿５４ 武士沢友治メジロ商事� 保田 一隆 洞爺 メジロ牧場 ４１８－ ２１：４８．５２� ５．１	
３５ � メタルビーズ 牝３黒鹿５４ 江田 照男�下河辺牧場 武藤 善則 門別 下河辺牧場 ３９８± ０１：４８．６� ２６．６

１１ � ジ ラ ソ ー レ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠田中 晴夫氏 笹倉 武久 新冠 パカパカ

ファーム ４４０－ ２ 〃 アタマ ９３．１�
２３ � ショウナンバラード 牝３鹿 ５４ 吉田 豊�湘南 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４８８± ０１：４８．９１� ３３．８�
３６ � パ ッ サ リ ン 牝３鹿 ５４ 松岡 正海池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４７８－ ２ 〃 クビ ７６．７
７１４ クリスタルローズ 牝３栗 ５４ 柴田 善臣野澤 �智氏 内藤 一雄 新冠 田渕牧場 ４４４－ ４ 〃 アタマ ６７．３�
１２ � ポートエリザベス 牝３栃栗５４ 北村 宏司渡邊 隆氏 尾形 充弘 門別 前川ファーム ４１８－ ２１：４９．０クビ ３６．２�
６１１�� ハタノアディクト 牝３鹿 ５４ 小林 淳一 �グッドラック・ファーム 石栗 龍彦 門別 有限会社グッド

ラック・ファーム ４５２± ０１：４９．２１	 ４３８．９�
８１６� メジロレント 牝３鹿 ５４ 小野 次郎�メジロ牧場 菊川 正達 洞爺 メジロ牧場 ４６４－ ４１：４９．４１� ２０．６�
４８ �� グロスターチャーム 牝３鹿 ５４ 菊沢 隆徳�服部牧場 中野渡清一 静内 服部 牧場 ４２６＋ ６１：５０．４６ １９６．６�
６１２
 メイプルラブチャン 牝３鹿 ５４ 見沢 譲治節 英司氏 小林 真治 新冠 川上牧場 ４４８－ ７１：５０．６１� ２３８．８�

（浦和） （浦和）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，５１３，５００円 複勝： ３４，８９０，０００円 枠連： ４１，６７９，７００円

普通馬連： １７８，５７９，８００円 馬単： １５２，９７９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，４７４，３００円

３連複： ２０７，０６５，６００円 ３連単： 発売なし 計： ６８４，１８２，８００円

払 戻 金

単 勝 � １，７７０円 複 勝 � ３２０円 � １３０円 � ２２０円 枠 連（５－８） １，２４０円

普通馬連 �� １，８５０円 馬 単 �� ６，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� １，５８０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ４，７４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２９５１３５ 的中 � １３２１１（５番人気）
複勝票数 計 ３４８９００ 的中 � ２２３３９（５番人気）� ９７３２３（１番人気）� ３８３６２（４番人気）
枠連票数 計 ４１６７９７ 的中 （５－８） ２４９２２（６番人気）
普通馬連票数 計１７８５７９８ 的中 �� ７１５４１（７番人気）
馬単票数 計１５２９７９９ 的中 �� １８４９９（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９４７４３ 的中 �� １５３８４（６番人気）�� ５６８７（１７番人気）�� ２５７６８（３番人気）
３連複票数 計２０７０６５６ 的中 ��� ３２２５６（１２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．６―１１．８―１２．１―１２．４―１２．３―１１．４―１１．５―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．３―３６．１―４８．２―１：００．６―１：１２．９―１：２４．３―１：３５．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．１

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

勝馬の
紹 介

�マイネトップレディ �
�
父 ムタファーウエク �

�
母父 モガミチャンピオン デビュー ２００５．６．１８ 福島３着

２００３．２．２６生 牝３鹿 母 キープイットアップ 母母 イ ツ ト ー ９戦２勝 賞金 ２６，５０３，０００円
〔制裁〕 メタルビーズ号の騎手江田照男は，３コーナーで外側に斜行したことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 グリフォニー号・コアレスキャスト号・シルクプレシャス号・ソアリングピアス号・プリマシア号・ペンタコード号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１４０２１ ５月２１日 晴 稍重 （１８東京３）第２日 第９競走 ��
��１，６００�

ひ よ し

日 吉 特 別
発走１４時２５分 （ダート・左）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．４．２２以降４歳
１，０００・５歳以上２，０００万円以下の条件以上の特別競走の１着馬は１�増

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

１２ ジャガーノート 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ５００－１０１：３６．１ ２．８�

３６ � エイシンロンバード 牡４栗 ５７ 安藤 勝己平井 豊光氏 湯浅 三郎 米
Brilliant Stables,
Inc., Morris Brothers
& Elliott Walden

B５０２＋ ４１：３６．７３� １５．７�
７１３	 マイフラッグ 牡６栗 ５７ 松岡 正海堀越 毅一氏 相沢 郁 浦河 野表 春雄 B４７４－ ２ 〃 クビ １１．９�
３５ 
 イアオニードル 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４７８－１０１：３６．９１� ３．２�
８１５� ゲイリーリボルバー �６黒鹿５７ 北村 宏司 �東京サラブレッド

ビューロー 石毛 善彦 米 Barry R.
Ostrager ４３８－ ２１：３７．０� ２５．１�

６１１ ダイワデンバー 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４６２± ０１：３７．２１ ２２８．８	
２３ 	 アサクササイレン 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二田原源一郎氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ５２４－１２１：３７．３� １１．７

５１０
	 ウインプレジール �８栗 ５７ 石神 深一�ウイン 加藤 和宏 千歳 社台ファーム ４８０＋ ８１：３７．７２� ２１３．４�
２４ 
 イエローポケット 牡７鹿 ５７ 大庭 和弥木稲 安則氏 嶋田 潤 新冠 木稲牧場 ４５２± ０ 〃 クビ ２６６．５�
７１４ スペースウーマン 牝６鹿 ５５ 小野 次郎�グランド牧場 伊藤 伸一 静内 グランド牧場 ５３４－１２１：３８．０１� １５０．１
８１６	 ダノンシャトル 牡４鹿 ５７ 川島 信二�ダノックス 田島 良保 新冠 競優牧場 ４６０－１２１：３８．１� ４６．７�
４７ ユノナゲット 牡４鹿 ５７ 横山 典弘細川祐季子氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４９０－ ２１：３８．４１� ４．２�
４８ サンエムウラノス 牡６鹿 ５７ 吉田 豊村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４７２＋ ２１：３８．８２� ８５．２�
５９ グランドハリケーン 牡５鹿 ５７ 福永 祐一�グランド牧場 吉永 正人 静内 グランド牧場 ４７６－ ４１：３９．０� ５７．０�
６１２ ブリュメール 牝６鹿 ５５ 四位 洋文岡田 牧雄氏 �田 研二 静内 岡田スタツド ４８２－ ２ 〃 ハナ ３８０．２�
１１ ニシノハーロック 牡６栗 ５７ 渡辺 薫彦西山 茂行氏 河内 洋 鵡川 西山牧場 ５０２－ ４１：３９．９５ ２３９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，１２７，０００円 複勝： ５４，０３１，１００円 枠連： ５１，０１７，５００円

普通馬連： ２４８，４３６，０００円 馬単： １６６，３７８，５００円 ワイド【拡大馬連】： ５４，８５３，７００円

３連複： １８７，１８３，９００円 ３連単： ４４６，２６９，７００円 計： １，２４７，２９７，４００円

払 戻 金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １７０円 � ４１０円 � ３３０円 枠 連（１－３） ４９０円

普通馬連 �� ２，５９０円 馬 単 �� ３，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０１０円 �� ６５０円 �� ２，５５０円

３ 連 複 ��� ９，８００円 ３ 連 単 ��� ４６，２１０円

票 数

単勝票数 計 ３９１２７０ 的中 � １１１６２７（１番人気）
複勝票数 計 ５４０３１１ 的中 � １０６９１２（２番人気）� ３００８３（６番人気）� ３９９４４（５番人気）
枠連票数 計 ５１０１７５ 的中 （１－３） ７８２２１（１番人気）
普通馬連票数 計２４８４３６０ 的中 �� ７１０３４（１２番人気）
馬単票数 計１６６３７８５ 的中 �� ３３１０４（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５４８５３７ 的中 �� １３４６５（１３番人気）�� ２１８２８（５番人気）�� ５０６１（２５番人気）
３連複票数 計１８７１８３９ 的中 ��� １４１０１（３１番人気）
３連単票数 計４４６２６９７ 的中 ��� ７１２８（１３１番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．７―１１．５―１２．０―１２．１―１２．１―１２．３―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２３．５―３５．０―４７．０―５９．１―１：１１．２―１：２３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．１―３F３７．０
３ １３－５－２，３，１６－４（１，１０）－（６，１５）１１，１２，７－（８，９）－１４ ４ １３－５，２（３，１６）－（４，１０，１５）６（１，１１）１２，７（８，９）－１４

勝馬の
紹 介

ジャガーノート �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 Woodman デビュー ２００５．１．３０ 東京８着

２００２．５．１７生 牡４黒鹿 母 ジャドウォル 母母 Bolt From the Blue ６戦３勝 賞金 ２９，１３４，０００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 タマモドン号・ワールドドン号



１４０２２ ５月２１日 晴 良 （１８東京３）第２日 第１０競走 ��
��１，４００�フリーウェイステークス

発走１５時００分 （芝・左）
４歳１，６００・５歳以上３，２００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．４．２２以降４歳
１，６００・５歳以上３，２００万円以下の条件以上の特別競走の１着馬は１�増

賞 品
本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００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

１：２０．１
１：１９．０

良

良

８１８ ダイワメンフィス 牡５黒鹿５７ 北村 宏司大城 敬三氏 増沢 末夫 静内 北西牧場 ４９２＋ ８１：２１．８ ２７．８�

７１３� カ タ ナ 牡４栗 ５７ 吉田 豊首藤 徳氏 小島 太 千歳 社台ファーム ５０２± ０１：２１．９� ２．７�
７１５ エレスサール 牡４鹿 ５７ 福永 祐一�アカデミー 池江 泰郎 門別 白井牧場 ４９０－ ２１：２２．０クビ ２２．６�
５１０	 スクールボーイ 牡６黒鹿５７ 本田 優後藤 繁樹氏 小林 常泰 静内 曾田農園 ４９６＋ ２ 〃 ハナ ３８．３�
５９ 	� ワキノカイザー 牡６鹿 ５７ 四位 洋文脇山 良之氏 音無 秀孝 白老 白老ファーム ４５０± ０１：２２．２１ ４２．２�
２４ エイシンデピュティ 牡４栗 ５７ 安藤 勝己平井 豊光氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４８６－ ６１：２２．３
 ５．０�
４８ � ガ ブ リ ン 牡４鹿 ５６ G．ボス 榮 義則氏 森 秀行 豪 Mr JR

Fleming ４６４ 〃 アタマ ４６．２	
（豪）

２３ � シゲルドントイケ 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義森中 蕃氏 坪 憲章 門別 和田農林（有） ４８６＋ ２１：２２．４
 ２５．５

８１７ フィレンツェ 牡５黒鹿５７ 武 豊 �サンデーレーシング 松元 省一 白老 白老ファーム ４７０－ ８ 〃 クビ ４．２�
８１６ ピサノグラフ 牝４鹿 ５５ 横山 典弘市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 シンコーファーム ４７０－ ２１：２２．５
 １１．９
７１４	 ビーナスライン 牝５栗 ５５ 藤田 伸二�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４７２＋ ４ 〃 アタマ ３８．６�
６１２� サクセスドマーニ 牡４鹿 ５７ 松岡 正海�嶋 哲氏 藤岡 健一 米

W. S. Farish &
Hilbert Thor-
oughbreds, Inc.

４６８－２０１：２２．６
 ４５．２�
１２ � チアフルワールド 牡４栗 ５７ 柴田 善臣藤田与志男氏 堀井 雅広 米 Katherine

Elam ４９２＋ ４１：２２．７クビ ４３．３�
１１ ス パ イ ン 牡４鹿 ５７ 石神 深一西森 鶴氏 堀井 雅広 三石 ニシケンフ

アーム ４６２－ ２ 〃 ハナ ９１．９�
３６ 	 シンボリスナイパー �８鹿 ５７ 田中 勝春シンボリ牧場 畠山 吉宏 静内 シンボリ牧場 ４７０＋ ４ 〃 ハナ ２０５．５�
４７ 	 ウォーターヘンリー 牡４黒鹿５７ 石橋 守山岡 良一氏 武 邦彦 浦河 宮内牧場 ５２８＋ ６ 〃 ハナ １３．２�
３５ ショーストッパー 牡８栗 ５７ 川島 信二栗本 良明氏 矢作 芳人 様似 様似渡辺牧場 ５０２－ ４１：２３．１２
 ２９５．７�
６１１ トニービーバー 牡９鹿 ５７ 熊沢 重文落合 莞氏 和田 正道 鵡川 日胆上水牧場 ４９０－ ２１：２３．２� ３６６．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ５０，４３４，１００円 複勝： ７１，２３７，４００円 枠連： ８５，７３８，０００円

普通馬連： ３６０，３８７，８００円 馬単： ２２８，０７５，１００円 ワイド【拡大馬連】： ７２，２７０，６００円

３連複： ２８６，６１８，２００円 ３連単： ６１６，７６８，９００円 計： １，７７１，５３０，１００円

払 戻 金

単 勝 � ２，７８０円 複 勝 � ６４０円 � １６０円 � ５９０円 枠 連（７－８） ３５０円

普通馬連 �� ３，９２０円 馬 単 �� ９，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７６０円 �� ５，４００円 �� １，４３０円

３ 連 複 ��� １９，５７０円 ３ 連 単 ��� １３６，７４０円

票 数

単勝票数 計 ５０４３４１ 的中 � １４３３８（８番人気）
複勝票数 計 ７１２３７４ 的中 � ２３８７０（８番人気）� １６８５５８（１番人気）� ２６１９０（７番人気）
枠連票数 計 ８５７３８０ 的中 （７－８） １８４１０４（１番人気）
普通馬連票数 計３６０３８７８ 的中 �� ６７９６０（１３番人気）
馬単票数 計２２８０７５１ 的中 �� １７０６２（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７２２７０６ 的中 �� １０２２２（１５番人気）�� ３２２３（５６番人気）�� １２６５３（１２番人気）
３連複票数 計２８６６１８２ 的中 ��� １０８１４（６１番人気）
３連単票数 計６１６７６８９ 的中 ��� ３３２９（３９３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．４―３５．２―４７．５―５９．０―１：１０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．６―３F３４．３
３ １，１５（１０，１８）１３，４（９，１１）（５，１４，１７）（８，１６）（１２，６）３，２，７ ４ １，１５（１０，１８）（１３，１１）（４，１４，１７）（９，１６，６）（５，８）（３，２）１２，７

勝馬の
紹 介

ダイワメンフィス �
�
父 ウォーニング �

�
母父 Green Desert デビュー ２００４．２．１５ 東京２着

２００１．５．３生 牡５黒鹿 母 イ ン パ ク ト 母母 Fair Salinia ２０戦６勝 賞金 １０７，４０１，０００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 テンイムホウ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



１４０２３ ５月２１日 晴 良 （１８東京３）第２日 第１１競走 ��２，４００�優 駿 牝 馬（ＧⅠ）
発走１５時４０分 （芝・左）（第６７回オークス）

牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，５５�
内閣総理大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 ９７，０００，０００円 ３９，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，７００，０００円
付 加 賞 ２９，０２９，０００円 ８，２９４，０００円 ４，１４７，０００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
きゅう務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

GⅠレコード

［参考記録］

２：２２．１
２：２２．１
２：２６．１
２：２７．２

良

良

良

稍重 （東京）

５９ � カワカミプリンセス 牝３鹿 ５５ 本田 優 �三石川上牧場 西浦 勝一 三石 三石川上牧場 ４８４－ ４２：２６．２ ６．７�

１２ � フサイチパンドラ 牝３栗 ５５ 福永 祐一関口 房朗氏 白井 寿昭 早来 ノーザンファーム ４９４＋１２２：２６．３� １２．６�
５１０� アサヒライジング 牝３鹿 ５５ 柴田 善臣寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 ４８８－ ６２：２６．４クビ １８．２�
７１３� アドマイヤキッス 牝３栗 ５５ 武 豊近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４４４± ０２：２６．６１� ３．０�
３５ � ニシノフジムスメ 牝３鹿 ５５ 藤田 伸二西山 茂行氏 藤原 英昭 鵡川 西山牧場 ４６２＋ ８２：２６．８１ １３．８�
８１７�� キストゥヘヴン 牝３鹿 ５５ 安藤 勝己吉田 和子氏 戸田 博文 門別 正和山本牧場 ４２２＋ ４２：２６．９� ３．８�
７１５ シェルズレイ 牝３芦 ５５ 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス	 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４６０＋ ６ 〃 アタマ ４６．２

８１６� マイネジャーダ 牝３黒鹿５５ 四位 洋文 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 阿部 新生 白老 白老ファーム ４６６－ ４２：２７．１１	 ２７７．２�
１１ � ブルーメンブラット 牝３黒鹿５５ 川島 信二 �キャロットファーム 安藤 正敏 早来 ノーザンファーム ４５０－ ２ 〃 ハナ ２１．１�
４８ シークレットコード 牝３栃栗５５ G．ボス �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４７４－ ６２：２７．５２	 ５２．９

（豪）

６１１� テイエムプリキュア 牝３黒鹿５５ 熊沢 重文竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４８４－ ２ 〃 ハナ ３７．８�
６１２� キープユアスマイル 牝３栗 ５５ 田中 勝春瀬谷 �雄氏 高橋 祥泰 千歳 社台ファーム ４０６± ０２：２８．４５ ６９．９�
８１８ ヤマトマリオン 牝３鹿 ５５ 菊沢 隆徳坂東まさ子氏 安達 昭夫 静内 静内白井牧場 ４５０－ ２２：２９．１４ ３３．６�
２３ � アクロスザヘイブン 牝３鹿 ５５ 小野 次郎 �社台レースホース中野 隆良 千歳 社台ファーム ４５６－ ４２：２９．９５ ８１．３�
４７ � ユメノオーラ 牝３鹿 ５５ 渡辺 薫彦岩� 正志氏 川村 禎彦 浦河 田中スタッド ４３８－ ４２：３０．１１ １６８．８�
７１４ ブロンコーネ 牝３鹿 ５５ 吉田 豊飯田 正氏 池江 泰郎 静内 千代田牧場 ４７２± ０２：３０．３１� ４６．４�
２４ � ヤマニンファビュル 牝３栗 ５５ 石橋 守土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４９２－ ６２：３３．９大差 ８９．４�
３６ � コ イ ウ タ 牝３栃栗５５ 横山 典弘�前川企画 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４５４－ ４ （競走中止） １１．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４９７，４０１，４００円 複勝： ４４９，２８０，１００円 枠連： １，０２２，８３２，４００円

普通馬連： ４，３２７，１６２，０００円 馬単： ２，５５３，８５３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ７０４，８４５，９００円

３連複： ３，５２７，３１９，４００円 ３連単： ７，３９５，５６９，４００円 計： ２０，４７８，２６３，７００円

払 戻 金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ２８０円 � ５００円 � ５６０円 枠 連（１－５） １，８３０円

普通馬連 �� ４，１８０円 馬 単 �� ８，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８００円 �� ２，２５０円 �� ３，３７０円

３ 連 複 ��� ３３，４３０円 ３ 連 単 ��� １６４，３００円

票 数

単勝票数 計４９７４０１４ 的中 � ５８６１８０（３番人気）
複勝票数 計４４９２８０１ 的中 � ４７９１７７（３番人気）� ２２６３１２（６番人気）� １９８１５０（７番人気）
枠連票数 計１０２２８３２４ 的中 （１－５） ４１４５６２（１０番人気）
普通馬連票数 計４３２７１６２０ 的中 �� ７６４４９８（１５番人気）
馬単票数 計２５５３８５３１ 的中 �� ２２９３９３（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計７０４８４５９ 的中 �� ９７６５５（１７番人気）�� ７７３２９（２５番人気）�� ５０９２５（３５番人気）
３連複票数 計３５２７３１９４ 的中 ��� ７７８９１（９１番人気）
３連単票数 計７３９５５６９４ 的中 ��� ３３２２０（４１４番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．３―１１．６―１１．８―１２．４―１２．８―１３．５―１３．２―１１．６―１２．２―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．５―２３．４―３４．７―４６．３―５８．１―１：１０．５―１：２３．３―１：３６．８―１：５０．０―２：０１．６―２：１３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．４―３F３６．２
１
３

４－１０－（３，１５）（２，８，１８）（６，９）（１，５，７）（１１，１３）（１４，１７）１２，１６
４＝（１０，１８）１５（８，９）３（５，２）（１１，７，１３）－１７（１，１４，１２）１６

２
４

４＝１０，１５－（３，１８）８（２，９）－６（５，７）（１，１３）１１，１７，１４，１２，１６
４，１０，１８，１５（８，９）２（３，５，１３）１１（７，１７）１（１６，１２）１４

勝馬の
紹 介

�カワカミプリンセス �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Seattle Slew デビュー ２００６．２．２６ 阪神１着

２００３．６．５生 牝３鹿 母 タカノセクレタリー 母母 Summer Secretary ４戦４勝 賞金 １６２，８９０，０００円
〔競走中止〕 コイウタ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため３コーナーで競走中止。
〔制裁〕 フサイチパンドラ号の騎手福永祐一は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マイネサンサン号
（非抽選馬） ４頭 ウインシンシア号・ショウナンバラード号・ブラックチーター号・メジロラルゴ号
※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 ５月２１日 晴 良 （１８東京３）第２日 第１２競走 ��
��１，６００�

ふ が く

富 嶽 賞
発走１６時２０分 （芝・左）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下，１７．５．２１以降１８．５．１４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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

５７ スプートニク 牡５栗 ５７．５ 北村 宏司 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 静内 藤原牧場 ５００－ ４１：３４．５ ３．０�

７１１ ジュラナスリング 牡６鹿 ５６ 武 豊 �サンデーレーシング 松山 康久 早来 ノーザンファーム ４５０－ ６ 〃 ハナ ３．１�
６８ � ジ ッ プ 牡５栗 ５４ 岩田 康誠山内 邦一氏 坂口 正大 浦河 桑田牧場 ４６４± ０１：３４．７１ １６．１�
８１２� ブランディーグラス 牡７栗 ５１ 小林 淳一�名駿 和田 正道 米 Cheyenne

Stables, LLC ５１８－ ４ 〃 アタマ １０１．８�
２２ �� レイルバード 	７栗 ５５ 福永 祐一伊藤 信之氏 坂本 勝美 鵡川 貞広 賢治 ４９０－ ８１：３４．９１ ７．５�
４５ チュウシングラ 牡９栗 ５３ 江田 照男本石千代子氏 武藤 善則 浦河 佐々木 忠義 B４７６－ ４ 〃 クビ ８９．２	
４４ ヤ ナ ギ ム シ 牡７栗 ５４ 岩部 純二落合 莞
氏 和田 正道 鵡川 上水牧場 ４９８－ ２１：３５．０� ９．０

６９ � プリンセスルシータ 牝４栗 ５２ 藤田 伸二吉田 照哉氏 松田 国英 新冠 パカパカ

ファーム ４３４－ ６１：３５．１クビ ２０．１�
１１ � テルミドール 牡６栗 ５３ 伊藤 直人 �社台レースホース小林 常泰 千歳 社台ファーム ４８４－２２１：３５．４１ １２８．０�
５６ � エイシンインパール 牡４芦 ５４ 渡辺 薫彦平井 豊光氏 沖 芳夫 米 Mueller

Farms, Inc. ５１０± ０１：３５．６１� ６．７
８１３ アスピリンスノー 牝４鹿 ５４ G．ボス 吉田 千津氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４３８± ０ 〃 クビ ２５．４�

（豪）

３３ � マイネルリバティー 牡７鹿 ５５ 田中 勝春 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 浦河 能登 一男 ５０８－ ８１：３５．７クビ ５３．２�

７１０� キャンディッド 牡６鹿 ５２ 郷原 洋司山本 武司氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ５２０－１２１：３６．３３� ２５３．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ５７，２５１，８００円 複勝： ６６，６６０，８００円 枠連： ７６，７３６，６００円

普通馬連： ３４４，４３２，２００円 馬単： ２２８，５１３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ７０，３０２，９００円

３連複： ２４１，５０２，４００円 ３連単： ６１０，８１７，８００円 計： １，６９６，２１８，３００円

払 戻 金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � １４０円 � ２９０円 枠 連（５－７） ３５０円

普通馬連 �� ４８０円 馬 単 �� １，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� １，０８０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� ３，２００円 ３ 連 単 ��� １１，９４０円

票 数

単勝票数 計 ５７２５１８ 的中 � １５３１５４（１番人気）
複勝票数 計 ６６６６０８ 的中 � １５４３２８（１番人気）� １４１６２９（２番人気）� ４３２４３（６番人気）
枠連票数 計 ７６７３６６ 的中 （５－７） １６３８８２（１番人気）
普通馬連票数 計３４４４３２２ 的中 �� ５３８７０７（１番人気）
馬単票数 計２２８５１３８ 的中 �� １６８７３３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７０３０２９ 的中 �� ８５２３４（１番人気）�� １４２９４（１６番人気）�� ２０１４９（１０番人気）
３連複票数 計２４１５０２４ 的中 ��� ５５８３８（９番人気）
３連単票数 計６１０８１７８ 的中 ��� ３７７６３（２７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．２―３５．８―４７．８―１：００．１―１：１１．７―１：２２．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スプートニク �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 スリルシヨー デビュー ２００３．１０．１２ 東京９着

２００１．３．６生 牡５栗 母 ミストラルアゲン 母母 サ イ セ リ ヤ ２１戦５勝 賞金 ７８，３０３，０００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。



（１８東京３）第２日 ５月２１日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８７頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

３６９，８８０，０００円
１，６９０，０００円
１６，６９０，０００円
１，８２０，０００円
１，４００，０００円
４３，６６０，０００円
４０，８１０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

６９，１７４，０００円
５，５２８，０００円
１，８８８，７００円

勝馬投票券売得金
８３４，３０２，６００円
８４８，４８３，５００円
１，４９７，１６０，３００円
６，２２３，１８１，０００円
４，０８０，２１３，９００円
１，１３１，７２３，９００円
５，３７４，８３９，７００円
９，０６９，４２５，８００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 ２９，０５９，３３０，７００円

総入場人員 ９１，０１３名 （有料入場人員 ８８，５１３名）




