
１１０２５ ５月３日 小雨 重 （２０東京２）第３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）

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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

８１３ ニシノシズル 牝３芦 ５４ 内田 博幸西山 茂行氏 清水 英克 鵡川 西山牧場 ４４０－ ２１：１８．６ １．８�

７１１ トーセンバスケット 牝３黒鹿５４ 加藤士津八島川 �哉氏 加藤 和宏 静内 岡田スタツド ５０２＋ ４１：１８．９１� １３．７�
３４ ボンジュールソノコ 牝３栗 ５４ 戸崎 圭太田中善次郎氏 奥平 雅士 新冠 平山牧場 ４５８＋ ２ 〃 ハナ ２０．４�

（大井）

１１ サマーミッドナイト 牝３黒鹿５４ 津村 明秀セゾンレースホース� 稲葉 隆一 静内 畠山牧場 ４３０＋ ４１：１９．１１� ８．０�
５７ サラノコジーン 牝３芦 ５４ 松岡 正海神田 紘爾氏 相沢 郁 静内 神垣 道弘 ４７４＋ ６ 〃 クビ ７．８�
４６ ヒ ロ コ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春馬場 幸廣氏 根本 康広 門別 大江牧場 ４３２＋１４１：１９．２クビ ７０．９	
２２ ラグーナベルデ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治
ミルファーム 武市 康男 三石 中田 英樹 ４４６－ ４１：１９．５１� １３．２�
７１２ カシマジュリアン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲黛 弘人松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 ４０８－ ２１：１９．８１� ２４９．６�
４５ トウカイオペラ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一内村 正則氏 成島 英春 門別 碧雲牧場 ４２８＋ ７１：１９．９� １２４．１
３３ マイミカプリンセス 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝尾上 松壽氏 高橋 裕 浦河 帰山 清貴 ４８８－ ８１：２０．１１� ７．４�
６９ スリーマインド 牝３鹿 ５４ 北村 宏司村椿 正晃氏 鹿戸 雄一 浦河 北葉ファーム ４８２＋ ６１：２０．４２ １２７．２�
８１４ アクトレスシチー 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣 �友駿ホースクラブ 成島 英春 門別 幾千世牧場 ４３６＋ ２１：２１．０３� ３０．０�
５８ カ ノ コ マ チ 牝３鹿 ５４ 坂井 英光中田 和宏氏 小笠 倫弘 平取 有限会社中

田牧場 B４５８± ０１：２６．７大差 ４９．４�
（大井）

６１０ オンワードパシオン 牝３黒鹿５４ 郷原 洋司�オンワード牧場 柴田 政人 浦河 オンワード牧場 ４４８ ― （競走中止） １４３．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２１，２７８，２００円 複勝： ３５，４００，１００円 枠連： ２１，３０９，４００円

普通馬連： ８５，４３６，６００円 馬単： ８９，１５９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，５０６，５００円

３連複： １２４，８３９，４００円 ３連単： 発売なし 計： ４０３，９２９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ３１０円 � ４００円 枠 連（７－８） １，２３０円

普通馬連 �� １，１９０円 馬 単 �� １，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� ７１０円 �� ３，３７０円

３ 連 複 ��� ７，４５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１２７８２ 的中 � ９７９６５（１番人気）
複勝票数 計 ３５４００１ 的中 � １５５７６３（１番人気）� １９６８８（６番人気）� １４２４６（７番人気）
枠連票数 計 ２１３０９４ 的中 （７－８） １２８８４（５番人気）
普通馬連票数 計 ８５４３６６ 的中 �� ５３２７０（５番人気）
馬単票数 計 ８９１５９２ 的中 �� ３５３２９（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６５０６５ 的中 �� １４４８４（５番人気）�� ９３３２（８番人気）�� １７８９（３３番人気）
３連複票数 計１２４８３９４ 的中 ��� １２３７４（２７番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．４―１１．３―１２．０―１２．２―１２．０―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
６．９―１８．３―２９．６―４１．６―５３．８―１：０５．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノシズル �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ニシノエトランゼ デビュー ２００８．２．４ 東京８着

２００５．５．１２生 牝３芦 母 ニシノオトヒメ 母母 ローズマリーシロー ４戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
〔競走中止〕 オンワードパシオン号は，競走中に疾病〔左第３中手骨開放骨折〕を発症し，４コーナーで転倒したため競走中止。
〔その他〕 カノコマチ号は，競走中に疾病〔右第１趾関節開放性脱臼〕を発症。なお，同馬は予後不良。
※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。



１１０２６ ５月３日 小雨 重 （２０東京２）第３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

１：２２．３
１：２１．９

稍重

重

８９ マルターズスクープ 牡３栗 ５６ 松岡 正海藤田与志男氏 手塚 貴久 門別 天羽 禮治 ５０２－ ８１：２４．５ １３．８�

５５ リフレックス 牡３栗 ５６ 武 豊�木村牧場 鈴木 伸尋 門別 木村牧場 ４５６－ ６１：２４．７１� １．４�
４４ ハクサンレジェンド 牡３栗 ５６ 五十嵐雄祐篠� 恒雄氏 浅野洋一郎 門別 里深 牧場 ４３２－ ４１：２５．１２� １１２．２�
８１０ ファイアナカヤマ 牡３青鹿５６ 吉田 豊�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 ４９２－ ６１：２５．３１� ２５．１�
１１ ドリームシャドウ 牡３芦 ５６ 内田 博幸セゾンレースホース� 堀井 雅広 静内 岡田スタツド ４９４＋ ２１：２５．５１� ３．５�
２２ スプリングラッキー 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹加藤 春夫氏 柄崎 孝 新冠 須崎牧場 ４３２－ ６１：２６．２４ ２６．３	
７８ パーソナルテンエイ 牝３青鹿５４ 北村 宏司熊坂富寿雄氏 坂本 勝美 福島 農事組合法人

天栄牧場 B４４２－ ６１：２６．７３ ８３．０

７７ パッサージュ 牡３黒鹿５６ 江田 照男染谷 幸雄氏 中川 公成 新冠 駒沢 明憲 ４１８－ ４１：２６．９１� １５．８�
６６ ミヤサンティアラ 牝３黒鹿５４ 坂井 英光ミヤサン組合 谷原 義明 三石 澤田 嘉隆 ４５４－ ８１：２７．２２ １２３．８�

（大井）

３３ デルマセレス 牝３鹿 ５４
５１ ▲黛 弘人浅沼 廣幸氏 天間 昭一 門別 ファニーヒルファーム ４２８± ０１：２８．１５ １８５．６

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２３，０５１，６００円 複勝： ６０，０６７，８００円 枠連： ２１，５５３，６００円

普通馬連： ７３，５２４，５００円 馬単： １０８，５９０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，３６３，８００円

３連複： １１５，２８１，３００円 ３連単： 発売なし 計： ４２６，４３２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３８０円 複 勝 � ３３０円 � １１０円 � １，５００円 枠 連（５－８） ５６０円

普通馬連 �� ９４０円 馬 単 �� ３，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ６，１９０円 �� １，７００円

３ 連 複 ��� １２，８１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３０５１６ 的中 � １３１６８（３番人気）
複勝票数 計 ６００６７８ 的中 � １７７４０（４番人気）� ４４１１５０（１番人気）� ３１１０（８番人気）
枠連票数 計 ２１５５３６ 的中 （５－８） ２８７４８（２番人気）
普通馬連票数 計 ７３５２４５ 的中 �� ５８３１１（２番人気）
馬単票数 計１０８５９０１ 的中 �� ２４６３９（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４３６３８ 的中 �� １８８４６（２番人気）�� ８８８（３０番人気）�� ３３５６（１６番人気）
３連複票数 計１１５２８１３ 的中 ��� ６６４４（２６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．２―３４．７―４７．２―５９．５―１：１１．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルターズスクープ �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 With Approval デビュー ２００８．３．１６ 中山１２着

２００５．２．１３生 牡３栗 母 マルターズスパーブ 母母 Primedex ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１０２７ ５月３日 小雨 重 （２０東京２）第３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

６６ アドバンスピール 牡３青鹿５６ 吉田 隼人西川 隆士氏 池上 昌弘 静内 タイヘイ牧場 ４８４ ―１：３８．３ １０．２�

２２ ストロングコマンド 牡３鹿 ５６ 北村 宏司村木 篤氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 B４５４－ ４ 〃 ハナ ３．３�
８９ イマジンノココロヲ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣小田切有一氏 本間 忍 浦河 高野牧場 ４８０＋ ６ 〃 クビ ２４．４�
３３ グランプリイーグル 牡３栗 ５６ 松岡 正海�グランプリ 矢作 芳人 静内 畠山牧場 B４５２－ ８ 〃 ハナ ３．５�
８１０ カイシュウハトバ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一飯村 孝男氏 佐藤 吉勝 静内 見上牧場 ５０８－ ８１：３８．６２ １３．４�
４４ モルフェサイレンス 牡３栗 ５６

５３ ▲黛 弘人並河賢一郎氏 大江原 哲 平取 高橋 幸男 ４８２－ ４１：３８．７クビ １０３．７�
７８ ワ ン サ イ ド 牡３黒鹿５６ 吉田 豊塩入 満洋氏 平井 雄二 静内 田中 裕之 ４７０－ ２１：３９．４４ ４４．５	
５５ ヨシモンドノスケ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一田辺 喜彦氏 浅野洋一郎 浦河 金石牧場 ４６２－ ８１：３９．５クビ ６．８

１１ ジャストワンルック 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 �社台レースホース萩原 清 千歳 社台ファーム ４７４－ ２１：４０．８８ ４．０�
７７ イ イ ノ ソ レ �３鹿 ５６ 戸崎 圭太鈴木 照雄氏 伊藤 伸一 三石 中橋 清 B４７４＋ １１：４１．３３ ４０．５

（大井）

（１０頭）

売 得 金

単勝： １９，００６，１００円 複勝： ２４，９１０，７００円 枠連： ２１，７１２，７００円

普通馬連： ７７，２０３，５００円 馬単： ８６，８５６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，４６９，９００円

３連複： １１９，８２１，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３７１，９８０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０２０円 複 勝 � ３００円 � １３０円 � ４２０円 枠 連（２－６） １，８１０円

普通馬連 �� １，５３０円 馬 単 �� ３，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７５０円 �� ２，０８０円 �� ９４０円

３ 連 複 ��� ９，８００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９００６１ 的中 � １４７８４（５番人気）
複勝票数 計 ２４９１０７ 的中 � １７８７０（６番人気）� ７２８６５（１番人気）� １１７２２（７番人気）
枠連票数 計 ２１７１２７ 的中 （２－６） ８８９９（９番人気）
普通馬連票数 計 ７７２０３５ 的中 �� ３７３６１（７番人気）
馬単票数 計 ８６８５６０ 的中 �� １６４５９（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２４６９９ 的中 �� ７６７５（９番人気）�� ２５６８（２７番人気）�� ５９６０（１３番人気）
３連複票数 計１１９８２１６ 的中 ��� ９０２６（３２番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．８―１１．４―１２．４―１２．８―１２．５―１２．６―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．５―３４．９―４７．３―１：００．１―１：１２．６―１：２５．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．０―３F３８．２
３ ・（１，２）６，３（１０，７）（４，９）（５，８） ４ ・（１，２，６）（３，１０）７（４，９）（５，８）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドバンスピール �
�
父 Singspiel �

�
母父 Warning 初出走

２００５．４．８生 牡３青鹿 母 ウ ィ ギ ン グ 母母 Pushy １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１０２８ ５月３日 小雨
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （２０東京２）第３日 第４競走 ��３，１００�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

４歳以上；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金７００万円毎１�
増，１９．４．２８以降未出走馬および未勝利馬１�減
本 賞 １５，０００，０００円 ６，０００，０００円 ３，８００，０００円 ２，３００，０００円 １，５００，０００円� コースレコード３：２４．５良・良

２２ ハイヤーザンヘブン 牡７黒鹿６０ 宗像 徹関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ４７８－ ４３：２６．７ ２５．５�

４５ � メイショウハーデス 牡６栗 ６０ 植野 貴也松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４４６－１０３：２７．０１� ６２．４�
３４ ウォーライクトニー 牡８栗 ６０ 山本 康志 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４８６－ ８ 〃 クビ ８．６�
４６ クルワザード 牡６栗 ６０ 田中 剛 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 作田 誠二 静内 武岡牧場 ４５６－ ２３：２７．３１� ７．３�
６１０ テンジンムサシ 牡７鹿 ６１ 浜野谷憲尚�テンジン 矢野 照正 幕別 ダービースタツド ５０２＋ ２３：２７．７２� ２．０�
６９ カネトシパワフル 牡５鹿 ６０ 五十嵐雄祐兼松 利男氏 矢作 芳人 浦河 高昭牧場 ４７６－ ２３：２８．３３� ３６．２	
７１１ フォレストダンス 牡６栗 ６０ 穂苅 寿彦丸岡 啓一氏 鈴木 勝美 新冠 ムラカミファーム ４６４＋ ２３：２８．７２� ９３．３

１１ エプソムフォルテ 牡５黒鹿６０ 江田 勇亮 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 岩城 博俊 門別 浜本牧場 ４５４－ ６ 〃 クビ ５８．７�
５８ ラドランデンジャー 牡６黒鹿６０ 横山 義行村中 徳広氏 鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 ５１４＋１０３：２９．０１� １７．２�
８１３ ビジネスサイクル �９栗 ６０ 大庭 和弥島田 久氏 西塚 安夫 三石 大塚牧場 ４１８± ０３：２９．１クビ ６０．４
７１２ トーセンエタニティ 牡８鹿 ６０ 金子 光希島川 �哉氏 斎藤 宏 静内 石川 栄一 ５４０± ０３：２９．５２� ４８．０�
８１４ フサイチシャナオー 牡５黒鹿６０ 白浜 雄造関口 房朗氏 山内 研二 早来 ノーザンファーム ４８４－ ８３：２９．８１� １３．０�
３３ ゴールゲッター 牡８黒鹿５９ 金折 知則前田 晋二氏 松元 茂樹 門別 シンコーファーム ４９２＋１８ 〃 クビ １２４．８�
５７ ダブルアップ 牡５鹿 ６０ 西谷 誠後藤 繁樹氏 坂口 正則 新冠 パカパカ

ファーム ４９６－ ６３：３０．１１� ４．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，６０１，７００円 複勝： ２４，２５３，７００円 枠連： ２４，２５９，９００円

普通馬連： ８１，２７３，１００円 馬単： ８２，６３２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，８２１，９００円

３連複： １２７，８７８，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３８２，７２１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，５５０円 複 勝 � ６１０円 � １，０００円 � ２７０円 枠 連（２－４） ５，０１０円

普通馬連 �� ３３，５３０円 馬 単 �� ７３，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，８８０円 �� １，７９０円 �� ４，７１０円

３ 連 複 ��� ９１，１９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９６０１７ 的中 � ６０５９（７番人気）
複勝票数 計 ２４２５３７ 的中 � ９９８０（７番人気）� ５７２９（１０番人気）� ２８０３５（４番人気）
枠連票数 計 ２４２５９９ 的中 （２－４） ３５７４（１７番人気）
普通馬連票数 計 ８１２７３１ 的中 �� １７８９（５４番人気）
馬単票数 計 ８２６３２３ 的中 �� ８３１（１０４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２８２１９ 的中 �� ９４５（４８番人気）�� ３１９６（１８番人気）�� １１８５（４０番人気）
３連複票数 計１２７８７８４ 的中 ��� １０３５（１５８番人気）

上り １マイル １：４６．３ ４F ５１．９－３F ３９．０
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハイヤーザンヘブン �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 Cryptoclearance デビュー ２００３．９．２８ 中山１着

２００１．３．２０生 牡７黒鹿 母 クリプトコンデッサ 母母 Condessa 障害：１５戦３勝 賞金 ５５，４００，０００円



１１０２９ ５月３日 曇 稍重 （２０東京２）第３日 第５競走 ��
��１，４００�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

１：２０．０
１：１９．０

良

良

３５ � ロードバロック 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 田中 清隆 愛 K.I. Farm ４３２＋ ６１：２３．２ １．３�

７１３� シーキングオアシス 牝３栗 ５４ 坂井 英光吉田 和子氏 戸田 博文 米 Stonestreet
Mares LLC. ４５６－ ８１：２３．８３� ７７．７�

（大井）

８１６ スズヨコジーン 牡３芦 ５６ 柴田 善臣鈴木与四郎氏 根本 康広 浦河 丸村村下
ファーム ４５４± ０ 〃 クビ １４．０�

４７ コパノシンオー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝小林 祥晃氏 武藤 善則 静内 谷岡牧場 ４４２＋ ２１：２３．９� ９．２�
５１０ ウエスタンボイス 牝３栗 ５４ 内田 博幸西川 賢氏 尾形 充弘 静内 北西牧場 ４２８＋ ４１：２４．０� ６４．２�
８１５ マイネルバイタル 牡３栗 ５６ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 門別 ナカノファーム ４４６＋ ４１：２４．１クビ ４０．１�
３６ ワンダフルスイート 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹 	丸幸小林牧場 佐々木亜良 浦河 丸幸小林牧場 ４６４－１８ 〃 クビ ２２．８

６１１ フェスティヴココ 牡３鹿 ５６ 江田 照男臼井義太郎氏 平井 雄二 静内 千代田牧場 ４３４－１０１：２４．２� ２５．６�
２４ テンエイファルコン 牡３栗 ５６ 田中 勝春熊坂富寿雄氏 宗像 義忠 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４４４－１０ 〃 ハナ ７８．３�
１１ フ ジ ベ ガ 牡３黒鹿５６ 木幡 初広藤田 達男氏 中野 栄治 新冠 佐藤 信広 ４４６－ ４１：２４．５１� ８１．７
６１２ ダイメイバード 牡３鹿 ５６ 武士沢友治宮本 孝一氏 中野渡清一 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４７６＋ ６ 〃 クビ ５６．７�
７１４ ヘディキウム 牝３栗 ５４ 池添 謙一 	キャロットファーム 本間 忍 門別 本間牧場 ４３８ ―１：２４．７１ ８４．０�
４８ ミヤギフェアリー 牝３栗 ５４ 大庭 和弥菅原 光博氏 斎藤 宏 新冠 北星村田牧場 ４１０－ ２１：２４．９１� １５８．９�
２３ サクラデューエル 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一�さくらコマース畠山 吉宏 静内 新和牧場 ５１０ ―１：２５．４３ １７．３�
５９ セレナジャスミン 牝３青鹿５４ 吉田 隼人島川 利子氏 石栗 龍彦 静内 岡田スタツド ４３８＋ ２１：２５．５� ２８．４�
１２ ミラクルモア 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �千葉パブリックゴ

ルフコース 小林 常泰 静内 塚尾牧場 ４２６－１２１：２５．８１� １６５．３�
８１７ トップエミネンス 牝３栗 ５４ 戸崎 圭太田口 廣氏 南田美知雄 静内（有）石川牧場 ４３４ ―１：２６．１１� １９６．９�

（大井）

（１７頭）

売 得 金

単勝： ３１，９５４，６００円 複勝： ４４，７５６，８００円 枠連： ２９，４６５，０００円

普通馬連： ９５，３３３，１００円 馬単： １１５，５９７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，５７５，６００円

３連複： １４６，５８０，４００円 ３連単： 発売なし 計： ４９３，２６３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � ７４０円 � ２４０円 枠 連（３－７） ２，３２０円

普通馬連 �� ３，３１０円 馬 単 �� ５，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２００円 �� ３２０円 �� ５，０１０円

３ 連 複 ��� ９，４９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３１９５４６ 的中 � １９７９２５（１番人気）
複勝票数 計 ４４７５６８ 的中 � ２７６５９９（１番人気）� ６３０８（１１番人気）� ２５９５８（３番人気）
枠連票数 計 ２９４６５０ 的中 （３－７） ９４０２（７番人気）
普通馬連票数 計 ９５３３３１ 的中 �� ２１２９２（１１番人気）
馬単票数 計１１５５９７６ 的中 �� １５５８１（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９５７５６ 的中 �� ５７５６（１２番人気）�� ２６６２９（２番人気）�� １３０７（４８番人気）
３連複票数 計１４６５８０４ 的中 ��� １１４０３（３２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．８―３５．５―４７．６―５９．２―１：１０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．７―３F３５．６
３ ５，９（６，１１）（１０，１２）１３（１，７）１６，４，２，１５－１７（８，１４）－３ ４ ５（９，１１）（６，１２）１０（７，１３）１，１６－４（２，１５）－（８，１４）１７，３

勝馬の
紹 介

�ロードバロック �
�
父 Rock of Gibraltar �

�
母父 Tony Bin デビュー ２００７．８．２６ 札幌３着

２００５．２．２４生 牡３鹿 母 Lady Pastel 母母 Pink Turtle ４戦１勝 賞金 １０，１００，０００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。



１１０３０ ５月３日 曇 稍重 （２０東京２）第３日 第６競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０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

８１１ レッズフィールド 牡３鹿 ５６ 武 豊中山 芳樹氏 伊藤 正徳 門別 下河辺牧場 ４７０－ ４２：０３．４ １．１�

２２ トウショウウェイヴ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４６０－１８ 〃 アタマ ９．５�

７８ スプリームシチー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �友駿ホースクラブ 斎藤 誠 門別 井本 文雄 ４５８－ ６２：０４．７８ ４４．１�
７９ サクラルシファー 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹�さくらコマース上原 博之 静内 西村 和夫 ４７８ ― 〃 アタマ １８．６�
６６ トウショウトラウト 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太トウショウ産業� 清水 英克 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 B４８４± ０ 〃 ハナ ５９．２�
（大井）

５５ マイネルビビッド 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 三石 坂本牧場 B５０２－ ２２：０４．９１� ３０．５�

３３ サマーアンサンブル 牝３鹿 ５４ 津村 明秀セゾンレースホース� 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４０８－ ４２：０５．２２ ７７．４	
６７ トドロキミラクル 牝３芦 ５４ 北村 宏司原田昭太郎氏 高橋 義博 門別 ファニーヒルファーム ４１２＋ ２２：０５．４１� ８５．２

４４ ブルーミシェル 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人 �ブルーマネジメント高木 登 静内 出羽牧場 ４７４＋１２２：０７．０１０ ２３．１�
８１０ クニノローレル 牡３栃栗５６ 坂井 英光�亀農園 浅野洋一郎 門別 川島 貞二 ５１８－ ４２：０８．９大差 １７１．４

（大井）

１１ コスモプランス 牡３栗 ５６ 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 菅原 泰夫 門別 坂口 豊翼 ４９４± ０ （競走中止） ２５．１�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３３，９９１，２００円 複勝： ５８，８２９，９００円 枠連： ２３，７５５，２００円

普通馬連： ８２，１８８，７００円 馬単： １２５，２３６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，０３１，０００円

３連複： １２７，２６３，１００円 ３連単： 発売なし 計： ４７７，２９５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １１０円 複 勝 � １００円 � １５０円 � ３３０円 枠 連（２－８） ３４０円

普通馬連 �� ３４０円 馬 単 �� ４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ３９０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� １，５００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３３９９１２ 的中 � ２４７３５２（１番人気）
複勝票数 計 ５８８２９９ 的中 � ４３５０６１（１番人気）� ４７５５１（２番人気）� １２８６７（７番人気）
枠連票数 計 ２３７５５２ 的中 （２－８） ５２８７９（１番人気）
普通馬連票数 計 ８２１８８７ 的中 �� １８１９７４（１番人気）
馬単票数 計１２５２３６２ 的中 �� ２１９９４９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６０３１０ 的中 �� ４５０８９（１番人気）�� １５５６５（６番人気）�� ４８８６（１４番人気）
３連複票数 計１２７２６３１ 的中 ��� ６２９６１（５番人気）

ハロンタイム １３．１―１２．６―１２．２―１２．５―１２．８―１２．８―１２．４―１１．８―１１．５―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．１―２５．７―３７．９―５０．４―１：０３．２―１：１６．０―１：２８．４―１：４０．２―１：５１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．０

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

レッズフィールド �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Caerleon デビュー ２００７．７．２９ 新潟１３着

２００５．１．２０生 牡３鹿 母 カーラパワー 母母 Jabali １３戦１勝 賞金 ２１，６００，０００円
〔競走中止〕 コスモプランス号は，競走中に疾病〔左第１指関節開放性脱臼〕を発症し，最後の直線コースで転倒したため競走中

止。
〔その他〕 クニノローレル号は，最後の直線コースで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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。



１１０３１ ５月３日 曇 重 （２０東京２）第３日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０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

８１５ ウインマグナム 牡３栗 ５６ 蛯名 正義�ウイン 田中 清隆 静内（有）石川牧場 ４６８± ０１：３６．６ ３．０�

７１３ メジロオマリー 牡３黒鹿５６ 吉田 豊�メジロ牧場 奥平 雅士 洞爺 メジロ牧場 ４５８± ０ 〃 クビ ３．７�
７１２ ケイアイスイジン 牡３栗 ５６ 柴田 善臣亀田 守弘氏 尾形 充弘 静内 グランド牧場 ４６６＋ ２１：３６．９１� ５．８�
５９ � ロングキーブリッジ 牡３栗 ５６ 川田 将雅斉藤 敏博氏 森 秀行 愛

Epona Blood-
stock Ltd and
P. A. Byrne

４８４－１０１：３７．０� ２１．０�
４７ シルクマンハッタン 牡３青鹿５６ 江田 照男有限会社シルク境 征勝 門別 中館牧場 ４８６－ ４１：３７．５３ １０．７�
６１０ ディーエスルーラー 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 タニグチ牧場 ４７８＋ ２１：３７．８２ ２８．０	
３４ ライムライトシチー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �友駿ホースクラブ 成島 英春 新冠 芳住 革二 ４６８＋ ６ 〃 ハナ ８７．３

２３ 	 ヤマイチリベラル 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太坂本 肇氏 渡部 則夫 門別 マル良牧場 ４５０－ ５１：３８．１２ ２１７．５�

（大井） （大井）

１１ � セレスブレイク 
３鹿 ５６ 福永 祐一岡 浩二氏 和田 正道 米 Newbyth
Stud Farm B４７０－２２１：３８．２クビ １１３．２�

４６ タカラカリズマ 牡３栗 ５６ 池添 謙一村山 義男氏 田村 康仁 新冠 大栄牧場 ４６４± ０１：３８．６２� ２９．４
２２ アイオロスシチー 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 浦河 上山牧場 ５１２－ ２１：３８．７� ８．０�
３５ 	 ジーエスランドール 牡３栗 ５６ 坂井 英光佐藤 由佳氏 栗田 裕光 新冠 パカパカ

ファーム B４８０－ ３１：３９．１２� １２８．２�
（大井） （大井）

６１１ シルクパナシア 牡３鹿 ５６ 内田 博幸有限会社シルク鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 B４５２－ ４１：３９．２� １０．７�
５８ ダイナマイトシコク 牡３栗 ５６ 吉田 隼人西森 鶴氏 堀井 雅広 三石 ニシケンフ

アーム ４６８＋ ２１：３９．８３� ９２．６�
８１４ ファンタジックキー 牝３栗 ５４ 津村 明秀�グランド牧場 清水 英克 静内 グランド牧場 ４７２－ ８１：４１．３９ ２２２．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２６，９９１，１００円 複勝： ３９，０６６，０００円 枠連： ３６，４０３，１００円

普通馬連： １２１，２９２，９００円 馬単： １０７，７１３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，１２８，３００円

３連複： １５７，３３５，７００円 ３連単： 発売なし 計： ５２０，９３０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � １６０円 枠 連（７－８） ３４０円

普通馬連 �� ６２０円 馬 単 �� １，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ３８０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ９１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６９９１１ 的中 � ７３２９９（１番人気）
複勝票数 計 ３９０６６０ 的中 � ９０７１０（１番人気）� ８３４４８（２番人気）� ５５４１７（３番人気）
枠連票数 計 ３６４０３１ 的中 （７－８） ７９７６９（１番人気）
普通馬連票数 計１２１２９２９ 的中 �� １４５２７８（１番人気）
馬単票数 計１０７７１３３ 的中 �� ７５０２７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２１２８３ 的中 �� ３６３３５（１番人気）�� １９１３８（３番人気）�� ３１５４３（２番人気）
３連複票数 計１５７３３５７ 的中 ��� １２９００１（１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．１―１１．９―１２．４―１２．７―１２．５―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２２．７―３３．８―４５．７―５８．１―１：１０．８―１：２３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．９―３F３８．５
３ ・（２，９）１５，７，１１－１０（３，５）（１，４，８，１４）１２－（６，１３） ４ ・（２，９，１５）－７－（１０，１１）－（１，３）（４，５）（６，１３）８，１２，１４

勝馬の
紹 介

ウインマグナム �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 Nureyev デビュー ２００７．１２．１ 中山２着

２００５．４．１０生 牡３栗 母 ス リ ー エ フ 母母 Agacerie ３戦２勝 賞金 １４，８００，０００円
〔騎手変更〕 ライムライトシチー号の騎手柴山雄一は，第６競走での落馬負傷のため北村宏司に変更。
※ダイナマイトシコク号・ファンタジックキー号は，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。



１１０３２ ５月３日 曇 重 （２０東京２）第３日 第８競走 ��
��２，１００�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

２：０６．７
２：０５．９

良

良

８１０� アルファオリオン 牡５鹿 ５７ 武 豊�貴悦 小島 茂之 平取 赤石牧場 ４６０± ０２：１１．６ ２．９�

５５ ケイアイテイメント 牡５栗 ５７ 戸崎 圭太亀田 守弘氏 秋山 雅一 静内 静内酒井牧場 ５０２± ０２：１２．０２� ７．７�
（大井）

７９ 	 シーレイダース 牡４鹿 ５７ 田中 勝春山本 英俊氏 鹿戸 雄一 愛 Lynch Bages And
Ocean Bloodstock B４７６－１０２：１２．４２� ２１．２�

８１１ シンボリプロキオン 牡５栗 ５７ 柴田 善臣シンボリ牧場 高橋 祥泰 門別 和田農林（有） ５０４± ０ 〃 クビ １７．９�
６６ コスミックスピード 牡４黒鹿５７ 勝浦 正樹池谷 誠一氏 本間 忍 新冠 新冠橋本牧場 ４６４＋ ２２：１２．６１ ６３．０�
６７ � ス テ パ ノ ス 牡４栗 ５７ 内田 博幸伊達 敏明氏 清水 利章 門別 サンシャイン

牧場 ４９０－ ４２：１２．８１ ３．３�
２２ セントラルカフェ 牡４鹿 ５７ 小島 太一西川 光一氏 小島 太 静内 谷岡牧場 ５１４＋２４ 〃 クビ １３．８	
３３ � ティリブルティート 牡５栃栗 ５７

５４ ▲黛 弘人小林 博雄氏 中野 栄治 新冠 北星村田牧場 B４７８± ０２：１２．９� ７２．３

４４ メジロアルタイス 牡４芦 ５７ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ５１２＋ ４２：１３．０� ４．２�
７８ シーズアレディ 牝４鹿 ５５ 坂井 英光�ミルファーム 保田 一隆 浦河 ミルファーム ４７６＋ ８２：１４．２７ １０５．５

（大井）

１１ オンワードウシワカ 牡７芦 ５７ 柄崎 将寿樫山 ハル氏 古賀 慎明 浦河 オンワード牧場 ４８４－ ２ 〃 クビ ３９．１�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２５，６６８，８００円 複勝： ３４，３０２，０００円 枠連： ２７，３７７，０００円

普通馬連： １３０，３５６，７００円 馬単： １２０，５６７，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，１５０，８００円

３連複： １６７，８８５，０００円 ３連単： 発売なし 計： ５３５，３０７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � ２６０円 � ４００円 枠 連（５－８） １，０６０円

普通馬連 �� １，２７０円 馬 単 �� １，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５１０円 �� ９６０円 �� １，９２０円

３ 連 複 ��� ７，３８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５６６８８ 的中 � ７０１６６（１番人気）
複勝票数 計 ３４３０２０ 的中 � ８６０１７（１番人気）� ３１０７３（４番人気）� １７８８６（７番人気）
枠連票数 計 ２７３７７０ 的中 （５－８） １９２０２（４番人気）
普通馬連票数 計１３０３５６７ 的中 �� ７５８１３（５番人気）
馬単票数 計１２０５６７５ 的中 �� ４５６３０（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９１５０８ 的中 �� １５２８７（４番人気）�� ７３７８（１２番人気）�� ３５５０（２１番人気）
３連複票数 計１６７８８５０ 的中 ��� １６７９０（２３番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．８―１２．８―１３．０―１２．５―１２．８―１３．１―１２．９―１２．１―１１．６―１１．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．２―１９．０―３１．８―４４．８―５７．３―１：１０．１―１：２３．２―１：３６．１―１：４８．２―１：５９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３５．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�アルファオリオン �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 ゲ イ メ セ ン

２００３．４．３０生 牡５鹿 母 アルファエスパー 母母 ダイナジエルソミナ １０戦１勝 賞金 ２０，２２２，０００円
地方デビュー ２００６．１２．７ 船橋

※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。



１１０３３ ５月３日 曇 稍重 （２０東京２）第３日 第９競走 ��
��１，６００�

や え ざ く ら

八 重 桜 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 ２１７，０００円 ６２，０００円 ３１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

４４ マイネルファルケ 牡３鹿 ５６ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ５０６＋ ２１：３３．９ ７．０�

６６ ジュメイラムーン 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �グリーンファーム 坂本 勝美 早来 ノーザンファーム ５００＋ ６１：３４．８５ ９．８�
５５ ルシフェリン 牡３栗 ５６ 蛯名 正義 �社台レースホース二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４６－ ８１：３５．０１� ４．６�
２２ ヒシオフェンス 牡３栗 ５６ 吉田 隼人阿部雅一郎氏 国枝 栄 新冠 パカパカ

ファーム ４９０＋ ８ 〃 ハナ ５．７�
８８ レオブルース 牡３鹿 ５６ 江田 照男�レオ 平井 雄二 浦河 江谷 重雄 ４７２－ ２ 〃 クビ ７５．７�
７７ カヴァリーノ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 B４９８± ０１：３５．８５ ２．２	
８９ グ リ フ ィ ス 牡３鹿 ５６ 池添 謙一 �キャロットファーム 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４４６± ０ 〃 クビ ２０．０

３３ マルマツフライト 牡３栗 ５６ 福永 祐一松田 敏雄氏 和田 正道 浦河 村下牧場 B４６８－ ４１：３６．２２� ６９．６�
１１ カ カ ロ ッ ト 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝池谷 誠一氏 粕谷 昌央 門別 サンバマウン

テンファーム ５０４± ０１：３６．８３� １１．４�

（９頭）

売 得 金

単勝： ３８，００３，７００円 複勝： ４７，８２２，７００円 枠連： ３０，２７４，６００円

普通馬連： １３８，５２４，１００円 馬単： １２２，５０３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，６２７，４００円

３連複： １２４，３６６，６００円 ３連単： ４１３，５７９，８００円 計： ９４７，７０２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２３０円 � ２５０円 � ２００円 枠 連（４－６） ２，９７０円

普通馬連 �� ２，６５０円 馬 単 �� ５，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７５０円 �� ６７０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� ３，８８０円 ３ 連 単 ��� ３１，４１０円

票 数

単勝票数 計 ３８００３７ 的中 � ４２９３６（４番人気）
複勝票数 計 ４７８２２７ 的中 � ５６０１９（４番人気）� ４９３９２（５番人気）� ６８４０９（２番人気）
枠連票数 計 ３０２７４６ 的中 （４－６） ７５４１（１２番人気）
普通馬連票数 計１３８５２４１ 的中 �� ３８６４３（１２番人気）
馬単票数 計１２２５０３５ 的中 �� １５２６３（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２６２７４ 的中 �� １０８００（１０番人気）�� １２２３８（７番人気）�� １０６９７（１１番人気）
３連複票数 計１２４３６６６ 的中 ��� ２３７０４（１６番人気）
３連単票数 計４１３５７９８ 的中 ��� ９７１９（１０１番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．４―１２．０―１２．１―１１．２―１１．５―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．３―３４．７―４６．７―５８．８―１：１０．０―１：２１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルファルケ 
�
父 ムタファーウエク 

�
母父 パークリージエント デビュー ２００７．１１．１８ 東京２着

２００５．４．７生 牡３鹿 母 ビンゴハナコ 母母 ビンゴストーク ８戦２勝 賞金 ２３，４１７，０００円



１１０３４ ５月３日 曇 稍重 （２０東京２）第３日 第１０競走 ��
��１，６００�

き ん ぷ さ ん

金 峰 山 特 別
発走１５時０５分 （芝・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 １，８４０，０００
１，８４０，０００

円
円

付 加 賞 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

４６ ユウタージャック 牡６鹿 ５７ 内田 博幸上山 利広氏 嶋田 功 新冠 中本牧場 ４７４＋ ２１：３５．５ ７．０�

７１１ ブ レ イ バ ー 牡５鹿 ５７ 福永 祐一古賀 和夫氏 和田 正道 様似 様似渡辺牧場 ４６０－ ４ 〃 クビ １５．４�
３３ ダブルヒーロー 牡４鹿 ５７ 田中 勝春小川 弘氏 斎藤 宏 浦河 北光牧場 ５１８－ ６ 〃 ハナ ６．０�
３４ キッズヴェローチェ 牡４鹿 ５７ 松岡 正海瀬谷 �雄氏 松山 康久 早来 ノーザンファーム ４６４－ ２ 〃 アタマ ２６．２�
４５ ノーフォークパイン 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５０－ ８ 〃 同着 ２２．７�

５７ ヒカルダイヤモンド 牝４栗 ５５ 後藤 浩輝高橋 光氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４６８＋ ８１：３５．６クビ ２．６	
６１０ ジェイウォーク 牡５黒鹿５７ 吉田 豊 
社台レースホース大久保洋吉 千歳 社台ファーム B５３６＋ ４１：３５．８１� ２０．６�
２２ カレンナサクラ 牝４栗 ５５ 江田 照男北所 直人氏 保田 一隆 静内 見上牧場 ４４８＋ ４１：３５．９� ４．３�
５８ シュヴァルドール 	５栗 ５７ 五十嵐雄祐 
社台レースホース大江原 哲 白老 白老ファーム ４３０－１０１：３６．２１� １２．４
７１２ マイネルランページ 牡４芦 ５７ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 門別 小屋畑 和久 ４７６－ ６１：３６．５１� ３８．７�
１１ エーピーゴンタ 牡６栗 ５７ 小林 淳一斉藤 猛氏 本郷 一彦 浦河 桑田牧場 ４６８± ０ 〃 ハナ １７１．１�
６９ テントゥワン 牡５黒鹿５７ 川田 将雅宮坂五十四氏 二本柳俊一 浦河 三好牧場 ４３０－ ２１：３６．７１� １１２．８�
８１３
 シュルードパーソン 牡７鹿 ５７ 田中 剛 
ユートピア牧場 根本 康広 登別 ユートピア牧場 ４８４－ ８１：３７．２３ ３８１．９�
８１４
 ブ チ カ マ シ 牡４黒鹿５７ 勝浦 正樹中西 功氏 嶋田 功 青森 久保フアーム ４５０＋ １ 〃 クビ １５７．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３９，９２４，３００円 複勝： ５２，９１８，９００円 枠連： ４５，７１６，７００円

普通馬連： ２０８，１８３，６００円 馬単： １３７，３２０，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，５５２，４００円

３連複： １９５，０４０，４００円 ３連単： ４７０，６４３，９００円 計： １，１９６，３００，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２１０円 � ５００円 � １９０円 枠 連（４－７） ２，５３０円

普通馬連 �� ８，０１０円 馬 単 �� １３，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９２０円 �� ６１０円 �� １，７２０円

３ 連 複 ��� １３，７８０円 ３ 連 単 ��� ９９，１９０円

票 数

単勝票数 計 ３９９２４３ 的中 � ４５２９０（４番人気）
複勝票数 計 ５２９１８９ 的中 � ７４６０９（４番人気）� ２２５１８（６番人気）� ８４８４８（２番人気）
枠連票数 計 ４５７１６７ 的中 （４－７） １３３５３（１０番人気）
普通馬連票数 計２０８１８３６ 的中 �� １９１８５（２８番人気）
馬単票数 計１３７３２００ 的中 �� ７４２０（４９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６５５２４ 的中 �� ５７９２（２５番人気）�� １９９２３（５番人気）�� ６４８９（２２番人気）
３連複票数 計１９５０４０４ 的中 ��� １０４５３（４４番人気）
３連単票数 計４７０６４３９ 的中 ��� ３５０２（２７６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．５―３６．５―４８．７―１：００．７―１：１２．１―１：２３．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユウタージャック �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー ２００４．１２．１２ 中山３着

２００２．２．２４生 牡６鹿 母 タカイロドリゴ 母母 パ ラ ダ ２６戦３勝 賞金 ６２，９４３，０００円
〔騎手変更〕 ダブルヒーロー号の騎手柴山雄一は，第６競走での落馬負傷のため田中勝春に変更。
〔発走状況〕 シュヴァルドール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 シュヴァルドール号は，平成２０年５月４日から平成２０年６月２日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※ブレイバー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１１０３５ ５月３日 曇 稍重 （２０東京２）第３日 第１１競走 ��
��２，４００�第１５回テレビ東京杯青葉賞（ＪｐｎⅡ）

発走１５時４０分 （ダービートライアル） （芝・左）

３歳；負担重量は，馬齢重量
テレビ東京賞（１着）

賞 品
本 賞 ５４，０００，０００円 ２２，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，１００，０００円 ５，４００，０００円
付 加 賞 １，２０４，０００円 ３４４，０００円 １７２，０００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

２：２２．１
２：２２．１

良

良

３５ アドマイヤコマンド 牡３鹿 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム ４７０－１２２：２６．９ ５．７�

５１０ クリスタルウイング 牡３鹿 ５６ 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４８６－ ６２：２７．１１� １４．３�
７１４ モンテクリスエス 牡３鹿 ５６ 福永 祐一毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 ５３２＋ ２２：２７．３１� １１．９�
２３ ゴールデンハッチ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司田中 八郎氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４８８－ ８２：２７．７２� １８２．２�
８１５ ニシノエモーション 牡３青鹿５６ 田中 勝春西山 茂行氏 手塚 貴久 鵡川 西山牧場 ４９０＋ ２ 〃 クビ ７．７�
１１ トレノクリスエス 牡３青 ５６ 蛯名 正義廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 静内 藤原牧場 ４６２＋ ８２：２７．９１� ４７．３�
５９ ア ル カ ザ ン 牡３鹿 ５６ 池添 謙一�エーティー 昆 貢 門別 シンコーファーム ４８４－ ６２：２８．０クビ ８．１	
４７ オリエンタルヨーク 牡３鹿 ５６ 木幡 初広棚網 基己氏 大江原 哲 門別 佐々木 康治 ４６２＋ ２２：２８．１� ２０．３

１２ � ゴールデンルーヴェ 牡３栗 ５６ 柴田 善臣広尾レース� 森 秀行 米 Barnett

Enterprises ４８４－ ４ 〃 ハナ １２９．１�
８１６ アイティトップ 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４８２± ０ 〃 アタマ ３６．２

（大井）

２４ ドリームキューブ 牡３鹿 ５６ 津村 明秀セゾンレースホース� 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム ４６４＋ ６２：２８．２クビ ７０．６�
４８ マ ゼ ラ ン 牡３鹿 ５６ 武 豊 �キャロットファーム 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ５２４－ ４２：２８．４	 ３．１�
３６ ファビラスボーイ 牡３芦 ５６ 吉田 隼人中村 昭博氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム ５１０＋ ４ 〃 ハナ ６．０�
６１１ フジヤマラムセス 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝藤本 龍也氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５０４－ ６２：２８．８２� ３０．２�
７１３ ド ッ ト コ ム 牡３鹿 ５６ 松岡 正海青山 洋一氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４６８± ０２：２８．９� ４９．０�
６１２ シャドークロス 牡３栗 ５６ 吉田 豊�サンコウ牧場 清水 英克 静内 サンコウ牧場 ４７２± ０２：２９．６４ ９７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４３，９０４，０００円 複勝： １８４，６４５，１００円 枠連： １５７，７５１，７００円

普通馬連： ８３５，５２１，３００円 馬単： ４６３，７４１，４００円 ワイド【拡大馬連】： １８１，６１０，４００円

３連複： ８４０，５３１，２００円 ３連単： １，７８３，５４９，７００円 計： ４，５９１，２５４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２４０円 � ４９０円 � ３２０円 枠 連（３－５） ８７０円

普通馬連 �� ４，０３０円 馬 単 �� ７，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６２０円 �� ９８０円 �� ２，２２０円

３ 連 複 ��� １２，０９０円 ３ 連 単 ��� ６１，１８０円

票 数

単勝票数 計１４３９０４０ 的中 � ２０１７６１（２番人気）
複勝票数 計１８４６４５１ 的中 � ２２７２２４（３番人気）� ９０７０３（７番人気）� １５３６３３（６番人気）
枠連票数 計１５７７５１７ 的中 （３－５） １３５１７４（３番人気）
普通馬連票数 計８３５５２１３ 的中 �� １５３０７０（１８番人気）
馬単票数 計４６３７４１４ 的中 �� ４５０７０（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１８１６１０４ 的中 �� ２７５３１（１８番人気）�� ４６７５８（１０番人気）�� １９８１９（２７番人気）
３連複票数 計８４０５３１２ 的中 ��� ５１３１０（３９番人気）
３連単票数 計１７８３５４９７ 的中 ��� ２１５１７（１９１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．４―１２．７―１２．９―１２．９―１２．６―１２．５―１２．３―１１．６―１１．２―１２．０

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―２３．８―３６．２―４８．９―１：０１．８―１：１４．７―１：２７．３―１：３９．８―１：５２．１―２：０３．７―２：１４．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．１―３F３４．８
１
３
４，６，７（５，１０）１５（１，９）１４（８，１３，１６）（２，３）１１－１２
４，６－７（５，１０）１５（１，９，１４）１６（８，１３，３，１１）－（２，１２）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤコマンド �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー ２００８．３．１６ 阪神１着

２００５．２．１４生 牡３鹿 母 ト コ ア 母母 パーソナルファイル ３戦２勝 賞金 ７８，３６８，０００円
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりアドマイヤコマンド号・クリスタルウイング号・モンテクリスエス号は，東京優駿（JpnⅠ）競走に優先出走
できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１０３６ ５月３日 曇 重 （２０東京２）第３日 第１２競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時１５分 （ダート・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

１：２２．３
１：２１．９

稍重

重

４８ タムロイーネー 牝７黒鹿５５ 後藤 浩輝谷口 屯氏 西園 正都 浦河 川越牧場 ４９２－１４１：２３．５ ５．９�

５１０ シュウザンアイ 牝６栗 ５５
５２ ▲伊藤 工真平 光良氏 鈴木 康弘 静内 桜井牧場 ４７０± ０１：２３．８２ ８．４�

２３ エイダイタカラブネ 牝５芦 ５５ 勝浦 正樹�東振牧場 鈴木 康弘 鵡川 東振牧場 ４９０± ０ 〃 クビ １８．１�
３５ クレヨンルージュ 牝５黒鹿５５ 松岡 正海齊藤四方司氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４９４－ ６ 〃 ハナ ２．１�
７１３ モンテチェリー 牝５鹿 ５５ 田中 勝春毛利 喜昭氏 小島 茂之 三石 鹿糠沢 敬樹 ４９２－ ４１：２４．３３ １４．８�
１２ トーセンレジェンド 牝５鹿 ５５ 柴田 善臣島川 �哉氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ４６４＋ ８１：２４．５１ ９．０	
２４ メジロターキッシュ 牝６栗 ５５ 郷原 洋司�メジロ牧場 高橋 裕 伊達 メジロ牧場 ４８０－ ４１：２４．８１� １５８．６

４７ モンプティクール 牝５芦 ５５ 五十嵐雄祐 �キャロットファーム 大江原 哲 早来 ノーザンファーム ４６２± ０ 〃 ハナ ４５．８�
３６ シャイニングムーン 牝６鹿 ５５ 津村 明秀飯田 政子氏 小西 一男 静内 千代田牧場 B４８４± ０１：２５．０１� ２５．４�
５９ � フローレストウブ 牝６鹿 ５５ 大庭 和弥真部 晴�氏 佐藤 吉勝 新冠 新冠橋本牧場 ４６４－ ４ 〃 ハナ ７３．６
１１ トレトレジョリ 牝８鹿 ５５ 小林 淳一��昭牧場 斎藤 誠 三石 三石川上牧場 ５２２－ ８１：２５．１� １４．０�
６１１ イブキゴルデルゼ 牝７黒鹿５５ 江田 照男�伊吹 星野 忍 門別 北陽ファーム ４５４－ ２１：２５．４２ １４５．６�
８１５� ビ ー ボ ー ン 牝５鹿 ５５ 福永 祐一伊達 敏明氏 中川 公成 門別 サンシャイン

牧場 ４８８＋１２１：２５．５クビ ５７．７�
８１６ オポテューニティ 牝６鹿 ５５ 吉田 隼人平岡 茂樹氏 �田 研二 浦河 大野牧場 ４９６＋ ４１：２６．２４ １４８．２�
７１４ ミスティックリバー 牝５黒鹿５５ 川田 将雅 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４５６－１６ 〃 クビ １５．０�

（１５頭）
６１２ ケイアイスカイ 牝６鹿 ５５ 戸崎 圭太亀田 守弘氏 清水 利章 新冠 守矢牧場 ４８４＋ ６ （競走除外）

（大井）

売 得 金

単勝： ４０，４５１，９００円 複勝： ５１，６８２，７００円 枠連： ５６，９２７，３００円

普通馬連： １８６，７３３，６００円 馬単： １１９，２６２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，７８０，３００円

３連複： １６８，６７０，７００円 ３連単： ３７０，１２９，３００円 計： １，０３８，６３８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２２０円 � ２８０円 � ４４０円 枠 連（４－５） ２，５４０円

普通馬連 �� ２，６７０円 馬 単 �� ４，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９６０円 �� １，２６０円 �� ２，０４０円

３ 連 複 ��� １２，７１０円 ３ 連 単 ��� ５９，３５０円

票 数

単勝票数 差引計 ４０４５１９（返還計 ２５１７０） 的中 � ５４１６３（２番人気）
複勝票数 差引計 ５１６８２７（返還計 ３７４８７） 的中 � ７０２７７（２番人気）� ５０１６８（４番人気）� ２７２０１（７番人気）
枠連票数 差引計 ５６９２７３（返還計 ８３７） 的中 （４－５） １６５５９（１１番人気）
普通馬連票数 差引計１８６７３３６（返還計３２２４９６） 的中 �� ５１６８７（１０番人気）
馬単票数 差引計１１９２６２８（返還計１９７６８８） 的中 �� １９４１５（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ４４７８０３（返還計 ８０８４４） 的中 �� １１７９８（１０番人気）�� ８７５３（１４番人気）�� ５２８１（２４番人気）
３連複票数 差引計１６８６７０７（返還計４９７１８７） 的中 ��� ９７９７（４１番人気）
３連単票数 差引計３７０１２９３（返還計１１０５５９５） 的中 ��� ４６０３（１８８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．６―３５．５―４７．５―５９．１―１：１１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３６．０
３ １（５，１３）２（３，１４）（４，６，１１）（１５，１６）７－８－９－１０ ４ ・（１，１３）５（２，３，１４）（４，６）（７，１１，１６）１５，８，９－１０
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タムロイーネー �
�
父 ジョリーズヘイロー �

�
母父 ブレイヴエストローマン デビュー ２００３．８．２３ 小倉５着

２００１．２．２７生 牝７黒鹿 母 フィールドロマン 母母 スナークヘレナー ３７戦４勝 賞金 ６１，９００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔騎手変更〕 オポテューニティ号の騎手柴山雄一は，第６競走での落馬負傷のため吉田隼人に変更。
〔競走除外〕 ケイアイスカイ号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１１頭 アイファーラブラブ号・カラベルラティーナ号・クリップフェアリー号・グレースエポナ号・テイクマイアイズ号・

ヒシレーシー号・ブルーポラリス号・ホワイトヴェール号・ユウアイラ号・ライカート号・レツィーナ号
※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。



（２０東京２）第３日 ５月３日 （祝日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 １２回 出走頭数 １５６頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２７４，４２０，０００円
１８，０２０，０００円
２，５１０，０００円
２９，３２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５７，３７２，０００円
５，００２，８００円
１，５７５，６００円

勝馬投票券売得金
４６３，８２７，２００円
６５８，６５６，４００円
４９６，５０６，２００円
２，１１５，５７１，７００円
１，６７９，１７９，９００円
５１８，６１８，３００円
２，４１５，４９３，８００円
３，０３７，９０２，７００円
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単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １１，３８５，７５６，２００円

総入場人員 ４８，６８４名 （有料入場人員 ４７，５８０名）




