
１１０７３ ５月１５日 晴 良 （２２東京２）第７日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０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

８１５ レインボーハート 牝３栗 ５４ 戸崎 圭太村井 良孝氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７０± ０１：２８．７ ３．９�
（大井）

１２ トーセンママレード 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣島川 �哉氏 古賀 史生 新冠 オリエント牧場 ４３４＋ ２１：２９．０２ １０．２�
７１３ パラダイスモデル 牝３黒鹿５４ 松岡 正海佐藤 守宏氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ４５４－ ２１：２９．２１� １４．２�
１１ チェックユアハート 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４２２± ０１：２９．３� ２８．８�
２３ タマモメロディ 牝３青 ５４ 勝浦 正樹タマモ� 水野 貴広 新冠 守矢牧場 ４３４＋ ６１：２９．５１� ６．５�
４８ チェルカトローバ 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４５２＋１０１：２９．７１� １６３．８	
２４ ラヴァリーウィッチ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司村中 徳広氏 池上 昌弘 新冠 川上 悦夫 ４３４＋１２ 〃 クビ １６６．２

５９ ハラップクー 牝３黒鹿５４ 浜中 俊加藤 信之氏 鈴木 康弘 新ひだか 藤沢牧場 ４５２＋１０１：２９．８クビ １８５．９�
３６ ア リ ガ タ イ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成小田切有一氏 古賀 慎明 日高 山本 通則 ４５８－ ２１：２９．９� ３１．０�
７１４ サイモンドルチェ 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 ４７８＋１８１：３０．１１� ２０．６
３５ ディアナブルー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊 �ブルーマネジメント伊藤 伸一 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４６０ ―１：３０．３１ １３６．５�
６１１ サクラデスティニー 牝３鹿 ５４ 四位 洋文�さくらコマース小島 太 新ひだか 新和牧場 ４８０ ―１：３０．６２ ２３．８�
４７ ピーコックブルー 牝３黒鹿５４ 内田 博幸�酒井牧場 伊藤 大士 浦河 酒井牧場 ４３６± ０１：３１．０２� ２．１�
６１２ 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 ４３４＋ ２１：３１．１クビ ５１１．８�
５１０ ア ン ム ー ト 牝３栗 ５４ 鈴来 直人北駿競走馬組合 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 ４２６－ ４１：３１．６３ ２８４．３�
８１６ スープカレー 牝３鹿 ５４

５２ △伊藤 工真簗詰 貴彦氏 本間 忍 新ひだか 鳥井牧場 ３９０－１０１：３２．０２� ４６４．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，２２４，０００円 複勝： ３５，８７９，８００円 枠連： １７，３５１，５００円

普通馬連： ５９，０４６，３００円 馬単： ４７，６８４，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，７４５，３００円

３連複： ７０，４３５，４００円 ３連単： １１７，１７４，７００円 計： ３８９，５４１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １６０円 � ３００円 � ３８０円 枠 連（１－８） １，４００円

普通馬連 �� ２，０９０円 馬 単 �� ３，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� ９２０円 �� １，６４０円

３ 連 複 ��� ６，８１０円 ３ 連 単 ��� ２９，５５０円

票 数

単勝票数 計 １９２２４０ 的中 � ３９３５３（２番人気）
複勝票数 計 ３５８７９８ 的中 � ７４５４５（２番人気）� ２８２８３（４番人気）� ２０９２８（５番人気）
枠連票数 計 １７３５１５ 的中 （１－８） ９１９３（７番人気）
普通馬連票数 計 ５９０４６３ 的中 �� ２０８８６（７番人気）
馬単票数 計 ４７６８４０ 的中 �� １０４５８（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２７４５３ 的中 �� ８２７３（７番人気）�� ６１２４（１２番人気）�� ３３１４（１９番人気）
３連複票数 計 ７０４３５４ 的中 ��� ７６４４（２４番人気）
３連単票数 計１１７１７４７ 的中 ��� ２９２７（８８番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１３．１―１４．０―１３．３―１２．１―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．０―３７．１―５１．１―１：０４．４―１：１６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．６―３F３７．６
３ ・（１１，１５）（７，１３，１４）（３，１０，９）（１，６）（８，１２，１６）（２，５）４ ４ ・（１１，１５）１４（７，１３）９，３（６，１０）１（８，１２，１６）２（５，４）

勝馬の
紹 介

レインボーハート �
�
父 エアジハード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１１．７ 東京４着

２００７．４．１生 牝３栗 母 メディアウォーズ 母母 メインキャスター ５戦１勝 賞金 ８，６００，０００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 ダイナミズム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１０７４ ５月１５日 晴 良 （２２東京２）第７日 第２競走 ��
��２，１００�サラブレッド系３歳

発走１０時４０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

２：０６．７
２：０５．９

良

良

７８ レアーレスパーダ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �社台レースホース上原 博之 安平 追分ファーム ５１４－ ２２：１５．６ ２．４�

１１ トーアボンジョルノ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ４９２± ０ 〃 クビ ４．３�
６７ マイネルバンベール 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 日高 シンボリ牧場 ４６６± ０２：１６．４５ １０．６�
３３ マキシムトパーズ 牡３青鹿５６ 吉田 豊小田 廣美氏 石栗 龍彦 平取 原田 新治 ４８８＋ ４２：１６．６１� ２８．５�
６６ アグネスジャンプ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 ４５６ ― 〃 アタマ ３８．３�
８１０ イエスマイダーリン 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠浅田 次郎氏 河野 通文 日高 浜本牧場 ５２０－ ２２：１７．６６ ５３．６	
５５ � チャーミングキラー 牝３青鹿５４ 三浦 皇成臼田 浩義氏 小笠 倫弘 米 Hiroyoshi

Usuda ４６０＋ ８２：１７．７� ６７．０

４４ エイコオレジェンド 牡３黒鹿 ５６

５４ △伊藤 工真今 秀幸氏 武市 康男 新ひだか 萩澤 泰博 B４６２± ０２：１７．８クビ ４８．８�
８１１ ニシノシュナイト 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義西山 茂行氏 武藤 善則 むかわ 西山牧場 ５０６＋ ２２：２０．１大差 ４２．５�
７９ マウントオーヒ 牝３青鹿５４ 大庭 和弥中沢 春吉氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 信広 ４９２－ ２２：２１．３７ ２７２．６
２２ サクラキングハーツ 牡３栗 ５６ 戸崎 圭太�さくらコマース加藤 征弘 新ひだか 伊藤 敏明 ５００－１０２：４２．７大差 ２．８�

（大井）

（１１頭）

売 得 金

単勝： １５，７０２，２００円 複勝： ２５，５３４，２００円 枠連： １３，５１８，７００円

普通馬連： ４５，３９５，６００円 馬単： ３８，４８４，７００円 ワイド【拡大馬連】： １７，９７９，７００円

３連複： ５６，１００，１００円 ３連単： １０７，０９６，４００円 計： ３１９，８１１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � １８０円 枠 連（１－７） ４８０円

普通馬連 �� ５３０円 馬 単 �� ８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ３６０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� １，１００円 ３ 連 単 ��� ３，６００円

票 数

単勝票数 計 １５７０２２ 的中 � ５２７７７（１番人気）
複勝票数 計 ２５５３４２ 的中 � ７７５１４（１番人気）� ４５７５０（３番人気）� ２９７３２（４番人気）
枠連票数 計 １３５１８７ 的中 （１－７） ２０９７３（２番人気）
普通馬連票数 計 ４５３９５６ 的中 �� ６３７５０（２番人気）
馬単票数 計 ３８４８４７ 的中 �� ３３７４４（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７９７９７ 的中 �� ２２２２５（２番人気）�� １１９８４（４番人気）�� ８８１９（６番人気）
３連複票数 計 ５６１００１ 的中 ��� ３７６４９（３番人気）
３連単票数 計１０７０９６４ 的中 ��� ２１９５６（９番人気）

ハロンタイム ７．３―１２．２―１３．５―１２．８―１３．２―１３．３―１３．１―１２．６―１２．１―１２．６―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．３―１９．５―３３．０―４５．８―５９．０―１：１２．３―１：２５．４―１：３８．０―１：５０．１―２：０２．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レアーレスパーダ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．２．１４ 東京７着

２００７．２．２４生 牡３鹿 母 アスペンリーフ 母母 マクダヴィア ４戦１勝 賞金 ７，０５０，０００円
〔その他〕 サクラキングハーツ号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕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。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１０７５ ５月１５日 晴 良 （２２東京２）第７日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０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

６９ マスターソムリエ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４８０＋ ２１：４０．３ １．８�

７１２ トータルシーオー 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成齊藤 宣勝氏 天間 昭一 新冠 ラツキー牧場 ４４４－ ２１：４０．５１� １０．２�
７１１ フレーヴァリスト 牡３鹿 ５６

５４ △伊藤 工真 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 浦河 三好牧場 ５１０＋ ８ 〃 クビ ６０．４�
６１０ エースハート 牝３栗 ５４ 内田 博幸新川 敏弘氏 松山 康久 安平 吉田牧場 ４３８＋ ２１：４０．６クビ １４．５�
５８ チャンピオンハーレ 牡３黒鹿５６ 戸崎 圭太坪野谷和平氏 勢司 和浩 千歳 エクセレンス

ファーム ４６２－ ２ 〃 クビ ２．８�
（大井）

２２ ロードラッセル �３黒鹿５６ 柴田 善臣 �ロードホースクラブ 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド ４６４－ ２１：４１．７７ ４５．２	
５７ リリースバージョン 牡３鹿 ５６ 四位 洋文薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 追分ファーム ４７０－ ４１：４１．８� ２７．１

１１ ゲットゼアー 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥臼田 浩義氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４５６－ ２１：４２．４３� １５６．３�
８１３ カトルズメテオ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか タイヘイ牧場 ４８４＋ ２１：４２．５クビ １３６．４�
８１４ センスオブワンダー 牡３鹿 ５６ 草野 太郎�日進牧場 牧 光二 浦河 日進牧場 ４５０－ ８１：４２．６� １７７．２
４６ オペラテイオウ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊池田 豊治氏 伊藤 伸一 大樹 熱川 牧場 ４７４－ ２１：４２．７� ３７．８�
４５ マ リ エ ッ タ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治�ターフ・スポート上原 博之 新ひだか 坂本 智広 ４６８－ ２１：４２．９１� ４４７．５�
３３ ケンブリッジタカ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝中西 宏彰氏 田島 俊明 平取 黒川 賢司 ５１０± ０１：４４．９大差 ８５．２�
３４ クリノオスカー �３黒鹿５６ 岩田 康誠栗本 博晴氏 本間 忍 日高 日高大洋牧場 ４４６－ ４１：４５．０クビ ３９．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，１９４，１００円 複勝： ３８，０５４，０００円 枠連： １６，０１６，９００円

普通馬連： ５５，０６６，４００円 馬単： ４９，４７９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，０２７，２００円

３連複： ６６，５１１，１００円 ３連単： １３３，７２６，２００円 計： ３９９，０７５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ３２０円 � １，０５０円 枠 連（６－７） ８３０円

普通馬連 �� １，１７０円 馬 単 �� １，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� １，５００円 �� ５，０００円

３ 連 複 ��� １０，６５０円 ３ 連 単 ��� ３１，６９０円

票 数

単勝票数 計 １９１９４１ 的中 � ８６９１５（１番人気）
複勝票数 計 ３８０５４０ 的中 � １７９８１９（１番人気）� ２０２９２（４番人気）� ５１１０（９番人気）
枠連票数 計 １６０１６９ 的中 （６－７） １４４０３（２番人気）
普通馬連票数 計 ５５０６６４ 的中 �� ３４９１８（２番人気）
馬単票数 計 ４９４７９９ 的中 �� ２３７１７（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１０２７２ 的中 �� １０２５３（２番人気）�� ３３９６（１４番人気）�� ９７７（３４番人気）
３連複票数 計 ６６５１１１ 的中 ��� ４６１１（２７番人気）
３連単票数 計１３３７２６２ 的中 ��� ３１１５（７３番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．７―１２．４―１３．０―１３．０―１３．０―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．５―３６．９―４９．９―１：０２．９―１：１５．９―１：２７．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マスターソムリエ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー ２００９．１１．２９ 東京４着

２００７．５．６生 牡３鹿 母 ヴァインドレッサー 母母 ヴァイオレットラブ ５戦１勝 賞金 １２，１００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１０７６ ５月１５日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２２東京２）第７日 第４競走 ��３，０００�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時４０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，８００，０００円 ３，１００，０００円 ２，０００，０００円 １，２００，０００円 ７８０，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

６１０ トーセンコックス 牡５黒鹿６０ 水出 大介島川 �哉氏 栗田 博憲 三石 平野牧場 ５０４± ０３：２０．５ ３．０�

７１２� テンジンリュウセー �６鹿 ６０ 浜野谷憲尚�テンジン 矢野 照正 静内 見上牧場 ４７６－ ６３：２２．０９ ２４．１�
６９ コアグリーン 牡５鹿 ６０ 金子 光希斎藤 光政氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 ４９８＋ ８３：２２．１� ７７．５�
５８ � ナカヤマスナイパー 牡８黒鹿６０ 石神 深一和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 米 Richard S.

Kaster ５２６＋ ６３：２２．２クビ ２．６�
２２ � ステルススキャン �４栗 ５９ 平沢 健治山上 和良氏 和田正一郎 浦河 今井 秀樹 ４７０－ ８３：２２．４１ ４７．９�
８１３ ヤマニンプレアデス 牡７鹿 ６０ 柴田 大知土井 肇氏 佐藤 吉勝 新冠 錦岡牧場 ４８８＋ ４３：２２．６１� １２６．９	
５７ マイネルカーロ 牡６鹿 ６０ 高野 和馬 �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 ５０８＋ ６３：２３．５５ １５１．３

４６ ニシノドーン 牡６黒鹿６０ 山本 康志西山 茂行氏 保田 一隆 鵡川 西山牧場 ４６０＋ ４３：２３．８２ １５．７�
１１ キングルーキー 牡７鹿 ６０ 穂苅 寿彦廣松 金次氏 境 征勝 浦河 馬道 隆 ４８８－ ４３：２５．７大差 ５．３�
４５ ディアマイホース 牡４黒鹿５９ 柴田 未崎吉橋 計氏 郷原 洋行 えりも 寺井 文秀 ４９６－ ６３：２６．２３ ２０４．７
７１１ ヴィーヴァシャトル 牡４栗 ５９ 江田 勇亮芹澤 精一氏 阿部 新生 浦河 松栄牧場 ４７８－ ６３：２８．８大差 １３２．７�
３３ ドリームトレジャー 牡５鹿 ６０ 大庭 和弥セゾンレースホース� 阿部 新生 門別 田端牧場 ４７６－ ２３：３０．３９ １５．５�
８１４ レッドジュエル 牝４鹿 ５７ ▲大江原 圭 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 三城牧場 ４９８± ０３：３２．８大差 ４５．２�
３４ タイキボナパルト 牡５鹿 ６０ 草野 太郎�大樹ファーム 松山 将樹 三石 乾 皆雄 ４９６－ ８ （競走中止） １０．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，９７５，５００円 複勝： １７，１０９，７００円 枠連： １５，１４６，９００円

普通馬連： ４０，８５０，４００円 馬単： ３４，２０１，３００円 ワイド【拡大馬連】： １５，２２８，３００円

３連複： ５４，１８４，６００円 ３連単： ８９，３４５，５００円 計： ２８０，０４２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １５０円 � ３７０円 � １，８００円 枠 連（６－７） １，９３０円

普通馬連 �� ２，２８０円 馬 単 �� ３，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８１０円 �� ３，８６０円 �� １２，３９０円

３ 連 複 ��� ５７，０５０円 ３ 連 単 ��� １９０，５７０円

票 数

単勝票数 計 １３９７５５ 的中 � ３６９５３（２番人気）
複勝票数 計 １７１０９７ 的中 � ４５６４７（１番人気）� １０６５６（５番人気）� １７８２（１０番人気）
枠連票数 計 １５１４６９ 的中 （６－７） ５８１６（８番人気）
普通馬連票数 計 ４０８５０４ 的中 �� １３２４６（９番人気）
馬単票数 計 ３４２０１３ 的中 �� ７５３９（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５２２８３ 的中 �� ４９４７（８番人気）�� ９５０（３３番人気）�� ２９２（５７番人気）
３連複票数 計 ５４１８４６ 的中 ��� ７０１（９３番人気）
３連単票数 計 ８９３４５５ 的中 ��� ３４６（３５４番人気）

上り １マイル １：４４．８ ４F ５０．４－３F ３７．０
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」
１
�
１３（２，６）＝１２（７，１０）－８＝９－１４－１－４（１１，５）＝３
１３－２（６，１０）－１２－８（７，９）（１，４）＝５，１１＝１４＝３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンコックス �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００７．７．２１ 新潟１４着

２００５．３．２１生 牡５黒鹿 母 フリートレガッタ 母母 ダイナフリート 障害：９戦１勝 賞金 ２０，０８０，０００円
〔競走中止〕 タイキボナパルト号は，２周目８号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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。
（非抽選馬） １頭 カシマレジェンド号



１１０７７ ５月１５日 晴 良 （２２東京２）第７日 第５競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１２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

１：２０．０
１：１９．０

良

良

７１３ ユウキサンオーラ 牝３鹿 ５４ 郷原 洋司ちきり組合 郷原 洋行 新ひだか クドウファーム ４２０－ ４１：２１．７ ６９．２�

１１ ホットチリペッパー 牡３芦 ５６ 藤田 伸二 �社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ４９８± ０１：２２．０１� １．７�
２３ アラマサマンボウ 牝３栗 ５４ 戸崎 圭太�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４４８－ ２１：２２．３１� １８９．７�

（大井）

８１８ ビ ー ラ イ ト 牡３黒鹿５６ 内田 博幸金子真人ホール
ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４７０ ―１：２２．４� ４．９�

４７ アイアイレインボー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊齊藤 敬氏 中島 敏文 日高 坂口 豊翼 ４４８－ ６１：２２．６１� ３７．６�
７１５ ナモンミライ �３栗 ５６ 柴田 善臣�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 ４５２＋ ６１：２２．７� ７．９	
７１４ シンビオシス 牡３青鹿５６ 三浦 皇成岡田 牧雄氏 高橋 裕 日高 佐々木 直孝 ４８２＋ ４１：２２．９１� １６９．５

５１０ ニーニョデルシエロ 牡３青 ５６ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム ４５６＋ ８１：２３．１１� ９．１�
６１１ マックスプラスパー 牝３青鹿５４ 伊藤 直人中脇 満氏 天間 昭一 新冠 川島牧場 ４３４－１２１：２３．２クビ ２５２．９�
８１６ アイザーウェイ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ４６４＋１０ 〃 クビ ２５０．４
３６ ゴールドオリンピア 牡３栗 ５６ 北村 宏司居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム ４３０ ―１：２３．７３ ２２３．１�
１２ コスモジャズサンバ 牝３黒鹿５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか タガミファーム ４２０ ― 〃 クビ ４０４．９�
２４ ダイワビバーチェ 牡３青 ５６ 武士沢友治大城 敬三氏 秋山 雅一 新ひだか 折手牧場 ４６０－ ８１：２３．９１� ３７．８�
６１２ メイシャイン 牝３青鹿５４ 松岡 正海千明牧場 松山 康久 安平 ノーザンファーム ４４４＋ ２ 〃 クビ ２６．３�
５９ グラスグローリー 牡３鹿 ５６

５３ ▲大江原 圭半沢� 杉浦 宏昭 日高 ヤナガワ牧場 ４３４＋ ４１：２４．０� ３７６．９�
４８ オーサンクロッカス 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠�大西牧場 中川 公成 浦河 大西牧場 ４２６－ ６１：２４．１� １１．７�
８１７ レ フ テ ィ ー 牡３鹿 ５６ 浜中 俊 �高木競走馬育成牧場 高木 登 日高 インターナショ

ナル牧場 ４６０ ―１：２４．５２� １０６．５�
３５ ミスイサリビ 牝３栗 ５４ 小林 淳一鳴海 芳明氏 岩戸 孝樹 新ひだか 西川富岡牧場 ４２２＋ ６１：２５．３５ ３６２．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，８１２，８００円 複勝： ３０，３２３，４００円 枠連： １９，５４２，６００円

普通馬連： ５７，３７７，５００円 馬単： ４６，６５３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，７６８，８００円

３連複： ６８，７３４，８００円 ３連単： １２０，０２７，２００円 計： ３８７，２４０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，９２０円 複 勝 � ６８０円 � １２０円 � １，７９０円 枠 連（１－７） ５６０円

普通馬連 �� ２，７９０円 馬 単 �� １２，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８３０円 �� １１，２４０円 �� １，７３０円

３ 連 複 ��� ３６，４５０円 ３ 連 単 ��� ３１６，３６０円

票 数

単勝票数 計 ２２８１２８ 的中 � ２６０１（９番人気）
複勝票数 計 ３０３２３４ 的中 � ７６６０（９番人気）� １２４９０３（１番人気）� ２７１３（１２番人気）
枠連票数 計 １９５４２６ 的中 （１－７） ２５８５３（３番人気）
普通馬連票数 計 ５７３７７５ 的中 �� １５２２４（１０番人気）
馬単票数 計 ４６６５３１ 的中 �� ２７８３（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１７６８８ 的中 �� ６８１５（７番人気）�� ４５７（５８番人気）�� ３０８６（１７番人気）
３連複票数 計 ６８７３４８ 的中 ��� １３９２（７６番人気）
３連単票数 計１２００２７２ 的中 ��� ２８０（５４２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１１．６―１１．８―１１．３―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．７―３５．３―４７．１―５８．４―１：０９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．４―３F３４．６
３ １，１５，１６（５，８，１４）－３，１３－（９，１８）１１（６，１０，１２）７，４（２，１７） ４ １，１５，１６（５，８）１４（３，１３）－１８，１１，９，１０，１２（６，７，４）２－１７

勝馬の
紹 介

ユウキサンオーラ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Theatrical デビュー ２００９．８．８ 新潟７着

２００７．４．９生 牝３鹿 母 オークアップル 母母 Virginia Hills １２戦１勝 賞金 ７，５００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３１分に変更。
〔発走状況〕 ホットチリペッパー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 クリノセレブニ号・ジャングルジャガー号・フジマサキングダム号
（非抽選馬） ３頭 アグラフェーナ号・カレンナヒトミ号・ゴールドホース号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１０７８ ５月１５日 晴 良 （２２東京２）第７日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時００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

１：３１．４
１：３１．４

良

良

４７ サニーダニエル 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下
ファーム ４８２－ ２１：３４．４ １３．４�

２４ ケイビイテルマ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊菊池 昭雄氏 高木 登 新冠 須崎牧場 ４８４－ ２ 〃 アタマ ３．６�
３５ ランペルール 牡３鹿 ５６ 内田 博幸広尾レース� 藤沢 和雄 新ひだか 有限会社石川牧場 ５２０＋ ４１：３４．５� ２．８�
７１５ ケイアイプログレス 牡３栃栗５６ 戸崎 圭太 �啓愛義肢材料販売所 柴崎 勇 新冠 隆栄牧場 ５１０－ ２１：３４．６� ４．０�

（大井）

７１３ ニシノドバルダーン 牡３鹿 ５６ 四位 洋文西山 茂行氏 池添 兼雄 むかわ 西山牧場 ４７０＋ ４１：３５．０２� １７．６�
１１ � コスモデューク 牡３鹿 ５４

５２ △伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 豪 Arundel
Farm Estate ４７８ ―１：３５．１� ８４．４	

８１８ フランボアーズ 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 浦河 上山牧場 ４５０＋１２ 〃 クビ １１３．０

４８ ジュンノアスカ 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太國分 純氏 高橋 義博 日高 ファニーフレンズファーム ４５２－ ６１：３５．３１� ３４．７�
８１７ サーストンムーン 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣齊藤 宣勝氏 加藤 和宏 新冠 ラツキー牧場 ４６８＋１０１：３５．５１� ２４８．９�
５９ シャイニーハリアー 牡３鹿 ５６ 武士沢友治小林 昌志氏 和田正一郎 平取 コアレススタッド ４５８＋ ２ 〃 クビ ２６８．７
８１６ ユウターウェーヴ 牡３栗 ５６ 鈴来 直人上山 利広氏 嶋田 功 新冠 中本牧場 ４８４＋ ６１：３５．６クビ ２６２．８�
７１４ オヘソノタカラモノ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝小池 宗人氏 古賀 慎明 新ひだか タイヘイ牧場 ４７８＋ ６１：３５．７� １３．６�
６１２ ワンフォーザロード 牡３栗 ５６ 三浦 皇成�大川牧場 水野 貴広 厚真 大川牧場 ４５８－１０１：３５．８	 １８０．０�
１２ ジ ワ ク ー 牝３鹿 ５４ 浜中 俊坂田 行夫氏 天間 昭一 むかわ 西山牧場 ４２６＋１２１：３５．９	 ８２．１�
３６ トッププライス 牝３栗 ５４ 北村 宏司加藤 春夫氏 上原 博之 様似 宮本 一輝 ４５６ ―１：３６．０	 １８８．９�
２３ スーパークローザー 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義千葉 正人氏 中川 公成 新ひだか 白井 吉美 ４２０＋ ２１：３６．４２� １９．５�
６１１ スリーロッキー 牡３鹿 ５６ 柴田 大知永井商事� 柄崎 孝 新ひだか 岡野牧場 ４３８＋ ２１：３６．８２� ２３９．２�
５１０ ニュートリノ 牝３芦 ５４ 藤田 伸二 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５０４ ― 〃 クビ ４０．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，９６９，５００円 複勝： ３１，６２６，３００円 枠連： ２５，３２９，５００円

普通馬連： ６７，４６５，８００円 馬単： ４６，２６６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，２０９，１００円

３連複： ７４，０２４，８００円 ３連単： １１４，８８８，９００円 計： ４０３，７８０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３４０円 複 勝 � ２６０円 � １５０円 � １３０円 枠 連（２－４） １，３５０円

普通馬連 �� １，９４０円 馬 単 �� ４，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６００円 �� ８２０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ２，６３０円 ３ 連 単 ��� ２４，４４０円

票 数

単勝票数 計 ２０９６９５ 的中 � １２３５９（４番人気）
複勝票数 計 ３１６２６３ 的中 � ２３７３１（５番人気）� ６２２２０（２番人気）� ７８４９３（１番人気）
枠連票数 計 ２５３２９５ 的中 （２－４） １３８９２（６番人気）
普通馬連票数 計 ６７４６５８ 的中 �� ２５７９６（５番人気）
馬単票数 計 ４６２６６６ 的中 �� ７８４８（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３２０９１ 的中 �� ８９３６（４番人気）�� ６３１３（９番人気）�� ２７５１０（１番人気）
３連複票数 計 ７４０２４８ 的中 ��� ２０７９１（６番人気）
３連単票数 計１１４８８８９ 的中 ��� ３４７０（６７番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．６―１１．８―１２．２―１１．８―１１．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．４―３５．０―４６．８―５９．０―１：１０．８―１：２２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サニーダニエル �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．９．５ 新潟１３着

２００７．３．２５生 牡３黒鹿 母 サニークラッシック 母母 サニースイフト １１戦１勝 賞金 １０，６００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１０７９ ５月１５日 晴 良 （２２東京２）第７日 第７競走 ��１，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時３０分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
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

１２ センターステージ 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム ４６２± ０１：３８．４ ３．９�

５１０� ギンザクイーンビー 牝４栗 ５５ 四位 洋文有馬 博文氏 小島 太 早来 ノーザンファーム ４５６＋ ６１：３８．６１� ６．８�
４７ � マスターギラティナ 牝４栗 ５５ 北村 宏司�坂東牧場 古賀 慎明 新冠 芳住 革二 ４４８－ ８１：３９．２３� ８７．８�
１１ メジロマリアン 牝４芦 ５５ 横山 典弘�メジロ牧場 高木 登 洞爺 メジロ牧場 ４８４＋２４１：３９．４１� １９．０�
６１１ クルンプホルツ 牝５鹿 ５５ 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 ４７４－ ２１：３９．６１� ３．８�
３６ クリノマックス 牝４栗 ５５ 三浦 皇成栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 碧雲牧場 ４８４－ ２ 〃 アタマ １５．９�
４８ オーシャンロード 牝４栗 ５５ 柴田 善臣 	ローレルレーシング 菊川 正達 新冠 村田牧場 ４６８＋ ８ 〃 ハナ ７４．６

８１６� エアカサミラ 牝４鹿 ５５ 福永 祐一 	ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４５６－ ２１：４０．０２� ５４．３�
７１４ ニコニコママ 牝５鹿 ５５

５３ △伊藤 工真小田切有一氏 古賀 慎明 門別 山本 通則 ５０４＋２０ 〃 クビ １９．８�
６１２ ハーレムスウィング 牝４黒鹿５５ 岩田 康誠吉田 千津氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９２－ ４１：４０．１クビ ８．３
３５ アルファアップル 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹	貴悦 池上 昌弘 新ひだか 澤田 嘉隆 B４６４± ０１：４０．２� ７６．４�
２３ トワインブルーム 牝４鹿 ５５ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 新冠 有限会社

大原ファーム ４４６＋ ２ 〃 ハナ １８．４�
８１５ マチカネナツノジン 牝４鹿 ５５ 戸崎 圭太吉田 千津氏 奥平 雅士 日高 待兼牧場 ４７２＋ ６１：４０．６２� ９．５�

（大井）

２４ アースマリン 牝５鹿 ５５ 藤田 伸二松山 増男氏 小西 一男 浦河 アイオイファーム ４６４＋ ２ 〃 クビ １３．３�
５９ � サンダーセブン 牝４鹿 ５５ 内田 博幸三宅 正義氏 小島 茂之 平取 二風谷ファーム ４２６＋ ８１：４１．１３ １００．０�
７１３� シチリアーナ 牝５黒鹿５５ 大庭 和弥岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 冨岡 博一 ４６０－ ２１：４１．５２� ２３０．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，４７７，７００円 複勝： ３３，２３１，０００円 枠連： ２４，５２８，８００円

普通馬連： ７８，７４１，２００円 馬単： ４３，８３０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，４２８，８００円

３連複： ８１，２４８，４００円 ３連単： １１９，５５５，２００円 計： ４２７，０４２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １８０円 � ３４０円 � ２，０８０円 枠 連（１－５） １，６４０円

普通馬連 �� １，７７０円 馬 単 �� ３，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７７０円 �� ６，２００円 �� １０，７８０円

３ 連 複 ��� ７０，６３０円 ３ 連 単 ��� ２８４，６２０円

票 数

単勝票数 計 ２０４７７７ 的中 � ４１６４３（２番人気）
複勝票数 計 ３３２３１０ 的中 � ６１５９５（２番人気）� ２４９８９（６番人気）� ３２６０（１４番人気）
枠連票数 計 ２４５２８８ 的中 （１－５） １１０６０（７番人気）
普通馬連票数 計 ７８７４１２ 的中 �� ３３００８（６番人気）
馬単票数 計 ４３８３０９ 的中 �� １０１９３（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５４２８８ 的中 �� ８７４１（５番人気）�� ９８１（５８番人気）�� ５６１（７８番人気）
３連複票数 計 ８１２４８４ 的中 ��� ８４９（１７１番人気）
３連単票数 計１１９５５５２ 的中 ��� ３１０（７６８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．６―１２．６―１２．５―１２．７―１１．９―１２．４―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．１―３６．７―４９．２―１：０１．９―１：１３．８―１：２６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

センターステージ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．８．２ 新潟１着

２００６．５．１８生 牝４鹿 母 ランニングヒロイン 母母 ダイナアクトレス ６戦２勝 賞金 １７，９１０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 カントリードーター号・モルフェキセキ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１０８０ ５月１５日 晴 良 （２２東京２）第７日 第８競走 ��
��２，１００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時００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

２：０６．７
２：０５．９

良

良

３３ フジヤマワカムシャ 牡５黒鹿５７ 内田 博幸藤本美也子氏 小崎 憲 静内 前田牧場 ４７２± ０２：１５．２ ２．２�

４４ マイネルプエルト 牡４栗 ５７ 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム B５０４＋ ６２：１５．４１� １８．９�

（大井）

７９ � ラプターストーム 牡４栗 ５７ 柴田 善臣佐藤 恭永氏 高橋 祥泰 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１８－ ２２：１５．６１	 ３１．９�

６７ ライトニングラン 牡５栗 ５７ 三浦 皇成前田 幸治氏 尾関 知人 三石 土居 忠吉 ５１２－ ６ 〃 アタマ ４．１�
６６ レオプラズマ 牡５芦 ５７ 横山 典弘�レオ 的場 均 平取 二風谷ファーム ４９０－ ８ 〃 クビ ７．２�
２２ アイアムイルシオン 牡４栗 ５７ 松岡 正海堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 小倉牧場 ５０２± ０２：１５．８１ １２．５�
８１１ ウィニングトリック 牡４黒鹿５７ 勝浦 正樹畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 B４６４＋ ２２：１６．２２	 ５．３	
１１ ビューティファイン 牝４栗 ５５ 蛯名 正義阿部 紀子氏 清水 利章 静内 千代田牧場 ４９４－ ４２：１６．８３	 ４７．９

７８ キャッツテイル 牝４鹿 ５５ 嘉藤 貴行�橋 信博氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４２８＋ ２２：１７．３３ １７８．２�
８１０ フナベンケイ 
４栗 ５７ 大庭 和弥橘 倍男氏 高橋 義博 浦河 ミルファーム ４６０－ ２２：１７．６２ １５５．８�
５５ � スクリームイーグル 牡５黒鹿 ５７

５５ △伊藤 工真吉田 和美氏 萩原 清 愛
Baronrath Stud
And Globe
Bloodstock

B５００＋ ４２：１８．０２	 ３９．２

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２３，７８３，６００円 複勝： ３２，９５７，５００円 枠連： ２０，１４７，５００円

普通馬連： ７３，７６１，７００円 馬単： ５４，３６８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，８３４，５００円

３連複： ７８，９４２，５００円 ３連単： １６８，０３９，８００円 計： ４７５，８３５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １３０円 � ３２０円 � ５１０円 枠 連（３－４） １，６００円

普通馬連 �� １，４９０円 馬 単 �� ２，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５４０円 �� １，１００円 �� ４，３９０円

３ 連 複 ��� １１，３５０円 ３ 連 単 ��� ４１，２１０円

票 数

単勝票数 計 ２３７８３６ 的中 � ８８２３４（１番人気）
複勝票数 計 ３２９５７５ 的中 � ９９５３２（１番人気）� ２２２６４（６番人気）� １２５０８（７番人気）
枠連票数 計 ２０１４７５ 的中 （３－４） ９３２７（５番人気）
普通馬連票数 計 ７３７６１７ 的中 �� ３６７２２（６番人気）
馬単票数 計 ５４３６８１ 的中 �� １９８９４（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３８３４５ 的中 �� １１７０５（７番人気）�� ５３２５（１３番人気）�� １２５７（３４番人気）
３連複票数 計 ７８９４２５ 的中 ��� ５１３６（３５番人気）
３連単票数 計１６８０３９８ 的中 ��� ３０１０（１２６番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１８．４―３１．３―４５．２―５８．９―１：１２．４―１：２５．９―１：３８．８―１：５１．２―２：０３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．３―３F３６．４
１
３

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

・（２，４）３－（１，５）１１，６，８（１０，７）９・（２，４，１）（３，６，１１）－（１０，７）（８，５）９
市場取引馬

勝馬の
紹 介

フジヤマワカムシャ �
�
父 アラムシャー �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２００７．９．２３ 阪神６着

２００５．４．１４生 牡５黒鹿 母 スターシーキング 母母 Star Standing ２０戦１勝 賞金 １９，１８０，０００円
［他本会外：３戦１勝］

〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１０８１ ５月１５日 晴 良 （２２東京２）第７日 第９競走 ��
��２，０００�

な つ こ だ ち

夏 木 立 賞
発走１４時３５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 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．２
１：５６．４

良

良

１１ ビートブラック 牡３青 ５６ 内田 博幸前田 幸治氏 中村 均 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０４＋１０２：０２．５ ２．８�

７９ マイネルレイン 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 松浦牧場 ５２８＋ ２２：０２．６� ３９．９�

５６ ヒシカツジェームス 牡３栗 ５６ 蛯名 正義阿部 雅英氏 久保田貴士 新ひだか 岡田スタツド ４７０＋１２ 〃 ハナ ４．２�
４４ ハシルヨミテテ 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥田中 幹雄氏 清水 美波 浦河 荻伏三好フ

アーム ５１４－ ２２：０２．７� ４１．３�
５５ スマートジェネシス 牡３青鹿５６ 岩田 康誠大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４６２＋ ４２：０２．８� ６．２�
３３ エーブチェアマン 牡３黒鹿５６ 横山 典弘 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 様似 様似渡辺牧場 ４２４－ ２２：０２．９クビ ４．８�
７１０ マ ス ト ハ ブ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 三城牧場 ４９８＋ ４ 〃 クビ １７．８	
６７ トーセンパーシモン 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝島川 
哉氏 中川 公成 新ひだか 沖田 哲夫 ５０４－ ２２：０３．１１ ７０．１�
６８ � クレバーロッシー 牡３栗 ５６ 三浦 皇成田� 正明氏 加藤 和宏 米 Tom Stone-

braker ４７４＋ ２ 〃 クビ ７．４
８１１ ジールドリル 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二前田 幸治氏 小島 太 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２４± ０２：０３．４２ ３４．８�
２２ 	 モエレスラッガー 牡３黒鹿５６ 伊藤 工真長谷川兼美氏 加藤 和宏 新ひだか 中村 和夫 ４８８－ ２２：０３．６１� ２５２．５�
８１２
 フリーバスティア 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太佐藤 傳二氏 上杉 昌宏 浦河 大島牧場 ４３８＋ ３２：０４．３４ ３４５．６�

（大井） （大井）

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２９，７３２，７００円 複勝： ４８，３３１，８００円 枠連： ２８，６２６，８００円

普通馬連： １１２，０５５，１００円 馬単： ７２，８３３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，６１０，５００円

３連複： １１３，１４０，３００円 ３連単： ２２５，２１７，５００円 計： ６６１，５４８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � ６３０円 � １８０円 枠 連（１－７） １，３３０円

普通馬連 �� ５，６５０円 馬 単 �� ７，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５７０円 �� ３１０円 �� ２，４００円

３ 連 複 ��� ７，３６０円 ３ 連 単 ��� ４９，０３０円

票 数

単勝票数 計 ２９７３２７ 的中 � ８５７５６（１番人気）
複勝票数 計 ４８３３１８ 的中 � １３９８５７（１番人気）� １２９８２（９番人気）� ７２９０３（２番人気）
枠連票数 計 ２８６２６８ 的中 （１－７） １５９１１（６番人気）
普通馬連票数 計１１２０５５１ 的中 �� １４６３７（１８番人気）
馬単票数 計 ７２８３３３ 的中 �� ６８５０（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１６１０５ 的中 �� ４６１１（１８番人気）�� ２９８８７（３番人気）�� ２９５４（２７番人気）
３連複票数 計１１３１４０３ 的中 ��� １１３５０（２７番人気）
３連単票数 計２２５２１７５ 的中 ��� ３３９０（１５０番人気）

ハロンタイム １３．２―１２．０―１２．３―１２．５―１２．９―１２．８―１２．７―１１．７―１０．９―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．２―２５．２―３７．５―５０．０―１：０２．９―１：１５．７―１：２８．４―１：４０．１―１：５１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．８―３F３４．１

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

勝馬の
紹 介

ビートブラック �
�
父 ミスキャスト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．１０．１８ 京都４着

２００７．５．２３生 牡３青 母 アラームコール 母母 インワンズジョイ １１戦２勝 賞金 ２８，０８９，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１０８２ ５月１５日 晴 良 （２２東京２）第７日 第１０競走 ��
��１，６００�

た ち か わ

立 川 特 別
発走１５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 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．４
１：３１．４

良

良

７１１ ソーマジック 牝５鹿 ５５ 戸崎 圭太吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ５１６＋ ２１：３３．９ ３．１�
（大井）

８１２ ジョーメテオ 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 ５００－ ４１：３４．１１� ５．０�
７１０ ダノンヨーヨー 牡４栗 ５７ 岩田 康誠�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５１２－ ６ 〃 ハナ ３．１�
４４ チュウワプリンス 牡４黒鹿５７ 福永 祐一中西 忍氏 大久保龍志 静内（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３６－ ４１：３４．３１ １３．４�
６９ トップキングダム 牡４栗 ５７ 柴田 善臣�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４７０－ ４１：３４．６２ １７．３�
４５ ディープスピリット 牡６鹿 ５７ 藤田 伸二深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 大栄牧場 ４５２－ ４ 〃 ハナ ８．７	
６８ ゴールドアグリ 牡６鹿 ５７ 蛯名 正義スター・ホースメンズクラブ 戸田 博文 千歳 社台ファーム ５００＋１６ 〃 ハナ ２９．１

２２ メイショウコウセイ 牡４鹿 ５７ 四位 洋文松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４９０＋ ８ 〃 アタマ ２１．６�
５６ アサヒバロン 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ５２４± ０１：３４．９１� ５９．３�
３３ シェリルピンク 牝５黒鹿５５ 北村 宏司 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ５２０± ０ 〃 ハナ ２１．６
１１ マチカネオイカゼ 牝５鹿 ５５ 浜中 俊吉田 千津氏 飯田 雄三 青森 イズモリファーム ５１８± ０１：３５．２２ １４１．７�
８１３ アイオブザキング 牡８青鹿５７ 伊藤 工真柏瀬 公子氏 鈴木 康弘 浦河 笠松牧場 ５０６± ０１：３５．３	 ２４９．３�
５７ サクラオールイン 牡７黒鹿５７ 内田 博幸�さくらコマース小島 太 静内 新和牧場 B４９２＋ ８１：３５．７２	 ９５．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３５，１０６，９００円 複勝： ５７，１０５，４００円 枠連： ３８，７０５，６００円

普通馬連： １６６，３７３，４００円 馬単： ８９，８０６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，１０６，０００円

３連複： １６６，９４８，４００円 ３連単： ３２１，７６５，１００円 計： ９１８，９１７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � １３０円 枠 連（７－８） ３８０円

普通馬連 �� ６９０円 馬 単 �� １，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ２００円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ６００円 ３ 連 単 ��� ３，３７０円

票 数

単勝票数 計 ３５１０６９ 的中 � ９１２３０（１番人気）
複勝票数 計 ５７１０５４ 的中 � １４０４６８（１番人気）� ８５６８４（３番人気）� １２２３６７（２番人気）
枠連票数 計 ３８７０５６ 的中 （７－８） ７６２３４（１番人気）
普通馬連票数 計１６６３７３４ 的中 �� １８０３０４（２番人気）
馬単票数 計 ８９８０６８ 的中 �� ５３６９３（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３１０６０ 的中 �� ３９２５８（２番人気）�� ５９０９９（１番人気）�� ３１４９８（３番人気）
３連複票数 計１６６９４８４ 的中 ��� ２０８１５０（１番人気）
３連単票数 計３２１７６５１ 的中 ��� ７０５４３（４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１１．７―１２．２―１２．４―１１．３―１０．８―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．０―３５．７―４７．９―１：００．３―１：１１．６―１：２２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３３．６
３ ・（１，１１）（４，１２）８，３，５（２，６，９）１３（７，１０） ４ ・（１，１１）（４，１２）８（３，５）（２，９）（７，６）１３，１０

勝馬の
紹 介

ソーマジック �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Fairy King デビュー ２００７．１１．１７ 東京３着

２００５．２．５生 牝５鹿 母 ス ー ア 母母 Bold Starlet １３戦４勝 賞金 ９６，９９３，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１０８３ ５月１５日 晴 良 （２２東京２）第７日 第１１競走 ��
��１，４００�第５５回京王杯スプリングカップ（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （芝・左）
４歳以上；負担重量は，５７�，牝馬２�減，２１．５．１６以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�
増，２１．５．１５以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を
除く）

京王電鉄株式会社賞（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 １，３７２，０００円 ３９２，０００円 １９６，０００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

１：２０．０
１：１９．０

良

良

７１５ サンクスノート 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義下河�行雄氏 二ノ宮敬宇 門別 下河辺牧場 ４８６± ０１：１９．８レコード ３９．８�

５９ マルカフェニックス 牡６栗 ５７ 福永 祐一河長産業� 松永 昌博 浦河 日の出牧場 ５１８－１２ 〃 クビ １２．８�
４７ � アーバニティ 牡６黒鹿５７ 横山 典弘 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム ５０６－ ６１：１９．９� ７．４�
８１７	 エーシンフォワード 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠�栄進堂 西園 正都 米 Edition Farm ４８０－ ２１：２０．２２ ２．３�
２３ スズカコーズウェイ 牡６栗 ５８ 浜中 俊永井 啓弍氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ４７４－ ４１：２０．３クビ １９．６	
６１１ テイエムアタック 牡６栗 ５７ 後藤 浩輝竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 テイエム牧場新冠分場 ４９４± ０１：２０．６２ ３０．５

８１６ デリキットピース 牝４黒鹿５５ 藤田 伸二 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４３４＋１０ 〃 ハナ ６７．７�
１１ タケミカヅチ 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ５２４＋ ２ 〃 アタマ ７．６�
４８ グッドキララ 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム ５３２－ ６１：２０．７クビ ２３１．９
３６ サ ン カ ル ロ 牡４黒鹿５７ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９６＋ ６ 〃 クビ ５．１�
８１８	 オセアニアボス 牡５青鹿５７ 松岡 正海�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry

Hill Stud ４８８± ０１：２０．９１
 １３．１�
５１０ ゲイルスパーキー 牡６鹿 ５７ 北村 宏司�RRA 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ４９０－ ６ 〃 アタマ ２９．７�
７１３ ダブルウェッジ 牡４鹿 ５７ 内田 博幸深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ５３２－ ８１：２１．１１
 ６６．９�
６１２ ケイアイダイオウ 牡４鹿 ５７ 伊藤 工真 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか グランド牧場 ５３４＋ ６ 〃 クビ ４１．６�
２４ キルシュブリューテ 牝６鹿 ５５ 戸崎 圭太 �ローレルレーシング 和田 正道 新冠 対馬 正 ４８８＋ ４１：２１．３１� ２２９．０�

（大井）

３５ リキサンファイター 牡６栗 ５７ 武士沢友治 �ハイパワー商事 高木 登 青森 オオタ牧場 ４７０＋ ２１：２１．４� ３３１．２�
１２ アグネスジェダイ 牡８鹿 ５７ 勝浦 正樹渡辺 孝男氏 森 秀行 千歳 社台ファーム B５００＋ ８１：２１．５� ４７１．８�

（１７頭）
７１４ タマモナイスプレイ 牡５黒鹿５７ 四位 洋文タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １１１，８８２，３００円 複勝： １７１，２４９，６００円 枠連： １０５，１９３，８００円

普通馬連： ６１７，９７０，６００円 馬単： ３０２，９００，９００円 ワイド【拡大馬連】： １６６，６９２，５００円

３連複： ７２５，０５０，７００円 ３連単： １，３８０，１８２，０００円 計： ３，５８１，１２２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，９８０円 複 勝 � ８５０円 � ３６０円 � ３１０円 枠 連（５－７） ６，７００円

普通馬連 �� １８，３００円 馬 単 �� ４３，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，３００円 �� ３，４９０円 �� １，８００円

３ 連 複 ��� ４８，７２０円 ３ 連 単 ��� ４１６，２６０円

票 数

単勝票数 計１１１８８２３ 的中 � ２２１６０（１０番人気）
複勝票数 計１７１２４９６ 的中 � ４７４２５（１０番人気）� １２８７０４（５番人気）� １６０８００（４番人気）
枠連票数 計１０５１９３８ 的中 （５－７） １１５８９（２３番人気）
普通馬連票数 計６１７９７０６ 的中 �� ２４９３３（４５番人気）
馬単票数 計３０２９００９ 的中 �� ５１２４（９６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１６６６９２５ 的中 �� ９４６７（４３番人気）�� １１７１６（３８番人気）�� ２３１６３（２０番人気）
３連複票数 計７２５０５０７ 的中 ��� １０９８３（１１８番人気）
３連単票数 計１３８０１８２０ 的中 ��� ２４４７（８３２番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．１―１１．３―１１．１―１０．９―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．５―３４．６―４５．９―５７．０―１：０７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．２―３F３３．９
３ ７，１５，２（４，１７）（３，９，１８）（１３，１２）８，１６（１，６）（１０，５，１１） ４ ７，１５－２，１７，４，９（３，１８）（８，１３）（１，１２）（６，１６）（１０，５，１１）

勝馬の
紹 介

サンクスノート �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Halo デビュー ２００８．４．２０ 福島１着

２００５．３．１９生 牝５鹿 母 スリーソウツ 母母 Three Secrets １７戦６勝 賞金 １３３，６７１，０００円
〔出走取消〕 タマモナイスプレイ号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ８頭 アンバージャック号・ウエスタンヒート号・カツヨトワイニング号・スピードタッチ号・ダノンベルベール号・

ファリダット号・ホッカイカンティ号・ラインドライブ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１０８４ ５月１５日 晴 良 （２２東京２）第７日 第１２競走 ��１，３００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時２０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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

７１４ ブライトアイザック 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣保坂 義貞氏 菅原 泰夫 浦河 富田牧場 ４８８± ０１：１７．８ ４．４�

５１０ ステイドリーム 牡５青 ５７ 大庭 和弥�ターフ・スポート清水 英克 門別 ナカノファーム ５１０－ ２１：１８．０１� ４１．５�
６１２ エイシンクエスト 牡４栗 ５７ 内田 博幸平井 豊光氏 野元 昭 新ひだか 藤原牧場 ５１４± ０１：１８．３２ ５．３�
７１３ ベストオブミー 牝５栗 ５５ 安藤 勝己飯田 正剛氏 鮫島 一歩 静内 千代田牧場 ４５０± ０１：１８．５１� ３．１�
４７ ミッキーシュタルク 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝野田みづき氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７８＋ ２１：１８．７１� ２０．８�
５９ ダイワシークレット 牡５栗 ５７ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 静内 服部 牧場 ４６２－ ４１：１８．８� ５０．１�
８１５ シュンカジョウ 牝５鹿 ５５ 勝浦 正樹河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 ４６０± ０１：１８．９� ９４．９	
３６ セイコースペシャル 牡６鹿 ５７

５５ △伊藤 工真竹國 弘氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ４８８± ０１：１９．０� １９．４

３５ ウォーターダッシュ 牡８黒鹿５７ 武士沢友治山岡 良一氏 庄野 靖志 門別 松平牧場 ５３６－ ４ 〃 クビ ６２．３�
４８ アプローズヒーロー 牡６鹿 ５７ 鈴来 直人小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４６０＋ ２１：１９．１クビ ８．６�
８１６ トムアウトランダー 牡５栗 ５７ 小林 淳一庄野 昭彦氏 佐藤 吉勝 門別 庄野牧場 B４９６－ ４ 〃 アタマ １９．８
１２ サマーミッドナイト 牝５黒鹿５５ 中谷 雄太セゾンレースホース� 稲葉 隆一 静内 畠山牧場 ４４６－ ４１：１９．３１� ３０６．７�
１１ ドリームシャドウ 牡５芦 ５７ 戸崎 圭太セゾンレースホース� 堀井 雅広 静内 岡田スタツド ５１８－ ２１：１９．５１ ６９．８�

（大井）

２３ メイショウワカツキ 牝５青 ５５ 四位 洋文松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 ５２６＋ ２１：２０．０３ ８．４�
６１１ メジロシーゴー 牝５栗 ５５ 三浦 皇成�メジロ牧場 伊藤 圭三 洞爺 メジロ牧場 B４５８＋ ６１：２０．１� ４８．０�
２４ ツウカイヤスナム 牝５鹿 ５５ 吉田 豊木村 直樹氏 天間 昭一 三石 萩澤 泰博 B４８０± ０１：２１．３７ ３５．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，１３５，４００円 複勝： ５９，６５１，６００円 枠連： ４０，８４７，６００円

普通馬連： １４１，８２６，２００円 馬単： ８４，９３０，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，８７３，５００円

３連複： １７１，４０９，６００円 ３連単： ３１５，９０９，３００円 計： ８９９，５８３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � ２００円 � ８９０円 � ２４０円 枠 連（５－７） ２，３７０円

普通馬連 �� ８，４４０円 馬 単 �� １１，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５３０円 �� ６３０円 �� ３，３８０円

３ 連 複 ��� １７，３２０円 ３ 連 単 ��� １００，９３０円

票 数

単勝票数 計 ３８１３５４ 的中 � ６８４３３（２番人気）
複勝票数 計 ５９６５１６ 的中 � ９３９１４（２番人気）� １３９４６（１０番人気）� ７０７１６（３番人気）
枠連票数 計 ４０８４７６ 的中 （５－７） １２７６４（１０番人気）
普通馬連票数 計１４１８２６２ 的中 �� １２４１２（２９番人気）
馬単票数 計 ８４９３００ 的中 �� ５６７３（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６８７３５ 的中 �� ４４３６（３０番人気）�� １９７３１（５番人気）�� ３２８８（３９番人気）
３連複票数 計１７１４０９６ 的中 ��� ７３０７（６３番人気）
３連単票数 計３１５９０９３ 的中 ��� ２３１０（３０２番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．８―１１．５―１２．０―１２．２―１２．１―１２．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１７．８―２９．３―４１．３―５３．５―１：０５．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブライトアイザック �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００９．５．２４ 東京１３着

２００６．４．５生 牡４鹿 母 ラブイズトゥルー 母母 ヒ ト メ ボ レ １１戦３勝 賞金 ３１，１８０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 アンシャンレジーム号・オオヒメ号・プレンティラヴ号・マイネアルデュール号・ミッキーフォルテ号・

リバーアゲイン号
（非抽選馬） １頭 マルサライガー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（２２東京２）第７日 ５月１５日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７６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

２６８，４４０，０００円
２，５５０，０００円
２０，５２０，０００円
２，８３０，０００円
２７，１２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６２，４０２，５００円
５，５３９，８００円
１，７４２，４００円

勝馬投票券売得金
３７０，９９６，７００円
５８１，０５４，３００円
３６４，９５６，２００円
１，５１５，９３０，２００円
９１１，４３９，６００円
４５９，５０４，２００円
１，７２６，７３０，７００円
３，２１２，９２７，８００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 ９，１４３，５３９，７００円

総入場人員 ３３，５１３名 （有料入場人員 ３２，３３２名）




