
１５０１３ ５月２４日 小雨 良 （２１東京３）第２日 第１競走 ��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

６１２ メジロマリアン 牝３芦 ５４ 横山 典弘�メジロ牧場 高木 登 洞爺 メジロ牧場 ４８４＋ ４１：２６．７ ２．９�

２４ ダイヤモンドビット 牝３青鹿５４ 蛯名 正義西森 鶴氏 中川 公成 日高 高橋牧場 ４１６＋ ４１：２６．８� ９．２�
３５ シャインエフォート 牝３鹿 ５４ 佐藤 聖也皆川 博文氏 根本 康広 日高 大江牧場 ４５６－ ２１：２６．９� ４６．１�
５９ ス ワ ニ ー 牝３栗 ５４ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 ４７４＋２０１：２７．１１ ９．４�
１２ カネトシジュラール 牝３栗 ５４

５１ ▲池崎 祐介兼松 昌男氏 松山 将樹 新冠 武田 寛治 ４６４＋ ８１：２７．５２� ２４．７�
４７ アントルシャカトル 牝３栗 ５４ 内田 博幸�ミルファーム 保田 一隆 新ひだか 下村 繁正 ４８０＋ ６１：２７．６� ２．３�
８１６ バンダムパルフェ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成山科 統氏 田村 康仁 浦河 バンダム牧場 ４１４＋１０ 〃 クビ １６．０	
７１４ マ リ リ ン 牝３鹿 ５４ 田中 勝春根本 忠義氏 水野 貴広 門別 中前 義隆 ４７０－ ３１：２８．２３� １２２．７

５１０ コスモロジーナ 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 青森 一山牧場 ４３２－ ８ 〃 クビ ２５．５�
２３ ヤマニンフリュイド 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一土井 肇氏 清水 利章 浦河 廣田 伉助 ５０８－ １１：２８．３クビ １２９．４�
４８ ヤマイチヘレネ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真坂本 肇氏 大江原 哲 新冠 川上 悦夫 ４７２－ ２１：２８．４� １９．０
６１１ アネモスダンサー 牝３栗 ５４ 西田雄一郎�木村牧場 岩戸 孝樹 日高 木村牧場 ４５６＋ ６１：２９．０３� ２６１．２�
８１５ アルファアップル 牝３鹿 ５４ 福永 祐一�貴悦 池上 昌弘 新ひだか 澤田 嘉隆 ４６８ ―１：２９．１� ７３．８�
３６ ト ヨ 牝３黒鹿５４ 武 幸四郎石瀬 浩三氏 嶋田 潤 静内 カタオカフアーム ４２０－１０１：２９．６３ １９９．６�
７１３ ダイワグロリア 牝３栗 ５４ 村田 一誠大城 敬三氏 的場 均 静内 フジワラフアーム B４９２ ―１：３０．３４ ２０５．８�

（１５頭）
１１ ライラハリケーン 牝３黒鹿５４ 武士沢友治�ターフ・スポート上原 博之 浦河 日向牧場 ４８４ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： １６，８６９，０００円 複勝： ２６，０８１，１００円 枠連： １７，０４６，０００円

普通馬連： ６１，５３４，７００円 馬単： ４３，６９７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，１４３，７００円

３連複： ７１，９０８，９００円 ３連単： １０１，５７５，２００円 計： ３６０，８５５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １５０円 � ２５０円 � ６６０円 枠 連（２－６） １，３３０円

普通馬連 �� １，３５０円 馬 単 �� ２，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� １，７１０円 �� ２，７９０円

３ 連 複 ��� １１，５２０円 ３ 連 単 ��� ４０，２６０円

票 数

単勝票数 差引計 １６８６９０（返還計 １０８４） 的中 � ４６９６９（２番人気）
複勝票数 差引計 ２６０８１１（返還計 １６４８） 的中 � ６１１２６（２番人気）� ２６６２８（３番人気）� ７７９２（９番人気）
枠連票数 差引計 １７０４６０（返還計 １４６） 的中 （２－６） ９４６８（５番人気）
普通馬連票数 差引計 ６１５３４７（返還計 ８０１８） 的中 �� ３３７７７（５番人気）
馬単票数 差引計 ４３６９７２（返還計 ５１７８） 的中 �� １５２６１（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２２１４３７（返還計 ３６１５） 的中 �� １０２４２（５番人気）�� ３１１１（１９番人気）�� １８６９（２６番人気）
３連複票数 差引計 ７１９０８９（返還計 １５６０９） 的中 ��� ４６０７（３８番人気）
３連単票数 差引計１０１５７５２（返還計 ２５０６３） 的中 ��� １８６２（１２１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．３―３６．７―４９．５―１：０２．１―１：１４．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メジロマリアン �
�
父 メジロベイリー �

�
母父 メジロマックイーン デビュー ２００８．８．２３ 札幌２着

２００６．２．２６生 牝３芦 母 メジロサンドラ 母母 カ ン パ ナ １０戦１勝 賞金 １７，２００，０００円
〔競走除外〕 ライラハリケーン号は，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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ブライティアホーム号



１５０１４ ５月２４日 小雨 良 （２１東京３）第２日 第２競走 ��
��１，６００�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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

５１０ メテオストリーム 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �ノースヒルズマネ
ジメント 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７８± ０１：３９．０ ６．２�

１１ アルスフリーゲン 牡３黒鹿５６ 田中 勝春池田 正孝氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 ４５４－１０１：３９．３２ １．６�
７１３ シルククレヴァー 牡３黒鹿５６ 内田 博幸有限会社シルク小島 太 日高 ヤナガワ牧場 ５２２－ ４１：３９．４クビ ３５．６�
２４ サチノベストセラー 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介佐藤 幸彦氏 加藤 和宏 新冠 駒沢 明憲 ４６６＋ ２１：３９．７２ １０９．９�
３５ アイアムランボー 牡３鹿 ５６ 武 豊堀 紘一氏 鹿戸 雄一 静内 千代田牧場 ４７２－ ６１：３９．９１� ７．０�
３６ � コスモパイオニア 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 米 Jayeff ”B”

Stables B４６４± ０ 〃 クビ ７０．２�
６１１ タイキグラディウス 牡３栗 ５６ 蛯名 正義�大樹ファーム 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８４－ ４１：４０．１１� １３．４	
５９ ア ゲ シ オ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘平岡 茂樹氏 田島 俊明 むかわ 平岡牧場 ４８６＋ ４１：４０．２� ３４．９

１２ メジロデューチン 牡３栃栗５６ 小野 次郎�メジロ牧場 高橋 裕 洞爺 メジロ牧場 ４２６＋ ６１：４０．６２� ３３５．７�
８１５ トーホウメジャー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠東豊物産� 白井 寿昭 浦河 バンダム牧場 ４６６± ０１：４１．０２� １９．８
４８ ブラストスルーギ 牡３栗 ５６ 三浦 皇成村中 徳広氏 岩戸 孝樹 浦河 小島牧場 ４５６± ０ 〃 クビ １３８．５�
２３ ゴールデンキッド 牡３栗 ５６ 武士沢友治�服部牧場 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 ４３８－ ２１：４１．２１ ４５７．９�
６１２ グラスチャレンジ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一半沢� 鈴木 勝美 新ひだか タツヤファーム ４８４ ―１：４３．１大差 ５２７．５�
４７ ステージモア 牡３栗 ５６

５３ ▲伊藤 工真堀越 毅一氏 相沢 郁 日高 本間牧場 ４６２－ ６１：４３．３１� ３４８．１�
７１４ ファーストレーン 牡３栗 ５６ 村田 一誠安達 允彦氏 根本 康広 新ひだか 中橋 清 ４５２－ ４ （競走中止） １３７．２�
８１６ タイキプラウド 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝�大樹ファーム 勢司 和浩 静内 タイヘイ牧場 B５３４－ ４ （競走中止） １１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，５５４，７００円 複勝： ５９，４９１，８００円 枠連： ２０，０４９，４００円

普通馬連： ６８，１９６，０００円 馬単： ５６，０８１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，３６１，７００円

３連複： ７３，９７３，６００円 ３連単： １３１，２０１，８００円 計： ４５４，９１０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � ５４０円 枠 連（１－５） ３３０円

普通馬連 �� ４１０円 馬 単 �� １，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� １，７７０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ３，１００円 ３ 連 単 ��� ２１，６７０円

票 数

単勝票数 計 ２１５５４７ 的中 � ２７４０６（２番人気）
複勝票数 計 ５９４９１８ 的中 � ５１３１８（２番人気）� ４０２６１９（１番人気）� ９０９２（８番人気）
枠連票数 計 ２００４９４ 的中 （１－５） ４６１６２（１番人気）
普通馬連票数 計 ６８１９６０ 的中 �� １２５１４１（２番人気）
馬単票数 計 ５６０８１９ 的中 �� ２８１９２（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４３６１７ 的中 �� ４２５５３（１番人気）�� ２７７０（２０番人気）�� ７５５６（８番人気）
３連複票数 計 ７３９７３６ 的中 ��� １７６１９（１０番人気）
３連単票数 計１３１２０１８ 的中 ��� ４４７０（５７番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．９―１１．７―１２．１―１３．１―１２．５―１２．８―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．６―３５．３―４７．４―１：００．５―１：１３．０―１：２５．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メテオストリーム �
�
父 ノーリーズン �

�
母父 Nijinsky デビュー ２００８．８．２４ 小倉４着

２００６．３．２９生 牡３鹿 母 ゲイアティーガール 母母 Kiss １０戦１勝 賞金 １０，６５０，０００円
〔競走中止〕 タイキプラウド号は，競走中に疾病〔左第１指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

ファーストレーン号は，競走中に疾病〔右第３手根骨板状骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。



１５０１５ ５月２４日 小雨 良 （２１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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

２３ ヤマタケディガー 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝山中 佳代氏 根本 康広 日高 今井牧場 ４４６＋ ６１：２６．３ ２．２�

５１０ カゼノグッドボーイ 牡３栗 ５６ 村田 一誠深井 孟氏 中野 栄治 早来 吉田 浩三 ４３０－ ２１：２６．７２� １５．３�
１１ ガリレオシチー 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 日高 幾千世牧場 ４９６± ０１：２６．８� １０．８�
３６ ジョイチャイルド 牝３鹿 ５４ 松岡 正海星野 壽市氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４４８－ ４１：２７．１１� １１９．５�
２４ デイロングスプリー 牝３栗 ５４ 岩田 康誠吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４３６－ ６１：２７．３１� １０．１�
３５ マイネルストラウス 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 根本 康広 浦河 林 孝輝 ４４８－ ２１：２７．５１� ４５．５�
１２ ミツアキクイーン 牝３栗 ５４

５１ ▲大江原 圭山本 光明氏 二本柳俊一 日高 豊洋牧場 ４７４－ ２１：２７．８１� ２１７．４	
５９ ヘリオスアレイオン 牡３鹿 ５６ 内田 博幸吉田 勝己氏 斎藤 誠 早来 ノーザンファーム ４９８－ ６１：２８．３３ ４．１

４７ タツフェニックス 牡３芦 ５６ 福永 祐一鈴木 昭作氏 嶋田 潤 千歳 エクセレンス

ファーム ５４８＋ ６１：２８．４� ２０３．７�
８１６ カワキタラブポップ 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎川島 吉男氏 武市 康男 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４８０－ ２１：２８．７２ １６６．１�
８１５ トゥルーボーン 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成小池 憲章氏 土田 稔 静内 岡田 隆志 B５１０－ ６１：２８．９１� ２４．９
６１２ ブラストサブデュー 牡３黒鹿５６ 武士沢友治村中 徳広氏 秋山 雅一 新冠 川上牧場 B５０４＋ ６１：２９．１１ １９９．３�
６１１ マルハチラブーム 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹ニットー商事� 菊川 正達 浦河 鮫川 啓一 ４５２－ ８ 〃 クビ １２５．８�
７１４ バンダムチョッパー 牡３黒鹿５６ 南田 雅昭山科 統氏 南田美知雄 浦河 馬道 繁樹 ４２２－ ６１：２９．４２ ５５７．３�
４８ ケイズゴールド 牡３鹿 ５６ 小野 次郎 IHR 田村 康仁 浦河 高岸 順一 ４３０＋ ５１：２９．５クビ ３１．７�
７１３ プ ロ ウ ス ト 牡３黒鹿５６ 横山 典弘伊達 敏明氏 高松 邦男 日高 サンシャイン

牧場 ４７０＋ ２１：２９．９２� ６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，２１４，０００円 複勝： ３０，７３４，５００円 枠連： ２１，１２９，９００円

普通馬連： ６７，４３６，７００円 馬単： ４８，７９９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，８０４，２００円

３連複： ７７，６７６，８００円 ３連単： １１８，６１５，０００円 計： ４１０，４１０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � ２７０円 � ２３０円 枠 連（２－５） ２８０円

普通馬連 �� １，１８０円 馬 単 �� １，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� ３４０円 �� １，１４０円

３ 連 複 ��� ２，８００円 ３ 連 単 ��� １０，９３０円

票 数

単勝票数 計 ２１２１４０ 的中 � ７８５３４（１番人気）
複勝票数 計 ３０７３４５ 的中 � ９７５０９（１番人気）� ２３１１４（５番人気）� ２８８３７（４番人気）
枠連票数 計 ２１１２９９ 的中 （２－５） ５７２３９（１番人気）
普通馬連票数 計 ６７４３６７ 的中 �� ４２３５５（５番人気）
馬単票数 計 ４８７９９５ 的中 �� ２０１９０（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４８０４２ 的中 �� １２２９３（５番人気）�� １９９３８（３番人気）�� ４８７０（１６番人気）
３連複票数 計 ７７６７６８ 的中 ��� ２０４７７（８番人気）
３連単票数 計１１８６１５０ 的中 ��� ８０１２（２４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．４―３４．９―４７．３―１：００．１―１：１２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．４―３F３９．０
３ ８（４，１６）（２，１１，１３）－３（１０，１５）６，５，１４（１，９）－１２，７ ４ ・（８，４）１６（２，１１）１３－３－１０（６，１５）５（１，１４）９，１２－７

勝馬の
紹 介

ヤマタケディガー �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 Diesis デビュー ２００９．１．３１ 東京１１着

２００６．４．２２生 牡３栗 母 ドリームスタート 母母 Trim Cut ６戦１勝 賞金 ８，２５０，０００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 デルマアヌビス号



１５０１６ ５月２４日 小雨 良 （２１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 （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

５９ ヒルトップシーン 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７６± ０１：３６．０ ２．１�

３６ ザクリエイション 牡３黒鹿５６ 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 ５００－ ８ 〃 クビ ６．９�
２３ マ ヤ ノ マ ヤ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 ４６２－ ４ 〃 アタマ ６．５�
１２ ニシノアララギ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春西山 茂行氏 水野 貴広 鵡川 西山牧場 ４９０＋ ２１：３６．１クビ ２０．３�
７１３ コスモドロス 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム ４４６－ ２１：３６．３１� １８．０�
６１２ チキータマダム 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠吉田 和美氏 斎藤 誠 三石 乾 皆雄 ４２４＋ ２ 〃 アタマ ６２．９�
８１６ ダイワオーダー 牡３鹿 ５６ 武士沢友治大城 敬三氏 嶋田 功 日高 坂口 豊翼 ４６６－ ４１：３６．４� ５６．６	
３５ ティアップノブレス 牡３黒鹿５６ 内田 博幸田中 昇氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０２＋ ２１：３６．６１� １１．０

４８ プ リ ベ イ ル 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行�橋 信博氏 高橋 義博 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５６－ ４１：３６．７� ９２．７�
７１５ マイネルセルサス 牡３青鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 日高 シンボリ牧場 ４８４－ ２１：３６．８� ３２．８

８１７ エリモアラルマ 牡３鹿 ５６ 武 豊山本 敏晴氏 松永 幹夫 えりも エクセルマネジメント ４８８－ ２１：３７．１２ ８．６�
８１８ マイネルバルトーク 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 秋山 雅一 新冠 メイタイ牧場 ４６０＋ ６１：３７．２クビ ３３６．６�
５１０ ブライトアイザック 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一保坂 義貞氏 菅原 泰夫 浦河 富田牧場 ４９２ ― 〃 クビ ２７３．４�
２４ シャコタンブルー 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 有限会社石川牧場 ４７８－１０１：３７．４１ ３０３．０�
６１１ シルクシスター 牝３鹿 ５４ 小林 淳一有限会社シルク天間 昭一 静内 見上牧場 ４３８＋ ８ 〃 ハナ ５４５．１�
４７ エアザゲーム 牡３黒鹿５６ 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 ５１０－１４１：３７．７１� １７．７�
７１４ マナリオヘイヘイ 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣金子真人ホール

ディングス� 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ４７４± ０１：３７．８� １６５．０�
１１ シャインオブハート 牝３芦 ５４ 後藤 浩輝皆川 博文氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ４３０ ―１：３８．４３� １１５．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，４４９，１００円 複勝： ３７，０３６，７００円 枠連： ２１，６５４，９００円

普通馬連： ７９，７１０，４００円 馬単： ５２，４４７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，４５４，６００円

３連複： ８８，５７６，６００円 ３連単： １３０，２４４，６００円 計： ４６１，５７４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � ２００円 � １７０円 枠 連（３－５） ５００円

普通馬連 �� １，０１０円 馬 単 �� １，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ２８０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� １，７８０円 ３ 連 単 ��� ６，５００円

票 数

単勝票数 計 ２３４４９１ 的中 � ９１７０６（１番人気）
複勝票数 計 ３７０３６７ 的中 � １３４８７３（１番人気）� ３６４１２（３番人気）� ４８１１６（２番人気）
枠連票数 計 ２１６５４９ 的中 （３－５） ３２３１８（１番人気）
普通馬連票数 計 ７９７１０４ 的中 �� ５８３８４（４番人気）
馬単票数 計 ５２４４７３ 的中 �� ２４５６９（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８４５４６ 的中 �� ２０１７８（３番人気）�� ２８３７９（１番人気）�� ７６３４（８番人気）
３連複票数 計 ８８５７６６ 的中 ��� ３６８５８（３番人気）
３連単票数 計１３０２４４６ 的中 ��� １４８０１（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．７―３５．７―４８．１―１：００．７―１：１２．５―１：２４．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒルトップシーン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー ２００８．１１．２３ 京都８着

２００６．４．１１生 牡３黒鹿 母 ニシノエルハーブ 母母 カプリッチョーサ ５戦１勝 賞金 １０，３００，０００円



１５０１７ ５月２４日 曇 良 （２１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

１：５７．２
１：５６．４

良

良

２４ キングスビレッジ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４４４＋ ２２：０２．４ １．３�

６１１ シャドウライン 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二飯塚 知一氏 戸田 博文 浦河 伏木田牧場 ４８８－ ４２：０２．７２ ６．９�
１１ ブルーデザフィーオ 牡３青 ５６ 後藤 浩輝 �ブルーマネジメント勢司 和浩 新冠 川上牧場 ４８６＋ ２２：０３．０１� ６３．４�
７１４ カネトシユーシャ 牡３栗 ５６ 村田 一誠兼松 利男氏 中川 公成 平取 船越 伸也 ４４６－ ８ 〃 クビ １６２．６�
１２ ナムライッカク 牡３鹿 ５６ 松岡 正海奈村 信重氏 田村 康仁 門別 いとう牧場 ４９０－１４２：０３．２１� １０．２�
５９ メジログリース 牝３栗 ５４

５１ ▲伊藤 工真�メジロ牧場 菅原 泰夫 青森 オオタ牧場 ５０２－ ２２：０３．４１ １４．６	
７１３ オンワードシェルタ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹�オンワード牧場 杉浦 宏昭 浦河 オンワード牧場 ４９８ ―２：０３．５� ７４．５

４８ エ ン ク ー 牡３栗 ５６

５３ ▲池崎 祐介小林 薫氏 畠山 吉宏 新冠 中村農場 ４４０－ ６２：０３．６� ６２．９�
８１５ トウショウライド 牡３鹿 ５６ 内田 博幸トウショウ産業� 保田 一隆 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B４９２－ ４ 〃 クビ ２６．０�
８１６ ハクシンアマゾーヌ 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次新井原 博氏 高橋 祥泰 新冠 川上 悦夫 ４８２－ ６２：０４．２３� １２６．２
５１０ コ ー ド 牡３鹿 ５６ 柴田 大知松平 正樹氏 高松 邦男 日高 山際 辰夫 ４６０＋ ６２：０４．４１� ４９６．５�
８１７ テンブレイク 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司天白 泰司氏 中野 栄治 安平 吉田 浩三 ４７２－ ６２：０４．８２� ２３１．９�
６１２ アキヨシメガミ 牝３鹿 ５４ 石神 深一�紅谷 松永 康利 新ひだか 出羽牧場 ４４２＋ ２２：０５．０１� １５９．３�
４７ ミモザトウショウ 牝３栗 ５４ 伊藤 直人トウショウ産業� 小林 常泰 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６４－ ２２：０５．９５ ６０．８�
３５ エイチエヌラスカ 	３黒鹿５６ 小林 淳一鳴田 啓志氏 石栗 龍彦 浦河 モトスファーム ４３４－ ４２：０６．６４ ２７０．３�
２３ エポックメイカー 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 本間 忍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６± ０２：０８．０９ ２８６．２�
３６ メジロカムバック 牡３鹿 ５６ 小野 次郎�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ５２０－ ４２：１０．９大差 ２３．５�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２４，００５，２００円 複勝： ５７，８７３，３００円 枠連： １９，１４４，５００円

普通馬連： ６９，７７２，２００円 馬単： ５９，９９６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，５８９，６００円

３連複： ７２，３５２，４００円 ３連単： １５６，５７７，１００円 計： ４８２，３１１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ７３０円 枠 連（２－６） ３００円

普通馬連 �� ３２０円 馬 単 �� ３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� １，０８０円 �� ２，７３０円

３ 連 複 ��� ４，５３０円 ３ 連 単 ��� １０，１６０円

票 数

単勝票数 計 ２４００５２ 的中 � １４７４０６（１番人気）
複勝票数 計 ５７８７３３ 的中 � ４１５０９６（１番人気）� ５６１２４（２番人気）� ５３１０（９番人気）
枠連票数 計 １９１４４５ 的中 （２－６） ４７４６０（１番人気）
普通馬連票数 計 ６９７７２２ 的中 �� １６３４９３（１番人気）
馬単票数 計 ５９９９６７ 的中 �� １１６３０４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２５８９６ 的中 �� ４１５８５（１番人気）�� ４３７８（１３番人気）�� １６５２（２６番人気）
３連複票数 計 ７２３５２４ 的中 ��� １１７９２（１４番人気）
３連単票数 計１５６５７７１ 的中 ��� １１３８１（２８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．１―３６．３―４８．６―１：０１．３―１：１３．６―１：２６．０―１：３８．３―１：５０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．８―３F３６．４

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

勝馬の
紹 介

キングスビレッジ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００９．５．３ 東京２着

２００６．２．２５生 牡３鹿 母 マッチザピース 母母 マッチポイント ２戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔その他〕 エポックメイカー号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「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〕 メジロカムバック号は，平成２１年６月２４日まで平地競走に出走できない。



１５０１８ ５月２４日 曇 良 （２１東京３）第２日 第６競走 ��
��１，３００�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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

４７ モアザンストーム 牡３青鹿５６ 横山 典弘 �サンデーレーシング 古賀 史生 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム ４６２－ ４１：１７．９ ６．５�

３６ � ケイアイダイコク 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 米
B & B Zietz Stables, Inc.,
Bruce Henry Zietz &
Beverly Kay Zietz

４７２＋ ４１：１８．２２ ７．５�
６１２ メイショウオーラ 牡３芦 ５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 ５０４± ０ 〃 アタマ ４．３�
５１０ タマニューホープ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４５０－ ２ 〃 クビ １９．６�
１２ ダノンマイスター 牡３鹿 ５６ 武 豊�ダノックス 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７０＋ ４１：１９．５８ ３．２�
３５ � シンフォニーライツ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸吉田 和美氏 斎藤 誠 米

Donald & R. Mary Zuck-
erman, as Tenants by the
Entireties

５０２－ ４１：１９．７� ４．４	
１１ ラヴリードリーム 牝３青鹿 ５４

５１ ▲池崎 祐介鈴木 芳夫氏 中島 敏文 静内 松田 三千雄 ４３０± ０ 〃 アタマ ２２．５

４８ ヘヴンリースパーク 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真杉山 美惠氏 古賀 史生 新ひだか 明治牧場 B４７０－ ４ 〃 クビ ７６．１�
８１６ モルフェキセキ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海並河賢一郎氏 清水 英克 浦河 丸幸小林牧場 ４７８＋ ２１：１９．８� ９６．０�
７１４ サラノロクサボード 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹神田 紘爾氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ４７４－ ２１：１９．９� ３１．１
６１１	 ブラウンバンガー 牡３栗 ５６ 丹内 祐次キャピタルクラブ 秋山 雅一 浦河 川崎 清 ４７８＋ ６１：２０．０クビ ４９２．９�
２３ � エーシンリードオー 牝３黒鹿５４ 福永 祐一平井 宏承氏 小崎 憲 米 Winches-

ter Farm ４６４± ０１：２０．７４ ４５．１�
７１３	 スマートスパークル 牡３栗 ５６ 小林 淳一栗本 博晴氏 高市 圭二 静内 グランド牧場 ４７６± ０ 〃 ハナ ４４１．５�
８１５ エアラスティング 牡３鹿 ５６ 四位 洋文 �ラッキーフィールド田村 康仁 千歳 社台ファーム ４７８＋ ２１：２１．６５ ７１．９�
５９ 	 クロミツジョウ 牝３青鹿５４ 高橋 智大山邉 浩氏 清水 英克 新冠 対馬 正 ４１６－ ７ 〃 アタマ ５００．６�

（１５頭）
２４ ショウナンダンク 牡３芦 ５６ 柴田 善臣�湘南 古賀 史生 静内 神垣 道弘 ４８０－ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２４，２０３，６００円 複勝： ３４，２９８，９００円 枠連： ２３，６４８，３００円

普通馬連： ７６，７６２，８００円 馬単： ４９，１０５，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，１３５，１００円

３連複： ７１，４１４，０００円 ３連単： １１７，０４１，２００円 計： ４１９，６０９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２００円 � ２００円 � １６０円 枠 連（３－４） ７３０円

普通馬連 �� １，８９０円 馬 単 �� ４，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７３０円 �� ４８０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� ２，９２０円 ３ 連 単 ��� ２３，６１０円

票 数

単勝票数 差引計 ２４２０３６（返還計 １２７５９） 的中 � ２９６３４（４番人気）
複勝票数 差引計 ３４２９８９（返還計 ２０６６１） 的中 � ４４１６９（５番人気）� ４４８５９（４番人気）� ６４７５１（２番人気）
枠連票数 差引計 ２３６４８３（返還計 ７９９） 的中 （３－４） ２４１００（３番人気）
普通馬連票数 差引計 ７６７６２８（返還計１２５６５２） 的中 �� ２９９８２（１０番人気）
馬単票数 差引計 ４９１０５５（返還計 ７５１１２） 的中 �� ７７４８（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２３１３５１（返還計 ４００５０） 的中 �� ７６２３（１０番人気）�� １２３２９（６番人気）�� １０８０６（７番人気）
３連複票数 差引計 ７１４１４０（返還計２１１６３４） 的中 ��� １８０９２（１０番人気）
３連単票数 差引計１１７０４１２（返還計３１６５５８） 的中 ��� ３６６０（７０番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．８―１１．２―１１．９―１２．１―１２．０―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１７．８―２９．０―４０．９―５３．０―１：０５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３７．０
３ １（３，５）１２，２（１０，１４）（６，７，１３）（１１，１５）１６－９－８ ４ １（３，５）１２，２，１０，６（７，１４）１３，１１，１６，１５，９－８
市場取引馬

勝馬の
紹 介

モアザンストーム �
�
父 More Than Ready �

�
母父 Storm Bird デビュー ２００８．１０．１８ 東京２着

２００６．３．５生 牡３青鹿 母 ハルシオンバード 母母 Aunt Pearl ８戦２勝 賞金 １９，９５０，０００円
〔競走除外〕 ショウナンダンク号は，馬場入場後に放馬。疾病〔右前肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻３分遅延。
※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） ４頭 アンプレヴー号・グリフィンゲート号・パスピエ号・パートナーシップ号
（非抽選馬） １頭 マイネルブリュット号



１５０１９ ５月２４日 曇 良 （２１東京３）第２日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２０分 （ダート・左）

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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

６１２ チャリティショウ 牡５栗 ５７ 勝浦 正樹加藤 徹氏 柴田 政人 門別 本田 武雄 ４９２－ ６１：３８．４ ４．８�

６１１ シャドウブルース 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成飯塚 知一氏 河野 通文 追分 追分ファーム B４８２± ０１：３９．２５ ４１．０�
７１３ パワーコレクター 牡６鹿 ５７ 松岡 正海 �サンデーレーシング 萩原 清 早来 ノーザンファーム B５２２－ ８ 〃 ハナ １０．０�
８１５� ハピネスフォーユー 牝４栗 ５５ 蛯名 正義飯田 正剛氏 久保田貴士 米 Dr. Masa-

take Iida ５０８± ０１：３９．５１� ８．５�
２４ � アンジェラスキッス 牝５栗 ５５ 太宰 啓介 �フジワラ・ファーム 本田 優 米 Payson

Stud Inc ４６４＋１２１：３９．６クビ ７５．３�
３５ 	 ヒシマウンテン 牡４栗 ５７ 角田 晃一阿部雅一郎氏 小林 常泰 新冠 カミイスタット ５３８－ ４１：３９．７
 １５５．１�
２３ � タカラトゥルー �５鹿 ５７ 内田 博幸村山 �一氏 国枝 栄 米 Padua

Stables B５２２± ０１：３９．８
 ５．４	
１１ コアグリーン 牡４鹿 ５７ 西田雄一郎斎藤 光政氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 B４８０± ０１：４０．０１ １９．０

５１０	 ネオファロス 牡４栗 ５７ 藤田 伸二小林 仁幸氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム ５００＋ ３ 〃 クビ ２０．５�
５９ トウショウツアラー �５鹿 ５７ 岩田 康誠トウショウ産業� 土田 稔 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４８６－１８１：４０．１
 ７６．８
８１６� ラインステッチ 牝５栗 ５５ 横山 典弘 �社台レースホース藤沢 和雄 米 Fontaine-

bleau Farm ４７８＋ ４１：４０．２クビ ８．９�
４７ 	 トミケントラスト 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝冨樫 賢二氏 水野 貴広 三石 上村 清志 ５２８＋１２１：４０．３
 １８．７�
３６ 	 アルカイクスマイル 牝４鹿 ５５ 小野 次郎�下河辺牧場 矢野 英一 門別 下河辺牧場 ４３４－１５ 〃 クビ ９７．１�
４８ 	 グラスハーブ 牡５芦 ５７

５４ ▲伊藤 工真鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 門別 インターナシヨナル牧場 B５００± ０１：４０．６２ １６６．２�
１２ 	 ヒロノキョウシュウ 牡４鹿 ５７ 田中 勝春八百板俊一郎氏 鈴木 勝美 静内 聖心台牧場 ４９６＋ ２１：４０．８１ ２２．９�
７１４ ゴールドキング 牡６黒鹿５７ 武 豊 �ゴールドレーシング 松山 将樹 静内 矢野牧場 ５３４＋ ４１：４２．２９ ３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，８３０，７００円 複勝： ２９，２２３，４００円 枠連： ２８，０７６，６００円

普通馬連： ８６，８７７，７００円 馬単： ５３，２６４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，５３４，３００円

３連複： ９２，９６４，７００円 ３連単： １３９，８１２，７００円 計： ４７６，５８４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １６０円 � ８７０円 � ２７０円 枠 連（６－６） ７，２９０円

普通馬連 �� ６，７５０円 馬 単 �� １１，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０２０円 �� ６３０円 �� ３，２８０円

３ 連 複 ��� １４，０００円 ３ 連 単 ��� １０１，２６０円

票 数

単勝票数 計 ２０８３０７ 的中 � ３４２４８（２番人気）
複勝票数 計 ２９２２３４ 的中 � ６３２１５（１番人気）� ６６５３（１１番人気）� ２７１８０（５番人気）
枠連票数 計 ２８０７６６ 的中 （６－６） ２８４４（２１番人気）
普通馬連票数 計 ８６８７７７ 的中 �� ９５０５（２９番人気）
馬単票数 計 ５３２６４６ 的中 �� ３３８７（４６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５５３４３ 的中 �� ３０４２（３０番人気）�� １０６３７（４番人気）�� １８４３（４４番人気）
３連複票数 計 ９２９６４７ 的中 ��� ４９０１（５３番人気）
３連単票数 計１３９８１２７ 的中 ��� １０１９（３６４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．６―３５．８―４８．５―１：０１．６―１：１４．２―１：２６．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チャリティショウ �
�
父 カリズマティック �

�
母父 リ ヴ リ ア デビュー ２００６．９．２３ 中京９着

２００４．２．２５生 牡５栗 母 ミスアヴェニュー 母母 オオミーアキノ ２６戦２勝 賞金 ３１，６５０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 アイディリック号・ゴールデンラダー号



１５０２０ ５月２４日 小雨 良 （２１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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

５７ ワールドコンパス 牡３鹿 ５６ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４７４＋ ６１：２２．０ ６．５�

１１ マイネルレンツ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 川村 禎彦 様似 清水 誠一 ４２４＋ ２１：２２．２１� １２．９�

８１３ アクアブルースカイ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４６８± ０１：２２．５１� ２９．７�
５８ サトノエクスプレス 牡３栗 ５６ 安藤 勝己里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B５１０＋ ２１：２２．６� ２．７�
６１０ サワノパンサー 牡３鹿 ５６ 福永 祐一澤田 �子氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 ５２８－ ４１：２２．９１� ５．０�
３４ マイネアリス 牝３青鹿５４ 伊藤 工真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 ビッグレッドファーム B４１６－ ６１：２３．２２ ６９．４	
８１４ ザバトルユージロー 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 ４３０－ ２ 〃 ハナ １０８．２

４６ ショウナンアルディ 牡３栗 ５６ 内田 博幸国本 哲秀氏 上原 博之 静内 神垣 道弘 ４６６－ ２ 〃 クビ ４．３�
７１２ ダブルフレーバー 牝３栗 ５４ 岩田 康誠 �スピードファーム 和田 正道 新ひだか 元茂 義一 ４８２＋１０１：２３．３� ４５．４
４５ 	 エーシンシークルー 牝３栗 ５４ 武 豊平井 宏承氏 岡田 稲男 米 John James

Revocable Trust ４６４＋ ４１：２３．５１ １７．２�
７１１ コスモハート 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム ４５６± ０１：２３．６� ４５．９�
２２ マルタカハンター 牡３栗 ５６ 蛯名 正義高橋 義和氏 清水 美波 浦河 大野牧場 B４３２－ ６１：２４．０２� １０８．３�
３３ メジロポピンズ 牝３栗 ５４ 小野 次郎�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ４４４＋ ２１：２４．３２ １２４．２�
６９ スプラッシュエンド 牡３栗 ５６ 横山 典弘広尾レース� 鹿戸 雄一 浦河 三嶋牧場 ４６６± ０１：２４．４クビ ２１．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３２，７６０，７００円 複勝： ５０，１９３，５００円 枠連： ３２，３５１，９００円

普通馬連： １２９，１３８，５００円 馬単： ８０，２２５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，９９７，２００円

３連複： １２３，４５８，０００円 ３連単： ２３９，０３８，２００円 計： ７２２，１６３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２２０円 � ３７０円 � ７７０円 枠 連（１－５） １，２９０円

普通馬連 �� ３，５１０円 馬 単 �� ７，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０９０円 �� ２，１２０円 �� ２，５３０円

３ 連 複 ��� ２１，１３０円 ３ 連 単 ��� １０１，０４０円

票 数

単勝票数 計 ３２７６０７ 的中 � ４０１８８（４番人気）
複勝票数 計 ５０１９３５ 的中 � ７４０１０（３番人気）� ３４８２７（５番人気）� １４７１５（７番人気）
枠連票数 計 ３２３５１９ 的中 （１－５） １８５７６（５番人気）
普通馬連票数 計１２９１３８５ 的中 �� ２７１７４（１１番人気）
馬単票数 計 ８０２２５０ 的中 �� ８２７３（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４９９７２ 的中 �� ８１１６（１０番人気）�� ４０３８（２０番人気）�� ３３６１（２６番人気）
３連複票数 計１２３４５８０ 的中 ��� ４３１３（５５番人気）
３連単票数 計２３９０３８２ 的中 ��� １７４６（２５７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．５―３５．０―４６．５―５８．０―１：０９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワールドコンパス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１２．１３ 中山３着

２００６．５．７生 牡３鹿 母 マニックサンデー 母母 バブルプロスペクター ７戦２勝 賞金 ２１，２７８，０００円
〔制裁〕 サトノエクスプレス号の騎手安藤勝己は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（６番・５番・４番・３番への進路影響）



１５０２１ ５月２４日 小雨 良 （２１東京３）第２日 第９競走 ��２，０００�
ち ち ぶ

秩 父 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 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．２
１：５６．４

良

良

８１１ フライングメリッサ 牝５鹿 ５５ 安藤 勝己セゾンレースホース� 鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４０－１２２：０２．５ ３．９�

１１ プ ジ ュ リ 牝６栗 ５５ 岩田 康誠長山 尚義氏 清水 利章 平取 坂東牧場 ４６４＋ ８ 〃 クビ ５．１�
４４ ダイワチャーム 牝５栗 ５５ 後藤 浩輝大城 敬三氏 鹿戸 雄一 門別 下河辺牧場 ５１０＋ ６２：０２．８２ ３．９�
７８ ハーマジェスティ 牝４鹿 ５５ 三浦 皇成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 静内 橋本牧場 B４８６＋ ２２：０３．１１� １６．５�
８１０ クロカンブッシュ 牝５鹿 ５５ 松岡 正海�橋 修身氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４４４＋ ４ 〃 クビ １０．５�
２２ ファイブスター 牝４芦 ５５ 藤田 伸二吉田 照哉氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４３２－ ２２：０３．４１� ３．５�
５５ � トワイライトワルツ 牝７鹿 ５５ 柴山 雄一伊達 敏明氏 高松 邦男 門別 サンシャイン

牧場 ４８８－ ６ 〃 クビ ９３．１	
６６ � ナ ナ ツ ダ チ 牝４黒鹿５５ 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 ４７６± ０２：０３．５� ６９．２

７９ スズカエルマンボ 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４５４± ０２：０３．６クビ １８．０�
６７ オースミビーナス 牝４鹿 ５５ 丹内 祐次�オースミ 菅原 泰夫 門別 合資会社カ

ネツ牧場 ４６０－ ２２：０４．１３ １１６．９�
３３ ワシントンパーク 牝４栗 ５５ 嘉藤 貴行江川 伸夫氏 矢野 英一 新冠 川上牧場 B４３８－ ２２：０４．２� ６７．６

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２７，５７３，８００円 複勝： ３７，１５３，２００円 枠連： ２８，８６７，６００円

普通馬連： １３５，３７３，５００円 馬単： ８０，５８８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，１３６，９００円

３連複： １０９，９３６，５００円 ３連単： ２６９，２３４，９００円 計： ７１７，８６５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � １５０円 枠 連（１－８） ６６０円

普通馬連 �� ８８０円 馬 単 �� １，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ３２０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� １，１４０円 ３ 連 単 ��� ５，７７０円

票 数

単勝票数 計 ２７５７３８ 的中 � ５６８２２（２番人気）
複勝票数 計 ３７１５３２ 的中 � ８０３７０（１番人気）� ５７９０６（４番人気）� ６９３５５（３番人気）
枠連票数 計 ２８８６７６ 的中 （１－８） ３２５００（３番人気）
普通馬連票数 計１３５３７３５ 的中 �� １１４３１７（４番人気）
馬単票数 計 ８０５８８７ 的中 �� ３９２７６（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９１３６９ 的中 �� ２３４７８（３番人気）�� ２３０８０（４番人気）�� １９２４９（５番人気）
３連複票数 計１０９９３６５ 的中 ��� ７１６５７（４番人気）
３連単票数 計２６９２３４９ 的中 ��� ３４４３９（１３番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．０―１２．６―１２．６―１３．２―１２．５―１２．０―１１．２―１１．３―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．８―３７．４―５０．０―１：０３．２―１：１５．７―１：２７．７―１：３８．９―１：５０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．８―３F３４．８

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

勝馬の
紹 介

フライングメリッサ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００６．１２．９ 中京１着

２００４．２．４生 牝５鹿 母 ウイングオブラック 母母 バブルウイングス ２４戦３勝 賞金 ５０，６３０，０００円
〔制裁〕 オースミビーナス号の騎手丹内祐次は，２コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（２番への進路影響）



１５０２２ ５月２４日 晴 良 （２１東京３）第２日 第１０競走 ��
��１，６００�

くんぷう

薫風ステークス
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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

４８ � フライデイフライト 牡５黒鹿５７ 三浦 皇成 �キャロットファーム 安田 隆行 豪
Jungle Pocket Pty
Ltd, Arrowfield
Group Pty Ltd

５１６－ ４１：３６．５ ４．７�

３６ タマモグレアー �５鹿 ５７ 蛯名 正義タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ５１０＋ ２１：３６．６	 ６．５�
３５ クリールパッション 牡４鹿 ５７ 松岡 正海横山 修二氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 ４７２＋１２１：３６．７クビ １２．１�
５１０
 クイックリープ 牡４栗 ５７ 柴田 善臣松平 正樹氏 柴田 光陽 浦河（有）ビクトリーホース

ランチ 荻野 豊 ４７８＋ ２１：３７．１２� ３．８�
１１ スマートブレード 牡８黒鹿５７ 田中 勝春大川 徹氏 宮 徹 浦河 松田 次郎 ５３４＋ ４１：３７．３１� ２６．３�
４７ ラインストーム 牡５芦 ５７ 石神 深一大澤 繁昌氏 松永 昌博 静内 高橋 修 B４８０－ ８１：３７．４	 ４０．６	
２３ ニードルポイント 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５００± ０１：３７．５クビ ４．３

１２ セッカチセージ 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一松田 整二氏 畠山 吉宏 門別 野島牧場 ５５８＋ ６ 〃 ハナ ４７．６�
２４ 
 タガノシャンハイ 牡７栗 ５７ 福永 祐一八木 良司氏 湯窪 幸雄 浦河 山口 義彦 ５２０－ ６ 〃 ハナ ４１．７�
６１２ スターボイジャー 牡８鹿 ５７ 武 豊 �サンデーレーシング 斎藤 誠 早来 ノーザンファーム ４３８＋ ６１：３７．８２ ２８．８
５９ オネストジョン 牡５鹿 ５７ 角田 晃一藤本 直弘氏 宮本 博 門別 藤本 直弘 B５２０－ ８１：３８．０１ ２０．４�
８１６ オリオンザドンペリ 牡５栗 ５７ 穂苅 寿彦平本 敏夫氏 小西 一男 三石 大塚牧場 ４６６－１８１：３８．２１� ２９．６�
７１３
 ダイイチミラクル �９芦 ５７ 柴田 大知�ミルファーム 菊川 正達 三石 ダイイチ牧場 B４８８＋１０１：３８．５１	 ４５．５�
８１５ トウキュウトップ 牡７鹿 ５７ 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４９０－ ２ 〃 クビ １７０．４�
７１４� ビッグポパイ 牡６青鹿５７ 岩田 康誠幅田 昌伸氏 白井 寿昭 米 WinStar

Farm, LLC B５０４＋ ８１：４０．１１０ １９．３�
６１１ イアオニードル 牡８鹿 ５７ 武 幸四郎金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４９６－ ４１：４０．３１� １２１．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，３０５，１００円 複勝： ５２，４９９，０００円 枠連： ４７，０７９，７００円

普通馬連： ２０６，３６０，７００円 馬単： １１６，４１４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，２５９，３００円

３連複： １９７，１５０，０００円 ３連単： ３６８，８２０，９００円 計： １，０７１，８８９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � ２１０円 � ２００円 � ３２０円 枠 連（３－４） ８８０円

普通馬連 �� １，３２０円 馬 単 �� ２，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� １，３３０円 �� １，１００円

３ 連 複 ��� ５，３１０円 ３ 連 単 ��� ２５，５１０円

票 数

単勝票数 計 ３４３０５１ 的中 � ５８４３６（３番人気）
複勝票数 計 ５２４９９０ 的中 � ７２９０５（４番人気）� ７３８５２（３番人気）� ３７７８６（５番人気）
枠連票数 計 ４７０７９７ 的中 （３－４） ３９５６１（５番人気）
普通馬連票数 計２０６３６０７ 的中 �� １１５７４４（５番人気）
馬単票数 計１１６４１４９ 的中 �� ３１４３３（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９２５９３ 的中 �� ２２０１３（５番人気）�� ８８６０（１１番人気）�� １０９０４（９番人気）
３連複票数 計１９７１５００ 的中 ��� ２７４４６（１１番人気）
３連単票数 計３６８８２０９ 的中 ��� １０６７１（５２番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．７―１１．９―１２．３―１２．１―１２．０―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．４―３５．１―４７．０―５９．３―１：１１．４―１：２３．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フライデイフライト �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 At Talaq デビュー ２００７．４．２９ 京都９着

２００４．９．２７生 牡５黒鹿 母 Not On Friday 母母 Market Heights １２戦５勝 賞金 ５１，７８６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２１頭 アバレダイコ号・アートオブウォー号・ウォーターバロン号・エーシンドゥベター号・シャインウェーヴ号・

ショウナンアクト号・スピードアタック号・スリーアリスト号・セイウンプレジャー号・ツタンカーメン号・
トップディアマンテ号・パルジファル号・ハードランナー号・フルブラッサム号・ポートラヴ号・
マルターズマッシブ号・ミスターモナルコス号・ヤマタケゴールデン号・リフレックス号・ワインアドバイザー号・
ワンダーポデリオ号



１５０２３ ５月２４日 晴 良 （２１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７０回オークス）

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

賞 品
本 賞 ９７，０００，０００円 ３９，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，７００，０００円
付 加 賞 ２９，９０４，０００円 ８，５４４，０００円 ４，２７２，０００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

２：２２．１
２：２２．１
２：２５．３

良

良

良

４７ ブエナビスタ 牝３黒鹿５５ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４４６－ ８２：２６．１ １．４�

２３ レッドディザイア 牝３鹿 ５５ 四位 洋文 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４８４＋ ６ 〃 ハナ ６．０�
７１４ ジェルミナル 牝３黒鹿５５ 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４６２＋ ６２：２６．６３ ２２．１�
７１３ ブロードストリート 牝３鹿 ５５ 藤田 伸二下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４４６± ０２：２６．９１� ３３．１�
４８ ディアジーナ 牝３芦 ５５ 内田 博幸ディアレスト 田村 康仁 浦河 南部 功 ４８６＋ ２２：２７．１１� １０．３	
８１７ デリキットピース 牝３黒鹿５５ 柴田 善臣 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４４０＋１０２：２７．５２� ２６．９

６１２ ダイアナバローズ 牝３黒鹿５５ 角田 晃一猪熊 広次氏 小笠 倫弘 三石 水上 習孝 ４５０－ ２ 〃 ハナ ７８．３�
７１５ ハシッテホシーノ 牝３鹿 ５５ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４４２－ ２２：２７．６クビ ３５．０�
３５ ダノンベルベール 牝３栗 ５５ 後藤 浩輝�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４４４± ０２：２７．９２ ３６．６
２４ ヴィーヴァヴォドカ 牝３黒鹿５５ 村田 一誠芹澤 精一氏 勢司 和浩 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８－ ２２：２８．０クビ ４５．９�
３６ フミノイマージン 牝３鹿 ５５ 太宰 啓介谷 二氏 本田 優 日高 シンコーファーム ４５６－ ６ 〃 クビ １９５．９�
８１８ サクラローズマリー 牝３栗 ５５ 三浦 皇成�さくらコマース友道 康夫 静内 西村 和夫 ４７８± ０２：２８．１クビ ５８．８�
５９ ルージュバンブー 牝３青鹿５５ 田中 勝春�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 ４８８－ ４２：２８．３１� １２４．５�
１１ マイティースルー 牝３芦 ５５ 小野 次郎 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ４２：２８．７２� １６８．８�
５１０ ツーデイズノーチス 牝３黒鹿５５ 武 豊諸江 幸祐氏 斎藤 誠 静内 西村 和夫 ４７４－ ６２：２９．０１� ５８．２�
１２ パ ド ブ レ 牝３鹿 ５５ 西田雄一郎�ミルファーム 相沢 郁 浦河 大道牧場 ４８８－ ２２：２９．３１� ２６６．０�
６１１� イナズマアマリリス 牝３鹿 ５５ 武 幸四郎小泉 賢悟氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４４４＋２０２：２９．４� １３５．０�

（１７頭）
８１６ ワイドサファイア 牝３鹿 ５５ 岩田 康誠幅田 昌伸氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４６６－ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： ５５０，４０９，４００円 複勝： ５９８，９２２，４００円 枠連： ６８７，２８７，９００円

普通馬連： ２，３０３，８８６，０００円 馬単： １，７８７，２２６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ５９４，８７４，８００円

３連複： ２，６１９，３６３，１００円 ３連単： ７，６４３，７４６，０００円 計： １６，７８５，７１６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ２９０円 枠 連（２－４） ３１０円

普通馬連 �� ３２０円 馬 単 �� ４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ４８０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� １，２５０円 ３ 連 単 ��� ２，４３０円

票 数

単勝票数 差引計５５０４０９４（返還計 ６８９９８） 的中 � ３１８６３３９（１番人気）
複勝票数 差引計５９８９２２４（返還計１０２９４７） 的中 � ２９９５２７６（１番人気）� ８７７３２７（２番人気）� ２６５６１３（４番人気）
枠連票数 計６８７２８７９ 的中 （２－４）１６８３７９９（１番人気）
普通馬連票数 差引計２３０３８８６０（返還計１２４７１３３） 的中 �� ５３３６２１５（１番人気）
馬単票数 差引計１７８７２２６４（返還計９２０２６８） 的中 �� ３０６５２５６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計５９４８７４８（返還計３９６１０２） 的中 �� １１１４１９１（１番人気）�� ２６９１５５（３番人気）�� １５５１７８（８番人気）
３連複票数 差引計２６１９３６３１（返還計２９９７６２６） 的中 ���１５４６５３３（２番人気）
３連単票数 差引計７６４３７４６０（返還計８０３８２１８） 的中 ���２３２８７６０（２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１２．３―１２．５―１２．５―１２．５―１２．６―１２．６―１２．６―１１．７―１１．１―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�
１２．４―２３．７―３６．０―４８．５―１：０１．０―１：１３．５―１：２６．１―１：３８．７―１：５１．３―２：０３．０―２：１４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．４―３F３４．８
１
３
４，１７－（６，８）（１２，１４，１５）１（３，１０，１３）２（５，１８）（７，９）－１１
４＝１７（６，８）（１，１２）（１０，１５）３，１４（２，１３）（５，１８）（７，９）－１１

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

勝馬の
紹 介

ブエナビスタ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Caerleon デビュー ２００８．１０．２６ 京都３着

２００６．３．１４生 牝３黒鹿 母 ビ ワ ハ イ ジ 母母 ア グ サ ン ６戦５勝 賞金 ３５１，７３５，０００円
〔競走除外〕 ワイドサファイア号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 テーオーティアラ号・ハウオリ号・リコリス号



１５０２４ ５月２４日 晴 良 （２１東京３）第２日 第１２競走 ��
��１，４００�

ゆ い が は ま

由 比 ヶ 浜 特 別
発走１６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 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

１１ � オセアニアボス 牡４青鹿５６ 松岡 正海�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry
Hill Stud ４８４－ ４１：２１．７ ４．２�

３５ バブルウイズアラン 牡５鹿 ５７ 武 豊小林 一成氏 南井 克巳 静内 フジワラフアーム ４８４－ ４ 〃 クビ ２．５�
５１０ ランスロットル 牡４鹿 ５７ 福永 祐一�アカデミー 南井 克巳 新冠 清水 克則 B５６４＋ ４１：２２．０１� ３７．９�
３６ トーホウカイザー 牡４黒鹿５７ 柴山 雄一東豊物産� 高橋 裕 門別 長谷川 一男 ４９２± ０１：２２．１クビ ２９．６�
２４ 	 クールフォーマ 牡４鹿 ５７ 武士沢友治川上 哲司氏 坂本 勝美 門別 高山牧場 ５３２± ０１：２２．３１ ４７．３�
８１５ キングオザー 牡７芦 ５７ 土谷 智紀斉藤 等氏 鈴木 勝美 門別 日高大洋牧場 B４５２－ ２ 〃 アタマ １８２．４�
８１６ イーサンラヴ 牝５青鹿５５ 岩田 康誠国本 勇氏 松山 将樹 門別 新井 弘幸 ４５８＋ ４１：２２．４
 １６．７	
２３ ストラテジー 牝５栗 ５５ 内田 博幸 
ノースヒルズマネ

ジメント 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９４＋ ６１：２２．５
 １８．１�
８１７ オリエンタルヨーク 牡４鹿 ５７ 伊藤 工真棚網 基己氏 大江原 哲 門別 佐々木 康治 ４７０－ ４１：２２．７１� ２１．５�
５９ ノーフォークパイン 牡５鹿 ５７ 横山 典弘金子真人ホール

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 ４６２± ０ 〃 ハナ ７．７

４７ ブラックオリーブ 牡５黒鹿５７ 三浦 皇成 
社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ４９０－ ６ 〃 クビ ９．６�
７１３ フェスティヴマロン 牝５鹿 ５５ 武 幸四郎臼井義太郎氏 岡田 稲男 新冠 大栄牧場 ４７８－ ４１：２２．８� １９０．３�
７１４ トッケンショウブ 牡６黒鹿５７ 柴田 善臣小田切有一氏 田中 章博 三石 川端牧場 ５１４－ ２ 〃 クビ ６０．５�
４８ ジャングルテクノ 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹 
サンデーレーシング 菊川 正達 早来 ノーザンファーム ４５０－ ８１：２２．９クビ ７０．１�
１２ レンデフルール 牝５青鹿５５ 後藤 浩輝 �グリーンファーム 矢野 英一 新冠 武田牧場 ４５０± ０１：２３．０
 ５７．９�
６１１ ナチュラルウィン 牡６青鹿５７ 田中 勝春吉田 勝己氏 坂本 勝美 早来 ノーザンファーム ４９０± ０１：２３．１� １３．９�
６１２ ロイヤルタバスコ 牝５栗 ５５ 青木 芳之細川祐季子氏 藤沢 和雄 平取 稲原牧場 B４５６± ０１：２３．３１
 ８６．８�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ６５，６６０，４００円 複勝： ７９，４３７，８００円 枠連： ６６，８９６，１００円

普通馬連： ２８６，６６１，９００円 馬単： １６７，７６４，７００円 ワイド【拡大馬連】： ７５，６２６，４００円

３連複： ２９７，０８３，１００円 ３連単： ６５５，２７２，８００円 計： １，６９４，４０３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １６０円 � １４０円 � １，０２０円 枠 連（１－３） ４５０円

普通馬連 �� ４９０円 馬 単 �� １，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ３，０６０円 �� １，７９０円

３ 連 複 ��� ６，９８０円 ３ 連 単 ��� ２９，９５０円

票 数

単勝票数 計 ６５６６０４ 的中 � １２５１２７（２番人気）
複勝票数 計 ７９４３７８ 的中 � １４２１２９（２番人気）� ２０８１１５（１番人気）� １２６６１（１１番人気）
枠連票数 計 ６６８９６１ 的中 （１－３） １１０３６１（１番人気）
普通馬連票数 計２８６６６１９ 的中 �� ４３９９８１（１番人気）
馬単票数 計１６７７６４７ 的中 �� １０８７４７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７５６２６４ 的中 �� ９９１６１（１番人気）�� ５３０７（３３番人気）�� ９２２０（２０番人気）
３連複票数 計２９７０８３１ 的中 ��� ３１４４４（２０番人気）
３連単票数 計６５５２７２８ 的中 ��� １６１５２（７０番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．６―１１．４―１１．９―１１．４―１０．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２４．１―３５．５―４７．４―５８．８―１：０９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�オセアニアボス �
�
父 Red Ransom �

�
母父 Sunday Silence デビュー ２００８．６．２１ 阪神３着

２００５．９．４生 牡４青鹿 母 Touched By God 母母 Sally Klaire １２戦３勝 賞金 ４６，０００，０００円
〔発走状況〕 ロイヤルタバスコ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 トーホウカイザー号の騎手柴山雄一は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（３番への進路影響）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ロイヤルタバスコ号は，平成２１年５月２５日から平成２１年６月１４日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。



（２１東京３）第２日 ５月２４日（日曜日） 雨一時曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８８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

３６９，０３０，０００円
４，２６０，０００円
１５，４７０，０００円
４４，８２０，０００円
３９，７５０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

６８，５７０，０００円
５，５１７，０００円
１，８６１，２００円

勝馬投票券売得金
８６２，８３５，７００円
１，０９２，９４５，６００円
１，０１３，２３２，８００円
３，５７１，７１１，１００円
２，５９５，６１２，４００円
９５４，９１７，８００円
３，８９５，８５７，７００円
１０，０７１，１８０，４００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 ２４，０５８，２９３，５００円

総入場人員 ７６，０２３名 （有料入場人員 ７４，４６１名）




