
１４０３７ ５月２７日 晴 良 （１９東京３）第４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）

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

７１２ マーベラスキャップ 牡３鹿 ５６ 江田 照男笹原 貞生氏 谷原 義明 新冠 川島牧場 ４６８＋ ４１：３９．４ ６．５�

４７ ヘンリーゴンドーフ 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８０± ０１：３９．５クビ １．５�
（大井）

６１１ アルファトミー 牡３青鹿５６ 中谷 雄太�貴悦 斎藤 宏 三石 澤田 嘉隆 ４６８± ０１：３９．９２� ４５．４�
６１０� スイートプラド 牝３芦 ５４ 北村 宏司シンボリ牧場 古賀 慎明 米 Takahiro

Wada ５１８－ ６ 〃 ハナ ６．７�
５８ � スズライトアップ 牡３栗 ５６ 村田 一誠サン・ファーム� 佐藤 全弘 三石 小河 豊水 ４５０＋１０１：４０．０クビ １６５．２�
７１３ ベルモントマルス 牡３黒鹿５６ 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 ５２２＋１４１：４０．５３ １３３．９	
１１ 	 クリールボルケーノ 牡３栗 ５６ 津村 明秀横山 修二氏 相沢 郁 門別 倉見牧場 B４７２－ ６１：４０．８１
 ５７．２

２２ サンワードレッツ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義古谷 敏明氏 中川 公成 浦河 梅田牧場 ４７６± ０ 〃 クビ １１．８�
８１５� メイクアダッシュ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文�谷岡牧場 中野 栄治 静内 谷岡牧場 ４５８－ ４１：４１．０１� １４．８�
３４ �	 クレインタキシード 牡３青 ５６ 池添 謙一金子真人ホール

ディングス� 勢司 和浩 新冠 海馬沢 明 ４４８ ― 〃 ハナ １４９．１
４６ � ウィッシュイズワン 牡３鹿 ５６ 小野 次郎�槇本牧場 水野 貴広 門別 槇本牧場 ５３２± ０１：４１．１
 ２８１．１�
３５ マルダイロマン 牝３鹿 ５４ 菊沢 隆徳大川 勝氏 和田 正道 静内 カタオカステーブル B４７４＋ ４１：４１．４２ １９９．６�
２３ � ゴールドセラフ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊 �ゴールドレーシング 秋山 雅一 愛 Joe Nally ４８４ ―１：４４．０大差 １３８．４�
５９ インペリアルスター 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝佐藤 清氏 中野 隆良 静内 静内フジカ

ワ牧場 B４６８＋ ６１：４５．９大差 １０９．２�
８１４� ユウターアーミー 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮上山 利広氏 二本柳俊一 新冠 中本牧場 ４７６ ―１：４６．７５ ７９．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３０，９２５，０００円 複勝： ３０，８０２，６００円 枠連： ２９，６７２，３００円

普通馬連： １１３，０５７，２００円 馬単： １４６，６２０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，０４４，１００円

３連複： １６６，１６５，１００円 ３連単： 発売なし 計： ５５０，２８７，２００円

払 戻 金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � ４４０円 枠 連（４－７） ３２０円

普通馬連 �� ３５０円 馬 単 �� １，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� １，１９０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� １，９７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３０９２５０ 的中 � ３７９６０（２番人気）
複勝票数 計 ３０８０２６ 的中 � ５７５８０（２番人気）� １１９７４８（１番人気）� ９６０１（６番人気）
枠連票数 計 ２９６７２３ 的中 （４－７） ７００８２（１番人気）
普通馬連票数 計１１３０５７２ 的中 �� ２４１６５５（１番人気）
馬単票数 計１４６６２０９ 的中 �� ７７４４８（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３０４４１ 的中 �� ５８９６３（１番人気）�� ５６５１（１３番人気）�� ９９９７（８番人気）
３連複票数 計１６６１６５１ 的中 ��� ６２５６２（６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．７―１２．４―１２．７―１２．８―１２．９―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．６―３５．３―４７．７―１：００．４―１：１３．２―１：２６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．７―３F３９．０
３ １３－（５，１１，１５）（１，７，１２）１０（８，９）２，６，４－１４－３ ４ １３－（１１，１５）５（７，１２）（１，１０）８（６，２）－４－９－３－１４

勝馬の
紹 介

マーベラスキャップ �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 ア ス ワ ン デビュー ２００６．１１．１８ 東京７着

２００４．５．２９生 牡３鹿 母 スロクルージュ 母母 シ ユ ア ン ス ７戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 インペリアルスター号・ユウターアーミー号は，平成１９年６月２７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〕 マルダイロマン号は，平成１９年６月２７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。



１４０３８ ５月２７日 晴 良 （１９東京３）第４日 第２競走 ��
��２，１００�サラブレッド系３歳

発走１０時３５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

５１０� レ ス ト 牡３栗 ５６ 北村 宏司小田切有一氏 小西 一男 三石 沼田 照秋 ４９２＋ ２２：１５．７ ７．９�

２４ � ジョウテンファミリ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊田邉 久男氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 ４８４－ ２ 〃 クビ １１．８�
２３ グランドバイオ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅バイオ� 崎山 博樹 門別 日高大洋牧場 ４７０－ ２２：１６．４４ ３．２�
４８ � ア ロ ハ オ エ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝佐藤 敏夫氏 古賀 慎明 早来 ノーザンファーム ５１８＋ ６２：１６．５クビ ４．６�
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± ０２：１６．６	 １２５．２�
５９ � タイムオブデライト 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �グリーンファーム 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５２６－ ２２：１６．７
 ４．１�

（大井）

３６ � ハシルペンチャン 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹齋藤 宏明氏 小林 常泰 平取 池田牧場 ４４４＋ ６２：１７．３３
 １６．５	
６１２ サムデイシュアー 牡３鹿 ５６

５３ ▲田中 博康�ジェイアール 岩戸 孝樹 浦河 信岡牧場 ４４４＋ ８ 〃 クビ １７．１

４７ カ ン タ ー タ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二�服部牧場 清水 英克 静内 服部 牧場 ４６０＋ ４２：１７．４クビ １８．２�
８１６ アンデルセンシチー 牡３鹿 ５６ 村田 一誠 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 門別 幾千世牧場 ５２２＋ ２２：１７．５
 ５８．７
１１ � 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 ４３６＋ ４２：１８．０３ １８３．８�
１２ � ニライカナイ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一吉田 和子氏 矢作 芳人 愛 T. Boylan ４１６＋ ４２：１８．５３ ４３．０�
７１４ シルクアドニス 牡３栗 ５６ 幸 英明有限会社シルク大和田 稔 新冠 �渡 信義 ４７０ ―２：１８．９２
 ６４．１�
８１５�� ワンダフルポケット 牡３黒鹿５６ 高橋 智大酒井 秀雄氏 畠山 吉宏 新冠 斉藤 恒雄 B４７０－ ８２：１９．０
 ４６．４�
３５ � ラードロプライマー 牡３鹿 ５６ 津村 明秀村中 徳広氏 鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 B４６０＋ ２２：１９．２１� １６９．１�
７１３� 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± ０２：２０．８１０ １９３．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，１３５，３００円 複勝： ２８，３５７，０００円 枠連： ３４，０２５，５００円

普通馬連： １１２，６１０，４００円 馬単： １０４，７２２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，３８３，７００円

３連複： １４８，９４４，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４８１，１７９，４００円

払 戻 金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ２１０円 � ２８０円 � １６０円 枠 連（２－５） ３６０円

普通馬連 �� ３，２００円 馬 単 �� ６，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８５０円 �� ４４０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ３，２９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２１３５３ 的中 � ２２２７４（４番人気）
複勝票数 計 ２８３５７０ 的中 � ３５３４６（４番人気）� ２３０５９（５番人気）� ５８５０３（１番人気）
枠連票数 計 ３４０２５５ 的中 （２－５） ６９９９９（１番人気）
普通馬連票数 計１１２６１０４ 的中 �� ２６０１６（１３番人気）
馬単票数 計１０４７２２７ 的中 �� １１８３９（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０３８３７ 的中 �� ８４６２（９番人気）�� １７８５８（４番人気）�� １３１６０（６番人気）
３連複票数 計１４８９４４８ 的中 ��� ３３４６６（９番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．４―１２．９―１３．７―１３．２―１３．２―１３．２―１２．７―１２．４―１２．８―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１８．５―３１．４―４５．１―５８．３―１：１１．５―１：２４．７―１：３７．４―１：４９．８―２：０２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．３
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�レ ス ト �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ヤマニンスキー デビュー ２００６．１０．８ 東京１２着

２００４．４．１２生 牡３栗 母 タイトルロウル 母母 ベロナスポート ７戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔３走成績による出走制限〕 ニライカナイ号・ワンダフルポケット号は，平成１９年６月２７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２７日 晴 良 （１９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０５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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

３５ デ ル マ ア ン 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠浅沼 廣幸氏 高橋 義博 門別 ファニーヒルファーム ４４４＋ ８１：３４．４ １２．０�

１１ プロミネント 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 和田 正道 早来 ノーザンファーム ４８２ ―１：３４．５� ２２．３�
１２ � サプライズユー 牝３栗 ５４ 吉田 豊 �社台レースホース浅野洋一郎 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２± ０１：３４．６� ８４．８�
３６ � ウェンブリー 牝３栗 ５４ 柴田 善臣渡邊 隆氏 小笠 倫弘 苫小牧 藤沢 武雄 ４４６＋１２ 〃 クビ ７．１�
２３ � ホッテストチケット 牝３鹿 ５４ 田中 勝春金子真人ホール

ディングス� 高市 圭二 静内 橋本牧場 ４４０＋ ４１：３４．７� １．８�
５１０ コスモパッション 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 谷原 義明 門別 菊地牧場 ４５６＋１０１：３５．０２ ４．６	
８１７� レパティヌール 牝３芦 ５４

５１ ▲田中 博康�ミルファーム 保田 一隆 三石 中橋 正 ４４０＋ ２１：３５．２１� １０９．４

４８ � ペ ル ラ ー ト 牝３黒鹿５４ 武 豊 �キャロットファーム 小島 太 早来 ノーザンファーム ４４２ ―１：３５．３� １０．３�
６１２�� ヒシインパラ 牝３青鹿５４ 藤岡 佑介阿部雅一郎氏 的場 均 三石 沖田 博志 ４６８ ―１：３５．６１� ２４０．３�
７１５� レアクラシック 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義臼田 浩義氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４７８ ―１：３５．８１� ６６．３
４７ � ケンコウランハート 牝３黒鹿５４ 幸 英明志田 晃一氏 和田 正道 静内 カントリー牧場 ４８４＋ ８１：３６．０１� ２０１．９�
６１１ プラチナブーケ 牝３青鹿５４ 菊沢 隆徳齊藤 直信氏 成島 英春 浦河 冨岡 博一 ５０２－ ４ 〃 クビ ３２．５�
２４ � グレイススマイル 牝３鹿 ５４

５１ ▲的場 勇人 �ユートピア牧場 菊川 正達 登別 ユートピア牧場 ４３４± ０１：３６．１クビ １８０．７�
７１３ コスタブリーズ 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人小林 薫氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム ５０６ ― 〃 クビ ８７．６�
７１４� フラッシュダンス 牝３黒鹿５４ 北村 宏司�前川企画 伊藤 正徳 門別 下河辺牧場 ４５４＋１６１：３６．２� ４７．３�
８１８� ウエストリリー 牝３鹿 ５４ 安藤 光彰中村 雅信氏 菊川 正達 静内 西村 和夫 ４０６＋ ４１：３６．４１ ２６３．９�
５９ � スイートデール 牝３鹿 ５４

５３ ☆大野 拓弥シンボリ牧場 境 征勝 門別 シンボリ牧場 ４７０ ―１：３７．０３� ２３８．０�
８１６ ビコーローズ 牝３鹿 ５４

５１ ▲黛 弘人�レジェンド 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４０２＋１０１：３７．１� ４３０．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３７，１６４，８００円 複勝： ３６，６５９，５００円 枠連： ４０，２５４，７００円

普通馬連： １３１，０５４，４００円 馬単： １４７，３６４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，０７４，７００円

３連複： １７９，２２０，５００円 ３連単： 発売なし 計： ６０７，７９３，０００円

払 戻 金

単 勝 � １，２００円 複 勝 � ３２０円 � ７００円 � １，９００円 枠 連（１－３） ３，９５０円

普通馬連 �� １１，６８０円 馬 単 �� ２２，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，１７０円 �� ８，２９０円 �� １０，１７０円

３ 連 複 ��� １９３，６６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３７１６４８ 的中 � ２４５５２（５番人気）
複勝票数 計 ３６６５９５ 的中 � ３４７８２（４番人気）� １３４０７（７番人気）� ４５８０（１２番人気）
枠連票数 計 ４０２５４７ 的中 （１－３） ７５３３（１４番人気）
普通馬連票数 計１３１０５４４ 的中 �� ８２８２（２５番人気）
馬単票数 計１４７３６４４ 的中 �� ４９３６（４６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６０７４７ 的中 �� ２８３５（２５番人気）�� １０６６（５０番人気）�� ８６８（５７番人気）
３連複票数 計１７９２２０５ 的中 ��� ６８３（２０５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．５―３５．１―４７．０―５９．０―１：１０．７―１：２２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．４―３F３５．４
３ ３，４，１（５，１１）（２，６，１７）（１０，１６）１４，７（８，１５）－（１２，１８）－１３－９ ４ ３（１，４）（５，１１）（２，６，１７）（１０，１４）－（７，１６，１５）８（１２，１８）－１３－９

勝馬の
紹 介

デ ル マ ア ン �
�
父 ムタファーウエク �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００６．７．２３ 新潟９着

２００４．３．２４生 牝３鹿 母 ローザロッサ 母母 マンボステップ １１戦１勝 賞金 １０，７５０，０００円
※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 オートクレール号・ダイワグリーズ号・タケデンシルヴァン号・タビー号・パープルオーキッド号・

ブルーヴィーナス号・ラードロロフティー号



１４０４０ ５月２７日 晴 良 （１９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３５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

１：４５．４
１：４４．１

良

良

６１１� ナムラシンドバッド 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己奈村 信重氏 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 ４６２＋ ２１：４９．１ ５．１�

６１２� ビービーファルコン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春�坂東牧場 古賀 慎明 平取 坂東牧場 ４４４－１０１：４９．４２ ４．５�
３６ � エアシャムス 牡３栗 ５６ 横山 典弘 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ５００－ ６１：４９．５クビ ３．９�
４７ �� ダイワジェラート 牝３青鹿５４ 藤田 伸二大城 敬三氏 秋山 雅一 千歳 社台ファーム ４３０＋ ２１：４９．６� １２．２�
７１４� サンライトプリティ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一酒井 祐三氏 蛯名 信広 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４４０－ ２１：４９．８１ １３．７�
２４ �� サイレンスデザート 牝３黒鹿５４ 内田 博幸鈴木 可一氏 小笠 倫弘 三石 土田 扶美子 ４８２－ ８１：５０．１２ ３４．８	

（大井）

４８ フレノカトリーヌ 牝３鹿 ５４
５１ ▲宮崎 北斗�ヤブウチ 小島 茂之 浦河 岡本牧場 ４４６＋ ４ 〃 クビ １１８．０


１１ モリトホマレ 牝３黒鹿５４ 二本柳 壮石橋 忠之氏 後藤 由之 様似 上田 一 ４５０＋ ８１：５０．３１ ８９．７�
３５ � ダンスソーラン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊酒井 芳男氏 佐藤 全弘 三石 パシフイツク

牧場 ４８６＋ ２１：５０．５１� ３３．６�
７１３� シルクアプサラス 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲田中 博康有限会社シルク蛯名 信広 門別 メイプルファーム ４３８＋１２ 〃 ハナ ２３３．８
５９ � ジョーネンボー 牡３栗 ５６ 小野 次郎泉 俊二氏 柴田 政人 門別 下河辺牧場 ４９６－ ２ 〃 クビ ８．４�
８１６�� ケイコワンデイ 牡３栗 ５６ 田中 剛小林けい子氏 上原 博之 三石 折手牧場 ４９０－ ６１：５０．８１� １９２．５�
１２ ユーヴェリア 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣 �ローレルレーシング 武藤 善則 新冠 高瀬牧場 ４３４＋１２１：５０．９� ４５．５�
５１０ カリズマウイッシュ �３栗 ５６ 武士沢友治篠木 俊二氏 菅原 泰夫 福島 篠木牧場 ４６８＋ ８ 〃 クビ ２７５．３�
７１５� ミスターアタゴ 牡３鹿 ５６ 村田 一誠坪野谷和平氏 柄崎 孝 浦河 三嶋牧場 ５１０＋１０１：５１．１１	 ２８８．４�
８１８�� スズノライコウ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝小紫 芳夫氏 高橋 裕 早来 ノーザンファーム ４７４－１２１：５１．３１	 ６．６�
２３ キャプテンロー 牡３栗 ５６ 郷原 洋司新木 鈴子氏 郷原 洋行 門別 ナカノファーム B４７０＋１６１：５１．４� １３５．２�
８１７�� ミッキーポケット �３鹿 ５６ 武 豊野田みづき氏 小島 太 早来 ノーザンファーム ４６０ ―１：５１．６１ ２９．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３３，０７６，０００円 複勝： ４１，６１６，９００円 枠連： ４５，６３６，９００円

普通馬連： １４８，７６３，６００円 馬単： １３０，４９５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，３０９，２００円

３連複： １８０，７５２，８００円 ３連単： 発売なし 計： ６１７，６５０，７００円

払 戻 金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １８０円 � １４０円 � １７０円 枠 連（６－６） １，１２０円

普通馬連 �� １，０４０円 馬 単 �� ２，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ５１０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� １，５８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３３０７６０ 的中 � ５１１６２（３番人気）
複勝票数 計 ４１６１６９ 的中 � ５７９３９（３番人気）� ８９５５５（１番人気）� ６３７００（２番人気）
枠連票数 計 ４５６３６９ 的中 （６－６） ３０３１３（４番人気）
普通馬連票数 計１４８７６３６ 的中 �� １０６０５４（２番人気）
馬単票数 計１３０４９５３ 的中 �� ４２３２６（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７３０９２ 的中 �� ２４７３８（１番人気）�� １７８６７（３番人気）�� １９８４２（２番人気）
３連複票数 計１８０７５２８ 的中 ��� ８４６５７（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．２―３６．５―４９．２―１：０２．０―１：１４．７―１：２５．９―１：３７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．１―３F３４．４

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

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

勝馬の
紹 介

�ナムラシンドバッド �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ウォーニング デビュー ２００７．３．２４ 阪神４着

２００４．５．１７生 牡３鹿 母 ナムラバーグマン 母母 ビクトリーマッハ ４戦１勝 賞金 ７，０５０，０００円
〔制裁〕 サイレンスデザート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１０，０００円。
〔その他〕 ダイワジェラート号は，馬場入場後に右前肢落鉄。蹄鉄を再装着できずに出走。
〔３走成績による出走制限〕 ミスターアタゴ号は，平成１９年６月２７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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ゲラウトマイウエイ号
（非抽選馬） ４頭 コスモエリニュス号・コスモノーティー号・シルクトワイライト号・パンプキンパイ号
※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。



１４０４１ ５月２７日 晴 良 （１９東京３）第４日 第５競走 ��
��１，３００�サラブレッド系３歳

発走１２時３５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

３６ � ミキノモナコ 牝３栗 ５４ 幸 英明谷口 久和氏 保田 一隆 三石 久米 和夫 ４４４± ０１：１８．６ ５．１�

７１４ プレンティラヴ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 利章 新冠 ビッグレッドファーム ４９４＋ ２ 〃 クビ ３．０�
４８ � アポロダヴィンチ 牡３栗 ５６ 武 豊アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Robert D.

Nash ４９０± ０１：１８．８１ ４．２�
４７ �� ヤエノアカハチ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義�RRA 久保田貴士 静内 大典牧場 ４４４－ ４１：１９．２２	 １２．６�
７１３ タカラヘリオス 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝村山 義男氏 田村 康仁 新冠 大栄牧場 ４９０± ０１：１９．３
 ８．２�
５９ �� ミレニアムカースル 牡３鹿 ５６ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ５００－ ６１：１９．４クビ １０．０�
８１６ ウイビリーブ 牡３青鹿５６ 松岡 正海深澤陽一郎氏 伊藤 伸一 新冠 斉藤 安行 ４６０＋ ６１：１９．５
 ２０．４	
２３ � アポロサーカス 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新冠 カミイスタット ４９０＋ ２１：１９．７１� ７２．５

６１１ メイキンマジック 牡３青鹿５６ 小野 次郎加藤 愼一氏 石毛 善彦 浦河 大柳ファーム ５０８－ ２１：１９．８クビ ６９．９�
６１２� スキマチェリー 牡３栗 ５６ 武士沢友治チエリー商事� 嶋田 功 三石 嶋田牧場 ４８４＋ ２ 〃 クビ ３１．５
３５ 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± ０１：１９．９クビ １４６．９�
１１ � セーフアズロック 牝３栗 ５４ 四位 洋文臼田 浩義氏 萩原 清 米 Morio

Sakurai ４２６＋ ４１：２０．６４ ３３．２�
５１０� ミウラリチャード 牡３鹿 ５６ 内田 博幸佐藤 明氏 岩本 洋 新冠 前川 隆範 B４８０－ ５１：２０．７	 ９０．８�

（川崎） （大井）

２４ � マキノセンプー 牡３鹿 ５６ 繁田 健一濱野 牧男氏 稲葉 道行 新冠 アラキフアーム ４６２－１１１：２１．０２ １１４．５�
（浦和） （浦和）

１２ マコトジンライ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人眞壁 明氏 和田 正道 様似 出口 繁夫 ４７４－１０１：２１．２１� １０２．０�
８１５ ニシノタマテバコ 牡３芦 ５６

５３ ▲草野 太郎西山 茂行氏 伊藤 圭三 鵡川 西山牧場 B４７８± ０１：２１．４１ ９４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，７２５，９００円 複勝： ３８，７１９，９００円 枠連： ４７，５７１，９００円

普通馬連： １５１，６７７，５００円 馬単： １３０，９７１，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，４８３，９００円

３連複： １８９，１１１，３００円 ３連単： 発売なし 計： ６２８，２６１，８００円

払 戻 金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １６０円 � １４０円 � １６０円 枠 連（３－７） ５００円

普通馬連 �� ７８０円 馬 単 �� １，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ３９０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� １，１３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３１７２５９ 的中 � ４９０９２（３番人気）
複勝票数 計 ３８７１９９ 的中 � ６２１７５（３番人気）� ７９５００（１番人気）� ６３４１７（２番人気）
枠連票数 計 ４７５７１９ 的中 （３－７） ７０８３９（２番人気）
普通馬連票数 計１５１６７７５ 的中 �� １４４６７１（１番人気）
馬単票数 計１３０９７１４ 的中 �� ５３７６８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８４８３９ 的中 �� ３２７１５（１番人気）�� ２３７１６（３番人気）�� ２５０７４（２番人気）
３連複票数 計１８９１１１３ 的中 ��� １２４０４５（１番人気）

ハロンタイム ６．８―１０．９―１１．７―１１．７―１１．６―１２．３―１３．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
６．８―１７．７―２９．４―４１．１―５２．７―１：０５．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ミキノモナコ �
�
父 デ ィ ア ブ ロ �

�
母父 ソヴィエトスター デビュー ２００６．９．１６ 中山３着

２００４．５．１１生 牝３栗 母 ユ カ リ 母母 レッドハマナス １０戦２勝 賞金 ２４，７００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 アルコイリス号・ウィンエース号・スイートフィズ号・チアズグローリー号・ベルモントエアロ号・ラブストラック号
※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。



１４０４２ ５月２７日 晴 良 （１９東京３）第４日 第６競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１３時０５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

１：５８．０
１：５６．４

良

良

６６ リバイバルシチー 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �友駿ホースクラブ 加賀 武見 浦河 アイオイファーム ４７８± ０２：００．４ ３６．３�

８８ � ケイアイハイタイド 牡３青 ５６ 内田 博幸亀田 守弘氏 柴崎 勇 静内 大滝 康晴 ４７６－１４２：００．５� １３．５�
（大井）

２２ � マイネルビジュー 牡３栗 ５６ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 小笠 倫弘 浦河 丸村村下

ファーム ４４８＋ ４ 〃 ハナ ６．１�
３３ � クリムゾンベガ 牡３黒鹿５６ 武 豊 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４７０＋ ２２：００．７１ ２．５�
７７ � ノワールシチー 牡３栗 ５６

５３ ▲的場 勇人 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 静内 出羽牧場 B４７８－ ２ 〃 ハナ １７．０�
４４ � ユウターヴェール 牡３鹿 ５６ 北村 宏司上山 利広氏 国枝 栄 新冠 中本牧場 ４６２－ ２２：００．９１	 １６．７	
５５ �� ツバサドリーム 牡３栗 ５６ 岩田 康誠�RRA 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４７６－ ８２：０１．１１� ２．２

１１ � マルチヒット 牡３栗 ５６ 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 浦河 高岸 節雄 ４１６－ ４２：０２．０５ ９１．０�

（８頭）

売 得 金

単勝： ３７，７０４，３００円 複勝： ２８，５６４，６００円 枠連： 発売なし

普通馬連： １４３，６４８，５００円 馬単： １８４，６６４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，３７２，１００円

３連複： １７０，３２９，３００円 ３連単： 発売なし 計： ５９５，２８３，２００円

払 戻 金

単 勝 � ３，６３０円 複 勝 � ９９０円 � ３７０円 � ２３０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� １４，９３０円 馬 単 �� ４３，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，５８０円 �� ２，４００円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� １８，８３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３７７０４３ 的中 � ８１８６（７番人気）
複勝票数 計 ２８５６４６ 的中 � ６４３４（７番人気）� ２０４２７（５番人気）� ３８５７６（３番人気）
普通馬連票数 計１４３６４８５ 的中 �� ７１０２（１９番人気）
馬単票数 計１８４６６４４ 的中 �� ３１０１（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０３７２１ 的中 �� ２０２７（２０番人気）�� ３０５４（１７番人気）�� １０３３５（９番人気）
３連複票数 計１７０３２９３ 的中 ��� ６６７９（３２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．３―３６．１―４８．０―１：００．５―１：１３．０―１：２５．４―１：３６．７―１：４８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．０

３ ６－８，７，２，５（１，３）４
２
４
６，８，７（２，５）３，４，１
６－８（２，７）５（１，３）４

勝馬の
紹 介

リバイバルシチー �

父 グラスワンダー �


母父 リンドシェーバー デビュー ２００６．７．２３ 函館６着

２００４．４．１４生 牡３鹿 母 エレガントウィロー 母母 センシユーローマン １１戦１勝 賞金 １０，０００，０００円
［他本会外：１戦１勝］

※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。



１４０４３ ５月２７日 晴 良 （１９東京３）第４日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時３５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 ３７０，０００
３７０，０００

円
円� コースレコード

中央レコード

１：２２．３
１：２１．９

稍重

重

２４ � ダイワインパクト 牡５芦 ５７ 四位 洋文大城 敬三氏 増沢 末夫 米
Liberation
Farm & Oratis
Thoroughbreds

B５０４－１０１：２５．９ ８．１�

８１６� グランプリペガサス 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝�グランプリ 加藤 征弘 早来 ノーザンファーム ４７４± ０１：２６．１１	 ４．４�
７１４
 ヨイチイースト 牝５栗 ５５ 梶 晃啓加藤 興一氏 保田 一隆 青森 一山牧場 ５１４± ０１：２６．２� ７３．９�
４７ � エ イ ワ ナ ギ 牡４鹿 ５７ 松岡 正海永井公太郎氏 松山 康久 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. ５２０＋ ２１：２６．３� ６．７�
１１ ナムラオルフェ 牡５黒鹿５７ 村田 一誠奈村 信重氏 柄崎 孝 浦河 帰山 清貴 ４９８＋ ４１：２６．４� ２１．１�
８１５
 ビッグマウス 牡４栗 ５７ 小野 次郎小原 該一氏 菅原 泰夫 浦河 冨岡 博一 ４７４＋ ２ 〃 同着 ３０．４�
５１０
 コスミックブライト 牡５栗 ５７ 吉田 隼人細谷 典幸氏 高橋 裕 門別 下河辺牧場 ４３８＋ ２ 〃 ハナ １２３．８	
３６ ヒカルマチェンドラ 牡６芦 ５７ 北村 宏司�橋 京子氏 秋山 雅一 新冠 山岡ファーム ４６６－ ６１：２６．５� ２６．８

５９  アイファーラブラブ 牝５鹿 ５５ 川田 将雅中島 稔氏 小島 茂之 静内 静内山田牧場 ４４０－ ２ 〃 アタマ ６８．８�
６１２ ジェイケイボストン �４黒鹿５７ 藤田 伸二小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム B５００＋ ４１：２６．６� １４．９�
１２ ケイアイマイバッハ 牡４青鹿５７ 内田 博幸亀田 守弘氏 石毛 善彦 新冠 松浦牧場 ４８６－ ２１：２６．７� １３．９

（大井）

７１３ メジロソリアノ 牡４鹿 ５７ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ５１０－ ６１：２７．２３ ９．６�
２３ � トーヨーコジーン 牡４芦 ５７ 横山 典弘�トーヨークラブ 古賀 史生 米

Grapestock LLC &
Westwood Thor-
oughbreds LLC

B５０４－ ８ 〃 クビ １４．８�
６１１ ジパングエンジェル 牝６鹿 ５５ 田面木博公吉野 吉晴氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４６４＋ ２１：２７．３クビ １４６．３�
４８ スズノケーティング 牡４鹿 ５７ 郷原 洋司阿部 雅子氏 郷原 洋行 門別 大沢育成牧場 ４６４＋３２１：２８．３６ １３９．７�
３５ ゴーゴーゴー 牡５栗 ５７ 田中 勝春澤 洋氏 河野 通文 静内 マークリ牧場 ４８２－ ４ （競走中止） ３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，３７６，１００円 複勝： ４８，７４０，４００円 枠連： ４９，８７０，０００円

普通馬連： ２１７，１４１，９００円 馬単： １５３，７６２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，３０７，５００円

３連複： ２５５，０９１，６００円 ３連単： 発売なし 計： ８０８，２８９，９００円

払 戻 金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � ２５０円 � １８０円 � １，４７０円 枠 連（２－８） １，０６０円

普通馬連 �� １，８９０円 馬 単 �� ３，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７３０円 �� ６，６３０円 �� ５，３１０円

３ 連 複 ��� ４６，５００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３５３７６１ 的中 � ３４７０１（４番人気）
複勝票数 計 ４８７４０４ 的中 � ５２７９８（４番人気）� ８６８８１（２番人気）� ６６３１（１２番人気）
枠連票数 計 ４９８７００ 的中 （２－８） ３４７４７（３番人気）
普通馬連票数 計２１７１４１９ 的中 �� ８５２２６（４番人気）
馬単票数 計１５３７６２４ 的中 �� ３０４１０（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８３０７５ 的中 �� １７４３７（５番人気）�� １７３４（６１番人気）�� ２１７３（５３番人気）
３連複票数 計２５５０９１６ 的中 ��� ４０４９（１３５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．６―３６．０―４８．７―１：０１．０―１：１３．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ダイワインパクト �
�
父 Tale of the Cat �

�
母父 Two Punch デビュー ２００４．１０．１０ 東京６着

２００２．５．１生 牡５芦 母 Stars Knockout 母母 Five Red Stars １２戦２勝 賞金 ２１，５２８，０００円
〔競走中止〕 ゴーゴーゴー号は，競走中に疾病〔右第３中足骨複骨折並びに右第１趾骨複骨折〕を発症したため最後の直線コース

で競走中止。
〔３走成績による出走制限〕 アイファーラブラブ号は，平成１９年６月２７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 ホトダー号
※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。



１４０４４ ５月２７日 晴 良 （１９東京３）第４日 第８競走 ��
��２，４００�

あおあらし

青 嵐 賞
発走１４時１０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 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

３３ オートゼウス 牡８黒鹿５７ 小林 淳一大戸 時子氏 土田 稔 三石 土田 和男 ４７２－ ６２：２６．１ ４７．３�

５８ フェラーリファイブ 牡４黒鹿５７ 武 豊市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４８８＋ ４２：２６．２� ２．８�
６１０� マイネルガスト 牡６青 ５７ 吉田 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 浦河 山田牧場 ４８８± ０ 〃 アタマ ６６．０�
６９ ディーエスハリアー 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 柴田 政人 新冠 川上牧場 ４６０＋ ４２：２６．３クビ ６．１�
３４ � オルドリーバ 牡５鹿 ５７ 内田 博幸古川 智洋氏 佐藤 吉勝 三石 畑端牧場 ４５４＋ ８２：２６．４	 ４．７�

（大井）

４６ リワードプレイン 
５鹿 ５７ 吉田 隼人宮崎忠比古氏 後藤 由之 浦河 有限会社
リワード ４３２± ０２：２６．７１	 １５．２�

４５ エプソムボス 牡６栗 ５７ 幸 英明 �ジャパン・
ホースマン・クラブ 堀井 雅広 静内 田原橋本牧場 ５２０＋ ６ 〃 アタマ ５５．１	

７１１�� タマモダンディ 
６芦 ５７ 後藤 浩輝タマモ� 萱野 浩二 新冠 小泉牧場 B４５８＋ ４２：２６．９１� ２２．１

８１３ ダンシングオン 牡７鹿 ５７ 福永 祐一 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４８４－ ２ 〃 ハナ ２７．２�
８１４ ラムタラプリンス 牡６鹿 ５７ 木幡 初広風間 栄輔氏 久保田貴士 静内 井高牧場 ４４０＋ ２２：２７．０	 ２５．３
２２ ニューヨークカフェ 牡５青 ５７ 蛯名 正義西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４７２＋ ４２：２７．２１� ４．０�
５７ �� フジマサチャンプ 牡８栗 ５７ 松岡 正海藤原 正一氏 佐々木亜良 門別 中川 浩典 ４４０－ ２ 〃 アタマ ６３．４�
７１２� フクノファイン 牡６鹿 ５７ 田中 剛小沼 博氏 嶋田 潤 浦河 林農場 ４５８＋ ６２：２７．４１� １３４．１�
１１ � アロハスピリッツ 牡８栗 ５７ 川田 将雅喜田 啓照氏 加賀 武見 米 Swetten-

ham Stud ４８６＋ ６２：２８．３５ １８１．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４２，４８５，８００円 複勝： ５１，３９４，１００円 枠連： ４９，１８２，２００円

普通馬連： ２３４，８８１，７００円 馬単： １９３，３８４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ５１，２３３，１００円

３連複： ２８１，２２１，７００円 ３連単： 発売なし 計： ９０３，７８３，１００円

払 戻 金

単 勝 � ４，７３０円 複 勝 � ８５０円 � １６０円 � １，３３０円 枠 連（３－５） ６５０円

普通馬連 �� ８，８２０円 馬 単 �� ２７，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０８０円 �� １３，２５０円 �� ２，７５０円

３ 連 複 ��� ９２，６６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ４２４８５８ 的中 � ７０８２（９番人気）
複勝票数 計 ５１３９４１ 的中 � １２８１８（９番人気）� １２８５２５（１番人気）� ７８５３（１１番人気）
枠連票数 計 ４９１８２２ 的中 （３－５） ５６６０５（１番人気）
普通馬連票数 計２３４８８１７ 的中 �� １９６７２（２４番人気）
馬単票数 計１９３３８４５ 的中 �� ５２３３（６４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５１２３３１ 的中 �� ６１５２（２３番人気）�� ９３５（６９番人気）�� ４６１３（２９番人気）
３連複票数 計２８１２２１７ 的中 ��� ２２４０（１５９番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．９―１２．１―１２．５―１２．３―１２．６―１２．９―１２．７―１１．９―１１．４―１１．６―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．７―２３．６―３５．７―４８．２―１：００．５―１：１３．１―１：２６．０―１：３８．７―１：５０．６―２：０２．０―２：１３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．５
１
３
３，１３，１４（４，１２）（２，７，８）９，１１－１０（１，６）５
３，１３（４，１４）（２，１２，８）７（１１，９）（１０，６）５，１

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

勝馬の
紹 介

オートゼウス �
�
父 タイキブリザード �

�
母父 トウシヨウボーイ デビュー ２００１．１２．８ 中山２着

１９９９．４．２８生 牡８黒鹿 母 ノースハーミツト 母母 ハーミツトレデイ ４２戦４勝 賞金 ７０，６９６，０００円
※オルドリーバ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１４０４５ ５月２７日 晴 良 （１９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歳以上，１，６００万円以下，１８．５．２７以降１９．５．２０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 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４５．４
１：４４．１

良

良

２４ � 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 ４８６＋ ２１：４６．５ ４．４�

３６ 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 ５１２－ ２１：４６．６� ６．６�
７１４ ロフティーエイム 牝５鹿 ５５ 内田 博幸 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 追分 追分ファーム ４９２－ ２１：４６．７� １５．８�

（大井）

１１ � ガッテンワン 牡５栗 ５５ 村田 一誠岩崎 圭市氏 本間 忍 平取 中川 隆 ４７８－ ６１：４６．８� ２７．６�
２３ コパノスイジン 牡５栗 ５４ 川田 将雅小林 祥晃氏 上原 博之 浦河 成隆牧場 ４８２＋ ６１：４６．９クビ ３９．９�
１２ � ア ク レ イ ム 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人臼田 浩義氏 秋山 雅一 早来 ノーザンファーム ４７６－ ２ 〃 ハナ ８．６�
４７ � ユキノアサカゼ 牡４栗 ５５ 藤岡 佑介馬場 幸廣氏 根本 康広 白老 習志野牧場 ５０４－ ４ 〃 ハナ ２１．９	
５９ 	 モエレフィールド 牡４鹿 ５４ 吉永 護齋藤 實氏 中野 栄治 三石 中村 和夫 ５０４－ ２ 〃 ハナ ４６．７

８１７� ダイアモンドヘッド 牡４鹿 ５５ 武 豊前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 パカパカ

ファーム ５０２＋ ２１：４７．０
 １３．６�
６１２ ブレーヴハート 牡５黒鹿５５ 安藤 勝己吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５１２＋ ２１：４７．３１
 ４．２�
６１１� マルタカハーモニー 牡５黒鹿５５ 幸 英明高橋 義和氏 清水 美波 千歳 エクセレンス

ファーム ４７４－ ２１：４７．５１ ３５．３
５１０ トーセンジョーカー 牡４栗 ５４ 武士沢友治島川 �哉氏 菅原 泰夫 静内 増本牧場 ４５４－ ２ 〃 クビ １０７．１�
７１３� カフェベネチアン 牡７芦 ５６ 後藤 浩輝西川 恭子氏 松山 康久 米 Alan S. Kline ４９８－ ６ 〃 ハナ ９．３�
３５ ウォーライクトニー 牡７栗 ５５ 田中 勝春 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４８６± ０１：４７．８１
 ２８．２�
７１５� ファイトクラブ 牡７鹿 ５６ 藤田 伸二臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B５１４＋ ４１：４７．９クビ １９．４�
８１６ トウカイハッスル 牡６黒鹿５４ 池添 謙一内村 正則氏 成島 英春 平取 びらとり牧場 ４６２－ ２１：４８．０� １３０．４�
８１８� コスモインペリアル 牡７鹿 ５２ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 清水 利章 様似 富田 恭司 ４９２＋ ２１：４８．１
 １７８．４�
４８ カブキメーク 牡４鹿 ５５ 北村 宏司川上 哲司氏 蛯名 信広 浦河 アイオイファーム ４７８＋ ８１：４８．３１� ５８．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ５６，２０７，６００円 複勝： ７３，３９０，５００円 枠連： ８６，６６１，３００円

普通馬連： ３４６，３３８，１００円 馬単： ２０５，９８０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ７６，０９６，３００円

３連複： ３０６，２４５，３００円 ３連単： ６４２，０８０，１００円 計： １，７９２，９９９，７００円

払 戻 金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １８０円 � ２２０円 � ４５０円 枠 連（２－３） １，０７０円

普通馬連 �� １，３７０円 馬 単 �� ２，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� １，５３０円 �� １，９１０円

３ 連 複 ��� ８，９００円 ３ 連 単 ��� ３６，０９０円

票 数

単勝票数 計 ５６２０７６ 的中 � １０２８２２（２番人気）
複勝票数 計 ７３３９０５ 的中 � １２３８５７（１番人気）� ９３１８８（３番人気）� ３５３８０（８番人気）
枠連票数 計 ８６６６１３ 的中 （２－３） ６０１６２（４番人気）
普通馬連票数 計３４６３３８１ 的中 �� １８７４６８（１番人気）
馬単票数 計２０５９８０５ 的中 �� ６１５３４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７６０９６３ 的中 �� ４１８９５（１番人気）�� １１８５４（１５番人気）�� ９３９６（２３番人気）
３連複票数 計３０６２４５３ 的中 ��� ２５４１２（１７番人気）
３連単票数 計６４２０８０１ 的中 ��� １３１３３（６５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．７―３５．５―４８．０―１：００．２―１：１２．１―１：２３．２―１：３４．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．３―３F３４．４

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

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

勝馬の
紹 介

�カイシュウタキオン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００５．１０．３０ 東京１着

２００３．４．４生 牡４栗 母 ペ ト ラ 母母 ド レ ス デ ン １５戦４勝 賞金 ８１，８５６，０００円
※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 コアレスパティオ号・ジョリーノエル号・スマイルフォライフ号・ダンスアジョイ号・チョウサン号・

トウキュウトップ号・モリノミヤコ号
※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。



１４０４６ ５月２７日 晴 良 （１９東京３）第４日 第１０競走 ��２，４００�東 京 優 駿（ＪｐｎⅠ）
発走１５時４０分 （芝・左）（第７４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 ４０，１１０，０００円 １１，４６０，０００円 ５，７３０，０００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

レースレコード

２：２２．１
２：２２．１
２：２３．３

良

良

良

２３ � ウ オ ッ カ 牝３鹿 ５５ 四位 洋文谷水 雄三氏 角居 勝彦 静内 カントリー牧場 ４８２－ ４２：２４．５ １０．５�

８１６ アサクサキングス 牡３鹿 ５７ 福永 祐一田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８８－ ６２：２５．０３ ８４．５�
７１４� アドマイヤオーラ 牡３鹿 ５７ 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４４２－ ２２：２５．３１� １２．７�
６１２ サンツェッペリン 牡３鹿 ５７ 松岡 正海加藤 信之氏 斎藤 誠 門別 道見牧場 ４７６＋１０ 〃 クビ ３３．０�
４８ � ドリームジャーニー 牡３鹿 ５７ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４１２＋ ２２：２５．４� ３２．８�
２４ � ゴールデンダリア 牡３栗 ５７ 柴田 善臣田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４６２＋ ２２：２５．５クビ ２３．０�
７１５�� フサイチホウオー 牡３鹿 ５７ 安藤 勝己関口 房朗氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５０８＋ ２ 〃 クビ １．６	
６１１ ナムラマース 牡３黒鹿５７ 藤岡 佑介奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ４５６－ ６２：２５．６クビ ３６．３

８１７ ヴィクトリー 牡３鹿 ５７ 田中 勝春近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４７２－ ４２：２５．８１� ８．２�
８１８	 フライングアップル 牡３鹿 ５７ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 McKee Sta-

bles, Inc. ４９８－ ６ 〃 ハナ ７２．０�
１１ � タスカータソルテ 牡３黒鹿５７ 武 豊 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４５０＋ ４ 〃 アタマ ２３．７
３６ � マイネルフォーグ 牡３鹿 ５７ 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 浦河 永田 克之 ４４０＋ ２２：２６．０１� ２００．９�
７１３� ローレルゲレイロ 牡３青鹿５７ 池添 謙一 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 ４６０± ０２：２６．１クビ ７９．１�
３５ トーセンマーチ 牡３栗 ５７ 内田 博幸島川 �哉氏 萩原 清 千歳 社台ファーム B４９２＋ ２ 〃 ハナ ８６．７�

（大井）

４７ � フィニステール 牡３鹿 ５７ 藤田 伸二�RRA 藤原 英昭 門別 下河辺牧場 ５１０＋ ２ 〃 クビ ５３．２�
５９ � ヒラボクロイヤル 牡３黒鹿５７ 武 幸四郎�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 ４８８＋ ６ 〃 ハナ ２１．１�
１２ � ゴールドアグリ 牡３鹿 ５７ 勝浦 正樹スター・ホースメンズクラブ 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７８－ ６ 〃 ハナ １３５．８�
５１０ プラテアード 牡３芦 ５７ 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 ５００－ ２２：２７．１６ １５２．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １，１５０，８４２，２００円 複勝： ６９８，５２１，５００円 枠連： １，３５５，６５６，０００円

普通馬連： ５，１０３，２８６，５００円 馬単： ３，７３３，５７９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ９９８，８１６，６００円

３連複： ４，９４７，４３２，６００円 ３連単： １２，８１４，７６６，４００円 計： ３０，８０２，９０１，７００円

払 戻 金

単 勝 � １，０５０円 複 勝 � ４２０円 � ２，１４０円 � ３５０円 枠 連（２－８） １，９９０円

普通馬連 �� ５４，４７０円 馬 単 �� ９７，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １２，９００円 �� ２，０００円 �� １５，１４０円

３ 連 複 ��� ２４８，７９０円 ３ 連 単 ��� ２，１５５，７６０円

票 数

単勝票数 計１１５０８４２２ 的中 � ８６６０４８（３番人気）
複勝票数 計６９８５２１５ 的中 � ４５３７４８（４番人気）� ７５８８０（１５番人気）� ５７４５４４（３番人気）
枠連票数 計１３５５６５６０ 的中 （２－８） ５０３１７１（８番人気）
普通馬連票数 計５１０３２８６５ 的中 �� ６９１４５（８０番人気）
馬単票数 計３７３３５７９９ 的中 �� ２８１４８（１３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計９９８８１６６ 的中 �� １８８６０（８６番人気）�� １２５９４２（１５番人気）�� １６０５３（９３番人気）
３連複票数 計４９４７４３２６ 的中 ��� １４６７６（３２８番人気）
３連単票数 計１２８１４７６６４ 的中 ��� ４３８７（２０３９番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１２．３―１２．６―１２．１―１２．１―１２．７―１２．６―１２．２―１１．４―１１．４―１１．６

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―２３．５―３５．８―４８．４―１：００．５―１：１２．６―１：２５．３―１：３７．９―１：５０．１―２：０１．５―２：１２．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ウ オ ッ カ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ル シ ョ ン デビュー ２００６．１０．２９ 京都１着

２００４．４．４生 牝３鹿 母 タニノシスター 母母 エナジートウショウ ７戦５勝 賞金 ３６６，４７０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 ココナッツパンチ号・ダイレクトキャッチ号・ニュービギニング号・メイショウレガーロ号・ヤマカツブライアン号・

リバイバルシチー号
※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。



１４０４７ ５月２７日 晴 良 （１９東京３）第４日 第１１競走 ��
��１，４００�

ふ が く

富 嶽 賞
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 ４６９，０００円 １３４，０００円 ６７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２２．３
１：２１．９

稍重

重

４７ � テンザンモビール 牡４黒鹿５７ 田中 勝春平野 三郎氏 矢作 芳人 門別 下河辺牧場 ４９４＋ ８１：２４．９ １０．９�

６１１ アグネスハッピー 牡５鹿 ５７ 武 幸四郎渡辺 孝男氏 長浜 博之 門別 天羽牧場 ４６４－ ２１：２５．１１� １１．３�
５９ � ヘイアンルモンド 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己荻原 昭二氏 松山 康久 追分 追分ファーム ５０６－ ２ 〃 アタマ ２．３�
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 ４７６－ ８ 〃 クビ ６．５�
２４ � セトノヒット 牡６栗 ５７ 石橋 脩難波 経雄氏 西園 正都 三石 片山 修 ４７２－ ２１：２５．３１ ２４．８�
１２ 
 カマーバンド 牝４芦 ５５ 北村 宏司水上 行雄氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 B４７０± ０１：２６．０４ １０６．９�
５１０ ジェットバニヤン 牡４鹿 ５７ 菊沢 隆徳津村 靖志氏 河野 通文 千歳 ロイヤルファーム ５１０＋ ４１：２６．１クビ １４．４	
８１６ ハギノフェリックス 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介安岡美津子氏 平田 修 浦河 村下 明博 ４７６＋ ２１：２６．２� ２３．９

３５ 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 ４６６－ ６１：２６．３� １２．３�
７１３ 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 ４８０－ ６ 〃 アタマ ３７．９
６１２	 エフテーコンコルド 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信深野 茂雄氏 西塚 安夫 三石 沖田 忠幸 B５１６－ ２１：２６．７２� １４７．９�
４８ レザムルーズ 牝５栗 ５５ 郷原 洋司�日進牧場 中野 隆良 浦河 成隆牧場 ４９２＋ ８１：２６．８クビ １４８．６�
７１４� スペシャルストック 牡８鹿 ５７ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 様似 堀 利則 ５３２－ ２１：２７．１１� ６７．２�
３６ � ナゲットニューズ 牡７青鹿５７ 池添 謙一竹本いずみ氏 蛯名 信広 浦河 久保農場 ４７４± ０ 〃 ハナ ９５．６�
１１ 
 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 ４４４－ ６１：２７．５２� １０８．７�
２３  ワールドドン 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠池田 豊治氏 鮫島 一歩 米 Harold J.

Plumley ４８０＋ ２ （競走中止） ５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６０，８６１，０００円 複勝： ７４，１３２，１００円 枠連： ９３，３２６，９００円

普通馬連： ３６９，１６９，５００円 馬単： ２３８，２２８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ７６，２９１，４００円

３連複： ３００，４９２，９００円 ３連単： ７２４，３９１，９００円 計： １，９３６，８９３，８００円

払 戻 金

単 勝 � １，０９０円 複 勝 � ３４０円 � ２８０円 � １３０円 枠 連（４－６） ５，６４０円

普通馬連 �� ５，６９０円 馬 単 �� １１，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７４０円 �� ５８０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ３，８２０円 ３ 連 単 ��� ３８，０４０円

票 数

単勝票数 計 ６０８６１０ 的中 � ４４３２３（４番人気）
複勝票数 計 ７４１３２１ 的中 � ４４９７３（６番人気）� ５８０８０（５番人気）� ２１０８９４（１番人気）
枠連票数 計 ９３３２６９ 的中 （４－６） １２２１９（２２番人気）
普通馬連票数 計３６９１６９５ 的中 �� ４７９３２（２２番人気）
馬単票数 計２３８２２８１ 的中 �� １５５８３（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７６２９１４ 的中 �� １０１３９（２２番人気）�� ３３３６０（５番人気）�� ３４９２９（４番人気）
３連複票数 計３００４９２９ 的中 ��� ５８１５１（９番人気）
３連単票数 計７２４３９１９ 的中 ��� １４０５７（１１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．５―３５．５―４７．６―５９．４―１：１１．９

コーナー
通過順位

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

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 ２１戦３勝 賞金 ４１，５２１，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走時刻の変更〕 １６時２５分に変更。
〔競走中止〕 ワールドドン号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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 ビッグポパイ号



１４０４８ ５月２７日 晴 良 （１９東京３）第４日 第１２競走
目黒競馬場開設１００年記念

��
��２，５００�第１２１回農林水産省賞典 目黒記念（ＪｐｎⅡ）

発走１７時００分 （芝・左）
３歳以上，１８．５．２７以降１９．５．２０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 １，３７２，０００円 ３９２，０００円 １９６，０００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

１２ ポップロック 牡６鹿 ５８．５ 武 豊吉田 勝己氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４９０ ２：３１．４ ２．９�

６１１� ココナッツパンチ 牡３鹿 ５１ 吉田 豊吉田 照哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４５２－ ４ 〃 クビ ７．７�
５１０� アドマイヤフジ 牡５黒鹿５７ 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５１８－ ８２：３１．６１� １９．７�
２３ � アドマイヤモナーク 牡６鹿 ５５ 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４７６－ ６２：３２．０２� ２４．６�
３６ ゴーウィズウィンド 牡８黒鹿５２ 後藤 浩輝岡田 牧雄氏 国枝 栄 新冠 オートファー

ム �渡 B４５８－ ６２：３２．２１ １０４．１�
８１８� セ ン カ ク 牡５栗 ５３ 江田 照男中村 政勝氏 池上 昌弘 青森 明成牧場 ４８０－ ２ 〃 クビ ４１．９�
２４ � アドマイヤタイトル 牡５鹿 ５５ 田中 勝春近藤 利一氏 河野 通文 浦河 辻 牧場 ５０４－ ４ 〃 ハナ ６．６	
５９ アドバンテージ 牡４鹿 ５２ 松岡 正海 
ノースヒルズマネ

ジメント 萩原 清 三石 土居 忠吉 ４８２－ ２２：３２．３クビ ２５．０�
３５ ソーユアフロスト 牡６鹿 ５５ 蛯名 正義臼田 浩義氏 勢司 和浩 静内 千代田牧場 ５３６＋ ４ 〃 クビ ３７．３�
８１７ トウカイトリック 牡５鹿 ５８ 幸 英明内村 正則氏 松元 省一 三石 土田 扶美子 ４３６－ ２２：３２．４クビ ４．８
４７ � ローズプレステージ 牡３栗 ４９ 上村 洋行 
サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４４０＋ ６２：３２．６１� ２０．４�
４８ � マイネルネオス 牡４鹿 ５１ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４４６＋ ４２：３２．８１� ３１．９�
８１６� ブリットレーン 牡８黒鹿５１ 菊沢 隆徳 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加賀 武見 浦河 昭和牧場 ４９４± ０２：３３．０１	 １９６．３�
６１２� チ ャ ク ラ 牡７栗 ５４ 安藤 光彰田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 ４７０＋ ２２：３３．６３� ８９．４�
７１４ メイショウオウテ 牡５鹿 ５６ 四位 洋文松本 好雄氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム ４５０＋ ４２：３４．１３ １２．８�
７１３ グラスポジション 牡８鹿 ５３ 村田 一誠半沢
 尾形 充弘 門別 碧雲牧場 ４４４－ ８ 〃 アタマ ２００．４�
１１ � チェストウイング 牡６黒鹿５５ 北村 宏司臼田 浩義氏 秋山 雅一 早来 ノーザンファーム ４４２＋ ８２：３４．６３ ３８．３�
７１５ ダディーズドリーム 牡８鹿 ５５ 安藤 勝己 
サンデーレーシング 松田 博資 白老 白老ファーム ４７０－ ６２：４５．３大差 ４６．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６５，１３０，１００円 複勝： １８６，６０１，０００円 枠連： ２１４，６９５，７００円

普通馬連： １，０１２，４１６，７００円 馬単： ６００，９３２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２３５，０６５，５００円

３連複： ９６６，１０３，７００円 ３連単： ２，０９３，０４４，４００円 計： ５，４７３，９８９，７００円

払 戻 金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １６０円 � ３１０円 � ５２０円 枠 連（１－６） １，２５０円

普通馬連 �� １，３１０円 馬 単 �� ２，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６８０円 �� １，４７０円 �� ２，９２０円

３ 連 複 ��� １０，２８０円 ３ 連 単 ��� ３９，２１０円

票 数

単勝票数 計１６５１３０１ 的中 � ４６１９０１（１番人気）
複勝票数 計１８６６０１０ 的中 � ４１１９９３（１番人気）� １４５０２６（４番人気）� ７５１４８（９番人気）
枠連票数 計２１４６９５７ 的中 （１－６） １２６８３９（４番人気）
普通馬連票数 計１０１２４１６７ 的中 �� ５７１３０８（３番人気）
馬単票数 計６００９３２６ 的中 �� １８８３１６（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２３５０６５５ 的中 �� ９０７４１（４番人気）�� ３８８５５（１３番人気）�� １９０５６（３５番人気）
３連複票数 計９６６１０３７ 的中 ��� ６９４１１（２７番人気）
３連単票数 計２０９３０４４４ 的中 ��� ３９４０３（８０番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．４―１１．８―１３．０―１３．１―１２．６―１１．６―１２．３―１１．６―１１．７―１１．４―１１．８―１２．２

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―１８．３―３０．１―４３．１―５６．２―１：０８．８―１：２０．４―１：３２．７―１：４４．３―１：５６．０―２：０７．４―２：１９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．１―３F３５．４
１
３
９（５，１０）６（２，１８）（１１，１６）（３，７，１７，１３）１，４，１２（８，１４，１５）・（９，６）１４（１０，４）（１３，１）５（１８，１６）２，１７（３，１１，７）１２，１５，８

２
４

９，１０，５（６，１４）（２，１３）（１１，１８，４）（３，１６）（７，１７）（１，１５）（１２，８）・（９，６）－（１０，１４）（５，１８，４）（２，１６，１）１３（３，１１，１７）７，１２，８＝１５
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６鹿 母 ポ ッ プ ス 母母 ポツプシンガー ２１戦７勝 賞金 ２９３，９０６，０００円
［他本会外：３戦０勝］

〔発走時刻の変更〕 １７時０５分に変更。
〔制裁〕 アドバンテージ号の騎手松岡正海は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。

アドマイヤフジ号の騎手福永祐一は，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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 オルドリーバ号・マイネルファーマ号



（１９東京３）第４日 ５月２７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 １９１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

５６６，５３０，０００円
１０，５００，０００円
７７，９６０，０００円
１，１５０，０００円
６０，９７０，０００円
６６，３３０，０００円
４６４，０００円
４６４，０００円

７０，８３０，０００円
５，９３８，０００円
１，９２９，１００円

勝馬投票券売得金
１，７０３，６３４，１００円
１，３３７，５００，１００円
２，０４６，５５３，４００円
８，０８４，０４６，０００円
５，９７０，７０７，１００円
１，６９１，４７８，１００円
８，０９１，１１１，６００円
１６，２７４，２８２，８００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ４５，１９９，３１３，２００円

総入場人員 １３１，１８５名 （有料入場人員 １２６，７５９名）




