
１１０８５ ５月１３日 曇 良 （１９東京２）第８日 第１競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１０時０５分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

８１６ ラインジュエル 牝３芦 ５４ 田中 勝春大澤 繁昌氏 根本 康広 静内 塚田 達明 ４５４＋１４１：３９．７ １８．９�

４８ � グランドアワード 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝�グランド牧場 二本柳俊一 静内 グランド牧場 ４８２＋１２１：３９．９１� ２．７�
７１４ クロフネマンボ 牝３芦 ５４ 江田 照男白井 繁夫氏 松永 康利 三石 ヒサイファーム B５４２＋ ２１：４０．０� ２．６�
６１１�� コスモライゼン 牝３栗 ５４ 岩田 康誠 �ビッグレッドファーム 加賀 武見 門別 千葉飯田牧場 ４６０＋１２１：４０．２１ ５．４�
８１５� ピンクキャンドル 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 堀 宣行 早来 ノーザンファーム ４１４＋１２１：４０．４１ １３．２�
５９ � マキノステラ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一小川 敏夫氏 �田 研二 門別 川島 貞二 ４５８－ ４１：４１．０３� １０８．６	
２４ � オチャメデヒア 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義玉井 宏和氏 蛯名 信広 浦河 笹島 政信 ４８４＋ ８１：４１．６３� ２３．０

２３ マイダーリング 牝３鹿 ５４ 小牧 太堀越 毅一氏 相沢 郁 千葉（有）下河辺トレー

ニングセンター ４６８－ ２１：４１．７� ７６．７�
４７ ボストンエンプレス 牝３芦 ５４ 北村 宏司ボストンホース� 嶋田 功 三石 嶋田牧場 ４５２＋ ６１：４１．９１� ３６０．５
７１３ コスモトロン 牝３黒鹿５４ 小林 淳一�� 義�氏 斎藤 宏 平取 高橋 啓 ４７６－ ８１：４２．１１� ２０９．７�
１１ � スガノロイヤル 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹菅原光太郎氏 笹倉 武久 三石 田上 稔 ４３６＋１４１：４２．３１� ２６４．２�
６１２ トオノギャル 牝３鹿 ５４ 内田 博幸�グランド牧場 平井 雄二 静内 グランド牧場 ４２２－１８１：４２．５１� ２３．１�

（大井）

１２ マツノミドリ 牝３栗 ５４
５２ △中村 将之橘 倍男氏 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４１８－ ４１：４２．７１� ３５７．２�

３６ � アイアムラブリー 牝３鹿 ５４ 松岡 正海堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４６８－ ２１：４３．１２� ２８．３�
５１０ タケデンブロンド 牝３鹿 ５４ 武士沢友治武市 進吾氏 斎藤 誠 浦河 安藤牧場 ４２０－ ６１：４４．０５ ５９６．７�
３５ � フ ジ マ リ ア 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二藤田 達男氏 中野 栄治 新冠 佐藤 信広 ４３２＋１２１：４５．３８ ４７．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，２１７，０００円 複勝： ２３，６０５，６００円 枠連： ２７，４３４，２００円

普通馬連： ８８，２５８，５００円 馬単： ８１，２５４，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，５７５，６００円

３連複： １１０，２５３，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３７３，５９８，２００円

払 戻 金

単 勝 � １，８９０円 複 勝 � ３２０円 � １２０円 � １２０円 枠 連（４－８） ９５０円

普通馬連 �� １，６４０円 馬 単 �� ５，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６６０円 �� ６２０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� １，４４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０２１７０ 的中 � ８４４４（５番人気）
複勝票数 計 ２３６０５６ 的中 � １１４６８（６番人気）� ６３０９０（２番人気）� ６４１３５（１番人気）
枠連票数 計 ２７４３４２ 的中 （４－８） ２１４６６（４番人気）
普通馬連票数 計 ８８２５８５ 的中 �� ３９８１６（４番人気）
馬単票数 計 ８１２５４０ 的中 �� １１２１８（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２５７５６ 的中 �� ７４１９（５番人気）�� ８０１４（４番人気）�� ３５２９４（１番人気）
３連複票数 計１１０２５３３ 的中 ��� ５６６７３（２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．６―１２．９―１３．１―１２．８―１２．５―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．８―３５．４―４８．３―１：０１．４―１：１４．２―１：２６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラインジュエル �
�
父 タバスコキャット �

�
母父 Black Tie Affair デビュー ２００６．１１．１２ 東京９着

２００４．３．１生 牝３芦 母 ダンツナイキ 母母 A Stark Is Born ８戦１勝 賞金 ８，２５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フジマリア号は，平成１９年６月１３日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 タケデンブロンド号は，平成１９年６月１３日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ラブリーシャイン号
※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。



１１０８６ ５月１３日 曇 良 （１９東京２）第８日 第２競走 ��
��１，４００�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

１：２２．４
１：２１．９

稍重

重

３４ ダイレクトパス 牡３青鹿５６ 内田 博幸渡邊 隆氏 尾形 充弘 新冠 村本牧場 ４４４＋１０１：２６．６ ２．５�
（大井）

７１３� トウショウツアラー 牡３鹿 ５６ 小牧 太トウショウ産業� 土田 稔 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４８６＋１４１：２７．０２� ４．４�

５８ テンエイルンルン 牝３栗 ５４ 福永 祐一熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人
熊坂開発 ４６０± ０１：２７．４２� ８０．２�

７１２� マーシャルソング 牡３鹿 ５６ 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 米
Ramona S. Bass
& Arthur A.
Seeligson III

４７８＋ ６ 〃 クビ ３．０�
３５ � メジロラスタバン 牡３黒鹿５６ 吉田 豊�メジロ牧場 高木 登 洞爺 メジロ牧場 ４４４－ ３１：２７．９３ １０２．６�
１１ ザドリームキング 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝平本 敏夫氏 根本 康広 新冠 川上牧場 ４７６＋ ６ 〃 ハナ １０．４	
６１１� サクラヴェローチェ 	３鹿 ５６ 伊藤 直人�さくらコマース伊藤 圭三 静内 新和牧場 B４３８－１４１：２８．３２� １７９．０

４７ � ハイフェイム 牡３芦 ５６ 田中 勝春 �社台レースホース河野 通文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４９２－ ８１：２８．４� １８．１�
４６ ガ オ ウ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治井上 徹郎氏 嶋田 功 新冠 村田牧場 ４４６＋１２１：２８．７２ ３０５．３�
８１４� ダ ル マ 牡３鹿 ５６

５４ △中村 将之幅田 昌伸氏 白井 寿昭 米 Pat Holden ４６４－ ４１：２８．８
 ４６．７
２３ ザライオンヒート 牡３栗 ５６ 蛯名 正義藤田与志男氏 水野 貴広 門別 天羽 禮治 ４９８＋ ２ 〃 クビ ２５．２�
２２ テンジンリュウセー 	３鹿 ５６ 江田 照男�テンジン 矢野 照正 静内 見上牧場 ４６４ ―１：２９．４３� ６０．６�
５９ � サチノマイターン 牡３青鹿 ５６

５３ ▲千葉 直人佐藤 幸彦氏 平井 雄二 門別 貞廣牧場 ４３２＋ ２１：２９．７１
 ５６７．１�
６１０� ジャンピングスター 牡３鹿 ５６ 五十嵐雄祐広田 健司氏 浅野洋一郎 門別 山際 辰夫 ４６２ ―１：３０．３３� １８５．０�
８１５� シルクアイオロス 牡３黒鹿５６ 北村 宏司有限会社シルク上原 博之 門別 ヤナガワ牧場 ５１２ ―１：３４．３大差 ４２．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，７３１，４００円 複勝： ２０，８６７，９００円 枠連： ２６，６３７，６００円

普通馬連： ８２，６６７，１００円 馬単： ７７，６７１，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，８４３，５００円

３連複： ９５，５９１，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３４７，０１０，８００円

払 戻 金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � ７４０円 枠 連（３－７） ２４０円

普通馬連 �� ５７０円 馬 単 �� １，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� １，８５０円 �� ２，１３０円

３ 連 複 ��� ７，１１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１７３１４ 的中 � ７０６１８（１番人気）
複勝票数 計 ２０８６７９ 的中 � ５７３３６（１番人気）� ４２９７４（２番人気）� ４４２２（９番人気）
枠連票数 計 ２６６３７６ 的中 （３－７） ８４７１０（１番人気）
普通馬連票数 計 ８２６６７１ 的中 �� １０７９７９（２番人気）
馬単票数 計 ７７６７１６ 的中 �� ５３０７１（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１８４３５ 的中 �� ２１９３４（３番人気）�� ２６５８（１８番人気）�� ２２９２（２３番人気）
３連複票数 計 ９５５９１７ 的中 ��� ９９２６（２３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２４．１―３６．５―４９．２―１：０１．５―１：１３．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイレクトパス �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．１２．３ 中山９着

２００４．３．７生 牡３青鹿 母 オールディーズ 母母 トウコウダンサー ７戦１勝 賞金 ９，６５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シルクアイオロス号は，平成１９年６月１３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。



１１０８７ ５月１３日 曇 良 （１９東京２）第８日 第３競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１１時００分 （芝・左）

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

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

１１ � トーセンイマジゲン 牡３栗 ５６ 蛯名 正義島川 �哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４９４ ―１：３４．４ ５．７�

２２ � デュポンサークル 牝３鹿 ５４ 田中 勝春渡邊 隆氏 古賀 慎明 英 T. Watanabe ４０４ ―１：３４．７２ １１６．９�
３３ � ライブコンサート 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠清水 一功氏 白井 寿昭 愛 Mrs J.

Chandris ４８４＋１２１：３４．８� １７．１�
７１２�	 ワキノパワー 牡３鹿 ５６ 松岡 正海脇山 良之氏 萩原 清 門別 下河辺牧場 ４３６＋ ６ 〃 ハナ ５．４�
６１０� ゴールドジェット 牡３青鹿５６ 藤田 伸二居城 要氏 成島 英春 新冠 北勝ファーム ４６６－ ２１：３５．７５ １７１．２�
４５ � サトノアマゾネス 牝３鹿 ５４ 武 豊里見 治氏 藤沢 和雄 愛 Quay

Bloodstock ５５６－ ４１：３５．８� １．６�
８１４� ローレルスマッシュ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲千葉 直人 	ローレルレーシング 高橋 義博 門別 ファニーフレンズファーム ４６６－ ２１：３５．９
 ２０．５

８１３� ブライティアエルフ 牝３芦 ５４ 内田 博幸小林 昌志氏 和田 正道 平取 コアレススタッド ４６６＋ ４１：３６．１１� ７０．９�

（大井）

５８ � リバーアンダルシア 牡３栗 ５６ 郷原 洋司河越 武治氏 郷原 洋行 門別 丹羽牧場 ４８２± ０１：３６．５２� ４１．９�
４６ � キャプテンロック 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己首藤 徳氏 小島 太 早来 ノーザンファーム ４９２＋ ６ 〃 クビ １０．３
６９ � コパノライジン �３黒鹿 ５６

５４ △中村 将之小林 祥晃氏 上原 博之 門別 ヤナガワ牧場 ４１６± ０１：３７．０３ ４１２．４�
５７ � マイグッドフェロー 牡３鹿 ５６ 江田 照男小野 博郷氏 浅野洋一郎 門別 山際 辰夫 ４４４－ ４１：３７．５３ １０６．９�
７１１	 ニューチャプター 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝田中 昇氏 武藤 善則 様似 中村 俊紀 ５５４ ―１：３８．１３� １８２．９�
３４ マイティーモア 牡３栗 ５６ 北村 宏司竹内 昭二氏 佐藤 全弘 三石 本桐牧場 ４７２＋１２１：３８．９５ ２８８．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３１，５５３，７００円 複勝： ２９，０３８，０００円 枠連： ２６，５１０，９００円

普通馬連： １０６，６５７，１００円 馬単： １３１，８３７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，３０３，２００円

３連複： １３１，６３４，２００円 ３連単： 発売なし 計： ４８９，５３４，２００円

払 戻 金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２７０円 � １，９１０円 � ５１０円 枠 連（１－２） １３，２５０円

普通馬連 �� １５，６１０円 馬 単 �� ３０，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，５００円 �� １，５８０円 �� ８，６７０円

３ 連 複 ��� ３７，８１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３１５５３７ 的中 � ４３６２２（３番人気）
複勝票数 計 ２９０３８０ 的中 � ３３８９５（３番人気）� ３４７２（１１番人気）� １４６９７（６番人気）
枠連票数 計 ２６５１０９ 的中 （１－２） １４７７（２１番人気）
普通馬連票数 計１０６６５７１ 的中 �� ５０４３（２６番人気）
馬単票数 計１３１８３７１ 的中 �� ３１８６（５０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２３０３２ 的中 �� １７５３（３０番人気）�� ５１８２（１４番人気）�� ９０３（４６番人気）
３連複票数 計１３１６３４２ 的中 ��� ２５７０（７２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．４―３４．７―４６．３―５８．３―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４F４８．１―３F３６．１
３ ・（７，６）－（５，１３）１４（２，１０）－（３，１２）８－（１，９）－（４，１１） ４ ・（７，６）－（５，１３）－２（１４，１０）１２（３，８）－（１，９）＝１１－４

勝馬の
紹 介

�トーセンイマジゲン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ノーザンテースト 初出走

２００４．５．４生 牡３栗 母 サワヤカプリンセス 母母 スコツチプリンセス １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔騎手変更〕 ローレルスマッシュ号の騎手大庭和弥は，騎乗停止のため千葉直人に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイティーモア号は，平成１９年６月１３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。



１１０８８ ５月１３日 曇 良 （１９東京２）第８日 第４競走 ��
��２，０００�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

１：５８．０
１：５６．４

良

良

７１３� ハリーアップ 牡３芦 ５６
５３ ▲小島 太一首藤 徳氏 小島 太 浦河 小池 博幸 ４７４± ０２：０２．１ １２．９�

５９ �� グランデスピリッツ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義増田 雄一氏 小西 一男 平取 北島牧場 ４４６± ０２：０２．３１� １６６．７�
３６ � ビターオレンジ 牝３栗 ５４ 松岡 正海 �社台レースホース萩原 清 千歳 社台ファーム ４５０－ ４２：０２．４クビ ２．０�
８１６� オーバーカムオール 牡３黒鹿５６ 北村 宏司河村 祥史氏 古賀 慎明 三石 飯岡牧場 ４９２± ０ 〃 アタマ ７．５�
１１ グランドメロー 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣�グランド牧場 �田 研二 静内 グランド牧場 ４８８＋ ４２：０２．８２	 ８．６�
３５ リンガスビート 牡３鹿 ５６ 田中 勝春伊藤 巖氏 水野 貴広 静内 服部 牧場 ４８０＋ ６２：０２．９	 ２５．９	
８１５� エドノエスポワール 牡３鹿 ５６ 吉田 豊遠藤 喜松氏 高橋 義博 三石 沖田 忠幸 ４７８－ ４ 〃 ハナ ４４．５

４７ � オウシュウヘイロー 牡３鹿 ５６ 小林 淳一西村 專次氏 杉浦 宏昭 浦河 村下 清志 ４５２－ ２ 〃 クビ ８２．７�
１２ マイネルオークベイ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム ４６２＋ ２２：０３．１１	 ３６．６
７１４� クラッカージャック 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠齊藤四方司氏 土田 稔 門別 下河辺牧場 B４７０－ ８２：０３．２	 ３．８�
２４ � マドリードシチー 牡３栗 ５６ 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 中野渡清一 浦河 上山牧場 ４４０－ ６２：０３．９４ ６８．７�
６１１ クリノムーヴオペラ 牝３栗 ５４ 内田 博幸栗本 博晴氏 内藤 一雄 浦河 高松牧場 ４１０＋ ２２：０４．０
 ４１．８�

（大井）

４８ テンジンカズトヨ 牡３黒鹿５６ 江田 照男�テンジン 矢野 照正 新冠 川島牧場 B４５８± ０２：０４．２１� １７８．１�
５１０� ダニエルシチー 牡３青鹿５６ 秋山真一郎 �友駿ホースクラブ 加賀 武見 門別 幾千世牧場 ４８４－ ４２：０４．９４ ２４０．３�
６１２ メジロホマム 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹�メジロ牧場 高橋 裕 洞爺 メジロ牧場 B４６８－ ２２：０５．５３	 ２３３．１�

（１５頭）
２３ トウショウデューク 牡３鹿 ５６ 伊藤 直人トウショウ産業� 小林 常泰 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２６，５２３，１００円 複勝： ２８，５７８，１００円 枠連： ２９，８７４，８００円

普通馬連： １０１，７８９，３００円 馬単： １０５，００９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，７８１，０００円

３連複： １１９，７９０，１００円 ３連単： 発売なし 計： ４４０，３４６，０００円

払 戻 金

単 勝 � １，２９０円 複 勝 � ２６０円 � １，８５０円 � １２０円 枠 連（５－７） ８，５６０円

普通馬連 �� ６７，３８０円 馬 単 �� １２９，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １０，１５０円 �� ４９０円 �� ３，３３０円

３ 連 複 ��� ２９，５２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６５２３１ 的中 � １６２９７（５番人気）
複勝票数 計 ２８５７８１ 的中 � ２２８５０（５番人気）� ２３１８（１３番人気）� １１３１１４（１番人気）
枠連票数 計 ２９８７４８ 的中 （５－７） ２５７８（１８番人気）
普通馬連票数 計１０１７８９３ 的中 �� １１１５（６３番人気）
馬単票数 計１０５００９６ 的中 �� ５９８（１１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８７８１０ 的中 �� ６５７（５６番人気）�� １６１９５（４番人気）�� ２０３７（３０番人気）
３連複票数 計１１９７９０１ 的中 ��� ２９９５（６９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．６―３６．２―４８．３―１：０１．２―１：１４．０―１：２６．８―１：３８．５―１：５０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．３

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

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

�ハリーアップ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー ２００７．４．２２ 東京６着

２００４．５．１３生 牡３芦 母 ロ ー リ エ 母母 ナカミシュンラン ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔出走取消〕 トウショウデューク号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 ハリーアップ号の騎手小島太一は，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１００，０００円。
〔３走成績による出走制限〕 メジロホマム号は，平成１９年６月１３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。



１１０８９ ５月１３日 曇 良 （１９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

８１６� トーセンセイント 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹島川 �哉氏 柴崎 勇 静内 増本牧場 ４９０＋ ４１：１９．１ １３．９�

４８ � ミキノモナコ 牝３栗 ５４ 武士沢友治谷口 久和氏 保田 一隆 三石 久米 和夫 ４４４＋ ２１：１９．２クビ １０．６�
４７ � セイコースペシャル 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣竹國 弘氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ４７０－１４１：１９．４１ ３．１�
２３ カラベルラティーナ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊 �キャロットファーム 奥平 雅士 早来 ノーザンファーム ４１８± ０１：１９．５� ３．６�
６１１� ノーリプライ 牡３芦 ５６ 横山 典弘�瀬 真尚氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４７８－ ４１：１９．６� ５．４�
３５ ベルモントエアロ 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �ベルモントファーム 小西 一男 新冠 ベルモント

ファーム ４６８± ０１：１９．９２ ６．５	
（大井）

１２ スキャットナンバー 牝３鹿 ５４
５１ ▲千葉 直人富岡 喜平氏 佐藤 全弘 静内 富岡 廣光 ４３４－ ４１：２０．４３ ３８８．９


７１４� アポロサーカス 牡３栗 ５６ 田中 勝春アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新冠 カミイスタット ４８８－ ２１：２０．７１� ４３．７�
２４ メイキンマジック 牡３青鹿５６ 藤田 伸二加藤 愼一氏 石毛 善彦 浦河 大柳ファーム ５１０＋ ８ 〃 ハナ １８．８�
８１５ マロンラッシュ 牝３栗 ５４ 秋山真一郎ディアレスト 加賀 武見 平取 船越 伸也 ４３０－ ４１：２１．３３� １４９．９
１１ ウイニングスコアー �３鹿 ５６ 佐藤 哲三古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 イシダファーム ４４６－２６１：２１．５１	 １０３．３�
６１２
 キープザチェンジ 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太泉 俊二氏 水野 貴広 門別 富川牧場 ４３０± ０１：２１．６クビ ５２７．７�
５１０
 トミケンワイズ 牡３黒鹿５６ 川島 信二冨樫 賢二氏 加藤 和宏 浦河 木戸口牧場 ４８６＋ ８１：２１．９２ ２２２．９�
５９ エースハーバー 牝３黒鹿５４ 松岡 正海新川 敏弘氏 松山 康久 門別 里深 牧場 ４６６± ０１：２２．２２ ３９．０�
７１３ オ ー デ ン セ 牡３栗 ５６ 江田 照男栗坂 崇氏 沢 峰次 門別 中川牧場 ４６０＋ ２１：２２．８３� ４９．８�
３６ 
 セ ー リ ア 牝３栗 ５４ 小林 淳一岡田 隆寛氏 武市 康男 静内 岡田牧場 ４１６－ ２１：２３．０１� ３６４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，７７３，２００円 複勝： ２９，１１７，２００円 枠連： ３０，９９４，２００円

普通馬連： １０８，２７０，８００円 馬単： ９５，７６７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，５６４，１００円

３連複： １２１，５９４，９００円 ３連単： 発売なし 計： ４４０，０８１，５００円

払 戻 金

単 勝 � １，３９０円 複 勝 � ３１０円 � ２８０円 � １６０円 枠 連（４－８） １，０１０円

普通馬連 �� ４，９６０円 馬 単 �� １０，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４２０円 �� ６００円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ３，５２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４７７３２ 的中 � １４１４４（６番人気）
複勝票数 計 ２９１１７２ 的中 � ２１３７２（６番人気）� ２４８８６（５番人気）� ６００８３（１番人気）
枠連票数 計 ３０９９４２ 的中 （４－８） ２２６８５（４番人気）
普通馬連票数 計１０８２７０８ 的中 �� １６１１１（１９番人気）
馬単票数 計 ９５７６７１ 的中 �� ６９２１（３８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９５６４１ 的中 �� ４７２５（１８番人気）�� １２２５４（７番人気）�� ２１０４１（３番人気）
３連複票数 計１２１５９４９ 的中 ��� ２５５１７（１１番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
６．９―１８．０―２９．８―４２．０―５４．３―１：０６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�トーセンセイント �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Crafty Prospector デビュー ２００６．７．３０ 新潟１８着

２００４．４．１３生 牡３鹿 母 クラッシーマダム 母母 Soho Sunday ７戦２勝 賞金 １７，９００，０００円
※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 マコトジンライ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１０９０ ５月１３日 曇 良 （１９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

３４ クランエンブレム 牡３鹿 ５６ 武 豊 �サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４９６＋ ８１：３４．８ ５．８�

８１３�� ダノンマッハ 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二�ダノックス 戸田 博文 千歳 社台ファーム B５０４－ ２１：３４．９� ２．７�
１１ �� マイネルグラシュー 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 浦河 �桁牧場 ４６２± ０１：３５．１１	 ３６．１�
８１４� コウヨウアイリーン 牝３黒鹿５４ 吉田 豊寺内 正光氏 山田 要一 浦河 谷川牧場 ４８２－ ６１：３５．２
 ５５．５�
６１０ キタノリューオー 牡３栗 ５６ 北村 宏司穴澤 正氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム ５２２－ ４１：３５．４１	 ９．１	
６９ � マックスバラード 牡３鹿 ５６ 横山 典弘田所 英子氏 伊藤 正徳 愛 Barronstown Stud

and Orpendale ４８８＋ ６ 〃 クビ ３．６

５７ � エーシンパーティー 牝３黒鹿５４ 小林 淳一平井 宏承氏 畠山 吉宏 米 Winches-

ter Farm ４５０＋ ６１：３５．６１	 １２３．０�
４５ アイアムポセイドン 牡３栗 ５６ 松岡 正海堀 紘一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４８８± ０１：３５．８１	 １７．７�
４６ � コアレスレーサー 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝小林 昌志氏 成島 英春 平取 高橋 幸男 ５０４± ０１：３５．９� ３４．２
７１２�� キングオブロマネ 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣嶋田 賢氏 本郷 一彦 早来 ノーザンファーム ４９４－ ４ 〃 ハナ １８．１�
５８ � ユウターヴェール 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義上山 利広氏 国枝 栄 新冠 中本牧場 ４６４－ ６１：３６．１１	 １４．１�
３３ � シュウザンゴールド 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠平 光良氏 増沢 末夫 新冠 ハシモトフアーム ４６８＋ ２１：３６．２� ２７．９�
２２ �� マイネルハーバード 牡３栗 ５６ 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 伊達 宮井 孝典 ４４２－ ２１：３６．９４ ９６．８�
７１１� ボールドゲーリー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸北村 守彦氏 出川 龍一 青森 北村牧場 ４６０－ ２１：３７．０
 ２５１．０�

（船橋） （大井）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３４，４６２，５００円 複勝： ４０，７６５，４００円 枠連： ３６，５７５，０００円

普通馬連： １３８，５２２，６００円 馬単： １１４，０５０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，６５６，８００円

３連複： １５０，５４４，９００円 ３連単： 発売なし 計： ５４８，５７７，５００円

払 戻 金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２３０円 � １６０円 � ７１０円 枠 連（３－８） ６５０円

普通馬連 �� １，２３０円 馬 単 �� ２，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６００円 �� ２，５１０円 �� １，４６０円

３ 連 複 ��� ８，２７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３４４６２５ 的中 � ４７６０５（３番人気）
複勝票数 計 ４０７６５４ 的中 � ４５６２０（３番人気）� ９０７０２（２番人気）� １１２６６（１０番人気）
枠連票数 計 ３６５７５０ 的中 （３－８） ４１７４６（２番人気）
普通馬連票数 計１３８５２２６ 的中 �� ８３３５８（２番人気）
馬単票数 計１１４０５０３ 的中 �� ３０９５０（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３６５６８ 的中 �� １４８３６（３番人気）�� ３１６１（３１番人気）�� ５５６１（１６番人気）
３連複票数 計１５０５４４９ 的中 ��� １３４４０（２７番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．９―１１．８―１２．５―１２．６―１１．０―１１．５―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．６―３５．４―４７．９―１：００．５―１：１１．５―１：２３．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クランエンブレム �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．１０．２９ 東京２着

２００４．２．２３生 牡３鹿 母 ア ズ サ ユ ミ 母母 ファーストクラス ６戦２勝 賞金 １９，４００，０００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。



１１０９１ ５月１３日 曇 良 （１９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）

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

３６ � テンザンモビール 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠平野 三郎氏 矢作 芳人 門別 下河辺牧場 ４８６± ０１：３７．８ ３．８�

１２ � エイワンタッチ 牡５黒鹿５７ 内田 博幸荒木 誠氏 高市 圭二 門別 藤本 直弘 ５２０－ ４１：３８．２２� １２．４�
（大井）

４７ オースミナイス 牡５黒鹿 ５７
５５ △中村 将之�オースミ 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 ４８０－２２１：３８．５１� １２７．６�

５９ ニシノウラシマ 牡５鹿 ５７ 田中 剛西山 茂行氏 小桧山 悟 鵡川 西山牧場 ４７２－１６ 〃 クビ ７９．４�
２３ 	 ウイングスオブヒロ 牝５栗 ５５ 武 豊杉岡 時治氏 庄野 靖志 静内 藤原牧場 ４９０± ０１：３８．６� ７．０�
７１４ マイネルピエール 牡６芦 ５７ 藤田 伸二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 成島 英春 三石 前川 正美 ４９２± ０１：３９．１３ ３８．９�
７１３ キングアーサー 牡４鹿 ５７ 横山 典弘 	社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５４０－１０１：３９．２� ２．６

３５ � トーホウカウンター 牝４栗 ５５ 後藤 浩輝東豊物産� 戸田 博文 浦河 吉田 隆 ４６０－ ４１：３９．３� ５．４�
８１６	 ラフレシアチケット 牝５鹿 ５５ 勝浦 正樹吉田 昭一氏 鈴木 勝美 浦河 今井 秀樹 ５１８± ０１：３９．５１� ５８．４�
８１５ フジマサゴールド 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義藤原 正一氏 菊川 正達 門別 合資会社カ

ネツ牧場 ５０８－ ６１：３９．６クビ １３．７
６１２� ショウナンバラード 牝４鹿 ５５ 吉田 豊	湘南 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４７８＋ ４ 〃 クビ ５９．２�
１１ キープウイン 牡５鹿 ５７ 柄崎 将寿佐藤 明氏 柄崎 孝 浦河 本巣 敦 ４６６＋１２ 〃 アタマ ４６７．２�
５１０�	 ヘヴンリービーナス 牝４黒鹿５５ 北村 宏司吉田 勝己氏 小笠 倫弘 早来 ノーザンファーム ４６２＋ ２１：４０．２３� ９０．５�
２４ � フジヤマホーク 牡４鹿 ５７ 田中 勝春藤本 龍也氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８０－ ２１：４０．３クビ １８０．５�
４８ � スミノバンビーナ 牝４鹿 ５５ 江田 照男長井 純一氏 清水 美波 静内 岡田スタツド ４６０－ ８１：４０．５１� ７２．７�
６１１�	 グレートアドミラル 牡４黒鹿５７ 福永 祐一植田 忠司氏 嶋田 潤 浦河 小倉牧場 ５１４－ ４１：４２．１１０ ６６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，００７，８００円 複勝： ３４，７８０，４００円 枠連： ３７，２９４，７００円

普通馬連： １２９，２９５，９００円 馬単： １１２，３７１，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，５９５，７００円

３連複： １４６，５１０，９００円 ３連単： 発売なし 計： ５２３，８５７，０００円

払 戻 金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １９０円 � ３６０円 � ２，０１０円 枠 連（１－３） １，４４０円

普通馬連 �� ２，６８０円 馬 単 �� ４，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９３０円 �� ６，１００円 �� １０，７５０円

３ 連 複 ��� ８１，２４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３１００７８ 的中 � ６５６１０（２番人気）
複勝票数 計 ３４７８０４ 的中 � ６０１０１（２番人気）� ２４３９４（６番人気）� ３６０２（１３番人気）
枠連票数 計 ３７２９４７ 的中 （１－３） １９１１６（７番人気）
普通馬連票数 計１２９２９５９ 的中 �� ３５７０２（１３番人気）
馬単票数 計１１２３７１６ 的中 �� １８３３６（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２５９５７ 的中 �� ９０６４（１２番人気）�� １２８７（５２番人気）�� ７２６（７１番人気）
３連複票数 計１４６５１０９ 的中 ��� １３３１（１５７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．０―１１．５―１２．３―１２．１―１２．３―１２．６―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．７―３５．２―４７．５―５９．６―１：１１．９―１：２４．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�テンザンモビール �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 Deputy Minister デビュー ２００５．７．３０ 函館６着

２００３．２．１４生 牡４黒鹿 母 モニュメントバレー 母母 カウンティングレインボーズ ２０戦２勝 賞金 ２６，２５２，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔３走成績による出走制限〕 キープウイン号・ヘヴンリービーナス号は，平成１９年６月１３日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ブルーポラリス号
※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。



１１０９２ ５月１３日 曇 良 （１９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）

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

１：２０．０
１：１９．０

良

良

７１５ ヤクモオーカン 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹�山崎牧場 杉浦 宏昭 八雲 山崎牧場 B４６８＋ ２１：２２．５ ４５．５�

８１７ ポンテペルレ 牝５鹿 ５５ 内田 博幸 �グリーンファーム 小笠 倫弘 白老 白老ファーム ４７４＋ ２ 〃 クビ １９．５�
（大井）

３５ シンボリハレー 牡４黒鹿５７ 北村 宏司シンボリ牧場 古賀 慎明 門別 和田農林（有） ４４２－ ２１：２２．６クビ １４３．４�
６１２ マイネルグロッソ 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 門別 福山牧場 ５１６± ０１：２２．８１� ８．９�
３６ � ショウナンタイトル 牡４黒鹿５７ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４８０± ０ 〃 クビ ３．８�
５１０�� エムケイドリーム 牡４鹿 ５７ 武士沢友治小堺 正明氏 秋山 雅一 浦河 岡部牧場 ４９２－ ５ 〃 アタマ ２３．９	
４７ � ニュースブレイク 牡５黒鹿５７ 横山 典弘 �社台レースホース柴崎 勇 追分 追分ファーム ４６８＋ ４ 〃 アタマ ６．５

８１８� アサクサポインター 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝田原 慶子氏 松山 康久 浦河 近藤牧場 ４６２－ ４１：２３．０１ ４１．０�
６１１ トーセンセレニティ 牝４栗 ５５ 小牧 太島川 �哉氏 加藤 征弘 門別 三城牧場 ４３８＋ ８ 〃 クビ ５２．１
８１６ サクラオールイン 牡４黒鹿５７ 柴田 善臣�さくらコマース小島 太 静内 新和牧場 B４７０－ ２１：２３．１	 １８．８�
２３ ストームシャドウ 牡４鹿 ５７ 松岡 正海 �ユートピア牧場 菊川 正達 登別 ユートピア牧場 ４９６－ ８１：２３．４１
 １５．５�
５９ スターラビット 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４９６＋ ２１：２３．８２	 ３８．７�
７１４� イットーフレンチ 牝５鹿 ５５ 田中 勝春杉山 美惠氏 清水 美波 早来 ノーザンファーム ４６２＋ ８ 〃 クビ １１．８�
２４ � メタルビーズ 牝４黒鹿５５ 江田 照男�下河辺牧場 武藤 善則 門別 下河辺牧場 ４０８＋ ８１：２３．９クビ １９．３�
１２

�
�
� エプソムチャーム 牝４栗

５５
５２ ▲千葉 直人 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 笹倉 武久 静内 畠山牧場 ４４０＋１４ 〃 アタマ ３８８．２�
７１３ ソリッドラヴ 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義山上 和良氏 菊川 正達 浦河 江渡 繁治 ４８８＋２２ 〃 ハナ ２２．５�
４８ イブキゴルゴ 牡４栗 ５７ 池添 謙一�伊吹 昆 貢 浦河 金石牧場 ４７４＋ ２１：２４．０	 ２３．８�
１１ � コウユールビー 牝５黒鹿５５ 武 豊加治屋康雄氏 領家 政蔵 静内 武岡農場 B４７２－ ６１：２４．３１
 ５．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３１，０２８，８００円 複勝： ４１，３３０，２００円 枠連： ４８，１０６，１００円

普通馬連： １７０，９９１，９００円 馬単： １２２，７７４，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，７３０，０００円

３連複： １９９，８９５，６００円 ３連単： 発売なし 計： ６５５，８５６，７００円

払 戻 金

単 勝 � ４，５５０円 複 勝 � １，２９０円 � ６３０円 � ３，８８０円 枠 連（７－８） １，５７０円

普通馬連 �� ２６，６９０円 馬 単 �� ５６，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，９９０円 �� ２９，１７０円 �� ２４，０５０円

３ 連 複 ��� ８７２，９２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３１０２８８ 的中 � ５３８３（１５番人気）
複勝票数 計 ４１３３０２ 的中 � ８３７２（１５番人気）� １８５００（８番人気）� ２６６２（１７番人気）
枠連票数 計 ４８１０６１ 的中 （７－８） ２２６５２（５番人気）
普通馬連票数 計１７０９９１９ 的中 �� ４７２９（８３番人気）
馬単票数 計１２２７７４１ 的中 �� １６０９（１７５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１７３００ 的中 �� １４７８（８５番人気）�� ３５１（１３７番人気）�� ４２６（１３１番人気）
３連複票数 計１９９８９５６ 的中 ��� １６９（６９３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．８―３５．８―４８．０―５９．３―１：１０．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤクモオーカン �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 シンボリルドルフ デビュー ２００６．２．１２ 東京９着

２００３．３．１９生 牡４鹿 母 ヤクモサワヤカ 母母 ヤクモマジック ９戦２勝 賞金 １６，２００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 トーセンセレニティ号・エプソムチャーム号・ソリッドラヴ号は，平成１９年６月１３日まで平地競走に出走

できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 ストールンブライド号・デザートモーニング号
※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。



１１０９３ ５月１３日 曇 良 （１９東京２）第８日 第９競走 ��
��１，４００�

あ き が わ

秋 川 特 別
発走１４時２５分 （芝・左）
４歳以上，１，０００万円以下，１８．５．１３以降１９．５．６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 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

１：２０．０
１：１９．０

良

良

７１４ ウエスタンクィーン 牝５黒鹿５３ 内田 博幸西川 賢氏 尾形 充弘 静内 北西牧場 ４４０－ ２１：２１．２ ５．３�
（大井）

２３ ヤマニンエマイユ 牝４鹿 ５３ 武 豊土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４４６－ ６１：２１．４１� ８．７�
８１８ ツルマルオトメ 牝５青鹿５５ 安藤 勝己鶴田 任男氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 B４９８－ ４ 〃 ハナ ２．９�
４７ � イノセントワールド 牡６栗 ５３ 柴田 善臣 �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－ ４ 〃 クビ ２０．３�
１１ �� パートゥーアワーズ 牡５鹿 ５４ 北村 宏司吉田 和美氏 古賀 慎明 豪 Mr L Tall ４４８－ ２１：２１．５クビ １８．７�
６１１� サクセスドマーニ 牡５鹿 ５５ 岩田 康誠�嶋 哲氏 藤岡 健一 米

W. S. Farish &
Hilbert Thor-
oughbreds, Inc.

B４８６－ ４ 〃 クビ ６．７�
８１７	 キングオザー 牡５芦 ５４ 土谷 智紀斉藤 等氏 鈴木 勝美 門別 日高大洋牧場 B４３８－ ２ 〃 ハナ ３６．１	
２４ 	
 エイワジョリー 牝５黒鹿５３ 勝浦 正樹永井公太郎氏 菊川 正達 静内 山際 智 ４７４＋ ４１：２１．７１� １８．８

５９ 
 クリノビスケット 牝４鹿 ５２ 武士沢友治栗本 博晴氏 内藤 一雄 門別 三輪牧場 ４２８＋ ６１：２１．８� ３４．９�
５１０ テンイムホウ 牝５鹿 ５５ 柄崎 将寿中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ４６２± ０１：２１．９クビ ２４．７�
６１２	
 レイザストレングス 牡４鹿 ５４ 池添 謙一ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 ４３４＋ ４１：２２．０� ４７．４
８１６	 バルバレスコ 牡４鹿 ５４ 後藤 浩輝北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 ４６６± ０ 〃 クビ ４４．９�
７１３� パープルコブラ ６黒鹿５１ 川島 信二中野 銀十氏 飯田 雄三 静内 下村 繁正 ４４８－１０１：２２．１クビ １１６．１�
３５ 	 カームブレイカー 牡７栗 ５５ 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ５４４－ ４１：２２．３１� ３５．２�
３６ ダンシングオン 牡７鹿 ５６ 武 幸四郎 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４８６＋ ６ 〃 クビ ６５．１�
１２ 	 キラリダイヤモンド 牝５黒鹿５３ 藤田 伸二 �社台レースホース秋山 雅一 千歳 社台ファーム ４５４± ０１：２２．５１� １５．６�
４８ � アグネスドーン ６鹿 ５４ 田中 勝春渡辺 孝男氏 的場 均 米 Ashford Stud B４７０＋ ４１：２２．６クビ ７６．８�
７１５ サ オ ヒ メ 牝５青鹿５２ 蛯名 正義 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高木 登 伊達 メジロ牧場 ４９０＋ ２ 〃 クビ ２８．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４０，９８６，７００円 複勝： ５６，４４２，８００円 枠連： ５８，２８９，１００円

普通馬連： ２３９，４３３，６００円 馬単： １４３，９２５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ５８，３０３，５００円

３連複： ２０９，８９３，７００円 ３連単： ４６０，７２７，２００円 計： １，２６８，００２，４００円

払 戻 金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １９０円 � ２９０円 � １６０円 枠 連（２－７） １，３００円

普通馬連 �� ２，３６０円 馬 単 �� ４，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０６０円 �� ４４０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� ３，２７０円 ３ 連 単 ��� ２０，９８０円

票 数

単勝票数 計 ４０９８６７ 的中 � ６１７４６（２番人気）
複勝票数 計 ５６４４２８ 的中 � ８０７９１（２番人気）� ４２０８４（４番人気）� １１０９６１（１番人気）
枠連票数 計 ５８２８９１ 的中 （２－７） ３３３１８（５番人気）
普通馬連票数 計２３９４３３６ 的中 �� ７５０７５（５番人気）
馬単票数 計１４３９２５８ 的中 �� ２４０５０（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５８３０３５ 的中 �� １２９０２（６番人気）�� ３５５４７（１番人気）�� １８９７３（４番人気）
３連複票数 計２０９８９３７ 的中 ��� ４７４４３（３番人気）
３連単票数 計４６０７２７２ 的中 ��� １６２１３（２０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．３―３４．８―４６．６―５７．９―１：０９．０

コーナー
通過順位

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

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５黒鹿 母 ウエスタンシャープ 母母 ミュージカルラーク １６戦４勝 賞金 ４４，０５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 アナナス号・クラウニングワーク号・シュトラウス号・スーパーワシントン号・ノーザンスター号・ハイビスカス号・

フサイチバルドル号・ユーロペ号・レインボーロマンス号・ワイルドソニック号
※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。



１１０９４ ５月１３日 晴 良 （１９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歳以上，１，６００万円以下，１８．５．１３以降１９．５．６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 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０８．０
２：０５．９

良

良

８１６� ナリタプレリュード 牡５黒鹿５６ 小牧 太�オースミ 沖 芳夫 三石 鳥井牧場 ４９６＋ ４２：０９．７ ２０．４�

４８ �� スマートストリーム 牡６鹿 ５５ 横山 典弘大川 徹氏 大久保龍志 早来 ノーザンファーム ４９２－ ８２：０９．８� ９．２�
６１１ プログレスエバー 牡４鹿 ５４ 松岡 正海朝見 巌氏 宮 徹 浦河 大島牧場 ５６２± ０２：１０．２２� １１７．９�
６１２ シルクウィザード 牡４栗 ５７ 安藤 勝己有限会社シルク鮫島 一歩 門別 千葉飯田牧場 ４９２－ ２ 〃 クビ ２．２�
４７ � タカオセンチュリー 牡４栗 ５５ 北村 宏司櫻井 登氏 矢作 芳人 新冠 川上 悦夫 ４９６－ ８２：１０．４１ ８．６�
１２ 	 シルクヒーロー 牡５鹿 ５６ 武士沢友治有限会社シルク西塚 安夫 新冠 ムラカミファーム ５３４± ０ 〃 クビ ２１．９�
２３ � セフティーステージ 牡５鹿 ５５ 河北 通池田 實氏 小野 幸治 門別 沖田牧場 ４９４－ ４ 〃 アタマ １６．３	
３６ � アグネスネクタル 牡４黒鹿５７ 秋山真一郎渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ５０６－１２２：１０．５クビ ８．７

３５ マイネルトラヴェル 牡４青鹿５４ 福永 祐一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴田 光陽 新冠 ビッグレッドファーム ４６６± ０２：１０．６� ４２．３�
５９ 
 サンワードラン 牡５鹿 ５６ 後藤 浩輝古谷 敏明氏 白井 寿昭 米 Silverleaf

Farms, Inc. ５０２－ ６２：１０．８１� ４２．７�
１１ �� タガノエクリプス 牡４青 ５６ 柴田 善臣八木 良司氏 川村 禎彦 千歳 社台ファーム ５０６± ０２：１１．４３� ２３．６
７１３� グランプリスター 牡６鹿 ５５ 吉田 豊清水 貞光氏 服部 利之 門別 目黒牧場 ４７０－ ４２：１１．５� １４１．１�
２４ チーフシャトー 牡５芦 ５５ 池添 謙一円城 和男氏 境 直行 静内 マツケン農場 ４８８－ ２２：１１．６� ６５．２�
５１０
 デイフラッシュ 牡５鹿 ５６ 田中 勝春清進電設� 戸田 博文 米 Nancy C.

Shuford B５１６＋ ２２：１１．７クビ ７．９�
８１５ ヴィオラポンポーサ 牡６鹿 ５１ 江田 照男 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高木 登 静内 グランド牧場 ４６２＋１２２：１１．８� １０３．９�
７１４ マイネルテセウス 牡４鹿 ５６ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム ４６２± ０２：１３．８大差 １９．９�
（大井）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５０，６６３，０００円 複勝： ６６，３５２，５００円 枠連： ６７，９３５，４００円

普通馬連： ３１５，６９９，８００円 馬単： １９２，１７０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ６３，７０１，０００円

３連複： ２５１，６５０，８００円 ３連単： ５９４，２２３，３００円 計： １，６０２，３９６，６００円

払 戻 金

単 勝 � ２，０４０円 複 勝 � ５４０円 � ３１０円 � ３，０１０円 枠 連（４－８） ３，６５０円

普通馬連 �� ７，２８０円 馬 単 �� １６，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０３０円 �� ２２，３１０円 �� １２，３００円

３ 連 複 ��� ２５３，３７０円 ３ 連 単 ��� １，２４９，４００円

票 数

単勝票数 計 ５０６６３０ 的中 � １９５８２（８番人気）
複勝票数 計 ６６３５２５ 的中 � ３２７０５（７番人気）� ６３３５５（３番人気）� ５０９３（１４番人気）
枠連票数 計 ６７９３５４ 的中 （４－８） １３７３８（１５番人気）
普通馬連票数 計３１５６９９８ 的中 �� ３２０２６（２６番人気）
馬単票数 計１９２１７０８ 的中 �� ８５７７（６２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６３７０１０ 的中 �� ７９０１（２１番人気）�� ６９４（１０１番人気）�� １２６２（８３番人気）
３連複票数 計２５１６５０８ 的中 ��� ７３３（３４１番人気）
３連単票数 計５９４２２３３ 的中 ��� ３５１（１７８１番人気）

ハロンタイム ６．７―１０．９―１２．０―１１．９―１１．７―１２．４―１３．３―１２．９―１２．６―１２．６―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
６．７―１７．６―２９．６―４１．５―５３．２―１：０５．６―１：１８．９―１：３１．８―１：４４．４―１：５７．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ナリタプレリュード �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２００４．１２．５ 阪神３着

２００２．２．１２生 牡５黒鹿 母 ロングディライト 母母 ノーザンミンクス ２０戦５勝 賞金 ９４，４６０，０００円
※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 カブキメーク号・ダノンビクトリー号・テンカタイヘイ号・ハスフェル号・バトルハートオー号・ペルフェット号・

マイイージス号・マルブツクロス号・ワキノエクセル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１０９５ ５月１３日 晴 良 （１９東京２）第８日 第１１競走 ��
��１，６００�第２回ヴィクトリアマイル（ＪｐｎⅠ）

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 ３，８６４，０００円 １，１０４，０００円 ５５２，０００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

レースレコード

１：３２．０
１：３１．５
１：３４．０

良

良

稍重

２４ � コ イ ウ タ 牝４栃栗５５ 松岡 正海�前川企画 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４６８＋ ６１：３２．５ ６０．３�

２３ � アサヒライジング 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 ５０６－ ２１：３２．６� ３３．６�
８１６ デアリングハート 牝５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 ４３２－ ２ 〃 ハナ ３２．６�
４８ �	 キストゥヘヴン 牝４鹿 ５５ 横山 典弘吉田 和子氏 戸田 博文 門別 正和山本牧場 ４２６－ ４１：３２．８１
 ２７．３�
８１７� ジョリーダンス 牝６芦 ５５ 安藤 勝己小林 薫氏 堀 宣行 新冠 錦岡牧場 ４７８＋ ４ 〃 アタマ １６．２�
１２ ディアデラノビア 牝５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 ４４４＋ ８ 〃 ハナ １０．１�
７１４	 アドマイヤキッス 牝４栗 ５５ 武 豊近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４５０－ ８ 〃 ハナ ９．７	
６１２� ブルーメンブラット 牝４黒鹿５５ 川島 信二 �キャロットファーム 安藤 正敏 早来 ノーザンファーム ４５８± ０１：３３．１２ ９１．９

４７ スイープトウショウ 牝６鹿 ５５ 池添 謙一トウショウ産業� 鶴留 明雄 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４６２± ０１：３３．２� ４．０�
３６ � カワカミプリンセス 牝４鹿 ５５ 武 幸四郎 �三石川上牧場 西浦 勝一 三石 三石川上牧場 ４８８－ ２１：３３．４１� ２．１
５１０�� アグネスラズベリ 牝６栗 ５５ 角田 晃一渡辺 孝男氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム ５１０＋ ４ 〃 クビ ４４．８�
３５ 	 フサイチパンドラ 牝４栗 ５５ 福永 祐一関口 房朗氏 白井 寿昭 早来 ノーザンファーム ５０２± ０１：３３．５� ２２．２�
５９ スプリングドリュー 牝７芦 ５５ 内田 博幸加藤 春夫氏 堀 宣行 様似 清水スタッド ４８４＋ ８１：３３．６クビ ８６．７�

（大井）

７１５� サンレイジャスパー 牝５鹿 ５５ 佐藤 哲三永井 啓弍氏 高橋 成忠 静内 岡野牧場 ４７２± ０１：３３．８１� １０５．６�
７１３�	 コスモマーベラス 牝５栗 ５５ 蛯名 正義 �ビッグレッドファーム 中村 均 三石 中村 和夫 ４４０＋ ２１：３３．９� ４３．４�
６１１� ソリッドプラチナム 牝４黒鹿５５ 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 静内 橋本牧場 ４１８－ ４ 〃 ハナ １３６．２�
１１ サ ヨ ウ ナ ラ 牝６栗 ５５ 中村 将之小田切有一氏 谷 潔 門別 下河辺牧場 ４９０＋１０１：３４．０� １４４．４�
８１８� ビーナスライン 牝６栗 ５５ 秋山真一郎�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４６８－ ６ 〃 クビ ６０．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４８４，６８０，１００円 複勝： ４３１，３７５，７００円 枠連： ６８７，１１２，９００円

普通馬連： ２，９４５，６７６，９００円 馬単： １，９３６，０７９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ６２０，４５０，７００円

３連複： ３，１２６，９０１，３００円 ３連単： ７，２３８，７２９，４００円 計： １７，４７１，００６，２００円

払 戻 金

単 勝 � ６，０３０円 複 勝 � １，４４０円 � ８１０円 � ７９０円 枠 連（２－２） ２６，７４０円

普通馬連 �� ３０，７４０円 馬 単 �� ７３，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８，５２０円 �� １０，７７０円 �� ５，４３０円

３ 連 複 ��� ２３５，０２０円 ３ 連 単 ��� ２，２８３，９６０円

票 数

単勝票数 計４８４６８０１ 的中 � ６３３８１（１２番人気）
複勝票数 計４３１３７５７ 的中 � ７６３７９（１３番人気）� １４２４７１（８番人気）� １４６８３８（７番人気）
枠連票数 計６８７１１２９ 的中 （２－２） １８９７０（３３番人気）
普通馬連票数 計２９４５６７６９ 的中 �� ７０７２５（６５番人気）
馬単票数 計１９３６０７９２ 的中 �� １９５０９（１４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計６２０４５０７ 的中 �� １７９１０（６９番人気）�� １４１３２（８５番人気）�� ２８２３７（５３番人気）
３連複票数 計３１２６９０１３ 的中 ��� ９８１９（３７２番人気）
３連単票数 計７２３８７２９４ 的中 ��� ２３３９（２４７３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．７―１１．８―１１．６―１１．２―１１．２―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．１―３４．８―４６．６―５８．２―１：０９．４―１：２０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３４．３
３ ３－（８，１２）－（５，１３）（４，１６）２（７，１４）（１，６，１７）（１０，９，１５）１８－１１ ４ ３－（８，１２）５，１３（４，１６）（２，１４）７（１０，１，６）１７（９，１５）（１１，１８）

勝馬の
紹 介

�コ イ ウ タ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー ２００５．６．２６ 福島７着

２００３．２．２４生 牝４栃栗 母 ヴァイオレットラブ 母母 ヴアインゴールド １５戦５勝 賞金 ２３６，２９２，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ７頭 ジョウノオーロラ号・ピクシーダスト号・マルターズホビー号・ヤマニンメルベイユ号・ライラプス号・

ラッシュライフ号・ロフティーエイム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１０９６ ５月１３日 晴 良 （１９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 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２２．４
１：２１．９

稍重

重

５９ � アンジェロファニー 牝５鹿 ５５ 吉田 豊吉田 安惠氏 大久保洋吉 米
Kathryn M. Nikkel,
Judy B. Hicks &
Melinda A. Smith

４７０± ０１：２５．０ ７５．２�

４７ �	 サキノリュウオー 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義�原 富夫氏 大和田 稔 三石 信田牧場 ４９０＋ ２１：２５．２１ ４６．１�
２３ リメンバードリーム 牝５青 ５５ 柴田 善臣 �社台レースホース矢野 進 千歳 社台ファーム ４７２± ０ 〃 クビ １３．６�
３５ � ビッグポパイ 牡４青鹿５７ 藤田 伸二幅田 昌伸氏 白井 寿昭 米 WinStar

Farm, LLC B４９４－ ４ 〃 ハナ ３．２�
８１５� チョウカイキセキ 牡５黒鹿５７ 横山 典弘�平田牧場 加藤 和宏 静内 タイヘイ牧場 ４８４－ ６ 〃 アタマ ２．９	
１２ ジョウテンロマン 牡４栗 ５７ 小林 久晃田邉 久男氏 二ノ宮敬宇 静内 千代田牧場 B４７６－ ６１：２５．７３ ６０．７

５１０� ソブリンブライト 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹�藤沢牧場 �田 研二 静内 藤沢牧場 ４８０± ０１：２５．９１ ６１．５�
８１６� アポロイレヴン 牡６鹿 ５７ 北村 宏司 �サンデーレーシング 古賀 慎明 早来 ノーザンファーム ４６６± ０ 〃 ハナ ５．８
１１ 
 セトノヒット 牡６栗 ５７ 佐藤 哲三難波 経雄氏 西園 正都 三石 片山 修 ４７４－ ２１：２６．０� １１．９�
６１１ 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± ０１：２６．１クビ ３０．６�
４８ ラブリネスオブパリ 牝５芦 ５５ 田中 勝春吉田 和子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９０＋ ２ 〃 ハナ ７７．０�
７１４	 ピサノデュエル �８栃栗５７ 内田 博幸市川 義美氏 堀 宣行 浦河 三嶋牧場 ４３０＋１２ 〃 クビ １９．３�

（大井）

２４ � エフテーコンコルド 牝５鹿 ５５ 中谷 雄太深野 茂雄氏 西塚 安夫 三石 沖田 忠幸 B５１８± ０１：２７．１６ １８９．８�
６１２
 スペシャルストック 牡８鹿 ５７ 秋山真一郎大原 詔宏氏 大久保洋吉 様似 堀 利則 ５３４＋ ２１：２７．２ ５５．０�
７１３ ゴーファイトウィン 牝４鹿 ５５ 江田 照男 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４３８－ ４１：２７．３クビ １８．７�
３６ � レジーナガール 牝６鹿 ５５ 後藤 浩輝平井 豊光氏 大久保龍志 米 J. L. Ver-

enzuela ４７６± ０１：２９．０大差 ５６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６０，０４３，０００円 複勝： ６６，７０３，６００円 枠連： ９４，９７３，２００円

普通馬連： ３１２，９８６，６００円 馬単： ２０９，３９７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ７２，９０８，７００円

３連複： ２６９，６５１，３００円 ３連単： ７０９，３４９，１００円 計： １，７９６，０１２，６００円

払 戻 金

単 勝 � ７，５２０円 複 勝 � ９２０円 � １，０１０円 � ４００円 枠 連（４－５） １５，６５０円

普通馬連 �� ８４，０６０円 馬 単 �� １７８，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５，３３０円 �� ６，５４０円 �� ４，８４０円

３ 連 複 ��� １３５，８４０円 ３ 連 単 ��� １，１１８，５９０円

票 数

単勝票数 計 ６００４３０ 的中 � ６２９５（１４番人気）
複勝票数 計 ６６７０３６ 的中 � １８３２５（９番人気）� １６６２５（１０番人気）� ４７７３３（５番人気）
枠連票数 計 ９４９７３２ 的中 （４－５） ４４８０（３１番人気）
普通馬連票数 計３１２９８６６ 的中 �� ２７４８（９７番人気）
馬単票数 計２０９３９７１ 的中 �� ８６７（１９５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７２９０８７ 的中 �� １１６４（９１番人気）�� ２７４５（５５番人気）�� ３７２４（４３番人気）
３連複票数 計２６９６５１３ 的中 ��� １４６５（２４３番人気）
３連単票数 計７０９３４９１ 的中 ��� ４６８（１５８４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．８―１２．２―１２．３―１２．５―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．０―３４．８―４７．０―５９．３―１：１１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．２―３F３８．０
３ ・（４，１２）（２，５）（１，１５）（１１，６，８，１６）１４，７，９－（１３，３，１０） ４ ・（４，１２）（２，５）１５（１，８，１６）１１（１４，６）（７，９）３（１３，１０）

勝馬の
紹 介

�アンジェロファニー �
�
父 Honour and Glory �

�
母父 Caveat デビュー ２００４．１０．１０ 東京１５着

２００２．４．２生 牝５鹿 母 Girl Child 母母 Noura ２０戦３勝 賞金 ３５，１９２，０００円
〔発走状況〕 ゴーファイトウィン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ピサノデュエル号の騎手内田博幸は，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５０，０００円。
〔調教再審査〕 ゴーファイトウィン号は，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 キタグニジョー号・ナゲットニューズ号・プライベートプラン号・ボーナスフィーバー号・メルボルンシチー号
※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。



（１９東京２）第８日 ５月１３日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １９２頭 本 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
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
１６，２３０，０００円
１，１５０，０００円
７，２００，０００円
４０，５２０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

６９，４１２，５００円
５，６５８，０００円
１，９３９，２００円

勝馬投票券売得金
８５７，６７０，３００円
８６８，９５７，４００円
１，１７１，７３８，１００円
４，７４０，２５０，１００円
３，３２２，３０８，３００円
１，０５８，４１３，８００円
４，９３３，９１２，７００円
９，００３，０２９，０００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 ２５，９５６，２７９，７００円

総入場人員 ６８，５２３名 （有料入場人員 ６５，５６０名）



平成１９年度 第２回東京競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，３８７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
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
４３，５９０，０００円
１６６，８４０，０００円
９，０３０，０００円
２８，３２０，０００円
２３８，０００，０００円
９０９，０００円
９０９，０００円

５０４，１８７，０００円
４１，５６８，８００円
１４，００８，７００円

勝馬投票券売得金
４，００５，４６７，６００円
４，４７８，８０３，８００円
５，５４４，４００，２００円
２２，５３２，９９８，５００円
１６，０４８，４５９，５００円
４，９０２，１２６，４００円
２２，３３８，１５４，２００円
３３，４１１，３５７，７００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 １１３，２６１，７６７，９００円

総入場延人員 ４６１，２３３名 （有料入場延人員 ４３０，１９２名）




