
１２０４９ ５月９日 晴 重 （２１東京２）第５日 第１競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１０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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

７１２ ザ ド ラ イ ブ 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �千葉パブリックゴ
ルフコース 斎藤 誠 日高 沖田牧場 ４６６－１４１：２５．８ ２．３�

２２ プ ロ ウ ス ト 牡３黒鹿５６ 御神本訓史伊達 敏明氏 高松 邦男 日高 サンシャイン
牧場 ４６８± ０ 〃 クビ ３５．１�

（大井）

４５ アラートフォース 牡３黒鹿５６ 横山 典弘 �サンデーレーシング 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４５８－ ２１：２６．４３� ３．３�
８１３ ギンザフロンティア 牡３栗 ５６ 北村 宏司有馬 博文氏 小島 太 静内 千代田牧場 ４６６± ０１：２６．８２� ７．６�
８１４ ム コ ド ノ 牡３栗 ５６

５３ ▲伊藤 工真江川 伸夫氏 武市 康男 日高 川上 武志 B４６０± ０１：２６．９� ３６．１�
５７ ミヤノユウヤ 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一藤沼 利夫氏 松山 将樹 森 笹川大晃牧場 ４７２－ ２ 〃 ハナ ２９．０	
５８ ミヤコノモノガタリ 牡３黒鹿５６ 二本柳 壮吉田喜代司氏 鹿戸 雄一 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４８８± ０１：２７．０� ２３３．１

６１０ マイネルアリオン 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 静内 静内白井牧場 ４８４＋ ８１：２７．３２ ６．９�
（大井）

３３ メリーイベンター 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人�川島牧場 谷原 義明 新冠 川島牧場 ４７６＋１２ 〃 クビ ２３．１�
４６ シルクタイタン 牡３黒鹿５６ 土谷 智紀有限会社シルク古賀 慎明 日高 ヤナガワ牧場 ４８０－１０１：２７．４クビ １２．３
３４ トーセンルヴァン 牝３栗 ５４ 石橋 脩島川 �哉氏 斎藤 宏 新冠 ハシモトフアーム ４６０－ ８１：２７．６１� ２７６．５�
７１１ ゴールデンダーツ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治�協栄 中島 敏文 新ひだか 北西牧場 ５１０ ―１：２７．９１� １０９．８�
６９ リネンベイビー 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 嶋田牧場 ４６４－２２１：２８．８５ ３８６．６�
１１ リョウザンパク 牡３栗 ５６ 田中 勝春青木 基秀氏 宗像 義忠 日高 グリーンヒルスタッド ５３２＋ ６ 〃 クビ １４７．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，３８２，２００円 複勝： ２８，０１０，９００円 枠連： １７，９９１，１００円

普通馬連： ６０，２０７，０００円 馬単： ４４，６７３，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，７８３，０００円

３連複： ７１，３０３，１００円 ３連単： １０７，５３６，３００円 計： ３６７，８８６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � ５７０円 � １６０円 枠 連（２－７） ２，８１０円

普通馬連 �� ２，９００円 馬 単 �� ３，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８９０円 �� ２６０円 �� １，４５０円

３ 連 複 ��� ３，４８０円 ３ 連 単 ��� ２１，０７０円

票 数

単勝票数 計 １６３８２２ 的中 � ５６８２６（１番人気）
複勝票数 計 ２８０１０９ 的中 � ９５６１３（１番人気）� ７４８４（９番人気）� ４７２４８（２番人気）
枠連票数 計 １７９９１１ 的中 （２－７） ４７３４（１１番人気）
普通馬連票数 計 ６０２０７０ 的中 �� １５３６６（１１番人気）
馬単票数 計 ４４６７３２ 的中 �� ８５８６（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１７８３０ 的中 �� ５５７４（１１番人気）�� ２５３２８（１番人気）�� ３２９８（２１番人気）
３連複票数 計 ７１３０３１ 的中 ��� １５１３９（１１番人気）
３連単票数 計１０７５３６３ 的中 ��� ３７６８（６５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．４―３６．５―４９．３―１：０１．４―１：１３．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ザ ド ラ イ ブ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００９．４．４ 中山６着

２００６．４．２５生 牡３栗 母 ツ バ キ ヒ メ 母母 ヒ ル ガ オ ３戦１勝 賞金 ６，３００，０００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。



１２０５０ ５月９日 晴 重 （２１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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

７１３ レッドシャドウ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４６８－ ２１：３７．９ ２．８�

６１０ アルスフリーゲン 牡３黒鹿５６ 田中 勝春池田 正孝氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 ４６４＋ ８１：３８．１１� ２．０�
４６ ダイヤモンドレーン 牡３鹿 ５６ 石橋 脩泉 俊二氏 柴田 政人 厚真 大川牧場 ４４８＋ ８１：３８．３１� ２７．７�
２２ レオアドミラル 牡３栗 ５６ 吉田 隼人�レオ 萱野 浩二 新冠 守矢牧場 ４８０± ０１：３８．６２ ９．０�
５８ ストロングネオ 牡３栗 ５６ 北村 宏司村木 篤氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 B４９６± ０１：３９．４５ ４４．０�
７１２ スプリンググレン 牝３栗 ５４ 柴田 善臣加藤 春夫氏 上原 博之 様似 堀 弘康 ４１８－１２１：３９．５クビ １１９．７�
５９ ジーガートップ 牡３栗 ５６ 御神本訓史	ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 ４９８ ― 〃 ハナ ２１．８


（大井）

２３ ワイルドイマージュ 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲小野寺祐太	グランド牧場 上原 博之 新ひだか グランド牧場 ４６０＋１２１：３９．７１� ５３．１�

８１４ ミラクルシーカー 牡３栗 ５６
５３ ▲草野 太郎杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 ４７４－ ２１：４０．２３ １５１．６�

４７ マイネルブリオッソ 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 萩原 清 三石 前田 宗将 ４６２＋ ２１：４０．３クビ １２．０

８１５ シルクバラッド 牡３鹿 ５６ 梶 晃啓有限会社シルク境 征勝 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B４６０－ ２１：４０．５１� ２８３．１�

３５ スリーコースト 牡３黒鹿５６ 武士沢友治三浦 一泰氏 小林 常泰 浦河 中村 雅明 ４２８－ ８１：４０．８２ １２８．２�
３４ ヤ シ ャ 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一中村 政勝氏 松永 康利 新ひだか 静内白井牧場 ４７４－１０ 〃 ハナ ４９．１�
１１ ベルモントアグロ 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太 	ベルモントファーム 嶋田 潤 新冠 ベルモント

ファーム B４６０－ ６１：４１．１１� １００．５�
（大井）

６１１ フォレストグリーン 牡３鹿 ５６
５３ ▲池崎 祐介星野 壽市氏 高松 邦男 新ひだか 原 達也 ４４０－ ２１：４１．４１� ２２４．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，９６０，４００円 複勝： ２７，９１９，８００円 枠連： １８，７４４，７００円

普通馬連： ５４，９２９，８００円 馬単： ４４，２３７，３００円 ワイド【拡大馬連】： １９，４１７，２００円

３連複： ６５，１２４，９００円 ３連単： １０４，００７，２００円 計： ３５２，３４１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � ３６０円 枠 連（６－７） ２３０円

普通馬連 �� ２７０円 馬 単 �� ６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ９６０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� １，４９０円 ３ 連 単 ��� ６，０００円

票 数

単勝票数 計 １７９６０４ 的中 � ５２０３４（２番人気）
複勝票数 計 ２７９１９８ 的中 � ５６８９９（２番人気）� １２１６８８（１番人気）� ９５１４（６番人気）
枠連票数 計 １８７４４７ 的中 （６－７） ６０３４５（１番人気）
普通馬連票数 計 ５４９２９８ 的中 �� １５４３８８（１番人気）
馬単票数 計 ４４２３７３ 的中 �� ５２０４２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９４１７２ 的中 �� ４００６４（１番人気）�� ３９９８（１２番人気）�� ６９８５（７番人気）
３連複票数 計 ６５１２４９ 的中 ��� ３２３９３（４番人気）
３連単票数 計１０４００７２ 的中 ��� １２７９６（１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．２―３６．８―４９．０―１：０１．１―１：１２．８―１：２４．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドシャドウ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Topsider デビュー ２００８．９．２８ 中山３着

２００６．５．７生 牡３鹿 母 スローンストリート 母母 Worth Avenue ８戦１勝 賞金 １４，１５０，０００円
〔制裁〕 ワイルドイマージュ号の騎手小野寺祐太は，発走後に外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（４番・５番への進路

影響）
※出走取消馬 クリノハッピー号（疾病〔左前裂蹄〕のため）
※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。



１２０５１ ５月９日 晴 稍重 （２１東京２）第５日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０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

１２ カヤドーモトヒメ 牝３栗 ５４
５１ ▲伊藤 工真黒澤 尚氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド ４６８－ ２１：３５．３ ３９．８�

３６ サマーセレブリティ 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太セゾンレースホース� 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム ４６０＋ ４ 〃 ハナ ７．３�
（大井）

２３ エ ア ダ ー ミ 牝３鹿 ５４
５１ ▲小野寺祐太 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４５８＋ ２１：３５．７２� ６．６�

６１２ トーセンサクラコ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠島川 �哉氏 成島 英春 門別 高柳 隆男 ４４４± ０１：３５．８� ８９．４�
４７ フォグランプ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春吉田 照哉氏 高橋 祥泰 千歳 社台ファーム ４１２± ０１：３５．９クビ ２７．９�
８１８ サマーディザイア 牝３鹿 ５４ 石橋 脩セゾンレースホース� 根本 康広 浦河 不二牧場 B４６４＋ ８１：３６．０� ２３．０	
８１６ ス ピ ネ ッ タ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 浦河 桑田牧場 ４６０± ０ 〃 クビ ４．２

７１５ シ ー ブ ル ー 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人宮川 純造氏 中川 公成 新冠 的場牧場 ４８８＋ ８１：３６．１� １１．７�
８１７ ロジクィーン 牝３栗 ５４ 柴田 善臣久米田正明氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４４６＋ ４１：３６．２� ３７．９�
７１４ ファーストタッチ 牝３黒鹿５４ 武士沢友治 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４２４＋ ８ 〃 アタマ ５．１
４８ ケージーカンザクラ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４４６＋ ６１：３６．３� ６．０�
１１ ラ ヴ ィ ス タ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一�下河辺牧場 高橋 裕 門別 下河辺牧場 ４６０－ ４１：３６．４クビ ９０．２�
２４ トゥーランドット 牝３栗 ５４ 赤木高太郎ディアレスト 池上 昌弘 日高 古川 優 ４８８－ ４１：３６．５� １５２．１�
５９ カリビアンレッド 牝３鹿 ５４ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４２８＋ ４１：３７．０３ ９０．５�
７１３ オープニングベル 牝３青鹿５４ 御神本訓史塩田 清氏 堀井 雅広 新ひだか 高橋 修 ４４０＋ ４１：３７．２１� １４６．４�

（大井）

５１０ マヤノロシュニ 牝３芦 ５４ 角田 晃一田所 英子氏 小笠 倫弘 新冠 高橋 忍 ４３０ ―１：３７．６２� ９０．２�
６１１ エイプリルローズ 牝３栗 ５４ 五十嵐雄祐宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 新ひだか 田湯牧場 ４５２ ― 〃 アタマ ２３７．５�
３５ フライトステージ 牝３栗 ５４ 内田 博幸 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム ４５８－ ８１：３７．９１� １０．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，５１１，８００円 複勝： ２６，７３６，０００円 枠連： ２２，３９４，７００円

普通馬連： ６０，６９１，０００円 馬単： ４２，８８８，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，６８０，２００円

３連複： ７０，６２０，３００円 ３連単： ９７，５３２，４００円 計： ３５８，０５４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，９８０円 複 勝 � ８２０円 � ２４０円 � ２８０円 枠 連（１－３） ５，７３０円

普通馬連 �� １３，７８０円 馬 単 �� ３３，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２４０円 �� ２，１４０円 �� ８４０円

３ 連 複 ��� ２０，９９０円 ３ 連 単 ��� １７５，９９０円

票 数

単勝票数 計 １６５１１８ 的中 � ３２７０（１１番人気）
複勝票数 計 ２６７３６０ 的中 � ７２３６（９番人気）� ３３４８０（４番人気）� ２７２３８（５番人気）
枠連票数 計 ２２３９４７ 的中 （１－３） ２８８７（１６番人気）
普通馬連票数 計 ６０６９１０ 的中 �� ３２５２（３９番人気）
馬単票数 計 ４２８８８５ 的中 �� ９４４（８３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０６８０２ 的中 �� ２２３４（２６番人気）�� ２３４１（２４番人気）�� ６３２１（９番人気）
３連複票数 計 ７０６２０３ 的中 ��� ２４８４（６３番人気）
３連単票数 計 ９７５３２４ 的中 ��� ４０９（４６３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．１―３６．２―４８．２―１：００．４―１：１１．９―１：２３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．１―３F３４．９
３ １２，６（２，１５）（５，１６）（３，１３，１７）１４（７，８，１８）（４，９）１（１１，１０） ４ ・（１２，６）（２，１５）５（３，１６）（１３，１７）１４（７，８，１８）（４，１，９）（１１，１０）

勝馬の
紹 介

カヤドーモトヒメ �
�
父 エアジハード �

�
母父 Cryptoclearance デビュー ２００８．７．２０ 新潟７着

２００６．５．２９生 牝３栗 母 シングムーン 母母 Sadie’s Crown ７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。
（非当選馬） １頭 ニシノシルエット号
※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。



１２０５２ ５月９日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （２１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

３３ バ シ ケ ー ン 牡４栗 ５９ 蓑島 靖典石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４４４＋ ６３：２４．０ ２．３�

７１１� トレオウオブキング 牡８鹿 ６０ 穂苅 寿彦千葉 正人氏 境 征勝 門別 浜本 幸雄 ４７６－１２３：２４．７４ １０．８�
４４ コアレススイフト 牡５鹿 ６０ 石神 深一小林 昌志氏 高橋 裕 平取 コアレススタッド ４８８＋ ４３：２４．９１ １０．６�
８１３� ペ リ ー 牡６芦 ６０ 宗像 徹 �ワールド・パーム 的場 均 三石 斉藤スタッド ４６０± ０３：２５．３２� ５．２�
１１ メジロスパイダー 牡７鹿 ６０ 五十嵐雄祐�メジロ牧場 高木 登 青森 オオタ牧場 ４８８＋ ６３：２５．４� ４．３�
８１２ スプリングロック 牡４栗 ５９ 浜野谷憲尚加藤 春夫氏 成島 英春 様似 清水 誠一 ４３８－ ６３：２６．２５ １３．７	
６８ サンベルナール 牡５鹿 ６０ 高野 和馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 新冠 斉藤 安行 ４５４－ ２３：２６．５１� １７．３

７１０� テンジンリュウセー �５鹿 ６０ 金子 光希�テンジン 矢野 照正 静内 見上牧場 ４６２＋ ２３：２８．９大差 ８９．６�
５６ � ヒ デ フ ジ 牝４鹿 ５７ 山本 康志�大道牧場 浅野洋一郎 浦河 大道牧場 ４７２± ０３：３０．６大差 １１３．１�
４５ オジジアンクリス 牝４鹿 ５７ 平沢 健治鳴戸 雄一氏 阿部 新生 浦河 馬道 隆 ４３０＋ ８３：３１．６６ ７１．６
５７ � イガノアミーゴ 牡４鹿 ５９

５７ ▲大江原 圭五十嵐政則氏 天間 昭一 三石 谷山 和喜 ４５４＋ ４３：３４．１大差 １１１．７�
２２ � トーセンアリエッタ 牝４栗 ５７ 江田 勇亮島川 �哉氏 斎藤 宏 浦河 金成吉田牧場 ４６６＋１２３：３５．３７ ８０．９�
６９ レディリバティー 牝４鹿 ５７ 矢原 洋一 �ロードホースクラブ 土田 稔 三石 ケイアイファーム B４８８＋ ４ （競走中止） ５１．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １３，６４１，４００円 複勝： １３，９６８，０００円 枠連： １５，６４４，２００円

普通馬連： ４２，６３７，５００円 馬単： ３４，００３，８００円 ワイド【拡大馬連】： １４，４４４，１００円

３連複： ５１，１１７，４００円 ３連単： ８８，９４１，４００円 計： ２７４，３９７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � ３３０円 � ２５０円 枠 連（３－７） １，５４０円

普通馬連 �� １，５８０円 馬 単 �� ２，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� ４６０円 �� １，１４０円

３ 連 複 ��� ３，９３０円 ３ 連 単 ��� １７，５１０円

票 数

単勝票数 計 １３６４１４ 的中 � ４７８１８（１番人気）
複勝票数 計 １３９６８０ 的中 � ４０３４９（１番人気）� ８６１１（６番人気）� １２３０４（４番人気）
枠連票数 計 １５６４４２ 的中 （３－７） ７５０６（６番人気）
普通馬連票数 計 ４２６３７５ 的中 �� １９９１９（６番人気）
馬単票数 計 ３４００３８ 的中 �� ９９３９（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４４４４１ 的中 �� ５５８５（６番人気）�� ８１４６（４番人気）�� ２９４９（１５番人気）
３連複票数 計 ５１１１７４ 的中 ��� ９６１８（１４番人気）
３連単票数 計 ８８９４１４ 的中 ��� ３７４９（５８番人気）

上り １マイル １：４５．８ ４F ５０．８－３F ３７．７
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バ シ ケ ー ン �
�
父 シルクジャスティス �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー ２００７．９．３０ 中山１０着

２００５．３．２９生 牡４栗 母 リンダトリアーノ 母母 ミスコンテスト 障害：１１戦１勝 賞金 １７，３００，０００円
〔競走中止〕 レディリバティー号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症したため２周目向正面で競走中止。
〔制裁〕 イガノアミーゴ号の調教師天間昭一は，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。



１２０５３ ５月９日 晴 良 （２１東京２）第５日 第５競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１２時３０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

１：５７．２
１：５６．４

良

良

６１０ ブレーブビスティー 牡３黒鹿５６ 戸崎 圭太備前島敏子氏 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 ４７８＋ ４２：０１．８ ４．９�
（大井）

３４ マツリダガッツ 牡３黒鹿５６ 内田 博幸�橋 文枝氏 国枝 栄 日高 賀張三浦牧場 ４７０＋ ４２：０２．２２� ２．９�
８１４ ヒルトップシーン 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６± ０２：０２．３� ２．７�
８１３ ウ マ ザ イ ル 牡３黒鹿５６ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５２６－ ２２：０２．７２� ５．８�
５７ ブラックリッチ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信井上 修一氏 浅野洋一郎 日高 山際 辰夫 ４４８ ― 〃 アタマ ４７．４�
２２ ユキノロンシャン 牡３栗 ５６ 石橋 脩井上 基之氏 柴田 政人 浦河 吉田 又治 ４８４ ―２：０３．１２� ４５．５�
６９ セトウチサンダー 牡３鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太高橋 勉氏 松永 康利 浦河 杵臼牧場 ４６４－ ４２：０３．４１� １２９．７	
４５ メジログリース 牝３栗 ５４ 小野 次郎�メジロ牧場 菅原 泰夫 青森 オオタ牧場 ５０４＋ ２２：０３．５� ２７．９

５８ エ ン ク ー 牡３栗 ５６

５３ ▲伊藤 工真小林 薫氏 畠山 吉宏 新冠 中村農場 ４４６± ０２：０３．７１� １６１．２�
７１２ ホリデイスクリーン 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎岡田 牧雄氏 田村 康仁 新冠 富本 茂喜 ４６０＋ ６２：０４．４４ １５１．５�
１１ ラインクラッシャー 牡３青鹿５６ 御神本訓史大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか パラダイス・ファーム B４４４± ０２：０４．５� ２５．４

（大井）

３３ カフェカプチーノ 牝３栗 ５４ 村田 一誠�日進牧場 矢野 英一 様似 スイートフアーム B４３６＋ ４２：０４．８２ １６６．０�
４６ テイエムクロヒョー 牡３青 ５６ 武士沢友治竹園 正繼氏 中野渡清一 日高 テイエム牧場門別分場 ４８８± ０２：０５．１１� ２３８．１�
７１１ エポックメイカー 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 本間 忍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６ ―２：０５．９５ ７１．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，００１，５００円 複勝： ２７，５７９，６００円 枠連： ２０，３０４，５００円

普通馬連： ６３，５４３，５００円 馬単： ４８，７４４，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，８９４，８００円

３連複： ６９，１５９，９００円 ３連単： １３０，４１２，１００円 計： ４０１，６４０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � １１０円 枠 連（３－６） ７１０円

普通馬連 �� ６８０円 馬 単 �� １，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ２３０円 �� １５０円

３ 連 複 ��� ５２０円 ３ 連 単 ��� ４，１００円

票 数

単勝票数 計 ２０００１５ 的中 � ３２５４８（３番人気）
複勝票数 計 ２７５７９６ 的中 � ４１９０１（３番人気）� ８５５２２（１番人気）� ７０３３７（２番人気）
枠連票数 計 ２０３０４５ 的中 （３－６） ２１２８０（３番人気）
普通馬連票数 計 ６３５４３５ 的中 �� ６９９８０（２番人気）
馬単票数 計 ４８７４４７ 的中 �� ２１７８７（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１８９４８ 的中 �� ２１７８６（２番人気）�� ２１３７４（３番人気）�� ４６１４２（１番人気）
３連複票数 計 ６９１５９９ 的中 ��� ９９５９５（１番人気）
３連単票数 計１３０４１２１ 的中 ��� ２３４９４（９番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．０―１２．２―１２．４―１２．９―１２．４―１２．５―１１．４―１１．１―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．９―３７．１―４９．５―１：０２．４―１：１４．８―１：２７．３―１：３８．７―１：４９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．０―３F３４．５

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

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

ブレーブビスティー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Theatrical デビュー ２００９．２．１５ 東京４着

２００６．５．２７生 牡３黒鹿 母 バ ロ ネ ッ セ 母母 Baroness Direct ４戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３１分に変更。
※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。



１２０５４ ５月９日 晴 重 （２１東京２）第５日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時００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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

５９ フ リ ソ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信藤田 孟司氏 小島 茂之 門別 モリナガファーム ４７０＋ ６１：３６．７ ９．０�

２３ � アークビスティー 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太備前島敏子氏 矢作 芳人 米 Darrell Brown
and Lendy Brown ５３４＋１４１：３７．１２� ２．９�

（大井）

７１３ ノアプレミアム 牡３栗 ５６
５３ ▲草野 太郎佐山 公男氏 天間 昭一 新ひだか 見上牧場 ４６４＋ ２ 〃 ハナ ６３．７�

８１６� トップランナー 牡３鹿 ５６
５３ ▲小野寺祐太水上ふじ子氏 鈴木 伸尋 浦河 笠松牧場 ４９８－ ８１：３７．４２ １３２．５�

３５ サトノトップガン 牡３鹿 ５６ 内田 博幸里見 治氏 古賀 慎明 静内 千代田牧場 ５１２－ ６１：３７．７２ ３．９�
６１２ リーチマイドリーム 牡３黒鹿５６ 田中 勝春 �グリーンファーム 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B４９４－１４１：３７．９１ ６．２�
５１０ ノボレインボー 牝３芦 ５４ 小野 次郎�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 ４８０－ ２１：３８．１１	 １６．７	
４７ ナカヤマスウェプト 牡３芦 ５６ 鷹野 宏史和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４９６－ ６１：３８．２クビ ２２．８

２４ � リアライズナッシュ 牡３栗 ５４

５１ ▲伊藤 工真入浦 智洋氏 森 秀行 新 R R McA-
nulty ４７２＋１０１：３８．４１	 １４７．２�

１１ 
 テンシノオクリモノ 牡３鹿 ５６ 御神本訓史加藤 利美氏 荒山 勝徳 日高 加藤牧場 ５０６＋ ２１：３８．７１� １３３．１�
（大井） （大井）

４８ � パーフェクトケン 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣藤田 在子氏 萱野 浩二 米 Edward P.
Evans ４８６＋１０１：３８．９１ １５．１

１２ � ミスターレンチ 牡３栗 ５６ 北村 宏司�ジェイアール 岩戸 孝樹 米
J&J Equine
Investments
Corp, L. C.

５１８＋ ６ 〃 クビ １８．５�
８１５ アポロビッグバン 牡３栗 ５６ 武士沢友治アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 浦河 斉藤 政志 B４８６＋ ６１：３９．０� １４０．４�
６１１ フ ラ コ コ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一西浦 和男氏 松永 康利 浦河 丸幸小林牧場 ４８２± ０ 〃 ハナ ３２．５�
３６ リンガスアクター 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人伊藤 巖氏 谷原 義明 静内 三木田 頼嗣 ４６８± ０１：３９．２１� １１．６�
７１４� カネマサディール 牡３青 ５６ 梶 晃啓加藤 貴子氏 中野渡清一 新冠 渕瀬フアーム ４３２＋ ４１：４２．１大差 ３２６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，８７０，１００円 複勝： ３１，７５６，５００円 枠連： ２５，１７９，０００円

普通馬連： ７４，０８６，４００円 馬単： ４９，４２１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，０８１，３００円

３連複： ７８，８５０，６００円 ３連単： １２４，４７４，０００円 計： ４２９，７１８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９００円 複 勝 � ３６０円 � １８０円 � １，０３０円 枠 連（２－５） ８９０円

普通馬連 �� １，６４０円 馬 単 �� ４，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� ７，５２０円 �� ３，４６０円

３ 連 複 ��� ２９，５７０円 ３ 連 単 ��� １２７，０６０円

票 数

単勝票数 計 ２１８７０１ 的中 � １９２６６（４番人気）
複勝票数 計 ３１７５６５ 的中 � ２１６７４（５番人気）� ６２６６４（２番人気）� ６４４９（１１番人気）
枠連票数 計 ２５１７９０ 的中 （２－５） ２０９９２（４番人気）
普通馬連票数 計 ７４０８６４ 的中 �� ３３５３９（４番人気）
馬単票数 計 ４９４２１０ 的中 �� ８４１２（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４０８１３ 的中 �� ９１３０（６番人気）�� ７５８（５６番人気）�� １６７０（４２番人気）
３連複票数 計 ７８８５０６ 的中 ��� １９６８（９４番人気）
３連単票数 計１２４４７４０ 的中 ��� ７２３（４２４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．０―３４．５―４６．４―５８．７―１：１１．２―１：２３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．３―３F３８．０
３ ・（２，３，１５）（８，１１，１６）（５，１０，１４）（１３，１２）（９，７）－６－１－４ ４ ・（２，３）１５（８，１１，１６）（５，１０）（１３，１２）（９，７）１４，１，６－４

勝馬の
紹 介

フ リ ソ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 モ ガ ミ デビュー ２００８．８．２４ 札幌８着

２００６．２．２８生 牡３鹿 母 ナカミファンタジア 母母 ナカミサフアイヤ ３戦２勝 賞金 １２，０００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。
〔その他〕 カネマサディール号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 オウシュウプレイ号・ケイアイダイコク号・サトノバロン号
※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。



１２０５５ ５月９日 晴 良 （２１東京２）第５日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時３０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

１：２０．０
１：１９．０

良

良

６９ ストロングロビン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 ４７６＋ ４１：２２．０ ６．６�

５８ サトノエクスプレス 牡３栗 ５６ 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B５０８＋ ８１：２２．２１ ３．０�
４５ マイネルウェイヴ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �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 ４７６＋ ２１：２２．３� ７．９�
８１３ ノボパガーレ 牡３栗 ５６ 内田 博幸�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４７４＋ ２１：２２．４� ２２．２�
２２ � フォーチュンガール 牝３栗 ５４ 戸崎 圭太備前島敏子氏 荒山 勝徳 安平 ノーザンファーム ４２０＋ ８ 〃 クビ ６０．１�

（大井） （大井）

３３ クイックハンター 牡３鹿 ５６
５３ ▲伊藤 工真櫻井 正氏 相沢 郁 日高 中川牧場 B４３０± ０１：２２．５� １２．７�

５７ クイックメール 牝３栗 ５４ 赤木高太郎谷水 雄三氏 矢作 芳人 新ひだか カントリー牧場 ４６０＋ ４１：２２．６クビ ５３．２	
８１４ センターステージ 牝３鹿 ５４ 御神本訓史 
社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム ４５２－ ６１：２２．７� ５．０�

（大井）

６１０� リバーインバウンド 牝３栗 ５４
５１ ▲池崎 祐介河越 武治氏 星野 忍 浦河 日向牧場 ４３４－ ２１：２２．８クビ ８５．８�

７１２ ディパーチャーズ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘 
サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４６＋ ６ 〃 クビ ３３．７

３４ マイネアリス 牝３青鹿５４ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 ビッグレッドファーム ４２２－ ８１：２２．９	 ２２．２�

４６ レグルスハート 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣中江 隆一氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４９２＋ ２ 〃 ハナ ２３．７�
１１ ショウナンサミット 牡３栗 ５６ 小野 次郎国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３８－ ６１：２３．２１� ８．３�
７１１ ココナッツパルム 牝３栗 ５４ 吉田 隼人 
社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム ４４４＋ ４１：２３．６２	 ２９．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，４５６，９００円 複勝： ３０，７２６，１００円 枠連： ２３，０２７，１００円

普通馬連： ７９，０６６，８００円 馬単： ４９，９８７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，２６１，６００円

３連複： ８０，３７２，０００円 ３連単： １２７，８２６，５００円 計： ４３５，７２４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � １８０円 � １４０円 � ２３０円 枠 連（５－６） ７１０円

普通馬連 �� ９００円 馬 単 �� １，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ８７０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� ２，０４０円 ３ 連 単 ��� １１，３００円

票 数

単勝票数 計 ２０４５６９ 的中 � ２４４４９（３番人気）
複勝票数 計 ３０７２６１ 的中 � ４４６６３（２番人気）� ７３８９０（１番人気）� ３０１３２（４番人気）
枠連票数 計 ２３０２７１ 的中 （５－６） ２３９８２（２番人気）
普通馬連票数 計 ７９０６６８ 的中 �� ６５３５９（１番人気）
馬単票数 計 ４９９８７０ 的中 �� １９５３７（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４２６１６ 的中 �� １６８４９（１番人気）�� ６４１８（９番人気）�� １２７０５（３番人気）
３連複票数 計 ８０３７２０ 的中 ��� ２９１６１（３番人気）
３連単票数 計１２７８２６５ 的中 ��� ８３５２（１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．６―３４．９―４６．６―５８．０―１：０９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストロングロビン �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．８．２ 新潟３着

２００６．３．２８生 牡３鹿 母 テイクザレインズ 母母 クラシックダンサー ８戦２勝 賞金 １８，９００，０００円
〔制裁〕 ストロングロビン号の騎手田中勝春は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（６番への進路影響）

クイックメール号の騎手赤木高太郎は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（６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。



１２０５６ ５月９日 晴 重 （２１東京２）第５日 第８競走 ��
��１，３００�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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

８１６ ヤマニンプロローグ 牝５栗 ５５ 村田 一誠土井 肇氏 佐々木亜良 新冠 錦岡牧場 B５１０－ ８１：１８．２ ５．０�

１２ ティティボス 牡５鹿 ５７ 内田 博幸冨塚 善三氏 斎藤 誠 門別 坂戸 節子 B４８６－ ４１：１８．４１� ９．８�
１１ � マルターズマゼル 牡５鹿 ５７ 戸崎 圭太藤田 在子氏 天間 昭一 米 Yoshio Fujita ４４４± ０１：１８．８２� １．８�

（大井）

７１３ サイレントパンサー 牡５黒鹿５７ 御神本訓史 �サンデーレーシング 大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４２＋ ２１：１９．１２ ２９．４�

（大井）

７１４	 ビービーナエトル 牡４栗 ５７ 北村 宏司�坂東牧場 古賀 慎明 門別 菊地牧場 ４７８± ０１：１９．２
 １１．３�
２４ 	 ナンヨーサンセット 牡４鹿 ５７ 武士沢友治中村 �也氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム ４７８－ ２１：１９．３クビ ３８．６�
５１０ ステラーホープ 牝４鹿 ５５ 横山 典弘 	アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 成隆牧場 ４４０＋１２ 〃 クビ ７．５

３５ スズノカイソク 牡４栗 ５７ 高山 太郎小紫 芳夫氏 佐藤 全弘 早来 ノーザンファーム ５２６± ０１：１９．７２� １１３．９�
４８ ヴォイジャー 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 静内 岡田スタツド B４９０－ ２ 〃 アタマ ２５．５�
８１５	 トウショウダブル 牡４芦 ５７ 田辺 裕信トウショウ産業	 阿部 新生 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４４６－ ３１：１９．８クビ ９８．７
２３ � コスモイーゴリ 牡５栗 ５７ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 松永 康利 豪 Barnaby

& Co Ltd ４６４± ０ 〃 ハナ ７１．４�
４７ テンエイルンルン 牝５栗 ５５ 田中 勝春熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人

熊坂開発 ４７２＋１８ 〃 クビ ７４．４�
６１１� リュウセイドラゴン 牡７栗 ５７ 小林 久晃南波 壽氏 高橋 祥泰 米 Mr. & Mrs. G.

J. Stautberg ４６６－ ６１：１９．９
 １０７．６�
３６ 	 シャルマンローテ 牝４栗 ５５ 小野 次郎山科 統氏 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 ４７０± ０１：２０．０� ２０２．４�
６１２� エイワイエヤス 牡４黒鹿５７ 松岡 正海永井公太郎氏 松山 康久 米 Aron Yagoda &

David Bechtol ４６６－ ５１：２０．５３ ５９．５�
５９ 	 ブラボーデイ 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一島田 �樹氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム ４２６－ ２１：２０．６� ２７６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，７２９，３００円 複勝： ３９，１９１，５００円 枠連： ２８，４４６，６００円

普通馬連： ８４，２５７，０００円 馬単： ６０，９５６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，０９７，２００円

３連複： ８５，７８６，６００円 ３連単： １６１，７４５，０００円 計： ５０８，２０９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １３０円 � ２２０円 � １１０円 枠 連（１－８） ３４０円

普通馬連 �� １，９９０円 馬 単 �� ３，５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� ２３０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ９７０円 ３ 連 単 ��� ９，５３０円

票 数

単勝票数 計 ２２７２９３ 的中 � ３６３４９（２番人気）
複勝票数 計 ３９１９１５ 的中 � ７４３３５（２番人気）� ２６９６６（５番人気）� １６４５３２（１番人気）
枠連票数 計 ２８４４６６ 的中 （１－８） ６２９５９（１番人気）
普通馬連票数 計 ８４２５７０ 的中 �� ３１３８８（５番人気）
馬単票数 計 ６０９５６３ 的中 �� １２６７３（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５０９７２ 的中 �� ８５６７（７番人気）�� ３１１０４（１番人気）�� ２１２０６（３番人気）
３連複票数 計 ８５７８６６ 的中 ��� ６５９４６（１番人気）
３連単票数 計１６１７４５０ 的中 ��� １２５３５（２２番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．１―１１．５―１１．５―１１．６―１２．３―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１８．２―２９．７―４１．２―５２．８―１：０５．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．５―３F３７．０
３ ・（７，１６）（２，８，１４）３（１２，１５）１（４，１３）－（６，１１）５－１０，９ ４ １６－（７，１４）（２，８，１５）１２（３，１，１３）４，１１，６，５－１０－９

勝馬の
紹 介

ヤマニンプロローグ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００６．９．１０ 札幌８着

２００４．２．１９生 牝５栗 母 マ ダ ニ ナ 母母 Minya ２４戦２勝 賞金 ２９，６６０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔発走状況〕 マルターズマゼル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 タツタイコウ号・ヤマニンノベリスト号・ヨシモンドノスケ号
※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。



１２０５７ ５月９日 晴 良 （２１東京２）第５日 第９競走 ��
��１，４００�

た か お

高 尾 特 別
発走１４時３５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 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

６１１ コアレスコジーン �６鹿 ５７ 角田 晃一小林 昌志氏 和田 正道 平取 コアレススタッド ４８０± ０１：２１．４ １２．８�

４８ ショウナンカザン 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣国本 哲秀氏 本間 忍 浦河 桑田牧場 ４７４＋ ４ 〃 クビ ７．２�
７１３ サマーエタニティ 牝４芦 ５５ 伊藤 工真セゾンレースホース� 畠山 吉宏 門別 白井牧場 ４９８± ０１：２１．５クビ ８７．１�
７１４ ゴールドサクセス 牡４鹿 ５７ 武 幸四郎居城 要氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム ４６８－ ６ 〃 クビ １８３．７�
８１５ イーサンラヴ 牝５青鹿５５ 田辺 裕信国本 勇氏 松山 将樹 門別 新井 弘幸 ４５４＋ ６ 〃 アタマ ２４２．６�
５１０ ヨシサプライズ 牝４鹿 ５５ 戸崎 圭太田辺 喜彦氏 嶋田 潤 浦河 谷口牧場 ４３８＋ ４ 〃 ハナ ２９．９�

（大井）

３５ フランシール 牝５栗 ５５ 吉田 隼人岡田 牧雄氏 後藤 由之 静内 岡田スタツド ４８０＋ ２１：２１．６� ３５．１	
２４ マイネルクラッチ 牡５鹿 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 鵡川 新井牧場 ４９４－ ４ 〃 ハナ ４．１

２３ オーロマイスター 牡４鹿 ５７ 内田 博幸 �サンデーレーシング 大久保洋吉 三石 追分ファーム ４９８－１２１：２１．７クビ ２．２�
１２ ヘヴンリークルーズ 牝４黒鹿５５ 田中 勝春 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４４０＋ ６１：２１．９１� ２０．１
８１６ ハギノハーセルフ 牝４栗 ５５ 柴山 雄一日隈 良江氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４５８± ０１：２２．３２� ９５．３�
３６ ロイヤルタバスコ 牝５栗 ５５ 北村 宏司細川祐季子氏 藤沢 和雄 平取 稲原牧場 ４５６± ０１：２２．５１	 １９．９�
５９ 
� マチカネエベッサン 牡５鹿 ５７ 石橋 脩細川 益男氏 藤岡 健一 愛 Machi-

kane Farm ４５８－１０１：２２．６クビ ６３．６�
６１２ マルタカラッキー 牡４黒鹿５７ 御神本訓史高橋 義和氏 清水 美波 新冠 グリー牧場 ４７０＋ ４ 〃 ハナ １９．４�

（大井）

１１ パ パ ラ チ ア 牝６鹿 ５５ 横山 典弘�原源一郎氏 領家 政蔵 門別 北海牧場 ４７８＋ ４１：２３．０２� １７．０�
４７ オースミビーナス 牝４鹿 ５５ 武士沢友治�オースミ 菅原 泰夫 門別 合資会社カ

ネツ牧場 ４６２＋ ６１：２３．１クビ ９１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，４５７，０００円 複勝： ５０，６２１，９００円 枠連： ３９，１６５，５００円

普通馬連： １３６，８５５，１００円 馬単： ８５，４４８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，１００，４００円

３連複： １４０，６０８，５００円 ３連単： ２７７，１０３，３００円 計： ７９７，３６０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２８０円 複 勝 � ３２０円 � ２８０円 � ２，１４０円 枠 連（４－６） ２，３４０円

普通馬連 �� ４，１１０円 馬 単 �� ９，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３００円 �� １１，３９０円 �� ８，４４０円

３ 連 複 ��� １３１，０３０円 ３ 連 単 ��� ６７９，４１０円

票 数

単勝票数 計 ２９４５７０ 的中 � １８２５３（４番人気）
複勝票数 計 ５０６２１９ 的中 � ４４３５３（４番人気）� ５４２２７（３番人気）� ５２１８（１３番人気）
枠連票数 計 ３９１６５５ 的中 （４－６） １２３６８（７番人気）
普通馬連票数 計１３６８５５１ 的中 �� ２４６２８（１５番人気）
馬単票数 計 ８５４４８３ 的中 �� ６７６５（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８１００４ 的中 �� ７４７８（１６番人気）�� ８０８（６７番人気）�� １０９４（５７番人気）
３連複票数 計１４０６０８５ 的中 ��� ７９２（１９１番人気）
３連単票数 計２７７１０３３ 的中 ��� ３０１（９８９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．４―３４．６―４５．８―５７．１―１：０８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．８―３F３５．６
３ １６（８，１２）（７，１３）４（３，９）（１，５）（２，１４）（１０，１１）１５－６ ４ １６（８，１２）－１３（７，４，３，９）－５，１，２（１０，１４，１１）－１５，６

勝馬の
紹 介

コアレスコジーン �
�
父 スターオブコジーン �

�
母父 ハイブリツジスルー デビュー ２００５．７．２ 福島１０着

２００３．５．１３生 �６鹿 母 ブライティアスルー 母母 ケ ド ラ ３５戦４勝 賞金 ８４，６１４，０００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。



１２０５８ ５月９日 晴 稍重 （２１東京２）第５日 第１０競走 ��
��２，１００�

たんざわ

丹沢ステークス
発走１５時１０分 （ダート・左）
４歳以上，１，６００万円以下，２０．５．１０以降２１．５．３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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０６．７
２：０５．９

良

良

７１２ ピサノエミレーツ 牡４鹿 ５６ 北村 宏司市川 義美氏 藤沢 和雄 静内 飛野牧場 ５０４＋１４２：０９．４ ７．７�

３４ シビルウォー 牡４鹿 ５５ 柴田 善臣 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７０＋１０２：０９．６１� ６．５�
２３ シ ュ リ ク ン 牡４黒鹿５４ 横山 典弘星野 壽市氏 高松 邦男 静内 落合 一巳 ４９８＋ ６２：１０．０２� ３１．０�
５８ グッドフロマージュ 牡６鹿 ５４ 石橋 脩杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 アラキフアーム ５１８＋ ２２：１０．４２� ３４．０�
６１０ ヤエノアカハチ 牡５栗 ５４ 田辺 裕信�RRA 久保田貴士 静内 大典牧場 ４６８＋ ６ 〃 ハナ ６．６�
８１５ メイショウゲンスイ 牡５鹿 ５６ 内田 博幸松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 杵臼牧場 ５１０－ ４ 〃 ハナ ３．１	
３５ � プラチナメーン 牡４栗 ５５ 田中 勝春広尾レース� 森 秀行 米 Dede McGehee &

Delia McGehee ４８８± ０２：１０．６１� ２２．３

１１ � エターナルスマイル 牡７鹿 ５５ 伊藤 直人 �ユートピア牧場 斎藤 誠 登別 ユートピア牧場 ５０４＋ ２ 〃 クビ ８．９�
５９ ストラディヴァリオ 牡６芦 ５６ 柴山 雄一�ターフ・スポート友道 康夫 浦河 酒井牧場 ５４８＋１６２：１０．９２ ６０．８�
８１４ ツルマルビビッド 牡５鹿 ５５ 御神本訓史鶴田 任男氏 坂口 正則 三石 山際セントラ

ルスタッド ４６８± ０２：１１．０クビ ９．１
（大井）

４６ アバレダイコ 牡４栗 ５５ 松岡 正海福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 ５３６－ ２２：１１．２１	 １６．０�
６１１ マルブツクロス 牡６芦 ５５ 戸崎 圭太大澤 毅氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 B５３２＋ ６２：１１．８３� １６．６�

（大井）

２２ プログレスエバー 牡６鹿 ５４ 赤木高太郎橋場 勇二氏 宮 徹 浦河 大島牧場 ５８２± ０２：１１．９
 １０９．６�
７１３ ラ ン キ ン グ 牡６栗 ５３ 草野 太郎塩入 通之氏 嶋田 功 浦河 今井 秀樹 ４８０－ ４２：１２．１１� ４６．５�
４７ マイネルマニセス 牡５黒鹿５１ 伊藤 工真 �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 B４８８－ ２２：１２．５２� １８０．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３１，１６７，７００円 複勝： ５１，７５７，６００円 枠連： ４０，４４９，５００円

普通馬連： １６２，５２６，６００円 馬単： ８８，６５３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，７４１，３００円

３連複： １５５，１１５，４００円 ３連単： ２９５，３７０，２００円 計： ８６４，７８１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ３００円 � ２４０円 � ９５０円 枠 連（３－７） １，８１０円

普通馬連 �� ２，０２０円 馬 単 �� ４，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９３０円 �� ４，５６０円 �� ２，６１０円

３ 連 複 ��� ２６，２１０円 ３ 連 単 ��� １５４，９３０円

票 数

単勝票数 計 ３１１６７７ 的中 � ３２０６５（４番人気）
複勝票数 計 ５１７５７６ 的中 � ４８３４１（６番人気）� ６４３１５（２番人気）� １２０８０（１０番人気）
枠連票数 計 ４０４４９５ 的中 （３－７） １６５６１（８番人気）
普通馬連票数 計１６２５２６６ 的中 �� ５９３８６（７番人気）
馬単票数 計 ８８６５３１ 的中 �� １４８３８（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９７４１３ 的中 �� １０９７１（８番人気）�� ２０８９（４４番人気）�� ３７０４（３２番人気）
３連複票数 計１５５１１５４ 的中 ��� ４３６８（８１番人気）
３連単票数 計２９５３７０２ 的中 ��� １４０７（４４９番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．４―１２．３―１２．２―１１．７―１１．８―１２．３―１２．９―１２．４―１２．５―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
６．９―１８．３―３０．６―４２．８―５４．５―１：０６．３―１：１８．６―１：３１．５―１：４３．９―１：５６．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ピサノエミレーツ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Honour and Glory デビュー ２００７．１０．２０ 東京２着

２００５．３．５生 牡４鹿 母 ネームヴァリュー 母母 マジソンカウンティ １１戦４勝 賞金 ６１，５７６，０００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。



１２０５９ ５月９日 晴 良 （２１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４５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 ４９７，０００円 １４２，０００円 ７１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．２
１：５６．４

良

良

５１０ ケイアイライジン 牡３栗 ５６ 柴田 善臣 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 日高 メイプルファーム ４９４－ ６１：５９．９ １７．８�

２４ アントニオバローズ 牡３青鹿５６ 角田 晃一猪熊 広次氏 武田 博 新冠 前川 隆範 ５１０－ ４ 〃 アタマ ３．０�
７１３ ヒカルマイステージ 牡３栗 ５６ 横山 典弘高橋 光氏 勢司 和浩 登別 青藍牧場 ４９４± ０ 〃 クビ １３．３�
６１２ イ コ ピ コ 牡３鹿 ５６ 御神本訓史�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ４４８－１０２：００．２１� ３４．７�

（大井）

２３ ヤマニンウイスカー 牡３青 ５６ 赤木高太郎土井 肇氏 池江 泰郎 新冠 錦岡牧場 ４８２－ ２２：００．４１ ４．９�
７１４ キタサンガイセン 牡３黒鹿５６ 内田 博幸�大野商事 松田 博資 浦河 富田牧場 ４９２－ ４２：００．５� １９．６	
３６ ベルベットロード 牡３栗 ５６ 二本柳 壮�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４７４－ ６ 〃 アタマ ３０．１

４７ ストロングガルーダ 牡３青鹿５６ 田辺 裕信村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４８０－ ４ 〃 クビ ３６．６�
８１７ サトノロマネ 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎里見 治氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４７０± ０ 〃 ハナ ２６．０�
５９ ミッキーペトラ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春野田みづき氏 森 秀行 静内 矢野牧場 ４９０＋ ４２：００．７１� １０．６
４８ マ ナ ク ー ラ 牡３黒鹿５６ 松岡 正海金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４５４－ ６２：００．８クビ ３０．１�
１２ オオトリオウジャ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人鳳サラブレッドレーシ

ングチーム 小島 茂之 三石 幌村牧場 ４８８－１０２：００．９� ４．５�
８１８� イグゼキュティヴ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩岡田 繁幸氏 斎藤 誠 新ひだか 沖田 忠幸 B４９８± ０２：０１．１１� ６６．９�
３５ エ ジ ソ ン 牡３栗 ５６ 青木 芳之重松 國建氏 鹿戸 雄一 日高 横井 哲 ５０６＋ ２２：０１．２� ２２８．４�
８１６ ピサノエグゼ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 ５４４± ０２：０１．３� ８４．８�
１１ プリマティスタ 牡３栗 ５６ 伊藤 工真 �キャロットファーム 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム ４５２－ ８２：０１．４� １６８．６�
６１１ サニーサンデー 牡３栗 ５６ 村田 一誠宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４８０－ ４２：０１．６１� ４２．９�

（１７頭）
７１５ ブレイクナイン 牡３黒鹿５６ 戸崎 圭太青山 洋一氏 田村 康仁 日高 日高大洋牧場 ― （出走取消）

（大井）

売 得 金

単勝： ９４，２４８，６００円 複勝： １１３，４１３，９００円 枠連： １００，８２５，５００円

普通馬連： ４０９，８３４，０００円 馬単： ２２３，４４７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ９９，８０６，２００円

３連複： ４３１，４７６，５００円 ３連単： ８５９，０７３，５００円 計： ２，３３２，１２５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７８０円 複 勝 � ４５０円 � １７０円 � ３００円 枠 連（２－５） ６２０円

普通馬連 �� ２，７８０円 馬 単 �� ７，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２９０円 �� １，８５０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� ７，６４０円 ３ 連 単 ��� ６５，０８０円

票 数

単勝票数 計 ９４２４８６ 的中 � ４１８８５（６番人気）
複勝票数 計１１３４１３９ 的中 � ５４８０６（６番人気）� ２３３４６２（１番人気）� ９０７４６（５番人気）
枠連票数 計１００８２５５ 的中 （２－５） １２１４８８（２番人気）
普通馬連票数 計４０９８３４０ 的中 �� １０８９９９（１０番人気）
馬単票数 計２２３４４７３ 的中 �� ２０８５８（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９９８０６２ 的中 �� １８９０３（１３番人気）�� １２９５１（１９番人気）�� ３２９９７（５番人気）
３連複票数 計４３１４７６５ 的中 ��� ４１７０６（１８番人気）
３連単票数 計８５９０７３５ 的中 ��� ９７４３（１７３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．４―３６．１―４７．５―５９．９―１：１２．５―１：２４．５―１：３５．８―１：４７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．４

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

勝馬の
紹 介

ケイアイライジン �
�
父 Came Home �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２００８．９．１４ 中山１着

２００６．４．２０生 牡３栗 母 ポストパレード 母母 Spanish Parade ６戦３勝 賞金 ４９，７２５，０００円
〔出走取消〕 ブレイクナイン号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
※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 カルカソンヌ号・グランプリスマイル号・タイセイダンサー号・ダノンヒデキ号・ビンテージチャート号・

フナベンケイ号・メジロルマン号
（非抽選馬） １頭 モエレオフィシャル号
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりケイアイライジン号・アントニオバローズ号は，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。



１２０６０ ５月９日 晴 稍重 （２１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２０分 （ダート・左）

牝，１０００万円以下；負担重量は，５５�
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

２３ ワーキングウーマン 牝５黒鹿５５ 田中 勝春 �サンデーレーシング 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６０＋ ２１：３７．６ ２４．８�

１１ マリアージュ 牝４栗 ５５ 武士沢友治 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 静内 矢野牧場 ４２８－ ４ 〃 アタマ ４０．０�

７１３ レースドール 牝５芦 ５５ 石橋 脩吉田 勝己氏 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ５００＋１２１：３７．７クビ ６．８�
７１４ スズカエルマンボ 牝４鹿 ５５ 御神本訓史永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４５４＋ ２１：３７．８� ２１．７�

（大井）

２４ ルアシェイア 牝５黒鹿５５ 赤木高太郎 �ノースヒルズマネ
ジメント 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４１８－ ６ 〃 クビ ３６．８�

４８ オークヒルズ 牝４黒鹿５５ 松岡 正海後藤 繁樹氏 池江 泰郎 新冠 松浦牧場 ４５２－ ２ 〃 アタマ ４．４	
３５ シーリーコート 牝５栗 ５５ 柴田 善臣 �社台レースホース堀 宣行 追分 追分ファーム ４５８－ ８１：３７．９クビ ６３．０

４７ トーセンバスケット 牝４黒鹿５５ 内田 博幸島川 �哉氏 加藤 和宏 静内 岡田スタツド ５００－１０ 〃 アタマ ２．９�
５１０ シュウザンアイ 牝７栗 ５５

５２ ▲伊藤 工真平 光良氏 鈴木 康弘 静内 桜井牧場 ４６６± ０１：３８．１１ ２５．９
１２ ギュイエンヌ 牝４青鹿５５ 戸崎 圭太杉山 忠国氏 萩原 清 三石 明治牧場 ４６４± ０ 〃 クビ １１．４�

（大井）

５９ スズノメヒョー 牝５黒鹿 ５５
５２ ▲小野寺祐太小紫 芳夫氏 伊藤 正徳 早来 ノーザンファーム ４９２＋ ６１：３８．２� １４．６�

８１５ フロールデセレッソ 牝５芦 ５５ 横山 典弘 �サンデーレーシング 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４５０－ ４１：３８．４１� ８．０�
６１２ ウ イ ン ク 牝４鹿 ５５ 北村 宏司百万 武夫氏 鹿戸 雄一 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４８０＋ ２１：３８．６１� ３４．９�
６１１� トワイライトワルツ 牝７鹿 ５５ 柴山 雄一伊達 敏明氏 高松 邦男 門別 サンシャイン

牧場 ４９４＋ ６１：３８．７クビ ２５８．６�
８１６ チャイニーズフレア 牝５鹿 ５５ 武 幸四郎 �サンデーレーシング 戸田 博文 早来 ノーザンファーム ４５４－ ４１：３８．９１� ９２．９�
３６ エプソムメサイア 牝６鹿 ５５ 小野 次郎 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 武藤 善則 早来 ノーザンファーム B４５４＋ ２１：３９．５３� ７２．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，６９４，６００円 複勝： ６１，４１２，３００円 枠連： ５１，９９９，６００円

普通馬連： １６５，８１４，６００円 馬単： ９８，９２８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，７７６，１００円

３連複： １７８，０００，４００円 ３連単： ３６１，４３５，１００円 計： １，００６，０６０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４８０円 複 勝 � ７７０円 � １，２９０円 � ３２０円 枠 連（１－２） ３，９８０円

普通馬連 �� ３２，１９０円 馬 単 �� ６３，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８，７９０円 �� ２，９８０円 �� ６，９５０円

３ 連 複 ��� １１７，２９０円 ３ 連 単 ��� ７４３，０１０円

票 数

単勝票数 計 ３９６９４６ 的中 � １２６４３（８番人気）
複勝票数 計 ６１４１２３ 的中 � ２０２８２（９番人気）� １１４４８（１２番人気）� ５８２０４（４番人気）
枠連票数 計 ５１９９９６ 的中 （１－２） ９６６２（１５番人気）
普通馬連票数 計１６５８１４６ 的中 �� ３８０２（７２番人気）
馬単票数 計 ９８９２８１ 的中 �� １１５０（１４３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８７７６１ 的中 �� １３５７（７５番人気）�� ４０７７（３６番人気）�� １７２０（６５番人気）
３連複票数 計１７８０００４ 的中 ��� １１２０（２４３番人気）
３連単票数 計３６１４３５１ 的中 ��� ３５９（１５０２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．０―３６．１―４８．５―１：００．８―１：１３．０―１：２５．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワーキングウーマン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００７．１．２１ 京都８着

２００４．２．２生 牝５黒鹿 母 ワーキングイオン 母母 ワーキングガール １３戦４勝 賞金 ４１，７００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 グレイスフルムーヴ号
（非抽選馬） ２頭 チェルカ号・ブルーポラリス号
※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５日 ５月９日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８４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

２１２，１３０，０００円
４，２６０，０００円
１３，５００，０００円
１，７２０，０００円
２０，０６０，０００円
６６，０３３，５００円
５，４１０，６００円
１，８２１，６００円

勝馬投票券売得金
３４４，１２１，５００円
５０３，０９４，１００円
４０４，１７２，０００円
１，３９４，４４９，３００円
８７１，３８８，６００円
３９８，０８３，４００円
１，４７７，５３５，６００円
２，７３５，４５７，０００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 ８，１２８，３０１，５００円

総入場人員 ３３，４３６名 （有料入場人員 ３２，４０５名）




