
１４０１３ ５月２５日 雨 不良 （２０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

２４ 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± ０１：３８．６ ２．０�

１２ ニコニコママ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春小田切有一氏 古賀 慎明 門別 山本 通則 ４７２－ ６ 〃 ハナ ３．２�
１１ チャームベル 牝３鹿 ５４ 幸 英明タマモ� 中川 公成 新冠 新冠伊藤牧場 ３９６－ ４１：４０．０９ ６７．５�
７１４ スピードローレル 牝３栗 ５４ 松岡 正海福島 実氏 相沢 郁 門別 坂東ファーム ４６４－ ４１：４０．１� ２８．２�
２３ スターキャンドル 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣飯田 正剛氏 高橋 祥泰 静内 千代田牧場 ４５８ ―１：４０．５２� ８．１�
６１２ シャンドルール 牝３鹿 ５４ 小牧 太的場 徹氏 田中 清隆 新冠 有限会社

ケンブリッジ ４６２＋ ６１：４０．８２ ４８．９	
８１６ カ ツ ラ コ 牝３青 ５４ 後藤 浩輝
原源一郎氏 領家 政蔵 新冠 武田牧場 ４９２ ―１：４１．０１ ４６．３�
４８ 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 ４２２－ ４ 〃 ハナ １１．２�
５９ カネスベネフィシオ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一杉澤 光雄氏 根本 康広 新冠 ムラカミファーム ４２６＋１０１：４１．１� １３４．２
３６ グラスクエスト 牝３鹿 ５４ 高橋 智大伊東 純一氏 嶋田 潤 新冠 オリエント牧場 ４１４－１２１：４１．２� ２０３．１�
６１１ ウェディングコパ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸小林 祥晃氏 上原 博之 門別 ヤナガワ牧場 ４８４＋１０ 〃 クビ １８．９�
５１０ ウエスタンマダム 牝３鹿 ５４ 武士沢友治西川 賢氏 成島 英春 浦河 馬道 繁樹 ４２０＋ ４１：４１．３� １９２．７�
７１３ クィーンマザー 牝３鹿 ５４ 村田 一誠田口 廣氏 坂本 勝美 新冠 駒沢 明憲 ５２８－ ８１：４１．９３� １２４．８�
８１５ トーセンフルライフ 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義島川 �哉氏 加藤 和宏 三石 ヒサイファーム ４４０ ―１：４２．８５ ２９．０�
３５ カゼニナッテ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲黛 弘人北所 直人氏 保田 一隆 新冠 小泉牧場 ５２２＋１０１：４２．９� ２４２．４�
４７ スピリットアイズ 牝３芦 ５４ 池添 謙一 �社台レースホース池上 昌弘 新冠 追分ファーム ４１８＋ ６１：４３．１１� ５３．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，３６１，４００円 複勝： ２４，８９３，８００円 枠連： ２６，８６５，７００円

普通馬連： ７９，８９４，２００円 馬単： ８０，２０３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，６２５，８００円

３連複： １１７，８８６，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３７３，７３０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � ７１０円 枠 連（１－２） ２２０円

普通馬連 �� ２９０円 馬 単 �� ５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� １，２８０円 �� １，７１０円

３ 連 複 ��� ３，３５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０３６１４ 的中 � ８２０６１（１番人気）
複勝票数 計 ２４８９３８ 的中 � ９８５２７（１番人気）� ５５４５７（２番人気）� ４１６４（１１番人気）
枠連票数 計 ２６８６５７ 的中 （１－２） ９１０１２（１番人気）
普通馬連票数 計 ７９８９４２ 的中 �� ２０５７７１（１番人気）
馬単票数 計 ８０２０３１ 的中 �� １１１３０２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３６２５８ 的中 �� ５２４６３（１番人気）�� ３６３１（１３番人気）�� ２６７９（２０番人気）
３連複票数 計１１７８８６４ 的中 ��� ２６０１１（８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１２．０―１３．０―１２．９―１２．５―１２．１―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．８―３５．８―４８．８―１：０１．７―１：１４．２―１：２６．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャフツレディ �
�
父 メジロライアン �

�
母父 Eastern Echo デビュー ２００７．１１．１７ 東京５着

２００５．４．２３生 牝３鹿 母 ケ ロ メ ロ 母母 Fantastic Review ６戦１勝 賞金 ８，４５０，０００円
〔発走状況〕 シャンドルール号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 シャンドルール号の騎手小牧太は，発馬機内での御法（くぐられた）について戒告。

ニコニコママ号の騎手田中勝春は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。



１４０１４ ５月２５日 小雨 不良 （２０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

６１２ シーサンメイ 牝３栗 ５４ 小野 次郎 �天羽�治牧場 高木 登 浦河 三栄牧場 B４５８＋１０１：１８．８ ９．５�

８１５ ナンヨーサンセット 牡３鹿 ５６ 福永 祐一中村 �也氏 領家 政蔵 早来 ノーザンファーム ４７０－ ４１：１９．３３ ６．２�
２４ � インスティル 牝３鹿 ５４ 池添 謙一渡邊 隆氏 尾形 充弘 仏 Mr Takashi

Watanabe ４６２－ ８ 〃 ハナ ２０．５�
１２ � タ ツ ク ー ル 牡３栗 ５６ 松岡 正海鈴木 昭作氏 根本 康広 米

Sun Valley Farm
& Thumrong
Wattanapisit

４７８－ ４１：１９．４クビ ９．０�
４８ ラインブレイク 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義草間 庸文氏 久保田貴士 静内 静内フジカ

ワ牧場 B４２２－ ４１：１９．５� ３．１�
８１６ ケイアイガルチ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊亀田 守弘氏 鈴木 康弘 静内 佐竹 学 ４５４－１２１：１９．６� ３．９�
１１ バードダムール 牝３青鹿５４ 江田 照男阿部 幸暉氏 大和田 稔 新冠 中央牧場 ４５０＋ ４ 〃 ハナ ３５．１	
６１１� ローテコスミオン 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝山科 統氏 白井 寿昭 米 K. Kimura ４７８－ ２１：２０．２３� １０．３

７１３ カシマジュリアン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲池崎 祐介松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 ４１０＋ ２１：２０．８３� １１９．９�
５９ カチキナムスメ 牝３栗 ５４ 幸 英明�岡崎牧場 石毛 善彦 浦河 岡崎牧場 ４４０－ ２１：２１．１１	 １９０．６�
３５ ハーティローズ 牝３栗 ５４ 大庭 和弥関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ４２８＋１２１：２１．２	 １４１．４
４７ ベ リ ッ シ モ 牝３栗 ５４ 武士沢友治松本夫佐子氏 本間 忍 浦河 桑田牧場 ４６８－ ２１：２１．３� １８５．３�
５１０ エアセレナーデ 牝３栗 ５４ 田中 勝春 �ラッキーフィールド奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４９８ ―１：２２．１５ １８．０�
２３ リミットレスパワー 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司�グランド牧場 蛯名 信広 静内 グランド牧場 ５２２＋１４１：２２．２クビ ３７．７�
７１４ バ ラ ド ー ズ 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹坂田 行夫氏 土田 稔 浦河 山勝牧場 ４８４ ―１：２２．５１	 １３０．５�
３６ アブダビアン 牝３鹿 ５４ 加藤士津八�大樹ファーム 加藤 和宏 新冠 パカパカ

ファーム ４０６ ― 〃 クビ １４３．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，７０２，６００円 複勝： ２３，１７２，６００円 枠連： ２６，１０８，４００円

普通馬連： ７４，６５１，０００円 馬単： ６７，８０４，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，０９６，７００円

３連複： ９９，２５９，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３２８，７９５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９５０円 複 勝 � ３２０円 � ２２０円 � ５００円 枠 連（６－８） ５４０円

普通馬連 �� ３，３４０円 馬 単 �� ６，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１７０円 �� １，９４０円 �� １，６１０円

３ 連 複 ��� １７，４４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７７０２６ 的中 � １４７４３（５番人気）
複勝票数 計 ２３１７２６ 的中 � １８９７９（６番人気）� ３３１０４（３番人気）� １０６６２（７番人気）
枠連票数 計 ２６１０８４ 的中 （６－８） ３６２２７（２番人気）
普通馬連票数 計 ７４６５１０ 的中 �� １６５２１（１４番人気）
馬単票数 計 ６７８０４７ 的中 �� ７６８６（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２００９６７ 的中 �� ４２９３（１３番人気）�� ２５２７（２４番人気）�� ３０７９（２０番人気）
３連複票数 計 ９９２５９０ 的中 ��� ４２０１（５２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１７．９―２９．４―４１．４―５３．４―１：０５．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シーサンメイ �
�
父 グ ラ ン デ ラ �

�
母父 Halling デビュー ２００７．１１．１７ 東京１４着

２００５．６．４生 牝３栗 母 ドクターラヴ 母母 ガ ル チ ェ ス ９戦１勝 賞金 ６，７５０，０００円



１４０１５ ５月２５日 曇 不良 （２０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

１：２２．３
１：２１．９

稍重

重

４７ スマートサプライズ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘大川 徹氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５７２－１２１：２５．５ １．７�

５９ カモンスタンダップ 牡３黒鹿５６ 池添 謙一 �エクセルマネジメント池上 昌弘 えりも エクセルマネジメント ５９４ ― 〃 クビ ７３．９�
６１２ ハ イ ラ イ ト 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一棚網 基己氏 沢 峰次 静内 矢野牧場 ４６０± ０１：２５．７１� １８．５�
８１５ シーニックループ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �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 ４８４＋ ２１：２５．８� ６．３�
３６ ヴォイジャー 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 静内 岡田スタツド ４９４＋ ２１：２５．９クビ ４．６�
２３ 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 ４２８－ ４１：２６．１１� １７．３�
１２ ケイエムチャンス 牡３栗 ５６ 江田 照男小平 学氏 矢野 照正 門別 高橋牧場 ４７４＋ ４１：２６．６３ １３．８	
５１０ トウカイオペラ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹内村 正則氏 成島 英春 門別 碧雲牧場 ４２８± ０ 〃 クビ １５７．８

７１３ アーバンシチー 牡３鹿 ５６ 鈴来 直人 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 浦河 駿河牧場 B４８０＋ ２１：２６．８１� ６９．４�
１１ ユ ウ チ カ ラ 牡３青 ５６ 田面木博公碓氷ミナ子氏 蛯名 信広 浦河 山田牧場 ４４６＋ ６１：２７．０１ ２６３．１
４８ ミヤサンティアラ 牝３黒鹿５４ 武士沢友治ミヤサン組合 谷原 義明 三石 澤田 嘉隆 ４５４± ０ 〃 アタマ ３０４．０�
６１１ フジアンドリュウ 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 ４４６＋ ２ 〃 クビ ２６３．１
８１６ パッサージュ 牡３黒鹿５６ 村田 一誠染谷 幸雄氏 中川 公成 新冠 駒沢 明憲 B４２２＋ ４１：２７．４２� ３４．８�
２４ マチカネハルノコエ 牝３黒鹿５４ 小林 淳一細川 益男氏 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４２６－ ２１：２８．１４ ７０．８�
７１４ ミラクルモア 牡３鹿 ５６ 伊藤 直人 �千葉パブリックゴ

ルフコース 小林 常泰 静内 塚尾牧場 ４３０＋ ４１：２８．４１� ３４８．６�
３５ 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 ４６２－１４１：２８．６１� ５７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，１０５，２００円 複勝： ３０，３７５，９００円 枠連： ２３，２７８，５００円

普通馬連： ８５，２０５，９００円 馬単： ８９，６１８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，８２７，７００円

３連複： １２６，４４６，０００円 ３連単： 発売なし 計： ４０６，８５８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １２０円 � １，３５０円 � ３９０円 枠 連（４－５） ４，８７０円

普通馬連 �� ７，０６０円 馬 単 �� ９，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４７０円 �� ７１０円 �� １４，８８０円

３ 連 複 ��� ３２，２４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４１０５２ 的中 � １１３３８５（１番人気）
複勝票数 計 ３０３７５９ 的中 � １２１１８９（１番人気）� ３５６８（１１番人気）� １４５６８（６番人気）
枠連票数 計 ２３２７８５ 的中 （４－５） ３５３４（１４番人気）
普通馬連票数 計 ８５２０５９ 的中 �� ８９１３（１９番人気）
馬単票数 計 ８９６１８８ 的中 �� ７０４２（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７８２７７ 的中 �� ２７２４（２１番人気）�� １０３４４（６番人気）�� ４４０（５８番人気）
３連複票数 計１２６４４６０ 的中 ��� ２８９５（６７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．８―３５．９―４８．５―１：００．８―１：１２．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートサプライズ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００８．４．６ 中山１２着

２００５．３．２２生 牡３鹿 母 フサイチオラクル 母母 Over Your Shoulder ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 パッサージュ号の調教師中川公成は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。

シーニックループ号の騎手内田博幸は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００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） ３頭 スプラッシュアイ号・ダークリン号・トーセンダズル号



１４０１６ ５月２５日 曇 不良 （２０東京３）第２日 第４競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１１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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

５１０ キャスタスペルミー 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 �キャロットファーム 戸田 博文 三石 片山 修 B４５２－ ４１：３８．３ １８．０�

５９ ソニックブレード 牡３栗 ５６ 吉田 豊�ターフ・スポート矢野 照正 浦河 中島牧場 ５０２－ ２１：３８．６２ ２１．９�
６１１ アイディリック 牡３鹿 ５６ 内田 博幸加藤 徹氏 清水 利章 静内 キヨミネ牧場 ４４８＋ ２１：３８．７クビ ７．９�
２３ ド ナ ー リ オ �３鹿 ５６ 大庭 和弥藤田 孟司氏 小島 茂之 浦河 高松牧場 ４８２－ ４１：３８．９１� ５．９�
４８ 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 ４８２＋ ２ 〃 ハナ ２．８�
４７ トウショウフォース 牡３鹿 ５６ 横山 典弘トウショウ産業� 奥平 雅士 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５２８± ０１：３９．０クビ ８．８	
８１５ トーセンラグタイム 牡３鹿 ５６ 村田 一誠島川 
哉氏 中川 公成 静内 増本牧場 ４９０－ ６１：３９．１� ５．８�
１２ カツヨリュウマ 牡３栗 ５６ 武士沢友治丹羽 茂文氏 中野渡清一 静内 服部 牧場 ４５４－ ６１：３９．６３ １５５．５�
３６ フジハマカゼ 牡３鹿 ５６ 小島 太一藤田 達男氏 中野 栄治 新冠 佐藤 信広 ４４４－ ６１：３９．７� ２１９．１
８１６ コアレスカポーテ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一小林 昌志氏 池上 昌弘 静内 静内酒井牧場 ４７４ ―１：４０．１２� ６．６�
７１３ ヨシモンドノスケ 牡３鹿 ５６ 五十嵐雄祐田辺 喜彦氏 浅野洋一郎 浦河 金石牧場 ４６４＋ ２１：４０．２� ３４．６�
６１２ ラインメサイア 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ４４０－１２１：４０．９４ １６２．１�
１１ スカイラプター 牡３鹿 ５６ 幸 英明吉田 昭一氏 鈴木 勝美 浦河 木村牧場 ４８０＋ ８１：４１．１１� ６９．１�
３５ クリーンピカタン 牡３黒鹿５６ 江田 照男石橋 和夫氏 星野 忍 三石 澤田 嘉隆 ４５４－１０１：４１．４１� １６７．２�

（１４頭）
２４ フェアープロ 牡３青鹿５６ 田中 勝春キャピタルクラブ 加藤 和宏 静内 坂本 健一 ４９０＋１４ （競走除外）

７１４ ハードトゥセイ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ５３０ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： １９，９８３，２００円 複勝： ２７，０９０，２００円 枠連： ３１，１６４，６００円

普通馬連： ７３，７７５，０００円 馬単： ５９，０２１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，１５４，０００円

３連複： ８１，８２４，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３１４，０１２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８００円 複 勝 � ５９０円 � ５９０円 � ３００円 枠 連（５－５） １８，１３０円

普通馬連 �� １２，２３０円 馬 単 �� ２４，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，９２０円 �� １，２６０円 �� １，３６０円

３ 連 複 ��� １８，６３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 １９９８３２（返還計 ２７８１１） 的中 � ８７７４（７番人気）
複勝票数 差引計 ２７０９０２（返還計 ３３３８２） 的中 � １１６０７（７番人気）� １１５７２（８番人気）� ２７００１（４番人気）
枠連票数 差引計 ３１１６４６（返還計 ５１７９） 的中 （５－５） １２６９（３０番人気）
普通馬連票数 差引計 ７３７７５０（返還計２３３８００） 的中 �� ４４５２（３５番人気）
馬単票数 差引計 ５９０２１９（返還計２００９５８） 的中 �� １８０２（６７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２１１５４０（返還計 ６３２１３） 的中 �� １７４６（３４番人気）�� ４１９６（１８番人気）�� ３８７２（２２番人気）
３連複票数 差引計 ８１８２４０（返還計４６２８７４） 的中 ��� ３２４３（６３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．７―３５．３―４７．８―１：００．５―１：１３．１―１：２５．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キャスタスペルミー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００７．１２．９ 中山６着

２００５．２．９生 牝３鹿 母 ミラクルミユキ 母母 タニノベンチヤ ９戦１勝 賞金 ８，３５０，０００円
〔競走除外〕 フェアープロ号は，馬場入場後に右手綱の尾錠が外れて暴走し，疲労が著しいため競走除外。

ハードトゥセイ号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。
〔発走状況〕 発走時刻６分遅延。
〔制裁〕 フェアープロ号の調教師加藤和宏は，馬装について注意義務を怠り過怠金１０，０００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 マルブツランド号



１４０１７ ５月２５日 曇 重 （２０東京３）第２日 第５競走 ��
��２，０００�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

１：５８．０
１：５６．４

良

良

１１ ギムレットアイ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己小野 博郷氏 浅野洋一郎 門別 浜本牧場 ４４８＋ ６２：０４．６ ２．０�

７７ ライラックラブ 牝３栃栗５４ 松岡 正海 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム B４５４－ ６ 〃 クビ ２．４�
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 ４６０＋ ２２：０４．８１ ７．１�
８９ ローランスカイ 牡３鹿 ５６ 江田 照男斉藤 敏博氏 水野 貴広 三石 元道牧場 B４６６＋ ６２：０５．５４ １８．４�
８１０ ス タ ル カ 牡３鹿 ５６ 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 萱野 浩二 新冠 競優牧場 ４８０－１２ 〃 クビ ４６．４�
５５ ホーリーカップ 牡３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 ４５８－ ６２：０５．９２� ４７．１	
４４ キョンキョンラブ 牝３栗 ５４ 武士沢友治楠本 勝美氏 保田 一隆 静内 山際 智 ４１０＋ ８ 〃 ハナ １１１．９

６６ テイエムヤンキー 牡３栗 ５６ 小林 淳一竹園 正繼氏 中野渡清一 門別 松平牧場 ４４０－ ４２：０６．２２ １１７．１�
２２ シナモンラフィア 牝３鹿 ５４ 池添 謙一�日進牧場 粕谷 昌央 様似 スイートフアーム ４６２－１０２：０６．３クビ １６．６�
３３ ザサンデーアミフジ 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥内藤 好江氏 浅野洋一郎 茨城 内藤牧場 ４５６－ ２２：０６．６１� ６１．１

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２２，８６２，０００円 複勝： ２３，３２７，８００円 枠連： ２０，９２０，０００円

普通馬連： ７６，０３９，８００円 馬単： １０３，７９０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，２０２，２００円

３連複： １１８，８６３，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３９０，００５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １３０円 枠 連（１－７） １６０円

普通馬連 �� １８０円 馬 単 �� ３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １１０円 �� １８０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ２６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２８６２０ 的中 � ９２０８７（１番人気）
複勝票数 計 ２３３２７８ 的中 � ９５７０３（１番人気）� ６４６５７（２番人気）� ２７１２２（３番人気）
枠連票数 計 ２０９２００ 的中 （１－７） ９７９１８（１番人気）
普通馬連票数 計 ７６０３９８ 的中 �� ３２２４７２（１番人気）
馬単票数 計１０３７９０５ 的中 �� ２１６３９２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４２０２２ 的中 �� ７９４０５（１番人気）�� ２７８１７（２番人気）�� ２５２８７（３番人気）
３連複票数 計１１８８６３５ 的中 ��� ３４１８７６（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．７―３６．４―４８．５―１：０１．０―１：１３．９―１：２７．４―１：３９．５―１：５２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F５０．７―３F３７．２

３ １０＝（３，１）（２，８）（７，９）（４，５）６
２
４

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

勝馬の
紹 介

ギムレットアイ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サツカーボーイ デビュー ２００８．１．６ 中山３着

２００５．３．２８生 牡３鹿 母 ビューティグロー 母母 ユーワレイホー ５戦１勝 賞金 ８，８００，０００円



１４０１８ ５月２５日 曇 不良 （２０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

１：２２．３
１：２１．９

稍重

重

８１５ ヒシオフェンス 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝阿部雅一郎氏 国枝 栄 新冠 パカパカ
ファーム ４９４＋ ４１：２４．０ ３．２�

５９ 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 ４６６－ ４１：２４．１� １０．９�
２２ � 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± ０１：２４．３１� ２．８�
３５ リ ュ ウ メ イ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣福井 章哉氏 清水 英克 森 笹川大晃牧場 ４６０＋ ６１：２４．５１� ９．２�
４６ アイオロスシチー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 浦河 上山牧場 ５０８－ ４ 〃 ハナ １２．１�
２３ カンタベリービート 牝３栗 ５４ 幸 英明峰 哲馬氏 鈴木 勝美 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４７８± ０１：２４．７１� ８６．２�
４７ イースタンリバー 牡３栗 ５６ 武 幸四郎千明牧場 鈴木 伸尋 門別 千明牧場 ４７０＋ ６１：２４．９１� １１２．６	
１１ デルマアルタイル 牡３栗 ５６ 大庭 和弥浅沼 廣幸氏 石栗 龍彦 門別 ファニーヒルファーム ４８０－１０１：２５．０� ８８．６

６１０ ウルドサリエ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 久保農場 ４９０－ ２１：２５．２１� ７．５�
３４ 	 エイワイエヤス 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介永井公太郎氏 松山 康久 米 Aron Yagoda &

David Bechtol ４７０± ０ 〃 ハナ ４４．９�
５８ ザ ム ー ン 牝３鹿 ５４ 小林 淳一大北牧場 松永 康利 浦河 大北牧場 ４５０＋１２１：２５．６２� １１８．１�
７１２ レディオーロラ 牝３鹿 ５４ 田面木博公富川牧場 高松 邦男 門別 富川牧場 B４５４＋１２ 〃 クビ ５２．０�
７１３ ネクストトライ 牡３黒鹿５６ 田中 勝春竹内 昭二氏 佐藤 全弘 三石 三石ファーム ４７８－ ４１：２５．７クビ ２１．２�
８１４ スガノナイナー 牝３鹿 ５４ 江田 照男菅原光太郎氏 大和田 稔 三石 白井 吉美 ４３０＋ ２１：２６．１２� ３３．９�
６１１ マルターズアディラ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹藤田与志男氏 武市 康男 浦河 荻伏服部牧場 ４５２＋ ８１：２６．３１� ７５．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２４，１８４，３００円 複勝： ３３，７８６，８００円 枠連： ２７，１２０，１００円

普通馬連： １０６，８１８，４００円 馬単： ９４，８０６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，３７０，０００円

３連複： １３７，７６９，３００円 ３連単： 発売なし 計： ４５３，８５５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １３０円 � ２４０円 � １２０円 枠 連（５－８） １，３６０円

普通馬連 �� １，７７０円 馬 単 �� ２，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６１０円 �� ２３０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� １，６９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４１８４３ 的中 � ６１０３６（２番人気）
複勝票数 計 ３３７８６８ 的中 � ７４８１０（２番人気）� ２５１３３（５番人気）� ９２１０４（１番人気）
枠連票数 計 ２７１２０１ 的中 （５－８） １４８１５（７番人気）
普通馬連票数 計１０６８１８４ 的中 �� ４４７７２（８番人気）
馬単票数 計 ９４８０６５ 的中 �� ２９６２１（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９３７００ 的中 �� １０７０５（７番人気）�� ３８４３３（１番人気）�� １１３６８（６番人気）
３連複票数 計１３７７６９３ 的中 ��� ６０４２９（３番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．４―１１．６―１２．３―１２．２―１２．４―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２２．８―３４．４―４６．７―５８．９―１：１１．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒシオフェンス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Catrail デビュー ２００８．１．１９ 中山１着

２００５．３．４生 牡３栗 母 オージーカンパニー 母母 Irish Company ４戦２勝 賞金 １５，５００，０００円



１４０１９ ５月２５日 曇 重 （２０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 （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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

１２ サインオブゴッド 牡５栗 ５７ 内田 博幸木浪 巖氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４８０＋ ４１：３６．２ ３．９�

８１８ シーディドアラバイ 牝４青鹿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 ４３６－ ４１：３６．６２� ６．０�
５９ エッセイスト 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４８２＋ ２１：３６．８１� ５．３�
３６ 	
 レインボージャック �５栗 ５７ 横山 典弘山本 英俊氏 鹿戸 雄一 愛 Airlie Stud ４８０－ ４１：３７．０１� ２５．８�
６１２ ノボワールド 牡５黒鹿５７ 武 豊�LS.M 西塚 安夫 静内 キヨミネ牧場 B４４２－ ６１：３７．１クビ ４．２�
２４ 	 サラトガティプトン 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣櫻井 盛夫氏 高橋 祥泰 米 Grade I

Bloodstock ４７２＋ ８１：３７．４１� ３２．０�
８１６ ユメノツヅキヲ 牝４黒鹿５５ 村田 一誠山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 日田牧場 ４３０＋ ２１：３７．５� １５３．１	
８１７
 ツカサオウカ 牝５鹿 ５５ 武士沢友治江連 智司氏 本間 忍 三石 前川 隆則 ５０６－ ６１：３７．６クビ １６５．６

７１３	 マルターズドラドラ �５芦 ５７ 畑端 省吾藤田与志男氏 吉田 直弘 米 Gallagher’s

Stud ４２４－ ４ 〃 ハナ １７３．７�
７１５
 エイトサンデー 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介河合良太郎氏 小西 一男 静内 千代田牧場 ５１４± ０ 〃 同着 １６．１�
３５ 
 ジェイケイバクシン 牡４鹿 ５７ 加藤士津八小谷野次郎氏 加藤 和宏 静内 藤川フアーム ５１４＋ ２ 〃 クビ ２６．７
２３ コアレスレーサー 牡４黒鹿５７ 勝浦 正樹小林 昌志氏 成島 英春 平取 高橋 幸男 ５２４＋ ４１：３７．７クビ ３３．３�
５１０
 ソルヴィエント 牡４栗 ５７ 幸 英明 �キャロットファーム 松山 将樹 早来 ノーザンファーム ４６２－ ２ 〃 アタマ ２２．０�
４７ 	 ウインハンズダウン 牡４鹿 ５７ 小牧 太前田 幸治氏 白井 寿昭 米 Golden Oak

Farm LLC ４３４± ０１：３８．３３� ８．２�
７１４
 インザムーンライト 牡５黒鹿５７ 江田 照男吉田 好雄氏 二本柳俊一 浦河 広瀬 正昭 B４４６＋ ２１：３８．９３� １３９．１�
４８ カルストントップオ 牡５黒鹿５７ 郷原 洋司清水 貞光氏 高木 登 門別 鹿戸 廣之 ４６２＋ ８１：３９．１１� １３８．１�
６１１
 イエロープリマ 牝４栗 ５５ 小林 淳一坪野谷和平氏 中野 栄治 新冠 北星村田牧場 ４１０＋ ８１：３９．３１� ２４５．１�
１１ コアレスディガー 牡４黒鹿５７ 柴山 雄一小林 昌志氏 岩戸 孝樹 平取 コアレススタッド B４５４－ ２１：４０．１５ １６７．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２４，１９５，２００円 複勝： ３３，７５７，７００円 枠連： ３３，５９５，９００円

普通馬連： １１９，３９９，３００円 馬単： ９７，１３０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，９７４，５００円

３連複： １４６，６３７，７００円 ３連単： 発売なし 計： ４８４，６９０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １８０円 � １９０円 � ２４０円 枠 連（１－８） ９４０円

普通馬連 �� ９９０円 馬 単 �� １，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ６２０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� ２，３４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４１９５２ 的中 � ４９３１１（１番人気）
複勝票数 計 ３３７５７７ 的中 � ５６１０４（２番人気）� ５０１１３（３番人気）� ３４１４６（５番人気）
枠連票数 計 ３３５９５９ 的中 （１－８） ２６３８８（２番人気）
普通馬連票数 計１１９３９９３ 的中 �� ８９１１８（２番人気）
馬単票数 計 ９７１３０５ 的中 �� ３８５０９（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９９７４５ 的中 �� ２０８６７（２番人気）�� １１８３６（７番人気）�� ８９０９（８番人気）
３連複票数 計１４６６３７７ 的中 ��� ４６３５０（４番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．２―１２．０―１２．５―１２．０―１２．３―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．２―３４．４―４６．４―５８．９―１：１０．９―１：２３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．８―３F３７．３
３ ・（１，４）（７，８）（２，１０）＝５－（６，１１，１８）（９，１２，１５）１７（１４，３）１６，１３ ４ ・（１，４）（２，７，８）１０－（５，１８）（６，１１，９，１２）１５，１７（１４，３，１６）１３

勝馬の
紹 介

サインオブゴッド �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ペイザバトラー デビュー ２００５．６．１９ 福島３着

２００３．２．１９生 牡５栗 母 パルブライト 母母 マチカネイナナキ ３１戦３勝 賞金 ４９，７２４，０００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） １頭 ユノブラッキー号
（非抽選馬） １頭 ラインステッチ号



１４０２０ ５月２５日 曇 重 （２０東京３）第２日 第８競走 ��
��１，４００�ガ ー ベ ラ 賞

発走１３時５０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 ４６９，０００円 １３４，０００円 ６７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

７１５ シ ル ポ ー ト 牡３鹿 ５６ 武 豊後藤 繁樹氏 西園 正都 静内 タイヘイ牧場 ５０２＋１０１：２２．３ ４．１�

８１７ ドラゴンファング 牡３鹿 ５６ 内田 博幸加藤 守氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ
ファーム ４７４－ ６１：２２．９３� ３．５�

８１８� 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 ４３６＋ ４１：２３．１１� ４．１�
７１４ 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± ０１：２３．２� ２２．６�
７１３ スイートカルタゴ 牝３栗 ５４ 幸 英明シンボリ牧場 石毛 善彦 門別 シンボリ牧場 ４６０－ ６１：２３．３� ３９．１�
１２ コスモポッケ 牡３栗 ５６ 吉田 豊 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム ４４４± ０１：２３．４クビ １２．３	
２３ ソシアルグレイシー 牡３鹿 ５６ 横山 典弘 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４５４－１０ 〃 ハナ ４．８

１１ ナ ス ザ ン 牡３鹿 ５６ 池添 謙一小山田兼敏氏 高木 登 浦河トラストスリーファーム ４８２－ ２１：２３．６１	 ７４．０�
４７ ギンザグリングラス 牡３芦 ５６ 武 幸四郎有馬 博文氏 天間 昭一 浦河 中脇 満 ４３８－ ８１：２３．９１� １４８．７�
４８ スイートグラーツ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠和田 啓子氏 高橋 祥泰 門別 シンボリ牧場 ４１４－ ４１：２４．０� １４３．７
５１０ 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 B４７６＋ ８ 〃 ハナ ６３．０�
５９ 
 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 ４７０＋ ２１：２４．２１	 ４５５．９�
６１１ マルタカラッキー 牡３黒鹿５６ 小林 淳一高橋 義和氏 清水 美波 新冠 グリー牧場 ４６４＋ ８ 〃 クビ ５５．０�
３６ オリヒメチャーム 牝３鹿 ５４ 四位 洋文臼田 浩義氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４３４－ ２ 〃 アタマ １８９．７�
６１２
 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 ４７０＋ ６１：２４．３クビ １９２．４�
３５ � デキシーメイ 牡３青鹿５６ 勝浦 正樹永森 忠樹氏 佐々木 仁 門別 小西ファーム ４５６－ ７１：２４．６２ １１１．６�

（川崎）

８１６ ベストロング 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝大谷 高雄氏 領家 政蔵 静内 井高牧場 ４９４＋ ２１：２４．９１� ２９．９�
２４ 
 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 B４８０－ ２ 〃 ハナ ３７１．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３２，６８１，３００円 複勝： ４６，２５４，２００円 枠連： ４３，３８５，６００円

普通馬連： １６１，１５３，６００円 馬単： １３０，７２３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，９９９，０００円

３連複： １９２，９９６，４００円 ３連単： 発売なし 計： ６４５，１９３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １５０円 � １３０円 � １５０円 枠 連（７－８） ３３０円

普通馬連 �� ６４０円 馬 単 �� １，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ３５０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ９３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３２６８１３ 的中 � ６４２１３（２番人気）
複勝票数 計 ４６２５４２ 的中 � ７９９８４（２番人気）� １１１５４２（１番人気）� ７９３４２（３番人気）
枠連票数 計 ４３３８５６ 的中 （７－８） ９８８８６（１番人気）
普通馬連票数 計１６１１５３６ 的中 �� １８６０３６（１番人気）
馬単票数 計１３０７２３５ 的中 �� ６９１８２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７９９９０ 的中 �� ３６５６４（１番人気）�� ２５２８６（５番人気）�� ３５９１５（２番人気）
３連複票数 計１９２９９６４ 的中 ��� １５４３２５（１番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．５―１１．９―１１．４―１１．７―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．３―３４．８―４６．７―５８．１―１：０９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ ル ポ ー ト �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１．２７ 京都３着

２００５．３．２４生 牡３鹿 母 スペランツァ 母母 フ ジ ャ ブ ８戦２勝 賞金 ２３，０７４，０００円



１４０２１ ５月２５日 曇 重 （２０東京３）第２日 第９競走 ��１，６００�
は や ま

葉 山 特 別
発走１４時２５分 （芝・左）

牝，４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５５�
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 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

２３ ヤマニンエマイユ 牝５鹿 ５５ 武 豊土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４５８－ ６１：３５．５ １１．４�

７１４ パ パ ラ チ ア 牝５鹿 ５５ 安藤 勝己�原源一郎氏 領家 政蔵 門別 北海牧場 ４７４± ０１：３６．０３ ４．９�
１１ ホワイトヴェール 牝４芦 ５５ 吉田 豊下河辺隆行氏 小西 一男 門別 下河辺牧場 ４５８＋ ６１：３６．２１� ４７．７�
４８ アスクデピュティ 牝４栗 ５５ 横山 典弘廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４５４± ０１：３６．３クビ ５．８�
４７ グレースエポナ 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義吉田 照哉氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム ５２４－１２ 〃 ハナ ６．２�
３６ マイネヴェロナ 牝４青鹿５５ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 三石 山際牧場 ５０４± ０ 〃 アタマ １６．５	
７１３ センシュアルドレス 牝４鹿 ５５ 田中 勝春吉田 照哉氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム B４４６＋ ４ 〃 ハナ １８．９

２４ 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 ４５８＋１０１：３６．５１� ８．３�
５１０ ハギノルチェーレ 牝４鹿 ５５ 四位 洋文日隈 良江氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６８－ ４ 〃 クビ ９．５�
８１６� ミスティラブ 牝６黒鹿５５ 福永 祐一冨沢 敦子氏 増本 豊 静内 高橋 誠次 ４６２－ ６１：３６．６� ２３．６
１２ � アクティブアクト 牝６黒鹿５５ 幸 英明南波 壽氏 石毛 善彦 浦河 杵臼斉藤牧場 ４３０＋ ６ 〃 ハナ ２１．６�
６１１ モンサンミシェル 牝４鹿 ５５ 武 幸四郎 �社台レースホース鶴留 明雄 白老 追分ファーム ４２０＋ ４１：３６．８� ２３．３�
６１２ クールダンサー 牝５鹿 ５５ 村田 一誠川上 哲司氏 坂本 勝美 三石 沖田 博志 ４６４＋ ２１：３６．９� ２３０．５�
３５ パープルカフェ 牝５鹿 ５５ 小島 太一西川 恭子氏 小島 太 静内 谷岡牧場 ５０２＋１８ 〃 ハナ ５６．３�
８１５ サプライズユー 牝４栗 ５５ 後藤 浩輝 �社台レースホース浅野洋一郎 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３６－１２１：３７．２１� ２３．１�
５９ クイックセイコー 牝６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 ４５６＋ ４１：３７．５１� １２．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，９４９，８００円 複勝： ５６，８７４，３００円 枠連： ５７，８９２，１００円

普通馬連： ２０５，９８７，３００円 馬単： １１８，７５９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４７，４２１，３００円

３連複： １９３，９３６，７００円 ３連単： ４１０，２０４，６００円 計： １，１２６，０２６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１４０円 複 勝 � ４００円 � ２００円 � ９４０円 枠 連（２－７） ９５０円

普通馬連 �� ３，０７０円 馬 単 �� ６，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１５０円 �� ７，８２０円 �� ４，１４０円

３ 連 複 ��� ５４，８８０円 ３ 連 単 ��� ２６６，７３０円

票 数

単勝票数 計 ３４９４９８ 的中 � ２４３０７（６番人気）
複勝票数 計 ５６８７４３ 的中 � ３５５７７（７番人気）� ９４６２４（１番人気）� １３２５６（１４番人気）
枠連票数 計 ５７８９２１ 的中 （２－７） ４５０１１（４番人気）
普通馬連票数 計２０５９８７３ 的中 �� ４９５７５（１０番人気）
馬単票数 計１１８７５９９ 的中 �� １２８０２（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７４２１３ 的中 �� １０５６１（９番人気）�� １４６０（９０番人気）�� ２７８２（５７番人気）
３連複票数 計１９３９３６７ 的中 ��� ２６０８（１９７番人気）
３連単票数 計４１０２０４６ 的中 ��� １１３５（９５８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２３．８―３５．０―４６．７―５９．２―１：１１．１―１：２３．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンエマイユ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００５．１１．１２ 京都１着

２００３．５．１８生 牝５鹿 母 ヤマニンザナドゥ 母母 ワンオブアクライン ２６戦４勝 賞金 ８０，３８７，０００円



１４０２２ ５月２５日 曇 不良 （２０東京３）第２日 第１０競走 ��
��１，６００�

ばくしゅう

麦秋ステークス
発走１５時００分 （ダート・左）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

６１１� ミスターモナルコス 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介加藤 守氏 中竹 和也 米 Woodlynn
Farm, Inc. ４７８－ ４１：３４．９ ９．７�

８１６ パピヨンシチー 牡５黒鹿５７ 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 静内 カタオカフアーム ４３４± ０１：３５．０クビ ３．４�
１２ ウエスタンマックス 牡６鹿 ５７ 田中 勝春西川 賢氏 柴田 政人 静内 北西牧場 ４９６＋ ２ 〃 クビ ６６．３�
５９ ダイショウジェット 牡５鹿 ５７ 橋本 美純馬場 �晃氏 大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ５５８＋ ２１：３５．１クビ ２３．３�
３５ タイキシルバー 牡７芦 ５７ 大庭 和弥�大樹ファーム 清水 美波 大樹 大樹ファーム ５００－ ４１：３５．３１� １１．２�
２３ ク リ ー ン 牡４鹿 ５７ 武 豊小田切有一氏 音無 秀孝 静内 タイヘイ牧場 ５８８± ０１：３５．４	 ５．３	
４７ フィールドオアシス 牡５鹿 ５７ 横山 典弘吉田 照哉氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４５２－ ８１：３５．５
 ４．６

４８ パープルストック 牝４栗 ５５ 柴田 善臣臼田 浩義氏 高橋 祥泰 千歳 社台ファーム ４８２± ０ 〃 クビ ６６．４�
５１０ スズライトアップ 牡４栗 ５７ 郷原 洋司サン・ファーム� 佐藤 全弘 三石 小河 豊水 ４６０＋１０１：３５．７１	 １０４．３�
２４ ゴールドマイン 牡４鹿 ５７ 池添 謙一吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４８４－ ２１：３５．８	 １４．３
６１２� マルターズマッシブ 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹藤田与志男氏 堀井 雅広 米 Harold

Queen ５０４＋ ４１：３５．９クビ ８．７�
７１３ マイネルテセウス 牡５鹿 ５７ 四位 洋文 �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 ４７６＋ ４１：３６．１１	 ５８．４�
３６ スズノメヒョー 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義小紫 芳夫氏 伊藤 正徳 早来 ノーザンファーム ４８４＋１６１：３６．９５ ２５．５�
１１ メジロファルカル 牡５鹿 ５７ 村田 一誠メジロ商事� 栗田 博憲 洞爺 メジロ牧場 ５０４＋ ４１：３７．３２	 ７１．８�
８１５� マルブツバンダリー 牡５栗 ５７ 鈴来 直人大澤 毅氏 白井 寿昭 米

Runnymede
Farm Inc. &
Catesby W. Clay

５１６－ ２１：３７．６１
 ９９．７�
７１４� イリューシブネス 牡５栗 ５７ 黛 弘人加藤 守氏 武田 博 米 Steve C. Snowden

& Dan Considine ４６６＋１０ 〃 クビ ５３．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，６６６，３００円 複勝： ５７，１１６，３００円 枠連： ６１，８８２，４００円

普通馬連： ２４７，３４５，４００円 馬単： １５１，３５９，８００円 ワイド【拡大馬連】： ５４，４４０，３００円

３連複： ２２４，５６５，１００円 ３連単： ５０８，７８２，２００円 計： １，３４６，１５７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９７０円 複 勝 � ２７０円 � １５０円 � １，３９０円 枠 連（６－８） ８２０円

普通馬連 �� １，６４０円 馬 単 �� ４，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６９０円 �� ８，２３０円 �� ２，９２０円

３ 連 複 ��� ３４，９１０円 ３ 連 単 ��� ２２７，８５０円

票 数

単勝票数 計 ４０６６６３ 的中 � ３３１２１（５番人気）
複勝票数 計 ５７１１６３ 的中 � ５２４０９（４番人気）� １４２３７０（１番人気）� ７６６３（１２番人気）
枠連票数 計 ６１８８２４ 的中 （６－８） ５５９７４（３番人気）
普通馬連票数 計２４７３４５４ 的中 �� １１１４５４（４番人気）
馬単票数 計１５１３５９８ 的中 �� ２６０２０（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５４４４０３ 的中 �� ２０９４９（４番人気）�� １５６２（６１番人気）�� ４４７９（３０番人気）
３連複票数 計２２４５６５１ 的中 ��� ４７４８（８６番人気）
３連単票数 計５０８７８２２ 的中 ��� １６４８（５３６番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．４―１１．９―１２．３―１１．８―１２．０―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．３―３４．７―４６．６―５８．９―１：１０．７―１：２２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．３―３F３６．０
３ １３，８，１６（１，２）６（９，１１，１４）（１０，１２，１５）（５，４，７）－３ ４ １３，８（１，２，１６）６（９，１０，１１）（５，４）（７，１２）１５（３，１４）

勝馬の
紹 介

�ミスターモナルコス �
�
父 Monarchos �

�
母父 Notebook デビュー ２００６．１１．１１ 京都１着

２００４．３．２１生 牡４鹿 母 Watchfull 母母 Miss Insync １７戦４勝 賞金 ６８，９３８，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２９頭 アクセルホッパー号・アグネストラベル号・アルバレスト号・インベスター号・ウォーターバロン号・

エイシンボストン号・ガイアレーサー号・カネスラファール号・サンマルセイコー号・サンワードラン号・
シルクアルボーレ号・セレスケイ号・ダイワルビア号・タケデンイーグル号・ダノンビクトリー号・
タマモグレアー号・トップオブザロック号・ドリーミーペガサス号・ピオーネ号・ビッグホワイト号・
ブラックコンドル号・フルブラッサム号・ポートラヴ号・マジックボンバー号・マルブツクロス号・
ミンティエアー号・モンヴェール号・ヤマタケゴールデン号・ラインドライブ号



１４０２３ ５月２５日 曇 稍重 （２０東京３）第２日 第１１競走 ��２，４００�優 駿 牝 馬（ＪｐｎⅠ）
発走１５時４０分 （芝・左）（第６９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 ３２，６２０，０００円 ９，３２０，０００円 ４，６６０，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞
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

２：２２．１
２：２２．１
２：２５．３

良

良

良

７１５ トールポピー 牝３鹿 ５５ 池添 謙一 �キャロットファーム 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４６２＋ ２２：２８．８ ９．７�

３６ エフティマイア 牝３鹿 ５５ 蛯名 正義吉野 英子氏 鹿戸 雄一 早来 ノーザンファーム ４３２＋１２ 〃 アタマ ３２．５�
５１０ レ ジ ネ ッ タ 牝３鹿 ５５ 小牧 太 �社台レースホース浅見 秀一 新冠 追分ファーム ４４０＋ ８２：２９．０１� １２．１�
４７ ブラックエンブレム 牝３黒鹿５５ 松岡 正海田原 邦男氏 小島 茂之 早来 ノーザンファーム ４４４－１６２：２９．１クビ １２．９�
８１７ オ デ ィ ー ル 牝３芦 ５５ 安藤 勝己 �ノースヒルズマネ

ジメント 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４０－ ２２：２９．２� ２７．０�
２４ レッドアゲート 牝３黒鹿５５ 内田 博幸ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 ４３０＋ ２ 〃 クビ ５．３�
８１８ リトルアマポーラ 牝３黒鹿５５ 武 幸四郎 �社台レースホース長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０－ ６２：２９．３クビ ３．９	
６１２ ソーマジック 牝３鹿 ５５ 後藤 浩輝吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４９０± ０２：２９．４� ６．５

４８ マイネレーツェル 牝３鹿 ５５ 武 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 青森 佐々木牧場 ４００± ０ 〃 クビ ２１．５�
３５ ムードインディゴ 牝３栗 ５５ 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５２－ ４２：２９．６１� １７．７

２３ アロマキャンドル 牝３栗 ５５ 田中 勝春 �社台レースホース河野 通文 千歳 社台ファーム ４７０－１０２：３０．３４ １８．７�
５９ ライムキャンディ 牝３鹿 ５５ 四位 洋文 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム ５０６－ ２ 〃 アタマ ２５．４�
１２ � ハートオブクィーン 牝３青鹿５５ 幸 英明泉 俊二氏 水野 貴広 門別 木村牧場 ４７２＋１４２：３１．０４ ５２．０�
６１１ ジョイフルスマイル 牝３栗 ５５ 吉田 豊上茶谷 一氏 矢作 芳人 早来 ノーザンファーム ４３６－ ８２：３１．２１� １１７．１�
７１４ カレイジャスミン 牝３鹿 ５５ 柴田 善臣ディアレスト 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ４８４－ ２ 〃 アタマ ３５．６�
７１３ スペルバインド 牝３鹿 ５５ 勝浦 正樹 �社台レースホース長浜 博之 追分 追分ファーム ４６４± ０２：３１．６２� ２８．６�
８１６ エアパスカル 牝３黒鹿５５ 藤岡 佑介 �ラッキーフィールド池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４１６－ ６２：３１．８１� ４７．５�
１１ シャランジュ 牝３鹿 ５５ 横山 典弘伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 ４２２± ０２：３２．１２ ４３．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４４４，７８０，０００円 複勝： ４０８，４８０，２００円 枠連： ８３３，３７９，４００円

普通馬連： ３，４１５，８６３，５００円 馬単： １，８２２，８９５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ６０２，８０９，５００円

３連複： ３，６５９，２４７，６００円 ３連単： ７，９９２，５５９，８００円 計： １９，１８０，０１５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９７０円 複 勝 � ３８０円 � ９７０円 � ４２０円 枠 連（３－７） ３，１４０円

普通馬連 �� ２４，０８０円 馬 単 �� ３９，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７，３２０円 �� ２，０５０円 �� ４，４８０円

３ 連 複 ��� ６１，６００円 ３ 連 単 ��� ４４０，３６０円

票 数

単勝票数 計４４４７８００ 的中 � ３６２３５３（４番人気）
複勝票数 計４０８４８０２ 的中 � ３０１８１２（４番人気）� １０１８９２（１４番人気）� ２６６１７８（５番人気）
枠連票数 計８３３３７９４ 的中 （３－７） １９６２９１（１７番人気）
普通馬連票数 計３４１５８６３５ 的中 �� １０４６９５（８０番人気）
馬単票数 計１８２２８９５６ 的中 �� ３４２２２（１３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計６０２８０９５ 的中 �� ２００５９（８８番人気）�� ７３６７６（２０番人気）�� ３２９５３（５５番人気）
３連複票数 計３６５９２４７６ 的中 ��� ４３８４４（１８４番人気）
３連単票数 計７９９２５５９８ 的中 ��� １３３９５（１２１７番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．６―１２．８―１２．８―１２．７―１２．９―１３．０―１２．９―１２．９―１１．３―１１．８―１２．６

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―２３．１―３５．９―４８．７―１：０１．４―１：１４．３―１：２７．３―１：４０．２―１：５３．１―２：０４．４―２：１６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３５．７
１
３

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

１６（７，１４）－２（１２，４）（１５，６，５）－１７（９，１０，１８）－（３，１３）８－１１－１・（１６，１４）（７，４）（２，６）１５（１２，５）（１０，１８）（１７，１３）（８，９，３）（１１，１）
勝馬の
紹 介

トールポピー �
�
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 ２００７．７．８ 阪神２着

２００５．１．３０生 牝３鹿 母 アドマイヤサンデー 母母 ムーンインディゴ ７戦３勝 賞金 ２１７，９９２，０００円
〔制裁〕 トールポピー号の騎手池添謙一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて平成２０年５月３１日から平成２０年６月

１日まで騎乗停止。
※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。
（非抽選馬） ５頭 シングライクバード号・テイクバイストーム号・メイショウベルーガ号・メイショウヤワラ号・ユキチャン号



１４０２４ ５月２５日 曇 稍重 （２０東京３）第２日 第１２競走 ��
��１，８００�

え しま

江 の 島 特 別
発走１６時２０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 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

６７ � 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 ５３４－ ４１：４８．５ ３．６�

１１ アメジストリング 牝４黒鹿５５ 武 豊 �サンデーレーシング 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４７２± ０１：４８．６� ３．５�
８１２ ランヘランバ 牡５黒鹿５７ 福永 祐一田中 充氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 ４５６＋ ２１：４８．７� ２５．５�
６８ 	 セプターレイン 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣 �社台レースホース古賀 慎明 白老 白老ファーム ４４８－ ４１：４９．０１
 ６．４�
７１０ 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 ５２０＋ ２１：４９．８５ ４．２�
７９ 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 B５２８－ ２ 〃 クビ １１．３	
５５ タイキスピリッツ 牡６鹿 ５７ 内田 博幸�大樹ファーム 藤沢 和雄 大樹 大樹ファーム B４８２－ ６１：５０．０１� ２５．６

２２ マチカネオオバン 牡６栗 ５７ 柴山 雄一細川 益男氏 田村 康仁 新冠 細川農場 ４８４＋１０１：５０．１クビ ５８．１�
５６ パルエクスプレス 牡６黒鹿５７ 横山 典弘鈴木 芳夫氏 平井 雄二 静内 ビツグレツドフアーム ５０２＋ ４１：５０．２
 ２３．６�
８１１ ニシノフリーダム 牡５栗 ５７ 幸 英明西山 茂行氏 鈴木 伸尋 鵡川 西山牧場 ５２８－ ４１：５０．５１
 １８．４
４４ ショウナンパレス 牡７栗 ５７ 藤岡 佑介国本 哲秀氏 本間 忍 浦河 日田牧場 ４８２＋２８ 〃 クビ ５２．８�

（１１頭）
３３ � コアレスハリケーン �４鹿 ５７ 江田 照男小林 昌志氏 藤原 辰雄 愛 Masashi

Kobayashi ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ６２，３８０，４００円 複勝： ７４，０６１，０００円 枠連： ７６，３０１，３００円

普通馬連： ２７１，６２６，８００円 馬単： ２００，１８８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ６４，１３７，４００円

３連複： ２４０，２８２，８００円 ３連単： ７２３，２２７，０００円 計： １，７１２，２０４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １５０円 � １７０円 � ５６０円 枠 連（１－６） ４００円

普通馬連 �� ５６０円 馬 単 �� １，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� １，７４０円 �� １，３８０円

３ 連 複 ��� ５，３１０円 ３ 連 単 ��� ２１，８９０円

票 数

単勝票数 差引計 ６２３８０４（返還計 ８１１） 的中 � １３８０７６（２番人気）
複勝票数 差引計 ７４０６１０（返還計 ７４８） 的中 � １６９８２３（１番人気）� １３２４２０（３番人気）� ２３８９５（８番人気）
枠連票数 差引計 ７６３０１３（返還計 ４４３４） 的中 （１－６） １４４００６（２番人気）
普通馬連票数 差引計２７１６２６８（返還計 ９３２９） 的中 �� ３６１３８９（１番人気）
馬単票数 差引計２００１８８２（返還計 ６７９１） 的中 �� １３００７９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ６４１３７４（返還計 ２７１２） 的中 �� ７０３９３（１番人気）�� ８１６５（２１番人気）�� １０４７９（１６番人気）
３連複票数 差引計２４０２８２８（返還計 １４６４２） 的中 ��� ３３４０２（１５番人気）
３連単票数 差引計７２３２２７０（返還計 ４１７１４） 的中 ��� ２４３８４（５６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．０―３６．２―４８．５―１：０１．０―１：１３．０―１：２４．２―１：３６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．５―３F３５．５

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

勝馬の
紹 介

�マイネルシュピール �
�
父 Singspiel �

�
母父 Marju デビュー ２００５．１１．１３ 東京２着

２００３．４．１８生 牡５黒鹿 母 Elegant 母母 Braneakins １６戦４勝 賞金 ５６，１３１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時２５分に変更。
〔出走取消〕 コアレスハリケーン号は，疾病〔外傷性鼻出血〕のため出走取消。



（２０東京３）第２日 ５月２５日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

重後稍重
不良

競走回数 １２回 出走頭数 １８４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

３６９，８８０，０００円
２，１３０，０００円
１５，１８０，０００円
４８，７６０，０００円
４２，２４０，０００円
１５５，０００円
２３７，０００円

６７，２９６，０００円
５，３８７，０００円
１，８５８，４００円

勝馬投票券売得金
７６８，８５１，７００円
８３９，１９０，８００円
１，２６１，８９４，０００円
４，９１７，７６０，２００円
３，０１６，３０３，０００円
９８３，０５８，４００円
５，３３９，７１４，５００円
９，６３４，７７３，６００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 ２６，７６１，５４６，２００円

総入場人員 ７５，１０８名 （有料入場人員 ７３，６９９名）




