
１２０７３ ５月１６日 曇 良 （２１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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

６１１ ローブドヴルール 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹�ミルファーム 保田 一隆 日高 小西ファーム ４６４－ ８１：２５．９ ２．５�

１１ エ フ ロ レ ス 牝３栗 ５４
５１ ▲伊藤 工真 �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 ４６２＋ ２１：２６．９６ ４．１�
５９ ベルモントダイヤ 牝３黒鹿５４ 武 豊 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ５０６＋ ６１：２７．３２� ９．５�
２４ コスモスプリッツァ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム ４３８＋ ２１：２７．７２� ３９．２�
３６ 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 ４７０－ ４１：２７．８� ３．７�
３５ ハナノシルキー 牝３栗 ５４ 柴山 雄一花田 勲氏 成島 英春 平取 高橋 啓 ４３４± ０１：２８．２２� １２．５	
７１３ マルハチラブーム 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義ニットー商事� 菊川 正達 浦河 鮫川 啓一 ４６０＋１４１：２８．３� ６５．８

８１５ ローズオブゴッホ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４７８－ ６ 〃 ハナ ７２．４�
５１０ スプリングポピー 牝３栗 ５４ 北村 宏司加藤 春夫氏 柴田 政人 様似 堀 弘康 ４４６－１４１：２８．４クビ ２４２．４�
４８ マイネセレネ 牝３黒鹿５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 静内 野坂牧場 ４４６＋ ２ 〃 ハナ ４７．４
６１２ スズノプロスター 牝３栗 ５４ 郷原 洋司阿部 雅子氏 郷原 洋行 日高 大沢育成牧場 ４５４＋ ２ 〃 クビ ２７．６�
２３ クリスパワー 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆藤岡 康太宮崎 金造氏 小林 常泰 新冠 競優牧場 ４４８－ ７１：２８．５クビ ３０９．５�
１２ マリナデルレイ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲国分 優作田島榮二郎氏 中野 栄治 日高 竹島 幸治 ４５８＋ ２１：２８．６� ３６１．１�
７１４ ソ ラ ウ ラ ラ 牝３鹿 ５４ 菊沢 隆徳村田 滋氏 鈴木 康弘 青森 一山牧場 ４００＋ ２１：２８．７クビ ６０．２�
４７ メディアトウショウ 牝３鹿 ５４ 高橋 智大トウショウ産業� 清水 英克 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４９２ ―１：２９．９７ １８０．３�
８１６ アイリッシュミスト 牝３栗 ５４ 田中 勝春飯田 政子氏 加藤 征弘 静内 千代田牧場 ４４４＋１０１：３０．３２� ８６．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，５９３，３００円 複勝： ３１，２５６，９００円 枠連： １８，７５７，３００円

普通馬連： ５８，６７６，１００円 馬単： ４４，９４７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，７９１，８００円

３連複： ７０，３１８，５００円 ３連単： １１２，７４３，６００円 計： ３７６，０８５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ２１０円 枠 連（１－６） ４３０円

普通馬連 �� ４６０円 馬 単 �� ７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ３７０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� １，０６０円 ３ 連 単 ��� ３，２７０円

票 数

単勝票数 計 １７５９３３ 的中 � ５７１００（１番人気）
複勝票数 計 ３１２５６９ 的中 � １０９５６５（１番人気）� ５９５８２（２番人気）� ２５５７６（４番人気）
枠連票数 計 １８７５７３ 的中 （１－６） ３２６９２（２番人気）
普通馬連票数 計 ５８６７６１ 的中 �� ９５６３８（１番人気）
馬単票数 計 ４４９４７７ 的中 �� ４２２１３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１７９１８ 的中 �� ３４３３８（１番人気）�� １３５６３（４番人気）�� ８７９８（５番人気）
３連複票数 計 ７０３１８５ 的中 ��� ４９０９７（２番人気）
３連単票数 計１１２７４３６ 的中 ��� ２５４８８（４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．７―３５．５―４８．０―１：００．４―１：１３．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ローブドヴルール �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００８．１０．１８ 東京４着

２００６．５．１０生 牝３鹿 母 エアカボッション 母母 ブリリアントカット ７戦１勝 賞金 １２，７００，０００円



１２０７４ ５月１６日 曇 良 （２１東京２）第７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

６１２ トウショウデザート 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ５２２＋ ２１：３９．２ ６．２�

８１５ クラブトゥギャザー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４８６＋ ４ 〃 ハナ ４．８�
４８ アシュラオー 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣友水 達也氏 岩戸 孝樹 門別 木村牧場 ４９６± ０１：３９．３クビ ５．３�
５９ ダイワフラッグ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義大城 敬三氏 田中 清隆 静内 服部 牧場 B５０６＋ ２ 〃 ハナ ９．４�
７１４ ローレルカンタータ 牡３栗 ５６ 田中 勝春 �ローレルレーシング 勢司 和浩 日高 タバタファーム ４７８± ０１：３９．５１� ５．２�
５１０ プ レ ゼ ピ オ 牡３栗 ５６ 三浦 皇成 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４７６＋ ２１：３９．６� ４．３	
１１ ユリカゴノオモイデ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝西城 公雄氏 小崎 憲 日高 三城牧場 ４７８－ ２１：３９．９２ ６７．３

４７ ワンモーメント 牡３鹿 ５６ 武士沢友治古川 智洋氏 佐藤 吉勝 新ひだか 川端牧場 ４９４－ ２１：４０．１１� ２５．４�
２３ ゴーカイフォンテン 牡３鹿 ５６ 北村 友一吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 ４７８＋１６１：４０．２� ２０７．４�
１２ ノボシャーク 牡３黒鹿５６ 松岡 正海�LS.M 武市 康男 浦河 高昭牧場 ５２０＋１２１：４０．３� １３６．７
６１１ ソ ヴ リ ン 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹�藤沢牧場 高橋 裕 静内 藤沢牧場 ５０６－ ４１：４０．９３� ３８．２�
３６ ノーティーズファン 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一谷 雄史氏 畠山 吉宏 浦河 細道牧場 B４６８＋ ８１：４１．３２� ２４０．２�
７１３ ダイワハンター 牡３鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ５３４＋１８１：４２．１５ ９８．０�
３５ シ ナ ト ラ 牡３青鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真神林 幸一氏 小西 一男 静内 畠山牧場 ４６０± ０ 〃 ハナ ２９．７�
２４ スイングエンジン 牡３栗 ５６ 郷原 洋司平井 裕氏 本郷 一彦 浦河 岡部牧場 ４７２ ―１：４２．４１� １６２．１�
８１６ ケイオーキング 牡３栗 ５６ 和田 竜二岡田甲子男氏 松山 将樹 新ひだか 筒井 征文 ４４８＋ ８１：４３．０３� ５１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，３６８，９００円 複勝： ３０，８５１，８００円 枠連： １７，９４６，７００円

普通馬連： ６２，２５８，６００円 馬単： ４１，４５３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，９３９，５００円

３連複： ７０，３７３，３００円 ３連単： １０２，４１７，１００円 計： ３６２，６０９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � １７０円 � １６０円 � １８０円 枠 連（６－８） １，２１０円

普通馬連 �� １，２８０円 馬 単 �� ２，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� ３９０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� １，７９０円 ３ 連 単 ��� １１，０８０円

票 数

単勝票数 計 １６３６８９ 的中 � ２１０５２（５番人気）
複勝票数 計 ３０８５１８ 的中 � ５０７６０（３番人気）� ５２３９０（２番人気）� ４３８０６（４番人気）
枠連票数 計 １７９４６７ 的中 （６－８） １１０１５（８番人気）
普通馬連票数 計 ６２２５８６ 的中 �� ３６１３０（５番人気）
馬単票数 計 ４１４５３１ 的中 �� １０７９８（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０９３９５ 的中 �� １０１０２（６番人気）�� １３９２０（２番人気）�� １０６４０（５番人気）
３連複票数 計 ７０３７３３ 的中 ��� ２９０８０（４番人気）
３連単票数 計１０２４１７１ 的中 ��� ６８２６（３１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．０―１２．５―１２．４―１２．５―１２．５―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．８―３５．８―４８．３―１：００．７―１：１３．２―１：２５．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウショウデザート �
�
父 デザートキング �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００８．７．１３ 函館１０着

２００６．２．２３生 牡３鹿 母 バージントウショウ 母母 タバサトウショウ ５戦１勝 賞金 ７，６００，０００円



１２０７５ ５月１６日 曇 良 （２１東京２）第７日 第３競走 ��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

５１０ ワーズワース 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣池谷 誠一氏 大竹 正博 むかわ 上水牧場 ４８８－ ８１：２５．７ １．５�

８１６ キングオブヘイロー 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二鈴木 義孝氏 小崎 憲 平取 坂東牧場 ４８０－ ８１：２６．１２� ５．８�
３５ ノボジュピター 牡３栗 ５６ 三浦 皇成�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４５０－ ４１：２６．６３ ８．８�
１２ ウザンハヤブサオー 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 優作棚網 基己氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 ４１８＋ ２１：２７．１３ ３２０．７�
７１３ トキメキヒーロー 牡３栗 ５６ 松岡 正海片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ４５０－ ２１：２７．２� ８．６�
４７ ポアントゥブルボン 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝臼井義太郎氏 高橋 裕 新ひだか 村上牧場 ４７０－ ８１：２７．３� １９．１�
６１１ アンハートキング 牡３鹿 ５６ 北村 友一立花 栄作氏 松永 康利 三石 松本牧場 ５２０± ０１：２７．５１� ３１２．４	
４８ カワキタラブポップ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二川島 吉男氏 武市 康男 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４８２＋ ２１：２７．６� ８９．３

７１４ スズオリーヴ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司小紫 芳夫氏 佐藤 全弘 三石 小河 豊水 ４４０－ ２１：２８．３４ ３０８．７�
６１２ ディアメガスター 牡３青鹿５６ 田中 勝春ディアレスト 宗像 義忠 静内 タイヘイ牧場 ５２４＋ ２１：２８．４� １１５．９�
５９ ケイアイシンドウ �３鹿 ５６ 柴山 雄一 �啓愛義肢材料販売所 秋山 雅一 新ひだか 松田 三千雄 B４８８＋１０１：２８．７１� ４５．５
２４ サルバドールワルツ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲草野 太郎則武 輝一氏 斎藤 宏 浦河 北俣ファーム ４９０＋ ２１：２８．８� １５６．９�
２３ フロンティーノ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義北村 和江氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド ４８８＋ ６ 〃 クビ ２０．０�
３６ トウカイボルドー 牡３鹿 ５６ 武士沢友治内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ４７４ ―１：２９．０１ ２０７．１�
８１５ デライトシチー 牡３鹿 ５６

５５ ☆藤岡 康太 �友駿ホースクラブ 松永 康利 日高 富川田中牧場 ５０８－１０１：２９．４２� ８０．３�
１１ マイネブルーム 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 根本 康広 新ひだか 平野牧場 ４１２＋ ４１：２９．５� １４１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，９１２，３００円 複勝： ５８，２１１，７００円 枠連： ２０，０８０，４００円

普通馬連： ５９，７０４，７００円 馬単： ５３，２５３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，２２９，４００円

３連複： ７０，５９７，５００円 ３連単： １３０，９５３，１００円 計： ４３６，９４２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � １９０円 枠 連（５－８） ３４０円

普通馬連 �� ４２０円 馬 単 �� ５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ２３０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� ９１０円 ３ 連 単 ��� ２，３３０円

票 数

単勝票数 計 ２２９１２３ 的中 � １２２５７１（１番人気）
複勝票数 計 ５８２１１７ 的中 � ４００３５９（１番人気）� ３９２３５（３番人気）� ３３９７４（４番人気）
枠連票数 計 ２００８０４ 的中 （５－８） ４４０９０（１番人気）
普通馬連票数 計 ５９７０４７ 的中 �� １０６４０６（１番人気）
馬単票数 計 ５３２５３８ 的中 �� ７１７９３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１２２９４ 的中 �� ２６６６０（２番人気）�� ２４１６５（３番人気）�� ８１４５（８番人気）
３連複票数 計 ７０５９７５ 的中 ��� ５７７４０（２番人気）
３連単票数 計１３０９５３１ 的中 ��� ４１５１３（４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．５―３５．２―４７．７―１：００．３―１：１２．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワーズワース �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２００９．４．２６ 東京３着

２００６．４．１生 牡３鹿 母 シンボルスカ 母母 ド ル ス ク ２戦１勝 賞金 ６，３００，０００円



１２０７６ ５月１６日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２１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

４６ ストロングマリオン 牡４黒鹿５９ 宗像 徹村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 ４６０－ ８３：２１．９ ３．５�

３４ レイザストレングス 牡６鹿 ６０ 穂苅 寿彦ディアレスト 松山 将樹 浦河 小島牧場 ４４４－ ４ 〃 クビ ３．５�
１１ リバルドボーイ 牡７鹿 ６０ 平沢 健治河野 保雄氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ５００－ ８３：２３．１７ １２．９�
６１０ カシマレジェンド 牡４鹿 ５９ 佐藤 聖也松浦 一久氏 佐藤 全弘 平取 原田 新治 ５３０＋ ２３：２３．６３ ２５．０�
７１２ メジロマシューズ 牡６栗 ６０ 山本 康志�メジロ牧場 尾関 知人 洞爺 メジロ牧場 ４８４＋ ４３：２４．４５ １３．６�
５７ マイサンシャイン �５黒鹿６０ 蓑島 靖典吉田 照哉氏 後藤 由之 千歳 社台ファーム ４７２－ ２３：２４．８２� １８．２�
４５ ステルスソニック 牡４黒鹿５９ 五十嵐雄祐細谷 典幸氏 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８＋ ２３：２５．５４ １４．０	
５８ マイネルアルセーヌ 牡４栗 ５９ 高野 和馬 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 門別 高橋牧場 ４６４＋ ６３：２６．１３� ５．７�
８１４� ベ ガ ブ ラ ン 牡４鹿 ５９ 浜野谷憲尚栗山 良子氏 松山 将樹 新冠 松浦牧場 ４８０－ ３３：２７．３７ ４２．４�
３３ ステラフィランテ 牝５青 ５８

５７ ▲草野 太郎 �キャロットファーム 松山 将樹 早来 ノーザンファーム ４５０＋１０３：２８．７９ １２．９
８１３ ユウターストライプ 牡５鹿 ６０ 柴田 大知上山 利広氏 嶋田 功 新冠 中本牧場 ４７８＋ ２３：２８．８� ６５．３�
６９ コスモアブソルート 牡７黒鹿６０ 柴田 未崎 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 八木農場 ５０６± ０３：３０．８大差 １９．５�
２２ コアレスレーサー 牡５黒鹿６０ 金子 光希小林 昌志氏 成島 英春 平取 高橋 幸男 ５３６＋ ６３：３７．３大差 ７７．９�
７１１� トラストエース 牡５鹿 ６０ 江田 勇亮菅波 雅巳氏 河野 通文 浦河 桑田牧場 ４６４＋ ２ （競走中止） ８５．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １０，９２３，８００円 複勝： １２，８２９，４００円 枠連： １６，７３６，９００円

普通馬連： ４４，９００，１００円 馬単： ３１，４１１，８００円 ワイド【拡大馬連】： １４，３９５，４００円

３連複： ５５，２１９，９００円 ３連単： ７６，３５９，７００円 計： ２６２，７７７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � ２８０円 枠 連（３－４） ４４０円

普通馬連 �� ６１０円 馬 単 �� １，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ７５０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� ２，２８０円 ３ 連 単 ��� ８，７６０円

票 数

単勝票数 計 １０９２３８ 的中 � ２４７５６（２番人気）
複勝票数 計 １２８２９４ 的中 � ２３７６８（２番人気）� ３１６８９（１番人気）� ９００３（５番人気）
枠連票数 計 １６７３６９ 的中 （３－４） ２８５８６（１番人気）
普通馬連票数 計 ４４９００１ 的中 �� ５５１９６（１番人気）
馬単票数 計 ３１４１１８ 的中 �� １８５１０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４３９５４ 的中 �� １４９９９（１番人気）�� ４３７７（７番人気）�� ４５８２（６番人気）
３連複票数 計 ５５２１９９ 的中 ��� １７９４１（３番人気）
３連単票数 計 ７６３５９７ 的中 ��� ６４３４（１０番人気）

上り １マイル １：４７．３ ４F ５２．７－３F ３９．４
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ストロングマリオン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Ogygian デビュー ２００７．７．２９ 新潟４着

２００５．２．１９生 牡４黒鹿 母 トロフィーポイント 母母 Tricky Game 障害：５戦１勝 賞金 １２，１００，０００円
〔競走中止〕 トラストエース号は，１周目７号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
〔制裁〕 ストロングマリオン号の騎手宗像徹は，２周目４コーナーで内側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。（５番への進路影

響）



１２０７７ ５月１６日 曇 良 （２１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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

８１４ ヒシセンチュリー 牡３栗 ５６ 内田 博幸阿部雅一郎氏 国枝 栄 新冠 カミイスタット ５１０＋ ６１：４８．８ １．４�

４６ 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 ４３０＋ ２１：４９．０１� ８．０�
６９ エ ス タ ー ナ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣島川 利子氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド ４５２－ ４１：４９．１� １６．２�
１１ メジロテンダー 牡３黒鹿５６ 和田 竜二�メジロ牧場 大久保洋吉 浦河 まるとみ冨岡牧場 B５２４－ ６１：４９．３１� １５．９�
３３ メジロフェーム 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真�メジロ牧場 久保田貴士 洞爺湖 メジロ牧場 ４２６± ０１：４９．５１� １５．７�
６１０ シャドウノート 牝３黒鹿５４ 田中 勝春飯塚 知一氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B４６８＋ ８１：４９．６� ２４．７�
４５ フローラルウインド 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 奥平 雅士 洞爺湖 メジロ牧場 ４３８－ ４ 〃 アタマ １１．８

３４ サスライノテイオー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司�キヨタケ牧場 清水 利章 静内 キヨタケ牧場 ４６０－ ８ 〃 アタマ ３１．３�
８１３ ハ ク サ ン 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一篠� 恒雄氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 ４２２－ ８１：５０．７７ １７９．１�
２２ マチカネビャッコ 牡３芦 ５６ 小林 久晃細川 益男氏 高橋 祥泰 静内 千代田牧場 ４３４± ０１：５１．１２� ４４．２
７１１ ウエスタンルパン 牡３栗 ５６

５５ ☆藤岡 康太西川 賢氏 田中 清隆 静内 北西牧場 ４５２± ０１：５１．４２ ３２０．３�
７１２ チョットグルービー 牝３栗 ５４ 武士沢友治北所 直人氏 水野 貴広 静内 友田牧場 B４１４－ ４１：５１．７２ ２７１．４�
５８ カミノスカーレット 牝３鹿 ５４ 郷原 洋司保手浜弘規氏 小林 常泰 浦河 大柳ファーム ４５８± ０１：５１．８� ３１３．０�
５７ オーマイマミー 牝３黒鹿５４ 柴田 大知星野 壽市氏 高松 邦男 日高 前野牧場 ４６６＋１８１：５３．６大差 ４０５．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２２，５５７，０００円 複勝： ５８，６５８，５００円 枠連： ２１，６４０，７００円

普通馬連： ５７，９５６，２００円 馬単： ６０，６４５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，７６６，５００円

３連複： ６４，１６７，３００円 ３連単： １３９，３３４，０００円 計： ４４５，７２５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １００円 � １４０円 � １９０円 枠 連（４－８） ２３０円

普通馬連 �� ４００円 馬 単 �� ４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ２６０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ８７０円 ３ 連 単 ��� １，８８０円

票 数

単勝票数 計 ２２５５７０ 的中 � １３４４３４（１番人気）
複勝票数 計 ５８６５８５ 的中 � ４１３８０１（１番人気）� ５５３５１（２番人気）� ２８５１１（３番人気）
枠連票数 計 ２１６４０７ 的中 （４－８） ７００８１（１番人気）
普通馬連票数 計 ５７９５６２ 的中 �� １０８２１３（１番人気）
馬単票数 計 ６０６４５２ 的中 �� ９２３６３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０７６６５ 的中 �� ３４１６０（１番人気）�� ２０２９６（２番人気）�� ７４３６（９番人気）
３連複票数 計 ６４１６７３ 的中 ��� ５４９０８（１番人気）
３連単票数 計１３９３３４０ 的中 ��� ５４８３３（１番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．３―１１．９―１２．３―１２．３―１２．１―１１．８―１１．７―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．２―３６．１―４８．４―１：００．７―１：１２．８―１：２４．６―１：３６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．１―３F３６．０

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

勝馬の
紹 介

ヒシセンチュリー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Woodman デビュー ２００８．８．１７ 新潟８着

２００６．３．１３生 牡３栗 母 ヒシショウコ 母母 Forladiesonly ５戦１勝 賞金 ９，６００，０００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〕 オーマイマミー号は，平成２１年７月１６日まで平地競走に出走できない。
※メジロフェーム号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１２０７８ ５月１６日 曇 良 （２１東京２）第７日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時００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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

８１６ ダノンヒデキ 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二�ダノックス 加藤 征弘 早来 ノーザンファーム ４８０－１２１：３４．８ ６．５�

３６ 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± ０１：３５．２２� ４．３�

３５ モンテアルベルト 牡３栗 ５６ 柴田 善臣毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 B４７２＋ ４１：３５．３� ７．２�
１１ ス ペ ッ ク 牡３鹿 ５６ 田中 勝春山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 澤田 嘉隆 ４５０－ ２１：３５．４� ２８．６�
４８ ロラパルーザ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二�樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 ４８０－ ２ 〃 クビ ３８．９�
７１４� レ ン デ ィ ル 牡３芦 ５６ 北村 宏司広尾レース� 藤沢 和雄 愛 Rockhart

Trading Ltd ４９４＋ ６１：３５．５クビ ５．５�
６１１ ノアブレイク 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹佐山 公男氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 ４７２± ０１：３５．６� １１１．７	
１２ キンセイポラリス 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真山田 裕仁氏 矢作 芳人 門別 天羽牧場 ３９４－ ２ 〃 アタマ ５０．６

２３ スマイルキング 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成齊藤四方司氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 ４９４－ ２ 〃 ハナ ４７．９�
５１０ 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 B４８２＋ ６ 〃 アタマ ８．７�
５９ ロイヤルロード 牡３鹿 ５６ 北村 友一森 保彦氏 池上 昌弘 新ひだか 須甲牧場 ５１４＋ ８１：３５．７� ４２．５
２４ シャイニーデザート 牡３黒鹿５６ 内田 博幸小林 昌志氏 尾形 充弘 新ひだか 沖田 博志 ５１２＋ ４ 〃 クビ ５．７�
８１５ エフティレガシー 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム B４４０± ０１：３５．８� ５０．５�
４７ コハクジョー 牡３芦 ５６ 松岡 正海河内 孝夫氏 伊藤 伸一 新冠 大狩部牧場 ４９０± ０ 〃 クビ ３０．７�
７１３ メイショウデューイ 牡３鹿 ５６ 武 豊松本 和子氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４９０＋ ２１：３６．０１	 １４．２�
６１２ ティアップシンゲキ 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一田中 昇氏 杉浦 宏昭 門別 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４６４－ ２１：３６．４２� １３２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，０９９，７００円 複勝： ３６，９８９，０００円 枠連： ２４，８９７，６００円

普通馬連： ７９，１４８，９００円 馬単： ４９，９０１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，２１８，３００円

３連複： ８５，１４９，４００円 ３連単： １２９，４６２，３００円 計： ４５３，８６７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２４０円 � １５０円 � ２３０円 枠 連（３－８） ６６０円

普通馬連 �� １，３００円 馬 単 �� ２，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� ８１０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ２，３９０円 ３ 連 単 ��� １３，５３０円

票 数

単勝票数 計 ２３０９９７ 的中 � ２８２６１（４番人気）
複勝票数 計 ３６９８９０ 的中 � ３６３５４（６番人気）� ８０２２８（１番人気）� ３７９０３（５番人気）
枠連票数 計 ２４８９７６ 的中 （３－８） ２８２０２（２番人気）
普通馬連票数 計 ７９１４８９ 的中 �� ４５０７９（４番人気）
馬単票数 計 ４９９０１９ 的中 �� １３００２（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５２１８３ 的中 �� １１９６５（５番人気）�� ７４１２（９番人気）�� １２３２８（４番人気）
３連複票数 計 ８５１４９４ 的中 ��� ２６３９９（５番人気）
３連単票数 計１２９４６２３ 的中 ��� ７０６５（２７番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１２．１―１２．１―１２．５―１１．４―１１．５―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．４―３５．５―４７．６―１：００．１―１：１１．５―１：２３．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンヒデキ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００８．８．１７ 札幌１着

２００６．３．２生 牡３黒鹿 母 ハリウッドレビュー 母母 ダンサーズシューズ ７戦２勝 賞金 ２２，５０３，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。



１２０７９ ５月１６日 曇 良 （２１東京２）第７日 第７競走 ��１，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時３０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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

５９ サニーラブカフェ 牝５鹿 ５５ 武 豊西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 ４９２＋ ２１：３８．５ ３．５�

３６ ハ エ ヌ キ 牝４黒鹿５５ 柴田 善臣�グランド牧場 高橋 祥泰 静内 グランド牧場 ４９６－ ４１：３８．６� ８．８�
４８ � シーガルサリー 牝５栗 ５５ 三浦 皇成齊藤四方司氏 堀 宣行 門別 下河辺牧場 ４４８＋１０ 〃 クビ ８．５�
６１２� スティングマリー 牝４栗 ５５ 和田 竜二青木 基秀氏 岩戸 孝樹 新冠 山岡牧場 ４７６＋１２１：３８．９２ ２２５．４�
１１ ニシノキンレンポ 牝５青 ５５

５２ ▲伊藤 工真西山 茂行氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 B４７６＋ ４１：３９．０クビ ３９．３�
６１１� ゴールデンプライズ 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義 �社台レースホース中川 公成 千歳 社台ファーム ４７８＋ ８１：３９．３２ ４１．５�
４７ ペ チ カ 牝５芦 ５５ 藤田 伸二吉田 照哉氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム ４７２＋ ６ 〃 ハナ ５．８	
１２ クリノラプソディー 牝５鹿 ５５ 横山 典弘栗本 博晴氏 須貝 尚介 門別 沖田牧場 ５０６－ ２１：３９．４� １２．２

８１５� タ ツ キ セ キ 牝４栗 ５５ 北村 宏司鈴木 昭作氏 根本 康広 新冠 松本 信行 ４８６－ ８１：３９．５クビ ４０．１�
２４ � エムアイティアラ 牝５鹿 ５５ 武士沢友治礒川 正明氏 佐々木亜良 静内（有）石川牧場 ４７８＋ ８１：３９．７１ ４．４�
５１０ ビターオレンジ 牝５栗 ５５ 内田 博幸 �社台レースホース萩原 清 千歳 社台ファーム B４５２± ０ 〃 アタマ ２０．７
７１３ ルートファイブ 牝４黒鹿５５ 松岡 正海佐々木 徹氏 斎藤 誠 門別 正和山本牧場 ４６６－ ４ 〃 ハナ １９．９�
２３ シャインジュエリー 牝５鹿 ５５

５４ ☆藤岡 康太�宮内牧場 石栗 龍彦 浦河 宮内牧場 ４５６＋ ６１：４０．３３� ２９１．８�
７１４ デ ル マ ベ ガ 牝４栗 ５５ 勝浦 正樹浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 門別 ファニーヒルファーム ４８０－ ６１：４０．５� ６１．８�
８１６ ナムラテルテル 牝４黒鹿５５ 後藤 浩輝奈村 信重氏 田村 康仁 門別 いとう牧場 ４６６＋ ４１：４０．７１� １８．３�
３５ � トーセンクレスト 牝４鹿 ５５

５２ ▲草野 太郎島川 �哉氏 斎藤 宏 千歳 社台ファーム ４５４± ０１：４３．５大差 ８５．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，１０３，４００円 複勝： ３１，２５３，４００円 枠連： ２３，８６５，３００円

普通馬連： ８１，５３９，６００円 馬単： ４８，４７８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，３１３，１００円

３連複： ８４，８９８，７００円 ３連単： １２７，８６１，２００円 計： ４４３，３１３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １７０円 � ２４０円 � ３２０円 枠 連（３－５） １，３３０円

普通馬連 �� １，６５０円 馬 単 �� ２，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� ８３０円 �� １，３４０円

３ 連 複 ��� ５，８８０円 ３ 連 単 ��� ２７，１３０円

票 数

単勝票数 計 ２０１０３４ 的中 � ４５４３４（１番人気）
複勝票数 計 ３１２５３４ 的中 � ６１４０８（１番人気）� ３２８３９（４番人気）� ２２２２４（５番人気）
枠連票数 計 ２３８６５３ 的中 （３－５） １３３２５（５番人気）
普通馬連票数 計 ８１５３９６ 的中 �� ３６６６３（４番人気）
馬単票数 計 ４８４７８６ 的中 �� １２６０８（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５３１３１ 的中 �� １０１８９（４番人気）�� ７５６９（８番人気）�� ４４９８（１８番人気）
３連複票数 計 ８４８９８７ 的中 ��� １０６７２（１７番人気）
３連単票数 計１２７８６１２ 的中 ��� ３４７９（６４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．５―３５．３―４７．７―１：００．３―１：１２．５―１：２５．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サニーラブカフェ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー ２００６．８．２６ 札幌７着

２００４．４．３０生 牝５鹿 母 マイサニーカフェ 母母 ナプシャルアグリーメント ２５戦２勝 賞金 ３４，４３０，０００円
〔発走状況〕 ペチカ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ペチカ号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 アメリカンヒロイン号・ドナヴィラージュ号・マロンティアラ号・メイショウコレット号



１２０８０ ５月１６日 曇 良 （２１東京２）第７日 第８競走 ��
��２，１００�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

２：０６．７
２：０５．９

良

良

１１ フェイクスパ 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義山上 和良氏 中川 公成 浦河 谷口牧場 ５０２－１６２：１３．８ １５．７�

７１２ メイショウオニカゲ 牡４黒鹿５７ 和田 竜二松本 好雄氏 安田 隆行 門別 下河辺牧場 ４６２＋ ２２：１４．０１� ２０．７�
６９ エアシャムス �５栗 ５７ 後藤 浩輝 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ５０４＋１２２：１４．１クビ １８．６�
４６ 	 スリーサンカリスマ 牡４鹿 ５７ 北村 友一永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７２－ ６２：１４．４１
 ９．３�
２２ メイショウコレット 牝５栗 ５５ 武 豊松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 ４４８＋ ４ 〃 アタマ １３．２�
４５ キングブライト 牡５鹿 ５７ 内田 博幸浅野 恭秀氏 矢野 英一 様似 清水スタッド B４８８± ０ 〃 ハナ ４．４�
３４ ライトニングラン 牡４栗 ５７ 三浦 皇成 	ノースヒルズマネ

ジメント 尾関 知人 三石 土居 忠吉 ５１８± ０２：１４．６１� ６．８

７１１ アルファヨンジュン 牡４青鹿５７ 武士沢友治�貴悦 尾関 知人 三石 澤田 嘉隆 ５１６－ ４２：１４．８１ １９６．４�
５８ マイネルアーバニタ 牡５栗 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム ４７２－ ４２：１５．０１� ３．９�
６１０ ニシノテンクウ 牡４芦 ５７

５４ ▲伊藤 工真西山 茂行氏 小西 一男 鵡川 西山牧場 B４８２－ ４２：１５．４２� ２１．４
８１４ ピサノシェンロン 牡５栗 ５７ 青木 芳之市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 B５１８± ０２：１６．０３� １５．７�
３３ スガノゴールド 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一菅原 光博氏 松永 康利 静内 グランド牧場 ４５２＋ ２２：１６．８５ １１２．０�
８１３	 ワンダーティンバー 牡５栗 ５７ 北村 宏司山本 信行氏 阿部 新生 新冠 村上牧場 ４８８－ ６２：１７．０１� １２２．６�
５７ 	 ピースオブレグルス 牡６芦 ５７

５６ ☆藤岡 康太阿部榮乃進氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 ４７０＋ ２２：１７．６３� ６．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，２８６，２００円 複勝： ３３，０２３，２００円 枠連： ２５，７４８，９００円

普通馬連： ８５，５７７，５００円 馬単： ５２，５７２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，７２１，３００円

３連複： ８９，７４４，１００円 ３連単： １４０，９３３，４００円 計： ４７３，６０７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５７０円 複 勝 � ５６０円 � ６４０円 � ６４０円 枠 連（１－７） １２，３００円

普通馬連 �� １４，１３０円 馬 単 �� ２８，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，６９０円 �� ５，２３０円 �� ５，１００円

３ 連 複 ��� １０８，０５０円 ３ 連 単 ��� ７２２，２９０円

票 数

単勝票数 計 ２０２８６２ 的中 � １０１８３（８番人気）
複勝票数 計 ３３０２３２ 的中 � １５８６１（８番人気）� １３６８２（９番人気）� １３６０８（１０番人気）
枠連票数 計 ２５７４８９ 的中 （１－７） １５４６（３０番人気）
普通馬連票数 計 ８５５７７５ 的中 �� ４４７２（４６番人気）
馬単票数 計 ５２５７２６ 的中 �� １３４９（９１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５７２１３ 的中 �� １３５２（５１番人気）�� １２１０（５４番人気）�� １２４２（５３番人気）
３連複票数 計 ８９７４４１ 的中 ��� ６１３（１９５番人気）
３連単票数 計１４０９３３４ 的中 ��� １４４（１１５５番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
６．９―１８．８―３１．８―４５．１―５８．６―１：１１．８―１：２４．５―１：３７．０―１：４８．９―２：００．８

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

フェイクスパ �
�
父 ス キ ャ ン �

�
母父 ラシアンルーブル デビュー ２００７．１２．２ 中山９着

２００５．５．２９生 牡４黒鹿 母 ア エ ル 母母 ホマレノグレイス １６戦２勝 賞金 ２０，８７０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔その他〕 ピースオブレグルス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ピースオブレグルス号は，平成２１年６月１６日まで出走できない。
※ピサノシェンロン号・メイショウコレット号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１２０８１ ５月１６日 曇 良 （２１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 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．２
１：５６．４

良

良

４８ カルカソンヌ 牡３芦 ５６ 藤岡 康太 �キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４８８－ ２１：５９．７ ９．４�

７１３ シングンレジェンド 牡３鹿 ５６ 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４４２± ０ 〃 アタマ １３７．１�
２４ ロードパンサー 牡３栗 ５６ 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 久保田貴士 三石 ケイアイファーム ４７４－ ２２：００．３３� １３．９�
１２ リワードアリオン 牡３鹿 ５６ 横山 典弘宮崎忠比古氏 後藤 由之 浦河 有限会社

リワード ４５４＋ ４ 〃 ハナ ３．７�
８１７ ハギノバロンドール 牡３栗 ５６ 武 豊日隈 良江氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４＋ ２ 〃 クビ ６．０�
５９ ゴールドスパークル 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �社台レースホース手塚 貴久 新ひだか 静内白井牧場 ４２０± ０２：００．４� ４０．７	
５１０ ヘディングマキ 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成渡邊 隆氏 古賀 慎明 苫小牧 藤沢 武雄 ４８０－ ２ 〃 アタマ ２５．２

３６ ガンズオブナバロン 牡３黒鹿５６ 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４５２－ ２２：００．６１� ４．３�
６１２ メジロルマン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春�メジロ牧場 菊川 正達 洞爺湖 メジロ牧場 ４９６＋ ２２：０１．０２� １６．６�
１１ マイネルアヴァル 牡３黒鹿５６ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 平取 スガタ牧場 ４８８＋ ６ 〃 クビ ４８．２
８１６ フサイチナガラガワ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝関口 房朗氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 ４６８－ ２２：０１．１� ２２．０�
６１１ タイセイダンサー 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新冠 アラキフアーム ４４０± ０２：０１．６３ ７４．０�
７１４ ミヤビリュウオー 牡３鹿 ５６ 北村 友一村上 義勝氏 戸田 博文 浦河 大成牧場 ４６２－ ４２：０１．８� １４０．９�
３５ ケイアイドウソジン 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 新冠 村田牧場 ４８６＋ ６２：０２．１１� ８．６�
２３ ビンテージチャート 牡３栗 ５６ 藤田 伸二 �キャロットファーム 上原 博之 早来 ノーザンファーム ５０６± ０２：０２．３１� １８．７�
４７ メジロベンハー 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹�メジロ牧場 柴田 政人 洞爺 メジロ牧場 ４９２－ ２２：０２．６１� １４０．１�
８１５	 モエレオフィシャル 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一西森 鶴氏 高木 登 三石 松本牧場 ５０４－ ２２：０３．０２� ９８．０�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ３４，４６７，６００円 複勝： ５７，１９６，８００円 枠連： ４０，４９８，２００円

普通馬連： １５３，２３９，０００円 馬単： ７８，７１６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，０１５，９００円

３連複： １４６，５８２，４００円 ３連単： ２６３，０７３，０００円 計： ８１３，７８９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９４０円 複 勝 � ３５０円 � ３，１９０円 � ４１０円 枠 連（４－７） １５，２３０円

普通馬連 �� ７３，５８０円 馬 単 �� １０５，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５，３９０円 �� １，８００円 �� ２０，２８０円

３ 連 複 ��� ２３９，３４０円 ３ 連 単 ��� １，７８１，１８０円

票 数

単勝票数 計 ３４４６７６ 的中 � ２９１００（５番人気）
複勝票数 計 ５７１９６８ 的中 � ４７１０６（５番人気）� ４１２５（１６番人気）� ３８５４３（６番人気）
枠連票数 計 ４０４９８２ 的中 （４－７） １９６３（３０番人気）
普通馬連票数 計１５３２３９０ 的中 �� １５３７（９７番人気）
馬単票数 計 ７８７１６５ 的中 �� ５５２（１７５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４００１５９ 的中 �� ６３２（９７番人気）�� ５６３６（２０番人気）�� ４７９（１０９番人気）
３連複票数 計１４６５８２４ 的中 ��� ４５２（３５６番人気）
３連単票数 計２６３０７３０ 的中 ��� １０９（２２５０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．９―３５．５―４７．２―５９．４―１：１１．６―１：２３．９―１：３５．７―１：４７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．８

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

勝馬の
紹 介

カルカソンヌ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Kaldoun デビュー ２００８．１１．８ 京都７着

２００６．４．２生 牡３芦 母 オーベルゲイド 母母 Anna Edes ９戦２勝 賞金 ２３，６３１，０００円



１２０８２ ５月１６日 曇 良 （２１東京２）第７日 第１０競走 ��
��１，６００�

ろ く し ゃ

六 社 特 別
発走１５時１０分 （芝・左）
４歳以上，１，０００万円以下，２０．５．１７以降２１．５．１０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

１１ ツ ー ピ ー ス 牡４鹿 ５４ 北村 友一安井 栄蔵氏 北出 成人 門別 ナカノファーム B４７８－ ２１：３３．４ １７．７�

２４ � ナミダガキラリ 牝４栗 ５２ 松岡 正海小林けい子氏 荒川 義之 米 Shadai Farm ４５０± ０ 〃 ハナ ２４．５�
２３ � セプターレイン 牡７鹿 ５５ 北村 宏司 �社台レースホース古賀 慎明 白老 白老ファーム ４５８－１０ 〃 クビ ２４．２�
５９ ホ ク レ レ 牝５鹿 ５３ 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 後藤 由之 千歳 社台ファーム ４７６＋ ８１：３３．５クビ ６．０�
８１６ ディープスピリット 牡５鹿 ５６ 藤田 伸二深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 大栄牧場 ４５８± ０ 〃 クビ ６．３�
３６ � オセアニアボス 牡４青鹿５６ 武 豊�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry

Hill Stud ４８８－ ２１：３３．７１ ３．３	
７１３ マジックビクトリア 牝５鹿 ５２ 和田 竜二鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 ４６６－ ２１：３３．８� ３２．６

３５ メイショウマリア 牝４青 ５３ 柴田 善臣松本 和子氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４７８± ０１：３４．０１ ４．３�
１２ � アロマンシェス 牡５鹿 ５６ 後藤 浩輝伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 ４６０－ ４ 〃 クビ ２５．６�
８１８ ニシノアンサー 牡６栗 ５４ 勝浦 正樹西山 茂行氏 水野 貴広 鵡川 西山牧場 ４９０－ ８１：３４．１	 １９６．５
６１１ ヴ ン ダ ー 牡８黒鹿５３ 田中 勝春幅田 昌伸氏 庄野 靖志 門別トヨサトアライファーム ４９４－ ６１：３４．２� ８３．６�
５１０ ゼンノモナルカ 牡５黒鹿５５ 三浦 皇成大迫久美子氏 藤岡 範士 三石 水上 習孝 B４７２＋ ２ 〃 アタマ ３６．４�
４８ アップグレーデッド 牡５芦 ５４ 蛯名 正義�大樹ファーム 加藤 和宏 新冠 パカパカ

ファーム ４８２＋ ６１：３４．５２ ２５．４�
６１２ マイネルフェスタ 牡４鹿 ５４ 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 平取 船越 伸也 ５２２± ０１：３４．６クビ ３７．６�
７１５� ジェイドファスト 牡４鹿 ５４ 石神 深一松平 恭司氏 佐藤 吉勝 門別 松平牧場 ４５４－ ２１：３４．７� ２９３．５�
４７ ジョウテンロマン 牡６栗 ５４ 横山 典弘田邉 久男氏 二ノ宮敬宇 静内 千代田牧場 ４８６± ０１：３４．８	 ３１．４�
８１７ アサヒバロン 牡５鹿 ５５ 柴山 雄一寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ５３２＋１０１：３５．４３� ３０．３�
７１４ キタノオーロラ 牝４栗 ５１ 郷原 洋司�木村牧場 高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４７８＋ ２ 〃 ハナ １９１．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３４，９３４，６００円 複勝： ６０，６５４，７００円 枠連： ４９，３４３，７００円

普通馬連： １８７，３８８，０００円 馬単： １００，２１３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，４１７，５００円

３連複： １７６，９８６，３００円 ３連単： ３２８，１７０，５００円 計： ９８４，１０８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７７０円 複 勝 � ７２０円 � ７５０円 � ６３０円 枠 連（１－２） ４，０３０円

普通馬連 �� １５，１９０円 馬 単 �� ３１，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，２６０円 �� ６，１２０円 �� ４，９８０円

３ 連 複 ��� ８８，３８０円 ３ 連 単 ��� ４６４，８６０円

票 数

単勝票数 計 ３４９３４６ 的中 � １５５７７（５番人気）
複勝票数 計 ６０６５４７ 的中 � ２２１３３（６番人気）� ２１０８７（７番人気）� ２５８５９（５番人気）
枠連票数 計 ４９３４３７ 的中 （１－２） ９０４５（１５番人気）
普通馬連票数 計１８７３８８０ 的中 �� ９１０６（４７番人気）
馬単票数 計１００２１３０ 的中 �� ２３６５（９７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６４１７５ 的中 �� ２６９３（４７番人気）�� １８６３（６１番人気）�� ２２９７（５２番人気）
３連複票数 計１７６９８６３ 的中 ��� １４７８（２３６番人気）
３連単票数 計３２８１７０５ 的中 ��� ５２１（１１７７番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．８―１１．２―１１．１―１１．７―１１．６―１２．５―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．０―２２．８―３４．０―４５．１―５６．８―１：０８．４―１：２０．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．３―３F３６．６
３ １８＝１，８（４，１４）（６，１７）２（１３，１６）９，３（５，１０）１５－（１２，７）１１ ４ １８＝１，８（４，１４）（６，１７）２，１６（１３，９）３，１０，５（１２，１５）７，１１

勝馬の
紹 介

ツ ー ピ ー ス �
�
父 エイシンワシントン �

�
母父 エアダブリン デビュー ２００８．６．１４ 中京３着

２００５．５．１６生 牡４鹿 母 フ ジ リ ュ ー 母母 サリーキーストン ９戦３勝 賞金 ３４，５３９，０００円
〔制裁〕 ツーピース号の騎手北村友一は，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１００，０００円。（８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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 クリノラブゴールド号・ジャングルテクノ号・テントゥワン号・ドリームスカイラブ号



１２０８３ ５月１６日 曇 良 （２１東京２）第７日 第１１競走 ��
��１，４００�第５４回京王杯スプリングカップ（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （芝・左）
４歳以上；負担重量は，５７�，牝馬２�減，２０．５．１７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，２０．５．１６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 １，４４２，０００円 ４１２，０００円 ２０６，０００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

６１１ スズカコーズウェイ 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝永井 啓弍氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ４７８± ０１：２０．６ １４．３�

１２ トウショウカレッジ 牡７鹿 ５７ 内田 博幸トウショウ産業� 池添 兼雄 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ５４６－１２ 〃 クビ ６．６�

２４ � ファリダット 牡４青鹿５７ 武 豊前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills
Management ４６６－ ２１：２０．７クビ ５．０�

７１５ タマモホットプレイ 牡８栗 ５７ 武士沢友治タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４８０＋１２１：２０．８� ２４８．８�
１１ タケミカヅチ 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ５１０± ０１：２０．９クビ ８．５�
３５ イ ー ス タ ー 牡６青鹿５７ 横山 典弘吉田 勝己氏 平田 修 早来 ノーザンファーム ４５４－ ２ 〃 クビ ２３．７	
４８ スマイルジャック 牡４黒鹿５７ 田中 勝春齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 ４８０＋ ４ 〃 ハナ ４．７

７１３ ソルジャーズソング 牡７栗 ５７ 北村 友一 �サンデーレーシング 鮫島 一歩 白老 白老ファーム ５１０－ ２１：２１．０	 １４．１�
３６ 
 スピードタッチ 牡６鹿 ５７ 藤岡 康太冨沢 敦子氏 崎山 博樹 様似 長田 操 ５２４＋ ２ 〃 ハナ ２７．５�
８１８ ウエスタンダンサー 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義西川 賢氏 崎山 博樹 静内 北西牧場 ４９４－ ２ 〃 ハナ ７１．６
５９ ボストンオー 牡４芦 ５７ 和田 竜二ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４８６＋１２ 〃 ハナ ４２．８�
８１６ マイネルファルケ 牡４鹿 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ５２２－ ４ 〃 ハナ １０．０�
４７ リザーブカード 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４９４－ ６１：２１．１クビ ８．５�
６１２ マヤノツルギ 牡５黒鹿５７ 藤田 伸二田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ５１８＋ ２ 〃 ハナ １９．７�
８１７ レオマイスター 牡４栗 ５７ 北村 宏司�レオ 古賀 慎明 門別 若林 武雄 ４９０－ ８１：２１．２� １７１．１�
７１４ カネトシツヨシオー 牡６鹿 ５７ 勝浦 正樹兼松 利男氏 野村 彰彦 千歳 社台ファーム ４８２－ ４ 〃 クビ ５０．０�
５１０� ステキシンスケクン 牡６鹿 ５７ 伊藤 工真榮 義則氏 森 秀行 米 Monticule ４５８－ １１：２１．５１� ５４．２�
２３ トーセンクラウン 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一島川 �哉氏 菅原 泰夫 三石 山際牧場 ４６６＋ ２ 〃 クビ １３４．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １１１，９７９，９００円 複勝： １７３，０９８，５００円 枠連： １３２，７９９，２００円

普通馬連： ６６８，５００，０００円 馬単： ３２４，９１３，３００円 ワイド【拡大馬連】： １６４，７５２，４００円

３連複： ７４８，０６０，７００円 ３連単： １，３６５，１５２，４００円 計： ３，６８９，２５６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４３０円 複 勝 � ４００円 � ２２０円 � ２１０円 枠 連（１－６） １，６７０円

普通馬連 �� ４，５００円 馬 単 �� １０，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５００円 �� １，６００円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ８，２５０円 ３ 連 単 ��� ６４，５９０円

票 数

単勝票数 計１１１９７９９ 的中 � ６１７７５（８番人気）
複勝票数 計１７３０９８５ 的中 � ９８３５７（８番人気）� ２２９０９９（３番人気）� ２３８２１３（２番人気）
枠連票数 計１３２７９９２ 的中 （１－６） ５８８７０（７番人気）
普通馬連票数 計６６８５０００ 的中 �� １０９６６７（２２番人気）
馬単票数 計３２４９１３３ 的中 �� ２３６９８（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１６４７５２４ 的中 �� ２６５１９（１９番人気）�� ２４８１０（２２番人気）�� ６４６６８（３番人気）
３連複票数 計７４８０６０７ 的中 ��� ６６９８４（２８番人気）
３連単票数 計１３６５１５２４ 的中 ��� １５５９９（２１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．０―３５．１―４６．４―５７．４―１：０８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．５―３F３４．２
３ １２（１６，１８）（９，１５）（５，１１，１０）（２，６，１３）（４，８，１７）（７，１４）（１，３） ４ ・（１２，１６）（９，１５，１８）１０（５，１１）（２，６，１３，１７）（４，８，１４）７（１，３）

勝馬の
紹 介

スズカコーズウェイ �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 French Deputy デビュー ２００６．１１．１２ 京都３着

２００４．３．２２生 牡５栗 母 フレンチリヴィエラ 母母 Actinella ２１戦６勝 賞金 １７０，８１４，０００円
〔制裁〕 ソルジャーズソング号の騎手北村友一は，３コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（８番への進路影響）

スピードタッチ号の騎手藤岡康太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（７番への進路影響）
スズカコーズウェイ号の騎手後藤浩輝は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（２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１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１１頭 アドマイヤホクト号・ウエスタンマックス号・コスモシンドラー号・コレデイイノダ号・タイキジリオン号・

トウショウヴォイス号・ピサノパテック号・フジサイレンス号・ブラックバースピン号・ライムキャンディ号・
レインダンス号



１２０８４ ５月１６日 曇 良 （２１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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

１１ スピードアタック 牡４青鹿５７ 武 豊齋藤 文男氏 小崎 憲 平取 清水牧場 ５１６－ ２１：１７．６ ２．８�

４７ セイコースペシャル 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣竹國 弘氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ４８６＋ ２１：１７．７� ６．２�
６１１ エ ノ ク 牡５栗 ５７ 郷原 洋司 �サンデーレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５１４＋１４１：１７．８� ３．８�
５１０ カラベルラティーナ 牝５鹿 ５５ 内田 博幸 �キャロットファーム 奥平 雅士 早来 ノーザンファーム ４３８＋ ８１：１８．９７ １０．４�
５９ ツウカイヤスナム 牝４鹿 ５５

５４ ☆藤岡 康太木村 直樹氏 天間 昭一 三石 萩澤 泰博 B４８８－１０ 〃 クビ １８．０�
７１４ ユ ウ コ ン 牡５鹿 ５７ 北村 宏司小田切有一氏 古賀 慎明 門別 浦新牧場 ４７６－ ８１：１９．０クビ ６４．７�
２３ テイエムゲンキボ 牡５黒鹿５７ 武士沢友治竹園 正繼氏 中野渡清一 静内 岡田 猛 ５００－ ２ 〃 クビ ３６．９	
８１５� トーホウカラブラン 牡５青鹿５７ 和田 竜二東豊物産
 古賀 史生 門別 竹島 幸治 ５１０＋ ２１：１９．１クビ ５２．８�
３６ グレイスフルムーヴ 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義有限会社シルク佐藤 吉勝 門別 ヤナガワ牧場 B４５０－ ２ 〃 クビ ４２．４�
７１３ リ ュ ウ メ イ 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹福井 章哉氏 清水 英克 森 笹川大晃牧場 ４６０－ ２１：１９．２クビ １１．５
４８ チ ェ ル カ 牝４鹿 ５５ 横山 典弘 �キャロットファーム 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ５４０－ ４１：１９．３� ４４．８�
２４ 	 ファインセンテンス 牡６栗 ５７ 柴山 雄一前田 幸治氏 和田 正道 米 M. LaDona

Hudson B５３０－ ６１：１９．７２
 １９３．７�
６１２	 フェスティバルイヴ �４黒鹿５７ 北村 友一前田 幸治氏 和田 正道 米 Brereton

C. Jones ４６４＋ ６１：２０．２３ ３７．９�
８１６ タニノジュレップ 牝４栗 ５５ 田中 勝春谷水 雄三氏 松田 国英 静内 カントリー牧場 ４３２＋１２１：２０．３クビ ３８．４�
１２ アクセプトアゲン 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 静内 三木田 明仁 B５１２＋ ４１：２０．８３ １７．６�
３５ スペシャルストック 牡１０鹿 ５７

５４ ▲大江原 圭大原 詔宏氏 大久保洋吉 様似 堀 利則 ５３４＋１０１：２１．３３ ２０１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，６３１，４００円 複勝： ５５，４３９，２００円 枠連： ４２，３４７，９００円

普通馬連： １５６，３３１，７００円 馬単： ９４，２７３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，７９３，０００円

３連複： １６７，６１５，０００円 ３連単： ３４３，１３３，５００円 計： ９４６，５６４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � １５０円 枠 連（１－４） ７４０円

普通馬連 �� ９３０円 馬 単 �� １，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ２６０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� １，１００円 ３ 連 単 ��� ５，８４０円

票 数

単勝票数 計 ４０６３１４ 的中 � １１８５０７（１番人気）
複勝票数 計 ５５４３９２ 的中 � １３４４１５（１番人気）� ８４４１９（３番人気）� ９６４６２（２番人気）
枠連票数 計 ４２３４７９ 的中 （１－４） ４２６４７（３番人気）
普通馬連票数 計１５６３３１７ 的中 �� １２５１４５（２番人気）
馬単票数 計 ９４２７３１ 的中 �� ４５４５６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６７９３０ 的中 �� ３１９２０（２番人気）�� ４９１６６（１番人気）�� ２７５９７（３番人気）
３連複票数 計１６７６１５０ 的中 ��� １１２５９８（１番人気）
３連単票数 計３４３１３３５ 的中 ��� ４３３８４（５番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．１―１１．０―１１．６―１１．９―１２．３―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１８．１―２９．１―４０．７―５２．６―１：０４．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スピードアタック �
�
父 ジョリーズヘイロー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００７．１１．２３ 京都２着

２００５．３．２８生 牡４青鹿 母 アラサンエーコー 母母 ミヤサンレデイ ７戦３勝 賞金 ３０，６５０，０００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 ダノンブライアン号



（２１東京２）第７日 ５月１６日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １９１頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
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

２７５，７９０，０００円
３，４１０，０００円
１９，９１０，０００円
３，２９０，０００円
２９，１００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６９，１３６，０００円
５，９４６，８００円
１，８９０，９００円

勝馬投票券売得金
３７５，８５８，１００円
６３９，４６３，１００円
４３４，６６２，８００円
１，６９５，２２０，４００円
９８０，７８０，６００円
４７３，３５４，１００円
１，８２９，７１３，１００円
３，２５９，５９３，８００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ９，６８８，６４６，０００円

総入場人員 ３２，８６９名 （有料入場人員 ３１，８８１名）




