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１４０２５ ５月２８日 小雨 重 （２３東京３）第３日 第１競走 ��１，３００�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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

２３ ホリデイトウショウ 牝３鹿 ５４
５１ ▲嶋田 純次トウショウ産業� 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 ４５２－ ８１：１８．９ １４．７�

４７ ニシノラメール 牝３鹿 ５４ 北村 宏司西山 茂行氏 古賀 慎明 むかわ 西山牧場 ４７６＋ ２１：１９．１１� １．６�
５９ ナムラエメラルド 牝３鹿 ５４ 横山 典弘奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 ４５０＋ ６１：１９．３１� ３．５�
１１ フジマサフローラ 牝３鹿 ５４ 小島 太一藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 飯岡牧場 ４５６－ ２１：２０．２５ １８４．１�
５１０ 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 ４８０＋ ２１：２０．４� ８．０�
８１６ シースプレイ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩吉田 千津氏 大和田 成 千歳 社台ファーム ４５０ ―１：２０．７１� ４４．４�
６１１ マンボフェスタ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝	グランド牧場 田中 剛 新ひだか グランド牧場 ４１８＋１０１：２０．８クビ ２１．６

１２ ジェットブルー 牝３鹿 ５４ 池崎 祐介石瀬 浩三氏 田島 俊明 日高 鹿戸 武光 ４７８＋４０１：２０．９� ２９７．８�
４８ インヴァネス 牝３芦 ５４ 江田 照男	飛渡牧場 中川 公成 新冠 飛渡牧場 B４３０－ ２１：２１．０� ２０１．７�
７１４ クールダンス 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 B４４８＋ ２１：２１．６３� １２２．７
２４ ニシノアンブレ 牝３栗 ５４ 武士沢友治西山 茂行氏 小桧山 悟 むかわ 西山牧場 ４６０ ―１：２１．９２ ４６．４�
３５ キ ア ー ダ 牝３栗 ５４ 柴田 善臣モナコ商事� 嶋田 功 新ひだか 中橋 正 ４４６＋ ８１：２２．１１ １６１．１�
７１３ ギ ー タ 牝３栗 ５４ 大庭 和弥川上 悦夫氏 成島 英春 日高 川上 武志 ４５０ ―１：２２．２� １５１．０�
３６ ネイチャーナターレ 牝３黒鹿５４ 柴田 大知井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 中地 義次 B４１４－ ２１：２２．６２� ２０３．６�
６１２ メジロレイセン 牝３鹿 ５４ 吉田 豊岩� 伸道氏 栗田 博憲 洞爺湖 メジロ牧場 ４４２－ ６１：２２．９１� １４２．４�
８１５ キンイロノカゼ 牝３栗 ５４ 中谷 雄太金井 順一氏 石栗 龍彦 日高 松平牧場 ４８８＋１８１：２７．０大差 ８２．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，０１８，６００円 複勝： ５０，９５５，６００円 枠連： １４，９９２，１００円

馬連： ４３，９３９，４００円 馬単： ３７，４７３，５００円 ワイド： １９，０１６，９００円

３連複： ５５，９３６，４００円 ３連単： １１９，２５５，１００円 計： ３５７，５８７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４７０円 複 勝 � ２５０円 � １１０円 � １２０円 枠 連（２－４） ８２０円

馬 連 �� １，０５０円 馬 単 �� ２，９５０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� ４９０円 �� １４０円

３ 連 複 ��� ８９０円 ３ 連 単 ��� ８，３００円

票 数

単勝票数 計 １６０１８６ 的中 � ８６１２（４番人気）
複勝票数 計 ５０９５５６ 的中 � １６４６４（４番人気）� ３４２４３４（１番人気）� ６７７０７（２番人気）
枠連票数 計 １４９９２１ 的中 （２－４） １３６４４（２番人気）
馬連票数 計 ４３９３９４ 的中 �� ３１００６（３番人気）
馬単票数 計 ３７４７３５ 的中 �� ９４０２（８番人気）
ワイド票数 計 １９０１６９ 的中 �� １０３０３（４番人気）�� ７３５５（６番人気）�� ５０７２３（１番人気）
３連複票数 計 ５５９３６４ 的中 ��� ４６５８２（２番人気）
３連単票数 計１１９２５５１ 的中 ��� １０６１１（１９番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
６．９―１７．９―２９．４―４１．７―５４．０―１：０６．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホリデイトウショウ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 キンググローリアス デビュー ２０１１．２．５ 小倉１０着

２００８．６．３生 牝３鹿 母 オーロラトウショウ 母母 カメリアトウシヨウ ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
［他本会外：２戦０勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 キンイロノカゼ号は，平成２３年６月２８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。
（非当選馬） １頭 ユキノヴィーナス号

１４０２６ ５月２８日 小雨 重 （２３東京３）第３日 第２競走 ��
��１，６００�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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

４４ ツクバコガネオー 牡３栗 ５６ 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５２０－１２１：３８．１ ２．２�

８１１ クリームソーダ 牡３青鹿５６ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５０４ ―１：３８．２� ４．４�
７８ ネオザタイタン 牡３芦 ５６ 石橋 脩小林 仁幸氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５５２－１４１：３９．３７ ６．８�
１１ コスモノーハーム 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 赤石 久夫 ４９０± ０１：３９．６２ ４．４�
６６ モーリマティーニ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝芹澤 精一氏 田中 清隆 新ひだか 岡田牧場 ４６８－ ２ 〃 アタマ ４０．９�
７９ チェスナットパーク 牡３栗 ５６ 北村 宏司吉田 照哉氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４８４－１０１：３９．９１� ５４．１�
６７ アサケムサシ 牡３鹿 ５６ 川島 信二大橋 堯氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ４８８± ０１：４０．１１ １９．４	
８１０ サイレントイーグル 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成池谷 誠一氏 萩原 清 新冠 川島牧場 ４９８± ０１：４１．０５ １２．６

２２ ゴールデンオルフェ 牡３栗 ５６ 大庭 和弥山本 茂氏 清水 英克 新ひだか 元道牧場 ５０２＋ ８１：４２．０６ １５４．７�
５５ カシノマイラヴ 牡３青鹿５６ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 平山牧場 B４４４± ０１：４２．２１� ２９５．７�
３３ ドリームラナキラ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春セゾンレースホース 白井 寿昭 新ひだか グランド牧場 ４５４± ０１：４２．４１� １１６．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １９，９６０，５００円 複勝： ３１，９５８，５００円 枠連： １４，２７１，５００円

馬連： ４６，４８３，２００円 馬単： ３４，８６１，７００円 ワイド： １９，１４１，３００円

３連複： ５３，８９０，２００円 ３連単： １０６，０２５，５００円 計： ３２６，５９２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � １７０円 枠 連（４－８） ３８０円

馬 連 �� ７００円 馬 単 �� １，２６０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� ３００円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� １，３３０円 ３ 連 単 ��� ５，６００円

票 数

単勝票数 計 １９９６０５ 的中 � ７３７９０（１番人気）
複勝票数 計 ３１９５８５ 的中 � １０９９２９（１番人気）� ４０８８９（４番人気）� ４１４８４（３番人気）
枠連票数 計 １４２７１５ 的中 （４－８） ２８１００（２番人気）
馬連票数 計 ４６４８３２ 的中 �� ４９３４３（３番人気）
馬単票数 計 ３４８６１７ 的中 �� ２０４６２（４番人気）
ワイド票数 計 １９１４１３ 的中 �� １４６８４（３番人気）�� １６７３５（２番人気）�� ６５４０（９番人気）
３連複票数 計 ５３８９０２ 的中 ��� ３００９５（４番人気）
３連単票数 計１０６０２５５ 的中 ��� １３９７９（１３番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１１．８―１２．４―１２．６―１２．８―１２．４―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．１―３４．９―４７．３―５９．９―１：１２．７―１：２５．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．８―３F３８．２
３ ・（１，５）（６，１１）７，８（１０，４）９＝２＝３ ４ ・（１，５）１１（７，６）８（１０，４，９）＝２＝３
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ツクバコガネオー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２０１１．４．２４ 新潟６着

２００８．２．２４生 牡３栗 母 シ ン デ ィ 母母 Dance Design ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 ツクバコガネオー号は，枠入り不良。

ツクバコガネオー号は，枠内駐立不良〔突進〕。枠外に跳び出し馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻
１０分遅延。
ドリームラナキラ号は，発進不良〔出遅れ〕。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 ツクバコガネオー号は，平成２３年５月２９日から平成２３年６月１９日まで出走停止。停止期間の満了
後に発走調教再審査。

第３回　東京競馬　第３日



１４０２７ ５月２８日 小雨 稍重 （２３東京３）第３日 第３競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１１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

１：１９．８
１：１９．０

良

良

２４ � コスモアバンティ 牝３芦 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 上原 博之 米 Stone Farm ４２４＋ ６１：２３．８ ２６．１�

７１４ エーシンイグアス 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝�栄進堂 畠山 吉宏 新ひだか 木田牧場 ４９６－１４１：２４．０１� １４．９�
４８ グランサンク 牝３栗 ５４ 横山 典弘村木 隆氏 鹿戸 雄一 新ひだか 千代田牧場 ４６２＋ ２１：２４．１� ６３．５�
７１５ メイアイヘルプユー 牝３栗 ５４ 江田 照男野島 春男氏 中川 公成 日高 野島牧場 ４２０－１０１：２４．２� １９．１�
８１８ 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± ０ 〃 アタマ １３．７�
７１３� ルージュクール 牝３青鹿５２ 石橋 脩吉田 和美氏 堀 宣行 豪

Arrowfield Pastoral Pty
Ltd & Planette Thor-
oughbred Trading

４３８－ ８１：２４．４１� １．７	
８１７ フ ク シ ア 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成�上山牧場 鹿戸 雄一 浦河 上山牧場 ４６４－ ４ 〃 アタマ １５．９

８１６ リ ー ア ノ ン 牝３青鹿５４ 藤田 伸二 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B４７４－ ８ 〃 クビ ５．６�
１１ エステーファイター 牡３芦 ５６ 柴田 善臣齋藤 宏明氏 南田美知雄 むかわ 市川牧場 ４６２－ ６１：２４．６１� ７７．５�
６１２� ア レ ア レ ア 牝３鹿 ５４ 北村 宏司田所 英子氏 小笠 倫弘 英 Miss E.

Tadokoro ４３４－ ２１：２４．７クビ １６７．９
５１０ メイショウエデン 牝３鹿 ５４ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 安平 ノーザンファーム ４２６＋ ４ 〃 クビ ３８．３�
４７ レ イ メ イ 牡３鹿 ５６

５３ ▲菅原 隆一岡田 牧雄氏 松永 康利 浦河 浦河小林牧場 ４４８＋ ４１：２５．０１	 ５２０．６�
３５ トーセンファミリア 牡３鹿 ５６ 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ５０８－ ８ 〃 クビ １２．７�
２３ マグピーソング 牝３芦 ５４ 武士沢友治藤田 在子氏 天間 昭一 新冠 村上 雅規 ４２２± ０１：２５．３１	 ７４．１�
３６ メジロサンノウ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４６８ ―１：２５．４� ３９．８�
５９ マンデルクローネ 牝３栗 ５４ 中谷 雄太吉田 照哉氏 高橋 裕 千歳 社台ファーム ４０４＋ ６１：２６．４６ ５１６．２�
６１１ デ リ ー ル 牝３栗 ５４ 秋山真一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 新ひだか 下屋敷牧場 ４４０± ０１：２６．９３ ４８４．９�
１２ アイチャレンジ 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次石橋 忠之氏 水野 貴広 新ひだか 広田牧場 ４１０＋ ４１：２７．０� １１４．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，３１８，５００円 複勝： ３５，４６６，１００円 枠連： ２１，７８４，０００円

馬連： ５３，６５３，２００円 馬単： ３９，９６０，３００円 ワイド： ２３，８６０，９００円

３連複： ６６，２３３，５００円 ３連単： １１３，０５０，８００円 計： ３７７，３２７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，６１０円 複 勝 � ７７０円 � ５１０円 � １，５４０円 枠 連（２－７） ２，２３０円

馬 連 �� １５，０７０円 馬 単 �� ２９，５８０円

ワ イ ド �� ３，１４０円 �� １０，８２０円 �� ７，２８０円

３ 連 複 ��� １２６，６４０円 ３ 連 単 ��� ９８１，５５０円

票 数

単勝票数 計 ２３３１８５ 的中 � ７０５６（８番人気）
複勝票数 計 ３５４６６１ 的中 � １２１３２（８番人気）� １９３６８（７番人気）� ５７５４（１１番人気）
枠連票数 計 ２１７８４０ 的中 （２－７） ７２３８（６番人気）
馬連票数 計 ５３６５３２ 的中 �� ２６２８（３４番人気）
馬単票数 計 ３９９６０３ 的中 �� ９９７（６９番人気）
ワイド票数 計 ２３８６０９ 的中 �� １８９２（３１番人気）�� ５３９（６２番人気）�� ８０４（５３番人気）
３連複票数 計 ６６２３３５ 的中 ��� ３８６（１９９番人気）
３連単票数 計１１３０５０８ 的中 ��� ８５（１２４０番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１１．７―１２．６―１２．０―１１．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．８―３５．５―４８．１―１：００．１―１：１１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．３―３F３５．７
３ ８（２，１４）１６（４，１１，１８）（１，１２，１３）（５，９，１７）（７，１５）（３，１０）－６ ４ ８（２，１４）（４，１６）（１１，１８）（１，１２，１３）（５，１５）（９，１７）（７，３，１０）６

勝馬の
紹 介

�コスモアバンティ �
�
父 Elusive Quality �

�
母父 Doc’s Leader デビュー ２０１０．１１．１ 東京９着

２００８．４．１４生 牝３芦 母 Dyna Da Wyna 母母 Dyna Peak ６戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時１５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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 サンマルフェアー号・スカイセルヴァ号

１４０２８ ５月２８日 小雨
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （２３東京３）第３日 第４競走 ��３，０００�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時４０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

４６ オールフォーミー 牝６鹿 ５８ 宗像 徹有限会社シルク清水 英克 静内 千代田牧場 ４８４＋ ６３：２６．４ ５．０�

７１２ ドラゴンハンター 牡４青鹿５９ 平沢 健治櫻井 正氏 岩戸 孝樹 日高 中川牧場 B４８６－ ２３：２６．６１� ８．５�
３３ ゴーカイフォンテン 牡５鹿 ６０ 金子 光希吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 ４９２－ ４３：２７．６６ ３．７�
４５ � アイティーバトル 牡６鹿 ６０ 浜野谷憲尚一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 平取 池田牧場 ４８４± ０３：２７．９２ ３．２�
５７ ハ ツ カ リ 牡７青鹿６０ 高野 和馬江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４８２－ ２３：２８．４３ ７．９�
２２ � エイワハヤブサ 牡７鹿 ６０ 横山 義行永井公太郎氏 松山 康久 米 Lael Stable ４５４－１４３：２８．７１� ３３．５�
１１ ダイワモースト 牡５黒鹿６０ 柴田 大知大城 敬三氏 田中 剛 三石 追分ファーム ５０４＋１４３：２９．０１� ７０．７�
６９ � ド ゥ ー エ ン 牡６鹿 ６０ 南井 大志	大樹ファーム 白井 寿昭 米 EMF Brood-

mares２００４ ４５６－ ４３：２９．３１� ８．９

８１３� ブルーデイズ 牡５鹿 ６０ 石神 深一 �ブルーマネジメント田島 俊明 新ひだか 加野牧場 ５１４± ０３：３０．４７ ５８．１�
８１４ ブルーシーズン 牡７栗 ６０ 穂苅 寿彦 �ブルーマネジメント嶋田 功 新冠 川上 悦夫 ４８６± ０３：３０．６１� ７８．６
６１０� リワードモンシェリ 牝６鹿 ５８ 五十嵐雄祐宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード ４５２－１９３：３１．８７ ４３．７�
３４ キングオバマ 牡５鹿 ６０ 草野 太郎井上 一郎氏 大江原 哲 浦河 杵臼牧場 ５０２－ ２３：３１．９� ５９．２�
７１１� ペスタロッチ 牡４栗 ５９ 山本 康志田島榮二郎氏 中野 栄治 新冠 競優牧場 ４６４－ ６３：３７．７大差 ２１５．８�

（１３頭）
５８ � マルタカエンペラー 牡７鹿 ６０ 大庭 和弥國立 治氏 清水 美波 新冠 中本 隆志 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １５，４７０，６００円 複勝： ２２，２５８，２００円 枠連： １３，５９１，６００円

馬連： ３９，６５７，０００円 馬単： ３１，００１，５００円 ワイド： １６，６２８，６００円

３連複： ５２，６２６，５００円 ３連単： ８９，６３３，５００円 計： ２８０，８６７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � ２００円 � １９０円 � １５０円 枠 連（４－７） ８４０円

馬 連 �� ２，６４０円 馬 単 �� ４，９９０円

ワ イ ド �� ８６０円 �� ３６０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ２，８６０円 ３ 連 単 ��� ２１，５４０円

票 数

単勝票数 差引計 １５４７０６（返還計 ９６） 的中 � ２４７７９（３番人気）
複勝票数 差引計 ２２２５８２（返還計 ８５） 的中 � ２５９４５（５番人気）� ２９７８１（３番人気）� ４８８９１（１番人気）
枠連票数 差引計 １３５９１６（返還計 ２ ） 的中 （４－７） １２０６８（５番人気）
馬連票数 差引計 ３９６５７０（返還計 ３６２） 的中 �� １１１１０（１３番人気）
馬単票数 差引計 ３１００１５（返還計 ２０４） 的中 �� ４５８６（２２番人気）
ワイド票数 差引計 １６６２８６（返還計 １３８） 的中 �� ４４５６（１３番人気）�� １２４１０（３番人気）�� ８０６９（６番人気）
３連複票数 差引計 ５２６２６５（返還計 ８２９） 的中 ��� １３５８０（１２番人気）
３連単票数 差引計 ８９６３３５（返還計 １７５６） 的中 ��� ３０７２（７８番人気）

上り １マイル １：４５．２ ４F ５１．０－３F ３８．４
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オールフォーミー �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００７．１１．１８ 東京４着

２００５．４．２９生 牝６鹿 母 ユウワンチョイス 母母 トライハーベスト 障害：４戦１勝 賞金 １０，９００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時４５分に変更。
〔出走取消〕 マルタカエンペラー号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 ゴーカイフォンテン号の騎手金子光希は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。
※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 サウスエポック号



１４０２９ ５月２８日 小雨 稍重 （２３東京３）第３日 第５競走 ��
��２，３００�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

２：１８．５
２：１８．３

良

良

５５ ノ ー ス テ ア �３栗 ５６ 三浦 皇成山本 英俊氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ５３４－ ６２：２２．０ ４．７�

８１０ キソウテンガイ 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太松下 征弘氏 松山 将樹 日高 木村牧場 ４４２＋ ２２：２３．３８ ４３．５�
２２ ミッキークリスタル 牡３鹿 ５６ 松岡 正海野田みづき氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４５０＋ ２２：２３．５１� １．６�
７７ テイエムバカラ 牡３鹿 ５６ 江田 照男竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 ４９４－ ８２：２３．９２� １２．１�
３３ ダイワハリントン 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４９６± ０２：２４．０� １６．８�
６６ バンダムクレスト 牡３栗 ５６ 武士沢友治山科 統氏 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 ４５０＋ ６２：２４．１� ４．６�
７８ マ サ デ パ ン 牡３黒鹿５６ 柴田 大知加藤 信之氏 伊藤 大士 浦河 津島 優治 B４７０－１２２：２４．３１	 １０４．８�
８９ ドリーヴァーデン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次キャピタルクラブ 秋山 雅一 浦河 不二牧場 ４６０＋ ４２：２５．０４ １３６．７	
４４ ニチリンヒカリ 牡３栗 ５６ 川島 信二岡田 勇氏 水野 貴広 新ひだか 本桐牧場 B４５０－ ２２：２５．１� １５０．９

１１ グリーンフォンテン 牝３鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一吉橋 計氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 ３９４－１２２：２５．８４ １７１．１�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １９，３１９，５００円 複勝： ５２，５２１，７００円 枠連： ９，６５７，０００円

馬連： ３８，１６８，３００円 馬単： ４０，１９７，４００円 ワイド： １５，８８９，８００円

３連複： ４４，８５５，６００円 ３連単： １３３，０６５，９００円 計： ３５３，６７５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １８０円 � ４００円 � １１０円 枠 連（５－８） ５，１８０円

馬 連 �� ７，２８０円 馬 単 �� １３，５３０円

ワ イ ド �� １，６００円 �� １９０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ３，０５０円 ３ 連 単 ��� ４３，２１０円

票 数

単勝票数 計 １９３１９５ 的中 � ３２８９２（３番人気）
複勝票数 計 ５２５２１７ 的中 � ３６７３８（３番人気）� １１２３７（６番人気）� ３６４３４１（１番人気）
枠連票数 計 ９６５７０ 的中 （５－８） １３７７（１１番人気）
馬連票数 計 ３８１６８３ 的中 �� ３８７１（１５番人気）
馬単票数 計 ４０１９７４ 的中 �� ２１９４（２５番人気）
ワイド票数 計 １５８８９８ 的中 �� ２０３８（１４番人気）�� ２６８８３（２番人気）�� ３６９５（１０番人気）
３連複票数 計 ４４８５５６ 的中 ��� １０８８０（９番人気）
３連単票数 計１３３０６５９ 的中 ��� ２２７３（９１番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．３―１２．５―１２．４―１２．２―１２．５―１２．７―１２．５―１２．３―１２．１―１１．８―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００�
７．１―１８．４―３０．９―４３．３―５５．５―１：０８．０―１：２０．７―１：３３．２―１：４５．５―１：５７．６―２：０９．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ノ ー ス テ ア �

父 ゼンノロブロイ �


母父 Silver Hawk デビュー ２０１０．１０．１０ 東京５着

２００８．３．５生 �３栗 母 ム ガ ー ル 母母 ム ガ メ ー ル ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００円

１４０３０ ５月２８日 小雨 稍重 （２３東京３）第３日 第６競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１３時００分（番組第７競走を順序変更） （芝・左）

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

中央レコード

１：５７．２
１：５６．４

良

良

１１ ヴァーゲンザイル 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム ４６４－ ６２：０３．６ １．７�

３３ バンスタンウォルツ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９６± ０２：０４．０２� ５．６�
２２ ヒールゼアハーツ 牡３栗 ５６ 藤田 伸二 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４８６－ ４ 〃 ハナ ３．６�
７７ アレアーラック 牡３栗 ５６ 江田 照男松本 俊廣氏 河野 通文 日高 浜本牧場 B４７４－ ２２：０４．３１� ８．１�
４４ シンボリシュテルン 牡３黒鹿５６ 北村 宏司シンボリ牧場 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 ５１４＋ ４２：０４．５１� １９．８�
５５ スリーケインズ 牡３芦 ５６

５３ ▲嶋田 純次永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 ４５４＋ ２２：０５．０３ ４８．５	
６６ セ イ バ リ ー 牝３栗 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 畠山 重則 浦河 大道牧場 ４３２＋ １２：０７．８大差 ９２．７


（７頭）

売 得 金

単勝： ２２，７２１，５００円 複勝： ２６，３９７，８００円 枠連： 発売なし

馬連： ４３，０２５，８００円 馬単： ４３，７７８，０００円 ワイド： １６，７８３，６００円

３連複： ４２，２４２，０００円 ３連単： １５０，４９６，９００円 計： ３４５，４４５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １９０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ３５０円 馬 単 �� ５８０円

ワ イ ド �� １３０円 �� １４０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ３００円 ３ 連 単 ��� １，０６０円

票 数

単勝票数 計 ２２７２１５ 的中 � １０７４９１（１番人気）
複勝票数 計 ２６３９７８ 的中 � １２２５０８（１番人気）� ４０３１３（３番人気）
馬連票数 計 ４３０２５８ 的中 �� ９１８２８（２番人気）
馬単票数 計 ４３７７８０ 的中 �� ５６５８２（２番人気）
ワイド票数 計 １６７８３６ 的中 �� ３７７４６（１番人気）�� ３０５５６（２番人気）�� １８３９６（４番人気）
３連複票数 計 ４２２４２０ 的中 ��� １０６８８１（１番人気）
３連単票数 計１５０４９６９ 的中 ��� １０４８０５（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．１―２５．６―３８．４―５１．６―１：０５．１―１：１７．３―１：２９．０―１：４０．４―１：５１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．３―３F３４．６

３ ３（４，７）（２，１）－（６，５）
２
４
３，４，２－６，１，７－５・（３，７）４（２，１）－５，６

勝馬の
紹 介

ヴァーゲンザイル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１１．１．５ 中山２着

２００８．３．１３生 牡３黒鹿 母 クイーンソネット 母母 エイプリルソネット ６戦２勝 賞金 ２１，４７０，０００円



１４０３１ ５月２８日 雨 不良 （２３東京３）第３日 第７競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１３時３０分（番組第６競走を順序変更） （ダート・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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

７１１ パワースポット 牝３鹿 ５４ 横山 典弘�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 ４５８－ ２１：３７．８ ４．３�

５６ アルデュール 牝３栗 ５４ 松岡 正海吉田 照哉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム ４７０± ０１：３８．０１� ２．０�
８１３ ウインジュビリー 牝３青鹿５４ 後藤 浩輝�ウイン 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４７６－ ２１：３８．１� ７．０�
４５ ショウナンガーデン 牝３鹿 ５４ 田中 勝春国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 桑田牧場 ４３０－ ４１：３８．３１� ３２．５�
６８ ミッキーレモン 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム ４６８＋ ８１：３８．５１� １４．２�
２２ フラワーロック 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 ４６６＋ ２１：３８．６� １７．４	
６９ シンクオブミー 牝３鹿 ５４ 江田 照男島田 久氏 尾関 知人 日高 坂 牧場 ４５６＋ ６１：３８．８１� ６７．７

３３ ブラウブリッツ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩 �社台レースホース池上 昌弘 千歳 社台ファーム B４８４± ０ 〃 クビ ５０．１�
４４ 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 ４５８＋ ４１：３８．９� １１．３�
１１ センティラシオン 牝３芦 ５４ 藤田 伸二中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４６４± ０１：３９．０� ３９．０
７１０ シ ー ラ イ フ 牝３芦 ５４ 川島 信二佐々木完二氏 田島 良保 日高 小屋畑 和久 ４８４－１２１：３９．１クビ ２９．２�
５７ グジョウハチマン 牝３鹿 ５４ 北村 宏司居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム B４５４± ０１：３９．４２ ５２．８�
８１２ セイルアゲン 牝３鹿 ５４ 武士沢友治浅川 皓司氏 中野 栄治 新冠 対馬 正 ４４４－ ２１：３９．９３ １３８．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２８，５２８，１００円 複勝： ４６，１１５，３００円 枠連： １７，４５６，３００円

馬連： ７５，８３４，１００円 馬単： ４９，５８１，１００円 ワイド： ３０，３５７，５００円

３連複： ８５，１３６，７００円 ３連単： １５１，３６１，６００円 計： ４８４，３７０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � １７０円 枠 連（５－７） ３７０円

馬 連 �� ４５０円 馬 単 �� １，１３０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� ５３０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ９４０円 ３ 連 単 ��� ５，１７０円

票 数

単勝票数 計 ２８５２８１ 的中 � ５２６７６（２番人気）
複勝票数 計 ４６１１５３ 的中 � ７０００５（２番人気）� １５５８８２（１番人気）� ５８５７５（４番人気）
枠連票数 計 １７４５６３ 的中 （５－７） ３５２４０（１番人気）
馬連票数 計 ７５８３４１ 的中 �� １２６１４３（１番人気）
馬単票数 計 ４９５８１１ 的中 �� ３２４９１（３番人気）
ワイド票数 計 ３０３５７５ 的中 �� ３６３８６（１番人気）�� １２１８０（６番人気）�� ２９９７３（２番人気）
３連複票数 計 ８５１３６７ 的中 ��� ６６９２１（１番人気）
３連単票数 計１５１３６１６ 的中 ��� ２１６４６（６番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１１．９―１２．６―１２．８―１２．４―１２．０―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．４―３５．３―４７．９―１：００．７―１：１３．１―１：２５．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パワースポット �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー ２０１１．４．２ 阪神６着

２００８．４．１６生 牝３鹿 母 セクシーシューズ 母母 ベルパローレ ３戦２勝 賞金 １２，０００，０００円

１４０３２ ５月２８日 雨 不良 （２３東京３）第３日 第８競走 ��１，３００�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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

２３ ケイアイマーズ 牡５鹿 ５７ 北村 宏司 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 静内 大滝 康晴 ４６８－１２１：１７．９ ７．８�

４７ アルセーヌシチー 牡５鹿 ５７ 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 浦河 アイオイファーム ４８８－ ２１：１８．０� ４．８�
５１０� リラティビティ 牡５鹿 ５７ 石橋 脩池谷 誠一氏 萩原 清 新ひだか 下屋敷牧場 ４７０－ ４１：１８．５３ ２９８．５�
３６ � ロードカイザー 牡５鹿 ５７ 田中 勝春 �ロードホースクラブ 河野 通文 新冠 イワミ牧場 B４６０－ ６ 〃 クビ １３．８�
８１５ ツクバキング �４黒鹿５７ 藤田 伸二荻原 昭二氏 戸田 博文 日高 ヤナガワ牧場 ４６０－ ４１：１８．６� ２．４�
６１２ イルドロール 牝５栗 ５５ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 新冠 追分ファーム ４７４－ ４１：１８．７� ４０．０	
３５ � イエスマイダーリン 牝４鹿 ５５ 江田 照男浅田 次郎氏 河野 通文 日高 浜本牧場 B５０４－ ２１：１８．８クビ １９．１

４８ ミラクルフルーツ 牝５鹿 ５５ 後藤 浩輝吉田 照哉氏 高橋 裕 千歳 社台ファーム B５０６＋ ４１：１９．１１� ４５．２�
８１６ ポリティカルパワー 牡４青 ５７ 松岡 正海加藤 徹氏 成島 英春 新冠 大狩部牧場 ４８８± ０１：１９．２� ２４．６�
１２ � ラブアスコットー 牝４栗 ５５ 柴田 大知増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 加野牧場 ４６８＋１４１：１９．３� １０１．８
５９ ノボシャンパーニュ 牝４栗 ５５ 大庭 和弥�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 ４９２－ ４１：１９．６２ ５．０�
１１ インテグラルヘッド 牡４栗 ５７ 横山 典弘 �サンデーレーシング 的場 均 安平 追分ファーム ５１０＋ ４１：１９．８１	 １８．２�
７１３ ピースオブケイク 牡４栗 ５７ 藤岡 佑介新木 鈴子氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム ４９４＋ ４１：２０．２２� ３０５．３�
２４ スズカジェネラル 牡４栗 ５７ 小林慎一郎永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 ４６４－ ２１：２１．１５ ６１．８�
７１４� エムエムキセキ 牡４青 ５７ 川島 信二戸山 昌彦氏 南田美知雄 日高 田中 元寿 ４９２＋ ７１：２４．０大差 ７７．６�

（１５頭）
６１１ マスタールティア 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎村山 卓也氏 柴崎 勇 新冠 細川農場 ４６２－ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２５，６８１，９００円 複勝： ４０，５４５，６００円 枠連： ２３，１５６，８００円

馬連： ７８，３４１，４００円 馬単： ４７，４３２，６００円 ワイド： ２９，２７７，３００円

３連複： ７９，４９０，９００円 ３連単： １３９，０５６，６００円 計： ４６２，９８３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � ２８０円 � １８０円 � ３，７００円 枠 連（２－４） ２，０２０円

馬 連 �� １，９９０円 馬 単 �� ３，８７０円

ワ イ ド �� ８００円 �� １３，７９０円 �� ９，７００円

３ 連 複 ��� １０６，０９０円 ３ 連 単 ��� ３２３，７４０円

票 数

単勝票数 差引計 ２５６８１９（返還計 ６５０８） 的中 � ２６０１８（４番人気）
複勝票数 差引計 ４０５４５６（返還計 １３８５８） 的中 � ３９４９７（４番人気）� ７５０６３（２番人気）� ２１４９（１４番人気）
枠連票数 差引計 ２３１５６８（返還計 ８４６） 的中 （２－４） ８４７４（８番人気）
馬連票数 差引計 ７８３４１４（返還計 ７５５９３） 的中 �� ２９１０４（７番人気）
馬単票数 差引計 ４７４３２６（返還計 ４１６０８） 的中 �� ９０６５（１２番人気）
ワイド票数 差引計 ２９２７７３（返還計 ２９７８８） 的中 �� ９５８８（５番人気）�� ５０６（７４番人気）�� ７２１（６６番人気）
３連複票数 差引計 ７９４９０９（返還計１４３８１７） 的中 ��� ５５３（１６５番人気）
３連単票数 差引計１３９０５６６（返還計２４５３７２） 的中 ��� ３１７（６３３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
６．９―１７．９―２９．２―４１．３―５２．９―１：０５．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイマーズ �
�
父 デ ヒ ア �

�
母父 Relaunch デビュー ２００８．７．６ 福島１５着

２００６．３．２７生 牡５鹿 母 アドベンチャーオン 母母 Why Me Lord １４戦３勝 賞金 ２７，７００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔競走除外〕 マスタールティア号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エムエムキセキ号は，平成２３年６月２８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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ニシノフェミニン号・ヤマノトップラン号



１４０３３ ５月２８日 雨 稍重 （２３東京３）第３日 第９競走 ��
��１，６００�

は や ま

葉 山 特 別
発走１４時３５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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．４
１：３１．４

良

良

５５ シャイニンアーサー 牡４黒鹿５７ 横山 典弘市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B５００＋ ４１：３４．８ ２．５�

３３ マイネルマルシェ 牡４黒鹿５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 池上 昌弘 日高 戸川牧場 ４５０± ０ 〃 クビ ３．５�

８９ シルクウェッジ 牡４青鹿５７ 秋山真一郎有限会社シルク和田 正道 新冠 ムラカミファーム ４７２－１２１：３４．９� １５．８�
１１ ウエスタンディオ 牡４鹿 ５７ 石橋 脩西川 賢氏 尾形 充弘 新ひだか 北西牧場 ４７２－ ２１：３５．０クビ １４．６�
４４ マイネノーブレス 牝４栗 ５５ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大竹 正博 新冠 的場牧場 ４４８＋１２ 〃 ハナ ３２．７�
７８ トップキングダム 牡５栗 ５７ 吉田 豊�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４７８＋ ４１：３５．１� ６．８	
６６ オリエンタルジェイ 牡４黒鹿５７ 北村 宏司棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか グランド牧場 ４７２＋ ２１：３５．２� ５．１

７７ シ ー マ ー ク 牡４栗 ５７ 藤岡 佑介 �社台レースホース大久保洋吉 千歳 社台ファーム B５３８－ ２ 〃 クビ ２１．４�
２２ ナイスシャトル 牡６栗 ５７ 武士沢友治菅藤 宗一氏 菊沢 隆徳 浦河 林 孝輝 ４９６＋ ２１：３６．７９ １７４．４�
８１０	 シベリアンヒート 牡８芦 ５７ 大庭 和弥藤田 在子氏 堀井 雅広 米

Gaines－Gentry Thor-
oughbreds, Scott Pierce
& Omar Trevino

５２８＋ ４１：３７．０１� １３１．０

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３２，０６０，３００円 複勝： ４３，９３２，８００円 枠連： １７，７１６，０００円

馬連： ８８，３２８，３００円 馬単： ６５，３６３，０００円 ワイド： ３０，０３６，５００円

３連複： ９２，４１８，９００円 ３連単： ２２７，８０６，５００円 計： ５９７，６６２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � ３１０円 枠 連（３－５） ４２０円

馬 連 �� ４５０円 馬 単 �� ７００円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ５００円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ２，０３０円 ３ 連 単 ��� ７，７９０円

票 数

単勝票数 計 ３２０６０３ 的中 � １０３５８６（１番人気）
複勝票数 計 ４３９３２８ 的中 � １１２３６７（１番人気）� ８４８１３（２番人気）� ２５８８６（６番人気）
枠連票数 計 １７７１６０ 的中 （３－５） ３１５２７（１番人気）
馬連票数 計 ８８３２８３ 的中 �� １４８１０３（１番人気）
馬単票数 計 ６５３６３０ 的中 �� ６８９３６（１番人気）
ワイド票数 計 ３００３６５ 的中 �� ４４０３８（１番人気）�� １３７４３（７番人気）�� ９２４７（１０番人気）
３連複票数 計 ９２４１８９ 的中 ��� ３３７６４（７番人気）
３連単票数 計２２７８０６５ 的中 ��� ２１６０８（２０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．３―３４．６―４６．０―５７．９―１：０９．４―１：２１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャイニンアーサー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１１．２２ 東京５着

２００７．５．６生 牡４黒鹿 母 シャイニンルビー 母母 シャイニンレーサー １３戦３勝 賞金 ４０，２２８，０００円

１４０３４ ５月２８日 雨 不良 （２３東京３）第３日 第１０競走 ��
��１，４００�

かまくら

鎌倉ステークス
発走１５時１０分 （ダート・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 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

１１ サウンドアクシス 牡５栗 ５７ 松岡 正海 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４７６－ ４１：２３．２ ８．１�

５９ ビギンマニューバー �６黒鹿５７ 藤田 伸二前田 晋二氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９０± ０ 〃 クビ ５．９�
１２ ステイドリーム 牡６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 ５２８－ ４１：２３．４１� １３．６�
２３ ロリンザーユーザー 牡７鹿 ５７ 武士沢友治ロイヤルファーム� 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 B５０４± ０１：２３．６１	 １０４．４�
３５ アンヴェイル 牡６栗 ５７ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０４－ ４１：２３．８１� ２１．９�
４７ アンヴァルト 牡４青鹿５７ 石橋 脩 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４７２± ０１：２３．９クビ １４．２�
５１０
 ギンザナイト 牡６栗 ５７ 三浦 皇成齋藤 文男氏 小崎 憲 米 Lazy Lane

Farms, Inc. ４９４－１０ 〃 アタマ ５．６	
４８ ゴールドバシリスク 牡４鹿 ５７ 田中 勝春居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム ４８８－ ２１：２４．１１ ５．５

８１５ ジェイケイボストン �８黒鹿５７ 柴田 善臣小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ５２４－ ２１：２４．２	 ２２８．９�
６１１ アデュラリア 牝５芦 ５５ 秋山真一郎�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム ４９２＋１０１：２４．４１	 ４．３�
２４ 
 ギシアラバストロ 牡７青鹿５７ 北村 宏司吉田 和美氏 古賀 慎明 米 Racehorse Man-

agement, LLC B４８２－１０１：２４．６１	 ７５．７
７１３ ドリームスカイラブ 牡６黒鹿５７ 柴田 大知セゾンレースホース� 高橋 祥泰 平取 北島牧場 ５００± ０１：２４．９１� １０．１�
６１２ ダイワプリベール 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム B４６４± ０ 〃 クビ ３２．９�
８１６ ホットフレイバー 牝７栗 ５５ 江田 照男 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ５１２－ ４１：２５．０クビ １０５．３�
７１４
 パーフェクトケン 牡５鹿 ５７ 吉田 豊藤田 在子氏 萱野 浩二 米 Edward P.

Evans ５００－ ２１：２７．２大差 １０２．０�
３６ ケイアイエーデル 牝６鹿 ５５ 川島 信二 �啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 静内 佐竹 学 ４３８＋ ２１：２８．６９ １１５．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，１９５，０００円 複勝： ５６，７７９，５００円 枠連： ３８，５０４，０００円

馬連： １４４，４６５，９００円 馬単： ７４，５２６，８００円 ワイド： ４６，４２５，１００円

３連複： １５９，８１１，３００円 ３連単： ２７２，６９７，７００円 計： ８２６，４０５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � ２８０円 � ２７０円 � ３９０円 枠 連（１－５） ７２０円

馬 連 �� ２，６２０円 馬 単 �� ５，３８０円

ワ イ ド �� ９００円 �� ９９０円 �� １，６６０円

３ 連 複 ��� １０，７９０円 ３ 連 単 ��� ５９，５８０円

票 数

単勝票数 計 ３３１９５０ 的中 � ３２３５７（５番人気）
複勝票数 計 ５６７７９５ 的中 � ５６６７３（５番人気）� ５９０６６（４番人気）� ３６１２３（７番人気）
枠連票数 計 ３８５０４０ 的中 （１－５） ３９６６５（３番人気）
馬連票数 計１４４４６５９ 的中 �� ４０７３９（１３番人気）
馬単票数 計 ７４５２６８ 的中 �� １０２２７（２５番人気）
ワイド票数 計 ４６４２５１ 的中 �� １２９４１（１１番人気）�� １１６２７（１４番人気）�� ６７２８（２５番人気）
３連複票数 計１５９８１１３ 的中 ��� １０９４０（４３番人気）
３連単票数 計２７２６９７７ 的中 ��� ３３７８（２１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．３―３４．９―４７．１―５９．３―１：１０．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウンドアクシス �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００９．６．１４ 中京１３着

２００６．４．２８生 牡５栗 母 キョウエイフォルテ 母母 クラフテイワイフ ２１戦５勝 賞金 ８１，８２３，０００円
〔その他〕 パーフェクトケン号は，競走中に疾病〔鼻出血（２回目）〕を発症。

ジェイケイボストン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
ケイアイエーデル号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。

〔鼻出血による出走制限〕 パーフェクトケン号は，平成２３年７月２８日まで出走できない。
ジェイケイボストン号は，平成２３年６月２８日まで出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 カフェマーシャル号・カフェレジェンド号・キングパーフェクト号・コンティネント号・サンマルセイコー号・

ジートップキセキ号・チャレンジシチー号・メイショウヤワラ号



１４０３５ ５月２８日 雨 稍重 （２３東京３）第３日 第１１競走
第１２５回農林水産省賞典

��
��２，５００�目 黒 記 念（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （芝・左）
３歳以上，２２．５．２９以降２３．５．２２まで１回以上出走馬，除３歳未出走馬および未勝利馬；
負担重量は，ハンデキャップ

農林水産大臣賞（１着）
賞 品

本 賞 ５８，０００，０００円 ２３，０００，０００円 １５，０００，０００円 ８，７００，０００円 ５，８００，０００円
付 加 賞 １，３７２，０００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

２：２９．８
２：２９．５

良

良

４８ キングトップガン 牡８鹿 ５１ 横山 典弘池田 豊治氏 鮫島 一歩 新冠 北星村田牧場 ４９８± ０２：３２．５ １６．３�

８１７ ハートビートソング 牡４栗 ５６ 秋山真一郎 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム ５００－ ４ 〃 クビ ３．２�
１１ ヤングアットハート 牡４栗 ５５ 後藤 浩輝 �社台レースホース松山 康久 千歳 社台ファーム ４９２－ ６２：３２．６� １１．７�
７１４ トレイルブレイザー 牡４鹿 ５４ 安藤 勝己前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９０＋ ２ 〃 クビ ７．６�
２４ � マカニビスティー 牡４青鹿５６ 北村 宏司備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 山田 政宏 B４７６± ０ 〃 ハナ ８．３�
３６ マイネルアンサー 牡７鹿 ５４ 川島 信二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 三石 稲葉牧場 ５３６－ ６ 〃 ハナ １１３．９	
８１８ ジ ャ ミ ー ル 牡５鹿 ５７ 吉田 豊吉田 照哉氏 松元 茂樹 浦河 福田牧場 ４５０－ ８２：３２．７クビ ３１．９

４７ マイネルキッツ 牡８栗 ５８．５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B４９６－ ２２：３２．９１� ６．６�
７１５ モンテクリスエス 牡６鹿 ５６ 藤岡 佑介毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 B５５２－ ８２：３３．６４ ２０．９�
２３ アースシンボル 牝６鹿 ５２ 田中 勝春松山 増男氏 宗像 義忠 三石 城地 清満 ４６６－１０２：３３．７クビ ７０．６
８１６ トウカイトリック 牡９鹿 ５７．５ 柴田 善臣内村 正則氏 野中 賢二 三石 土田 扶美子 ４４４－１０２：３３．９１� ４０．３�
６１２ フォゲッタブル 牡５黒鹿５７．５ 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４８２± ０ 〃 クビ ２８．１�
１２ ケイアイドウソジン 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 新冠 村田牧場 ４９８＋ ２２：３４．０クビ ７．２�
５９ イ コ ピ コ 牡５鹿 ５７．５ 石橋 脩�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ４７４± ０２：３４．２１� ２３．２�
５１０ イケドラゴン 牡６栗 ５２ 中谷 雄太池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 ５１８－１０２：３５．１５ ９２．２�
３５ オウケンサクラ 牝４鹿 ５５ 大庭 和弥福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 B４８６－ ２２：３５．７３� ４２．４�
７１３ シゲルタック 牡７鹿 ５２ 武士沢友治森中 蕃氏 田中 章博 三石 沖田 繁 ４７８－ ２２：３６．４４ ６３．６�

（１７頭）
６１１ シャイニータイガー 牡５黒鹿５３ 江田 照男小林 昌志氏 河野 通文 新冠 アラキフアーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ９６，６５４，７００円 複勝： １５１，２１６，３００円 枠連： １０５，２４１，２００円

馬連： ４８２，２７４，７００円 馬単： ２２６，６４０，５００円 ワイド： １４７，６７３，０００円

３連複： ６１８，３５６，８００円 ３連単： ９９５，９９１，０００円 計： ２，８２４，０４８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６３０円 複 勝 � ３６０円 � １６０円 � ３３０円 枠 連（４－８） ７５０円

馬 連 �� ３，０００円 馬 単 �� ８，６１０円

ワ イ ド �� １，０５０円 �� ２，２６０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� １０，５５０円 ３ 連 単 ��� ７６，５３０円

票 数

単勝票数 計 ９６６５４７ 的中 � ４６８３２（７番人気）
複勝票数 計１５１２１６３ 的中 � ９４４７０（７番人気）� ３３２５５０（１番人気）� １０６５０１（６番人気）
枠連票数 計１０５２４１２ 的中 （４－８） １０４４８７（３番人気）
馬連票数 計４８２２７４７ 的中 �� １１８７４３（１２番人気）
馬単票数 計２２６６４０５ 的中 �� １９４４７（３３番人気）
ワイド票数 計１４７６７３０ 的中 �� ３４９９３（８番人気）�� １５５８１（２７番人気）�� ４７２７７（５番人気）
３連複票数 計６１８３５６８ 的中 ��� ４３２８７（２７番人気）
３連単票数 計９９５９９１０ 的中 ��� ９６０５（２１７番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．９―１１．０―１２．４―１２．７―１２．４―１２．１―１２．３―１２．４―１２．６―１１．４―１２．１―１３．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．０―１７．９―２８．９―４１．３―５４．０―１：０６．４―１：１８．５―１：３０．８―１：４３．２―１：５５．８―２：０７．２―２：１９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．３―３F３６．７
１
３
１３，５（８，１７）９，１０－４，１４（２，１２）３，１，１８，７，６＝１５，１６
１３－８，５，１７，９，１０（４，１４）（２，１２）（１，３）（７，１８）－（６，１６）１５

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

勝馬の
紹 介

キングトップガン �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００６．６．１０ 中京４着

２００３．４．２４生 牡８鹿 母 グリタリングフラワ 母母 カシマアロー ３５戦６勝 賞金 １５２，８４３，０００円
〔出走取消〕 シャイニータイガー号は，疾病〔右前挫跖〕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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ネコパンチ号

１４０３６ ５月２８日 雨 不良 （２３東京３）第３日 第１２競走 ��１，６００�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 １０，４００，０００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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

１１ サイレントメロディ 牡４青 ５７ 三浦 皇成 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム ４９２＋ ６１：３５．３ ４．０�

８１５ トップオブパンチ 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ５０２± ０１：３５．６１� １０．９�
２３ � ウインベルセルク 牡５鹿 ５７ 吉田 豊�ウイン 大久保龍志 新冠 村上 欽哉 ４９０± ０１：３６．２３� １４．７�
６１２ テクニカルラン 牝５鹿 ５５ 石橋 脩吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４３４－ ２１：３６．３� ６．４�
４７ ボンバルディエーレ 牡５芦 ５７ 松岡 正海吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム ４７６＋ ２１：３６．６１� ７．２�
８１６ トワインブルーム 牝５鹿 ５５ 江田 勇亮大原 詔宏氏 大久保洋吉 新冠 有限会社

大原ファーム ４６２－ ４ 〃 クビ ６４．８	
２４ ア イ ノ カ ゼ 牡６鹿 ５７ 武士沢友治丸岡 啓一氏 鈴木 勝美 新冠 ムラカミファーム ５０４－ ２ 〃 アタマ ６０．５

３６ ナイトフッド 牡５青鹿５７ 横山 典弘 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム B５００＋ ４１：３６．７クビ ３．１�
１２ マーブルデイビー 牡５栗 ５７ 安藤 光彰下村 直氏 清水 久詞 三石 三石川上牧場 ４７２－ ６１：３６．８� １１０．６�
５９ ドクターラオウ 牡５鹿 ５７ 川島 信二�アカデミー 西園 正都 新冠 清水 克則 ５１６± ０ 〃 クビ ２０．０
７１３ ケイアイプログレス 牡４栃栗５７ 後藤 浩輝 �啓愛義肢材料販売所 柴崎 勇 新冠 隆栄牧場 ５１６－ ４１：３７．０１� ８０．８�
７１４ クリストフォルス 牡６栗 ５７ 藤岡 佑介広尾レース� 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 ５３２± ０１：３８．０６ １１．８�
３５ レッツゴーヒチョリ 牡６鹿 ５７ 江田 照男飯田 正剛氏 高橋 祥泰 静内 千代田牧場 ５５４± ０１：３８．２１� ２５８．７�
４８ サンマルチーフ 牡７栗 ５７ 大庭 和弥相馬 勇氏 大橋 勇樹 門別 田端牧場 ４９２－ ２ 〃 クビ ２４８．０�
６１１ ドラゴンアルテマ 牡４青 ５７ 北村 宏司窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４８０－１４１：３８．３クビ ３１．６�
５１０ リネンタキシード 牡４青鹿５７ 田中 勝春戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 ５３２＋ ２１：３８．４� ３０２．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４７，７２７，３００円 複勝： ６７，８５６，１００円 枠連： ３８，４１６，８００円

馬連： １６８，６４５，１００円 馬単： ９４，１３８，０００円 ワイド： ５５，３４２，４００円

３連複： １８５，０１７，７００円 ３連単： ３５２，９５８，３００円 計： １，０１０，１０１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � ２１０円 � ２９０円 � ３７０円 枠 連（１－８） ２，３３０円

馬 連 �� ３，０４０円 馬 単 �� ４，６１０円

ワ イ ド �� １，１８０円 �� １，３１０円 �� ２，１７０円

３ 連 複 ��� １２，１６０円 ３ 連 単 ��� ５１，２００円

票 数

単勝票数 計 ４７７２７３ 的中 � ９４３１７（２番人気）
複勝票数 計 ６７８５６１ 的中 � ９８８５４（２番人気）� ６０８４６（５番人気）� ４４２９４（６番人気）
枠連票数 計 ３８４１６８ 的中 （１－８） １２１７２（１１番人気）
馬連票数 計１６８６４５１ 的中 �� ４１０２０（１１番人気）
馬単票数 計 ９４１３８０ 的中 �� １５０８９（１５番人気）
ワイド票数 計 ５５３４２４ 的中 �� １１７４１（１２番人気）�� １０４６２（１４番人気）�� ６１８３（２６番人気）
３連複票数 計１８５０１７７ 的中 ��� １１２３５（３９番人気）
３連単票数 計３５２９５８３ 的中 ��� ５０８８（１５９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１１．４―１１．８―１２．２―１２．１―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．６―３５．０―４６．８―５９．０―１：１１．１―１：２３．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サイレントメロディ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．９．２７ 中山３着

２００７．１．２７生 牡４青 母 サイレントハピネス 母母 レガシーオブストレングス １１戦３勝 賞金 ４２，９５４，０００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 スマートアーサイト号・ソルモンターレ号



（２３東京３）第３日 ５月２８日（土曜日） 雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重
重後不良

競走回数 １２回 出走頭数 １６２頭 本 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

２８４，９５０，０００円
８，６００，０００円
２，８６０，０００円
２６，５７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５７，０９８，５００円
５，１２７，６００円
１，６０３，８００円

勝馬投票券売得金
３８０，６５６，５００円
６２６，００３，５００円
３１４，７８７，３００円
１，３０２，８１６，４００円
７８４，９５４，４００円
４５０，４３２，９００円
１，５３６，０１６，５００円
２，８５１，３９９，４００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 ８，２４７，０６６，９００円

総入場人員 ３０，１５５名 （有料入場人員 ２８，８９２名）


