
１２０８５ ５月１７日 曇 良 （２１東京２）第８日 第１競走 ��１，６００�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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

１１ クレバークリス 牝３芦 ５４ 勝浦 正樹田� 正明氏 小西 一男 浦河 岡崎牧場 ４７８－ ４１：３９．５ ２．３�

７１４ マエストラーレ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９４＋ ４１：４０．１３� ８．３�

２４ キューティガビー 牝３栗 ５４ 川田 将雅 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 斎藤 宏 新ひだか 塚尾牧場 ４６８＋ ８１：４０．４１� ５２．２�

６１１ ムーンライトソング 牝３鹿 ５４
５１ ▲伊藤 工真�松栄牧場 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 ４５４＋ ２ 〃 クビ ３．７�

３５ シーガルプリンセス 牝３鹿 ５４ 小林慎一郎森本 悳男氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４６４－ ２１：４０．８２� １０．７	
３６ スーパーオアシス 牝３鹿 ５４ 福永 祐一福島 実氏 嶋田 功 日高 沖田牧場 ４４４－ ２１：４１．０１� １６．３

４７ クレッシェンド 牝３黒鹿５４ 浜中 俊グリーンスウォード 天間 昭一 浦河 上山牧場 ４７８± ０１：４１．３１� ３２．０�
８１６ ビイーネマーヤ 牝３栗 ５４ 北村 宏司中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４１０＋ ４ 〃 アタマ １８９．７�
１２ ダイヤモンドフィズ 牝３栗 ５４ 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 新冠 パカパカ
ファーム ４５２＋ ４１：４１．６２ ６．５

２３ ハクシンアマゾーヌ 牝３鹿 ５４
５２ △宮崎 北斗新井原 博氏 高橋 祥泰 新冠 川上 悦夫 ４８８－ ２ 〃 クビ ７５．５�

５１０ シルクマイヒメ 牝３黒鹿５４ 武士沢友治有限会社シルク高木 登 新冠 富本 茂喜 ４５４－ ２１：４２．２３� ８５．７�
８１５ サワヤカトウショウ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一トウショウ産業� 浅野洋一郎 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４７８＋ ２１：４２．３クビ １８５．３�
５９ ミスハナウメノサト 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝田上 雅春氏 矢野 英一 静内 岡田スタツド B４８２＋ ４１：４２．５１� ７１．１�
７１３ ゴ ー バ ン ズ 牝３栗 ５４ 小牧 太�オリエント牧場 大竹 正博 新冠 オリエント牧場 ４８８－ ８１：４３．５６ ６８．９�
６１２ ブルーフォーチュン 牝３鹿 ５４ 小林 久晃桜井 欣吾氏 中野渡清一 静内 飛野牧場 ４５８＋ ６１：４３．８２ ２５７．９�
４８ トップパートナー 牝３黒鹿５４ 生野 賢一�藤沢牧場 高橋 裕 日高 佐々木 直孝 ４４８± ０１：４４．２２� ２４３．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，９３６，５００円 複勝： ２３，８６２，６００円 枠連： １７，２２３，９００円

普通馬連： ５９，６２８，６００円 馬単： ４４，８３６，３００円 ワイド【拡大馬連】： １９，３５２，６００円

３連複： ６７，５５２，８００円 ３連単： ９９，６６６，１００円 計： ３４８，０５９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １４０円 � ２９０円 � ９００円 枠 連（１－７） ６８０円

普通馬連 �� １，０９０円 馬 単 �� １，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５６０円 �� １，６６０円 �� ３，６４０円

３ 連 複 ��� １１，２２０円 ３ 連 単 ��� ３４，２８０円

票 数

単勝票数 計 １５９３６５ 的中 � ５５４９９（１番人気）
複勝票数 計 ２３８６２６ 的中 � ６６６８８（１番人気）� １９０３６（４番人気）� ４８９３（８番人気）
枠連票数 計 １７２２３９ 的中 （１－７） １８８７７（３番人気）
普通馬連票数 計 ５９６２８６ 的中 �� ４０４２９（３番人気）
馬単票数 計 ４４８３６３ 的中 �� １９００８（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９３５２６ 的中 �� ９２３６（５番人気）�� ２７９８（１７番人気）�� １２４６（３４番人気）
３連複票数 計 ６７５５２８ 的中 ��� ４４４７（３３番人気）
３連単票数 計 ９９６６６１ 的中 ��� ２１４６（１０２番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．４―１２．１―１２．６―１２．４―１２．４―１３．０―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．７―３５．８―４８．４―１：００．８―１：１３．２―１：２６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．１―３F３８．７
３ ５，１２，１４（７，１６）８（２，９）（１，１１）（３，１０）６－４（１５，１３） ４ ５－（１２，１４）（７，１６）（８，１）（２，９）（３，１１）（６，１０）－４，１３，１５

勝馬の
紹 介

クレバークリス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００９．３．１５ 中山２着

２００６．４．２０生 牝３芦 母 エアクリスティーナ 母母 シークレットシェアラー ３戦１勝 賞金 ８，３００，０００円



１２０８６ ５月１７日 曇 良 （２１東京２）第８日 第２競走 ��
��１，３００�サラブレッド系３歳

発走１０時３０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：１６．４
１：１６．４

重

重

８１５ 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 ４９８＋ ６１：１８．６ ２．５�

２４ カズノウォーニング 牡３鹿 ５６ 内田 博幸鈴木 可一氏 小笠 倫弘 浦河 福田牧場 ４３０± ０１：１９．０２� ２．８�
５１０ ダンサーズブロンド 牝３栗 ５４

５２ △宮崎 北斗 �グリーンファーム 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ３９８＋ ６１：１９．１クビ １９．８�
６１２ ディアトゥドリーム 牡３栗 ５６ 小牧 太増田 雄一氏 崎山 博樹 新ひだか 三石橋本牧場 ４５８－ ８１：１９．８４ ９．４�
１１ アフィリエイト 牡３栗 ５６ 柴田 善臣青山 洋一氏 戸田 博文 白老 追分ファーム ５２６－ ４１：２０．１１� ６．９�
３６ エ ス ク リ ム 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹 �キャロットファーム 菊川 正達 安平 ノーザンファーム ４４８ ―１：２０．３１� ９．５	
７１３ ワンダフルカフェ 牡３芦 ５６ 小島 太一西川 恭子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B５０２－ ２１：２０．５１� ２０４．９

３５ マ ハ ラ ー ニ 牝３芦 ５４ 北村 宏司楠本 勝美氏 中川 公成 新冠 大栄牧場 ３８６－ ２１：２０．６クビ ２５５．４�
５９ シルクスティング 牡３黒鹿５６ 浜中 俊有限会社シルク羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 ４７０＋ ２１：２０．７� １６０．８�
４８ 	 ジャルダンドゥロゼ 牝３栗 ５４ 福永 祐一吉田 千津氏 柴崎 勇 米 Shadai Farm ４４８－ ４１：２１．１２� ２６．４
７１４ コウワエクスプレス 牡３鹿 ５６ 川田 将雅野� 昭夫氏 阿部 新生 日高 豊田田村牧場 ４６４＋ ２１：２１．４１� ４８．７�
１２ 	 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 ５１２－ ２ 〃 クビ １７１．５�

８１６ クロスグランマ 牝３黒鹿５４ 武士沢友治佐々木 徹氏 武市 康男 新冠 シンユウフアーム ４４６－ ８１：２１．５クビ ２４２．０�
２３ ト ミ ー ガ ン 牡３芦 ５６ 鷹野 宏史西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 斉藤 政志 ４７０－ ６１：２２．１３� ３２１．９�
４７ ミスニューヨーク 牝３青鹿５４ 生野 賢一平岡 茂樹氏 高橋 裕 新ひだか 田原橋本牧場 ４４２± ０１：２２．２� ４２３．９�
６１１ ボーダーライン 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一島田 久氏 柴崎 勇 日高 坂 牧場 ４９０－ ６１：２５．８大差 ２６９．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，６６６，６００円 複勝： ３２，５０４，２００円 枠連： １４，８２０，５００円

普通馬連： ６３，７８０，９００円 馬単： ４５，９３１，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，３０７，０００円

３連複： ６７，９１８，４００円 ３連単： １０６，４２０，４００円 計： ３７０，３４９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � ３００円 枠 連（２－８） ３３０円

普通馬連 �� ３１０円 馬 単 �� ７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ５６０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� １，２８０円 ３ 連 単 ��� ４，３７０円

票 数

単勝票数 計 １８６６６６ 的中 � ５８８８０（１番人気）
複勝票数 計 ３２５０４２ 的中 � ８２７７２（２番人気）� １１２０２６（１番人気）� １５２６６（７番人気）
枠連票数 計 １４８２０５ 的中 （２－８） ３３４６７（１番人気）
普通馬連票数 計 ６３７８０９ 的中 �� １５３４５４（１番人気）
馬単票数 計 ４５９３１４ 的中 �� ４９０９８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０３０７０ 的中 �� ４１００７（１番人気）�� ７５１５（８番人気）�� ８３８５（７番人気）
３連複票数 計 ６７９１８４ 的中 ��� ３９３０６（４番人気）
３連単票数 計１０６４２０４ 的中 ��� １７９９９（９番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．１―１１．５―１１．７―１１．８―１２．５―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１８．１―２９．６―４１．３―５３．１―１：０５．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．３
３ ４（６，１０，１５）（１，１１）（８，９）－５（２，７）（１２，１４）（３，１６）１３ ４ ４（６，１５）（１，１０）－９－８－（５，１２）－７（２，１６）１４（３，１３）＝１１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルエルドラド �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２００８．６．２９ 福島３着

２００６．４．２９生 牡３鹿 母 コンキスタドレス 母母 Bless You ９戦１勝 賞金 １２，１００，０００円
〔調教再審査〕 ボーダーライン号は，３コーナーから最後の直線コースにかけて外側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔その他〕 マイネルエルドラド号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ボーダーライン号は，平成２１年６月１７日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 マイネルエルドラド号は，平成２１年６月１７日まで出走できない。



１２０８７ ５月１７日 曇 良 （２１東京２）第８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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

２４ トーセンマドローナ 牡３芦 ５６ 川田 将雅島川 �哉氏 小崎 憲 新ひだか 土田農場 ５００－１０１：３８．５ ２．１�

６１１ 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 ５０６－ ４１：３９．３５ ２１．８�
３６ � アストレーション 牡３栗 ５６ 蛯名 正義広尾レース� 二ノ宮敬宇 米 Tower

Bloodstock ４９６＋１０１：３９．４� ３．６�
８１５ プラチナタイム 牡３芦 ５６ 三浦 皇成�グランド牧場 鹿戸 雄一 静内 グランド牧場 B４５０± ０１：３９．６１� １９．１�
５１０ ショウナンアゲイン 牡３青鹿５６ 柴田 善臣国本 哲秀氏 鈴木 伸尋 静内 静内フアーム ４５６± ０１：３９．７クビ ２５．５	
２３ ブラストヘッド 牡３鹿 ５６ 横山 典弘前田 幸治氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム B４９０－ ２１：４０．０１� ９．２

７１４ ロードアイアン 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新冠 赤石 久夫 ４７８± ０ 〃 クビ １５．３�
４８ ゴーアップドラゴン 牡３黒鹿５６ 小林慎一郎元屋地文明氏 矢作 芳人 日高 新井 昭二 ４６２＋ ６１：４０．１� １７．５�
１１ � コスモナダル 牡３黒鹿５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 豪

Milburn Creek
Thoroughbred
Stud

４５２－ ６１：４０．２� ５０．４
３５ � コスモキリンジ 牡３鹿 ５４ 福永 祐一 �ビッグレッドファーム 国枝 栄 新 P J & P M

Vela Ltd ５００± ０１：４０．３クビ １８．６�
４７ ステルススキャン 牡３栗 ５６

５４ △宮崎 北斗山上 和良氏 柴崎 勇 浦河 今井 秀樹 ４８２＋ ４１：４１．０４ ４５．９�
７１３ ホットコーヒー 牡３栗 ５６ 小牧 太ディアレスト 柄崎 孝 新冠 オートファー

ム �渡 ４９０± ０１：４３．０大差 ７９．３�
６１２ カズノバード 牡３鹿 ５６ 内田 博幸鈴木 可一氏 尾形 充弘 静内 グランド牧場 ５２６± ０１：４３．２１� １０８．２�
１２ カワキタトップ 牡３芦 ５６ 中谷 雄太川島 吉男氏 武市 康男 三石 木田牧場 ４６６－ ６１：４３．３クビ ５１２．３�
８１６ ビ オ ン ボ 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真中村 勝彦氏 高橋 祥泰 青森 扶桑牧場 ４６４± ０１：４５．１大差 ２２５．６�

（１５頭）
５９ ツクバチャーム 牡３芦 ５６ 四位 洋文荻原 昭二氏 戸田 博文 日高 ヤナガワ牧場 ４９２－ ６ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２０，１５２，８００円 複勝： ３２，７３６，７００円 枠連： ２１，６６０，９００円

普通馬連： ６９，６１８，８００円 馬単： ５０，０３２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，２００，２００円

３連複： ７６，３１０，１００円 ３連単： １１２，６９４，５００円 計： ４０７，４０６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １２０円 � ２９０円 � １３０円 枠 連（２－６） １，６２０円

普通馬連 �� １，８６０円 馬 単 �� ２，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� １７０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� １，８２０円 ３ 連 単 ��� １１，１５０円

票 数

単勝票数 差引計 ２０１５２８（返還計 ２３１６） 的中 � ７８３０３（１番人気）
複勝票数 差引計 ３２７３６７（返還計 ５３６７） 的中 � ９８６００（１番人気）� １８２４５（６番人気）� ７７６２２（２番人気）
枠連票数 差引計 ２１６６０９（返還計 ４７２） 的中 （２－６） ９９０７（６番人気）
普通馬連票数 差引計 ６９６１８８（返還計 ２７０３０） 的中 �� ２７７３６（６番人気）
馬単票数 差引計 ５００３２０（返還計 １８３５３） 的中 �� １３８９６（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２４２００２（返還計 １２６２５） 的中 �� ８１１３（６番人気）�� ４６４８１（１番人気）�� ６６１６（９番人気）
３連複票数 差引計 ７６３１０１（返還計 ５９０５１） 的中 ��� ３０９６５（４番人気）
３連単票数 差引計１１２６９４５（返還計 ８２４７１） 的中 ��� ７４６１（２４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．６―３５．４―４８．０―１：０１．２―１：１４．０―１：２６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンマドローナ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００９．４．１８ 阪神３着

２００６．４．２１生 牡３芦 母 プラチナハート 母母 ダンサーライト ２戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔競走除外〕 ツクバチャーム号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 ゴーアップドラゴン号の騎手小林慎一郎は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。（６番への進路

影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビオンボ号は，平成２１年６月１７日まで平地競走に出走できない。
※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 サンライズゲイリー号・タガノヴァンドーム号



１２０８８ ５月１７日 曇 良 （２１東京２）第８日 第４競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１１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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

６１１ コスモエルベン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 静内 漆原 武男 ４８８－ ４１：３５．６ ３．５�

２３ ヒカルルーキー 牡３黒鹿５６ 田中 勝春�橋 京子氏 勢司 和浩 登別 登別上水牧場 ４７２± ０ 〃 アタマ ３．２�
１１ � アンティックドール 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣吉田 千津氏 鹿戸 雄一 米 Fontainebleau

Farm Inc. ４０８＋ ２１：３５．７� １６．５�
８１４ バイタルシチー 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 浦河 アイオイファーム ４５４＋ ４１：３５．９１ １２．１�
３４ ジャージデスマイル 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一齊藤四方司氏 小桧山 悟 日高 下河辺牧場 ４３０＋１０１：３６．１１� ２４．５�
５９ ケージーカンザクラ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４４６± ０ 〃 クビ １３．８	
６１０� 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 ４５４－ ４ 〃 ハナ ３．４

３５ シナノネージュ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成齊藤四方司氏 堀 宣行 追分 追分ファーム ４２０ ―１：３６．５２� １９．７�
２２ アルセーヌシチー 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 浦河 アイオイファーム ４８２＋ ２１：３６．７１� ２７．２�
４６ ニシノプルメリア 牝３黒鹿５４ 武士沢友治西山 茂行氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４００± ０１：３７．４４ １９９．６
７１２ ファルファラ 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹田島榮二郎氏 小西 一男 浦河 福岡 光夫 ４２６± ０１：３７．６１� ２６９．０�
５８ エイチエヌラスカ 	３黒鹿 ５６

５４ △宮崎 北斗鳴田 啓志氏 石栗 龍彦 浦河 モトスファーム ４３８± ０１：３７．８１� ３２５．９�
４７ ヴ ァ イ タ ペ 牝３鹿 ５４ 高橋 智大加野 温氏 高橋 義博 静内 カタオカフアーム ４５８＋ ８１：３７．９� ２９７．４�
７１３ デルマアヌビス 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム ４３８－ ２１：３８．５３� ４１３．３�
８１５ シャンパンキッス 牝３鹿 ５４ 生野 賢一 �グリーンファーム 小笠 倫弘 静内 松田 三千雄 ４２６－ ４ 〃 ハナ １４１．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，７１５，４００円 複勝： ２９，５１４，６００円 枠連： ２１，３２４，９００円

普通馬連： ６８，７３２，５００円 馬単： ５３，１８８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，６０５，７００円

３連複： ７４，８８５，１００円 ３連単： １２７，７１２，５００円 計： ４１８，６７８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � ３４０円 枠 連（２－６） ３００円

普通馬連 �� ５６０円 馬 単 �� １，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ７５０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� ２，０７０円 ３ 連 単 ��� ８，１２０円

票 数

単勝票数 計 ２０７１５４ 的中 � ４６９４４（３番人気）
複勝票数 計 ２９５１４６ 的中 � ７５４２１（１番人気）� ５７５８５（３番人気）� １５９１１（６番人気）
枠連票数 計 ２１３２４９ 的中 （２－６） ５２５０８（１番人気）
普通馬連票数 計 ６８７３２５ 的中 �� ９０９２７（２番人気）
馬単票数 計 ５３１８８０ 的中 �� ３１８１７（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２６０５７ 的中 �� ２５５５１（２番人気）�� ６８７７（９番人気）�� ６７３６（１０番人気）
３連複票数 計 ７４８８５１ 的中 ��� ２６８０５（６番人気）
３連単票数 計１２７７１２５ 的中 ��� １１６１５（１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２３．８―３５．４―４７．４―５９．６―１：１１．５―１：２３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３６．０
３ ・（１３，１５）１１－（４，１２）１０（１，８，１４）９（３，７）６－（２，５） ４ １３，１５，１１（４，１２，１０）（１，８，１４）（３，９，７）（２，６，５）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモエルベン �
�
父 パラダイスクリーク �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２００８．８．１７ 新潟１０着

２００６．３．８生 牡３鹿 母 フィリーズベスト 母母 カーフィリィ １２戦１勝 賞金 １２，６００，０００円



１２０８９ ５月１７日 曇 良 （２１東京２）第８日 第５競走 ��
��２，４００�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 ３，５００，０００
３，５００，０００

円
円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

２２ ヴィーヴァマンボ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝芹澤 精一氏 阿部 新生 三石 片山牧場 ４４６± ０２：３２．１ ７．５�

７１０ ジェイケイラン 牝３黒鹿５４ 武士沢友治小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム ４７２＋ ４ 〃 同着 ２８．７�
４４ ベ イ ル リ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣西浦 和男氏 土田 稔 浦河 地興牧場 ４４６＋ ２２：３２．４２ ８．４�
１１ キングスチャペル 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４７４＋ ４ 〃 クビ １．５�
３３ ラインクラッシャー 牡３青鹿５６ 勝浦 正樹大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか パラダイス・ファーム B４４６＋ ２２：３２．６１ ５２．８�
５７ メジロゲッタウェイ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅�メジロ牧場 大久保洋吉 浦河 まるとみ冨岡牧場 B４７８＋ ４２：３２．７� ４２．２�
６８ ゴールドチョウサン 牡３鹿 ５６ 北村 宏司長山 尚義氏 清水 利章 平取 坂東牧場 ４３０－ ４ 〃 ハナ １１１．４	
７１１ シーアンムーン 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４２６± ０２：３２．８クビ ２０．３

４５ シーダーラック 牡３栗 ５６ 柴山 雄一南 �幸氏 高木 登 浦河 山春牧場 ４８０＋ ６２：３２．９� １１．８�
８１２� ピンクトルマリン 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成青山 洋一氏 河野 通文 米 Dr. Masa-

take Iida ４１０＋ ６２：３３．０� ３２．５
６９ スマートカンパニー 	３鹿 ５６ 内田 博幸大川 徹氏 国枝 栄 新ひだか ダイイチ牧場 ４５８＋ ２ 〃 クビ ２３．９�
８１３ ミステリアスリバー 牡３鹿 ５６ 増沢由貴子前川 泰浩氏 鈴木 康弘 日高 前川ファーム B５０２＋ ２２：３３．１� １６５．７�
５６ ショウナンラウドー 牡３鹿 ５６ 松岡 正海国本 哲秀氏 斎藤 誠 新ひだか 鳥井牧場 ５１８ ―２：３６．５大差 ３８．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２１，２７５，２００円 複勝： ３６，９９６，０００円 枠連： １８，８１６，０００円

普通馬連： ６０，７２６，９００円 馬単： ５２，７６８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，７１３，８００円

３連複： ６８，６９９，４００円 ３連単： １３９，０３４，５００円 計： ４２０，０２９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

４１０円
１，３３０円 複 勝 �

�
３３０円
７５０円 � ３５０円 枠 連（２－７） ３，８００円

普通馬連 �� ７，４８０円 馬 単 ��
��

６，８７０円
１２，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４４０円 ��

��
６１０円
１，５２０円

３ 連 複 ��� ９，９７０円 ３ 連 単 ���
���

４３，１２０円
５３，７２０円

票 数

単勝票数 計 ２１２７５２ 的中 � ２２４６８（２番人気）� ５８５８（７番人気）
複勝票数 計 ３６９９６０ 的中 � ３１９７７（２番人気）� １１８２９（６番人気）� ２８９３７（３番人気）
枠連票数 計 １８８１６０ 的中 （２－７） ３６５７（１２番人気）
普通馬連票数 計 ６０７２６９ 的中 �� ５９９５（１８番人気）
馬単票数 計 ５２７６８０ 的中 �� ２８４１（２９番人気）�� １６０５（４８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１７１３８ 的中 �� ３６１７（１４番人気）�� ９３３３（５番人気）�� ３４３１（１６番人気）
３連複票数 計 ６８６９９４ 的中 ��� ５０８９（３１番人気）
３連単票数 計１３９０３４５ 的中 ��� １１９０（２０６番人気） ��� ９５５（２５１番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．９―１２．９―１３．６―１３．１―１３．２―１３．４―１３．０―１２．３―１１．８―１１．７―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．１―２５．０―３７．９―５１．５―１：０４．６―１：１７．８―１：３１．２―１：４４．２―１：５６．５―２：０８．３―２：２０．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴィーヴァマンボ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００８．１２．６ 中山１１着

２００６．１．２９生 牡３鹿 母 ミラクルミユキ 母母 タニノベンチヤ ５戦１勝 賞金 ３，５００，０００円
ジェイケイラン �

�
父 サクラローレル �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２００８．１２．７ 中山９着

２００６．５．２１生 牝３黒鹿 母 ジェイケイコンドル 母母 ピュアレディ ７戦１勝 賞金 ３，５００，０００円



１２０９０ ５月１７日 曇 良 （２１東京２）第８日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時５０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

６１２ メジロオマリー 牡４黒鹿５７ 川田 将雅�メジロ牧場 奥平 雅士 洞爺 メジロ牧場 B４５６－ ８１：２４．６ ４．６�

６１１ クラッチヒット 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム ４８０－ ６１：２５．２３� １０．６�
５１０ 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 ４８８－ ２１：２５．６２� ５．７�
５９ アイオロスシチー 牡４鹿 ５７

５５ △宮崎 北斗 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 浦河 上山牧場 B５２２± ０１：２５．７� ８．８�
７１４ タツタイコウ 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝鈴木 昭作氏 根本 康広 千歳 エクセレンス

ファーム ５０４＋ ２ 〃 ハナ １７．０�
４８ � サーチリザルト 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 松山 将樹 早来 ノーザンファーム ４７８± ０１：２５．８クビ ３．８	
１１ � アルフェラッツ 牝５鹿 ５５ 浜中 俊山下 恭茂氏 天間 昭一 浦河 山下 恭茂 ４９０＋ ４１：２５．９� ６．５

８１６ ネバーグレイス 牝４鹿 ５５ 郷原 洋司岡田 隆寛氏 本郷 一彦 静内 岡田牧場 ４７６－ ４１：２６．２１� ３７．４�
２３ グ ル ー オ ン 牡４鹿 ５７ 小牧 太池谷 誠一氏 大竹 正博 静内 畠山牧場 ４７６－ ２１：２６．４１� １８．８�
１２ � コウメイグリーン 牡５鹿 ５７ 松岡 正海斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 B５００＋１４ 〃 ハナ ９５．９
７１３ サニーケーティング 牡５鹿 ５７ 生野 賢一宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４８０＋ ２１：２６．５� １９２．０�
３５ � オーミバンディエラ 牡５鹿 ５７ 中谷 雄太岩� 僖澄氏 佐々木亜良 新冠 清水 克則 ４８４－ ４ 〃 ハナ １８．９�
３６ ヤマニンノベリスト 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ４５６± ０１：２６．８２ ６８．６�
４７ ナ ス ザ ン 牡４鹿 ５７ 武士沢友治小山田 満氏 高木 登 浦河トラストスリーファーム ４８８＋１２１：２７．０１� ７５．３�
２４ � トーセンウィズダム 牡４栗 ５７ 田中 勝春島川 �哉氏 斎藤 宏 静内 カタオカステーブル ４７４＋ ６１：２８．３８ １７３．０�
８１５� エプソムヒット 牡４黒鹿５７ 佐藤 聖也 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 石栗 龍彦 新冠 芳住 革二 ４５６－ ４１：２９．８９ ３９０．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，２９１，８００円 複勝： ２６，５４７，８００円 枠連： ２１，９４２，９００円

普通馬連： ７１，７６７，４００円 馬単： ４６，４７５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，４７８，１００円

３連複： ８０，１４３，４００円 ３連単： １１７，８６８，０００円 計： ４０３，５１４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １９０円 � ３７０円 � ２１０円 枠 連（６－６） ２，５２０円

普通馬連 �� ２，９２０円 馬 単 �� ５，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１２０円 �� ５９０円 �� １，２５０円

３ 連 複 ��� ６，３４０円 ３ 連 単 ��� ３０，６８０円

票 数

単勝票数 計 １７２９１８ 的中 � ３０１４９（２番人気）
複勝票数 計 ２６５４７８ 的中 � ４２０９５（２番人気）� １５９８２（６番人気）� ３４７７５（４番人気）
枠連票数 計 ２１９４２９ 的中 （６－６） ６４３３（１１番人気）
普通馬連票数 計 ７１７６７４ 的中 �� １８１８８（１３番人気）
馬単票数 計 ４６４７５２ 的中 �� ６６０９（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１４７８１ 的中 �� ４６２７（１３番人気）�� ９４７５（６番人気）�� ４１１５（１７番人気）
３連複票数 計 ８０１４３４ 的中 ��� ９３３２（１９番人気）
３連単票数 計１１７８６８０ 的中 ��� ２８３６（９２番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．０―１１．９―１２．２―１２．２―１２．１―１２．４

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メジロオマリー �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 Alydar デビュー ２００７．１１．４ 東京１２着

２００５．２．２７生 牡４黒鹿 母 ハ ル カ ゼ 母母 Euphrosyne １５戦２勝 賞金 ２６，７４０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エプソムヒット号は，平成２１年６月１７日まで平地競走に出走できない。
※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 シルクアドニス号・スプリングラッキー号・ダイレクトパス号



１２０９１ ５月１７日 曇 良 （２１東京２）第８日 第７競走 ��
��１，６００�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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

７１５ クリールトルネード 牡４鹿 ５７ 武 豊横山 修二氏 笹田 和秀 新冠 松浦牧場 ４７６± ０１：３４．９ ３．２�

６１２ ウェスタリーズ 牝４青鹿５５ 横山 典弘 �社台レースホース古賀 慎明 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８６－ ２ 〃 クビ ９．４�

６１１� グランドスウェル 牡４栗 ５７ 内田 博幸�ターフ・スポート村山 明 浦河 谷川牧場 ５０６－ ６１：３５．１１ １７．３�
４７ � ダノンギムレット 牡５青鹿５７ 蛯名 正義�ダノックス 小島 太 早来 ノーザンファーム ４５０－ ４ 〃 クビ ７７．６�
７１４� サクラバレット 牡４青 ５７ 松岡 正海�さくらコマース小笠 倫弘 静内 西村 和夫 ４６８± ０ 〃 アタマ １９．３�
８１６ ポリバレント 牡４黒鹿５７ 三浦 皇成渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 新冠 森 牧場 ４８２－ ６１：３５．２� １２．０	
２４ 	 ゴールドネオ 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹 �ゴールドレーシング 鈴木 伸尋 愛 Swordle-

stown Stud ４９８＋ ８１：３５．３
 ５３．７

２３ 	 ナイキアプロード �５黒鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真小野 誠治氏 古賀 史生 米
Michael Levy, Robert
Levy & Mr. & Mrs. Fran-
cis Vanlangendonck

４７６＋ ６１：３５．４� ７．３�
７１３ ダイワコルベット 牡４黒鹿５７ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B５０４－ ２ 〃 アタマ ７７．６�
５９ 	 キャプテンキッド 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 Kilfrush Stud ５２８＋２０１：３５．６１� ３．８
８１７ エイワンキセキ 牝５青鹿５５ 浜中 俊荒木 誠氏 伊藤 伸一 新冠 中本 隆志 ４７８－ ２１：３５．８１ １２．３�
５１０ サマーターゲット 牝４鹿 ５５ 高橋 智大セゾンレースホース� 成島 英春 浦河 大野牧場 ４１８＋ ４ 〃 クビ ３１９．１�
１１ マルサンサイレンス 牝４青 ５５ 小牧 太松井三千年氏 谷原 義明 様似 様似堀牧場 ４４８－ ５１：３５．９クビ １６６．６�
３６ ミラクルロンド 牝４黒鹿５５ 田中 勝春吉田 照哉氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４１４＋ ２１：３６．０� ２４．９�
４８ 	 エーシントゥルボー 牝５鹿 ５５ 福永 祐一平井 宏承氏 大久保洋吉 米 Winches-

ter Farm ５３６＋１０１：３６．１
 １７．５�
３５ � イナズマレオ 牡４黒鹿５７ 生野 賢一小泉 賢悟氏 高橋 裕 新冠 ヒノデファーム ４７６＋ ８１：３６．２
 ２４８．３�
８１８ ニシエイビュレット 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一西舘 榮氏 菅原 泰夫 門別 合資会社カ

ネツ牧場 ４６４＋ ４１：３６．４１� ２５０．９�
１２ � スマートプログレス 牡４鹿 ５７ 武士沢友治大川 徹氏 平井 雄二 門別 野島牧場 ４６４－ ２ 〃 アタマ １７６．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２４，５３９，１００円 複勝： ３５，６６８，６００円 枠連： ２５，２２２，８００円

普通馬連： ８８，４２６，０００円 馬単： ５６，５２９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，９３５，６００円

３連複： ９５，５７５，１００円 ３連単： １４６，８７４，０００円 計： ４９９，７７０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １５０円 � ３１０円 � ３９０円 枠 連（６－７） ７８０円

普通馬連 �� １，３８０円 馬 単 �� ２，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６００円 �� １，１００円 �� ２，４５０円

３ 連 複 ��� ７，０１０円 ３ 連 単 ��� ３３，０３０円

票 数

単勝票数 計 ２４５３９１ 的中 � ６１９４６（１番人気）
複勝票数 計 ３５６６８６ 的中 � ８７９２１（１番人気）� ２６０８１（６番人気）� １９２９１（７番人気）
枠連票数 計 ２５２２２８ 的中 （６－７） ２４１１６（４番人気）
普通馬連票数 計 ８８４２６０ 的中 �� ４７４２８（４番人気）
馬単票数 計 ５６５２９５ 的中 �� １９９９６（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６９３５６ 的中 �� １１８３６（５番人気）�� ５９６９（１１番人気）�� ２５８３（３２番人気）
３連複票数 計 ９５５７５１ 的中 ��� １００７４（１８番人気）
３連単票数 計１４６８７４０ 的中 ��� ３２８２（８０番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．７―１２．１―１２．０―１１．５―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．３―３５．０―４７．１―５９．１―１：１０．６―１：２２．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリールトルネード �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Seattle Slew デビュー ２００７．７．１ 函館６着

２００５．４．１７生 牡４鹿 母 ミスクラブアップル 母母 Snow Blossom １５戦２勝 賞金 ２６，５３４，０００円
〔その他〕 クリールトルネード号は，競走中に疾病〔鼻出血（３回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 クリールトルネード号は，平成２１年８月１７日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 キングバード号・リバートーマス号
（非抽選馬） ３頭 インディゴライト号・シップウドトウ号・マイネベクルックス号



１２０９２ ５月１７日 曇 良 （２１東京２）第８日 第８競走 ��
��１，４００�

しゃくやく

芍 薬 賞
発走１３時５０分 （ダート・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 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

７１４ チュニジアンブルー 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹�酒井牧場 尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４９４± ０１：２４．４ ５．０�

８１６ ユノゾフィー 牡３栗 ５６ 横山 典弘細川祐季子氏 伊藤 正徳 平取 稲原牧場 ４６８－ ４１：２４．６１� ３．８�
５１０ サクセスオネスティ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�嶋 祐子氏 久保田貴士 浦河 谷川牧場 ４９０± ０ 〃 クビ １０．２�
５９ アンシャンレジーム 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム ５２８＋ ２１：２５．２３� ４．９�
６１２ ニ ュ ー ト ン 牡３栗 ５６ 北村 宏司重松 國建氏 鹿戸 雄一 日高 横井 哲 ４７４－ ２ 〃 ハナ １３．９�
３５ ケイアイマッシブ 牡３栗 ５６ 柴山 雄一 �啓愛義肢材料販売所 南田美知雄 新ひだか 前川 隆則 ４９０－ ８１：２５．７３ ５０．７	
２３ � プレジャーラン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Sequel２００３＆

Lynda Richter ４９６－ ２ 〃 アタマ ２０．６

３６ ユウキハングリー 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司ちきり組合 郷原 洋行 静内 前谷 武志 ５２２－ ２１：２５．８クビ ２００．６�
４７ ウルスラグナ 牡３栗 ５６ 武 豊 �サンデーレーシング 安田 隆行 えりも エクセルマネジメント ４７０－ ２ 〃 クビ ６．５�
８１５� セイウンアスラン 牡３栗 ５６ 松岡 正海西山 茂行氏 手塚 貴久 米

Diane Shashura, G.
David Shashura & and
Bridle Breezes, LLC.

５０４＋ ４１：２６．０� ９．３
６１１ トーセンラトゥール 牝３芦 ５４ 小牧 太島川 �哉氏 中島 敏文 静内 有限会社 エ

スティファーム ４１０± ０１：２６．１� ２１６．５�
１２ エフティファラオ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義吉野 英子氏 粕谷 昌央 早来 ノーザンファーム ４６６－ ８１：２６．２クビ ４４．１�
２４ ストレートイン 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗島田 久氏 柴崎 勇 三石 前川牧場 ５０６± ０１：２６．３� ８０．１�
７１３	 ネオヴェリーベリー 牝３黒鹿５４ 浜中 俊小林 仁幸氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４５６－１０ 〃 クビ ４５．０�
４８ キタサンラリー 牡３栗 ５６ 川田 将雅�大野商事 成島 英春 新ひだか 久米 和夫 ４７２± ０１：２６．４クビ １２５．７�
１１ ニューパワー 
３栗 ５６ 柴田 善臣井高 義光氏 菅原 泰夫 静内 井高牧場 B４５２－ ４１：２６．６１ ５８．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，６５５，９００円 複勝： ４８，１９６，０００円 枠連： ３２，３３０，６００円

普通馬連： １３４，９６５，６００円 馬単： ７６，０３６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，７４７，２００円

３連複： １３２，７５１，１００円 ３連単： ２１９，５３２，８００円 計： ７１４，２１５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １７０円 � １６０円 � ３２０円 枠 連（７－８） ５９０円

普通馬連 �� ８５０円 馬 単 �� １，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� １，０８０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ３，９５０円 ３ 連 単 ��� ２３，１００円

票 数

単勝票数 計 ３２６５５９ 的中 � ５１６１９（３番人気）
複勝票数 計 ４８１９６０ 的中 � ８１２８０（２番人気）� ９５０８９（１番人気）� ３１２５２（６番人気）
枠連票数 計 ３２３３０６ 的中 （７－８） ４１１０６（２番人気）
普通馬連票数 計１３４９６５６ 的中 �� １１７８０４（１番人気）
馬単票数 計 ７６０３６３ 的中 �� ３０１１２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７７４７２ 的中 �� ２７２４７（１番人気）�� ７９４２（１５番人気）�� １８２３４（４番人気）
３連複票数 計１３２７５１１ 的中 ��� ２４８４２（１１番人気）
３連単票数 計２１９５３２８ 的中 ��� ７０１４（５８番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．６―１２．２―１２．１―１２．２―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．２―３４．８―４７．０―５９．１―１：１１．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チュニジアンブルー �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 アレミロード デビュー ２００８．１２．７ 中山１着

２００６．５．２５生 牡３黒鹿 母 エアレジェーロ 母母 アルパインスウイフト ６戦２勝 賞金 ２１，２９２，０００円
※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 シーフォーアイ号・タマニューホープ号・ヘヴンリースパーク号・リリーオブザバリー号



１２０９３ ５月１７日 曇 良 （２１東京２）第８日 第９競走 ��
��２，０００�テ レ ビ 埼 玉 杯

発走１４時２５分 （芝・左）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
テレビ埼玉杯（１着）

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 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．２
１：５６．４

良

良

８１３ ワイルドコンコルド 牡５青 ５７ 安藤 勝己廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ５３４－ ６２：００．３ ３．２�

３４ � エックスダンス 牡４鹿 ５７ 武 豊吉田 和美氏 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ５１２± ０２：００．４� ３．０�
１１ フィニステール 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義�RRA 藤原 英昭 門別 下河辺牧場 ５１６± ０２：００．６１	 １０．４�
５７ コスモオースティン 牡７鹿 ５７ 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 三石 坂本牧場 ４８４＋ ２２：０１．０２� ３２．９�
４６ ア ク シ オ ン 牡６鹿 ５７ 内田 博幸中田 徹氏 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ５４０＋ ４ 〃 アタマ ６．２�
６１０ ギムレットアイ 牡４鹿 ５７ 小牧 太小野 博郷氏 浅野洋一郎 門別 浜本牧場 ４５８－ ４ 〃 ハナ ３１．６	
５８ トランスワープ 牡４鹿 ５７ 横山 典弘 �キャロットファーム 萩原 清 早来 ノーザンファーム ５３４－ ８ 〃 アタマ １６．７

７１１
 マイネルクルーガー 牡５黒鹿５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 英 R. W. K.
Lewis ４６８＋ ２２：０１．５３ ７．７�

３３ コンベンション 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝 �ノースヒルズマネ
ジメント 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７０± ０２：０１．６� ３６．１�

６９ � パ パ ノ エ ル 牡５栗 ５７ 宮崎 北斗齊藤四方司氏 小桧山 悟 千歳 社台ファーム ４５４－ ８ 〃 アタマ １９９．７
８１４ ソブリンブライト 牡７鹿 ５７ 武士沢友治�藤沢牧場 高橋 裕 静内 藤沢牧場 ４７８± ０２：０２．０２� １８１．４�
４５ 
 フェラーリセブン �６鹿 ５７ 北村 宏司市川 義美氏 藤沢 和雄 愛

Swersky and
Associates and
Orpendale

４７０± ０２：０２．１� ７９．５�
２２ スーパーキャノン 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣星野 壽市氏 高松 邦男 様似 瀬口 信正 B４８４＋ ２２：０２．３１� ２１．８�
７１２� ミウラリチャード 牡５鹿 ５７ 田中 剛佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 前川 隆範 B５００＋ ４２：０４．４大差 ２６２．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３５，６２２，８００円 複勝： ５８，９６６，８００円 枠連： ３３，２３２，９００円

普通馬連： １８４，７７０，１００円 馬単： １００，８５９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，９９０，９００円

３連複： １５８，４３０，７００円 ３連単： ３２４，６０２，７００円 計： ９４１，４７５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １３０円 � １２０円 � ２４０円 枠 連（３－８） ４００円

普通馬連 �� ４１０円 馬 単 �� ９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ５７０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� １，４２０円 ３ 連 単 ��� ５，５８０円

票 数

単勝票数 計 ３５６２２８ 的中 � ８８２３６（２番人気）
複勝票数 計 ５８９６６８ 的中 � １４５５４６（２番人気）� １５８０１４（１番人気）� ４２９０１（５番人気）
枠連票数 計 ３３２３２９ 的中 （３－８） ６１８５４（１番人気）
普通馬連票数 計１８４７７０１ 的中 �� ３４０１３１（１番人気）
馬単票数 計１００８５９０ 的中 �� ７９１８８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４９９０９ 的中 �� ７０６０４（１番人気）�� １７０６７（７番人気）�� ２１６２３（６番人気）
３連複票数 計１５８４３０７ 的中 ��� ８２５２６（３番人気）
３連単票数 計３２４６０２７ 的中 ��� ４２９６７（９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．６―３６．０―４７．９―１：００．１―１：１２．０―１：２４．３―１：３６．１―１：４７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．３―３F３６．０

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

勝馬の
紹 介

ワイルドコンコルド �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００６．７．２３ 函館７着

２００４．４．１９生 牡５青 母 メロディペリオット 母母 メロデイスキー １９戦４勝 賞金 ７４，３０９，０００円
※パパノエル号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１２０９４ ５月１７日 曇 良 （２１東京２）第８日 第１０競走 ��
��１，８００�

ばんしゅん

晩春ステークス
発走１５時００分 （芝・左）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

８１８ スマートギア 牡４栗 ５７ 武 豊大川 徹氏 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４５６－ ４１：４６．９ ８．０�

３６ ロードアリエス 牡４黒鹿５７ 内田 博幸 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ５０６＋ ２１：４７．１１� １０．０�
６１１� レッドシューター 牡４鹿 ５７ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 Epona Blood-

stock Ltd ５３２＋ ６ 〃 ハナ １．３�
２３ ドリームトレジャー 牡４鹿 ５７ 武士沢友治セゾンレースホース� 阿部 新生 門別 田端牧場 B４６８－ ４１：４７．２	 １２２．４�
１２ ショウナンライジン 牡５芦 ５７ 田中 勝春国本 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 ５００－ ４ 〃 ハナ ２２．２�
４８ ドリームノクターン 牡４鹿 ５７ 松岡 正海セゾンレースホース� 斎藤 誠 門別 賀張中川牧場 ５００－ ６１：４７．３クビ １９．３�
６１２ アスクデピュティ 牝５栗 ５５ 蛯名 正義廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４６２＋ ８１：４７．４	 ４２．５	
８１６ コスモテナシャス 牡８鹿 ５７ 柴山 雄一 
ビッグレッドファーム 相沢 郁 早来 吉田牧場 B４８０＋ ６ 〃 アタマ ２８０．２�
８１７ リバースモード 牡７鹿 ５７ 三浦 皇成臼田 浩義氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９６＋ ４ 〃 ハナ １４２．６�
４７ ヤマニンイグナイト 牡６栗 ５７ 勝浦 正樹土井 肇氏 梅田 智之 新冠 錦岡牧場 ４３２－ ４１：４７．５クビ ５４．０
３５ サインオブゴッド 牡６栗 ５７ 福永 祐一木浪 巖氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４８２－ ４１：４７．６
 １１３．４�
２４ ブルーマーテル 牡５栗 ５７ 柴田 善臣吉田喜代司氏 菅原 泰夫 砂原 岩本 五郎 B４５６－ ２１：４７．８１� ２１．６�
１１ アグネスマクシマム 牡５栗 ５７ 川田 将雅渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４７０－ ８１：４８．３３ １０８．４�
５１０ グレートバルサー 牡８青鹿５７ 伊藤 工真大河内一権氏 国枝 栄 静内 小倉 光博 ４８２± ０１：４８．４	 ３０２．９�
７１５� サクラロミオ 牡４鹿 ５７ 小牧 太�さくらコマース羽月 友彦 静内 新和牧場 ４９４－ ２１：４８．９３ ６０．８�
７１３ プリンシペデルソル 牡７鹿 ５７ 小島 太一 
キャロットファーム 小島 太 早来 ノーザンファーム ５０４＋ ２１：４９．３２
 １３７．７�
７１４ ケイアイケイマン 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝 �啓愛義肢材料販売所 伊藤 圭三 新冠 村田牧場 ４７６－１４１：５０．９１０ ４０．５�

（１７頭）
５９ オリオンザドンペリ 牡５栗 ５７ 横山 典弘平本 敏夫氏 小西 一男 三石 大塚牧場 ４７２－１２ （競走除外）

売 得 金

単勝： ５４，０８０，９００円 複勝： ９１，７５２，７００円 枠連： ５０，４２３，７００円

普通馬連： ２０５，２７７，０００円 馬単： １５１，４３３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５４，４８４，０００円

３連複： １８０，８７４，３００円 ３連単： ４３１，４７１，５００円 計： １，２１９，７９７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８００円 複 勝 � １６０円 � １６０円 � １１０円 枠 連（３－８） ２，２７０円

普通馬連 �� ２，７７０円 馬 単 �� ６，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ２３０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ９９０円 ３ 連 単 ��� １２，６２０円

票 数

単勝票数 差引計 ５４０８０９（返還計 １１９１０） 的中 � ５３３８１（２番人気）
複勝票数 差引計 ９１７５２７（返還計 １６４９５） 的中 � ８９０１４（２番人気）� ８５４６１（３番人気）� ５０６０８９（１番人気）
枠連票数 差引計 ５０４２３７（返還計 ４１９） 的中 （３－８） １６４６５（８番人気）
普通馬連票数 差引計２０５２７７０（返還計１４４８６０） 的中 �� ５４７６４（９番人気）
馬単票数 差引計１５１４３３６（返還計１０４２１４） 的中 �� １８２４６（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ５４４８４０（返還計 ４６６２５） 的中 �� １９６８１（７番人気）�� ６５８２９（１番人気）�� ６１９４５（２番人気）
３連複票数 差引計１８０８７４３（返還計２６４３７５） 的中 ��� １３５７６７（１番人気）
３連単票数 差引計４３１４７１５（返還計５８５１４７） 的中 ��� ２５２３２（３２番人気）

ハロンタイム １２．９―１０．８―１１．３―１１．４―１２．１―１１．９―１１．８―１２．１―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２３．７―３５．０―４６．４―５８．５―１：１０．４―１：２２．２―１：３４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．４―３F３６．５

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スマートギア �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 パ ド ス ー ル デビュー ２００８．１．６ 京都３着

２００５．２．１２生 牡４栗 母 スケアヘッドライン 母母 シヤダイチヤツター １３戦４勝 賞金 ８６，７３４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔競走除外〕 オリオンザドンペリ号は，馬場入場後に暴走し，疲労が著しいため競走除外。発走時刻４分遅延。



１２０９５ ５月１７日 曇 良 （２１東京２）第８日 第１１競走 ��
��１，６００�第４回ヴィクトリアマイル（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （芝・左）

牝，４歳以上；負担重量は，５５�
日本馬主協会連合会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 ９０，０００，０００円 ３６，０００，０００円 ２３，０００，０００円 １４，０００，０００円 ９，０００，０００円
付 加 賞 ３，８２２，０００円 １，０９２，０００円 ５４６，０００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

レースレコード

１：３２．０
１：３１．５
１：３２．５

良

良

良

３６ ウ オ ッ カ 牝５鹿 ５５ 武 豊谷水 雄三氏 角居 勝彦 静内 カントリー牧場 ４９４ １：３２．４ １．７�

１２ ブラボーデイジー 牝４芦 ５５ 生野 賢一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 ヤナガワ牧場 ５２８＋ ６１：３３．６７ ４６．８�
１１ ショウナンラノビア 牝６栗 ５５ 柴田 善臣国本 哲秀氏 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ５００－ ２１：３３．８１ ２５．３�
３５ ザ レ マ 牝５栗 ５５ 安藤 勝己吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５２６－ ２ 〃 ハナ １８．１�
６１２ ジョリーダンス 牝８芦 ５５ 四位 洋文小林 薫氏 堀 宣行 新冠 錦岡牧場 ４７６± ０ 〃 アタマ ２４．２�
７１３ リトルアマポーラ 牝４黒鹿５５ 福永 祐一 �社台レースホース長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８－ ２１：３３．９� ７．５�
８１８ ヤマニンエマイユ 牝６鹿 ５５ 田中 勝春土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４６６＋ ２ 〃 クビ ７０．２	
７１４ カワカミプリンセス 牝６鹿 ５５ 横山 典弘 �三石川上牧場 西浦 勝一 三石 三石川上牧場 ４８２＋ ２ 〃 アタマ ７．１

４７ レッドアゲート 牝４黒鹿５５ 松岡 正海ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 ４４０＋ ６１：３４．１１� ８２．９�
２４ ブーケフレグランス 牝４栗 ５５ 三浦 皇成 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５１８± ０ 〃 クビ ３９．０�
５１０ ムードインディゴ 牝４栗 ５５ 内田 博幸金子真人ホール

ディングス 友道 康夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５６－１８ 〃 アタマ ３６．４�

４８ チェレブリタ 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義�三嶋牧場 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４４６＋ ４１：３４．２クビ ３８．３�
７１５ サワヤカラスカル 牝４鹿 ５５ 浜中 俊永井 啓弍氏 西橋 豊治 鵡川 新井牧場 ４３８＋ ８１：３４．４１� ８２．６�
８１６ アルコセニョーラ 牝５黒鹿５５ 武士沢友治中村 政勝氏 畠山 重則 静内 畠山牧場 ４３０± ０ 〃 クビ ７２．３�
６１１ ヤマニンメルベイユ 牝７栗 ５５ 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４７８＋ ４ 〃 ハナ ６５．１�
８１７ レ ジ ネ ッ タ 牝４鹿 ５５ 小牧 太 �社台レースホース浅見 秀一 新冠 追分ファーム ４４８± ０１：３４．６	 ２０．０�
２３ マイネレーツェル 牝４鹿 ５５ 川田 将雅 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 青森 佐々木牧場 ４１０－ ４１：３４．８１� ４９．８�
５９ セラフィックロンプ 牝５青鹿５５ 宮崎 北斗井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 守矢牧場 ４９０＋ ２１：３５．０１� １３２．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４３６，９８５，５００円 複勝： ４２５，５６９，０００円 枠連： ５７６，１８７，８００円

普通馬連： ２，１９５，３５０，９００円 馬単： １，４３３，９３３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ５３１，４００，３００円

３連複： ２，７５４，９０７，７００円 ３連単： ６，６５７，５７１，３００円 計： １５，０１１，９０５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １２０円 � １，０００円 � ５５０円 枠 連（１－３） １，２００円

普通馬連 �� ５，３１０円 馬 単 �� ６，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１３０円 �� １，０３０円 �� ５，３７０円

３ 連 複 ��� １９，７７０円 ３ 連 単 ��� ８０，５８０円

票 数

単勝票数 計４３６９８５５ 的中 � ２１０７３４２（１番人気）
複勝票数 計４２５５６９０ 的中 � １７４６６３２（１番人気）� ６９３３２（１３番人気）� １３６５１１（７番人気）
枠連票数 計５７６１８７８ 的中 （１－３） ３５５７２４（３番人気）
普通馬連票数 計２１９５３５０９ 的中 �� ３０５５９１（１５番人気）
馬単票数 計１４３３９３３１ 的中 �� １６５２８８（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計５３１４００３ 的中 �� ６１１５６（１９番人気）�� １３１７３７（７番人気）�� ２３６８２（５０番人気）
３連複票数 計２７５４９０７７ 的中 ��� １０２８８７（５２番人気）
３連単票数 計６６５７５７１３ 的中 ��� ６０９８０（２０１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．７―１２．０―１１．９―１１．２―１０．８―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．０―３４．７―４６．７―５８．６―１：０９．８―１：２０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．７―３F３３．８
３ １，４，１１，２（６，９）（３，１３，１４）（５，１２）（１０，１５）（８，７）（１６，１７）１８ ４ １（４，１１）（２，６）９（３，１３，１４）１２（５，１５）（８，７，１７）（１０，１６）１８

勝馬の
紹 介

ウ オ ッ カ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ル シ ョ ン デビュー ２００６．１０．２９ 京都１着

２００４．４．４生 牝５鹿 母 タニノシスター 母母 エナジートウショウ １８戦８勝 賞金 ８８７，４００，０００円
［他本会外：３戦０勝］

〔発走状況〕 マイネレーツェル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 マイネレーツェル号は，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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ９頭 アスクデピュティ号・エアパスカル号・カレイジャスミン号・テンイムホウ号・ベッラレイア号・ポルトフィーノ号・

メイショウベルーガ号・ライムキャンディ号・レインダンス号



１２０９６ ５月１７日 曇 良 （２１東京２）第８日 第１２競走 ��１，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時２５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

６１１� グランドバイオ 牡５鹿 ５７ 田中 勝春バイオ� 松山 将樹 門別 日高大洋牧場 ４９６＋ ３１：３６．８ ６１．９�

３５ ディオスクロイ 牡５栗 ５７ 松岡 正海 �サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４８８－ ４１：３７．０１� １．８�
１２ フランコフォニー 牡４鹿 ５７

５５ △宮崎 北斗 �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 ５１２－１２１：３７．１� ３９．３�

５９ フィールドジュエル 牡７鹿 ５７ 柴田 善臣地田 勝三氏 西園 正都 早来 ノーザンファーム B４９０± ０ 〃 クビ ４０．３�
５１０ ス エ ズ 牡４鹿 ５７ 川田 将雅吉田 和美氏 吉田 直弘 門別 日高大洋牧場 ５００－ ８１：３７．６３ ２８．６�
２４ シ ン ワ ラ ヴ 牡４青鹿５７ 柴山 雄一若尾 昭一氏 田村 康仁 鵡川 安田 幸子 B５０２＋１４１：３７．７� ４４．３	
８１５� マイエンブレム 牡４鹿 ５７ 武 豊太田珠々子氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ５０４－ １１：３７．８クビ ５．６

３６ エドノドリーム 牡８鹿 ５７ 後藤 浩輝遠藤 喜松氏 牧 光二 三石 沖田 忠幸 ４５８± ０ 〃 クビ ３７．０�
６１２ ニシノテンカ 牡５黒鹿５７ 内田 博幸西山 茂行氏 田村 康仁 鵡川 西山牧場 ４７０－ ４１：３８．４３� ７．２�
２３ ダノンシャトル 牡７鹿 ５７ 横山 典弘�ダノックス 松永 幹夫 新冠 競優牧場 ４７６± ０１：３８．６� １４．１
４７ アワーオアシス 牝５栗 ５５ 蛯名 正義�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 ５１８－ ４ 〃 クビ ２６．８�
７１３ ロットオブカクテル 牡５黒鹿５７ 浜中 俊 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５００＋ ６１：３８．７クビ ８４．６�
７１４ ヒラボクシャトル 牡４青 ５７ 北村 宏司�平田牧場 国枝 栄 静内 千代田牧場 B５１２± ０１：３９．０２ １８．０�
８１６ デ ュ ヴ ァ ル 牡８鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真 �サンデーレーシング 村山 明 早来 ノーザンファーム ５２６－ ８１：３９．４２� ５４．２�
４８ ダンシングクリス 牡６鹿 ５７ 武士沢友治森 保彦氏 秋山 雅一 静内 曾田農園 ４７０± ０１：４１．９大差 ２１６．９�
１１ アレクシオス 牡６栗 ５７ 小牧 太 �サンデーレーシング 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ２１：４２．８５ ９９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５７，９２９，２００円 複勝： ８５，２４７，２００円 枠連： ６１，９７２，６００円

普通馬連： ２５１，２５２，９００円 馬単： １５９，４５５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ６６，３３５，１００円

３連複： ２４１，４４４，２００円 ３連単： ５７２，９６６，６００円 計： １，４９６，６０３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，１９０円 複 勝 � １，０００円 � １１０円 � ６６０円 枠 連（３－６） ４６０円

普通馬連 �� ５，７６０円 馬 単 �� ２２，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６６０円 �� １４，５９０円 �� １，０４０円

３ 連 複 ��� ４３，１００円 ３ 連 単 ��� ４５０，３２０円

票 数

単勝票数 計 ５７９２９２ 的中 � ７３７８（１３番人気）
複勝票数 計 ８５２４７２ 的中 � １３４３３（１３番人気）� ３７３６０７（１番人気）� ２１２２７（１０番人気）
枠連票数 計 ６１９７２６ 的中 （３－６） １００００１（１番人気）
普通馬連票数 計２５１２５２９ 的中 �� ３２２２５（１５番人気）
馬単票数 計１５９４５５６ 的中 �� ５３４６（４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６６３３５１ 的中 �� ９８９９（１４番人気）�� １０７８（８５番人気）�� １６２６３（９番人気）
３連複票数 計２４１４４４２ 的中 ��� ４１３５（１０５番人気）
３連単票数 計５７２９６６６ 的中 ��� ９３９（８１７番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．４―１２．０―１２．０―１２．２―１２．６―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．２―３４．６―４６．６―５８．６―１：１０．８―１：２３．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�グランドバイオ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ブライアンズタイム

２００４．５．１０生 牡５鹿 母 ブリスクバイオ 母母 ロイヤルバイオ １４戦１勝 賞金 ２２，３５０，０００円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダンシングクリス号・アレクシオス号は，平成２１年６月１７日まで平地競走に出走できない。
※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 アドマイヤミラクル号・コパノカチドキ号・セイウンマル号・トーセンマンボ号



（２１東京２）第８日 ５月１７日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １９０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

３４８，９４０，０００円
６，３９０，０００円
２３，６００，０００円
７，１１０，０００円
３７，４４０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

６７，８８１，０００円
５，６０６，０００円
１，８８１，０００円

勝馬投票券売得金
７５５，８５１，７００円
９２７，５６２，２００円
８９５，１５９，５００円
３，４５４，２９７，６００円
２，２７１，４７８，０００円
８９１，５５０，５００円
３，９９９，４９２，３００円
９，０５６，４１４，９００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 ２２，２５１，８０６，７００円

総入場人員 ５０，４６５名 （有料入場人員 ４９，２０３名）



平成２１年度 第２回東京競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，４４３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

２，１８２，０８０，０００円
４８，４００，０００円
１６２，０９０，０００円
２８，０６０，０００円
２２３，６２０，０００円
９０９，０００円
９０９，０００円

５２０，５０４，５００円
４２，９７８，８００円
１４，２８５，７００円

勝馬投票券売得金
３，７５８，０２２，５００円
５，５１７，７０５，９００円
４，３２９，８３８，２００円
１７，２１３，６３２，６００円
１０，７１８，２２８，８００円
４，５６５，７１３，８００円
１８，７５８，９５１，４００円
３８，２６１，４３３，６００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 １０３，１２３，５２６，８００円

総入場延人員 ３６８，５７２名 （有料入場延人員 ３０８，６７３名）




