
１１０７３ ５月１７日 晴 良 （２０東京２）第７日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時００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

１：２２．３
１：２１．９

稍重

重

４７ シ ャ ン ス イ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸 �キャロットファーム 二ノ宮敬宇 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２８ ―１：２６．８ ８．１�

７１４ ア デ ニ ウ ム 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 中川 公成 静内 岡田牧場 ４４０－ ４ 〃 クビ ３．６�

２４ トーセンバスケット 牝３黒鹿５４ 加藤士津八島川 �哉氏 加藤 和宏 静内 岡田スタツド ５０２± ０１：２７．３３ ４．２�
４８ クインマキシマム 牝３栗 ５４ 吉田 豊保谷フミ子氏 矢野 照正 新冠 守矢牧場 ４３２＋ ８１：２７．７２� ６６．３�
８１６ ハ ナ ヤ ッ コ 牝３鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人�グランド牧場 平井 雄二 三石 元茂 義一 ４４８＋ ２ 〃 クビ １７．７	
１２ ジャスミンローズ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ５０８＋１０１：２７．８クビ ４．２

５９ アドバンスリバー 牝３栗 ５４ 柴田 善臣西川 隆士氏 池上 昌弘 門別 大江牧場 ４５４－ ４１：２８．４３� ２３．８�
６１２ リップサービス 牝３鹿 ５４ 田中 勝春藤本 直弘氏 鹿戸 雄一 浦河 荻伏牧場 ４２８＋ ４ 〃 クビ １３．５�
１１ サブマリンスカウト 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹坂田 行夫氏 中野渡清一 静内 藤本牧場 ４７０＋ ４１：２８．６１� １３９．１
６１１ フェミニンワイルド 牝３鹿 ５４ 武士沢友治有限会社シルク中野渡清一 門別 ヤナガワ牧場 ４６０ ―１：２８．７� ６８．８�
８１５ シルキーチュチュ 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介有限会社シルク上原 博之 新冠 ラツキー牧場 ４５６ ―１：２８．８� ５１．７�
５１０ カズノマイヒメ 牝３鹿 ５４ 南田 雅昭�中山牧場 高木 登 浦河 中山牧場 ４４６ ―１：２９．１１� ２６６．４�
３５ リリオブザウォータ 牝３鹿 ５４ 左海 誠二西森 鶴氏 佐藤 全弘 新冠 オリエント牧場 ４４８＋ ４ 〃 クビ １４．５�

（船橋）

７１３ ハッピータイムズ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘 �グリーンファーム 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４１６＋ ２ 〃 ハナ ３１．１�
３６ ヴァージリア 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝岡田 牧雄氏 後藤 由之 静内 岡田スタツド ４７２± ０１：２９．２クビ ２５．５�
２３ タケデンパイン 牝３栗 ５４ 大庭 和弥武市 弘氏 高橋 義博 浦河 安藤牧場 ４３０ ―１：３１．２大差 １４１．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，３９１，０００円 複勝： ２５，５８７，７００円 枠連： １７，２７７，７００円

普通馬連： ７０，９３４，９００円 馬単： ５８，７１７，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，８７４，２００円

３連複： ９５，００５，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３０４，７８８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � ２８０円 � １４０円 � １６０円 枠 連（４－７） １，１２０円

普通馬連 �� １，５３０円 馬 単 �� ３，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５６０円 �� ８１０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� ２，２４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６３９１０ 的中 � １６１３４（４番人気）
複勝票数 計 ２５５８７７ 的中 � １８６１２（５番人気）� ５８１０５（１番人気）� ４５００２（３番人気）
枠連票数 計 １７２７７７ 的中 （４－７） １１４７３（４番人気）
普通馬連票数 計 ７０９３４９ 的中 �� ３４４２９（４番人気）
馬単票数 計 ５８７１７５ 的中 �� １４０４９（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０８７４２ 的中 �� ８９５８（５番人気）�� ５８５９（９番人気）�� １９８８９（２番人気）
３連複票数 計 ９５００５４ 的中 ��� ３１３４６（４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１２．７―１３．０―１２．７―１１．９―１２．４

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３７．０
３ ２，７（４，１４）（６，１６）１（９，１３）（５，１１）（８，１２）（３，１５）－１０ ４ ２，７（４，１４）（１，６）１６，９（５，１３）（８，１１，１２）－（３，１０，１５）

勝馬の
紹 介

シ ャ ン ス イ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ノーザンテースト 初出走

２００５．５．５生 牝３鹿 母 ダイナチヤイナ 母母 アスコツトラツプ １戦１勝 賞金 ５，０００，０００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。
（非抽選馬） １頭 キドニーグリル号
※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。



１１０７４ ５月１７日 晴 良 （２０東京２）第７日 第２競走 ��２，１００�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

２：０６．７
２：０５．９

良

良

７１０ ヴ ァ ル ナ 牡３栗 ５６ 加藤士津八桐谷 茂氏 加藤 和宏 門別 碧雲牧場 ４５８＋ ２２：１３．５ ２．５�

４４ オンワードメモリア 牝３芦 ５４ 勝浦 正樹�オンワード牧場 阿部 新生 浦河 オンワード牧場 ４３２＋ ２２：１４．３５ １８．３�
６７ トーセンコックス 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二島川 �哉氏 栗田 博憲 三石 平野牧場 ４８２－ ２２：１４．４� ８．２�
８１２ ブラックデビル 牡３青鹿５６ 内田 博幸�サンコウ牧場 清水 英克 静内 サンコウ牧場 ４５８± ０２：１４．５� ４．１�
２２ マイネルスカイハイ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 粕谷 昌央 新冠 村上 雅規 ４８６＋ ２２：１４．８１� ９．３	
５６ マイネルゼニット 牡３鹿 ５６ 左海 誠二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 川島牧場 ４９２＋ ４２：１５．３３ ２４．３

（船橋）

８１１ レオフロンティア 牡３鹿 ５６ 江田 照男�レオ 杉浦 宏昭 浦河 宮内牧場 B４７４＋ ４２：１５．７２� ６．２�
１１ ヤギリスパイダー 牡３栗 ５６ 大庭 和弥内田 勝治氏 高橋 義博 千葉（有）下河辺トレー

ニングセンター ５２２＋１２２：１６．２３ ４８．９�
６８ マイネルレッチーノ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 北星村田牧場 ４７８＋ ４２：１６．３� １４．６
７９ テラモドリーミ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人�寺田工務店 小林 常泰 三石 澤田 嘉隆 ５１０± ０２：１７．７９ １５０．９�
３３ パールズオブデュー 牝３栗 ５４ 小野 次郎 �社台レースホース戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０± ０２：２０．０大差 ６６．６�
５５ フジヤマラミレス 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝藤本 龍也氏 森 秀行 新冠 北星村田牧場 ４５４± ０２：２０．６３� ４４．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １７，８７５，５００円 複勝： ２６，７６４，５００円 枠連： ２１，３８８，１００円

普通馬連： ６８，３９７，０００円 馬単： ６４，２０８，４００円 ワイド【拡大馬連】： １９，７７３，５００円

３連複： ９０，１６０，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３０８，５６７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � ３４０円 � ２４０円 枠 連（４－７） ２，３９０円

普通馬連 �� １，９２０円 馬 単 �� ２，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� ４００円 �� １，６８０円

３ 連 複 ��� ４，４７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７８７５５ 的中 � ５６４７７（１番人気）
複勝票数 計 ２６７６４５ 的中 � ８３４２８（１番人気）� １５３８１（６番人気）� ２５２６２（５番人気）
枠連票数 計 ２１３８８１ 的中 （４－７） ６６２７（１０番人気）
普通馬連票数 計 ６８３９７０ 的中 �� ２６３８２（７番人気）
馬単票数 計 ６４２０８４ 的中 �� １６４６９（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９７７３５ 的中 �� ６９４９（９番人気）�� １３３５４（４番人気）�� ２６８１（２２番人気）
３連複票数 計 ９０１６０３ 的中 ��� １４８８６（１９番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．５―１２．６―１２．７―１２．５―１２．８―１３．０―１２．８―１２．８―１２．５―１３．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．０―１８．５―３１．１―４３．８―５６．３―１：０９．１―１：２２．１―１：３４．９―１：４７．７―２：００．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴ ァ ル ナ �
�
父 サクラローレル �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００７．７．１５ 函館８着

２００５．４．２１生 牡３栗 母 トウカイジョリー 母母 ブリーダーズフライト ９戦１勝 賞金 １０，３００，０００円
〔制裁〕 レオフロンティア号の調教師杉浦宏昭は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パールズオブデュー号・フジヤマラミレス号は，平成２０年６月１７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。



１１０７５ ５月１７日 晴 良 （２０東京２）第７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

７１３� ド ゥ ー エ ン 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝�大樹ファーム 白井 寿昭 米 EMF Brood-
mares２００４ ４３８－１０１：３８．３ ２６．７�

２４ ア イ ノ カ ゼ 牡３鹿 ５６ 土谷 智紀丸岡 啓一氏 鈴木 勝美 新冠 ムラカミファーム B４７６＋ ８１：３８．５１� ５．８�
８１６ ミンナデワンダー �３栗 ５６ 吉田 豊櫻井 正氏 和田 正道 浦河 モトスファーム ４６２＋ ４１：３９．３５ １１．０�
３５ コスモミラージュ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 �ビッグレッドファーム �田 研二 静内 増本 良孝 ４５４－ ４１：３９．６１	 ４５．９�
１２ ベルモントドラド 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �ベルモントファーム 田村 康仁 新冠 ベルモント

ファーム ４７４ ― 〃 クビ ５２．２�
６１２ ツクバプリティ 牝３鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人荻原 昭二氏 高橋 祥泰 門別 ヤナガワ牧場 ４１６± ０１：３９．７	 ６７．０	
４７ グランプリイーグル 牡３栗 ５６ 松岡 正海
グランプリ 矢作 芳人 静内 畠山牧場 B４５２± ０１：４０．４４ ２．９�
６１１ ファンキーテーラー 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義松本 俊廣氏 勢司 和浩 大樹 大樹ファーム B４７２－ ４ 〃 ハナ ８．９�
４８ コ イ タ ロ ウ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己藤井 謙氏 鈴木 伸尋 浦河 日東牧場 ４６０＋ ６ 〃 ハナ ３．７
５９ カイシュウハトバ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一飯村 孝男氏 佐藤 吉勝 静内 見上牧場 ５１０＋ ２１：４１．０３
 ２６．０�
７１４ ヤ ッ タ ゾ 牡３鹿 ５６ 左海 誠二小田切有一氏 粕谷 昌央 静内 タイヘイ牧場 ４９０＋ ８１：４１．２１ ２４８．７�

（船橋）

２３ トウショウスケール 牡３黒鹿５６ 武士沢友治トウショウ産業
 柴田 政人 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ５６６＋ ６１：４１．３	 ３１０．６�

８１５ ダイワダイナミック 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 門別 下河辺牧場 ５２６＋ ２１：４１．４クビ ４０．５�
１１ イ イ ノ ソ レ �３鹿 ５６ 藤岡 佑介鈴木 照雄氏 伊藤 伸一 三石 中橋 清 ４７８＋ ４１：４１．５	 １９５．８�
５１０� ヒシラスター 牡３鹿 ５６ 田中 勝春阿部雅一郎氏 中野 隆良 米 Masa-

ichiro Abe ５２４ ―１：４１．６クビ １１．８�
３６ ストロングボーイ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣�グランド牧場 大江原 哲 静内 グランド牧場 ４７８ ―１：４２．３４ ８３．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，８９０，３００円 複勝： ２９，１８６，４００円 枠連： ２４，６７５，０００円

普通馬連： ７６，００１，６００円 馬単： ６７，１９０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，２２０，５００円

３連複： ９９，８８５，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３４０，０４９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，６７０円 複 勝 � ９８０円 � ２００円 � ２８０円 枠 連（２－７） ７，５１０円

普通馬連 �� ７，３１０円 馬 単 �� ２０，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４２０円 �� ３，８２０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� １９，３６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０８９０３ 的中 � ６１７１（８番人気）
複勝票数 計 ２９１８６４ 的中 � ６２９３（９番人気）� ４８０５１（２番人気）� ２７９７７（４番人気）
枠連票数 計 ２４６７５０ 的中 （２－７） ２４２７（１８番人気）
普通馬連票数 計 ７６００１６ 的中 �� ７６８３（２４番人気）
馬単票数 計 ６７１９０１ 的中 �� ２３９９（５９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２２２０５ 的中 �� ２２１９（２３番人気）�� １３８７（４１番人気）�� ７７４９（７番人気）
３連複票数 計 ９９８８５６ 的中 ��� ３８０８（５８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．２―３６．１―４８．３―１：０１．０―１：１３．４―１：２５．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３７．３
３ １６，４，５，１３－（７，１２）１１（９，３，１５）８（２，１０）（１，１４）＝６ ４ １６，４（５，１３）－（７，１２）１１（９，１５）２，３，１４（１，８，１０）－６

勝馬の
紹 介

�ド ゥ ー エ ン �
�
父 Harlan’s Holiday �

�
母父 Dixieland Band デビュー ２００７．１２．２ 阪神５着

２００５．４．７生 牡３鹿 母 Landholder 母母 Nice Noble ６戦１勝 賞金 ６，４５０，０００円
〔制裁〕 ツクバプリティ号の騎手千葉直人は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
※イイノソレ号は，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。



１１０７６ ５月１７日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２０東京２）第７日 第４競走 ��３，０００�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

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

３３ ブラックレディ 牝４青鹿５７ 蓑島 靖典鳴田 啓志氏 浅野洋一郎 新冠 カミイスタット ４７２± ０３：２０．５ ４９．４�

２２ � ブラウマイスキー 牡４鹿 ５９ 石神 深一野島 春男氏 南田美知雄 門別 野島牧場 ４９２－ ２３：２１．２４ １５．２�
４５ マイネルデネブ 牡４鹿 ５９ 金子 光希 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 三石 乾 皆雄 ５１２－ ２３：２１．６２� １．８�
７１２� フュノンガルウ 牡５黒鹿６０ 江田 勇亮伊達 敏明氏 郷原 洋行 門別 サンシャイン

牧場 ４９０＋ ８３：２３．２１０ １２．９�
８１３ ジュラナスリング 牡８鹿 ６０ 横山 義行 �サンデーレーシング 松山 康久 早来 ノーザンファーム ４５０－ ２ 〃 ハナ ９．５�
４６ グランドアムール 牝４鹿 ５７ 五十嵐雄祐�グランド牧場 大江原 哲 静内 グランド牧場 ４４０＋１２３：２３．３� ８８．５	
７１１ ミウラマリリン 牝４黒鹿５７ 宗像 徹佐藤 明氏 柄崎 孝 平取 びらとり牧場 ４９８± ０３：２３．９３� ２９．６

８１４ メジロレグルス 牡４栗 ５９ 浜野谷憲尚�メジロ牧場 尾形 充弘 洞爺 メジロ牧場 ５２２－１２３：２４．９６ ５．９�
５７ ビッグトワイニング 牝７鹿 ５８ 山本 康志関 駿也氏 佐藤 全弘 宮城 関兵牧場 ４９２－ ４３：２５．３２� ７４．２�
６９ ブルーベレッタ 牡６鹿 ６０ 大庭 和弥 �ブルーマネジメント小笠 倫弘 三石 加野牧場 ５０２± ０３：２５．８３ １９．８
１１ コアレススイフト 牡４鹿 ５９ 平沢 健治小林 昌志氏 �田 研二 平取 コアレススタッド ４７２－１０３：２６．１１� ８２．０�
６１０ ハ イ タ イ ド 牡６青鹿６０ 北沢 伸也林 順子氏 武 邦彦 新冠 協和牧場 ４８６± ０３：２６．２� ８．３�
３４ テイエムフッカツ 牡４鹿 ５９ 柴田 未崎竹園 正繼氏 石栗 龍彦 静内 石川 栄一 ４７４＋ ８３：２９．１大差 １６１．８�
５８ ジャックレイホウ 牡４鹿 ５９ 穂苅 寿彦�千早クラブ 伊藤 正徳 門別 古川 優 ４８８－１０３：３８．０大差 １５６．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，４５１，８００円 複勝： ２１，１３４，０００円 枠連： ２１，４４１，２００円

普通馬連： ５７，５７４，８００円 馬単： ６０，０１７，９００円 ワイド【拡大馬連】： １６，７６４，８００円

３連複： ８９，２７３，１００円 ３連単： 発売なし 計： ２８１，６５７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，９４０円 複 勝 � ６３０円 � ２３０円 � １１０円 枠 連（２－３） ９，６１０円

普通馬連 �� １１，２６０円 馬 単 �� ３０，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６５０円 �� ８６０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ４，３２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５４５１８ 的中 � ２４６８（９番人気）
複勝票数 計 ２１１３４０ 的中 � ４５７４（９番人気）� １７１８６（４番人気）� １０１１５７（１番人気）
枠連票数 計 ２１４４１２ 的中 （２－３） １６４７（２３番人気）
普通馬連票数 計 ５７５７４８ 的中 �� ３７７６（３０番人気）
馬単票数 計 ６００１７９ 的中 �� １４６５（６６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６７６４８ 的中 �� ２２６４（２０番人気）�� ４５６４（１１番人気）�� １６１４５（２番人気）
３連複票数 計 ８９２７３１ 的中 ��� １５２５３（１６番人気）

上り １マイル １：４７．６ ４F ５２．８－３F ３９．９
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブラックレディ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ミスターシービー デビュー ２００７．２．２４ 中山１４着

２００４．４．２１生 牝４青鹿 母 クレソンシービー 母母 クレソンハード 障害：４戦１勝 賞金 ９，３５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 コマチ号



１１０７７ ５月１７日 晴 良 （２０東京２）第７日 第５競走 ��
��１，８００�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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

８１５ ダイバーシティ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘 �サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４６２ ―１：４９．２ ４８．９�

６１１ ポケッタブルゲーム 牡３栗 ５６ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ４５８＋ ２１：４９．４１� １２．２�
５１０ パワフルフェンサー 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣 �社台レースホース中野 隆良 千歳 社台ファーム ５００± ０ 〃 クビ ３．３�
４８ ダイワコルベット 牡３黒鹿５６ 武士沢友治大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B４８４＋ ４１：４９．６１� ２５．４�
２４ ダンツショウグン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹山元 哲二氏 鈴木 勝美 様似 様似渡辺牧場 ４５０± ０ 〃 ハナ ３．４�
５９ バンダムレクス 牡３黒鹿５６ 内田 博幸山科 統氏 小林 常泰 浦河 バンダム牧場 B４３２＋ ４ 〃 アタマ ４．６�
１２ エ ポ カ ル 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥細谷 典幸氏 高橋 裕 門別 木村牧場 ４２６± ０１：５０．１３ ３９．９	
２３ クリファイブエース 牡３鹿 ５６ 松岡 正海栗田 康次氏 相沢 郁 門別 本間牧場 ５０６＋ ４１：５０．７３� ２３．７

７１４ ラビットサプライズ 牝３青鹿５４ 江田 照男喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４３６＋１８１：５１．０２ ５０．０�
８１６ リ オ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人 �ローレルレーシング 的場 均 新冠 川上牧場 ４８６ ― 〃 ハナ ３７．９
３５ � ディアギレフ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝前田 幸治氏 小笠 倫弘 米 Gerald

Martin ４８６± ０１：５１．１� １２．５�
１１ スズカニール 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲千葉 直人永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 びらとり牧場 ４５０± ０１：５１．３	 １７７．０�
４７ キタノカゲトラ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一�木村牧場 高橋 裕 伊達 高橋農場 ５１２ ―１：５１．４� １８．９�
６１２ ラッキーサムタイム 牡３鹿 ５６ 吉田 豊田中 昇氏 武藤 善則 浦河 惣田 英幸 ４５６＋ ４ 〃 ハナ ７１．７�
３６ デザートイーグル 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介北洋レーシング 坂本 勝美 浦河 岡本 昌市 ４４０＋ ２１：５２．１４ ８１．４�
７１３ ティーフォー 牡３鹿 ５６ 左海 誠二鶴見 隆士氏 田村 康仁 様似 猿倉牧場 ４７２＋ ４１：５２．２	 ５３．４�

（船橋）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，４５４，６００円 複勝： ２６，７３２，１００円 枠連： ２７，２１５，６００円

普通馬連： ７７，７８０，７００円 馬単： ６８，４７３，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，３３２，５００円

３連複： １０１，４２２，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３４４，４１１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，８９０円 複 勝 � １，６３０円 � ３４０円 � １８０円 枠 連（６－８） ６，７００円

普通馬連 �� ２４，６３０円 馬 単 �� ６２，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，６００円 �� ４，８８０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ４２，２７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０４５４６ 的中 � ３３０１（１１番人気）
複勝票数 計 ２６７３２１ 的中 � ３３５７（１５番人気）� １９９０４（４番人気）� ５１１０６（３番人気）
枠連票数 計 ２７２１５６ 的中 （６－８） ３００２（１９番人気）
普通馬連票数 計 ７７７８０７ 的中 �� ２３３１（５２番人気）
馬単票数 計 ６８４７３９ 的中 �� ８１２（１２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２３３２５ 的中 �� ８０９（５５番人気）�� １１００（４４番人気）�� ６８８６（７番人気）
３連複票数 計１０１４２２５ 的中 ��� １７７１（１０７番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．５―１１．７―１２．５―１２．５―１２．７―１１．９―１１．５―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．６―３６．３―４８．８―１：０１．３―１：１４．０―１：２５．９―１：３７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．２

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

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

ダイバーシティ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Slew o’Gold 初出走

２００５．３．１２生 牡３鹿 母 メインスルー 母母 Main Prospect １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 パワフルフェンサー号の騎手柴田善臣は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。
※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。



１１０７８ ５月１７日 晴 良 （２０東京２）第７日 第６競走 ��
��１，６００�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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

５１０ グラスブラスト 牡３青鹿５６ 内田 博幸半沢� 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５０２－ ２１：３８．１ ５．１�

６１２ ボクノタイヨウ 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲千葉 直人平田 修氏 白井 寿昭 新冠 秋田牧場 ４７２－ ４１：３８．４１� １０．０�

１１ シルクパナシア 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝有限会社シルク鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 B４５２± ０ 〃 クビ ３７．６�
２３ ナイスラッキー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊戸部 洋氏 谷原 義明 三石 元茂牧場 ５１４＋ ２１：３８．５� １３．３�
４７ アバレダイコ 牡３栗 ５６ 松岡 正海福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 ５２２± ０１：３８．７１� ２．４�
５９ ヒロアンジェロ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義北所 直人氏 高木 登 静内 見上牧場 ４９４－ ２１：３８．９１� ２１．３�
６１１ ケージーハッピー 牝３青鹿５４ 藤岡 佑介川井 五郎氏 斎藤 誠 新冠 岩見牧場 ４９６＋ ４１：３９．０� １５．９	
７１４ スマートキャスター 牡３青 ５６ 田中 勝春大川 徹氏 栗田 博憲 鵡川 上水牧場 ４６２－１２１：３９．５３ １２．８

３５ ヨシカツゾー 牡３芦 ５６ 左海 誠二古川 智洋氏 佐藤 吉勝 静内 岡田牧場 ５００± ０１：３９．７１� １０９．２�

（船橋）

８１５ ライムライトシチー 牡３鹿 ５６ 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 成島 英春 新冠 芳住 革二 ４６６－ ２１：３９．８� ６５．３
７１３ シルクマンハッタン 牡３青鹿５６ 横山 典弘有限会社シルク境 征勝 門別 中館牧場 ４８６± ０１：４０．１１� ６．５�
４８ 	 バブルガムエンド 牝３栗 ５４ 江田 照男畑佐 博氏 水野 貴広 新冠 細川農場 ４９２± ０１：４０．２� ６５．８�
３６ ヨンハキッス 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人三宅 勝俊氏 中川 公成 三石 斉藤スタッド ４３６± ０ 〃 クビ １４１．０�
２４ ディーエスルーラー 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 タニグチ牧場 ４８０＋ ２１：４０．３� ２９．５�
１２ ハ エ ヌ キ 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣�グランド牧場 高橋 祥泰 静内 グランド牧場 ４８０± ０１：４０．４� １３７．９�
８１６ マジュスキュール 牝３栗 ５４ 柴山 雄一�ターフ・スポート佐々木亜良 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４２４± ０１：４０．８２� １００．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，３３７，２００円 複勝： ３４，６６７，９００円 枠連： ２８，６０２，２００円

普通馬連： ９７，８２０，１００円 馬単： ７４，６０９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，１６７，９００円

３連複： １１２，２４０，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３９９，４４５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � ２２０円 � ４１０円 � １，１３０円 枠 連（５－６） １，５８０円

普通馬連 �� ４，１７０円 馬 単 �� ７，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１４０円 �� ４，１００円 �� ５，５９０円

３ 連 複 ��� ５９，４３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６３３７２ 的中 � ４１１９４（２番人気）
複勝票数 計 ３４６６７９ 的中 � ５２１９９（２番人気）� ２１４６０（６番人気）� ６７９６（１０番人気）
枠連票数 計 ２８６０２２ 的中 （５－６） １３４２３（８番人気）
普通馬連票数 計 ９７８２０１ 的中 �� １７３３２（１６番人気）
馬単票数 計 ７４６０９２ 的中 �� ７８２１（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５１６７９ 的中 �� ５６１８（１０番人気）�� １４８８（４３番人気）�� １０８７（５４番人気）
３連複票数 計１１２２４０８ 的中 ��� １３９４（１５１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１２．４―１２．９―１２．６―１２．４―１２．０―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．６―３６．０―４８．９―１：０１．５―１：１３．９―１：２５．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グラスブラスト �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Bob Back デビュー ２００７．１０．２０ 東京５着

２００５．４．１生 牡３青鹿 母 レ ン Ⅱ 母母 In The Rigging ４戦２勝 賞金 １３，２００，０００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 デルマアルタイル号
※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。



１１０７９ ５月１７日 晴 良 （２０東京２）第７日 第７競走 ��
��２，０００�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

１：５８．０
１：５６．４

良

良

５５ ナショナルホリデー 牝４栗 ５５ 内田 博幸 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム ４９４＋ ４２：０２．０ １．６�

６６ スタリオンシチー 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 静内 出羽牧場 ５１８－ ２２：０２．３２ ５．９�
１１ サンアイブライト 牝４鹿 ５５ 藤田 伸二福島 実氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４９４± ０２：０２．４� ５．３�
８８ デ ザ フ ィ オ 牡４鹿 ５７ 武 豊�ターフ・スポート堀井 雅広 浦河 荻伏服部牧場 ４５６－ ２２：０２．８２� １１．２�
４４ イブキレボルシオン 牡６栗 ５７ 左海 誠二中西 功氏 嶋田 功 門別 北陽ファーム ５２０＋ ２２：０３．１２ ２９．６�

（船橋）

２２ ニシノロドリゲス 牡５鹿 ５７
５４ ▲千葉 直人西山 茂行氏 菅原 泰夫 鵡川 西山牧場 ４７２－ ２２：０３．２� １１．２	

７７ バーニングラブ 牝４黒鹿５５ 郷原 洋司�グランド牧場 蛯名 信広 静内 グランド牧場 B４２８± ０２：０３．４１� ７０．３

３３ ノボタイタン 牡４鹿 ５７ 大庭 和弥�LS.M 西塚 安夫 浦河 高昭牧場 ５０２± ０２：０３．８２� ３９．１�

（８頭）

売 得 金

単勝： ２４，２１７，３００円 複勝： ４０，２８０，１００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ８８，７００，８００円 馬単： １０１，４９２，３００円 ワイド【拡大馬連】： １７，９０２，２００円

３連複： ９２，７５５，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３６５，３４７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � １３０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ３８０円 馬 単 �� ５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� １６０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ４４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４２１７３ 的中 � １２４２９２（１番人気）
複勝票数 計 ４０２８０１ 的中 � ２４２５６７（１番人気）� ３９８９６（３番人気）� ５０７２３（２番人気）
普通馬連票数 計 ８８７００８ 的中 �� １７２５４９（２番人気）
馬単票数 計１０１４９２３ 的中 �� １２７５６１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７９０２２ 的中 �� ２５７０８（２番人気）�� ３３２３３（１番人気）�� １１０５２（５番人気）
３連複票数 計 ９２７５５１ 的中 ��� １５７９１３（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．１―２５．２―３７．１―４９．４―１：０２．４―１：１５．３―１：２７．９―１：３８．９―１：５０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．７―３F３４．１

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

勝馬の
紹 介

ナショナルホリデー �

父 ダンスインザダーク �


母父 デ イ ク タ ス デビュー ２００７．４．７ 中山６着

２００４．２．１８生 牝４栗 母 ナショナルフラッグ 母母 ダイナワールド １１戦２勝 賞金 ２５，４００，０００円
〔制裁〕 ノボタイタン号の騎手大庭和弥は，３コーナーで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００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。



１１０８０ ５月１７日 晴 良 （２０東京２）第７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）

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

１：２２．３
１：２１．９

稍重

重

２３ トーセンマキシマム 牡４栗 ５７ 藤田 伸二島川 �哉氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド ４７４－ ４１：２４．７ ２８．３�

３６ �� スコルピオンキッス 牝４栗 ５５ 蛯名 正義 �社台レースホース鹿戸 雄一 米 Shadai Farm ４６２＋２３１：２４．８	 ７．５�
５１０� マルターズマゼル 牡４鹿 ５７ 吉田 豊藤田与志男氏 天間 昭一 米 Yoshio Fujita ４４２± ０１：２５．０１	 ２９．８�
８１５ トーセンエックス 
５栗 ５７ 横山 典弘島川 �哉氏 後藤 由之 静内 岡田スタツド ４７６± ０１：２５．２１	 ４．３�
６１２ トウショウツアラー 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣トウショウ産業� 土田 稔 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４９６＋ ２１：２５．３クビ １６．１	
４７ � ラインステッチ 牝４栗 ５５ 安藤 勝己 �社台レースホース藤沢 和雄 米 Fontaine-

bleau Farm ４７０＋１６１：２５．４	 １４．１

１２ ウイニングヒット 牡５鹿 ５７ 田中 勝春芹澤 精一氏 佐藤 吉勝 浦河 日向牧場 ４７０＋ ２１：２５．６１ ９．５�
４８ ケージーファントム 牡４栗 ５７ 内田 博幸川井 五郎氏 水野 貴広 三石 松本牧場 ４９０± ０ 〃 クビ＋ハナ １１．０�
１１ スターラビット 牡５鹿 ５７

５４ ▲千葉 直人喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ５００± ０１：２５．８１ ４０．７
５９ クリノラブゴールド 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一栗本 博晴氏 中島 敏文 静内 岡田 隆志 ４８８－ ２ 〃 アタマ ４．７�
８１６� タカラパーク 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人村山 義男氏 国枝 栄 米 Hickory

Ridge Farm ５２０－ ６ （降着） ７．９�
７１４ オートクレール 牝４鹿 ５５ 武 豊 �キャロットファーム 小島 茂之 早来 ノーザンファーム ４４０＋１０１：２６．５４ ４４．８�
７１３ トウショウヒルズ 牡４栗 ５７ 武士沢友治トウショウ産業� 戸田 博文 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５０２－１４ 〃 クビ １９６．０�
６１１� ニッシンアルコン 牝５鹿 ５５ 大庭 和弥星野 清�氏 鈴木 勝美 浦河 広瀬 正昭 ４２８＋ ２１：２７．０３ １９９．７�
２４ キタグニノホシ 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹牧畠 清久氏 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 ４９４＋１０ 〃 クビ １００．３�
３５ ゲイルタッチ 牡６栗 ５７ 後藤 浩輝�RRA 田中 清隆 浦河 地興牧場 B４５８± ０ （競走中止） １０．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，９８６，５００円 複勝： ４４，１５８，６００円 枠連： ４０，５５７，７００円

普通馬連： １４２，６５９，０００円 馬単： １００，６７０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，６２２，７００円

３連複： １６３，０６１，９００円 ３連単： 発売なし 計： ５５２，７１７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８３０円 複 勝 � ８７０円 � ４３０円 � ９６０円 枠 連（２－３） ６，１１０円

普通馬連 �� １３，６２０円 馬 単 �� ３９，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，９３０円 �� １２，８００円 �� ５，５３０円

３ 連 複 ��� １９４，１００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６９８６５ 的中 � ７５２１（１０番人気）
複勝票数 計 ４４１５８６ 的中 � １３０２７（１０番人気）� ２９４０３（７番人気）� １１７００（１１番人気）
枠連票数 計 ４０５５７７ 的中 （２－３） ４９０６（２２番人気）
普通馬連票数 計１４２６５９０ 的中 �� ７７３０（４８番人気）
馬単票数 計１００６７０６ 的中 �� １８６９（１１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４６２２７ 的中 �� １７３５（５３番人気）�� ６６２（７９番人気）�� １５４６（５７番人気）
３連複票数 計１６３０６１９ 的中 ��� ６２０（２９１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．８―３５．６―４７．９―１：００．４―１：１２．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンマキシマム �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ヤマニンスキー デビュー ２００６．１１．１１ 東京６着

２００４．３．２０生 牡４栗 母 ザラストドロップ 母母 カーペディエム ８戦２勝 賞金 １６，４００，０００円
〔競走中止〕 ゲイルタッチ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔降着〕 タカラパーク号は，８位〔タイム１分２５秒６，着差クビ〕に入線したが，向正面で内側に斜行して「クリノラブゴールド」号の走行

を妨害したため１１着に降着。
〔制裁〕 タカラパーク号の騎手吉田隼人は，向正面で内側に斜行したことについて平成２０年５月２４日から平成２０年６月１日まで騎

乗停止。



１１０８１ ５月１７日 晴 良 （２０東京２）第７日 第９競走 ��
��２，０００�

な つ こ だ ち

夏 木 立 賞
発走１４時３０分 （芝・左）

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 ２３１，０００円 ６６，０００円 ３３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．０
１：５６．４

良

良

４４ ドリームノクターン 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介セゾンレースホース� 斎藤 誠 門別 賀張中川牧場 ４８８＋ ８２：０１．３ ２．４�

５５ マルタカシャトル 牡３栗 ５６ 大庭 和弥高橋 義和氏 清水 美波 新冠 北星村田牧場 B５０８－ ６ 〃 アタマ ４２．３�
２２ グ ル ー オ ン 牡３鹿 ５６ 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 静内 畠山牧場 ４６８± ０２：０１．４� １１．０�
１１ マイネルフェスタ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 平取 船越 伸也 ５０８＋ ４２：０１．５クビ ４．５�
６６ マイネルアベニール 牡３栗 ５６ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ４８４－ ４ 〃 アタマ １４．１�
３３ レディリバティー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊 �ロードホースクラブ 土田 稔 三石 ケイアイファーム B４８０＋１４２：０２．３５ ２５．８�
８８ � エバーブライト 牡３黒鹿５６ 左海 誠二 	ユートピア牧場 岡林 光浩 登別 ユートピア牧場 ５００＋ １２：０２．４� １２．０


（船橋） （船橋）

７７ キンショーオトヒメ 牝３栗 ５４ 吉田 隼人礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 ４２８± ０２：０３．１４ ４３．０�
８９ ダークエンジェル 牝３黒鹿５４ 内田 博幸吉田 勝己氏 古賀 慎明 早来 ノーザンファーム ４０８－ ６２：０３．２� ３．４�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２８，５２８，２００円 複勝： ３１，５７３，６００円 枠連： ２５，１１４，１００円

普通馬連： １１３，８２９，５００円 馬単： ８９，０１１，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，２０９，４００円

３連複： ９３，２０７，０００円 ３連単： ３２１，６６７，０００円 計： ７２７，１４０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １４０円 � ７３０円 � ２６０円 枠 連（４－５） ４，５１０円

普通馬連 �� ４，５２０円 馬 単 �� ６，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２１０円 �� ５６０円 �� ２，５６０円

３ 連 複 ��� ９，５４０円 ３ 連 単 ��� ５４，４６０円

票 数

単勝票数 計 ２８５２８２ 的中 � ９３７９１（１番人気）
複勝票数 計 ３１５７３６ 的中 � ８９９３４（１番人気）� ７９７７（９番人気）� ２８４６１（５番人気）
枠連票数 計 ２５１１４１ 的中 （４－５） ４１１４（１５番人気）
普通馬連票数 計１１３８２９５ 的中 �� １８６０８（１７番人気）
馬単票数 計 ８９０１１７ 的中 �� １０２２９（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４２０９４ 的中 �� ４８４２（１６番人気）�� １１４６８（５番人気）�� ２２１８（２８番人気）
３連複票数 計 ９３２０７０ 的中 ��� ７２１２（３２番人気）
３連単票数 計３２１６６７０ 的中 ��� ４３５９（１５５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．８―３６．４―４８．５―１：００．８―１：１２．８―１：２４．８―１：３６．３―１：４８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．５―３F３６．５

３ ・（３，５）（６，４）８（２，７，９）－１
２
４
３，５（２，６）８（１，７，９）４・（３，５）（６，４）（２，７）（８，９）１

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドリームノクターン 
�
父 スターオブコジーン 

�
母父 バ イ ア モ ン デビュー ２００７．１０．２１ 京都５着

２００５．４．３生 牡３鹿 母 フロディーバラード 母母 カバリフロディー ８戦２勝 賞金 ２５，０９１，０００円
〔発走状況〕 ドリームノクターン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 グルーオン号の騎手横山典弘は，２コーナーで内側に斜行したことについて戒告。
〔調教再審査〕 ドリームノクターン号は，発走調教再審査。
※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。



１１０８２ ５月１７日 曇 良 （２０東京２）第７日 第１０競走 ��
��１，６００�

か わ ご え

川 越 特 別
発走１５時０５分 （芝・左）
４歳以上，１，０００万円以下，１９．５．１２以降２０．５．１１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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

４８ テイエムアタック 牡４栗 ５５ 後藤 浩輝竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 テイエム牧場新冠分場 ４８８± ０１：３３．１ ２．７�

７１３ ケンブリッジマイア 牝５栃栗５１ 江田 照男中西 健造氏 森 秀行 早来 ノーザンファーム B４５２＋ ８１：３３．５２� ８２．９�
６１１ パ パ ラ チ ア 牝５鹿 ５４ 安藤 勝己�原源一郎氏 領家 政蔵 門別 北海牧場 ４７４± ０１：３３．９２� ２０．４�
３５ アグネストカチ 牡４鹿 ５５ 藤岡 佑介渡辺 孝男氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４７２± ０ 〃 クビ ５．５�
４７ サ ラ ラ 牝６鹿 ５４ 勝浦 正樹�瀬 真尚氏 本間 忍 門別 本間牧場 ４８６＋３６１：３４．０� ２０．２�
２３ � チョウカイファイト 牡５栗 ５５ 武 豊�平田牧場 加藤 敬二 浦河 酒井牧場 ４９６－ ４１：３４．２１� ５．９	
１１ グッドキララ 牡４鹿 ５５ 小野 次郎杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム ５１２－ ４ 〃 クビ １５．７

５９ ノーフォークパイン 牡４鹿 ５５ 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５４＋ ４ 〃 ハナ １４．５�

８１５ フィクシアス 牡４鹿 ５５ 田中 勝春井上 修一氏 浅野洋一郎 門別 山際 辰夫 ４７４＋１２ 〃 ハナ ４６．１�
３６ ジェイウォーク 牡５黒鹿５５ 吉田 豊 社台レースホース大久保洋吉 千歳 社台ファーム B５３０－ ６１：３４．４１� １１．３�
１２ クラウニングワーク 牡６栗 ５３ 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 静内 藤原牧場 ４４２± ０１：３４．５� ８０．１�
８１６ ブ レ イ バ ー 牡５鹿 ５６ 内田 博幸古賀 和夫氏 和田 正道 様似 様似渡辺牧場 ４５８－ ２ 〃 クビ １０．１�
８１７ テントゥワン 牡５黒鹿５３ 小林 淳一宮坂五十四氏 二本柳俊一 浦河 三好牧場 ４３４＋ ４１：３４．７１� １６３．３�
５１０� ブ チ カ マ シ 牡４黒鹿５２ 左海 誠二中西 功氏 嶋田 功 青森 久保フアーム ４４８－ ２ 〃 クビ １５８．６�

（船橋）

７１４ タイセイガイア 牝５栗 ５１ 武士沢友治田中 成奉氏 加藤 和宏 浦河 金成吉田牧場 ４８０＋ ４１：３５．０１	 ６２．０�
６１２ ヴ ン ダ ー 牡７黒鹿５４ 柴田 善臣幅田 昌伸氏 庄野 靖志 門別トヨサトアライファーム ４９８－ ８１：３５．２１ ３３．５�
２４ � カシノテンカ 牝４鹿 ５１ 千葉 直人柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 武田 修一 B４６４＋ ４１：３５．７３ １７７．１�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ３６，４８８，６００円 複勝： ５９，１８８，３００円 枠連： ５０，６１３，２００円

普通馬連： ２１３，３４７，０００円 馬単： １２９，４４３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，７９３，５００円

３連複： １９２，７６９，６００円 ３連単： ４３６，６２０，６００円 計： １，１６５，２６４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １５０円 � １，８８０円 � ５１０円 枠 連（４－７） ３，９１０円

普通馬連 �� １７，５３０円 馬 単 �� ２４，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，４８０円 �� １，０２０円 �� １３，２１０円

３ 連 複 ��� ６６，８３０円 ３ 連 単 ��� ３２１，５９０円

票 数

単勝票数 計 ３６４８８６ 的中 � １１０５４５（１番人気）
複勝票数 計 ５９１８８３ 的中 � １６１７５３（１番人気）� ５９８７（１４番人気）� ２４８１９（９番人気）
枠連票数 計 ５０６１３２ 的中 （４－７） ９５５４（１８番人気）
普通馬連票数 計２１３３４７０ 的中 �� ８９８２（５０番人気）
馬単票数 計１２９４４３８ 的中 �� ３９５７（８０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６７９３５ 的中 �� ２５３３（４８番人気）�� １１７８１（８番人気）�� ８４８（８６番人気）
３連複票数 計１９２７６９６ 的中 ��� ２１２９（１６３番人気）
３連単票数 計４３６６２０６ 的中 ��� １００２（８０６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．４―３５．１―４７．０―５８．７―１：１０．０―１：２１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムアタック �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００６．９．９ 中京７着

２００４．５．１８生 牡４栗 母 テイエムキララ 母母 テイエムテンホー ２４戦３勝 賞金 ４４，６４４，０００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。



１１０８３ ５月１７日 曇 良 （２０東京２）第７日 第１１競走 ��
��１，４００�第５３回京王杯スプリングカップ（ＧⅡ）

発走１５時４０分 （芝・左）
４歳以上；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１９．５．１２以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�
増，１９．５．１１以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を
除く）

京王電鉄株式会社賞（１着）
賞 品

本 賞 ６０，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，０００，０００円 ６，０００，０００円
付 加 賞 １，２３２，０００円 ３５２，０００円 １７６，０００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
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

６１２ スーパーホーネット 牡５鹿 ５８ 藤岡 佑介森本 悳男氏 矢作 芳人 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４６２－ ６１：２０．８ ５．９�

３６ キストゥヘヴン 牝５鹿 ５５ 勝浦 正樹吉田 和子氏 戸田 博文 門別 正和山本牧場 ４３４＋１０１：２１．１１� ２５．７�
７１３ スズカフェニックス 牡６栗 ５８ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４６８± ０ 〃 クビ １．５�
８１６ アイルラヴァゲイン 牡６鹿 ５７ 内田 博幸齊藤四方司氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ５１４－ ６１：２１．２� ３２．５�
１２ キングストレイル 牡６黒鹿５７ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ５０４＋ ４１：２１．３� １５．２�
８１７ タマモホットプレイ 牡７栗 ５７ 吉田 隼人タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４８０± ０１：２１．４クビ ２３４．７	
７１４ ザ レ マ 牝４栗 ５５ 蛯名 正義吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５２８－１０ 〃 クビ ３４．３

４８ 	 イ ブ ロ ン 牡６鹿 ５７ 左海 誠二栗坂 崇氏 田村 康仁 愛 Ballymacoll

Stud Farm Ltd ５０２－ ６１：２１．５� １０８．０�
（船橋）

５１０ ハイソサエティー 牡４鹿 ５７ 田中 勝春 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ５１６－ ４１：２１．６� ３４．７�
２３ 	 ドラゴンウェルズ 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二窪田 芳郎氏 藤原 英昭 米 Kilroy Thorough-

bred Partnership ４８６－ ２１：２１．７� ８．９
６１１ アドマイヤホクト 牡４鹿 ５７ 横山 典弘近藤 利一氏 古賀 史生 早来 ノーザンファーム ５００± ０ 〃 クビ ２４．６�
５９ スターイレブン 
８鹿 ５７ 小林 淳一吉野 隆郎氏 松元 茂樹 三石 本桐牧場 ４８０－ ２１：２１．８クビ ２５５．６�
１１ インセンティブガイ 牡７鹿 ５７ 後藤 浩輝齊藤四方司氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６６－ ６ 〃 クビ ５５．１�
８１５	 コスモシンドラー 牡６黒鹿５７ 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 豪

Gainsborough Stud
（Australia）Pty Ltd, Ar-
rowfield Group Pty Ltd

４９０－１２１：２１．９クビ １９３．１�
２４ ダンスフォーウィン 牡５青鹿５７ 柴田 善臣杉山 美惠氏 古賀 史生 三石 明治牧場 ４９２－ ８ 〃 ハナ ４９．１�
３５ フジサイレンス 牡８黒鹿５７ 五十嵐雄祐浅野 恭秀氏 田子 冬樹 様似 清水スタッド ５０４± ０１：２２．０� ２２１．８�
４７ グレイトフルタイム 牡４鹿 ５７ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 追分 追分ファーム B５３４＋ ８１：２２．４２� ７６．８�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １２９，４８０，３００円 複勝： ２０４，０７４，９００円 枠連： １２２，８４１，１００円

普通馬連： ７１６，４６７，２００円 馬単： ４９０，１４３，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８０，７９９，０００円

３連複： ７３２，５２７，９００円 ３連単： １，８８７，６０７，５００円 計： ４，４６３，９４１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � １６０円 � ３４０円 � １１０円 枠 連（３－６） ３，７２０円

普通馬連 �� ６，２００円 馬 単 �� １１，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３９０円 �� １８０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� １，９５０円 ３ 連 単 ��� ２３，０４０円

票 数

単勝票数 計１２９４８０３ 的中 � １７５７０５（２番人気）
複勝票数 計２０４０７４９ 的中 � ２３３３０７（２番人気）� ７３８５９（５番人気）� １０７７９０２（１番人気）
枠連票数 計１２２８４１１ 的中 （３－６） ２４３８２（１２番人気）
普通馬連票数 計７１６４６７２ 的中 �� ８５３６１（１５番人気）
馬単票数 計４９０１４３６ 的中 �� ３２６９１（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１８０７９９０ 的中 �� ２６０４３（１４番人気）�� ３２１６５０（１番人気）�� ７３２６７（４番人気）
３連複票数 計７３２５２７９ 的中 ��� ２７７５７６（３番人気）
３連単票数 計１８８７６０７５ 的中 ��� ６０４８７（５７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．６―３４．７―４６．２―５７．４―１：０９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スーパーホーネット �
�
父 ロドリゴデトリアーノ �

�
母父 エルセニョール デビュー ２００５．９．１１ 札幌４着

２００３．３．２０生 牡５鹿 母 ユウサンポリッシュ 母母 エルゼビアー ２１戦８勝 賞金 ３２６，２２０，０００円
〔発走状況〕 スズカフェニックス号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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。



１１０８４ ５月１７日 雨 良 （２０東京２）第７日 第１２競走 ��
��１，３００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１５分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：１６．４
１：１６．４

重

重

１２ ノーリプライ �４芦 ５７ 後藤 浩輝�瀬 真尚氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４７０－１４１：１８．０ ３．５�

５９ � マルターズコッパー 牝４鹿 ５５ 藤田 伸二藤田与志男氏 中川 公成 米 Eaglestone
Farm Inc. ４５０＋ ２１：１８．１	 １９．９�

６１１ カブキメーク 牡５鹿 ５７ 左海 誠二川上 哲司氏 蛯名 信広 浦河 アイオイファーム B４８８± ０１：１８．５２	 ６０．５�
（船橋）

８１６ モンプティクール 牝５芦 ５５ 吉永 護 �キャロットファーム 大江原 哲 早来 ノーザンファーム ４６２± ０ 〃 クビ ６３．７�
３５ � アポロダヴィンチ 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Robert D.

Nash ４９２＋ ４１：１８．７１
 ３．８�
８１５� ファインセンテンス 牡５栗 ５７ 内田 博幸前田 幸治氏 和田 正道 米 M. LaDona

Hudson ５３０－ ６１：１８．８� ６．７�
１１ ラ イ カ ー ト 牝４芦 ５５ 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０＋ ２ 〃 ハナ １３．０	
２４ コウジンアルス 牡６栗 ５７ 小林 淳一加藤 興一氏 松山 将樹 静内 中田 浩美 B４８６＋ ４１：１８．９クビ １０１．６

７１３� アインカチヌキ 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介 �フジワラ・ファーム 本田 優 新冠 川上 悦夫 ４７２－ ４１：１９．０� ３４．７�
７１４� デュアルプロセッサ 牡５鹿 ５７ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 米 North Star

Equine, Inc ４７４－ ８１：１９．１クビ ７．６�
４７ クリアエンデバー 牡８栗 ５７ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ５１６－１４１：１９．２	 ３７．９
２３ アイファーラブラブ 牝６鹿 ５５ 蛯名 正義中島 稔氏 小島 茂之 静内 静内山田牧場 ４５８± ０１：１９．４１
 １０．２�
４８ サクセスサーマル 牡４黒鹿５７ 柴田 善臣�嶋 哲氏 久保田貴士 浦河 谷川牧場 ４５８＋ ２ 〃 クビ １６．１�
５１０� オリエントヒーロー 牡８鹿 ５７ 浜野谷憲尚安達 允彦氏 小西 一男 門別 坂 牧場 ４９０－ ２１：１９．５	 １８４．８�
３６ テイクマイアイズ 牝４黒鹿５５ 吉田 隼人小林けい子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７８－ ２１：２０．２４ ４０．７�
６１２ ノーザンスター 牝７鹿 ５５ 柴山 雄一�ターフ・スポート石栗 龍彦 三石 土田農場 ４６８＋ ２１：２０．５２ ６３．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，６８７，４００円 複勝： ５３，９５８，６００円 枠連： ５２，０６３，３００円

普通馬連： ２００，０８５，９００円 馬単： １２６，４６６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４７，１５３，５００円

３連複： １８５，８７０，０００円 ３連単： ４３９，９２９，３００円 計： １，１４４，２１４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � ２００円 � ６００円 � １，０２０円 枠 連（１－５） ２，８７０円

普通馬連 �� ３，８４０円 馬 単 �� ５，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８３０円 �� ４，２６０円 �� ８，１４０円

３ 連 複 ��� ６５，５７０円 ３ 連 単 ��� ３１２，１９０円

票 数

単勝票数 計 ３８６８７４ 的中 � ８８４１５（１番人気）
複勝票数 計 ５３９５８６ 的中 � ９０２３１（２番人気）� ２１３０１（８番人気）� １１８６６（１０番人気）
枠連票数 計 ５２０６３３ 的中 （１－５） １３４２５（１４番人気）
普通馬連票数 計２０００８５９ 的中 �� ３８４８５（１７番人気）
馬単票数 計１２６４６６０ 的中 �� １６５６２（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７１５３５ 的中 �� ６４９２（２１番人気）�� ２７１３（４４番人気）�� １４０６（６７番人気）
３連複票数 計１８５８７００ 的中 ��� ２０９２（１６６番人気）
３連単票数 計４３９９２９３ 的中 ��� １０４０（７６４番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
６．９―１８．０―２９．５―４１．６―５３．６―１：０５．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノーリプライ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．１１．５ 東京２着

２００４．３．３１生 �４芦 母 アイシーサイレンス 母母 アイシーゴーグル ８戦３勝 賞金 ２９，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２４頭 エイワナギ号・エイワムサシ号・オグリスペシャル号・オポテューニティ号・キラライットウセイ号・

グレースエポナ号・シアトルタコマ号・ジェットバニヤン号・シャイニングムーン号・シルクゲイナー号・
スターボイジャー号・スリーセブンスピン号・セトノヒット号・トーセンセイント号・トーセンラヴ号・
ニードルポイント号・バリオン号・ビッグポパイ号・フリーモア号・プレンティラヴ号・プロセッション号・
マグネティックマン号・メジロターキッシュ号・ワンダープロ号

※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。



（２０東京２）第７日 ５月１７日（土曜日） 晴後曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７３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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２７７，０６０，０００円
３，３８０，０００円
１９，５５０，０００円
２，６９０，０００円
２９，９７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６１，７６１，０００円
５，４３５，８００円
１，７４７，３００円

勝馬投票券売得金
４０１，７８８，７００円
５９７，３０６，７００円
４３１，７８９，２００円
１，９２３，５９８，５００円
１，４３０，４４５，０００円
４７８，６１３，７００円
２，０４８，１７９，２００円
３，０８５，８２４，４００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 １０，３９７，５４５，４００円

総入場人員 ３８，０２０名 （有料入場人員 ３６，８８１名）




