
１２０２５ ５月２日 晴 良 （２１東京２）第３日 第１競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

５７ イグナイトカフェ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣西川 光一氏 小島 太 静内 谷岡牧場 ４５０－ ２１：４０．１ ２．９�

２２ タイキシムーン 牝３栗 ５４ 田中 勝春�大樹ファーム 高橋 祥泰 門別 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４８８－ ２ 〃 ハナ ３．９�

７１２ ニホンピロピンキー 牝３栗 ５４ 内田 博幸小林百太郎氏 小島 茂之 日高 佐々木 直孝 ４５４＋ ２ 〃 クビ ６．４�
３４ ナ ド レ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二清進電設� 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７４－ ２１：４０．２� ６．７�
７１１ シーオブザスターズ 牝３栗 ５４ 北村 宏司吉岡 泰治氏 松山 将樹 門別 庄野牧場 ４１０－ ６１：４０．５２ １１．４�
５８ ケイズパステル 牝３栗 ５４ 松岡 正海 IHR 菊川 正達 浦河 鮫川 啓一 B４５４＋１０１：４０．６� ２５．１	
１１ サニーストリート 牝３青鹿５４ 勝浦 正樹田島榮二郎氏 小西 一男 浦河 鮫川 啓一 ４８２± ０１：４１．０２� ２１．１

８１３ アトムスパンカー 牝３青鹿５４ 横山 典弘永井 廣司氏 嶋田 功 新ひだか 大塚牧場 ４４２＋ ４１：４１．８５ １５．３�
３３ スウェプトアロング 牝３芦 ５４ 幸 英明中村 祐子氏 田中 清隆 三石 ケイアイファーム ４６６＋ ６ 〃 クビ １９１．２�
４６ サーフロック 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真�グランド牧場 手塚 貴久 静内 グランド牧場 ４０８－ ６１：４１．９クビ ６４．３
６９ シベリアンドリーム 牝３芦 ５４ 福永 祐一藤田 在子氏 水野 貴広 門別 天羽 禮治 ４７０ ― 〃 アタマ ２９．１�
６１０ ゴ ー バ ン ズ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠�オリエント牧場 大竹 正博 新冠 オリエント牧場 ４９６ ―１：４３．８大差 ２６．０�
４５ プルミエエクレール 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 柴崎 勇 静内 岡田スタツド ４１２－ ４１：４４．２２� ２２３．３�
８１４ ビービーグレイナー 牝３芦 ５４

５１ ▲小野寺祐太�坂東牧場 土田 稔 新冠 田村牧場 B４７８＋ ８１：４４．５２ ２８９．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，０１８，８００円 複勝： ３７，２５０，４００円 枠連： ２３，６５５，４００円

普通馬連： ７０，１８３，６００円 馬単： ５２，２５２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，６５８，２００円

３連複： ８５，６３１，９００円 ３連単： １２１，６６４，８００円 計： ４３４，３１５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � １７０円 枠 連（２－５） ５５０円

普通馬連 �� ６５０円 馬 単 �� １，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ３４０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� １，２７０円 ３ 連 単 ��� ４，５６０円

票 数

単勝票数 計 １８０１８８ 的中 � ５０３２３（１番人気）
複勝票数 計 ３７２５０４ 的中 � １１０６１１（１番人気）� ７４５１９（２番人気）� ４５３５６（３番人気）
枠連票数 計 ２３６５５４ 的中 （２－５） ３２１６２（２番人気）
普通馬連票数 計 ７０１８３６ 的中 �� ８０５１９（１番人気）
馬単票数 計 ５２２５２３ 的中 �� ３１５２８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５６５８２ 的中 �� ２６６７７（１番人気）�� １８７５２（２番人気）�� １２４９９（５番人気）
３連複票数 計 ８５６３１９ 的中 ��� ４９８２４（１番人気）
３連単票数 計１２１６６４８ 的中 ��� １９７１５（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．２―３６．５―４９．２―１：０２．２―１：１４．８―１：２７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イグナイトカフェ �
�
父 イーグルカフェ �

�
母父 ハートレイク デビュー ２００９．１．１７ 中山３着

２００６．３．１５生 牝３鹿 母 カリーノカフェ 母母 ジ ャ カ ー ド ６戦１勝 賞金 １２，８００，０００円



１２０２６ ５月２日 晴 良 （２１東京２）第３日 第２競走 ��
��１，３００�サラブレッド系３歳

発走１０時４０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

３４ ケージーコガネ 牡３栗 ５６ 内田 博幸川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４７２＋ ６１：１９．０ ４．０�

８１３ マイネルエルドラド 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 須崎牧場 ４９２± ０ 〃 クビ ２６．１�

５８ ダノンフィーバー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠�ダノックス 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４９６－ ８１：１９．１クビ １．３�
３３ ポアントゥブルボン 牡３栗 ５６ 田中 勝春臼井義太郎氏 高橋 裕 新ひだか 村上牧場 ４７８＋ ６１：１９．８４ ６１．１�
７１２ サンマルヘイロー 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司相馬 勇氏 鹿戸 雄一 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B４６８－ ４１：２０．６５ ３２．７�
４５ ド ン ヤ マ ト 牡３栗 ５６ 吉田 豊大内 景子氏 鈴木 伸尋 日高 日西牧場 B４９２＋ ６ 〃 クビ ２３．６�
６９ サイクロンボーイ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一	グランド牧場 高松 邦男 静内 グランド牧場 ４５８－ ２１：２１．７７ １５６．８

１１ � コスモエクスプレス 牡３芦 ５４

５１ ▲伊藤 工真 	ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 豪 Copabella
Pty Ltd ５１４－ ２１：２１．８クビ ４３２．２�

６１０ デウィデウィ 牝３栗 ５４ 小林 久晃坂田 行夫氏 中野渡清一 新ひだか 米田牧場 ４２２－ ６１：２２．１１� ７５４．９�
４６ コウジンカメオ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治加藤 興一氏 石栗 龍彦 浦河 谷川牧場 ４７８－ ８１：２２．２� ８７．９
５７ エムオーソブリン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹大浅 貢氏 清水 英克 日高 豊田田村牧場 ４５０＋ ２１：２２．３� １１１．８�
８１４ シックスシグマ 牡３黒鹿５６ 菊沢 隆徳�RRA 戸田 博文 千歳 社台ファーム B４６６－ ８１：２２．４クビ １１２．７�
２２ � ピサノティファニー 牝３芦 ５４ 福永 祐一市川 義美氏 森 秀行 米 Nesco II ４５２－１２１：２２．７１� ２３．３�
７１１ カシノジゲンリュウ 牡３栗 ５６ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 ４４４＋ ４１：２３．７６ ５９８．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２１，９３６，８００円 複勝： ６６，６９５，３００円 枠連： １９，２３８，３００円

普通馬連： ７１，４５０，０００円 馬単： ７４，４７０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，３７６，８００円

３連複： ７７，５２３，３００円 ３連単： １８３，３００，２００円 計： ５４１，９９１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １００円 � ３００円 � １００円 枠 連（３－８） ２，９１０円

普通馬連 �� ４，６６０円 馬 単 �� ７，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� １１０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ５８０円 ３ 連 単 ��� １２，１３０円

票 数

単勝票数 計 ２１９３６８ 的中 � ４４０３６（２番人気）
複勝票数 計 ６６６９５３ 的中 � １３１３２８（２番人気）� １２８９５（６番人気）� ４５０１８１（１番人気）
枠連票数 計 １９２３８３ 的中 （３－８） ４８８９（７番人気）
普通馬連票数 計 ７１４５００ 的中 �� １１３３４（８番人気）
馬単票数 計 ７４４７０５ 的中 �� ７３４４（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７３７６８ 的中 �� ８８２９（８番人気）�� １１５８６３（１番人気）�� １２７３５（４番人気）
３連複票数 計 ７７５２３３ 的中 ��� ９８７９６（２番人気）
３連単票数 計１８３３００２ 的中 ��� １１１５５（３２番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．１―１１．３―１２．１―１１．７―１２．４―１３．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１８．２―２９．５―４１．６―５３．３―１：０５．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケージーコガネ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 リンドシェーバー デビュー ２００８．６．２８ 福島２着

２００６．３．２５生 牡３栗 母 ケージーローズ 母母 タニノオトメ ８戦１勝 賞金 １８，４００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノジゲンリュウ号は，平成２１年６月２日まで平地競走に出走できない。
※シックスシグマ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１２０２７ ５月２日 晴 良 （２１東京２）第３日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

１１ ティアップシンゲキ 牡３黒鹿５６ 江田 照男田中 昇氏 杉浦 宏昭 門別 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B４６６± ０１：３９．５ ７．７�

２２ ツクバショウグン 牡３栗 ５６ 柴田 善臣荻原 昭二氏 土田 稔 門別 ヤナガワ牧場 ４９４± ０ 〃 クビ ８．９�
７８ クリーバレン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ５２６－ ４１：３９．８１� ４．０�
３３ モリトキボウ 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 斉藤英牧場 ４５８＋ ２ 〃 アタマ ５．８�
７９ ダイワレギオン 牡３栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 ５１０＋ ２１：３９．９� ６．６�
４４ ショウナンサンガ �３黒鹿５６ 内田 博幸�湘南 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４５０－ ２１：４０．２１� ９．４�
８１１ カズノバード 牡３鹿 ５６ 吉田 豊鈴木 可一氏 尾形 充弘 静内 グランド牧場 ５２６＋ ８１：４１．０５ １３２．７	
５５ フォレストグリーン 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真星野 壽市氏 高松 邦男 新ひだか 原 達也 ４４２± ０１：４１．３２ ８７．７

８１０ ハクシンアマゾーヌ 牝３鹿 ５４ 幸 英明新井原 博氏 高橋 祥泰 新冠 川上 悦夫 ４９０＋１４１：４１．７２� １５７．７�
６７ タイキプラウド 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝�大樹ファーム 勢司 和浩 静内 タイヘイ牧場 ５３８＋ ６１：４２．５５ ３．４�
６６ ゴールデンスイ 牡３青鹿５６ 田中 勝春小池 憲章氏 鹿戸 雄一 新ひだか 岡田 隆志 ４４４－ ６１：４４．１１０ ８７．８

（１１頭）

売 得 金

単勝： １７，０３０，１００円 複勝： ３０，４６８，１００円 枠連： １９，４５０，６００円

普通馬連： ６４，９０２，６００円 馬単： ４７，５９０，３００円 ワイド【拡大馬連】： １９，５４２，８００円

３連複： ６６，７２３，１００円 ３連単： １１７，０５３，３００円 計： ３８２，７６０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２１０円 � ２７０円 � １５０円 枠 連（１－２） ３，０００円

普通馬連 �� ３，０１０円 馬 単 �� ５，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７６０円 �� ４９０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ３，５９０円 ３ 連 単 ��� ２８，２３０円

票 数

単勝票数 計 １７０３０１ 的中 � １７５８８（５番人気）
複勝票数 計 ３０４６８１ 的中 � ３７２４２（５番人気）� ２５２７６（６番人気）� ６５０９２（１番人気）
枠連票数 計 １９４５０６ 的中 （１－２） ４７８６（１４番人気）
普通馬連票数 計 ６４９０２６ 的中 �� １５９３７（１８番人気）
馬単票数 計 ４７５９０３ 的中 �� ５９４４（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９５４２８ 的中 �� ６１９０（１５番人気）�� １０１１５（６番人気）�� ８４８３（７番人気）
３連複票数 計 ６６７２３１ 的中 ��� １３７３３（１６番人気）
３連単票数 計１１７０５３３ 的中 ��� ３０６１（１３９番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１２．２―１２．９―１２．８―１２．３―１２．５―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．７―３５．９―４８．８―１：０１．６―１：１３．９―１：２６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ティアップシンゲキ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２００８．１０．２５ 東京４着

２００６．２．２１生 牡３黒鹿 母 ア モ リ ス ト 母母 Lustre ７戦１勝 賞金 ８，１５０，０００円
〔騎手変更〕 フォレストグリーン号の騎手田面木博公は，負傷のため伊藤工真に変更。



１２０２８ ５月２日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２１東京２）第３日 第４競走 ��３，０００�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時４０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 ７，８００，０００円 ３，１００，０００円 ２，０００，０００円 １，２００，０００円 ７８０，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

５７ セイウンエポック �６鹿 ６０ 大庭 和弥西山 茂行氏 牧 光二 新冠 中本 隆志 ４８４＋ ２３：２１．２ ４．３�

２２ マイネルネオス 牡６鹿 ６０ 宗像 徹 �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 ４５８± ０３：２２．７９ １．８�

８１３ キョウエイライジン 牡４栗 ５９ 五十嵐雄祐田中 晴夫氏 藤原 辰雄 静内 飛野牧場 ４５６± ０３：２３．３３� ５２．６�
５８ � マルブツバンダリー 牡６栗 ６０ 西谷 誠大澤 毅氏 白井 寿昭 米

Runnymede
Farm Inc. &
Catesby W. Clay

５２０－ ４３：２３．５１ ６．５�
４５ ニューヨーカー 牡４青鹿５９ 高野 和馬 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４６６－ ８３：２３．８１� １５．２�
６９ ユウタージャック 牡７鹿 ６０ 穂苅 寿彦上山 利広氏 嶋田 功 新冠 中本牧場 ４７４－ ４３：２４．１１� ２５．１	
１１ ウエルアップ �４栗 ５９ 平沢 健治平岡 茂樹氏 高橋 裕 鵡川 平岡牧場 ４９０＋ ２３：２４．２� １２．１

３３ ハルノドトウー 牡５鹿 ６０ 柴田 大知�中山牧場 小島 茂之 浦河 中山牧場 B５００＋ ６３：２４．７３ ２６．２�
８１４ キラーパンサー 牡４芦 ５９ 山本 康志山口 春夫氏 和田 正道 新冠 柏木 一則 ４９６－ ６３：２４．９１� １６３．３�
４６ マイネルスカイハイ 牡４鹿 ５９ 石神 深一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 粕谷 昌央 新冠 村上 雅規 ４８８－ ６３：２７．４大差 ２７．９
７１２	 ハワイアンボーイ 牡５鹿 ６０ 佐藤 聖也�グランド牧場 柴田 政人 静内 グランド牧場 ４２６－１２３：２８．０３� ２０４．６�
３４ ウインカスケード 牡６黒鹿６０ 鈴来 直人�ウイン 鈴木 伸尋 早来 ノーザンファーム ４９２＋ ４３：３１．４大差 ８０．３�
６１０	 スズノユーフォード 牡５鹿 ６０ 柴田 未崎阿部 雅子氏 郷原 洋行 門別 大沢育成牧場 ４４６± ０３：３２．３５ ２７０．５�
７１１	 ザサンデーアミフジ 牡４黒鹿５９ 金子 光希内藤 好江氏 浅野洋一郎 茨城 内藤牧場 ４６６＋ ６３：３５．３大差 １９９．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，３０３，７００円 複勝： ２１，７７３，４００円 枠連： ２１，７７４，７００円

普通馬連： ５２，９４７，５００円 馬単： ４５，２１４，６００円 ワイド【拡大馬連】： １７，１０８，４００円

３連複： ６３，６３１，１００円 ３連単： １０９，８８２，２００円 計： ３４８，６３５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � ５８０円 枠 連（２－５） ２２０円

普通馬連 �� ３７０円 馬 単 �� ９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� １，５２０円 �� １，０８０円

３ 連 複 ��� ３，３５０円 ３ 連 単 ��� １３，３７０円

票 数

単勝票数 計 １６３０３７ 的中 � ２９９９４（２番人気）
複勝票数 計 ２１７７３４ 的中 � ３７６３４（２番人気）� ８８８７２（１番人気）� ４９８４（９番人気）
枠連票数 計 ２１７７４７ 的中 （２－５） ７３２４７（１番人気）
普通馬連票数 計 ５２９４７５ 的中 �� １０６２０７（１番人気）
馬単票数 計 ４５２１４６ 的中 �� ３４１００（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７１０８４ 的中 �� ２９５２９（１番人気）�� ２３１９（１９番人気）�� ３３５５（１５番人気）
３連複票数 計 ６３６３１１ 的中 ��� １４０３９（１０番人気）
３連単票数 計１０９８８２２ 的中 ��� ６０６６（３９番人気）

上り １マイル １：５０．１ ４F ５４．１－３F ４０．０
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セイウンエポック �
�
父 Singspiel �

�
母父 Caerleon デビュー ２００６．１．２８ 東京４着

２００３．２．７生 �６鹿 母 デ ィ マ ー 母母 Kalikala 障害：１８戦１勝 賞金 ２２，１００，０００円



１２０２９ ５月２日 晴 良 （２１東京２）第３日 第５競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１２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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

２２ アンシャンレジーム 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム ５２６± ０１：２４．８ １３．４�

６６ ヤマタケディガー 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝山中 佳代氏 根本 康広 日高 今井牧場 ４４０－ ４１：２５．７５ ８．４�
８１０ タカラサンデー 牡３栗 ５６ 北村 宏司村山 義男氏 国枝 栄 新ひだか 幌村牧場 ５０２－ ６１：２５．８クビ １．４�
８９ グラスレジェンド 牡３鹿 ５６ 松岡 正海半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４９６＋ ２１：２７．１８ ９．３�
７７ ア ゲ シ オ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘平岡 茂樹氏 高橋 裕 むかわ 平岡牧場 ４８２± ０１：２７．４１� ７．６�
１１ ダイワキング 牡３芦 ５６ 武士沢友治大城 敬三氏 中野渡清一 浦河 宮内牧場 ４６６ ―１：２７．７２ ２６．６�
３３ マイネルバルトーク 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 秋山 雅一 新冠 メイタイ牧場 ４５４± ０１：２７．８クビ ２５．９

５５ ミツアキクイーン 牝３栗 ５４ 二本柳 壮山本 光明氏 二本柳俊一 日高 豊洋牧場 ４７６＋ ２１：２８．４３� １９０．５�
４４ サガミノエイユウ 牡３芦 ５６ 菊沢 隆徳志野 昭夫氏 的場 均 静内 真歌田中牧場 ５１２－ ６１：２９．９９ １９６．１�
７８ マキシムカラス 牝３青鹿５４ 柴山 雄一小田 廣美氏 石栗 龍彦 むかわ 真壁 信一 ４４８± ０１：３０．１１� １０５．７

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２４，５５５，２００円 複勝： ６５，２７６，４００円 枠連： １６，８８９，１００円

普通馬連： ６０，４３７，７００円 馬単： ５８，３４７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，９６２，２００円

３連複： ６５，７９６，０００円 ３連単： １６８，７１４，３００円 計： ４８１，９７７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３４０円 複 勝 � ２５０円 � １８０円 � １１０円 枠 連（２－６） ３，０９０円

普通馬連 �� ３，８８０円 馬 単 �� ９，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９５０円 �� ３１０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� １，４６０円 ３ 連 単 ��� ２３，０７０円

票 数

単勝票数 計 ２４５５５２ 的中 � １４４７０（５番人気）
複勝票数 計 ６５２７６４ 的中 � ２４６８１（５番人気）� ４０１６７（３番人気）� ４６１６５５（１番人気）
枠連票数 計 １６８８９１ 的中 （２－６） ４０４２（９番人気）
普通馬連票数 計 ６０４３７７ 的中 �� １１５２２（１１番人気）
馬単票数 計 ５８３４７０ 的中 �� ４４８４（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１９６２２ 的中 �� ４８２９（１２番人気）�� １８５７５（４番人気）�� ２５１３５（３番人気）
３連複票数 計 ６５７９６０ 的中 ��� ３３３００（７番人気）
３連単票数 計１６８７１４３ 的中 ��� ５３９９（６４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．２―３５．８―４７．７―５９．５―１：１１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．１
３ ２（６，１０）５，１（３，９）－４，８，７ ４ ２（６，１０）１，５（３，９）－７，４－８

勝馬の
紹 介

アンシャンレジーム �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 Alydar デビュー ２００９．１．１８ 中山５着

２００６．４．２生 牡３鹿 母 タックスヘイブン 母母 タックスペイヤーズフォリー ３戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サガミノエイユウ号・マキシムカラス号は，平成２１年６月２日まで平地競走に出走できない。



１２０３０ ５月２日 晴 良 （２１東京２）第３日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時００分 （芝・左）

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

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

３３ シャイニータイガー 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成小林 昌志氏 河野 通文 新冠 アラキフアーム ４３６－ ６１：４８．０ ５．９�

７１１ イ ル サ ル ト 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝 �社台レースホース小島 太 新冠 飛渡牧場 ４８４＋ ４ 〃 ハナ ３．５�
６９ クリノメダリスト 牝３栗 ５４ 横山 典弘栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４２８＋１４１：４８．５３ ９．４�
８１３ ダイワオーダー 牡３鹿 ５６ 武士沢友治大城 敬三氏 嶋田 功 日高 坂口 豊翼 ４７０－ ４ 〃 ハナ １２１．５�
６８ � サトノサーガ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 米 Mt. Brilliant

Farm LLC ４５８ ―１：４８．６� ２．７�
５７ サイモントルナーレ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 ４４２＋ ２１：４９．０２� １０．４�
８１２ トウショウライド 牡３鹿 ５６ 坂井 英光トウショウ産業	 保田 一隆 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B４９６－１２１：４９．１� １６９．８


（大井）

５６ スターオブベトナム 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠吉田 千津氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム ４５０± ０１：４９．３１� ３２．０�
２２ メジロテンダー 牡３黒鹿５６ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 浦河 まるとみ冨岡牧場 B５３０＋ ６１：４９．５１	 ８．１�
７１０ マイネフェニーチェ 牝３青鹿５４ 幸 英明 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４１６± ０１：４９．７１� １４８．４
４５ フルムーンブギ 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣星野 壽市氏 後藤 由之 日高 前野牧場 ５０８ ―１：４９．８� ５４．６�
４４ ネオライディーン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海小林 仁幸氏 斎藤 誠 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２＋ ６１：５１．８大差 ５４．８�
１１ ライアンガール 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次グレイドレーシング組合 矢野 照正 浦河 まるとみ冨岡牧場 B４０４± ０１：５２．５４ １９０．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２５，１８９，１００円 複勝： ３２，９２９，７００円 枠連： ２０，４００，４００円

普通馬連： ７５，０３２，５００円 馬単： ５７，２１６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，１７７，９００円

３連複： ７４，５００，６００円 ３連単： １３３，８７９，９００円 計： ４４２，３２６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２００円 � １６０円 � ２２０円 枠 連（３－７） １，１００円

普通馬連 �� １，１２０円 馬 単 �� ２，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ７２０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ２，５９０円 ３ 連 単 ��� １５，２００円

票 数

単勝票数 計 ２５１８９１ 的中 � ３４０２８（３番人気）
複勝票数 計 ３２９２９７ 的中 � ４１１６１（３番人気）� ６４６６１（２番人気）� ３６７２８（６番人気）
枠連票数 計 ２０４００４ 的中 （３－７） １３７５０（６番人気）
普通馬連票数 計 ７５０３２５ 的中 �� ４９６１３（４番人気）
馬単票数 計 ５７２１６１ 的中 �� １８０６２（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３１７７９ 的中 �� １３６９１（４番人気）�� ７６０７（１１番人気）�� １３１４４（５番人気）
３連複票数 計 ７４５００６ 的中 ��� ２１３０１（１１番人気）
３連単票数 計１３３８７９９ 的中 ��� ６５０１（５５番人気）

ハロンタイム １２．９―１０．７―１１．５―１１．８―１２．１―１２．５―１１．７―１２．２―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２３．６―３５．１―４６．９―５９．０―１：１１．５―１：２３．２―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―３F３６．５

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

・（１，２）１１－６－９（３，５，１２）－（７，８）－（１０，１３）＝４・（２，１１）－１，６－（９，３，８）（７，１２，５）１３，１０－４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シャイニータイガー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００８．１０．２５ 東京８着

２００６．４．１３生 牡３黒鹿 母 スピーディローザー 母母 タイガーローザ ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ライアンガール号は，平成２１年７月２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。



１２０３１ ５月２日 晴 良 （２１東京２）第３日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時３０分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

６１２ ノーフォークパイン 牡５鹿 ５７ 横山 典弘金子真人ホール
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 ４６２± ０１：２１．６ ３．１�

８１７� アイスカービング 牝５黒鹿５５ 岩田 康誠下河�行雄氏 松山 将樹 門別 下河辺牧場 ４６４－１４ 〃 ハナ ２５．０�
５１０ ドリームラプチャー 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一セゾンレースホース� 高橋 裕 青森 伊藤牧場 ４８８－ ４１：２１．９１� ２７．４�
２４ カツヨカムトゥルー 牡６鹿 ５７ 武士沢友治丹羽 茂文氏 中野渡清一 三石 嶋田牧場 ４５８＋ ６ 〃 クビ ３２．２�
４７ 	 ボタニカルアート 牡４鹿 ５６ 松岡 正海 �キャロットファーム 加藤 征弘 豪

Gainsborough Stud Aus-
tralia Pty Ltd, Arrowfield
Group Pty Ltd

４６４＋ ８１：２２．０クビ ８．６	
８１６ サトノウインク 牝４鹿 ５５ 北村 宏司里見 治氏 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ４５０－ ２ 〃 クビ ３１．１

２３ カレンナサクラ 牝５栗 ５５ 江田 照男北所 直人氏 高木 登 静内 見上牧場 ４５４± ０１：２２．１
 １５．７�
５９ ハングインゼア 牝５鹿 ５５ 菊沢 隆徳�ターフ・スポート大竹 正博 新冠 村田牧場 ４２０＋ ８ 〃 ハナ ２４４．８�
６１１� インディゴライト 牝４鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真 �キャロットファーム 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４７０＋ ２１：２２．２クビ ３２．３
１２ 	 リ ヴ ザ ル ト 牡４黒鹿５６ 三浦 皇成里見 治氏 堀 宣行 豪 Mr T Jarvis ５６４＋２４１：２２．３� ２．９�
７１４ マイネベクルックス 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 コスモヴューファーム ４４４－ ２ 〃 アタマ ３４．５�
７１３ メイクユーハッピー 牝５鹿 ５５ 後藤 浩輝岡田 牧雄氏 高橋 裕 静内 岡田スタツド ４８２－ ４１：２２．４
 １１８．２�
７１５ ライセンシー 牡４栗 ５７ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 千歳 社台ファーム ５２０－１８１：２２．６１� ４４．７�
１１ 	 サンダーアロング �５鹿 ５７ 川田 将雅前田 幸治氏 古賀 史生 米 Dell Ridge

Farm, LLC ５１０－ ６１：２２．８１ ９．０�
３６ ドナヴィラージュ 牝４黒鹿５５ 幸 英明山田 貢一氏 鈴木 伸尋 新冠 北星村田牧場 ４２２＋ ４ 〃 クビ １１３．８�
４８ アモーレヴォレ 牝４黒鹿５５ 坂井 英光�三嶋牧場 田村 康仁 浦河 三嶋牧場 ４９０＋ ６１：２３．２２
 ２１．８�

（大井）

８１８ タイキティファニー 牝４青鹿５５ 田中 勝春�大樹ファーム 矢野 英一 早来 ノーザンファーム ４４８± ０１：２３．７３ ２３９．３�
３５ � トーセンクレスト 牝４鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太島川 �哉氏 斎藤 宏 千歳 社台ファーム ４５４＋２２１：２３．８
 ３２８．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２５，８６８，９００円 複勝： ３９，１７９，３００円 枠連： ３４，４２５，２００円

普通馬連： ９５，８５０，６００円 馬単： ６０，５６４，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，４０７，９００円

３連複： ９５，４３５，９００円 ３連単： １５０，４５５，３００円 計： ５３０，１８７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １５０円 � ４６０円 � ６９０円 枠 連（６－８） １，６００円

普通馬連 �� ２，８８０円 馬 単 �� ４，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９５０円 �� １，１９０円 �� ６，９１０円

３ 連 複 ��� ２４，９６０円 ３ 連 単 ��� １０８，１２０円

票 数

単勝票数 計 ２５８６８９ 的中 � ６７６０１（２番人気）
複勝票数 計 ３９１７９３ 的中 � １０３３２２（１番人気）� １８３１１（７番人気）� １１５６６（１１番人気）
枠連票数 計 ３４４２５２ 的中 （６－８） １５９０６（７番人気）
普通馬連票数 計 ９５８５０６ 的中 �� ２４５６４（８番人気）
馬単票数 計 ６０５６４７ 的中 �� １０４９２（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８４０７９ 的中 �� ７６５０（７番人気）�� ５９８０（１３番人気）�� ９７０（６２番人気）
３連複票数 計 ９５４３５９ 的中 ��� ２８２２（７９番人気）
３連単票数 計１５０４５５３ 的中 ��� １０２７（３１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．２―３５．１―４７．０―５８．３―１：０９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノーフォークパイン �
�
父 Crafty Prospector �

�
母父 Bahri デビュー ２００７．１．６ 中山１着

２００４．３．１生 牡５鹿 母 ライラックレーン 母母 Lilac Garden １３戦３勝 賞金 ２９，０８０，０００円
〔制裁〕 ボタニカルアート号の騎手松岡正海は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（４番・２番・１番への

進路影響）
カレンナサクラ号の騎手江田照男は，３コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金１０，０００円。（６番・２番への進
路影響）

※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。



１２０３２ ５月２日 晴 良 （２１東京２）第３日 第８競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時００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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

７１３� タカラパーク 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝村山 �一氏 国枝 栄 米 Hickory
Ridge Farm ５２０－１０１：２５．４ １２．８�

７１４	 アルフェラッツ 牝５鹿 ５５ 幸 英明山下 恭茂氏 天間 昭一 浦河 山下 恭茂 ４８６－ ４１：２５．６１
 ３４．８�
２３ ダイワランスロット 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４９４± ０１：２５．７クビ＋クビ ３．７�
１２ スマートキャスター 牡４青 ５７

５４ ▲伊藤 工真大川 徹氏 栗田 博憲 鵡川 上水牧場 ４９０＋ ４ 〃 アタマ ２３．１�
１１ � ハピネスフォーユー 牝４栗 ５５ 蛯名 正義飯田 正剛氏 久保田貴士 米 Dr. Masa-

take Iida B５０８＋１６１：２５．８
 ９．８�
３６ 	 ヒロノバイオ 牡４鹿 ５７ 江田 照男中島 稔氏 境 征勝 浦河 藤坂 秋雄 B４９８－ ２ （降着） ２２．８�
５１０ アプローズヒーロー 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４５２± ０１：２５．９
 ３．２�
６１２ エプソムスタウト 牡５鹿 ５７ 坂井 英光 	ジャパン・

ホースマン・クラブ 武 宏平 新冠 辻 和明 ４７６－ ６１：２６．０クビ １５．９

（大井）

４８ メイショウテッペイ 牡４鹿 ５７ 福永 祐一松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 ５１０＋ ８ 〃 クビ １５．１�
８１６ スプリングラッキー 牡４栗 ５７ 吉田 豊加藤 春夫氏 柄崎 孝 新冠 須崎牧場 ４４８＋ ７１：２６．１クビ １８５．１�
８１５	 デルマレグルス 牡４栗 ５７

５４ ▲小野寺祐太浅沼 廣幸氏 矢野 英一 門別 ファニーヒルファーム ４４８＋ ８ 〃 クビ １４０．０
４７ ソニックブレード 牡４栗 ５７ 三浦 皇成�ターフ・スポート矢野 照正 浦河 中島牧場 B５０８－ ４１：２６．３１ ２１．１�
３５ キングオブハイシー 牡５鹿 ５７ 内田 博幸�ミルファーム 手塚 貴久 門別 小西ファーム ４８８－ ２１：２６．８３ ９．８�
５９ � カポデテュティカピ 牡４鹿 ５７ 横山 典弘�大樹ファーム 国枝 栄 米 WinStar

Farm, LLC ５１８± ０１：２７．１２ １９．３�
２４ タイキサハラ 牡４鹿 ５７ 田中 勝春�大樹ファーム 古賀 慎明 静内 藤原牧場 ４８８＋１６１：２７．３１� ３１．７�
６１１	 ライヴリーデイズ 牝４鹿 ５５ 武士沢友治有限会社シルク中川 公成 門別 ヤナガワ牧場 ４６４－１３１：２８．７９ １６１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，１４５，３００円 複勝： ３６，９３５，４００円 枠連： ３３，４０９，６００円

普通馬連： １０７，５４８，０００円 馬単： ６７，０９０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，７０４，０００円

３連複： １０７，０４０，１００円 ３連単： １６９，８４８，９００円 計： ５７９，７２１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２８０円 複 勝 � ３６０円 � ７５０円 � １８０円 枠 連（７－７） １２，４７０円

普通馬連 �� １３，５８０円 馬 単 �� ２５，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，０１０円 �� ９６０円 �� １，６４０円

３ 連 複 ��� ２０，０６０円 ３ 連 単 ��� １８９，９３０円

票 数

単勝票数 計 ２５１４５３ 的中 � １５５８０（５番人気）
複勝票数 計 ３６９３５４ 的中 � ２４９９６（５番人気）� １０５８５（１２番人気）� ６９３６４（２番人気）
枠連票数 計 ３３４０９６ 的中 （７－７） １９７８（２８番人気）
普通馬連票数 計１０７５４８０ 的中 �� ５８４６（４６番人気）
馬単票数 計 ６７０９０４ 的中 �� １９７６（８４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２７０４０ 的中 �� １９４８（５０番人気）�� ８６９０（８番人気）�� ４９１４（１７番人気）
３連複票数 計１０７０４０１ 的中 ��� ３９３９（７１番人気）
３連単票数 計１６９８４８９ 的中 ��� ６６０（５８０番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．６―１２．２―１２．２―１２．８―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．３―３４．９―４７．１―５９．３―１：１２．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�タカラパーク �
�
父 Ecton Park �

�
母父 Broad Brush デビュー ２００６．７．２３ 新潟２着

２００４．２．６生 牡５鹿 母 Groovy Broad 母母 Groovy Feeling １１戦２勝 賞金 ２３，７９８，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔降着〕 ヒロノバイオ号は，３位〔タイム１分２５秒７，着差クビ〕に入線したが，決勝線手前で急に外側に斜行して

「ハピネスフォーユー」号の走行を妨害したため６着に降着。
〔制裁〕 ヒロノバイオ号の騎手江田照男は，決勝線手前で急に外側に斜行したことについて平成２１年５月９日から平成２１年５月１７日

まで騎乗停止。
※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。
（非抽選馬） ３頭 モンスターパーク号・ヨシモンドノスケ号・ラッシュストリート号
※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。



１２０３３ ５月２日 晴 良 （２１東京２）第３日 第９競走 ��
��１，６００�

や え ざ く ら

八 重 桜 賞
発走１４時３５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 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

７１４ ナンヨーアイドル 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己中村 �也氏 領家 政蔵 新ひだか 佐藤 陽一 ４６０－ ２１：３４．８ ２．９�

４８ ガンズオブナバロン 牡３黒鹿５６ 内田 博幸 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４５４＋ ８１：３４．９� ５．２�
８１７ ヒカルプリンス 牡３鹿 ５６ 横山 典弘�橋 京子氏 栗田 博憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０± ０ 〃 ハナ ２０．０�
１２ シャイニーデザート 牡３黒鹿５６ 吉田 豊小林 昌志氏 尾形 充弘 新ひだか 沖田 博志 ５０８－ ６１：３５．０� ２９．２�
８１６ バックハウス 牡３栗 ５６ 岩田 康誠池谷 誠一氏 的場 均 三石 片山牧場 ４４８－ ２ 〃 クビ １１．０�
１１ ファイアーフロート 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二臼田 浩義氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ４６２－１６１：３５．１� １７．６�
２４ コスモハート 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム ４５６＋ ４ 〃 クビ １４２．８	
８１５ コハクジョー 牡３芦 ５６ 福永 祐一河内 孝夫氏 伊藤 伸一 新冠 大狩部牧場 ４９０＋１０ 〃 クビ １５６．３

２３ ギンザジャスマック 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝有馬 博文氏 伊藤 圭三 日高 下河辺牧場 B４７６－ ６１：３５．２� １０．１�
７１３ トップキングダム 牡３栗 ５６ 柴田 善臣�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４６０± ０ 〃 同着 ７．４�
６１２ ブリッツェン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義広尾レース 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４５８± ０ 〃 ハナ １４．５�
３５ キングオバマ 牡３鹿 ５６ 江田 照男井上 一郎氏 大江原 哲 浦河 杵臼牧場 ４８８－ ２１：３５．３� １１６．９�
４７ � マサノシャルナ 牝３黒鹿５４ 高橋 智大山本 武司氏 奥平 雅士 浦河 カナイシスタッド ４６２－ ５ 〃 クビ ２１７．５�
５１０ トーセンオーパス 牡３鹿 ５６ 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４５２－ ４１：３５．６１� ９．６�
３６ エストシャイン 牝３青鹿５４ 北村 宏司橋川 欣司氏 本間 忍 新ひだか 桜井牧場 ４５６± ０１：３５．７クビ ２２．７�
６１１	 アランフェスロマン 牝３鹿 ５４ 坂井 英光大森 悌次氏 山中 尊徳 浦河 大島牧場 ４７０－１４１：３６．８７ １９７．２�

（船橋） （大井）

５９ � プ ル プ ル 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 辻 牧場 ３９０± ０１：３７．２２� ２２１．１�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ４０，１７５，１００円 複勝： ６９，４２８，７００円 枠連： ４４，２６４，６００円

普通馬連： １７８，７１６，１００円 馬単： ９４，８２５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，４９７，９００円

３連複： １６１，１０８，３００円 ３連単： ２９５，７５４，２００円 計： ９２７，７６９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １３０円 � ２２０円 � ５４０円 枠 連（４－７） ６９０円

普通馬連 �� １，０２０円 馬 単 �� １，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� １，０３０円 �� ２，６００円

３ 連 複 ��� ６，８９０円 ３ 連 単 ��� ２４，０３０円

票 数

単勝票数 計 ４０１７５１ 的中 � １１１７７６（１番人気）
複勝票数 計 ６９４２８７ 的中 � ２１４６８８（１番人気）� ７３３３０（３番人気）� ２２８３８（９番人気）
枠連票数 計 ４４２６４６ 的中 （４－７） ４７７０７（２番人気）
普通馬連票数 計１７８７１６１ 的中 �� １３０５００（２番人気）
馬単票数 計 ９４８２５０ 的中 �� ３６９５４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３４９７９ 的中 �� ２６２１８（３番人気）�� １０１６９（１０番人気）�� ３８４５（３２番人気）
３連複票数 計１６１１０８３ 的中 ��� １７２７１（２３番人気）
３連単票数 計２９５７５４２ 的中 ��� ９０８４（５７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．６―３５．５―４７．７―５９．９―１：１１．１―１：２２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．１―３F３４．９
３ １，４（８，６）１２（１１，１３）（７，１７）（１０，１４，１６）５，２，１５，９，３ ４ ・（１，４）６（８，１２）（７，１１，１３，１７）（１０，１６）５（２，１４）３，１５，９
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナンヨーアイドル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００８．８．３０ 札幌２着

２００６．４．２５生 牡３黒鹿 母 ラクシャリーラス 母母 セントリーラス ９戦２勝 賞金 ３０，３９６，０００円
〔制裁〕 ガンズオブナバロン号の騎手内田博幸は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（４番・１３番・

１２番への進路影響）
※キングオバマ号は，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。



１２０３４ ５月２日 晴 良 （２１東京２）第３日 第１０競走 ��
��２，０００�

ふちゅう

府中ステークス
発走１５時１０分 （芝・左）
４歳以上，１，６００万円以下，２０．５．３以降２１．４．２６まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

府中市長賞（１着）
賞 品

本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．２
１：５６．４

良

良

５９ ニシノブルームーン 牝５鹿 ５２ 後藤 浩輝西山 茂行氏 鈴木 伸尋 鵡川 西山牧場 ４６６＋ ８１：５９．１ ９．１�

２３ アペリティフ �６鹿 ５６ 岩田 康誠 �ノースヒルズマネ
ジメント 坪 憲章 千歳 社台ファーム ４９４－１２１：５９．２クビ ２３．９�

７１３ メイショウベルーガ 牝４芦 ５４ 田中 勝春松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４８０± ０１：５９．３� １２．４�
１１ ブルーマーテル 牡５栗 ５５ 北村 宏司吉田喜代司氏 菅原 泰夫 砂原 岩本 五郎 B４５８± ０１：５９．４� ２３．９�
８１６ ドリームノクターン 牡４鹿 ５５ 松岡 正海セゾンレースホース� 斎藤 誠 門別 賀張中川牧場 ５０６＋ ２１：５９．６１� １２．７�
８１５ スーパープライド 牡４栗 ５５ 内田 博幸村山 義一氏 谷原 義明 平取 原田 新治 ４８６＋ ２１：５９．７クビ ８．５	
７１４ テラノファントム 牡４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± ０１：５９．８� ５．３

８１７ スペシャルフロート 牝５鹿 ５１ 坂井 英光吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ４５０＋ ４ 〃 クビ １２８．４�

（大井）

５１０ クィーンスプマンテ 牝５栗 ５２ 武士沢友治 �グリーンファーム 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４５０－ ２ 〃 アタマ ３３．９�
３５ ハリーアップ 牡５芦 ５７ 柴田 善臣首藤 徳氏 小島 太 浦河 小池 博幸 ４６８－１２１：５９．９クビ ６．３
４７ デストラメンテ 牡５芦 ５７ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 清水 美波 鵡川 市川牧場 ４６２± ０ 〃 クビ ２４．６�
４８ アメジストリング 牝５黒鹿５２ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４８８＋１０２：００．０クビ １５９．９�
３６ ラッキーリップス 牡６黒鹿５３ 江田 照男松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 ４５８＋ ６ 〃 アタマ ４２．０�
１２ ウェディングフジコ 牝５黒鹿５３ 菊沢 隆徳荻原 昭二氏 戸田 博文 門別 ヤナガワ牧場 ４５４－ ４２：００．１� ５．９�
６１１ ドリームトレジャー 牡４鹿 ５４ 吉田 豊セゾンレースホース� 阿部 新生 門別 田端牧場 ４７２－ ２２：００．２クビ １３８．３�
２４ ヴィヴィッドカラー 牝５青 ５３ 川田 将雅近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９４± ０２：００．４１� ７．８�
６１２ オメガファルコン 牡４鹿 ５５ 横山 典弘原 	子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４９６－ ６２：０１．１４ ３３．３�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ３８，９６４，７００円 複勝： ７４，８１５，１００円 枠連： ５９，３１８，３００円

普通馬連： ２３２，４２６，２００円 馬単： １２２，１４４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ６０，４７８，２００円

３連複： ２３９，９１３，８００円 ３連単： ４１５，２８８，５００円 計： １，２４３，３４９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９１０円 複 勝 � ３８０円 � ６８０円 � ４２０円 枠 連（２－５） ２，５５０円

普通馬連 �� １２，２４０円 馬 単 �� ２４，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，９７０円 �� ２，３００円 �� ３，５５０円

３ 連 複 ��� ５６，５００円 ３ 連 単 ��� ３３６，０６０円

票 数

単勝票数 計 ３８９６４７ 的中 � ３４００９（６番人気）
複勝票数 計 ７４８１５１ 的中 � ５４０４４（６番人気）� ２７２３５（９番人気）� ４８４１６（７番人気）
枠連票数 計 ５９３１８３ 的中 （２－５） １７１９５（１５番人気）
普通馬連票数 計２３２４２６２ 的中 �� １４０２１（４４番人気）
馬単票数 計１２２１４４６ 的中 �� ３７４７（８９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６０４７８２ 的中 �� ３７３３（５３番人気）�� ６５３８（２６番人気）�� ４１８３（４４番人気）
３連複票数 計２３９９１３８ 的中 ��� ３１３４（１８４番人気）
３連単票数 計４１５２８８５ 的中 ��� ９１２（１０６３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．６―３６．２―４７．９―１：００．１―１：１２．０―１：２３．９―１：３５．２―１：４６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．１―３F３５．２

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

勝馬の
紹 介

ニシノブルームーン �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Alzao デビュー ２００７．８．２５ 新潟１着

２００４．４．３生 牝５鹿 母 カプリッチョーサ 母母 Clanjingle １１戦５勝 賞金 ６４，６５６，０００円
※ヴィヴィッドカラー号は，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。



１２０３５ ５月２日 晴 良 （２１東京２）第３日 第１１競走 ��
��２，４００�第１６回テレビ東京杯青葉賞（ＪｐｎⅡ）

発走１５時４５分 （ダービートライアル） （芝・左）

３歳；負担重量は，馬齢重量
テレビ東京賞（１着）

賞 品
本 賞 ５４，０００，０００円 ２２，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，１００，０００円 ５，４００，０００円
付 加 賞 １，３５８，０００円 ３８８，０００円 １９４，０００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

２：２２．１
２：２２．１

良

良

８１７ アプレザンレーヴ 牡３芦 ５６ 内田 博幸 �サンデーレーシング 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ５２６＋ ２２：２６．２ ２．０�

１２ マッハヴェロシティ 牡３青 ５６ 柴田 善臣井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 日の出牧場 ５０８＋ ８２：２６．４１� １８．４�
８１６ トップカミング 牡３黒鹿５６ 幸 英明�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４４４－ ８２：２６．５� １７．６�
７１３ ピサノカルティエ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一市川 義美氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４７０－１０ 〃 クビ ８．３�
５１０ イ ネ オ レ オ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠藤田 孟司氏 池江 泰郎 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９６± ０ 〃 ハナ ９．３�
２３ サトノエンペラー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４６４－ ８２：２６．６� ３５．１�
２４ セイクリッドバレー 牡３栗 ５６ 蛯名 正義吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ４９０＋ ２２：２７．１３ ９．７	
４８ キタサンアミーゴ 牡３栗 ５６ 川田 将雅�大野商事 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４３８＋ ４ 〃 ハナ １９．９

６１２ トップクリフォード 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二横瀬 兼二氏 山内 研二 新冠 ハシモトフアーム ４８８＋ ６２：２７．４１� ６６．７�
８１８ ワンダーアキュート 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ４８０－ ６２：２７．８２� １４４．２�
３６ マイネルクラリティ 牡３栗 ５６ 松岡 正海 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４５８－ ４２：２７．９� ３７．６�
１１ トーセンマルゴー 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成島川 �哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５２２± ０２：２８．１１� １２４．４�
３５ バアゼルリバー 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己市川 義美氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０± ０ 〃 アタマ ７．３�
６１１ メジロワーロック 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹�メジロ牧場 谷原 義明 洞爺湖 メジロ牧場 ４９４± ０２：２８．３１ １０４．３�
５９ フォルミダービレ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊�前川企画 尾形 充弘 平取 雅 牧場 ４９０＋ ４２：２８．４� １０８．２�
７１４	 タイフーンルビー 牡３栗 ５６ 菊沢 隆徳吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Moon Lake

Stables ４６０＋ ２ 〃 クビ ６５．３�
７１５ トーセンルーチェ 牡３栗 ５６ 坂井 英光島川 �哉氏 鈴木 康弘 新冠 ハシモトフアーム ５５２－ ８２：２８．８２� ２５５．３�

（大井）

４７ メイショウデジレ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ５００－ ４２：２９．４３� １９８．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １３０，７０６，９００円 複勝： ２０６，３２２，０００円 枠連： １２０，６１２，０００円

普通馬連： ７１４，６７３，５００円 馬単： ３８６，６７４，０００円 ワイド【拡大馬連】： １８１，５６２，０００円

３連複： ７４９，５９４，６００円 ３連単： １，５５６，７０７，４００円 計： ４，０４６，８５２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � ３９０円 � ３２０円 枠 連（１－８） １，６６０円

普通馬連 �� ２，１３０円 馬 単 �� ２，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７９０円 �� ５１０円 �� ２，２１０円

３ 連 複 ��� ５，５８０円 ３ 連 単 ��� ２０，２１０円

票 数

単勝票数 計１３０７０６９ 的中 � ５２４４８６（１番人気）
複勝票数 計２０６３２２０ 的中 � ７１６８６８（１番人気）� ９８５８２（８番人気）� １２８８２１（６番人気）
枠連票数 計１２０６１２０ 的中 （１－８） ５３９１８（７番人気）
普通馬連票数 計７１４６７３５ 的中 �� ２４８０４１（７番人気）
馬単票数 計３８６６７４０ 的中 �� １００６１７（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１８１５６２０ 的中 �� ５６７６９（７番人気）�� ９３２７７（５番人気）�� １８９８７（２７番人気）
３連複票数 計７４９５９４６ 的中 ��� ９９２７７（１９番人気）
３連単票数 計１５５６７０７４ 的中 ��� ５６８５６（５８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．４―２３．７―３５．５―４８．３―１：０１．０―１：１３．６―１：２６．５―１：３８．９―１：５１．２―２：０２．８―２：１４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．３―３F３５．０
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

アプレザンレーヴ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Highest Honor デビュー ２００８．１２．２８ 阪神４着

２００６．３．１３生 牡３芦 母 レーヴドスカー 母母 Numidie ５戦３勝 賞金 ７８，５３５，０００円
〔制裁〕 トップカミング号の騎手幸英明は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１７番への進路影

響）
トップカミング号の騎手幸英明は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１３番への進路影響）

※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） １頭 ニシノホウギョク号
（非抽選馬） １頭 ウインシュールマン号
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりアプレザンレーヴ号・マッハヴェロシティ号・トップカミング号は，東京優駿（JpnⅠ）競走に優先出走でき
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。



１２０３６ ５月２日 晴 良 （２１東京２）第３日 第１２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２０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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

１１ � パルジファル 牡６鹿 ５７ 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム B４７６－ ６１：３７．２ ７．２�

５１０ スズノマグマ 牡６黒鹿５７ 藤田 伸二小紫 芳夫氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５０８－ ２１：３７．４１� ６５．７�
６１１ アドマイヤマントル 牡６鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真近藤 利一氏 古賀 史生 静内（有）下河辺トレー
ニングセンター B５１４－ ２ 〃 アタマ ４４．６�

８１６ デスバラード 牡６鹿 ５７ 吉田 豊ディアレスト 田村 康仁 三石 三石ファーム B４８４＋ ６ 〃 アタマ ５２．４�
７１４	� タイガーマスク 牡５鹿 ５７ 安藤 勝己山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Stonerside

Stable ５０６－ ２ 〃 ハナ １．７�
８１５ ホーマンクラフト 牡６鹿 ５７ 川田 将雅久保 博文氏 安田 隆行 平取 稲原牧場 ４２８＋ ８１：３７．５
 １５１．０�
７１３ セイウンマル 牡６黒鹿５７ 大庭 和弥西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 高昭牧場 ４６４＋ ２１：３７．７１
 １１６．６�
３６ ブライアンズエッセ 牡６栗 ５７ 福永 祐一青山 洋一氏 平田 修 静内 岡田牧場 ５０８－ ６１：３７．８クビ ８．９	
２４ � トーセンマンボ 牡６鹿 ５７ 勝浦 正樹島川 
哉氏 保田 一隆 静内 岡田スタツド ５４６＋ ８１：３７．９
 １５．３�
６１２ ベルグミサイル 牡５芦 ５７ 武士沢友治山田 五月氏 保田 一隆 静内 グランド牧場 ４７８－ ６１：３８．０� ４６．１�
３５ マルタカタキオン 牡６栗 ５７ 内田 博幸高橋 義和氏 勢司 和浩 新冠 北星村田牧場 ５０２＋ ４１：３８．１
 ５９．０
２３ セイカアレグロ 牡４鹿 ５７ 小林 淳一久米 大氏 稲葉 隆一 新冠 シンユウフアーム ５０２＋ ４１：３８．２
 ３２．５�
１２ � ブロックバスター 牡４黒鹿５７ 坂井 英光前田 幸治氏 尾関 知人 三石 土居 忠吉 ４９６± ０１：３８．４１� １５８．４�

（大井）

４７ 	� パートゥーアワーズ 牡７鹿 ５７ 田中 勝春吉田 和美氏 古賀 慎明 豪 Mr L Tall ４６４＋１０１：３８．６１� ７７．９�
５９ ギ ン ゲ イ 牡４芦 ５７ 柴田 善臣加藤 信之氏 岩戸 孝樹 新冠 長浜 忠 ４８０－ ４１：３９．０２
 １６．９�
４８ アルダントヌイ 牝４栗 ５５ 北村 宏司 �社台レースホース栗田 博憲 千歳 社台ファーム ４６４＋１２１：３９．１� ８．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５０，５３０，２００円 複勝： ７０，５４２，２００円 枠連： ４８，０２３，７００円

普通馬連： １９２，７３２，５００円 馬単： １２５，９７４，１００円 ワイド【拡大馬連】： ５５，８３５，７００円

３連複： １９０，０７６，３００円 ３連単： ４１９，０６２，７００円 計： １，１５２，７７７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２６０円 � １，１３０円 � ８４０円 枠 連（１－５） ３，６２０円

普通馬連 �� １８，６１０円 馬 単 �� ３０，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，９３０円 �� ２，７３０円 �� ９，６２０円

３ 連 複 ��� ９３，６５０円 ３ 連 単 ��� ５１９，７８０円

票 数

単勝票数 計 ５０５３０２ 的中 � ５５５００（２番人気）
複勝票数 計 ７０５４２２ 的中 � ８７１０９（２番人気）� １４７２９（１０番人気）� ２０４２７（８番人気）
枠連票数 計 ４８０２３７ 的中 （１－５） ９７９４（１６番人気）
普通馬連票数 計１９２７３２５ 的中 �� ７６４５（４２番人気）
馬単票数 計１２５９７４１ 的中 �� ３００４（６７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５５８３５７ 的中 �� ２７８３（４６番人気）�� ５０９５（２７番人気）�� １４１６（７２番人気）
３連複票数 計１９００７６３ 的中 ��� １４９８（１９４番人気）
３連単票数 計４１９０６２７ 的中 ��� ５９５（９６７番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１１．６―１１．７―１２．６―１２．１―１２．２―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．９―３５．５―４７．２―５９．８―１：１１．９―１：２４．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�パルジファル �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 ノーザンテースト

２００３．３．６生 牡６鹿 母 エリザベスローズ 母母 ノーベンバーローズ １４戦２勝 賞金 ２４，７００，０００円
地方デビュー ２００７．４．３ 園田

※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 エドノドリーム号・サクラマジェスティ号
※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。



（２１東京２）第３日 ５月２日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７８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

２６７，２４０，０００円
４，２６０，０００円
２３，２２０，０００円
３，０５０，０００円
２７，９００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，８３２，５００円
５，５８２，８００円
１，７６２，２００円

勝馬投票券売得金
４３４，４２４，８００円
７５１，６１６，０００円
４６１，４６１，９００円
１，９１６，９００，８００円
１，１９２，３６３，６００円
５３７，３１２，０００円
１，９７６，９７５，０００円
３，８４１，６１１，７００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １１，１１２，６６５，８００円

総入場人員 ５０，２４４名 （有料入場人員 ４９，３１６名）




