
１４０３７ ５月２８日 小雨 不良 （１８東京３）第４日 第１競走 ��
��２，１００�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

２：０８．０
２：０５．９

良

良

３４ � マイネルイディオス 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 加賀 武見 門別 滝本 健二 ５２０－ ６２：１４．１ ５．３�

（大井）

２２ ゴールドバディー 牝３鹿 ５４
５２ △吉田 隼人�三嶋牧場 武藤 善則 浦河 上田 五十詞 ５１８－ ４２：１４．２クビ ２０．４�

４５ コアレスウォルデン 牡３鹿 ５６ 四位 洋文小林 昌志氏 鈴木 康弘 門別 原田牧場 ４８６± ０２：１４．４１� ６．９�
８１４� 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 ４６０－ ２２：１４．６１� ７．４�
６１０ ニシノマルディグラ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一西山 茂行氏 土田 稔 鵡川 西山牧場 B４７４－ ８２：１４．８１� ３．４�
１１ � フューチュリズム 牡３鹿 ５６ G．ボス 田中 成奉氏 菊川 正達 門別 碧雲牧場 B４６６－１２２：１５．０１� ５．４	

（豪）

７１１ ノースベアハート 牡３鹿 ５６ 和田 竜二北村実地子氏 斎藤 宏 三石 タガミファーム ４７２± ０２：１５．３１	 ４８．２

８１３� ヒシカツテイオー 
３鹿 ５６

５３ ▲的場 勇人阿部 雅英氏 小林 常泰 早来 田口 廣 ４１６－ ２２：１５．４� ６４．８�
４６ ニシノフラッシュ 
３栗 ５６

５３ ▲水出 大介西山 茂行氏 尾形 充弘 鵡川 西山牧場 ４３８± ０２：１５．５� １５０．３�
５８ オンワードカイザー 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司�オンワード牧場 本郷 一彦 浦河 オンワード牧場 ４７８－ ６ 〃 クビ ５９．５
７１２ ロイバーブレット 牡３青鹿５６ 藤田 伸二村中 徳広氏 鈴木 伸尋 新冠 �渡 信義 ４６０＋ ６２：１５．６クビ ６．０�
６９ � バブルケット 牡３青鹿５６ 幸 英明森田 一夫氏 大和田 稔 門別 長谷川牧場 ４４８－ ２２：１６．０２� ５２．９�
５７ �� マイネルレモリーノ 牡３芦 ５６

５３ ▲田中 博康 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 岩戸 孝樹 浦河 山田 昇史 ５０６－ ２２：１６．３２ ９９．５�

３３ � 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 ４８２± ０２：１６．４クビ １３４．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，３３５，３００円 複勝： ２３，５５０，５００円 枠連： ２６，０６４，７００円

普通馬連： ９８，０９４，３００円 馬単： ８５，２４９，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，１６４，１００円

３連複： １２２，５５１，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３９５，００９，７００円

払 戻 金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � ２４０円 � ４６０円 � ２２０円 枠 連（２－３） ４，７９０円

普通馬連 �� ４，３１０円 馬 単 �� ６，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３６０円 �� ７１０円 �� １，４２０円

３ 連 複 ��� １０，０００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６３３５３ 的中 � ２４５９１（２番人気）
複勝票数 計 ２３５５０５ 的中 � ２８１４１（４番人気）� １１５８９（７番人気）� ３１４７６（２番人気）
枠連票数 計 ２６０６４７ 的中 （２－３） ４０１８（１７番人気）
普通馬連票数 計 ９８０９４３ 的中 �� １６８２３（１７番人気）
馬単票数 計 ８５２４９８ 的中 �� ９３８８（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３１６４１ 的中 �� ４１４６（１８番人気）�� ８４２１（８番人気）�� ３９３５（１９番人気）
３連複票数 計１２２５５１０ 的中 ��� ９０４５（３１番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．０―１８．１―３０．２―４３．１―５６．３―１：０９．６―１：２２．６―１：３５．５―１：４８．１―２：００．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�マイネルイディオス �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００５．１２．２５ 中山１５着

２００３．３．３１生 牡３鹿 母 オリジナルデザート 母母 パイナップルスター ５戦１勝 賞金 ５，５００，０００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。



１４０３８ ５月２８日 曇 不良 （１８東京３）第４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

１１ � 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± ０１：１８．４ １．６�

４８ 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 ５５０－ ４１：１８．５� ３．５�
８１５ 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 ４５６＋ ４１：１８．７� ７．８�
４７ � サクラシリウス 牡３芦 ５６ 幸 英明�さくらコマース久保田貴士 静内 谷岡牧場 ５１２＋ ６１：１９．７６ ２７．０�
５９ ノーブルアフェアー 牝３栗 ５４

５１ ▲塚田 祥雄 �東京サラブレッド
ビューロー 古賀 慎明 栃木 東京サラブレッ

ドビューロー ４４０＋ ６１：１９．８� ５５２．７�
５１０�	 ノ ボ バ ン ク 牡３鹿 ５６ 内田 博幸�池ばた 阿部 新生 えりも 熊沢牧場 ４７８－ ８１：１９．９
 ９．９	

（大井）

２３ � ロードソニック 牡３鹿 ５６ 武士沢友治 �ロードホースクラブ 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４６８＋ ２１：２０．２１� ７０．９

８１６ ペナントシチー 牡３芦 ５６ 池添 謙一 �友駿ホースクラブ 小西 一男 門別 下河辺牧場 ４８８－ ２１：２０．３� １２７．９�
１２ アローレイラ 牝３鹿 ５４

５１ ▲黛 弘人矢野 秀春氏 大江原 哲 静内 矢野牧場 ４５０－ ８１：２０．５１ ３９４．６�
６１２� ブレイブストーリー 牡３青鹿５６ 田中 勝春前田 幸治氏 古賀 史生 米 Brereton

C. Jones ４６４－ ６ 〃 アタマ ５１．５
２４ � グラスキッド 牡３鹿 ５６

５３ ▲大野 拓弥伊東 純一氏 尾形 充弘 米 Clovelly
Farms B４９８＋ ２１：２１．０３ ９０．２�

７１３ タグハイアー 牡３鹿 ５６ 和田 竜二田口 廣氏 坂本 勝美 早来 田口 廣 ４７０ ―１：２１．９５ ２６０．４�
６１１� イーストヨーロッパ 牝３鹿 ５４

５２ △吉田 隼人大原 詔宏氏 石栗 龍彦 静内 田中 裕之 ４０８－ ８１：２２．６４ ７６５．４�
３６ ナチュラルドリフト 牡３青鹿 ５６

５３ ▲的場 勇人 �社台レースホース秋山 雅一 白老 白老ファーム ４８２ ―１：２３．４５ ８９．７�
３５ �	 エプソムリキシオー 牡３栗 ５６ 小林 淳一 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 堀井 雅広 静内 藤沢牧場 ５００＋３０ 〃 クビ １８４．９�
７１４� キャッチングタイム 牝３鹿 ５４ 五十嵐雄祐安蒜 忠國氏 菅原 泰夫 福島 篠木牧場 ４０６＋ ４１：２４．７８ ５２２．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，７３７，８００円 複勝： ２８，５４７，７００円 枠連： ３４，８７５，５００円

普通馬連： １０９，４７１，３００円 馬単： １３５，１４９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，９３５，９００円

３連複： １５８，１５４，６００円 ３連単： 発売なし 計： ５２３，８７２，２００円

払 戻 金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １００円 � １１０円 � １４０円 枠 連（１－４） ２４０円

普通馬連 �� ２５０円 馬 単 �� ３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３０円 �� ２２０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ３６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５７３７８ 的中 � １２８１９７（１番人気）
複勝票数 計 ２８５４７７ 的中 � ９２７５９（１番人気）� ７９１０９（２番人気）� ３６９７０（３番人気）
枠連票数 計 ３４８７５５ 的中 （１－４） １１１３２９（１番人気）
普通馬連票数 計１０９４７１３ 的中 �� ３２３６５１（１番人気）
馬単票数 計１３５１４９４ 的中 �� ２８０５６０（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１９３５９ 的中 �� ８０２４３（１番人気）�� ３１６４４（２番人気）�� ２６３４２（４番人気）
３連複票数 計１５８１５４６ 的中 ��� ３２６０９８（１番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．８―１１．９―１２．３―１１．９―１２．０―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１７．８―２９．７―４２．０―５３．９―１：０５．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マルブツバンダリー �
�
父 Boundary �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２００６．５．１３ 東京２着

２００３．１．２８生 牡３栗 母 Seek Easy 母母 Slew and Easy ２戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔その他〕 キャッチングタイム号は，３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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イーストヨーロッパ号・ナチュラルドリフト号・エプソムリキシオー号は，平成１８年６月２８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。



１４０３９ ５月２８日 曇 不良 （１８東京３）第４日 第３競走 ��
��１，６００�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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

６１０ ショウナンアガトス 牡３鹿 ５６ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 浦河 桑田牧場 B４７６＋ ２１：３８．５ ８．４�

５９ トウカイチーフ 牡３鹿 ５６
５４ △吉田 隼人内村 正則氏 後藤 由之 浦河 松栄牧場 ５０８＋ ６１：３９．６７ １１．７�

２２ � ファーストアルバム 牡３黒鹿５６ 武 豊金子真人ホール
ディングス� 二ノ宮敬宇 静内 井高牧場 ５１８ ―１：３９．８１� ４．６�

６１１ ハタノスティング 牡３青鹿５６ 小林 淳一 �グッドラック・ファーム 石栗 龍彦 門別 有限会社グッド
ラック・ファーム ４６４± ０１：４０．１１� １５．７�

８１５ グラッドテンエイ 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二熊坂 俊一氏 中島 敏文 新冠 泉渕瀬牧場 ４７２＋ ８１：４０．３１	 ２１．０�
８１４ ウィニングガール 牝３栗 ５４ 松岡 正海時田 勝弘氏 畠山 吉宏 様似 ホウセイ牧場 ５０６－ ４１：４０．４クビ ３１９．３	
７１３ ブレイブバニヤン 牡３鹿 ５６ 石橋 脩ディアレスト 秋山 雅一 門別 いとう牧場 ４６６ ―１：４０．６１� ８０．１


（バニヤンブレイブ）

２３ 
 マーベラスドリーム 牝３鹿 ５４ 幸 英明笹原 貞生氏 谷原 義明 新冠 川島牧場 ４６６± ０１：４０．８１ １４０．１�
１１ デイトレーダー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 奥平 真治 青森 諏訪牧場 ４５６－ ６１：４１．６５ １１９．４�
７１２� ヘンリーズフォーク 牡３鹿 ５６ 横山 典弘サウスニア� 鈴木 伸尋 愛

The Flood Syndi-
cate and Tower
Bloodstock

４９８＋ ８１：４１．８１	 １４．３
４６ � フリーダムブラウン 牡３鹿 ５６ 四位 洋文清進電設� 戸田 博文 米

Taylor Made
Farm, Inc. &
Brian Kahn

B４９４－ ２１：４２．３３ ３９．３�
４７ ハンターヴァレー 牡３鹿 ５６ 石橋 守中田 徹氏 河内 洋 伊達 高橋農場 ５１２－ ４１：４２．４	 ９２．０�
３５ � クリノサクラコ 牝３栗 ５４

５１ ▲佐藤 聖也栗本 博晴氏 富田 一幸 静内 出羽牧場 ３９８－１０１：４２．９３ ５７５．４�
５８ � オレガトップ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己古川 智洋氏 佐藤 吉勝 新冠 石田牧場 ５２０ ―１：４３．１１� １０２．７�
３４ 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 ５７２－ ４１：４５．５大差 １．８�
（大井）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２９，５７１，７００円 複勝： ３６，７３２，２００円 枠連： ４１，２１２，１００円

普通馬連： １３３，５５２，３００円 馬単： １３１，９１３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，２５０，０００円

３連複： １６７，８３５，０００円 ３連単： 発売なし 計： ５７６，０６６，６００円

払 戻 金

単 勝 � ８４０円 複 勝 � ２００円 � ２８０円 � ２１０円 枠 連（５－６） １，２１０円

普通馬連 �� ２，６００円 馬 単 �� ５，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７４０円 �� ９５０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ５，４４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２９５７１７ 的中 � ２８０５９（３番人気）
複勝票数 計 ３６７３２２ 的中 � ５１７１２（２番人気）� ３２２７１（４番人気）� ４８４７３（３番人気）
枠連票数 計 ４１２１２１ 的中 （５－６） ２５３０３（６番人気）
普通馬連票数 計１３３５５２３ 的中 �� ３８０２４（１０番人気）
馬単票数 計１３１９１３３ 的中 �� １７０４３（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５２５００ 的中 �� １１９６７（７番人気）�� ９０９３（１０番人気）�� ９４５７（９番人気）
３連複票数 計１６７８３５０ 的中 ��� ２２７６９（１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．１―３５．９―４８．６―１：０１．５―１：１３．９―１：２６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．９―３F３７．０
３ ・（１５，６）（３，７，１０）４（１１，１４）（５，９）－（１，１３）１２－２，８ ４ ・（１５，６）（７，１０）３（１１，１４）４（５，９，１３）（１，１２）２－８

勝馬の
紹 介

ショウナンアガトス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００６．１．５ 中山７着

２００３．１．２５生 牡３鹿 母 コランディアクイン 母母 ルイジアナピット ８戦１勝 賞金 １０，８５０，０００円
〔発走状況〕 フリーダムブラウン号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。馬体検査。馬装整備。危険防止のため外枠から発走。発走時刻８分

遅延。
ハタノスティング号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 フリーダムブラウン号は，平成１８年５月２９日から平成１８年６月１８日まで出走停止。停止期間の満了
後に発走調教再審査。

〔その他〕 ファイトスター号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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。



１４０４０ ５月２８日 曇 重 （１８東京３）第４日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時３０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

１：４５．４
１：４４．１

良

良

８１５� ク リ ゼ イ ア 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹�日進牧場 中野 隆良 様似 スイートフアーム ４６２－ ２１：５２．０ ４３．９�

２３ � スウィートネス 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二吉田 照哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４５８－ ２ 〃 ハナ ６．３�
３５ 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± ０ 〃 ハナ ２．１�
８１６� ニシノミライ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸西山 茂行氏 手塚 貴久 鵡川 西山牧場 ４９６－ ４１：５２．２１� ２．７�

（大井）

４７ カシノスズラン 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎柏木 務氏 二本柳俊一 三石 平野牧場 B４３４＋ ２１：５２．８３� ４９５．６�
３６ � リ ス ペ ッ ト 牝３鹿 ５４ 幸 英明松下 征弘氏 岩戸 孝樹 門別 木村牧場 ４４２± ０１：５３．０� ３８．０�
５１０� セーゴールド 牝３鹿 ５４

５２ △丹内 祐次馬場瑛八郎氏 田子 冬樹 門別 新井 昭二 B４１２＋ ２１：５３．２１ １４２．９	
６１２ メイショウハナビ 牝３黒鹿５４ 石橋 守松本 好雄氏 武 邦彦 三石 本桐牧場 ４５８－ ２ 〃 ハナ １６．５

５９ � トーホウメボン 牝３芦 ５４ G．ボス 東豊物産� 菊川 正達 門別 三輪 幸子 ４３２± ０１：５３．３� ２８２．５�

（豪）

４８ � ラヴリービコー 牝３鹿 ５４ 加藤士津八大迫久美子氏 加藤 和宏 えりも えりもホースクラブ ５００± ０ 〃 アタマ ５０．９
２４ �� ノボホワイト 牝３芦 ５４ 石橋 脩�池ばた 柴田 政人 静内 マークリ牧場 ４２８－ ６１：５３．４クビ １７３．３�
１１ � モエレキセキレディ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義中村 和夫氏 土田 稔 浦河 カナイシスタッド ４２６ ― 〃 アタマ ５４．２�
１２ マイネアミーラ 牝３鹿 ５４

５１ ▲塚田 祥雄 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 古賀 慎明 新冠 ヤマオカ牧場 ４６０ ―１：５３．８２� １２１．１�

７１３ ナンヨーノコイ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣中村 �也氏 池上 昌弘 浦河 梅田牧場 ４３８＋ ４１：５３．９� ３８．０�
７１４� ウエスタンモーダ 牝３栗 ５４ 吉田 豊西川 賢氏 秋山 雅一 静内 北西牧場 ４６８ ―１：５４．３２� ２２．９�
６１１ カシマセイラン 牝３鹿 ５４ 高山 太郎松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 ４４４± ０１：５５．６８ ５５６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，９２８，９００円 複勝： ２８，１３１，１００円 枠連： ４０，３９８，６００円

普通馬連： １４３，９７０，９００円 馬単： １４６，０２１，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，０５８，２００円

３連複： １８０，８３４，２００円 ３連単： 発売なし 計： ６０４，３４３，３００円

払 戻 金

単 勝 � ４，３９０円 複 勝 � ４４０円 � １７０円 � １２０円 枠 連（２－８） ８７０円

普通馬連 �� ６，５７０円 馬 単 �� １９，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３２０円 �� ８２０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ２，８３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８９２８９ 的中 � ５１９８（８番人気）
複勝票数 計 ２８１３１１ 的中 � １０６４４（６番人気）� ４１１１９（３番人気）� ９１０４２（１番人気）
枠連票数 計 ４０３９８６ 的中 （２－８） ３４３７６（３番人気）
普通馬連票数 計１４３９７０９ 的中 �� １６１９４（２０番人気）
馬単票数 計１４６０２１４ 的中 �� ５６１９（４５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６０５８２ 的中 �� ５９３９（１６番人気）�� ９９３９（７番人気）�� ４５４６５（２番人気）
３連複票数 計１８０８３４２ 的中 ��� ４７１９６（９番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．８―１２．２―１２．６―１２．９―１２．７―１１．９―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．８―３７．０―４９．６―１：０２．５―１：１５．２―１：２７．１―１：３９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．５―３F３６．８

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

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

勝馬の
紹 介

�ク リ ゼ イ ア �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 シヤトーゲイ デビュー ２００５．９．２５ 中山６着

２００３．５．１４生 牝３栗 母 トツプイチレデイー 母母 モーストグレイシヤス ７戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時３５分に変更。
〔３走成績による出走制限〕 トーホウメボン号は，平成１８年６月２８日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 カトリーヌシェアー号・トシノオスカー号
（非抽選馬） ４頭 アイオブザジャガー号・トーセンレジェンド号・マイネエリス号・ロジープリンセス号
※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。



１４０４１ ５月２８日 曇 重 （１８東京３）第４日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時３０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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

７１３� アポロキングダム 牡３栗 ５６ 横山 典弘菅原 太陽氏 佐藤 吉勝 米 Northwest
Farms ５１６－ ２１：３６．５ ５．８�

３６ トーセンブレイク 牡３鹿 ５６ 武 豊島川 �哉氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４９２＋ ２ 〃 クビ ２．２�
３５ 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 ４６８－ ６１：３７．１３� ７．４�
６１１� ダンシングクリス 牡３鹿 ５６ 石橋 脩森 保彦氏 秋山 雅一 静内 曾田農園 ４５８＋ ２１：３７．７３� ２１．７�
５１０ ストロングラムダ 牡３栗 ５６ 北村 宏司村木 篤氏 増沢 末夫 静内 千代田牧場 B４８６－ ２１：３７．８� ８７．２�
５９ コアレスキャスト 牝３芦 ５４ 小林 淳一小林 昌志氏 成島 英春 平取 コアレススタッド ４４４＋ ２１：３８．０１	 ３６．７�
８１５� ミルククラウン 牝３栗 ５４ 岩田 康誠吉田 千津氏 加藤 征弘 米 Robert

Schaedle ４８８± ０１：３８．１
 ３５．５	
７１４� 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

４８２－ ４ 〃 クビ ７．９

１２ � ゼンノグッドウッド 牡３鹿 ５６

５３ ▲塚田 祥雄大迫久美子氏 武 邦彦 千歳 社台ファーム ５１２＋ ４１：３８．６３ ２６．６�
６１２� グランレーヴ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊前田 幸治氏 古賀 史生 米 Tim Thornton &

Brereton C. Jones ５０８－ ４１：３８．７� １１４．３�
８１６ メイショウソーラー 牡３鹿 ５６ 石橋 守松本 好雄氏 河内 洋 三石 木下牧場 B４２６－ ２ 〃 クビ １６．９
４７ サクセスガーウィン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義�嶋 哲氏 久保田貴士 浦河 笠松牧場 ４８２± ０１：３８．８� ５１．８�
１１ � ウインアズライト 牝３鹿 ５４ 田中 勝春�ウイン 小島 茂之 三石 中村 和夫 ４８６－ ４１：３８．９� ８．６�
２４ � 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 ３９６－ ２ 〃 ハナ ４０５．０�
２３ � サントアドヴァンス 牡３黒鹿５６ 小野 次郎近嶋 勇氏 菅原 泰夫 浦河 福岡 光夫 ５２６＋ ４１：４０．３９ １３５．３�
４８ � キョクイチカムカム 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲佐藤 聖也深野 茂雄氏 西塚 安夫 三石 谷山 和喜 ４８６＋１６１：４４．０大差 ３６３．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，４３０，９００円 複勝： ４７，６７８，２００円 枠連： ６２，４８６，３００円

普通馬連： １７４，９４６，１００円 馬単： １６３，５８５，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，２４８，２００円

３連複： ２０９，０９３，７００円 ３連単： 発売なし 計： ７３７，４６８，９００円

払 戻 金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � １７０円 � １２０円 � １８０円 枠 連（３－７） ３００円

普通馬連 �� ８００円 馬 単 �� １，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ６６０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� １，６７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３６４３０９ 的中 � ４９５０４（２番人気）
複勝票数 計 ４７６７８２ 的中 � ６７２４０（２番人気）� １３７００４（１番人気）� ５９００３（３番人気）
枠連票数 計 ６２４８６３ 的中 （３－７） １５８６１０（１番人気）
普通馬連票数 計１７４９４６１ 的中 �� １６１７３６（１番人気）
馬単票数 計１６３５８５５ 的中 �� ６２２６７（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３２４８２ 的中 �� ３４８４２（２番人気）�� １４７５６（７番人気）�� ３２３３４（３番人気）
３連複票数 計２０９０９３７ 的中 ��� ９２５１７（３番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．４―１２．１―１２．８―１２．４―１１．９―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．３―３４．７―４６．８―５９．６―１：１２．０―１：２３．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アポロキングダム �
�
父 Lemon Drop Kid �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００５．１０．２３ 東京２着

２００３．３．１９生 牡３栗 母 Bella Gatto 母母 Winter Sparkle ７戦２勝 賞金 １７，４００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キョクイチカムカム号は，平成１８年６月２８日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 エステームシチー号・ゴールドステイブル号・タイインテンスリー号・ダノンスイショウ号・ディスイズザライフ号・

デスバラード号・トーホウカウンター号・マルブツボーイ号・ワインアドバイザー号



１４０４２ ５月２８日 曇 重 （１８東京３）第４日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１３時００分 （芝・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量

本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ３５０，０００
３５０，０００

円
円� コースレコード

中央レコード

１：２０．１
１：１９．０

良

良

３６ � ペンタコード 牝３鹿 ５４ 横山 典弘岡田 牧雄氏 菊川 正達 様似 猿倉牧場 ４３６＋ ６１：２４．５ ２２．６�

８１８� ラ ム グ レ ス 牝３鹿 ５４ 北村 宏司水上 行雄氏 清水 利章 浦河 笠松牧場 ４３８－１２ 〃 アタマ ２６．５�
２４ ソアリングピアス 牝３黒鹿５４ 田中 勝春 �グリーンファーム 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４３０－１２１：２４．６� ５．０�
１２ � プ リ マ シ ア 牝３黒鹿５４ 和田 竜二�ターフ・スポート田村 康仁 浦河 丸村村下

ファーム ４５６＋１０ 〃 ハナ １７．５�
３５ スロクハイネス 牝３鹿 ５４

５２ △丹内 祐次�スロク 矢野 照正 門別 サンシャイン
牧場 ４２０－ ４１：２４．９１� ４６．６�

４７ エイダイタカラブネ 牝３芦 ５４ 柴田 善臣�東振牧場 鈴木 康弘 鵡川 東振牧場 ４６０－ ２ 〃 同着 １５．３	
１１ ウ イ ッ チ 牝３栗 ５４ 松岡 正海�瀬 真尚氏 相沢 郁 門別 本間牧場 ４３０＋ ２１：２５．０� ２５．６

８１７�� キョクイチテキサス 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠深野 茂雄氏 西塚 安夫 門別 細川牧場 ４６６± ０１：２５．１� １１．２�
４８ テンザンジョイ 牝３黒鹿５４ 安藤 勝己小山田兼敏氏 小林 常泰 浦河 高松牧場 ４５２＋ ４１：２５．４１� １１．８�
５１０ エレガントキャット 牝３栗 ５４ 木幡 初広藤本 隆氏 岩戸 孝樹 静内 藤本牧場 ４４２＋ ６１：２５．５� １１２．２
７１４�� サ ワ ッ デ ィ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義居城 要氏 中川 公成 平取 川上 勇治 ４２８－１５ 〃 クビ １３５．５�
２３ 	 アジュディバビデブ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸布施 昭利氏 渡部 則夫 新冠 堤 牧場 ４５０－ ７１：２５．６� １０４．２�

（大井） （大井）

５９ � フ ロ ー ネ 牝３栗 ５４ 武 豊 �ローレルレーシング 武 邦彦 門別 白井牧場 ４２８－ ４ 〃 クビ ２．７�
７１３	 ミスジョーカー 牝３黒鹿５４ 佐藤 祐樹安味 宣光氏 矢野 義幸 門別 山際 辰夫 ４５０＋ ４１：２５．７クビ １７．８�

（船橋） （船橋）

８１６�� カ オ リ 牝３黒鹿５４ 西田雄一郎吉田 勝利氏 星野 忍 鵡川 桑原牧場 ４１２－２１１：２６．０２ １７６．９�
６１１� ヒカルマイゴール 牝３栗 ５４

５２ △吉田 隼人�橋 京子氏 戸田 博文 白老 白老ファーム ４３０± ０１：２６．１� １２７．３�
６１２� グリフォニー 牝３鹿 ５４ 石神 深一�石田牧場 佐々木亜良 新冠 石田牧場 ４９４＋ ４ 〃 ハナ ４９６．３�
７１５� ルスナイサンバ 牝３栗 ５４ G．ボス ��昭牧場 矢作 芳人 浦河 高昭牧場 ４７４－ ４１：２７．１６ ６．４�

（豪）

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３０，４８３，１００円 複勝： ３６，７１７，２００円 枠連： ５３，０８８，７００円

普通馬連： １６９，９１５，４００円 馬単： １４１，２５５，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，７３６，７００円

３連複： １９７，７９１，３００円 ３連単： 発売なし 計： ６６８，９８７，５００円

払 戻 金

単 勝 � ２，２６０円 複 勝 � ６１０円 � ６４０円 � ２２０円 枠 連（３－８） ４，８８０円

普通馬連 �� ２２，１８０円 馬 単 �� ４３，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，２６０円 �� １，８８０円 �� ２，１８０円

３ 連 複 ��� ３８，６００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３０４８３１ 的中 � １０６７３（９番人気）
複勝票数 計 ３６７１７２ 的中 � １４４３０（９番人気）� １３６５５（１０番人気）� ５３６４５（２番人気）
枠連票数 計 ５３０８８７ 的中 （３－８） ８０３４（２２番人気）
普通馬連票数 計１６９９１５４ 的中 �� ５６５４（５９番人気）
馬単票数 計１４１２５５１ 的中 �� ２３９２（１１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９７３６７ 的中 �� １８３３（５８番人気）�� ５２６１（２５番人気）�� ４５２０（２６番人気）
３連複票数 計１９７７９１３ 的中 ��� ３７８２（１２９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．７―３５．４―４７．４―５９．０―１：１１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．１―３F３７．１
３ ・（１，１０，１１）（５，７，１４）６（２，９，１５）（４，１３，１６）（３，８）１７，１８－１２ ４ １（１０，１１）（５，７）（２，６，１４）（９，１５）４（１３，１６）３（８，１７）（１２，１８）

勝馬の
紹 介

�ペンタコード �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００５．１１．５ 東京２着

２００３．３．３０生 牝３鹿 母 エストレリータ 母母 エアシャロン ８戦２勝 賞金 １６，８５０，０００円
〔発走状況〕 グリフォニー号は，枠入り不良。
※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 オンシジューム号・ヒカルルージュ号・プレシャスドロップ号・ミヤギノサクラ号
※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。



１４０４３ ５月２８日 曇 重 （１８東京３）第４日 第７競走 ��
��２，０００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時３５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，１８．４．２９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

５５ レイズユアドリーム 牡４鹿 ５７ 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４７４＋ ２２：０３．０ １．６�

２２ � マチカネオオバン 牡４栗 ５７ 藤田 伸二細川 益男氏 田村 康仁 新冠 細川農場 ４９０＋ ４２：０３．１� １５．５�
７９ フサイチギャロップ 牡４青鹿５７ 蛯名 正義関口 房朗氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４２６－ ２２：０３．２	 １１．９�
１１ � ハ イ タ イ ド 牡４青鹿５７ 福永 祐一林 順子氏 武 邦彦 新冠 協和牧場 ４７０＋ ２２：０３．６２� ４０．９�
８１０ 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 ４９８－ ６ 〃 ハナ １０．１�
７８ シンボリモーガン 
６鹿 ５７

５４ ▲塚田 祥雄シンボリ牧場 鈴木 伸尋 静内 シンボリ牧場 ４１８－ ４２：０３．７	 ５４．２�
６７ マイネルピカドール 牡５黒鹿５７ 安藤 勝己 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀 宣行 静内 ビツグレツドフアーム ４９２－ ２２：０３．９１� ８．３

８１１ 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 B５００＋ ４２：０４．２２ ８．８�
（大井）

３３ � シ マ ト ラ 牡５鹿 ５７ 大庭 和弥島田 久氏 西塚 安夫 門別 今井牧場 ４８０－ ２２：０４．４１� １６．８�
６６ �� エイコーオーカン 牡５鹿 ５８ 武士沢友治平岡 茂樹氏 笹倉 武久 静内 藤平 和実 ４７４－ ２２：０４．８２� ５９．６
４４ スリリングダイブ 牡６鹿 ５７ 土谷 智紀鈴木 芳夫氏 鈴木 勝美 新冠 勝川牧場 B４６４－ ６２：０７．０大差 ３７７．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ４０，９１９，９００円 複勝： ４６，５９６，８００円 枠連： ４９，９４６，１００円

普通馬連： ２０２，３０７，４００円 馬単： ２００，３６５，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，６７５，２００円

３連複： ２２４，５４１，８００円 ３連単： 発売なし 計： ８１１，３５３，１００円

払 戻 金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １２０円 � ３１０円 � ２３０円 枠 連（２－５） １，０２０円

普通馬連 �� １，０４０円 馬 単 �� １，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� ３６０円 �� １，１００円

３ 連 複 ��� ２，４１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ４０９１９９ 的中 � ２１４００５（１番人気）
複勝票数 計 ４６５９６８ 的中 � １６６２７１（１番人気）� ２８２０２（６番人気）� ４２１３５（５番人気）
枠連票数 計 ４９９４６１ 的中 （２－５） ３６２３８（４番人気）
普通馬連票数 計２０２３０７４ 的中 �� １４４７２０（５番人気）
馬単票数 計２００３６５９ 的中 �� １０３５７６（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６６７５２ 的中 �� ２３７７７（５番人気）�� ３４８０１（４番人気）�� ９５７８（１５番人気）
３連複票数 計２２４５４１８ 的中 ��� ６８９０７（８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．７―３６．４―４８．５―１：０１．０―１：１３．４―１：２５．８―１：３７．８―１：４９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．６―３F３７．２

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

勝馬の
紹 介

レイズユアドリーム �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 グルームダンサー デビュー ２００５．１．５ 中山１着

２００２．４．２３生 牡４鹿 母 エアザイオン 母母 イ メ ン ス ５戦２勝 賞金 ２２，５００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 スリリングダイブ号は，平成１８年６月２８日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 ゴールドカフェ号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※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。



１４０４４ ５月２８日 曇 重 （１８東京３）第４日 第８競走 ��
��１，４００�

か ま く ら

鎌 倉 特 別
発走１４時１０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，１８．４．２９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 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２２．４
１：２１．９

稍重

重

８１５� スターオブニルス 牡６栗 ５７ 菊沢 隆徳 �ルーラル・オカダ 手塚 貴久 浦河 村下牧場 B５２０＋ ６１：２３．２ ３．０�

２４ � ワールドドン 牡５鹿 ５７ 丹内 祐次池田 豊治氏 鮫島 一歩 米 Harold J.
Plumley ４７４－ ４１：２４．０５ ３５．９�

８１６� ドラゴンアロー 牡４栗 ５７ 芹沢 純一吉田 安惠氏 松元 省一 米 T/C Stable &
Walmac Farm ４９８－ ４１：２４．２１ ６．３�

５９ ルックミーナウ 牡７青鹿５７ 幸 英明 �社台レースホース松元 省一 白老 白老ファーム ５３０－ ６１：２４．３	 １３．５�
６１１ プライベートエリア 牡５黒鹿５７ 田中 勝春臼田 浩義氏 宗像 義忠 門別 日高大洋牧場 ４９０－ ４ 〃 ハナ １９．５�
５１０ サニーネイティブ 牡４栗 ５７ 安藤 勝己宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４９２± ０１：２４．４クビ ３．８�
３５ 
 トーセンフレンド 牡７黒鹿５７ 横山 典弘島川 	哉氏 萩原 清 浦河 猿橋 義昭 ４９６± ０ 〃 クビ ２０．３

１２ � ミステリーゲスト 牡４鹿 ５７ 四位 洋文金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４８４＋ ６１：２４．５� ８７．２�
４７ 
 アドマイヤイチ 牝４鹿 ５５ 村田 一誠近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 ４９６＋ ２１：２４．６	 ６９．２
７１４ ブルーベレッタ 牡４鹿 ５７ G．ボス �荻伏レーシング・クラブ 小笠 倫弘 三石 加野牧場 B４９６＋ ６１：２５．３４ ２１．４�

（豪）

２３ ローランスパイス 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥斉藤 敏博氏 杉浦 宏昭 浦河 酒井牧場 B４８６＋ ２１：２５．４� ２４．８�
３６ � フーバーダム 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三市川 義美氏 池江 泰郎 英 Swifty

Farms Inc ５３０± ０１：２６．０３� １７９．０�
６１２ タマモハイテンポ 牡７黒鹿５７ 小林 淳一タマモ� 清水 英克 静内 曾我 博 ４６８＋１０１：２６．４２� ４５．２�
１１ 
 ミヤギノダンシング 牡７黒鹿５７ 武士沢友治菅原 光博氏 笹倉 武久 様似 清水スタッド B５１２＋ ２１：２６．６１ ９５．１�
４８ �
 イットウリョウダン 牝７鹿 ５５ 田中 剛北所 直人氏 中川 公成 静内 伊藤 敏明 ４７６± ０１：２７．０２� １２１．５�
７１３ ブラストサンデー �６鹿 ５７ 北村 宏司小林 英一氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 ５００± ０ 〃 クビ ７．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，８３８，８００円 複勝： ４３，２７０，０００円 枠連： ６７，２５６，６００円

普通馬連： ２４５，２５９，８００円 馬単： １９０，１１５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５２，８３７，１００円

３連複： ２７７，６７１，５００円 ３連単： 発売なし 計： ９１０，２４９，４００円

払 戻 金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � ７１０円 � ２６０円 枠 連（２－８） １，１５０円

普通馬連 �� ４，６３０円 馬 単 �� ７，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４６０円 �� ３９０円 �� ２，６４０円

３ 連 複 ��� ９，０６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３３８３８８ 的中 � ９０７８１（１番人気）
複勝票数 計 ４３２７００ 的中 � １１２４４８（１番人気）� １１５８２（１０番人気）� ４０１９５（３番人気）
枠連票数 計 ６７２５６６ 的中 （２－８） ４３２１７（５番人気）
普通馬連票数 計２４５２５９８ 的中 �� ３９１３０（１８番人気）
馬単票数 計１９０１１５６ 的中 �� １９２２６（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５２８３７１ 的中 �� ８４９０（１８番人気）�� ３７５００（２番人気）�� ４５８４（３１番人気）
３連複票数 計２７７６７１５ 的中 ��� ２２６２６（２７番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．５―１２．０―１１．８―１２．０―１２．５

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�スターオブニルス �
�
父 ソヴィエトスター �

�
母父 プリンスオブバーズ デビュー ２００２．１１．３ 中山２着

２０００．３．１７生 牡６栗 母 ホーマンマルサ 母母 ブラツクレター ３３戦５勝 賞金 ８９，０６１，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２１頭 ウインサウザー号・オポテューニティ号・キャントンガール号・グランプリオーロラ号・コリントシチー号・

ジオークション号・シルクアルボーレ号・シンキッカー号・スターボイジャー号・スプリングボード号・
スペシャルストック号・ソリッドエビデンス号・タケショウヤマト号・チアズヒカリ号・ドリームソニック号・
ピサノベガス号・マグネティックマン号・マリットチャージ号・メイショウオブラ号・リッチスマイル号・
リワードパットン号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



１４０４５ ５月２８日 晴 稍重 （１８東京３）第４日 第９競走 ��
��１，８００�む ら さ き 賞

発走１４時５０分 （芝・左）
４歳１，６００・５歳以上３，２００万円以下，１７．５．２８以降１８．５．２１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 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．４
１：４４．１

良

良

６１１�� モエレフェニックス 牡４栗 ５２ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 浦河 カナイシスタッド ４５６＋ ２１：４８．３ ２４２．４�

５１０ サウスポール 牡６青鹿５６ 岩田 康誠芹澤 精一氏 武 宏平 新冠 武田 修一 ４８２－ ２ 〃 クビ ８．８�
７１３� サンレイジャスパー 牝４鹿 ５３ 佐藤 哲三永井 啓弍氏 高橋 成忠 静内 岡野牧場 ４６２－ ４１：４８．６１	 ８．４�
６１２ シルクタイガー 牡４芦 ５６ 藤田 伸二有限会社シルク昆 貢 新冠 早田牧場新

冠支場 ４７２＋１０１：４８．７	 ３．７�
８１６ ニシノナースコール 牝４黒鹿５５ 武 豊西山 茂行氏 尾形 充弘 鵡川 西山牧場 ４３０－ ２１：４９．０１	 ６．９�
４７ � トウカイラブ 牝６鹿 ５４ 幸 英明内村 正則氏 松元 省一 門別 福満牧場 ４７８－ ８１：４９．１
 １３．４�
２３ リスティアダーリン 牡５鹿 ５６ 四位 洋文村中 徳広氏 鈴木 伸尋 新冠 川上牧場 ５１８＋ ４１：４９．２
 １２２．９	
５９ � トウキュウトップ 牡４鹿 ５４ 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４８６± ０ 〃 アタマ ５８．０

３６ � コアレスパティオ 牝５鹿 ５３ 勝浦 正樹小林 昌志氏 成島 英春 平取 清水牧場 ４７２＋１６１：４９．３クビ ５８．８�
２４ ピサノグラフ 牝４鹿 ５４ 横山 典弘市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 シンコーファーム ４７０± ０１：４９．４	 １５．４�
１１ テンイムホウ 牝４鹿 ５３ 柄崎 将寿中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ４６２＋１０１：４９．５クビ ２７．８
８１５ ソーユアフロスト 牡５鹿 ５７．５ 蛯名 正義臼田 浩義氏 勢司 和浩 静内 千代田牧場 ５３４± ０ 〃 アタマ ３．０�
３５ サンデーストリーム �５栗 ５７ 北村 宏司小林 英一氏 藤沢 和雄 静内 千代田牧場 ４７６－２４１：４９．９２
 ２５．５�
７１４ テンジンオーカン 牡７鹿 ５２ 横山 義行�テンジン 松山 康久 早来 吉田牧場 ５１６－１０１：５０．１	 １０１．４�
１２ ウルヴズグレン 牡７鹿 ５４ 石橋 脩 �社台レースホース小桧山 悟 千歳 社台ファーム ５０２－ ２１：５０．８４ ９４．８�

（１５頭）
４８ � カ ノ ン 牡６鹿 ５５ 小牧 太 �サンデーレーシング 田中 清隆 早来 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ５２，６６１，１００円 複勝： ７５，５５３，４００円 枠連： ７８，７１１，４００円

普通馬連： ３９２，０７５，３００円 馬単： ２３６，４４８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ７４，３４９，３００円

３連複： ２７４，７９９，６００円 ３連単： ６０３，３９８，６００円 計： １，７８７，９９７，５００円

払 戻 金

単 勝 � ２４，２４０円 複 勝 � ５，１２０円 � ３７０円 � ３１０円 枠 連（５－６） ２，０７０円

普通馬連 �� １０６，３５０円 馬 単 �� ２８３，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８，６６０円 �� １９，３００円 �� １，２２０円

３ 連 複 ��� ２２７，６２０円 ３ 連 単 ��� ２，０７１，２１０円

票 数

単勝票数 差引計 ５２６６１１（返還計 １５４） 的中 � １７１２（１５番人気）
複勝票数 差引計 ７５５５３４（返還計 １８２） 的中 � ３２９３（１５番人気）� ５７５０７（５番人気）� ７１５１３（４番人気）
枠連票数 差引計 ７８７１１４（返還計 １７） 的中 （５－６） ２８０９４（９番人気）
普通馬連票数 差引計３９２０７５３（返還計 ２４０７） 的中 �� ２７２１（８５番人気）
馬単票数 差引計２３６４４８８（返還計 １４３２） 的中 �� ６１５（１８６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ７４３４９３（返還計 ７０７） 的中 �� ９６１（８６番人気）�� ９２９（９０番人気）�� １５６５８（１２番人気）
３連複票数 差引計２７４７９９６（返還計 ４４４４） 的中 ��� ８９１（２５９番人気）
３連単票数 差引計６０３３９８６（返還計 ８８７４） 的中 ��� ２１５（１７９６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．０―３５．５―４７．３―５９．２―１：１１．０―１：２２．４―１：３４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．１―３F３７．３

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

勝馬の
紹 介

�
�
モエレフェニックス �

�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 ノーザンテースト （２戦１勝 賞金 １６，２５２，０００円）

２００２．３．３１生 牡４栗 母 イブキピンクレディ 母母 ア ト ラ ク ト ９戦１勝 賞金 １８，６７１，０００円
地方デビュー ２００４．５．１８ 札幌

〔出走取消〕 カノン号は，疾病〔左上眼瞼部挫創〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 アクレイム号・カゼニフカレテ号・ジョウノビクトリア号・プリモスター号



１４０４６ ５月２８日 晴 稍重 （１８東京３）第４日 第１０競走 ��２，４００�東 京 優 駿（ＧⅠ）
発走１５時４０分 （芝・左）（第７３回日本ダービー）

牡・牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，牡馬５７�，牝馬５５�
内閣総理大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞・東京馬主協会賞（１着）

賞 品
本 賞 １５０，０００，０００円 ６０，０００，０００円 ３８，０００，０００円 ２３，０００，０００円 １５，０００，０００円
付 加 賞 ３７，２９６，０００円 １０，６５６，０００円 ５，３２８，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品

朝日新聞社賞（１着）
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

２：２２．１
２：２２．１
２：２３．３

良

良

良

１２ メイショウサムソン 牡３鹿 ５７ 石橋 守松本 好雄氏 瀬戸口 勉 浦河 林 孝輝 ５０２－ ２２：２７．９ ３．８�

３６ アドマイヤメイン 牡３栗 ５７ 柴田 善臣近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム ４９６－ ２２：２８．０クビ ６．４�
７１５� ドリームパスポート 牡３青鹿５７ 四位 洋文ジョイ・レースホース� 松田 博資 白老 白老ファーム ４６２－ ２２：２８．３２ １３．０�
２４ マルカシェンク 牡３黒鹿５７ 福永 祐一河長産業� 瀬戸口 勉 千歳 社台ファーム ５００＋ ４ 〃 クビ ７．６�
２３ �� ロ ジ ッ ク 牡３黒鹿５７ 幸 英明前田 幸治氏 橋口弘次郎 新冠 武田 修一 ４８８± ０２：２８．５１� ４６．３�
６１２� アペリティフ 牡３鹿 ５７ 和田 竜二 �ノースヒルズマネ

ジメント 坪 憲章 千歳 社台ファーム ４８０－ ４２：２８．７１� １０８．５	
５１０ アドマイヤムーン 牡３鹿 ５７ 武 豊近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４７８± ０２：２８．８	 ５．９

４７ � フサイチリシャール 牡３芦 ５７ G．ボス 関口 房朗氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４８６－ ４２：２９．０１� ３４．７�

（豪）

３５ � トーホウアラン 牡３栗 ５７ 藤田 伸二東豊物産� 藤原 英昭 三石 前川 正美 ４７０－ ８２：２９．２１ ３４．２�
５９ サクラメガワンダー 牡３栗 ５７ 内田 博幸�さくらコマース友道 康夫 静内 新和牧場 ４６４－ ６ 〃 クビ １２．５

（大井）

８１７� フサイチジャンク 牡３青鹿５７ 岩田 康誠関口 房朗氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４８０＋ ４２：２９．４１� ５．５�
８１８ エイシンテンリュー 牡３鹿 ５７ 蛯名 正義平井 豊光氏 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４８２± ０２：２９．５	 １２３．６�
４８ パッシングマーク 牡３鹿 ５７ 北村 宏司 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４７２－ ６２：２９．６	 １５２．５�
７１４
 ジャリスコライト 牡３栗 ５７ 横山 典弘吉田 和美氏 藤沢 和雄 米

Runnymede
Farm Inc. & Pe-
ter J. Callahan

４７８－ ２２：２９．９１	 １３．９�
１１ スーパーホーネット 牡３鹿 ５７ 川田 将雅森本 悳男氏 矢作 芳人 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４３２－ ６２：３０．６４ １７０．７�
７１３�� トップオブツヨシ 牡３鹿 ５７ 池添 謙一横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 早来 ノーザンファーム ４４６－ ４ 〃 クビ １４２．８�
８１６� ナ イ ア ガ ラ 牡３芦 ５７ 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４６０－１０２：３１．０２� １５９．８�
６１１ ヴィクトリーラン 牡３鹿 ５７ 安藤 勝己山本 敏晴氏 田所 清広 新冠 タニグチ牧場 ４７６－ ２ （競走中止） １００．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ９４７，７６１，６００円 複勝： ７７４，０７７，８００円 枠連： １，６０７，９７１，６００円

普通馬連： ７，０５３，７１３，４００円 馬単： ３，９６２，０２４，０００円 ワイド【拡大馬連】： １，０５７，４７１，４００円

３連複： ５，３９５，７８５，５００円 ３連単： １０，８３９，５４５，９００円 計： ３１，６３８，３５１，２００円

払 戻 金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １５０円 � ２２０円 � ２８０円 枠 連（１－３） １，０８０円

普通馬連 �� １，１２０円 馬 単 �� ２，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ６８０円 �� １，１７０円

３ 連 複 ��� ３，４２０円 ３ 連 単 ��� １２，６５０円

票 数

単勝票数 計９４７７６１６ 的中 � １９６８４１７（１番人気）
複勝票数 計７７４０７７８ 的中 � １７０６７８４（１番人気）� ８８１１２０（４番人気）� ６１１６０８（５番人気）
枠連票数 計１６０７９７１６ 的中 （１－３）１１０２９０６（４番人気）
普通馬連票数 計７０５３７１３４ 的中 �� ４６７６１９８（３番人気）
馬単票数 計３９６２０２４０ 的中 �� １３８７００２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１０５７４７１４ 的中 �� ７０１３９５（２番人気）�� ３７７９３２（６番人気）�� ２０８７７４（１８番人気）
３連複票数 計５３９５７８５５ 的中 ���１１６６９３１（８番人気）
３連単票数 計１０８３９５４５９ 的中 ��� ６３２４７２（１８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．８―１３．０―１２．８―１２．３―１２．７―１２．９―１２．５―１２．０―１１．５―１１．８―１２．０

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―２４．４―３７．４―５０．２―１：０２．５―１：１５．２―１：２８．１―１：４０．６―１：５２．６―２：０４．１―２：１５．９

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウサムソン �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００５．７．３１ 小倉２着

２００３．３．７生 牡３鹿 母 マイヴィヴィアン 母母 ウイルプリンセス １１戦６勝 賞金 ４４７，３２７，０００円
〔競走中止〕 ヴィクトリーラン号は，競走中に疾病〔右第１指骨々折〕を発症したため３コーナーで競走中止。
〔制裁〕 フサイチリシャール号の騎手G．ボスは，４コーナーで外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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 エムエスワールド号・ヤマタケゴールデン号
（非抽選馬） ５頭 アサクサゼットキ号・インテレット号・トウショウシロッコ号・ニシノアンサー号・マイネルポライト号
※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。



１４０４７ ５月２８日 晴 稍重 （１８東京３）第４日 第１１競走 ��
��１，４００�

あ き が わ

秋 川 特 別
発走１６時２０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，１８．４．２９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

１：２０．１
１：１９．０

良

良

５８ � ロードアルティマ 牡６黒鹿５８ 武 豊 �ロードホースクラブ 山内 研二 米 Dr. William
O. Reed ４８０－ ４１：２１．７ １．５�

３４ � サクライナセ 	５鹿 ５７ 藤田 伸二�さくらコマース的場 均 静内 八田ファーム ５００＋ ２１：２２．７６ ７．７�
２２ � エ ミ ナ 牝４鹿 ５５ 横山 典弘前田 幸治氏 和田 正道 愛 M. H. Ings B４４４－ ６１：２２．９１ ３２．８�
８１５�
 チアズヒカリ 牝６鹿 ５５ 岩田 康誠北村キヨ子氏 矢作 芳人 三石 田中 春美 ４７６－ ４１：２３．０� ６４．３�
３５ �� ケイアイボイジャー 牡７栗 ５７ 内田 博幸亀田 守弘氏 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４７２＋ ４１：２３．２１ １７．４�

（大井）

７１３ タイキシルバー 牡５芦 ５７ 木幡 初広�大樹ファーム 清水 美波 大樹 大樹ファーム ４９８± ０１：２３．４１ １９．９	
１１ �� カラメルアート 牡６栗 ５７ 柴田 善臣金子真人ホール

ディングス� 高市 圭二 早来 ノーザンファーム ５１２＋ ２１：２３．５� ８．２

４７ トウショウアタック 牡４栗 ５７ 郷原 洋司トウショウ産業� 保田 一隆 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４６６± ０１：２３．６クビ ５２．３�
８１４ 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 B４５６＋ ６ 〃 クビ １２３．４�
６１０� マイネピュール 牝５鹿 ５５ 四位 洋文 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 浦河 久保 衛 ４９０－ ４１：２３．９１� ２１．５
６１１� ナカヤマバスター 牡５青鹿５７ 田中 勝春和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 米

Blueridge Farm, Kim Le-
wis Kuhlmann DVM &
Eve Kuhlmann

４９８－ ２１：２４．８５ １３．７�
５９ �� ノーコメント 牡６芦 ５７ 吉田 豊首藤 徳氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５１６＋ ４１：２４．９ １３５．３�
７１２
 ハートフルミラクル 牝４芦 ５５ 武士沢友治�大西牧場 西塚 安夫 浦河 川越牧場 ４７０－ ２１：２５．４３ ２７２．０�

（１３頭）
４６ マイネルアルバ 牡６栗 ５７ G．ボス �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 ４８４＋ ２ （競走除外）
（豪）

２３ � ジョイントスターズ 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 静内 及川 幸夫 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ６３，３２０，５００円 複勝： ６８，６２７，６００円 枠連： １０３，０９７，６００円

普通馬連： ３８４，９０２，４００円 馬単： ３０８，１５０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ７７，６８７，２００円

３連複： ２６５，１４９，２００円 ３連単： ７０７，６３６，１００円 計： １，９７８，５７０，９００円

払 戻 金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � ４９０円 枠 連（３－５） ３１０円

普通馬連 �� ５２０円 馬 単 �� ６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ７７０円 �� １，６７０円

３ 連 複 ��� ３，６８０円 ３ 連 単 ��� １０，５００円

票 数

単勝票数 差引計 ６３３２０５（返還計 ５４２５） 的中 � ３５０７４８（１番人気）
複勝票数 差引計 ６８６２７６（返還計 ９２３１） 的中 � ２８４１４９（１番人気）� ８２８３９（２番人気）� ２０５０８（８番人気）
枠連票数 差引計１０３０９７６（返還計 １３８６） 的中 （３－５） ２５０９４２（１番人気）
普通馬連票数 差引計３８４９０２４（返還計１１６７３２） 的中 �� ５５２９２２（１番人気）
馬単票数 差引計３０８１５０３（返還計 ８３０４０） 的中 �� ３７０８３６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ７７６８７２（返還計 ２９２７９） 的中 �� １０５３１６（１番人気）�� ２２７８４（９番人気）�� ９８５５（２２番人気）
３連複票数 差引計２６５１４９２（返還計１４８９７５） 的中 ��� ５３２２６（１４番人気）
３連単票数 差引計７０７６３６１（返還計３４０５４７） 的中 ��� ４９７７５（２９番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．５―１１．８―１１．２―１１．４―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．８―３５．３―４７．１―５８．３―１：０９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ロードアルティマ �
�
父 Seeking the Gold �

�
母父 Secretariat デビュー ２００２．７．１３ 函館１着

２０００．１．２３生 牡６黒鹿 母 Secrettame 母母 Tamerett ８戦５勝 賞金 ６４，３３９，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時２５分に変更。
〔出走取消〕 ジョイントスターズ号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。
〔競走除外〕 マイネルアルバ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
※チアズヒカリ号は，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。



１４０４８ ５月２８日 晴 稍重 （１８東京３）第４日 第１２競走
第１２０回農林水産省賞典

��
��２，５００�目 黒 記 念（ＧⅡ）

発走１７時００分 （芝・左）
３歳以上，１７．５．２８以降１８．５．２１まで１回以上出走馬，除３歳未出走馬および未勝利馬；
負担重量は，ハンデキャップ

農林水産大臣賞（１着）
賞 品

本 賞 ５８，０００，０００円 ２３，０００，０００円 １５，０００，０００円 ８，７００，０００円 ５，８００，０００円
付 加 賞 １，２１８，０００円 ３４８，０００円 １７４，０００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

２：２９．８
２：２９．５

良

良

４７ ポップロック 牡５鹿 ５４ 川田 将雅吉田 勝己氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４９６－１０２：３３．１ ６．７�

４８ � アイポッパー 牡６栗 ５７．５ 武 豊 �サンデーレーシング 清水 出美 早来 ノーザンファーム ４５０－ ４ 〃 クビ ３．７�
５１０ ダディーズドリーム 牡７鹿 ５４ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 松田 博資 白老 白老ファーム ４７４－ ２２：３３．７３� ４５．２�
１１ � サザンツイスター 牡６黒鹿５４ 小牧 太 �ノースヒルズマネ

ジメント 新川 恵 浦河 鎌田 正嗣 B４７０－１０２：３３．９１� １４．０�
５９ � アドマイヤモナーク 牡５鹿 ５５ 四位 洋文近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４７２－１２２：３４．３２� ２０．３�
７１３� エクスプロイト 牡６黒鹿５２ 横山 典弘山本 武司氏 奥平 真治 千歳 社台ファーム ４８２＋ ２２：３４．４クビ ２８．０�
２３ トウカイトリック 牡４鹿 ５６ 芹沢 純一内村 正則氏 松元 省一 三石 土田 扶美子 ４２８－ ４２：３４．５	 ３．５	
８１７ トウショウナイト 牡５栗 ５７ 藤田 伸二藤田 衛成氏 保田 一隆 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４８０－ ４２：３４．８２ ６．９

３５ � メジロトンキニーズ 牝４鹿 ５２ 吉田 豊�メジロ牧場 高橋 裕 伊達 メジロ牧場 ４９４± ０２：３４．９クビ ５４．８�
６１１�� スマートストリーム 牡５鹿 ５２ 田中 勝春大川 徹氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ４８４－１０ 〃 クビ １６４．２�
８１６
� グレートボヤージュ 牡５鹿 ５３ 幸 英明前田 幸治氏 武 邦彦 米 Richard

Spoor ５２０± ０２：３５．１１ １５．０
８１５� ホオキパウェーブ 牡５黒鹿５７．５ 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ４８０－１０２：３５．５２� １６．８�
（大井）

６１２ ユキノサンロイヤル 牡９青鹿５５ 蛯名 正義井上 基之氏 増沢 末夫 新冠 川上 悦夫 ４７０－ ２２：３５．６� １０８．９�
１２ � チ ャ ク ラ 牡６栗 ５６ 福永 祐一田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４６８－１４２：３５．７	 ５７．６�
２４ フィヨルドクルーズ 牝５黒鹿５２ 高橋 智大吉田 照哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ５２０＋ ２２：３５．８クビ ４２．２�
３６ � ブリットレーン 牡７黒鹿５３ 松岡 正海 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加賀 武見 浦河 昭和牧場 ５０４＋ ６２：３６．０１ １０１．７�
７１４
 トリリオンカット 牡６栗 ５３ 柴田 善臣 �キャロットファーム 音無 秀孝 米 Dell Ridge

Farm, LLC ４６４－ ８２：３６．２１� ４０．８�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １６０，５６７，４００円 複勝： １８９，６３４，７００円 枠連： ３０６，７８３，９００円

普通馬連： １，３１０，８９６，４００円 馬単： ７４２，５６２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２５５，７２９，９００円

３連複： １，０６９，４４２，８００円 ３連単： ２，１１０，３３９，５００円 計： ６，１４５，９５７，４００円

払 戻 金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ２６０円 � １８０円 � ８６０円 枠 連（４－４） １，５２０円

普通馬連 �� １，４９０円 馬 単 �� ３，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６６０円 �� ４，６８０円 �� ３，０３０円

３ 連 複 ��� ２６，３３０円 ３ 連 単 ��� １２３，３９０円

票 数

単勝票数 計１６０５６７４ 的中 � １９０９８７（３番人気）
複勝票数 計１８９６３４７ 的中 � １９６６２０（４番人気）� ３５６７９２（２番人気）� ４５１８２（１２番人気）
枠連票数 計３０６７８３９ 的中 （４－４） １４９５４７（４番人気）
普通馬連票数 計１３１０８９６４ 的中 �� ６５２４９８（４番人気）
馬単票数 計７４２５６２８ 的中 �� １６８５９６（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２５５７２９９ 的中 �� １０２９２８（４番人気）�� １２９３７（５５番人気）�� ２０１７６（３７番人気）
３連複票数 計１０６９４４２８ 的中 ��� ２９９７６（８６番人気）
３連単票数 計２１１０３３９５ 的中 ��� １２６２３（３５９番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．３―１１．５―１２．４―１２．６―１２．１―１２．７―１２．５―１２．４―１２．２―１１．８―１２．０―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
６．９―１８．２―２９．７―４２．１―５４．７―１：０６．８―１：１９．５―１：３２．０―１：４４．４―１：５６．６―２：０８．４―２：２０．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ポップロック �
�
父 エ リ シ オ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００３．９．１４ 阪神１着

２００１．３．１９生 牡５鹿 母 ポ ッ プ ス 母母 ポツプシンガー １８戦６勝 賞金 １３５，３６２，０００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東京３）第４日 ５月２８日（日曜日） 雨後曇後晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 １２回 出走頭数 １８５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

５６６，５３０，０００円
２，１００，０００円
７８，３００，０００円
１，３００，０００円
８００，０００円

５６，６８０，０００円
６４，９００，０００円
４６４，０００円
４６４，０００円

６８，３３２，０００円
５，７６５，０００円
１，８６８，５００円

勝馬投票券売得金
１，４６６，５５７，０００円
１，３９９，１１７，２００円
２，４７１，８９３，１００円
１０，４１９，１０５，０００円
６，４４２，８４１，９００円
１，７７４，１４３，２００円
８，５４３，６５０，２００円
１４，２６０，９２０，１００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 ４６，７７８，２２７，７００円

総入場人員 １０６，１９７名 （有料入場人員 １０１，７２７名）




