
１１０４９ ５月５日 晴 良 （１９東京２）第５日 第１競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１０時００分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

８１１� ブリリアントタイム 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義芹澤 精一氏 田中 清隆 浦河 谷川牧場 ４７８－ ８１：３８．９ １．５�

７９ � サトノユウジ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春里見 治氏 的場 均 新冠 川島牧場 ５０２－ ６１：３９．５３� ４．９�
６７ �� ダイワモナーク 牡３鹿 ５６ 武士沢友治大城 敬三氏 中野渡清一 早来 ノーザンファーム ４８４－ ２１：４０．３５ ６．１�
５６ � ローザヴィー 牝３青鹿 ５４

５１ ▲田中 博康�ミルファーム 保田 一隆 三石 小林 嘉弘 ４２８－１０１：４０．４� ６７．３�
３３ � ミヤギカリスマ 牡３栗 ５６ 柴山 雄一菅原 光博氏 高市 圭二 浦河 バンブー牧場 ４７２± ０ 〃 クビ ４５．４�
７１０� ウインデューク 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲的場 勇人�ウイン 田中 清隆 静内 千代田牧場 ４２８＋ ８１：４１．２５ ２２．５	
８１２� スガノグローリアス 牡３黒鹿５６ 岩部 純二菅原光太郎氏 松永 康利 三石 沖田 哲夫 B４５８＋ ２１：４１．４１ ３１７．３

４４ � マイトイズライト 牡３栗 ５６ 大庭 和弥�ミルファーム 小笠 倫弘 新冠 五丸農場 ５１６－１２ 〃 アタマ ２１６．８�
２２ �� マインドシチー 牝３鹿

５４
５１ ▲池崎 祐介 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 静内 出羽牧場 ４４８＋ ８１：４１．９３ ２７６．７�

５５ � ハ ル エ サ ン 牝３鹿 ５４ 北村 宏司田中 幹雄氏 清水 美波 三石 城地 清満 ４６８± ０１：４２．１１� ９．９
６８ � ガクエンカイマン 牡３鹿 ５６ 横山 典弘宮崎 利男氏 中野 栄治 静内 へいはた牧場 ４６６－ ６１：４２．３１� ４４．４�
１１ � ジ ョ キ ョ ク 牡３栗 ５６ 安藤 光彰田島榮二郎氏 中野 栄治 三石 佐藤 陽一 ４３６± ０１：４２．５１� ２８２．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２０，５７０，５００円 複勝： １９，５９６，３００円 枠連： ２２，５１５，９００円

普通馬連： ８２，４６２，２００円 馬単： ９８，７７６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，７４２，６００円

３連複： １１４，９７３，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３８２，６３７，６００円

払 戻 金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １００円 � １２０円 � １３０円 枠 連（７－８） ２４０円

普通馬連 �� ３３０円 馬 単 �� ４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� １６０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ４１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０５７０５ 的中 � １１０１０３（１番人気）
複勝票数 計 １９５９６３ 的中 � ７８０８５（１番人気）� ３４５６０（２番人気）� ３３１１５（３番人気）
枠連票数 計 ２２５１５９ 的中 （７－８） ７０４３５（１番人気）
普通馬連票数 計 ８２４６２２ 的中 �� １８７９８１（１番人気）
馬単票数 計 ９８７７６８ 的中 �� １６６７６８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３７４２６ 的中 �� ４３３７４（１番人気）�� ４１０８４（２番人気）�� １５０００（４番人気）
３連複票数 計１１４９７３３ 的中 ��� ２０７９６５（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．１―３５．８―４８．３―１：０１．１―１：１３．３―１：２５．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ブリリアントタイム �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Thatching デビュー ２００６．１２．２４ 中山９着

２００４．３．６生 牡３鹿 母 ブロードマラ 母母 Erzsi ４戦１勝 賞金 ７，０５０，０００円



１１０５０ ５月５日 晴 良 （１９東京２）第５日 第２競走 ��
��１，３００�サラブレッド系３歳

発走１０時３０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：１６．４
１：１６．４

重

重

４８ シーリーコート 牝３栗 ５４ 柴山 雄一 �社台レースホース堀 宣行 追分 追分ファーム B４６４＋２６１：１９．１ ７．４�

１２ � コ ス モ ト ノ 牡３鹿 ５６ 田中 剛 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 門別 厚賀古川牧場 ４８０＋ ４１：１９．２� ３．０�
１１ セイサムシング 牝３芦 ５４ 田面木博公柳橋 俊昭氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４５８－ ２１：２０．３７ ４４．８�
２３ チェリースイッチ 牝３栗 ５４ 武士沢友治チエリー商事� 嶋田 功 三石 大塚牧場 ４３８－ ６１：２０．５１ ２７．３�
５１０� ベ イ ジ ュ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹松本 兼吉氏 古賀 史生 米

Robert A. Mur-
phy & Dr. Sandy
Price－Murphy

４８６－ ８１：２０．７１ ３．９�
６１２	 ギルティストライク 
３黒鹿５６ 蛯名 正義 �ノースヒルズマネ

ジメント 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４－２４１：２０．８� ４．８	
５９ 	 エイブルリーフ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊中澤 隆氏 南田美知雄 三石 山際牧場 ５１４ ― 〃 クビ ５０．５

２４ ビッグクィーン 牝３鹿 ５４ 鈴来 直人坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 北星村田牧場 ４４２－ ２１：２０．９クビ １５．０�
３６ イノチクレナイ 牝３鹿 ５４

５１ ▲田中 博康加藤 信之氏 高市 圭二 平取 広川牧場 ３９８± ０１：２１．０� ６７．１�
６１１	 レインボーアカリ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一堀脇 操氏 本間 忍 浦河 藤春 修二 ４２４＋ ４１：２１．３１� ４９．８
７１４ デルマチャールズ 牡３鹿 ５６ 伊藤 直人浅沼 廣幸氏 小林 常泰 門別 ファニーヒルファーム ４８８－ ４１：２２．０４ ５８４．７�
４７ 	 プレアーオブトト 牡３芦 ５６ 小牧 太ディアレスト 柄崎 孝 三石 大豊牧場 ４８８－ ８１：２２．１� １０８．６�
７１３	 リズムマシーン 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥内藤 好江氏 高木 登 茨城 内藤牧場 ４６６＋ ６ 〃 クビ ３４２．４�
８１６� アポインテッドボブ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春藤田与志男氏 手塚 貴久 米 Fox Hill

Farms, Inc. ５３６ ―１：２２．６３ １０．６�
３５ 	 スウォードギフト 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰千明牧場 武藤 善則 浦河 千明牧場 B４７４－ ４１：２２．７クビ ９６．９�
８１５ ダンツクロフネ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司山元 哲二氏 伊藤 伸一 静内 大典牧場 ４５６－ ４１：２９．６大差 ５８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，３３３，７００円 複勝： ２５，４０１，３００円 枠連： ２６，７２６，２００円

普通馬連： １０１，０２５，１００円 馬単： ８２，９９３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，０４８，８００円

３連複： １２３，７３８，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４０８，２６６，９００円

払 戻 金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � ２９０円 � １５０円 � ６５０円 枠 連（１－４） １，４６０円

普通馬連 �� １，５１０円 馬 単 �� ３，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６８０円 �� ３，７００円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� １１，７３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２３３３７ 的中 � ２３８８８（４番人気）
複勝票数 計 ２５４０１３ 的中 � ２１２８９（４番人気）� ５９９００（１番人気）� ７７９０（８番人気）
枠連票数 計 ２６７２６２ 的中 （１－４） １３５４６（７番人気）
普通馬連票数 計１０１０２５１ 的中 �� ４９３９６（５番人気）
馬単票数 計 ８２９９３０ 的中 �� １８９７９（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６０４８８ 的中 �� ９８７３（６番人気）�� １６４６（４０番人気）�� ６９５８（１０番人気）
３連複票数 計１２３７３８８ 的中 ��� ７７８９（３９番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１８．２―３０．１―４２．３―５４．１―１：０６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シーリーコート �
�
父 Distorted Humor �

�
母父 Sea Hero デビュー ２００６．８．１２ 札幌５着

２００４．３．５生 牝３栗 母 シ ー リ ー ル 母母 Reel Special Belle ３戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔制裁〕 コスモトノ号の騎手田中剛は，３コーナーで内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダンツクロフネ号は，平成１９年６月５日まで平地競走に出走できない。
※セイサムシング号・チェリースイッチ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１１０５１ ５月５日 晴 良 （１９東京２）第５日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時００分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：２２．４
１：２１．９

稍重

重

２３ � ティティボス 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一冨塚 善三氏 斎藤 誠 門別 坂戸 節子 ４８０－ ６１：２６．０ ３．８�

１１ ジェイケイセラヴィ �３鹿 ５６ 北村 宏司小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ４６６－１０１：２６．１� １６．５�
８１６� セイウンガジデ 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥西山 茂行氏 中川 公成 三石 田中 春美 ４９４ ―１：２７．０５ １０９．７�
６１１� ピーチドラフト 牝３青鹿５４ 宗像 徹 �エムアンドアール 矢野 進 新冠 斉藤 安行 ４８２－１２１：２７．３１� ８．３�
５１０� ナスノオスカー 牡３黒鹿５６ 小牧 太�須野牧場 矢野 照正 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４６４＋ ９ 〃 アタマ ２４．４�
８１５� ダッシュタイカン 牡３黒鹿５６ 安藤 光彰石橋 松蔵氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４８６＋ ８１：２７．５１� １５．０	
６１２ トゥルーノース 牡３栗 ５６ 横山 典弘広尾レース� 堀 宣行 浦河 富菜牧場 ４８４－ ８ 〃 クビ １．９

４８ ビッグセンチュリー 牡３鹿 ５６ 小林 淳一�ビッグ 内藤 一雄 新冠 北星牧場 ４３４＋ ２１：２８．２４ ４９９．７�
７１３ キングハーバー 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹勝一愛馬倶楽部 中野 栄治 浦河 山本牧場 ５０２ ―１：２８．６２� ６７．７
５９ 	 サークルゲーム 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲千葉 直人上野 武氏 成島 英春 静内 グランド牧場 B４４４± ０１：２８．７� ４４．９�
３５ � カ キ ノ タ ネ �３鹿 ５６ 武士沢友治加藤 信之氏 中野渡清一 平取 広川牧場 ４３８± ０１：２８．８� １９２．５�
７１４� ゾルトンワージ 牡３鹿 ５６ 田中 剛山下 新一氏 岩戸 孝樹 浦河 モトスファーム ４６０－ ２１：２９．３３ ２０．０�
１２ ヤマニンフォルテ 牡３黒鹿５６ 五十嵐雄祐土井 薫氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４３８－ ６１：２９．７２� ５４１．８�
２４ トルネードウェイ 牝３栗 ５４

５１ ▲田中 博康�コオロ 秋山 雅一 様似 能登ファーム ４５４ ―１：３０．８７ ５３．７�
３６ � レッドコサージュ 牝３鹿 ５４

５１ ▲的場 勇人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高橋 祥泰 静内 グランド牧場 ４２０± ０１：３１．１１� ３０９．１�

４７ ショウナンライジン 牡３芦 ５６ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４９６＋ ２１：３２．４８ ２５．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，４７６，８００円 複勝： ２４，９５２，２００円 枠連： ３１，２３３，０００円

普通馬連： ９８，６４７，３００円 馬単： ９２，５４４，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，２２４，８００円

３連複： １１９，６８８，５００円 ３連単： 発売なし 計： ４１７，７６７，３００円

払 戻 金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １８０円 � ３８０円 � １，８００円 枠 連（１－２） ２，５６０円

普通馬連 �� ２，７１０円 馬 単 �� ５，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８１０円 �� ５，６７０円 �� ６，４８０円

３ 連 複 ��� ５７，４７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４４７６８ 的中 � ５２０１１（２番人気）
複勝票数 計 ２４９５２２ 的中 � ４７１５５（２番人気）� １６２７６（５番人気）� ２８５４（１２番人気）
枠連票数 計 ３１２３３０ 的中 （１－２） ９０２５（９番人気）
普通馬連票数 計 ９８６４７３ 的中 �� ２６９３３（１０番人気）
馬単票数 計 ９２５４４７ 的中 �� １２９７６（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６２２４８ 的中 �� ８４３４（８番人気）�� １１０８（４９番人気）�� ９６８（５３番人気）
３連複票数 計１１９６８８５ 的中 ��� １５３７（１２０番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１２．３―１２．９―１２．４―１２．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．４―３５．７―４８．６―１：０１．０―１：１３．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ティティボス �
�
父 アドマイヤボス �

�
母父 バンブーアトラス デビュー ２００７．３．２４ 中山７着

２００４．３．１１生 牡３鹿 母 タニノアトラス 母母 アングシヤスフレンド ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショウナンライジン号は，平成１９年６月５日まで平地競走に出走できない。

レッドコサージュ号は，平成１９年７月５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〕 ヤマニンフォルテ号・ショウナンライジン号は，平成１９年６月５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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ザライオンヒート号・サンベルナール号・セイサムシング号



１１０５２ ５月５日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （１９東京２）第５日 第４競走 ��３，０００�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

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

４６ �� ユキノアメージング 牡８黒鹿６０ 穂苅 寿彦井上 基之氏 増沢 末夫 静内 服部 和則 ５０６－ ８３：２０．７ ２．１�

４５ デイトレーダー 牡４鹿 ５９ 南田 雅昭 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 青森 諏訪牧場 ４７８－ ２３：２１．３３� ３０．３�

３４ �� レオスターライト 牡６鹿 ６０ 柴田 大知�レオ 岩戸 孝樹 静内 藤沢牧場 B４５６－ ４３：２１．６１� ３．１�
８１３� ダイワラファエル 牝４鹿 ５７ 山本 康志大城 敬三氏 増沢 末夫 新冠 ハシモトフアーム ５００－ ６３：２１．７� ３４．４�
３３ � スガーペンタイア 牡５黒鹿 ６０

５７ ▲千葉 直人菅原光太郎氏 山田 要一 森 笹川大晃牧場 ４８６＋ ２３：２３．０８ １９５．７�
７１１	 ヒカルミキティ 牝４青鹿５７ 宗像 徹高橋 光氏 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ５０８＋ ６３：２３．２１
 １０．７�

６１０� サーガキャスケード 牡４鹿 ５９ 五十嵐雄祐伊藤 仁氏 星野 忍 様似 水上 祐範 ４８０＋ ８ 〃 クビ ８．３	
（７９７４）

６９ チャッティーギャル 牝５鹿 ５８ 蓑島 靖典 
社台レースホース高橋 裕 千歳 社台ファーム ４９４＋１８３：２３．４１ ３０．９�
８１４� パ シ ス タ 牡４栗 ５９ 沢 昭典 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 新冠 守矢牧場 ４９６＋ ２３：２４．１４ １５６．６�
１１ � ライトストロング �４鹿 ５９ 今村 康成藤本 幸雄氏 北出 成人 門別 藤本 直弘 ４６６－ ６３：２６．１大差 ２６．２
７１２ フレンドリーステラ 牝５鹿 ５８ 横山 義行増山 武志氏 萱野 浩二 新冠 長浜牧場 ４６２＋１２ 〃 クビ ２８．４�
５８ マイネルシルバート 牡５青鹿６０ 大庭 和弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 静内 ビツグレツドフアーム ４８４＋ ２３：２９．１大差 ２４．８�
５７ カイシュウワンダー 牡４鹿 ５９ 江田 勇亮飯村 孝男氏 佐藤 吉勝 新冠 ムラカミファーム ４６６＋ ６３：２９．４１� １７１．６�
２２ � ハルカチャン 牝４鹿 ５７ 平沢 健治 �ローレルレーシング 矢野 進 新冠 新冠橋本牧場 ４５８－１４３：３０．２５ ７７．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，９１５，７００円 複勝： １４，９１９，７００円 枠連： ２５，３４８，２００円

普通馬連： ８０，６９２，８００円 馬単： ８１，２９１，５００円 ワイド【拡大馬連】： １９，６３３，９００円

３連複： １１４，２１４，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３５２，０１６，６００円

払 戻 金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � ３６０円 � １３０円 枠 連（４－４） ２，４３０円

普通馬連 �� ２，１８０円 馬 単 �� ２，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� １９０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� １，５２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５９１５７ 的中 � ６１４７４（１番人気）
複勝票数 計 １４９１９７ 的中 � ５４００５（１番人気）� ５９１６（６番人気）� ３０６７２（２番人気）
枠連票数 計 ２５３４８２ 的中 （４－４） ７７２７（９番人気）
普通馬連票数 計 ８０６９２８ 的中 �� ２７３１９（９番人気）
馬単票数 計 ８１２９１５ 的中 �� ２１３５９（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９６３３９ 的中 �� ６２２１（６番人気）�� ３４５５１（１番人気）�� ５５７５（８番人気）
３連複票数 計１１４２１４８ 的中 ��� ５５５８２（３番人気）

上り １マイル １：４５．４ ４F ５１．８－３F ３８．９
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�
�
ユキノアメージング �

�
父 ホ リ ス キ ー �

�
母父 リ イ フ オ ー デビュー ２００１．１０．１４ 東京５着

１９９９．５．１７生 牡８黒鹿 母 シユンミサキ 母母 カイトーヒカリ 障害：６戦１勝 賞金 １２，７５０，０００円
〔制裁〕 ヒカルミキティ号の騎手宗像徹は，発走後に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１７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１７頭 ウォッチンザスカイ号・サムタイム号・ジョニーローズ号・シルクリベラル号・ジンデンバリュー号・

タマモアーチスト号・マイネルレジオ号・マチカネウソブキ号・ミヤコミラクル号・メジロミッチェル号・
メルシーストリーム号・ユメノジェネラス号・ラガールージュ号・ラストトレジャー号・ラドランデンジャー号・
リスティアダーリン号・リバルドボーイ号



１１０５３ ５月５日 晴 良 （１９東京２）第５日 第５競走 ��
��２，４００�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

２：２２．１
２：２２．１

良

良

２２ � マチカネフクノカミ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義細川 益男氏 小島 茂之 門別 待兼牧場 ４５８－ ２２：２９．６ ７．９�

３３ � メジロアルタイス 牡３芦 ５６ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ５１４－ ２２：２９．９２ ２．２�
４４ � コスモビートアウト 牝３栗 ５４

５１ ▲田中 博康 �ビッグレッドファーム 矢野 進 新冠 ビッグレッドファーム ４２４± ０２：３０．０� ５．１�
１１ � タマモバックボーン 牡３栗 ５６ 北村 宏司タマモ� 伊藤 伸一 静内 野坂牧場 ４６４－ ８２：３０．３１� ６．６�
８１２�	 アポロバンチョウ 牡３鹿 ５６ 田中 剛アポロサラブレッドクラブ 佐藤 吉勝 平取 清水牧場 ４８６－ ６ 〃 ハナ ４８．９�
５６ オンワードアリーテ 牝３鹿 ５４

５１ ▲的場 勇人�オンワード牧場 阿部 新生 浦河 オンワード牧場 ４６８＋ ８２：３０．５１
 ２３４．６	
７９ �	 マイネルピーク 牡３黒鹿５６ 安藤 光彰 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 坂本 勝美 新冠 畔柳 作次 B４６６－ ２２：３０．７１
 ３８．４

６７ � サザンウェルズ 牝３黒鹿５１ 横山 典弘武田 茂男氏 堀 宣行 豪 Premier

Bloodstock ４１４－ ８２：３０．８� ４．６�
７１０� エネルクルー 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一鈴木 康弘氏 浅野洋一郎 鵡川 西山牧場 ４３６－ ４２：３１．０１� ４３．８�
６８ � フラワーマキシマム 牝３栗 ５４ 大庭 和弥保谷フミ子氏 奥平 雅士 新冠 守矢牧場 ４３４－ ８２：３１．２１� １６１．０
５５ オーシンブルドッグ 牡３黒鹿５６ 武士沢友治間原 光正氏 西塚 安夫 浦河 上田 五十詞 ４２４± ０２：３１．７３ １２９．２�
８１１	 スプリングデザート 牡３鹿 ５６ 岩部 純二鈴木 可一氏 中川 公成 静内 谷岡 正次 ４９６－１２２：３２．０２ ８８．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２１，５４９，９００円 複勝： ２５，１８３，６００円 枠連： ２７，５３０，１００円

普通馬連： ９８，６３４，８００円 馬単： １０２，４４１，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，９０３，１００円

３連複： １２０，７３５，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４２０，９７８，５００円

払 戻 金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � １８０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（２－３） ７８０円

普通馬連 �� ７６０円 馬 単 �� ２，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ５６０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� １，０１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１５４９９ 的中 � ２１７１４（５番人気）
複勝票数 計 ２５１８３６ 的中 � ２８９４９（５番人気）� ８０５７１（１番人気）� ４１７５２（２番人気）
枠連票数 計 ２７５３０１ 的中 （２－３） ２６３２８（４番人気）
普通馬連票数 計 ９８６３４８ 的中 �� ９６９５５（４番人気）
馬単票数 計１０２４４１４ 的中 �� ３７１４９（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４９０３１ 的中 �� ２０８１３（４番人気）�� ９６６３（９番人気）�� ２７８２３（１番人気）
３連複票数 計１２０７３５６ 的中 ��� ８８６４２（３番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．４―１２．５―１２．８―１３．２―１３．１―１３．１―１２．６―１１．８―１１．０―１１．７―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．０―２５．４―３７．９―５０．７―１：０３．９―１：１７．０―１：３０．１―１：４２．７―１：５４．５―２：０５．５―２：１７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．９―３F３５．１
１
３
２（５，１２）１（８，９，１１）－（４，１０）３（７，６）・（２，１２）（１，５，９）（４，８）（３，１０）（７，１１，６）

２
４

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

�マチカネフクノカミ �
�
父 マチカネタンホイザ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．８．２７ 新潟８着

２００４．３．３０生 牡３栗 母 マチカネベニツバキ 母母 マチカネレイロウ ５戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 エネルクルー号・フラワーマキシマム号は，平成１９年６月５日まで平地競走に出走できない。



１１０５４ ５月５日 晴 良 （１９東京２）第５日 第６競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０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 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 � アドマイヤスペース 牝３芦 ５４
５１ ▲的場 勇人近藤 利一氏 的場 均 浦河 辻 牧場 ４２２－ ８１：３４．４ ４．１�

７９ � ビーアデビル 牝３鹿 ５４ 武士沢友治�ミルファーム 保田 一隆 静内 大滝 康晴 ４３８＋１４１：３４．６１� ６２．２�
５６ �� エイワンキセキ 牝３青鹿５４ 横山 典弘荒木 誠氏 伊藤 伸一 新冠 中本 隆志 ４６２＋ ４１：３４．８１ ２．９�
５５ � ヤ マ ビ コ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４８０＋ ６１：３５．０１� ２２．０�
７１０� クロースハーモニー 牝３栗 ５４ 北村 宏司岡田 牧雄氏 高橋 義博 門別 インターナシヨナル牧場 ４１２＋ ２ 〃 クビ ７７．９�
４４ マジックビクトリア 牝３鹿 ５４

５１ ▲田中 博康鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 ４４２＋ ４１：３５．２１� １３．６�
６８ エーシンサーフィン 牝３栗 ５４ 小牧 太平井 宏承氏 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４５８＋ ６１：３５．３� ３．１	
６７ � エフテーララーヤ 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一深野 茂雄氏 西塚 安夫 えりも 上島牧場 ４２４－ ４１：３５．５１� ４８．９

１１ マイネシャリマー 牝３栗 ５４ 安藤 光彰 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 阿部 新生 門別 白井牧場 ４６２＋ ２１：３５．７１� ７．０�
８１１� クレープシュゼット 牝３栗 ５４ 柴田 善臣�ターフ・スポート鈴木 康弘 浦河 酒井牧場 ４８８－ ２ 〃 アタマ ４６．５
３３ � ポ エ ラ ヴ ァ 牝３黒鹿５４ 吉田 豊伊達 秀和氏 高松 邦男 門別 サンシャイン

牧場 ４１６＋ ２１：３５．９１� １３５．６�
８１２� シュガータイム 牝３栗 ５４

５１ ▲佐藤 聖也増田 陽一氏 畠山 重則 様似 水上 祐範 ４２８－ ６１：３７．３９ ５１５．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２７，４２４，３００円 複勝： ２７，７５５，９００円 枠連： ２８，８５６，９００円

普通馬連： １１０，８３４，０００円 馬単： １０２，７３６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，３３６，５００円

３連複： １２５，４０７，１００円 ３連単： 発売なし 計： ４４９，３５０，７００円

払 戻 金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １７０円 � ７１０円 � １４０円 枠 連（２－７） ５，５９０円

普通馬連 �� １０，９５０円 馬 単 �� １７，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５１０円 �� ３１０円 �� １，２７０円

３ 連 複 ��� ９，６４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７４２４３ 的中 � ５３５９８（３番人気）
複勝票数 計 ２７７５５９ 的中 � ４７６６０（３番人気）� ６６５３（８番人気）� ７１３５１（１番人気）
枠連票数 計 ２８８５６９ 的中 （２－７） ３８１０（１６番人気）
普通馬連票数 計１１０８３４０ 的中 �� ７４７６（２９番人気）
馬単票数 計１０２７３６０ 的中 �� ４３１１（４５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６３３６５ 的中 �� ２３３７（２９番人気）�� ２５１０１（２番人気）�� ４７８８（１４番人気）
３連複票数 計１２５４０７１ 的中 ��� ９６０９（３０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．５―３４．８―４６．４―５８．５―１：１０．３―１：２２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３５．９
３ ９－２－１０，１１，５（３，７，１２）（１，４，６）－８ ４ ９－２＝（１０，１１）５，３（７，１２）（１，６）（４，８）

勝馬の
紹 介

�アドマイヤスペース �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．１．２８ 東京８着

２００４．４．８生 牝３芦 母 アドマイヤキセキ 母母 オトメゴコロ ４戦２勝 賞金 １４，０００，０００円



１１０５５ ５月５日 晴 良 （１９東京２）第５日 第７競走 ��１，３００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時２０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１６．４
１：１６．４

重

重

４７ ベルモントエース 牡４鹿 ５７ 穂苅 寿彦 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント
ファーム ５２８＋ ８１：１８．８ １０．７�

２３ �� ダイワエルパソ 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹大城 敬三氏 浅野洋一郎 静内 橋本牧場 ４６６－１２ 〃 ハナ ７０．８�
７１４� スマートフレンズ 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣大川 徹氏 栗田 博憲 門別 野島牧場 ４５６＋ ８１：１９．０１� ２．７�
４８ フジマサゴールド 牡４鹿 ５７ 安藤 光彰藤原 正一氏 菊川 正達 門別 合資会社カ

ネツ牧場 ５１４＋ ２１：１９．１� ３．６�
６１２ チェルケッティ 牝４鹿 ５５ 北村 宏司飯塚 知一氏 坂本 勝美 静内 へいはた牧場 ４６４± ０１：１９．３１	 ６．８�
５１０� オールフォーラヴ 牝４鹿 ５５ 吉田 豊吉橋 計氏 戸田 博文 様似 清水スタッド ４６２－１８１：１９．４� ３５．７�
３６ ヒカルマチェンドラ 牡６芦 ５７ 田中 勝春�橋 京子氏 秋山 雅一 新冠 山岡ファーム ４７２－ ２ 〃 アタマ ６．０	
１１ � ローレルハンバーバ 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲田中 博康 
ローレルレーシング 矢野 進 静内 橋谷 折 ４６８± ０１：１９．５クビ ５８．３�
６１１ ダンシングママ 牝５鹿 ５５ 田中 剛小峰 清文氏 嶋田 潤 三石 パラダイス・

ファーム ４４８＋ ６１：１９．８１
 ３５１．３�
１２ � エイコーロマン 牡４黒鹿５７ 大庭 和弥永井 廣司氏 嶋田 功 三石 大塚牧場 ４７４＋ ２１：１９．９� １００．７
５９ �� サ ワ ッ デ ィ 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義居城 要氏 中川 公成 平取 川上 勇治 ４２０－ ８１：２０．０� ４７．７�
７１３�� マルブツクロフネ �４芦 ５７ 武士沢友治大澤 毅氏 中島 敏文 三石 タガミファーム ４４０－ ６ 〃 クビ ７５．９�
２４ � デピュティジャパン 牡５栗 ５７ 横山 義行関 駿也氏 佐藤 全弘 宮城 関兵牧場 ４８２＋ ４１：２０．１� ３１３．２�
８１６ エンドジョーカー �５鹿 ５７ 小林 淳一伊達 秀和氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 ４２８－１０ 〃 クビ ９６．８�
８１５ ブルーポラリス 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲千葉 直人 
荻伏レーシング・クラブ 平井 雄二 新冠 川上牧場 ４５８－ ４１：２０．４２ ２７．７�
３５ �� グレートアドミラル 牡４黒鹿５７ 小牧 太植田 忠司氏 嶋田 潤 浦河 小倉牧場 ５１８＋１０１：２０．６１� ２２．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，７０３，５００円 複勝： ３０，１３０，８００円 枠連： ３８，３８５，９００円

普通馬連： １３２，１２７，７００円 馬単： １０４，８８６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，２６２，１００円

３連複： １５４，１７３，８００円 ３連単： 発売なし 計： ５１７，６６９，９００円

払 戻 金

単 勝 � １，０７０円 複 勝 � ２５０円 � ９９０円 � １９０円 枠 連（２－４） ６，２５０円

普通馬連 �� ２３，７２０円 馬 単 �� ４３，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，７９０円 �� ７８０円 �� ２，８５０円

３ 連 複 ��� ２８，３００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６７０３５ 的中 � １９７５８（５番人気）
複勝票数 計 ３０１３０８ 的中 � ３２６６１（５番人気）� ６２３２（１１番人気）� ５２８４６（３番人気）
枠連票数 計 ３８３８５９ 的中 （２－４） ４５３３（１９番人気）
普通馬連票数 計１３２１２７７ 的中 �� ４１１１（５１番人気）
馬単票数 計１０４８８６１ 的中 �� １７７４（９２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１２６２１ 的中 �� １５５６（４８番人気）�� １０４５６（８番人気）�� ２６４４（３１番人気）
３連複票数 計１５４１７３８ 的中 ��� ４０２１（７９番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１７．８―２９．６―４１．６―５３．５―１：０６．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベルモントエース �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 ア ル カ ン グ デビュー ２００６．１．８ 中山７着

２００３．３．１８生 牡４鹿 母 ベルフラワー 母母 ユーワマドマアゼル １３戦２勝 賞金 ２５，０３０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔３走成績による出走制限〕 デピュティジャパン号は，平成１９年６月５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。
（非抽選馬） ２頭 イブキゴルゴ号・マイネルピエール号



１１０５６ ５月５日 晴 良 （１９東京２）第５日 第８競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５５分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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

８１２ リバースモード 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹臼田 浩義氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９２－ ６１：３７．２ １．６�

８１３ メンバーズボンド �４鹿 ５７ 小牧 太吉田 勝己氏 斎藤 誠 早来 ノーザンファーム ４４８＋ ２１：３７．７３ ３５．１�
７１０ ウイニングヒット 牡４鹿 ５７ 北村 宏司芹澤 精一氏 佐藤 吉勝 浦河 日向牧場 ４５６＋ ２１：３７．８� １０．１�
５７ 	 リックチョモランマ 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一斎木 隆男氏 清水 英克 静内 三宅牧場 ４７８－ ９１：３７．９
 ２２．８�
２２ � ラズベリータイム 牝４青鹿５５ 蛯名 正義広尾レース� 勢司 和浩 平取 坂東牧場 ４５４＋ ４１：３８．１１� ３７．８�
３３ フサイチギャロップ 牡５青鹿５７ 田中 勝春関口 房朗氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４３２＋ ２１：３８．４２ １５．４�
６８ � スナークコンコルド 牡５黒鹿５７ 大庭 和弥杉本仙次郎氏 嶋田 潤 門別 大江牧場 ４９２＋ ２１：３８．５� １４８．７	
４４ 	 ゲンキナシャチョウ 牡６黒鹿５７ 横山 典弘 �ミキハウスHKサービス 萩原 清 米

Ben P Walden Jr., W.
Elliott Walden &
Crescent City Stables

５８６－ ４１：３９．０３ ３．０

７１１	 ウエダボーイ 牡７黒鹿 ５７

５４ ▲的場 勇人鈴木 康弘氏 小桧山 悟 鵡川 西山牧場 ４６４－ ８１：３９．４２
 ２４３．９�
６９  グランレーヴ 牡４鹿 ５７ 吉田 豊前田 幸治氏 古賀 史生 米 Tim Thornton &

Brereton C. Jones ５１８± ０１：３９．５
 １２８．８�
５６ 	 トーアキンボシ 牡４鹿 ５７ 安藤 光彰東亜駿馬� 岩城 博俊 豊浦トーア牧場 ４６４－ ４１：３９．７１� ３６２．１
４５ 	 ダンルモンド 牡４鹿

５７
５４ ▲田中 博康南波 壽氏 高橋 祥泰 米 Karen Farrar ４７６－１４１：４１．２９ ２０４．２�

（１２頭）
１１ 	 オリオンザモード 牡４栗 ５７ 小林 淳一日浦 桂子氏 松永 康利 三石 大塚牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３８，２２１，５００円 複勝： ３１，４２７，６００円 枠連： ３９，７２５，３００円

普通馬連： １７０，６０５，２００円 馬単： １９０，４３６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，０６６，４００円

３連複： １９０，１７３，９００円 ３連単： 発売なし 計： ６９８，６５６，０００円

払 戻 金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ４５０円 � ２１０円 枠 連（８－８） １，８８０円

普通馬連 �� ２，２２０円 馬 単 �� ２，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７７０円 �� ３６０円 �� ２，０６０円

３ 連 複 ��� ３，３７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３８２２１５ 的中 � １９３５４１（１番人気）
複勝票数 計 ３１４２７６ 的中 � １２３５８５（１番人気）� １１３０３（７番人気）� ３２２３９（３番人気）
枠連票数 計 ３９７２５３ 的中 （８－８） １５６５５（７番人気）
普通馬連票数 計１７０６０５２ 的中 �� ５６７４３（８番人気）
馬単票数 計１９０４３６１ 的中 �� ５８９６３（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８０６６４ 的中 �� １１９２９（９番人気）�� ２９３２８（３番人気）�� ４１６３（１８番人気）
３連複票数 計１９０１７３９ 的中 ��� ４１７２４（１０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．７―３５．７―４８．１―１：００．５―１：１２．７―１：２４．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リバースモード �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 Akarad デビュー ２００５．４．１０ 中山１着

２００２．３．９生 牡５鹿 母 クイーンモード 母母 Modiyna ４戦２勝 賞金 １５，４００，０００円
〔出走取消〕 オリオンザモード号は，疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔３走成績による出走制限〕 グランレーヴ号は，平成１９年６月５日まで平地競走に出走できない。



１１０５７ ５月５日 晴 良 （１９東京２）第５日 第９競走 ��
��１，６００�

ろ く し ゃ

六 社 特 別
発走１４時３０分 （芝・左）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

３５ アフリカンビート 牡５鹿 ５７ 小牧 太 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ５１０－ ８１：３３．０ １２．６�

４７ � ウインクルセイド 牡５鹿 ５７ 北村 宏司�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 ４７８＋ ２ 〃 クビ ３．４�
２４ トウショウヴォイス 牡５黒鹿５７ 小林 淳一トウショウ産業� 小桧山 悟 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４７８± ０１：３３．２１� ２１．０�
５１０� セキサンフジ 牡４青 ５７ 蛯名 正義�関澤産業 坂口 正則 浦河 笹島 政信 ５１２＋ ４１：３３．３� ３．８�
８１７� フィールドルーキー 牡６鹿 ５７ 大庭 和弥地田 勝三氏 藤岡 範士 浦河 山口 義彦 ５３２＋１０ 〃 クビ ３６．３�
３６ 	 アグネスパウエル 
８鹿 ５７ 田中 博康渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４５４± ０ 〃 ハナ ４４．８	
１１ グロリアスアーチ 牝５黒鹿５５ 安藤 光彰飯田 政子氏 尾形 充弘 静内 千代田牧場 ４５４－ ４１：３３．４クビ ２７．１

７１３� エスユーグランド 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣楳津 繁氏 高橋 祥泰 米 Nordic Thor-

oughbreds ４９０＋ ８１：３３．５� ５．６�
１２ � アグネススピリッツ 牡４鹿 ５７ 横山 典弘渡辺 孝男氏 松永 幹夫 浦河 辻 牧場 ５００－ ４１：３３．８２ １１．０�
７１４	 マイネジャーダ 牝４黒鹿５５ 勝浦 正樹 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 阿部 新生 白老 白老ファーム ４７６－ ６ 〃 ハナ １７．５
８１６ トーセンマンボ 牡４鹿 ５７ 小林 久晃島川 �哉氏 保田 一隆 静内 岡田スタツド ５２４± ０１：３３．９クビ ５４．６�
８１８ オートゼウス 牡８黒鹿５７ 矢原 洋一大戸 時子氏 土田 稔 三石 土田 和男 ４７８＋ ８１：３４．１１� ９６．４�
６１２ トウショウノーティ 牡４芦 ５７ 吉田 豊トウショウ産業� 戸田 博文 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５１８＋ ２１：３４．２クビ １２．４�
２３ � ボストンキコウシ 牡４鹿 ５７ 郷原 洋司ボストンホース� 沢 峰次 米 David E.

Hager, II ４９４＋ ２１：３４．６２� １４６．８�
５９ � ブライティアミラ 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一小林 昌志氏 菅原 泰夫 平取 コアレススタッド ４４８± ０１：３４．８１� ４５．２�
６１１ プラチナティアラ 牝４黒鹿５５ 田中 剛江川 伸夫氏 田子 冬樹 新冠 川上牧場 ４３４＋ ６１：３５．３３ １６０．１�
７１５� モエレコネクション 牡４鹿 ５７ 武士沢友治中村 和夫氏 増沢 末夫 門別 長谷川牧場 ５０６＋ ６１：３５．４� ７６．６�

（１７頭）
４８ アサクサゼットキ 牡４鹿 ５７ 田中 勝春田原 慶子氏 河野 通文 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３４，１６３，２００円 複勝： ３９，６８８，３００円 枠連： ５７，４４２，２００円

普通馬連： １９８，３３１，９００円 馬単： １１９，１２７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，７８７，４００円

３連複： １６９，３７１，４００円 ３連単： ３８４，４４９，７００円 計： １，０４７，３６１，９００円

払 戻 金

単 勝 � １，２６０円 複 勝 � ３２０円 � １６０円 � ４１０円 枠 連（３－４） １，９５０円

普通馬連 �� ２，２６０円 馬 単 �� ５，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８７０円 �� ２，５５０円 �� １，２４０円

３ 連 複 ��� １０，９８０円 ３ 連 単 ��� ７０，７１０円

票 数

単勝票数 計 ３４１６３２ 的中 � ２１５１３（６番人気）
複勝票数 計 ３９６８８３ 的中 � ２９４５７（４番人気）� ８３０９６（１番人気）� ２１２５２（８番人気）
枠連票数 計 ５７４４２２ 的中 （３－４） ２１７４９（８番人気）
普通馬連票数 計１９８３３１９ 的中 �� ６４９４５（８番人気）
馬単票数 計１１９１２７８ 的中 �� １５１７４（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４７８７４ 的中 �� １３１４６（６番人気）�� ４１９２（３１番人気）�� ８９２３（１２番人気）
３連複票数 計１６９３７１４ 的中 ��� １１３８７（３４番人気）
３連単票数 計３８４４４９７ 的中 ��� ４０１３（２１２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．３―１１．６―１１．５―１１．５―１２．０―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２２．９―３４．２―４５．８―５７．３―１：０８．８―１：２０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．２―３F３５．７
３ ・（９，１２）（１３，１５）（７，１８）（１０，１７）（１１，１４）（３，５）（２，４，６）（１，１６） ４ ９（１３，１２）（７，１０，１５，１８）（１１，１７，１４）（３，５）（２，４）（１，６）１６

勝馬の
紹 介

アフリカンビート �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Last Tycoon デビュー ２００４．１０．２４ 京都１着

２００２．１．３１生 牡５鹿 母 レディオブチャド 母母 Sahara Breeze ２０戦３勝 賞金 ５８，７０１，０００円
〔出走取消〕 アサクサゼットキ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔制裁〕 アフリカンビート号の騎手小牧太は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。



１１０５８ ５月５日 晴 良 （１９東京２）第５日 第１０競走 ��
��１，６００�

ばんしゅん

晩春ステークス
発走１５時０５分 （芝・左）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

４８ ピサノパテック 牡５栗 ５７ 横山 典弘市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 ４９８－１０１：３３．６ ４．５�

２４ エイシンニーザン 牡５栗 ５７ 田中 剛平井 豊光氏 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ５１４＋１４ 〃 ハナ １８．０�
７１４� ダイアモンドヘッド 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 パカパカ

ファーム ５００± ０１：３３．９２ ３１．４�
８１５ コンドルクエスト 牡６鹿 ５７ 田中 勝春吉田 勝己氏 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ４７６＋１８１：３４．０クビ ７７．６�
１２ � ユキノアサカゼ 牡４栗 ５７ 柴山 雄一馬場 幸廣氏 根本 康広 白老 習志野牧場 ５０８－ ２ 〃 クビ １８．１�
４７ シ ン ゲ ン 牡４黒鹿５７ 安藤 光彰花木 照人氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８０－ ４１：３４．１	 ２．４�
５９ � カイシュウタキオン 牡４栗 ５７ 蛯名 正義飯村 孝男氏 田中 清隆 静内 矢野牧場 ４８４＋ ２ 〃 アタマ ３．０�
８１６
 ローランジェネルー 牡６鹿 ５７ 北村 宏司斉藤 敏博氏 畠山 吉宏 英

G. Strawbridge and
London Thorough-
bred Services Ltd

５１４＋ ２１：３４．４１� ４３．１	
６１２ ルタンティール 牡６黒鹿５７ 吉田 豊西森 鶴氏 領家 政蔵 静内 石川 昌義 ４６８＋ ８１：３４．５	 １００．４

２３ � トウキュウトップ 牡５鹿 ５７ 吉永 護一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４８４＋ ４１：３４．６� ６０．９�
３５ トラストセレビー 牡７鹿 ５７ 郷原 洋司菅波 雅巳氏 河野 通文 浦河 梅田牧場 ５３６－ ４ 〃 ハナ ３１１．５�
５１０ トーセンテンショウ 牡８鹿 ５７ 小牧 太島川 哉氏 田村 康仁 浦河 笠松牧場 ４４８＋ ２１：３４．７	 １９．９�
７１３� シンボリロッキー �７鹿 ５７ 田中 博康和田 啓子氏 高橋 祥泰 門別 シンボリ牧場 ５１８＋ ６１：３４．８	 ４３３．４�
１１ � コアレスパティオ 牝６鹿 ５５ 武士沢友治小林 昌志氏 成島 英春 平取 清水牧場 ４６８＋ ２ 〃 アタマ １０９．８�
６１１� サムソンハッピー 牡９黒鹿５７ 柴田 善臣田中 由子氏 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ４９８－ ４１：３５．０１ ２６３．５�
３６ ペルフェット 牡７鹿 ５７ 小林 淳一広尾レース� 角居 勝彦 静内 千代田牧場 ５２０－１６１：３５．８５ ４７７．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５９，８８２，７００円 複勝： ６４，１６５，３００円 枠連： ６６，４９１，２００円

普通馬連： ２６４，８１５，１００円 馬単： １８４，２５１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ５７，６５８，６００円

３連複： ２１６，２４０，３００円 ３連単： ５６７，１７４，２００円 計： １，４８０，６７８，４００円

払 戻 金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １６０円 � ４８０円 � ６５０円 枠 連（２－４） １，１５０円

普通馬連 �� ３，２３０円 馬 単 �� ５，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０９０円 �� １，９００円 �� ３，１９０円

３ 連 複 ��� ２１，３１０円 ３ 連 単 ��� ８４，７５０円

票 数

単勝票数 計 ５９８８２７ 的中 � １０５８３２（３番人気）
複勝票数 計 ６４１６５３ 的中 � １４７７５５（２番人気）� ２９５７１（６番人気）� ２０８９７（７番人気）
枠連票数 計 ６６４９１２ 的中 （２－４） ４３０３９（３番人気）
普通馬連票数 計２６４８１５１ 的中 �� ６０５９４（１２番人気）
馬単票数 計１８４２５１０ 的中 �� ２４４４６（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５７６５８６ 的中 �� １３４７７（１２番人気）�� ７４４９（１７番人気）�� ４３５４（２９番人気）
３連複票数 計２１６２４０３ 的中 ��� ７４９２（５２番人気）
３連単票数 計５６７１７４２ 的中 ��� ４９３９（１９８番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピサノパテック �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００４．１１．２８ 東京８着

２００２．１．２０生 牡５栗 母 ブレッシング 母母 ブラダマンテ ２７戦５勝 賞金 １１４，３３７，０００円
〔制裁〕 シンゲン号の騎手安藤光彰は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。



１１０５９ ５月５日 晴 良 （１９東京２）第５日 第１１競走 ��２，０００�プリンシパルステークス
発走１５時４０分 （芝・左）（ダービートライアル）

３歳；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００円
付 加 賞 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．０
１：５６．４

良

良

４４ � ゴールデンダリア 牡３栗 ５６ 柴田 善臣田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４６０－ ４１：５９．６ ２．１�

６９ プラテアード 牡３芦 ５６ 北村 宏司 �キャロットファーム 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ５０２－１０１：５９．９１� １１．３�
８１３� コマンドールクロス 牡３青鹿５６ 田中 博康 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 早来 ノーザンファーム ４４０± ０２：００．２１� ７２．３�
３３ � キングオブチャド 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �社台レースホース河野 通文 千歳 社台ファーム B５３０＋ ４ 〃 クビ １１．７�
５７ � ニュービギニング 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹金子真人ホール

ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４３６± ０ 〃 ハナ ４．７�
８１２� ビ ン チ ェ ロ 牡３黒鹿５６ 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４５２－ ６２：００．３ハナ＋� ２６．３	
７１０ スクリーンヒーロー 牡３栗 ５６ 蛯名 正義吉田 照哉氏 矢野 進 千歳 社台ファーム ４６４± ０２：００．４� １９．７

２２ �� フサイチジュエル 牡３青 ５６ 田中 勝春関口 房朗氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８８＋ ４２：００．５クビ ７．６�
５６ � トップウィーク 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰横瀬 兼二氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５３４－ ６２：００．７１� １８．６�
７１１� ケイアイハイタイド 牡３青 ５６ 小林 淳一亀田 守弘氏 柴崎 勇 静内 大滝 康晴 ４９０＋ ４ 〃 同着 １１０．２
４５ � マイネルランページ 牡３芦 ５６ 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 門別 小屋畑 和久 ４６６－ ４ 〃 クビ １１１．２�
１１ ウエイクアイランド 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム ４８４－ ４ （降着） １９．５�
６８ � グレインアート 牡３鹿 ５６ 横山 典弘 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９４－ ８２：０６．１大差 ３１．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ８１，５５７，１００円 複勝： ８５，８０１，０００円 枠連： ９３，１２４，９００円

普通馬連： ５０２，５０８，３００円 馬単： ３０８，５８０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ９３，６６０，７００円

３連複： ３９６，６４５，７００円 ３連単： ９４６，７５１，５００円 計： ２，５０８，６３０，０００円

払 戻 金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １２０円 � ２５０円 � １，１４０円 枠 連（４－６） ７３０円

普通馬連 �� １，０００円 馬 単 �� １，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� ２，７９０円 �� ５，４５０円

３ 連 複 ��� ２０，９５０円 ３ 連 単 ��� ６９，０４０円

票 数

単勝票数 計 ８１５５７１ 的中 � ３１２３８１（１番人気）
複勝票数 計 ８５８０１０ 的中 � ２９４８０９（１番人気）� ７４７２３（４番人気）� １２４１７（１１番人気）
枠連票数 計 ９３１２４９ 的中 （４－６） ９５１１４（２番人気）
普通馬連票数 計５０２５０８３ 的中 �� ３７３５３６（３番人気）
馬単票数 計３０８５８０８ 的中 �� １５８２５７（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９３６６０７ 的中 �� ５４６９９（３番人気）�� ７９００（３６番人気）�� ３９８８（５３番人気）
３連複票数 計３９６６４５７ 的中 ��� １３９７９（６６番人気）
３連単票数 計９４６７５１５ 的中 ��� １０１２１（２０８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．３―３６．１―４７．６―１：００．３―１：１２．９―１：２５．０―１：３６．２―１：４７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．７―３F３４．６

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

勝馬の
紹 介

�ゴールデンダリア �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００７．１．２１ 中山３着

２００４．５．４生 牡３栗 母 ナイストレビアン 母母 クリスタルガーデン ５戦３勝 賞金 ３９，２６５，０００円
〔降着〕 ウエイクアイランド号は，６位〔タイム２分００秒２，着差ハナ〕に入線したが，決勝線手前で急に内側に斜行して

「キングオブチャド」号，「フサイチジュエル」号および「マイネルランページ」号の走行を妨害したため１２着に降着。
〔制裁〕 ウエイクアイランド号の騎手柴山雄一は，決勝線手前で急に内側に斜行したことについて平成１９年５月１２日から平成１９年

５月２０日まで騎乗停止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グレインアート号は，平成１９年６月５日まで平地競走に出走できない。
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりゴールデンダリア号・プラテアード号は，東京優駿（JpnⅠ）競走に優先出走できる。



１１０６０ ５月５日 晴 良 （１９東京２）第５日 第１２競走 ��１，３００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時１５分 （ダート・左）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

３５ エンドレスビジネス 牝４栗 ５５ 田中 勝春吉田 千津氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４６６＋ ２１：１８．１ ３．３�

６１１ トレトレジョリ 牝７鹿 ５５ 吉田 豊��昭牧場 斎藤 誠 三石 三石川上牧場 ５３６＋ ２１：１８．３１� ３５．５�
１２ � ヤマノルドルフ 牡６栗 ５７

５４ ▲田中 博康澤村 敏雄氏 相沢 郁 様似 北澤 正則 B５６６＋ ６１：１８．８３ ８．７�
８１６ プライベートエリア 牡６黒鹿５７ 北村 宏司臼田 浩義氏 宗像 義忠 門別 日高大洋牧場 ４８６－ ６ 〃 クビ ３７．６�
４７ プリンコックス 牡７鹿 ５７ 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 沢 峰次 浦河 上田 精三 ４９４－ ４１：１８．９クビ ８．０�
５９ ゼンノエキスプレス 牡５栗 ５７ 小林 淳一大迫久美子氏 土田 稔 静内 カタオカステーブル ４８６＋２２ 〃 ハナ ４２．８�
６１２ アーマメント 牡５栗 ５７ 蛯名 正義ロイヤルファーム� 国枝 栄 鵡川 ロイヤルファーム ５２０－ ２ 〃 クビ １３．５	
４８ グリーンアラモード 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一 
グリーンファーム 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ５５６－ ２１：１９．１１ ２．５�
２３ ガ イ ヤ ー ル 牝６芦 ５５ 横山 義行 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 門別 豊洋牧場 ４５４－１２１：１９．２� １９３．５�
１１ ロードウィズダム 牡５鹿 ５７ 小牧 太 
ロードホースクラブ 高木 登 森 笹川大晃牧場 ４８６± ０１：１９．３� ５９．３
５１０� ニシノゴードン 牡７鹿 ５７ 田中 剛西山 茂行氏 小桧山 悟 鵡川 西山牧場 ４５０－ ４ 〃 クビ １６１．３�
７１３ ロングチェイサー 牡７鹿 ５７ 大庭 和弥永井 廣司氏 嶋田 功 三石 大塚牧場 ５３０＋ ８１：１９．４� ３３３．３�
７１４ トワイニングイモン 牡５鹿 ５７ 南田 雅昭井門 敏雄氏 南田美知雄 浦河 富田牧場 ４５０－ ６１：１９．６１� ５０．９�
８１５ カフェリバティー 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣西川 光一氏 松山 康久 早来 ノーザンファーム ５２０－ ８１：１９．７クビ １１．４�
２４ フジマサビューティ 牝５芦 ５５ 安藤 光彰藤原 正一氏 菊川 正達 門別 シンコーファーム ４６４＋ ２ 〃 クビ ４３．８�
３６ � リネンセブン 	７鹿 ５７ 石神 深一戸山 光男氏 南田美知雄 門別 森永ファーム ５２４＋１０１：１９．８� ３０９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４３，７７０，３００円 複勝： ４８，３８２，１００円 枠連： ６１，３１２，２００円

普通馬連： ２２３，１０３，６００円 馬単： １５４，５９９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，８９７，６００円

３連複： １９３，２０５，２００円 ３連単： ４９１，７８９，２００円 計： １，２６７，０５９，８００円

払 戻 金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １８０円 � ７３０円 � ２５０円 枠 連（３－６） １，８９０円

普通馬連 �� ５，９６０円 馬 単 �� ９，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８６０円 �� ６３０円 �� ２，７３０円

３ 連 複 ��� １２，８１０円 ３ 連 単 ��� ８４，１４０円

票 数

単勝票数 計 ４３７７０３ 的中 � １０６１４２（２番人気）
複勝票数 計 ４８３８２１ 的中 � ８７３６８（２番人気）� １３７０４（７番人気）� ５１５６６（３番人気）
枠連票数 計 ６１３１２２ 的中 （３－６） ２４０１６（８番人気）
普通馬連票数 計２２３１０３６ 的中 �� ２７６５０（１８番人気）
馬単票数 計１５４５９９６ 的中 �� １２３６７（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５０８９７６ 的中 �� ６５９２（１９番人気）�� ２１４１８（６番人気）�� ４４２０（２７番人気）
３連複票数 計１９３２０５２ 的中 ��� １１１３５（４０番人気）
３連単票数 計４９１７８９２ 的中 ��� ４３１４（２２３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
６．９―１８．２―２９．７―４１．７―５３．３―１：０５．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エンドレスビジネス �
�
父 エンドスウィープ �

�
母父 Danzig デビュー ２００６．８．２０ 新潟１着

２００３．３．２６生 牝４栗 母 ベンチャービジネス 母母 Strategic Maneuver ７戦３勝 賞金 ３１，２００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時２０分に変更。
〔発走状況〕 グリーンアラモード号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔調教再審査〕 グリーンアラモード号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 キャンディッド号・キョウエイシンファ号・ジョウテンロマン号・チョウカイキセキ号・ブルーチェイサー号



（１９東京２）第５日 ５月５日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７２頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２１４，９９０，０００円
４，２００，０００円
１５，８８０，０００円
６６０，０００円
１，７２０，０００円
２２，９６０，０００円
６２，０６２，０００円
５，１２０，８００円
１，７３７，２００円

勝馬投票券売得金
４１６，５６９，２００円
４３７，４０４，１００円
５１８，６９２，０００円
２，０６３，７８８，０００円
１，６２２，６６４，８００円
４６３，２２２，５００円
２，０３８，５６８，４００円
２，３９０，１６４，６００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ９，９５１，０７３，６００円

総入場人員 ６５，４１８名 （有料入場人員 ６１，８２５名）




