
１１０２５ ４月２９日 曇 良 （１８東京２）第３日 第１競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１０時００分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

１１ � パ ッ サ リ ン 牝３鹿 ５４ 内田 博幸池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４８０± ０１：４０．９ ２．５�
（大井）

６１１� インザリピート 牝３鹿 ５４ 吉田 豊遠藤 喜松氏 内藤 一雄 様似 清水スタッド ４４８－ ２１：４１．１１� ７．７�
５８ フジファレノプシス 牝３鹿 ５４ 江田 照男藤田 達男氏 中野 栄治 新冠 佐藤 信広 ４５４－ ２１：４１．２クビ ３２．０�
７１３� フレッシュチェリー 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介大原 詔宏氏 谷原 義明 静内 田中 裕之 ４２４－ ６１：４１．６２� ６６．６�
３５ � カナハラグレース 牝３芦 ５４ 小野 次郎寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 谷川牧場 B４７０＋ ４ 〃 ハナ １６．４�
２２ � クリノビスケット 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹栗本 博晴氏 内藤 一雄 門別 三輪牧場 ４３０＋ ４１：４１．７� １９．１�
４６ �� プラチナベリー 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義臼倉 勲氏 田中 清隆 三石 小林 嘉弘 ４６８＋ ８１：４１．８クビ ５．５�
６１０� バイタルサイン 牝３栗 ５４ 北村 宏司石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 小泉 学 ４６０± ０１：４２．４３� １５２．５	
２３ ダイワレイピア 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４６０ ―１：４２．５� ３７．７

４７ エフテーギャル 牝３鹿 ５４

５１ ▲佐藤 聖也深野 茂雄氏 富田 一幸 三石 斉藤 正男 ４１２－１３１：４２．６� ３５７．３�
８１４� トーセンオマージュ 牝３青鹿５４ 横山 典弘島川 �哉氏 柴崎 勇 静内 岡田スタツド ４５０＋ ６１：４２．９２ ５４．１
７１２� ホクセイダリア 牝３黒鹿５４ 松岡 正海宮川 純造氏 中島 敏文 静内 カタオカフアーム ４４２＋１０１：４３．０� １３８．２�
８１５ ローズクラウン 牝３鹿 ５４

５３ ☆津村 明秀千明牧場 鈴木 伸尋 門別 千明牧場 ４１８＋ ２１：４３．４２� ２２．３�
５９ �� ケンブリッジマイア 牝３栃栗５４ 田中 勝春中西 宏彰氏 河野 通文 早来 ノーザンファーム ４５４＋ ２１：４５．０１０ ３．８�
３４ レッドアーチ 牝３黒鹿５４ 石神 深一�コオロ 佐藤 吉勝 浦河 谷口牧場 ４４２－１４１：４６．４９ ５８．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，４６０，０００円 複勝： ２０，４３３，３００円 枠連： ２２，９３１，７００円

普通馬連： ８３，７５７，６００円 馬単： ８０，７６４，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，２８１，８００円

３連複： １０５，８９１，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３５１，５２０，３００円

払 戻 金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � ２２０円 � ６１０円 枠 連（１－６） ７７０円

普通馬連 �� ８３０円 馬 単 �� １，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� １，４３０円 �� ２，２３０円

３ 連 複 ��� ８，８８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５４６００ 的中 � ４９７２４（１番人気）
複勝票数 計 ２０４３３３ 的中 � ６１７４６（１番人気）� ２２６４５（３番人気）� ５８７６（８番人気）
枠連票数 計 ２２９３１７ 的中 （１－６） ２２２２７（２番人気）
普通馬連票数 計 ８３７５７６ 的中 �� ７４７６７（２番人気）
馬単票数 計 ８０７６４７ 的中 �� ４３３２３（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２２８１８ 的中 �� １６５４３（２番人気）�� ３６５８（１６番人気）�� ２２９６（２６番人気）
３連複票数 計１０５８９１２ 的中 ��� ８８０１（２６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．４―３５．３―４８．３―１：０１．５―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４F５２．６―３F３９．４
３ １（６，１１）１４（４，１５）（９，１３）８（１０，１２）（２，５）－３－７ ４ １，１１（６，１４）（４，１５）８，１３（２，９，１２）１０，５－（７，３）

勝馬の
紹 介

�パ ッ サ リ ン �
�
父 エンドスウィープ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．９．１８ 中山８着

２００３．３．１７生 牝３鹿 母 サンバデリオ 母母 ル ゼ ッ ト ７戦１勝 賞金 ９，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドアーチ号は，平成１８年５月２９日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 トーセンオマージュ号は，平成１８年５月２９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。



１１０２６ ４月２９日 曇 良 （１８東京２）第３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

７７ � ビートザディーラー 牡３青鹿５６ 内田 博幸 �グリーンファーム 加藤 征弘 米 Patricia
Youngman ４４０＋ ４１：１９．９ ８．２�

（大井）

８９ � アグネスホンジン 牡３栗 ５４ G．ボス 渡辺 孝男氏 森 秀行 豪 Suntar Hold-
ings Pty Ltd ５１４－ ２１：２０．７５ １．６�

（豪）

５５ ミツバシーケンス 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣尾野 敬次氏 根本 康広 平取 池田牧場 ４８０＋ ４１：２１．１２� １２１．６�
８１０ キョクイチデュラ 牡３栗 ５６ 横山 典弘深野 茂雄氏 奥平 雅士 三石 前田 宗将 ４８４－ ６１：２１．９５ ３．６�
１１ � ダイワラファエル 牝３鹿 ５４ 増沢由貴子大城 敬三氏 増沢 末夫 新冠 ハシモトフアーム ５００＋１０ 〃 ハナ ４６．７�
７８ オンワードカイザー 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信�オンワード牧場 本郷 一彦 浦河 オンワード牧場 ４８４－ ２ 〃 ハナ ９２．５�
６６ アドミラルペリー 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二ジョイ・レースホース� 畠山 吉宏 厚真 阿部 栄乃進 ５０４＋ ２１：２２．２２ １９．６	
３３ リュウアポロン 牡３鹿 ５６ 伊藤 直人田中ふさ枝氏 小林 常泰 浦河 中村 敏明 ４６８－ ２１：２２．３クビ ３７７．４

４４ � トップオブタヤス 牡３黒鹿５６ 松岡 正海横瀬 兼二氏 相沢 郁 愛 Sir E. J.

Loder ４４８＋ ４１：２２．７２� １９．７�
２２ シ ロ ク ン 牡３白 ５６ 田中 勝春金子真人ホール

ディングス� 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ４９８－ ８１：２３．１２� １８．０�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２３，７５４，２００円 複勝： ２３，８４２，６００円 枠連： ２４，４５１，２００円

普通馬連： ８３，３２６，８００円 馬単： １０９，５９９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，３２６，１００円

３連複： １１５，４２７，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４０５，７２７，７００円

払 戻 金

単 勝 � ８２０円 複 勝 � ２１０円 � １２０円 � ７１０円 枠 連（７－８） ３５０円

普通馬連 �� ５９０円 馬 単 �� １，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ２，７８０円 �� １，８２０円

３ 連 複 ��� ７，７３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３７５４２ 的中 � ２３０５６（３番人気）
複勝票数 計 ２３８４２６ 的中 � ２６２２６（３番人気）� ８２６６２（１番人気）� ５４３２（８番人気）
枠連票数 計 ２４４５１２ 的中 （７－８） ５２６７３（２番人気）
普通馬連票数 計 ８３３２６８ 的中 �� １０５５５１（２番人気）
馬単票数 計１０９５９９０ 的中 �� ５０２０７（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５３２６１ 的中 �� ３６６５５（２番人気）�� １９２５（２４番人気）�� ２９８７（１６番人気）
３連複票数 計１１５４２７８ 的中 ��� １１０２３（１８番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
６．８―１７．９―２９．５―４１．７―５４．３―１：０６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ビートザディーラー 
�
父 Black Minnaloushe 

�
母父 Golden Gear デビュー ２００５．１０．１６ 東京３着

２００３．２．１９生 牡３青鹿 母 Golden Doubloon 母母 Doubling Time ６戦１勝 賞金 ８，５５０，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１１０２７ ４月２９日 曇 良 （１８東京２）第３日 第３競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳

発走１１時００分（番組第５競走を順序変更） （芝・左）

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

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

３３ � リワードオーディン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義宮崎忠比古氏 田中 清隆 新冠 越湖牧場 ５０８－ ２２：３１．６ ２．６�

８９ アドバンテージ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �ノースヒルズマネ
ジメント 萩原 清 三石 土居 忠吉 ４８０＋ ６ 〃 ハナ ３．１�

（大井）

６６ �� マイネルアントス 牡３芦 ５６ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ヤマタケ牧場 ５１４± ０２：３１．８１� １１．２�

２２ �� マイネルスパルナ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 国枝 栄 様似 林 時春 ４９８－ ６２：３１．９	 ５．７�

１１ 
 ロットバルト 牡３栗 ５６ 江田 照男櫻井 盛夫氏 久保田貴士 愛 Saud Bin
Saad ４５０＋ ２２：３２．４３ １３．１�

４４ � ダブルマイル 牡３鹿 ５６ 吉田 豊大川 徹氏 畠山 吉宏 浦河 昭和牧場 ５０４± ０２：３２．８２	 ２７．８	
５５ � タカサンドリーム 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信鳴田 啓志氏 浅野洋一郎 門別 山際 辰夫 ４７４－１２２：３３．５４ １１８．５

７７ �� コスモスコヴィル 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣 �ビッグレッドファーム 沢 峰次 門別 白瀬 明 ４５４± ０２：３４．１３	 ６．５�
８８ グラスクローザー 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹半沢� 中野渡清一 三石 谷口育成牧場 ４５２－１６２：３４．４２ １４３．４�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２０，４４９，５００円 複勝： ２２，９１９，９００円 枠連： ２０，０１５，５００円

普通馬連： ８８，２８３，６００円 馬単： ９７，３３９，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，６９３，６００円

３連複： １０８，５７３，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３７９，２７５，１００円

払 戻 金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � ２２０円 枠 連（３－８） ４１０円

普通馬連 �� ４６０円 馬 単 �� ８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ３９０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� １，０６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０４４９５ 的中 � ６２８０８（１番人気）
複勝票数 計 ２２９１９９ 的中 � ５８７６５（１番人気）� ５４１３７（２番人気）� ２０１２８（６番人気）
枠連票数 計 ２００１５５ 的中 （３－８） ３６７５７（１番人気）
普通馬連票数 計 ８８２８３６ 的中 �� １４４６９８（１番人気）
馬単票数 計 ９７３３９３ 的中 �� ８３９７９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１６９３６ 的中 �� ２９８６８（１番人気）�� １２７８０（６番人気）�� １００７３（８番人気）
３連複票数 計１０８５７３７ 的中 ��� ７５５９５（３番人気）

ハロンタイム １３．２―１１．６―１２．７―１３．４―１３．２―１３．４―１３．５―１３．３―１２．４―１１．５―１１．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．２―２４．８―３７．５―５０．９―１：０４．１―１：１７．５―１：３１．０―１：４４．３―１：５６．７―２：０８．２―２：１９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．３―３F３４．９
１
３
６，２，９，３－５－４，１，７，８
６（２，９）（４，３）（５，１，７）８

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

勝馬の
紹 介

�リワードオーディン 
�
父 スペシャルウィーク 

�
母父 シンボリルドルフ デビュー ２００５．１１．５ 東京５着

２００３．４．８生 牡３鹿 母 リワードパフィン 母母 リワードウイング ４戦１勝 賞金 ８，４５０，０００円
〔制裁〕 マイネルアントス号の騎手佐藤哲三は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金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。



１１０２８ ４月２９日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （１８東京２）第３日 第４競走 ��３，１００�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３０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，１７．４．３０以降未出走馬および未勝利馬１�減
本 賞 １５，０００，０００円 ６，０００，０００円 ３，８００，０００円 ２，３００，０００円 １，５００，０００円� コースレコード３：２４．５良・良

４５ � アグネスハット �４鹿 ５９ 田中 剛渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 ５０４＋ ２３：２６．３ ２０．４�

３３ � ヒノデツートン 牡８芦 ６０ 五十嵐雄祐�渡辺牧場 内藤 一雄 新冠 片倉 拓司 ５３０＋２６３：２６．８３ １０３．９�
６９ マイネルメッセージ 牡８鹿 ６０ 金子 光希 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 根本 康広 浦河 能登 一男 ５４２＋ ４３：２７．０１� ４９．５�
２２ � マイネルホライズン 牡６栗 ６０ 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴崎 勇 静内 コスモビューファーム ５０２－ ６３：２７．１クビ １．９�
５８ アートレータ 牡７鹿 ６０ 山本 康志伊達 秀和氏 高松 邦男 門別 サンシャイン

牧場 ４４２－ ２ 〃 アタマ １３１．０�
１１ � トーセンメイザン 牡８鹿 ６０ 大庭 和弥島川 	哉氏 佐々木亜良 静内 八田ファーム ４９６＋ ２３：２７．６３ ５４．０

８１４� ビジネスサイクル �７栗 ６０ 宗像 徹島田 久氏 西塚 安夫 三石 大塚牧場 ４２０＋ ４３：２８．２３� ６８．７�
５７ 	 ディバイドバイゼロ 牡６黒鹿６０ 村山 明薗部 博之氏 森 秀行 米

William A. Carl
& G. Watts
Humphrey Jr.

４６６± ０３：２８．８３� ３７．９�
３４ � テイエムジェネラス 牡７栗 ６０ 西谷 誠竹園 正繼氏 福島 勝 新冠 競優牧場 ４５２＋ ４３：２９．１１
 １１．２
７１１� パレスチャンピオン 牡７栗 ６１ 浜野谷憲尚西村 豊氏 大江原 哲 新冠 川上 悦夫 ４９６± ０ 〃 クビ １６．６�
６１０� テイエムアラムシャ 牡５鹿 ６２ 出津 孝一竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 アラキフアーム ５０８＋ ４３：２９．７３� ４．７�
４６ � ダンシンリボルバー �６鹿 ６０ 平沢 健治吉田 照哉氏 矢野 進 千歳 社台ファーム ５０２－ ４３：２９．８� ３５．３�
８１３� オープンエアー 牡４黒鹿５９ 蓑島 靖典深見 富朗氏 山内 研二 門別 長谷川牧場 ４６４－ ４ 〃 ハナ ２８．５�
７１２	 マルターズヒート 牝５栗 ５８ 白浜 雄造藤田与志男氏 坂口 正則 米

Omar Trevino, Dr. William
Rood & Gaines－Gentry Thor-
oughbreds

４８２＋ ４ （競走中止） ７．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，４５１，０００円 複勝： ２０，８４５，８００円 枠連： ２９，９８７，１００円

普通馬連： ８８，３９８，８００円 馬単： ８８，２１５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，８０８，８００円

３連複： １１９，０８５，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３８９，７９２，５００円

払 戻 金

単 勝 � ２，０４０円 複 勝 � ５７０円 � ２，８８０円 � ９４０円 枠 連（３－４） ４，３８０円

普通馬連 �� ４３，７００円 馬 単 �� ７０，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １０，９９０円 �� ５，２８０円 �� １６，７４０円

３ 連 複 ��� １９９，２９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０４５１０ 的中 � ７９３７（６番人気）
複勝票数 計 ２０８４５８ 的中 � １０２００（６番人気）� １８０１（１３番人気）� ５８５２（９番人気）
枠連票数 計 ２９９８７１ 的中 （３－４） ５０６３（１５番人気）
普通馬連票数 計 ８８３９８８ 的中 �� １４９３（６８番人気）
馬単票数 計 ８８２１５６ 的中 �� ９３０（１１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２８０８８ 的中 �� ５１０（７１番人気）�� １０６９（５２番人気）�� ３３４（８１番人気）
３連複票数 計１１９０８５４ 的中 ��� ４４１（２４７番人気）

上り １マイル １：４７．７ ４F ５２．８－３F ３９．９
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アグネスハット �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Fairy King デビュー ２００４．８．７ 新潟５着

２００２．３．２５生 �４鹿 母 ノ コ ナ 母母 Eclat Nocturne 障害：４戦２勝 賞金 ２５，６００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時３５分に変更。
〔競走中止〕 マルターズヒート号は，２周目８号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
〔制裁〕 テイエムジェネラス号の騎手西谷誠は，２周目４コーナーで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
〔その他〕 テイエムジェネラス号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 タイキサファリ号・フューチャギャング号
（非抽選馬） ３頭 キャピタルゲイン号・トウショウトリック号・リキアイガイセン号



１１０２９ ４月２９日 曇 良 （１８東京２）第３日 第５競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１２時２０分（番組第３競走を順序変更） （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

１：２２．７
１：２１．９

良

重

８１２ スターラビット 牡３鹿 ５６ 横山 典弘喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４９８－ ４１：２７．２ ２．８�

７１１�� サファリバンブー 牡３栗 ５６ 和田 竜二熊久保勅夫氏 本郷 一彦 様似 水上 祐範 ４４６－ ６１：２７．３� ３７．９�
１１ � トーアサザンクロス 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義東亜駿馬� 中野 栄治 豊浦トーア牧場 ４３２± ０ 〃 ハナ ４１．１�
４５ インザムーンライト 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆津村 明秀吉田 好雄氏 鈴木 伸尋 浦河 広瀬 正昭 ４５２＋ ６１：２７．４� ３．１�
８１３ アルファリゲル 牡３黒鹿５６ 武 豊�貴悦 西塚 安夫 新冠 秋田牧場 ４８２－ ２１：２８．２５ ６．２�
７１０� エフテークリニック 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二深野 茂雄氏 根本 康広 三石 前田 宗将 ５２０－ ６１：２８．８３� ８．３�
６８ � ロトペガシス 牡３鹿 ５６ 五十嵐雄祐國武 佳博氏 藤原 辰雄 門別 広富牧場 ４６４－ ４１：２９．０１� ６１．２	
２２ � ローランシャルフ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海斉藤 敏博氏 相沢 郁 三石 元道牧場 ４６２＋ ２１：２９．１クビ １２．４

６９ � ニシノスカイハイ �３芦 ５６

５３ ▲大野 拓弥西山 茂行氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４８２＋ ２ 〃 アタマ ６１．１�
４４ マ タ タ キ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 森田 芳男 ４６６－ ２ 〃 ハナ ４９．５�
５６ ダブルエイト 牡３芦 ５６

５３ ▲千葉 直人小川 弘氏 成島 英春 浦河 恵比寿牧場 ４６０－１２１：２９．４１� ２８５．１
３３ サイレンスレナータ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣�辻牧場 栗田 博憲 浦河 辻 牧場 ４３０ ―１：２９．５クビ ２７．１�
５７ � パトスクイーン 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝�ターフ・スポート岩戸 孝樹 浦河 市川フアーム ５１６ ―１：３０．４５ １６．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２１，３７６，７００円 複勝： ２５，３９５，９００円 枠連： ３４，９５４，７００円

普通馬連： ９７，４５６，９００円 馬単： １００，８１２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，１６６，７００円

３連複： １２２，４２０，５００円 ３連単： 発売なし 計： ４２９，５８３，４００円

払 戻 金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � ６５０円 � ７２０円 枠 連（７－８） ６６０円

普通馬連 �� ４，９９０円 馬 単 �� ６，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５３０円 �� ２，０８０円 �� ６，４４０円

３ 連 複 ��� ４０，５９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１３７６７ 的中 � ６２３７６（１番人気）
複勝票数 計 ２５３９５９ 的中 � ７４３１８（１番人気）� ７８００（８番人気）� ７０２９（９番人気）
枠連票数 計 ３４９５４７ 的中 （７－８） ３９４５４（２番人気）
普通馬連票数 計 ９７４５６９ 的中 �� １４４２６（１５番人気）
馬単票数 計１００８１２０ 的中 �� １１０２０（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７１６６７ 的中 �� ４４５７（１６番人気）�� ３２２７（２０番人気）�� １０１７（４７番人気）
３連複票数 計１２２４２０５ 的中 ��� ２２２６（９５番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．８―１２．３―１２．９―１３．１―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．５―３５．３―４７．６―１：００．５―１：１３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．９―３F３９．６
３ ８（４，１０）（５，６）１３（２，９，１２）１－７－１１＝３ ４ ８，１０－（４，１３）５，１（２，６，１２）９－７，１１＝３

勝馬の
紹 介

スターラビット �
�
父 デ ヒ ア �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２００６．４．１６ 中山４着

２００３．３．１８生 牡３鹿 母 ミュージックガール 母母 マ イ ボ タ ン ２戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔制裁〕 インザムーンライト号の調教師鈴木伸尋は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。



１１０３０ ４月２９日 曇 良 （１８東京２）第３日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２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

１：４５．４
１：４４．１

良

良

４８ � オーベルステージュ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸松本 俊廣氏 土田 稔 三石 土田 和男 ４７４－ ６１：５０．６ １．２�
（大井）

２４ ダイナミック 牡３鹿 ５６ 吉田 豊吉橋 計氏 高橋 裕 静内 城市 公 B４８４＋ ６１：５０．７� ９．９�
２３ キングポッシブル 牡３青鹿５６ 和田 竜二�宮内牧場 石栗 龍彦 浦河 宮内牧場 ４４４ ―１：５０．８� ３１．１�
７１４� スカイウォーク 牡３鹿 ５６ 横山 典弘藤井 謙氏 鈴木 伸尋 浦河 日東牧場 ５２０ ―１：５１．５４ ９．５�
１２ � ボ ウ キ ョ ウ 牡３黒鹿５６ 伊藤 直人国光 正憲氏 小林 常泰 三石 大塚牧場 ４６６－ ２１：５１．７１� ２０９．６�
１１ �� アタゴイチバンボシ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春坪野谷和平氏 中野 栄治 門別 インターナシヨナル牧場 B５０６－ ２１：５１．９１� ３９．１�
３５ ニューフロンティア �３栗 ５６ 柴田 善臣近藤 英子氏 古賀 慎明 早来 ノーザンファーム ４７４± ０１：５２．１１� １４．５	
６１１� ワンオブサウザンド 牝３黒鹿５４ 蓑島 靖典関 駿也氏 高橋 義博 静内 曾我 博 ３６６＋ ２ 〃 クビ ２３５．８

８１６ ス ト レ イ フ 牡３鹿 ５６ G．ボス 田中 春美氏 加賀 武見 三石 田中 春美 ４７６＋ ４１：５２．２クビ ９８．３�

（豪）

４７ カラーニクチベニ 牝３鹿 ５４
５１ ▲大野 拓弥田島榮二郎氏 谷原 義明 浦河 大西ファーム ４６０＋ ８ 〃 ハナ ３４２．０�

７１３� ヤマニンエボニー 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆津村 明秀土井 肇氏 清水 利章 新冠 錦岡牧場 B４７２± ０１：５２．４１� ４７．８

６１２ スパイシーガール 牝３栗 ５４ 田中 剛�グランド牧場 秋山 雅一 静内 グランド牧場 B４３８＋ ４１：５２．５	 ８２．９�
３６ サイレンスエネアス 牡３鹿 ５６ 松岡 正海�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４８２ ―１：５３．２４ ６９．９�
５９ � セイウンノセイセン 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三西山 茂行氏 浅野洋一郎 門別 下河辺牧場 ４８６ ―１：５３．５１	 ４９．３�

（１４頭）
５１０ フェラーリワン 牡３青鹿５６ 北村 宏司市川 義美氏 藤沢 和雄 白老 白老ファーム ― （出走取消）

８１５� エメラルドスズラン 牝３黒鹿５４ 増沢由貴子鈴木 修平氏 増沢 末夫 門別 大平ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２３，２１４，７００円 複勝： １７，７２８，３００円 枠連： ３３，４４０，６００円

普通馬連： ７９，６６０，３００円 馬単： ９８，２０６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，４５７，４００円

３連複： １０２，９００，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３７６，６０８，３００円

払 戻 金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � ３６０円 枠 連（２－４） ３１０円

普通馬連 �� ４１０円 馬 単 �� ５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ４７０円 �� １，２６０円

３ 連 複 ��� １，９３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 ２３２１４７（返還計 １５） 的中 � １５４３６３（１番人気）
複勝票数 差引計 １７７２８３（返還計 １９） 的中 � ６９６２８（１番人気）� ２６８２４（２番人気）� ７５１３（５番人気）
枠連票数 差引計 ３３４４０６（返還計 ０ ） 的中 （２－４） ８０１９１（１番人気）
普通馬連票数 差引計 ７９６６０３（返還計 ５６） 的中 �� １４４９２６（１番人気）
馬単票数 差引計 ９８２０６３（返還計 ２２） 的中 �� １４４５９７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２１４５７４（返還計 ３２） 的中 �� ３０５５７（１番人気）�� １０５６７（４番人気）�� ３５３６（１４番人気）
３連複票数 差引計１０２９００７（返還計 １４７） 的中 ��� ３９４０４（４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．８―３７．４―５０．７―１：０３．４―１：１５．５―１：２６．９―１：３８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．２―３F３５．１

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

勝馬の
紹 介

�オーベルステージュ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ア ス ワ ン デビュー ２００６．１．７ 中山４着

２００３．４．２４生 牡３鹿 母 ジョウノモンプチ 母母 イエローストーン ４戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔出走取消〕 フェラーリワン号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。

エメラルドスズラン号は，疾病〔左腰角部挫創〕のため出走取消。
〔３走成績による出走制限〕 カラーニクチベニ号は，平成１８年５月２９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または施行団体名を表示している。



１１０３１ ４月２９日 曇 良 （１８東京２）第３日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２０分 （ダート・左）
４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．４．１以降４歳５００・
５歳以上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着馬は
２�増
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

１：２２．７
１：２１．９

良

重

８１６ エーピーゴンタ 牡４栗 ５７ 田中 勝春 �デルマークラブ 河野 通文 浦河 桑田牧場 B４８０± ０１：２４．６ １３．１�

２４ ソフトパワー 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二中澤 幸幹氏 高橋 裕 門別トヨサトアライファーム ４９８＋ ８１：２５．４５ ３．９�
３６ レオマジック 牡４黒鹿５７ 内田 博幸�レオ 中島 敏文 浦河 江谷 重雄 ４８２± ０１：２５．５� ５．３�

（大井）

７１３� エボニービジョン 牡５青鹿５７ 安藤 勝己 �キャロットファーム 萩原 清 米 Monticule
LLC ４７６－ ８１：２５．６� １１．９�

３５ � サウスデピュティ 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣南波 壽氏 高橋 祥泰 米 John OMeara
& Bill Prichard ４６６－１０１：２６．３４ ４７．９�

７１４	
 ミラクルカフェ 牡５鹿 ５７ 吉永 護西川 恭子氏 小島 太 早来 ノーザンファーム ４８６－ ４１：２６．４クビ ２１０．７	
８１５� ゴールデンヴィット 牡６黒鹿５７ 勝浦 正樹三広 武志氏 成島 英春 門別 森永 正昭 ５２８－ ２１：２６．５� １５．５

６１１ カズノブラック 牡７鹿 ５７

５４ ▲大野 拓弥�中山牧場 杉浦 宏昭 浦河 中山牧場 B４７４－１２１：２６．６クビ ４２．４�
４７ 	 ニュースブレイク 牡４黒鹿５７ 小林 淳一 �社台レースホース柴崎 勇 追分 追分ファーム ４５６－ ２１：２６．７� １２．３�
１１ タツシャンハイ 牡５鹿 ５７ 大庭 和弥鈴木 昭作氏 嶋田 潤 静内 千代田牧場 ４９４－１０１：２６．８� ３０９．１
５１０ ナイススマートワン 牝５青鹿５５ 武 豊鈴木 伸昭氏 的場 均 新冠 高瀬牧場 ４８０＋１６１：２６．９� ２．５�
５９ �� アタゴタイヨウ 牡５鹿

５７
５６ ☆津村 明秀坪野谷和平氏 中野 栄治 米 Swifty

Farms, Inc. ４７０＋ ８１：２７．１１� １２１．６�
２３ 	 ラヴラヴラビット 牝６黒鹿 ５５

５２ ▲千葉 直人喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 八州文 ４５２＋２６１：２７．２クビ １４３．９�
４８ 	 モンタドリーム 牡４栗 ５７ 松岡 正海岩崎 銀一氏 中島 敏文 浦河 浦河育成牧場 ４８４＋ ６ 〃 クビ ５５．７�
１２ � ダイワラウディー 牡５鹿 ５７ 北村 宏司大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 米

Castle Rock Stud
Inc & Kennedy
Sports Corp

B５０８－ ４１：２８．３７ ７３．５�
６１２ フィーリージョー 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝田島榮二郎氏 中野 栄治 浦河 多田 善弘 B４８０＋４０１：２９．６８ １９７．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，７６７，８００円 複勝： ３４，３１６，５００円 枠連： ３５，３９０，６００円

普通馬連： １５１，８６４，４００円 馬単： １２２，９４３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，５９２，８００円

３連複： １５２，００７，９００円 ３連単： 発売なし 計： ５５６，８８３，７００円

払 戻 金

単 勝 � １，３１０円 複 勝 � ３３０円 � １８０円 � １８０円 枠 連（２－８） １，２１０円

普通馬連 �� ２，５２０円 馬 単 �� ６，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� ７３０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ３，０３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５７６７８ 的中 � １５５１０（６番人気）
複勝票数 計 ３４３１６５ 的中 � ２２３６１（６番人気）� ５６８８２（３番人気）� ５７７４８（２番人気）
枠連票数 計 ３５３９０６ 的中 （２－８） ２１６２１（７番人気）
普通馬連票数 計１５１８６４４ 的中 �� ４４５９６（８番人気）
馬単票数 計１２２９４３７ 的中 �� １３９３６（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４５９２８ 的中 �� １３６１３（４番人気）�� １１３７３（８番人気）�� ２０８５３（３番人気）
３連複票数 計１５２００７９ 的中 ��� ３７０８７（１０番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．８―１１．９―１２．１―１２．１―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．５―３５．３―４７．２―５９．３―１：１１．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーピーゴンタ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 トウシヨウボーイ デビュー ２００４．１０．２４ 東京３着

２００２．３．３１生 牡４栗 母 テンザンヒムカ 母母 シルバーホマレ １７戦２勝 賞金 ３１，０００，０００円
〔制裁〕 モンタドリーム号の騎手松岡正海は，３コーナーで急に外側に斜行したことについて平成１８年５月６日から平成１８年５月１４日

まで騎乗停止。
サウスデピュティ号の騎手柴田善臣は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。

〔その他〕 モンタドリーム号〔１４位入線〕は，３コーナーで急に外側に斜行して「ナイススマートワン」号〔１１位入線〕の走行を妨害。
※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 ワンズカード号
（非抽選馬） １頭 ゴールドザボーガー号
※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。



１１０３２ ４月２９日 曇 良 （１８東京２）第３日 第８競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５５分 （芝・左）

牝，４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５５�，１８．４．１以降４歳５００・５歳以上
１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着馬は２�増
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

１：２０．１
１：１９．０

良

良

４８ � レインボーロマンス 牝５鹿 ５５ 石神 深一 �賀張中川牧場 佐々木亜良 門別 賀張中川牧場 ４６０－ ９１：２３．３ ５０．８�

８１６� コウユールビー 牝４黒鹿５５ 武 豊加治屋康雄氏 領家 政蔵 静内 武岡農場 B４６２＋ ２ 〃 ハナ ３．５�
７１４� イットーフレンチ 牝４鹿 ５５ 安藤 勝己杉山 美惠氏 清水 美波 早来 ノーザンファーム ４５８＋１４１：２３．６１� １６．４�
４７ アンナヴァン 牝５栗 ５５ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 古賀 慎明 早来 ノーザンファーム ４３０－ ４ 〃 クビ ８２．２�
３６ ウインゼフィール 牝５鹿 ５５ 北村 宏司�ウイン 藤沢 和雄 門別 三城牧場 ４９０＋１２１：２３．７クビ １３．３�
６１１ ライクシモーヌ 牝４鹿 ５５ 田中 勝春岡田 牧雄氏 栗田 博憲 浦河 大柳ファーム ４９６－ ８ 〃 クビ １７．３	
３５ � ビオラトリコローレ 牝４鹿 ５５ 藤田 伸二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４６６＋ ３ 〃 ハナ １８．８

２３ � アサクサコンソメ 牝４鹿 ５５

５２ ▲大野 拓弥田原 慶子氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４２６＋１４１：２３．８クビ １１３．５�
６１２�� エイダイサイレンス 牝４黒鹿５５ 小林 淳一�東振牧場 松永 勇 鵡川 東振牧場 ４４０－１０ 〃 クビ ３９０．５�
２４ アラマサフェアリー 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４５２＋ ８１：２４．０１ ６．９
１１ バリュアットリスク 牝４鹿 ５５ 内田 博幸諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４５２＋ ２１：２４．１クビ １３．１�

（大井）

７１３ マイネコンテッサ 牝４鹿 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 静内 小原 孝夫 ４６２＋ ２ 〃 クビ ３．８�

８１７ エアコムロー 牝４栗 ５５ 後藤 浩輝 �ラッキーフィールド国枝 栄 平取 稲原牧場 ４５２＋１０１：２４．２クビ ６．３�
５１０� オリオンザブリーズ 牝４鹿 ５５

５２ ▲佐藤 聖也日浦 桂子氏 根本 康広 新冠 川上 悦夫 ４６４－ ６ 〃 アタマ ３８１．５�
５９ �� アイアムザヒロイン 牝５鹿 ５５ 横山 典弘堀 紘一氏 奥平 雅士 様似 清水スタッド ４７０－１２１：２４．３	 ３３．７�
１２ ガレリアトウショウ 牝５鹿 ５５ 小野 次郎トウショウ産業� 柴田 政人 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４７０－１４１：２４．４	 １１４．０�
７１５ ジャックヒマワリ 牝４鹿 ５５

５４ ☆津村 明秀�千早クラブ 伊藤 正徳 門別 古川 優 ４６４－ ８１：２６．７大差 １８２．１�

（１７頭）
８１８ シャイニンブルー 牝６青鹿５５ G．ボス 吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

（豪）

売 得 金

単勝： ２９，４８３，２００円 複勝： ３４，４２０，１００円 枠連： ４９，０４４，２００円

普通馬連： １６０，４６５，９００円 馬単： １３４，１４３，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，６５７，１００円

３連複： １７６，７２３，５００円 ３連単： 発売なし 計： ６１８，９３７，９００円

払 戻 金

単 勝 � ５，０８０円 複 勝 � ９３０円 � １８０円 � ４２０円 枠 連（４－８） ４，３３０円

普通馬連 �� ９，２５０円 馬 単 �� ３０，５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，２００円 �� ７，５５０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� ４２，６５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２９４８３２ 的中 � ４５７７（１１番人気）
複勝票数 計 ３４４２０１ 的中 � ７９４７（１１番人気）� ６５８１５（２番人気）� １９８６５（６番人気）
枠連票数 計 ４９０４４２ 的中 （４－８） ８３６１（１４番人気）
普通馬連票数 計１６０４６５９ 的中 �� １２８１５（３０番人気）
馬単票数 計１３４１４３９ 的中 �� ３２４１（８１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４６５７１ 的中 �� ２６２９（３４番人気）�� １０９９（６２番人気）�� ９１１０（８番人気）
３連複票数 計１７６７２３５ 的中 ��� ３０５８（１１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．８―３６．２―４８．８―１：００．３―１：１１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．１―３F３４．５
３ １０，１６（７，１４，１７）１２（４，１５，１１）５（１，３，８）（２，１３）９，６ ４ １０，１６（７，１４，１７，１１）１２（４，１５）（５，８）３（１，１３）２（６，９）

勝馬の
紹 介

�レインボーロマンス �
�
父 エアジハード �

�
母父 Fappiano デビュー ２００４．５．２３ 新潟１着

２００１．５．１５生 牝５鹿 母 クローズイン 母母 Remote Ruler １０戦２勝 賞金 １６，１５０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔出走取消〕 シャイニンブルー号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 バリュアットリスク号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

ジャックヒマワリ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔３走成績による出走制限〕 エイダイサイレンス号・アイアムザヒロイン号は，平成１８年５月２９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 ドリームキセキ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１１０３３ ４月２９日 曇 良 （１８東京２）第３日 第９競走 ��
��１，６００�

や え ざ く ら

八 重 桜 賞
発走１４時３０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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

２２ フェラーリファイブ 牡３黒鹿５６ 横山 典弘市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４７０± ０１：３４．４ ２．５�

４６ � カイシュウタキオン 牡３栗 ５６ 蛯名 正義飯村 孝男氏 田中 清隆 静内 矢野牧場 ４７８± ０ 〃 クビ ２．８�
７１１�� スピードタッチ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝冨沢 敦子氏 崎山 博樹 様似 長田 操 ４８２＋ ８ 〃 ハナ ２７２．４�
８１３� フュノンガルウ 牡３黒鹿５６ 武 豊伊達 秀和氏 郷原 洋行 門別 サンシャイン

牧場 ４７２＋ ２ 〃 アタマ ５．２�
５８ ビッグカポネ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二藤井 宏次氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４４４－ ２１：３４．６� ３４．３�
６９ リファインドボディ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹井上 修一氏 根本 康広 門別 只野牧場 ５１２＋ ６ 〃 ハナ ７６．２�
１１ �	 ヒ シ カ ー ド 牡３黒鹿５６ 小野 次郎阿部雅一郎氏 小林 常泰 鵡川 平岡牧場 ５０２－ ６１：３４．７
 ７８．５�
８１４�	 ディアタキオン 牡３栗 ５６ 藤田 伸二寺田千代乃氏 昆 貢 静内 千代田牧場 ４５４－ ６１：３４．８
 １４．４	
３４ � マチカネタマカズラ 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三細川 益男氏 池江 泰郎 米 WinStar

Farm, LLC ５２２＋１２１：３５．１１� １０．２

４５ � クラシックスタイル 牡３鹿 ５６ G．ボス 丸岡 啓一氏 菊川 正達 門別 ナカノファーム ４６４－ ４１：３５．３１� ３３．９�

（豪）

７１２� ピーターキャット 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣中田 徹氏 二ノ宮敬宇 愛 James F.
Hanly ４２４＋ ４１：３５．６１� ４９．７�

５７ � ヒットニーロクニー 牝３鹿 ５４ 内田 博幸中島 稔氏 佐々木清明 門別 沖田牧場 ４３６＋ ２１：３６．１３ １８３．７
（船橋） （大井）

６１０ カヤドーノアール 牡３栗 ５６ 田中 勝春黒澤 尚氏 根本 康広 えりも 上島牧場 ４９０± ０ 〃 クビ ５８．９�
３３ �� キョクイチベガ 牝３芦 ５４ 佐藤 聖也深野 茂雄氏 富田 一幸 門別 ナカノファーム ４３８－１６１：３７．０５ ５８４．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４７，４５３，９００円 複勝： ５４，９８４，０００円 枠連： ５３，８６５，３００円

普通馬連： ２３６，１３４，６００円 馬単： １７９，９５９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，０４１，１００円

３連複： １８１，７４４，７００円 ３連単： ４６２，０６６，１００円 計： １，２６６，２４９，１００円

払 戻 金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � ２，０３０円 枠 連（２－４） ２８０円

普通馬連 �� ２７０円 馬 単 �� ５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� ６，８６０円 �� ６，８５０円

３ 連 複 ��� ２０，７００円 ３ 連 単 ��� ６７，１２０円

票 数

単勝票数 計 ４７４５３９ 的中 � １５０４６３（１番人気）
複勝票数 計 ５４９８４０ 的中 � １７５７５７（１番人気）� １５２８９８（２番人気）� ３２１８（１２番人気）
枠連票数 計 ５３８６５３ 的中 （２－４） １４６４３７（１番人気）
普通馬連票数 計２３６１３４６ 的中 �� ６５１７３７（１番人気）
馬単票数 計１７９９５９４ 的中 �� ２３３４０２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５００４１１ 的中 �� １２８９９７（１番人気）�� １３３７（５２番人気）�� １３３９（５１番人気）
３連複票数 計１８１７４４７ 的中 ��� ６４８２（４９番人気）
３連単票数 計４６２０６６１ 的中 ��� ５０８１（１７３番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．７―１２．０―１１．９―１１．６―１１．４―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．３―３５．０―４７．０―５８．９―１：１０．５―１：２１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フェラーリファイブ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００５．１２．２５ 中山２着

２００３．５．５生 牡３黒鹿 母 シャイニンレーサー 母母 ミルレーサー ６戦２勝 賞金 ２５，７９４，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１１０３４ ４月２９日 曇 良 （１８東京２）第３日 第１０競走 ��
��１，８００�

い さ わ

石 和 特 別
発走１５時０５分 （芝・左）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下，１７．４．３０以降１８．４．２３まで１回以上出走馬；負担
重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ４５５，０００円 １３０，０００円 ６５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．４
１：４４．１

良

良

８１８ シルクタイガー 牡４芦 ５７ 藤田 伸二有限会社シルク昆 貢 新冠 早田牧場新
冠支場 ４６２－１０１：４７．１ ３．３�

３６ � カフェベネチアン 牡６芦 ５７ 武 豊西川 恭子氏 松山 康久 米 Alan S. Kline ５０２－１２１：４７．２� ３．６�
８１６ ヤ ナ ギ ム シ 牡７栗 ５４ 岩部 純二落合 莞�氏 和田 正道 鵡川 上水牧場 ５００＋ ２１：４７．３� ２３．３�
７１３ モニュメンタル 牡８栗 ５１ 大野 拓弥前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２８－１０１：４７．５１	 １８８．０�
４７ 
 テンザンダンディー 牡５栃栗５４ 和田 竜二平野 三郎氏 岩元 市三 早来 ノーザンファーム ５０２－ ８１：４７．８１� ５０．３�
２３ ダークフラッシュ 牡４鹿 ５５ 小野 次郎吉澤 克己氏 伊藤 伸一 静内 グランド牧場 ４６４＋ ２ 〃 クビ ８．０�
４８ 
 スマートカイザー 牡６鹿 ５６ G．ボス 大川 徹氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４６２－ ２１：４８．０１ ２２．２�

（豪）

１２ アチーブフィート 牡７鹿 ５２ 北村 宏司 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 境 征勝 静内 服部 和則 ４８０－ ４ 〃 ハナ ８５．９


６１２ マイネルレジオ 牡６鹿 ５４ 松岡 正海 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 三石 酒井 利英 ５１４＋ ６ 〃 ハナ ２０７．２�

５１０� タイキコジャック 牡７鹿 ５３ 津村 明秀�大樹ファーム 高橋 祥泰 米 Taiki Farm ４７８－ ４１：４８．１� １７８．０
６１１� トウカイトニー �８鹿 ５６ 小林 淳一内村 正則氏 後藤 由之 平取 びらとり牧場 ５４０＋１４１：４８．２クビ ４７．１�
１１ � オールピュール 牝５黒鹿５４ 内田 博幸吉田 和子氏 堀 宣行 米 Shortleaf

Stable ４２２－ ２ 〃 ハナ ４．７�
（大井）

８１７
 アグネスパウエル �７鹿 ５４ 勝浦 正樹渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４４４－１０ 〃 クビ １２７．１�
２４ チュウシングラ 牡９栗 ５３ 江田 照男本石千代子氏 武藤 善則 浦河 佐々木 忠義 ４８０± ０ 〃 ハナ １６３．５�
３５ � トゥーエニワン 牡６黒鹿５４ 柴田 善臣	大東牧場 高橋 祥泰 米 Lynne dek

Russo ４６４－ ４ 〃 ハナ ３７．３�
７１４
 ウインプレジール �８栗 ５４ 石神 深一	ウイン 加藤 和宏 千歳 社台ファーム ４７４＋ ８１：４８．４１	 ４１２．８�
７１５ ヒカルドウキセイ 牝５鹿 ５５ 横山 典弘�橋 京子氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４４２＋ ２１：４８．５クビ ７．６�
５９ 
 マイネルポロネーズ 牡５鹿 ５６ 蛯名 正義 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴崎 勇 三石 嶋田牧場 ５２０＋ ６１：４９．１３� １５１．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４２，５３５，５００円 複勝： ５４，８６１，３００円 枠連： ５７，２８６，１００円

普通馬連： ２９６，３６５，９００円 馬単： １８２，０６７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５１，８９２，５００円

３連複： ２０２，７６８，８００円 ３連単： ４９９，８３９，３００円 計： １，３８７，６１７，０００円

払 戻 金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １５０円 � １７０円 � ３９０円 枠 連（３－８） ６１０円

普通馬連 �� ８００円 馬 単 �� １，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� １，０５０円 �� １，１８０円

３ 連 複 ��� ４，６２０円 ３ 連 単 ��� １４，９１０円

票 数

単勝票数 計 ４２５３５５ 的中 � １０１８６８（１番人気）
複勝票数 計 ５４８６１３ 的中 � １２０８５３（１番人気）� ９３１８８（２番人気）� ２７４５６（６番人気）
枠連票数 計 ５７２８６１ 的中 （３－８） ７００１９（１番人気）
普通馬連票数 計２９６３６５９ 的中 �� ２７６２５７（２番人気）
馬単票数 計１８２０６７６ 的中 �� ９２６１８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５１８９２５ 的中 �� ３７７３８（１番人気）�� １１６６９（１１番人気）�� １０２９７（１２番人気）
３連複票数 計２０２７６８８ 的中 ��� ３２４０６（１２番人気）
３連単票数 計４９９８３９３ 的中 ��� ２４７５１（３９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．３―３６．３―４８．２―１：００．３―１：１２．２―１：２３．８―１：３５．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．８―３F３４．９

３ ・（７，１６）１２（８，１１）１３（６，５，１７）９（３，１０，１４）１８（２，１）４－１５
２
４
７，１６（８，１１）（６，１２，１３）（５，９，１７）１４（３，１０）１８，２，４－１５，１・（７，１６）１２，８，１１（６，１３）５（３，１０，９，１７）（１８，１４）（２，１）４，１５

勝馬の
紹 介

シルクタイガー �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 Ahonoora デビュー ２００４．８．１４ 新潟６着

２００２．１．１３生 牡４芦 母 ルビータイガー 母母 Hayati １１戦３勝 賞金 ４９，４８６，０００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 マイネルジェム号・ヤマニンスプラウト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１１０３５ ４月２９日 曇 良 （１８東京２）第３日 第１１競走 ��
��２，４００�第１３回テレビ東京杯青葉賞（ＧⅡ）

発走１５時４０分 （ダービートライアル） （芝・左）

３歳；負担重量は，馬齢重量
テレビ東京賞（１着）

賞 品
本 賞 ５４，０００，０００円 ２２，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，１００，０００円 ５，４００，０００円
付 加 賞 １，２６０，０００円 ３６０，０００円 １８０，０００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
きゅう務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

３６ アドマイヤメイン 牡３栗 ５６ 武 豊近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム ４９８＋ ４２：２５．３ ２．４�

４８ � マイネルアラバンサ 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 佐々木晶三 静内 静内白井牧場 ４９４－ ４２：２６．０４ ９．５�

７１３ エイシンテンリュー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸平井 豊光氏 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４８２＋ ２２：２６．２１� ８．４�
（大井）

１２ マツリダゴッホ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義�橋 文枝氏 国枝 栄 静内 岡田スタツド ４７６± ０２：２６．４１� ４．５�
２４ マチカネゲンジ 牡３黒鹿５６ 横山 典弘細川 益男氏 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４８０＋ ６２：２６．５クビ ６．１�
８１５ ミストラルクルーズ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 追分 追分ファーム ４８４＋ ４２：２６．７１� ８８．９	
８１７� タマモサポート 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 ４７０± ０ 〃 アタマ １４．４

１１ トロフィーディール 牡３鹿 ５６ G．ボス 青山 洋一氏 森 秀行 新冠 パカパカ

ファーム ４６０－ ６２：２７．１２� ４５．２�
（豪）

８１６ タニノベリーニ 牡３栗 ５６ 安藤 勝己谷水 雄三氏 角居 勝彦 静内 カントリー牧場 ５１８－ ２２：２７．３１� ３５．８�
３５ 	 バ ル バ ロ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 早来 ノーザンファーム B４８６－ ４ 〃 ハナ １７９．０
５１０
 マイネルシュピール 牡３黒鹿５６ 田中 勝春 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 英 Mrs S. F.
Dibben ５０２－ ２２：２７．５１� １１７．７�

４７ エフセイコー 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣竹國 弘氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ５００＋ ２２：２７．６� ３６．９�
６１１� ホーマンアラシ 牡３栗 ５６ 和田 竜二久保 久人氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４７０－ ２２：２７．７� ３９．２�
７１４�� マグマノーベル 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信小原 巖氏 本郷 一彦 門別 川端 正博 ４４８± ０２：２７．８クビ ４１３．９�
６１２ コパノカチドキ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊小林 祥晃氏 小島 太 門別 ヤナガワ牧場 ４７４－ ２２：２８．７５ １９９．１�
５９ 	 ゼットコマンダー 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二�フォーレスト 池添 兼雄 静内 原 伸幸 ４５４± ０２：２８．８� ７４．８�
２３ � ローレルエルドラド 牡３鹿 ５６ 江田 照男 �ローレルレーシング 久保田貴士 門別 タバタファーム ４３０－ ２２：３０．７大差 ３４３．３�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １３４，０４０，２００円 複勝： ２０３，８０２，１００円 枠連： １４８，０４２，４００円

普通馬連： ８８２，０５６，４００円 馬単： ５６１，４０６，８００円 ワイド【拡大馬連】： １８２，７３１，７００円

３連複： ６９６，７７２，６００円 ３連単： １，５５１，４０３，７００円 計： ４，３６０，２５５，９００円

払 戻 金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � ２１０円 � ２３０円 枠 連（３－４） ８４０円

普通馬連 �� １，０８０円 馬 単 �� １，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ４８０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� ２，１７０円 ３ 連 単 ��� ８，１８０円

票 数

単勝票数 計１３４０４０２ 的中 � ４５３８７７（１番人気）
複勝票数 計２０３８０２１ 的中 � ５７２５２３（１番人気）� ２２３３１０（４番人気）� １９１９３２（５番人気）
枠連票数 計１４８０４２４ 的中 （３－４） １３０５２８（３番人気）
普通馬連票数 計８８２０５６４ 的中 �� ６０７７９８（３番人気）
馬単票数 計５６１４０６８ 的中 �� ２８２６０５（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１８２７３１７ 的中 �� １１６１３２（３番人気）�� ９６９４１（５番人気）�� ４９３９６（１０番人気）
３連複票数 計６９６７７２６ 的中 ��� ２３７６００（５番人気）
３連単票数 計１５５１４０３７ 的中 ��� １４００９７（１２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１２．０―１２．４―１２．３―１２．１―１２．５―１３．０―１２．０―１１．５―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．６―２３．７―３５．７―４８．１―１：００．４―１：１２．５―１：２５．０―１：３８．０―１：５０．０―２：０１．５―２：１３．１

コーナー
通過順位

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

２
４
６－（８，１１）９（３，７）１７，２（５，１，１２）１０，１４（４，１５）１３－１６
６－（８，１１）９（３，７，１７）（５，１，２）（１４，１５，１３，１０，１２）４，１６

勝馬の
紹 介

アドマイヤメイン �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００５．９．１８ 阪神２着

２００３．３．１３生 牡３栗 母 プロモーション 母母 アサーション ９戦４勝 賞金 １２５，８４９，０００円
〔発走状況〕 マイネルシュピール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 マイネルシュピール号は，発走調教再審査。
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりアドマイヤメイン号・マイネルアラバンサ号・エイシンテンリュー号は，東京優駿（GⅠ）競走に優先出走で
きる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１１０３６ ４月２９日 曇 良 （１８東京２）第３日 第１２競走 ��１，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時１５分 （ダート・左）

牝，４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，５５�，１８．４．１以降４歳１，０００・５歳
以上２，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着馬は２�
増
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

５１０ エ ミ リ ア 牝６黒鹿５５ 武 豊�ターフ・スポート鈴木 康弘 浦河 酒井牧場 ４６０＋ ４１：３７．８ ３．７�

３５ サ ヨ ウ ナ ラ 牝５栗 ５５ 安藤 勝己小田切有一氏 谷 潔 門別 下河辺牧場 ４６８－ ６１：３８．５４ ６．１�
７１３ ハニーハント 牝５栗 ５５

５２ ▲大野 拓弥 �サンデーレーシング 矢野 進 早来 ノーザンファーム ４３６＋ ４１：３８．７１� ２６．０�
８１５� ラヴァーズナット 牝５鹿 ５５ 内田 博幸 �キャロットファーム 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８６＋１２１：３８．８� ３．９�

（大井）

５９ � ナムラハトル 牝５芦 ５５ G．ボス 奈村 信重氏 田村 康仁 静内 片岡 博 ５１０＋ ６ 〃 クビ ３８．３�
（豪）

２３ ホワイトピクシイ 牝５鹿 ５５ 藤田 伸二前川 泰三氏 鈴木 康弘 門別 前川ファーム ４６４＋１６１：３８．９� １５．７�
１１ スペースウーマン 牝６鹿 ５５ 小野 次郎�グランド牧場 伊藤 伸一 静内 グランド牧場 ５４６± ０ 〃 ハナ ２９．２	
４８ メジロカール 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義�メジロ牧場 伊藤 圭三 伊達 メジロ牧場 B４８８－ ６１：３９．２１� ６．３

６１１� センノクニャーズ 牝４鹿 ５５

５２ ▲佐藤 聖也浅野 正敏氏 内藤 一雄 三石 村上牧場 ４４２＋ ４１：３９．３� １２７．８�
３６ リッチスマイル 牝５鹿 ５５ 柴田 善臣東洋パース� 本間 忍 門別 日西牧場 ４５２＋ ４ 〃 ハナ ６．７
８１６� オポテューニティ 牝４鹿 ５５ 吉田 豊平岡 茂樹氏 �田 研二 浦河 大野牧場 ４８４＋ ２１：３９．４� １５１．０�
２４ キョウエイシンファ 牝４黒鹿５５ 勝浦 正樹インターナシヨナル

ホース� 的場 均 門別 インターナシヨナル牧場 B４４２± ０１：３９．５� ５０．１�
４７ シュウザンアイ 牝４栗 ５５ 松岡 正海平 正幸氏 鈴木 康弘 静内 桜井牧場 ４７０＋ ６１：３９．７１	 ２５．２�
１２ ブリュメール 牝６鹿 ５５ 北村 宏司岡田 牧雄氏 �田 研二 静内 岡田スタツド ４８４＋ ４１：３９．９１ １５７．２�
６１２ マリアージュシチー 牝６栃栗５５ 江田 照男 �友駿ホースクラブ 松永 勇 門別 富川田中牧場 ４５４－ ４１：４０．０� １１１．３�
７１４� オンワードミシェル 牝６鹿 ５５ 田辺 裕信�オンワード牧場 本郷 一彦 浦河 オンワード牧場 ４７４± ０１：４０．３１� ２６２．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，１４０，１００円 複勝： ５５，９３０，２００円 枠連： ６５，７４０，７００円

普通馬連： ２６１，０３２，１００円 馬単： １７５，３９７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５５，３５１，３００円

３連複： ２０９，６７２，１００円 ３連単： ４８７，０９０，２００円 計： １，３５０，３５４，０００円

払 戻 金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １７０円 � ２１０円 � ４９０円 枠 連（３－５） ６７０円

普通馬連 �� １，４５０円 馬 単 �� ２，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５６０円 �� ２，０９０円 �� ２，１８０円

３ 連 複 ��� １５，１５０円 ３ 連 単 ��� ６０，８４０円

票 数

単勝票数 計 ４０１４０１ 的中 � ８６９００（１番人気）
複勝票数 計 ５５９３０２ 的中 � １０３７２２（１番人気）� ７４７３３（４番人気）� ２３３７５（７番人気）
枠連票数 計 ６５７４０７ 的中 （３－５） ７３１７７（２番人気）
普通馬連票数 計２６１０３２１ 的中 �� １３３２３９（６番人気）
馬単票数 計１７５３９７３ 的中 �� ４８６５３（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５５３５１３ 的中 �� ２６４０１（４番人気）�� ６２９１（２３番人気）�� ６０２３（２６番人気）
３連複票数 計２０９６７２１ 的中 ��� １０２１６（４８番人気）
３連単票数 計４８７０９０２ 的中 ��� ５９０９（１７２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．３―３６．０―４８．８―１：０１．４―１：１３．５―１：２５．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３６．４
３ ・（４，１０，１６）１３（６，８）（５，１４）（１，１１）（２，７，９）３，１５，１２ ４ ・（４，１０）１６（６，８，１３）５（２，１４）（３，１，９）（７，１１，１５）１２

勝馬の
紹 介

エ ミ リ ア �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Carr de Naskra デビュー ２００３．４．２０ 福島２着

２０００．６．２０生 牝６黒鹿 母 ダジルミージョリエ 母母 Mawgrit １０戦５勝 賞金 ４６，８５０，０００円
〔制裁〕 オポテューニティ号の騎手吉田豊は，最後の直線コースで内側に斜行し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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 アルファーワン号・マダムチェロキー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



（１８東京２）第３日 ４月２９日 （祝日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７３頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２７５，１６０，０００円
２，１００，０００円
２５，３００，０００円
１，４６０，０００円
８８０，０００円
２，９９０，０００円
２８，９５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，８８０，０００円
５，４３５，８００円
１，７４７，３００円

勝馬投票券売得金
４４４，１２６，８００円
５６９，４８０，０００円
５７５，１５０，１００円
２，５０８，８０３，３００円
１，９３０，８５５，６００円
５５０，０００，９００円
２，２９３，９８８，９００円
３，０００，３９９，３００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 １１，８７２，８０４，９００円

総入場人員 ４６，８７９名 （有料入場人員 ４５，６７０名）




