
１１０７３ ５月１２日 晴 良 （１９東京２）第７日 第１競走 ��１，３００�サラブレッド系３歳
発走１０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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

７１２� アイファーチヨオー 牡３芦 ５６
５５ ☆鮫島 良太中島 稔氏 小島 茂之 静内 静内山田牧場 ４７２－１６１：１９．９ ９．３�

４５ �� サルバドールボス 牡３栗 ５６ 松岡 正海則武 輝一氏 斎藤 宏 青森 坂下 栄蔵 ５０２－ ６１：２０．１１� ２．８�
６９ イーサンラヴ 牝３青鹿５４ 内田 博幸国本 勇氏 高橋 裕 門別 新井 弘幸 ４４２＋１２１：２０．２� ３．０�

（大井）

１１ � ダイワデリンジャー 牡３栗 ５６ 武士沢友治大城 敬三氏 中野渡清一 新冠 ハシモトフアーム ４４６－ ８１：２１．４７ １５．３�
８１４� アリマフェニックス 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義有馬 博文氏 加藤 和宏 平取 北島牧場 ５１８＋１０１：２１．５クビ ５．１�
５７ � リアルファンタジー 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹�グランド牧場 水野 貴広 静内 グランド牧場 ４６０＋１２ 〃 クビ ７１．８�
５８ � オ レ ノ ウ マ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春小田切有一氏 矢野 進 静内 桑嶋 峰雄 ４７８± ０１：２１．７１� ２４．２	
２２ � ブライティアレナ 牝３栗 ５４

５３ ☆大野 拓弥小林 昌志氏 的場 均 門別 原田牧場 ４６４－ ４ 〃 クビ １３０．６

７１１� バトルソニック 牡３鹿 ５６ 石神 深一宮川 秋信氏 佐藤 吉勝 浦河 桑田牧場 B４４６＋ ６１：２１．９１ ７１．５�
３４ � アルファスマイル 牝３黒鹿５４ 中谷 雄太�貴悦 西塚 安夫 平取 赤石牧場 ４０４－ ８１：２２．０� ４２６．４
８１３ シャインウッキー 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝皆川 博文氏 根本 康広 浦河 向別牧場 ４４０＋ ２１：２２．４２� ２０．１�
４６ � ヤマノフェロー 牡３栗 ５６ 秋山真一郎澤村 敏雄氏 加賀 武見 様似 北澤 正則 ５４４－ ４１：２２．５クビ ５５．２�
６１０ シーズンインザサン 牝３栗 ５４ 吉田 豊 �高木競走馬育成牧場 高木 登 浦河 帰山 清貴 ４５８－ ２１：２２．７１� ９８．１�
３３ ベ ニ ノ ユ カ 牝３鹿 ５４ 五十嵐雄祐�紅谷 秋山 雅一 浦河 カナイシスタッド ４２６ ―１：２２．８� ２４．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，９０７，８００円 複勝： １８，４１７，９００円 枠連： ２０，０８９，４００円

普通馬連： ７３，５７１，０００円 馬単： ６４，７１１，４００円 ワイド【拡大馬連】： １９，０７５，５００円

３連複： ８８，９４１，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３００，７１４，８００円

払 戻 金

単 勝 � ９３０円 複 勝 � ２２０円 � １２０円 � １２０円 枠 連（４－７） １，４００円

普通馬連 �� １，３７０円 馬 単 �� ３，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ４２０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� １，０８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５９０７８ 的中 � １３４９７（４番人気）
複勝票数 計 １８４１７９ 的中 � １５４９３（４番人気）� ４７２１９（１番人気）� ４７０４４（２番人気）
枠連票数 計 ２００８９４ 的中 （４－７） １０６４０（５番人気）
普通馬連票数 計 ７３５７１０ 的中 �� ３９７３０（５番人気）
馬単票数 計 ６４７１１４ 的中 �� １４００１（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９０７５５ 的中 �� １０４８８（４番人気）�� １０３０６（５番人気）�� ２７４４８（１番人気）
３連複票数 計 ８８９４１８ 的中 ��� ６０９９８（２番人気）

ハロンタイム ７．１―１０．８―１１．７―１２．１―１２．５―１２．５―１３．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１７．９―２９．６―４１．７―５４．２―１：０６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．３―３F３８．２
３ １２（５，９）－８－（６，４，７，１０）（２，１，３，１３）（１１，１４） ４ １２（５，９）－８－４（７，１０）（６，１）（３，１４，１３）２，１１

勝馬の
紹 介

�アイファーチヨオー �
�
父 デ ィ ア ブ ロ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００６．１１．１１ 京都５着

２００４．３．１８生 牡３芦 母 ヨシノレディー 母母 ポイントゲツター ７戦１勝 賞金 ８，５００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 アルファスマイル号は，平成１９年６月１２日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１０７４ ５月１２日 晴 良 （１９東京２）第７日 第２競走 ��１，４００�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

１：２２．４
１：２１．９

稍重

重

５８ � サクセスサーマル 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆鮫島 良太�嶋 哲氏 久保田貴士 浦河 谷川牧場 ４４４－ ４１：２５．８ ２．６�

７１２� マイネルサテライト 牡３栗 ５６ 田中 勝春 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム ４６６－ ６１：２６．７５ ７．９�

３３ アルファトミー 牡３青鹿５６ 中谷 雄太�貴悦 斎藤 宏 三石 澤田 嘉隆 ４６８－ ２１：２７．０１� １６．２�
４６ � アツキオモイ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹丸岡 啓一氏 鈴木 勝美 新冠 ムラカミファーム ４５８＋１３ 〃 クビ ５２．３�
８１４ ウエストライン 牝３青鹿５４ 内田 博幸水上ふじ子氏 嶋田 潤 静内 塚田 達明 ４１８－ ２１：２７．３２ ２．２�

（大井）

２２ � サンベルナール 牡３鹿 ５６ 石神 深一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 新冠 斉藤 安行 ４３６－ ２ 〃 ハナ １５．４�

６９ � ゲイルハリケーン 牡３黒鹿５６ 江田 照男�RRA 田中 清隆 早来 ノーザンファーム ５０８－１２１：２７．７２� ３７．５	
７１１ スパークチェリー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司チエリー商事
 嶋田 功 三石 大塚牧場 ４９６± ０１：２７．８� ８６．５�
６１０ エイブルシチー 牡３芦 ５６

５５ ☆大野 拓弥 �友駿ホースクラブ 崎山 博樹 静内 光丘牧場 ４４０＋ ２１：２７．９� ２３．５�
８１３� クロスナビゲーター 牡３青鹿５６ 郷原 洋司佐々木 徹氏 郷原 洋行 新冠 シンユウフアーム ５１２－ ６１：２８．４３ ８７．９
４５ � ア ム ス 牡３黒鹿５６ 武士沢友治矢城辰之助氏 笹倉 武久 門別 中川 浩典 ４６２－１０１：２８．８２� １９９．１�
５７ タケイチバン 牡３鹿 ５６ 横山 義行大湯 幸栄氏 岩城 博俊 浦河 向別牧場 ５１２＋ ８１：２９．２２� ６８．３�
３４ � カンセイショウリ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝山田 春枝氏 佐々木亜良 新冠 蛯名牧場 ４８６ ―１：２９．７３ ９７．８�
１１ マヤクラッシー 牝３鹿 ５４ 田面木博公�まの 蛯名 信広 浦河 市川フアーム ４１２＋ ６１：３１．１９ ３０３．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２２，０７３，６００円 複勝： ２０，５４２，９００円 枠連： ２４，７７８，５００円

普通馬連： ７８，５１４，４００円 馬単： ７５，９９８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，６０６，１００円

３連複： ９８，２７３，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３４２，７８６，５００円

払 戻 金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １２０円 � ２１０円 � ２８０円 枠 連（５－７） ７６０円

普通馬連 �� ９９０円 馬 単 �� １，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ５６０円 �� １，２５０円

３ 連 複 ��� ３，３７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２０７３６ 的中 � ６９２６６（２番人気）
複勝票数 計 ２０５４２９ 的中 � ６６５３５（１番人気）� ２１７２４（３番人気）� １４２４３（４番人気）
枠連票数 計 ２４７７８５ 的中 （５－７） ２４２２７（２番人気）
普通馬連票数 計 ７８５１４４ 的中 �� ５８８８７（２番人気）
馬単票数 計 ７５９９８０ 的中 �� ３９３５９（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２６０６１ 的中 �� １５２５７（２番人気）�� １００７９（４番人気）�� ４１２３（１３番人気）
３連複票数 計 ９８２７３０ 的中 ��� ２１５５０（１０番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１２．０―１１．９―１１．９―１２．５―１３．３

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サクセスサーマル �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．１２．１７ 中山６着

２００４．４．２２生 牡３黒鹿 母 サクセスビューティ 母母 アワーミスレッグス ６戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マヤクラッシー号は，平成１９年７月１２日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１０７５ ５月１２日 晴 良 （１９東京２）第７日 第３競走 ��
��１，６００�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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

１１ � クラスアクト 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 久保田貴士 早来 ノーザンファーム ５００－ ２１：３８．７ ２７．６�

６１２ ヘンリーゴンドーフ 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８０－ ８ 〃 クビ ３．８�
（大井）

２３ � フジマサマックス 牡３栗 ５６ 松岡 正海藤原 正一氏 奥平 雅士 静内 飛野牧場 ５５２－ ２１：３８．８� ２．９�
２４ � トウショウサウンド 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司トウショウ産業� 保田 一隆 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４６６＋ ２１：３９．１１	 １８．２�
４８ � アストラルレイ 牡３青 ５６

５５ ☆大野 拓弥加藤 厚子氏 松永 康利 静内 野坂牧場 ４９８－ ６１：３９．７３� １３．３�
１２ 
 ピクシーザダンス 牡３鹿 ５６

５５ ☆鮫島 良太深見 富朗氏 白井 寿昭 米 Dan Kenny ４４４± ０１：３９．８クビ １５．０	
６１１� ラッシュモア 牡３鹿 ５６ 吉田 豊齊藤四方司氏 浅野洋一郎 静内 千代田牧場 ４７０＋ ２１：４０．０１� ５．０

８１５ クリノミカエル 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹栗本 博晴氏 高橋 義博 三石 谷口育成牧場 ５１２＋ ４ 〃 クビ １６１．７�
５９ � コウヨウウェーブ 牡３芦 ５６ 江田 照男寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 谷川牧場 ４８８－ ６１：４０．２１ １０７．０�
５１０�� シンワスターコウジ 牡３黒鹿５６ 松田 大作若尾 昭一氏 田村 康仁 三石 土田農場 ４５８＋１８ 〃 クビ ８９．３
７１４� ダイワスワット 牡３栗 ５６ 藤田 伸二大城 敬三氏 嶋田 功 門別 豊洋牧場 ４４６－ ８１：４０．８３� １６．４�
８１６ シルクインスパイア 牡３鹿 ５６ 田面木博公有限会社シルク蛯名 信広 新冠 中央牧場 ４８０± ０ 〃 ハナ １５９．４�
３６ 
 カネトシソレイユ 牡３鹿 ５４ 田中 勝春兼松 利男氏 矢作 芳人 豪

Gainsborough Stud Aus-
tralia Pty Ltd, Arrowfield
Group Pty Ltd

４８６－ ８１：４１．３３ １１．２�
３５ モンドールシチー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲千葉 直人 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 新冠 競優牧場 ５００－ ２１：４１．４クビ ２８１．６�
７１３
 ダイワオージー 牡３鹿 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 増沢 末夫 豪 Katom, Chel-

ston Ireland Ltd ５０８± ０１：４１．６１� ４１．３�
４７ � ダイワファントム 牡３栃栗５６ 武士沢友治大城 敬三氏 田中 清隆 静内 千代田牧場 ４７６－ ４１：４２．１３ ２９０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，８６２，７００円 複勝： ２６，２５２，４００円 枠連： ２８，２００，４００円

普通馬連： ８８，９６４，５００円 馬単： ７３，６０７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，７１０，０００円

３連複： １０６，０２７，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３６５，６２４，８００円

払 戻 金

単 勝 � ２，７６０円 複 勝 � ５００円 � １４０円 � １４０円 枠 連（１－６） １，１８０円

普通馬連 �� ５，９５０円 馬 単 �� １５，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１６０円 �� １，１１０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ６，４００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９８６２７ 的中 � ５６７２（９番人気）
複勝票数 計 ２６２５２４ 的中 � ９０２１（９番人気）� ６０９０８（１番人気）� ５７２１１（２番人気）
枠連票数 計 ２８２００４ 的中 （１－６） １７７３２（５番人気）
普通馬連票数 計 ８８９６４５ 的中 �� １１０４６（２６番人気）
馬単票数 計 ７３６０７０ 的中 �� ３４０２（６０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２７１００ 的中 �� ２３７８（２９番人気）�� ４７９３（１４番人気）�� １８３２０（１番人気）
３連複票数 計１０６０２７８ 的中 ��� １２２４５（２３番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．７―１１．５―１２．６―１２．６―１２．３―１３．３―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．３―３４．８―４７．４―１：００．０―１：１２．３―１：２５．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．３―３F３８．７
３ ２，１６，１３（４，１２，６，８）（１，１４）１５（９，１１）（７，１０）－３－５ ４ ２，１６（４，１３）（１２，６，８）（１，１４）（９，１１，１５）３（７，１０）＝５

勝馬の
紹 介

�クラスアクト �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Far Out East デビュー ２００７．４．２２ 東京１０着

２００４．２．２４生 牡３黒鹿 母 ベルオブアムハースト 母母 Belle Noel ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔騎手変更〕 クリノミカエル号の騎手大庭和弥は，騎乗停止のため勝浦正樹に変更。
〔制裁〕 ヘンリーゴンドーフ号の騎手内田博幸は，４コーナーで内側に斜行したことについて戒告。

クラスアクト号の騎手蛯名正義は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
※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。



１１０７６ ５月１２日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （１９東京２）第７日 第４競走 ��３，０００�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

８１３� タイキダイナスティ 牡８栗 ６０ 横山 義行�大樹ファーム 土田 稔 米 Taiki Farm B５１２－ ４３：１７．９ ２．５�

５８ � ウォッチンザスカイ 牡５栗 ６０ 鈴木 慶太�グリーンテック柴田 政人 門別 信育成牧場 ４５２－ ２３：１８．５３� １５．８�
６９ マイネルレジオ 牡７鹿 ６０ 沢 昭典 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 三石 酒井 利英 ５０６－１０３：１９．６７ １１６．０�
７１２� レッツゴーアテネ 	６黒鹿６０ 金子 光希広田 健司氏 二本柳俊一 静内 岡田牧場 ４５６－１０３：１９．８１� ３０．３�
３３ � ラドランデンジャー 牡５黒鹿６０ 五十嵐雄祐村中 徳広氏 鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 ４９６＋ ４３：２１．１８ ３．３�
４６ サ ム タ イ ム 牝５青鹿５８ 山本 康志渡辺 典六氏 嶋田 潤 静内 大典牧場 ４９０＋ ２３：２１．９５ ５．３	
２２ � リバルドボーイ 牡５鹿 ６０ 平沢 健治河野 保雄氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ４９２－ ４３：２２．０クビ １４．２

７１１�� メジロミッチェル 牡５鹿 ６０ 高野 和馬メジロ商事� 谷原 義明 青森 大久保 寛 ４６０－ ４３：２２．８５ １８６．５�
８１４�
 キャスティング 牡４鹿 ５９ 江田 勇亮谷口 貞保氏 河野 通文 新冠 カミイスタット ５２２＋１０３：２３．０１� １２．０�
４５ ジョニーローズ 牡４鹿 ５９ 石神 深一柳葉 敏郎氏 石毛 善彦 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４６４－ ８３：２３．６３� １７４．３
６１０�� タマモアーチスト 牡７栗 ６０ 伊藤 直人タマモ� 伊藤 圭三 門別 藤本ファーム ５０６＋ ６３：２８．３大差 １３．６�
３４ � フジノリサコ 牝５鹿 ５８ 蓑島 靖典�富士開発 後藤 由之 様似 ホウセイ牧場 ４５２＋ ４３：２８．４クビ １３４．４�
５７ タマモヘヴン 牡４鹿 ５９ 柴田 大知タマモ� 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４９４＋１０３：３０．４大差 ７３．５�

（１３頭）
１１ サンダーロード 牡５栗 ６０ 矢原 洋一加藤 信之氏 中川 公成 門別 中川牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １４，５７３，０００円 複勝： １２，９７８，３００円 枠連： １８，２１２，９００円

普通馬連： ５９，６８８，４００円 馬単： ５７，２８９，９００円 ワイド【拡大馬連】： １４，１７８，８００円

３連複： ８０，８０６，３００円 ３連単： 発売なし 計： ２５７，７２７，６００円

払 戻 金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � ２９０円 � １，１２０円 枠 連（５－８） １，０２０円

普通馬連 �� １，４６０円 馬 単 �� ２，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� ３，７４０円 �� ８，５２０円

３ 連 複 ��� ３５，６３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４５７３０ 的中 � ４６６２０（１番人気）
複勝票数 計 １２９７８３ 的中 � ４０５０４（１番人気）� １０１３３（５番人気）� ２０３６（９番人気）
枠連票数 計 １８２１２９ 的中 （５－８） １３２０４（４番人気）
普通馬連票数 計 ５９６８８４ 的中 �� ３０３００（５番人気）
馬単票数 計 ５７２８９９ 的中 �� １９１１２（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４１７８８ 的中 �� ６４０２（６番人気）�� ９００（３２番人気）�� ３９１（４８番人気）
３連複票数 計 ８０８０６３ 的中 ��� １６７４（７２番人気）

上り １マイル １：４８．７ ４F ５６．２－３F ４２．５
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�タイキダイナスティ �
�
父 Kingmambo �

�
母父 Key to the Mint デビュー ２００２．４．７ 中山５着

１９９９．４．３生 牡８栗 母 Villa Rose 母母 Hatton’s Rose 障害：７戦１勝 賞金 １８，７５０，０００円
〔出走取消〕 サンダーロード号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 サムタイム号の騎手大庭和弥は，騎乗停止のため山本康志に変更。
※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） ５頭 グローリージョン号・ダグラスフォンテン号・タケノフェロー号・ノボライトニング号・ユメノジェネラス号



１１０７７ ５月１２日 晴 良 （１９東京２）第７日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時２０分 （芝・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

１：４５．４
１：４４．１

良

良

７１２� アキクサクイン 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝井口 莞爾氏 浅野洋一郎 浦河 川越ファーム ４２４－ ２１：４８．９ ３９．５�

７１３� ホッテストチケット 牝３鹿 ５４ 田中 勝春金子真人ホール
ディングス� 高市 圭二 静内 橋本牧場 ４３６± ０ 〃 ハナ １．７�

５９ �� ダイワジェラート 牝３青鹿５４ 藤田 伸二大城 敬三氏 秋山 雅一 千歳 社台ファーム ４２８± ０１：４９．１１� ８．８�
８１５ ペ チ カ 牝３芦 ５４ 横山 典弘吉田 照哉氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム ４７０± ０１：４９．３１� ３．３�
６１１ スイートジャスミン 牝３黒鹿５４ 北村 宏司シンボリ牧場 坂本 勝美 門別 シンボリ牧場 ４５４ ―１：４９．９３� ２７．９�
３４ ビカムアレジェンド 牝３黒鹿５４ 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 菅原 泰夫 静内 井高牧場 ４４４－ ８ 〃 クビ ４５．５�
５８ ヘリオドール 牝３栗 ５４ 福永 祐一	三嶋牧場 矢野 照正 浦河 斉藤 英 ４１６－ ６１：５０．０クビ １４９．２

４６ � アサクサシャトル 牝３芦 ５４ 蛯名 正義田原 慶子氏 佐々木亜良 千歳 社台ファーム ４６６－ ４１：５０．１� ７６．６�
８１４� トーホウカスガ 牝３栗 ５４ 吉田 豊東豊物産� 高橋 裕 門別 長谷川 一男 ４５０± ０１：５０．４２ ３４．４�
６１０�� トーセンメゴヒメ 牝３鹿

５４
５３ ☆大野 拓弥島川 哉氏 鈴木 勝美 浦河 日優牧場 ４８４± ０１：５０．６１� １４．８�

２２ � コウヨウオラリア 牝３鹿 ５４
５３ ☆鮫島 良太寺内 正光氏 山田 要一 浦河 谷川牧場 ４５８－１６１：５０．７クビ ４４．０�

１１ プリモスペシャル 牝３鹿 ５４ 五十嵐雄祐	グランド牧場 高橋 祥泰 浦河 村下 明博 ４０８－ ８ 〃 ハナ ２９９．２�
３５ � サキノローレル 牝３鹿 ５４ 江田 照男�原 富夫氏 大和田 稔 三石 信田牧場 ４０２－ ４１：５０．８クビ ２６７．０�
２３ ミサトペニー 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹戸部 洋氏 谷原 義明 門別 藤本 友則 ３９４＋ ２１：５０．９� １００．９�
４７ ボネルージュ 牝３鹿 ５４ 横山 義行山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４８２＋ ８ 〃 アタマ ２８５．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，９７０，６００円 複勝： ２２，３９０，０００円 枠連： ２７，１０７，２００円

普通馬連： ８８，２６８，７００円 馬単： １０５，３１２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，９０７，３００円

３連複： １１４，０７６，５００円 ３連単： 発売なし 計： ４０５，０３２，６００円

払 戻 金

単 勝 � ３，９５０円 複 勝 � ６００円 � １１０円 � ２２０円 枠 連（７－７） ２，７７０円

普通馬連 �� ２，５１０円 馬 単 �� ８，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８７０円 �� ２，０１０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ４，２００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２９７０６ 的中 � ４５９３（７番人気）
複勝票数 計 ２２３９００ 的中 � ５９３２（８番人気）� ８６４６９（１番人気）� ２１３１９（３番人気）
枠連票数 計 ２７１０７２ 的中 （７－７） ７２４３（９番人気）
普通馬連票数 計 ８８２６８７ 的中 �� ２６０３９（８番人気）
馬単票数 計１０５３１２３ 的中 �� ９６３７（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４９０７３ 的中 �� ６８０６（８番人気）�� ２８１１（１９番人気）�� １９２５７（２番人気）
３連複票数 計１１４０７６５ 的中 ��� ２００７８（１１番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．７―１１．２―１２．０―１２．１―１２．４―１２．０―１２．６―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．４―３４．６―４６．６―５８．７―１：１１．１―１：２３．１―１：３５．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F５０．２―３F３７．８

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

勝馬の
紹 介

�アキクサクイン �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００７．２．１８ 京都１２着

２００４．３．２７生 牝３鹿 母 ア キ ク サ 母母 ダイナイレブン ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 プリモスペシャル号は，平成１９年６月１２日まで平地競走に出走できない。



１１０７８ ５月１２日 晴 良 （１９東京２）第７日 第６競走 ��
��１，６００�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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

４４ � ドラゴンファイヤー 牡３栗 ５６ 田中 勝春窪田 康志氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４６４＋ ４１：３６．８ ２．３�

５５ � タカラトゥルー 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二村山 義男氏 国枝 栄 米 Padua
Stables B５０４－ ８１：３７．７５ ２６．１�

８１０ リワードアルビオン 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 信成牧場 ５２０－ ６１：３７．８� ６．２�
３３ ディアーウィッシュ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸臼田 浩義氏 秋山 雅一 早来 ノーザンファーム ５２０－１０１：３８．７５ ７．８�

（大井）

８９ 	� モンテグリーン 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝毛利 喜昭氏 田村 康仁 浦河 富田牧場 ４６２＋ ２１：３８．９１
 ３９．９�
７８ スターシップ 牡３芦 ５６

５５ ☆鮫島 良太 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４５４＋ ４１：３９．０クビ ２２．０�
１１ トーセンゴライアス 牡３芦 ５６ 北村 宏司島川 	哉氏 増沢 末夫 千歳 社台ファーム ５４４－ ２１：３９．３１� ２．６

７７ セントラルボーイ 牡３青鹿５６ 横山 義行玉井 英夫氏 岩城 博俊 門別 有限会社

飯田牧場 B４７４± ０１：３９．４� １６０．３�
６６ � マルチヒット 牡３栗 ５６ 柴田 善臣島田 久氏 小西 一男 浦河 高岸 節雄 ４２０－ ６ 〃 ハナ ９４．７�
２２ ア ヤ メ 牝３黒鹿５４ 福永 祐一 ローレルレーシング 矢野 照正 門別 白井牧場 ４７６＋ ４１：３９．９３ ５１．２�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２７，００９，３００円 複勝： ２４，０３８，７００円 枠連： ２２，７０４，７００円

普通馬連： ９３，６４２，９００円 馬単： １０２，２６５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，２３４，６００円

３連複： １１０，２１９，３００円 ３連単： 発売なし 計： ４０４，１１５，１００円

払 戻 金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � ３６０円 � １９０円 枠 連（４－５） １，５６０円

普通馬連 �� １，４２０円 馬 単 �� ２，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� ３２０円 �� １，３００円

３ 連 複 ��� ３，１６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７００９３ 的中 � ９４７０５（１番人気）
複勝票数 計 ２４０３８７ 的中 � ７１３７０（１番人気）� １２５５７（５番人気）� ３０６６１（４番人気）
枠連票数 計 ２２７０４７ 的中 （４－５） １０７７９（６番人気）
普通馬連票数 計 ９３６４２９ 的中 �� ４８８８５（６番人気）
馬単票数 計１０２２６５６ 的中 �� ３３５３４（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４２３４６ 的中 �� ８７３３（７番人気）�� ２１１８５（３番人気）�� ４２０７（１３番人気）
３連複票数 計１１０２１９３ 的中 ��� ２５７５４（９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．４―１１．８―１２．０―１２．１―１２．６―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．７―３５．１―４６．９―５８．９―１：１１．０―１：２３．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ドラゴンファイヤー �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー ２００６．１１．１１ 東京２着

２００４．４．９生 牡３栗 母 マジカルウーマン 母母 ブレイブウーマン ５戦２勝 賞金 １９，６１２，０００円
〔発走状況〕 モンテグリーン号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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。



１１０７９ ５月１２日 晴 良 （１９東京２）第７日 第７競走 ��
��２，０００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２０分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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

１：５８．０
１：５６．４

良

良

５５ � サケダイスキ 牡４鹿 ５７
５６ ☆大野 拓弥臼井義太郎氏 奥平 雅士 平取 二風谷ファーム ４６４－１８２：００．８ １８．４�

２２ � ナスノハツカゼ 牡４青鹿５７ 内田 博幸�須野牧場 平井 雄二 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 ４５８± ０ 〃 クビ ２．６�

（大井）

７７ 	 マイネルグロリアス 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 柄崎 孝 三石 田中 春美 ５０８± ０２：０１．０１
 ２．２�

１１ �	 マイネルメロス 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 堀井 雅広 静内 大典牧場 ４５８－ ８ 〃 ハナ ５．８�

４４ � マイスターキング 牡４黒鹿５７ 藤田 伸二穴澤 正氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４９２＋１０２：０１．１� ７．３�
３３ � ゴールドカフェ ７栗 ５７

５４ ▲小島 太一西川 恭子氏 蛯名 信広 米 Lucille
Conover B４４８＋ ４２：０１．７３� ３５．７	

６６ � フジノスプレンダー ５栗 ５７ 田面木博公�富士開発 蛯名 信広 浦河 向別牧場 ４６４－ ６２：０３．０８ ７２．２


（７頭）

売 得 金

単勝： ２２，１９８，０００円 複勝： １７，７１５，９００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ７７，６６５，４００円 馬単： ９５，６６６，９００円 ワイド【拡大馬連】： １２，８３７，９００円

３連複： ８４，１５６，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３１０，２４０，４００円

払 戻 金

単 勝 � １，８４０円 複 勝 � ５９０円 � １５０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� １，６４０円 馬 単 �� ５，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� ５１０円 �� １６０円

３ 連 複 ��� １，１８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２１９８０ 的中 � ９５１１（５番人気）
複勝票数 計 １７７１５９ 的中 � ８７７０（５番人気）� ５８９４９（１番人気）
普通馬連票数 計 ７７６６５４ 的中 �� ３５１４５（７番人気）
馬単票数 計 ９５６６６９ 的中 �� １４０４８（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２８３７９ 的中 �� ５３３６（７番人気）�� ５０８９（８番人気）�� ２８２７７（１番人気）
３連複票数 計 ８４１５６３ 的中 ��� ５２８８２（５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．８―１１．７―１２．０―１２．５―１２．６―１２．５―１１．４―１１．７―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２４．３―３６．０―４８．０―１：００．５―１：１３．１―１：２５．６―１：３７．０―１：４８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．７―３F３５．２

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

勝馬の
紹 介

�サケダイスキ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 トウシヨウボーイ

２００３．４．８生 牡４鹿 母 パーティプラザ 母母 パ ー ソ ネ ラ ４戦１勝 賞金 ８，７００，０００円
初出走 JRA

※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。



１１０８０ ５月１２日 晴 良 （１９東京２）第７日 第８競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５５分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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

１：２２．４
１：２１．９

稍重

重

２３ ストロングラムダ 牡４栗 ５７ 北村 宏司村木 篤氏 増沢 末夫 静内 千代田牧場 B４９８－１０１：２５．２ ２．４�

８１５ メンバーズボンド �４鹿 ５７ 松岡 正海吉田 勝己氏 斎藤 誠 早来 ノーザンファーム ４５２＋ ４１：２５．３� ２．７�
７１４ ゴーゴーゴー 牡５栗 ５７ 田中 勝春澤 洋氏 河野 通文 静内 マークリ牧場 ４８６－１２１：２５．５１	 ７．４�
８１６
 スカーリイベイビー 牝５鹿 ５５ 穂苅 寿彦櫻井 正氏 和田 正道 米 Sez Who Thor-

oughbreds ４７０＋ ４１：２５．６� １１．９�
５１０
 ハギノセレクション 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝日隈 良江氏 和田 正道 英 Cheveley Park

Stud Ltd ４８２－ ３１：２５．９１� ２４．０�
７１３
 ダノンエトランゼル 牝４鹿 ５５ 四位 洋文�ダノックス 加藤 和宏 米 Fontainebleau

Farm Inc. ４７４＋１６ 〃 アタマ １９．２�
５９ 
 ワンダールビアノ 牡４芦 ５７ 秋山真一郎山本 信行氏 領家 政蔵 米

Belvedere
Farm Inc. &
Jim Moloney

４７８－ ６１：２６．２１� １００．７	
４８ ブライティアメッセ 牝４黒鹿５５ 勝浦 正樹小林 昌志氏 藤原 辰雄 平取 コアレススタッド ４４８＋ ４１：２６．４１ ２２．６

３６ ミヨノインパクト 牝５鹿 ５５ 郷原 洋司�関根商事 郷原 洋行 新冠 渕瀬フアーム ４７４－１０１：２６．５� １２７．７�
４７ 
 サンワードトリッピ 牡４鹿 ５７ 福永 祐一古谷 敏明氏 白井 寿昭 米 Sally J.

Anderson ４７２＋ ６１：２６．６� ９０．７
３５ � グロリアスヴュー �５栗 ５７ 古川 吉洋 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 戸田 博文 門別 槇本牧場 B４６０－ ８ 〃 ハナ １２２．２�
６１２ メダイユドール 牝４栗 ５５ 蛯名 正義 �丸村村下ファーム佐々木亜良 浦河 丸村村下

ファーム ４４６＋１０１：２６．７� ５３．７�
２４ � トウカイタイクーン �４栗 ５７ 柴田 善臣内村 正則氏 栗田 博憲 平取 二風谷ファーム B４９４＋ ４ 〃 クビ ３５．２�
１２ � アジアンティック 牝４鹿 ５５ 吉田 豊ディアレスト 秋山 雅一 三石 水丸牧場 ４６２＋ ４１：２７．２３ １１６．５�
１１  リニモスター 牡４芦 ５７ 江田 照男山田 裕仁氏 清水 英克 門別 かみむら牧場 ４９４＋１０１：２８．７９ ３０７．４�
６１１� エイユートレジャー 牡５鹿 ５７ 武士沢友治笹部 義則氏 保田 一隆 新冠 対馬 正 ４４４－１９１：２９．２３ ３１９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，０８９，７００円 複勝： ２７，７９９，９００円 枠連： ３８，６７９，９００円

普通馬連： １２４，８０３，８００円 馬単： １１３，０４２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，９４０，６００円

３連複： １５１，８６０，９００円 ３連単： 発売なし 計： ５１３，２１７，０００円

払 戻 金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � １２０円 � １６０円 枠 連（２－８） ２８０円

普通馬連 �� ３８０円 馬 単 �� ７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ３５０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ７２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６０８９７ 的中 � ８８８５３（１番人気）
複勝票数 計 ２７７９９９ 的中 � ７７２６６（１番人気）� ７００４８（２番人気）� ３４５４６（３番人気）
枠連票数 計 ３８６７９９ 的中 （２－８） １０５３６４（１番人気）
普通馬連票数 計１２４８０３８ 的中 �� ２４６４３６（１番人気）
馬単票数 計１１３０４２２ 的中 �� １１２２１３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０９４０６ 的中 �� ４８２３１（１番人気）�� ２０１１３（３番人気）�� ２３３６４（２番人気）
３連複票数 計１５１８６０９ 的中 ��� １５６２８１（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．６―３５．５―４８．０―１：００．４―１：１２．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストロングラムダ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Cure the Blues デビュー ２００５．１０．２９ 東京７着

２００３．４．１生 牡４栗 母 ビルトシェーン 母母 Top Tart ６戦２勝 賞金 １８，１００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 リニモスター号は，平成１９年６月１２日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ケイアイマイバッハ号



１１０８１ ５月１２日 晴 良 （１９東京２）第７日 第９競走 ��
��２，０００�

な つ こ だ ち

夏 木 立 賞
発走１４時３０分 （芝・左）

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 １，５００，０００円 １，０００，０００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

１：５８．０
１：５６．４

良

良

５５ � サンワードブル 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝古谷 敏明氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４３８± ０１：５９．４ １８．７�

８１１�� シ グ ナ リ オ 牡３栗 ５６ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５２－ ２１：５９．６１� ２．２�

４４ � マイネルビジュー 牡３栗 ５６ 鮫島 良太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 小笠 倫弘 浦河 丸村村下

ファーム ４４４＋ ４ 〃 クビ ２１．３�
５６ オーシャンクルーズ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二上田 宗義氏 昆 貢 新冠 村田牧場 ４５６± ０１：５９．７	 ３．９�
７１０�� ロックザキャスバ 牡３黒鹿５６ 内田 博幸�瀬 真尚氏 萩原 清 静内 矢野牧場 ４８０－１６１：５９．８	 １７．８�

（大井）

３３ リンガスファースト 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣伊藤 巖氏 萩原 清 門別 出口 悟 ４４８－１０ 〃 クビ １２．４�
６７ � マイネルブリアー 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 門別 田端牧場 ５０２± ０２：００．０１ １１．４	
２２ マイサンシャイン 牡３黒鹿５６ 北村 宏司吉田 照哉氏 後藤 由之 千歳 社台ファーム ４７８－ ６２：００．２１	 ２２．６

８１２� ダブルヒーロー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊小川 弘氏 斎藤 宏 浦河 北光牧場 ５１４± ０２：００．４１ １０．６�
６８ リバイバルシチー 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎 �友駿ホースクラブ 加賀 武見 浦河 アイオイファーム ４７８± ０２：００．７２ ９５．４�
７９ �� サンアスレチック 
３黒鹿５６ 福永 祐一加藤 信之氏 小島 茂之 静内 坂本 健一 ４７６± ０２：０１．６５ ６１．３
１１ � キングタキオン 牡３黒鹿５６ 田中 勝春嶋田 賢氏 本郷 一彦 浦河 三嶋牧場 B４７６－ ８２：０２．１３ ２４．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３７，００７，６００円 複勝： ４４，９５２，０００円 枠連： ３９，４７４，６００円

普通馬連： １８７，３８４，９００円 馬単： １２９，１１９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，７４０，６００円

３連複： １４２，０９９，６００円 ３連単： ３７３，３８５，０００円 計： ９９３，１６３，７００円

払 戻 金

単 勝 � １，８７０円 複 勝 � ３７０円 � １４０円 � ４８０円 枠 連（５－８） ３９０円

普通馬連 �� １，９６０円 馬 単 �� ７，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７３０円 �� ２，８３０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� １３，５００円 ３ 連 単 ��� ９９，２７０円

票 数

単勝票数 計 ３７００７６ 的中 � １５６６１（７番人気）
複勝票数 計 ４４９５２０ 的中 � ２６６１３（６番人気）� １１９４９１（１番人気）� １９２５５（８番人気）
枠連票数 計 ３９４７４６ 的中 （５－８） ７５７３２（１番人気）
普通馬連票数 計１８７３８４９ 的中 �� ７０８０９（７番人気）
馬単票数 計１２９１１９４ 的中 �� １３４１４（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９７４０６ 的中 �� １４０１２（７番人気）�� ３３１７（３６番人気）�� ９３２６（１３番人気）
３連複票数 計１４２０９９６ 的中 ��� ７７６９（５３番人気）
３連単票数 計３７３３８５０ 的中 ��� ２７７６（３１９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１１．８―１２．１―１２．６―１２．２―１１．８―１１．０―１１．４―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．６―３５．４―４７．５―１：００．１―１：１２．３―１：２４．１―１：３５．１―１：４６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．１―３F３５．３

３ ３（４，９）（８，１２）（２，１０）（６，５）１１－７－１
２
４

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

勝馬の
紹 介

�サンワードブル �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Affirmed デビュー ２００６．１０．１４ 東京４着

２００４．５．１１生 牡３栗 母 モ カ モ カ 母母 Oh So Smooth ８戦２勝 賞金 １７，７０１，０００円
※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。



１１０８２ ５月１２日 晴 良 （１９東京２）第７日 第１０競走 ��
��２，１００�

こ れ ま さ

是 政 特 別
発走１５時０５分 （ダート・左）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０８．０
２：０５．９

良

良

４８ スズノマグマ 牡４黒鹿５７ 田中 勝春小紫 芳夫氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９２－ ２２：１２．０ ７．６�

６１１ サンシーズン 牡５鹿 ５７ 松田 大作竹内十志夫氏 昆 貢 静内 フジワラフアーム ５１２－ ４２：１２．３１� ３．８�
２４ � リオサンバシチー 牡７鹿 ５７ 蛯名 正義 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 加

Black Canyou
Thoroughbreds
Ltd.

５０６± ０２：１２．４	 ２２．２�
３６ 
 セルフリスペクト 牡６鹿 ５７ 藤田 伸二臼田 浩義氏 鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 ４９６＋ ２２：１２．６１	 １０．１�
６１２
 トシツカサオー 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 ４９４－１４ 〃 ハナ ３４．１�
８１６ ナリタブラック 牡５芦 ５７ 四位 洋文�オースミ 崎山 博樹 浦河 吉田 又治 ４８８－１０ 〃 ハナ ８２．２�
７１４ コウエイノホシ 牡４栗 ５７ 内田 博幸伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ４８８－１０ 〃 ハナ ９．７	

（大井）

３５ パピヨンシチー 牡４黒鹿５７ 安藤 勝己 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 静内 カタオカフアーム ４２０－ ２２：１２．７� ４．０

２３ � クリノダイマオー 牡５黒鹿５７ 松岡 正海栗本 博晴氏 萱野 浩二 早来 ノーザンファーム B５０２＋１６２：１２．８� ７２．６�
１２ グランロワイヤル 牡５黒鹿５７ 鮫島 良太 �サンデーレーシング 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５０４± ０２：１２．９� １９．１
８１５� ダブルブラザー 牡６鹿 ５７ 武士沢友治藤田与志男氏 岩戸 孝樹 米 Jim Hawkins &

Lois Hawkins ４５８－ ４ 〃 クビ ９．０�
１１ 
� リュウゴールド 牡７黒鹿５７ 柴田 善臣福井 章哉氏 武藤 善則 森 笹川大晃牧場 ５０８± ０２：１３．１１� １８．７�
４７ 
 トーセンベルボーイ 牡５芦 ５７ 北村 宏司島川 �哉氏 栗田 博憲 新冠 新冠橋本牧場 ４７２－ ８２：１３．２クビ ２２．２�
５１０
 オースミダンスイン 牡５鹿 ５７ 江田 照男�オースミ 菅原 泰夫 門別 本間牧場 ５５６＋ ２ 〃 クビ ６８．７�
７１３� マツリダタロウ 牡７鹿 ５７ 郷原 洋司小原 巖氏 本郷 一彦 新冠 北星村田牧場 ５０８－ ２２：１４．８１０ ２２１．７�
５９ � ロードライジング 牡６青鹿５７ 横山 典弘 �ロードホースクラブ 森 秀行 鵡川 東振牧場 ４９２－１２２：１５．３３ ４０．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，７１４，８００円 複勝： ４９，２８９，５００円 枠連： ５８，３３７，１００円

普通馬連： ２３６，１３３，６００円 馬単： １３７，７７９，８００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，５７５，０００円

３連複： ２０７，１９６，９００円 ３連単： ４４１，４８３，８００円 計： １，２１５，５１０，５００円

払 戻 金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２８０円 � １７０円 � ５７０円 枠 連（４－６） １，１４０円

普通馬連 �� １，９００円 馬 単 �� ４，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８４０円 �� ２，５８０円 �� １，９８０円

３ 連 複 ��� １３，９１０円 ３ 連 単 ��� ７３，５７０円

票 数

単勝票数 計 ３４７１４８ 的中 � ３６３４３（３番人気）
複勝票数 計 ４９２８９５ 的中 � ４４６３２（４番人気）� ９６１０５（１番人気）� １８５２５（９番人気）
枠連票数 計 ５８３３７１ 的中 （４－６） ３７９０１（５番人気）
普通馬連票数 計２３６１３３６ 的中 �� ９１７７１（７番人気）
馬単票数 計１３７７７９８ 的中 �� ２３７８２（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５０５７５０ 的中 �� １５４６１（６番人気）�� ４７１４（３５番人気）�� ６２１０（２４番人気）
３連複票数 計２０７１９６９ 的中 ��� １０９９９（４８番人気）
３連単票数 計４４１４８３８ 的中 ��� ４４２９（２２０番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．３―１２．６―１３．０―１２．６―１２．５―１２．９―１２．４―１２．７―１２．０―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１８．４―３１．０―４４．０―５６．６―１：０９．１―１：２２．０―１：３４．４―１：４７．１―１：５９．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スズノマグマ �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 Bob Back デビュー ２００６．３．１９ 中山１着

２００３．４．２５生 牡４黒鹿 母 レ ン Ⅱ 母母 In The Rigging ９戦３勝 賞金 ３９，３９８，０００円
※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。



１１０８３ ５月１２日 晴 良 （１９東京２）第７日 第１１競走 ��
��１，４００�第５２回京王杯スプリングカップ（ＧⅡ）

発走１５時４０分 （芝・左）
４歳以上；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．５．１３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，１８．５．１２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 ６０，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，０００，０００円 ６，０００，０００円
付 加 賞 １，３０２，０００円 ３７２，０００円 １８６，０００円
生産者賞
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

１：２０．１
１：１９．０

良

良

４８ � エイシンドーバー 牡５栗 ５７ 福永 祐一平井 豊光氏 小崎 憲 米 Columbi-
ana Farm ４５８－ ８１：２０．０レコード ７．８�

８１７�	 シンボリエスケープ 牡６芦 ５７ 蛯名 正義シンボリ牧場 久保田貴士 門別 和田農林（有） ４７８－ ４ 〃 クビ ２０．６�
６１１ オレハマッテルゼ 牡７栗 ５８ 後藤 浩輝小田切有一氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４７０－ ４１：２０．１クビ ７．１�
３６ 
 マイネルスケルツィ 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 様似 富田 恭司 ５１２＋ ６ 〃 クビ ７．１�
６１２
 フサイチリシャール 牡４芦 ５８ 鮫島 良太関口 房朗氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４９０ １：２０．８４ ８．３�
２４ � フジサイレンス 牡７黒鹿５７ 大野 拓弥浅野 恭秀氏 田子 冬樹 様似 清水スタッド ４９４－ ２１：２１．１１� ４２．７�
５１０� アポロノサトリ 牡４芦 ５７ 藤田 伸二菅原 太陽氏 堀井 雅広 米 Robert Low &

Lawana Low ４４２－１０ 〃 クビ １１．１	
８１８ タガノバスティーユ 牡４鹿 ５７ 吉田 豊八木 良司氏 池添 兼雄 静内 桜井牧場 ５１０－ ８１：２１．２クビ １４０．６

５９

�


	 プリサイスマシーン 牡８鹿 ５８ 松岡 正海池谷 誠一氏 萩原 清 白老 白老ファーム ４７８－ ４ 〃 ハナ ５．７�

８１６� セトノゼディタブ 牡５鹿 ５７ 古川 吉洋難波 澄子氏 南井 克巳 豪 Mr MB Inglis B４７２－ ２ 〃 ハナ ３２．６�
７１３ インセンティブガイ 牡６鹿 ５７ 四位 洋文齊藤四方司氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６２－ ２ 〃 ハナ ２９．０
４７ � ブラックバースピン 牡４青 ５７ 田中 勝春藤田与志男氏 手塚 貴久 米 Arthur I.

Appleton ４８２－ ２ 〃 ハナ １４．８�
３５ � ツルガオカハヤテ �７黒鹿５７ 横山 典弘松本 兼吉氏 伊藤 正徳 静内 藤原牧場 ４６８－１０１：２１．３クビ １３８．２�
１１ �
 グランリーオ 牡７鹿 ５７ 武士沢友治田中 晴夫氏 笹倉 武久 静内 藤沢牧場 ５１８＋ ２１：２１．４� １０５．４�
７１４
 ネイティヴハート 牡９鹿 ５７ 内田 博幸池田 草龍氏 坂本 昇 新冠 明和牧場 B４９４－１２１：２１．６１� ４０．４�

（船橋） （大井）

２３ リキアイタイカン 牡９栗 ５７ 勝浦 正樹高山 幸雄氏 阿部 新生 静内 岡田牧場 ５０４＋ ６１：２１．７� １０４．５�
１２ マイネルアルビオン 牡５青鹿５７ 安藤 勝己 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 浦河 村下 貞憲 ５４４＋ ８１：２１．９１� ２８．１�
７１５
 ピカレスクコート 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 浦河 岡崎牧場 ４９６＋ ２１：２２．１１ ６．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ９７，３６９，４００円 複勝： １３９，９５８，９００円 枠連： １６２，８８１，９００円

普通馬連： ８４７，１８８，５００円 馬単： ４２５，６８０，５００円 ワイド【拡大馬連】： １７５，４８１，３００円

３連複： ８０２，９８８，０００円 ３連単： １，５５７，８７５，７００円 計： ４，２０９，４２４，２００円

払 戻 金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � ２８０円 � ５６０円 � ２４０円 枠 連（４－８） ２，８５０円

普通馬連 �� ８，０２０円 馬 単 �� １５，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，７４０円 �� １，２４０円 �� ２，３５０円

３ 連 複 ��� ２２，１３０円 ３ 連 単 ��� １４１，２１０円

票 数

単勝票数 計 ９７３６９４ 的中 � ９８６９４（５番人気）
複勝票数 計１３９９５８９ 的中 � １３８３３４（５番人気）� ５７２３９（９番人気）� １７４８３６（２番人気）
枠連票数 計１６２８８１９ 的中 （４－８） ４２１８３（１４番人気）
普通馬連票数 計８４７１８８５ 的中 �� ７８０２８（３４番人気）
馬単票数 計４２５６８０５ 的中 �� ２０８８０（６５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１７５４８１３ 的中 �� １５５９０（３６番人気）�� ３５７３２（１３番人気）�� １８２５６（３０番人気）
３連複票数 計８０２９８８０ 的中 ��� ２６７７９（７６番人気）
３連単票数 計１５５７８７５７ 的中 ��� ８１４２（５０３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．２―３４．１―４５．３―５５．９―１：０７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３４．７
３ ６（９，１１）（１，７，１２，１５，１６）（８，１４）（２，１０，１３，１７）（３，５，４）１８ ４ ６（９，１１）（７，１２，１６）（１，１５）（８，１４，１７）（２，１０，１３）（３，４）５，１８

勝馬の
紹 介

�エイシンドーバー �
�
父 Victory Gallop �

�
母父 Kris S. デビュー ２００４．１０．２３ 京都２着

２００２．５．１５生 牡５栗 母 Eishin Georgia 母母 Untamed Spirit １９戦７勝 賞金 ２３１，１３５，０００円
〔発走状況〕 ピカレスクコート号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ８頭 ウインレジェンド号・シアトルユー号・ストーミーカフェ号・トップオブワールド号・ハギノベルテンポ号・

ホーマンアピール号・ロイヤルキャンサー号・ロードフラッグ号
※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。



１１０８４ ５月１２日 晴 良 （１９東京２）第７日 第１２競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時１５分 （芝・左）

牝，１０００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４５．４
１：４４．１

良

良

６８ � ヒシシンエイ 牝６黒鹿５５ 後藤 浩輝阿部雅一郎氏 国枝 栄 新冠 カミイスタット ４７６＋ ６１：４８．３ ２．６�

１１ ジョウノエリザベス 牝４栗 ５５ 横山 典弘小川 義勝氏 藤沢 和雄 門別 三城牧場 B４６０－ ２１：４８．４� ３．２�
３３ �� ケンブリッジマイア 牝４栃栗５５ 四位 洋文中西 健造氏 森 秀行 早来 ノーザンファーム B４４６－ ６１：４８．５� ３４．４�
４４ シルキーステラ 牝５青 ５５ 吉田 豊有限会社シルク尾形 充弘 新冠 早田牧場新

冠支場 ４１８－ ２１：４８．６クビ ２２．５�
８１１ ノ ン キ 牝４青鹿５５ 安藤 勝己小田切有一氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４８０± ０１：４９．１３ ８．３�
６７ �� スマイリングルーラ 牝４栗 ５５ 福永 祐一鈴木 義孝氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４７０－ ６ 〃 クビ ４６．７�
７９ クイックセイコー 牝５黒鹿５５ 柴田 善臣竹國 弘氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ４５４－ ２１：４９．２クビ １６．８�
８１２ ノーザンスター 牝６鹿 ５５ 北村 宏司	ターフ・スポート石栗 龍彦 三石 土田農場 ４６２－ ４ 〃 アタマ ２３．３

２２ ナスノフィオナ 牝５鹿 ５５ 田中 勝春�須野牧場 矢野 照正 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４３８－ ２１：４９．４１ ５．４�
５５ マイネルーシッド 牝５鹿 ５５ 藤田 伸二 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 静内 ビツグレツドフアーム ４００± ０１：４９．５� ３４．５�
５６ �	 レッドスターライト 牝５鹿 ５５

５４ ☆大野 拓弥 	社台レースホース沢 峰次 追分 追分ファーム B４５６－ ８ 〃 ハナ １１１．７�
７１０

�
�
	 フローレストウブ 牝５鹿 ５５ 内田 博幸真部 晴�氏 佐藤 吉勝 新冠 新冠橋本牧場 ４６４－ ４１：４９．９２� ６９．８�

（大井）

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４１，８６５，５００円 複勝： ４９，０３１，７００円 枠連： ４５，１７０，２００円

普通馬連： ２０８，７２７，２００円 馬単： １３６，２２８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，３０３，３００円

３連複： １５７，５８７，６００円 ３連単： ４３４，４９９，８００円 計： １，１１７，４１４，１００円

払 戻 金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � ５００円 枠 連（１－６） ５７０円

普通馬連 �� ５７０円 馬 単 �� １，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� １，１７０円 �� １，３６０円

３ 連 複 ��� ５，０２０円 ３ 連 単 ��� １５，３１０円

票 数

単勝票数 計 ４１８６５５ 的中 � １３０２５９（１番人気）
複勝票数 計 ４９０３１７ 的中 � １２６１１９（１番人気）� ９３７９５（２番人気）� １６６５５（８番人気）
枠連票数 計 ４５１７０２ 的中 （１－６） ５８９０４（１番人気）
普通馬連票数 計２０８７２７２ 的中 �� ２７３１８４（１番人気）
馬単票数 計１３６２２８８ 的中 �� ９６７８０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４３０３３ 的中 �� ４４１０９（１番人気）�� ８６４１（１６番人気）�� ７３５３（１７番人気）
３連複票数 計１５７５８７６ 的中 ��� ２３１９４（１８番人気）
３連単票数 計４３４４９９８ 的中 ��� ２０９５６（３９番人気）

ハロンタイム １３．２―１２．２―１２．０―１２．８―１２．１―１２．０―１１．２―１０．８―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２５．４―３７．４―５０．２―１：０２．３―１：１４．３―１：２５．５―１：３６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．０―３F３４．０

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

勝馬の
紹 介

�ヒシシンエイ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Woodman デビュー ２００４．２．８ 東京１着

２００１．３．５生 牝６黒鹿 母 ヒシショウコ 母母 Forladiesonly １９戦４勝 賞金 ６７，６３９，０００円
〔騎手変更〕 フローレストウブ号の騎手大庭和弥は，騎乗停止のため内田博幸に変更。
※ノーザンスター号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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。



（１９東京２）第７日 ５月１２日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６３頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
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

２７７，０６０，０００円
３，３６０，０００円
１９，４２０，０００円
１，７３０，０００円
２，８５０，０００円
２９，６００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５９，８０２，０００円
５，１７０，６００円
１，６４６，３００円

勝馬投票券売得金
３８１，６４２，０００円
４５３，３６８，１００円
４８５，６３６，８００円
２，１６４，５５３，３００円
１，５１６，７０１，８００円
４８１，５９１，０００円
２，１４４，２３４，０００円
２，８０７，２４４，３００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
計 １０，４３４，９７１，３００円

総入場人員 ３８，６２２名 （有料入場人員 ３６，３６６名）




