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１１０８５ ５月１５日 晴 良 （２３東京２）第８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

６１１ トップオブプレイズ 牝３鹿 ５４ 武 豊関 駿也氏 宗像 義忠 日高 野口牧場 ４８８＋ ４１：４０．２ ５．４�

４８ オペラフォンテン 牝３栗 ５４ 北村 宏司吉橋 計氏 柴崎 勇 浦河 中脇 満 ４５２± ０１：４０．６２� ３１．１�
７１３ ビレッジスマイル 牝３青 ５４ 江田 照男村山 輝雄氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４５８＋ ６ 〃 ハナ １２．４�
５１０ サクラトップクイン 牝３鹿 ５４ 横山 典弘櫻井 秀樹氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４３２± ０ 〃 ハナ ５．６�
８１６ ケージーアミーガ 牝３黒鹿５４ 鈴来 直人川井 五郎氏 矢野 英一 新ひだか 松本牧場 ４８２－ ２１：４０．７クビ ７９．８�
１１ ツクバオトメ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣荻原 昭二氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４４８－ ６１：４０．９１� ６．６�
６１２ ナンヨールージュ 牝３栗 ５４ C．ウィリアムズ 中村 �也氏 伊藤 圭三 浦河 富田牧場 B４４６＋１４１：４１．５３� ７７．９�

（豪）

２３ ウインディーヒル 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド ５２２＋ ８１：４１．６� ２．９	
３６ ゴールドハーベスト 牝３栗 ５４ 岩田 康誠関 駿也氏 白井 寿昭 日高 野口牧場 ４６０－ ８１：４２．０２� ５．７

４７ ティアップソフィー 牝３青鹿５４ 大庭 和弥田中 昇氏 奥平 雅士 新ひだか 谷岡 正次 ４５８± ０１：４２．７４ １００．２�
８１５ ガ ナ ッ シ ュ 牝３青鹿５４ 吉田 豊 �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム ４５０－ ３１：４２．９１� ８６．３
２４ ハ ー プ ー ン 牝３黒鹿５４ 武士沢友治石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 徳本 幸雄 ４６８－１０１：４３．０クビ ４９３．２�
７１４ ノボプリンセス 牝３芦 ５４ 北村 友一�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 B５００－ １１：４４．０６ ３６１．３�
１２ ベイビーブルーアイ 牝３黒鹿５４ 小林 淳一江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上 悦夫 ４２６－ ４１：４４．８５ ４７７．５�
３５ ヒッショースマイル 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成齊藤四方司氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４８６－ ６１：４５．１２ ２０．９�
５９ ダイワクリスタル 牝３栗 ５４

５１ ▲菅原 隆一大城 敬三氏 菊沢 隆徳 新ひだか 千代田牧場 ４５８＋ ６１：４５．８４ ３７０．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，０２５，１００円 複勝： ３７，３５１，８００円 枠連： １３，６８３，９００円

馬連： ５７，０７６，１００円 馬単： ３８，８８３，７００円 ワイド： ２３，１１０，０００円

３連複： ７１，８１３，３００円 ３連単： １１０，７４１，２００円 計： ３７１，６８５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ２００円 � １，０７０円 � ３９０円 枠 連（４－６） ５，８５０円

馬 連 �� ８，４００円 馬 単 �� １２，３９０円

ワ イ ド �� ２，２００円 �� １，２６０円 �� ５，４２０円

３ 連 複 ��� ２８，９７０円 ３ 連 単 ��� １４３，３９０円

票 数

単勝票数 計 １９０２５１ 的中 � ２７８１７（２番人気）
複勝票数 計 ３７３５１８ 的中 � ６０４９９（２番人気）� ７６０２（８番人気）� ２４４３３（６番人気）
枠連票数 計 １３６８３９ 的中 （４－６） １７２７（１８番人気）
馬連票数 計 ５７０７６１ 的中 �� ５０１８（２２番人気）
馬単票数 計 ３８８８３７ 的中 �� ２３１７（４０番人気）
ワイド票数 計 ２３１１００ 的中 �� ２５８７（２２番人気）�� ４６４６（１３番人気）�� １０２６（４０番人気）
３連複票数 計 ７１８１３３ 的中 ��� １８３０（７２番人気）
３連単票数 計１１０７４１２ 的中 ��� ５７０（３４３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．９―３６．５―４９．６―１：０２．３―１：１４．５―１：２７．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トップオブプレイズ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２０１１．１．１６ 中山１１着

２００８．５．２５生 牝３鹿 母 サクラエンドレス 母母 サクラハツスル ５戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイワクリスタル号は，平成２３年６月１５日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１１０８６ ５月１５日 晴 良 （２３東京２）第８日 第２競走 ��１，３００�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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

４７ キングダムキング 牡３鹿 ５６ 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４８０＋１０１：１９．３ ５．３�

３５ アルベルティ 牡３鹿 ５６ 武 豊 H.R.H．プリンセス・ハヤ 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５０６－ ２１：２０．４７ ２．４�

６１２ サクラアンジェロ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 新和牧場 ５１０－ ４１：２０．７１� ９．９�
８１６ エメラルドウインド 牡３鹿 ５６ 福永 祐一吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 河原育成牧場 ４８０－ ２１：２１．１２� ５１．５�
４８ モリトブイコール �３栗 ５６ 横山 典弘石橋 忠之氏 後藤 由之 平取 スガタ牧場 ４６４＋ ６１：２１．４２ １７．３�
５９ アナハイムシチー 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか カタオカフアーム ４４８± ０１：２１．５� １７．８�
７１３ ヒアズルッキング �３鹿 ５６ 浜中 俊 	キャロットファーム 伊藤 圭三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２± ０１：２１．８１� １３５．５

１２ ゴールドスマイル 牡３鹿 ５６ 北村 宏司居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム ４５０＋ ２１：２２．２２� ５．１�
７１４ ヘイセイレジェンド 牡３鹿 ５６ 江田 照男松岡 研司氏 中島 敏文 新ひだか マツケン農場 ４８６－ ８１：２２．５１� ３４０．８�
２４ セクシイスイート 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ５２４＋１４ 〃 アタマ ９．８
１１ ミスターブレイン 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝古賀 和夫氏 牧 光二 浦河 富田牧場 ４９８＋ ８ 〃 ハナ １３．１�
６１１ オービーレディー 牝３芦 ５４ 小林 淳一�富士開発 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４４４－ ５１：２２．８１� １１４．８�
３６ フォージドアストロ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治	三登 佐藤 全弘 新ひだか 光伸牧場 ４５２＋ ４１：２２．９� ３５３．８�
８１５ プリティピンク 牝３栗 ５４ 三浦 皇成長谷川光司氏 堀井 雅広 新冠 越湖牧場 ４１６＋ ６１：２３．３２� １２３．９�
２３ ボルトンシチー �３黒鹿５６ 大庭 和弥 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 日高 富川田中牧場 ５０４－ ６１：２３．７２� ３８６．８�
５１０ グラナトゥム 牝３黒鹿５４ 北村 友一岡田 牧雄氏 秋山 雅一 新ひだか 岡田スタツド B４４４＋ ６１：２６．０大差 ５４４．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，９７７，５００円 複勝： ３８，００３，６００円 枠連： １５，４４１，１００円

馬連： ５３，４４０，３００円 馬単： ３８，１７１，７００円 ワイド： ２０，９２０，５００円

３連複： ６４，９６７，４００円 ３連単： ９５，６７８，３００円 計： ３４６，６００，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １６０円 � １２０円 � ２３０円 枠 連（３－４） ４７０円

馬 連 �� ７６０円 馬 単 �� １，５１０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ９５０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ２，１６０円 ３ 連 単 ��� １１，７２０円

票 数

単勝票数 計 １９９７７５ 的中 � ２９９０７（３番人気）
複勝票数 計 ３８００３６ 的中 � ６０１７７（３番人気）� １１５６４２（１番人気）� ３３０９５（４番人気）
枠連票数 計 １５４４１１ 的中 （３－４） ２４４２０（２番人気）
馬連票数 計 ５３４４０３ 的中 �� ５２３３８（２番人気）
馬単票数 計 ３８１７１７ 的中 �� １８７０２（４番人気）
ワイド票数 計 ２０９２０５ 的中 �� １７０８４（２番人気）�� ４９６６（１４番人気）�� １１０７５（４番人気）
３連複票数 計 ６４９６７４ 的中 ��� ２２２６１（５番人気）
３連単票数 計 ９５６７８３ 的中 ��� ６０２８（２７番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１８．２―３０．０―４２．２―５４．２―１：０６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングダムキング �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２０１０．１０．３１ 東京３着

２００８．３．２７生 牡３鹿 母 ショウナンカグラ 母母 ダイヤノクビカザリ ６戦１勝 賞金 ７，９５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グラナトゥム号は，平成２３年６月１５日まで平地競走に出走できない。

ボルトンシチー号は，平成２３年７月１５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。
（非抽選馬） ３頭 ソルトキャスケード号・ドリームラナキラ号・ミスモトヒメサン号

第２回　東京競馬　第８日



１１０８７ ５月１５日 晴 良 （２３東京２）第８日 第３競走 ��１，６００�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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

３５ ディーエスコンドル 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 ４５２＋ ２１：３８．５ ２．９�

７１４ トウカイチャーム 牡３栗 ５６ 蛯名 正義内村 正則氏 栗田 博憲 平取 二風谷ファーム ４７４＋ ６１：３９．４５ ７．６�
１１ トミケンベッセル 牡３鹿 ５６ 福永 祐一冨樫 賢二氏 和田 正道 平取 稲原牧場 ４６２＋ ４１：３９．９３ ４．１�
２４ オルケゾグラフィ 牡３黒鹿５６ 松岡 正海 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム ４６２＋ ６１：４０．３２� ７．６�
４７ タツサイゴン 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠鈴木 昭作氏 古賀 史生 新ひだか 株式会社平井牧場 ５０８＋ ８１：４０．４� ６８．８�
６１２ カリビアンクルーズ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝山上 和良氏 中川 公成 新冠 つつみ牧場 ４７６＋ ４ 〃 クビ ６．１�
１２ アンサンブル 牝３黒鹿５４ 田中 勝春	ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３２－１４１：４１．０３� ２４．４

８１６ ディーエスハスラー 牡３鹿 ５６ 武士沢友治秋谷 壽之氏 柴田 政人 新冠 川上牧場 ４４４－２８１：４１．１� ２８４．２�
７１３ ステラソルジャー 牡３栗 ５６ 吉田 豊�橋 良尚氏 田島 俊明 日高 長田ファーム ４５４－ ６ 〃 クビ ３７０．５�
４８ カネトシリープイン 牡３芦 ５６ C．ウィリアムズ 兼松 利男氏 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 ４６８＋ ２１：４１．２クビ ９．５

（豪）

６１１ タイソンバローズ 牡３栗 ５６ 北村 友一猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７０± ０１：４１．５１� １２２．２�

２３ モエレベローチェ 牡３青 ５６ 北村 宏司中村 和夫氏 大竹 正博 浦河 中村 和夫 ４９６－１８１：４２．８８ ３２．５�
５１０ 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 ４１８－ ８１：４３．１１� ４３８．６�
３６ ブルーアイスバーグ 牡３芦 ５６ 浜中 俊 	ブルーマネジメント大竹 正博 新ひだか 猪野毛牧場 ５８４＋ ４１：４３．７３� １２０．０�
８１５ ロシュローブ 牡３黒鹿５６ 池添 謙一 �キャロットファーム 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム ４４４＋ ２１：４４．７６ ３６．３�
５９ シルクハイボール 牡３鹿 ５６ 江田 照男有限会社シルク粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 ４６８± ０１：４６．２９ ５３０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，９７８，６００円 複勝： ３３，２００，４００円 枠連： １５，５９６，１００円

馬連： ５９，４６１，４００円 馬単： ４０，１３５，７００円 ワイド： ２５，２４９，１００円

３連複： ６７，５３０，４００円 ３連単： １０３，５５４，５００円 計： ３６４，７０６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � １９０円 � １４０円 枠 連（３－７） １，２６０円

馬 連 �� １，２１０円 馬 単 �� ２，１７０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� ２８０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １，６１０円 ３ 連 単 ��� ８，９１０円

票 数

単勝票数 計 １９９７８６ 的中 � ５４７０４（１番人気）
複勝票数 計 ３３２００４ 的中 � ７２０９９（１番人気）� ３９９０５（４番人気）� ６５９０１（２番人気）
枠連票数 計 １５５９６１ 的中 （３－７） ９１９３（６番人気）
馬連票数 計 ５９４６１４ 的中 �� ３６３９６（４番人気）
馬単票数 計 ４０１３５７ 的中 �� １３６９４（５番人気）
ワイド票数 計 ２５２４９１ 的中 �� １６７０８（３番人気）�� ２３９２２（１番人気）�� １１６１３（７番人気）
３連複票数 計 ６７５３０４ 的中 ��� ３０９８４（３番人気）
３連単票数 計１０３５５４５ 的中 ��� ８５７８（１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．７―３５．３―４７．７―１：００．２―１：１２．４―１：２５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．８―３F３８．３
３ ５（１２，１４）（１，８）７（４，９）３－１６（６，１５）１３（２，１１）１０ ４ ５（１２，１４）１（８，７）－４－３－９，１６（６，１３）２（１１，１５）１０

勝馬の
紹 介

ディーエスコンドル �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー ２０１０．８．１ 函館６着

２００８．４．６生 牡３鹿 母 エスワンスペクター 母母 レディープロスパー ９戦１勝 賞金 １２，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルーアイスバーグ号・ロシュローブ号・シルクハイボール号は，平成２３年６月１５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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 マコトロングボウ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１１０８８ ５月１５日 晴 良 （２３東京２）第８日 第４競走 ��１，４００�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

１：１９．８
１：１９．０

良

良

５１０ ジ ャ イ ア ン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４８６± ０１：２３．６ １５．２�

５９ アップルジャック 牡３黒鹿５６ 北村 宏司藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ５１０＋１０１：２３．７� １９．７�
４７ トウショウレガーロ �３鹿 ５６ 武士沢友治トウショウ産業� 尾関 知人 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４８４ ―１：２３．９１ １８．１�
８１７ コスモソルフェリノ 牝３栗 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４４２＋ ４ 〃 クビ ６．０�
３６ メイケイダンサー 牡３黒鹿５６ C．ウィリアムズ 名古屋競馬� 清水 久詞 浦河 大西ファーム ４８２＋ ４１：２４．０� ３．３�

（豪）

７１４ キトゥンブルー 牝３青鹿５４ 福永 祐一 �社台レースホース斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９４± ０１：２４．３１� ５．９	

４８ レノヴァティオトラ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義西森 鶴氏 高木 登 浦河 大西牧場 ４６４－ ６１：２４．５１� １４．７

６１１ クイーンザリッチ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝前田 榮生氏 和田 正道 浦河 細道牧場 ４６６＋１０１：２４．６� ７３．０�
８１６ マイティージュニア 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ４９８＋１８ 〃 クビ ４．３�
７１３ クリノエンドレス 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成栗本 博晴氏 本間 忍 日高 山際 辰夫 ４２２－ ４１：２４．８１� ３８．３
３５ ブライティアアース 牝３栗 ５４

５１ ▲菅原 隆一小林 昌志氏 成島 英春 平取 雅 牧場 ５００＋１３１：２５．１１� ２５８．１�
２３ ヒカリエンジェル 牝３黒鹿５４ 石神 深一�ヒカリクラブ 南田美知雄 日高 中川牧場 ４２６± ０１：２５．２� ５４６．７�
７１５ タイガープリンセス 牝３栗 ５４ 柴田 善臣 �ワイ・アール・シー 高橋 裕 日高 豊郷牧場 ４３０＋１０１：２５．６２� ２１４．６�
１１ アースワンラシアン 牡３栗 ５６ 池添 謙一松山 増男氏 小西 一男 新ひだか 名古屋 鎮一 ４２６－ ４１：２６．０２� ３５．６�
２４ クィーンズトレイル 牝３鹿 ５４ 横山 典弘吉田 和美氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム ４０８ ―１：２６．１� １６．４�
６１２ マ リ カ ナ 牝３青鹿５４ 岩部 純二熊坂富寿雄氏 萱野 浩二 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４１２ ―１：２６．３１� １７１．２�
１２ ラブリームーン 牝３青鹿５４ 伊藤 直人長谷川光司氏 堀井 雅広 新冠 越湖牧場 ４５０＋１４１：２６．５１� ５３６．１�
８１８ グラッドフォンテン 牡３鹿 ５６ 北村 友一吉橋 計氏 石毛 善彦 浦河 山田牧場 ４５６－１４１：２６．７１� ５６１．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，１５６，６００円 複勝： ３２，３９３，２００円 枠連： ２０，７２６，７００円

馬連： ６０，２４７，８００円 馬単： ３８，２２８，７００円 ワイド： ２５，６０１，２００円

３連複： ７１，９１３，１００円 ３連単： １０６，２８４，８００円 計： ３７６，５５２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５２０円 複 勝 � ４５０円 � ６００円 � ５００円 枠 連（５－５） １０，９５０円

馬 連 �� １１，０６０円 馬 単 �� ２１，２２０円

ワ イ ド �� ２，８５０円 �� ２，４８０円 �� ３，２９０円

３ 連 複 ��� ４０，３９０円 ３ 連 単 ��� ２３８，４２０円

票 数

単勝票数 計 ２１１５６６ 的中 � １１０３８（６番人気）
複勝票数 計 ３２３９３２ 的中 � １９７００（５番人気）� １４０３２（９番人気）� １７３２０（７番人気）
枠連票数 計 ２０７２６７ 的中 （５－５） １３９７（２６番人気）
馬連票数 計 ６０２４７８ 的中 �� ４０２２（３７番人気）
馬単票数 計 ３８２２８７ 的中 �� １３３０（７２番人気）
ワイド票数 計 ２５６０１２ 的中 �� ２２１５（３７番人気）�� ２５５６（３５番人気）�� １９１０（４１番人気）
３連複票数 計 ７１９１３１ 的中 ��� １３１４（１１８番人気）
３連単票数 計１０６２８４８ 的中 ��� ３２９（６６３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．５―３６．８―４９．３―１：００．８―１：１２．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ ャ イ ア ン �
�
父 ゼンノエルシド �

�
母父 パークリージエント デビュー ２０１１．１．３０ 東京１１着

２００８．５．１４生 牡３鹿 母 ファンタジー 母母 リユウクモゼキ ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００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） １頭 サウスノーブル号
（非抽選馬） １頭 ソアリング号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



１１０８９ ５月１５日 晴 良 （２３東京２）第８日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．２
１：５６．４

良

良

６６ ヒールゼアハーツ 牡３栗 ５６ 福永 祐一 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４９０－ ６２：０１．５ ３．４�

１１ ファンフェア 牝３栗 ５４ 武 豊 H.R.H．プリンセス・ハヤ 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４３６－ ２２：０１．７１� ６．３�

８１０ ヒカルウインド 牡３青鹿５６ 横山 典弘�橋 京子氏 勢司 和浩 登別 青藍牧場 ４７０＋ ４２：０１．９１� ２．２�
２２ ラシアンウッズ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠林 正道氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム ４６６＋ ２２：０２．０� ９．８�
３３ ドーチェスター 牡３栗 ５６ 三浦 皇成渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 浦河 福岡 光夫 ４５０－ ２ 〃 ハナ ９．６�
８１１ バンダムラディウス 牡３栃栗５６ 北村 宏司山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 ４６４ ―２：０３．０６ １２７．５�
５５ クラッシュアゲン 牡３黒鹿５６ 田中 勝春浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 ４６４－ ４２：０３．３１� ２２．５	
６７ エーブトウコン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 
レーシングホース

ジャパン 清水 利章 様似 様似渡辺牧場 ４６２＋ ２ 〃 クビ ２３．５�
７８ ティアラグラマラス 牝３黒鹿５４ 小林 淳一首藤 徳氏 小野 次郎 浦河 野表 俊一 B４４８＋ ４２：０４．３６ ２６４．４�
７９ 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 ４２２＋ ２２：０４．５１� ８４．６
４４ ムラマサノヨーカイ 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥新井 孝治氏 高木 登 浦河 岡本 昌市 ４８８ ―２：０８．６大差 ４０．２�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２３，８８５，９００円 複勝： ３５，０１８，８００円 枠連： １３，８２０，８００円

馬連： ５７，２３９，８００円 馬単： ４４，０４３，８００円 ワイド： ２２，２２７，０００円

３連複： ６６，４１８，６００円 ３連単： １３２，７１６，７００円 計： ３９５，３７１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � １１０円 枠 連（１－６） １，０４０円

馬 連 �� １，５００円 馬 単 �� ３，０００円

ワ イ ド �� ４００円 �� ２２０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ８３０円 ３ 連 単 ��� ７，２２０円

票 数

単勝票数 計 ２３８８５９ 的中 � ５６１９７（２番人気）
複勝票数 計 ３５０１８８ 的中 � ５７７７３（２番人気）� ４５００２（３番人気）� １１９７４０（１番人気）
枠連票数 計 １３８２０８ 的中 （１－６） ９８９３（５番人気）
馬連票数 計 ５７２３９８ 的中 �� ２８１８１（６番人気）
馬単票数 計 ４４０４３８ 的中 �� １０８４６（１１番人気）
ワイド票数 計 ２２２２７０ 的中 �� １２０８２（５番人気）�� ２８４２０（１番人気）�� ２３５１６（２番人気）
３連複票数 計 ６６４１８６ 的中 ��� ５９６８６（１番人気）
３連単票数 計１３２７１６７ 的中 ��� １３５６７（１８番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．９―１２．０―１２．３―１２．５―１２．４―１２．２―１１．６―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．９―３６．９―４９．２―１：０１．７―１：１４．１―１：２６．３―１：３７．９―１：４９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．２

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

勝馬の
紹 介

ヒールゼアハーツ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Distant Relative デビュー ２０１０．７．２５ 新潟７着

２００８．５．５生 牡３栗 母 ミスティーミス 母母 Baino Clinic ６戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔発走状況〕 ムラマサノヨーカイ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ムラマサノヨーカイ号は，平成２３年５月１６日から平成２３年６月５日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ムラマサノヨーカイ号は，平成２３年６月１５日まで平地競走に出走できない。

１１０９０ ５月１５日 晴 良 （２３東京２）第８日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

２４ コスモケンジ 牡３栗 ５６ C．ウィリアムズ �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ハクツ牧場 ４８６＋１２１：２５．７ ３．０�
（豪）

５１０ タ ビ ト 牡３鹿 ５６ 田中 勝春幅田 昌伸氏 白井 寿昭 浦河 荻伏服部牧場 ４６８－ ４１：２５．９１� ３．８�
６１１� ウエストハーバー 牡３栗 ５６ 大庭 和弥加藤 守氏 中竹 和也 米 Overbrook

Farm ５０６－ ４１：２６．５３� ４４．４�
２３ エイコオウイング 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 ４５４－ ４１：２６．６クビ １１．８�
７１４ ヒ シ ョ ウ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠岡田 牧雄氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド ４６０＋１４１：２６．７	 ６．８�
３６ ド ナ リ サ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 ４６６± ０ 〃 クビ ３４．０�
８１５ ミキノコモコ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治谷口 久和氏 保田 一隆 新ひだか 久米 和夫 ４３４± ０１：２６．９１ １２０．５	
５９ デイブレイク 牡３鹿 ５６ 浜中 俊�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４７６＋１０１：２７．０	 ２５．２

７１３ ハローバニヤン 牡３芦 ５６ 松岡 正海津村 靖志氏 大竹 正博 新冠 松浦牧場 ４４８＋ ２１：２７．１クビ ５．０�
４７ キョウエイプラウド 牡３鹿 ５６ 北村 友一田中 晴夫氏 藤原 辰雄 新ひだか 田湯牧場 ４９８± ０１：２７．６３ １１１．１�
８１６ マイネルパルフェ 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 浦河 荻伏三好フ
アーム ４７６＋ ２１：２７．９１	 ２７．０�

１２ ユキノマークン 牡３鹿 ５６ 横山 典弘井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 ４８０＋ ６１：２８．５３� １２３．３�
６１２ コーラルビュー 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 日高 古川 雅且 ４５２± ０ 〃 クビ ６８．０�
１１ バレドクール 牝３青鹿５４ 北村 宏司 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４６０－ ４１：２８．７	 ２２．９�
４８ テ オ ブ ロ マ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文伊達 敏明氏 高橋 祥泰 日高 サンシャイン

牧場 B４７２＋ ６ 〃 クビ ７１．２�
３５ 
 シルバーラビット 牡３芦 ５６ 江田 照男喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４８６± ０１：３０．０８ ３４４．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，４６８，７００円 複勝： ３９，５６９，９００円 枠連： ２２，３３６，４００円

馬連： ７３，４３９，７００円 馬単： ４５，１３５，０００円 ワイド： ２９，０６８，７００円

３連複： ８３，３９４，７００円 ３連単： １３３，２５０，３００円 計： ４４８，６６３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � ６１０円 枠 連（２－５） ３３０円

馬 連 �� ４１０円 馬 単 �� ８１０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� １，４６０円 �� １，７２０円

３ 連 複 ��� ５，２５０円 ３ 連 単 ��� １６，９５０円

票 数

単勝票数 計 ２２４６８７ 的中 � ５９３７７（１番人気）
複勝票数 計 ３９５６９９ 的中 � １０３０８１（１番人気）� ７９１９７（２番人気）� １０６８６（１０番人気）
枠連票数 計 ２２３３６４ 的中 （２－５） ５０５９０（１番人気）
馬連票数 計 ７３４３９７ 的中 �� １３４７４２（１番人気）
馬単票数 計 ４５１３５０ 的中 �� ４１４８０（１番人気）
ワイド票数 計 ２９０６８７ 的中 �� ３８９１７（１番人気）�� ４３４３（１７番人気）�� ３６５１（２２番人気）
３連複票数 計 ８３３９４７ 的中 ��� １１７２７（１４番人気）
３連単票数 計１３３２５０３ 的中 ��� ５８０５（３５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．７―３６．０―４８．７―１：００．９―１：１３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．７―３F３７．０
３ ・（７，１０）（４，１１）（６，１４）（２，３，１２）（１，５，１５）１３（９，１６）－８ ４ ・（７，１０）（４，６，１１）１２（１４，３）（２，１５）（１，１３）（９，１６）５，８
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモケンジ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 メジロライアン デビュー ２０１０．８．２９ 新潟１１着

２００８．５．６生 牡３栗 母 メジロカンナ 母母 メジロホタカ １０戦２勝 賞金 ２４，３００，０００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。
（非当選馬） ３頭 ジョウノエンドレス号・マルタカシクレノン号・ラブミーニキータ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



１１０９１ ５月１５日 晴 良 （２３東京２）第８日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０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

１：３１．４
１：３１．４

良

良

６７ カグニザント 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム ４７４＋ ４１：３４．４ ３．０�

８１０ ジ ャ ー ビ ス 牡３鹿 ５６ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 ４７８＋ ６ 〃 クビ ７．２�
８１１ サンデースイセイ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊浜野順之助氏 清水 英克 日高 長田ファーム ４７４＋ ４１：３４．６１� ３１．４�
４４ エーブポセイドーン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 新ひだか シンボリ牧場 ４９４＋ ２１：３４．８１� ６．３�
２２ � シークレットベース 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝山口 春夫氏 和田正一郎 日高 旭 牧場 ４２２＋１８１：３４．９	 １７．１�
７８ コスモソーンパーク 牡３青鹿５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム ４５８－１４１：３５．１１� ９．６	
３３ プレミアムパス 牡３鹿 ５６ 北村 宏司村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 ４７０＋ ６ 〃 ハナ ５６．７

５５ エチゴイチエ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４６０－ ８１：３５．２	 ２．５�
１１ ファインロマンス 牝３栗 ５４ 福永 祐一 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４７２＋ ２１：３５．５２ ６５．１�
６６ � リュウノフラッシュ 牡３鹿 ５６

５３ ▲菅原 隆一ケンレーシング組合 高柳 瑞樹 浦河 大西牧場 ４４２＋ ６１：３５．７１� ３８１．４
７９ ディアフロイデ 牡３鹿 ５６ 北村 友一ディアレスト 松永 康利 新ひだか 八田ファーム ４３０－ ６１：３６．４４ ４５８．２�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２５，９８８，７００円 複勝： ３３，８９２，３００円 枠連： １４，４５１，０００円

馬連： ７５，５７８，１００円 馬単： ５２，５０２，４００円 ワイド： ２６，６７０，０００円

３連複： ７５，２３４，９００円 ３連単： １６０，５５０，７００円 計： ４６４，８６８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １５０円 � ２２０円 � ４８０円 枠 連（６－８） １，１５０円

馬 連 �� １，５５０円 馬 単 �� ２，３３０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� １，２６０円 �� １，９８０円

３ 連 複 ��� ８，３９０円 ３ 連 単 ��� ３０，４７０円

票 数

単勝票数 計 ２５９８８７ 的中 � ６８７３６（２番人気）
複勝票数 計 ３３８９２３ 的中 � ７６５９６（２番人気）� ４０２７０（４番人気）� １４３０２（７番人気）
枠連票数 計 １４４５１０ 的中 （６－８） ９３３６（６番人気）
馬連票数 計 ７５５７８１ 的中 �� ３６０１５（７番人気）
馬単票数 計 ５２５０２４ 的中 �� １６７０１（９番人気）
ワイド票数 計 ２６６７００ 的中 �� １５６３０（５番人気）�� ５０６０（１６番人気）�� ３１３５（２２番人気）
３連複票数 計 ７５２３４９ 的中 ��� ６６２４（２８番人気）
３連単票数 計１６０５５０７ 的中 ��� ３８８９（１０３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．２―１１．７―１２．２―１１．５―１１．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．６―３４．８―４６．５―５８．７―１：１０．２―１：２２．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カグニザント �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Gone West デビュー ２０１１．２．２０ 東京１着

２００８．４．１６生 牡３黒鹿 母 インコグニート 母母 デインスカヤ ３戦２勝 賞金 １３，５００，０００円

１１０９２ ５月１５日 晴 良 （２３東京２）第８日 第８競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３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

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

８１５� トーホウペガサス 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣東豊物産� 古賀 史生 日高 竹島 幸治 ５０２± ０１：２５．５ ３．９�

６１１ リンドブルム 牡４鹿 ５７ 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 ５１６± ０１：２６．３５ １８．０�
７１４ ツクバキング �４黒鹿５７ 福永 祐一荻原 昭二氏 戸田 博文 日高 ヤナガワ牧場 ４６４－ ２ 〃 アタマ ４．６�
３６ � モエレジンダイコ 牡６栗 ５７ 北村 宏司坂本 肇氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 B４７４－ ４１：２６．４	 １８．４�
５９ ストライビング 牡４鹿 ５７ 松岡 正海前田 幸治氏 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント B５５６＋ ６１：２６．５
 ８６．６�
４８ ニシノフェミニン 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４５６± ０ 〃 クビ １２．０	
５１０ カドデュソレイユ 牡４栗 ５７ C．ウィリアムズ �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４９４＋ ８１：２６．６クビ ８．２


（豪）

２３ シルクリンカーン 牡４栗 ５７ 浜中 俊有限会社シルク小笠 倫弘 新冠 新冠橋本牧場 ４３６－ ４１：２６．８１
 ７４．０�
４７ エンダーズシャドウ 牡４黒鹿５７ 田中 勝春飯塚 知一氏 斎藤 誠 平取 坂東牧場 ４６２－ ６１：２６．９クビ ３６．６�
３５ � スマートスパイダー 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠大川 徹氏 高野 友和 米

Occidental
Thoroughbreds
& Sarum Farm

５３２＋ ６１：２７．０	 ５．８
８１６� セイウンリファイン 牡５鹿 ５７ 江田 照男西山 茂行氏 萱野 浩二 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones ４８２－ ２１：２７．４２
 ８０．５�
２４ � ボンジュールヒカリ 牡４栗 ５７ 大庭 和弥田中善次郎氏 天間 昭一 むかわ 上水牧場 ４９４－ ２ 〃 ハナ １１２．２�
７１３ レッドジール 牡５栗 ５７ 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ５００－ ２１：２７．６１� ５．６�
１１ ムーンテンダー 牡４鹿 ５７ 北村 友一岩� 僖澄氏 飯田 雄三 浦河 杵臼牧場 ４９０＋ ２１：２７．８１
 ３５．７�
６１２ チェルカトローバ 牝４鹿 ５５ 武士沢友治近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４３８＋ ８１：２７．９
 ４０２．５�
１２ � アポロヴァンドーム 牡４芦 ５７ 後藤 浩輝アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 米 Hopewell In-

vestments LLC B５０４－ ４１：２８．５３
 ５６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，２７４，９００円 複勝： ４８，６６５，８００円 枠連： ２８，６１６，２００円

馬連： １０１，９６９，３００円 馬単： ５７，２７３，８００円 ワイド： ３７，２８４，４００円

３連複： １１１，６３９，６００円 ３連単： １７７，５００，８００円 計： ５９０，２２４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １５０円 � ３３０円 � １６０円 枠 連（６－８） ４，２７０円

馬 連 �� ４，０６０円 馬 単 �� ５，８８０円

ワ イ ド �� １，１７０円 �� ３００円 �� １，３００円

３ 連 複 ��� ４，６５０円 ３ 連 単 ��� ３０，２８０円

票 数

単勝票数 計 ２７２７４９ 的中 � ５５５０９（１番人気）
複勝票数 計 ４８６６５８ 的中 � １０２１２６（１番人気）� ２９４２７（６番人気）� ８９２９７（２番人気）
枠連票数 計 ２８６１６２ 的中 （６－８） ４９５７（１４番人気）
馬連票数 計１０１９６９３ 的中 �� １８５６３（１６番人気）
馬単票数 計 ５７２７３８ 的中 �� ７１９４（２２番人気）
ワイド票数 計 ３７２８４４ 的中 �� ７３１１（１２番人気）�� ３５４００（１番人気）�� ６５２３（１５番人気）
３連複票数 計１１１６３９６ 的中 ��� １７７３７（１２番人気）
３連単票数 計１７７５００８ 的中 ��� ４３２７（７６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．６―３５．７―４７．８―５９．７―１：１２．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�トーホウペガサス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Meadowlake

２００７．４．２０生 牡４鹿 母 トーホウメドゥーサ 母母 Cool Number ５戦１勝 賞金 １１，５００，０００円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ボンジュールヒカリ号の騎手藤田伸二は，病気のため大庭和弥に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 タケショウカヅチ号・テルザトゥルース号・ポリティカルパワー号・リュウシンゴールド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



１１０９３ ５月１５日 晴 良 （２３東京２）第８日 第９競走 ��
��２，０００�テ レ 玉 杯

発走１４時２５分 （芝・左）
４歳以上，１，０００万円以下，２２．５．１５以降２３．５．８まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

テレビ埼玉杯（１着）
賞 品

本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００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

１：５７．２
１：５６．４

良

良

５５ ラガーアンバー 牡４黒鹿５４ C．ウィリアムズ 古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 今 牧場 ４７４± ０２：００．３ １４．３�
（豪）

７８ ガンズオブナバロン 牡５黒鹿５４ 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４７６＋ ２２：００．４� ７．３�
３３ エーシンアルカウス 牡４黒鹿５４ 蛯名 正義�栄進堂 久保田貴士 浦河 小柳牧場 ４５４－ ２ 〃 クビ ４４．４�
１１ � ギンザクイーンビー 牝５栗 ５２ 柴田 善臣有馬 博文氏 小島 太 早来 ノーザンファーム B４６０＋１０２：００．６１� １７．８�
６６ ラッキーバニラ 牡４青鹿５５ 岩田 康誠吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B４９０－ ４２：００．７� ４．５�
７９ ヒカルアカツキ 牡４青鹿５５ 横山 典弘高橋 光氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４５８± ０ 〃 クビ ４．３	
８１１ ヒットメーカー 牡４青鹿５５ 武 豊深見 富朗氏 五十嵐忠男 浦河 福岡 光夫 ４３２－ ８２：００．８クビ ２．７

８１０ グラスブラスト 牡６青鹿５６ 田中 勝春半沢� 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５０６± ０２：００．９� １４．２�
２２ アマミスウィフト 牡７鹿 ５２ 小林 淳一鈴木 信俊氏 清水 利章 浦河 高岸 節雄 ４５６＋１０ 〃 クビ １１６．１�
４４ ラムタムタガー 牡５黒鹿５２ 吉田 豊 �社台レースホース角田 晃一 千歳 社台ファーム ５００－ ６２：０１．８５ ３９．７
６７ 	� ダイワオージー 牡７鹿 ５６ 福永 祐一大城 敬三氏 嶋田 功 豪 Katom, Chel-

ston Ireland Ltd ５２０＋ ４２：０３．７大差 ２９．７�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２９，９９６，５００円 複勝： ４４，４０６，４００円 枠連： ２６，３３９，１００円

馬連： １０６，５４３，１００円 馬単： ７０，３９３，５００円 ワイド： ３２，７５３，４００円

３連複： １１１，２０９，５００円 ３連単： ２２６，７６２，５００円 計： ６４８，４０４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４３０円 複 勝 � ３８０円 � ２８０円 � ８２０円 枠 連（５－７） ２，０９０円

馬 連 �� ５，５９０円 馬 単 �� １２，４１０円

ワ イ ド �� １，５８０円 �� ３，９７０円 �� ３，５６０円

３ 連 複 ��� ４１，２７０円 ３ 連 単 ��� ２３０，２００円

票 数

単勝票数 計 ２９９９６５ 的中 � １６５４６（６番人気）
複勝票数 計 ４４４０６４ 的中 � ３０９４５（５番人気）� ４７３２４（４番人気）� １２６６８（１０番人気）
枠連票数 計 ２６３３９１ 的中 （５－７） ９３３７（８番人気）
馬連票数 計１０６５４３１ 的中 �� １４０８２（２２番人気）
馬単票数 計 ７０３９３５ 的中 �� ４１８８（４４番人気）
ワイド票数 計 ３２７５３４ 的中 �� ５２２３（２１番人気）�� ２０１０（４０番人気）�� ２２４８（３７番人気）
３連複票数 計１１１２０９５ 的中 ��� １９８９（９１番人気）
３連単票数 計２２６７６２５ 的中 ��� ７２７（５０１番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．５―１１．８―１２．３―１２．４―１２．５―１２．１―１１．２―１１．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．５―３６．３―４８．６―１：０１．０―１：１３．５―１：２５．６―１：３６．８―１：４８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．８―３F３４．７

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラガーアンバー �
�
父 チアズブライトリー �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００９．７．１１ 札幌１２着

２００７．４．１８生 牡４黒鹿 母 ラガーエレガンス 母母 ラガーシンガー １８戦３勝 賞金 ３４，８１１，０００円
〔発走状況〕 グラスブラスト号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔調教再審査〕 グラスブラスト号は，発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１１０９４ ５月１５日 晴 良 （２３東京２）第８日 第１０競走 ��
��２，１００�

こ れ ま さ

是 政 特 別
発走１５時００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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０６．７
２：０５．９

良

良

４７ ニシノヴァンクール 牡４青鹿５７ 岩田 康誠西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 西山牧場 ４９６－ ８２：１３．９ １３．７�

７１３ リ コ リ ス 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４９４± ０ 〃 クビ ３．１�
２３ スパークルシチー 牡６黒鹿５７ 福永 祐一 �友駿ホースクラブ 宮本 博 新冠 グリー牧場 B４８０－１２ 〃 アタマ ３４．３�
８１６� ゴールデンルーヴェ 牡６栗 ５７ C．ウィリアムズ 広尾レース� 森 秀行 米 Barnett

Enterprises ４９０－ ６２：１４．９６ ４．１�
（豪）

３６ ジャストザシーズン 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 青森 荒谷牧場 ４７４＋ ２２：１５．０� ３５．１�
２４ スペシャルロード 牡４黒鹿５７ 柴田 善臣�伊達牧場 西園 正都 新ひだか 静内酒井牧場 ４７８－ ６ 〃 ハナ １４．５�
８１５ ロ ン グ ロ ウ 牡４芦 ５７ 浜中 俊吉田 和子氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５３０－ ６２：１５．１クビ ５．３	
４８ キンショーダンデー 牡４栗 ５７ 北村 友一礒野日出夫氏 中村 均 浦河 馬道 繁樹 ４７２－ ６ 〃 ハナ ４１．５

６１２ ギャザーロージズ 	４芦 ５７ 池添 謙一吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４７６－ ２２：１５．６３ ７．３�
５１０ カントリースノー 牡４黒鹿５７ 小林 淳一鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ５３２＋ ２２：１５．８１
 ８５．７�
１１ メイショウブンブク 牡５栗 ５７ 田中 勝春松本 好雄氏 白井 寿昭 新ひだか 酒井 静男 ４７０± ０２：１６．２２� ２６．１
３５ リネンタキシード 牡４青鹿５７ 武士沢友治戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 ５３０± ０２：１６．３� ３０７．７�
６１１ ジンデンバルト 牡４鹿 ５７ 吉田 豊黒岩統治郎氏 小西 一男 日高 富川牧場 ４７４± ０２：１６．４クビ １８．１�
５９ ブルーソックス 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成田島榮二郎氏 矢野 英一 新冠 北星村田牧場 B４７８－ ２２：１６．７２ ５６．０�
１２ ウインシュヴァルツ 牡４青 ５７ 松岡 正海�ウイン 大久保龍志 新冠 村上 欽哉 ４６２－１４２：１６．９１
 ８６．２�
７１４� ワンダーティンバー 牡７栗 ５７ 大庭 和弥山本 信行氏 阿部 新生 新冠 村上牧場 ４８６＋ ６２：１７．７５ ４２４．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，６９０，５００円 複勝： ６５，３２４，３００円 枠連： ４９，２０２，５００円

馬連： １７８，６５３，１００円 馬単： ９９，２８１，３００円 ワイド： ５４，５１６，０００円

３連複： １９５，９３７，２００円 ３連単： ３４７，８９４，８００円 計： １，０２９，４９９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３７０円 複 勝 � ３７０円 � １５０円 � ６１０円 枠 連（４－７） １，８２０円

馬 連 �� ２，２００円 馬 単 �� ５，６８０円

ワ イ ド �� ８６０円 �� ３，７００円 �� １，１８０円

３ 連 複 ��� １５，５６０円 ３ 連 単 ��� ９３，４４０円

票 数

単勝票数 計 ３８６９０５ 的中 � ２２３５１（５番人気）
複勝票数 計 ６５３２４３ 的中 � ３９３４１（６番人気）� １６７９６２（１番人気）� ２１５１５（９番人気）
枠連票数 計 ４９２０２５ 的中 （４－７） ２０００８（８番人気）
馬連票数 計１７８６５３１ 的中 �� ６０１６６（６番人気）
馬単票数 計 ９９２８１３ 的中 �� １２９０１（１８番人気）
ワイド票数 計 ５４５１６０ 的中 �� １６１０４（６番人気）�� ３４９６（４０番人気）�� １１５３０（１０番人気）
３連複票数 計１９５９３７２ 的中 ��� ９２９６（４８番人気）
３連単票数 計３４７８９４８ 的中 ��� ２７４８（２７７番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．２―１２．８―１３．５―１２．７―１２．６―１３．１―１２．７―１２．４―１２．７―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．２―１８．４―３１．２―４４．７―５７．４―１：１０．０―１：２３．１―１：３５．８―１：４８．２―２：００．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３８．１
１
３
９，２（１，１６）１５，８（７，１２）１３（４，１０）－（５，６）（３，１１）－１４・（９，２）（１，１６，１５）（８，７）（１３，１２）（４，３）（１０，６）（５，１１）－１４

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

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 １３戦３勝 賞金 ３４，５５３，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔騎手変更〕 メイショウブンブク号の騎手藤田伸二は，病気のため田中勝春に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 トーセンヤッテキタ号・ニシノスローン号
（非抽選馬） １頭 オースミカイエン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２レース目



１１０９５ ５月１５日 晴 良 （２３東京２）第８日 第１１競走 ��
��１，６００�第６回ヴィクトリアマイル（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （芝・左）

牝，４歳以上；負担重量は，５５�
日本馬主協会連合会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 ９０，０００，０００円 ３６，０００，０００円 ２３，０００，０００円 １４，０００，０００円 ９，０００，０００円
付 加 賞 ３，７３８，０００円 １，０６８，０００円 ５３４，０００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

１：３１．４
１：３１．４
１：３２．４

良

良

良

８１６ ア パ パ ネ 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４９０± ０１：３１．９ ４．１�

７１３ ブエナビスタ 牝５黒鹿５５ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４６０ 〃 クビ １．５�
２４ レディアルバローザ 牝４鹿 ５５ 福永 祐一 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ４７８－ ４１：３２．０クビ １１．７�
２３ グランプリエンゼル 牝５栃栗５５ C．ウィリアムズ 北側 雅司氏 矢作 芳人 三石 上村 清志 ４４６－ ２１：３２．２１� １２６．２�

（豪）

３５ アンシェルブルー 牝４黒鹿５５ 田中 勝春矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 ４５６＋ ４１：３２．３� ４９．９�
６１２ スプリングサンダー 牝４鹿 ５５ 四位 洋文�グランド牧場 昆 貢 新ひだか グランド牧場 ４４２＋ ２ 〃 ハナ ８１．５	
１２ アニメイトバイオ 牝４栗 ５５ 後藤 浩輝バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４８４＋２４ 〃 ハナ ２４．７

１１ ワイルドラズベリー 牝４鹿 ５５ 池添 謙一近藤 英子氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム ４６４± ０１：３２．５� ４８．３�
４７ ブロードストリート 牝５鹿 ５５ 武士沢友治下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４４０－ ２ 〃 クビ １６５．８
７１４ ディアアレトゥーサ 牝４黒鹿５５ 吉田 豊�樽さゆり氏 畠山 吉宏 むかわ 新井牧場 ４９２＋ ２１：３２．９２� ２２４．１�
５１０ コスモネモシン 牝４青鹿５５ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 富田 恭司 ４５４＋ ２１：３３．２１� １１４．８�
４８ カウアイレーン 牝５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 ４５４－ ２ 〃 クビ ７３．０�
５９ ショウリュウムーン 牝４鹿 ５５ 浜中 俊上田 亙氏 佐々木晶三 浦河 高村牧場 ４６０± ０１：３３．３クビ ３７．２�
６１１ エーシンリターンズ 牝４栗 ５５ 三浦 皇成�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４４６－ ８１：３３．５１	 ５２．７�
３６ オウケンサクラ 牝４鹿 ５５ 北村 宏司福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 B４８８＋ ４１：３３．６クビ ４５．４�
８１７ ブラボーデイジー 牝６芦 ５５ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 ヤナガワ牧場 ５４６－ ８１：３４．２３� １８０．０�
８１５ アプリコットフィズ 牝４黒鹿５５ 武 豊 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４２８－ ４１：３４．４１� ３３．２�

（１７頭）

売 得 金
単勝： ４３７，４８３，０００円 複勝： ６８１，９１４，７００円 枠連： ３８２，３８４，３００円 馬連： １，６５１，７７３，１００円 馬単： １，２４０，３５６，７００円

ワイド： ５４０，７３５，０００円 ３連複： ２，３０７，８８７，６００円 ３連単： ６，２６３，１５２，２００円 ５重勝： １，０５５，４７１，４００円 計： １４，５６１，１５８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � ２００円 枠 連（７－８） ２１０円

馬 連 �� ２３０円 馬 単 �� ７４０円

ワ イ ド �� １４０円 �� ４６０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ６２０円 ３ 連 単 ��� ３，６２０円

５ 重 勝
対象競走：京都１０R／東京１０R／新潟１１R／京都１１R／東京１１R

キャリーオーバー なし����� ７，６３６，６５０円

票 数

単勝票数 計４３７４８３０ 的中 � ８４１６４３（２番人気）
複勝票数 計６８１９１４７ 的中 � １１１１３５１（２番人気）� ４０６４０２０（１番人気）� ３４４２８３（３番人気）
枠連票数 計３８２３８４３ 的中 （７－８）１３５５４８５（１番人気）
馬連票数 計１６５１７７３１ 的中 �� ５４１２４８１（１番人気）
馬単票数 計１２４０３５６７ 的中 �� １２４８４８４（２番人気）
ワイド票数 計５４０７３５０ 的中 �� １４５６３９１（１番人気）�� ２１７００７（３番人気）�� ３３５６５３（２番人気）
３連複票数 計２３０７８８７６ 的中 ���２７５８７７６（１番人気）
３連単票数 計６２６３１５２２ 的中 ���１２７７６７５（４番人気）
５重勝票数 計１０５５４７１４ 的中 ����� １０２

ハロンタイム １２．０―１０．６―１０．９―１１．１―１１．３―１１．６―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．０―２２．６―３３．５―４４．６―５５．９―１：０７．５―１：１９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．３―３F３６．０
３ ６－１１（４，１０，１５）（３，５）１４（７，８，９，１６）（２，１３，１７）１，１２ ４ ６＝１１（４，１０）１５（３，５）（７，８，１４）（１，１６）（２，９，１３）（１２，１７）

勝馬の
紹 介

ア パ パ ネ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Salt Lake デビュー ２００９．７．５ 福島３着

２００７．４．２０生 牝４鹿 母 ソルティビッド 母母 Piper Piper １２戦７勝 賞金 ５２６，０２８，０００円
〔騎手変更〕 ブロードストリート号の騎手藤田伸二は，病気のため武士沢友治に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１１０９６ ５月１５日 晴 良 （２３東京２）第８日 第１２競走
被災地支援競走

��
��１，８００�き ぼ う 賞

発走１６時２５分 （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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

８１２ エーブチェアマン 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義 �レーシングホース
ジャパン 清水 利章 様似 様似渡辺牧場 ４４４＋ ２１：４６．５ ５．１�

５５ レインボーダリア 牝４栗 ５５ 武 豊田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４５８＋ ８ 〃 クビ ５．２�
４４ � リリエンタール 牡４鹿 ５７ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 T. Yoshida ４３０＋１２１：４６．８１� １３．０�
１１ リッカロイヤル 牡６芦 ５７ 福永 祐一立花 幸雄氏 須貝 尚介 浦河 中島 俊明 ５３４＋ ２１：４６．９� ４３．０�
８１１ ミカエルビスティー 牡４黒鹿５７ 北村 宏司備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ２１：４７．２２ ３．２�
２２ ホッコービクトリー 牡６栗 ５７ C．ウィリアムズ 矢部 幸一氏 笹田 和秀 浦河 高昭牧場 ４９６－ ２１：４７．３� ４７．９�

（豪）

６８ モ ズ 牡４青 ５７ 浜中 俊�グランプリ 矢作 芳人 むかわ 上水牧場 ４７４＋１０１：４７．４クビ ４１．８	
５６ ヒカリシャトル 牡７鹿 ５７ 後藤 浩輝�ヒカリクラブ 西浦 勝一 浦河 笠松牧場 B５１６－ ４１：４７．６１	 ９．６

６７ ゲームマエストロ 牡４青 ５７ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 新冠 村上 欽哉 ４７２＋ ２１：４７．７クビ ４．４�
７１０ ニシノメイゲツ 牡４青鹿５７ 柴田 善臣西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 ４５２± ０ 〃 クビ １５．８�
７９ アサヒバロン 牡７鹿 ５７ 江田 照男寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ５２０－ ６１：４８．４４ １３５．３
３３ ワイルドコンコルド 牡７青 ５７ 武士沢友治廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ５１０－３２ （競走中止） １８１．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ７９，１４４，５００円 複勝： １０７，５４６，６００円 枠連： ６３，９３９，４００円

馬連： ２５１，９９７，１００円 馬単： １５３，５４５，７００円 ワイド： ８２，２２０，４００円

３連複： ２９２，０１３，８００円 ３連単： ６５８，０３１，４００円 計： １，６８８，４３８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １９０円 � １８０円 � ３１０円 枠 連（５－８） ３５０円

馬 連 �� １，３３０円 馬 単 �� ２，８３０円

ワ イ ド �� ５４０円 �� １，２６０円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� ５，５６０円 ３ 連 単 ��� ２３，１８０円

票 数

単勝票数 計 ７９１４４５ 的中 � １２４６９２（３番人気）
複勝票数 計１０７５４６６ 的中 � １５９１５４（４番人気）� １７２９０９（２番人気）� ７７７９２（６番人気）
枠連票数 計 ６３９３９４ 的中 （５－８） １３６８０３（１番人気）
馬連票数 計２５１９９７１ 的中 �� １４０６４０（５番人気）
馬単票数 計１５３５４５７ 的中 �� ４０１２２（１２番人気）
ワイド票数 計 ８２２２０４ 的中 �� ４０１７５（６番人気）�� １５５０８（１８番人気）�� １９６４８（１２番人気）
３連複票数 計２９２０１３８ 的中 ��� ３８７８６（１９番人気）
３連単票数 計６５８０３１４ 的中 ��� ２０９５５（７０番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．８―１１．５―１２．０―１１．８―１１．６―１１．３―１１．５―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．７―３６．２―４８．２―１：００．０―１：１１．６―１：２２．９―１：３４．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．５―３F３４．９

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

勝馬の
紹 介

エーブチェアマン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１１．２２ 東京４着

２００７．３．２５生 牡４黒鹿 母 ビックリバコ 母母 サマニベッピン １６戦４勝 賞金 ６７，５７７，０００円
〔競走中止〕 ワイルドコンコルド号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため４コーナーで競走中止。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

５レース目



（２３東京２）第８日 ５月１５日（日曜日） 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

３５０，３００，０００円
５，３５０，０００円
１５，５７０，０００円
６，７８０，０００円
３３，０４０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

６２，２３５，０００円
５，２０５，０００円
１，７４２，４００円

勝馬投票券売得金
７６５，０７０，５００円
１，１９７，２８７，８００円
６６６，５３７，５００円
２，７２７，４１８，９００円
１，９１７，９５２，０００円
９２０，３５５，７００円
３，５１９，９６０，１００円
８，５１６，１１８，２００円
１，０５５，４７１，４００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
５ 重 勝
計 ２１，２８６，１７２，１００円

総入場人員 ５７，５００名 （有料入場人員 ５５，８３１名）



平成２３年度 第２回東京競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，４２４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

２，３７５，０１０，０００円
３５，２７０，０００円
１０４，９１０，０００円
７４，２３０，０００円
２２４，２５０，０００円
１，１４６，０００円
１，１４６，０００円
５０４，３４３，７５０円
４３，２４３，０００円
１４，０９７，６００円

勝馬投票券売得金
４，２１７，９３５，６００円
６，６３６，３５７，６００円
４，０１８，２４４，７００円
１５，９９３，２２８，８００円
９，５８２，０４４，８００円
５，１３９，７０３，３００円
１９，３６６，３２８，２００円
３８，１０１，６９７，５００円
２，６７１，１８６，８００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
５ 重 勝
計 １０５，７２６，７２７，３００円

総入場延人員 ３７４，８９４名 （有料入場延人員 ３１１，３６９名）




