
１１０４９ ５月６日 晴 良 （１８東京２）第５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）

�，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

４４ �� デスバラード 牡３鹿 ５６ 内田 博幸ディアレスト 田村 康仁 三石 三石ファーム ４５２＋ ２１：３９．２ １．１�
（大井）

４５ � マイネルバウンサー 牡３鹿 ５６ G．ボス �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 鵡川 桑原牧場 B４８８－ ２１：３９．７３ ４９．６�

（豪）

６９ �� テンジンダイカグラ 牡３栗 ５６
５４ △丹内 祐次�テンジン 矢野 照正 浦河 酒井 源市 ４８０＋ ２１：４０．４４ １１．１�

８１２�� ネガイヲコメテ 牡３栗 ５６ 横山 義行北所 直人氏 佐藤 全弘 新冠 つつみ牧場 ４３８＋ ２１：４０．７２ １４９．０�
７１１� グレートアドミラル 牡３黒鹿５６ 菊沢 隆徳植田 忠司氏 中野渡清一 浦河 小倉牧場 ４８４＋ ２１：４０．９１� ６６．９�
５６ � フジヤマホーク 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝藤本 龍也氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B４７０－ ４１：４１．１１� ２２．１�
６８ � ブレーブソルジャー 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義吉澤 克己氏 中川 公成 門別 富川牧場 ４７０＋ ２１：４１．２クビ １６．２	

５７ � サーガキャスケード 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣伊藤 仁氏 星野 忍 様似 水上 祐範 ４５８＋１０１：４１．９４ １３２．６

（７９７４）

３３ � レオヴァーサス 牡３栗 ５６
５３ ▲大野 拓弥�レオ 田子 冬樹 三石 筒井 征文 ４９６± ０１：４２．２２ ７１．２�

７１０� スーパーアンカー 牡３栗 ５６ 熊沢 重文�協栄 中島 敏文 静内 金 宏二 B４６４＋ ４１：４２．９４ ５８．６�
２２ � スガノウッドマン 牡３鹿 ５６

５３ ▲的場 勇人菅原光太郎氏 山田 要一 青森 ワールドフアーム ４５２＋ ２１：４３．２２ ３８１．１
８１３�� イ マ ド キ 牡３黒鹿５６ 加藤士津八窪田 康志氏 加藤 和宏 門別 和田農林（有） ４９８ ―１：４４．８１０ ２６．８�

（１２頭）
１１ �� コウジンクラマ 牡３鹿 ５６ 吉永 護加藤 興一氏 吉永 正人 門別 森本牧場 ４９６± ０ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２５，００２，２００円 複勝： １６，４８９，７００円 枠連： ２４，５１６，５００円

普通馬連： ７３，６９１，３００円 馬単： ９６，９８７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，８４７，９００円

３連複： １０９，８３８，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３６９，３７４，２００円

払 戻 金

単 勝 � １１０円 複 勝 � １００円 � ３６０円 � １７０円 枠 連（４－４） １，１４０円

普通馬連 �� １，０４０円 馬 単 �� １，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� ２４０円 �� ２，３６０円

３ 連 複 ��� ２，３５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 ２５００２２（返還計 １２１２） 的中 � １８７３１１（１番人気）
複勝票数 差引計 １６４８９７（返還計 ２２４２） 的中 � ７３３２４（１番人気）� ６６１１（７番人気）� ２０１３３（２番人気）
枠連票数 差引計 ２４５１６５（返還計 ６４５６） 的中 （４－４） １５８９９（５番人気）
普通馬連票数 差引計 ７３６９１３（返還計 １６８１７） 的中 �� ５２５２２（５番人気）
馬単票数 差引計 ９６９８７９（返還計 ２０７６８） 的中 �� ５７９８６（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２２８４７９（返還計 ８４６９） 的中 �� １３３８８（４番人気）�� ２７８２３（３番人気）�� １９９５（２３番人気）
３連複票数 差引計１０９８３８７（返還計 ５８５８４） 的中 ��� ３４５３８（８番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．８―１１．７―１２．７―１２．７―１２．８―１２．６―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２３．６―３５．３―４８．０―１：００．７―１：１３．５―１：２６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．２―３F３８．５
３ ４，１２，１１（１０，９）－（５，１３）（３，６）８，７＝２ ４ ４（１２，１１）－９，５（１０，８，１３，６）３，７＝２

勝馬の
紹 介

�
�
デスバラード �

�
父 トウカイテイオー �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００５．７．１０ 函館８着

２００３．５．２３生 牡３鹿 母 ウィスパーモア 母母 メルシーブルー ５戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔競走除外〕 コウジンクラマ号は，馬場入場後に疾病〔左寛跛行〕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〕 イマドキ号は，平成１８年６月６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〕 スガノウッドマン号は，平成１８年６月６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。



１１０５０ ５月６日 晴 良 （１８東京２）第５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

８１５� シンボリプロキオン 牡３栗 ５６ 柴田 善臣シンボリ牧場 高橋 祥泰 門別 和田農林（有） ４９８＋ ２１：２１．０ １．８�

３６ キラライットウセイ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義北所 直人氏 中川 公成 三石 ニシケンフ
アーム ４５２－ ４ 〃 クビ ４．３�

５１０� ユキノスバル 牡３鹿 ５６ 田中 剛柏木 務氏 二本柳俊一 平取 川上 勇治 ４４８－ ６１：２１．３２ ７７．７�
７１４ セルジューク 牝３鹿 ５４ 池添 謙一皆川 博文氏 根本 康広 新冠 ムラカミファーム ４１８－ ４１：２１．７２� ５１．９�
２３ エドノマドリード 牡３芦 ５６ 大庭 和弥遠藤 喜松氏 高橋 義博 浦河 小柳牧場 B５１２＋ ２１：２１．８� ６４．７�
３５ ク チ ベ ニ 牝３鹿 ５４ 郷原 洋司佐々木 徹氏 郷原 洋行 新冠 シンユウフアーム ４５４＋ ６１：２１．９� １５８．７�
１１ カズサハート 牝３鹿 ５４ 幸 英明阿津 和昌氏 松永 勇 静内 佐竹 学 ４５８－ ２１：２２．０� ７．０�
４７ � サンダードルフィン �３鹿 ５６ 北村 宏司若� 三郎氏 坂本 勝美 三石 澤田 嘉隆 ４８４ ―１：２２．４２� ５９．０	
４８ � ヤマニンミリアード 牡３青鹿５６ G．ボス 土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４４６－ ４１：２２．７１� ９．８


（豪）

８１６ ザッツアメージング 牝３鹿 ５４
５３ ☆津村 明秀 �カタオカファーム清水 英克 静内 カタオカフアーム ４０６＋ ２ 〃 クビ ４５．５�

６１１�� マイネルアビルテ 牡３黒鹿５６ 内田 博幸 サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ５０２－１０１：２３．６５ １１．８�
（大井）

１２ � カシノウッディ 牡３栗 ５６
５３ ▲黛 弘人柏木 務氏 吉永 正人 鹿児島 釘田 義美 ４９０＋ ４１：２３．７� ３２．６�

７１３� グッドラックワン 牝３鹿 ５４ 加藤士津八大湯 幸栄氏 岩城 博俊 静内 多田 正弘 ４２８± ０１：２３．９� ４９７．９�
５９ スズシンボル 牡３栗 ５６ 吉田 豊小紫 芳夫氏 高橋 裕 浦河 金石牧場 ５１２－ ６１：２４．４３ １１６．２�
６１２ ヨイチフレーム 牡３黒鹿５６ 梶 晃啓加藤 興一氏 保田 一隆 門別 浜本牧場 ４８２－ ８１：２４．７１� ２１０．３�

（１５頭）
２４ � アゴヒゲイッポン 牡３栗 ５６

５３ ▲大野 拓弥小池 宗人氏 杉浦 宏昭 静内 出羽牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １４，５９４，０００円 複勝： １８，３２１，３００円 枠連： ２４，８４７，１００円

普通馬連： ８４，７３５，４００円 馬単： ７４，８６０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，５１４，０００円

３連複： ９８，４１１，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３３６，２８３，９００円

払 戻 金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ５８０円 枠 連（３－８） ３２０円

普通馬連 �� ３７０円 馬 単 �� ６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� １，０３０円 �� １，８８０円

３ 連 複 ��� ３，５７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４５９４０ 的中 � ６４７６０（１番人気）
複勝票数 計 １８３２１３ 的中 � ６５５４９（１番人気）� ３５０９８（２番人気）� ４４６４（９番人気）
枠連票数 計 ２４８４７１ 的中 （３－８） ５７９２７（１番人気）
普通馬連票数 計 ８４７３５４ 的中 �� １７３４１７（１番人気）
馬単票数 計 ７４８６０７ 的中 �� ９３１９７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０５１４０ 的中 �� ３４０８９（１番人気）�� ４２３７（１３番人気）�� ２２５３（２１番人気）
３連複票数 計 ９８４１１４ 的中 ��� ２０３７２（１２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１８．１―２９．８―４２．２―５４．８―１：０７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．２―３F３８．８
３ ・（２，１１）－１０（９，１５）（６，１２）（１，３，１６）８（１３，１４）－５－７ ４ ２，１１－（６，１０）１５－（１，１２）９（３，１６）（８，１３，１４）７，５

勝馬の
紹 介

�シンボリプロキオン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Cox’s Ridge デビュー ２００６．１．５ 中山８着

２００３．４．３０生 牡３栗 母 フリクション 母母 Abrade ８戦１勝 賞金 １１，６５０，０００円
〔出走取消〕 アゴヒゲイッポン号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
※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。



１１０５１ ５月６日 晴 良 （１８東京２）第５日 第３競走 ��
��１，４００�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

１：２２．７
１：２１．９

良

重

２２ � ヘイアンルモンド 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝荻原 昭二氏 松山 康久 追分 追分ファーム ５１８ ―１：２６．９ ３．４�

２３ ファイトスター 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �ノースヒルズマネ
ジメント 清水 利章 門別 出口牧場 ５７６－ ４ 〃 アタマ １．８�

（大井）

３４ メダイユドール 牝３栗 ５４ 蛯名 正義 �丸村村下ファーム佐々木亜良 浦河 丸村村下
ファーム ４３８－ ４１：２７．５３� ５．６�

６１０� ユウターアクセス 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥上山 利広氏 嶋田 功 新冠 中本牧場 ４６４－ ４１：２７．７１	 ６９．５�
１１ � シンハルカジョウ 牝３鹿 ５４

５１ ▲大野 拓弥西村新一郎氏 吉永 正人 別海 野付ライディ
ングファーム ４４０＋ ６１：２８．４４ ２１２．１�

５９ ソフィアルージュ 牝３芦 ５４ 菊沢 隆徳�宮内牧場 中野渡清一 浦河 宮内牧場 ４８２－１０１：２８．７１
 ９９．１�
４６ ロ ッ コ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司伊藤 信之氏 坂本 勝美 門別 碧雲牧場 ４６０－ ２１：２８．８
 ９９．７	
５８ � ウエスタンプリマ 牝３栗 ５４

５３ ☆川田 将雅西川 賢氏 菊川 正達 静内 北西牧場 ４２４＋１２ 〃 ハナ ２６．３

８１５� フリーダムブラウン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊清進電設� 戸田 博文 米

Taylor Made
Farm, Inc. &
Brian Kahn

４９６± ０１：２８．９� １３．０�
４７ ス タ ッ テ ン 牡３鹿 ５６ 田面木博公松平 正樹氏 高松 邦男 門別 山際 辰夫 ４７６＋２０１：２９．２２ １２０．９
７１３ カナハラインプレス 牡３鹿 ５６

５４ △丹内 祐次寺内 正光氏 山田 要一 浦河 谷川牧場 ５１０＋ ４１：３０．６９ ２２３．６�
７１２� スロバキアシチー 牡３栗 ５６ 鈴来 直人 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 新冠 今野 活博 ４５４ ―１：３１．２３� ５００．６�
８１４� ジャイアンツオナー 牡３栗 ５６ G．ボス 栗坂 崇氏 加藤 征弘 米 Castleton

Lyons B４４２－ ２ 〃 ハナ ４１．１�
（豪）

６１１� ゴールドトレイン 牡３黒鹿５６ 加藤士津八森 望氏 岩城 博俊 浦河 一珍棒牧場 ４１２－ ８１：３１．５１
 ９９９．９�
３５ スノースクート 牝３芦 ５４ 柴田 善臣�下河辺牧場 宗像 義忠 門別 下河辺牧場 ４５６－ ２１：３１．７１� １１２．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，７７０，３００円 複勝： ２３，０１５，２００円 枠連： ３０，１５７，３００円

普通馬連： ９０，９０４，５００円 馬単： １０１，９３０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，９５１，８００円

３連複： １２４，８７２，０００円 ３連単： 発売なし 計： ４１７，６０１，６００円

払 戻 金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １３０円 � １００円 � １２０円 枠 連（２－２） ３００円

普通馬連 �� ２８０円 馬 単 �� ６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４０円 �� ２６０円 �� １６０円

３ 連 複 ��� ３３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０７７０３ 的中 � ４９０７３（２番人気）
複勝票数 計 ２３０１５２ 的中 � ３８５０８（３番人気）� ８７６２６（１番人気）� ４２２５８（２番人気）
枠連票数 計 ３０１５７３ 的中 （２－２） ７４５１７（２番人気）
普通馬連票数 計 ９０９０４５ 的中 �� ２３９９２７（１番人気）
馬単票数 計１０１９３０５ 的中 �� １１６５７０（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５９５１８ 的中 �� ５９６２０（１番人気）�� １８８９７（３番人気）�� ４１４０３（２番人気）
３連複票数 計１２４８７２０ 的中 ��� ２８３３１７（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．６―３５．７―４８．４―１：０１．２―１：１３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．２―３F３８．５
３ ・（４，９）（２，１５）－（５，３）（７，６）（１，１４）－（１０，８）＝１１－１３，１２ ４ ・（４，９）（２，１５）－（５，３）－（７，１，６）（１０，１４）－８－１１－１３，１２

勝馬の
紹 介

�ヘイアンルモンド �
�
父 Kingmambo �

�
母父 Storm Cat 初出走

２００３．２．１３生 牡３鹿 母 レッドキャット 母母 Lady Sharp １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 カナハラインプレス号は，平成１８年６月６日まで平地競走に出走できない。
※ウエスタンプリマ号・シンハルカジョウ号は，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，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１１０５２ ５月６日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （１８東京２）第５日 第４競走 ３，０００�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

１１ � ハイヤーザンヘブン 牡５黒鹿６０ 宗像 徹関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ４７６± ０３：１８．２ ２．１�

２２ ニシノヘブンズドア 牡５黒鹿６０ 浜野谷憲尚西山 茂行氏 武藤 善則 鵡川 西山牧場 ５６２－ ４３：２０．３大差 ２．６�
５８ ワイズタイクーン 牡４鹿 ５９ 平沢 健治落合 莞�氏 和田 正道 鵡川 上水牧場 ５０２± ０３：２１．２５ ２２．５�
６９ � スリープレアデス 牡４鹿 ５９ 高野 容輔永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ４６０＋ ４３：２１．４１� ７．３�
８１４ イチバンタイソウシ �５栗 ６０ 矢原 洋一松本 俊廣氏 西塚 安夫 静内 西川富岡牧場 ４６８－１０３：２３．３大差 ５８．１�
３３ �� オンワードタトゥ 牡５鹿 ６０ 仲田 雅興�オンワード牧場 加賀 武見 門別 浜本牧場 ４８６－ ６３：２４．１５ ５９．４�
６１０�� ミラクルコジーン 牡５鹿 ６０ 柴田 大知加藤 鈴幸氏 斎藤 宏 早来 吉田牧場 ４６２＋１２３：２５．４８ １３１．４	
７１１� コスタデルソル 牡４鹿 ５９

５７ ▲高野 和馬 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 大江原 哲 新冠 守矢牧場 ５０６－ ４３：２６．６７ ６６．３


３４ � エフジーストロング �４鹿 ５９ 白坂 聡後上 文雄氏 中島 敏文 新冠 ハクツ牧場 ４５６＋１２３：２９．３大差 １２５．９�
４６ �� ロッキーアイザック 牡４鹿 ５９ 五十嵐雄祐保坂 義貞氏 菅原 泰夫 千歳 社台ファーム B４７２＋ ６３：３３．３大差 ５１．５�
７１２ トップオブマーチ 牡４栃栗５９ 菊池 憲太棚網るみ子氏 嶋田 潤 門別 サンバマウン

テンファーム ４７６－１６３：３６．１大差 ３００．９
４５ � ゴートゥザトップ 牡４鹿 ５９ 金子 光希藤島ジュリー景子氏 本郷 一彦 早来 ノーザンファーム ５０４－ ４３：３６．３１	 １６７．８�
８１３� タイタニアム �７芦 ６０ 黒岩 悠吉田 勝己氏 古賀 史生 早来 ノーザンファーム ５０６± ０ （競走中止） １２．５�
５７ �� ア ド メ ニ カ 牝５芦 ５８ 植野 貴也 �グリーンファーム 武藤 善則 平取 清水牧場 ４５８＋１０ （競走中止） ２６．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，５２１，０００円 複勝： １２，５２４，３００円 枠連： ２５，３３２，８００円

普通馬連： ６４，４２２，５００円 馬単： ８０，３４１，５００円 ワイド【拡大馬連】： １７，５３０，０００円

３連複： １０７，８９８，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３２０，５７０，７００円

払 戻 金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � ２７０円 枠 連（１－２） ２００円

普通馬連 �� ２００円 馬 単 �� ３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３０円 �� ５４０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� ９６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １２５２１０ 的中 � ４８２１８（１番人気）
複勝票数 計 １２５２４３ 的中 � ３９４４９（１番人気）� ３６９０２（２番人気）� ６５１９（５番人気）
枠連票数 計 ２５３３２８ 的中 （１－２） ９４８１２（１番人気）
普通馬連票数 計 ６４４２２５ 的中 �� ２４０４７３（１番人気）
馬単票数 計 ８０３４１５ 的中 �� １７４５１０（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７５３００ 的中 �� ５１５５２（１番人気）�� ６０２２（６番人気）�� ５２６０（８番人気）
３連複票数 計１０７８９８６ 的中 ��� ８２９５７（３番人気）

上り １マイル １：４５．１ ４F ５０．８－３F ３８．０
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ハイヤーザンヘブン �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 Cryptoclearance デビュー ２００３．９．２８ 中山１着

２００１．３．２０生 牡５黒鹿 母 クリプトコンデッサ 母母 Condessa 障害：５戦１勝 賞金 １７，４００，０００円
〔競走中止〕 アドメニカ号・タイタニアム号は，２周目６号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１９頭 アルファイクオー号・オンワードワンダー号・オースチンボンド号・クルワザード号・グローリージョン号・

シャフツベリー号・シルバーデューク号・ダージリンクロス号・トウショウフラッグ号・ドングレイシー号・
ファインピーク号・マイネルスピニッチ号・マザーツリー号・マルブツトルネード号・ヤマニンマクベス号・
ユメノジェネラス号・ユーワキングストン号・レオスターライト号・レッツゴーアテネ号



１１０５３ ５月６日 晴 良 （１８東京２）第５日 第５競走 ��１，６００�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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

１１ �� プロトプラスト 牡３黒鹿５６ 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４２４－ ２１：３６．１ ２．１�

４７ � ミヤマリンドウ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣居城 要氏 加藤 和宏 新冠 北勝ファーム ４５８－ ４１：３６．２� ４．３�
７１２ ポリーマグー 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝サウスニア� 岩戸 孝樹 静内 片岡牧場 ４５２± ０１：３６．４１� １５．６�
７１３� ミヤギブレイド 牡３栗 ５６ 幸 英明菅原 光博氏 大和田 稔 新冠 カミイスタット ４３２－ ２ 〃 クビ ４２．０�
６１１ パブリッシャー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸平井 卓志氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４４０± ０１：３６．６１� ４．８�

（大井）

３５ � ウインヴィーナス 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義�ウイン 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４６４－ ４１：３６．７� ７．５�
６１０ ヤマノマイラヴ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊山泉 恵宥氏 谷原 義明 静内 キヨミネ牧場 ４３６－ ４ 〃 ハナ ６５．５	
５８ � トシノオスカー 牝３鹿 ５４ 鈴来 直人
水 秋則氏 平井 雄二 平取 加納牧場 ４１０－ ４１：３６．８� ２０６．８�
４６ � ド ウ ケ イ 牝３鹿 ５４ 伊藤 直人国光 正憲氏 小林 常泰 浦河 三好牧場 ４４０－ ２１：３６．９クビ ４４５．５�
３４ �� コスモストライプ 牝３栗 ５４ 石神 深一 ビッグレッドファーム 南田美知雄 浦河 地興牧場 ４１０－ ２ 〃 ハナ ５２５．４�
５９ � ウエスタンフォルス 牝３鹿 ５４ 郷原 洋司西川 賢氏 郷原 洋行 静内 北西牧場 ４３６± ０１：３７．０� ４３．５�
２３ � ハセノテンマ 牡３栗 ５６ 北村 宏司長谷川�一氏 大江原 哲 静内 藤沢牧場 ４３２± ０１：３７．１� ３４．４�
８１４� クロコアイト 牡３栗 ５６

５４ △丹内 祐次加藤 徹氏 松永 勇 新冠 松田 富士夫 ４６６－ ４１：３７．９５ ４４．１�
８１５ エルファンタジヤ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲大野 拓弥染谷 幸雄氏 清水 英克 新冠 北星村田牧場 ４００－ ６１：３８．１１ ５６０．６�
２２ � ヨシキセキルビー 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥田辺 喜彦氏 嶋田 潤 新冠 ヒノデファーム ４６８ ― （競走中止） ３１０．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，１９９，７００円 複勝： ２８，２６６，４００円 枠連： ２９，６３３，７００円

普通馬連： １０８，２３０，１００円 馬単： １０５，８６７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，１１２，７００円

３連複： １３４，５５１，３００円 ３連単： 発売なし 計： ４５５，８６１，２００円

払 戻 金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � ３００円 枠 連（１－４） ４２０円

普通馬連 �� ４４０円 馬 単 �� ７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ５１０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� １，６２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１１９９７ 的中 � ８３２３９（１番人気）
複勝票数 計 ２８２６６４ 的中 � ８５３６２（１番人気）� ６１２１５（２番人気）� １５７２３（５番人気）
枠連票数 計 ２９６３３７ 的中 （１－４） ５２６８０（１番人気）
普通馬連票数 計１０８２３０１ 的中 �� １８５４８７（１番人気）
馬単票数 計１０５８６７３ 的中 �� １０９７４７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８１１２７ 的中 �� ４５４０９（１番人気）�� １２３８４（６番人気）�� ８４６０（８番人気）
３連複票数 計１３４５５１３ 的中 ��� ６１５５７（４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．７―３５．５―４７．８―１：００．４―１：１２．０―１：２３．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
プロトプラスト �

�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Storm Bird デビュー ２００６．２．５ 東京２着

２００３．３．９生 牡３黒鹿 母 アフターザサン 母母 Encorelle ３戦１勝 賞金 ９，１００，０００円
〔競走中止〕 ヨシキセキルビー号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 ドウケイ号の騎手伊藤直人は，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１０，０００円。
〔３走成績による出走制限〕 ドウケイ号・コスモストライプ号は，平成１８年６月６日まで平地競走に出走できない。
※コスモストライプ号は，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。



１１０５４ ５月６日 晴 良 （１８東京２）第５日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０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

１：２０．１
１：１９．０

良

良

７１１ リファインドボディ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣井上 修一氏 根本 康広 門別 只野牧場 ５０８－ ４１：２１．６ ７．６�

３３ � シルクドラグーン 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文有限会社シルク山内 研二 三石 山際牧場 ４６２－ ６１：２２．１３ ２．８�
６９ トーセンエックス 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝島川 �哉氏 後藤 由之 静内 岡田スタツド ４６６－ ６ 〃 ハナ ６．６�
１１ �� レイザストレングス 牡３鹿 ５６ G．ボス ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 ４１６＋ ４ 〃 ハナ ８．８�

（豪）

６１０� メジロボンズ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊メジロ商事� 大久保洋吉 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４８４－１４１：２２．６３ １４．６�
２２ � マイネルスカット 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 静内 タイヘイ牧場 ４８２－１０１：２２．９２ ２０．３	

５７ � トーヨーコジーン 牡３芦 ５６ 横山 典弘
トーヨークラブ 古賀 史生 米
Grapestock LLC &
Westwood Thor-
oughbreds LLC

４９８－ ２１：２３．０クビ ４．０�
７１２ ゼンノソルジャー 牡３栗 ５６

５３ ▲的場 勇人大迫久美子氏 的場 均 新冠 川島牧場 ４７６＋ ４１：２３．２１ １１．５�
３４ 	 ホッカイカフェ 牡３鹿 ５６ 吉永 護西川 恭子氏 小島 太 静内 谷岡牧場 ５０４＋ ２１：２３．４１
 ３１５．１
８１３� ワイエスハッスル 牡３鹿 ５６ 納谷 和玖山下 定良氏 五百蔵幸雄 浦河 高田牧場 B４６０－ ６ 〃 クビ ２７０．１�

（大井） （大井）

８１４ シンボリカッシーニ 牡３黒鹿５６ 菊沢 隆徳シンボリ牧場 境 征勝 門別 和田農林（有） ４５０＋ ２１：２３．５
 ３２８．９�
４６ �� ミヤギノサクラ 牝３鹿 ５４ 幸 英明菅原 光博氏 笹倉 武久 静内 前谷 武志 ４６６＋ ２ 〃 クビ ２３８．３�
４５ �� ナタリーターミー 牝３鹿 ５４ 内田 博幸成田 文忠氏 上杉 昌宏 門別 坂 牧場 ４４８－ ２１：２３．６クビ ７８．３�

（大井） （大井）

５８ アイアイスピーチ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義齊藤 敬氏 星野 忍 門別 坂口 豊翼 ４５６＋ ２１：２４．６６ ８２．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２１，８２８，５００円 複勝： ２７，８６０，５００円 枠連： ２９，８２０，８００円

普通馬連： １１４，５３６，３００円 馬単： １０１，９１８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，３９６，７００円

３連複： １３４，７６７，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４５７，１２９，３００円

払 戻 金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２３０円 � １３０円 � ２１０円 枠 連（３－７） ６６０円

普通馬連 �� １，１８０円 馬 単 �� ２，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� ８８０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ２，４８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１８２８５ 的中 � ２２７５９（４番人気）
複勝票数 計 ２７８６０５ 的中 � ２６２７６（５番人気）� ７８９６４（１番人気）� ２９９０９（４番人気）
枠連票数 計 ２９８２０８ 的中 （３－７） ３３４８１（３番人気）
普通馬連票数 計１１４５３６３ 的中 �� ７１６８３（４番人気）
馬単票数 計１０１９１８７ 的中 �� ２６６０５（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６３９６７ 的中 �� １３２４２（４番人気）�� ６９１２（１３番人気）�� １８１３３（３番人気）
３連複票数 計１３４７６７８ 的中 ��� ４０１９３（８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．１―３４．３―４６．５―５７．７―１：０９．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リファインドボディ �
�
父 スターオブコジーン �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００５．８．６ 新潟１着

２００３．５．１３生 牡３鹿 母 カシマスズラン 母母 カシマビクトリー １２戦２勝 賞金 １９，６００，０００円
※トーヨーコジーン号は，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，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１１０５５ ５月６日 晴 良 （１８東京２）第５日 第７競走 ��
��２，１００�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，１８．４．８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

２：０８．０
２：０５．９

良

良

６１０�� リュウゴールド 牡６黒鹿５７ 柴田 善臣福井 章哉氏 武藤 善則 森 笹川大晃牧場 ５１２＋ ２２：１３．６ ３．６�

７１１� メジロハックマン 牡５栗 ５７ 吉田 豊�メジロ牧場 土田 稔 伊達 メジロ牧場 ４６２－１０２：１４．０２	 ３８．８�
８１４ オンワードウシワカ 牡５芦 ５７ 北村 宏司樫山 ハル氏 古賀 慎明 浦河 オンワード牧場 ４７２－ ４２：１４．３２ ８．１�
３４ ヨシリマーカブル 牡５栗 ５７ 内田 博幸田辺 喜彦氏 嶋田 潤 三石 猪野毛牧場 ５５４＋ ２ 〃 ハナ １４．６�

（大井）

１１ � バンダムカーン 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝山科 統氏 南田美知雄 門別 坂 牧場 B４６４± ０２：１４．４	 １２．４�
５８ マイネルギルト 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 様似 上田 一 ５１２± ０ 〃 クビ ５．６	
４５ � ベストグランチャ 
４青鹿５７ 幸 英明�鳥海商事 藤原 辰雄 門別 坂田牧場 ４７２－１２２：１４．６１ ９９．８

５７ クリスタルバッハ 牡４鹿 ５７ 横山 典弘小川 直司氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４６８＋ ２２：１４．９２ ６．６�
４６ � グレードエース 牡４栗 ５７ 五十嵐雄祐�原 秀雄氏 菅原 泰夫 門別 合資会社カ

ネツ牧場 ４４２－ ８ 〃 ハナ ２１８．３
６９ � ローレルハッピー 牡５鹿 ５８ 熊沢 重文 �ローレルレーシング 古川 平 新冠 新冠伊藤牧場 ４６４－ ２２：１５．５３	 ３．５�
８１３ カネスマスタピース 牡４鹿 ５７

５６ ☆津村 明秀杉澤 光雄氏 根本 康広 浦河 向別牧場 ４７０± ０ 〃 ハナ ２８６．３�
２２ ロードウイング 牡４鹿 ５７ 赤木高太郎 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイフアーム ４７８－１４２：１５．９２	 ３８．４�
７１２� サチノレインボー 牡５栗 ５７ 鈴来 直人佐藤 幸彦氏 平井 雄二 静内 藤本牧場 ４３０± ０２：１６．１１� ４５６．２�
３３ �� ハネダキセキ 牝５鹿 ５５ 田中 剛鈴木 とし氏 秋山 雅一 白老 白老ファーム B４８２－ ２２：１７．９大差 ５８．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，２１９，５００円 複勝： ２７，６７５，９００円 枠連： ３８，９３８，２００円

普通馬連： １２１，４１０，７００円 馬単： １０１，０３１，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，０００，６００円

３連複： １４３，０９９，１００円 ３連単： 発売なし 計： ４７９，３７５，３００円

払 戻 金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １７０円 � ８００円 � ２３０円 枠 連（６－７） ３，６２０円

普通馬連 �� ７，０８０円 馬 単 �� １２，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５６０円 �� ５５０円 �� ３，８１０円

３ 連 複 ��� １６，７２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９２１９５ 的中 � ４２６６６（２番人気）
複勝票数 計 ２７６７５９ 的中 � ５６３９０（１番人気）� ６８４８（９番人気）� ３１９３２（５番人気）
枠連票数 計 ３８９３８２ 的中 （６－７） ７９４４（１１番人気）
普通馬連票数 計１２１４１０７ 的中 �� １２６５８（２４番人気）
馬単票数 計１０１０３１３ 的中 �� ６２１５（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８０００６ 的中 �� ２６０１（２４番人気）�� １３６３２（６番人気）�� １７２７（３５番人気）
３連複票数 計１４３０９９１ 的中 ��� ６３１８（４７番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．６―１２．４―１２．６―１２．３―１２．９―１３．２―１２．８―１２．６―１２．６―１３．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１８．７―３１．１―４３．７―５６．０―１：０８．９―１：２２．１―１：３４．９―１：４７．５―２：００．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３８．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�
�
リュウゴールド �

�
父 ホ リ ス キ ー �

�
母父 キ ヤ タ オ ラ （１戦０勝 賞金 ０円）

２０００．３．３生 牡６黒鹿 母 イヨスイセイ 母母 ビンゴメグミ １８戦２勝 賞金 ２４，１７４，０００円
地方デビュー ２００２．５．２３ 札幌

〔発走状況〕 ハネダキセキ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔３走成績による出走制限〕 カネスマスタピース号は，平成１８年６月６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。



１１０５６ ５月６日 晴 良 （１８東京２）第５日 第８競走 ��１，３００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５５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，１８．４．８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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

８１６� フローリッシュ 牝５栗 ５５ 内田 博幸�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 ４６０＋１４１：１８．６ ５．３�
（大井）

３６ � ペイルローズ 牝５栗 ５５
５２ ▲田中 博康�ターフ・スポート高橋 祥泰 三石 土田農場 ４９８－ ７１：１９．２３� ２４．２�

６１２� レ オ ア ン ナ 牝５鹿 ５５
５２ ▲大野 拓弥�レオ 杉浦 宏昭 浦河 江谷 重雄 ４４４＋ ２１：１９．３� ２．４�

４８ ゴールドザボーガー 牡４鹿 ５７ 吉田 豊 �ゴールドレーシング 秋山 雅一 三石 飯岡牧場 B４９６＋ ６１：２０．０４ １１．０�
２３ � ドゥーウィズウイン 牝９鹿 ５５ 沢 昭典新井 孝治氏 沢 峰次 浦河 岡本 昌市 ５００－ ６１：２０．３１� ３６．３�
６１１�	 アイノクエスト 牡４栗 ５７ 赤木高太郎田中 卓氏 畠山 吉宏 門別 里深 牧場 ５２４± ０１：２０．８３ ３．７	
５１０ シルクマニフェスト 牡４鹿 ５７ 郷原 洋司有限会社シルク保田 一隆 三石 前川 達哉 ４８４－ ４１：２０．９� １０８．３

５９ 	� クリノトップオー 牡４鹿

５７
５６ ☆川田 将雅栗本 博晴氏 小島 茂之 新冠 坂元牧場 ４４２－ ２ 〃 アタマ １２９．３�

７１４ サンダーロード 牡４栗 ５７ 蛯名 正義加藤 信之氏 中川 公成 門別 中川牧場 B４５８－ ２１：２１．０クビ １２．６�
２４ � ウォッチンザスカイ 牡４栗 ５７ 菊沢 隆徳�グリーンテック柴田 政人 門別 信育成牧場 ４４４± ０ 〃 クビ ３５０．７
８１５ テンエイトップガン 牡４黒鹿５７ 北村 宏司熊坂富寿雄氏 佐藤 吉勝 福島 農事組合法人

熊坂開発 ５５８＋２４１：２１．１� ５９．２�
３５ シルクコンプリート 
７鹿 ５７ 嘉藤 貴行有限会社シルク田中 清隆 新冠 中本牧場 B４４０－ ６１：２１．２� ７９．５�
４７ � ワンズカード 牡４鹿 ５７

５６ ☆津村 明秀深澤陽一郎氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４７０－ ２１：２１．３� ４８．０�
１１ � サミンフリーダム 牡４栗 ５７ G．ボス 江川 恒成氏 菊川 正達 静内 静内山田牧場 B４３６－１５１：２１．８３ ６６．７�

（豪）

７１３� プリズマティック 
４鹿 ５７ 熊沢 重文吉田 照哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４６０－１０１：２２．０� ２７．２�
１２ ライフスプリング 牝４栗 ５５

５２ ▲的場 勇人 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７０＋ ８１：２３．３８ ８８．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，００２，７００円 複勝： ２７，６２９，８００円 枠連： ４２，３８０，１００円

普通馬連： １３７，６３０，７００円 馬単： １１６，０９６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，８６３，９００円

３連複： １６５，２６５，４００円 ３連単： 発売なし 計： ５４３，８６９，１００円

払 戻 金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １８０円 � ４４０円 � １３０円 枠 連（３－８） ４，４９０円

普通馬連 �� ５，７１０円 馬 単 �� ８，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４８０円 �� ３１０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� ４，２４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３００２７ 的中 � ３４６３０（３番人気）
複勝票数 計 ２７６２９８ 的中 � ３９００４（３番人気）� １１１８３（６番人気）� ７８８９１（１番人気）
枠連票数 計 ４２３８０１ 的中 （３－８） ６９７０（１２番人気）
普通馬連票数 計１３７６３０７ 的中 �� １７８１８（１７番人気）
馬単票数 計１１６０９６５ 的中 �� ９５６３（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１８６３９ 的中 �� ４８５５（１６番人気）�� ２９５８３（２番人気）�� ８２８６（９番人気）
３連複票数 計１６５２６５４ 的中 ��� ２８７８０（１２番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．８―１１．４―１１．９―１２．１―１２．２―１３．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１７．８―２９．２―４１．１―５３．２―１：０５．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フローリッシュ �
�
父 トワイニング �

�
母父 ストームオンザルース

２００１．５．１２生 牝５栗 母 カチウマキャシー 母母 レイディアック ２２戦１勝 賞金 ２７，１００，０００円
地方デビュー ２００３．８．１３ 旭川 ［他本会外：２戦２勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ライフスプリング号は，平成１８年６月６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〕 シルクコンプリート号は，平成１８年６月６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。



１１０５７ ５月６日 晴 良 （１８東京２）第５日 第９競走 ��
��１，６００�

き ん ぷ さ ん

金 峰 山 特 別
発走１４時３０分 （芝・左）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．４．８以降４歳
１，０００・５歳以上２，０００万円以下の条件以上の特別競走の１着馬は１�増

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 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

２２ スプートニク 牡５栗 ５７ 北村 宏司 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 静内 藤原牧場 ５０４－ ２１：３３．８ ７．６�

５６ � ヒ カ ル ベ ガ 牡４鹿 ５７ 横山 典弘高橋 光氏 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ５３４－ ２ 〃 ハナ １．９�
１１ スズカフェニックス 牡４栗 ５７ 蛯名 正義永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４５６＋１０１：３３．９� ５．１�
６８ ダンシングオン 牡６鹿 ５７ G．ボス �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４９２＋ ２１：３４．１１	 １６．０�

（豪）

７９ オンワードヒリュウ 牡６栗 ５７ 大野 拓弥�オンワード牧場 杉浦 宏昭 新冠 高橋 忍 B４５０－ ８１：３４．７３
 １６４．２�
３３ � ガッテンワン 牡４栗 ５７ 柴田 善臣岩崎 圭市氏 本間 忍 平取 中川 隆 ４７４± ０ 〃 クビ １４．２	
５５ � マイネピュール 牝５鹿 ５５ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 浦河 久保 衛 ４９４＋ ４ 〃 ハナ １３．５

（大井）

８１２�� グレートバルサー 牡５青鹿５７ 後藤 浩輝大河内一権氏 国枝 栄 静内 小倉 光博 ４７４± ０ 〃 ハナ ６．５�
６７ � プリンセスイブ 牝４黒鹿５５ 菊沢 隆徳�グリーンテック境 征勝 静内 岡田牧場 ４４０＋ ６１：３４．９１	 ３９０．７�
４４ � マイネルジェム 牡７栗 ５７ 赤木高太郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 コスモビューファーム ４８２＋ ２１：３５．１１
 １９１．９
８１１ マイネルアルバ 牡６栗 ５７ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 静内 真歌田中牧場 ４８２－ ６１：３５．２クビ １２１．１�
７１０ タッソーニー 牝４鹿 ５５ 丹内 祐次�川島牧場 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４４０＋ ４１：３５．３
 ２６１．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３４，６４９，４００円 複勝： ５１，２０１，４００円 枠連： ４０，０７７，８００円

普通馬連： ２０１，３５５，４００円 馬単： １５１，５５６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，１６２，９００円

３連複： １４２，７５４，６００円 ３連単： ４２９，０２７，２００円 計： １，０９２，７８５，０００円

払 戻 金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � １９０円 � １１０円 � １６０円 枠 連（２－５） ７５０円

普通馬連 �� ８５０円 馬 単 �� ２，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ６９０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� １，２１０円 ３ 連 単 ��� ９，６４０円

票 数

単勝票数 計 ３４６４９４ 的中 � ３６３７１（４番人気）
複勝票数 計 ５１２０１４ 的中 � ５１８０９（４番人気）� １８７９１５（１番人気）� ７１８１８（３番人気）
枠連票数 計 ４００７７８ 的中 （２－５） ３９５４９（３番人気）
普通馬連票数 計２０１３５５４ 的中 �� １７５８４６（３番人気）
馬単票数 計１５１５５６３ 的中 �� ４５５４５（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２１６２９ 的中 �� ３２７０７（３番人気）�� １３１７４（１０番人気）�� ４９６２４（２番人気）
３連複票数 計１４２７５４６ 的中 ��� ８７５７７（４番人気）
３連単票数 計４２９０２７２ 的中 ��� ３２８５９（３２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．７―３５．８―４７．４―５９．０―１：１０．３―１：２１．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スプートニク �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 スリルシヨー デビュー ２００３．１０．１２ 東京９着

２００１．３．６生 牡５栗 母 ミストラルアゲン 母母 サ イ セ リ ヤ ２０戦４勝 賞金 ６３，２０２，０００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。



１１０５８ ５月６日 晴 良 （１８東京２）第５日 第１０競走 ��
��２，０００�

ふちゅう

府中ステークス
発走１５時０５分 （芝・左）
４歳１，６００・５歳以上３，２００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．４．８以降４歳
１，６００・５歳以上３，２００万円以下の条件以上の特別競走の１着馬は１�増

府中市長賞（１着）
賞 品

本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ２２４，０００円 ６４，０００円 ３２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．０
１：５６．４

良

良

６６ � タイガーカフェ 牡７黒鹿５７ 後藤 浩輝西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４８８－ ２１：５９．１ ８．３�

８８ ソーユアフロスト 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義臼田 浩義氏 勢司 和浩 静内 千代田牧場 ５３４＋ ８ 〃 クビ １．８�
３３ � トウカイエール 牡６青 ５７ 幸 英明内村 正則氏 後藤 由之 平取 びらとり牧場 ４７４－ ２１：５９．７３	 ９９．９�
２２ 
 ヤマニンメルベイユ 牝４栗 ５５ 池添 謙一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４７８＋ ６１：５９．８クビ １２．０�
４４ ジョウノビクトリア 牝４栗 ５５ G．ボス 小川 義勝氏 森 秀行 門別 三城牧場 ４８２－ ２２：００．０１	 １３．９�

（豪）

１１ フレンチクルーラー 牡４鹿 ５７ 横山 典弘 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４９０－ ２２：００．１	 ６．７�
５５ 
 カ ノ ン 牡６鹿 ５７ 嘉藤 貴行 �サンデーレーシング 田中 清隆 早来 ノーザンファーム ５０２＋ ４２：００．５２	 ２３．７	
８９ サウスポール 牡６青鹿５７ 内田 博幸芹澤 精一氏 武 宏平 新冠 武田 修一 ４８４＋ ６２：００．８２ ４．７


（大井）

７７ 
 カゼニフカレテ 牡７鹿 ５７ 柴田 善臣小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 ４７８－１０２：０１．８６ ９１．１�

（９頭）

売 得 金

単勝： ３８，５６１，４００円 複勝： ５１，５４８，１００円 枠連： ４４，３４０，３００円

普通馬連： ２０４，１５６，６００円 馬単： １７２，６４２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，６８９，６００円

３連複： １４７，０７９，６００円 ３連単： ４８６，２８３，２００円 計： １，１９１，３００，９００円

払 戻 金

単 勝 � ８３０円 複 勝 � １８０円 � １２０円 � １，２７０円 枠 連（６－８） ４６０円

普通馬連 �� ５７０円 馬 単 �� ２，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ３，９４０円 �� ２，２７０円

３ 連 複 ��� １０，５４０円 ３ 連 単 ��� ６０，６５０円

票 数

単勝票数 計 ３８５６１４ 的中 � ３６９３９（４番人気）
複勝票数 計 ５１５４８１ 的中 � ７０７２９（３番人気）� １９１４３９（１番人気）� ５８５６（８番人気）
枠連票数 計 ４４３４０３ 的中 （６－８） ７１１８３（３番人気）
普通馬連票数 計２０４１５６６ 的中 �� ２６４９３８（２番人気）
馬単票数 計１７２６４２１ 的中 �� ６２８１６（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６６８９６ 的中 �� ６７３４６（２番人気）�� ２４９９（２６番人気）�� ４３９９（２１番人気）
３連複票数 計１４７０７９６ 的中 ��� １０３０３（３０番人気）
３連単票数 計４８６２８３２ 的中 ��� ５９１８（１６５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．９―３５．１―４６．５―５８．５―１：１０．８―１：２３．０―１：３５．１―１：４６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．３―３F３６．１

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

勝馬の
紹 介

�タイガーカフェ �

父 サンデーサイレンス �


母父 Bellotto デビュー ２００１．８．１２ 札幌４着

１９９９．３．７生 牡７黒鹿 母 セトフローリアンⅡ 母母 Yeatsina ４４戦３勝 賞金 ２０７，０７９，０００円
※ヤマニンメルベイユ号は，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，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１１０５９ ５月６日 晴 良 （１８東京２）第５日 第１１競走 ��２，０００�プリンシパルステークス
発走１５時４０分 （芝・左）（ダービートライアル）

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 ４４８，０００円 １２８，０００円 ６４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．０
１：５６．４

良

良

３６ ヴィクトリーラン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義山本 敏晴氏 田所 清広 新冠 タニグチ牧場 ４７８＋ ８２：００．２ １１．９�

４７ �� トップオブツヨシ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 早来 ノーザンファーム ４５０－ ８２：００．３� ３．７�
４８ トーセンシャナオー 牡３栗 ５６ G．ボス 島川 �哉氏 森 秀行 門別 三城牧場 B４５０＋ ２ 〃 クビ １５．４�

（豪）

５９ � リメインオブザサン 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎 �サンデーレーシング 池江 泰寿 静内 白老ファーム ４８６＋ ２２：００．６１� １８．４�
８１７� メジロマシューズ 牡３栗 ５６ 熊沢 重文�メジロ牧場 池江 泰郎 洞爺 メジロ牧場 ４８２－ ６２：００．８１� ３１．２�
６１２� ユキノアサカゼ 牡３栗 ５６ 郷原 洋司馬場 幸廣氏 根本 康広 白老 習志野牧場 ５０４± ０ 〃 ハナ ２９．２	
８１５ マジックアワー 牡３青鹿５６ 幸 英明前田 幸治氏 山本 正司 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５６－１２２：０１．０� １０．３

７１４� タガノエスペランサ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸八木 良司氏 橋本 寿正 新冠 越湖牧場 ４３６＋ ２ 〃 ハナ ６６．５�

（大井）

７１３� ニシノアンサー 牡３栗 ５６ 横山 典弘西山 茂行氏 奥平 真治 鵡川 西山牧場 ４７２－ ６ 〃 アタマ １０．１�
１２ � ゴールドキング 牡３黒鹿５６ 北村 宏司 ゴールドレーシング 藤沢 和雄 静内 矢野牧場 ５３４－ ４２：０１．２１� ３．１�
１１ サクラオールイン 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝さくらコマース小島 太 静内 新和牧場 ４６４－ ８ 〃 クビ ２７．１�
２４ カリオンツリー 牡３鹿 ５６ 菊沢 隆徳 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ５１０－ ４２：０１．３クビ ３０．０�
６１１� ビーオブザバン 牡３鹿 ５６ 川田 将雅金子真人ホール

ディングス 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５００± ０２：０１．４� ２９．０�
２３ �� マイネルスバル 牡３鹿 ５６ 津村 明秀 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 宏 静内 高橋 修 ４２８＋ ２２：０１．５� １９６．４�
８１６

�
�
	 モエレフェンリル 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣田中 由子氏 二ノ宮敬宇 三石 城地 和義 ４６４－１０２：０１．７１� ２６２．９�

３５ � ヤクモキャット 牡３青鹿５６ 丹内 祐次�山崎牧場 加賀 武見 八雲 山崎牧場 ４５８＋ ８ 〃 ハナ ４４．４�
５１０� マイネルスパークル 牡３青鹿５６ 吉田 豊 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴崎 勇 三石 川端牧場 ４８８± ０ 〃 ハナ ２１．８�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ６３，２３６，２００円 複勝： ８６，５８９，３００円 枠連： １１７，７５３，６００円

普通馬連： ５６３，８１７，９００円 馬単： ３３６，２１０，４００円 ワイド【拡大馬連】： １０１，７４２，７００円

３連複： ４４８，０５７，２００円 ３連単： ９３５，２３３，８００円 計： ２，６５２，６４１，１００円

払 戻 金

単 勝 � １，１９０円 複 勝 � ３４０円 � １６０円 � ４００円 枠 連（３－４） １，３２０円

普通馬連 �� １，５１０円 馬 単 �� ４，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� ２，２７０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ５，２００円 ３ 連 単 ��� ３７，２５０円

票 数

単勝票数 計 ６３２３６２ 的中 � ４２０３２（５番人気）
複勝票数 計 ８６５８９３ 的中 � ５８１１４（５番人気）� １９０３０２（１番人気）� ４８２５３（６番人気）
枠連票数 計１１７７５３６ 的中 （３－４） ６６０９３（５番人気）
普通馬連票数 計５６３８１７９ 的中 �� ２７６２６９（３番人気）
馬単票数 計３３６２１０４ 的中 �� ５１９０３（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１０１７４２７ 的中 �� ４１３４１（３番人気）�� １０４１９（２７番人気）�� ３６５８１（４番人気）
３連複票数 計４４８０５７２ 的中 ��� ６３６３３（９番人気）
３連単票数 計９３５２３３８ 的中 ��� １８５３２（８１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．５―１２．４―１２．３―１２．３―１２．４―１１．５―１１．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．８―３５．３―４７．７―１：００．０―１：１２．３―１：２４．７―１：３６．２―１：４８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．５

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

勝馬の
紹 介

ヴィクトリーラン �
�
父 ヴィクトリースピーチ �

�
母父 タマモクロス デビュー ２００５．１０．３０ 京都２着

２００３．４．２生 牡３鹿 母 ウイニングフェロー 母母 アンバーフェロー ９戦３勝 賞金 ５１，６２０，０００円
〔制裁〕 ビーオブザバン号の騎手川田将雅は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりヴィクトリーラン号・トップオブツヨシ号は，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。



１１０６０ ５月６日 晴 良 （１８東京２）第５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）

４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．４．８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

７１３� マイフラッグ 牡６栗 ５７
５６ ☆津村 明秀堀越 毅一氏 相沢 郁 浦河 野表 春雄 B４７６＋ ２１：３７．４ １４．９�

４８ ユノナゲット 牡４鹿 ５７ 横山 典弘細川祐季子氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４９２± ０１：３７．９３ １．６�
５１０ セクシーシューズ 牝５鹿 ５５ 熊沢 重文�グランド牧場 平井 雄二 静内 グランド牧場 ４７４－ ２１：３８．１１� ８．０�
７１４�� ウインプレジール �８栗 ５７ 石神 深一�ウイン 加藤 和宏 千歳 社台ファーム ４７２－ ２１：３８．３１ ２０８．１�
２３ 	 カネマサデューク 牡５黒鹿５７ 北村 宏司植田 忠司氏 嶋田 潤 門別 庫宝牧場 ４６２＋ ６ 〃 アタマ ２３．０�
６１１� ウエスタンマックス 牡４鹿 ５７ 菊沢 隆徳西川 賢氏 柴田 政人 静内 北西牧場 ４８４＋ ６１：３８．４
 ３９．８	
４７ � ヒロノタイタン 牡５鹿 ５７

５５ △丹内 祐次山内 広氏 清水 美波 新冠 グリー牧場 ４９２－ ２１：３８．７２ ４８．８

３５ 	 エアサンタムール 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義 �ラッキーフィールド高市 圭二 静内 藤原牧場 ５２８＋ ２１：３８．９１� ６．９�
６１２ リキアイチャンプ 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣高山 幸雄氏 菅原 泰夫 静内 岡田牧場 ４９４－ ６１：３９．３２� ９２．６�
３６ ローランスパイス 牡５鹿 ５７

５４ ▲大野 拓弥斉藤 敏博氏 杉浦 宏昭 浦河 酒井牧場 B４８４＋ ２ 〃 アタマ １９．７
１１ �� ワイルドソニック 牡４栗 ５７ 池添 謙一細谷 典幸氏 国枝 栄 早来 ノーザンファーム ５１０－ ２１：３９．４クビ ３３．２�
１２ � ダンツタイタン 牡４鹿 ５７ 吉田 豊山元 哲二氏 伊藤 伸一 浦河 浦河土肥牧場 ４９８＋ ６ 〃 ハナ １４４．５�
８１５� フェスティブシャン 牝６黒鹿５５ 大庭 和弥 �カタオカファーム高橋 義博 静内 カタオカフアーム ４７６＋ ６ 〃 ハナ １６２．０�
５９ グランドハリケーン 牡５鹿 ５７ 吉永 護�グランド牧場 吉永 正人 静内 グランド牧場 ４８０± ０ 〃 クビ １２．４�
８１６ オジジアンボーイ 牡８鹿 ５７ 内田 博幸内藤 好江氏 矢野 照正 様似 山口 幸雄 ４８４＋１０１：３９．７２ １２１．１�

（大井）

２４ � ソブリンブライト 牡４鹿 ５７
５４ ▲的場 勇人�藤沢牧場 �田 研二 静内 藤沢牧場 ４８６－ ６１：３９．８クビ １６５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，９７６，９００円 複勝： ４０，００１，２００円 枠連： ５７，１０３，４００円

普通馬連： ２１９，１６３，９００円 馬単： １６６，９６８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，５９９，０００円

３連複： １８５，７４８，１００円 ３連単： ４７１，４１１，２００円 計： １，２２１，９７２，０００円

払 戻 金

単 勝 � １，４９０円 複 勝 � ３５０円 � １１０円 � １８０円 枠 連（４－７） １，４１０円

普通馬連 �� １，５４０円 馬 単 �� ５，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ２，１２０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� ３，３００円 ３ 連 単 ��� ２７，７００円

票 数

単勝票数 計 ３２９７６９ 的中 � １７４７４（５番人気）
複勝票数 計 ４０００１２ 的中 � １８３６２（７番人気）� １６２６２４（１番人気）� ４７０３０（２番人気）
枠連票数 計 ５７１０３４ 的中 （４－７） ２９９３７（５番人気）
普通馬連票数 計２１９１６３９ 的中 �� １０５４４３（６番人気）
馬単票数 計１６６９６８３ 的中 �� ２３１９９（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８５９９０ 的中 �� １９３７５（６番人気）�� ４８１２（２２番人気）�� ６３３３０（１番人気）
３連複票数 計１８５７４８１ 的中 ��� ４１５８４（９番人気）
３連単票数 計４７１４１１２ 的中 ��� １２５６４（７８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．８―３５．３―４７．４―１：００．０―１：１２．３―１：２４．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３７．４
３ １３－（１６，９）６（５，１２）－１４－３，１１，１５（８，１０）７（１，４）２ ４ １３（１６，９）（５，６，１２）（３，１４）－１１（８，１０）－（１５，７）－（１，４）２

勝馬の
紹 介

�マイフラッグ �
�
父 ロドリゴデトリアーノ �

�
母父 Seattle Slew デビュー ２００２．１１．１０ 中山２着

２０００．３．１９生 牡６栗 母 アルピンストリーム 母母 Woodstream ２５戦４勝 賞金 ４３，７９０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※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） ５頭 アサクササイレン号・ウインプログレス号・ダイヤモンドスター号・トラストブラック号・マイネルトイフェル号
※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。



（１８東京２）第５日 ５月６日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６９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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２１４，９９０，０００円
８，４００，０００円
５，０５０，０００円
２，０５０，０００円
９７０，０００円
１，３９０，０００円
２１，４００，０００円
５９，７６２，０００円
５，０６８，８００円
１，７０６，９００円

勝馬投票券売得金
３２７，５６１，８００円
４１１，１２３，１００円
５０４，９０１，６００円
１，９８４，０５５，３００円
１，６０６，４１１，５００円
４４０，４１１，８００円
１，９４２，３４３，８００円
２，３２１，９５５，４００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 ９，５３８，７６４，３００円

総入場人員 ５３，５８０名 （有料入場人員 ５２，４９０名）




