
１１０７３ ５月１３日 小雨 良 （１８東京２）第７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

３５ � ディスイズザライフ 牝３芦 ５４ 藤田 伸二飯田 政子氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４７２＋１２１：４０．２ ２３．４�

２２ � ラ フ ィ ー ク 牝３鹿 ５４ 武 豊�ターフ・スポート堀井 雅広 浦河 荻伏服部牧場 ４７６＋１４１：４０．５２ ７．２�
４６ � 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 B４６８－ ２１：４０．８１� ２２．３�
２３ � トーセンレジェンド 牝３鹿 ５４ 横山 典弘島川 �哉氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ４５８＋ ４１：４０．９� １．７�
４７ デザートバード 牝３栗 ５４ 柴田 善臣鈴木 芳夫氏 中島 敏文 静内 松田 三千雄 ４４４＋ ２１：４１．１１� ５．３�
３４ � ミラクルワウ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４５０ ―１：４１．４１� ２０．５	
７１３� ビューティジュン 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹蛭川 正文氏 沢 峰次 新冠 
原 光子 ４６２＋ ４ 〃 アタマ ３７３．７�
７１２ エビスハルカ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝加藤友三郎氏 佐々木亜良 浦河 恵比寿牧場 ５５０ ―１：４１．５クビ ２２６．１�
８１５ ウエスタンドール 牝３鹿 ５４

５３ ☆津村 明秀西川 賢氏 柴田 政人 静内 北西牧場 ４４０＋ ６１：４１．９２� １６９．１
８１４ エーグルドゥース 牝３鹿 ５４ 北村 宏司伊達 秀和氏 手塚 貴久 門別 サンシャイン

牧場 ４４０＋ ８ 〃 アタマ ３５．５�
１１ グランドミューズ 牝３栗 ５４ 内田 博幸�グランド牧場 伊藤 伸一 静内 グランド牧場 ４２６＋ ８１：４２．０クビ １０．９�

（大井）

６１１� マーベラスドリーム 牝３鹿 ５４ 吉田 豊笹原 貞生氏 谷原 義明 新冠 川島牧場 ４６６－ ２１：４２．７４ １０８．４�
５９ � オアシスシチー 牝３鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人 �友駿ホースクラブ 萱野 浩二 静内 光丘牧場 ４６０＋１０１：４２．９１� ３４４．１�
５８ グランマージーン 牝３栗 ５４ 高橋 智大大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 吉田 隆 ４６４ ―１：４３．０� １９．８�
６１０ テンシノナミダ 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義�グランド牧場 清水 英克 静内 グランド牧場 ４４２± ０１：４５．１大差 １８７．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，９７８，１００円 複勝： ２２，３３１，２００円 枠連： ２１，８４５，４００円

普通馬連： ７２，０２５，４００円 馬単： ７１，３５７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，１２７，３００円

３連複： ８９，０２６，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３１２，６９２，０００円

払 戻 金

単 勝 � ２，３４０円 複 勝 � ６２０円 � ２６０円 � ４６０円 枠 連（２－３） ６９０円

普通馬連 �� ７，２００円 馬 単 �� ２０，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１００円 �� ２，９１０円 �� １，４４０円

３ 連 複 ��� ２５，９８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５９７８１ 的中 � ５３８８（８番人気）
複勝票数 計 ２２３３１２ 的中 � ８７３７（７番人気）� ２５８３０（３番人気）� １２３７７（５番人気）
枠連票数 計 ２１８４５４ 的中 （２－３） ２３６５５（４番人気）
普通馬連票数 計 ７２０２５４ 的中 �� ７３９１（２１番人気）
馬単票数 計 ７１３５７７ 的中 �� ２５８５（４９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０１２７３ 的中 �� ２３６１（２０番人気）�� １６８１（２８番人気）�� ３５１０（１６番人気）
３連複票数 計 ８９０２６９ 的中 ��� ２５２９（６１番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．９―１２．６―１３．０―１３．１―１２．９―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．４―３５．３―４７．９―１：００．９―１：１４．０―１：２６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ディスイズザライフ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００５．１１．２７ 東京９着

２００３．４．１３生 牝３芦 母 スターマイライフ 母母 Great Lady M. ５戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１０７４ ５月１３日 雨 良 （１８東京２）第７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

２２ イブキゴルゴ 牡３栗 ５６ 藤田 伸二�伊吹 昆 貢 浦河 金石牧場 ４６６－ ４１：１９．６ ２．８�

７１２� マルブツバンダリー 牡３栗 ５６ 四位 洋文大澤 毅氏 白井 寿昭 米
Runnymede
Farm Inc. &
Catesby W. Clay

５３２ ―１：１９．９１� ７．３�
８１３ グリーンアラモード 牡３鹿 ５６ 武 豊 �グリーンファーム 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ５５４＋ ２１：２０．１１� ２．３�
５８ 	
 レアルグローリー 牡３鹿 ５６ 江田 照男田中 昇氏 杉浦 宏昭 青森 青南ムラカミ

ファーム ５１６－ ４１：２０．７３� １３．０�
５７ � コスモタイド 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 米 T. F. Van-

Meter ４７２＋ ４１：２１．１２� １２．５�
（大井）

３３ � ブレンティナ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊�大東牧場 戸田 博文 米 Windwoods
Farm ４６６－ ４１：２１．２� ３２．８	

４５ 	
 ブルーアジサイ 牝３鹿 ５４ 御神本訓史桜井 欣吾氏 本間 忍 三石 折手牧場 B４２８＋ ２１：２１．３� １７０．６

（大井）

３４ 
 エイワンスター 牡３鹿 ５６ 小野 次郎荒木 榮一氏 伊藤 伸一 浦河 不二牧場 ４６４ ―１：２１．５１ １１．２�
４６ アローレイラ 牝３鹿 ５４

５１ ▲高野 和馬矢野 秀春氏 大江原 哲 静内 矢野牧場 ４５８± ０１：２２．０３ ３７２．４�
６１０ ローリエビレッジ 牝３黒鹿５４ 田面木博公山本 精一氏 岩城 博俊 三石 原口牧場 ４４４－ ４１：２２．９５ １０５．０
１１ ヨイチサフラン 牝３鹿 ５４ 北村 宏司加藤 興一氏 菅原 泰夫 青森 一山牧場 ４４８－ ４１：２３．７５ １８５．７�
８１４ アイゼンシュタイン 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹伊藤 信之氏 嶋田 功 門別 下河辺牧場 ４４０＋ ２１：２４．３３� ２００．５�
７１１	 アミフジツイスター 牡３鹿 ５６

５５ ☆津村 明秀内藤 好江氏 山田 要一 茨城 内藤牧場 ４５４＋ ４１：２５．０４ ５９２．４�
６９ 	 ガールフレンズ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一田中 幹雄氏 清水 美波 浦河 荻伏三好フ

アーム ４５８± ０１：２５．２１� １４５．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，５３８，４００円 複勝： ２０，９７４，３００円 枠連： ２０，７６１，３００円

普通馬連： ７４，３０６，０００円 馬単： ７７，２７４，１００円 ワイド【拡大馬連】： １８，９３９，６００円

３連複： ９０，４９７，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３１９，２９０，８００円

払 戻 金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � １１０円 枠 連（２－７） １，３３０円

普通馬連 �� ９４０円 馬 単 �� １，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� １４０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ６６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６５３８４ 的中 � ４７７４７（２番人気）
複勝票数 計 ２０９７４３ 的中 � ５６９１５（２番人気）� １９８１８（４番人気）� ６５１０２（１番人気）
枠連票数 計 ２０７６１３ 的中 （２－７） １１５６３（７番人気）
普通馬連票数 計 ７４３０６０ 的中 �� ５８６７３（３番人気）
馬単票数 計 ７７２７４１ 的中 �� ３０９６４（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８９３９６ 的中 �� １２４１６（３番人気）�� ４７５５０（１番人気）�� １１８９８（４番人気）
３連複票数 計 ９０４９７１ 的中 ��� １０１８１６（１番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
６．８―１７．９―２９．６―４２．１―５４．５―１：０６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イブキゴルゴ �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 フレンチグローリー デビュー ２００５．１０．９ 京都７着

２００３．５．１４生 牡３栗 母 イブキサーティーン 母母 ニューモルト ８戦１勝 賞金 ８，２５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヨイチサフラン号・アイゼンシュタイン号は，平成１８年６月１３日まで平地競走に出走できない。

アミフジツイスター号・ガールフレンズ号は，平成１８年７月１３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〕 アイゼンシュタイン号は，平成１８年６月１３日まで平地競走に出走できない。
※ヨイチサフラン号・ローリエビレッジ号は，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。



１１０７５ ５月１３日 雨 良 （１８東京２）第７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

４６ バ リ オ ン 牡３鹿 ５６ 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 白老 白老ファーム ４４８± ０１：２６．９ １．８�

６１０� ベ ロ ー チ ェ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹モナコ商事� 嶋田 功 三石 大豊牧場 ４５２－ ２１：２７．４３ ４．７�
２２ � ローレルハンバーバ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義 �ローレルレーシング 矢野 進 静内 橋谷 折 ４６８＋１０ 〃 クビ １０．６�
３３ � サツキイーグル 牡３芦 ５６ 江田 照男石田 眞一氏 大和田 稔 浦河 丸村村下

ファーム ４７２－ ６１：２８．７８ １５４．１�
３４ �� アタゴキャロット �３鹿 ５６ 御神本訓史坪野谷和平氏 中野 栄治 新冠 大栄牧場 ４３８－１０１：２８．８� １６４．７�

（大井）

７１２ ジェイケイチーフ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ５１０－ ２１：２８．９クビ ４．２�
（大井）

５８ クロスライセンス 牡３栗 ５６ 吉田 豊吉橋 計氏 戸田 博文 浦河 桑田牧場 ４７８－ ４１：２９．２２ ６０．９	
４５ � テイエムマーチ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一竹園 正繼氏 柴田 政人 静内 千代田牧場 ４６６－ ２ 〃 ハナ ３３．８

６９ リップタイド 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三 �スピードファーム 和田 正道 三石 元茂 義一 ４６０－ ６１：２９．５２ ６７．０�
８１３� トッチンコボ 牡３栃栗５６ 岩部 純二国光 正憲氏 松永 勇 三石 大塚牧場 ４４２＋ ２１：３０．２４ １４５．２
１１ フサイチマジック 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝関口 房朗氏 国枝 栄 門別 下河辺牧場 ４３６＋ ４１：３０．５２ １７．１�
５７ ラピッドファイヤー 牝３鹿 ５４

５３ ☆津村 明秀�グランド牧場 高松 邦男 静内 グランド牧場 ４７４－ ２１：３１．１３� １７６．２�
７１１� ダイワハルパー 牡３栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 増沢 末夫 静内 服部 牧場 B４８２－１６１：３１．２クビ １０１．３�
８１４� イスズユータロー 牡３鹿 ５６ 加藤士津八�イスズ牧場 加藤 和宏 浦河 北葉ファーム ４５２ ―１：３１．６２� ２０９．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，６６４，６００円 複勝： ２１，４０３，１００円 枠連： ２１，９２６，５００円

普通馬連： ８０，９４０，１００円 馬単： ８４，３３９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，５２９，０００円

３連複： ９７，９１０，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３４６，７１２，９００円

払 戻 金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ２２０円 枠 連（４－６） ３４０円

普通馬連 �� ４２０円 馬 単 �� ６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ４３０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� １，２４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８６６４６ 的中 � ８２３５３（１番人気）
複勝票数 計 ２１４０３１ 的中 � ７７６８８（１番人気）� ３７２８３（３番人気）� １６７７１（４番人気）
枠連票数 計 ２１９２６５ 的中 （４－６） ４８９１６（２番人気）
普通馬連票数 計 ８０９４０１ 的中 �� １４４２１６（２番人気）
馬単票数 計 ８４３３９０ 的中 �� ９５８７８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１５２９０ 的中 �� ３１０７７（２番人気）�� １１６１９（４番人気）�� ７６９１（７番人気）
３連複票数 計 ９７９１０６ 的中 ��� ５８３４２（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．９―３６．０―４８．５―１：０１．３―１：１３．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バ リ オ ン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．１０．１６ 東京８着

２００３．３．１８生 牡３鹿 母 アッサムヒル 母母 テイーブレーク ６戦１勝 賞金 ８，３５０，０００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。



１１０７６ ５月１３日 雨
（ 芝 ）良
（ダート）良 （１８東京２）第７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

６９ � マイネルスピニッチ 牡４青鹿５９ 大庭 和弥 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 静内 コスモビューファーム ５０６－ ４３：２４．８ ２．２�

１１ � シャフツベリー 牡７鹿 ６０ 柴田 大知�ターフ・スポート栗田 博憲 浦河 谷川牧場 ５００＋ ２３：２５．０１ ５．０�
４６ � シルバーデューク 牡５芦 ６０ 江田 勇亮新木 鈴子氏 郷原 洋行 平取 有限会社中

田牧場 ４９６＋ ２３：２５．８５ １３．６�
２２ �� レオスターライト 牡５鹿 ６０ 浜野谷憲尚�レオ 岩戸 孝樹 静内 藤沢牧場 ４６２＋ ４３：２５．９� ４．４�
７１２� オースチンボンド �４芦 ５９

５７ ▲高野 和馬�テンジン 谷原 義明 新冠 川島牧場 ４６８± ０３：２６．６４ ５６．２�
６１０ ヤ ク モ ラ ヴ 牡４黒鹿５９ 平沢 健治�山崎牧場 郷原 洋行 八雲 山崎牧場 ４５４－ ２３：２７．０２� １７８．９	
４５ � ユーワキングストン �７鹿 ６０ 白坂 聡�ユーワ 小林 常泰 三石 タガミファーム ４６０－ ４ 〃 アタマ ２３．６

５７ � オンワードワンダー 牝４栗 ５７ 沢 昭典�オンワード牧場 沢 峰次 浦河 オンワード牧場 ４５４＋１０３：２７．７４ ９．３�
５８ マザーツリー 牝５鹿 ５８ 山本 康志吉野 吉晴氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４９２＋ ４３：２８．３３� ３９．０�
３３ � トウショウフラッグ 牡４鹿 ５９ 宗像 徹トウショウ産業� 阿部 新生 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４６８± ０３：２９．１５ ４１．１
３４ � ヤマニンマクベス 牡４鹿 ５９ 蓑島 靖典土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ５０２＋ ８３：３０．６９ ７０．８�
８１３� アドニスシチー 牡６栗 ６０ 穂苅 寿彦 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 門別 鹿戸 正幸 ４７２＋１０３：３４．３大差 １５．６�
７１１ ダージリンクロス 牡４栗 ５９ 矢原 洋一佐々木 徹氏 郷原 洋行 新冠 シンユウフアーム ４８２± ０３：３５．８９ １９４．３�
８１４ アルファイクオー 牡４芦 ５９ 鈴木 慶太�貴悦 西塚 安夫 三石 澤田 嘉隆 ４１８＋ ８ （競走中止） ３１９．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，７５５，６００円 複勝： １３，２３３，９００円 枠連： ２０，６８０，３００円

普通馬連： ６１，６１６，４００円 馬単： ６０，４６０，０００円 ワイド【拡大馬連】： １５，１９６，８００円

３連複： ８５，８３８，１００円 ３連単： 発売なし 計： ２６８，７８１，１００円

払 戻 金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � １９０円 � ２３０円 枠 連（１－６） ８９０円

普通馬連 �� ７７０円 馬 単 �� １，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ５４０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� ２，７００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １１７５５６ 的中 � ４２２３２（１番人気）
複勝票数 計 １３２３３９ 的中 � ４１３７２（１番人気）� １６２５８（３番人気）� １１９５９（４番人気）
枠連票数 計 ２０６８０３ 的中 （１－６） １７３３０（３番人気）
普通馬連票数 計 ６１６１６４ 的中 �� ５９５９４（２番人気）
馬単票数 計 ６０４６００ 的中 �� ３３９４８（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５１９６８ 的中 �� １１４９５（２番人気）�� ６９４８（６番人気）�� ３７５９（１０番人気）
３連複票数 計 ８５８３８１ 的中 ��� ２３５４３（７番人気）

上り １マイル １：４８．７ ４F ５２．５－３F ３９．０
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�マイネルスピニッチ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 サツカーボーイ デビュー ２００４．８．１４ 新潟９着

２００２．４．１３生 牡４青鹿 母 マイネオリーブ 母母 タケノアテネ 障害：４戦１勝 賞金 １４，０５０，０００円
〔競走中止〕 アルファイクオー号は，競走中に疾病〔右第１指骨複骨折〕を発症したため２コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 オースミナイス号・クルワザード号・グローリージョン号・タイキヘリオス号・ダグラスフォンテン号・

ファインピーク号・フォレストダンス号・ユキノアメージング号・ユメノジェネラス号・ワンダーアイドル号



１１０７７ ５月１３日 雨 良 （１８東京２）第７日 第５競走 ��
��１，８００�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

１：４５．４
１：４４．１

良

良

５６ � フサイチシャナオー 牡３黒鹿５６ 武 豊関口 房朗氏 山内 研二 早来 ノーザンファーム ４８４－ ２１：４８．６ ４．０�

７９ � アイアムドラマ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝堀 紘一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４６２－ ２１：４８．７� １９．１�
４４ �� ボ ー マ ン ド 牡３鹿 ５６ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４６６＋ ４１：４９．０１	 ７．８�
５５ フェラーリワン 牡３青鹿５６ 横山 典弘市川 義美氏 藤沢 和雄 白老 白老ファーム ４９４－１２１：４９．１	 ２．６�
２２ � ダイワローンスター 牡３鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 増沢 末夫 千歳 社台ファーム B４７６± ０１：４９．４２ １０．３�
１１ 
 タイキレーザー 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二�大樹ファーム 土田 稔 愛 H and Y

Bloodstock Co ４２４＋ ８１：４９．５� １２．８�
８１２ マイティモーション 牡３栗 ５６ 四位 洋文世賀 聖啓氏 栗田 博憲 静内 和田牧場 ４５４＋ ８１：４９．９２� ５４．９	
６７ 
 ローランデイラミ 牝３芦 ５４ 柴山 雄一斉藤 敏博氏 畠山 吉宏 英 T. Saito ４４８＋ ６１：５０．２２ ４５．７

３３ � ミヤコタイガー 牡３栗 ５６ 柴田 善臣吉田喜代司氏 古賀 慎明 青森 明成牧場 ４８６＋ ２１：５０．８３� ９．２�
７１０ ダイナミック 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹吉橋 計氏 高橋 裕 静内 城市 公 B４８２－ ２１：５０．９	 ９．９�
８１１
 ハドソンストリート 牡３鹿 ５６

５５ ☆津村 明秀吉田 好雄氏 鈴木 伸尋 愛 River
Downs Stud ５２０ ―１：５１．６４ ８４．８

６８ �� ナムラウイナー 牡３鹿 ５６ 柄崎 将寿奈村 信重氏 柄崎 孝 新冠 グラッドホースパーク ５３２ ―１：５３．３大差 ２７３．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２１，７８１，５００円 複勝： ２５，５９０，８００円 枠連： ２８，３１４，６００円

普通馬連： ８８，６０１，７００円 馬単： ８３，６６２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，３７０，６００円

３連複： １０８，８６０，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３７９，１８２，１００円

払 戻 金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １６０円 � ３９０円 � ２７０円 枠 連（５－７） ４５０円

普通馬連 �� ３，３２０円 馬 単 �� ５，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０３０円 �� ８００円 �� １，８６０円

３ 連 複 ��� １０，５３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１７８１５ 的中 � ４２９５９（２番人気）
複勝票数 計 ２５５９０８ 的中 � ５３６７８（１番人気）� １４２１１（８番人気）� ２３６８７（５番人気）
枠連票数 計 ２８３１４６ 的中 （５－７） ４６６８６（１番人気）
普通馬連票数 計 ８８６０１７ 的中 �� １９６９９（１９番人気）
馬単票数 計 ８３６６２４ 的中 �� １２１９６（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２３７０６ 的中 �� ５３９７（１８番人気）�� ７１４４（１０番人気）�� ２８７２（２８番人気）
３連複票数 計１０８８６０５ 的中 ��� ７６３２（４５番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．４―１１．９―１２．５―１２．７―１２．２―１２．０―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．２―３４．６―４６．５―５９．０―１：１１．７―１：２３．９―１：３５．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．６―３F３６．９

３ １，３（２，１０）－５（６，９）（４，７）－（８，１２，１１）
２
４

・（１，３）（２，１０）－５－（４，６）９，７，１２（８，１１）・（１，３）（２，１０）－（５，９）６，７，４（１２，１１）８
勝馬の
紹 介

�フサイチシャナオー �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Seattle Slew デビュー ２００６．４．２ 阪神６着

２００３．１．１４生 牡３黒鹿 母 シアトルデライター 母母 Delighter ３戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナムラウイナー号は，平成１８年６月１３日まで平地競走に出走できない。



１１０７８ ５月１３日 雨 良 （１８東京２）第７日 第６競走 ��
��２，０００�サラブレッド系４歳以上

発走１２時５０分（番組第７競走を順序変更） （芝・左）
４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．４．１５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

１：５８．０
１：５６．４

良

良

１１ �� サクラキングダム 牡４鹿 ５７ 横山 典弘�さくらコマース友道 康夫 静内 谷岡牧場新
和分場 ４９４＋ ２２：０１．７ １．６�

２２ フサイチギャロップ 牡４青鹿５７ 後藤 浩輝関口 房朗氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４２８＋ ６２：０２．１２	 １４．５�
４４ マイネルアルドーレ 牡４鹿 ５７ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田村 康仁 静内 コスモビューファーム B４９６－ ２ 〃 アタマ ８．９�
（大井）

５５ シルクダッシュ 牡５鹿 ５７ 小林 淳一有限会社シルク富田 一幸 新冠 早田牧場新
冠支場 ５０４＋１０ 〃 クビ ５．８�

８８ � メジロスパイダー 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二�メジロ牧場 奥平 真治 青森 オオタ牧場 ４８４＋ ６２：０２．３１ １０．３�
６６ トーセンアダン 牡４栗 ５７ 蛯名 正義島川 	哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４４４＋ ６２：０２．５１
 １１．１

３３ � シルキーパフューム 牝５栗 ５５ 佐藤 哲三有限会社シルク阿部 新生 新冠 早田牧場新

冠支場 ４３８＋１６２：０３．０３ １１７．８�
７７ � トレンツリアード 牡４栗 ５７ 北村 宏司市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 シンコーファーム ４９４＋ ６２：０３．２� １２．８�

（８頭）

売 得 金

単勝： ２２，３２１，２００円 複勝： ２４，２８４，８００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ９２，９７９，４００円 馬単： １０３，６３４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，９１３，５００円

３連複： ９９，９４８，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３６５，０８１，８００円

払 戻 金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ２６０円 � １９０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� １，０７０円 馬 単 �� １，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� ２５０円 �� １，０８０円

３ 連 複 ��� １，９２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２３２１２ 的中 � １１２２７７（１番人気）
複勝票数 計 ２４２８４８ 的中 � ８８８９９（１番人気）� １６５７５（６番人気）� ２８４１４（３番人気）
普通馬連票数 計 ９２９７９４ 的中 �� ６４４１８（５番人気）
馬単票数 計１０３６３４８ 的中 �� ５１５５０（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１９１３５ 的中 �� １０９２５（６番人気）�� ２５１８４（３番人気）�� ４３７０（１４番人気）
３連複票数 計 ９９９４８１ 的中 ��� ３８５５４（１０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．５―２５．２―３６．８―４９．０―１：０１．６―１：１３．７―１：２６．０―１：３７．７―１：４９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．７

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

勝馬の
紹 介

�
�
サクラキングダム 

�
父 サクラローレル 

�
母父 Sagace

２００２．５．１８生 牡４鹿 母 モ ラ ン ボ ン 母母 Before Dawn ５戦２勝 賞金 ２１，６００，０００円
地方デビュー ２００５．１０．１８ 門別

※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。



１１０７９ ５月１３日 雨 稍重 （１８東京２）第７日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０分（番組第６競走を順序変更） （ダート・左）

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

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

３５ ショウナンラノビア 牝３栗 ５４ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４９４－ ４１：３８．４ ９．９�

２４ ブラックランナー 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三水上 行雄氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ４７４－ ４１：３８．５� ３４．９�
１１ � エッセイスト 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４８０－ ６１：３８．９２� ２．０�
５１０ ルックアミリオン 牝３栗 ５４ 藤田 伸二竹� 大晃氏 高市 圭二 門別 中前 義隆 ４４２＋ ２１：３９．２２ １０．２�
４８ 	 ダノンスイショウ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸�ダノックス 加藤 征弘 米 Shadai Farm ４９０＋ ６１：３９．５１� ３４．５�

（大井）

２３ シャドウビーチ 牝３鹿 ５４ 武 豊飯塚 知一氏 久保田貴士 浦河 本巣 敦 ４６８＋ ６ 〃 ハナ ２１．９�
５９ ダイワフォルゴーレ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４９４＋ ４ 〃 ハナ ２１０．１	
７１４
� マイネルメロス 牡３栗 ５６ 石神 深一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 静内 大典牧場 ４５４－ ２１：３９．６クビ １０７．７

１２ 
 サンマルセイコー 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４５０＋ ６ 〃 ハナ １２３．４�
７１３
 マルブツボーイ 牡３栃栗５６ 小林 淳一大澤 毅氏 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 ４４２± ０１：４０．２３� ４１２．２�
６１１ カブキメーク 牡３鹿 ５６ 田面木博公川上 哲司氏 蛯名 信広 浦河 アイオイファーム ４７６＋ ８１：４０．５１� １９３．６
８１５	 ボストンキコウシ 牡３鹿 ５６ 小野 次郎ボストンホース� 松山 康久 米 David E.

Hager, II B４８６－ ２１：４０．８１� ６２．６�
４７ �� ロイバークラフト 牡３青 ５６ 江田 照男村中 徳広氏 岩戸 孝樹 門別 高橋牧場 ４６２－１４ 〃 クビ １１．３�
８１６	 エステームシチー 牡３鹿 ５６ 四位 洋文 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 英 Dragon’s

Stud ４６２－ ４１：４０．９� ７．６�
３６ 	 ビコージェネラル 牡３栗 ５６ 横山 典弘�レジェンド 萩原 清 米 Blue Cross

Bloodstock ４８４＋ ２１：４１．７５ ５．３�
６１２
� ユウキスズハ 牡３芦 ５６ 御神本訓史韓 孝徳氏 高橋 三郎 三石 森 俊雄 ４４６＋ ４ （競走中止） ２９８．０�

（大井） （大井）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，９８３，１００円 複勝： ３６，２６１，７００円 枠連： ３５，６９２，３００円

普通馬連： １３３，５５３，２００円 馬単： １１４，１６５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，５９３，３００円

３連複： １４６，３２８，２００円 ３連単： 発売なし 計： ５２３，５７６，８００円

払 戻 金

単 勝 � ９９０円 複 勝 � ３１０円 � ６００円 � １３０円 枠 連（２－３） １，８６０円

普通馬連 �� １２，１６０円 馬 単 �� ２３，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，０６０円 �� ５００円 �� １，３１０円

３ 連 複 ��� ９，４２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７９８３１ 的中 � ２２３１６（４番人気）
複勝票数 計 ３６２６１７ 的中 � ２５６６５（５番人気）� １１２６９（８番人気）� １１０２３２（１番人気）
枠連票数 計 ３５６９２３ 的中 （２－３） １４１７５（９番人気）
普通馬連票数 計１３３５５３２ 的中 �� ８１１１（３３番人気）
馬単票数 計１１４１６５０ 的中 �� ３６００（６３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９５９３３ 的中 �� ２２４４（３３番人気）�� １５９１２（３番人気）�� ５４５６（１５番人気）
３連複票数 計１４６３２８２ 的中 ��� １１４７３（３２番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．４―１２．１―１３．２―１２．７―１２．７―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．３―３４．７―４６．８―１：００．０―１：１２．７―１：２５．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンラノビア �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００６．４．２２ 福島１着

２００３．５．１９生 牝３栗 母 ショウナンアクシア 母母 ショウナンプリティ ２戦２勝 賞金 １２，０００，０００円
〔競走中止〕 ユウキスズハ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 ビコージェネラル号の騎手横山典弘は，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。
〔鼻出血による出走制限〕 ユウキスズハ号は，平成１８年６月１３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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 アポロキングダム号・サイレントプライド号・サンデーレオン号・マイネルグリッツァ号
※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。



１１０８０ ５月１３日 雨 稍重 （１８東京２）第７日 第８競走 ��１，４００�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，１８．４．１５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

４８ ヒカルマチェンドラ 牡５芦 ５７ 田中 勝春�橋 京子氏 高市 圭二 新冠 山岡ファーム ４５２－ ２１：２５．７ １１．０�

３６ � キタサンナポレオン 牡４鹿 ５７ 内田 博幸�大野商事 鈴木 勝美 門別 有限会社早
田牧場 ５１６－ ８ 〃 ハナ １０．１�

（大井）

４７ � ハ ヤ チ マ ル 牡４栗 ５７ 吉田 豊田上 雅春氏 清水 美波 静内 岡田スタツド B４８８± ０ 〃 ハナ ６．４�
７１３ ハセノダンディ 牡５栗 ５７ 横山 典弘長谷川�一氏 大江原 哲 静内 野坂牧場 B４８０＋ ２１：２５．８� １０．２�
２４ マイネルピエール 牡５芦 ５７ 柴田 善臣 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 成島 英春 三石 前川 正美 ４９６－ ２ 〃 ハナ ４．６�
５１０ ガ イ ヤ ー ル 牝５芦 ５５ 武 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 門別 豊洋牧場 ４６４＋ ６１：２６．８６ １９．８	
６１１ ジョインアゲン 牡４栗 ５７ 蛯名 正義浅川 皓司氏 中野 栄治 静内 三木田 明仁 ４９６＋ ６１：２７．０� ２５．９

８１６� グランドブルー 	５鹿 ５７

５４ ▲千葉 直人石川 儀治氏 菅原 泰夫 新冠 山岡ファーム ４４０－ ２１：２７．４２� ８３．１�
２３ �� コーリンヴァリウス 牡４鹿 ５８ 藤田 伸二伊藤 恵子氏 白井 寿昭 門別 日高大洋牧場 ４５４－ ４１：２７．８２� ２．３�
１１ プレザントレイク 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝 �社台レースホース矢野 進 白老 白老ファーム ４５８＋１０１：２７．９クビ ７２．１
１２ ダイワエスケープ 牡６鹿 ５７ 北村 宏司大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 静内 千代田牧場 B５２２＋ ４ 〃 クビ ６８．５�
７１４� ラヴラヴラビット 牝６黒鹿５５ 小野 次郎喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 八州文 ４５２± ０１：２８．２１� １５２．１�
８１５� レッツゴーアテネ 	５黒鹿５７ 金子 光希広田 健司氏 二本柳俊一 静内 岡田牧場 ４６２－２０１：２８．５２ ５６６．４�
６１２
� ファントムオペラ 	５鹿 ５７ 鈴木 啓之ジョイ・レースホース� 上原 博之 門別 外舘 万明 ４８０－２８ 〃 クビ ２３０．８�

（大井）

５９ �� スペシャルリーズン 牡５鹿 ５７ 田面木博公ジョイ・レースホース� 蛯名 信広 浦河 鎌田 正嗣 ４５２＋ ４１：２８．６� １６１．７�
３５ �� リベロストラーダ 牝４栗

５５
５４ ☆津村 明秀モナコ商事� 嶋田 功 三石 三石橋本牧場 ４７８－ ７１：３１．１大差 ２０２．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，２１９，７００円 複勝： ３４，５８６，７００円 枠連： ３８，００１，５００円

普通馬連： １２９，２１０，６００円 馬単： １１８，７２６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，６６２，４００円

３連複： １４６，０８４，７００円 ３連単： 発売なし 計： ５２１，４９２，１００円

払 戻 金

単 勝 � １，１００円 複 勝 � ３４０円 � ３１０円 � ２５０円 枠 連（３－４） ２，１１０円

普通馬連 �� ５，１００円 馬 単 �� １１，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４００円 �� ８７０円 �� １，２５０円

３ 連 複 ��� ９，７３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４２１９７ 的中 � １７３５６（６番人気）
複勝票数 計 ３４５８６７ 的中 � ２５７５１（６番人気）� ２８８０４（５番人気）� ３８９７３（３番人気）
枠連票数 計 ３８００１５ 的中 （３－４） １３３４７（８番人気）
普通馬連票数 計１２９２１０６ 的中 �� １８６９８（１９番人気）
馬単票数 計１１８７２６５ 的中 �� ７４５９（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０６６２４ 的中 �� ５３４２（１７番人気）�� ８９５７（１０番人気）�� ５９９６（１５番人気）
３連複票数 計１４６０８４７ 的中 ��� １１０９０（３２番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．７―１２．４―１２．６―１２．５―１３．２

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒカルマチェンドラ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ナイスダンサー デビュー ２００３．１２．７ 中山６着

２００１．４．５生 牡５芦 母 ヒカルイットウセイ 母母 コクサイトツプ ２４戦２勝 賞金 ２７，２００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リベロストラーダ号は，平成１８年６月１３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〕 プレザントレイク号・レッツゴーアテネ号は，平成１８年６月１３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 カズノブラック号・トウショウクリーム号
※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。



１１０８１ ５月１３日 雨 良 （１８東京２）第７日 第９競走 ��
��２，０００�

な つ こ だ ち

夏 木 立 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 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．０
１：５６．４

良

良

５６ ソングオブウインド 牡３青鹿５６ 北村 宏司 �社台レースホース浅見 秀一 追分 追分ファーム ４７０－ ２２：０１．７ ６．２�

７１０� サクラマジェスティ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義�さくらコマース田中 清隆 静内 谷岡牧場 ４６４＋ ２２：０１．９１ １５．７�
４４ � ニシノフリーダム 牡３栗 ５６ 柴田 善臣西山 茂行氏 鈴木 伸尋 鵡川 西山牧場 ５３６－ ２２：０２．１１� ６．３�
２２ � インベスター 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝 �ノースヒルズマネ

ジメント 萩原 清 新冠 平山牧場 ５７４＋ ２ 〃 ハナ １７．２�
８１３�� トップオブサンデー 牡３鹿 ５６ 小野 次郎横瀬 兼二氏 伊藤 伸一 三石 中橋 清 ４５６± ０ 〃 クビ ５３．７�
７１１ ロードアルファード 牡３鹿 ５６ 四位 洋文 �ロードホースクラブ 山内 研二 門別 シンコーファーム ４８６＋ ６ 〃 ハナ １０．５	
３３ �� サイバーキングダム 牡３鹿 ５６ 内田 博幸�瀬 真尚氏 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４６４－ ４２：０２．４２ ２．１


（大井）

６９ ニホンピロファイブ 牡３栗 ５６ 武 豊小林百太郎氏 大橋 勇樹 平取 稲原牧場 ４６６± ０２：０２．８２	 １０．６�
６８ 
 ミレニアムウイング 牡３鹿 ５６ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 Western

Bloodstock ４７８－ ４２：０３．４３	 １０．２�
１１ �� マクロプラネット 牡３黒鹿５６ 鈴木 啓之東森 茂氏 飯野 文明 浦河 藤坂 秋雄 B４６２± ０２：０３．６１ ３２８．２

（大井） （大井）

８１２� ユーセイシアトル 牡３鹿 ５６ 田中 勝春小川 敏夫氏 二ノ宮敬宇 静内 石川 栄一 ４３６－ ２ 〃 アタマ １６１．７�
５７ ディスパーロ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム B４９２－ ２２：０３．７クビ ８３．８�
４５ メンバーズボンド �３鹿 ５６ 穂苅 寿彦吉田 勝己氏 和田 正道 早来 ノーザンファーム ４４８± ０２：０３．９１ ９３．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３９，９７１，９００円 複勝： ５３，６１８，４００円 枠連： ４６，４２４，０００円

普通馬連： ２０３，０３４，１００円 馬単： １４３，９０７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，７１４，７００円

３連複： １５８，９５１，４００円 ３連単： ３８３，０８４，４００円 計： １，０７２，７０６，０００円

払 戻 金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � ２２０円 � ３５０円 � ２２０円 枠 連（５－７） １，６６０円

普通馬連 �� ４，２９０円 馬 単 �� ７，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４３０円 �� ８３０円 �� １，１９０円

３ 連 複 ��� ７，９３０円 ３ 連 単 ��� ４８，３８０円

票 数

単勝票数 計 ３９９７１９ 的中 � ５１５３６（２番人気）
複勝票数 計 ５３６１８４ 的中 � ６９２３３（３番人気）� ３６００９（７番人気）� ６９４５７（２番人気）
枠連票数 計 ４６４２４０ 的中 （５－７） ２０７０６（８番人気）
普通馬連票数 計２０３０３４１ 的中 �� ３４９４８（１６番人気）
馬単票数 計１４３９０７１ 的中 �� １３４０９（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３７１４７ 的中 �� ７４３６（１９番人気）�� １３４２４（８番人気）�� ９０１２（１６番人気）
３連複票数 計１５８９５１４ 的中 ��� １４７９９（２７番人気）
３連単票数 計３８３０８４４ 的中 ��� ５８４４（１６０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１１．２―１２．０―１３．０―１２．９―１３．２―１１．９―１１．５―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．９―３５．１―４７．１―１：００．１―１：１３．０―１：２６．２―１：３８．１―１：４９．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．７―３F３５．５

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

勝馬の
紹 介

ソングオブウインド �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．１．２９ 京都２着

２００３．２．２０生 牡３青鹿 母 メモリアルサマー 母母 サマーワイン ７戦２勝 賞金 ２５，５１５，０００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。



１１０８２ ５月１３日 雨 稍重 （１８東京２）第７日 第１０競走 ��
��２，１００�

こ れ ま さ

是 政 特 別
発走１５時０５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，１８．４．１５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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０８．０
２：０５．９

良

良

４８ チーフシャトー 牡４芦 ５７ 佐藤 哲三円城 和男氏 境 直行 静内 マツケン農場 ４８４＋ ４２：１１．５ ２０．９�

２３ イ エ ス 牡６黒鹿５７ 柴田 善臣小田切有一氏 谷 潔 三石 木下牧場 ５３０＋ ２２：１２．０３ ７．４�
３６

�
�
	 ミッキーシャーマン 牡５栗 ５７ 御神本訓史三木 久史氏 中尾 秀正 三石 元茂牧場 ５３０－ ４２：１２．１
 ７１．４�

（大井）

１１ � ダブルブラザー 牡５鹿 ５７ 小林 淳一藤田与志男氏 岩戸 孝樹 米 Jim Hawkins &
Lois Hawkins ４５２＋ ４２：１２．５２� ４３．６�

４７ � オースミダンスイン 牡４鹿 ５７ 小野 次郎�オースミ 菅原 泰夫 門別 本間牧場 ５４４＋ ４２：１２．７１ ３６．０�
２４ � デイフラッシュ 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二清進電設� 戸田 博文 米 Nancy C.

Shuford B４９８＋ ２２：１２．９１ １２．０�
６１２ グラスリアルパワー 牡６黒鹿５７ 四位 洋文半沢	 中野渡清一 三石 前川 達哉 ４９０± ０ 〃 アタマ １８．６

３５ � ユメノシルシ 牡４黒鹿５７ 吉田 豊吉田 照哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４８０± ０２：１３．１１ １７．８�
５１０ ワンダーゼネラス 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一山本 信行氏 湯浅 三郎 三石 フクダファーム ４８２－ ２ 〃 同着 １３５．９�
６１１ ブレーヴハート 牡４黒鹿５７ 武 豊吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５１６－ ２２：１４．４８ １．８
７１４� ハウンドコップ 牡７鹿 ５７ 横山 典弘齊藤四方司氏 清水 美波 千歳 社台ファーム B４９８－ ６２：１４．８２� ５．４�
８１６ トラストブラック 牡４栗 ５７ 蛯名 正義菅波 滿氏 土田 稔 静内 飛野牧場 B５５２＋１０２：１５．９７ １６１．２�
７１３ ヴェルティージュ 牡４鹿 ５７ 北村 宏司竹� 大晃氏 尾形 充弘 平取 清水牧場 ４６４＋ ２２：１６．４３ ９１．１�
８１５� アサカユウジーン 牡７黒鹿５７ 鈴木 啓之佐久間 啓氏 奥平 雅士 門別 戸川 仁 B５１４－ ６２：１６．９３ ５８６．９�

（大井）

１２ � アロハスピリッツ 牡７栗 ５７ 勝浦 正樹喜田 啓照氏 加賀 武見 米 Swetten-
ham Stud B４９８＋２０ （競走中止） ２２３．４�

５９
�
�
	 バックオフゴー 牡５鹿 ５７ 江田 照男坪野谷和平氏 中野 栄治 静内 泊 寿幸 ５０８＋ ６ （競走中止） ４３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，８１９，７００円 複勝： ４５，４３２，２００円 枠連： ５７，８４３，８００円

普通馬連： ２３６，６６３，５００円 馬単： １６６，５７７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，９４６，３００円

３連複： １８０，４７４，９００円 ３連単： ４４５，５４７，８００円 計： １，２１８，３０５，９００円

払 戻 金

単 勝 � ２，０９０円 複 勝 � ５８０円 � ２９０円 � １，３６０円 枠 連（２－４） ２，５２０円

普通馬連 �� ６，８６０円 馬 単 �� １６，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９９０円 �� １０，２８０円 �� ４，９９０円

３ 連 複 ��� ７３，０７０円 ３ 連 単 ��� ４８２，８５０円

票 数

単勝票数 計 ３５８１９７ 的中 � １３５１２（７番人気）
複勝票数 計 ４５４３２２ 的中 � ２０２６３（７番人気）� ４７５５３（３番人気）� ７８６１（１１番人気）
枠連票数 計 ５７８４３８ 的中 （２－４） １７００４（１０番人気）
普通馬連票数 計２３６６６３５ 的中 �� ２５４６１（２３番人気）
馬単票数 計１６６５７７７ 的中 �� ７３０４（４８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９９４６３ 的中 �� ６３００（２０番人気）�� １１８０（６１番人気）�� ２４５１（４５番人気）
３連複票数 計１８０４７４９ 的中 ��� １８２３（１４６番人気）
３連単票数 計４４５５４７８ 的中 ��� ６８１（８３５番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．５―１２．３―１２．４―１２．３―１２．０―１２．２―１３．１―１２．９―１２．８―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．０―１８．５―３０．８―４３．２―５５．５―１：０７．５―１：１９．７―１：３２．８―１：４５．７―１：５８．５

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

チーフシャトー �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 テンパレートシル デビュー ２００５．４．２ 阪神１５着

２００２．３．１８生 牡４芦 母 シャトールーカン 母母 フレツシユブレスド １８戦３勝 賞金 ４０，５７８，０００円
〔競走中止〕 バックオフゴー号は，競走中に疾病〔左第１指関節開放性脱臼〕を発症し，３コーナーで転倒したため競走中止。

アロハスピリッツ号は，３コーナーで，転倒したバックオフゴー号に触れて，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 ヴェルティージュ号の騎手北村宏司は，発走後まもなく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 タマモアーチスト号・フミノブルースカイ号
※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。



１１０８３ ５月１３日 雨 稍重 （１８東京２）第７日 第１１競走 ��
��１，４００�第５１回京王杯スプリングカップ（ＧⅡ）

発走１５時４０分 （芝・左）
４歳以上；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１７．５．１４以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�
増，１７．５．１３以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を
除く）

京王電鉄株式会社賞（１着）
賞 品

本 賞 ６０，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，０００，０００円 ６，０００，０００円
付 加 賞 １，０３６，０００円 ２９６，０００円 １４８，０００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

１：２０．１
１：１９．０

良

良

７１２ オレハマッテルゼ 牡６栗 ５９ 柴田 善臣小田切有一氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４７２＋ ２１：２１．８ ５．３�

５７ インセンティブガイ 牡５鹿 ５７ 横山 典弘齊藤四方司氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６０± ０１：２２．１２ ９．４�
３４ テレグノシス 牡７鹿 ５８ 勝浦 正樹 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４８０－ ４１：２２．３１� ５．０�
４６ �	 ネイティヴハート 牡８鹿 ５７ 内田 博幸池田 草龍氏 坂本 昇 新冠 明和牧場 B４９４＋ ４ 〃 ハナ １３．５�

（船橋） （大井）

３３ グレイトジャーニー 牡５黒鹿５７ 佐藤 哲三 �ノースヒルズマネ
ジメント 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６２－ ２ 〃 アタマ ７．８�

６９ 
 シンボリグラン 牡４芦 ５８ 武 豊シンボリ牧場 畠山 吉宏 愛 Takahiro
Wada B５２４－ ２１：２２．５１� ２．７�

４５ ローエングリン 牡７栗 ５７ 四位 洋文 �社台レースホース伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４９２＋ ４１：２２．６� ３３．７	
５８ � フジサイレンス 牡６黒鹿５７ 江田 照男浅野 恭秀氏 田子 冬樹 様似 清水スタッド ５００± ０ 〃 クビ ２４．４

８１４ ア ル ビ レ オ 牡６鹿 ５７ 田中 勝春 �サンデーレーシング 白井 寿昭 白老 白老ファーム ４８２－ ２１：２２．７クビ ５５．８�
１１ ロードフラッグ ９鹿 ５７ 北村 宏司 �ロードホースクラブ 伊藤 正徳 新冠 守矢牧場 ４６６＋ ４１：２２．８� ３１０．０
２２ トールハンマー 牡６鹿 ５７ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ４８０± ０ 〃 アタマ ２５．３�
８１３�� グランリーオ 牡６鹿 ５７ 吉田 豊田中 晴夫氏 笹倉 武久 静内 藤沢牧場 ５１６－１６１：２２．９クビ １０９．３�
７１１ プレシャスカフェ 牡７鹿 ５７ 柴山 雄一西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４９４－ ２ 〃 ハナ ３７．３�
６１０� ニシノシタン 牡６黒鹿５７ 後藤 浩輝西山 茂行氏 浅野洋一郎 鵡川 西山牧場 ５１８＋ ２１：２４．４９ ５３．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１２，１３５，６００円 複勝： １４８，０２７，９００円 枠連： １２６，２５８，６００円

普通馬連： ８１４，０００，１００円 馬単： ４７７，１２５，１００円 ワイド【拡大馬連】： １６２，９７８，８００円

３連複： ６６０，３２３，６００円 ３連単： １，４６８，９４３，５００円 計： ３，９６９，７９３，２００円

払 戻 金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １９０円 � ２７０円 � １８０円 枠 連（５－７） １，３９０円

普通馬連 �� ２，０２０円 馬 単 �� ３，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７１０円 �� ４７０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� ３，５６０円 ３ 連 単 ��� ２２，４２０円

票 数

単勝票数 計１１２１３５６ 的中 � １６９１６４（３番人気）
複勝票数 計１４８０２７９ 的中 � ２２７４３２（３番人気）� １２６０１０（５番人気）� ２４２３９９（２番人気）
枠連票数 計１２６２５８６ 的中 （５－７） ６７３８５（６番人気）
普通馬連票数 計８１４０００１ 的中 �� ２９７４９６（８番人気）
馬単票数 計４７７１２５１ 的中 �� ９００４８（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１６２９７８８ 的中 �� ５６００６（７番人気）�� ９１２１１（３番人気）�� ４８６９４（１０番人気）
３連複票数 計６６０３２３６ 的中 ��� １３６９４７（１０番人気）
３連単票数 計１４６８９４３５ 的中 ��� ４８３７４（６０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．６―３５．２―４７．２―５８．４―１：０９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オレハマッテルゼ �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー ２００３．５．２５ 中京１１着

２０００．１．１６生 牡６栗 母 カーリーエンジェル 母母 ダイナカール ２７戦９勝 賞金 ３５３，８８８，０００円
〔発走状況〕 ニシノシタン号は，枠入り不良。発走時刻３分遅延。
〔調教再審査〕 ニシノシタン号は，発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１０８４ ５月１３日 雨 稍重 （１８東京２）第７日 第１２競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時１５分 （芝・左）

牝，４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，５５�，１８．４．１５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

１：２０．１
１：１９．０

良

良

６７ フロムアップランド 牝５鹿 ５５ 内田 博幸 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 追分ファーム ４９４－ ２１：２３．３ ５．５�
（大井）

５５ ギミーシェルター 牝５鹿 ５５ 武 豊池谷 誠一氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４６０＋１０１：２３．４� ２．０�
７９ �� サ ラ ラ 牝４鹿 ５５ 御神本訓史�瀬 真尚氏 本間 忍 門別 本間牧場 ４５０＋１４ 〃 アタマ ３４．０�

（大井）

３３ クイックセイコー 牝４黒鹿５５ 柴田 善臣竹國 弘氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ４４４± ０１：２３．６１� １７．５�
６８ ナイトアットオペラ 牝４青鹿 ５５

５４ ☆津村 明秀 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 早来 ノーザンファーム ４１２＋１２１：２３．８１ ２６．８�
８１１	 ファインセラ 牝５青鹿５５ 四位 洋文吉田 和美氏 久保田貴士 新冠 早田牧場新

冠支場 ４２２－ ６ 〃 ハナ ４．０�
５６ �	 デュアルライフ 牝８鹿 ５５ 北村 宏司小林 薫氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム ４９８± ０１：２４．０１� ８６．４	
２２ エピストラー 牝５鹿 ５５ 田中 勝春渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 新冠 隆栄牧場 ４２２－ ２１：２４．５３ １８．８

８１２� アイラブマキシマム 牝４栗 ５５ 吉田 豊保谷フミ子氏 奥平 真治 新冠 守矢牧場 ４８２± ０１：２４．７１� １２．１�
７１０�� イットウリョウダン 牝７鹿 ５５ 勝浦 正樹北所 直人氏 中川 公成 静内 伊藤 敏明 B４７６－ ４１：２５．７６ ４８．５�
１１ 	 ハートフルミラクル 牝４芦 ５５ 鈴木 啓之�大西牧場 西塚 安夫 浦河 川越牧場 ４７２± ０ 〃 クビ ２４３．６

（大井）

４４ オークルーム 牝６青 ５５ 横山 典弘岡田 牧雄氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド ４６４－１０１：２６．０１
 ３３．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３３，７１６，６００円 複勝： ２９，３７６，９００円 枠連： ５１，１９９，０００円

普通馬連： １９３，６３３，６００円 馬単： １５２，８４４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，６３５，０００円

３連複： １４６，５５２，５００円 ３連単： ４０６，３３１，５００円 計： １，０５６，２８９，４００円

払 戻 金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � １７０円 � １３０円 � ５９０円 枠 連（５－６） ５９０円

普通馬連 �� ７２０円 馬 単 �� １，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ３，１６０円 �� １，６２０円

３ 連 複 ��� ８，３００円 ３ 連 単 ��� ３９，９２０円

票 数

単勝票数 計 ３３７１６６ 的中 � ４８３３４（３番人気）
複勝票数 計 ２９３７６９ 的中 � ４７８５７（３番人気）� ８４６０４（１番人気）� ８２９０（１０番人気）
枠連票数 計 ５１１９９０ 的中 （５－６） ６４３８４（２番人気）
普通馬連票数 計１９３６３３６ 的中 �� １９９００２（２番人気）
馬単票数 計１５２８４４３ 的中 �� ６４４８６（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２６３５０ 的中 �� ４０６９４（２番人気）�� ３００５（３４番人気）�� ６００２（２１番人気）
３連複票数 計１４６５５２５ 的中 ��� １３０４２（２９番人気）
３連単票数 計４０６３３１５ 的中 ��� ７５１３（１２２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．７―１１．８―１２．０―１１．２―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．３―３６．１―４８．１―５９．３―１：１１．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フロムアップランド �
�
父 エ リ シ オ �

�
母父 Highland Park デビュー ２００４．５．２９ 東京３着

２００１．６．５生 牝５鹿 母 ハイランドトーク 母母 Speaking of Sweets ２１戦４勝 賞金 ５７，３００，０００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。



（１８東京２）第７日 ５月１３日（土曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １６４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

２７７，０６０，０００円
３，３６０，０００円
２７，２５０，０００円
１，３８０，０００円
８４０，０００円
２，４７０，０００円
２９，５３０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５７，８６７，５００円
５，１７６，８００円
１，６５６，４００円

勝馬投票券売得金
３８０，８８６，０００円
４７５，１２１，９００円
４６８，９４７，３００円
２，１８０，５６４，１００円
１，６５４，０７３，７００円
４７９，６０７，３００円
２，０１０，７９６，６００円
２，７０３，９０７，２００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 １０，３５３，９０４，１００円

総入場人員 ２８，６１１名 （有料入場人員 ２７，４０９名）




