
１１０４９ ５月１０日 小雨 良 （２０東京２）第５日 第１競走 ��
��１，３００�サラブレッド系３歳

発走１０時００分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：１６．４
１：１６．４

重

重

６９ � スペースタイム 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝池谷 誠一氏 萩原 清 米 Payson
Stud Inc ４８０ ―１：２０．７ ６．３�

４４ メイスンファースト 牡３鹿 ５６ 田中 勝春梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 地興牧場 ４８０－ ４１：２１．３３� ７．１�
５６ � ツクバグランディ 牡３黒鹿５６ 内田 博幸荻原 昭二氏 松山 康久 米

John Mulholland
& Martha Jane
Mulholland

４８４－ ２ 〃 クビ １．６�
１１ ケイエムチャンス 牡３栗 ５６ 吉田 豊小平 学氏 矢野 照正 門別 高橋牧場 ４７０＋ ２１：２１．４� ２８．９�
８１３ ファジーネーブル 牝３栗 ５４ 赤木高太郎平本 敏夫氏 小西 一男 静内 荒木 克己 ４４４＋ ８１：２２．４６ １７３．８�
７１１ トップハルサヤ 牡３栗 ５６

５３ ▲千葉 直人金山 克己氏 加藤 和宏 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４８０ ―１：２２．５� ２４８．５�

５７ コ ロ ネ ッ ト 牡３鹿 ５６ 鷹野 宏史浅田 次郎氏 小桧山 悟 門別 瀬戸牧場 ４２８＋ ２１：２３．３５ ３９．５�
７１０ ベストカップル 牝３黒鹿５４ 北村 宏司	大山商事 坂本 勝美 様似 清水スタッド ４９４－ ２１：２３．５１ ２４．７

８１２ ローレルスクデット 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 �ローレルレーシング 松山 将樹 青森 ワールドファーム ４３２－ ２ 〃 ハナ ８．６�
４５ アドマイヤドーム 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義近藤 利一氏 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ４８０－ ６１：２３．８１� １３．０
２２ フェアリーラグーン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真内藤 好江氏 斎藤 宏 茨城 内藤牧場 ４３８＋ ８１：２４．０� ２９０．０�
６８ ソンナノカンケーネ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海加藤 信之氏 戸田 博文 新冠 新冠橋本牧場 ４７４－ ８１：２４．３１� ４５．６�
３３ プ ラ ネ ー オ 	３鹿 ５６ 大庭 和弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 上原 博之 青森 青南ムラカミ
ファーム B４１８ ―１：２５．７９ １３３．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １８，１００，６００円 複勝： ２９，８１５，９００円 枠連： １６，０９９，４００円

普通馬連： ６４，５５９，５００円 馬単： ６７，１５５，３００円 ワイド【拡大馬連】： １９，７１４，９００円

３連複： ９３，３５７，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３０８，８０３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � １６０円 � １４０円 � １１０円 枠 連（４－６） ８８０円

普通馬連 �� １，４９０円 馬 単 �� ２，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ２２０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� ８１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８１００６ 的中 � ２２８６４（２番人気）
複勝票数 計 ２９８１５９ 的中 � ２９７５６（３番人気）� ４３０８５（２番人気）� １４４８３０（１番人気）
枠連票数 計 １６０９９４ 的中 （４－６） １３６０５（４番人気）
普通馬連票数 計 ６４５５９５ 的中 �� ３２１７７（５番人気）
馬単票数 計 ６７１５５３ 的中 �� １７６３３（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９７１４９ 的中 �� ９８１０（５番人気）�� ２２３６０（２番人気）�� ３４４５６（１番人気）
３連複票数 計 ９３３５７６ 的中 ��� ８５３２３（１番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．９―１１．７―１２．９―１２．７―１２．４―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１７．９―２９．６―４２．５―５５．２―１：０７．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�スペースタイム �
�
父 Vindication �

�
母父 Pleasant Colony 初出走

２００５．４．２１生 牡３黒鹿 母 Sun Princessa 母母 Northern Sunset １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プラネーオ号は，平成２０年６月１０日まで平地競走に出走できない。



１１０５０ ５月１０日 小雨 良 （２０東京２）第５日 第２競走 ��１，６００�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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

８１１ フサイチボランジェ 牡３黒鹿５６ 田中 勝春関口 房朗氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム ４５２＋ ２１：３９．９ ２．９�

６７ オンワードイーガー 牡３鹿 ５６
５３ ▲千葉 直人�オンワード牧場 菅原 泰夫 浦河 オンワード牧場 ４８６＋ ６１：４０．１１� ７．１�

１１ ヤワタサンデー 牡３栗 ５６ 赤木高太郎平岩 健一氏 菊川 正達 門別 木村牧場 ４９８＋ ８１：４０．６３ ２９．９�
７１０ ムーンライトミスト 牡３芦 ５６ 内田 博幸�テシオ 矢作 芳人 門別 サンシャイン

牧場 ４８２＋ ２１：４０．７� ３．４�
７９ ディフュージョン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海池谷 誠一氏 萩原 清 門別 シンボリ牧場 ４９８ ― 〃 クビ １２．１�
６８ カワキタライジン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊川島 吉男氏 相沢 郁 門別 高澤 俊雄 ４４０＋ ４１：４１．０２ ３０．３	
２２ エゾスズラン 牝３栗 ５４ 大庭 和弥蛭川 年明氏 高橋 義博 浦河 ひるかわ育

成牧場 ４１８＋１６１：４１．５３ ３９．０

３３ ホーリーランス 牡３青鹿５６ 蛯名 正義平本 敏夫氏 松永 康利 三石 大塚牧場 ４７０－ ２１：４１．７１� １４．６�
５６ クイックステップ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣 �ルーラル・オカダ 田中 清隆 門別 松平牧場 ４５４－ ４１：４１．８クビ ４１．８�
４４ トーホウティンクル 牡３栗 ５６ 吉田 隼人東豊物産� 中川 公成 門別 長谷川 一男 ４４８ ―１：４３．４１０ ３５．９
８１２ ダ ー ク リ ン 牡３黒鹿５６ 鷹野 宏史北所 直人氏 天間 昭一 三石 ニシケンフ

アーム ４５６＋ ２１：４３．９３ ７２．４�
５５ フルコンプリート 牡３鹿 ５６ 岩部 純二田中 博之氏 萱野 浩二 浦河 山田 昇史 ４８２－ ２ （競走中止） ６．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １５，４２８，５００円 複勝： ２２，３８６，４００円 枠連： １６，７４６，５００円

普通馬連： ６６，８１９，５００円 馬単： ６１，７０９，０００円 ワイド【拡大馬連】： １７，７９５，１００円

３連複： ８６，４３７，５００円 ３連単： 発売なし 計： ２８７，３２２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � ２１０円 � ４２０円 枠 連（６－８） ８３０円

普通馬連 �� ８８０円 馬 単 �� １，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� １，０００円 �� １，５９０円

３ 連 複 ��� ５，１００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５４２８５ 的中 � ４３２６９（１番人気）
複勝票数 計 ２２３８６４ 的中 � ５８４５９（１番人気）� ２７６３８（４番人気）� １０３３１（７番人気）
枠連票数 計 １６７４６５ 的中 （６－８） １４８９９（４番人気）
普通馬連票数 計 ６６８１９５ 的中 �� ５６２３６（３番人気）
馬単票数 計 ６１７０９０ 的中 �� ３２８９３（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７７９５１ 的中 �� １２６８８（３番人気）�� ４２２４（１３番人気）�� ２５７９（１９番人気）
３連複票数 計 ８６４３７５ 的中 ��� １２５３０（１７番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．９―１１．５―１２．８―１３．８―１３．２―１２．４―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．６―３５．１―４７．９―１：０１．７―１：１４．９―１：２７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５２．０―３F３８．２
３ １１，１２＝１０（７，８）２（１，９）６，４，３ ４ １１，１２（１０，８）（７，１）（２，９）（３，６）４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

フサイチボランジェ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．３．１ 中山６着

２００５．２．１８生 牡３黒鹿 母 エアベリーニ 母母 シヤダイスピーチ ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 エゾスズラン号・ディフュージョン号は，枠入り不良。

ムーンライトミスト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
フルコンプリート号は，発進不良〔枠内膠着〕。

〔競走中止〕 フルコンプリート号は，発走合図後に膠着したため競走中止。
〔馬の出走停止〕 フルコンプリート号は，平成２０年５月１１日から裁定委員会の議定があるまで出走停止。



１１０５１ ５月１０日 小雨 良 （２０東京２）第５日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時００分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：２２．３
１：２１．９

稍重

重

７９ ルイアイザック 牡３青鹿 ５６
５３ ▲千葉 直人保坂 義貞氏 菅原 泰夫 静内 矢野牧場 ４６４ ―１：２７．４ ９．４�

５５ タツジャガー 牡３鹿 ５６ 田中 勝春鈴木 昭作氏 高市 圭二 浦河 大島牧場 ４４８± ０ 〃 クビ ３．０�
４４ ダイワシャトル 牡３青鹿５６ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 新冠 パカパカ

ファーム B４７８－ ２ 〃 ハナ ９．６�
７１０ ヴォイジャー 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 静内 岡田スタツド ４９２＋１６１：２７．５クビ １５．７�
５６ マダトモウドッチ 牡３栗 ５６ 松岡 正海�有恒 小林 常泰 青森 ユーコー牧場 ４５６± ０ 〃 クビ ２０．４�
８１２ レ オ バ ベ ル 牡３栗 ５６ 吉田 隼人�レオ 田子 冬樹 浦河 江谷 重雄 B４９６± ０１：２８．２４ ８．８�
１１ トウショウフォース 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二トウショウ産業� 奥平 雅士 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５２８ ― 〃 クビ １７．５	
２２ ポ ポ コ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊遠藤 喜松氏 西塚 安夫 門別 エンドレス

ファーム ４７２－ ２１：２８．５１� ６１．１

６８ スペシャルジョイ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸芹澤 精一氏 勢司 和浩 浦河 日田牧場 ４２２＋ ２１：２８．６クビ ３．３�
３３ クリノラブタイプ 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 越湖ファーム ４６８－ ２１：２９．１３ １０７．８�
６７ トウショウスワット 牡３栗 ５６ 武士沢友治トウショウ産業� 保田 一隆 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４５４－ ８１：２９．４１� １０７．０
８１１ ダイワターゲット 牡３栗 ５６ 柴田 善臣大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ５１８ ―１：２９．９３ １１．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １６，８０８，４００円 複勝： ２４，７４４，１００円 枠連： ２１，３０３，０００円

普通馬連： ７５，１９５，１００円 馬単： ６８，０８２，７００円 ワイド【拡大馬連】： １９，８６７，９００円

３連複： ９７，６８３，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３２３，６８４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９４０円 複 勝 � ３１０円 � １３０円 � ２６０円 枠 連（５－７） ９８０円

普通馬連 �� １，４６０円 馬 単 �� ３，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� １，６８０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ４，６３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６８０８４ 的中 � １４２１８（４番人気）
複勝票数 計 ２４７４４１ 的中 � １６３３６（５番人気）� ７６４７７（１番人気）� ２０７４２（４番人気）
枠連票数 計 ２１３０３０ 的中 （５－７） １６０４８（３番人気）
普通馬連票数 計 ７５１９５１ 的中 �� ３８２１０（４番人気）
馬単票数 計 ６８０８２７ 的中 �� １３５１３（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９８６７９ 的中 �� ７６７８（７番人気）�� ２７５４（２２番人気）�� ９０５３（４番人気）
３連複票数 計 ９７６８３１ 的中 ��� １５５７８（１４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１２．７―１３．３―１２．４―１２．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２４．０―３６．７―５０．０―１：０２．４―１：１４．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルイアイザック �
�
父 パラダイスクリーク �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００５．６．６生 牡３青鹿 母 サンディサンキュー 母母 ダイナカザン １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 マダトモウドッチ号の騎手松岡正海は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。



１１０５２ ５月１０日 小雨
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２０東京２）第５日 第４競走 ��３，０００�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減

本 賞 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ４２５，０００
４２５，０００

円
円� コースレコード３：１７．５良・良

８１４� タイキレーザー 牡５鹿 ６０ 横山 義行�大樹ファーム 土田 稔 愛 H and Y
Bloodstock Co ４３４－ ６３：１９．９ ３．０�

７１１ ジ ュ レ ッ プ �７鹿 ６０ 浜野谷憲尚 �サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４６８－ ４３：２０．４３ ８．８�
５７ � ナカヤマスナイパー 牡６黒鹿６０ 宗像 徹和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 米 Richard S.

Kaster ５２０－ ４３：２０．５� ２．７�
４５ � アラメダキング 牡５栗 ６０ 柴田 大知櫻井 盛夫氏 高橋 祥泰 米

Grade I Blood-
stock, Inc. &
Halcyon Farm

４７８＋１０３：２１．５６ ３２．４�
２２ � ダイワバンディット 牡７鹿 ６０ 山本 康志大城 敬三氏 鹿戸 雄一 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. ４９６＋ ８ 〃 アタマ １４．７�
６９ メジロラスタバン 牡４黒鹿５９ 五十嵐雄祐�メジロ牧場 高木 登 洞爺 メジロ牧場 ４５４＋ ２ 〃 同着 ２０．６�
８１３ ワンモアスエルテ 牡４鹿 ５９ 石神 深一松井 一三氏 佐藤 吉勝 新冠 長浜 秀昭 ４９４＋ ２３：２１．９２� ６．８	
６１０ マルタカタイロー 牡６鹿 ６０ 大庭 和弥高橋 義和氏 清水 美波 鵡川 ロイヤルファーム ５４４－ ２３：２２．１１� ２３．６

７１２ トットコヒーロー 牡６黒鹿６０ 菊地 昇吾吉田 修氏 坪 憲章 門別 貞廣牧場 ４４６－１０３：２７．１大差 ５６．８�
４６ スミノバンビーナ 牝５鹿 ５８ 金子 光希長井 純一氏 清水 美波 静内 岡田スタツド ４９０＋１２３：２９．７大差 ５８．４�
１１ シャドウパルマン 牡４栗 ５９ 穂苅 寿彦飯塚 知一氏 戸田 博文 門別 石原牧場 ４６４＋ ４３：２９．８クビ ３８．７
５８ エクレールブラン 牡４芦 ５９ 平沢 健治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン �田 研二 静内 武岡牧場 ４７２＋ ８３：３１．５大差 ５１．４�
３４ コウヨウパイオニア 牡４栗 ５９ 江田 勇亮寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ４８６－１４３：３３．２大差 １１９．６�
３３ ローレルエルドラド 牡５鹿 ６０ 柴田 未崎 �ローレルレーシング 清水 美波 門別 タバタファーム ４４６－ ２３：４１．６大差 １１６．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，６５３，７００円 複勝： １５，６１１，４００円 枠連： ２３，７３６，９００円

普通馬連： ６１，５９２，０００円 馬単： ５８，８１６，６００円 ワイド【拡大馬連】： １６，５０１，１００円

３連複： ９３，９０５，３００円 ３連単： 発売なし 計： ２８３，８１７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １３０円 � １９０円 � １２０円 枠 連（７－８） ９３０円

普通馬連 �� １，４８０円 馬 単 �� ２，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� １８０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� １，０３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １３６５３７ 的中 � ３６３３９（２番人気）
複勝票数 計 １５６１１４ 的中 � ３７２７１（２番人気）� １５７６２（４番人気）� ４３０６８（１番人気）
枠連票数 計 ２３７３６９ 的中 （７－８） １８８４５（２番人気）
普通馬連票数 計 ６１５９２０ 的中 �� ３０７５１（５番人気）
馬単票数 計 ５８８１６６ 的中 �� １７５５２（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６５０１１ 的中 �� ６６６３（５番人気）�� ２９９４１（１番人気）�� １００５４（３番人気）
３連複票数 計 ９３９０５３ 的中 ��� ６７５１１（２番人気）

上り １マイル １：４５．５ ４F ５２．１－３F ３９．５
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�タイキレーザー �
�
父 Spectrum �

�
母父 Niniski デビュー ２００６．３．１２ 中山２着

２００３．３．２９生 牡５鹿 母 Private Encore 母母 Muffitys 障害：５戦１勝 賞金 １２，７００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 コマチ号・テイエムフッカツ号



１１０５３ ５月１０日 小雨 良 （２０東京２）第５日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０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

５８ シルキーチーフ 牡３栗 ５６
５３ ▲千葉 直人有限会社シルク成島 英春 新冠 武田 修一 ４６２± ０１：３９．５ １４．７�

４５ � アポロガッバーナ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Hargus Sexton
& Sandra Sexton ４８６－ ２１：３９．６� ３．１�

３４ ド ン ダ ケ ー 牝３栗 ５４ 蛯名 正義坂田 行夫氏 萱野 浩二 浦河 村下農場 ４５４＋ ２１：３９．９１� ８．１�
５７ ラヴファントム 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 �サンデーレーシング 奥平 雅士 早来 ノーザンファーム ４６０－ ６ 〃 クビ ７．０�
８１４ ド ナ ー リ オ 	３鹿 ５６ 大庭 和弥藤田 孟司氏 小島 茂之 浦河 高松牧場 ４８６± ０１：４０．２２ １２．８�
３３ � セピアエスプレッソ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海藤田与志男氏 斎藤 誠 米 Yoshio Fujita ４５６± ０１：４０．５１� ５．１�
７１１ ソニックブレード 牡３栗 ５６ 吉田 豊�ターフ・スポート矢野 照正 浦河 中島牧場 ５０４＋ ４ 〃 クビ ３９．９	
６１０ トウショウブリーズ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真トウショウ産業
 古賀 史生 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４９０－１０１：４０．６クビ ３６．７�

６９ ワイルドファンシー 牝３栗 ５４ 柴田 善臣臼田 浩義氏 高橋 祥泰 新冠 村田牧場 ４８４－ ４ 〃 アタマ ３０．１�
７１２ ミラクルクィーン 牝３鹿 ５４ 北村 宏司小川 弘氏 栗田 博憲 平取 びらとり牧場 ４８８＋１０１：４０．７クビ ５．６
８１３� シンボリビスケーン 牡３芦 ５６ 内田 博幸和田 容子氏 鈴木 伸尋 米 Takahiro

Wada ５４０ ―１：４０．８� １９．７�
１１ カツヨリュウマ 牡３栗 ５６ 武士沢友治丹羽 茂文氏 中野渡清一 静内 服部 牧場 ４６０－ ２１：４２．７大差 １５３．２�
２２ ヒロノキョウシュウ 牡３鹿 ５６ 土谷 智紀八百板俊一郎氏 鈴木 勝美 静内 聖心台牧場 B４７４－ ６１：４３．０１� １７８．６�

（１３頭）
４６ トミケンクルーク 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二冨樫 賢二氏 土田 稔 浦河 田中スタッド B４９０－ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： １６，２２４，１００円 複勝： ２７，７７３，８００円 枠連： ２５，１６３，０００円

普通馬連： ７４，７７８，５００円 馬単： ６６，５４５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，８０２，４００円

３連複： ９８，９３７，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３３０，２２４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４７０円 複 勝 � ４６０円 � １６０円 � ２３０円 枠 連（４－５） ９１０円

普通馬連 �� ３，７８０円 馬 単 �� ９，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０９０円 �� ２，３２０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ９，４００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 １６２２４１（返還計 ８２６７） 的中 � ８７０３（７番人気）
複勝票数 差引計 ２７７７３８（返還計 １３９５６） 的中 � １２４１６（７番人気）� ６１１９７（１番人気）� ３０８５０（４番人気）
枠連票数 差引計 ２５１６３０（返還計 ５７１８） 的中 （４－５） ２０４５４（４番人気）
普通馬連票数 差引計 ７４７７８５（返還計 ９３５０５） 的中 �� １４６３５（１５番人気）
馬単票数 差引計 ６６５４５８（返還計 ７３１９９） 的中 �� ５１４２（３７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２０８０２４（返還計 ２７２９４） 的中 �� ４６１５（１５番人気）�� ２０７８（３０番人気）�� １１９７５（３番人気）
３連複票数 差引計 ９８９３７３（返還計１８０７１８） 的中 ��� ７７７４（３３番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．８―１１．７―１２．６―１３．３―１２．８―１２．６―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．５―３５．２―４７．８―１：０１．１―１：１３．９―１：２６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルキーチーフ �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．１．２６ 中山１０着

２００５．３．１３生 牡３栗 母 シルクフレグランス 母母 シャインリバー ６戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔競走除外〕 トミケンクルーク号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。



１１０５４ ５月１０日 雨 良 （２０東京２）第５日 第６競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０分 （芝・左）

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

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

２２ コスモハクウ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 �ビッグレッドファーム 柄崎 孝 浦河 星川牧場 ５１６－ ４２：３０．３ ２．２�

６９ クレプスキュール 牝３黒鹿５４ 北村 宏司 �サンデーレーシング 小島 茂之 早来 ノーザンファーム B４２６－ ６２：３０．４� １９．６�
３３ ティアップアライブ 牡３栗 ５６ 福永 祐一田中 昇氏 堀 宣行 早来 ノーザンファーム ４８０ ―２：３０．６１� １６．２�
５７ サクラドリーム 牡３栗 ５６ 内田 博幸�さくらコマース伊藤 圭三 静内 新和牧場 ４８２ ―２：３１．６６ １９．１�
４５ キングスボネット 牡３芦 ５６ 田中 勝春山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４８０－ ４２：３１．８� １０．６�
８１３ マイネルサニー 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 根本 康広 新冠 ビッグレッドファーム B４５４－ ２２：３２．１２ ５．７	
７１１ エイシンフレンチ 牡３栗 ５６ 吉田 豊平井 豊光氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B５０６－ ２２：３２．２� ２１．１

１１ サンサンサン 牝３鹿 ５４ 鷹野 宏史玉置 潔氏 天間 昭一 浦河 冨岡 博一 ４８２± ０２：３２．７３ １８２．２�
５６ エプソムダーク 牡３黒鹿５６ 武士沢友治 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 的場 均 門別 浜本牧場 B４９４－ ６ 〃 ハナ ５５．７�
６８ ソルジャーブルー 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥山上 和良氏 菊川 正達 三石 城地 清満 ４６０± ０ 〃 ハナ ３６．３
４４ ソリッドブレード 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人キャピタルクラブ 秋山 雅一 三石 加野牧場 ４７４－１６２：３３．０１� ６４．８�
８１２ マコトボムケッチ 牡３芦 ５６ 蛯名 正義眞壁 明氏 武市 康男 様似 出口 繁夫 ４９０＋ ２２：３３．３２ ４．２�
７１０ ゲンキデスカー �３鹿 ５６ 後藤 浩輝加藤 信之氏 小島 茂之 門別 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６４－ ４２：３８．３大差 ６２．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １９，６５２，３００円 複勝： ２６，６４４，９００円 枠連： ２６，０６５，０００円

普通馬連： ７８，７１５，２００円 馬単： ７６，１３８，６００円 ワイド【拡大馬連】： １９，６５４，７００円

３連複： １００，００１，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３４６，８７１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � ４５０円 � ４８０円 枠 連（２－６） １，３１０円

普通馬連 �� １，６１０円 馬 単 �� ２，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� ６９０円 �� ３，３００円

３ 連 複 ��� ９，９５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９６５２３ 的中 � ７１７２７（１番人気）
複勝票数 計 ２６６４４９ 的中 � ９７７１２（１番人気）� １０８４６（７番人気）� １０２８１（８番人気）
枠連票数 計 ２６０６５０ 的中 （２－６） １４７６０（５番人気）
普通馬連票数 計 ７８７１５２ 的中 �� ３６１９６（６番人気）
馬単票数 計 ７６１３８６ 的中 �� ２３３３６（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９６５４７ 的中 �� ７８５４（６番人気）�� ７２３７（７番人気）�� １３７４（３４番人気）
３連複票数 計１００００１２ 的中 ��� ７４２０（３２番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．６―１２．４―１３．８―１３．４―１３．４―１３．８―１２．５―１２．１―１１．８―１１．７―１２．１

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―２３．３―３５．７―４９．５―１：０２．９―１：１６．３―１：３０．１―１：４２．６―１：５４．７―２：０６．５―２：１８．２

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモハクウ �
�
父 スターオブコジーン �

�
母父 プリンスオブバーズ デビュー ２００７．１１．２３ 東京５着

２００５．３．１２生 牡３鹿 母 ハートチェック 母母 ワンズホビー ８戦１勝 賞金 １０，２００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゲンキデスカー号は，平成２０年６月１０日まで平地競走に出走できない。



１１０５５ ５月１０日 雨 稍重 （２０東京２）第５日 第７競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１３時２０分 （芝・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

４７ スーパーウーマン 牝３栗 ５４ 蛯名 正義 �高木競走馬育成牧場 高木 登 浦河 帰山 清貴 B４５２＋ ２１：３５．５ ２．１�

４８ セイウンバリュー 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己西山 茂行氏 浅野洋一郎 浦河 畔高牧場 ４３０＋ ８１：３５．６� １１．５�
３６ � ミサトフリート 牝３芦 ５４ 大庭 和弥戸部 洋氏 鈴木 勝美 静内 真歌伊藤牧場 ４８２－ ２ 〃 アタマ １０３．２�
６１１ マイネフルーレ 牝３黒鹿５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 門別 戸川牧場 ４３８± ０１：３５．７クビ ３２．９�
６１２ ダイワジャンヌ 牝３黒鹿５４ 武士沢友治大城 敬三氏 的場 均 静内 千代田牧場 ４２２－ ２ 〃 ハナ ４．８�
３５ スイートカルタゴ 牝３栗 ５４ 小野 次郎シンボリ牧場 石毛 善彦 門別 シンボリ牧場 ４６６＋ ６１：３６．０２ ３５．２	
８１７ オースミビーナス 牝３鹿 ５４ 田中 勝春�オースミ 菅原 泰夫 門別 合資会社カ

ネツ牧場 ４５６＋ ４１：３６．１� ６５．６

５９ ステラフィッサ 牝３青 ５４ 赤木高太郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 勢司 和浩 静内 橋本牧場 ４２８－ ８１：３６．２クビ ５３．０�
７１３ ラドクリフヤード 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４３６＋ ８１：３６．４１� １１．４�
２４ オリヒメチャーム 牝３鹿 ５４ 福永 祐一臼田 浩義氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４３６＋ ２ 〃 ハナ ６６．０
１２ � モエレカトリーナ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 三石 中村 和夫 ４４２± ０１：３６．６１� ５１．５�
７１５ タイキティファニー 牝３青鹿５４ 吉田 豊�大樹ファーム 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４４４－ ８１：３６．９１� １６．６�
５１０ タケデンスキップ 牝３鹿 ５４ 伊藤 直人武市 進吾氏 小林 常泰 浦河 安藤牧場 ４２４－ ２ 〃 クビ ２９９．６�
８１８� ワンダフルガール 牝３鹿 ５４ 矢内 博安味 宣光氏 矢野 義幸 門別 山際 辰夫 ４３４＋ ７１：３７．２１� １３２．０�

（船橋） （船橋）

７１４� ミサトミラクル 牝３栗 ５４ 郷原 洋司戸部 洋氏 谷原 義明 静内 真歌伊藤牧場 ４２６＋ ６１：３７．３� ３２９．２�
１１ スパイオブラヴ 牝３栗 ５４ 柴田 善臣首藤 徳氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４６０－ ２ 〃 クビ ６．６�
２３ ポコアポコフォルテ 牝３栗 ５４

５１ ▲大江原 圭�テンジン 大江原 哲 三石 三石橋本牧場 ４１０－ ４１：３８．１５ ６４．７�
８１６ コスモエラプション 牝３栗 ５４

５１ ▲伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 様似 様似共栄牧場 ４２６＋ ８１：３８．３１� １０９．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，２２２，９００円 複勝： ３２，３２１，２００円 枠連： ３０，８９８，３００円

普通馬連： １０１，２２０，６００円 馬単： ９０，３３７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，４６４，４００円

３連複： １２６，６７４，３００円 ３連単： 発売なし 計： ４３０，１３８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １３０円 � ２６０円 � １，８７０円 枠 連（４－４） １，２１０円

普通馬連 �� １，０６０円 馬 単 �� １，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� ６，７２０円 �� １９，２８０円

３ 連 複 ��� ３８，１９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３２２２９ 的中 � ９００６１（１番人気）
複勝票数 計 ３２３２１２ 的中 � １０３５４１（１番人気）� ２９２０５（４番人気）� ２８７２（１５番人気）
枠連票数 計 ３０８９８３ 的中 （４－４） １８８８９（６番人気）
普通馬連票数 計１０１２２０６ 的中 �� ７０８２６（３番人気）
馬単票数 計 ９０３３７０ 的中 �� ４０６６６（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５４６４４ 的中 �� １３０６０（４番人気）�� ８９０（５４番人気）�� ３０８（９４番人気）
３連複票数 計１２６６７４３ 的中 ��� ２４４８（９０番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．５―１１．８―１２．３―１１．６―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．１―３４．６―４６．４―５８．７―１：１０．３―１：２２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．１―３F３６．８
３ ７（８，１８）（２，１６）（５，１３）６，９，１７（１４，１０）（４，１２）（１，１１，１５）－３ ４ ７，８（２，１８）５（６，１３）１６（４，９，１５）１２（１４，１０，１７，１１）１－３

勝馬の
紹 介

スーパーウーマン �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 アロングオール デビュー ２００７．９．２９ 中山６着

２００５．４．１１生 牝３栗 母 アロングフローラ 母母 ヒガシアトム ６戦２勝 賞金 １５，３５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ギュイエンヌ号・ダークエンジェル号・リーベストラウム号
※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。



１１０５６ ５月１０日 雨 稍重 （２０東京２）第５日 第８競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５５分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
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

１：２２．３
１：２１．９

稍重

重

８１６ ケルティックハープ 牝４栗 ５５ 松岡 正海セゾンレースホース� 斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７４－ ２１：２５．７ ３．５�

３６ � エムアイティアラ 牝４鹿 ５５ 武士沢友治礒川 正明氏 佐々木亜良 静内（有）石川牧場 ４６２＋１０ 〃 ハナ ２５４．９�
２４ � シーガルサリー 牝４栗 ５５ 福永 祐一齊藤四方司氏 堀 宣行 門別 下河辺牧場 ４５４－１９ 〃 クビ １４．６�
７１４� アイスカービング 牝４黒鹿５５ 吉田 豊下河�行雄氏 松山 将樹 門別 下河辺牧場 ４５０± ０１：２５．８クビ ２０．３�
５１０ ヤマニンプロローグ 牝４栗 ５５ 後藤 浩輝土井 肇氏 佐々木亜良 新冠 錦岡牧場 B５０４± ０１：２５．９� ３．５�
６１２ コアレスキャスト 牝５芦 ５５

５２ ▲千葉 直人小林 昌志氏 成島 英春 平取 コアレススタッド ４６６＋ ２１：２６．２２ ３．６	
１１ � ホールドマイラヴ 牝４鹿 ５５ 小野 次郎山田 弘氏 高木 登 門別 インターナシヨナル牧場 ４８２＋１６１：２６．５２ ６０．５

４７ ウエストライン 牝４青鹿５５ 北村 宏司水上ふじ子氏 嶋田 潤 静内 塚田 達明 ４３４± ０１：２６．７１� ２８．５�
３５ ガールズポップ 牝４鹿 ５５ 内田 博幸 �サンデーレーシング 伊藤 圭三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４６８－ ２１：２６．８� １０．６
１２ ジパングエンジェル 牝７鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真吉野 吉晴氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４７０－ ２１：２６．９� １０６．０�
７１３ ヨイチトレジャー 牝５鹿 ５５ 田中 勝春加藤 興一氏 菅原 泰夫 浦河 鮫川 啓一 ４５４＋ ４１：２７．０クビ ８３．０�
６１１ ファステック 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義杉山 忠国氏 萩原 清 門別 日高大洋牧場 ４６４－ ２１：２７．８５ ２２．２�
４８ � レアシルウィア 牝５鹿 ５５ 赤木高太郎下井 道博氏 石栗 龍彦 浦河 東栄牧場 ５２６± ０１：２８．０� ２０．２�
５９ � マリーンチャチャ 牝４鹿 ５５ 鷹野 宏史本杉 芳郎氏 小桧山 悟 門別 瀬戸牧場 ４７２＋ ２１：２８．３２ １０１．１�
８１５ ア ヤ メ 牝４黒鹿５５ 吉田 隼人 �ローレルレーシング 矢野 照正 門別 白井牧場 ４９８± ０１：２８．４� １０９．６�
２３ � デザートコール 牝５青鹿５５ 菊沢 隆徳小林 博雄氏 中野 栄治 浦河 川越ファーム ４４０－ ６１：２８．８２� ２９６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，４４１，２００円 複勝： ２５，６２９，０００円 枠連： ２７，８３７，５００円

普通馬連： １１０，５９６，６００円 馬単： ８９，８９３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，６９６，６００円

３連複： １２８，９２３，０００円 ３連単： 発売なし 計： ４２８，０１７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １６０円 � ３，４３０円 � ３７０円 枠 連（３－８） １，６２０円

普通馬連 �� ４６，４３０円 馬 単 �� ６２，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９，５５０円 �� ８００円 �� ２１，５２０円

３ 連 複 ��� １３４，７７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０４４１２ 的中 � ４６８８２（１番人気）
複勝票数 計 ２５６２９０ 的中 � ５７２２８（２番人気）� １４５６（１５番人気）� １６７５９（５番人気）
枠連票数 計 ２７８３７５ 的中 （３－８） １２７３９（６番人気）
普通馬連票数 計１１０５９６６ 的中 �� １７５８（５７番人気）
馬単票数 計 ８９８９３８ 的中 �� １０５９（９９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４６９６６ 的中 �� ６１８（５９番人気）�� ８０８５（９番人気）�� ２７３（８８番人気）
３連複票数 計１２８９２３０ 的中 ��� ７０６（１９７番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．９―１２．０―１２．４―１２．３―１２．３―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．６―３５．６―４８．０―１：００．３―１：１２．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケルティックハープ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Caerleon デビュー ２００６．９．９ 中山７着

２００４．４．４生 牝４栗 母 アイリッシュカーリ 母母 Enthraller １１戦２勝 賞金 １９，０５０，０００円
〔発走状況〕 ヨイチトレジャー号は，枠入り不良。



１１０５７ ５月１０日 雨 稍重 （２０東京２）第５日 第９競走 ��
��１，４００�

た か お

高 尾 特 別
発走１４時３０分 （芝・左）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ４６２，０００円 １３２，０００円 ６６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

７１３� コ ス モ ベ ル 牝４鹿 ５５ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 西園 正都 米 Dr. D. W.
Frazier ４５２± ０１：２２．９ ９．９�

４８ � スピードタッチ 牡５鹿 ５７ 内田 博幸冨沢 敦子氏 崎山 博樹 様似 長田 操 ５１８＋ ４ 〃 クビ ６．１�
７１４ シンデレラマン 牡４黒鹿５７ 福永 祐一 �エクセルマネジメント坂口 正則 静内 桜井牧場 ４８８－ ２１：２３．０クビ ７．６�
１１ トーセンイマジゲン 牡４栗 ５７ 蛯名 正義島川 �哉氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４８２± ０ 〃 アタマ ２．８�
３６ サクラプログレス 牡７鹿 ５７ 柴田 善臣�さくらコマース小島 太 静内 谷岡牧場 ５０６＋１０ 〃 ハナ ７１．８	
５９ グレースエポナ 牝４黒鹿５５ 大庭 和弥吉田 照哉氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム ５３６＋ ８ 〃 ハナ ３２．０

８１７ シンボリハレー 牡５黒鹿５７ 北村 宏司シンボリ牧場 古賀 慎明 門別 和田農林（有） ４３６＋ ２ 〃 ハナ １２．３�
１２ ブライティアミラ 牝５鹿 ５５ 小野 次郎小林 昌志氏 菅原 泰夫 平取 コアレススタッド B４６２± ０１：２３．１クビ ６７．４�
６１２� ヴィヴァチッシモ 牝４栗 ５５ 安藤 勝己山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４８２＋ ２１：２３．３１	 ６．３
２４ ホワイトヴェール 牝４芦 ５５ 吉田 豊下河辺隆行氏 小西 一男 門別 下河辺牧場 ４５２± ０１：２３．４
 ２１．３�
７１５ ベルファスト 牝４鹿 ５５ 伊藤 直人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 清水 英克 静内 塚尾牧場 ４１２－ ８１：２３．６１
 ５７．４�
８１８ ラドランファーマ 牝６鹿 ５５ 吉田 隼人村中 徳広氏 岩戸 孝樹 新冠 川上牧場 B４９８＋１６ 〃 同着 ７９．８�
６１１� ワンダークラフティ 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二山本 信行氏 松永 幹夫 米 Takao Zako ５３８± ０１：２３．７� １０．５�
５１０ シルクアヴァロン 牡５栗 ５７ 鷹野 宏史有限会社シルク大久保龍志 静内 見上牧場 ４８６－ ４１：２３．８クビ １７６．１�
２３ ラ ス ト モ ア 牡６黒鹿５７ 赤木高太郎堀越 毅一氏 小林 常泰 門別 川島 良一 ５０２＋１６１：２４．１２ １４８．９�
８１６� デアテンビー 牝８鹿 ５５ 土谷 智紀伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 �渡 信義 ４８２＋ ８１：２４．６３ ３０４．２�
４７ � ストロベリードール 牝９黒鹿５５ 佐藤 聖也山口 克己氏 本郷 一彦 門別 沼島 信博 ４７４－ ２１：２４．７
 ３１９．７�
３５ リネンアカシア 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝戸山 光男氏 南田美知雄 三石 嶋田牧場 ４５６＋ ６１：２５．１２
 ６６．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２９，５２８，５００円 複勝： ４５，４２４，６００円 枠連： ４２，３３３，３００円

普通馬連： １５１，７７７，７００円 馬単： ９８，０５２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，３３９，７００円

３連複： １４１，８７９，９００円 ３連単： ３２６，０８５，４００円 計： ８７０，４２１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９９０円 複 勝 � ２８０円 � ２４０円 � ２７０円 枠 連（４－７） １，４１０円

普通馬連 �� ２，３５０円 馬 単 �� ６，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１５０円 �� ９９０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� ６，６９０円 ３ 連 単 ��� ４８，１２０円

票 数

単勝票数 計 ２９５２８５ 的中 � ２３６８０（５番人気）
複勝票数 計 ４５４２４６ 的中 � ４１５５９（７番人気）� ５１８３２（２番人気）� ４５５４２（５番人気）
枠連票数 計 ４２３３３３ 的中 （４－７） ２２２６５（７番人気）
普通馬連票数 計１５１７７７７ 的中 �� ４７８５１（９番人気）
馬単票数 計 ９８０５２４ 的中 �� １１６７２（３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５３３９７ 的中 �� ７５２２（１９番人気）�� ８８４６（１５番人気）�� １００４１（９番人気）
３連複票数 計１４１８７９９ 的中 ��� １５６５６（２８番人気）
３連単票数 計３２６０８５４ 的中 ��� ５００２（２０３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．７―３５．３―４７．１―５８．３―１：０９．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�コ ス モ ベ ル �
�
父 Formal Dinner �

�
母父 Crusader Sword デビュー ２００６．１１．２５ 京都１着

２００４．３．３生 牝４鹿 母 Blue Sword 母母 Blues Gal １６戦３勝 賞金 ４８，９５６，０００円
※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） ７頭 エーシンアロー号・オリエントヒーロー号・ゲイル号・セイウンワキタツ号・パパラチア号・フジマサゴールド号・

ロマンスオーラ号
（非抽選馬） １頭 バリバリセレブ号



１１０５８ ５月１０日 雨 稍重 （２０東京２）第５日 第１０競走 ��
��１，６００�

ばんしゅん

晩春ステークス
発走１５時０５分 （芝・左）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

６１１ マイネルポライト 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西浦 勝一 三石 下屋敷牧場 ４９２－ ６１：３５．３ ２．８�

８１８ ライトグランデュア 牡４青 ５７ 鷹野 宏史藤本 幸雄氏 北出 成人 新冠 蛯名牧場 ４８８＋ ８１：３５．４� ４１．０�
８１７ スズカコーズウェイ 牡４栗 ５７ 柴田 善臣永井 啓弍氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ４７６－ ２１：３５．５クビ ４．９�
７１５ ブラックオリーブ 牡４黒鹿５７ 内田 博幸 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム ４８２－ ６１：３５．７１� １２．６�
３５ キタノリューオー 牡４栗 ５７ 北村 宏司�木村牧場 高橋 裕 新冠 アラキフアーム ５５８＋１２ 〃 クビ ９．６�
２４ 	 ジーンハンター 牡６鹿 ５７ 金折 知則前田 幸治氏 松元 茂樹 門別 法理牧場 ５３２－ ８ 〃 ハナ １３６．１	
６１２ アップルサイダー 牡４青鹿５７ 小野 次郎野崎 宗信氏 菅原 泰夫 新冠 山岡ファーム ４９４＋ ４１：３５．８クビ ７．０

７１４ ビッグベアシチー 牡５栗 ５７ 菊沢 隆徳 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 門別 旭 牧場 ４７２－ ４ 〃 ハナ ９０．７�
７１３ マルブツライト 牡６鹿 ５７ 赤木高太郎大澤 毅氏 北出 成人 静内 タイヘイ牧場 ４８６－ ４１：３６．１１� ５０．０�
１２ トップオブツヨシ 牡５鹿 ５７ 安藤 勝己横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 早来 ノーザンファーム ４６６± ０ 〃 クビ ７．８
４８ ロックスピリッツ 牡６鹿 ５７ 大庭 和弥 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４６４－ ２１：３６．２クビ ７４．３�
８１６ コンティネント 牡４鹿 ５７ 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５２６＋ ８１：３６．３
 １７．９�
４７ ア ク レ イ ム 牡６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 ４８４＋ ６１：３６．５１� ４６．８�
３６ フサイチオフトラ 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二関口 房朗氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４７６＋１０ 〃 クビ ３０．６�
１１ 	 ダイイチミラクル �８芦 ５７ 武士沢友治�ミルファーム 菊川 正達 三石 ダイイチ牧場 B４８２－ ８１：３６．６
 １２０．５�
５１０ グリューエント 牡５栗 ５７ 吉田 豊 �ノースヒルズマネ

ジメント 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４＋ ８１：３６．９１� １５３．７�
２３ ゴールドマイン 牡４鹿 ５７ 松岡 正海吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４８６－ ６ 〃 ハナ １２５．７�
５９ ケイアイケイマン 牡４鹿 ５７ 田中 勝春亀田 守弘氏 池江 泰郎 新冠 村田牧場 ４７６－ ４１：３７．１１� ２５．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３２，５８８，９００円 複勝： ５１，０８９，５００円 枠連： ４９，９９８，０００円

普通馬連： ２０１，２５４，８００円 馬単： １１９，０６３，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，９７２，３００円

３連複： １７５，１２８，０００円 ３連単： ４０２，６９５，１００円 計： １，０７６，７９０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � ８６０円 � １６０円 枠 連（６－８） ３６０円

普通馬連 �� ７，６３０円 馬 単 �� １１，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１８０円 �� ３２０円 �� ３，４５０円

３ 連 複 ��� １２，３１０円 ３ 連 単 ��� ７１，０３０円

票 数

単勝票数 計 ３２５８８９ 的中 � ９１８７２（１番人気）
複勝票数 計 ５１０８９５ 的中 � １１８６８５（１番人気）� ９９８６（１２番人気）� １０１５３１（２番人気）
枠連票数 計 ４９９９８０ 的中 （６－８） １０４８０９（１番人気）
普通馬連票数 計２０１２５４８ 的中 �� １９４７３（２４番人気）
馬単票数 計１１９０６３９ 的中 �� ７３６７（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４９７２３ 的中 �� ４７０６（２６番人気）�� ４０９８９（１番人気）�� ２９３１（３６番人気）
３連複票数 計１７５１２８０ 的中 ��� １０５０４（３７番人気）
３連単票数 計４０２６９５１ 的中 ��� ４１８４（１９６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．６―３５．５―４７．５―５９．８―１：１１．５―１：２２．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルポライト �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 Blushing Groom デビュー ２００５．１２．４ 阪神２着

２００３．５．３１生 牡５鹿 母 モデスティイトセルフ 母母 Olamic ２９戦５勝 賞金 １３８，２８４，０００円



１１０５９ ５月１０日 雨 稍重 （２０東京２）第５日 第１１競走 ��２，０００�プリンシパルステークス
発走１５時４０分 （芝・左）（ダービートライアル）

３歳；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００円
付 加 賞 ４７６，０００円 １３６，０００円 ６８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．０
１：５６．４

良

良

７１５ ベンチャーナイン 牡３鹿 ５６ 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 門別 瀬戸牧場 ４７８－ ４２：０１．５ ２３．８�

２４ アグネススターチ 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎渡辺 孝男氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ４６６± ０２：０１．６� １６６．０�
５１０ ヤマニンキングリー 牡３栗 ５６ 福永 祐一土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４５０－１４２：０２．０２� ５．８�
６１１ ピサノエミレーツ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己市川 義美氏 藤沢 和雄 静内 飛野牧場 ５０２－ ６２：０２．１クビ ５．３�
３６ マイネルスターリー 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 門別 野島牧場 ４５４－ ２ 〃 クビ １８．１�
２３ ミ ヤ ビ ベ ガ 牡３黒鹿５６ 菊沢 隆徳村上 義勝氏 戸田 博文 静内 原 武久 ４３６± ０２：０２．２クビ １０２．２�
８１７ ダイワワイルドボア 牡３鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５１８－ ６２：０２．９４ １２．７	
８１８ ベルクハイル 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �グリーンファーム 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４８４± ０ 〃 アタマ ２０．２

３５ オースミスパーク 牡３鹿 ５６ 吉田 豊�オースミ 南井 克巳 門別 長谷川牧場 ４４８－ ６ 〃 アタマ １１．４�
７１４ コパノジングー 牡３黒鹿５６ 鷹野 宏史小林 祥晃氏 宮 徹 門別 ヤナガワ牧場 ４９６± ０ 〃 アタマ １４７．６�
６１２ スピットファイアー 牡３栗 ５６ 大庭 和弥前田 晋二氏 加藤 敬二 三石 土居 忠吉 ４８２－ ４２：０３．１� １５４．２
８１６ マ ッ カ ラ ン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 �グリーンファーム 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４５０－ ４２：０３．２� ２５．１�
１２ テラノファントム 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二寺田 寿男氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ４５０± ０２：０３．４１� ２．９�
７１３ ヒシクローザー 牡３青 ５６ 加藤士津八阿部雅一郎氏 加藤 和宏 静内 谷岡 正次 ５１０＋ ４ 〃 ハナ ８３．０�
４８ メジロティモン 牡３栗 ５６ 小野 次郎�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ５００＋ ４２：０３．８２� １１６．２�
１１ ダイワライトニング 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝大城 敬三氏 松山 康久 早来 吉田牧場 ４８０＋ ２２：０５．２９ ２２．３�
４７ サイレントフォース 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５２２－ ４２：０５．４１� １０．７�
５９ メイショウテッペイ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 ５０６－１２２：０６．５７ ６４．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ７５，５６０，３００円 複勝： １０３，０４１，０００円 枠連： １０５，９７８，１００円

普通馬連： ４９７，３２６，９００円 馬単： ２６６，５０６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ９７，９２９，３００円

３連複： ４４０，４５９，９００円 ３連単： ９３０，７３３，７００円 計： ２，５１７，５３５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３８０円 複 勝 � ６９０円 � ４，６９０円 � ２４０円 枠 連（２－７） １４，０４０円

普通馬連 �� １１２，８３０円 馬 単 �� １７９，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３，９２０円 �� ２，１００円 �� １１，６１０円

３ 連 複 ��� ２００，１６０円 ３ 連 単 ��� １，７９３，４３０円

票 数

単勝票数 計 ７５５６０３ 的中 � ２５０６４（１０番人気）
複勝票数 計１０３０４１０ 的中 � ３７０６３（１０番人気）� ４８９２（１８番人気）� １４１８４９（３番人気）
枠連票数 計１０５９７８１ 的中 （２－７） ５５７４（３０番人気）
普通馬連票数 計４９７３２６９ 的中 �� ３２５３（１２８番人気）
馬単票数 計２６６５０６４ 的中 �� １０９８（２２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９７９２９３ 的中 �� ９９５（１２４番人気）�� １１７６２（２４番人気）�� ２０５８（８１番人気）
３連複票数 計４４０４５９９ 的中 ��� １６２４（３２９番人気）
３連単票数 計９３０７３３７ 的中 ��� ３８３（２３０８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．１―３５．４―４７．２―５９．７―１：１２．３―１：２５．０―１：３７．１―１：４９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．２―３F３６．５

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ベンチャーナイン �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００７．８．２５ 新潟１着

２００５．３．２５生 牡３鹿 母 グラッドハンド 母母 グリーシャンコレー ９戦２勝 賞金 ４９，１００，０００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 ポーラーライツ号
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりベンチャーナイン号・アグネススターチ号は，東京優駿（JpnⅠ）競走に優先出走できる。



１１０６０ ５月１０日 雨 稍重 （２０東京２）第５日 第１２競走 ��１，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時１５分 （ダート・左）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

４８ カネスラファール 牡４黒鹿５７ 佐藤 聖也杉澤 光雄氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ４８２－ ２１：３６．９ ２０．１�

６１２ パンプアップ 牡４栗 ５７ 吉田 隼人�グランド牧場 清水 英克 静内 グランド牧場 B４５８－１０ 〃 クビ ６．６�
２３ ワイルドソニック 牡６栗 ５７ 金子 光希細谷 典幸氏 国枝 栄 早来 ノーザンファーム B５１６－ ２１：３７．８５ ３９．７�
１２ クラッカージャック 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二齊藤四方司氏 土田 稔 門別 下河辺牧場 B４８４－ ２ 〃 ハナ ５．５�
４７ ソフトパワー 牡６鹿 ５７ 横山 義行中澤 幸幹氏 高橋 裕 門別トヨサトアライファーム ４９６＋ ４１：３７．９クビ ５３．９�
３５ テンザンモビール 牡５黒鹿５７ 田中 勝春平野 澄江氏 矢作 芳人 門別 下河辺牧場 ４８８－ ８１：３８．０� ６．５�
５１０ アプローズヒーロー 牡４鹿 ５７ 赤木高太郎小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４４８－ ２１：３８．１クビ ８．６	
１１ � トワイライトワルツ 牝６鹿 ５５ 柴田 大知伊達 敏明氏 高松 邦男 門別 サンシャイン

牧場 ４８６＋ ４ 〃 ハナ ２０．３

３６ ティティボス 牡４鹿 ５７ 松岡 正海冨塚 善三氏 斎藤 誠 門別 坂戸 節子 ４９２＋ ２１：３８．３１� １２．７�
２４ ローランバーク 牡４栗 ５７ 内田 博幸斉藤 敏博氏 水野 貴広 浦河 宮内牧場 ４７２＋ ２１：３８．４� １５．６�
８１６� ケイアイプラネット 牡５栗 ５７ 武士沢友治亀田 守弘氏 柴崎 勇 青森 佐々木牧場 ５０８－ ５１：３８．５クビ ８６．０
５９ アドマイヤミラクル 牡５青鹿５７ 菊沢 隆徳近藤 利一氏 藤沢 則雄 新冠 秋田牧場 B５０２± ０１：３８．７１� １３．１�
８１５ キングフォーティ 牡５栗 ５７ 吉田 豊鶴見 隆士氏 久保田貴士 白老 白老大須賀

牧場 ４８６＋ ２ 〃 アタマ ８３．７�
７１４ ブルーポラリス 牝５黒鹿５５ 福永 祐一 �ブルーマネジメント平井 雄二 新冠 川上牧場 ４７２＋ ４１：３９．２３ ６８．１�
７１３� チェリークラウン 牡４栗 ５７ 蛯名 正義櫻井倶楽部 小西 一男 鵡川 上水牧場 ４８４± ０１：３９．３� ４．０�
６１１ アポロアパッチ 牡４青 ５７ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 静内 谷岡 正次 B４７０± ０１：４０．６８ ９６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，１０３，０００円 複勝： ４３，３６０，１００円 枠連： ５３，３５１，９００円

普通馬連： １７５，４９５，０００円 馬単： １０４，７７２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，３２４，４００円

３連複： １６７，７８３，６００円 ３連単： ３６１，９３１，３００円 計： ９８０，１２１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０１０円 複 勝 � ５９０円 � ２９０円 � １，０１０円 枠 連（４－６） ４，４００円

普通馬連 �� ７，０６０円 馬 単 �� １３，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２２０円 �� ７，９７０円 �� ５，５００円

３ 連 複 ��� ８５，９９０円 ３ 連 単 ��� ４９７，４１０円

票 数

単勝票数 計 ３１１０３０ 的中 � １２２３８（９番人気）
複勝票数 計 ４３３６０１ 的中 � １８６７０（１０番人気）� ４５３５３（４番人気）� １０２６７（１１番人気）
枠連票数 計 ５３３５１９ 的中 （４－６） ８９５６（２２番人気）
普通馬連票数 計１７５４９５０ 的中 �� １８３５６（３３番人気）
馬単票数 計１０４７７２４ 的中 �� ５６０７（６２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２３２４４ 的中 �� ４７８２（３３番人気）�� １２９４（７３番人気）�� １８８５（５６番人気）
３連複票数 計１６７７８３６ 的中 ��� １４４０（２２６番人気）
３連単票数 計３６１９３１３ 的中 ��� ５３７（１２７４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．５―３４．８―４７．１―５９．８―１：１２．２―１：２４．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カネスラファール �
�
父 ミ シ エ ロ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．７．２ 函館１２着

２００４．５．１１生 牡４黒鹿 母 サムソンフェアリー 母母 テ ィ ス ワ ２１戦３勝 賞金 ３６，６３０，０００円
〔制裁〕 トワイライトワルツ号の騎手柴田大知は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１７頭 アサクササンジャ号・イチライタッチ号・ウエスタンリジ号・ウォーターマーク号・オペラダンディ号・

カブキメーク号・ケイアイマイバッハ号・サクセスサーマル号・サンワードピラー号・ソブリンブライト号・
ノーザンスター号・ノーバディノーズ号・ヘイアンルモンド号・マイディアサン号・ミヤビペルセウス号・
ヤマニンパルファン号・レツィーナ号



（２０東京２）第５日 ５月１０日（土曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８１頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２１０，４００，０００円
４，２６０，０００円
４，５６０，０００円
１，９５０，０００円
２２，５３０，０００円
６４，５２９，５００円
５，３８０，８００円
１，８２８，１００円

勝馬投票券売得金
３１２，３１２，４００円
４４７，８４１，９００円
４３９，５１０，９００円
１，６５９，３３１，４００円
１，１６７，０７３，９００円
３８５，０６２，８００円
１，７５１，１７０，７００円
２，０２１，４４５，５００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 ８，１８３，７４９，５００円

総入場人員 ２７，２５７名 （有料入場人員 ２６，３５２名）




