
１１０６１ ５月１１日 小雨 不良 （２０東京２）第６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

７１１ クリスビスティー 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹ビスティーズホース
ユニオン 大江原 哲 早来 ノーザンファーム B５０２－ ４１：３７．６ ５．１�

４６ シャフツレディ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一�ターフ・スポート栗田 博憲 浦河 谷川牧場 ５０４＋ ８１：３８．３４ ７．７�
１１ アクトオンザターフ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠広田 伸七氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４５８＋ ６１：３８．５１� ５．８�
５７ パラディフルール 牝３鹿 ５４ 池添 謙一中田 和宏氏 勢司 和浩 平取 有限会社中

田牧場 ４５４－ ４ 〃 クビ １６２．７�
３３ エレガントフラッグ 牝３黒鹿５４ 田中 勝春森口�一郎氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム B４５８± ０１：３８．８２ ８．６�
６９ ショウナンマライア 牝３芦 ５４ 吉田 豊�湘南 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２６－ ４ 〃 クビ ２５．５	
２２ ニーマルギャロップ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝板橋 秋氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ４６６－ ２１：３８．９� ３６．２

６１０ モアスマイル 牝３鹿 ５４ 内田 博幸飯田 正剛氏 勢司 和浩 静内 千代田牧場 ４３２＋ ４１：３９．０� １１．１�
７１２ スズヨコンコルド 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣鈴木与四郎氏 高橋 祥泰 三石 タツヤファーム ４４８＋ ４１：３９．２１� １５４．７�
５８ ソシアルチャーム 牝３鹿 ５４ 松岡 正海臼田 浩義氏 清水 利章 門別 下河辺牧場 ５４８－ ４１：３９．９４ ５．２
４５ ホッカイドゥムカ 牝３栗 ５４ 村田 一誠�北海牧場 土田 稔 門別 北海牧場 ４９６－ ８ 〃 ハナ ４．７�
８１３ ツ ー リ ス ト 牝３鹿 ５４ 幸 英明佐々木 徹氏 戸田 博文 新冠 シンユウフアーム ４５４－１０１：４０．０� １８３．９�
３４ ニュウモダン 牝３鹿 ５４ 小野 次郎大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 小林 和義 ４６０＋ ２１：４０．８５ １２９．７�
８１４ ケイアイスマート 牝３黒鹿５４ 横山 典弘 �啓愛義肢材料販売所 南田美知雄 静内 静内酒井牧場 ４７４＋ ６１：４１．９７ １６．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，３０６，２００円 複勝： ２８，００７，１００円 枠連： ２０，６２８，０００円

普通馬連： ８５，１０９，６００円 馬単： ７２，０００，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，７６２，４００円

３連複： １１２，９６９，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３５６，７８２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � ２４０円 � ３００円 � ２１０円 枠 連（４－７） ８２０円

普通馬連 �� ３，４３０円 馬 単 �� ６，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３５０円 �� ７１０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� ６，８２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６３０６２ 的中 � ２５３４６（２番人気）
複勝票数 計 ２８００７１ 的中 � ３１４５５（４番人気）� ２２９９６（６番人気）� ３８０６５（３番人気）
枠連票数 計 ２０６２８０ 的中 （４－７） １８７９１（２番人気）
普通馬連票数 計 ８５１０９６ 的中 �� １８３２７（１９番人気）
馬単票数 計 ７２０００３ 的中 �� ８８３５（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１７６２４ 的中 �� ３８８６（２０番人気）�� ７８８３（８番人気）�� ５０５４（１５番人気）
３連複票数 計１１２９６９２ 的中 ��� １２２３１（２８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２３．９―３５．５―４７．７―１：００．５―１：１３．０―１：２５．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリスビスティー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Copelan デビュー ２００８．３．２９ 中山１１着

２００５．５．８生 牝３黒鹿 母 コープランズナニー 母母 Nany’s Appeal ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



１１０６２ ５月１１日 小雨 不良 （２０東京２）第６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

５７ フランコフォニー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �社台レースホース戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０４＋ ２１：２５．２ ６．７�

８１３ バ イ ヨ ン 牡３栗 ５６ 横山 典弘 �キャロットファーム 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４３６＋ ２１：２５．４１� １．８�
４５ シーニックループ 牡３鹿 ５６ 石神 深一 �キャロットファーム 佐藤 吉勝 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２＋ ２１：２６．２５ ２３．６�
３３ マイネルフリーデン 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 白井 寿昭 浦河 バンダム牧場 ４９０± ０ 〃 クビ ２４．６�
５６ ストロングアクシス �３鹿 ５６ 内田 博幸泉 俊二氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４８０－ ２１：２６．４１� ３．２�
４４ カシノシンケン 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真柏木 務氏 二本柳俊一 門別 サンバマウン
テンファーム B４７２＋ ８ 〃 クビ ２２３．５	

６９ サマーグロリアス 牝３栗 ５４ 松岡 正海セゾンレースホース� 畠山 重則 三石 山本 昇寿 ４３０＋ ６１：２７．１４ １４９．０

８１２ ディゾンシチー 牝３鹿 ５４ 小野 次郎 �友駿ホースクラブ 根本 康広 静内 出羽牧場 ４４２± ０１：２７．４２ ４６．７�
７１０ ケージーハルカゼ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一川井 五郎氏 土田 稔 新冠 岩見牧場 ４７４ ―１：２７．８２� ２０．８�
７１１ カーラプリマ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人 �キャロットファーム 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４８２－１６ 〃 クビ １０１．４
２２ バトルヴィクトリア 牝３栃栗５４ 勝浦 正樹宮川 秋信氏 浅野洋一郎 新冠 杉山 義行 ３９６± ０１：２８．０１� ２３９．８�
１１ テイクザスカイ 牝３栗 ５４ 幸 英明加藤 徹氏 松永 康利 新冠 大狩部牧場 ４７６＋１６ 〃 クビ ３４．５�
６８ スプラッシュアイ 牝３青鹿５４ 大庭 和弥河村 �平氏 高橋 義博 浦河 吉田 又治 ４６０± ０１：２８．８５ ８７．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２４，１５４，９００円 複勝： ３９，６６０，４００円 枠連： ２２，２１０，２００円

普通馬連： ７８，８１４，７００円 馬単： ９０，９８０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，０６３，１００円

３連複： １１２，１３２，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３９０，０１６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � １９０円 � １１０円 � ４７０円 枠 連（５－８） １７０円

普通馬連 �� ５４０円 馬 単 �� １，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� １，５９０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� ３，３４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４１５４９ 的中 � ２８５４０（３番人気）
複勝票数 計 ３９６６０４ 的中 � ３５０１７（３番人気）� ２１８３４９（１番人気）� ９９７５（７番人気）
枠連票数 計 ２２２１０２ 的中 （５－８） １０１６１２（１番人気）
普通馬連票数 計 ７８８１４７ 的中 �� １０８９２６（２番人気）
馬単票数 計 ９０９８０６ 的中 �� ３９７９０（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２０６３１ 的中 �� ２４６１０（２番人気）�� ３０１７（１７番人気）�� ７１０５（７番人気）
３連複票数 計１１２１３２７ 的中 ��� ２４７９２（１０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．８―３５．６―４８．４―１：０１．１―１：１３．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フランコフォニー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００７．７．１ 福島１５着

２００５．３．１１生 牡３鹿 母 メヤディーニ 母母 Niodini ５戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
［他本会外：１戦０勝］



１１０６３ ５月１１日 曇 重 （２０東京２）第６日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時００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

１：２０．０
１：１９．０

良

良

１１ エ ア ワ ル ツ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４４８＋１０１：２５．０ ５．３�

８１８ ミルシャイナー 牝３青 ５４ 田中 勝春 �グリーンファーム 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ５００ ―１：２５．３２ １２．４�
６１１ ラブエッセンス 牝３鹿 ５４ 内田 博幸ディアレスト 秋山 雅一 三石 水丸牧場 ４６０＋ ２１：２５．４� ６．５�
３６ サトノローズヒップ 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己里見 治氏 古賀 慎明 静内 千代田牧場 ４６２－ ２ 〃 ハナ ２．０�
８１６ エクセレントレイ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人�藤沢牧場 �田 研二 静内 藤沢牧場 ４１２＋１４ 〃 クビ ２５．０	
４７ ショウナンアヤカ 牝３黒鹿５４ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４１８－ ２ 〃 アタマ ９．２

３５ リノーンマイア 牝３栗 ５４ 横山 典弘村中 徳広氏 鈴木 伸尋 浦河 鎌田 正嗣 ４３８＋ ２１：２５．５クビ １７．６�
７１４ アドマイヤレゾン 牝３芦 ５４ 村田 一誠近藤 利一氏 古賀 史生 浦河 辻 牧場 B４５２± ０１：２５．７１ ３４．５�
８１７ トミケンジェネール 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠冨樫 賢二氏 柴崎 勇 浦河 カナイシスタッド ４４４＋１２１：２５．８� ５５．１
７１５ ヤマショウボストン 牝３栗 ５４

５１ ▲黛 弘人菅原 秀仁氏 大和田 稔 静内 矢野牧場 ４４０＋ ４ 〃 クビ ３３５．３�
４８ コスモドリーミン 牝３芦 ５４ 福永 祐一 �ビッグレッドファーム 平井 雄二 浦河 日田牧場 ４１４＋１０１：２６．１１� ９８．７�
２４ ギムレットシチー 牝３鹿 ５４ 池添 謙一 �友駿ホースクラブ 佐藤 吉勝 浦河 アイオイファーム ４３２± ０ 〃 ハナ ５９．０�
６１２ ラブリースキャット 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹 �ユートピア牧場 菊川 正達 登別 ユートピア牧場 ４４４－１８１：２６．３１� ２１７．３�
５１０ レディーチョウサン 牝３黒鹿５４ 武士沢友治長山 尚義氏 清水 利章 平取 坂東牧場 ３７４＋ ６ 〃 クビ ２２５．４�
５９ タックスペイヤー 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介青木 基秀氏 鈴木 伸尋 静内 田原橋本牧場 ４０２ ―１：２６．９３� １５４．５�
１２ パールズオブデュー 牝３栗 ５４ 小野 次郎 �社台レースホース戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０－ ４１：２７．１１� ３６．８�
７１３ サラスマイル 牝３鹿 ５４ 岩部 純二グリーンスウォード 中川 公成 新冠 長浜 秀昭 ４０８＋ ２１：２７．２� ４３０．２�
２３ バイエンブルク 牝３鹿 ５４ 幸 英明居城 要氏 加藤 和宏 新冠 北勝ファーム ４６６＋１６１：２８．２６ ２７４．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２４，６７５，６００円 複勝： ２７，１４５，６００円 枠連： ２５，２１１，３００円

普通馬連： ８７，７４９，１００円 馬単： ７９，９３３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，４７１，１００円

３連複： １１４，００２，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３８３，１８８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １９０円 � ３８０円 � １９０円 枠 連（１－８） １，３７０円

普通馬連 �� ３，７８０円 馬 単 �� ６，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２９０円 �� ５５０円 �� １，４６０円

３ 連 複 ��� ６，１１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４６７５６ 的中 � ３７１６８（２番人気）
複勝票数 計 ２７１４５６ 的中 � ４３５１３（２番人気）� １５２４２（５番人気）� ４３０３３（３番人気）
枠連票数 計 ２５２１１３ 的中 （１－８） １３６３４（５番人気）
普通馬連票数 計 ８７７４９１ 的中 �� １７１７７（１１番人気）
馬単票数 計 ７９９３３８ 的中 �� ９５４１（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４４７１１ 的中 �� ４５７３（１１番人気）�� １１８３２（４番人気）�� ３９８８（１４番人気）
３連複票数 計１１４００２２ 的中 ��� １３７８４（１７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．８―３６．０―４８．８―１：００．８―１：１２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３６．２
３ ６，２（１３，１５）７，１２（４，１，８，１１，１６）（１０，１７）（１４，１８）－５－３－９ ４ ・（２，６）（１，１３，１５）（４，８，７）（１１，１２）（１０，１６）５（１４，１７）１８－３＝９
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エ ア ワ ル ツ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Private Account デビュー ２００８．１．２７ 中山８着

２００５．２．２２生 牝３鹿 母 マチカネハツシマダ 母母 Yousefia ５戦１勝 賞金 ７，７５０，０００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 ウィンドチャイム号



１１０６４ ５月１１日 曇 重 （２０東京２）第６日 第４競走 ��
��１，６００�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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

６１２� ベストプロジェクト 牡３栗 ５６ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Flaxman
Holdings Ltd ４８０－ ２１：３６．５ ３．２�

７１４ ファイブスター 牝３芦 ５４ 福永 祐一吉田 照哉氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４４６－ ２１：３６．８１� ４．０�
４７ ユノパラボリカ 牡３青鹿５６ 横山 典弘細川祐季子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５２８－ ６ 〃 クビ ２．８�
７１３ シルクペガサス 牡３栗 ５６ 柴田 善臣有限会社シルク大江原 哲 新冠 八木 常郎 ４３８＋１０１：３７．１１� ４４．２�
１１ ヤマテウォルデン 牡３黒鹿５６ 村田 一誠崔 日坤氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 ４７８－ ６１：３８．１６ ５１．７�
８１５ ディアプリザーヴ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹ディアレスト 柄崎 孝 門別 いとう牧場 B３９４－ ２１：３８．３１� １８２．４�
２４ リバーブレイブ 牡３栗 ５６ 郷原 洋司河越 武治氏 郷原 洋行 門別 広中 稔 B４８２± ０ 〃 ハナ １６５．８�
８１７ カシノマチャガ 牝３黒鹿５４ 小林 淳一柏木 務氏 沢 峰次 新冠 五丸農場 B４６２＋ ２１：３８．９１�＋２� １４４．７	
５９ ベ ス ト 牝３鹿 ５４ 小野 次郎柏木 務氏 沢 峰次 青森 一山牧場 ４３０＋ ６１：３９．０� １２７．４

４８ ロイヤルパンチ 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠�ナイト商事 古賀 慎明 様似 山口 幸雄 ４６４ ― 〃 クビ １７．５�
１２ ウィンドチャイム 牝３黒鹿５４ 武 豊�ターフ・スポート堀井 雅広 浦河 市川フアーム ４５６－ ２１：３９．２１ １５．５
６１１ ホクレアビーチ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊萱場 博史氏 的場 均 静内 岡田牧場 ４５０－ ６１：３９．７３ ３５１．３�
８１６ スウィプザワールド 牡３芦 ５６ 松岡 正海芹澤 精一氏 成島 英春 門別 森永牧場 ４２４＋ ６１：３９．８� ５１．９�
５１０ ノ ボ メ ル 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥�LS.M 西塚 安夫 浦河 高昭牧場 ４０８－ ８１：４０．６５ １４０．０�
３５ クールサンフォード 牡３黒鹿５６ 武士沢友治川上 哲司氏 蛯名 信広 池田 新田牧場 ４７４－ ２１：４１．４５ ２２．７�
３６ ヒビキジュリアー 牝３黒鹿５４ 幸 英明竹本 弘氏 斎藤 宏 新冠 蛯名牧場 ４５０＋ ４１：４１．５� ２１０．０�
２３ � ナイキウェルネス 牡３栗 ５６

５３ ▲伊藤 工真小野 誠治氏 古賀 史生 米 Joe Parker ４７２± ０ （降着） １６．４�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２１，７９５，０００円 複勝： ２４，６５８，５００円 枠連： ２４，１６０，１００円

普通馬連： ８７，００７，７００円 馬単： ８６，５５８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，７７３，３００円

３連複： １２６，０６７，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３９５，０２０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � １２０円 枠 連（６－７） ５４０円

普通馬連 �� ５９０円 馬 単 �� １，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� １９０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� ４００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１７９５０ 的中 � ５５１８４（２番人気）
複勝票数 計 ２４６５８５ 的中 � ５４５５８（２番人気）� ４３０６９（３番人気）� ６３３７７（１番人気）
枠連票数 計 ２４１６０１ 的中 （６－７） ３３２２１（３番人気）
普通馬連票数 計 ８７００７７ 的中 �� １０９０２２（３番人気）
馬単票数 計 ８６５５８７ 的中 �� ６０２５１（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４７７３３ 的中 �� ２９５６６（２番人気）�� ３４８６６（１番人気）�� ２９０６７（３番人気）
３連複票数 計１２６０６７０ 的中 ��� ２３８１６０（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．７―３５．２―４７．６―１：００．２―１：１２．４―１：２３．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３６．３
３ １６－（２，５）１１（６，１０，１４）（１，７，１３）３（４，９）１２－１７－１５－８ ４ １６，２－（１，１１，１４）５（７，１３）６（３，１０，４，１２）－（９，１７）－１５，８

勝馬の
紹 介

�ベストプロジェクト �
�
父 Kingmambo �

�
母父 Private Account デビュー ２００７．１２．１６ 中山５着

２００５．３．２７生 牡３栗 母 Chimes of Freedom 母母 Aviance ５戦１勝 賞金 ８，２００，０００円
〔降着〕 ナイキウェルネス号は，８位〔タイム１分３８秒５，着差１�馬身〕に入線したが，最後の直線コースで急に外側に斜行して

「ヒビキジュリアー」号の走行を妨害したため１７着に降着。
〔制裁〕 ナイキウェルネス号の騎手伊藤工真は，最後の直線コースで急に外側に斜行したことについて平成２０年５月１７日から

平成２０年５月２５日まで騎乗停止。
〔その他〕 ヒビキジュリアー号は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クールサンフォード号は，平成２０年６月１１日まで平地競走に出走できない。

ノボメル号は，平成２０年７月１１日まで平地競走に出走できない。
※ウィンドチャイム号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１１０６５ ５月１１日 曇 不良 （２０東京２）第６日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２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

１：２２．３
１：２１．９

稍重

重

５１０ ドリームスカイラブ 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人セゾンレースホース� 高橋 祥泰 平取 北島牧場 ４７８＋ ２１：２４．３ １０．２�

２４ � モエレジンダイコ 牡３栗 ５６
５３ ▲黛 弘人西村 豊氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 B４６６＋ ２１：２４．６２ ３０．４�

２３ ケイジージュニアー 牡３青鹿５６ 伊藤 直人鹿倉 勝�氏 斎藤 誠 新冠 つつみ牧場 ４７８＋ ２１：２４．９２ １１８．９�
５９ オールフォーミー 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介有限会社シルク勢司 和浩 静内 千代田牧場 ４６０－ ２１：２５．０クビ ５０．０�
６１１ ブイチャレンジ 牡３栗 ５６ 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 門別 川島 良一 ４７０＋ ２ 〃 アタマ ９５．８�
８１６ マイヴィーナス 牝３栗 ５４ 小野 次郎�RRA 高木 登 浦河（有）ビクトリーホース

ランチ 荻野 豊 ４４６＋ ４１：２５．１� ５．８�
４７ ファイナルスコアー 牡３栗 ５６ 武 豊 	社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４８６－ ２１：２５．２クビ １．４

３６ ナスノマツカゼ 牡３栗 ５６ 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 ４５２－ ６ 〃 ハナ ３７．３�
７１４ アトラスシーダー 牡３芦 ５６ 福永 祐一 	スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム B４８４－ ６１：２５．７３ １９．６
７１３ ネバーグレイス 牝３鹿 ５４ 郷原 洋司岡田 隆寛氏 本郷 一彦 静内 岡田牧場 ４７４± ０１：２６．０１	 ４５６．８�
１２ 
 エイワイエヤス 牡３黒鹿５６ 松岡 正海永井公太郎氏 松山 康久 米 Aron Yagoda &

David Bechtol ４７０－ ２ 〃 ハナ ２５．０�
４８ スイートグラーツ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣和田 啓子氏 高橋 祥泰 門別 シンボリ牧場 ４１８＋ ４１：２６．２１� ５６．８�
８１５ シャドウランズ 牡３青鹿５６ 藤田 伸二山上 和良氏 柴崎 勇 平取 松崎 文彦 ４８４＋ ４１：２７．８１０ ９６．３�
６１２ エスユーペニー 牝３芦 ５４ 幸 英明楳津 繁氏 高橋 祥泰 門別 藤本 友則 ４４２＋ ２１：２８．２２� ２９．２�
３５ � モエレフェミニン 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義宮田 直也氏 藤原 辰雄 三石 前田 宗将 ４６２－ ８１：２８．４１� １２１．２�
１１ ローテカリーノ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝山科 統氏 国枝 栄 浦河 バンダム牧場 ４８０＋２０１：２９．０３� ６８．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，０７９，７００円 複勝： ３９，２４４，８００円 枠連： ２６，８４３，９００円

普通馬連： １０５，６１９，６００円 馬単： １０８，３２５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，９５１，５００円

３連複： １４４，５８９，０００円 ３連単： 発売なし 計： ４８９，６５４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０２０円 複 勝 � ３００円 � ６７０円 � ２，６４０円 枠 連（２－５） ４，９１０円

普通馬連 �� ６，２７０円 馬 単 �� １２，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５００円 �� ６，６３０円 �� １０，８００円

３ 連 複 ��� ７３，２９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３４０７９７ 的中 � ２６４７０（３番人気）
複勝票数 計 ３９２４４８ 的中 � ４０５０４（３番人気）� １５０４４（５番人気）� ３４５４（１５番人気）
枠連票数 計 ２６８４３９ 的中 （２－５） ４０３８（１７番人気）
普通馬連票数 計１０５６１９６ 的中 �� １２４３７（２０番人気）
馬単票数 計１０８３２５６ 的中 �� ６５４７（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０９５１５ 的中 �� ５２５０（１４番人気）�� １１３５（５３番人気）�� ６９４（６９番人気）
３連複票数 計１４４５８９０ 的中 ��� １４５６（１４３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．３―３４．９―４７．２―５９．６―１：１１．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドリームスカイラブ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 Lear Fan デビュー ２００７．６．２３ 福島７着

２００５．３．３生 牡３黒鹿 母 ファンザブリーズ 母母 Screen Scene １１戦２勝 賞金 １７，７００，０００円
※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。
（非当選馬） ２頭 ケージーハッピー号・ストロングライデン号
（非抽選馬） １頭 フジヤマラミレス号



１１０６６ ５月１１日 曇 重 （２０東京２）第６日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （芝・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

１：２０．０
１：１９．０

良

良

３６ サンクスノート 牝３鹿 ５４ 松岡 正海下河�行雄氏 二ノ宮敬宇 門別 下河辺牧場 ４６８＋ ４１：２３．１ １０．２�

６１１ ドラゴンファング 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義加藤 守氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ
ファーム ４８０－ ２１：２３．２� ２．３�

８１５� ネイチャーグロウ 牡３青鹿５６ 高山 太郎井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 松田 富士夫 B４６６＋ ４１：２３．７３ １１．３�
６１２ ローレルエルヴェル 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 �ローレルレーシング 小西 一男 静内 池田牧場 ４３６－ ４１：２３．９１ ４３．２�
７１４� イナズマレオ 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹小泉 賢悟氏 �田 研二 新冠 ヒノデファーム ４６８－ ２１：２４．１１� ６１．８	
２３ リーベストラウム 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠
ミルファーム 斎藤 誠 静内 前谷 武志 ４７８－ ２１：２４．３１ ２１．７�
１１ ターニングポイント 牡３青鹿５６ 吉田 豊山上 和良氏 和田 正道 新冠 泉渕瀬牧場 ４５８± ０１：２４．５１ ９．１�
１２ ジョウショーアロー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸熊田 義孝氏 嶋田 潤 静内 野坂牧場 ４７０± ０１：２４．７１� ４．２
５１０ マイネルポンピオン 牡３芦 ５６ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム B４４８－ ２１：２４．８� １６．７�
３５ � ピンクバーディー 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥
アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４６４－ ４ 〃 クビ ８５．６�
８１６ ギンザグリングラス 牡３芦 ５６ 四位 洋文有馬 博文氏 天間 昭一 浦河 中脇 満 ４４６＋ ２１：２５．０１ ７７．２�
４７ ステルスワン 牡３鹿 ５６ 福永 祐一長谷川光司氏 堀井 雅広 静内（有）石川牧場 ４６６＋ ４１：２５．９５ １４９．６�
５９ プライドオブキング 牡３栗 ５６ 吉田 隼人 
社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム ５１０＋ ２１：２６．０クビ １５．８�
４８ ネヴァリバティ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘�ティーエイチ 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４８４－ ２１：２６．１� ２２．８�
７１３� ス タ ー ダ ム 牝３黒鹿５４ 郷原 洋司栗嶋 豊明氏 郷原 洋行 静内 荒谷 英俊 B４８２＋ ４ 〃 クビ ３２９．１�
２４ � ブートキャンプ 牡３栗 ５６ 田中 剛新木 鈴子氏 松山 将樹 平取 有限会社中

田牧場 ４６８－ ２１：２６．５２� ４０２．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，５９４，１００円 複勝： ３４，９０２，１００円 枠連： ３３，６４５，０００円

普通馬連： １１１，９５２，５００円 馬単： ９１，１８８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，６１４，８００円

３連複： １３７，５４６，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４６２，４４３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０２０円 複 勝 � ３１０円 � １４０円 � ２６０円 枠 連（３－６） １，１８０円

普通馬連 �� １，２００円 馬 単 �� ３，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５１０円 �� １，４８０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ４，７００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５５９４１ 的中 � １９９６０（４番人気）
複勝票数 計 ３４９０２１ 的中 � ２３６０６（６番人気）� ９２０６２（１番人気）� ３０５４９（４番人気）
枠連票数 計 ３３６４５０ 的中 （３－６） ２１２０８（４番人気）
普通馬連票数 計１１１９５２５ 的中 �� ６９２１２（２番人気）
馬単票数 計 ９１１８８６ 的中 �� ２０５３６（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７６１４８ 的中 �� １３９２９（３番人気）�� ４３２４（１９番人気）�� １１４７７（４番人気）
３連複票数 計１３７５４６６ 的中 ��� ２１６１３（１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．１―３５．１―４７．５―５８．９―１：１０．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンクスノート �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Halo デビュー ２００８．４．２０ 福島１着

２００５．３．１９生 牝３鹿 母 スリーソウツ 母母 Three Secrets ２戦２勝 賞金 １２，０００，０００円
※リーベストラウム号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１１０６７ ５月１１日 曇 不良 （２０東京２）第６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）

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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

１１ ニシノテンカ 牡４黒鹿５７ 内田 博幸西山 茂行氏 田村 康仁 鵡川 西山牧場 ４７０± ０１：３６．４ １．８�

４８ バ ル バ ロ 牡５鹿 ５７ 横山 典弘金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 早来 ノーザンファーム B４９６－ ４ 〃 ハナ １９．２�

３６ ツバサドリーム 牡４栗 ５７ 福永 祐一�RRA 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４７４－ ２１：３７．０３� ６．９�
８１５ テンジンニチオー 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹�テンジン 松山 康久 浦河 宮内牧場 ４５２＋ ４１：３７．３１� ３１．１�
２４ 	 マ イ ボ ー イ 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠神林 幸一氏 小西 一男 三石 加野牧場 ４８２± ０１：３７．４� １１．１�
７１４ チャリティショウ 牡４栗 ５７ 柴田 善臣加藤 徹氏 柴田 政人 門別 本田 武雄 ４９２± ０ 〃 クビ ２２．４�
６１２ サクラオールイン 牡５黒鹿５７ 田中 勝春�さくらコマース小島 太 静内 新和牧場 B４８６＋ ２１：３７．６１� ５１．１	
５１０ ヒシマイスター 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義阿部雅一郎氏 中野 隆良 門別 日高大洋牧場 ４８６－ ４１：３７．７� １４．２

８１６ クリノアドベンチャ 牡４黒鹿５７ 武士沢友治栗本 博晴氏 中野渡清一 門別 春木 昭雄 ４７０＋ ８１：３７．８� １１２．５�
２３ キタサンダイオウ 牡４栗 ５７ 小林 淳一�大野商事 中野渡清一 静内 谷岡牧場 ４６８－１０１：３８．０１� ２４３．５
７１３	 ハイドパーク 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己広尾レース� 藤沢 和雄 静内 カントリー牧場 B５００＋２２１：３８．２１� １５．２�
４７ ノースベアハート 
５鹿 ５７ 藤田 伸二北村実地子氏 斎藤 宏 三石 タガミファーム ４８６－ ２１：３８．７３ １１．４�
１２ 	 メ タ リ ッ ク 牡４芦 ５７ 伊藤 直人�ターフ・スポート斎藤 誠 浦河 ミルファーム ４５６± ０１：３８．９１ ２４１．７�
５９ エイコーロマン 牡５黒鹿５７ 村田 一誠永井 廣司氏 嶋田 功 三石 大塚牧場 ４７４＋ ８１：３９．５３� ３２８．７�
６１１�	 ヒシユニバーサル 牡４青鹿５７ 田中 剛阿部雅一郎氏 小笠 倫弘 英 M. Abe B４５８－ ２１：３９．６� １３４．８�
３５ �	 レインボージャック 
５栗 ５７ 武 豊山本 英俊氏 鹿戸 雄一 愛 Airlie Stud ４８４＋ ８１：４０．９８ ２０．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，４４２，７００円 複勝： ３５，００１，４００円 枠連： ３４，５４４，８００円

普通馬連： １２２，８９１，７００円 馬単： １０４，２４６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，３１５，６００円

３連複： １４８，１６０，８００円 ３連単： 発売なし 計： ５０６，６０３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � ３７０円 � ２３０円 枠 連（１－４） ５６０円

普通馬連 �� １，７５０円 馬 単 �� ２，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� ３７０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� ４，１３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２９４４２７ 的中 � １３５０４９（１番人気）
複勝票数 計 ３５００１４ 的中 � １１４０５７（１番人気）� １７５６３（８番人気）� ３４０８５（３番人気）
枠連票数 計 ３４５４４８ 的中 （１－４） ４５７６６（２番人気）
普通馬連票数 計１２２８９１７ 的中 �� ５１８８１（６番人気）
馬単票数 計１０４２４６４ 的中 �� ３３８７７（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２３１５６ 的中 �� １２２４６（５番人気）�� ２３３４２（２番人気）�� ９７５９（８番人気）
３連複票数 計１４８１６０８ 的中 ��� ２６４８７（１１番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．７―１１．２―１２．２―１２．７―１２．３―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．４―３４．６―４６．８―５９．５―１：１１．８―１：２３．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノテンカ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Nureyev デビュー ２００６．８．２０ 新潟４着

２００４．４．１８生 牡４黒鹿 母 ニシノディセンシー 母母 ビーマイアリ １３戦２勝 賞金 ２７，６５０，０００円
〔制裁〕 バルバロ号の騎手横山典弘は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金７０，０００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 タカラボス号・ダッシュタイカン号



１１０６８ ５月１１日 曇 重 （２０東京２）第６日 第８競走 ��
��２，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０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

２：２２．１
２：２２．１

良

良

３３ � パルジファル 牡５鹿 ５７ 内田 博幸池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム B４７６－ ４２：２９．２ ６．９�

１１ マイネルブリアー 牡４黒鹿５７ 柴田 善臣 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菊川 正達 門別 田端牧場 ５０６＋ ８ 〃 クビ １．５�

８１０ マイネルハイアップ 牡５黒鹿５７ 福永 祐一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 堀 宣行 新冠 中村農場 B４９６± ０２：２９．４１� １３．４�

２２ � スカイウォーク 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人藤井 謙氏 鈴木 伸尋 浦河 日東牧場 ５２０－１０２：２９．８２	 ５３．３�
６６ マイネルコレドール 牡５鹿 ５７ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐々木亜良 浦河 北俣 光浩 B５２０＋１２２：２９．９クビ ３４．１�
７８ マイネルプロメッサ 牡５栗 ５７ 藤岡 佑介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 三石 折手牧場 ５２６＋ ２ 〃 クビ ８．８�
４４ ヴェルトマイスター 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義 	社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４８４＋ ２２：３０．１１� ８．０

５５ キングタキオン 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠嶋田 賢氏 本郷 一彦 浦河 三嶋牧場 B４９２＋ ２２：３０．３１� １７．７�
８９ ロイバーブリング 牡５鹿 ５７ 田中 剛村中 徳広氏 伊藤 伸一 新冠 川上 悦夫 ４８６－ ４２：３１．０４ ３５．０�
７７ � ミツアキトレジャー 牡５鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真山本 光明氏 二本柳俊一 静内 岡田牧場 ５４８－ ６２：３８．７大差 １３８．５

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２７，５８９，２００円 複勝： ３８，４１８，３００円 枠連： ２４，６７３，５００円

普通馬連： １０３，９９８，３００円 馬単： １２８，３０４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，８９３，８００円

３連複： １４８，８２１，３００円 ３連単： 発売なし 計： ４９７，６９９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � ２３０円 枠 連（１－３） ５１０円

普通馬連 �� ４９０円 馬 単 �� １，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� １，１１０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� １，５１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７５８９２ 的中 � ３１７３０（２番人気）
複勝票数 計 ３８４１８３ 的中 � ３５４８７（２番人気）� ２２４３４８（１番人気）� ２１０９２（５番人気）
枠連票数 計 ２４６７３５ 的中 （１－３） ３６１４１（２番人気）
普通馬連票数 計１０３９９８３ 的中 �� １５６９５０（２番人気）
馬単票数 計１２８３０４８ 的中 �� ５７７６４（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５８９３８ 的中 �� ３１９１１（２番人気）�� ４８４２（１６番人気）�� １８９６３（４番人気）
３連複票数 計１４８８２１３ 的中 ��� ７３１９７（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．７―２４．２―３６．１―４８．５―１：０１．５―１：１３．８―１：２６．８―１：３９．９―１：５２．７―２：０４．７―２：１６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．３―３F３６．５
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

�パルジファル �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 ノーザンテースト

２００３．３．６生 牡５鹿 母 エリザベスローズ 母母 ノーベンバーローズ ７戦１勝 賞金 ７，４００，０００円
地方デビュー ２００７．４．３ 園田

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミツアキトレジャー号は，平成２０年６月１１日まで平地競走に出走できない。



１１０６９ ５月１１日 曇 重 （２０東京２）第６日 第９競走 ��
��１，８００�

や つ が た け

八 ヶ 岳 特 別
発走１４時２５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 ２，２００，０００円 １，４８０，０００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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

３３ オペラブラーボ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠草間 庸文氏 久保田貴士 静内 静内フジカ
ワ牧場 ４３６＋ ６１：４９．４ ３．８�

７１０� マイネルシュピール 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田中 清隆 英 Mrs S. F.

Dibben ５３８＋ ８１：４９．７１� ７．１�
４５ 	 セプターレイン 牡６鹿 ５７ 田中 勝春 �社台レースホース古賀 慎明 白老 白老ファーム ４５２－ ４１：４９．８
 １４．４�
４４ デストラメンテ 牡４芦 ５７ 小林 淳一岡田 牧雄氏 清水 美波 鵡川 市川牧場 ４６２± ０ 〃 アタマ １６．５�
６９ ゲットマイウェイ 牡６青鹿５７ 吉田 隼人飯田 政子氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４９２＋ ８１：４９．９� １８．６�
５６ 	 セヴンワンダーズ 牡５鹿 ５７ 福永 祐一前田 幸治氏 和田 正道 新冠 北星村田牧場 ５１４－ ２ 〃 ハナ ２３．０	
６８ ベルモントルパン 牡４鹿 ５７ 武 豊 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム ４６６－１２１：５０．３２
 ７．７

８１３ プラテアード 牡４芦 ５７ 安藤 勝己 �キャロットファーム 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ５２２－ ２ 〃 クビ ３．５�
８１２ カネサマンゲツ 牡６鹿 ５７ 幸 英明笠原 幸六氏 久保田貴士 浦河 桑田フアーム ４８６± ０ 〃 ハナ １５４．４�
１１ シルクダッシュ 牡７鹿 ５７ 松岡 正海有限会社シルク斎藤 誠 新冠 早田牧場新

冠支場 ５０６＋ ６１：５０．４クビ ６．７
７１１ エ ア リ ー ズ 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介名古屋友豊� 作田 誠二 静内 グランド牧場 B４６８－１８１：５０．７２ １２９．４�
２２ 	 アイリッシュホーク 牡７青鹿５７ 後藤 浩輝セゾンレースホース� 松山 康久 門別 新井 昭二 ５００－ ２１：５０．８クビ ２５．９�
５７ � ナイキアプロード 牡４黒鹿５７ 伊藤 工真小野 誠治氏 古賀 史生 米

Michael Levy, Robert
Levy & Mr. & Mrs. Fran-
cis Vanlangendonck

４８０－ ２１：５１．０１� １９７．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３３，５３８，９００円 複勝： ４６，９２１，５００円 枠連： ３５，６２６，１００円

普通馬連： １８２，７６２，５００円 馬単： １１８，１７０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，４６９，０００円

３連複： １５６，５９６，８００円 ３連単： ３８５，３２５，４００円 計： ９９９，４１１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １５０円 � ２６０円 � ３１０円 枠 連（３－７） １，５５０円

普通馬連 �� １，４３０円 馬 単 �� ２，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� ７９０円 �� １，３３０円

３ 連 複 ��� ５，１９０円 ３ 連 単 ��� ２２，５４０円

票 数

単勝票数 計 ３３５３８９ 的中 � ７０８１９（２番人気）
複勝票数 計 ４６９２１５ 的中 � １０４８０３（１番人気）� ４３４９０（５番人気）� ３４０６１（６番人気）
枠連票数 計 ３５６２６１ 的中 （３－７） １７０４５（９番人気）
普通馬連票数 計１８２７６２５ 的中 �� ９４９８５（５番人気）
馬単票数 計１１８１７０９ 的中 �� ３３９１４（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０４６９０ 的中 �� １８１８３（６番人気）�� １２６８５（８番人気）�� ７２２３（２１番人気）
３連複票数 計１５６５９６８ 的中 ��� ２２２７４（１７番人気）
３連単票数 計３８５３２５４ 的中 ��� １２６１７（６７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１２．０―１３．０―１３．１―１３．２―１１．２―１１．３―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．５―３５．５―４８．５―１：０１．６―１：１４．８―１：２６．０―１：３７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．８―３F３４．６

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

勝馬の
紹 介

オペラブラーボ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．１２．３ 中山１着

２００４．３．１５生 牡４鹿 母 ワルツダンサー 母母 ウィシングフォーアスター ９戦３勝 賞金 ４２，３９２，０００円



１１０７０ ５月１１日 曇 不良 （２０東京２）第６日 第１０競走 ��
��１，６００�オアシスステークス

発走１５時００分 （ダート・左）

４歳以上，１９．５．５以降２０．５．４まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
賞 品

本 賞 ２４，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，０００，０００円 ３，６００，０００円 ２，４００，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

２４ アドマイヤスバル 牡５青鹿５６ 村田 一誠近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 ５１４＋ ２１：３５．１ ３．４�

５９ ゼンノパルテノン 牡６栗 ５７．５ 武 豊大迫久美子氏 松永 昌博 早来 ノーザンファーム ５３０－ ４ 〃 ハナ ４．１�
７１３ アイスドール 牝５栗 ５２ 松岡 正海 �サンデーレーシング 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４７４＋ ２１：３５．５２� ５１．６�
７１４� ビクトリーテツニー 牡４栗 ５４ 横山 典弘榮 義則氏 森 秀行 米 Dell Ridge

Farm ４７０－ ２ 〃 ハナ ２８．９�
４８ � フェラーリピサ 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠市川 義美氏 白井 寿昭 米 Sarum Farm ５０４＋ ２１：３５．７� ５．２�
１１ ナムラアトランテス 牡５栗 ５３ 幸 英明奈村 信重氏 野村 彰彦 静内 漆原 哲雄 ５００＋ ２ 〃 アタマ ３１．１�
８１６ タガノエクリプス 牡５青 ５４ 蛯名 正義八木 良司氏 川村 禎彦 千歳 社台ファーム ５１６± ０ 〃 アタマ １４．８	
１２ オ フ ィ サ ー 牡６栗 ５５ 福永 祐一広尾レース
 森 秀行 白老 白老ファーム ５０４－ ２ 〃 アタマ ２９．６�
８１５ ニシノナースコール 牝６黒鹿５２ 吉田 豊西山 茂行氏 尾形 充弘 鵡川 西山牧場 ４４０＋ ４ 〃 同着 ３１．７�
３６ ゼンノストライカー 牡８栗 ５６ 吉田 隼人大迫久美子氏 藤岡 範士 新冠 佐藤 信広 ５０４＋１４１：３５．９１	 ８０．１
２３ スナークファルコン 牡６鹿 ５３ 内田 博幸杉本仙次郎氏 野村 彰彦 浦河 中脇 満 ４６６＋ ２１：３６．０クビ ５６．５�
６１２ ダイナミックグロウ 牡４鹿 ５４ 田中 勝春小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼牧場 ４６４＋ ４１：３６．３２ ２２．５�
３５ タータンフィールズ 牡６鹿 ５４ 安藤 勝己後藤 繁樹氏 崎山 博樹 静内 曾田農園 B４７６＋１０１：３６．５１	 ６９．３�
４７ サイレンスボーイ 牡９栗 ５４ 小野 次郎�ターフ・スポート高木 登 浦河 秋場牧場 ４７２± ０ 〃 クビ ５２．３�
６１１ トーセンブライト 牡７鹿 ５７ 藤田 伸二島川 �哉氏 加藤 征弘 静内 岡田スタツド ５００± ０１：３６．８２ １２．９�
５１０ ニルヴァーナ 牡５鹿 ５５ 藤岡 佑介 �社台レースホース池江 泰郎 追分 追分ファーム ４８２± ０１：３７．７５ ８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５５，８５４，２００円 複勝： ７８，３６７，７００円 枠連： ６５，８３２，５００円

普通馬連： ３２５，２８７，８００円 馬単： １９１，２５６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ７６，７１４，９００円

３連複： ３００，０７０，２００円 ３連単： ６５３，２０７，１００円 計： １，７４６，５９１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １５０円 � １８０円 � ９５０円 枠 連（２－５） ５６０円

普通馬連 �� ７７０円 馬 単 �� １，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ２，９７０円 �� ３，５３０円

３ 連 複 ��� １６，２４０円 ３ 連 単 ��� ６２，２１０円

票 数

単勝票数 計 ５５８５４２ 的中 � １３１４４５（１番人気）
複勝票数 計 ７８３６７７ 的中 � １８７３１７（１番人気）� １２４４９０（３番人気）� １４４２９（１２番人気）
枠連票数 計 ６５８３２５ 的中 （２－５） ８６８５３（１番人気）
普通馬連票数 計３２５２８７８ 的中 �� ３１３８２８（２番人気）
馬単票数 計１９１２５６８ 的中 �� ９４５５８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７６７１４９ 的中 �� ７８５３０（１番人気）�� ５７６２（３３番人気）�� ４８３６（３９番人気）
３連複票数 計３０００７０２ 的中 ��� １３６３９（４６番人気）
３連単票数 計６５３２０７１ 的中 ��� ７７５０（１６０番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．９―１１．２―１２．１―１２．７―１２．０―１１．６―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．６―３４．８―４６．９―５９．６―１：１１．６―１：２３．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤスバル �
�
父 アドマイヤボス �

�
母父 Generous デビュー ２００５．９．１７ 札幌１着

２００３．５．３生 牡５青鹿 母 アドマイヤエール 母母 Princesse Timide ２０戦７勝 賞金 １６４，４２３，０００円
〔発走状況〕 サイレンスボーイ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 サイレンスボーイ号は，平成２０年５月１２日から平成２０年６月１０日まで出走停止。停止期間の満了

後に開催競馬場で発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）２２頭 アルーリングボイス号・イブロン号・インセンティブガイ号・オートセレブ号・コスモシンドラー号・

ステキシンスケクン号・タイキヴァンベール号・チョウカイロイヤル号・ツムジカゼ号・トーセンアーチャー号・
ニシノシタン号・ニホンピロブリュレ号・ハギノベルテンポ号・フジサイレンス号・ベルーガ号・
ボードスウィーパー号・マイネルアルビオン号・マルノマンハッタン号・メイショウホウオウ号・
ヤマカツブライアン号・ユノナゲット号・ロイヤルキャンサー号



１１０７１ ５月１１日 曇 稍重 （２０東京２）第６日 第１１競走 ��
��１，６００�第１３回NHKマイルカップ（ＪｐｎⅠ）

発走１５時４０分 （芝・左）

牡・牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，牡馬５７�，牝馬５５�
NHK杯・日本馬主協会連合会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 ９２，０００，０００円 ３７，０００，０００円 ２３，０００，０００円 １４，０００，０００円 ９，２００，０００円
付 加 賞 ３，９９０，０００円 １，１４０，０００円 ５７０，０００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

１：３２．０
１：３１．５
１：３２．５

良

良

良

５９ ディープスカイ 牡３栗 ５７ 四位 洋文深見 敏男氏 昆 貢 浦河 笠松牧場 ５０８± ０１：３４．２ ４．３�

３５ ブラックシェル 牡３鹿 ５７ 後藤 浩輝金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５２６－ ４１：３４．５１� ９．２�

７１４� ダノンゴーゴー 牡３栗 ５７ 藤岡 佑介�ダノックス 橋口弘次郎 米
Jayeff “B” Sta-
bles & Rey-
nolds Bell Jr.

４５６－ ２１：３４．８１� ３２．０�
４７ ドリームシグナル 牡３栗 ５７ 吉田 隼人セゾンレースホース� 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム ４６４± ０１：３５．４３	 ２９．９�
７１５� ファリダット 牡３青鹿５７ 武 豊前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Management ４６８＋ ２１：３５．５	 ４．７�
２３ スプリングソング 牡３青鹿５７ 池添 謙一吉田 照哉氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ４９８－ ２ 〃 クビ １９．５�
１１ サトノプログレス 牡３鹿 ５７ 横山 典弘里見 治氏 国枝 栄 様似 �村 伸一 ５０８＋ ２１：３５．６	 １１．６	
４８ サダムイダテン 牡３栗 ５７ 岩田 康誠大西 定氏 中村 均 新冠 斉藤 安行 ４８０＋１２１：３５．７	 １０．３

２４ レッツゴーキリシマ 牡３鹿 ５７ 幸 英明西村新一郎氏 梅田 康雄 鵡川 貞広 賢治 ４５６－ ４ 〃 ハナ １８．５�
８１６� エーシンフォワード 牡３鹿 ５７ 福永 祐一平井 宏承氏 西園 正都 米 Edition Farm ４７２＋ ４ 〃 クビ １４．６�
８１７� アポロドルチェ 牡３青鹿５７ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Clarkland

Farm ４６６＋ ４１：３５．８クビ ２８．４
６１１� ゴスホークケン 牡３黒鹿５７ 内田 博幸藤田与志男氏 斎藤 誠 米 Four Horse-

men’s Ranch ５２４－ ４１：３５．９	 ９．５�
３６ エイムアットビップ 牝３鹿 ５５ 松岡 正海飯田 正剛氏 矢作 芳人 静内 千代田牧場 ４５２－ ４１：３６．０クビ ３４．８�
５１０ アポロフェニックス 牡３黒鹿５７ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ４７２＋ ８ 〃 クビ １０５．５�
１２ � アンダーカウンター 牡３栗 ５７ 小林 淳一加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. Wayne

L Morris Sr. ４９０－ ８１：３６．２１
 ８６．４�
７１３ セッカチセージ 牡３鹿 ５７ 田中 勝春松田 整二氏 畠山 吉宏 門別 野島牧場 ５４０± ０１：３６．４１
 ５９．８�
８１８ ダンツキッスイ 牡３鹿 ５７ 藤田 伸二山元 哲二氏 橋本 寿正 浦河 丸幸小林牧場 ５０２＋ ６１：３７．１４ ２３．２�
６１２ リーガルスキーム 牡３栗 ５７ 安藤 勝己 �キャロットファーム 中尾 秀正 門別 日高大洋牧場 ４６２± ０１：３８．１６ ２８．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４１１，２９３，１００円 複勝： ３７７，２９２，０００円 枠連： ６６６，８５２，１００円

普通馬連： ３，１５９，２６９，４００円 馬単： １，６６８，３８５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ５４９，６０６，５００円

３連複： ３，４０６，３０９，８００円 ３連単： ７，２９３，４０９，０００円 計： １７，５３２，４１７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １８０円 � ２９０円 � ７６０円 枠 連（３－５） １，７２０円

普通馬連 �� １，９８０円 馬 単 �� ３，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８００円 �� ３，１５０円 �� ５，１２０円

３ 連 複 ��� ２８，１３０円 ３ 連 単 ��� １１６，８８０円

票 数

単勝票数 計４１１２９３１ 的中 � ７６０５８６（１番人気）
複勝票数 計３７７２９２０ 的中 � ７０８０８９（１番人気）� ３２９９６３（３番人気）� １０３８２４（１２番人気）
枠連票数 計６６６８５２１ 的中 （３－５） ２８７３２０（４番人気）
普通馬連票数 計３１５９２６９４ 的中 �� １１８００７４（２番人気）
馬単票数 計１６６８３８５８ 的中 �� ３４２２５８（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計５４９６０６５ 的中 �� １７９０７８（３番人気）�� ４２０５６（３６番人気）�� ２５６３９（７４番人気）
３連複票数 計３４０６３０９８ 的中 ��� ８９３７６（９０番人気）
３連単票数 計７２９３４０９０ 的中 ��� ４６０５４（３２３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．２―３４．６―４６．７―５９．２―１：１０．９―１：２２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３５．０
３ １１，１８，６（４，１３）－（１，２，３，１２）（７，１６）５（８，１０，１５）（９，１７）－１４ ４ １１，１８－（６，１３）（５，１，４）３（２，１２）（８，９，７）（１０，１６）（１４，１５）１７

勝馬の
紹 介

ディープスカイ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Chief’s Crown デビュー ２００７．１０．８ 京都４着

２００５．４．２４生 牡３栗 母 ア ビ 母母 Carmelized １０戦３勝 賞金 １６１，５３６，０００円
〔発走状況〕 リーガルスキーム号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。
〔調教再審査〕 リーガルスキーム号は，発走調教再審査。
※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） ８頭 アポロラムセス号・キョウエイストーム号・ナンヨーヒルトップ号・フェイムロバリー号・メジロガストン号・

ランチボックス号・ルールプロスパー号・レオマイスター号
（非抽選馬） ３頭 カヴァリーノ号・メスナー号・ロングキーブリッジ号



１１０７２ ５月１１日 曇 不良 （２０東京２）第６日 第１２競走 ��
��２，１００�

たんざわ

丹沢ステークス
発走１６時２０分 （ダート・左）
４歳以上，１，６００万円以下，１９．５．５以降２０．５．４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 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００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

２：０６．７
２：０５．９

良

良

７１３ ケアレスウィスパー 牝４栗 ５２ 吉田 豊吉田 勝己氏 松元 茂樹 早来 ノーザンファーム ４７０－ ２２：０８．４ １２．０�

１１ メ ン デ ル 牡６鹿 ５５ 幸 英明太田 美實氏 梅田 智之 静内 藤原牧場 B４６６± ０ 〃 クビ ８．２�
３６ � リオサンバシチー 牡８鹿 ５４ 後藤 浩輝 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 加

Black Canyou
Thoroughbreds
Ltd.

４９４＋ ２２：０８．６１� １４．７�
５１０ ケージームサシ 牡４鹿 ５４ 福永 祐一川井 五郎氏 梅内 忍 三石 松本牧場 ４６８－ ４ 〃 アタマ ２３．２�
３５ メジロバーミューズ 牝６鹿 ５０ 石神 深一�メジロ牧場 菊川 正達 伊達 メジロ牧場 ４９６＋１０２：０８．９１� ７６．７�
２４ プログレスエバー 牡５鹿 ５５ 菊地 昇吾橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 大島牧場 ５６６± ０２：０９．２１� １０．４	
６１１ サンマルセイコー 牝５黒鹿５１ 横山 典弘相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４９０＋ ２２：０９．４１� １１．６


６１２	 フォグキャスケード 牡６鹿 ５４ 武士沢友治伊藤 仁氏 木原 一良 静内 フジワラフアーム ４９４－ ２ 〃 ハナ ２２．４�
（７９７４）

４７ ロリンザーユーザー 牡４鹿 ５５ 藤田 伸二ロイヤルファーム� 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 B４９２－ ８２：０９．５� ２３．１�
４８ � デイフラッシュ 牡６鹿 ５６ 田中 勝春清進電設� 戸田 博文 米 Nancy C.

Shuford B５００± ０２：０９．６� ３．５
１２ モンヴェール 牝５鹿 ５４ 蛯名 正義吉田 勝己氏 畠山 吉宏 早来 ノーザンファーム ５０２＋ ４２：０９．７クビ ５．１�
５９ トーセンゴライアス 牡４芦 ５４ 小野 次郎島川 �哉氏 萱野 浩二 千歳 社台ファーム ５６８－ ４２：０９．８� ３３．２�
７１４ トップオブザロック 牡４黒鹿５５ 藤岡 佑介 �エクセルマネジメント橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント ５１６± ０２：１０．１１� １１．６�
８１６� エイシンボストン 牡６栗 ５４ 池添 謙一平井 豊光氏 平田 修 米 Audley Farm ４８２－ ６２：１１．２７ ８３．３�
８１５ マイネルテセウス 牡５鹿 ５６ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム ４７２＋ ２２：１１．３� ２７．６�
２３ � フサイチウィード 牡６鹿 ５４ 田中 剛関口 房朗氏 岩戸 孝樹 米 Mr. & Mrs. Char-

les McGinnes ５０６± ０ 〃 ハナ ７９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６３，５１５，８００円 複勝： ８４，３６０，８００円 枠連： ９５，５８５，９００円

普通馬連： ３４１，７９８，８００円 馬単： ２１３，０５６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ８１，７８１，２００円

３連複： ３３９，２７５，９００円 ３連単： ７５４，４０５，７００円 計： １，９７３，７８０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２００円 複 勝 � ３９０円 � ３４０円 � ３７０円 枠 連（１－７） １，０８０円

普通馬連 �� ６，４５０円 馬 単 �� １２，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３００円 �� １，７４０円 �� ２，３００円

３ 連 複 ��� ２３，３００円 ３ 連 単 ��� １４５，８３０円

票 数

単勝票数 計 ６３５１５８ 的中 � ４１９５４（７番人気）
複勝票数 計 ８４３６０８ 的中 � ５７２３７（７番人気）� ６７９７０（４番人気）� ５９９４２（５番人気）
枠連票数 計 ９５５８５９ 的中 （１－７） ６５３４４（３番人気）
普通馬連票数 計３４１７９８８ 的中 �� ３９１２６（２５番人気）
馬単票数 計２１３０５６８ 的中 �� １２５９９（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８１７８１２ 的中 �� ８７４０（３１番人気）�� １１７１０（２２番人気）�� ８７４７（３０番人気）
３連複票数 計３３９２７５９ 的中 ��� １０７４７（７８番人気）
３連単票数 計７５４４０５７ 的中 ��� ３８１８（４７２番人気）

ハロンタイム ６．９―１０．９―１１．６―１２．３―１２．０―１２．３―１３．０―１３．０―１２．２―１１．９―１２．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
６．９―１７．８―２９．４―４１．７―５３．７―１：０６．０―１：１９．０―１：３２．０―１：４４．２―１：５６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．４―３F３６．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ケアレスウィスパー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００７．１．６ 京都１着

２００４．２．４生 牝４栗 母 エヴリウィスパー 母母 クラフテイワイフ １４戦３勝 賞金 ３９，７０３，０００円
［他本会外：２戦０勝］

〔発走時刻の変更〕 １６時２５分に変更。
〔騎手変更〕 リオサンバシチー号の騎手四位洋文は，負傷のため後藤浩輝に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 アクセルホッパー号・スズライトアップ号・ダブルブラザー号・ナリタブラック号・パピヨンシチー号・

マルブツクロス号



（２０東京２）第６日 ５月１１日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
不良

競走回数 １２回 出走頭数 １８３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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

３７６，８９０，０００円
２，１３０，０００円
３５，５２０，０００円
７，２３０，０００円
４３，０９０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

６６，５０８，０００円
５，３９８，０００円
１，８４８，３００円

勝馬投票券売得金
７６７，８３９，４００円
８５３，９８０，２００円
１，０７５，８１３，４００円
４，７９２，２６１，７００円
２，９５２，４０９，１００円
９５８，４１７，２００円
５，２４６，５４１，５００円
９，０８６，３４７，２００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 ２５，７３３，６０９，７００円

総入場人員 ５１，０１５名 （有料入場人員 ４９，５９５名）




