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１１０３７ ５月１日 曇 良 （２３東京２）第４日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走９時５５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
１：２１．８

不良

稍重

４８ サクラメアリ 牝３栃栗 ５４
５１ ▲西村 太一�さくらコマース伊藤 圭三 新冠 川上 悦夫 ４３２－ ６１：２８．１ ７．４�

３５ コウマルクイーン 牝３栗 ５４ 蛯名 正義友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 石川 栄一 ４８４＋ １１：２８．６３ ３．５�
７１３ ダハシュール 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太吉田 和美氏 尾関 知人 青森 諏訪牧場 B５１８± ０１：２８．７クビ ３．６�

（大井）

６１２ ミヤビコンクエスト 牡３栗 ５６ 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 浦河 信岡牧場 ４６４－ ４ 〃 アタマ ８．２�
５９ ニホンピロヴィータ 牝３栗 ５４ 三浦 皇成小林百太郎氏 小島 茂之 新ひだか 佐竹 学 ４７８－ ２ 〃 ハナ ９．１�
２３ ケイオーユニバース 牡３鹿 ５６ 田中 勝春ジャパンフードビジネス� 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 ４６８－ ２１：２９．０１� ７．９�
２４ タイホウパーリオ 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文 M・K・Kクラブ組合 田村 康仁 青森 ワールドファーム ４７６± ０１：２９．２１� ３６．３	
５１０ マドラスシチー 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 新ひだか 出羽牧場 ４７０± ０１：２９．９４ １７３．４

７１４ ヨ ア ケ 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一 �高木競走馬育成牧場 牧 光二 新ひだか 高橋 誠次 B４８６＋ ２１：３０．１１� １１．８�
４７ アレルヤトウブ 牡３栗 ５６ 石神 深一真部 晴�氏 佐藤 吉勝 日高 下河辺牧場 ４２６－ ４ 〃 アタマ ３６３．０
３６ リンガスゲート 牡３青鹿５６ 西田雄一郎伊藤 巖氏 谷原 義明 新ひだか 三木田 頼嗣 ４５４＋ ４１：３０．２クビ １１０．８�
８１６ シーザライト 牡３鹿 ５６ 水出 大介�和田牧場 和田正一郎 安平 ノーザンファーム ４８８ ― 〃 ハナ １３８．０�
６１１ ダイワクリスタル 牝３栗 ５４ 武士沢友治大城 敬三氏 菊沢 隆徳 新ひだか 千代田牧場 ４５２＋ ４ 〃 クビ １０７．２�
１２ イマカツミライ 牝３青鹿５４ 武 英智今西 和雄氏 昆 貢 新ひだか 田湯牧場 ４６２＋ ２１：３０．３� ４３．８�
８１５ ウジュンジャラン 牡３鹿 ５６ 伊藤 直人加藤 信之氏 斎藤 誠 日高 有限会社

ケイズ ４５２－ ６１：３０．４クビ ４６．６�
１１ フジマサフローラ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 飯岡牧場 ４５８－ ６１：３０．７１� ８８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，３４３，５００円 複勝： ２１，８３７，０００円 枠連： １３，５５９，６００円

馬連： ４９，８３２，５００円 馬単： ３１，３７５，９００円 ワイド： １９，０４９，２００円

３連複： ６１，４４１，５００円 ３連単： ８７，５６９，２００円 計： ２９７，００８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � ２３０円 � １５０円 � １４０円 枠 連（３－４） １，２８０円

馬 連 �� １，１８０円 馬 単 �� ３，１３０円

ワ イ ド �� ５５０円 �� ５５０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� １，６４０円 ３ 連 単 ��� １３，９７０円

票 数

単勝票数 計 １２３４３５ 的中 � １３１６７（３番人気）
複勝票数 計 ２１８３７０ 的中 � １９８５３（４番人気）� ４１５９０（２番人気）� ５１６０８（１番人気）
枠連票数 計 １３５５９６ 的中 （３－４） ７８２８（７番人気）
馬連票数 計 ４９８３２５ 的中 �� ３１１７０（３番人気）
馬単票数 計 ３１３７５９ 的中 �� ７４１９（１２番人気）
ワイド票数 計 １９０４９２ 的中 �� ８２７８（６番人気）�� ８３４８（５番人気）�� １５４０９（１番人気）
３連複票数 計 ６１４４１５ 的中 ��� ２７７８２（２番人気）
３連単票数 計 ８７５６９２ 的中 ��� ４６２８（２６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．８―３６．０―４８．６―１：０１．７―１：１４．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５２．１―３F３９．５
３ ・（４，９）（１，１４）（６，８）１５（５，１３）－３，２，１２，７，１１－（１０，１６） ４ ４，９（１，１４）（６，８）（５，１３，１５）３，１２，２，７－（１０，１１）１６

勝馬の
紹 介

サクラメアリ �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 Dancing Brave デビュー ２０１０．８．２１ 新潟１３着

２００８．５．２４生 牝３栃栗 母 カ ユ ガ 母母 Light O’Battle ８戦１勝 賞金 ６，２５０，０００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。

１１０３８ ５月１日 曇 良 （２３東京２）第４日 第２競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０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

１１ カンタベリーダダ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成峰 哲馬氏 鈴木 勝美 むかわ ヤマイチ牧場 ４５４－１０１：３９．９ ２．５�

８１２ コスモアイボリー 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 小笠 倫弘 新ひだか 荒谷 英俊 B４５８± ０１：４０．８５ ９．７�
７１０ ホワイトアッシュ 牝３芦 ５４ 戸崎 圭太布施 光章氏 高橋 祥泰 新ひだか グランド牧場 ４４２－ ６１：４１．４３� １２．７�

（大井）

６９ ミステリートレイン 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝金子真人ホール
ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム ５０６ ―１：４１．９３ ３．６�

８１３ エドノリージェント 牡３鹿 ５６
５３ ▲西村 太一遠藤 喜松氏 菊沢 隆徳 日高 エンドレス

ファーム ４９２± ０ 〃 アタマ １２５．０�
４５ レオネプチューン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義田中 博之氏 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム ４７８＋ ２１：４２．０クビ ３．８	
６８ カシノダンガン 牡３黒鹿５６ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 村上牧場 B４７２－ ６１：４２．６３� ３０９．５

３３ タカノオーカン 牡３栗 ５６ 武 英智山口多賀司氏 昆 貢 浦河 惣田 英幸 ４７６± ０１：４２．８１� ３０．３�
７１１ クリノマドンナ 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥栗本 博晴氏 高橋 義博 新ひだか 山野牧場 ４３６＋ ６１：４２．９� １９３．６�
５７ フリーウェイジャム 牝３黒鹿５４ 熊沢 重文石瀬 浩三氏 嶋田 功 様似 小田 誠一 ４４８＋ ２１：４３．２１� ３３４．０
５６ オウエイファントム 牡３鹿 ５６ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム ４６８－ ６１：４３．６２� １５．２�
４４ ダイメイロード 牝３鹿 ５４ 小島 太一桐谷 茂氏 中野 栄治 日高 横井 哲 ４４０－ ３１：４４．３４ ３４９．３�
２２ ステイマジック 牡３栗 ５６ 西田雄一郎杉田 周作氏 古賀 史生 浦河 桑田牧場 ４７４－ ４１：４４．８３ １０２．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １４，４９２，４００円 複勝： １８，７２０，４００円 枠連： ９，６５７，８００円

馬連： ４１，９８０，７００円 馬単： ２９，６９３，７００円 ワイド： １４，８７１，６００円

３連複： ４５，５５０，６００円 ３連単： ８０，４１３，５００円 計： ２５５，３８０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １４０円 � ２００円 � ２３０円 枠 連（１－８） ９９０円

馬 連 �� １，０３０円 馬 単 �� １，４９０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� ５００円 �� ９５０円

３ 連 複 ��� ２，６９０円 ３ 連 単 ��� ９，４１０円

票 数

単勝票数 計 １４４９２４ 的中 � ４６７８１（１番人気）
複勝票数 計 １８７２０４ 的中 � ４７５６８（１番人気）� ２３４０８（４番人気）� １７８４４（５番人気）
枠連票数 計 ９６５７８ 的中 （１－８） ７２５３（４番人気）
馬連票数 計 ４１９８０７ 的中 �� ３０１９０（４番人気）
馬単票数 計 ２９６９３７ 的中 �� １４８０５（６番人気）
ワイド票数 計 １４８７１６ 的中 �� １０１０４（４番人気）�� ７４８３（６番人気）�� ３５８５（１２番人気）
３連複票数 計 ４５５５０６ 的中 ��� １２５０８（９番人気）
３連単票数 計 ８０４１３５ 的中 ��� ６３１０（２６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２４．０―３６．４―４９．５―１：０２．６―１：１５．１―１：２７．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カンタベリーダダ �
�
父 ルールオブロー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１０．３１ 福島２着

２００８．３．６生 牡３鹿 母 デリバティブ 母母 ア ム ダ リ ア ４戦１勝 賞金 ８，５５０，０００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。

第２回　東京競馬　第４日



１１０３９ ５月１日 曇 良 （２３東京２）第４日 第３競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１０時５０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

１：１９．８
１：１９．０

良

良

２４ レッドストラーダ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 B４８４＋１０１：２３．６ ７．７�

３５ � ルージュクール 牝３青鹿５２ 戸崎 圭太吉田 和美氏 堀 宣行 豪
Arrowfield Pastoral Pty
Ltd & Planette Thor-
oughbred Trading

４４６ ―１：２３．９２ ２．７�
（大井）

８１６ ヒシサッチモ 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲杉原 誠人阿部雅一郎氏 手塚 貴久 新冠 カミイスタット ４８６－ ４１：２４．２１� ２９．３�

７１５ ブルーアンブロシア 牡３芦 ５６
５３ ▲西村 太一 �ブルーマネジメント加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０± ０ 〃 アタマ ４１．１�
４８ シベリアンソアー 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 ４４６ ― 〃 アタマ ４１．３�
５９ ファインユウマ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義竹國 弘氏 鈴木 康弘 新ひだか 明治牧場 ４２６ ―１：２４．３� ３．０�
２３ � ザ ナ 牝３黒鹿５４ 熊沢 重文前田 幸治氏 矢作 芳人 愛

Epona Blood-
stock Ltd and
P. A. Byrne

４１２－ ４１：２５．０４ ３４．８	
７１３ チャーピーチット 牝３青鹿５４ 五十嵐雄祐井上 一郎氏 大江原 哲 様似 中脇 一幸 ４３４± ０１：２５．１� ９．３

７１４ ディアインビクタス 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成�樽さゆり氏 高橋 裕 様似 澤井 義一 ４７４＋ ４ 〃 ハナ ３１．９�
６１１ アブラカタブラ 牝３栗 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 畠山 重則 浦河 福岡 光夫 ４５６＋ ２ 〃 アタマ ２８．５
６１２ ミ ラ ベ ル 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎伊達 敏明氏 中川 公成 日高 サンシャイン

牧場 ４１０± ０１：２５．２クビ ２０７．０�
１１ ミケランジェロ 牡３黒鹿５６ 武士沢友治栗嶋 豊明氏 境 征勝 浦河 大道 秀男 ４４６± ０ 〃 クビ ２３２．１�
８１７ ステラビスティー 牝３鹿 ５４ 田中 勝春備前島敏子氏 伊藤 大士 新冠 パカパカ

ファーム ４０４－ ２１：２５．３クビ ３７．４�
５１０ ドラゴンウオッカ 牡３栗 ５６ 大庭 和弥窪田 康志氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 ４３０＋ ４１：２５．４� １７．８�
３６ キチロクアユ 牝３栗 ５４ 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 新ひだか 畠山牧場 ４２２－ ６１：２５．６１� １６４．３�
８１８ スウィートライズ 牝３鹿 ５４ 小林慎一郎北所 直人氏 菊川 正達 新ひだか 飛野牧場 ４００－ ８１：２６．１３ １７５．３�
４７ ディオルーチェ 牡３栗 ５６ 小林 淳一 �社台レースホース新開 幸一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B５００－ ６１：２６．３１	 ６６．１�
１２ � ビターアンドハイ 牡３鹿 ５４ 柴山 雄一吉田 和美氏 栗田 徹 豪 Makybe Rac-

ing & Breeding ５００ ―１：２６．５１	 ８６．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，９０７，６００円 複勝： ２５，２１６，５００円 枠連： １７，５７６，８００円

馬連： ５２，８７４，４００円 馬単： ３５，９８２，３００円 ワイド： ２１，２３２，８００円

３連複： ６２，４８９，１００円 ３連単： ９３，３３４，４００円 計： ３２６，６１３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � １８０円 � １５０円 � ５５０円 枠 連（２－３） １，０２０円

馬 連 �� １，３２０円 馬 単 �� ２，５７０円

ワ イ ド �� ４７０円 �� ２，２７０円 �� １，９４０円

３ 連 複 ��� ９，８５０円 ３ 連 単 ��� ５１，８３０円

票 数

単勝票数 計 １７９０７６ 的中 � １８４９９（３番人気）
複勝票数 計 ２５２１６５ 的中 � ４１４２４（３番人気）� ５５７６２（１番人気）� ８５５３（７番人気）
枠連票数 計 １７５７６８ 的中 （２－３） １２７９０（４番人気）
馬連票数 計 ５２８７４４ 的中 �� ２９７４９（４番人気）
馬単票数 計 ３５９８２３ 的中 �� １０３６１（８番人気）
ワイド票数 計 ２１２３２８ 的中 �� １２２６３（２番人気）�� ２１９４（２８番人気）�� ２５８４（２２番人気）
３連複票数 計 ６２４８９１ 的中 ��� ４６８２（２５番人気）
３連単票数 計 ９３３３４４ 的中 ��� １３２９（１２６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．３―３６．４―４８．５―１：００．２―１：１１．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドストラーダ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１０．１１．２０ 福島６着

２００８．２．２５生 牡３鹿 母 スイートキャンディ 母母 チョコレートケーキ ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００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。

１１０４０ ５月１日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３東京２）第４日 第４競走 ��３，１００�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時２０分 （芝・ダート）

４歳以上；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金７００万円毎１�増
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円� コースレコード３：２４．５良・良

４６ タイカーリアン 牡７鹿 ６０ 北沢 伸也�名鯛興業 加藤 敬二 新冠 メイタイ牧場 ４７０－ ２３：２９．８ ６．０�

３４ ビーアウェイク 牡４黒鹿５９ 高野 和馬�和田牧場 和田 正道 新ひだか 原 達也 ４８４＋ ２３：３０．２２� ６．１�
２２ グッドキララ 牡７鹿 ６０ 植野 貴也杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム ５３８－ ６３：３０．４１� ６．０�
５７ � シ ュ ン リ キ 牡５鹿 ６０ 横山 義行石川 博氏 川村 禎彦 静内 漆原 一也 ４８６－１２３：３０．７１� ３４．９�
８１３� ブ チ カ マ シ 牡７黒鹿６０ 難波 剛健中西 功氏 新川 恵 青森 久保フアーム ４７８＋ ２３：３１．１２� ２９．３�
６１０ モリノミヤコ 牡９黒鹿６０ 大庭 和弥関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ４９６＋ ４３：３１．６３ ５５．０�
５８ マッハジュウクン 牡９鹿 ６０ 高田 潤鈴木 幹次氏 昆 貢 新冠 石田牧場 ４７８＋ ２３：３１．８� ６．８	
７１１ ゴールデンカイザー 牡６鹿 ６０ 浜野谷憲尚鳴戸 雄一氏 大根田裕之 浦河 野表 俊一 ４７４－ ６３：３２．４３� ６２．１

１１ � エヒテンヴィーゼ 牡８鹿 ６０ 江田 勇亮真野 晃治氏 石毛 善彦 米 Dan Considine

& Andy Ritter ４６２－１０ 〃 クビ ２２１．２�
３３ ナ ド レ 牝５鹿 ５８ 穂苅 寿彦吉橋 計氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８０－ ２３：３３．２５ １８．６�
６９ ヒシカツヒトリタビ 牡４芦 ５９ 田嶋 翔阿部雅一郎氏 小島 貞博 新冠 カミイスタット ５００＋ ２３：３３．６２� ５．１
８１４ リーチマイドリーム 	５黒鹿６０ 石神 深一 �グリーンファーム 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ５０２± ０３：３６．６大差 １２８．５�
７１２ シンボリプロキオン 牡８栗 ６０ 五十嵐雄祐シンボリ牧場 高橋 祥泰 門別 和田農林（有） ５２０＋ ２ （競走中止） ３５．３�
４５ � ピエナミッチー 牡６鹿 ６０ 西谷 誠本谷 兼三氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 ４６０－ ６ （競走中止） ４．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，１９７，６００円 複勝： ２１，７７１，０００円 枠連： １７，３０１，９００円

馬連： ４８，１８８，１００円 馬単： ３２，１１６，１００円 ワイド： １７，３１７，３００円

３連複： ６２，６２８，１００円 ３連単： ９１，１８９，７００円 計： ３０４，７０９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２２０円 � ２２０円 � １８０円 枠 連（３－４） ６８０円

馬 連 �� １，９８０円 馬 単 �� ４，１５０円

ワ イ ド �� ８７０円 �� ７８０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� ３，６８０円 ３ 連 単 ��� ２２，８００円

票 数

単勝票数 計 １４１９７６ 的中 � １８７３９（４番人気）
複勝票数 計 ２１７７１０ 的中 � ２５６０９（４番人気）� ２５４０２（５番人気）� ３４６４１（２番人気）
枠連票数 計 １７３０１９ 的中 （３－４） １８９２５（３番人気）
馬連票数 計 ４８１８８１ 的中 �� １７９９５（１１番人気）
馬単票数 計 ３２１１６１ 的中 �� ５７１７（２１番人気）
ワイド票数 計 １７３１７３ 的中 �� ４８８１（１３番人気）�� ５４７５（１１番人気）�� ５９３７（１０番人気）
３連複票数 計 ６２６２８１ 的中 ��� １２５８０（１４番人気）
３連単票数 計 ９１１８９７ 的中 ��� ２９５２（８６番人気）

上り １マイル １：４６．５ ４F ５１．５－３F ３８．９
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タイカーリアン �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 タ イ テ エ ム デビュー ２００７．１．８ 京都７着

２００４．４．３０生 牡７鹿 母 タイガロピーヌ 母母 タ イ シ オ リ 障害：４戦２勝 賞金 ３０，４００，０００円
〔競走中止〕 ピエナミッチー号は，２周目７号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

シンボリプロキオン号は，２周目７号障害〔いけ垣〕飛越後に，転倒した「ピエナミッチー」号に触れ，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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 シースピアー号・スリーラスカル号・マックスチャンプ号
（非抽選馬） ３頭 コウヨウウェーブ号・トキノナスティア号・ハクサン号



１１０４１ ５月１日 曇 良 （２３東京２）第４日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時１０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

５１０ コスモヴェント 牡３栗 ５６ 戸崎 圭太鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 新ひだか 静内坂本牧場 ４８０－ ２１：３６．０ ５．３�
（大井）

６１２ ラ ン ブ イ エ 牝３青 ５４ 後藤 浩輝吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４６０－１０１：３６．２１� ２．２�
８１７ バイザルーマー 牡３鹿 ５６ 小林慎一郎吉田 勝己氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 ４６０－ ８ 〃 クビ ５．４�
５９ ヒダカアルテミス 牝３栗 ５４ 柴山 雄一�辻牧場 栗田 徹 浦河 辻 牧場 ４７２－ ８１：３６．３クビ １５．４�
１１ メイケイダンサー 牡３黒鹿５６ 上野 翔名古屋競馬� 清水 久詞 浦河 大西ファーム ４７８＋１０１：３６．５１� ６２．５�
８１６ コパノサチオー 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大小林 祥晃氏 奥平 雅士 新ひだか 西村 和夫 ４６０－ ２１：３６．６� １７３．４	
２４ ハンプトンコート 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小島 茂之 むかわ 上水牧場 ４２４－ ２１：３６．７クビ ８．２

４８ チ ネ チ ッ タ 牝３黒鹿５４ 吉田 豊村野 康司氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４２０ ―１：３６．８� ７２．３�
７１４ ジャンピンジャック 牡３鹿 ５６ 小林 淳一佐々木 徹氏 土田 稔 新冠 シンユウフアーム ４６６－１０１：３７．０１� ４２５．４�
３６ アサクサアクセル 牡３栗 ５６ 蛯名 正義田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４４６－１０ 〃 アタマ ９．４
４７ フレンドリーパール 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文増山 武志氏 伊藤 大士 日高 サンシャイン

牧場 B４４８－ ４１：３７．１� １１１．５�
３５ サクラエスパーダ 牡３栗 ５６ 田中 勝春�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 原 武久 ４７２－１４１：３７．３１� ４６．０�
２３ コスモブルーローズ 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 阿部 新生 新冠 ビッグレッドファーム ４５４± ０１：３７．４� ２６．８�
８１５ ムーンライトリリー 牝３芦 ５４

５１ ▲西村 太一西村 和夫氏 高柳 瑞樹 新冠 山岡ファーム ４０８± ０１：３７．９３ ４１３．４�
６１１ アジュールレッド 牡３鹿 ５６ 武士沢友治藤田 在子氏 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 ４５０± ０１：３８．０� ３２８．７�
７１３ ザローテーション 牝３栗 ５４ 田面木博公�和田牧場 和田 正道 むかわ 上水牧場 ４４６－ ２ 〃 ハナ ６３２．７�
１２ モ ト ク ン 牡３青鹿５６ 大庭 和弥黒澤 尚氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 ４８２ ―１：４１．４大差 １４２．７�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２２，３９９，８００円 複勝： ３５，３８１，０００円 枠連： １９，４９１，３００円

馬連： ６２，１５９，１００円 馬単： ４７，３３０，７００円 ワイド： ２４，７８１，２００円

３連複： ７３，４３９，３００円 ３連単： １２６，０２１，４００円 計： ４１１，００３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（５－６） ４５０円

馬 連 �� ７００円 馬 単 �� １，６９０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� ４８０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� １，１９０円 ３ 連 単 ��� ６，９５０円

票 数

単勝票数 計 ２２３９９８ 的中 � ３３８７７（２番人気）
複勝票数 計 ３５３８１０ 的中 � ４９５３４（３番人気）� １１３８７６（１番人気）� ５４１６５（２番人気）
枠連票数 計 １９４９１３ 的中 （５－６） ３２１６６（１番人気）
馬連票数 計 ６２１５９１ 的中 �� ６５６７０（２番人気）
馬単票数 計 ４７３３０７ 的中 �� ２０７１８（６番人気）
ワイド票数 計 ２４７８１２ 的中 �� ２１１３４（１番人気）�� １１８８９（５番人気）�� １９９８４（２番人気）
３連複票数 計 ７３４３９３ 的中 ��� ４５５８３（１番人気）
３連単票数 計１２６０２１４ 的中 ��� １３３９１（１４番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１１．８―１２．２―１２．１―１２．０―１１．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．６―３５．４―４７．６―５９．７―１：１１．７―１：２３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．４―３F３６．３
３ ４，１６，６（３，８，１２）（５，７，９）（１，１３，１５）（１０，１１，１４）１７＝２ ４ ・（４，１６）（６，８）１２（３，７）（９，１５）１（５，１４，１３）（１０，１１，１７）＝２
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモヴェント �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー ２０１０．１０．１７ 東京３着

２００８．４．８生 牡３栗 母 パシフィックスキー 母母 ザミヤビレデイー ５戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モトクン号は，平成２３年６月１日まで平地競走に出走できない。
※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。

１１０４２ ５月１日 曇 良 （２３東京２）第４日 第６競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時４０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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

３３ パ ク サ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治加藤 信之氏 鈴木 康弘 浦河 藤春 修二 ５４０＋１０１：３８．９ ６．５�

５６ アルデュール 牝３栗 ５４ 大庭 和弥吉田 照哉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム ４７０－ ６１：３９．０� ３．７�
４５ サワヤカユウタ 牡３栗 ５６

５３ ▲西村 太一中野芳太郎氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４６２＋ ２１：３９．２１� ６．６�
１１ クラリスピンク 牝３青 ５４ 吉田 豊吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ４５４＋ ４１：３９．４１� ３９．０�
７１１ ゴールドロジャー 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義�ターフ・スポート高木 登 新冠 村田牧場 ４９２＋１０１：３９．５クビ ８．９�
２２ バトルヴァイヤマン 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成宮川 秋信氏 牧 光二 日高 厚賀古川牧場 ５１２± ０１：３９．７１� ２６．３�
５７ ジ ャ ー ビ ス 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己山本 英俊氏 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 ４７２－ ２１：３９．９１� ２．５	
８１３ ラブミーニキータ 牝３芦 ５４ 戸崎 圭太小林 祥晃氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４９８± ０ 〃 ハナ ２０．６


（大井）

８１２ コ ア ヨ カ 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文西村新一郎氏 天間 昭一 新冠 中地 義次 ４７０－ ２１：４０．０クビ １０２．３�
６９ イ カ ル ス 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝池谷 誠一氏 粕谷 昌央 浦河 川越牧場 ５２４± ０１：４０．２１� ５１．５�
７１０ ジェネスサンキュー 牡３芦 ５６ 柴山 雄一山口 真吾氏 田島 俊明 日高 藤本ファーム ４５０－ ３１：４２．０大差 ２８７．６
６８ カシノアクセル 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 熊本 片山 建治 ４１６± ０１：４２．６３� １５６．５�
４４ バーチャルトラック 牡３鹿 ５６ 田中 勝春岩本 允氏 藤原 辰雄 新冠 田上 光征 ４４２－ ２１：４３．５５ ８１．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２４，８１２，７００円 複勝： ４０，７４９，５００円 枠連： １８，８６２，１００円

馬連： ７４，２７８，５００円 馬単： ４８，５２５，２００円 ワイド： ２７，３６３，０００円

３連複： ８０，８１０，４００円 ３連単： １３５，４９１，４００円 計： ４５０，８９２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２１０円 � １５０円 � ２１０円 枠 連（３－５） ５８０円

馬 連 �� １，３１０円 馬 単 �� ２，７２０円

ワ イ ド �� ４１０円 �� ７５０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ２，２９０円 ３ 連 単 ��� １５，４１０円

票 数

単勝票数 計 ２４８１２７ 的中 � ３０３６０（３番人気）
複勝票数 計 ４０７４９５ 的中 � ４８６００（３番人気）� ８４２０５（２番人気）� ４６７３３（４番人気）
枠連票数 計 １８８６２１ 的中 （３－５） ２４１０６（４番人気）
馬連票数 計 ７４２７８５ 的中 �� ４１８６３（５番人気）
馬単票数 計 ４８５２５２ 的中 �� １３１７８（１２番人気）
ワイド票数 計 ２７３６３０ 的中 �� １７２７２（４番人気）�� ８５５３（８番人気）�� １４９３６（６番人気）
３連複票数 計 ８０８１０４ 的中 ��� ２６０７５（６番人気）
３連単票数 計１３５４９１４ 的中 ��� ６４９３（４５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．６―３５．９―４８．７―１：０１．２―１：１３．８―１：２６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パ ク サ �
�
父 スパイキュール �

�
母父 Nijinsky デビュー ２０１１．２．１２ 東京３着

２００８．５．１５生 牡３鹿 母 ピアプリマドンナ 母母 Refinish ３戦２勝 賞金 １３，６００，０００円
※アルデュール号・カシノアクセル号・コアヨカ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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。



１１０４３ ５月１日 曇 良 （２３東京２）第４日 第７競走 ��２，１００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時１０分（番組第８競走を順序変更） （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

５５ ニシノヴァンクール 牡４青鹿５７ 蛯名 正義西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 西山牧場 ５０４－ ６２：１６．３ １．５�

３３ シルクドルフィン 牡５鹿 ５７ 吉田 豊有限会社シルク武藤 善則 門別 ヤナガワ牧場 ５０２－ ８２：１６．５１� ５．６�
１１ � トーアボンジョルノ 牡４鹿 ５７ 大庭 和弥高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ５１４＋ ４２：１６．８２ １２．１�
２２ レッドプラネット 牝４青鹿５５ 武士沢友治�コオロ 秋山 雅一 日高 庄野牧場 ４７２＋１２２：１７．１１� ３９．５�
７７ ブラックバニヤン 牡４青 ５７ 柴山 雄一津村 靖志氏 大竹 正博 新冠 松浦牧場 ５１０－１０２：１７．７３� １０．３�
８８ アテンボーイ 牡４栗 ５７ 長谷川浩大玉置 潔氏 天間 昭一 浦河 冨岡 博一 ４７２－ ６２：１７．８クビ １１．７	
４４ ゼ ロ ー ソ 牡４黒鹿５７ 三浦 皇成前田 葉子氏 尾関 知人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８４＋ ８２：１８．２２� ３１．９

６６ ストライビング 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝前田 幸治氏 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント ５５０＋１０２：１８．７３ １８．４�
８９ � マルヘイサッカー 牡４鹿 ５７ 熊沢 重文坪野谷和平氏 中野 栄治 新冠 有限会社 大

作ステーブル ４８０＋ ２２：１８．８� ６１．３�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２２，７０３，９００円 複勝： ７８，９９７，４００円 枠連： １４，７２９，４００円

馬連： ５５，７２２，９００円 馬単： ５８，０８８，５００円 ワイド： ２２，８２８，１００円

３連複： ６９，２３７，５００円 ３連単： １９６，５５８，９００円 計： ５１８，８６６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １００円 � １４０円 � ２１０円 枠 連（３－５） ２７０円

馬 連 �� ３２０円 馬 単 �� ４１０円

ワ イ ド �� １７０円 �� ２８０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ８４０円 ３ 連 単 ��� １，８００円

票 数

単勝票数 計 ２２７０３９ 的中 � １２４４４２（１番人気）
複勝票数 計 ７８９９７４ 的中 � ５７０４９９（１番人気）� ６６８８０（２番人気）� ３２８２３（５番人気）
枠連票数 計 １４７２９４ 的中 （３－５） ４１１６８（１番人気）
馬連票数 計 ５５７２２９ 的中 �� １３１３６０（１番人気）
馬単票数 計 ５８０８８５ 的中 �� １０５０７７（１番人気）
ワイド票数 計 ２２８２８１ 的中 �� ４２２０８（１番人気）�� １９６８９（４番人気）�� ７１５５（９番人気）
３連複票数 計 ６９２３７５ 的中 ��� ６１３５０（３番人気）
３連単票数 計１９６５５８９ 的中 ��� ８０８１９（３番人気）

ハロンタイム ７．５―１１．４―１３．１―１２．９―１２．５―１３．２―１３．１―１２．８―１２．８―１３．１―１３．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．５―１８．９―３２．０―４４．９―５７．４―１：１０．６―１：２３．７―１：３６．５―１：４９．３―２：０２．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニシノヴァンクール 
�
父 スペシャルウィーク 

�
母父 Pleasant Tap デビュー ２０１０．５．２ 東京６着

２００７．５．９生 牡４青鹿 母 スマッシングレヴュー 母母 No Review １２戦２勝 賞金 １９，４４０，０００円

１１０４４ ５月１日 曇 良 （２３東京２）第４日 第８競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時４０分（番組第７競走を順序変更） （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

１：１９．８
１：１９．０

良

良

５１０ ウエスタンディオ 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己西川 賢氏 尾形 充弘 新ひだか 北西牧場 ４６８－ ８１：２１．７ ３．２�

１２ エアソードー 牡４栗 ５７ 武士沢友治 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 むかわ 上水牧場 ４９８－ ６１：２１．９１� １９．２�
２４ アウトオブオーダー 牡５鹿 ５７ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ５０８＋ ８ 〃 ハナ １０．４�
８１８ マ シ ラ 牝４鹿 ５５ 小林慎一郎山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８＋ ６１：２２．４３ １２．６�
３６ セレスマジェスティ 牡４黒鹿５７ 西田雄一郎岡田 牧雄氏 菊川 正達 浦河 �原 敏明 B４８６＋ ２ 〃 ハナ １６．３�
２３ � ヨシステップ 牡４栗 ５７ 熊沢 重文村山 義一氏 谷原 義明 日高 細川牧場 ４６０－１２１：２２．５	 ２４４．６	
８１６ ウインドジャズ 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド B４７８± ０ 〃 クビ ３．４

７１５ メジロオードリー 牝４鹿 ５５ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４４０＋ ２１：２２．８２ ５．７�
４７ ナガレボシイチバン 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成尾上 松壽氏 藤原 辰雄 新ひだか 小倉 光博 ４５０－ ６１：２２．９
 ８８．９
７１４ キチロクアナン 牝４黒鹿５５ 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 浦河 杵臼牧場 ４７０－ ８１：２３．０	 ２２７．８�
６１１ ガ リ ア ー ノ 牡５栗 ５７ 横山 義行 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム ４４８＋ ４１：２３．１	 ２０４．８�
５９ � ロードカイザー 牡５鹿 ５７ 戸崎 圭太 �ロードホースクラブ 河野 通文 新冠 イワミ牧場 B４６６－ ８１：２３．２	 ９．９�

（大井）

１１ デステニーアロー 牝５黒鹿５５ 石神 深一岡田 牧雄氏 柴崎 勇 静内 岡田スタツド ４００－１６ 〃 ハナ ２８１．７�
６１２ オチャノコサイサイ 牝４黒鹿５５ 柴山 雄一 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 平取 稲原 肇 B４４６＋ ２１：２３．４１	 ２６．９�
４８ ラッキーダイス 牝４栗 ５５

５２ ▲西村 太一吉田 照哉氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B４５０＋ ４１：２３．５クビ １０２．２�
８１７� サンダーセブン 牝５鹿 ５５ 大庭 和弥三宅 正義氏 小島 茂之 平取 二風谷ファーム ４３０－ ４１：２３．６	 ３２８．８�
３５ グッディグッディ 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝�平田牧場 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 ４３４－ ２ 〃 クビ １４４．０�
７１３� ラインチェイサー 牡５栗 ５７ 長谷川浩大大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 石田牧場 ５１２＋１４１：２４．３４ ２０１．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２６，１６１，４００円 複勝： ４０，９３５，５００円 枠連： ２８，４３９，９００円

馬連： ９０，５７７，８００円 馬単： ５２，５９０，５００円 ワイド： ３１，２３３，６００円

３連複： ９７，３２７，８００円 ３連単： １５４，３９５，７００円 計： ５２１，６６２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １６０円 � ５００円 � ３６０円 枠 連（１－５） １，６４０円

馬 連 �� ３，４１０円 馬 単 �� ５，２００円

ワ イ ド �� １，１２０円 �� ７２０円 �� ２，３４０円

３ 連 複 ��� １０，０３０円 ３ 連 単 ��� ４７，３４０円

票 数

単勝票数 計 ２６１６１４ 的中 � ６４５０３（１番人気）
複勝票数 計 ４０９３５５ 的中 � ９４０８３（２番人気）� １７５９８（８番人気）� ２６５０９（５番人気）
枠連票数 計 ２８４３９９ 的中 （１－５） １２８６６（７番人気）
馬連票数 計 ９０５７７８ 的中 �� １９６５３（１３番人気）
馬単票数 計 ５２５９０５ 的中 �� ７４６９（１９番人気）
ワイド票数 計 ３１２３３６ 的中 �� ６８５４（１３番人気）�� １１１５７（６番人気）�� ３１７０（２８番人気）
３連複票数 計 ９７３２７８ 的中 ��� ７１６３（３６番人気）
３連単票数 計１５４３９５７ 的中 ��� ２４０７（１４７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．４―３４．９―４６．５―５７．７―１：０９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウエスタンディオ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．７．２６ 新潟２着

２００７．５．４生 牡４鹿 母 ウエスタンシャープ 母母 ミュージカルラーク １６戦２勝 賞金 ２７，２４０，０００円
〔その他〕 アウトオブオーダー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アウトオブオーダー号は，平成２３年６月１日まで出走できない。
※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。



１１０４５ ５月１日 曇 良 （２３東京２）第４日 第９競走 ��
��２，０００�

ふちゅう

府中ステークス
発走１４時１５分 （芝・左）
４歳以上，１，６００万円以下，２２．５．１以降２３．４．２４まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

府中市長賞（１着）
賞 品

本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００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

１：５７．２
１：５６．４

良

良

６８ レインフォーレスト 牡５芦 ５６ 蛯名 正義松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４６８＋ ６１：５９．６ １４．８�

２２ ミカエルビスティー 牡４黒鹿５６ 戸崎 圭太備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ２１：５９．８１� ２．８�
（大井）

６７ アヴェンティーノ 牡７鹿 ５３ 吉田 豊吉田 和子氏 高野 友和 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１２± ０２：００．０１� ７５．９�

５５ � ミッションモード 牡４栗 ５６ 安藤 勝己山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 T. Yoshida ４７４－ ８２：００．２１ ３．２�
１１ シ グ ナ リ オ 牡７栗 ５６ 三浦 皇成齊藤四方司氏 手塚 貴久 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０＋ ４ 〃 クビ ６．９�
７９ マイネルグート 牡４鹿 ５５ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４９４－ ２２：００．３� １２．７�
５６ ワルキューレ 牝７青 ５１ 武士沢友治岡田 牧雄氏 秋山 雅一 門別 インターナシヨナル牧場 B４９６＋ ６２：００．５１ ４２．６	
８１１ タガノバッチグー 牡５鹿 ５４ 後藤 浩輝八木 良司氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４０－１６２：００．９２� ６．６

８１２ セタガヤフラッグ 牡８鹿 ５５ 熊沢 重文千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム B４６６＋１２ 〃 ハナ ５６．４�
３３ 	 ゴールディーロック 牡７鹿 ５５ 大庭 和弥松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４７４＋ ４２：０１．４３ ２３．０�
４４ ブルーマーテル 牡７栗 ５４ 田中 勝春吉田喜代司氏 菅原 泰夫 砂原 岩本 五郎 B４５２＋ ２２：０２．２５ ５９．０
７１０	 アグネスエナジー 牡６黒鹿５４ 柴山 雄一渡辺 孝男氏 河野 通文 千歳 社台ファーム B４９８－ ８２：０２．９４ ４４．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３２，７０７，３００円 複勝： ５１，４４４，５００円 枠連： ２５，５４０，１００円

馬連： １２０，９５０，７００円 馬単： ７８，８４８，８００円 ワイド： ４１，８４２，７００円

３連複： １３３，８９９，４００円 ３連単： ２６８，１３４，８００円 計： ７５３，３６８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４８０円 複 勝 � ３３０円 � １５０円 � １，０５０円 枠 連（２－６） １，４７０円

馬 連 �� １，８６０円 馬 単 �� ５，７７０円

ワ イ ド �� ６００円 �� ７，０６０円 �� ２，３４０円

３ 連 複 ��� ３５，１７０円 ３ 連 単 ��� ２２２，６００円

票 数

単勝票数 計 ３２７０７３ 的中 � １７５１２（６番人気）
複勝票数 計 ５１４４４５ 的中 � ３６００７（６番人気）� １２９８１６（１番人気）� ９５２１（１２番人気）
枠連票数 計 ２５５４０１ 的中 （２－６） １２９０９（７番人気）
馬連票数 計１２０９５０７ 的中 �� ４８１０７（７番人気）
馬単票数 計 ７８８４８８ 的中 �� １００８８（１９番人気）
ワイド票数 計 ４１８４２７ 的中 �� １８５３５（６番人気）�� １３８９（５４番人気）�� ４２８５（２４番人気）
３連複票数 計１３３８９９４ 的中 ��� ２８１０（８５番人気）
３連単票数 計２６８１３４８ 的中 ��� ８８９（４５５番人気）

ハロンタイム １３．２―１１．５―１１．９―１２．０―１２．３―１２．１―１１．７―１１．５―１１．５―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．２―２４．７―３６．６―４８．６―１：００．９―１：１３．０―１：２４．７―１：３６．２―１：４７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．６―３F３４．９

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

レインフォーレスト �
�
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 ２００８．１１．１５ 京都３着

２００６．４．１６生 牡５芦 母 フェミニンタッチ 母母 ダイナタツチ ２１戦５勝 賞金 ７６，６８８，０００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。

１１０４６ ５月１日 曇 良 （２３東京２）第４日 第１０競走 ��
��１，４００�アハルテケステークス

発走１４時５０分 （ダート・左）
４歳以上；負担重量は，５５�，牝馬２�減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過額１，１５０
万円毎１�増

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 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

７１３ ブライトアイザック 牡５鹿 ５６ 田中 勝春保坂 義貞氏 菅原 泰夫 浦河 富田牧場 ４９４＋ ８１：２３．９ １６．８�

３５ トーホウオルビス 牡６栗 ５６ 大庭 和弥東豊物産� 谷 潔 門別 竹島 幸治 ５２０± ０１：２４．３２� ３０７．９�
４８ � カジノドライヴ 牡６栗 ５５ 安藤 勝己山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Shell

Bloodstock ５３６＋ ４ 〃 アタマ ４．１�
８１５ ナニハトモアレ 牡５黒鹿５５ 柴田 大知�グランプリ 鮫島 一歩 日高 目黒牧場 ５１２－ ４１：２４．４クビ ２０３．６�
２３ ナムラタイタン 牡５栗 ５６ 熊沢 重文奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 ５１８＋ ８１：２４．６１	 ５．３�
７１４ ワンダーポデリオ 牡７鹿 ５７ 柴山 雄一山本 信行氏 藤岡 範士 新冠 アラキフアーム ４８０－ ２ 〃 アタマ ３６．７�
４７ アドバンスウェイ 牡５鹿 ５５ 吉田 豊西川 隆士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 ４９８＋ ８ 〃 クビ １１８．１	
８１６� ビクトリーテツニー 牡７栗 ５８ 後藤 浩輝榮 義則氏 森 秀行 米 Dell Ridge

Farm ４８２－ ８１：２４．７クビ ２０１．３

３６ ファイナルスコアー 牡６栗 ５５ 蛯名 正義 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B４８６－ ６１：２５．２３ ９４．３�
５１０� グランドラッチ 牡６鹿 ５６ 西村 太一加藤 守氏 中竹 和也 米

Meadow Oaks
Farm, LLC & Dr.
Frank Justice

５６６－ ４１：２５．３� ２０３．０
６１２ プロセッション 牡８鹿 ５６ 宗像 徹吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４７０＋ ６１：２５．５１� ７５．８�
５９ カホマックス 牝４鹿 ５４ 三浦 皇成星野 壽市氏 相沢 郁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０± ０１：２５．６クビ １０８．２�
６１１ サワヤカラスカル 牝６鹿 ５３ 長谷川浩大永井 啓弍氏 西橋 豊治 鵡川 新井牧場 ４５８－ ４ 〃 ハナ １０８．０�
２４ マルブツイースター 牡６鹿 ５５ 小林 淳一大澤 毅氏 杉浦 宏昭 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４８０＋ ４１：２５．７� ３９８．９�
１２ インペリアルマーチ 牡４黒鹿５６ 戸崎 圭太 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５５０－ ４ 〃 クビ １．６�

（大井）

１１ スターボード 牡４芦 ５６ 武士沢友治大社 聡氏 矢野 英一 新ひだか 増本牧場 ５０２＋ ２１：２６．０１
 ３１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６０，４３８，４００円 複勝： １４６，４１６，３００円 枠連： ４１，５１９，６００円

馬連： １９９，３２０，９００円 馬単： １３８，０６７，７００円 ワイド： ６３，８２０，８００円

３連複： ２１５，８６１，５００円 ３連単： ４９０，６４６，２００円 計： １，３５６，０９１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６８０円 複 勝 � ６５０円 �１０，６９０円 � ３６０円 枠 連（３－７） １０，０１０円

馬 連 �� １３６，２１０円 馬 単 �� １９６，３３０円

ワ イ ド �� ２９，６２０円 �� ９２０円 �� １３，２６０円

３ 連 複 ��� ２２０，０４０円 ３ 連 単 ��� ２，０４５，７５０円

票 数

単勝票数 計 ６０４３８４ 的中 � ２８４６５（４番人気）
複勝票数 計１４６４１６３ 的中 � ５９０４６（４番人気）� ３２０１（１５番人気）� １２０１６０（３番人気）
枠連票数 計 ４１５１９６ 的中 （３－７） ３０６４（１７番人気）
馬連票数 計１９９３２０９ 的中 �� １０８０（７３番人気）
馬単票数 計１３８０６７７ 的中 �� ５１９（１１２番人気）
ワイド票数 計 ６３８２０８ 的中 �� ５１５（７９番人気）�� １８０２３（８番人気）�� １１５４（５７番人気）
３連複票数 計２１５８６１５ 的中 ��� ７２４（１７７番人気）
３連単票数 計４９０６４６２ 的中 ��� １７７（１１０１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．８―３５．７―４８．０―５９．６―１：１１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３５．９
３ ・（１，５）９（２，８，１３）（６，３，７，１４）（１１，１２）（４，１０）１５，１６ ４ ・（５，９，８）１３（７，１４）（１，２，３）（６，１１，１２）１０，４－１５，１６
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５鹿 母 ラブイズトゥルー 母母 ヒ ト メ ボ レ ２１戦６勝 賞金 １０６，２６７，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２８頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）２８頭 アイアムルビー号・アートオブウォー号・ウインペンタゴン号・エムエスワールド号・エーシンリジル号・

クイックリープ号・クリーン号・シビルウォー号・シルクフォーチュン号・スペースフライト号・セイカアレグロ号・
ダイワディライト号・タマモクリエイト号・タマモホットプレイ号・トウショウカズン号・トシギャングスター号・
トーセンアレス号・トーホウアタック号・トーホウドルチェ号・ハギノリベラ号・ピースオブパワー号・
プリンセスメモリー号・ホワイトピルグリム号・マイネルアワグラス号・マストハブ号・マルカフリート号・
マルカベンチャー号・リーチザクラウン号

※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。

１レース目



１１０４７ ５月１日 曇 良 （２３東京２）第４日 第１１競走 ��１，８００�スイートピーステークス
発走１５時３０分 （芝・左）（オークストライアル）

牝，３歳；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００円
付 加 賞 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

３３ ア カ ン サ ス 牝３青 ５４ 後藤 浩輝魚住 啓市氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４２８＋ ２１：４８．０ ３．５�

４５ シシリアンブリーズ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４５８－ ４ 〃 クビ ３．５�
６８ マイネクイーン 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 浦河 富田牧場 ４３０＋ ４１：４８．４２� ８．７�
５６ ピュアオパール 牝３青鹿５４ 吉田 豊 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４０８＋ ４ 〃 アタマ １１．２�
８１３ オースミマイカ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成�オースミ 昆 貢 新冠 若林牧場 ４２６－１２１：４８．９３ ５．４�
６９ メロークーミス 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 パカパカ

ファーム ４５４－ ４１：４９．１１� ３１．７	
１１ � モルフェメイト 牝３黒鹿５４ 武士沢友治並河賢一郎氏 大江原 哲 浦河 浦河土肥牧場 ４１０－ ４１：４９．６３ ７５．３

７１０ セイルアゲン 牝３鹿 ５４ 長谷川浩大浅川 皓司氏 中野 栄治 新冠 対馬 正 ４４６－ ２ 〃 クビ ７５．９�
５７ カフェローレル 牝３青鹿５４ 柴山 雄一西川 光一氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ４３２＋ ２１：４９．８１� １４．４�
７１１ アドマイヤアロング 牝３黒鹿５４ 熊沢 重文近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４７２－ ４１：４９．９� １１．６
８１２ プリンセスキナウ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一井上 一郎氏 大江原 哲 新ひだか 佐竹 学 ４５４＋ ２１：５０．１� ５９．３�
２２ � スクランブルエッグ 牝３栗 ５４ 戸崎 圭太吉田 照哉氏 出川 龍一 千歳 社台ファーム ４４８－１６１：５０．３１� ４８．３�

（船橋） （大井）

４４ エスクルシーヴァ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義 �キャロットファーム 武藤 善則 新冠 大林ファーム ４１２＋１２１：５０．７２� ２３．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４４，６０７，１００円 複勝： ５５，３６９，４００円 枠連： ４７，７６７，１００円

馬連： ２２８，６６５，４００円 馬単： １３３，７１９，６００円 ワイド： ５６，１２７，１００円

３連複： ２３８，６５２，１００円 ３連単： ５０３，５２４，７００円 計： １，３０８，４３２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � ２１０円 枠 連（３－４） ６００円

馬 連 �� ６２０円 馬 単 �� １，１９０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ４７０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� １，３００円 ３ 連 単 ��� ５，０９０円

票 数

単勝票数 計 ４４６０７１ 的中 � １０２０１７（２番人気）
複勝票数 計 ５５３６９４ 的中 � １１８３９９（２番人気）� １２７７５１（１番人気）� ５５８８３（４番人気）
枠連票数 計 ４７７６７１ 的中 （３－４） ５９２２７（１番人気）
馬連票数 計２２８６６５４ 的中 �� ２７４１６６（１番人気）
馬単票数 計１３３７１９６ 的中 �� ８３５０７（２番人気）
ワイド票数 計 ５６１２７１ 的中 �� ５７９７３（１番人気）�� ２７８０５（５番人気）�� ２８４５７（４番人気）
３連複票数 計２３８６５２１ 的中 ��� １３６３４０（２番人気）
３連単票数 計５０３５２４７ 的中 ��� ７３０５７（８番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．５―１２．１―１２．４―１２．６―１２．０―１１．２―１１．５―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．５―３６．６―４９．０―１：０１．６―１：１３．６―１：２４．８―１：３６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．４―３F３４．４

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

勝馬の
紹 介

ア カ ン サ ス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー ２０１０．１２．１８ 中山１着

２００８．２．１６生 牝３青 母 センスオブアート 母母 Bishop’s Mate ４戦２勝 賞金 ３０，３７８，０００円
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりアカンサス号・シシリアンブリーズ号は，優駿牝馬（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。

１１０４８ ５月１日 曇 良 （２３東京２）第４日 第１２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０分 （ダート・左）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

４８ ジャズピアノ 牡４黒鹿５７ 安藤 勝己加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６２± ０１：２５．７ ４．４�

７１３ スイングエンジン 牡５栗 ５７ 西田雄一郎平井 裕氏 本郷 一彦 浦河 岡部牧場 ４５６± ０１：２５．８� ４２．２�
１２ プロスペラスマム 牝４鹿 ５５ 大庭 和弥本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ５０６＋１０ 〃 アタマ ３１．５�
２３ シルクファルシオン 牡４栗 ５７ 柴山 雄一有限会社シルク尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ５００± ０１：２６．２２� ２６．３�
４７ ワーズワース 牡５鹿 ５７ 戸崎 圭太池谷 誠一氏 大竹 正博 むかわ 上水牧場 ５０４－ ６１：２６．５１� ４．１�

（大井）

２４ オッキオディガット 牡５鹿 ５７ 長谷川浩大 �キャロットファーム 国枝 栄 浦河 有限会社
松田牧場 B４６８＋ ６１：２６．６� ８９．５�

３６ ドンビザッツウェイ 牡４鹿 ５７ 田中 勝春田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 B４９２－ ４１：２６．７クビ ４．６	
６１２	 ガルビスティー 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成備前島敏子氏 矢作 芳人 愛 Janus Blood-

stock Inc ４８８± ０１：２６．９１
 １０．８

１１ 	 エ イ ワ ナ ギ 牡８鹿 ５７ 武士沢友治永井公太郎氏 松山 康久 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. ５３８－１２ 〃 クビ ４３．０�
８１６� トーセンマンボ 牡８鹿 ５７ 熊沢 重文島川 �哉氏 保田 一隆 静内 岡田スタツド ５４４＋ ８１：２７．２２ １８８．２
５１０� ヒロノキョウシュウ 牡６鹿 ５７ 小林 淳一八百板俊一郎氏 鈴木 勝美 静内 聖心台牧場 ４９２＋ ２１：２７．３� ３５９．７�
７１４ アキノフライ 牝４鹿 ５５ 吉田 豊穐吉 正孝氏 菊沢 隆徳 新ひだか 徳本 幸雄 ４４４＋ ４１：２７．４クビ １９８．５�
３５ エンシャントアーツ 牝６栗 ５５ 横山 義行岡田 牧雄氏 柴崎 勇 静内 大典牧場 ４８４＋２０１：２７．５� ３１６．３�
８１５� シーガルプリンセス 牝５鹿 ５５

５２ ▲西村 太一森本 悳男氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム ４７６－１３１：２７．７� ６６．６�
５９ 	 エイシンアマデウス 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義平井 豊光氏 久保田貴士 米 John J Carey ４９８＋ ８１：２８．３３� ２５．２�
６１１ スガノメダリスト 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝菅原 光博氏 粕谷 昌央 三石 田上 稔 ４８０－ ２ （競走中止） ３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４８，２３９，５００円 複勝： ６９，２６１，３００円 枠連： ４８，１６６，３００円

馬連： １７８，９２０，３００円 馬単： １００，８６４，２００円 ワイド： ５９，３０３，３００円

３連複： ２００，８６１，４００円 ３連単： ４０４，６５５，１００円 計： １，１１０，２７１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � ２３０円 � １，０００円 � ７９０円 枠 連（４－７） ３，５４０円

馬 連 �� ９，１３０円 馬 単 �� １２，１７０円

ワ イ ド �� ３，２３０円 �� ２，１８０円 �� ７，０２０円

３ 連 複 ��� ６０，４１０円 ３ 連 単 ��� ２９５，１００円

票 数

単勝票数 計 ４８２３９５ 的中 � ８８０８１（３番人気）
複勝票数 計 ６９２６１３ 的中 � ９７８８８（４番人気）� １６０８９（１０番人気）� ２０９８９（８番人気）
枠連票数 計 ４８１６６３ 的中 （４－７） １００４７（１２番人気）
馬連票数 計１７８９２０３ 的中 �� １４４７４（２６番人気）
馬単票数 計１００８６４２ 的中 �� ６１１８（３８番人気）
ワイド票数 計 ５９３０３３ 的中 �� ４５２２（３１番人気）�� ６７７６（２３番人気）�� ２０５３（５０番人気）
３連複票数 計２００８６１４ 的中 ��� ２４５４（１２３番人気）
３連単票数 計４０４６５５１ 的中 ��� １０１２（５５１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１２．０―１２．４―１２．２―１２．４―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．８―３５．８―４８．２―１：００．４―１：１２．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャズピアノ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Rahy デビュー ２０１０．５．１ 新潟２着

２００７．４．１４生 牡４黒鹿 母 ソロリサイタル 母母 Sole ６戦３勝 賞金 ２４，８００，０００円
〔競走中止〕 スガノメダリスト号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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。

４レース目



（２３東京２）第４日 ５月１日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７５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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２３６，１９０，０００円
５，３５０，０００円
１３，０７０，０００円
１，３９０，０００円
２２，３００，０００円
６１，８５０，５００円
５，２２４，８００円
１，７３２，５００円

勝馬投票券売得金
３４１，０１１，２００円
６０６，０９９，８００円
３０２，６１１，９００円
１，２０３，４７１，３００円
７８７，２０３，２００円
３９９，７７０，７００円
１，３４２，１９８，７００円
２，６３１，９３５，０００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 ７，６１４，３０１，８００円

総入場人員 ４８，４０１名 （有料入場人員 ４６，９６３名）


