
１４０１３ ５月２０日 晴 良 （１９東京３）第２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

８１５� ステラフィランテ 牝３青 ５４ 安藤 勝己 �キャロットファーム 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４２２± ０１：４０．４ １４．８�

３５ バーニングラブ 牝３黒鹿５４ 北村 宏司�グランド牧場 蛯名 信広 静内 グランド牧場 B４２２± ０ 〃 クビ ２９．０�
４６ スロクスザンナ 牝３芦 ５４ 蛯名 正義�テシオ 矢作 芳人 門別 サンシャイン

牧場 ４４０－ ８１：４０．５クビ ５．０�
６１０�� コスモライゼン 牝３栗 ５４ 藤田 伸二 �ビッグレッドファーム 加賀 武見 門別 千葉飯田牧場 ４５８－ ２１：４０．９２� ４．５�
６１１� ブラックレディ 牝３青鹿５４ 江田 照男鳴田 啓志氏 浅野洋一郎 新冠 カミイスタット ４７０＋ ２１：４１．５３� １０２．２�
２３ ウメノカイウン 牝３鹿 ５４ 幸 英明楳津 繁氏 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 ４９６＋ ４ 〃 クビ ２４．５�
４７ � サ ル ン ガ 牝３栗 ５４ 松岡 正海 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 門別 白井牧場 ４６４－ ６１：４１．６� １．９

８１４� バブルビッグワン 牝３鹿 ５４

５３ ☆大野 拓弥小林 章氏 菊川 正達 静内 西村 和夫 ４３４＋ ４１：４１．７クビ ２２７．５�
３４ � トーセンコマチ 牝３鹿 ５４ 郷原 洋司島川 �哉氏 秋山 雅一 三石 川端牧場 ４６８＋ ４１：４２．５５ ６６．５
２２ � アズサアンドベリー 牝３鹿 ５４ 武士沢友治�岡本牧場 萱野 浩二 浦河 岡本牧場 ４５８－ ６１：４２．６クビ ２７３．９�
７１２ ジェニーサンサン 牝３栗 ５４

５１ ▲千葉 直人�藤沢牧場 �田 研二 静内 藤沢牧場 ４１４＋ ２１：４２．８１ ４５８．７�
７１３ ヒューマンウーマン 牝３鹿 ５４ 柄崎 将寿�三枝牧場 柄崎 孝 浦河 三枝牧場 ４３２± ０ 〃 クビ ２５４．８�
１１ アサヒミラクル 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣久野 正弘氏 内藤 一雄 門別 サンバマウン

テンファーム ４７６－ ４１：４３．０１� １０．０�
５９ �� ラ ラ バ イ 牝３鹿 ５４ 吉永 護田島榮二郎氏 中野 栄治 三石 坂部牧場 ４３６＋１６１：４３．５３ １７２．４�
５８ エスユーグレース 牝３鹿 ５４ 小林 淳一楳津 繁氏 高橋 祥泰 門別 藤本 友則 ４２０＋ ４１：４４．５６ ２９１．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，９５２，４００円 複勝： ２３，４００，７００円 枠連： ２６，１５１，６００円

普通馬連： ８４，８９８，５００円 馬単： ９０，９７８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，０５６，９００円

３連複： １１４，０７９，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３８２，５１７，４００円

払 戻 金

単 勝 � １，４８０円 複 勝 � ４１０円 � ６１０円 � １９０円 枠 連（３－８） ８，２００円

普通馬連 �� １１，８４０円 馬 単 �� ２５，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，６８０円 �� １，１００円 �� １，４７０円

３ 連 複 ��� １９，１３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０９５２４ 的中 � １１２０３（５番人気）
複勝票数 計 ２３４００７ 的中 � １３８６２（５番人気）� ８６３０（７番人気）� ４０１２５（３番人気）
枠連票数 計 ２６１５１６ 的中 （３－８） ２３５５（１６番人気）
普通馬連票数 計 ８４８９８５ 的中 �� ５２９６（２１番人気）
馬単票数 計 ９０９７８３ 的中 �� ２６０７（４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２０５６９ 的中 �� １９８７（２１番人気）�� ５０６０（１１番人気）�� ３７０３（１６番人気）
３連複票数 計１１４０７９０ 的中 ��� ４４０２（３９番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１２．３―１２．９―１３．３―１３．０―１２．５―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．４―３５．７―４８．６―１：０１．９―１：１４．９―１：２７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ステラフィランテ �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００６．１０．２２ 東京１３着

２００４．４．１４生 牝３青 母 ステラファンタジー 母母 Brushing Gloom ６戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔３走成績による出走制限〕 アズサアンドベリー号・エスユーグレース号は，平成１９年６月２０日まで平地競走に出走できない。
※スロクスザンナ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１４０１４ ５月２０日 晴 良 （１９東京３）第２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

２４ �� フサイチリニモ 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己関口 房朗氏 古賀 史生 早来 ノーザンファーム ４６６－ ４１：２０．４ ２．２�

６１１ マルターズダコダ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海藤田与志男氏 斎藤 誠 新冠 村上 雅規 B４７０± ０１：２１．５７ ６９．１�
１２ � センティード 牡３黒鹿５６ 鮫島 良太 �キャロットファーム 田中 清隆 浦河 バンダム牧場 ４４４ ―１：２１．７１� １３８．３�
８１６ ゴールデンシーズ 牝３鹿 ５４ 柄崎 将寿池田 豊治氏 古賀 慎明 門別 信育成牧場 ４５４＋ ２ 〃 ハナ ２４９．５�
６１２� シルクピクシー 牝３鹿 ５４ 小林 淳一有限会社シルク大和田 稔 新冠 奥山牧場 ３９４＋ ２１：２１．８	 ２３３．１�
３５ ヨシヴァーティカル 牡３鹿 ５６ 福永 祐一田辺 喜彦氏 嶋田 潤 浦河 谷口牧場 B４２６－ ４１：２１．９クビ ４３．７�
２３ � エイブルリーフ 牡３鹿 ５６ 江田 照男中澤 隆氏 南田美知雄 三石 山際牧場 ５００－１４１：２２．０
 ５．２	
３６ ゴールデンクロフネ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治
協栄 中島 敏文 門別 タバタファーム B４５４ ―１：２２．１
 ６２．８�
１１ � セレスクラージュ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義岡 浩二氏 和田 正道 米

Lynch Bages, Peta-
luma Bloodstock &
Cobra Bloodstock

４４６－１４１：２２．２
 ２８．４�
４７ ブルースターボウ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝 
荻伏レーシング・クラブ 佐々木亜良 浦河 荻伏牧場 ４７４－ ６１：２２．４１
 １５．５
７１４ プリズンガール 牝３青鹿５４ 柴田 善臣橋本 忠雄氏 柴田 政人 門別 川島 貞二 ４３４－ ６ 〃 クビ １６．２�
７１３ タケデンブレイク 牡３鹿 ５６ 菊沢 隆徳武市 弘氏 高橋 義博 新冠 新冠橋本牧場 ４３６± ０１：２２．７１	 ４４７．５�
５９ � エネルマリン 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹鈴木 康弘氏 小桧山 悟 鵡川 西山牧場 ４２２－１６１：２２．８クビ ３２．５�
５１０� オレニツイテコイ 牡３栗 ５６ 藤田 伸二北側 雅司氏 加藤 征弘 米

Liberty Rd Stables, San
Gabrie Investments Inc
& B. Sugarman

４６２± ０１：２２．９	 １３．８�
８１５ イガノガイセン 牡３黒鹿５６ 幸 英明五十嵐政則氏 水野 貴広 三石 谷山 和喜 ４７６＋ ４１：２３．１１ ３１０．２�
４８ シャーペンセンス 牝３鹿 ５４ 武 豊 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 追分 追分ファーム ４８２＋ ４１：２３．６３ ３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，２４８，５００円 複勝： ２２，６７７，８００円 枠連： ２８，８４３，７００円

普通馬連： ８５，０７０，０００円 馬単： ８２，１７７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，９６０，０００円

３連複： １０６，０２９，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３７３，００６，８００円

払 戻 金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １５０円 � １，１９０円 � ２，３３０円 枠 連（２－６） ３，３７０円

普通馬連 �� ５，７６０円 馬 単 �� ７，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０８０円 �� ６，１３０円 �� ３６，０７０円

３ 連 複 ��� １６７，２００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４２４８５ 的中 � ８８３４０（１番人気）
複勝票数 計 ２２６７７８ 的中 � ６１５９０（１番人気）� ３８８６（１１番人気）� １９０６（１２番人気）
枠連票数 計 ２８８４３７ 的中 （２－６） ６３３３（１２番人気）
普通馬連票数 計 ８５０７００ 的中 �� １０９０８（１９番人気）
馬単票数 計 ８２１７７６ 的中 �� ７８１６（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３９６００ 的中 �� ２８９８（１９番人気）�� ９５８（４６番人気）�� １６１（９３番人気）
３連複票数 計１０６０２９２ 的中 ��� ４６８（２０８番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．８―１１．５―１２．３―１２．７―１３．１―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１７．８―２９．３―４１．６―５４．３―１：０７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
フサイチリニモ �

�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Meadowlake デビュー ２００７．１．２７ 東京３着

２００４．４．１４生 牝３鹿 母 トキオリアリティー 母母 What a Reality ４戦１勝 賞金 ８，０５０，０００円
〔３走成績による出走制限〕 タケデンブレイク号は，平成１９年６月２０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 マルターズドーラ号



１４０１５ ５月２０日 晴 良 （１９東京３）第２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

６１２ アタゴコマンダー 牡３鹿 ５６ 四位 洋文坪野谷和平氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 ４７６＋ ２１：４０．２ １８．２�

４７ � クラッカージャック 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二齊藤四方司氏 土田 稔 門別 下河辺牧場 B４６６－ ４１：４０．３� ８．２�
７１４� フジマサマックス 牡３栗 ５６ 松岡 正海藤原 正一氏 奥平 雅士 静内 飛野牧場 ５５２± ０１：４０．５１ ２．７�
８１５ マグマカザン 牡３栗 ５６ 北村 宏司廣松 金次氏 古賀 慎明 浦河 小倉牧場 ４７４ ― 〃 ハナ １９．７�
２４ ホクセツカントリー 牡３栗 ５６ 柴田 善臣平島 尚武氏 根本 康広 静内 八田ファーム ４８０－ ４１：４０．８１� ３２．６�
７１３� ハードバニヤン 牡３栗 ５６ 福永 祐一津村 靖志氏 河野 通文 浦河 アイオイファーム ４５６＋ ６１：４１．２２� ３．０�
３６ �� 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 ４７８－ ６１：４１．５１� ６．５�
３５ � 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 B４５６－ ２１：４１．７１ １９２．２	
１２ ノボタイタン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹
LS.M 柴田 政人 浦河 高昭牧場 ４８０＋ ２１：４１．８� ７７．５�
５９ � ダッシュタイカン 牡３黒鹿５６ 松田 大作石橋 松蔵氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４７８－ ８１：４２．５４ １８．０�
６１１� スナークヨークン 牡３芦 ５６ 石神 深一杉本仙次郎氏 佐藤 吉勝 門別 田端牧場 ４３８－ ３１：４２．６� ２４７．９
８１６ シンボリヘンデル 牡３鹿 ５６ 小林 淳一和田 容子氏 高橋 祥泰 門別 シンボリ牧場 ４４４＋ ２１：４２．８１� ８３．０�
１１ � シルクシャングリラ 牝３黒鹿５４ 幸 英明有限会社シルク大和田 稔 新冠 堤 牧場 ４１２－ ８１：４２．９� ４０．４�
４８ � 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 ５００－１６１：４３．０クビ ２１２．０�
５１０� ヤマノフェロー 牡３栗 ５６ 秋山真一郎澤村 敏雄氏 加賀 武見 様似 北澤 正則 B５４０－ ４１：４４．０６ １８２．９�
２３ ロードスティング 牡３芦 ５６ 江田 照男 
ロードホースクラブ 久保田貴士 三石 ケイアイファーム ４９０＋ ４ 〃 アタマ ５０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，９５１，１００円 複勝： ２６，７３５，３００円 枠連： ３２，８５８，４００円

普通馬連： ９８，３２２，６００円 馬単： ８９，５１０，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，０１２，４００円

３連複： １２４，４４７，１００円 ３連単： 発売なし 計： ４２１，８３７，１００円

払 戻 金

単 勝 � １，８２０円 複 勝 � ３６０円 � ２５０円 � １４０円 枠 連（４－６） ７，６４０円

普通馬連 �� ６，８８０円 馬 単 �� １６，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８９０円 �� ８７０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ５，７００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１９５１１ 的中 � ９５２０（６番人気）
複勝票数 計 ２６７３５３ 的中 � １５３８２（６番人気）� ２４１８３（４番人気）� ７２９６１（１番人気）
枠連票数 計 ３２８５８４ 的中 （４－６） ３１７７（１７番人気）
普通馬連票数 計 ９８３２２６ 的中 �� １０５４８（２０番人気）
馬単票数 計 ８９５１０２ 的中 �� ３９１４（４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８０１２４ 的中 �� ３４１１（２０番人気）�� ７８０２（７番人気）�� １７１１９（４番人気）
３連複票数 計１２４４４７１ 的中 ��� １６１３０（１６番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１２．３―１２．９―１２．９―１２．３―１２．７―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．２―３６．５―４９．４―１：０２．３―１：１４．６―１：２７．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アタゴコマンダー �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 ワカオライデン デビュー ２００６．６．１８ 福島６着

２００４．２．２３生 牡３鹿 母 アクアライデン 母母 シュンレイカ １１戦１勝 賞金 ８，７５０，０００円
〔３走成績による出走制限〕 スナークヨークン号・ヤマノフェロー号は，平成１９年６月２０日まで平地競走に出走できない。



１４０１６ ５月２０日 晴 良 （１９東京３）第２日 第４競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１１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

４８ ベルモントガロップ 牡３鹿 ５６ 石神 深一 �ベルモントファーム 堀井 雅広 鵡川 ベルモント
ファーム ４６０－ ２１：２６．４ ６２．９�

５１０ フロストワーク 牡３芦 ５６ 藤田 伸二 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４３４－ ６１：２６．６１� ２．１�
８１５ シルクセイラー 牡３鹿 ５６ 村田 一誠有限会社シルク尾形 充弘 門別 ヤナガワ牧場 ５３０＋ ４１：２６．７� ３．５�
１２ � ゴールドクリッパー 牡３栗 ５６ 秋山真一郎山田 弘氏 岩戸 孝樹 静内 岡田スタツド ４８４－ ６１：２７．６５ １７．５�
６１１ タツエンペラー 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝鈴木 昭作氏 石毛 善彦 新冠 パカパカ

ファーム ５１２－ ６１：２７．７� １８．９�
４７ � クリアーキセキ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海石井與四郎氏 斎藤 誠 新冠 長浜 忠 ４９４± ０１：２８．１２� ２０．２�
２３ � ワシントンハイツ 牡３鹿 ５６ 幸 英明	ダイリン 佐々木亜良 静内 今 牧場 ４５８ ―１：２８．３� １１７．６

５９ � ミウラジェット 牡３黒鹿５６ 江田 照男佐藤 明氏 佐々木亜良 三石 久米 和夫 ４５４＋ ６１：２８．４� ８．７�
２４ ケンタッキーハット 牡３栗 ５６ 池添 謙一勝一愛馬倶楽部 鈴木 伸尋 静内 フジワラフアーム B４４０－１０ 〃 ハナ ３１．４�
７１３ ベルモントウッディ 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆大野 拓弥 �ベルモントファーム 柴崎 勇 新冠 ベルモント
ファーム ４６０－ ２ 〃 アタマ ３０５．５

１１ �� アポロターボ 牡３黒鹿５６ 小林 淳一アポロサラブレッドクラブ 石栗 龍彦 門別 門別 敏朗 ４８２－１０１：２８．６１� ３３．７�
３６ � ダイワエミネンス 牡３栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 古賀 慎明 静内 千代田牧場 ４８８ ―１：２８．８� １７．５�
８１６� 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 ４３０－ ８１：２９．１１� １９５．７�
７１４ サクラチャーム 牝３青 ５４ 鮫島 良太	さくらコマース小笠 倫弘 静内 新和牧場 ４５８± ０１：３０．１６ ２８．０�
６１２� デリジェントハート 牝３鹿 ５４ 福永 祐一大井田 修氏 本間 忍 三石 前川 正美 ４４４＋２４１：３０．９５ ８４．４�
３５ � レイズザウインド 牝３鹿 ５４

５１ ▲小島 太一田中 春美氏 蛯名 信広 三石 田中 春美 ４４８－１２１：３１．５３� ３０７．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，０８２，５００円 複勝： ２８，００８，４００円 枠連： ３５，４０３，７００円

普通馬連： １１１，７４６，０００円 馬単： １０３，７５８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，３３９，９００円

３連複： １３０，６２７，０００円 ３連単： 発売なし 計： ４６５，９６５，６００円

払 戻 金

単 勝 � ６，２９０円 複 勝 � ６００円 � １２０円 � １５０円 枠 連（４－５） ７６０円

普通馬連 �� ３，９４０円 馬 単 �� １４，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２４０円 �� １，９４０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ４，０２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５０８２５ 的中 � ３１４５（１１番人気）
複勝票数 計 ２８００８４ 的中 � ６８３３（１１番人気）� ９６５６４（１番人気）� ５１６７９（２番人気）
枠連票数 計 ３５４０３７ 的中 （４－５） ３４７４２（２番人気）
普通馬連票数 計１１１７４６０ 的中 �� ２０９７２（１４番人気）
馬単票数 計１０３７５８１ 的中 �� ５２１６（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１３３９９ 的中 �� ５２４４（１５番人気）�� ３２８４（２１番人気）�� ５６７９０（１番人気）
３連複票数 計１３０６２７０ 的中 ��� ２４００８（１２番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．８―１２．７―１２．６―１２．９―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．２―３５．０―４７．７―１：００．３―１：１３．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベルモントガロップ �
�
父 オ ジ ジ ア ン �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２００６．８．１９ 新潟９着

２００４．２．２５生 牡３鹿 母 ジュディペアレ 母母 ノースギヤル ８戦１勝 賞金 ７，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レイズザウインド号は，平成１９年７月２０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〕 ケンタッキーハット号・ベルモントウッディ号・アポロターボ号・カキノタネ号は，平成１９年６月２０日まで平

地競走に出走できない。



１４０１７ ５月２０日 晴 良 （１９東京３）第２日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０分 （芝・左）

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

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

１１ �� オークロイヤル 牡３鹿 ５６ 池添 謙一後藤 繁樹氏 池上 昌弘 静内 泊 寿幸 ４７８＋２０１：３５．２ ３６．５�

５９ �� アドマイヤヒビキ 牡３青鹿５６ 福永 祐一近藤 利一氏 小島 太 早来 ノーザンファーム ４５４－ ２１：３５．５１� ２．９�
４７ � マイスイートハート 牝３栗 ５４ 菊沢 隆徳 �高木競走馬育成牧場 高木 登 浦河 多田 善弘 ４４０± ０ 〃 クビ ２４．７�
８１８� ニシニキイロ 牡３芦 ５６

５５ ☆大野 拓弥小林 祥晃氏 保田 一隆 鵡川 西山牧場 B４３２－ ４１：３５．６クビ ５７．７�
７１３	 フサイチオーパス 牡３芦 ５６ 松岡 正海関口 房朗氏 小崎 憲 米 Fusao

Sekiguchi ４６６－ ２ 〃 クビ ６．２�
６１１� モハチビスティー 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣ビスティーズホース

ユニオン 大江原 哲 静内 泊 寿幸 ４６４－１０１：３５．８１
 １５．０�
５１０	 アビリティガーデン 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二臼田 浩義氏 戸田 博文 米 Hiroyoshi

Usuda ４９０－ ６１：３５．９
 １９．２	
２３ � ア ネ モ ス 牝３鹿 ５４ 小林 淳一小池 憲章氏 土田 稔 静内 岡田 隆志 ４８２＋ ２１：３６．２１� ５９．４

４８ 	 タイガーマスク 牡３鹿 ５６ 武 豊山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Stonerside

Stable ５００ ― 〃 ハナ ２．８�
７１５ ショウナンカスカド 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太国本 哲秀氏 栗田 博憲 静内 神垣 道弘 ４３２＋ ４１：３６．５１� ２３１．５�
３６ �� マイネルコルモ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 谷原 義明 門別 荒井ファーム ４５２＋ ４１：３６．６
 １８．６�
７１４� ダイワタキオン 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ４５６－ ６ 〃 ハナ １３．５�
６１２� アラバンサシチー 牡３黒鹿５６ 武士沢友治 友駿ホースクラブ 天間 昭一 青森 オオタ牧場 ４２８＋ ２１：３６．７
 １１５．０�
８１７� ハッピーパセリ 牝３栗 ５４

５１ ▲千葉 直人 ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高木 登 新冠 競優牧場 ４５６＋ ６１：３７．３３
 ２５３．５�

１２ � ビ シ バ シ ン 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４２２＋ ６１：３７．７２
 ２８８．１�
３５ � プラネタリウム �３鹿 ５６ 幸 英明 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 静内 藤原牧場 B４７６＋ １ 〃 ハナ １１３．６�
８１６ ラッキークロフネ 牡３栗 ５６ 四位 洋文佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 須崎牧場 ４４６＋ ７１：３７．９１� １２８．０�
２４ キングアテルイ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ４５４ ―１：３８．１１� １１７．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３３，４８４，４００円 複勝： ２９，１０４，１００円 枠連： ３３，０２４，２００円

普通馬連： １１６，３６９，１００円 馬単： １０６，５０１，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，９５２，８００円

３連複： １４２，４５５，０００円 ３連単： 発売なし 計： ４９１，８９０，９００円

払 戻 金

単 勝 � ３，６５０円 複 勝 � ６２０円 � １５０円 � ４１０円 枠 連（１－５） ３，８３０円

普通馬連 �� ４，２４０円 馬 単 �� １１，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３９０円 �� ４，９６０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� １５，９８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３３４８４４ 的中 � ７２４８（９番人気）
複勝票数 計 ２９１０４１ 的中 � ９８１０（９番人気）� ７００３０（１番人気）� １５９５５（６番人気）
枠連票数 計 ３３０２４２ 的中 （１－５） ６３７１（１５番人気）
普通馬連票数 計１１６３６９１ 的中 �� ２０２５７（１８番人気）
馬単票数 計１０６５０１３ 的中 �� ６９１６（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０９５２８ 的中 �� ５３５２（１５番人気）�� １４３７（４８番人気）�� １７８０１（３番人気）
３連複票数 計１４２４５５０ 的中 ��� ６５８３（４９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．３―３４．９―４６．６―５８．５―１：１０．３―１：２２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．６―３F３６．７
３ ９－１－（３，７）（１０，１７）（１３，１６）（６，１８）（１２，１４）－（８，１１）－（５，１５）－（２，４） ４ ９－１－７，３（１０，１７）（６，１３，１６）（１８，１４）１２（８，１１）－１５（５，４）２

勝馬の
紹 介

�
�
オークロイヤル �

�
父 メジロライアン �

�
母父 ミルグロリー デビュー ２００６．９．３ 新潟１３着

２００４．３．１７生 牡３鹿 母 アグネスキャサリン 母母 ク ボ ミ ノ ル ３戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔３走成績による出走制限〕 ショウナンカスカド号は，平成１９年６月２０日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ガクエンカイマン号・スロクスザンナ号



１４０１８ ５月２０日 晴 良 （１９東京３）第２日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０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

１：２２．４
１：２１．９

稍重

重

８８ �� スナークユーチャン 牡３黒鹿５６ 福永 祐一杉本仙次郎氏 嶋田 潤 静内 見上牧場 ４５４＋ ４１：２５．０ ２．７�

５５ � コスモパルムドール 牝３鹿 ５４ 池添 謙一 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 米 Moreau Bloodstock
International, Inc. ４７４± ０１：２５．４２	 ８．４�

４４ � ダノンブライアン 牡３鹿 ５６ 武 豊�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５００± ０１：２５．７１
 ６．６�
６６ カネスラファール 牡３黒鹿５６ 北村 宏司杉澤 光雄氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ４６６± ０１：２５．８	 １２．５�
３３ � ニシノヴァネッサ 牝３芦 ５４ 後藤 浩輝西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４６８＋１２１：２５．９クビ ３６．１�
７７ � ラオムフェーレ 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹�ミルファーム 保田 一隆 静内 石川 新一 ４６８＋ ２１：２６．０	 ４．６	
８９ � サウスヒューマー 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義南波 壽氏 高橋 祥泰 米 WinStar

Farm, LLC ４６０－ ４ 〃 アタマ ５．５

２２ � ティティボス 牡３鹿 ５６ 松岡 正海冨塚 善三氏 斎藤 誠 門別 坂戸 節子 ４７８－ ２ 〃 アタマ １９．８�
１１ ヤマカツシリウス 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎山田 博康氏 池添 兼雄 静内 岡田牧場 ５２２＋ ６１：２６．３２ １７．２�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２９，３７２，２００円 複勝： ３１，２７９，１００円 枠連： ２７，４６５，１００円

普通馬連： １１１，２０１，４００円 馬単： １０７，４５０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，５５３，７００円

３連複： １２１，２２８，７００円 ３連単： 発売なし 計： ４５３，５５０，６００円

払 戻 金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １４０円 � ２２０円 � ２３０円 枠 連（５－８） ７２０円

普通馬連 �� １，１２０円 馬 単 �� １，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ５６０円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� ３，２８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２９３７２２ 的中 � ８６１６５（１番人気）
複勝票数 計 ３１２７９１ 的中 � ７３１５８（１番人気）� ３４５０６（４番人気）� ３１０６０（５番人気）
枠連票数 計 ２７４６５１ 的中 （５－８） ２８３０４（２番人気）
普通馬連票数 計１１１２０１４ 的中 �� ７３７８６（３番人気）
馬単票数 計１０７４５０４ 的中 �� ４０４５９（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５５５３７ 的中 �� １７６４５（３番人気）�� １１３６５（６番人気）�� ５７１２（１６番人気）
３連複票数 計１２１２２８７ 的中 ��� ２７２８９（９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１２．１―１２．４―１２．４―１１．９―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．７―３５．８―４８．２―１：００．６―１：１２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
スナークユーチャン 

�
父 フサイチコンコルド 

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００６．８．２６ 新潟８着

２００４．４．２０生 牡３黒鹿 母 ヴァージンスマイル 母母 リンネスプレンテイ ８戦２勝 賞金 １９，５５０，０００円
※出走取消馬 シルクプレスト号（事故のため）



１４０１９ ５月２０日 晴 良 （１９東京３）第２日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２０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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

３５ � カツヨカムトゥルー 牡４鹿 ５７ 武士沢友治丹羽 茂文氏 中野渡清一 三石 嶋田牧場 ４４４－ ２１：３４．１ １８３．３�

４８ � スイートローレライ 牝４芦 ５５ 鮫島 良太シンボリ牧場 久保田貴士 米 Takahiro
Wada ４７４－ ２ 〃 アタマ ２２．８�

７１５ マイネルパシオン 牡５青鹿５７ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 柄崎 孝 静内 ビツグレツドフアーム ４６６－ ６ 〃 アタマ ２．３�

８１７ ダイワバゼラード 牡４鹿 ５７ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４７８－ ４１：３４．２	 ４４．１�
５９ � マイネルゴーシュ 牡５芦 ５７ 土谷 智紀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 浦河 荻伏三好フ
アーム ４４２＋ ８１：３４．３クビ ５０．３�

６１２
 ブレイブバニヤン 牡４鹿 ５７ 四位 洋文ディアレスト 秋山 雅一 門別 いとう牧場 ４６８＋ ２１：３４．５１� ５７．２�
８１８� ストロングアサクサ 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝田原 慶子氏 加藤 征弘 独 Stiftung Ges-

tut Fahrhof ４５２＋１２ 〃 クビ ６．８	
７１４ ビュレットライナー 牡５黒鹿５７ 江田 照男 
サンデーレーシング 秋山 雅一 白老 白老ファーム ４７２－ ６１：３４．６	 ２６．１�
７１３�
 サチノマックイーン 牡４鹿 ５７ 福永 祐一佐藤 幸彦氏 石栗 龍彦 門別 信育成牧場 ４３２－ ６１：３５．２３	 ５４．２�
１２ オヤマエルニーニョ 牡４鹿 ５７

５６ ☆大野 拓弥木下 秀一氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 ４４６＋ ６１：３５．３	 ７４．６
４７ � ウインミッション 牡４栗 ５７ 藤田 伸二�ウイン 堀 宣行 新冠 ハクツ牧場 ４３８－１２ 〃 ハナ ６．０�
１１ � カシノトーマス 牡５鹿 ５７

５４ ▲千葉 直人柏木 務氏 天間 昭一 宮崎 田上 勝雄 ４８２＋ ４１：３５．４	 ４４．２�
８１６� ジークエンブレム 牡４黒鹿５７ 武 豊広尾レース� 藤沢 和雄 米 Pacelco S A ４５２－ ４ 〃 クビ ３．９�
２３ �� プロトプラスト 牡４黒鹿５７ 池添 謙一池谷 誠一氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４２４＋ ４１：３６．０３	 ７２．６�
６１１
 オールフォーラヴ 牝４鹿 ５５ 幸 英明吉橋 計氏 戸田 博文 様似 清水スタッド ４５８－ ４１：３６．１	 １５２．６�
３６ � フリーダムホーク ６芦 ５７ 菊沢 隆徳藤田与志男氏 手塚 貴久 米 Eureka Thor-

oughbred Farm ４８０－ ２１：３６．２	 １１２．１�
２４ 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± ０１：３６．３	 ２０７．９�
５１０
 ビ ゴ ロ ッ ソ 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹
大北牧場 武藤 善則 浦河 大北牧場 ４９０－ ２１：３６．６１� １３０．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３３，４４４，８００円 複勝： ３８，４４１，４００円 枠連： ４３，６７２，０００円

普通馬連： １４８，５２４，０００円 馬単： １２６，０３８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，１７３，９００円

３連複： １６９，９７８，３００円 ３連単： 発売なし 計： ５９５，２７３，１００円

払 戻 金

単 勝 � １８，３３０円 複 勝 � ３，４００円 � ４００円 � １３０円 枠 連（３－４） １１，２２０円

普通馬連 �� １１６，７４０円 馬 単 �� ３１８，５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８，２１０円 �� ５，２６０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� ７４，７２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３３４４４８ 的中 � １４３８（１７番人気）
複勝票数 計 ３８４４１４ 的中 � １９８３（１７番人気）� ２０６３０（５番人気）� １２００３５（１番人気）
枠連票数 計 ４３６７２０ 的中 （３－４） ２８７４（２１番人気）
普通馬連票数 計１４８５２４０ 的中 �� ９３９（１０７番人気）
馬単票数 計１２６０３８７ 的中 �� ２９２（２２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５１７３９ 的中 �� ４５８（１０４番人気）�� １６０２（４３番人気）�� １２０４４（６番人気）
３連複票数 計１６９９７８３ 的中 ��� １６７９（１４２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．０―２３．０―３４．２―４５．８―５７．８―１：０９．３―１：２１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．３―３F３６．３
３ １４－６（４，１０）（５，１５）（１，７，１６）２，８（１８，３，１２）（９，１７）１１－１３ ４ １４－６（１０，１５）（４，５，７，１６）１（２，８，３）１８（９，１２）（１１，１７）１３

勝馬の
紹 介

�カツヨカムトゥルー �
�
父 サツカーボーイ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００５．８．２８ 新潟６着

２００３．２．２０生 牡４鹿 母 ダーリングスキー 母母 スワノサツチヤー １６戦２勝 賞金 １４，２００，０００円
〔発走状況〕 マイネルゴーシュ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔３走成績による出走制限〕 エンドジョーカー号は，平成１９年６月２０日まで平地競走に出走できない。



１４０２０ ５月２０日 晴 良 （１９東京３）第２日 第８競走 ��１，８００�カーネーションカップ
発走１３時５０分 （芝・左）

牝，３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．４
１：４４．１

良

良

８１５ マチカネアマテラス 牝３栗 ５４ 北村 宏司細川 益男氏 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４３０－ ４１：４７．５ ３４．７�

７１３� パッションレッド 牝３栗 ５４ 安藤 勝己 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４６２± ０１：４７．６クビ ３．８�
６１１� ラ ン ペ イ ア 牝３栗 ５４ 鮫島 良太 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム ４５２± ０１：４７．８１� ３．２�
５１０� ヴィアラクテア 牝３栗 ５４ 藤田 伸二 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４５８－ ２１：４８．１２ ３．８�
４７ �� ユメノツヅキヲ 牝３黒鹿５４ 村田 一誠山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 日田牧場 ４３６＋１２１：４８．３１� ６３．０�
７１４� ヴィヴィッドカラー 牝３青 ５４ 武 豊近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４８２－ ８１：４８．４� １１．８�
８１７ マジックビクトリア 牝３鹿 ５４ 池添 謙一鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 ４４２± ０１：４８．５クビ ５１．２	
６１２ オーシャンルミナス 牝３鹿 ５４ 江田 照男大野 數芳氏 平井 雄二 浦河 富田牧場 B４５４－１０１：４８．６� ８３．０

３５ � コスモリリー 牝３栗 ５４ 蛯名 正義 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 向別牧場 ４０４＋ ２ 〃 クビ ２６．６�
１２ � マイネカンナ 牝３栗 ５４ 菊沢 隆徳 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム ４１６＋ ４１：４８．７� １４８．４
１１ � フラワーエース 牝３鹿 ５４ 松岡 正海�原 秀雄氏 菅原 泰夫 門別 合資会社カ

ネツ牧場 ４６２－１０ 〃 ハナ １６．５�
２４ �� デンタルスピリット 牝３芦 ５４ 長谷川浩大安田 光則氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ４８８－ ８１：４８．８� ６３．１�
３６ � コスモフライハイ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹 �ビッグレッドファーム 柴崎 勇 三石 前田 宗将 ４８２－ ４１：４８．９� ２８．４�
２３ � マイネインティマ 牝３黒鹿５４ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 安達 昭夫 三石 ダイイチ牧場 ４２０＋ ８１：４９．２１� ３４．６�
８１６�� マイネシャンゼリゼ 牝３栗 ５４ 柴田 善臣 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 平取 スガタ牧場 ４７４＋１０ 〃 クビ １５０．４�
５９ ラ ス カ ー ラ 牝３栗 ５４ 四位 洋文栗坂 崇氏 萱野 浩二 静内 キヨタケ牧場 ４６６＋ ８１：４９．３� ３３．２�
４８ � シーディドアラバイ 牝３青鹿５４ 後藤 浩輝齊藤四方司氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４３２－ ４１：４９．６１� ２４．１�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ３９，９３７，８００円 複勝： ４２，６９２，９００円 枠連： ５２，８７３，７００円

普通馬連： １９５，８５０，５００円 馬単： １４５，９８９，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，８６９，１００円

３連複： ２０８，５２７，９００円 ３連単： 発売なし 計： ７３０，７４１，０００円

払 戻 金

単 勝 � ３，４７０円 複 勝 � ５００円 � １６０円 � １５０円 枠 連（７－８） １，７９０円

普通馬連 �� ６，１６０円 馬 単 �� １７，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８３０円 �� １，９４０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ８，１００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３９９３７８ 的中 � ９０７０（１１番人気）
複勝票数 計 ４２６９２９ 的中 � １５６２７（７番人気）� ８４４７８（２番人気）� ８７６９０（１番人気）
枠連票数 計 ５２８７３７ 的中 （７－８） ２１８９０（６番人気）
普通馬連票数 計１９５８５０５ 的中 �� ２３４６５（２３番人気）
馬単票数 計１４５９８９１ 的中 �� ６２６７（５９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４８６９１ 的中 �� ５６５３（２２番人気）�� ５３３９（２３番人気）�� ３４４３７（３番人気）
３連複票数 計２０８５２７９ 的中 ��� １９００４（２３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．６―３４．７―４６．４―５８．５―１：１１．２―１：２３．１―１：３５．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．３

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

勝馬の
紹 介

マチカネアマテラス �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Woodman デビュー ２００７．３．１１ 中山１着

２００４．４．１生 牝３栗 母 マチカネササメユキ 母母 Russian Ballet ３戦２勝 賞金 １７，４２７，０００円



１４０２１ ５月２０日 晴 良 （１９東京３）第２日 第９競走 ��
��１，６００�

ひ よ し

日 吉 特 別
発走１４時２５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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

８１６ カリオンツリー 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ５１２＋ ２１：３７．８ ４．７�

４７ パピヨンシチー 牡４黒鹿５７ 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 静内 カタオカフアーム ４１８－ ２１：３７．９� ７．１�
５１０� ボーナスフィーバー 牡４鹿 ５７ 福永 祐一青山 洋一氏 森 秀行 米 Arthur Hancock

& Stonerside Ltd. ４７８＋ ２１：３８．０	 ５．０�
６１１ ゼンノコーラル 牡６鹿 ５７ 鮫島 良太大迫久美子氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 ４８４－ ８ 〃 クビ ８．１�
８１５
 ウエスタンマックス 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣西川 賢氏 柴田 政人 静内 北西牧場 ４８８－ ６ 〃 アタマ １０．５�
７１３� フレンチウォリアー 牡４鹿 ５７ 四位 洋文吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ５２６＋ ２１：３８．３１� ６．４	
２３ � フサイチウィード 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎関口 房朗氏 岩戸 孝樹 米 Mr. & Mrs. Char-

les McGinnes B５１０＋１０１：３８．６１� １０．９

１１ コパノカチドキ 牡４鹿 ５７ 小島 太一小林 祥晃氏 小島 太 門別 ヤナガワ牧場 ４７６－ ２１：３８．７	 ４８．７�
６１２ シルクミッドナイト 牡６黒鹿５７ 村田 一誠有限会社シルク伊藤 伸一 新冠 赤坂 光夫 ５００－１６１：３８．９１� １１２．３�
４８ � ゲイリーリボルバー ７黒鹿５７ 幸 英明中村 浩章氏 石毛 善彦 米 Barry R.

Ostrager ４４２－ ６ 〃 クビ ２８．４
３５ � シュルードパーソン 牡６鹿 ５７ 北村 宏司 �ユートピア牧場 根本 康広 登別 ユートピア牧場 ４９２± ０１：３９．１１� ８９．２�
２４ マイネルギルト 牡６黒鹿５７ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 様似 上田 一 ５２２＋ ２１：３９．３１ ３６．２�
５９ 
 キタグニジョー 牡５鹿 ５７ 武士沢友治河内 孝夫氏 高市 圭二 門別 坂 牧場 ４７０－１０１：３９．４	 ８３．２�
１２ ウエスタンリジ 牡５鹿 ５７ 菊沢 隆徳西川 賢氏 保田 一隆 静内 北西牧場 ５２０－ ８１：３９．５クビ ６３．５�
７１４� プライベートプラン 牡４鹿 ５７ 武 豊 �ノースヒルズマネ

ジメント 小島 太 浦河 富田牧場 ５１８＋１０１：４１．２大差 １３．５�
３６ � ラ ン キ ン グ 牡４栗 ５７ 池添 謙一塩入 通之氏 加賀 武見 浦河 今井 秀樹 ４８０± ０１：４１．３	 ３０．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，９１５，５００円 複勝： ５１，２１２，３００円 枠連： ５７，４７０，９００円

普通馬連： ２２５，４３０，１００円 馬単： １３４，４３０，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，６８０，２００円

３連複： １８７，１０８，８００円 ３連単： ４１７，１４９，０００円 計： １，１５８，３９６，８００円

払 戻 金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １９０円 � ２２０円 � １８０円 枠 連（４－８） １，２９０円

普通馬連 �� ２，２５０円 馬 単 �� ４，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７７０円 �� ４９０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� ３，７２０円 ３ 連 単 ��� ２１，３３０円

票 数

単勝票数 計 ３８９１５５ 的中 � ６６５９６（１番人気）
複勝票数 計 ５１２１２３ 的中 � ７３５８５（２番人気）� ５７７４６（４番人気）� ８３０２５（１番人気）
枠連票数 計 ５７４７０９ 的中 （４－８） ３２９８５（５番人気）
普通馬連票数 計２２５４３０１ 的中 �� ７４２０３（７番人気）
馬単票数 計１３４４３００ 的中 �� ２２４７７（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６６８０２ 的中 �� １４７３４（３番人気）�� ２４４７２（１番人気）�� １３７２８（５番人気）
３連複票数 計１８７１０８８ 的中 ��� ３７１７８（４番人気）
３連単票数 計４１７１４９０ 的中 ��� １４４３９（２４番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．６―１１．４―１２．３―１２．９―１２．７―１２．５―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．１―３４．５―４６．８―５９．７―１：１２．４―１：２４．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．０―３F３８．１
３ ３（６，１３）（９，１６）（１，１５，５）（２，４）－（７，１０）（１１，１２）－８＝１４ ４ ３（６，１３）（９，１６）（１，１５，５）（７，２，４）（１１，１０）１２，８＝１４

勝馬の
紹 介

カリオンツリー �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００６．３．２５ 阪神３着

２００３．５．１８生 牡４鹿 母 クリスマスツリー 母母 オークツリー ８戦３勝 賞金 ３７，１９２，０００円
〔制裁〕 ランキング号の騎手池添謙一は，発走後まもなく外側に斜行したことについて戒告。
〔その他〕 ランキング号は，発走後に外側に逃避したことについて調教注意。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 インペリアルパワー号・エドノドリーム号・オートゼウス号・クレヨンルージュ号・ゴールドステイブル号・

ソフトパワー号・ダブルブラザー号・ヘイアンルモンド号



１４０２２ ５月２０日 晴 良 （１９東京３）第２日 第１０競走 ��
��１，４００�フリーウェイステークス

発走１５時００分 （芝・左）
４歳以上，１，６００万円以下，１８．５．２０以降１９．５．１３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 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

３６ � ドラゴンウェルズ 牡４鹿 ５６ 藤田 伸二窪田 芳郎氏 藤原 英昭 米 Kilroy Thorough-
bred Partnership ４８２± ０１：２１．０ ５．０�

４８ アンブロワーズ 牝５鹿 ５４ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 平田 修 早来 ノーザンファーム ４７２－２０ 〃 クビ １３．０�
１１ グランプリオーロラ 牝６鹿 ５２ 勝浦 正樹北側 雅司氏 矢作 芳人 三石 上村 清志 ４７２＋１４１：２１．１� １５．５�
５１０� レオハスラー 牡６鹿 ５５ 村田 一誠�レオ 萱野 浩二 静内 岡田スタツド ５１４－ ４１：２１．３１ ９．４�
５９ � プレミアムボックス 牡４鹿 ５５ 鮫島 良太 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム ５１４＋ ６１：２１．４	 ５．７�
２４ ゴッドスマイルユー 牡４芦 ５６ 松岡 正海中西 憲治氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４５４－ ２１：２１．５	 ５．６	
３５ キョウワロアリング 牡６栗 ５５ 飯田 祐史林 順子氏 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４８０－１４ 〃 アタマ １３．７

８１６� アンティークコイン 牡６鹿 ５６ 安藤 勝己 �社台レースホース小崎 憲 米 Fontainebleau

Farm Inc. ５２６－ ２１：２１．６	 ８．８�
１２ �
 ウインディグニティ 牡６鹿 ５５ 福永 祐一�ウイン 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４７６－ ６１：２１．８１ ７．９�
７１４ タイキシルバー 牡６芦 ５４ 大野 拓弥�大樹ファーム 清水 美波 大樹 大樹ファーム ４９８－ ２１：２２．０１� ８２．１
８１７ トーセンテンショウ 牡８鹿 ５４ 池添 謙一島川 �哉氏 田村 康仁 浦河 笠松牧場 ４４６－ ２ 〃 ハナ ２４．４�
７１３� スターオブニルス 牡７栗 ５４ 菊沢 隆徳 �ルーラル・オカダ 手塚 貴久 浦河 村下牧場 B５２０＋ ４１：２２．２１	 ６３．３�
２３ ソ ウ ゴ ン 牡８鹿 ５２ 石神 深一国光 正憲氏 石毛 善彦 青森 明成牧場 ５１２＋ ８１：２２．３	 １０３．８�
４７ � メイショウディオ 牡５鹿 ５３ 幸 英明松本 好雄氏 高橋 成忠 静内 三木田 明仁 ５７２－ ２ 〃 ハナ ９２．９�
８１５� シンボリロッキー ７鹿 ５４ 江田 照男和田 啓子氏 高橋 祥泰 門別 シンボリ牧場 ５１２－ ６１：２２．４	 ７１．１�
６１２� メイショウトキムネ ８黒鹿５４ 四位 洋文松本 好雄氏 庄野 靖志 平取 稲原牧場 ４４２－ ４１：２２．７２ ３５．６�
６１１ カシマフラワー 牝５鹿 ５３ 高橋 智大鹿島 直麿氏 高市 圭二 平取 北島牧場 ４６６－ ２ 〃 クビ ７６．９�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ４３，０４２，０００円 複勝： ５６，５４４，８００円 枠連： ７０，４８７，４００円

普通馬連： ２９５，１３１，２００円 馬単： １７２，２０３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ６０，１２０，２００円

３連複： ２５９，９２８，０００円 ３連単： ５４８，８４６，４００円 計： １，５０６，３０３，８００円

払 戻 金

単 勝 � ５００円 複 勝 � ２１０円 � ４２０円 � ４８０円 枠 連（３－４） １，９７０円

普通馬連 �� ３，０００円 馬 単 �� ５，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１５０円 �� ２，０５０円 �� ２，８５０円

３ 連 複 ��� ２１，３１０円 ３ 連 単 ��� ９７，７００円

票 数

単勝票数 計 ４３０４２０ 的中 � ６７９５０（１番人気）
複勝票数 計 ５６５４４８ 的中 � ８４５０６（１番人気）� ３３４９０（８番人気）� ２７８４６（９番人気）
枠連票数 計 ７０４８７４ 的中 （３－４） ２６５３５（１１番人気）
普通馬連票数 計２９５１３１２ 的中 �� ７２７９９（１１番人気）
馬単票数 計１７２２０３８ 的中 �� ２５２５９（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６０１２０２ 的中 �� １３１９６（１１番人気）�� ７１９４（３１番人気）�� ５１１２（４２番人気）
３連複票数 計２５９９２８０ 的中 ��� ９００３（８２番人気）
３連単票数 計５４８８４６４ 的中 ��� ４１４６（３５６番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．５―１１．８―１１．５―１１．２―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．４―３４．９―４６．７―５８．２―１：０９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ドラゴンウェルズ �
�
父 Dynaformer �

�
母父 Hero’s Honor デビュー ２００５．１２．３ 阪神１着

２００３．４．２２生 牡４鹿 母 Poolesta 母母 Radiant ９戦４勝 賞金 ６５，９３４，０００円
※出走取消馬 ワイルドファイアー号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 サムソンハッピー号・ジョイントスターズ号・トラストセレビー号・ホウショウルビー号・マイケルバローズ号・

モエレフィールド号・ラインドライブ号



１４０２３ ５月２０日 晴 良 （１９東京３）第２日 第１１競走 ��２，４００�優 駿 牝 馬（ＪｐｎⅠ）
発走１５時４０分 （芝・左）（第６８回オークス）

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

賞 品
本 賞 ９７，０００，０００円 ３９，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，７００，０００円
付 加 賞 ３１，００３，０００円 ８，８５８，０００円 ４，４２９，０００円
生産者賞
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

［参考記録］

２：２２．１
２：２２．１
２：２６．１
２：２６．２

良

良

良

良 （東京）

１２ � ローブデコルテ 牝３芦 ５５ 福永 祐一前田 幸治氏 松元 茂樹 米 Mr. & Mrs. Larry
D. Williams ４５６＋ ２２：２５．３ １１．７�

４７ �� ベッラレイア 牝３鹿 ５５ 秋山真一郎植中 昌子氏 平田 修 早来 ノーザンファーム ４４４－ ２ 〃 ハナ ２．６�
６１２� ラ ブ カ ー ナ 牝３青鹿５５ 菊沢 隆徳増田 陽一氏 中村 均 新冠 新冠橋本牧場 ４３２± ０２：２５．４� ２５．５�
３５ �� ミンティエアー 牝３黒鹿５５ 蛯名 正義�RRA 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４５４－ ２２：２５．５クビ ８．５�
４８ � ピンクカメオ 牝３鹿 ５５ 四位 洋文金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 新冠 パカパカ
ファーム ４６２＋ ４２：２５．７１	 １５．８�

２３ � マイネルーチェ 牝３黒鹿５５ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム ４５０± ０２：２５．９１ ６８．４�

５９ � レインダンス 牝３栗 ５５ 鮫島 良太吉田 照哉氏 宮 徹 千歳 社台ファーム ４７６± ０２：２６．０� ３２．５	
３６ � ミルクトーレル 牝３鹿 ５５ 松田 大作宮原 廣伸氏 昆 貢 三石 山際牧場 ５００＋ ６２：２６．１� ４９．６

５１０� トウカイオスカー 牝３鹿 ５５ 後藤 浩輝内村 正則氏 後藤 由之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３４± ０２：２６．３１
 １３．６�
８１８� ザ レ マ 牝３栗 ５５ 武 豊吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５２２－ ６２：２６．６２ ５．３�
２４ �� ハロースピード 牝３栗 ５５ 松岡 正海福島 実氏 相沢 郁 三石 山際牧場 ４２６－ ４ 〃 ハナ ２８．０
７１５� アマノチェリーラン 牝３黒鹿５５ 池添 謙一中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 丸村村下

ファーム ４８２－ ２２：２７．１３ ４３．２�
６１１� カタマチボタン 牝３黒鹿５５ 藤田 伸二諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７４＋ ２２：２７．３１
 １０．５�
８１６� アドマイヤスペース 牝３芦 ５５ 柴田 善臣近藤 利一氏 的場 均 浦河 辻 牧場 ４２４＋ ２２：２７．５１
 ４０．７�
７１４�� ラ ス ト ベ ガ 牝３黒鹿５５ 横山 義行吉田 昭一氏 加賀 武見 静内 静内酒井牧場 ４１２－ ６ 〃 クビ ８２．３�
８１７� ザ リ ー ン 牝３鹿 ５５ 幸 英明田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４２８± ０２：２７．６クビ ６２．９�
７１３� ウィンナワルツ 牝３鹿 ５５ 村田 一誠吉田 千津氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４０６－ ４２：２７．７	 ７７．１�
１１ � スマートストーム 牝３栗 ５５ 長谷川浩大大川 徹氏 宮 徹 静内 岡田スタツド ４５４－１０２：２９．２９ ６８．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ５０４，７３８，５００円 複勝： ４０３，２１７，８００円 枠連： ８６８，８８８，９００円

普通馬連： ３，５４８，６８６，８００円 馬単： ２，０８６，９００，３００円 ワイド【拡大馬連】： ６２７，９６９，６００円

３連複： ３，８８０，９６３，５００円 ３連単： ８，４５５，４６３，９００円 計： ２０，３７６，８２９，３００円

払 戻 金

単 勝 � １，１７０円 複 勝 � ３１０円 � １５０円 � ５００円 枠 連（１－４） １，４８０円

普通馬連 �� １，６４０円 馬 単 �� ４，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７１０円 �� ２，３８０円 �� １，２１０円

３ 連 複 ��� １０，４５０円 ３ 連 単 ��� ５７，０００円

票 数

単勝票数 計５０４７３８５ 的中 � ３４１８９５（５番人気）
複勝票数 計４０３２１７８ 的中 � ３０１２８６（５番人気）� １０３６４３３（１番人気）� １６４０４３（７番人気）
枠連票数 計８６８８８８９ 的中 （１－４） ４３５３１４（５番人気）
普通馬連票数 計３５４８６８６８ 的中 �� １５９９８５９（４番人気）
馬単票数 計２０８６９００３ 的中 �� ３３５６４７（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計６２７９６９６ 的中 �� ２２８１０８（４番人気）�� ６２５６９（２６番人気）�� １２７１４５（１１番人気）
３連複票数 計３８８０９６３５ 的中 ��� ２７４１９９（２９番人気）
３連単票数 計８４５５４６３９ 的中 ��� １０９４８４（１５１番人気）

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

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―２３．６―３５．２―４７．０―５９．１―１：１１．９―１：２４．６―１：３７．１―１：４９．５―２：０１．３―２：１２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３５．８
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

�ローブデコルテ �
�
父 Cozzene �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２００６．７．２３ 函館１着

２００４．４．２８生 牝３芦 母 Color of Gold 母母 Sulemeif ８戦３勝 賞金 １８９，６４１，０００円
※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 アメジストリング号・アルティマトゥーレ号・ヴィアラクテア号・ヴィヴィッドカラー号



１４０２４ ５月２０日 晴 良 （１９東京３）第２日 第１２競走 ��
��１，６００�

は や ま

葉 山 特 別
発走１６時２０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 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

５９ � ノープロブレム 牡４栗 ５７ 藤田 伸二上田 宗義氏 昆 貢 新冠 ムラカミファーム ４７６± ０１：３４．５ ４．１�

８１４ リファインドボディ 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝井上 修一氏 根本 康広 門別 只野牧場 ５２２＋ ４１：３４．７１� ７．８�
６１０�	 ダイイチミラクル 
７芦 ５７ 松岡 正海�ミルファーム 菊川 正達 三石 ダイイチ牧場 B４８２－ ４ 〃 クビ １３．１�
１１ � ヒ カ ル ベ ガ 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義高橋 光氏 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ５３２＋ ２１：３４．８クビ ２．５�
５８ � 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 ５３０－ ２ 〃 クビ １３．３�
３４ � ニシノフリーダム 牡４栗 ５７ 四位 洋文西山 茂行氏 鈴木 伸尋 鵡川 西山牧場 ５３０－ ６１：３４．９クビ ４３．５�
７１２ クラウニングワーク 牡５栗 ５７ 福永 祐一 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 静内 藤原牧場 ４３８－ ４ 〃 ハナ ７８．７

２２ 	 トーセンマンボ 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹島川 �哉氏 保田 一隆 静内 岡田スタツド ５２４± ０ 〃 クビ ４２．６�
７１３� ストラスアイラ 牡５鹿 ５７ 鮫島 良太田原 邦男氏 小島 茂之 門別 荒井ファーム ４８０－ ２１：３５．３２� ８０．４
４７ グロリアスアーチ 牝５黒鹿５５ 村田 一誠飯田 政子氏 尾形 充弘 静内 千代田牧場 ４５２－ ２ 〃 ハナ ２８．３�
８１５� マイネルハイアップ 牡４黒鹿５７ 秋山真一郎 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀 宣行 新冠 中村農場 ４８８＋ ２１：３５．４ ５２．８�
３５ � ミスターケビン 牡５黒鹿５７ 武 豊山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Strategy

Bloodstock ４６０± ０ 〃 ハナ ６．３�
６１１� アグネスパウエル 
８鹿 ５７ 北村 宏司渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４５０－ ４１：３５．６１ ２９．１�
２３ �	 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 ４９８－ ８ 〃 クビ １０６．９�

（１４頭）
４６ � ユーワハリケーン 
４栗 ５７ 江田 照男 	ユーワライディング 武藤 善則 米 Dr. Char-

les S Giles ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ７４，６３２，７００円 複勝： ８３，９３１，５００円 枠連： ９１，８５３，５００円

普通馬連： ３６２，６２６，４００円 馬単： ２６７，８６８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ８３，４９８，３００円

３連複： ３１２，６１６，３００円 ３連単： ８１６，５２８，８００円 計： ２，０９３，５５５，５００円

払 戻 金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １９０円 � ２３０円 � ３００円 枠 連（５－８） １，２４０円

普通馬連 �� １，９７０円 馬 単 �� ３，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� ７３０円 �� １，１１０円

３ 連 複 ��� ５，８６０円 ３ 連 単 ��� ２４，１１０円

票 数

単勝票数 計 ７４６３２７ 的中 � １４５２２５（２番人気）
複勝票数 計 ８３９３１５ 的中 � １３４８４９（２番人気）� ９６６４１（３番人気）� ６７１９９（５番人気）
枠連票数 計 ９１８５３５ 的中 （５－８） ５４６９０（５番人気）
普通馬連票数 計３６２６２６４ 的中 �� １３６２００（６番人気）
馬単票数 計２６７８６８０ 的中 �� ５６１６４（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８３４９８３ 的中 �� ３５９１１（６番人気）�� ２８４９３（７番人気）�� １７９０３（１２番人気）
３連複票数 計３１２６１６３ 的中 ��� ３９４３３（１５番人気）
３連単票数 計８１６５２８８ 的中 ��� ２４９９９（６４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．６―３５．３―４７．２―５９．５―１：１１．３―１：２２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．３―３F３５．０
３ １４（８，１５）（３，７，１０）（２，５）９（１，１２，１１）１３，４ ４ １４（８，１５）１０，７（３，５）（２，１，９）（１２，１１）（４，１３）

勝馬の
紹 介

�ノープロブレム �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ナリタブライアン デビュー ２００６．３．４ 阪神１着

２００３．３．３０生 牡４栗 母 ユーワオトメ 母母 スプリングシャワー １２戦３勝 賞金 ４０，３４６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時２５分に変更。
〔出走取消〕 ユーワハリケーン号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。



（１９東京３）第２日 ５月２０日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １９０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

３６９，８８０，０００円
１，６９０，０００円
３２，６４０，０００円
２，１００，０００円
４６，６６０，０００円
４２，２４０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

６９，８１７，０００円
５，６０６，０００円
１，９１９，０００円

勝馬投票券売得金
８８９，８０２，４００円
８３７，２４６，１００円
１，３６８，９９３，１００円
５，３８３，８５６，６００円
３，５１３，８０５，８００円
１，０６０，１８７，０００円
５，７５７，９８８，８００円
１０，２３７，９８８，１００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 ２９，０４９，８６７，９００円

総入場人員 １００，１１２名 （有料入場人員 ９７，１０２名）




