
１１０６１ ５月９日 晴 良 （２２東京２）第６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

１２ ベネディーレ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸�大樹ファーム 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 ４５８－ ２１：２７．２ ２．１�

６１２ ネオヴェリーフェズ 牝３黒鹿５４ 横山 典弘小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４６０－ ４１：２７．８３� １８．２�
１１ ハニーカラー 牝３栗 ５４

５２ △伊藤 工真 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４３２－１０１：２７．９� ５．７�
７１４ ルペルカリア 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４６０± ０ 〃 ハナ ４．６�
６１１ ブロードアウェイク 牝３鹿 ５４ 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 政人 新ひだか グランド牧場 ４５８± ０１：２８．０クビ ９１．７�
５９ ダイナミズム 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成吉田 和子氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４＋１２ 〃 ハナ １７．２	
２４ ジョウノパッション 牝３青鹿５４ 松岡 正海小川 義勝氏 武藤 善則 日高 三城牧場 ４６４± ０１：２８．３１� ７．０

３５ アテナブルー 牝３栗 ５４

５１ ▲水口 優也 �ブルーマネジメント田村 康仁 新冠 有限会社 ケ
ンブリッジバレー ４３８ ― 〃 アタマ １６７．９�

５１０ ホーカスポーカス 牝３栗 ５４ 北村 宏司飯田 政子氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 ４９８＋１２１：２８．６２ ５４．９�
８１６ トーンチャイム 牝３鹿 ５４ 吉田 豊 �社台レースホース奥平 雅士 安平 追分ファーム ４９２ ―１：２８．７� ４７．８
７１３ ペ リ グ ー 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝齋藤 實氏 中野 栄治 新ひだか 田中 春美 ４４４－ ２１：２８．９� ５３．３�
８１５ マイティーアゲン 牝３鹿 ５４ 幸 英明浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 川越牧場 ４５０ ―１：２９．１１� ２６１．２�
２３ トーセンディーバ 牝３栗 ５４ 武士沢友治島川 �哉氏 鈴木 勝美 日高 ファーミングヤナキタ B４５０± ０１：２９．２クビ ３５．４�
３６ プリティキラー 牝３黒鹿５４ 小林 淳一阿部 幸暉氏 佐藤 吉勝 新冠 堤 牧場 ４３２＋ ２１：２９．３� ４３７．７�
４８ バ シ タ ッ プ 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４１０＋１４１：２９．８３ ４２０．５�
４７ アイラヴキャンディ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一�宮内牧場 石栗 龍彦 浦河 宮内牧場 ４３８＋１０１：２９．９� ４１０．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，６６２，０００円 複勝： ２７，１８８，５００円 枠連： １７，２９３，５００円

普通馬連： ５７，１０６，６００円 馬単： ４３，１２８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，３５７，１００円

３連複： ６７，１０５，２００円 ３連単： １１２，３３１，９００円 計： ３６２，１７２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � ４５０円 � １８０円 枠 連（１－６） １，１８０円

普通馬連 �� １，５４０円 馬 単 �� ２，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７３０円 �� ２７０円 �� １，５１０円

３ 連 複 ��� ２，８７０円 ３ 連 単 ��� １３，７１０円

票 数

単勝票数 計 １７６６２０ 的中 � ６９５２２（１番人気）
複勝票数 計 ２７１８８５ 的中 � １００８１８（１番人気）� ９４２１（６番人気）� ３６５６９（３番人気）
枠連票数 計 １７２９３５ 的中 （１－６） １０８４５（６番人気）
普通馬連票数 計 ５７１０６６ 的中 �� ２７４４４（５番人気）
馬単票数 計 ４３１２８１ 的中 �� １４３７９（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０３５７１ 的中 �� ６４８９（８番人気）�� ２１８２４（３番人気）�� ２９６６（１７番人気）
３連複票数 計 ６７１０５２ 的中 ��� １７２７１（１０番人気）
３連単票数 計１１２３３１９ 的中 ��� ６０５１（３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．６―３６．７―４９．５―１：０１．９―１：１４．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベネディーレ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００９．９．２７ 中山３着

２００７．２．１８生 牝３鹿 母 ブレッシング 母母 ブラダマンテ ７戦１勝 賞金 １２，１００，０００円
〔発走状況〕 バシタップ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 バシタップ号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 トーセンママレード号・ハラップクー号



１１０６２ ５月９日 晴 良 （２２東京２）第６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

５８ ユ ー ス フ ル 牡３鹿 ５６ 横山 典弘武田 茂男氏 大竹 正博 新ひだか 畑端牧場 ４７６＋ ４１：４０．５ ４．５�

６１１ エイダイボルト 牡３芦 ５６
５４ △伊藤 工真�東振牧場 武市 康男 むかわ 東振牧場 ４１８± ０１：４１．１３� １２１．７�

２３ ハセハイダウェイ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海ニットー商事� 斎藤 誠 新冠 斉藤 安行 ４８８± ０ 〃 クビ ４．１�
７１３ ボストンプラチナ 牡３青鹿５６ 内田 博幸ボストンホース� 嶋田 功 日高 浦新 徳司 ４４８＋ ８ 〃 アタマ ２．４�
８１４ ミステリークイーン 牝３栗 ５４ 浜中 俊小野 博郷氏 小笠 倫弘 日高 旭 牧場 ４８０± ０１：４１．４１� ６９．５�
３４ シルクメガリス 牡３青鹿５６ 武士沢友治有限会社シルク手塚 貴久 新冠 石郷岡 雅樹 ５４０－ ６１：４１．５クビ ２２．０	
１１ モンスティル 牝３鹿 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 矢野 英一 日高 小西ファーム ４６４＋ ６ 〃 クビ ７９．２

４６ ウエスタンエルザ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか 北西牧場 ４４６－ ４１：４１．６クビ ２２．３�
２２ ナガレボシイチバン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹尾上 松壽氏 藤原 辰雄 新ひだか 小倉 光博 ４４８± ０１：４１．８１� ４４．２�
５９ ソラチナサブマリン 牡３栗 ５６ 蛯名 正義居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム ４６２－ ４１：４１．９� ７．２
３５ ラビットラヴソング 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４８２＋ ８１：４２．２２ ２４．８�
４７ ダークラムロック 牡３青 ５６ 小林 淳一松本 俊廣氏 土田 稔 新ひだか マークリ牧場 B４８８－ ８１：４２．４１� ５２８．１�
６１０ トーアウキウキ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ４５８ ―１：４２．７２ ２５．４�
８１５ エフティブレーヴ 牡３鹿 ５６ 水出 大介吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 白老大須賀

牧場 ５４０－ ６１：４３．６５ ２５２．３�
７１２ コンジュレーション 牡３黒鹿５６ 石橋 脩安倍 光昭氏 清水 利章 新ひだか キヨタケ牧場 ４９６ ―１：４３．８１� ２１７．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，５６３，８００円 複勝： ２７，８９９，１００円 枠連： １６，１６０，７００円

普通馬連： ５８，８５０，２００円 馬単： ４３，９３１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，２２９，１００円

３連複： ６４，８５５，１００円 ３連単： １０４，４１０，０００円 計： ３５４，８９９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １８０円 � １，４４０円 � １９０円 枠 連（５－６） ２，２８０円

普通馬連 �� ２１，２００円 馬 単 �� ３０，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，８８０円 �� ３４０円 �� ４，０７０円

３ 連 複 ��� １８，７７０円 ３ 連 単 ��� １６１，５５０円

票 数

単勝票数 計 １８５６３８ 的中 � ３３０５６（３番人気）
複勝票数 計 ２７８９９１ 的中 � ５０４４１（２番人気）� ３６１２（１２番人気）� ４４４０９（３番人気）
枠連票数 計 １６１６０７ 的中 （５－６） ５２３１（８番人気）
普通馬連票数 計 ５８８５０２ 的中 �� ２０４９（３７番人気）
馬単票数 計 ４３９３１５ 的中 �� １０６２（６７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０２２９１ 的中 �� ９３７（３８番人気）�� １７３３５（３番人気）�� １１２７（３５番人気）
３連複票数 計 ６４８５５１ 的中 ��� ２５５１（５１番人気）
３連単票数 計１０４４１００ 的中 ��� ４７７（３７２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１２．２―１３．１―１３．５―１３．０―１２．４―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．８―３６．０―４９．１―１：０２．６―１：１５．６―１：２８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．４―３F３７．９
３ １，２（１５，１３）（６，９）（３，１４）－（５，８，１２）－（７，４）１１－１０ ４ １，２（１５，１３）６，９（３，１４）（５，８）（４，１２）７，１１－１０
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ユ ー ス フ ル �
�
父 メジロライアン �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００９．１２．２６ 中山３着

２００７．４．７生 牡３鹿 母 エルミラージュ 母母 エルメスティアラ ４戦１勝 賞金 ７，５５０，０００円



１１０６３ ５月９日 晴 良 （２２東京２）第６日 第３競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１１時００分 （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

６１１ アプローチミー 牡３黒鹿５６ 松岡 正海吉澤 克己氏 相沢 郁 浦河 駿河牧場 ４７８＋ ４１：２６．９ ３．２�

４８ � サトノロック 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝里見 治氏 国枝 栄 愛 Rockhart
Trading Ltd ４６８± ０１：２７．０� １．７�

８１５ カレンデュラヴ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊関根 宏一氏 大竹 正博 新ひだか 泊 寿幸 ４９２± ０１：２７．４２� １６３．４�
１２ カオカオプリン 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成井上 久光氏 高市 圭二 新冠 浜口牧場 ４３６－ ６１：２８．２５ １０．８�
５１０ トミケンダンク 牡３鹿 ５６ 幸 英明冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 金石牧場 ４４４＋ ２１：２８．４１	 ２３．４�
８１６ ニシノロコペリ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治西山 茂行氏 小桧山 悟 むかわ 西山牧場 ４１６＋１０１：２８．５クビ １２１．８�
７１３ ミ ブ ノ ギ シ 牡３鹿 ５６ 嘉藤 貴行松本 俊廣氏 田中 清隆 新冠 タニグチ牧場 ４８６＋ ２１：２８．７１	 １３８．１�
３５ サクセスゴーランド 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義�嶋 航氏 久保田貴士 浦河 有限会社

吉田ファーム ４６６± ０１：２９．０１� ２０．１	
１１ トップユニヴァース 牡３青鹿５６ 柴山 雄一魚住 啓市氏 畠山 吉宏 むかわ 片山 幹雄 ４４４± ０ 〃 クビ ５１．８

２４ イルベカバーロ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣畑佐 博氏 坂本 勝美 浦河 北光牧場 ５２０± ０１：２９．１� ３１．２�
７１４ ア メ リ ゴ 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 ４２０－ ４１：２９．２� １２４．７�
５９ アンジェラスクイン 牝３栗 ５４ 伊藤 直人 フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 浦河 金成吉田牧場 ４８２± ０１：２９．３� １６．０�
４７ カシノイワイザケ 牡３鹿 ５６

５３ ▲水口 優也柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 鵜木 唯義 B４７２＋ ２１：２９．８３ ４５２．６�
３６ ドリームアステア 牡３鹿 ５６

５４ △伊藤 工真セゾンレースホース� 天間 昭一 新ひだか グランド牧場 ４６２＋ ８１：３０．２２� ２３１．８�
６１２ チャーミーベル 牝３芦 ５４ 柴田 大知冨沢 敦子氏 保田 一隆 青森 一山育成牧場 ４３２± ０１：３０．６２� ５６３．９�
２３ ドロシーパーキンス 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥内藤 好江氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 ４４０± ０１：３０．８１� ３１９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，８２４，７００円 複勝： ３１，９７１，３００円 枠連： １９，３３１，５００円

普通馬連： ６５，４９６，９００円 馬単： ５３，０３３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，１７２，７００円

３連複： ６６，５６７，３００円 ３連単： １２８，６１９，５００円 計： ４０９，０１７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � １，０９０円 枠 連（４－６） ２２０円

普通馬連 �� ２００円 馬 単 �� ６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� ３，０４０円 �� ２，６２０円

３ 連 複 ��� ６，１７０円 ３ 連 単 ��� ２２，４７０円

票 数

単勝票数 計 ２１８２４７ 的中 � ５５０９７（２番人気）
複勝票数 計 ３１９７１３ 的中 � ７６７９８（２番人気）� １３５８８１（１番人気）� ３０５０（１２番人気）
枠連票数 計 １９３３１５ 的中 （４－６） ６７８００（１番人気）
普通馬連票数 計 ６５４９６９ 的中 �� ２４６４２０（１番人気）
馬単票数 計 ５３０３３３ 的中 �� ６５００５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２１７２７ 的中 �� ５６５２９（１番人気）�� １３４８（３２番人気）�� １５７４（３１番人気）
３連複票数 計 ６６５６７３ 的中 ��� ７９６８（２０番人気）
３連単票数 計１２８６１９５ 的中 ��� ４２２５（６３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．７―１２．１―１２．９―１２．７―１２．４―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．３―３６．４―４９．３―１：０２．０―１：１４．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アプローチミー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Salt Lake デビュー ２００９．１１．１ 東京８着

２００７．５．１生 牡３黒鹿 母 クリノトップレディ 母母 ビーバップアルー ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



１１０６４ ５月９日 晴 良 （２２東京２）第６日 第４競走 ��
��２，４００�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

２：２２．１
２：２２．１

良

良

８１１ マイネルネオハート 牡３黒鹿５６ 武士沢友治 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 中田 英樹 ４４６－ ２２：２７．９ ９．５�

７９ エターナルシチー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �友駿ホースクラブ 村山 明 新冠 森 牧場 ４８２－ ６２：２８．４３ ７．１�
４４ ゴートゥザミラノ 牡３青鹿５６ 柴田 善臣嶋田 賢氏 本郷 一彦 新ひだか 岡田牧場 ４５８－ ２ 〃 ハナ １．７�
１１ サークルステージ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝�渡辺牧場 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４４６－ ４ 〃 ハナ ７１．９�
３３ セレナデスタン 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠島川 利子氏 松田 国英 新ひだか キヨミネ牧場 B４３４－ ２ 〃 ハナ ８．２�
８１０ マイネルポンポーソ 牡３青鹿５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４６４－ ４２：２８．６１� １８１．１	
２２ ケ ン シ ン 牡３鹿 ５６ 福永 祐一吉田 千津氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４５０－ ６ 〃 クビ ５．５

６６ シンボリボルドー 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 ４４８± ０２：２９．２３� ３１．９�
６７ プロスペクタス 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一井口 莞爾氏 浅野洋一郎 浦河 川越ファーム ４２８＋ ６２：２９．８３� ４４２．７�
５５ グレイトサム 牡３栗 ５６ 田中 勝春�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４７２－ ２２：２９．９� ３９．５
７８ ニシノプレミアム 牡３黒鹿 ５６

５４ △伊藤 工真西山 茂行氏 奥平 雅士 むかわ 西山牧場 ４７８－ ６２：３１．２８ ９５．１�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２１，９６５，９００円 複勝： ４１，５３０，８００円 枠連： １４，５０３，２００円

普通馬連： ５４，６７４，４００円 馬単： ５０，６０５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，３８６，３００円

３連複： ６４，１０６，３００円 ３連単： １４９，１６６，６００円 計： ４１８，９３８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９５０円 複 勝 � １８０円 � １５０円 � １１０円 枠 連（７－８） １，５８０円

普通馬連 �� ２，６５０円 馬 単 �� ６，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６８０円 �� ２８０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� １，０３０円 ３ 連 単 ��� １５，４９０円

票 数

単勝票数 計 ２１９６５９ 的中 � １８２４２（５番人気）
複勝票数 計 ４１５３０８ 的中 � ３２３８３（５番人気）� ４４８７６（２番人気）� ２２８９００（１番人気）
枠連票数 計 １４５０３２ 的中 （７－８） ６８０５（５番人気）
普通馬連票数 計 ５４６７４４ 的中 �� １５２５３（１１番人気）
馬単票数 計 ５０６０５３ 的中 �� ６１５３（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２３８６３ 的中 �� ６８５５（１０番人気）�� ２０６２９（４番人気）�� ２８０９８（２番人気）
３連複票数 計 ６４１０６３ 的中 ��� ４６３６４（５番人気）
３連単票数 計１４９１６６６ 的中 ��� ７１１０（５２番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．６―１２．３―１２．４―１２．４―１２．７―１３．１―１２．９―１２．４―１１．７―１１．４―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．９―２４．５―３６．８―４９．２―１：０１．６―１：１４．３―１：２７．４―１：４０．３―１：５２．７―２：０４．４―２：１５．８

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルネオハート �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 Cacoethes デビュー ２００９．７．５ 札幌１３着

２００７．４．１６生 牡３黒鹿 母 ハートステイジ 母母 Heartbreak ９戦１勝 賞金 ７，５００，０００円
〔発走状況〕 ニシノプレミアム号は，馬場入場前馬装整備。発走時刻７分遅延。
〔制裁〕 ニシノプレミアム号の調教師奥平雅士は，馬場入場の際同馬の右頬革の尾錠が外れたことについて過怠金１０，０００円。



１１０６５ ５月９日 晴 良 （２２東京２）第６日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時２０分 （芝・左）

牝，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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

６７ マイネノーブレス 牝３栗 ５４ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 大竹 正博 新冠 的場牧場 ４２６± ０１：４８．３ １３．４�

８１１ コスモマクスウェル 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新冠 コスモヴューファーム B４５８＋ ２１：４８．４� ２．８�
７８ ヒラボクビジン 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝�平田牧場 土田 稔 浦河 谷川牧場 B４３８＋ ４ 〃 ハナ １２．３�
３３ バイブレイションズ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４７０－ ８１：４８．６１� １９．２�
７９ メトロポリタン 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣近藤 英子氏 小島 茂之 浦河 辻 牧場 ４３６＋１２ 〃 クビ ７．９�
８１０ オルレアンノオトメ 牝３鹿 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 ４４４－ ２１：４８．７� ８．０	
２２ エムオーハンズ 牝３栗 ５４ 吉田 豊大浅 貢氏 鹿戸 雄一 むかわ 貞広 賢治 ４５８＋１４１：４８．８� ３２．９

１１ デ ィ ミ ー タ 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 尾形 充弘 安平 追分ファーム ４３８＋ ２１：４８．９� ２．６�
５５ � プライズデイ 牝３青鹿５４ 武士沢友治鈴木 照雄氏 武市 康男 むかわ 上水牧場 ４４８－ ２１：４９．２２ ９８．６�
４４ � プレストクィーン 牝３鹿 ５４ 南田 雅昭オールラブクラブ 南田美知雄 新冠 川上牧場 ４１６－ ４１：４９．５２ ８５．０
６６ � トキメキジーン 牝３栗 ５４ 幸 英明片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ４００－ ２１：５０．０３ ２８１．９�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １９，８１６，７００円 複勝： ２５，２６９，６００円 枠連： １６，９７２，５００円

普通馬連： ５９，９２８，５００円 馬単： ４６，１７０，７００円 ワイド【拡大馬連】： １９，２７５，３００円

３連複： ６５，７９２，３００円 ３連単： １２５，４５４，６００円 計： ３７８，６８０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３４０円 複 勝 � ３１０円 � １４０円 � ２５０円 枠 連（６－８） １，４６０円

普通馬連 �� １，９６０円 馬 単 �� ６，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７２０円 �� １，３５０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ３，８００円 ３ 連 単 ��� ３２，９１０円

票 数

単勝票数 計 １９８１６７ 的中 � １１６６６（６番人気）
複勝票数 計 ２５２６９６ 的中 � １７６０３（６番人気）� ６３８４９（２番人気）� ２４１６５（３番人気）
枠連票数 計 １６９７２５ 的中 （６－８） ８５９０（５番人気）
普通馬連票数 計 ５９９２８５ 的中 �� ２２６３３（９番人気）
馬単票数 計 ４６１７０７ 的中 �� ５６４９（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９２７５３ 的中 �� ６５８２（１０番人気）�� ３３１９（１７番人気）�� １１６２５（３番人気）
３連複票数 計 ６５７９２３ 的中 ��� １２８１１（１２番人気）
３連単票数 計１２５４５４６ 的中 ��� ２８１４（１１６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．３―３６．３―４８．１―１：００．２―１：１２．５―１：２４．６―１：３６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．８

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネノーブレス �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．７．４ 札幌４着

２００７．３．２５生 牝３栗 母 アドマイヤジェンヌ 母母 ダイナボンダー １１戦２勝 賞金 １６，４００，０００円



１１０６６ ５月９日 晴 良 （２２東京２）第６日 第６競走 ��１，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時５０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

６８ ボンバルディエーレ 牡４芦 ５７ 岩田 康誠吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム ４８４－ ４１：３８．１ １．６�

６９ ロトスカイブルー 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己國武 佳博氏 成島 英春 新冠 赤石 久夫 ４８０－ ４ 〃 クビ ６．６�
１１ アドバンスピール 牡５青鹿５７ 内田 博幸西川 隆士氏 池上 昌弘 静内 タイヘイ牧場 ４８４－ ４１：３８．７３� ６．９�
８１２ ショウナンアゲイン 牡４青鹿５７ 柴田 善臣国本 哲秀氏 鈴木 伸尋 静内 静内フアーム ４６４－ ４１：３９．０１� １９．２�
５７ ニシノウズマサ 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 むかわ 西山牧場 B４８８－ ４１：３９．４２� ６１．６�
５６ � レオビンテージ 牡４鹿 ５７ 吉田 豊田中 博之氏 平井 雄二 日高 高山牧場 ５１６＋ ２１：３９．５� ２５１．８�
４５ ティアップザスター 牡４鹿 ５７ 松岡 正海田中 昇氏 杉浦 宏昭 浦河 久保農場 ５００＋ ４１：３９．６クビ ２３．３�
４４ � トウショウジオン 牡４黒鹿５７ 大庭 和弥トウショウ産業	 小桧山 悟 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４９０－ ２１：４０．３４ ３０６．８

２２ エ ン ブ リ オ 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一石川 一義氏 清水 英克 新ひだか 藤井 益美 ４８０± ０１：４０．４� ７．６�
８１３ ブリリアントマリー 牝５栗 ５５ 浜中 俊ディアレスト 田村 康仁 浦河 中島牧場 ４２２＋ ４１：４０．９３ ２７２．５�
３３ ダイワコルベット 牡５黒鹿５７ 武士沢友治大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B５１４＋ ８１：４１．０� ３６４．０
７１０ アドマイヤワンダ 牡４鹿 ５７ 横山 典弘近藤 利一氏 的場 均 浦河 辻 牧場 ４９８± ０ 〃 クビ １９．４�
７１１ シックスシグマ 牡４黒鹿５７ 福永 祐一	RRA 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８０± ０１：４１．２１� １５０．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２７，２４７，３００円 複勝： ４８，７８４，４００円 枠連： １９，０８３，８００円

普通馬連： ７０，７８５，１００円 馬単： ６０，４２４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，４２７，０００円

３連複： ７９，１０４，５００円 ３連単： １７３，２１４，１００円 計： ５０４，０７１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � １７０円 枠 連（６－６） ４４０円

普通馬連 �� ３９０円 馬 単 �� ５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ２３０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� ６９０円 ３ 連 単 ��� １，９４０円

票 数

単勝票数 計 ２７２４７３ 的中 � １４０１９８（１番人気）
複勝票数 計 ４８７８４４ 的中 � ２７１４６８（１番人気）� ６２９４４（２番人気）� ３９０４５（４番人気）
枠連票数 計 １９０８３８ 的中 （６－６） ３２０４２（３番人気）
普通馬連票数 計 ７０７８５１ 的中 �� １３７１９６（１番人気）
馬単票数 計 ６０４２４８ 的中 �� ８１５１８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５４２７０ 的中 �� ４２４５９（１番人気）�� ２８００７（３番人気）�� ９３６４（９番人気）
３連複票数 計 ７９１０４５ 的中 ��� ８５８４８（２番人気）
３連単票数 計１７３２１４１ 的中 ��� ６６０４２（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．６―３５．７―４７．９―１：００．４―１：１２．８―１：２５．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボンバルディエーレ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１０．２５ 東京１着

２００６．４．８生 牡４芦 母 ブリガドーン 母母 メインスルー １１戦２勝 賞金 ３１，８５０，０００円
※出走取消馬 リンガスアクター号（疾病〔感冒〕のため）



１１０６７ ５月９日 晴 良 （２２東京２）第６日 第７競走 ��
��１，３００�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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

６１１ クラッカージャック 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠齊藤四方司氏 土田 稔 門別 下河辺牧場 B４９２－ ２１：１８．９ ８．３�

２３ � エリモシード 牡４芦 ５７ 福永 祐一山本 慎一氏 大久保龍志 米 Mr. & Mrs.
F. Gill Aulick ４８８－１４ 〃 アタマ ６．４�

６１２�� ジャッカヴェルデ 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣櫻井 盛夫氏 高橋 祥泰 米 Grade I
Bloodstock ４９６－ １１：１９．１１ ３７．４�

３５ ローブドヴルール 牝４鹿 ５５ 内田 博幸�ミルファーム 保田 一隆 日高 小西ファーム ４７４－ ２１：１９．３１	 ２．０�
７１４� モエレジンダイコ 牡５栗 ５７

５５ △伊藤 工真坂本 肇氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 B４７４± ０ 〃 クビ １５．３�
２４ マイネルフリーデン 牡５栗 ５７ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 浦河 バンダム牧場 ４９８－ ９ 〃 ハナ １１８．２	
５１０ ダイワレギオン 牡４栗 ５７ 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 B５０６－ ８１：１９．６１
 ２７．０

７１３ メジロガストン 牡５青鹿５７ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ４９６－ ４１：１９．７クビ ５７．９�
５９ キ ク ジ ロ ウ 牡５青鹿５７ 幸 英明陣内 孝則氏 高市 圭二 静内 キヨミネ牧場 ５００－ ８ 〃 クビ １８４．７�
８１６ カフェマーシャル 牡４芦 ５７ 松岡 正海西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ５１６＋ ６１：２０．３３	 ４．１
１１ � ホクセツポイント 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹平島 尚武氏 保田 一隆 新冠 ムラカミファーム ４３４± ０１：２０．４クビ １４３．５�
４７ �� サンターナズギフト 牡５黒鹿５７ 武士沢友治藤田 在子氏 矢野 英一 米 Yoshio Fujita ４５２－ ２ 〃 ハナ １６５．１�
１２ ケージーコガネ 牡４栗 ５７ 柴山 雄一川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４９０－ ２ 〃 アタマ ３６．４�
４８ デステニーアロー 牝４黒鹿５５ 小林 淳一岡田 牧雄氏 柴崎 勇 静内 岡田スタツド ４１８＋ ４１：２０．６１	 ４１６．７�
８１５ ベ ル イ シ ス 牝４栗 ５５

５２ ▲水口 優也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 水野 貴広 静内 有限会社

武岡牧場 ４０６－ ２１：２１．０２	 １４０．５�
３６ � ナンヨーサンセット 牡５鹿 ５７ 田中 勝春中村 �也氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム ４７４＋ ２１：２２．９大差 ３６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，５９６，６００円 複勝： ３９，０３０，６００円 枠連： ２２，２３９，９００円

普通馬連： ８７，７７５，９００円 馬単： ５９，３９３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，２５９，３００円

３連複： ９３，５９６，５００円 ３連単： １６９，２１９，２００円 計： ５２８，１１１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８３０円 複 勝 � ２４０円 � ３３０円 � １，１３０円 枠 連（２－６） ２，４８０円

普通馬連 �� ３，４２０円 馬 単 �� ６，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２７０円 �� ３，５７０円 �� ５，７８０円

３ 連 複 ��� ４０，２６０円 ３ 連 単 ��� ２０１，４３０円

票 数

単勝票数 計 ２６５９６６ 的中 � ２５５４３（４番人気）
複勝票数 計 ３９０３０６ 的中 � ５１０２３（３番人気）� ３２４１７（４番人気）� ７６３９（９番人気）
枠連票数 計 ２２２３９９ 的中 （２－６） ６６２１（９番人気）
普通馬連票数 計 ８７７７５９ 的中 �� １８９５２（１２番人気）
馬単票数 計 ５９３９３４ 的中 �� ６４２８（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０２５９３ 的中 �� ６０４５（１３番人気）�� ２０６７（３３番人気）�� １２６６（４２番人気）
３連複票数 計 ９３５９６５ 的中 ��� １７１６（８８番人気）
３連単票数 計１６９２１９２ 的中 ��� ６２０（４１６番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１８．３―３０．０―４２．２―５４．４―１：０６．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クラッカージャック �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Danzig デビュー ２００６．９．１０ 中山１３着

２００４．２．２３生 牡６鹿 母 オールフオーロンドン 母母 Full Card ４０戦３勝 賞金 ５２，１６０，０００円
〔発走状況〕 ローブドヴルール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ローブドヴルール号は，平成２２年５月１０日から平成２２年５月３０日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ネバーグレイス号



１１０６８ ５月９日 晴 良 （２２東京２）第６日 第８競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０分 （ダート・左）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

５１０ シャイニングアワー 牡５栗 ５７ 幸 英明 �ユートピア牧場 羽月 友彦 登別 ユートピア牧場 ４９２＋ ２１：３７．４ ２．１�

６１２ プロヴィデンス 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４９６－ ４１：３７．５� １８．４�
２３ タイキジャガー 牡４鹿 ５７

５５ △伊藤 工真�大樹ファーム 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４７８＋ ４１：３７．６� ３．９�
８１５� デルマリゲル 牡５栗 ５７ 蛯名 正義浅沼 廣幸氏 牧浦 充徳 門別 ファニーヒルファーム ４５６－ ８１：３７．７	 ３７．８�
４７ ヨ ク バ リ 牡５鹿 ５７ 四位 洋文小田切有一氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４７２＋ ２１：３７．８� ５．７�
７１３
 エ イ ワ ナ ギ 牡７鹿 ５７ 北村 宏司永井公太郎氏 松山 康久 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. ５３４－ ４ 〃 クビ １６．２�
１２ クリスマスキング 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム B４６６－１０１：３７．９クビ ２０．５	
３５ 
 ヒシウィンザー 牡６鹿 ５７ 武士沢友治阿部雅一郎氏 小林 常泰 愛 M. Abe ４９０－１０ 〃 クビ ２０２．３

４８ � フ ー ガ 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝吉田 貴俊氏 勢司 和浩 浦河 金成吉田牧場 ４８２－ ２１：３８．０クビ １３３．８�
８１６
 エーシントゥルボー 牝６鹿 ５５ 吉田 豊�栄進堂 大久保洋吉 米 Winches-

ter Farm ５２４＋ ６ 〃 ハナ １７．２
３６ � ト ム ト ム 牡５栗 ５７ 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 早来 ノーザンファーム ５０４＋ ２１：３８．２１� ３１．９�
７１４ ケイオースター 牡４鹿 ５７ 北村 友一ジャパンフードビジネス� 高木 登 門別 下河辺牧場 ４７８＋ ８１：３８．４１� １０８．６�
５９ シュウザンアイ 牝８栗 ５５ 増沢由貴子平 光良氏 鈴木 康弘 静内 桜井牧場 ４７２＋ ８１：３８．７２ １６２．３�
６１１ シルクスターシップ 牡７芦 ５７ 勝浦 正樹有限会社シルク尾形 充弘 静内 千代田牧場 ５１８± ０１：３８．８� ４５．４�
２４ 
 セクシーザムライ 牝６栗 ５５ 石橋 脩�コオロ 萱野 浩二 米 Payson

Stud Inc ４７６± ０１：４０．０７ １９７．２�
１１ アクセルホッパー 牡６鹿 ５７ 大庭 和弥内藤 好江氏 中島 敏文 青森 オオタ牧場 ４８８－ ４１：４０．１クビ １６６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，８９３，３００円 複勝： ３６，７７１，６００円 枠連： ２６，３７１，８００円

普通馬連： ９８，８０５，０００円 馬単： ６５，９９４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，７１５，７００円

３連複： １０３，８１３，７００円 ３連単： １８４，９１８，３００円 計： ５７６，２８３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １２０円 � ３５０円 � １４０円 枠 連（５－６） １，３００円

普通馬連 �� ２，０９０円 馬 単 �� ２，５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� ２１０円 �� １，１００円

３ 連 複 ��� ２，２８０円 ３ 連 単 ��� １２，１１０円

票 数

単勝票数 計 ２６８９３３ 的中 � １０４３３６（１番人気）
複勝票数 計 ３６７７１６ 的中 � １１７０３５（１番人気）� １６７０１（６番人気）� ７３３９８（２番人気）
枠連票数 計 ２６３７１８ 的中 （５－６） １５０７６（５番人気）
普通馬連票数 計 ９８８０５０ 的中 �� ３４９６５（６番人気）
馬単票数 計 ６５９９４５ 的中 �� １９１１７（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２７１５７ 的中 �� １１３２０（６番人気）�� ４７９９２（１番人気）�� ６２８９（１４番人気）
３連複票数 計１０３８１３７ 的中 ��� ３３６５５（４番人気）
３連単票数 計１８４９１８３ 的中 ��� １１２７５（２５番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．４―１２．２―１２．４―１２．３―１２．５―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．５―３４．９―４７．１―５９．５―１：１１．８―１：２４．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャイニングアワー �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Machiavellian デビュー ２００７．９．２３ 阪神２着

２００５．４．２７生 牡５栗 母 グルカッシュ 母母 Kilma ９戦３勝 賞金 ３１，３６６，０００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。
（非抽選馬） ３頭 シンワラヴ号・ナンヨークイーン号・ローズプレステージ号



１１０６９ ５月９日 晴 良 （２２東京２）第６日 第９競走 ��
��１，８００�

や つ が た け

八 ヶ 岳 特 別
発走１４時２５分 （芝・左）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

８１０ グリッドマトリクス 牡４鹿 ５７ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 バンダム牧場 ５１２＋ ４１：４６．６ ８．９�

２２ ダノンヒデキ 牡４黒鹿５７ 安藤 勝己�ダノックス 加藤 征弘 早来 ノーザンファーム ４８４± ０１：４６．７� ９．２�
６６ マ イ ヨ ー ル 牡４芦 ５７ 石橋 脩岡田 繁幸氏 清水 利章 新ひだか 乾 皆雄 ４８８＋ ４１：４６．８� ６．８�
３３ サトノエクスプレス 牡４栗 ５７ 横山 典弘里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５２２－ ２１：４６．９クビ ２．７�
４４ パッシングマーク 牡７鹿 ５７ 後藤 浩輝 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４９０－ ４１：４７．１１� ６５．２�
７８ シングンレジェンド 牡４鹿 ５７ 小林 淳一伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４５８＋ ４ 〃 ハナ ２２．５	
８１１	 ポンテディリアルト 牝５青 ５５ 四位 洋文吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 早来 ノーザンファーム ４５０＋ ４１：４７．３１� ８９．８

１１ ショウナンアクロス 牡５鹿 ５７ 吉田 豊国本 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± ０ 〃 クビ １９．５�
７９ ドリームガードナー 牡５栗 ５７ 岩田 康誠セゾンレースホース� 中村 均 千歳 社台ファーム ４７２＋ ２１：４７．５１� ２．６�
５５ 	 ミウラリチャード 牡６鹿 ５７ 勝浦 正樹佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 前川 隆範 B５２０＋ ４１：４８．３５ ４０４．６
６７ 	 イーサンジャンパー 牡４栗 ５７ 幸 英明国本 勇氏 佐藤 吉勝 鵡川 上水牧場 ４７２－ ２１：４８．４
 ２７８．３�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３８，２４３，２００円 複勝： ４８，６１０，０００円 枠連： ２８，８３９，６００円

普通馬連： １３７，９８２，７００円 馬単： ９６，７７３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，０６０，６００円

３連複： １３５，１９３，７００円 ３連単： ３２８，００６，５００円 計： ８５２，７１０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ２８０円 � ２６０円 � ２６０円 枠 連（２－８） ３，０００円

普通馬連 �� ３，０９０円 馬 単 �� ６，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７２０円 �� １，０００円 �� １，０７０円

３ 連 複 ��� ６，５６０円 ３ 連 単 ��� ４６，４６０円

票 数

単勝票数 計 ３８２４３２ 的中 � ３４０９４（４番人気）
複勝票数 計 ４８６１００ 的中 � ４４６５３（５番人気）� ５０８２３（４番人気）� ５１５２４（３番人気）
枠連票数 計 ２８８３９６ 的中 （２－８） ７１１０（１２番人気）
普通馬連票数 計１３７９８２７ 的中 �� ３２９９７（１３番人気）
馬単票数 計 ９６７７３７ 的中 �� １０５５８（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９０６０６ 的中 �� １３８３９（８番人気）�� ９５３２（１３番人気）�� ８９３１（１４番人気）
３連複票数 計１３５１９３７ 的中 ��� １５２１０（２５番人気）
３連単票数 計３２８００６５ 的中 ��� ５２１１（１３５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．４―３６．２―４８．２―１：００．０―１：１１．８―１：２３．１―１：３４．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．６―３F３４．８

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

グリッドマトリクス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Mr. Greeley デビュー ２００８．８．３１ 新潟４着

２００６．３．６生 牡４鹿 母 グリーリーランド 母母 Miss Dreamland １４戦３勝 賞金 ４３，１２８，０００円
※ポンテディリアルト号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１１０７０ ５月９日 晴 良 （２２東京２）第６日 第１０競走 ��
��１，６００�オアシスステークス

発走１５時００分 （ダート・左）

４歳以上，２１．５．９以降２２．５．２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 ２１，０００，０００円 ８，４００，０００円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００円
付 加 賞 ４４８，０００円 １２８，０００円 ６４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

４７ ダイショウジェット 牡７鹿 ５７ 柴山 雄一馬場 �晃氏 大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム ５５８± ０１：３５．３ １０．３�

２４ ナムラハンター 牡５青鹿５５ 安藤 勝己奈村 信重氏 松永 昌博 三石 平野牧場 ４９２＋ ４ 〃 クビ ７．２�
２３ ダノンカモン 牡４黒鹿５５ 岩田 康誠�ダノックス 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ５３０＋ ２１：３５．５１� ２．９�
７１４ スターシップ 牡６芦 ５２ 武士沢友治 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４７８＋ ４１：３５．９２� ５８．５�
３６ ポ ー ト ラ ヴ 牡６栗 ５１ 小林 淳一水戸眞知子氏 南井 克巳 様似 様似堀牧場 ５７０＋１０１：３６．０� １９３．４�
８１６ ク リ ー ン 牡６鹿 ５４ 横山 典弘小田切有一氏 音無 秀孝 静内 タイヘイ牧場 ６０６－１０１：３６．２１� ３６．９	
１２ アートオブウォー 牡６栗 ５３ 幸 英明岡田 隆寛氏 小原伊佐美 静内 岡田 猛 ４８６－ ６１：３６．３� １２８．４

１１ シビルウォー 牡５鹿 ５６ 蛯名 正義 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７０－ ２１：３６．４クビ ４．４�
４８ ケイアイスイジン 牡５栗 ５３ 北村 宏司 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 静内 グランド牧場 ４７６－ ６１：３６．５� ３３．０�
６１１ セイカアレグロ 牡５鹿 ５３ 浜中 俊久米 大氏 稲葉 隆一 新冠 シンユウフアーム ５０４± ０１：３６．６クビ １９．５
５１０ クリールパッション 牡５鹿 ５７ 松岡 正海横山 修二氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 ４７６＋ ２ 〃 アタマ ５．６�
８１５ ワイルドワンダー 牡８黒鹿５７．５ 内田 博幸草間 庸文氏 久保田貴士 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４５６± ０１：３６．８１� １８．７�
３５ 	 アンダーカウンター 牡５栗 ５５ 石橋 脩加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. Wayne

L Morris Sr. ５０８± ０１：３７．０１ ２４．９�
５９ カリオンツリー 牡７鹿 ５４ 三浦 皇成 �社台レースホース加藤 和宏 千歳 社台ファーム ５２８＋ ２１：３７．１� ３８．７�
６１２ チャームナデシコ 牝５鹿 ５３ 北村 友一タマモ� 木原 一良 静内 野坂牧場 ４５２－ ６１：３７．７３� １５９．６�
７１３ ワキノエクセル 牡８青鹿５１ 石神 深一脇山 良之氏 村山 明 追分 追分ファーム ５２６＋ ６１：３８．８７ ３８６．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４８，３２４，２００円 複勝： ７３，７８２，３００円 枠連： ４９，７７７，２００円

普通馬連： ２２３，８６６，６００円 馬単： １１９，８８１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ６２，０７０，６００円

３連複： ２３７，０５４，５００円 ３連単： ４２７，４７０，５００円 計： １，２４２，２２７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０３０円 複 勝 � ２８０円 � ２２０円 � １５０円 枠 連（２－４） ８８０円

普通馬連 �� ３，７６０円 馬 単 �� ８，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２８０円 �� ６６０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ３，４４０円 ３ 連 単 ��� ３０，９００円

票 数

単勝票数 計 ４８３２４２ 的中 � ３７０００（５番人気）
複勝票数 計 ７３７８２３ 的中 � ５９２１６（５番人気）� ８１２４９（４番人気）� １７０２５０（１番人気）
枠連票数 計 ４９７７７２ 的中 （２－４） ４２００５（３番人気）
普通馬連票数 計２２３８６６６ 的中 �� ４３９６５（１３番人気）
馬単票数 計１１９８８１８ 的中 �� １０９１１（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６２０７０６ 的中 �� １１２３２（１４番人気）�� ２３２７２（５番人気）�� ３９９６２（２番人気）
３連複票数 計２３７０５４５ 的中 ��� ５０９２７（７番人気）
３連単票数 計４２７４７０５ 的中 ��� １０２１０（８４番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．６―１２．１―１２．１―１２．０―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．４―３５．０―４７．１―５９．２―１：１１．２―１：２３．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイショウジェット �
�
父 クリプティックラスカル �

�
母父 マグニテユード デビュー ２００６．２．２５ 阪神２着

２００３．４．２２生 牡７鹿 母 デューティエコー 母母 シルクエコー ３８戦８勝 賞金 ２０７，６５４，０００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３５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）３５頭 イブロン号・インバルコ号・イースター号・オフィサー号・ガブリン号・カルナバリート号・キクノサリーレ号・

ゴスホークケン号・コスモベル号・シャルルマーニュ号・ショウナンラノビア号・ストリートスタイル号・
スリーアベニュー号・セレスクラブ号・セントラルコースト号・ダイシングロウ号・タカオセンチュリー号・
タガノエクリプス号・タマモクリエイト号・タートルベイ号・ティアップハーレー号・ティアップワイルド号・
トウショウヴォイス号・ドスライス号・フライデイフライト号・フリートアドミラル号・ペプチドルビー号・
ボストンオー号・マイディアサン号・メイショウセンゴク号・メジロシリング号・リキサンファイター号・
レキシントンシチー号・ロードバリオス号・ワンダーポデリオ号



１１０７１ ５月９日 晴 良 （２２東京２）第６日 第１１競走 ��
��１，６００�第１５回NHKマイルカップ（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （芝・左）

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

賞 品
本 賞 ９２，０００，０００円 ３７，０００，０００円 ２３，０００，０００円 １４，０００，０００円 ９，２００，０００円
付 加 賞 ３，９０６，０００円 １，１１６，０００円 ５５８，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

レースレコード

１：３２．０
１：３１．５
１：３２．４

良

良

良

７１３ ダノンシャンティ 牡３黒鹿５７ 安藤 勝己�ダノックス 松田 国英 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６８＋ ２１：３１．４レコード ２．６�

１１ ダイワバーバリアン 牡３鹿 ５７ 蛯名 正義大城 敬三氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ５１０＋ ４１：３１．６１� ２０．１�
２３ リルダヴァル 牡３栗 ５７ 福永 祐一 �サンデーレーシング 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム ４８８± ０１：３１．８１ ６．０�
２４ サンライズプリンス 牡３鹿 ５７ 横山 典弘松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 ５０２＋ ２１：３１．９� ２．７�
５１０ キョウエイアシュラ 牡３鹿 ５７ 吉田 豊田中 晴夫氏 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 ４５４± ０１：３２．２２ ８６．９�
８１８ エーシンホワイティ 牡３鹿 ５７ 北村 友一�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 ４６８－ ２１：３２．４１ １３７．４	
８１６ レ ト 牡３鹿 ５７ 幸 英明伊達 敏明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 ４４２－ ２１：３２．７２ ５２．２

５９ モンテフジサン 牡３栗 ５７ 武士沢友治毛利 喜昭氏 松山 康久 青森 ワールドファーム ４６６＋ ４１：３２．８� １５１．９�
６１１� エイシンアポロン 牡３栗 ５７ 岩田 康誠平井 豊光氏 岡田 稲男 米 Silk and Scar-

let Syndicate ４９４± ０１：３３．０１� １１．５�
７１４ シゲルモトナリ 牡３黒鹿５７ 松岡 正海森中 蕃氏 藤岡 範士 新冠 松本 信行 ４９４－ ６１：３３．１� ８５．９
１２ コスモセンサー 牡３栗 ５７ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 川越ファーム ４９０± ０１：３３．３	 ３４．５�
６１２ キングレオポルド 牡３鹿 ５７ 伊藤 工真里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５０２＋ ２１：３３．４� １２１．４�
３５ サウンドバリアー 牝３芦 ５５ 内田 博幸増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 笹地牧場 ４６０＋ ２１：３３．５	 ５２．０�
４７ トシギャングスター 牡３芦 ５７ 浜中 俊田畑 利彦氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ４６４＋ ６１：３３．６クビ ８５．８�
７１５ ガ ル ボ 牡３青 ５７ 後藤 浩輝石川 一義氏 清水 英克 様似 �村 伸一 ４５４－ ２ 〃 クビ ２６．６�
４８ パ ド ト ロ ワ 牡３鹿 ５７ 柴田 善臣吉田 照哉氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ５２８＋１０１：３３．７クビ １４２．４�
３６ ニシノメイゲツ 牡３青鹿５７ 北村 宏司西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 ４４４－ ６１：３３．９１� ８９．５�
８１７ エーシンダックマン 牡３鹿 ５７ 四位 洋文�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４７６－ ２１：３４．５３� ８５．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４０２，３９８，４００円 複勝： ４１３，３４５，９００円 枠連： ５０１，０６３，３００円

普通馬連： １，９９９，０３７，５００円 馬単： １，２８５，６６９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５４５，４５９，１００円

３連複： ２，８２４，３７１，９００円 ３連単： ６，４４９，７３２，８００円 計： １４，４２１，０７８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � ３４０円 � ２１０円 枠 連（１－７） １，２５０円

普通馬連 �� ２，０４０円 馬 単 �� ２，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８２０円 �� ４００円 �� １，３７０円

３ 連 複 ��� ３，８６０円 ３ 連 単 ��� １７，１８０円

票 数

単勝票数 計４０２３９８４ 的中 � １２３４７３９（１番人気）
複勝票数 計４１３３４５９ 的中 � １０９０６４１（２番人気）� ２４７４４９（５番人気）� ４７６２０８（３番人気）
枠連票数 計５０１０６３３ 的中 （１－７） ２９７５６２（６番人気）
普通馬連票数 計１９９９０３７５ 的中 �� ７２５２１０（７番人気）
馬単票数 計１２８５６６９６ 的中 �� ３５５０４６（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計５４５４５９１ 的中 �� １６１５０５（７番人気）�� ３６７３７０（２番人気）�� ９１８０８（１０番人気）
３連複票数 計２８２４３７１９ 的中 ��� ５４００９４（９番人気）
３連単票数 計６４４９７３２８ 的中 ��� ２７７２１２（３６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．４―１０．９―１１．４―１１．５―１１．５―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．１―２２．５―３３．４―４４．８―５６．３―１：０７．８―１：１９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．６―３F３５．１
３ １７－（２，４，１２）－５，８（１，３，１１）（６，１５）１６（１０，９，１４）－１３－（７，１８） ４ １７－（２，４）１２－（１，５，８）（１６，３，１１，１５）（９，６，１４）１０，１３－（７，１８）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンシャンティ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Mark of Esteem デビュー ２００９．１１．２２ 京都１着

２００７．４．２８生 牡３黒鹿 母 シャンソネット 母母 Glorious Song ５戦３勝 賞金 １６６，５３４，０００円
〔制裁〕 モンテフジサン号の騎手武士沢友治は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１１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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 シャイニーナイト号・シーマーク号・スティルゴールド号・マイネルマルシェ号
（非抽選馬） １頭 シンコープリンス号



１１０７２ ５月９日 晴 良 （２２東京２）第６日 第１２競走 ��
��１，６００�東京スマイルプレミアム

発走１６時２５分 （タイキフォーチュンメモリアル） （芝・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 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

２２ カウアイレーン 牝４黒鹿５５ 横山 典弘 �社台レースホース和田 正道 新冠 パカパカ
ファーム ４５０－ ４１：３４．２ ３．５�

６１０ ブレイブファイト 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠�RRA 藤原 英昭 門別 下河辺牧場 ５２０－ ６１：３４．３� ４．６�
３３ マイネルエルフ 牡４鹿 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム ５１４＋ ８ 〃 ハナ ９．５�
８１３ リ ビ ア ー モ 牝５鹿 ５５ 内田 博幸 �サンデーレーシング 高橋 裕 早来 ノーザンファーム ４７８－ ４１：３４．５１� ５．３�
４６ ツバサドリーム 牡６栗 ５７ 浜中 俊�RRA 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４９０－ ８１：３４．６クビ ６６．１�
４５ ドリームスカイラブ 牡５黒鹿５７ 石橋 脩セゾンレースホース� 高橋 祥泰 平取 北島牧場 ５００－ ４ 〃 ハナ ２５．８	
５７ � ウィズディクタット 牡６青鹿５７ 北村 宏司加藤 守氏 矢作 芳人 英

Emily Krstina
（Australia）
Pty Ltd

４９８＋ ６ 〃 クビ １９２．６

１１ カレイジャスミン 牝５鹿 ５５ 田中 勝春ディアレスト 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ５１０－ ２１：３４．７� １４．２�
８１４	 アロマンシェス 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 ４６８－ ８ 〃 ハナ ７．６�
５８ マイティースルー 牝４芦 ５５ 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４９６＋１０ 〃 ハナ ２１．０
６９ コアレスコジーン 
７鹿 ５７ 柴田 善臣小林 昌志氏 和田 正道 平取 コアレススタッド ４８２－ ２ 〃 クビ ３９．９�
７１１ アペリティフ 
７鹿 ５７ 幸 英明前田 幸治氏 坪 憲章 千歳 社台ファーム ５１０－ ２ 〃 ハナ ９８．６�
３４ ダイレクトキャッチ 牡６黒鹿５７ 福永 祐一 �サンデーレーシング 村山 明 追分 追分ファーム ５０６＋ ６１：３４．９１ ２３．８�
７１２ オリオンザドンペリ 牡６栗 ５７ 柴山 雄一平本 敏夫氏 小西 一男 三石 大塚牧場 ４８６－ ２１：３５．５３� １６０．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ７４，６８５，７００円 複勝： １１５，０６２，０００円 枠連： ７６，２９３，４００円

普通馬連： ３１３，１００，９００円 馬単： １７３，４６７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ９６，１４８，０００円

３連複： ３７８，５３７，７００円 ３連単： ７３９，２９６，４００円 計： １，９６６，５９１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １７０円 � １７０円 � ２５０円 枠 連（２－６） ８７０円

普通馬連 �� ９２０円 馬 単 �� １，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� ７００円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� ２，９８０円 ３ 連 単 ��� １２，４００円

票 数

単勝票数 計 ７４６８５７ 的中 � １７９７６１（１番人気）
複勝票数 計１１５０６２０ 的中 � ２０１２９２（１番人気）� １９９９２８（２番人気）� １０９７７０（５番人気）
枠連票数 計 ７６２９３４ 的中 （２－６） ６９５１０（３番人気）
普通馬連票数 計３１３１００９ 的中 �� ２６６５７１（１番人気）
馬単票数 計１７３４６７１ 的中 �� ７６４９１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９６１４８０ 的中 �� ６３１３７（２番人気）�� ３５１２６（７番人気）�� ３０９１０（８番人気）
３連複票数 計３７８５３７７ 的中 ��� ９９７８９（５番人気）
３連単票数 計７３９２９６４ 的中 ��� ４６９５５（１７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．２―３６．４―４８．４―１：００．４―１：１１．６―１：２２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．８―３F３３．８
３ ・（１０，７）（１，６）（３，１２）２（５，１３）（４，８）１４，９，１１ ４ ・（１０，７）３（１，６，１２）（２，５，１３）（４，８，１４）（９，１１）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カウアイレーン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Silver Hawk デビュー ２００８．１０．１２ 東京２着

２００６．４．９生 牝４黒鹿 母 シルバーレーン 母母 Strait Lane １０戦４勝 賞金 ４６，５２９，０００円



（２２東京２）第６日 ５月９日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７３頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

３７６，９９０，０００円
２，１３０，０００円
３６，３１０，０００円
７，０９０，０００円
３８，４００，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

６２，８２３，０００円
５，１６４，０００円
１，７１２，７００円

勝馬投票券売得金
７４４，２２１，８００円
９２９，２４６，１００円
８０７，９３０，４００円
３，２２７，４１０，３００円
２，０９８，４７３，８００円
９３５，５６０，８００円
４，１８０，０９８，７００円
９，０９１，８４０，４００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 ２２，０１４，７８２，３００円

総入場人員 ５３，８５５名 （有料入場人員 ５２，２６１名）




