
１１０８５ ５月１４日 曇 重 （１８東京２）第８日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時０５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

２４ プロセッション 牡３鹿 ５６ 武 豊吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４５４＋１４１：２５．７ ２．４�

８１５�� ユキノサンシャイン 牡３鹿 ５６ 田中 剛井上 基之氏 中野渡清一 新冠 畔柳 作次 ５００＋ ２１：２５．８� ８．０�
２３ � リキアイテンリュウ 牡３栗 ５６ 小野 次郎高山 幸雄氏 菅原 泰夫 静内 岡田 猛 ４６２＋ ４１：２６．５４ ５７．８�
６１２� セイカホルン 牡３栗 ５６

５３ ▲的場 勇人久米 誠氏 稲葉 隆一 浦河 永田 克之 ４１８－ ２１：２６．７１� ２９．７�
４８ ディーエスアチーブ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春秋谷 壽之氏 柴田 政人 門別 賀張中川牧場 ４８２± ０１：２６．９１ ９３．３�
６１１ リュウアポロン 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥田中ふさ枝氏 小林 常泰 浦河 中村 敏明 ４６６－ ２１：２７．１１� １９０．８�
５１０�� サファリバンブー 牡３栗 ５６ 横山 典弘熊久保勅夫氏 本郷 一彦 様似 水上 祐範 ４４４－ ２１：２７．２� ４．０�
７１４ 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± ０１：２７．９４ １５．４	
５９ アイオブザジャガー 牝３鹿 ５４ 北村 宏司村上 芳明氏 小笠 倫弘 新冠 飛渡牧場 ４５４＋ ２ 〃 ハナ １３２．５

１１ ウエスタンハイパー 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠西川 賢氏 尾形 充弘 静内 北西牧場 ４６８－ ２ 〃 クビ ２１．８�
１２ � マックスバニヤン 牡３栗 ５６ 江田 照男津村 靖志氏 星野 忍 新冠 泉渕瀬牧場 ４４８＋ ８１：２８．４３ ２６５．８�
７１３ プルーフオブキング 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二上田 宗義氏 昆 貢 静内 橋本牧場 B４６２－ ４１：２８．５� ４．１
４７ キープスマイリング 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹茂呂 邦久氏 松永 勇 門別 中館牧場 ４５２－ ２１：２８．９クビ＋１� ２６６．２�
８１６ カイテキラボンバ 牡３鹿 ５６

５５ ☆津村 明秀国本 勇氏 高橋 裕 門別 三輪牧場 B５０８＋ ２ （降着） ３７９．７�
３６ � シ リ ウ ス 牡３栗 ５６ 福永 祐一阿部 幸暉氏 大和田 稔 新冠 オートファー

ム �渡 ４１６－ ８１：２９．３２� １８７．３�
３５ シルクアリゲーター 牡３鹿 ５６ 森下 博有限会社シルク鈴木 勝美 新冠 松浦牧場 ５００ ―１：３０．０４ ６７．７�

（川崎）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，５５９，４００円 複勝： ２３，９１４，２００円 枠連： ２４，８６５，０００円

普通馬連： ８３，２７０，２００円 馬単： ８２，４９７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，２９８，１００円

３連複： １０４，３９０，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３６０，７９４，０００円

払 戻 金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � １９０円 � ７２０円 枠 連（２－８） ９７０円

普通馬連 �� １，１３０円 馬 単 �� １，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� １，３９０円 �� ３，５１０円

３ 連 複 ��� １２，１５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９５５９４ 的中 � ６６５５０（１番人気）
複勝票数 計 ２３９１４２ 的中 � ６７１５９（１番人気）� ３２０１８（４番人気）� ５７７９（８番人気）
枠連票数 計 ２４８６５０ 的中 （２－８） １８９１８（５番人気）
普通馬連票数 計 ８３２７０２ 的中 �� ５４８４５（４番人気）
馬単票数 計 ８２４９７０ 的中 �� ３６８４３（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２２９８１ 的中 �� １３０７９（４番人気）�� ３８３１（１３番人気）�� １４６９（３３番人気）
３連複票数 計１０４３９０１ 的中 ��� ６３４１（３７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．５―３５．０―４７．３―５９．９―１：１２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プロセッション �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００５．１０．３０ 東京３着

２００３．４．９生 牡３鹿 母 クイーンソネット 母母 エイプリルソネット ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔降着〕 カイテキラボンバ号は，１３位〔タイム１分２８秒６，着差クビ〕に入線したが，最後の直線コースで急に内側に斜行して

「キープスマイリング」号の走行を妨害したため１４着に降着。
〔制裁〕 サファリバンブー号の騎手横山典弘は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。

カイテキラボンバ号の騎手津村明秀は，最後の直線コースで急に内側に斜行したことについて平成１８年５月２０日から
平成１８年５月２８日まで騎乗停止。

〔３走成績による出走制限〕 カイテキラボンバ号は，平成１８年６月１４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。



１１０８６ ５月１４日 曇 重 （１８東京２）第８日 第２競走 ��
��１，６００�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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

３６ � ピサノアルハンブラ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二市川 義美氏 白井 寿昭 米
Runnymede
Farm, Inc. &
Catesby W. Clay

４８６± ０１：３８．４ １．５�

３５ クラヴィーア 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 本郷 一彦 浦河 ヒダカフアーム ４３８－ ４１：３８．８２� ３５．１�

１１ � マイネルコレドール 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菊川 正達 浦河 北俣 光浩 B４９４＋ ２１：３９．０１	 ４．５�

８１６� ビートオール 牡３黒鹿５６ 四位 洋文 �サンデーレーシング 清水 英克 早来 ノーザンファーム ４５８－ ２ 〃 アタマ ３２．５�
７１３
 ディーエスザホープ 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 谷田牧場 ４１４－ ４ 〃 クビ ２４．８�
１２ パワフルシチー 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 門別 富川田中牧場 ４６８＋ ２１：３９．７４ ４４．９	
６１１� サムライショウグン 牡３鹿 ５６ 福永 祐一青山 洋一氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４６２－ ４１：４０．０２ ３８．９

６１２� コスモハンブルグ 牡３青 ５６ 田中 勝春 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 愛 J. McGarry B４８６＋ ８１：４０．２１ ２３．８�
５１０
 スズノオオゴン 牡３鹿 ５６ 横山 典弘小紫 芳夫氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４５０＋１０１：４０．３� ８．５�
７１４ ペナントシチー 牡３芦 ５６ 吉田 豊 �友駿ホースクラブ 小西 一男 門別 下河辺牧場 ４９０＋ ８１：４０．５� １８７．０
５９ � ダイワオースティン 牡３鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 三石 折手牧場 ４６８ ―１：４１．２４ ３６４．８�
２３ エアクラマン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �ラッキーフィールド田中 清隆 平取 稲原牧場 ４５４－ ６ 〃 ハナ ２５．２�
４８ � サンドバギー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲的場 勇人長谷川兼美氏 沢 峰次 門別 有限会社
飯田牧場 ５０８ ―１：４１．７３ ３６３．１�

２４ ヒストリーボーイ 牡３黒鹿５６ 本田 優�グランド牧場 土田 稔 三石 元茂 義一 ４５２＋ ６１：４１．８クビ ４３７．３�
４７ ヒノデリザーブ 牡３栗 ５６ 江田 照男�渡辺牧場 内藤 一雄 新冠 片倉 拓司 ４８２－ ８１：４２．０１� ２９９．７�
８１５ トレンドシチー 牡３鹿 ５６

５５ ☆津村 明秀 �友駿ホースクラブ 松永 勇 浦河 佐々木 忠義 ４３６＋ ６１：４３．５９ ２２２．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，８１１，４００円 複勝： ２４，６２５，５００円 枠連： ３０，１７０，５００円

普通馬連： ９４，９１３，１００円 馬単： １０３，１６４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，３３３，６００円

３連複： １１７，８５０，５００円 ３連単： 発売なし 計： ４１７，８６８，９００円

払 戻 金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １００円 � ４１０円 � １３０円 枠 連（３－３） ２，３３０円

普通馬連 �� ２，３５０円 馬 単 �� ２，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� １５０円 �� １，１３０円

３ 連 複 ��� １，７５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９８１１４ 的中 � １０５４１５（１番人気）
複勝票数 計 ２４６２５５ 的中 � １００５６６（１番人気）� ７６１７（７番人気）� ５３４９０（２番人気）
枠連票数 計 ３０１７０５ 的中 （３－３） ９５７０（８番人気）
普通馬連票数 計 ９４９１３１ 的中 �� ２９８７４（８番人気）
馬単票数 計１０３１６４３ 的中 �� ２７９１３（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７３３３６ 的中 �� ８４７０（６番人気）�� ６４２９１（１番人気）�� ４５７９（１７番人気）
３連複票数 計１１７８５０５ 的中 ��� ４９７５５（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．９―３５．７―４８．０―１：００．５―１：１２．９―１：２５．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ピサノアルハンブラ �
�
父 Mr. Greeley �

�
母父 Ascot Knight デビュー ２００６．１．８ 京都２着

２００３．４．１３生 牡３鹿 母 Luck Be a Lady 母母 Lady Prospect ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔その他〕 トレンドシチー号は，４コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔３走成績による出走制限〕 ヒノデリザーブ号は，平成１８年６月１４日まで平地競走に出走できない。



１１０８７ ５月１４日 曇 重 （１８東京２）第８日 第３競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時００分 （芝・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

１：５８．０
１：５６．４

良

良

１１ ハバネロキャット 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 嶋田 潤 静内 岡田牧場 B４０６－ ２２：０３．５ ２８．９�

６７ ジョウノエリザベス 牝３栗 ５４ 北村 宏司小川 義勝氏 藤沢 和雄 門別 三城牧場 ４５４－ ８２：０３．７１� １．７�
８１２� プリンセスドルチェ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊吉田 勝己氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４２２－１０ 〃 クビ ３．４�
６８ � エクスラベル 牝３栗 ５４ 小野 次郎前田 繁氏 伊藤 伸一 静内 和田牧場 B４５８＋１２２：０３．８� ２２．３�
８１１� テンエイミューズ 牝３青鹿５４ 後藤 浩輝熊坂富寿雄氏 坂本 勝美 福島 農事組合法人

熊坂開発 B４４２＋ ４２：０４．５４ ７．３�
３３ �� マイネエリス 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 宏 門別 瀬戸牧場 ４４２＋２０２：０４．８２ １０．９�
７９ � トウカイコリンズ 牝３黒鹿５４ 田中 勝春内村 正則氏 成島 英春 門別 碧雲牧場 ４４８－ ６２：０５．８６ ３６．６	
２２ � ヘイローマジック 牝３鹿 ５４

５１ ▲的場 勇人川端 久雄氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４２６＋ ４２：０５．９� １２４．２

４４ � レッドラバーボール 牝３栗 ５４ 蓑島 靖典�橋 信博氏 高橋 義博 浦河 村中牧場 ３９６－ ２２：０６．８５ ５８３．８�
７１０ メイプルプレミアム 牝３栃栗５４ 江田 照男節 英司氏 岩城 博俊 新冠 安達 洋生 ４２２－１０２：０７．０１� １９６．３�
５６ � アキノピュア 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義穐吉 正孝氏 土田 稔 三石 土田 和男 B４３４ ―２：０７．５３ ７９．４
５５ ウィニングガール 牝３栗 ５４

５３ ☆津村 明秀時田 勝弘氏 畠山 吉宏 様似 ホウセイ牧場 ５１０＋ ４２：０７．９２� １５８．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２０，８１７，６００円 複勝： ２１，３７３，１００円 枠連： ２９，９９６，０００円

普通馬連： ９１，８４５，７００円 馬単： １０１，９８５，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，７３７，８００円

３連複： １０９，４３２，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３９６，１８８，１００円

払 戻 金

単 勝 � ２，８９０円 複 勝 � ３１０円 � １００円 � １２０円 枠 連（１－６） １，０００円

普通馬連 �� １，８４０円 馬 単 �� ７，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� ７８０円 �� １６０円

３ 連 複 ��� １，２３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０８１７６ 的中 � ５６９４（６番人気）
複勝票数 計 ２１３７３１ 的中 � ８６７４（６番人気）� ８３８１３（１番人気）� ５３０１２（２番人気）
枠連票数 計 ２９９９６０ 的中 （１－６） ２２２６２（３番人気）
普通馬連票数 計 ９１８４５７ 的中 �� ３６８５４（７番人気）
馬単票数 計１０１９８５４ 的中 �� １０６１５（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０７３７８ 的中 �� ９１２８（７番人気）�� ５２７０（１１番人気）�� ４３４５４（１番人気）
３連複票数 計１０９４３２５ 的中 ��� ６５８９０（４番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．８―１１．６―１２．０―１２．３―１２．７―１２．６―１２．０―１２．５―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．８―３６．４―４８．４―１：００．７―１：１３．４―１：２６．０―１：３８．０―１：５０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F５０．１―３F３７．５

３ ８＝１－３－１０，１１，５（２，６）（４，１２）７－９
２
４

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

勝馬の
紹 介

ハバネロキャット �
�
父 タバスコキャット �

�
母父 Majestic Light デビュー ２００６．２．２６ 中山１２着

２００３．４．１３生 牝３鹿 母 クリスティキャット 母母 Toll Booth ４戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 レッドラバーボール号は，平成１８年６月１４日まで平地競走に出走できない。



１１０８８ ５月１４日 曇 重 （１８東京２）第８日 第４競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１１時３０分 （芝・左）

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

中央レコード

１：２０．１
１：１９．０

良

良

４７ � ヒカルルージュ 牝３鹿 ５４ 武 豊高橋 光氏 武藤 善則 登別 登別上水牧場 ４３０＋ ６１：２３．６ ４．０�

６１２� ナムラバンダム 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二奈村 信重氏 田村 康仁 浦河 バンダム牧場 ４１６± ０１：２３．８１ １１．５�
１２ � エイワヴァージニア 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝永井公太郎氏 松山 康久 愛 Tower

Bloodstock ４８８－ ８ 〃 クビ ４．１�
８１６ フジマサゴールド 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義藤原 正一氏 菊川 正達 門別 合資会社カ

ネツ牧場 ５１０± ０１：２３．９クビ ３．２�
６１１ ヤクモオーカン 牡３鹿 ５６ 江田 照男�山崎牧場 杉浦 宏昭 八雲 山崎牧場 ４６０＋ ４ 〃 クビ １４４．３�
３６ ペディクラリス 牝３栗 ５４ 横山 典弘 �社台レースホース藤沢 和雄 平取 稲原牧場 ４５４＋ ８１：２４．０クビ ７．２�
４８ ブリリアントクロス 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠スター・ホースメンズクラブ 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４４０± ０ 〃 クビ １０．６	
８１７� コスモレスポワール 牡３鹿 ５４

５３ ☆津村 明秀 �ビッグレッドファーム 小笠 倫弘 新
Dame Sian Elias, H
A Fletcher, A R Gal-
braith & W M Wilson

４６２＋ ４１：２４．４２� ５８．４

３５ � サンワードビジュー 牝３栗 ５４ 柴田 善臣古谷 敏明氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４５０＋ ４１：２４．５クビ ５７．３�
２４ � コッパミジン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊中山 速水氏 浅野洋一郎 静内 武 牧場 ４４２± ０ 〃 ハナ ４０．６�
７１４� クルミチャン 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三瀬谷 雄氏 小桧山 悟 千歳 社台ファーム ５１４＋ ６ 〃 ハナ ２５．５�
５９ � コスモセグレト 牡３栗 ５４ 梶 晃啓 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 豪 Emirates

Park Pty Ltd ４６６－ ４１：２４．６� ４３６．１�
８１５� パ シ ス タ 牡３栗 ５６ 四位 洋文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 戸田 博文 新冠 守矢牧場 B４６６－ ２１：２５．１３ １９１．２�
１１ � ダイワバーリントン 牡３鹿 ５６

５３ ▲的場 勇人大城 敬三氏 秋山 雅一 静内 橋本牧場 ５２８－ ２ 〃 クビ １５０．８�
２３ � ホッコーリシェス 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹矢部 幸一氏 松永 勇 えりも 熊沢牧場 ４２０－１０１：２５．２クビ ２４２．８�
７１３ ムーコロネーション 牡３鹿 ５６ 北村 宏司中田 和宏氏 小笠 倫弘 三石 平岩牧場 ４３２－ ８１：２５．７３ ２４６．５�
５１０	 エプソムジェイド 牝３鹿 ５４ 田面木博公 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 岩城 博俊 静内 田原橋本牧場 ４３８＋ ８１：２６．８７ ６７８．０�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２２，７９７，７００円 複勝： ２９，９１１，８００円 枠連： ３５，３１１，１００円

普通馬連： １１１，１４３，２００円 馬単： １００，４８６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，９１９，４００円

３連複： １３０，５９０，０００円 ３連単： 発売なし 計： ４５７，１５９，３００円

払 戻 金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １４０円 � ３１０円 � １８０円 枠 連（４－６） １，６６０円

普通馬連 �� １，９３０円 馬 単 �� ３，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７４０円 �� ４００円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ３，２９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２７９７７ 的中 � ４６０３２（２番人気）
複勝票数 計 ２９９１１８ 的中 � ７０３８４（１番人気）� １９３４７（６番人気）� ４６４８３（３番人気）
枠連票数 計 ３５３１１１ 的中 （４－６） １５７１０（７番人気）
普通馬連票数 計１１１１４３２ 的中 �� ４２５３３（９番人気）
馬単票数 計１００４８６１ 的中 �� ２２６２０（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６９１９４ 的中 �� ８７２８（８番人気）�� １８０６８（３番人気）�� ６８９７（１０番人気）
３連複票数 計１３０５９００ 的中 ��� ２９３３２（１１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．５―１１．７―１１．５―１２．３―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．５―３５．０―４６．７―５８．２―１：１０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．６―３F３６．９
３ ８（４，１１）１６（１３，１２，１４，１７）（２，７）（５，９，１５）６（３，１０）１ ４ ４，８（１１，１６）７，１３（２，５，１２，１７）（９，１５，１４）６（３，１０）－１

勝馬の
紹 介

�ヒカルルージュ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００５．１１．２７ 東京３着

２００３．３．１７生 牝３鹿 母 ヒカルパルテール 母母 ヒカルバリオス ５戦１勝 賞金 １０，０５０，０００円
〔制裁〕 コスモセグレト号の騎手梶晃啓は，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７０，０００円。
〔３走成績による出走制限〕 コスモセグレト号・パシスタ号・ダイワバーリントン号は，平成１８年６月１４日まで平地競走に出走できな

い。
※出走取消馬 カルチョビット号（疾病〔左飛節部フレグモーネ〕のため）
※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 マイネルマルス号



１１０８９ ５月１４日 曇 稍重 （１８東京２）第８日 第５競走 ��１，３００�サラブレッド系３歳
発走１２時２０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：１６．４
１：１６．４

重

重

４８ ワーキングボーイ 牡３鹿 ５６ 本田 優 �サンデーレーシング 中尾 正 白老 白老ファーム ４９２± ０１：１９．３ １３．９�

１１ � ステラディクオーレ 牡３青鹿５６ 藤田 伸二諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４３０＋ ４１：１９．５１� ５．２�
７１３� ビ ー ボ ー ン 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己伊達 秀和氏 中川 公成 門別 サンシャイン

牧場 ４５６± ０ 〃 クビ ３１．６�
３５ � モンテチェリー 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣毛利 喜昭氏 小島 茂之 三石 鹿糠沢 敬樹 ４７０－ ４１：１９．６� １０．９�
２４ ジェイケイボストン 	３黒鹿５６ 北村 宏司小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ４８８＋ ２１：１９．８１
 ６．４�
１２ �� エアスービック 牡３鹿 ５６ 武 豊 �ラッキーフィールド藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４６６－ ４ 〃 ハナ ４．２	
４７ � イッツソークール 牡３青鹿５６ 蛯名 正義林 邦良氏 小島 茂之 浦河 高野牧場 ４７６－ ４１：２０．０１� ４３．６

８１６ スズカイーグル 牡３栗 ５６ 小野 次郎永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４９４＋ ４１：２０．１� １０４．１�
６１２� ジャスミンフレイズ 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥内藤 好江氏 奥平 真治 青森 オオタ牧場 ４６８± ０１：２０．３１ ３６３．８�
３６ アンバージャック 牡３栗 ５６ 横山 典弘�日進牧場 中野 隆良 浦河 日進牧場 ５００＋ ４ 〃 ハナ ２．６
２３ � ライトモーション 牝３鹿 ５４ 田面木博公柳橋 俊昭氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ３９８＋ ４１：２０．７２
 ５１４．２�
８１５� ミズサワゲンキ 牡３鹿 ５６ 池田 鉄平�畠山牧場 畠山 重則 浦河 浦河土肥牧場 ４３２＋ ８１：２１．０２ ８５６．２�
６１１ フレッシュブラッド 牝３黒鹿５４ 吉田 豊飯田 正氏 尾形 充弘 静内 千代田牧場 ４４６± ０１：２１．１クビ ４１．３�
７１４�� モルフェワルツ 牝３鹿

５４
５１ ▲的場 勇人並河賢一郎氏 清水 英克 静内 坂本 智広 ４４２＋ ２ 〃 クビ ２６３．８�

５１０ ブンブンブン 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三�グランド牧場 清水 英克 静内 グランド牧場 ４７０± ０１：２１．２クビ ５２．９�
５９ � エイコーロマン 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹永井 廣司氏 嶋田 功 三石 大塚牧場 ４８８＋１２ 〃 ハナ １１１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，３５９，１００円 複勝： ３１，８９５，８００円 枠連： ４１，８５６，５００円

普通馬連： １２１，３０８，１００円 馬単： １１１，５２１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，８５１，４００円

３連複： １４７，０７８，８００円 ３連単： 発売なし 計： ５０５，８７１，５００円

払 戻 金

単 勝 � １，３９０円 複 勝 � ３８０円 � ２２０円 � ８５０円 枠 連（１－４） １，３００円

普通馬連 �� ３，６４０円 馬 単 �� ８，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３６０円 �� ４，２４０円 �� ２，５３０円

３ 連 複 ��� ３３，８００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３３５９１ 的中 � １３３１８（６番人気）
複勝票数 計 ３１８９５８ 的中 � ２１５７１（６番人気）� ４５２４７（３番人気）� ８４８１（７番人気）
枠連票数 計 ４１８５６５ 的中 （１－４） ２３８４０（７番人気）
普通馬連票数 計１２１３０８１ 的中 �� ２４６２８（１４番人気）
馬単票数 計１１１５２１８ 的中 �� ９６６１（３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８８５１４ 的中 �� ５３３３（１５番人気）�� １６４７（３７番人気）�� ２７９４（２５番人気）
３連複票数 計１４７０７８８ 的中 ��� ３２１２（７６番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１８．０―２９．４―４１．７―５４．０―１：０６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワーキングボーイ �
�
父 エンドスウィープ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００５．９．１０ 阪神１着

２００３．２．２１生 牡３鹿 母 ワーキングイオン 母母 ワーキングガール ６戦２勝 賞金 １７，２３３，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１１頭 アグネストラベル号・アドマイヤダッシュ号・ウイニングヒット号・ウエーバー号・エフテーポラリス号・

グレートモア号・グーニーズ号・シゲルサンダーアイ号・タケデンタンゴ号・マシーン号・リワードアロン号



１１０９０ ５月１４日 曇 稍重 （１８東京２）第８日 第６競走 ��
��１，６００�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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

２２ サイレントプライド 牡３栗 ５６ 蛯名 正義 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム ４９６－１２１：３４．９ ３．９�

４４ ビッグカポネ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己藤井 宏次氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４４６＋ ２１：３５．２２ １２．７�
８１２ トーセンブレイク 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝島川 �哉氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４９０－ ８１：３５．３クビ ３．１�
８１３ タイセイハニー 牝３芦 ５４ 柴田 善臣田中 成奉氏 菊川 正達 三石 前川 正美 ４７０＋１０ 〃 クビ ２９．６�
５７ � テイエムオーディン 牡３栗 ５６ 田中 勝春竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 テイエム牧場新冠分場 ４４４－ ６１：３５．４� ４９．６�
７１１�� セイウンブライアン 牡３鹿 ５６ 森下 博粳田 祐司氏 山越 光 新冠 森田 芳男 ５０６－ ４１：３５．７２ １２９．３	

（浦和） （川崎）

４５ �	 スピードタッチ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠冨沢 敦子氏 崎山 博樹 様似 長田 操 ４８２± ０１：３５．８
 ６．７

６９ �� マ シ ー ン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 門別 柏台牧場 ４６４＋ ２ 〃 アタマ ８４．６�
６８ � ダノンブリエ 牡３鹿 ５６ 武 豊�ダノックス 小島 太 英 J. P. Coggan ４８６± ０１：３６．２２
 ３．８
５６ � サトノスローン 牡３栗 ５６ 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 米 Forging

Oaks LLC ４６６－ ６１：３６．３クビ １６．３�
１１ � サクラマテンロウ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲小島 太一�さくらコマース小島 太 静内 伊藤 敏明 ４７２－ ４１：３６．５１
 ２９．７�
７１０� マイネルネオス 牡３鹿 ５６

５３ ▲的場 勇人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４４６－ ２１：３６．８２ ９５．９�

３３ 	 ビービーカルネ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三�坂東牧場 加賀 武見 平取 坂東牧場 ４６６＋１４１：４１．２大差 ２５６．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２８，９４５，４００円 複勝： ３１，９５４，１００円 枠連： ３７，７０６，７００円

普通馬連： １３４，５２１，１００円 馬単： １２３，９４７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，００１，１００円

３連複： １４６，８４３，３００円 ３連単： 発売なし 計： ５３５，９１８，８００円

払 戻 金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １６０円 � ２７０円 � １４０円 枠 連（２－４） １，０７０円

普通馬連 �� ２，３９０円 馬 単 �� ３，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８４０円 �� ２５０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� ２，２３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８９４５４ 的中 � ５８５１２（３番人気）
複勝票数 計 ３１９５４１ 的中 � ５４０５２（３番人気）� ２４４１２（５番人気）� ７７８７１（１番人気）
枠連票数 計 ３７７０６７ 的中 （２－４） ２６０３４（６番人気）
普通馬連票数 計１３４５２１１ 的中 �� ４１５８７（１０番人気）
馬単票数 計１２３９４７１ 的中 �� ２４１７７（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２００１１ 的中 �� ８４７６（１１番人気）�� ３８８６０（１番人気）�� １００１９（８番人気）
３連複票数 計１４６８４３３ 的中 ��� ４８６３３（５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．５―１２．４―１２．７―１１．９―１１．４―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．１―２２．９―３４．４―４６．８―５９．５―１：１１．４―１：２２．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サイレントプライド �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．７．２３ 新潟２着

２００３．３．３生 牡３栗 母 サイレントプレアー 母母 ジェントルスピリット ４戦２勝 賞金 １６，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビービーカルネ号は，平成１８年６月１４日まで平地競走に出走できない。
※サイレントプライド号・サクラマテンロウ号・タイセイハニー号・マシーン号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１０９１ ５月１４日 曇 稍重 （１８東京２）第８日 第７競走 ��
��１，６００�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，１８．４．１５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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

６１１ タイキスピリッツ 牡４鹿 ５７ 北村 宏司�大樹ファーム 藤沢 和雄 大樹 大樹ファーム ４７８＋ ６１：３７．８ ２１．３�

２３ 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± ０１：３８．２２� ５．１�
５９ � ペ イ デ イ 	４栗 ５７ 田中 勝春齊藤四方司氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４７８－ ６ 〃 クビ ６．７�
１１ 
 リスティアプロトス 牡５栗 ５７

５６ ☆津村 明秀村中 徳広氏 鈴木 伸尋 新冠 川上 悦夫 B５１０－ ６１：３８．３� １３．０�
４７ 
� シャコーサクセス 牡４鹿 ５７ 横山 典弘�RRA 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４７０－ ８１：３８．４� ２８．０�
７１２� ナイキバリアント 牡４芦 ５７ 武 豊小野 誠治氏 古賀 史生 米 Swifty

Farms Inc. ５２４± ０１：３８．５� ５．９	
６１０ オリエンタルバード 牡４黒鹿５７ 四位 洋文棚網るみ子氏 菊川 正達 静内 岡田スタツド B４５８＋ ２１：３８．７１ ２７．７

２２ ハングオーバー 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹加藤 信之氏 藤原 辰雄 新冠 セントラルスタツド ４９８＋ ２１：３８．８クビ ４．６�
３５ � シャンドラヴェリテ 	５鹿 ５８ 柴田 善臣真野 晃治氏 石毛 善彦 米 E & D En-

terprises ５３４＋ ２１：３９．０１� ７．８�
３４ ホーネットアーミー 	４黒鹿５７ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 矢野 進 早来 ノーザンファーム ４８２－ ２１：３９．１� ２２２．９
７１３ トウショウコーラル 牡７芦 ５７ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 静内トウショウ牧場 ５０６＋ ８１：３９．２� １３５．５�
５８ �� ユーワビスケット 牡４芦 ５７ 岩田 康誠�ユーワ 高市 圭二 米

Patchen Wilkes
Farm, LLC &
Richard Trontz

B５３６＋ ３１：３９．７３ ９．７�
８１４
� マルタカデビュー 牝４鹿

５５
５２ ▲的場 勇人高橋 義和氏 沢 峰次 新冠 エクセレンス

ファーム ４３４＋１８１：４０．０２ ６１５．９�
８１５ ロイヤルブリーズ 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝 �社台レースホース萩原 清 追分 追分ファーム ４４６－ ２１：４０．９５ １１．７�
４６ 
� リキサンタイガー 牡５鹿 ５７ 南田 雅昭 �ハイパワー商事 奥平 真治 鵡川 上水牧場 ４８０＋ ２１：４２．１７ ４０９．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２５，７９２，３００円 複勝： ３５，７６２，７００円 枠連： ４３，９０３，２００円

普通馬連： １４６，１９１，４００円 馬単： １１３，６１１，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，１７８，８００円

３連複： １６２，７３９，１００円 ３連単： 発売なし 計： ５６０，１７８，７００円

払 戻 金

単 勝 � ２，１３０円 複 勝 � ６１０円 � ２００円 � ２４０円 枠 連（２－６） ２，０６０円

普通馬連 �� ６，６９０円 馬 単 �� １４，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２５０円 �� １，９３０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� １１，１３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５７９２３ 的中 � ９５７６（９番人気）
複勝票数 計 ３５７６２７ 的中 � １２４７９（９番人気）� ５４８８８（２番人気）� ４２６１２（３番人気）
枠連票数 計 ４３９０３２ 的中 （２－６） １５７９３（９番人気）
普通馬連票数 計１４６１９１４ 的中 �� １６１４５（３２番人気）
馬単票数 計１１３６１１２ 的中 �� ５７３０（６６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２１７８８ 的中 �� ３３５４（３３番人気）�� ３９３１（２７番人気）�� １８５４３（３番人気）
３連複票数 計１６２７３９１ 的中 ��� １０７９２（４６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．５―３５．６―４７．６―５９．６―１：１１．７―１：２４．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイキスピリッツ �
�
父 Deputy Minister �

�
母父 Miswaki デビュー ２００５．５．１４ 東京７着

２００２．４．２７生 牡４鹿 母 パテントリークリア 母母 Badge of Courage ７戦２勝 賞金 １５，０５０，０００円
〔３走成績による出走制限〕 リキサンタイガー号は，平成１８年６月１４日まで平地競走に出走できない。



１１０９２ ５月１４日 曇 稍重 （１８東京２）第８日 第８競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０分 （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

１：２０．１
１：１９．０

良

良

３６ ウエスタンクィーン 牝４黒鹿 ５５
５２ ▲的場 勇人西川 賢氏 尾形 充弘 静内 北西牧場 ４２４＋ ２１：２２．４ ２７．６�

８１７� メイショウバル 牡４鹿 ５７ 武 豊松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 市川フアーム ４８４＋ ６１：２２．５� ４．０�
２３ レッドビームシチー 牡４鹿 ５７ 四位 洋文 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 豊浦 飯原牧場 ４７２－ ２１：２２．６	 １１．４�
４８ シルクストレイン 牝５鹿 ５５ 柴田 善臣有限会社シルク河野 通文 新冠 松浦牧場 ４４０＋ ４ 〃 クビ ４．５�
３５ 
 イノセントワールド 牡５栗 ５７ 岩田 康誠 �キャロットファーム 勢司 和浩 米

Jim & Martha Gladwell,
Louis Brooks Ranch,
White Fox Farm, et al

B４８６－ ２１：２２．８１ ５７．０�
２４ コスモスパーブ 牡４鹿 ５７ 小林 久晃 �ビッグレッドファーム 保田 一隆 門別 戸川牧場 ４９２＋ ２１：２２．９� ６５．３	
４７ � ニュースブレイク 牡４黒鹿５７ 池田 鉄平 �社台レースホース柴崎 勇 追分 追分ファーム ４５６± ０１：２３．１	 ３７．０

７１４
 ホシノペンタゴン 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二星野初太郎氏 古賀 史生 米 Trudy McCaffery

& John Toffan ５５８± ０ 〃 ハナ ９．５�
５１０� 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 ４６２＋ ４１：２３．４２ ７．１�
５９ �� アツスパーコ ８栗 ５７ 江田 照男内藤 好江氏 中島 敏文 伊達 メジロ牧場 ４７０－ ２１：２３．７１	 ３８．３
６１２� ノボファイター 牡４黒鹿５７ 北村 宏司�池ばた 西塚 安夫 静内 友田牧場 ４７０＋ ２ 〃 アタマ ２６９．２�
８１５�� タマモダンディ ５芦 ５７ 吉田 豊タマモ� 萱野 浩二 新冠 小泉牧場 ４６０＋ ２ 〃 ハナ ４５．８�
１１ � アイシクルアート 牡４鹿 ５７ 田中 勝春 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４６６± ０１：２３．８クビ ４．８�
６１１ フォーリングレイス 牡５鹿 ５７

５６ ☆津村 明秀阿部 幸暉氏 大和田 稔 新冠 ムラカミファーム ４４８＋ ６１：２３．９� ４１５．７�
８１６� マイネルセネター 牡４栗 ５７ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中川 公成 門別 法理牧場 ５００＋ ２ 〃 アタマ １４．２�
１２ � サーチエネミー ４鹿 ５７ 田中 剛 �キャロットファーム 中川 公成 早来 ノーザンファーム ４４４＋ ８１：２４．４３ ５７．７�
７１３� ピサノシャムロック 牡５黒鹿５７ 藤岡 佑介市川 義美氏 谷原 義明 浦河 杵臼牧場 ５０８± ０１：２７．４大差 ２５４．６�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２８，０１０，８００円 複勝： ３７，７９７，０００円 枠連： ５０，１０６，１００円

普通馬連： １７２，２６８，６００円 馬単： １３０，４９３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，８６９，４００円

３連複： １８５，６９６，４００円 ３連単： 発売なし 計： ６４３，２４１，４００円

払 戻 金

単 勝 � ２，７６０円 複 勝 � ５４０円 � １８０円 � ３２０円 枠 連（３－８） ３，４６０円

普通馬連 �� ７，８３０円 馬 単 �� ２１，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４３０円 �� ３，５９０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� ２２，６２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８０１０８ 的中 � ８００６（８番人気）
複勝票数 計 ３７７９７０ 的中 � １５３６５（８番人気）� ７０３４０（１番人気）� ２９４０４（５番人気）
枠連票数 計 ５０１０６１ 的中 （３－８） １０７０９（１６番人気）
普通馬連票数 計１７２２６８６ 的中 �� １６２５４（２５番人気）
馬単票数 計１３０４９３１ 的中 �� ４５３４（６３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８８６９４ 的中 �� ３８８８（２８番人気）�� ２６０２（４４番人気）�� １０７２７（９番人気）
３連複票数 計１８５６９６４ 的中 ��� ６０６１（７２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．１―３４．５―４６．４―５７．８―１：０９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウエスタンクィーン �
�
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 ２００５．２．６ 東京５着

２００２．４．９生 牝４黒鹿 母 ウエスタンシャープ 母母 ミュージカルラーク ９戦２勝 賞金 １７，２５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピサノシャムロック号は，平成１８年６月１４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〕 タマモダンディ号・フォーリングレイス号・ピサノシャムロック号は，平成１８年６月１４日まで平地競走に出

走できない。
※出走取消馬 エボニービジョン号（疾病〔両後肢挫創〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 アサクサコンソメ号・タツシャンハイ号
（非抽選馬） １頭 フレッチアドーロ号



１１０９３ ５月１４日 曇 稍重 （１８東京２）第８日 第９競走 ��
��１，８００�

や つ が た け

八 ヶ 岳 特 別
発走１４時２５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，１８．４．１５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 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．４
１：４４．１

良

良

８１５� マヤノグレイシー 牡７栗 ５７ 安藤 勝己田所 英子氏 坂口 正大 静内 千代田牧場 ４７２－１６１：４７．１ ４．９�

２３ コンドルクエスト 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二吉田 勝己氏 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ４６６－ ２１：４７．２� ５．５�
２４ ビッグタイガー 牡４鹿 ５７ 福永 祐一小林 昌志氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４７０± ０１：４７．５２ １９．０�
４７ ディーエスハリアー 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 柴田 政人 新冠 川上牧場 ４６２± ０１：４７．７１ ７．９�
７１４� トウショウパワーズ 牡４鹿 ５７ 武 豊トウショウ産業� 鶴留 明雄 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４４２－ ６１：４７．８� １０．４�
３５ ヒカルドウキセイ 牝５鹿 ５５ 柴田 善臣�橋 京子氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４４０－ ２１：４７．９クビ ２７．０�
３６ � サクラランサー 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠�さくらコマース友道 康夫 静内 新和牧場 ４９６＋ ８１：４８．１１	 ５．６	
７１３
 エイシンサリヴァン 牡４芦 ５７ 吉田 豊平井 豊光氏 大久保洋吉 米 Hermitage

Farm LLC ４８８－ ６ 〃 同着 １９．３

６１２ キャピタルフライト 牡５黒鹿５７ 田中 勝春 �社台レースホース河野 通文 千歳 社台ファーム ４８６± ０１：４８．３１	 ５．３�
４８ � フレアリングベスト 牡５鹿 ５７ 横山 典弘山口 克己氏 本郷 一彦 平取 山口 明彦 ５１２＋ ４１：４８．４� １０．７
８１６ マイネルホルス 牡４鹿 ５７ 梶 晃啓 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 中本 隆太郎 ４７０－ ４１：４８．６１	 １１５．７�
６１１ マイネルレジオ 牡６鹿 ５７ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 三石 酒井 利英 ５１８＋ ４ 〃 アタマ ２０３．１�
１２ � サンキョウチャイナ 牡５栗 ５７ 蛯名 正義中田 和宏氏 勢司 和浩 平取 びらとり牧場 ４８８－ ２ 〃 ハナ １３８．６�
５９ � スペシャルバッハ 牡５鹿 ５７ 小野 次郎小川 直司氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B５２８＋ ４１：４９．０２� ５３．５�
５１０ アグネスパウエル �７鹿 ５７ 後藤 浩輝渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４４８＋ ４１：４９．７４ １７８．８�
１１ 
 トゥーエニワン 牡６黒鹿５７ 津村 明秀�大東牧場 高橋 祥泰 米 Lynne dek

Russo ４６６＋ ２１：４９．９１� １９５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，８９３，６００円 複勝： ５１，２５４，５００円 枠連： ６１，０５２，４００円

普通馬連： ２５３，１８４，４００円 馬単： １５０，９９４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，１７０，８００円

３連複： １８９，００３，３００円 ３連単： ４２２，２１９，５００円 計： １，２１２，７７３，３００円

払 戻 金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � ２２０円 � ２００円 � ４７０円 枠 連（２－８） １，１３０円

普通馬連 �� １，４７０円 馬 単 �� ２，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� ２，２７０円 �� １，６８０円

３ 連 複 ��� １２，５４０円 ３ 連 単 ��� ５２，２５０円

票 数

単勝票数 計 ３４８９３６ 的中 � ５６１３３（１番人気）
複勝票数 計 ５１２５４５ 的中 � ６７２３３（３番人気）� ７５６７０（２番人気）� ２４１７１（８番人気）
枠連票数 計 ６１０５２４ 的中 （２－８） ４００３８（５番人気）
普通馬連票数 計２５３１８４４ 的中 �� １２７８７１（３番人気）
馬単票数 計１５０９９４８ 的中 �� ４２６１０（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５０１７０８ 的中 �� １９６３６（４番人気）�� ５２６９（３３番人気）�� ７２２３（２５番人気）
３連複票数 計１８９００３３ 的中 ��� １１１２６（４７番人気）
３連単票数 計４２２２１９５ 的中 ��� ５９６４（１７７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．８―３４．９―４６．４―５８．５―１：１０．８―１：２２．６―１：３４．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．３

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

勝馬の
紹 介

�マヤノグレイシー �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００１．９．８ 阪神中止

１９９９．３．２９生 牡７栗 母 ライトウインズ 母母 ノビアボニータ １１戦５勝 賞金 ７３，２８３，０００円



１１０９４ ５月１４日 曇 稍重 （１８東京２）第８日 第１０競走 ��
��２，１００�

たんざわ

丹沢ステークス
発走１５時００分 （ダート・左）
４歳１，６００・５歳以上３，２００万円以下，１７．５．１４以降１８．５．７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 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ２５２，０００円 ７２，０００円 ３６，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０８．０
２：０５．９

良

良

１１ � スズジャパン 牡６栗 ５５ 後藤 浩輝小紫 芳夫氏 小西 一男 米 Lochness &
Fred Bower ５２６－ ２２：１０．８ ４．６�

７８ タヤスターゲット 牡５栗 ５４ 横山 典弘横瀬 兼二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４８２－ ４ 〃 ハナ １５．８�
４４ テイエムヤマトオー 牡５黒鹿５５ 武 豊竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 辻 牧場 ５１４－ ２２：１０．９� ５．２�
６７ � タイラントシチー 牡６鹿 ５６ 藤田 伸二 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 門別 幾千世牧場 B４９６± ０ 〃 アタマ ６．８�
７９ 	 マイネルマリク 牡４鹿 ５５ 池田 鉄平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 熊本 本田 土寿 ５０２＋ ４２：１１．０
 ７．８�
６６ �	 コスモアブソルート 牡４黒鹿５４ 柴田 善臣 �ビッグレッドファーム 飯田 雄三 新冠 八木農場 ４９０－ ６２：１１．１� ７．５	
５５ ブラックコンドル 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム B４６０－ ６ 〃 ハナ ９．３

２２ �	 スマートストリーム 牡５鹿 ５５ 吉田 豊大川 徹氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ４９４＋ ６２：１１．２クビ ８．０�
８１１ フミノブルースカイ 牡７鹿 ５４ 津村 明秀菅野 善文氏 相沢 郁 新冠 カミイスタット ４６０＋ ６２：１１．５１
 ４１．０�
８１０�� タマモアーチスト 牡６栗 ５５ 蛯名 正義タマモ� 伊藤 圭三 門別 藤本ファーム B４９６－ ４２：１１．８２ １８．４
３３ � マイクラリネット 牡６芦 ５５ 田中 勝春櫻井 盛夫氏 白井 寿昭 米 James J

Brunker ５１２－ ６２：１２．０１� １５．２�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３８，９５１，０００円 複勝： ５３，５９５，０００円 枠連： ６７，１１９，９００円

普通馬連： ３０１，２９２，４００円 馬単： １８２，７１９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ５５，０８２，８００円

３連複： ２２０，９６２，６００円 ３連単： ５３１，８９３，６００円 計： １，４５１，６１７，０００円

払 戻 金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １９０円 � ３４０円 � ２００円 枠 連（１－７） １，２１０円

普通馬連 �� ３，３００円 馬 単 �� ５，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１９０円 �� ４９０円 �� １，１５０円

３ 連 複 ��� ５，４１０円 ３ 連 単 ��� ３４，４７０円

票 数

単勝票数 計 ３８９５１０ 的中 � ６７８０５（１番人気）
複勝票数 計 ５３５９５０ 的中 � ８４７５８（１番人気）� ３４６３３（８番人気）� ７８１０８（２番人気）
枠連票数 計 ６７１１９９ 的中 （１－７） ４１０７０（５番人気）
普通馬連票数 計３０１２９２４ 的中 �� ６７４９３（１６番人気）
馬単票数 計１８２７１９７ 的中 �� ２５７７０（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５５０８２８ 的中 �� １１００８（２０番人気）�� ２９４９５（１番人気）�� １１４５４（１５番人気）
３連複票数 計２２０９６２６ 的中 ��� ３０１５９（１２番人気）
３連単票数 計５３１８９３６ 的中 ��� １１３８８（９０番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．３―１２．４―１２．７―１２．３―１３．０―１２．８―１２．８―１２．２―１１．７―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．０―１８．３―３０．７―４３．４―５５．７―１：０８．７―１：２１．５―１：３４．３―１：４６．５―１：５８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．３―３F３６．５
１
３
５，７（３，４）８（２，１０，１１）（６，９）１
８，７（５，４）１０（３，１１，９）（２，６）－１

２
４

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

勝馬の
紹 介

�スズジャパン �
�
父 Wild Rush �

�
母父 Temperence Hill デビュー ２００２．１１．１６ 中山１着

２０００．３．１９生 牡６栗 母 Sue’s Temper 母母 Sues Sister ２０戦６勝 賞金 ９５，４１０，０００円
※タマモアーチスト号・フミノブルースカイ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１１０９５ ５月１４日 曇 稍重 （１８東京２）第８日 第１１競走 ��
��１，６００�第１回ヴィクトリアマイル（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （芝・左）

牝，４歳以上；負担重量は，５５�
日本馬主協会連合会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 ９０，０００，０００円 ３６，０００，０００円 ２３，０００，０００円 １４，０００，０００円 ９，０００，０００円
付 加 賞 ３，７８０，０００円 １，０８０，０００円 ５４０，０００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

GⅠレコード

１：３２．０
１：３１．５
なし

良

良

１１ ダンスインザムード 牝５青鹿５５ 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４７０－ ４１：３４．０ ３．９�

８１８ エアメサイア 牝４鹿 ５５ 武 豊 �ラッキーフィールド伊藤 雄二 千歳 社台ファーム ４７６＋１２１：３４．２１� ５．４�
７１３ ディアデラノビア 牝４栗 ５５ 岩田 康誠 �キャロットファーム 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４３６＋ ８１：３４．４１� ９．２�
３５ 	
 コスモマーベラス 牝４栗 ５５ 柴田 善臣 �ビッグレッドファーム 中村 均 三石 中村 和夫 ４２６－ ４ 〃 アタマ ２１１．４�
４７ 	� アグネスラズベリ 牝５栗 ５５ 本田 優渡辺 孝男氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム ４９４－ ４１：３４．５クビ １９．９�
７１５ デアリングハート 牝４栃栗５５ 藤田 伸二 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４２２－ ２１：３４．６� ８２．９	
５１０	 ヤマニンシュクル 牝５黒鹿５５ 四位 洋文土井 肇氏 浅見 秀一 静内 ヤマニンベ

ン牧場 ５０２＋１２１：３４．８１ １３．３

７１４ チアフルスマイル 牝６黒鹿５５ 横山 典弘�アカデミー 池江 泰郎 新冠 清水 克則 ４４０± ０ 〃 アタマ ５５．４�
３６ ラインクラフト 牝４鹿 ５５ 福永 祐一大澤 繁昌氏 瀬戸口 勉 早来 ノーザンファーム ４６６－ ２ 〃 ハナ ２．４�
１２ マイネサマンサ 牝６鹿 ５５ 森下 博 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 静内 小原 孝夫 ４６６－１６１：３４．９� ８１．２
（川崎）

６１１ ロフティーエイム 牝４鹿 ５５ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 追分 追分ファーム ４８６－ ６ 〃 アタマ ５３．８�
８１６ ヤマニンアラバスタ 牝５芦 ５５ 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４５２＋ ４１：３５．０クビ １５．６�
４８ 	 オーゴンサンデー 牝７栗 ５５ 後藤 浩輝永田 清男氏 谷原 義明 浦河 鎌田 正嗣 ４６０＋ ８ 〃 ハナ １９０．０�
２４ 
 スナークスズラン 牝７鹿 ５５ 田中 勝春杉本仙次郎氏 佐藤 吉勝 三石 平野牧場 ５１６－ ２１：３５．４２� １７３．８�
２３ ジ ェ ダ イ ト 牝４鹿 ５５ 佐藤 哲三 �サンデーレーシング 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４８０＋ ２ 〃 ハナ ２２８．３�
８１７ アズマサンダース 牝５鹿 ５５ 藤岡 佑介東 哲次氏 藤岡 健一 門別 日高大洋牧場 ４８０＋ ４１：３５．５クビ １４８．５�
６１２ ショウナンパントル 牝４鹿 ５５ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 白老ファーム ４５２－ ４１：３５．７１� ２３４．１�
５９ レクレドール 牝５黒鹿５５ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 池江 泰郎 白老 白老ファーム ４４４－ ４１：３５．９１� ９６．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４２５，９５６，６００円 複勝： ４３５，３２２，９００円 枠連： ６４８，６２４，２００円

普通馬連： ３，３１２，２７６，１００円 馬単： ２，３１８，５０９，３００円 ワイド【拡大馬連】： ６３９，２０５，１００円

３連複： ２，７６５，１２９，９００円 ３連単： ６，８７８，５２９，１００円 計： １７，４２３，５５３，２００円

払 戻 金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １５０円 � １７０円 � ２３０円 枠 連（１－８） ７６０円

普通馬連 �� １，０００円 馬 単 �� １，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ５００円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ２，７７０円 ３ 連 単 ��� １１，６５０円

票 数

単勝票数 計４２５９５６６ 的中 � ８７６５６７（２番人気）
複勝票数 計４３５３２２９ 的中 � ８８２０７３（２番人気）� ６８９０２４（３番人気）� ４４２１７３（４番人気）
枠連票数 計６４８６２４２ 的中 （１－８） ６３４９７９（３番人気）
普通馬連票数 計３３１２２７６１ 的中 �� ２４６２０１７（３番人気）
馬単票数 計２３１８５０９３ 的中 �� ９２３４０２（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計６３９２０５１ 的中 �� ４０４００２（３番人気）�� ３１７６４５（４番人気）�� ２０３０８３（７番人気）
３連複票数 計２７６５１２９９ 的中 ��� ７３７８９０（８番人気）
３連単票数 計６８７８５２９１ 的中 ��� ４３６１０７（２６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．８―３５．４―４７．５―５９．７―１：１１．１―１：２２．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンスインザムード �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Nijinsky デビュー ２００３．１２．２０ 中山１着

２００１．４．１０生 牝５青鹿 母 ダンシングキイ 母母 Key Partner １７戦５勝 賞金 ４６１，４１０，０００円
［他本会外：２戦０勝］

〔制裁〕 オーゴンサンデー号の調教師谷原義明は，入線後検量室前において，騎手に対し粗暴な行為に及んだことについて過怠
金１００，０００円。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 サイレントアスク号・サンレイジャスパー号・テンイムホウ号・ニシノナースコール号・フィヨルドクルーズ号・

プリモスター号
※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。



１１０９６ ５月１４日 曇 稍重 （１８東京２）第８日 第１２競走 ��
��１，４００�

き よ さ と

清 里 特 別
発走１６時２０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 ４４８，０００円 １２８，０００円 ６４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２２．７
１：２１．９

良

重

１１ � プリンスコウベ 牡５芦 ５７ 武 豊渡辺 重夫氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ５０６－１２１：２４．３ ３．１�

８１５ タマモガルチ 牡６黒鹿５７ 四位 洋文タマモ� 中竹 和也 静内 前田牧場 ５１２± ０１：２４．５１� １１．６�
１２ 	 ソリッドエビデンス 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠平井 卓志氏 加藤 征弘 米 Fontaine-

bleau Farm ４４０＋ ４１：２４．６
 ８．１�
２４ スプリングボード 牝６栗 ５５ 福永 祐一岡田 牧雄氏 平井 雄二 静内 原 光彦 ４７０－ ４１：２４．７クビ ５５．５�
３５ � コリントシチー 牡５栗 ５７ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 新冠 中央牧場 ５００－ ２ 〃 クビ ２５０．６�
４８ ウエスタンウッズ �５芦 ５７ 的場 勇人西川 賢氏 的場 均 静内 北西牧場 ４７８＋ ４１：２４．９１� ６．３�
２３ カネスベネフィット 牝５栗 ５５ 小野 次郎杉澤 光雄氏 根本 康広 浦河 福田牧場 ４７６－ ２１：２５．０クビ ５７．８	
８１６ アイアムアドーター 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B４７６＋ ６ 〃 クビ ３９．２

５９ � セトノシェーバー 牡５栃栗５７ 後藤 浩輝難波 澄子氏 西園 正都 門別 千葉飯田牧場 ４７８－ ６１：２５．１� ３．３�
３６ � キャピタルレター 牡９栗 ５７ 吉田 豊伊達 秀和氏 伊藤 伸一 新冠 サンシヤイン

牧場 ４９４－ ２１：２５．２
 １１１．８�
６１１� グリーディー 牝４鹿 ５５ 藤田 伸二清水 二朗氏 本間 忍 新冠 安達 洋生 ４７６＋ ２１：２５．３クビ １５５．１
４７ � チョウカイキセキ 牡４黒鹿５７ 横山 典弘�平田牧場 加藤 和宏 静内 タイヘイ牧場 B４７２－ ４ 〃 ハナ ８．３�
７１３� シャドウハーツ 牡５鹿 ５７ 北村 宏司飯塚 知一氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム ４９０＋ ２ 〃 ハナ ４５．６�
７１４ トーセンフレンド 牡７黒鹿５７ 安藤 勝己島川 �哉氏 萩原 清 浦河 猿橋 義昭 ４９６＋ ４ 〃 クビ ３７．２�
６１２	 フサイチウィード 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義関口 房朗氏 岩戸 孝樹 米 Mr. & Mrs. Char-

les McGinnes B５００＋１０１：２５．９３� １３５．９�
５１０ サムソンハッピー 牡８黒鹿５７ 田中 勝春田中 由子氏 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ４９８－ ８１：２７．０７ １７４．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６１，２３２，９００円 複勝： ７５，２８１，０００円 枠連： １１２，９６０，１００円

普通馬連： ３９２，８２２，８００円 馬単： ２６０，２４８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ８１，９７１，９００円

３連複： ２９６，８５０，６００円 ３連単： ７２７，９４８，６００円 計： ２，００９，３１６，０００円

払 戻 金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １５０円 � ２７０円 � ２８０円 枠 連（１－８） ９４０円

普通馬連 �� １，６６０円 馬 単 �� ２，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６１０円 �� ６００円 �� １，７６０円

３ 連 複 ��� ５，０２０円 ３ 連 単 ��� ２１，５６０円

票 数

単勝票数 計 ６１２３２９ 的中 � １５９３２２（１番人気）
複勝票数 計 ７５２８１０ 的中 � １６８０２４（２番人気）� ６６９１１（５番人気）� ６１７９９（６番人気）
枠連票数 計１１２９６０１ 的中 （１－８） ８８８０１（４番人気）
普通馬連票数 計３９２８２２８ 的中 �� １７５４８０（８番人気）
馬単票数 計２６０２４８１ 的中 �� ７８７０９（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８１９７１９ 的中 �� ３４１７８（７番人気）�� ３４７２８（６番人気）�� １０８１９（１８番人気）
３連複票数 計２９６８５０６ 的中 ��� ４３７１４（１５番人気）
３連単票数 計７２７９４８６ 的中 ��� ２４９２５（５６番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．４―１２．３―１２．５―１２．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．１―３４．５―４６．８―５９．３―１：１１．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�プリンスコウベ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ワツスルタツチ デビュー ２００４．１．１０ 京都４着

２００１．４．１８生 牡５芦 母 ファンドリオボッコ 母母 ハギノオボツコー ２１戦５勝 賞金 ７３，１４８，０００円
※シャドウハーツ号・スプリングボード号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



（１８東京２）第８日 ５月１４日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８３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

３５６，１７０，０００円
２，１００，０００円
２１，６３０，０００円
１，４９０，０００円
３１０，０００円
７，０００，０００円
３９，０９０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

６５，６３７，５００円
５，３９８，０００円
１，８４８，３００円

勝馬投票券売得金
７５０，１２７，８００円
８５２，６８７，６００円
１，１８３，６７１，７００円
５，２１５，０３７，１００円
３，７８０，１７７，９００円
１，０５５，６２０，２００円
４，５７６，５６７，１００円
８，５６０，５９０，８００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ２５，９７４，４８０，２００円

総入場人員 ５８，７４９名 （有料入場人員 ５６，９７１名）



平成１８年度 第２回東京競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，３８６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

２，１８２，３９０，０００円
４５，７７０，０００円
１６１，２９０，０００円
１３，７８０，０００円
５，１６０，０００円
２６，９００，０００円
２２９，９３０，０００円
９０９，０００円
９０９，０００円

４９９，７６３，０００円
４１，５２３，０００円
１３，９９８，６００円

勝馬投票券売得金
３，６７３，００９，７００円
４，３６４，５９７，２００円
５，６０５，６１１，１００円
２３，７６４，０２１，２００円
１７，７０４，９７６，５００円
４，９６２，６８７，９００円
２１，６６９，０１８，３００円
３２，２３５，６９９，５００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 １１３，９７９，６２１，４００円

総入場延人員 ３８０，５７５名 （有料入場延人員 ３６９，９０３名）




