
１５０３７ ５月３１日 曇 重 （２１東京３）第４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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

３６ セイカドルチェ 牝３黒鹿５４ 内田 博幸久米 誠氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 ４３８＋ ４１：３８．３ ８．６�

７１３ マエストラーレ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９４± ０ 〃 ハナ ２．４�

２３ ケイズパステル 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹 IHR 菊川 正達 浦河 鮫川 啓一 B４５２－ ２１：３８．５１� １７．９�
２４ トワインブルーム 牝３鹿 ５４ 高橋 智大大原 詔宏氏 大久保洋吉 新冠 有限会社

大原ファーム ４７０－１６１：３８．７１� ３４．３�
６１２ デルマネフティス 牝３栗 ５４ 柴山 雄一浅沼 廣幸氏 石栗 龍彦 門別 ファニーヒルファーム ４８８＋１２１：３９．１２� １００．２�
８１５ ナ ド レ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二清進電設� 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６６－ ４ 〃 ハナ １０．４	
５１０ ビューティファイン 牝３栗 ５４ 蛯名 正義阿部 紀子氏 清水 利章 静内 千代田牧場 ４７２± ０１：３９．２クビ １１．７

４７ ムーンライトソング 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真�松栄牧場 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 ４５０－ ４１：３９．６２� ４．９�
７１４ ヒラボクフレンチ 牝３栗 ５４ 田中 勝春�平田牧場 土田 稔 浦河 谷川牧場 ４３４± ０１：３９．８１ ２５．３�
４８ クリノシーグリーン 牝３鹿 ５４

５３ ☆丸田 恭介栗本 博晴氏 高市 圭二 門別 三輪牧場 ４２８＋ ８１：４０．０１� １８７．０
８１６ ジュウモンジ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成諸江 幸祐氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５０２＋１２ 〃 クビ ６．１�
１２ グレイントウショウ 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 ４８２＋１０１：４０．１クビ ５３６．４�
５９ ラ ヴ ミ ー 牝３鹿 ５４ 北村 宏司北所 直人氏 水野 貴広 新ひだか 見上牧場 ４３４－ ２１：４０．５２� ６０．０�
３５ オープニングベル 牝３青鹿５４ 石神 深一塩田 清氏 堀井 雅広 新ひだか 高橋 修 ４３６－ ４１：４０．７１� １７６．４�
１１ マンテンノホシ 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次�グランド牧場 清水 英克 新ひだか グランド牧場 ４４８－１２１：４１．１２� ２２４．１�
６１１ スプリングツィイー 牝３黒鹿５４ 幸 英明加藤 春夫氏 伊藤 大士 様似 宮本 一輝 ４２８－ ４１：４６．８大差 ２５２．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，２３４，９００円 複勝： ３５，４４３，０００円 枠連： ２３，４９７，２００円

普通馬連： ８０，５５５，７００円 馬単： ５７，８４４，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，２９５，１００円

３連複： ９４，８６１，６００円 ３連単： １３４，４７２，５００円 計： ４７６，２０４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � ２３０円 � １２０円 � ３８０円 枠 連（３－７） ７４０円

普通馬連 �� ９６０円 馬 単 �� ２，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� １，２１０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� ３，７３０円 ３ 連 単 ��� ２３，６９０円

票 数

単勝票数 計 ２１２３４９ 的中 � １９５４５（４番人気）
複勝票数 計 ３５４４３０ 的中 � ３５１１５（４番人気）� １１６５１７（１番人気）� １７２５０（７番人気）
枠連票数 計 ２３４９７２ 的中 （３－７） ２３５２５（３番人気）
普通馬連票数 計 ８０５５５７ 的中 �� ６２３５７（３番人気）
馬単票数 計 ５７８４４７ 的中 �� １６０９２（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８２９５１ 的中 �� １８６３０（３番人気）�� ５４５２（１８番人気）�� ８５４２（９番人気）
３連複票数 計 ９４８６１６ 的中 ��� １８７７８（１３番人気）
３連単票数 計１３４４７２５ 的中 ��� ４１９０（７１番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイカドルチェ �
�
父 ヤマニンセラフィム �

�
母父 レジエンドテイオー デビュー ２００８．７．２７ 新潟１１着

２００６．３．１６生 牝３黒鹿 母 セイカシミズダニ 母母 キオイルビー １４戦１勝 賞金 １１，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スプリングツィイー号は，平成２１年７月３１日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 スイートメロン号
（非抽選馬） ３頭 クレバーチーコ号・セレスアシュリー号・ヨイチセレブ号



１５０３８ ５月３１日 曇 重 （２１東京３）第４日 第２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１０時３５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

７１３� エリモシード 牡３芦 ５６ 福永 祐一山本 慎一氏 大久保龍志 米 Mr. & Mrs.
F. Gill Aulick ４９２± ０１：２４．５ ４．３�

７１４ ショウナンアゲイン 牡３青鹿５６ 柴田 善臣国本 哲秀氏 鈴木 伸尋 静内 静内フアーム ４６０＋ ４１：２４．９２� １８．０�
１１ タカラサンデー 牡３栗 ５６ 北村 宏司村山 義男氏 国枝 栄 新ひだか 幌村牧場 ５０２± ０ 〃 クビ ２．２�
４８ ノボジュピター 牡３栗 ５６ 三浦 皇成�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４５４＋ ４１：２５．０クビ ４．９�
２３ トウショウレリーフ 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信藤田 衛成氏 阿部 新生 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５０２ ―１：２５．８５ ３５．２�
６１１ ラ グ ナ ロ ク 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド ５１０ ―１：２５．９� ３４．７�
１２ � ネオウイング 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介臼田 浩義氏 大久保洋吉 米 Hiroyoshi

Usuda ５３８ ―１：２６．１１� ４２．９	
５９ ディーエスバリュー 牡３黒鹿５６ 木幡 初広秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 川上 悦夫 ４７０ ―１：２６．５２� ４０．５

４７ オシャベリコパ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人小林 祥晃氏 河内 洋 鵡川 上水牧場 ４６０－１２１：２６．６� １０．２�
８１５ ストロングネオ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠村木 篤氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 B４９８＋ ２１：２６．８	 ４３．３�
８１６ インペリオーソ 牡３鹿 ５６ 小林慎一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム ５６２ ―１：２８．３９ １０５．８
３５ ザバトルケンタ 牡３栗 ５６ 的場 勇人宮川 秋信氏 高木 登 浦河 多田 善弘 ５００ ―１：２８．７２� ３１３．６�

（バトルロビン）

２４ クレバーサクラオー 牡３鹿 ５６ 加藤士津八田� 正明氏 加藤 和宏 浦河 アイオイファーム ４６６ ―１：２８．８� ２２．９�
６１２ スズアルプス 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝小紫 芳夫氏 田村 康仁 三石 小河 豊水 ４４６ ―１：２９．５４ ５３．４�
３６ トーセンパヴィ 牡３栗 ５６ 千葉 直人島川 �哉氏 秋山 雅一 新ひだか 岡田スタツド ５２８ ―１：３３．０大差 ４６２．０�

（１５頭）
５１０ パワーポテンシャル 牡３黒鹿５６ 高山 太郎�槇本牧場 佐藤 全弘 日高 槇本牧場 ４７８ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： ２４，３８７，８００円 複勝： ４１，７５０，１００円 枠連： ２７，５２３，６００円

普通馬連： ８４，１８６，１００円 馬単： ６４，４２０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，０１９，２００円

３連複： ９５，３２７，９００円 ３連単： １４７，６７９，４００円 計： ５１５，２９４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １７０円 � ３３０円 � １１０円 枠 連（７－７） ４，０１０円

普通馬連 �� ４，１００円 馬 単 �� ５，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９７０円 �� ２６０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ２，４５０円 ３ 連 単 ��� ２１，５７０円

票 数

単勝票数 差引計 ２４３８７８（返還計 ３７４） 的中 � ４５５６４（２番人気）
複勝票数 差引計 ４１７５０１（返還計 ７３５） 的中 � ５８６８４（３番人気）� １９８１３（５番人気）� １６１３３０（１番人気）
枠連票数 差引計 ２７５２３６（返還計 １１９） 的中 （７－７） ５０６８（１４番人気）
普通馬連票数 差引計 ８４１８６１（返還計 ３６８３） 的中 �� １５１８０（１２番人気）
馬単票数 差引計 ６４４２０３（返還計 ２４８９） 的中 �� ８３９５（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ３００１９２（返還計 １７０４） 的中 �� ６８２２（８番人気）�� ３４４１７（２番人気）�� １０５７７（７番人気）
３連複票数 差引計 ９５３２７９（返還計 ６９１２） 的中 ��� ２８７９３（６番人気）
３連単票数 差引計１４７６７９４（返還計 １０３３１） 的中 ��� ５０５５（５２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１１．９―１２．４―１２．２―１１．８―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．６―３５．５―４７．９―１：００．１―１：１１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エリモシード �
�
父 Whywhywhy �

�
母父 Relaunch デビュー ２００９．４．１２ 阪神１０着

２００６．４．２４生 牡３芦 母 Onesta 母母 Courtney’s Day ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走除外〕 パワーポテンシャル号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーセンパヴィ号は，平成２１年６月３０日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 グラステクニック号・ゴールドドン号・マイネルサウダージ号・マスタープラン号・マルターズデライト号・

マルブツブリランテ号



１５０３９ ５月３１日 曇 重 （２１東京３）第４日 第３競走 ��
��２，１００�サラブレッド系３歳

発走１１時０５分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量

本 賞 ５，０００，０００円 １，６５０，０００
１，６５０，０００

円
円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

２：０６．７
２：０５．９

良

良

８１５ クラブトゥギャザー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４８８＋ ２２：１２．５ ２．９�

５１０� ダノンシェル 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝�ダノックス 萩原 清 露 Voskhod Stud B５０６＋ ２ 〃 クビ ２．３�
６１２ セイカプレスト 牡３黒鹿５６ 川田 将雅久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 ４５４＋ ２ 〃 同着 ８５．４�
１１ ウォーエレファント 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新冠 平山牧場 ４７６＋ ４２：１２．６クビ ９．７�
３６ � アストレーション 牡３栗 ５６ 蛯名 正義広尾レース� 二ノ宮敬宇 米 Tower

Bloodstock ４９２－ ４２：１３．６６ ５．６�
８１６ マイネルレクシス 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 日高 中前 義隆 ４６８± ０２：１３．７� ３８．１�
６１１ ホーカーハンター 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 	サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４６０－ ６ 〃 クビ ４３．２

７１４ ヴィーヴァジョーコ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海芹澤 精一氏 佐藤 吉勝 三石 広田牧場 ４３０± ０２：１３．８� １３．６�
４７ スティーヴハート 牡３鹿 ５６ 武士沢友治大湯 幸栄氏 中野渡清一 早来 吉田牧場 ４８６－ ２２：１４．６５ １４３．０�

５９ レ ッ シ ブ ル 牡３鹿 ５６
５３ ▲伊藤 工真	佐藤牧場 境 征勝 日高 浦新 徳司 ４３６＋１２２：１４．８１� ２８６．０

（法６３４）

３５ トミケンコウテイ 牡３栗 ５６ 福永 祐一冨樫 賢二氏 和田 正道 浦河 金成吉田牧場 ４３８± ０ 〃 アタマ ７５．５�
７１３ ウメノスキャター 牡３芦 ５６ 幸 英明楳津 繁氏 鈴木 勝美 新ひだか グランド牧場 ４９６－ ４２：１５．１１� ２３３．７�
１２ オンワードイデア 牡３黒鹿５６ 北村 宏司�オンワード牧場 清水 利章 浦河 オンワード牧場 ４８８－ ２２：１５．８４ ４２０．３�
４８ テイエムアーバン 牡３黒鹿５６ 加藤士津八竹園 正繼氏 加藤 和宏 門別 テイエム牧場門別分場 ４４０－ ４２：１８．０大差 ４４６．４�
２３ アイスキャッスル 牝３黒鹿５４ 黛 弘人 	ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 B４３８－ ２２：１８．１� １４４．１�
２４ マ イ ス タ ー 牡３栗 ５６

５５ ☆丸田 恭介齊藤 直信氏 伊藤 伸一 浦河 辻 牧場 ５２４＋ ４ （競走中止） ８９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，４５０，４００円 複勝： ５３，１０２，８００円 枠連： ２５，９９５，６００円

普通馬連： ９９，９４２，６００円 馬単： ８０，５８８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，５８９，４００円

３連複： １１４，０８６，７００円 ３連単： ２０１，７０６，５００円 計： ６３６，４６２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １３０円 �
�

１１０円
１，０３０円 枠 連（５－８）（６－８）

１８０円
１，０３０円

普通馬連 ��
��

１９０円
３，０００円 馬 単 ��

��
３７０円
４，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】

��
��

１７０円
１，７６０円 �� １，５５０円

３ 連 複 ��� ４，４４０円 ３ 連 単 ���
���

８，３３０円
２０，５５０円

票 数

単勝票数 計 ２６４５０４ 的中 � ７３０００（２番人気）
複勝票数 計 ５３１０２８ 的中 � １０８２３３（２番人気）� ２１６１１０（１番人気）� ６１０９（８番人気）
枠連票数 計 ２５９９５６ 的中 （５－８） ６５４９５（１番人気）（６－８） ７２３１（１０番人気）
普通馬連票数 計 ９９９４２６ 的中 �� ２４８１６２（１番人気）�� ９３７５（１７番人気）
馬単票数 計 ８０５８８６ 的中 �� ９０７０８（２番人気）�� ５６９９（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４５８９４ 的中 �� ６９７９０（１番人気）�� ３９２８（１６番人気）�� ４４６８（１４番人気）
３連複票数 計１１４０８６７ 的中 ��� １８９７６（１２番人気）
３連単票数 計２０１７０６５ 的中 ��� ８９６２（４８番人気）��� ３６１３（９９番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．２―１２．３―１２．９―１２．９―１３．１―１３．１―１３．３―１２．１―１１．８―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．２―１８．４―３０．７―４３．６―５６．５―１：０９．６―１：２２．７―１：３６．０―１：４８．１―１：５９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．８―３F３６．５
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

クラブトゥギャザー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００８．１２．１３ 中山２着

２００６．３．１７生 牡３鹿 母 ベリーリズミック 母母 ブラッシングキャティ ６戦１勝 賞金 １２，９００，０００円
〔発走状況〕 スティーヴハート号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 マイスター号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



１５０４０ ５月３１日 曇 稍重 （２１東京３）第４日 第４競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１１時３５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

１１ アイティムサシ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ５１０＋ ４１：２３．５ ４．７�

８１８ クールアンフルール 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成�ターフ・スポート河野 通文 浦河 上山牧場 ４７６＋ ６１：２３．９２� ３．３�
７１５ ディヴァインレッド 牡３栗 ５６ 藤田 伸二 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 様似 猿倉牧場 ４５８－ ２１：２４．０� ７．７�
２４ リーサムニューエラ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春平田 修氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４１４－ ２１：２４．１クビ ２４．４�
７１３ レ ア メ タ ル 牡３栗 ５６

５３ ▲伊藤 工真�ターフ・スポート田村 康仁 浦河 丸村村下
ファーム ４７０± ０ 〃 アタマ ２０９．５�

８１６ モリトアヤメ 牝３栗 ５４ 吉田 隼人石橋 忠之氏 後藤 由之 門別 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４３８＋ ８１：２４．２クビ ７０．４	

６１１ ワ カ ギ ミ 牡３栗 ５６
５５ ☆丸田 恭介青木 基秀氏 宗像 義忠 日高 グリーンヒルスタッド ４７８－ ４ 〃 アタマ ２６．８


８１７� ホウショウワールド 牝３鹿 ５４ 川田 将雅芳賀 吉孝氏 上原 博之 米 Green
Gates Farm ４１８＋１０１：２４．３� １２６．６�

７１４ ビービーボルト 	３鹿 ５６ 田中 博康�坂東牧場 高橋 祥泰 日高 碧雲牧場 ４８６± ０ 〃 クビ ９．６�
３５ � プラチナチャリス 牝３黒鹿５４ 内田 博幸 �サンデーレーシング 国枝 栄 英 K. Yoshida ４７６＋ ２１：２４．４� ５．３
４８ ハ ツ ノ ボ リ 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４５０＋１０１：２４．５クビ １４．８�
６１２ ショーンバローズ 牡３栗 ５６ 松岡 正海猪熊 広次氏 小笠 倫弘 新冠 川島牧場 ４８６－１０１：２４．６� ８．５�
３６ リ ボ ー ン 牝３栗 ５４ 嘉藤 貴行�橋 信博氏 高橋 義博 日高 マリオステー

ブル ４５８－ ６ 〃 クビ ４２６．０�
２３ コスモミッチャン 牝３鹿 ５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 武市 康男 新冠 パカパカ

ファーム ３９８＋ ４ 〃 ハナ １５３．９�
５１０ ルミナスヘイロー 牡３鹿 ５６ 武士沢友治 �サンデーレーシング 秋山 雅一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６－１４１：２４．７クビ １９２．３�
１２ チャペルゴールド 牝３栗 ５４ 北村 友一鳴海 芳明氏 岩戸 孝樹 新冠 田村牧場 ４０４± ０１：２５．１２� １３３．８�
５９ � タ ツ ア キ コ 牝３栗 ５４ 武 幸四郎鈴木 昭作氏 嶋田 潤 加 UMA ４５８－ ４１：２５．８４ ３２６．７�
４７ ダッパージェム 牝３鹿 ５４ 鷹野 宏史北所 直人氏 粕谷 昌央 鵡川 上水牧場 ４０８－１０１：２５．９� ５４７．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２５，６１９，６００円 複勝： ３８，８９９，５００円 枠連： ３０，３４１，６００円

普通馬連： １０２，９０４，１００円 馬単： ６３，４１５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，６６５，３００円

３連複： １０７，５４３，８００円 ３連単： １５６，５８８，８００円 計： ５５５，９７８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � ２５０円 枠 連（１－８） ７８０円

普通馬連 �� ９４０円 馬 単 �� １，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ８３０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ２，５６０円 ３ 連 単 ��� １２，６７０円

票 数

単勝票数 計 ２５６１９６ 的中 � ４３２５２（２番人気）
複勝票数 計 ３８８９９５ 的中 � ７０３９４（２番人気）� ７８９２６（１番人気）� ３３３２４（５番人気）
枠連票数 計 ３０３４１６ 的中 （１－８） ２８８８２（２番人気）
普通馬連票数 計１０２９０４１ 的中 �� ８１１４７（３番人気）
馬単票数 計 ６３４１５８ 的中 �� ２５４５６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０６６５３ 的中 �� ２２５９２（２番人気）�� ８６３４（１１番人気）�� １０５８２（５番人気）
３連複票数 計１０７５４３８ 的中 ��� ３１０９６（４番人気）
３連単票数 計１５６５８８８ 的中 ��� ９１２１（１２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１１．９―１２．３―１２．２―１１．２―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．１―３６．０―４８．３―１：００．５―１：１１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイティムサシ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００８．８．１０ 新潟２着

２００６．３．１４生 牡３栗 母 ヤワラブライト 母母 ロイヤルクロス ９戦１勝 賞金 １０，３５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 アドマイヤホーム号・フジマサキャプテン号・マキノソアラ号・ヨイチラブソング号



１５０４１ ５月３１日 曇 稍重 （２１東京３）第４日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時３５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

１：５７．２
１：５６．４

良

良

３３ シングンレジェンド 牡３鹿 ５６ 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４４０－ ２２：０２．０ ２．９�

６６ リアルプリンス 牡３栗 ５６ 岩田 康誠�アカデミー 池江 泰郎 新冠 清水 克則 ５３０－ ４２：０２．１� ３．９�
８９ トウショウデザート 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二トウショウ産業� 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 ５１２－１０ 〃 クビ ３４．５�
５５ ヘディングマキ 牡３黒鹿５６ 内田 博幸渡邊 隆氏 古賀 慎明 苫小牧 藤沢 武雄 ４７８－ ２２：０２．２クビ ５．２�
７７ スーパーシズクン 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信袴田 精一氏 鹿戸 雄一 新ひだか 三宅牧場 ５００－ ２ 〃 クビ ４２．６�
１１ ゴールドアカデミー 牡３栗 ５６ 北村 宏司居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム ４７２－ ６２：０２．３クビ ３１．７�
８１０ シャイニータイガー 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成小林 昌志氏 河野 通文 新冠 アラキフアーム ４２６－１０ 〃 クビ １１．８	
７８ メジロワーロック 牡３栗 ５６ 吉田 隼人
メジロ牧場 谷原 義明 洞爺湖 メジロ牧場 ４９２－ ２２：０２．４� ８．４�
２２ ベルウッドゼウス 牡３鹿 ５６ 横山 典弘鈴木 照雄氏 萱野 浩二 日高トヨサトアライファーム ５０６＋１２２：０３．１４ ５．８�
４４ スターノーブルマン 牡３鹿 ５６ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 B５２０＋ ６２：０４．１６ １６２．８

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３３，０９５，５００円 複勝： ４３，９１９，８００円 枠連： ２４，９８５，５００円

普通馬連： ９７，２８１，３００円 馬単： ７３，１９０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，３６７，１００円

３連複： １０２，４２７，６００円 ３連単： ２１１，０４９，９００円 計： ６１８，３１７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � ５９０円 枠 連（３－６） ５６０円

普通馬連 �� ５８０円 馬 単 �� １，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� １，２９０円 �� １，２３０円

３ 連 複 ��� ４，４４０円 ３ 連 単 ��� １５，２９０円

票 数

単勝票数 計 ３３０９５５ 的中 � ９０２７２（１番人気）
複勝票数 計 ４３９１９８ 的中 � １０８０８７（１番人気）� ８８０４５（２番人気）� １２５８２（７番人気）
枠連票数 計 ２４９８５５ 的中 （３－６） ３３５０２（１番人気）
普通馬連票数 計 ９７２８１３ 的中 �� １２４０３６（１番人気）
馬単票数 計 ７３１９０６ 的中 �� ４７５７０（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２３６７１ 的中 �� ３６１２０（１番人気）�� ５６１６（１８番人気）�� ５８８９（１７番人気）
３連複票数 計１０２４２７６ 的中 ��� １７０５７（１６番人気）
３連単票数 計２１１０４９９ 的中 ��� １０１９３（５３番人気）

ハロンタイム １２．４―１２．２―１１．８―１２．２―１２．７―１２．７―１２．５―１１．６―１１．６―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２４．６―３６．４―４８．６―１：０１．３―１：１４．０―１：２６．５―１：３８．１―１：４９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．５

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

勝馬の
紹 介

シングンレジェンド �
�
父 シングンオペラ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２００８．１２．６ 中山１着

２００６．２．２６生 牡３鹿 母 ピ ロ ッ ト 母母 ウィーンコンサート ７戦２勝 賞金 １８，１２６，０００円
※ゴールドアカデミー号・スターノーブルマン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１５０４２ ５月３１日 雨 重 （２１東京３）第４日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時０５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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

３６ � テスタマッタ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文吉田 和美氏 村山 明 米 Waterford
Farm B４８８－ ２１：２２．８ ２４．１�

７１３ エーシンビートロン 牡３黒鹿５６ 内田 博幸平井 宏承氏 西園 正都 静内 服部 牧場 ４６６＋ ２１：２２．９� ３．１�
２４ � グリフィンゲート 牡３鹿 ５６ 田中 勝春吉田 好雄氏 手塚 貴久 米 Summer

Wind Farm ４８６＋ ２１：２３．３２� ３．３�
４７ サクセスオネスティ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司�嶋 祐子氏 久保田貴士 浦河 谷川牧場 ４９０± ０１：２３．４� ３．９�
１２ � ダノンアスコット 牡３栗 ５６ 武 豊�ダノックス 森 秀行 米 Overbrook

Farm ５０６＋ ８１：２４．２５ １３．１�
８１５ コスモフォース 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 様似 土井 仁 ５０４＋ ２１：２４．３クビ １０７．０	
６１１� マルターズブレーヴ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人藤田 在子氏 堀井 雅広 米 Lisa Jones &

Jerard Jones ４６４－ ２１：２４．８３ ７５．７

８１６ ノアプレミアム 牡３栗 ５６

５３ ▲草野 太郎佐山 公男氏 天間 昭一 新ひだか 見上牧場 ４６４± ０１：２４．９� ３１．９�
３５ ストロングポイント 牡３芦 ５６

５５ ☆丸田 恭介畑佐 博氏 坂本 勝美 浦河 富田牧場 ４５８± ０１：２５．０� ３７８．８�
５９ ブルーライジング 牡３鹿 ５６ 石橋 脩 �ブルーマネジメント作田 誠二 静内 武 牧場 ４５０－ ６１：２５．２１	 ３４８．６
６１２� セイウンアスラン 牡３栗 ５６

５５ ☆藤岡 康太西山 茂行氏 手塚 貴久 米
Diane Shashura, G.
David Shashura & and
Bridle Breezes, LLC.

５００－ ４ 〃 アタマ ５３．６�
４８ ノボレインボー 牝３芦 ５４ 幸 英明�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 ４７４－ ６１：２５．４１	 ６０．７�
５１０ トウカイアリュール 牡３栗 ５６ 安藤 勝己内村 正則氏 成島 英春 むかわ エスティウィンファーム ４９８－ ２１：２５．６１� ２１．４�
７１４ レグルスハート 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣中江 隆一氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４８８－ ４ 〃 ハナ ８７．９�
２３ パ ス ピ エ 牝３栗 ５４ 福永 祐一吉田 勝己氏 小崎 憲 早来 ノーザンファーム ４３２＋ ６１：２６．６６ ５８．６�
１１ � フローズンタイム 牡３栗 ５６ 藤田 伸二広尾レース� 加藤 征弘 英 Redmyre, Silfield

and Rathmore ４９０－ ４１：２７．２３� １３．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，６２７，２００円 複勝： ４９，２２６，６００円 枠連： ３５，５８０，２００円

普通馬連： １３１，１１４，０００円 馬単： ８１，２７０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，５２９，６００円

３連複： １４２，５８１，７００円 ３連単： ２１８，６６９，６００円 計： ７３７，５９９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４１０円 複 勝 � ４３０円 � １５０円 � １４０円 枠 連（３－７） ４，８８０円

普通馬連 �� ５，４４０円 馬 単 �� １３，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４９０円 �� １，０９０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� ４，６４０円 ３ 連 単 ��� ５０，５６０円

票 数

単勝票数 計 ３６６２７２ 的中 � １１９９６（７番人気）
複勝票数 計 ４９２２６６ 的中 � ２０３２９（７番人気）� ９９１９６（２番人気）� １１４４５７（１番人気）
枠連票数 計 ３５５８０２ 的中 （３－７） ５３８５（２０番人気）
普通馬連票数 計１３１１１４０ 的中 �� １７７９４（１８番人気）
馬単票数 計 ８１２７０８ 的中 �� ４３７４（４３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２５２９６ 的中 �� ６３７４（１８番人気）�� ８９３３（１１番人気）�� ４３５２５（２番人気）
３連複票数 計１４２５８１７ 的中 ��� ２２６８６（１２番人気）
３連単票数 計２１８６６９６ 的中 ��� ３１９２（１４７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．２―３４．４―４６．３―５８．２―１：１０．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�テスタマッタ �
�
父 Tapit �

�
母父 Concern デビュー ２００８．１０．１９ 京都１着

２００６．３．１９生 牡３鹿 母 Difficult 母母 Wings of Jove ６戦２勝 賞金 １５，５００，０００円
※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 アグネスクイック号・アーリーアメリカン号・ゴールドアカデミー号・スターノーブルマン号・

ダイワハーキュリー号・トップランナー号・フクフク号・プレジャーラン号・メジロポッター号・ユウキハングリー号・
ユニヴァースガイ号



１５０４３ ５月３１日 雨 稍重 （２１東京３）第４日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時３５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

３６ モンテフェニックス 牡４鹿 ５７ 四位 洋文毛利 喜昭氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ４７２＋ ４１：３８．０ ３０．９�

３５ シルクペガサス 牡４栗 ５７ 江田 照男有限会社シルク大江原 哲 新冠 八木 常郎 ４４４＋ ６１：３８．２１� １２２．０�
４８ ダイメイザバリヤル 牝５鹿 ５５ 木幡 初広宮本 孝一氏 本間 忍 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４４０＋ ６１：３８．３� ７０．６�
１２ 	 ダノンギムレット 牡５青鹿５７ 蛯名 正義�ダノックス 小島 太 早来 ノーザンファーム ４５０± ０ 〃 クビ ２１．７�
５９ ニシノガーランド 牝４鹿 ５５ 藤田 伸二西山 茂行氏 武藤 善則 鵡川 西山牧場 ４７４－ ４１：３８．４クビ ５．６�
６１２ サトノウインク 牝４鹿 ５５ 北村 宏司里見 治氏 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ４５０－ ４ 〃 クビ ５１．９�
７１３ ア ブ ラ シ オ 牝４鹿 ５５ 三浦 皇成有限会社シルク河野 通文 浦河 梅田牧場 ４７０＋ ２１：３８．５� ７．３	
２３ プリティダンス 牝５栗 ５５ 福永 祐一横瀬 兼二氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４７４－ ２１：３８．７１� ４．６

６１１ カツヨカムトゥルー 牡６鹿 ５７ 武士沢友治丹羽 茂文氏 中野渡清一 三石 嶋田牧場 ４６０＋ ２ 〃 ハナ ２６．３�
８１７ ウェスタリーズ 牝４青鹿５５ 横山 典弘 �社台レースホース古賀 慎明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６± ０１：３８．９１� ２．５
１１ 	 エクストラポイント 
４鹿 ５７ 松岡 正海 �サンデーレーシング 斎藤 誠 新冠 追分ファーム ４７４± ０１：３９．２１� ８６．６�
４７ � サンダーアロング 
５鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真前田 幸治氏 古賀 史生 米 Dell Ridge
Farm, LLC ５０４－ ６１：３９．３� ２２．５�

２４ ドナヴィラージュ 牝４黒鹿 ５５
５２ ▲小野寺祐太山田 貢一氏 鈴木 伸尋 新冠 北星村田牧場 ４２２± ０１：３９．４� ２５２．３�

５１０	 キングケイザンオー 牡５栗 ５７ 大野 拓弥増田 陽一氏 星野 忍 三石 斉藤 正男 ４６４＋ ２ 〃 クビ ３４４．３�
８１６	 サッチャリズム 牝４鹿 ５５ 田中 勝春居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム ４４８－ ２１：３９．６１ ２９２．４�
７１５ ボ ー マ ン ド 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣大原 詔宏氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４６８± ０１：４０．１３ １４．７�
８１８ プロミスフェアー 牡５鹿 ５７ 田中 博康臼田 浩義氏 大久保洋吉 門別 日高大洋牧場 ５０８± ０１：４０．４１� ２４８．５�
７１４ シーディドアラバイ 牝５青鹿５５ 北村 友一齊藤四方司氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４４６－ ４１：４０．５� ４９．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３１，９７６，２００円 複勝： ４８，９６２，５００円 枠連： ３８，８６８，５００円

普通馬連： １３６，３４６，８００円 馬単： ８３，０７０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，９５５，２００円

３連複： １４７，２６４，７００円 ３連単： ２１８，２６４，７００円 計： ７４５，７０９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，０９０円 複 勝 � ９１０円 � ２，４８０円 � １，４５０円 枠 連（３－３） ７６，７００円

普通馬連 �� １３４，１７０円 馬 単 �� ２２７，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８，８５０円 �� ８，６４０円 �� ２９，３９０円

３ 連 複 ��� ８７６，４７０円 ３ 連 単 ��� ４，０２６，９９０円

票 数

単勝票数 計 ３１９７６２ 的中 � ８１７２（９番人気）
複勝票数 計 ４８９６２５ 的中 � １４６８１（９番人気）� ５０６７（１４番人気）� ８８９４（１２番人気）
枠連票数 計 ３８８６８５ 的中 （３－３） ３７４（３６番人気）
普通馬連票数 計１３６３４６８ 的中 �� ７５０（１０４番人気）
馬単票数 計 ８３０７０５ 的中 �� ２７０（１９７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０９５５２ 的中 �� ５３４（９０番人気）�� １１７１（６６番人気）�� ３４２（１０７番人気）
３連複票数 計１４７２６４７ 的中 ��� １２４（５０２番人気）
３連単票数 計２１８２６４７ 的中 ��� ４０（２５７６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．８―３５．９―４８．４―１：００．９―１：１２．８―１：２５．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モンテフェニックス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００８．３．１６ 中山７着

２００５．３．２５生 牡４鹿 母 ロイヤルサクセサー 母母 Only Royale ９戦１勝 賞金 ９，７５０，０００円
［他本会外：３戦１勝］

〔制裁〕 モンテフェニックス号の騎手四位洋文は，最後の直線コースで蛇行したことについて過怠金３０，０００円。（５番への進路影響）
※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 マイネベクルックス号



１５０４４ ５月３１日 雨 重 （２１東京３）第４日 第８競走 ��
��２，４００�

あおあらし

青 嵐 賞
発走１４時１０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 ２５９，０００円 ７４，０００円 ３７，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

５５ メインストリーム 牡４鹿 ５７ 内田 博幸臼田 浩義氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４８８＋１０２：３５．７ １．９�

１１ マルモコウテイ 牡５鹿 ５７ 武 豊まるも組合 藤沢 則雄 浦河 岡本牧場 ４９０＋ ８ 〃 クビ １５．５�
７８ フェニコーン 牡５黒鹿５７ 三浦 皇成齊藤四方司氏 河野 通文 門別 下河辺牧場 ５０４－ ２ 〃 アタマ ６．８�
８１１ フランドルシチー 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義 �友駿ホースクラブ 奥平 雅士 門別 幾千世牧場 ５３４＋ ４２：３６．３３� ７．８�
３３ メジロアルタイス 牡５芦 ５７ 柴田 善臣�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ５２４＋ ４２：３６．９３� ５８．７�
７９ ローランウェルズ 牡６鹿 ５７ 田中 勝春斉藤 敏博氏 岩戸 孝樹 浦河 秋場牧場 ４９８＋１０２：３７．９６ ５８．１	
２２ ダイワバゼラード 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４８８＋１２２：３８．２１� ２０．５

６７ ワンダーアームフル 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人山本 信行氏 河内 洋 浦河 林 孝輝 ５１２－ ６２：３８．３� １９．１�
６６ 	 ミウラリチャード 牡５鹿 ５７ 田中 剛佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 前川 隆範 B５００± ０２：３８．５� １４６．４�
８１０	 レイトスプリング 牡６栗 ５７ 柴山 雄一臼田 浩義氏 秋山 雅一 千歳 社台ファーム ５５０＋ ４２：３８．７１� ８．９
４４ ラムタラプリンス 牡８鹿 ５７ 幸 英明風間 栄輔氏 久保田貴士 静内 井高牧場 ４４０－ ６２：３９．３３� ８．３�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ４１，０５２，２００円 複勝： ６６，６８８，８００円 枠連： ３６，５６４，１００円

普通馬連： １５９，１４５，３００円 馬単： １１１，５９０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，６０６，７００円

３連複： １４４，８２０，９００円 ３連単： ３３８，３３９，５００円 計： ９４１，８０８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ３００円 � １７０円 枠 連（１－５） １，２５０円

普通馬連 �� １，２２０円 馬 単 �� １，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� ２５０円 �� １，１４０円

３ 連 複 ��� １，９６０円 ３ 連 単 ��� ６，０００円

票 数

単勝票数 計 ４１０５２２ 的中 � １７７７７５（１番人気）
複勝票数 計 ６６６８８８ 的中 � ３１５１７１（１番人気）� ３２０３９（６番人気）� ７９０２３（２番人気）
枠連票数 計 ３６５６４１ 的中 （１－５） ２１７５４（４番人気）
普通馬連票数 計１５９１４５３ 的中 �� ９６６７４（５番人気）
馬単票数 計１１１５９０８ 的中 �� ５５８８７（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３６０６７ 的中 �� ２２１３８（５番人気）�� ５０１４０（１番人気）�� ８２５６（１５番人気）
３連複票数 計１４４８２０９ 的中 ��� ５４７７１（７番人気）
３連単票数 計３３８３３９５ 的中 ��� ４１６４１（１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．０―２４．７―３８．２―５２．０―１：０５．１―１：１８．０―１：３０．９―１：４３．６―１：５６．４―２：０８．７―２：２１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．１―３F３９．３
１
３
６－１０－８（４，９）（３，１１）（１，２，７）５
６，１０（４，８，１１）９（３，２）（１，５）７

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

勝馬の
紹 介

メインストリーム �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．１．１９ 京都４着

２００５．３．８生 牡４鹿 母 チェイスザウインド 母母 アンテイツクヴアリユー １３戦３勝 賞金 ４４，７４８，０００円



１５０４５ ５月３１日 雨 不良 （２１東京３）第４日 第９競走 ��
��１，８００�む ら さ き 賞

発走１４時５０分 （芝・左）
４歳以上，１，６００万円以下，２０．５．３１以降２１．５．２４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 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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

２３ デストラメンテ 牡５芦 ５６ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 清水 美波 鵡川 市川牧場 ４６０－ ２１：５２．４ ４７．３�

１２ シ ル ポ ー ト 牡４鹿 ５４ 藤岡 佑介後藤 繁樹氏 西園 正都 静内 タイヘイ牧場 ４９６＋１２ 〃 クビ ３８．２�
１１ ロードアリエス 牡４黒鹿５７ 内田 博幸 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ５１２＋ ６ 〃 アタマ ４．４�
４８ ダブルヒーロー 牡５鹿 ５５ 横山 典弘臼井義太郎氏 天間 昭一 浦河 北光牧場 ５３０＋ ２１：５３．４６ １２．９�
８１６� マルターズオリジン 牝４鹿 ５２ 勝浦 正樹藤田 在子氏 水野 貴広 米 Yoshio Fujita ４７６＋１０ 〃 クビ ２３．１�
８１８ リバースモード 牡７鹿 ５４ 三浦 皇成臼田 浩義氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９６± ０１：５３．５� ７７．９�
７１５ ショウナンライジン 牡５芦 ５５ 田中 勝春国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９８－ ２１：５３．８１� １３．２	
２４ コスモテナシャス 牡８鹿 ５２ 丸田 恭介 
ビッグレッドファーム 伊藤 大士 早来 吉田牧場 B４８４＋ ４ 〃 ハナ ４１．６�
７１４ トウカイオスカー 牝５鹿 ５５ 柴田 善臣内村 正則氏 後藤 由之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６４－ ４１：５４．０１� ７．１�
５１０ アスクデピュティ 牝５栗 ５２ 石橋 脩廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４６２± ０１：５４．１� ２７．１
６１２ ショートローブス 牡９黒鹿５３ 伊藤 直人 
サンデーレーシング 相沢 郁 早来 ノーザンファーム ４７２＋ ４１：５４．２クビ １９．８�
３５ ロードアンセム 牡７栗 ５３ 北村 宏司 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 門別 日高大洋牧場 ５１２－ ４１：５４．５１� １７０．８�
３６ サインオブゴッド 牡６栗 ５３ 幸 英明木浪 巖氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４８４＋ ２１：５４．６� ６９．３�
５９ スーパープライド 牡４栗 ５５ 福永 祐一村山 義一氏 谷原 義明 平取 原田 新治 ４９０＋ ４ 〃 ハナ １８．３�
８１７ アペリティフ 	６鹿 ５６ 岩田 康誠 
ノースヒルズマネ

ジメント 坪 憲章 千歳 社台ファーム ４９６＋ ２１：５４．７� １１．８�
６１１ グレートバルサー 牡８青鹿５１ 村田 一誠大河内一権氏 柴崎 勇 静内 小倉 光博 ４７８－ ４１：５５．１２� ２１２．３�
７１３ テラノファントム 牡４黒鹿５６ 後藤 浩輝寺田 寿男氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ４５２＋ ２１：５６．０５ ９．９�
４７ ダンツホウテイ 牡４黒鹿５７ 藤田 伸二山元 哲二氏 本田 優 静内 大典牧場 ４６８＋ ６１：５６．６３� ３．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４６，７２３，３００円 複勝： ７５，８８８，７００円 枠連： ７５，７８５，３００円

普通馬連： ２７５，０３２，８００円 馬単： １３５，９５１，６００円 ワイド【拡大馬連】： ７２，１７６，８００円

３連複： ２７１，４８６，０００円 ３連単： ４６４，６６７，１００円 計： １，４１７，７１１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，７３０円 複 勝 � １，３７０円 � １，１００円 � ２１０円 枠 連（１－２） ４，６９０円

普通馬連 �� ７７，７４０円 馬 単 �� １３９，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４，６６０円 �� ４，２４０円 �� ３，３７０円

３ 連 複 ��� ９２，０８０円 ３ 連 単 ��� ５７９，２７０円

票 数

単勝票数 計 ４６７２３３ 的中 � ７７９９（１４番人気）
複勝票数 計 ７５８８８７ 的中 � １２５１７（１４番人気）� １５８４２（１２番人気）� １２５７０６（２番人気）
枠連票数 計 ７５７８５３ 的中 （１－２） １１９３８（１７番人気）
普通馬連票数 計２７５０３２８ 的中 �� ２６１１（１１６番人気）
馬単票数 計１３５９５１６ 的中 �� ７２１（２１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７２１７６８ 的中 �� １２００（１１１番人気）�� ４２０４（５６番人気）�� ５３１４（３８番人気）
３連複票数 計２７１４８６０ 的中 ��� ２１７６（２２２番人気）
３連単票数 計４６４６６７１ 的中 ��� ５９２（１２８２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１２．０―１２．７―１２．７―１２．７―１２．３―１２．２―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．１―３６．１―４８．８―１：０１．５―１：１４．２―１：２６．５―１：３８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F５０．９―３F３８．２

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

勝馬の
紹 介

デストラメンテ �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 フレンチグローリー デビュー ２００７．１．２０ 中山１２着

２００４．３．２２生 牡５芦 母 ディコーラム 母母 ドレツシング ２１戦５勝 賞金 ７６，７６１，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダンツホウテイ号は，平成２１年６月３０日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 アグネスマクシマム号・スピリタス号・タマモナイスプレイ号



１５０４６ ５月３１日 曇 不良 （２１東京３）第４日 第１０競走 ��２，４００�東 京 優 駿（ＪｐｎⅠ）
発走１５時４０分 （芝・左）（第７６回日本ダービー）

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�
内閣総理大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞・東京馬主協会賞（１着）

賞 品
本 賞 １５０，０００，０００円 ６０，０００，０００円 ３８，０００，０００円 ２３，０００，０００円 １５，０００，０００円
付 加 賞 ３８，１２９，０００円 １０，８９４，０００円 ５，４４７，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品

朝日新聞社賞（１着）
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
２：２３．３

良

良

良

１１ ロジユニヴァース 牡３鹿 ５７ 横山 典弘久米田正明氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム ５０６＋１６２：３３．７ ７．７�

６１２ リーチザクラウン 牡３青鹿５７ 武 豊臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５１６＋１０２：３４．４４ ９．９�
５１０ アントニオバローズ 牡３青鹿５７ 角田 晃一猪熊 広次氏 武田 博 新冠 前川 隆範 ５１２＋ ２ 〃 アタマ ２３．３�
４７ ナカヤマフェスタ 牡３鹿 ５７ 蛯名 正義和泉 信子氏 二ノ宮敬宇 むかわ 新井牧場 ４５８＋ ８２：３４．５� ２５．１�
１２ アプレザンレーヴ 牡３芦 ５７ 内田 博幸 �サンデーレーシング 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ５３０＋ ４２：３４．７� ９．５�
７１３ シェーンヴァルト 牡３黒鹿５７ 北村 友一 �サンデーレーシング 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４７４＋ ４２：３４．８� ７０．２�
７１４ ゴールデンチケット 牡３黒鹿５７ 川田 将雅 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４８０＋ １２：３５．０１� ６６．９	
３５ マッハヴェロシティ 牡３青 ５７ 柴田 善臣井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 日の出牧場 ５１０＋ ２２：３５．１クビ ８７．７

２４ トップカミング 牡３黒鹿５７ 幸 英明�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４５２＋ ８２：３５．２� ９３．１�
３６ ケイアイライジン 牡３栗 ５７ 松岡 正海 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 日高 メイプルファーム ４９０－ ４２：３５．７３ ８７．６
２３ フィフスペトル 牡３鹿 ５７ 安藤 勝己 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０－ ２２：３５．９１� ７２．８�
８１８ アンライバルド 牡３鹿 ５７ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４７２－ ６２：３６．０� ２．１�
６１１ セイウンワンダー 牡３青 ５７ 福永 祐一大谷 高雄氏 領家 政蔵 新ひだか 筒井 征文 ５１４－ ２２：３６．３１� ９．０�
８１６ トライアンフマーチ 牡３鹿 ５７ 武 幸四郎 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４８２＋ ８２：３７．５７ １５．３�
４８ � ブレイクランアウト 牡３鹿 ５７ 藤田 伸二 �キャロットファーム 戸田 博文 米 Shadai Cor-

poration ４４８＋ ６２：３７．８１� ３８．１�
７１５ アーリーロブスト 牡３鹿 ５７ 三浦 皇成�三嶋牧場 本田 優 日高 山際 辰夫 ４８４＋ ２２：３９．５大差 １１３．０�
８１７ アイアンルック 牡３鹿 ５７ 小牧 太池上 一馬氏 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ５３６＋ ２２：３９．６� ３５．２�
５９ ジョーカプチーノ 牡３芦 ５７ 藤岡 康太上田けい子氏 中竹 和也 浦河 ハッピーネ

モファーム ４８８－ ２２：４３．０大差 ２１．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ８３９，８８４，８００円 複勝： ６５１，５３８，１００円 枠連： １，２８８，４２９，３００円

普通馬連： ４，１９４，３０８，２００円 馬単： ２，４０２，１９６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ８１８，０３７，４００円

３連複： ４，５４３，００７，１００円 ３連単： １０，４５４，３９８，７００円 計： ２５，１９１，８００，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ３９０円 � ４３０円 � ６２０円 枠 連（１－６） １，０２０円

普通馬連 �� ３，７６０円 馬 単 �� ７，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６５０円 �� ４，０９０円 �� ３，３５０円

３ 連 複 ��� ４０，３２０円 ３ 連 単 ��� ２０１，９６０円

票 数

単勝票数 計８３９８８４８ 的中 � ８６３２５５（２番人気）
複勝票数 計６５１５３８１ 的中 � ４６２９５０（４番人気）� ４０３９００（５番人気）� ２６４９６８（８番人気）
枠連票数 計１２８８４２９３ 的中 （１－６） ９３７２５２（４番人気）
普通馬連票数 計４１９４３０８２ 的中 �� ８２４４１５（１０番人気）
馬単票数 計２４０２１９６６ 的中 �� ２２５４４７（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計８１８０３７４ 的中 �� １２４０５６（１７番人気）�� ４８７８６（４６番人気）�� ５９７３１（３５番人気）
３連複票数 計４５４３００７１ 的中 ��� ８３１６５（１１１番人気）
３連単票数 計１０４５４３９８７ 的中 ��� ３８２０３（５５６番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．０―１１．８―１２．１―１２．２―１２．４―１３．２―１３．８―１４．７―１３．２―１２．９―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．８―２３．８―３５．６―４７．７―５９．９―１：１２．３―１：２５．５―１：３９．３―１：５４．０―２：０７．２―２：２０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５４．４―３F３９．７
１
３
９，１２（１，１４）（５，１０）（６，１６）（２，１５，１７）１１（３，１８）８，７（４，１３）
９＝１２－（１，１４）１０（５，１６）（６，２）（３，１５）１７（４，１１，１８）（８，７）１３

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

勝馬の
紹 介

ロジユニヴァース �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Cape Cross デビュー ２００８．７．６ 阪神１着

２００６．３．１１生 牡３鹿 母 アコースティクス 母母 ソ ニ ン ク ６戦５勝 賞金 ３１４，９９１，０００円
※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。
（非抽選馬） ６頭 イグゼキュティヴ号・カネトシコウショウ号・ストロングガルーダ号・デルフォイ号・ミッキーペトラ号・

メイショウドンタク号



１５０４７ ５月３１日 曇 不良 （２１東京３）第４日 第１１競走 ��
��１，４００�

ふ が く

富 嶽 賞
発走１６時２５分 （ダート・左）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

４６ コンティネント 牡５鹿 ５７ 安藤 勝己近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５２８－ ６１：２３．６ ３．８�

８１３ フィールドジュエル 牡７鹿 ５７ 柴田 善臣地田 勝三氏 西園 正都 早来 ノーザンファーム B４９０± ０１：２３．７� ５６．２�
３４ ディオスクロイ 牡５栗 ５７ 松岡 正海 �サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４９２＋ ４１：２４．０２ ２．９�
６９ トロイオンス �４栗 ５７ 田中 博康栗坂 崇氏 田村 康仁 静内 キヨタケ牧場 ４８４＋ ２１：２４．１クビ １６．７�
２２ タマモスクワート 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人タマモ� 中川 公成 新冠 対馬 正 ４９０－ ６ 〃 アタマ ２８．１�
３３ プロセッション 牡６鹿 ５７ 福永 祐一吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４６０＋ ８１：２４．４２ ４２．４	
１１ 	 エイトサンデー 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信河合良太郎氏 小西 一男 静内 千代田牧場 ５２６＋ ６ 〃 アタマ ４６．８

５８ ギ ン ゲ イ 牡４芦 ５７ 北村 友一加藤 信之氏 岩戸 孝樹 新冠 長浜 忠 ４８０± ０１：２４．５
 ３５．６�
７１２ タンティモール 牝５鹿 ５５ 横山 典弘吉田 和美氏 奥平 雅士 門別 石原牧場 ５１０－ ６１：２４．６クビ １０．０�
６１０ リリーハーバー 牡５黒鹿５７ 内田 博幸土井 孝夫氏 池添 兼雄 三石 下屋敷牧場 ４９０－ ２１：２４．７� １５．７
８１４ ジ ャ ド ー ル 牝５青鹿５５ 岩田 康誠 �グリーンファーム 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ５０６＋ ２１：２４．８
 ５．１�
７１１ ハクバドウジ 牡４芦 ５７ 江田 照男�ターフ・スポート佐藤 吉勝 浦河 大北牧場 B５２４± ０１：２５．９７ １８．０�
４５ ジェイケイセラヴィ �５鹿 ５７ 北村 宏司小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ４８８－ ６ 〃 アタマ ２５．８�
５７ ホワイトリーベ 牝５芦 ５５ 大野 拓弥水上 行雄氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ４９２＋ ６１：２６．５３
 １７７．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ６０，０５３，８００円 複勝： ８６，６６２，８００円 枠連： ７３，３４２，３００円

普通馬連： ２９６，１８２，６００円 馬単： １６３，４１６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ７４，８７８，５００円

３連複： ２８１，０３２，７００円 ３連単： ５６９，８７７，６００円 計： １，６０５，４４６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １６０円 � ８２０円 � １３０円 枠 連（４－８） ９１０円

普通馬連 �� ７，６４０円 馬 単 �� １１，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，６４０円 �� ２６０円 �� ２，１１０円

３ 連 複 ��� ６，５００円 ３ 連 単 ��� ５０，８６０円

票 数

単勝票数 計 ６００５３８ 的中 � １２６９０６（２番人気）
複勝票数 計 ８６６６２８ 的中 � １６４０２２（２番人気）� １７１６２（１２番人気）� ２２７３１４（１番人気）
枠連票数 計 ７３３４２３ 的中 （４－８） ５９６４６（３番人気）
普通馬連票数 計２９６１８２６ 的中 �� ２８６３９（２６番人気）
馬単票数 計１６３４１６６ 的中 �� １００８４（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７４８７８５ 的中 �� ６１９０（３３番人気）�� ８９６２２（１番人気）�� ７８０３（２６番人気）
３連複票数 計２８１０３２７ 的中 ��� ３１９５５（１９番人気）
３連単票数 計５６９８７７６ 的中 ��� ８２７０（１３９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．６―１２．０―１２．３―１１．８―１２．５

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．６―３F３６．６
３ ・（５，９）（２，７，８，１０）（４，１１，１４，６）（１，３）１２，１３ ４ ・（５，９）８（２，１０，６）（１，７）（１１，１４）（３，４）（１２，１３）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コンティネント �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 Storm Bird デビュー ２００６．１０．２２ 京都２着

２００４．２．３生 牡５鹿 母 ビ バ ノ ン ノ 母母 Cutlasee ２１戦４勝 賞金 ８４，９７９，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時３０分に変更。



１５０４８ ５月３１日 雨 不良 （２１東京３）第４日 第１２競走
第１２３回農林水産省賞典

��
��２，５００�目 黒 記 念（ＧⅡ）

発走１７時００分 （芝・左）
３歳以上，２０．５．３１以降２１．５．２４まで１回以上出走馬，除３歳未出走馬および未勝利馬；
負担重量は，ハンデキャップ

農林水産大臣賞（１着）
賞 品

本 賞 ５８，０００，０００円 ２３，０００，０００円 １５，０００，０００円 ８，７００，０００円 ５，８００，０００円
付 加 賞 １，３４４，０００円 ３８４，０００円 １９２，０００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

２：２９．８
２：２９．５

良

良

２４ ミヤビランベリ 牡６栗 ５５ 北村 友一村上 義勝氏 加藤 敬二 静内 原 武久 ４８８－ ４２：３９．０ １９．４�

３５ ジャガーメイル 牡５鹿 ５７ 石橋 脩吉田 和美氏 堀 宣行 浦河 アイオイファーム ４７６－ ２２：３９．８５ ２．４�
８１６ ハギノジョイフル �５鹿 ５２ 三浦 皇成安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４５４－ ４２：４０．１２ １２０．９�
６１１ レインボーペガサス 牡４鹿 ５６ 安藤 勝己吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４９２± ０２：４０．２� ７．０�
６１２ トウカイトリック 牡７鹿 ５７ 武 豊内村 正則氏 野中 賢二 三石 土田 扶美子 ４５２－ ２２：４０．８３� ８．６�
５９ ニホンピロレガーロ 牡６鹿 ５５ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 静内 福岡 清 ４９６－１６２：４１．２２� １９．３�
１２ エアジパング �６鹿 ５６ 福永 祐一 �ラッキーフィールド藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４３２－１２２：４１．６２� ６６．５	
１１ マキハタサイボーグ �７鹿 ５４ 小牧 太
槇本牧場 新川 恵 門別 槇本牧場 ５０６－ ２２：４１．７� １５７．３�
３６ ホクトスルタン 牡５芦 ５７ 横山 典弘布施壽賀子氏 庄野 靖志 三石 ダイイチ牧場 ５１０± ０２：４１．９１	 ６．１�
４７ エリモエクスパイア 牡６鹿 ５６ 四位 洋文山本 慎一氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ５０４－１２２：４２．０� ３９．２
４８ ポップロック 牡８鹿 ５８ 川田 将雅吉田 勝己氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ５００－ ２ 〃 アタマ １９．１�
８１７ ワンダームシャ 牡４鹿 ５４ 野元 昭嘉山本 信行氏 野元 昭 三石 米田牧場 ４６８－ ４２：４２．１クビ １８．１�
２３ 
 ダンスアジョイ 牡８黒鹿５５ 蛯名 正義加藤 泰章氏 松永 幹夫 門別 白瀬 明 ５１２－ ４２：４２．６３ ２９．０�
７１５ ダイワワイルドボア 牡４鹿 ５６ 後藤 浩輝大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５２６＋ ２２：４３．３４ ３０．３�
７１３ ビエンナーレ 牝６鹿 ５２ 松岡 正海松本 俊廣氏 河野 通文 静内 神垣 道弘 ４１０＋ ２２：４３．９３� ３４．７�
５１０ デルタブルース 牡８鹿 ５７．５ 岩田 康誠 
サンデーレーシング 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ５１６± ０ 〃 ハナ ５３．０�
８１８ キングアーサー 牡６鹿 ５４ 北村 宏司 
社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５５０＋ ６２：４４．６４ ５９．３�
７１４ ハイアーゲーム 牡８青鹿５６ 藤岡 佑介臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B５２０＋ ４２：４７．３大差 ４６．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １４７，６８４，１００円 複勝： １７９，０９４，０００円 枠連： １９２，３００，０００円

普通馬連： ７７１，６２４，３００円 馬単： ４１５，８９２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２０５，０４４，６００円

３連複： ８７２，３４０，１００円 ３連単： １，７１７，１１２，３００円 計： ４，５０１，０９１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９４０円 複 勝 � ４００円 � １４０円 � ２，２２０円 枠 連（２－３） １，０１０円

普通馬連 �� ２，７１０円 馬 単 �� ８，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９５０円 �� １６，６００円 �� ６，３００円

３ 連 複 ��� ９４，４７０円 ３ 連 単 ��� ６３７，４４０円

票 数

単勝票数 計１４７６８４１ 的中 � ６０２０９（８番人気）
複勝票数 計１７９０９４０ 的中 � ９９９８８（５番人気）� ４９４２２０（１番人気）� １４９４９（１７番人気）
枠連票数 計１９２３０００ 的中 （２－３） １４０９４６（３番人気）
普通馬連票数 計７７１６２４３ 的中 �� ２１０６８３（８番人気）
馬単票数 計４１５８９２０ 的中 �� ３７５０４（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２０５０４４６ 的中 �� ５６１５５（６番人気）�� ２９５４（１１７番人気）�� ７８４０（６７番人気）
３連複票数 計８７２３４０１ 的中 ��� ６８１５（２３９番人気）
３連単票数 計１７１７１１２３ 的中 ��� １９８８（１３６６番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．５―１１．２―１３．０―１３．１―１２．８―１３．３―１３．５―１２．５―１２．５―１２．６―１２．５―１３．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．２―１８．７―２９．９―４２．９―５６．０―１：０８．８―１：２２．１―１：３５．６―１：４８．１―２：００．６―２：１３．２―２：２５．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３８．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ミヤビランベリ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー ２００６．５．７ 京都３着

２００３．３．２８生 牡６栗 母 ア ス テ オ ン 母母 ピアレスレデイ １７戦５勝 賞金 １７０，７７７，０００円
〔発走時刻の変更〕 １７時０５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１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１０頭 アグネススターチ号・エーシンジーライン号・カレイジャスミン号・コパノジングー号・チェストウイング号・

ニシノコンドコソ号・フォルテベリーニ号・ベンチャーナイン号・メイショウオウテ号・メトロシュタイン号



（２１東京３）第４日 ５月３１日（日曜日） 曇時々雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重後重後不良
重後不良

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

５６５，６８０，０００円
１０，６５０，０００円
６９，８５０，０００円
５７，８７０，０００円
６３，８４０，０００円
４６４，０００円
４６４，０００円

６９，０９８，５００円
５，８６０，０００円
１，８６１，２００円

勝馬投票券売得金
１，３３４，７８９，８００円
１，３７１，１７６，７００円
１，８７３，２１３，２００円
６，４２８，６２３，８００円
３，７３２，８４８，９００円
１，４５３，１６４，９００円
６，９１６，７８０，８００円
１４，８３２，８２６，６００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 ３７，９４３，４２４，７００円

総入場人員 １１１，８９１名 （有料入場人員 １０９，１６２名）




