
１１０２５ ５月１日 晴 良 （２２東京２）第３日 第１競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

１１ フレイムヴェイン 牝３栗 ５４ 横山 典弘 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４５０＋ ４１：４０．３ ３．７�

３４ レッドプラネット 牝３青鹿５４ 武士沢友治�コオロ 秋山 雅一 日高 庄野牧場 ４６４＋ ８１：４０．５１� ７．５�
２２ タマノリテラシー 牝３栗 ５４ 吉田 豊玉腰 勇吉氏 矢野 英一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４７８± ０ 〃 クビ １１．５�
７１２ サントワマミー 牝３栗 ５４ 柴田 善臣青木 基秀氏 宗像 義忠 日高 グリーンヒルスタッド ４４６± ０１：４０．７� ４．８�
２３ メイビーズエイム 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新ひだか 下屋敷牧場 ４５４ ― 〃 アタマ １５．３�
６１１ オンマイマインド 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義�木村牧場 菊川 正達 新ひだか ヒサイファーム ５２６＋ ４１：４０．８� ５．８	
３５ エミネンスグリーズ 牝３青鹿５４ 三浦 皇成�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４３６－ ６ 〃 ハナ ２８．３

５９ ヴィエナトウショウ 牝３黒鹿５４ 内田 博幸トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４８６ ―１：４１．４３� ８．０�
４７ ミラクルフラッグ 牝３栗 ５４ 北村 宏司小林 英一氏 岩戸 孝樹 日高 出口牧場 B４８０－ ８１：４１．５� ８５．３�
７１３ グレースヒロイン 牝３芦 ５４ 後藤 浩輝小野 博郷氏 浅野洋一郎 日高 春木 昭雄 ４４６± ０１：４１．７１ ５８．２
６１０ トレグラツィエ 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人堂守 貴志氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４２６± ０１：４１．９１� ２１．２�
８１５ ラナイダンス 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 高市 圭二 安平 ノーザンファーム ４０２± ０１：４２．０� ６４．４�
（大井）

５８ エステーハート 牝３栗 ５４ 江田 照男齋藤 宏明氏 南田美知雄 新ひだか 原口牧場 ４３４－ ６１：４２．５３ １６．０�
８１４ ウエスタンサクラ 牝３黒鹿５４ 小島 太一西川 賢氏 中野 栄治 新ひだか 桜井牧場 ４７０ ―１：４４．２大差 ２０２．６�
４６ オンワードフロール 牝３鹿 ５４

５２ △伊藤 工真�オンワード牧場 柴田 政人 浦河 オンワード牧場 ４８６ ―１：４４．６２� ２７９．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，５２９，３００円 複勝： ３０，２７６，６００円 枠連： ２０，９７０，７００円

普通馬連： ６６，７０９，１００円 馬単： ４３，５９９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，４５７，８００円

３連複： ８３，２６２，４００円 ３連単： １１６，３７４，２００円 計： ４０３，１７９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １８０円 � ２５０円 � ３００円 枠 連（１－３） １，４６０円

普通馬連 �� １，８２０円 馬 単 �� ３，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７４０円 �� ９５０円 �� １，１４０円

３ 連 複 ��� ５，８４０円 ３ 連 単 ��� ２７，６８０円

票 数

単勝票数 計 １７５２９３ 的中 � ３７３８８（１番人気）
複勝票数 計 ３０２７６６ 的中 � ５０５４０（２番人気）� ３１２２６（４番人気）� ２４４７５（５番人気）
枠連票数 計 ２０９７０７ 的中 （１－３） １０６２５（１０番人気）
普通馬連票数 計 ６６７０９１ 的中 �� ２７１２８（４番人気）
馬単票数 計 ４３５９９７ 的中 �� ９３５５（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４４５７８ 的中 �� ８３９０（７番人気）�� ６３６６（９番人気）�� ５１９４（１６番人気）
３連複票数 計 ８３２６２４ 的中 ��� １０５２９（１７番人気）
３連単票数 計１１６３７４２ 的中 ��� ３１０３（６５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．０―３６．１―４８．５―１：０１．４―１：１４．２―１：２７．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フレイムヴェイン �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１．２３ 中山８着

２００７．２．３生 牝３栗 母 スカイクレイバー 母母 ファニングザフレイム ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００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。



１１０２６ ５月１日 晴 良 （２２東京２）第３日 第２競走 ��
��１，３００�サラブレッド系３歳

発走１０時４０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：１６．４
１：１６．４

重

重

８１０ シングンデパーチャ 牡３栗 ５６ 柴田 善臣伊坂 重憲氏 本間 忍 浦河 三枝牧場 ５０８－ ４１：２０．５ ７．３�

３３ マーシュハリアー 牡３鹿 ５６ 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 村上 雅規 ５０８－ ２ 〃 アタマ １．６�
５５ サクラクローバー 牝３鹿 ５４ 横山 典弘�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 ４４０＋ ８１：２０．９２� ４．３�
２２ イ ワ イ ザ ケ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 ４２２± ０１：２１．２１� ７１．１�
６７ ベルモントマナフィ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸 �ベルモントファーム 田村 康仁 新冠 ベルモント

ファーム ４１８± ０１：２１．３� １２．３�
８１１ ロードラッセル �３黒鹿 ５６

５４ △伊藤 工真 �ロードホースクラブ 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド ４６６－ ６１：２１．４� １４４．９	
７８ タマモハイグレード 牡３栗 ５６ 柴山 雄一タマモ� 中川 公成 新冠 新冠伊藤牧場 ４４６＋ ２１：２１．５� ７６．８

４４ ネオエピック 牡３青鹿５６ 北村 宏司小林 仁幸氏 牧 光二 新ひだか 元道牧場 ４２４－ ４１：２１．７１� １４．２�
１１ コスモレゾヌマン 牝３黒鹿５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 浦河 中神牧場 ４０６－ ４１：２３．１９ ２８４．６�
７９ オリオンザカフェ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝平本 敏夫氏 松永 康利 新ひだか 荒木 貴宏 ４６０± ０１：２３．６３ ４７．３
６６ クリノハイビート 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 日田牧場 ４３６＋ ６１：２４．５５ ４１．１�

（大井）

（１１頭）

売 得 金

単勝： １８，２００，８００円 複勝： ５７，９５２，３００円 枠連： １３，５４８，１００円

普通馬連： ５０，０７５，２００円 馬単： ５１，８４１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，０２３，９００円

３連複： ６５，５０８，０００円 ３連単： １５６，２８４，８００円 計： ４３４，４３４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � １２０円 枠 連（３－８） ４４０円

普通馬連 �� ４９０円 馬 単 �� １，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ３１０円 �� １５０円

３ 連 複 ��� ３６０円 ３ 連 単 ��� ４，０６０円

票 数

単勝票数 計 １８２００８ 的中 � １９６６０（３番人気）
複勝票数 計 ５７９５２３ 的中 � ４８５６２（３番人気）� ３７６２４２（１番人気）� ６７７９８（２番人気）
枠連票数 計 １３５４８１ 的中 （３－８） ２２７９７（２番人気）
普通馬連票数 計 ５００７５２ 的中 �� ７６４９５（２番人気）
馬単票数 計 ５１８４１０ 的中 �� ２５５３９（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１０２３９ 的中 �� ２７９７２（２番人気）�� １３６２５（５番人気）�� ４３０４２（１番人気）
３連複票数 計 ６５５０８０ 的中 ��� １３５２３７（１番人気）
３連単票数 計１５６２８４８ 的中 ��� ２８４３１（１３番人気）

ハロンタイム ７．３―１１．５―１１．６―１２．１―１２．４―１２．３―１３．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．３―１８．８―３０．４―４２．５―５４．９―１：０７．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シングンデパーチャ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ブラックタイアフェアー デビュー ２００９．９．２７ 中山４着

２００７．２．２４生 牡３栗 母 ラストドーター 母母 イコノクラスト １１戦１勝 賞金 １２，１００，０００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。



１１０２７ ５月１日 晴 良 （２２東京２）第３日 第３競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１１時１０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

５８ メイショウツチヤマ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４８０－ ４１：３８．７ ２０．２�

５９ ラッキーバニラ 牡３青鹿５６ 吉田 隼人吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９４＋１８１：３９．２３ １７．８�
６１０� ユメユメユメ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 愛 Airlie Stud ５００－ ４１：３９．８３� ５．５�
３４ コウセイベイビー 牡３黒鹿５６ 村田 一誠杉安浩一郎氏 中野 栄治 日高 今井牧場 ４４０＋ ３１：３９．９� ３１８．８�
２３ タカミツボード 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹高橋 光雄氏 高橋 裕 浦河 鮫川 啓一 ４６８－ ８１：４０．０� １５．８�
７１３ エ ド ヒ ガ ン 牡３芦 ５６ 戸崎 圭太吉田 和子氏 清水 英克 日高 横井 哲 ４８２± ０１：４０．２１ １．４�

（大井）

４６ トータルシーオー 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥齊藤 宣勝氏 天間 昭一 新冠 ラツキー牧場 ４４６± ０１：４０．３� ４４．０	
３５ リバーダンス 牡３栗 ５６ 吉田 豊�大川牧場 水野 貴広 厚真 大川牧場 ４７２－ ２ 〃 ハナ １６４．１

２２ ブライトベイ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司染谷 幸雄氏 中川 公成 浦河 カナイシスタッド ４７２＋ ２１：４０．６１� ３３．９�
６１１ マイネルレントラー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤 征弘 新ひだか 山野牧場 ５４０ ―１：４１．３４ ５６．０
８１５ ゼロチョウサン 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成長山 尚義氏 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 ４３２－ ８ 〃 ハナ ８６．１�
７１２ マイネルサンリット 牡３黒鹿５６ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 元道牧場 ４８０＋ ２１：４２．３６ ９１．９�
４７ サンワードネオ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝古谷 千晴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４３４＋ ６１：４３．４７ １９．４�
１１ レオアビリティ 牡３青鹿５６ 江田 照男田中 博之氏 杉浦 宏昭 浦河 市川フアーム ４８２－ ４１：４３．５クビ ５２．０�
８１４ テイエムヒッパシレ 	３栗 ５６ 武士沢友治竹園 正繼氏 石栗 龍彦 鹿児島 テイエム牧場 ４１８－ ２１：４４．６７ ５８５．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２４，６７４，３００円 複勝： ４０，４４７，６００円 枠連： ２０，６９１，８００円

普通馬連： ６６，１０３，２００円 馬単： ５４，５７０，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，６１３，３００円

３連複： ７４，９２４，３００円 ３連単： １４０，１８５，６００円 計： ４４７，２１０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０２０円 複 勝 � ６００円 � ４６０円 � ２００円 枠 連（５－５） ７，９５０円

普通馬連 �� ６，６１０円 馬 単 �� １５，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９４０円 �� １，０５０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� ９，１４０円 ３ 連 単 ��� ８５，３００円

票 数

単勝票数 計 ２４６７４３ 的中 � ９６３０（６番人気）
複勝票数 計 ４０４４７６ 的中 � １５４５０（６番人気）� ２０９８３（３番人気）� ６７２３７（２番人気）
枠連票数 計 ２０６９１８ 的中 （５－５） １９２１（１７番人気）
普通馬連票数 計 ６６１０３２ 的中 �� ７３８９（１８番人気）
馬単票数 計 ５４５７０２ 的中 �� ２６８１（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５６１３３ 的中 �� ３１５８（１８番人気）�� ６０８６（１１番人気）�� ７５８３（７番人気）
３連複票数 計 ７４９２４３ 的中 ��� ６０５３（２６番人気）
３連単票数 計１４０１８５６ 的中 ��� １２１３（２２７番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．５―１２．３―１３．１―１３．５―１２．５―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．４―３４．９―４７．２―１：００．３―１：１３．８―１：２６．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウツチヤマ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１２．２７ 中山１５着

２００７．３．２３生 牡３鹿 母 カパルアベイ 母母 カ パ ル ア ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムヒッパシレ号は，平成２２年６月１日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１０２８ ５月１日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２２東京２）第３日 第４競走 ��３，０００�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時４０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，８００，０００円 ３，１００，０００円 ２，０００，０００円 １，２００，０００円 ７８０，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

４６ � アツキオモイ 牡６鹿 ６０ 平沢 健治丸岡 啓一氏 鈴木 勝美 新冠 ムラカミファーム ４５２± ０３：２２．７ １５．２�

３４ クランエンブレム 牡６鹿 ６０ 金子 光希 �サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ５１０－ ２３：２２．８� ２．７�
２２ パ ゴ ダ 牡４鹿 ５９ 高野 和馬�和田牧場 和田正一郎 静内 及川 麻吉 ５１８± ０３：２３．５４ ６．９�
６９ プ ラ ク シ ス �４黒鹿５９ 石神 深一前田 幸治氏 古賀 史生 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８６－１０３：２３．９２� ３．８�
５７ � テイエムサプライズ 牡６栗 ６０ 浜野谷憲尚竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 競優牧場 ４８８－ ２３：２４．０クビ １６．２�
１１ オンワードシェルタ 牡４鹿 ５９ 穂苅 寿彦�オンワード牧場 杉浦 宏昭 浦河 オンワード牧場 ４９２－１６３：２４．３２ １３６．９	
４５ ボ ー マ ン ド 牡７鹿 ６０ 江田 勇亮大原 詔宏氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４７４－ ８３：２４．６２ １１１．８

７１１ トウショウライド 牡４鹿 ５９ 水出 大介トウショウ産業� 保田 一隆 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５００－ ８３：２５．２３� ６６．３�
７１２ シルクパナシア 牡５鹿 ６０ 五十嵐雄祐有限会社シルク鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 ４７６－ ２３：２５．５１� ９．６�
８１４� コ マ チ 牝６青鹿５８ 草野 太郎江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 ４５４± ０３：２５．９２� １１２．８
６１０ アントルシャカトル 牝４栗 ５７ 柴田 未崎�ミルファーム 保田 一隆 新ひだか 下村 繁正 ４７８＋ ２３：２７．７大差 １４５．８�
８１３	 ピサノアルハンブラ 牡７鹿 ６０ 西谷 誠市川 義美氏 白井 寿昭 米

Runnymede
Farm, Inc. &
Catesby W. Clay

４９０－ ４３：２８．２３ ５．６�
５８ アコガレノダンス 牝４鹿 ５７ 鈴木 慶太�グランド牧場 小林 常泰 静内 グランド牧場 ４３０－ ４３：２８．３� ２３７．５�
３３ フナベンケイ �４栗 ５９ 大庭 和弥橘 倍男氏 高橋 義博 浦河 ミルファーム ４６２－ ２３：３６．７大差 ８３．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，５６１，６００円 複勝： １８，００４，８００円 枠連： １４，４６２，３００円

普通馬連： ４８，８０６，７００円 馬単： ３５，７７３，１００円 ワイド【拡大馬連】： １６，５２７，６００円

３連複： ５９，５５２，１００円 ３連単： ９４，１８４，３００円 計： ３００，８７２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５２０円 複 勝 � ３１０円 � １３０円 � ２００円 枠 連（３－４） １，７２０円

普通馬連 �� １，７３０円 馬 単 �� ５，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� １，１１０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ２，８８０円 ３ 連 単 ��� ２０，６７０円

票 数

単勝票数 計 １３５６１６ 的中 � ７０３１（６番人気）
複勝票数 計 １８００４８ 的中 � １１７１８（６番人気）� ５０１１２（１番人気）� ２１６２９（３番人気）
枠連票数 計 １４４６２３ 的中 （３－４） ６２１５（９番人気）
普通馬連票数 計 ４８８０６７ 的中 �� ２０８５９（７番人気）
馬単票数 計 ３５７７３１ 的中 �� ５２０６（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６５２７６ 的中 �� ６３０１（７番人気）�� ３４５５（１６番人気）�� １０７７８（３番人気）
３連複票数 計 ５９５５２１ 的中 ��� １５３１２（１１番人気）
３連単票数 計 ９４１８４３ 的中 ��� ３３６３（７８番人気）

上り １マイル １：４６．１ ４F ５１．７－３F ３８．８
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アツキオモイ �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 Fit to Fight

２００４．３．１５生 牡６鹿 母 ピアファイヤー 母母 ペリオジャー 障害：４戦１勝 賞金 ９，７８０，０００円
初出走 JRA

※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 ヤマニンプレアデス号



１１０２９ ５月１日 晴 良 （２２東京２）第３日 第５競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１２時３０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

８１６ イーグルドライヴ 牡３栗 ５６ 石橋 脩�ターフ・スポート斎藤 誠 浦河 酒井牧場 B４９８－ ６１：２６．８ １５．５�

７１３ ドリームシガー 牡３黒鹿５６ 田中 勝春セゾンレースホース� 宗像 義忠 新冠 対馬 正 ５４０－ ４１：２７．０１� ２２７．６�
６１２ ゴールドバシリスク 牡３鹿 ５６ 内田 博幸居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム ４７２＋ ４１：２７．１� １．６�
７１４ ゴールインマーク 牡３鹿 ５６ 柴田 大知�ミルファーム 小笠 倫弘 浦河 ミルファーム ４８６± ０１：２７．４１� ５．４�
３５ リンドブルム 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ５０６＋３０ 〃 クビ １４．５�
３６ ケイアイブル 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 �啓愛義肢材料販売所 南田美知雄 日高 エンドレス

ファーム ４４６± ０１：２７．９３ １２０．９	
２３ ゲットゼアー 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥臼田 浩義氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４５８－ ２１：２８．１１ １８９．４

４８ ゴールドホース 牡３栗 ５６ 蛯名 正義村山 義一氏 谷原 義明 平取 原田 新治 ４６８－ ８ 〃 アタマ ７０．８�
６１１ バトルバッチグー 牡３栗 ５６ 松岡 正海宮川 秋信氏 武藤 善則 新冠 杉山 義行 ５２４＋ ４１：２８．３１� ８．０�
５９ チェンジストリーム 牡３鹿 ５６

５４ △伊藤 工真杉山 忠国氏 松山 将樹 新ひだか 明治牧場 B４６０＋ ８１：２８．４クビ ２１．４
１２ コ ウ ガ 牡３黒鹿５６ 武士沢友治中村 政勝氏 高市 圭二 新ひだか 畠山牧場 ４５８－ ６ 〃 ハナ １３３．２�
８１５ ダンドリュー 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人�三嶋牧場 矢野 英一 浦河 三嶋牧場 ５０８ ―１：２８．５� ９２．６�
５１０ サクラトップギア 牡３芦 ５６ 三浦 皇成�さくらコマース伊藤 圭三 新ひだか 原 光彦 ５１８ ―１：２８．７� ３０．４�
１１ カレンデュラヴ 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太関根 宏一氏 大竹 正博 新ひだか 泊 寿幸 ４９２± ０１：２８．８� ９１．８�

（大井）

２４ カトルズメテオ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか タイヘイ牧場 B４８２－ ８ 〃 ハナ ４０．３�
４７ カシノアラベスク 牝３黒鹿５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 一山育成牧場 ４７２－ ２ 〃 アタマ ５３１．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，７７８，９００円 複勝： ５０，５７９，３００円 枠連： ２２，０７３，３００円

普通馬連： ７０，９７３，１００円 馬単： ５８，８０８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，９１９，５００円

３連複： ８０，４７２，０００円 ３連単： １５１，３４５，６００円 計： ４８８，９５０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５５０円 複 勝 � ３００円 � ２，４２０円 � １１０円 枠 連（７－８） ２，５２０円

普通馬連 �� １２３，８３０円 馬 単 �� ２０２，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５，７３０円 �� ４８０円 �� ４，８２０円

３ 連 複 ��� ４３，５８０円 ３ 連 単 ��� ７０６，９２０円

票 数

単勝票数 計 ２７７７８９ 的中 � １４１３４（５番人気）
複勝票数 計 ５０５７９３ 的中 � ２９７６２（４番人気）� ２７５７（１３番人気）� ２４４６９３（１番人気）
枠連票数 計 ２２０７３３ 的中 （７－８） ６４８６（７番人気）
普通馬連票数 計 ７０９７３１ 的中 �� ４２３（８３番人気）
馬単票数 計 ５８８０８８ 的中 �� ２１４（１４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６９１９５ 的中 �� ２４２（８７番人気）�� １５３２６（３番人気）�� １３０８（３６番人気）
３連複票数 計 ８０４７２０ 的中 ��� １３６３（８５番人気）
３連単票数 計１５１３４５６ 的中 ��� １５８（７９０番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１１．６―１２．５―１３．４―１２．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．０―３５．６―４８．１―１：０１．５―１：１４．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イーグルドライヴ �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 アーミジャー デビュー ２００９．１２．１９ 中山３着

２００７．４．１生 牡３栗 母 ステファニーチャン 母母 チャリタブル ６戦１勝 賞金 ７，５５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３１分に変更。
〔発走状況〕 リンドブルム号は，枠入り不良。

バトルバッチグー号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※ゴールドホース号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１０３０ ５月１日 晴 良 （２２東京２）第３日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時００分 （芝・左）

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

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

４７ ビッグサンダー 牡３栗 ５６ 柴山 雄一魚住 啓市氏 畠山 吉宏 浦河 岡崎牧場 ４８４－ ４１：２３．０ ７．６�

８１７� アポロジャスミン 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Angelo Ferro
& Victor Flores ４２６± ０ 〃 クビ ７．８�

１２ ショウナンスマイル 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣�湘南 古賀 史生 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４４８＋ ４１：２３．２１� ３．４�
５１０ ウインドジャズ 牡３黒鹿５６ 内田 博幸岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド B４８０－ ４１：２３．３クビ １１．６�
８１６ ニーニョデルシエロ 牡３青 ５６ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム B４４８± ０１：２３．５１� ２４．７�
６１２ メジロバラク 牡３栗 ５６ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４３２－ ４ 〃 クビ ７．０�
７１３ ハマノドリーム 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥若� 三郎氏 天間 昭一 日高 長谷川 一男 B４６２－ ４１：２３．７１� ２１９．７	
３６ テラノインパルス 牡３鹿 ５６ 江田 照男寺田 寿男氏 田村 康仁 新ひだか 沖田 忠幸 ４４４± ０１：２３．９１ １５．０

５９ フェニックスワン 牝３黒鹿５４ 戸崎 圭太助川 啓一氏 河野 通文 新冠 大狩部牧場 ４３０＋ ２ 〃 クビ ２６．７�

（大井）

２４ コスモグレイス 牝３黒鹿５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新ひだか 前田牧場 ４２４－ ８１：２４．０� ５．８�
１１ ブリタニアブルー 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人 ブルーマネジメント勢司 和浩 新冠 川上 悦夫 ４２８＋ ２１：２４．１	 ２１．６�
７１４ クーデワンダー 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 H.H．シェイク・ハムダン 小島 太 様似 富田 恭司 ４６０－１２ 〃 アタマ ３３．８�
４８ エフテーグンダイ 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹深野 茂雄氏 尾関 知人 えりも 上島牧場 ４２８＋ ２１：２４．２� ２２８．５�
７１５ エンシェントエイジ 牝３黒鹿５４ 石橋 脩吉岡 泰治氏 松山 将樹 日高 庄野牧場 ４５８－ ４１：２４．３� ４１．１�
２３ セレブシチー 牝３栗 ５４ 池添 謙一 友駿ホースクラブ 嶋田 功 浦河 畔高牧場 ４８２－１２１：２４．６２ １０７．１�
６１１ ポ ン タ ク ン 
３黒鹿５６ 北村 宏司村田 哲朗氏 坂本 勝美 日高 藤本 友則 ４５０－１０ 〃 アタマ ２５３．２�
３５ ベ ニ ヒ メ 牝３栗 ５４ 三浦 皇成中村 政勝氏 松永 康利 青森 明成牧場 ４５４ ―１：２５．６６ ８４．５�
８１８� レジェンドキャット 牝３鹿 ５４ 横山 典弘杉山 忠国氏 萩原 清 米 Malibu

Farm, LLC ４６４＋ ４１：２８．０大差 ３７．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２６，０８７，１００円 複勝： ４１，４２８，４００円 枠連： ２９，５６８，３００円

普通馬連： ８４，４６４，６００円 馬単： ４８，８９１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，８８６，１００円

３連複： ９４，３８７，１００円 ３連単： １３２，４６５，７００円 計： ４８７，１７８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２３０円 � ２８０円 � １５０円 枠 連（４－８） ２，１４０円

普通馬連 �� ３，３３０円 馬 単 �� ６，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１５０円 �� ５２０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� ４，２８０円 ３ 連 単 ��� ３１，４１０円

票 数

単勝票数 計 ２６０８７１ 的中 � ２７３５３（４番人気）
複勝票数 計 ４１４２８４ 的中 � ４３２９０（４番人気）� ３２８５１（５番人気）� ９４９０２（１番人気）
枠連票数 計 ２９５６８３ 的中 （４－８） １０２０２（１１番人気）
普通馬連票数 計 ８４４６４６ 的中 �� １８７６８（１１番人気）
馬単票数 計 ４８８９１５ 的中 �� ５２１５（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９８８６１ 的中 �� ６１６７（１３番人気）�� １５０７４（１番人気）�� １０２４２（６番人気）
３連複票数 計 ９４３８７１ 的中 ��� １６３０９（８番人気）
３連単票数 計１３２４６５７ 的中 ��� ３１１３（６５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．８―３５．６―４７．７―５９．２―１：１０．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビッグサンダー �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 シアトルダンサーⅡ デビュー ２００９．７．１９ 新潟９着

２００７．５．１８生 牡３栗 母 チ ー サ キ ー 母母 フジノタカコマチ ９戦１勝 賞金 ７，６００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レジェンドキャット号は，平成２２年６月１日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１０３１ ５月１日 晴 良 （２２東京２）第３日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時３０分 （芝・左）

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

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

１１ マ イ ウ エ イ 牡４鹿 ５７ 福永 祐一近藤 英子氏 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム B４４８－ ４１：４６．５ １．７�

８１０ サクラルーラー 牡４鹿 ５７ 内田 博幸�さくらコマース小島 太 新ひだか 新和牧場 ５２２－ ４１：４７．４５ ５．２�
７８ シンセサイザー 牡５黒鹿５７ 戸崎 圭太 �キャロットファーム 畠山 吉宏 早来 ノーザンファーム ４５０＋ ２１：４７．５クビ ２７．５�

（大井）

５５ � ベストプロジェクト 牡５栗 ５７ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Flaxman
Holdings Ltd ４９８＋ ４１：４７．７１� １９．７�

２２ フライバイワイヤー 牡４栗 ５７ 蛯名 正義 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６４－ ２ 〃 アタマ ４．２�
４４ エアキリヤン 	５鹿 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 ４４８＋ ２１：４７．８
 １５．３	
８９ � モエレオフィシャル 牡４鹿 ５７ 江田 照男西森 鶴氏 高木 登 三石 松本牧場 ５０４＋ ４１：４９．０７ ４２．１

７７ ダイワカレン 牝４栗 ５５ 武士沢友治大城 敬三氏 的場 均 千歳 社台ファーム ４３２－１０１：４９．２１� １０９．８�
３３ クレバーネオ 牡４黒鹿５７ 池添 謙一田� 正明氏 石毛 善彦 浦河 向別牧場 ４６６＋１６１：４９．７３ ４７．４
６６ � ハンドクラッピング 牡４栗 ５７ 石橋 脩加藤 徹氏 柴田 政人 新ひだか 山田牧場 ４６２－ ２１：４９．９１� ２４７．６�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２８，４９３，０００円 複勝： ４７，９９６，４００円 枠連： １８，１０６，９００円

普通馬連： ６７，７１４，１００円 馬単： ６３，９７５，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，４１２，６００円

３連複： ６９，６９６，７００円 ３連単： １９０，０１３，９００円 計： ５０９，４０９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ３６０円 枠 連（１－８） ３５０円

普通馬連 �� ４００円 馬 単 �� ５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ４８０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� １，７８０円 ３ 連 単 ��� ４，０５０円

票 数

単勝票数 計 ２８４９３０ 的中 � １３９６９２（１番人気）
複勝票数 計 ４７９９６４ 的中 � ２６８６３６（１番人気）� ５６８３０（３番人気）� １５１６２（６番人気）
枠連票数 計 １８１０６９ 的中 （１－８） ３９２８３（２番人気）
普通馬連票数 計 ６７７１４１ 的中 �� １２７８７０（２番人気）
馬単票数 計 ６３９７５５ 的中 �� ８８１５８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３４１２６ 的中 �� ３８９５９（２番人気）�� １０９０１（６番人気）�� ６３９０（９番人気）
３連複票数 計 ６９６９６７ 的中 ��� ２８９４９（６番人気）
３連単票数 計１９００１３９ 的中 ��� ３４６４７（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．１―３５．４―４７．３―５９．５―１：１１．５―１：２２．７―１：３４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．０―３F３５．０

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

勝馬の
紹 介

マ イ ウ エ イ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００８．１２．１４ 阪神８着

２００６．３．２０生 牡４鹿 母 アドマイヤベリー 母母 ブリリアントベリー １０戦２勝 賞金 ２２，２６４，０００円
※出走取消馬 コラデピーノ号（疾病〔右寛跛行〕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。



１１０３２ ５月１日 晴 良 （２２東京２）第３日 第８競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時００分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

４８ マルタカラッキー 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義�橋まゆみ氏 清水 美波 新冠 グリー牧場 ４７４± ０１：２５．９ １０．３�

１１ シリコンフォレスト 牡５芦 ５７ 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ５０８＋１６１：２６．０クビ ８．０�
５１０� ヤッパリツヨカッタ 牡５鹿 ５７ 福永 祐一国田 正忠氏 清水 久詞 門別 富川牧場 ４８８－ ８１：２６．１� ３５．５�
８１６ レッツゴーヒチョリ 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣飯田 正剛氏 高橋 祥泰 静内 千代田牧場 ５５０－ ２１：２６．２	 ５．０�
７１３ スマートキャスター 牡５青 ５７ 柴山 雄一大川 徹氏 栗田 博憲 鵡川 上水牧場 ４８８＋ ２１：２６．５２ ４．８�
４７ 
 マルターズマゼル 牡６鹿 ５７ 吉田 豊藤田 在子氏 天間 昭一 米 Yoshio Fujita ４４８－ ２ 〃 アタマ ８．０�
１２ � ラプターストーム 牡４栗 ５７

５５ △伊藤 工真佐藤 恭永氏 高橋 祥泰 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５２０－ ４１：２６．７１ １１．５	

３５ 
� オーシャンハンター �４栗 ５７ 後藤 浩輝青木 基秀氏 坂口 正則 米 Motohide
Aoki ４４２－ ４ 〃 クビ ２１．２


７１４ マッシュアップ 牡５栗 ５７ 田中 勝春 �グリーンファーム 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ４５０－１４１：２７．０１� ７９．２�
３６ � レオアドミラル 牡４栗 ５７ 江田 照男田中 博之氏 萱野 浩二 新冠 守矢牧場 ４７６－１１１：２７．２１� １０．２
６１２ バンダムミュートス 牡４鹿 ５７ 松岡 正海山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 ４９６－ ２１：２７．５１� ２８．８�
２３ メイショウドレイク 牡５黒鹿５７ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B５１８－ ２ 〃 クビ １６．６�
６１１ カズノウォーニング 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成鈴木 可一氏 小笠 倫弘 浦河 福田牧場 ４４６± ０１：２７．６	 １２．５�
２４ � ワンダフルスイート 牝５鹿 ５５ 戸崎 圭太 �丸幸小林牧場 清水 英克 浦河 丸幸小林牧場 ４８６－ ８１：２７．７	 ２７．３�

（大井）

５９ � チェリークラウン 牡６栗 ５７ 大庭 和弥櫻井 悦朗氏 小西 一男 鵡川 上水牧場 ４９４－ ８１：２８．１２	 ４５．１�
８１５� ストロングウェイブ 牡４栗 ５７ 郷原 洋司林 勝宗氏 郷原 洋行 新ひだか レースホース ４６２± ０１：２８．４１� ４２２．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，５３７，７００円 複勝： ４２，１３８，０００円 枠連： ３５，７５５，０００円

普通馬連： １１０，０５２，５００円 馬単： ６０，０５９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，８３４，５００円

３連複： １１７，１２１，６００円 ３連単： １７５，０４６，８００円 計： ６０３，５４５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０３０円 複 勝 � ３８０円 � ３３０円 � ９８０円 枠 連（１－４） １，４８０円

普通馬連 �� ６，１４０円 馬 単 �� １１，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０６０円 �� ４，２８０円 �� ４，１５０円

３ 連 複 ��� ７２，２２０円 ３ 連 単 ��� ３８７，９５０円

票 数

単勝票数 計 ２６５３７７ 的中 � ２０３６２（６番人気）
複勝票数 計 ４２１３８０ 的中 � ３０５１４（６番人気）� ３６１８９（４番人気）� １０２１７（１３番人気）
枠連票数 計 ３５７５５０ 的中 （１－４） １７９２０（４番人気）
普通馬連票数 計１１００５２５ 的中 �� １３２４２（２７番人気）
馬単票数 計 ６００５９０ 的中 �� ３７０７（５４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６８３４５ 的中 �� ４４７５（３２番人気）�� ２１０４（６１番人気）�� ２１７２（５８番人気）
３連複票数 計１１７１２１６ 的中 ��� １１９７（２５９番人気）
３連単票数 計１７５０４６８ 的中 ��� ３３３（１３８５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．１―３６．５―４９．３―１：０１．８―１：１３．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルタカラッキー �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ミルフオード デビュー ２００７．１０．１４ 東京５着

２００５．５．１７生 牡５黒鹿 母 キクカエンプレス 母母 エビスオール ２５戦３勝 賞金 ４２，３００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
※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 カフェマーシャル号・ケージーコガネ号・シックスシグマ号
※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。



１１０３３ ５月１日 晴 良 （２２東京２）第３日 第９競走 ��
��１，６００�

や え ざ く ら

八 重 桜 賞
発走１４時３５分 （芝・左）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

４６ シャイニンアーサー 牡３黒鹿５６ 横山 典弘市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B４７８± ０１：３３．４ ８．７�

７１１ ダノンスパシーバ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４８８＋ ４ 〃 クビ ２．４�
６１０ ゲームマエストロ 牡３青 ５６ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 新冠 村上 欽哉 ４６８－１０１：３３．７１� ３．９�
２２ ボンジュールメロン 牝３栗 ５４ 内田 博幸田中善次郎氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５０８＋ ４１：３４．１２� ６．５�
８１３ ソールデスタン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊�前川企画 河野 通文 浦河 鎌田 正嗣 ４６０－ ２１：３４．４１� １３．４�
５７ カワキタコマンド 牡３鹿 ５６ 武士沢友治川島 吉男氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４５２＋ ４ 〃 クビ １５．１	
３３ � ノーブルブラッド 牡３青鹿５６ 戸崎 圭太 �ユートピア牧場 佐々木 仁 日高 池添 安雄 B４６０－ ２１：３４．５クビ ２４９．３


（川崎） （大井）

７１２ トーセンマリーン 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣島川 �哉氏 宗像 義忠 新ひだか 城地 和義 ５０４－１２ 〃 クビ ３２．３�
３４ シルクファルシオン 牡３栗 ５６ 北村 宏司有限会社シルク尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ２１：３４．６� ３２．０
４５ マックスストレイン 牡３栗 ５６ 小林 淳一鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４５８＋ ２１：３４．７� ６１．１�
５８ 	 ソラトブペンギン 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥國分 純氏 堀井 雅広 日高 ファニーフレンズファーム ４３２－ ４１：３５．７６ １８６．２�
１１ 	 トーセンボー 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司島川 �哉氏 中島 敏文 日高 有限会社 エ

スティファーム ４７６－ ５１：３６．２３ ３２２．７�
６９ サクラインライン 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義�さくらコマース小島 太 新ひだか 山田牧場 ４７４－ ８ 〃 同着 １３．９�
８１４ サンデージョウ 牝３青 ５４ 松岡 正海河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 対馬 正 ４７４＋１０１：３６．８３� ７８．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４０，４５１，９００円 複勝： ６３，８１１，８００円 枠連： ３２，７４８，２００円

普通馬連： １４２，７７９，４００円 馬単： ８８，４７９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，９３６，０００円

３連複： １４０，４１０，７００円 ３連単： ２７７，６４５，７００円 計： ８２８，２６２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８７０円 複 勝 � ２３０円 � １２０円 � １６０円 枠 連（４－７） ９５０円

普通馬連 �� １，１７０円 馬 単 �� ３，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� ６６０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� １，５４０円 ３ 連 単 ��� １２，５８０円

票 数

単勝票数 計 ４０４５１９ 的中 � ３６９６０（４番人気）
複勝票数 計 ６３８１１８ 的中 � ５３４４６（５番人気）� ２０４２５８（１番人気）� １００５２３（２番人気）
枠連票数 計 ３２７４８２ 的中 （４－７） ２５５１４（４番人気）
普通馬連票数 計１４２７７９４ 的中 �� ９００９３（４番人気）
馬単票数 計 ８８４７９０ 的中 �� ２１３８６（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１９３６０ 的中 �� ２０２９６（４番人気）�� １３８９４（８番人気）�� ５４２３４（１番人気）
３連複票数 計１４０４１０７ 的中 ��� ６７４２０（３番人気）
３連単票数 計２７７６４５７ 的中 ��� １６２９７（３３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．６―１２．０―１１．９―１１．６―１１．５―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．２―３４．８―４６．８―５８．７―１：１０．３―１：２１．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャイニンアーサー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１１．２２ 東京５着

２００７．５．６生 牡３黒鹿 母 シャイニンルビー 母母 シャイニンレーサー ６戦２勝 賞金 １７，３３６，０００円
〔発走状況〕 ダノンスパシーバ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ダノンスパシーバ号は，発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１０３４ ５月１日 晴 良 （２２東京２）第３日 第１０競走 ��
��２，０００�

ふちゅう

府中ステークス
発走１５時１０分 （芝・左）
４歳以上，１，６００万円以下，２１．５．２以降２２．４．２５まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

府中市長賞（１着）
賞 品

本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．２
１：５６．４

良

良

６１１� スマートステージ 牡５鹿 ５６ 村田 一誠大川 徹氏 鹿戸 雄一 三石 ダイイチ牧場 B５０２± ０２：０１．０ １０．６�

４８ ラフィナール 牡６鹿 ５４ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 安田 隆行 早来 ノーザンファーム B４９２－ ６２：０１．１� ５３．６�
５１０ トウショウデザート 牡４鹿 ５５ 吉田 豊トウショウ産業� 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 ５１８－ ６２：０１．３１� １０．９�
７１４ フィニステール 牡６鹿 ５６ 内田 博幸�RRA 藤原 英昭 門別 下河辺牧場 ５０４－１２ 〃 クビ ７．６�
４７ ヤマタケディガー 牡４栗 ５４ 武士沢友治山中 佳代氏 根本 康広 日高 今井牧場 ４５８－ ２２：０１．４	 １１６．３�
８１６ レインフォーレスト 牡４芦 ５５ 池添 謙一松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４５６－ ２ 〃 ハナ ３３．２	
８１７ エオリアンハープ 牝４栗 ５４ 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４４２± ０ 〃 クビ ３．４

１１ � アグネスエナジー 牡５黒鹿５６ 勝浦 正樹渡辺 孝男氏 河野 通文 千歳 社台ファーム ５０４－ ４２：０１．５� ５．７�
７１５ ハシッテホシーノ 牝４鹿 ５３ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４５２＋ ２２：０１．７１� １７．５�
３６ スカーレットダイヤ 牝５青鹿５３ 吉田 隼人芹澤 精一氏 勢司 和浩 浦河 谷川牧場 ４３８－ ４ 〃 アタマ ３０．７
８１８� サクラキングオー 牡４栗 ５５ 四位 洋文�さくらコマース岡田 稲男 静内 谷岡牧場 ４８４－ ４ 〃 ハナ １８．９�
２３ イケドラゴン 牡５栗 ５４ 柴田 善臣池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 ５２８－ ６ 〃 アタマ １３．３�
７１３ マイネルアトレ 牡５栗 ５５ 福永 祐一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 門別 佐々木 直孝 ４５６－ ８２：０１．８クビ ７５．４�
３５ バルバレスコ 牡７鹿 ５０ 江田 照男北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 ４７６± ０２：０２．０１ ２０４．０�
５９ ドリームノクターン 牡５鹿 ５５ 戸崎 圭太セゾンレースホース� 斎藤 誠 門別 賀張中川牧場 ５０６－ ２２：０２．２１� ８．０�

（大井）

６１２ ハリーアップ 牡６芦 ５４ 川田 将雅首藤 徳氏 小島 太 浦河 小池 博幸 B４８０－ ２ 〃 ハナ ３３．６�
１２ 
 ライオングラス �６栗 ５４ 横山 典弘山本 英俊氏 尾関 知人 米

Claiborne
Farm & Adele
B. Dilschneider

４８８＋ ２２：０２．３	 ７９．６�
２４ マイネトゥインクル 牝５鹿 ５３ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム B４４８＋ ６２：０２．５１� ６９．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４４，０１８，６００円 複勝： ７３，１５２，０００円 枠連： ５８，１９７，３００円

普通馬連： ２１２，４５５，３００円 馬単： １１３，４６２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ６１，９４３，５００円

３連複： ２４２，４２９，０００円 ３連単： ４１３，９０３，５００円 計： １，２１９，５６２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０６０円 複 勝 � ３３０円 � ９４０円 � ３９０円 枠 連（４－６） ９，５１０円

普通馬連 �� ２０，５２０円 馬 単 �� ４４，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，３４０円 �� １，７８０円 �� ４，９７０円

３ 連 複 ��� ６７，４２０円 ３ 連 単 ��� ４５１，２００円

票 数

単勝票数 計 ４４０１８６ 的中 � ３２９８５（５番人気）
複勝票数 計 ７３１５２０ 的中 � ６４１４２（４番人気）� １８３８６（１２番人気）� ５１４８１（７番人気）
枠連票数 計 ５８１９７３ 的中 （４－６） ４５１７（２９番人気）
普通馬連票数 計２１２４５５３ 的中 �� ７６４１（６４番人気）
馬単票数 計１１３４６２８ 的中 �� １８７０（１４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６１９４３５ 的中 �� ２３７９（７５番人気）�� ８７７１（２０番人気）�� ３０４７（６２番人気）
３連複票数 計２４２４２９０ 的中 ��� ２６５４（２１４番人気）
３連単票数 計４１３９０３５ 的中 ��� ６７７（１３２４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．８―３６．８―４９．２―１：０２．１―１：１４．７―１：２６．８―１：３７．８―１：４９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．３―３F３４．２

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

勝馬の
紹 介

�スマートステージ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス

２００５．４．２３生 牡５鹿 母 ダイイチサクラ 母母 ダイイチフローネ １７戦４勝 賞金 ７０，８５２，０００円
初出走 JRA ［他本会外：１戦０勝］

※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 アグネススターチ号・ヒシセンチュリー号
※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。



１１０３５ ５月１日 晴 良 （２２東京２）第３日 第１１競走 ��
��２，４００�第１７回テレビ東京杯青葉賞（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （ダービートライアル） （芝・左）

３歳；負担重量は，馬齢重量
テレビ東京賞（１着）

賞 品
本 賞 ５４，０００，０００円 ２２，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，１００，０００円 ５，４００，０００円
付 加 賞 １，３１６，０００円 ３７６，０００円 １８８，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

１２ ペ ル ー サ 牡３栗 ５６ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９８＋ ２２：２４．３ １．４�

３５ トゥザグローリー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �キャロットファーム 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム ５２０－１２２：２５．０４ ５．６�
８１７ ハートビートソング 牡３栗 ５６ 福永 祐一 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム ５０６＋ ２２：２５．１� ８．５�
３６ アロマカフェ 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４５６－ ６ 〃 クビ １００．５�
７１４� リリエンタール 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 T. Yoshida ４２４－ ６２：２５．５２� ５２．６�
４７ トウカイメロディ 牡３栗 ５６ 吉田 隼人内村 正則氏 後藤 由之 登別 青藍牧場 ４３０± ０２：２５．６クビ ２４．４�
４８ � ミッションモード 牡３栗 ５６ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 T. Yoshida ４６０＋ ６ 〃 クビ １４８．８	
７１５ スマートフォーカス 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一大川 徹氏 宮 徹 安平 ノーザンファーム ４９０－ ２ 〃 ハナ ９３．０

２３ ジョーヴァリアント 牡３鹿 ５６ 吉田 豊上田けい子氏 村山 明 浦河 大成牧場 ４４８＋ ２２：２６．１３ ３０２．６�
６１２ コスモヘレノス 牡３鹿 ５６ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 ナカノファーム ５０６＋ ２２：２６．２� １４３．４�
２４ サクラエルドール 牡３青 ５６ 四位 洋文さくらコマース友道 康夫 新ひだか 新和牧場 ４７０－ ４２：２６．４� ７７．１�
５９ エクセルサス 牡３栃栗５６ 川田 将雅 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４９４－ ２ 〃 ハナ ３３．７�
７１３ レッドスパークル 牡３栗 ５６ 秋山真一郎幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか 谷山 和喜 ４７４＋ ６２：２６．５� １６．３�
５１０ ロードオブザリング 牡３鹿 ５６ 池添 謙一 ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ４７４－２４２：２６．７１� ５９．７�
１１ 	 ビ ッ グ バ ン 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ５０６＋ ６２：２７．１２� ３９０．７�

（大井）

６１１ コスモエンペラー 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新ひだか 米田牧場 ４８６± ０２：２７．４２ ３８．６�
８１８ メイショウエバモア 牡３芦 ５６ 田中 勝春松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ５００－ ４２：２７．９３ １９８．０�
８１６ ベストブルーム 牡３鹿 ５６ 小林 淳一横瀬 兼二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム B４４０－ ８２：３１．７大差 ６７８．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７２，３３６，２００円 複勝： ３５６，５７６，５００円 枠連： １２８，７１３，０００円

普通馬連： ６４０，３２１，３００円 馬単： ４７８，３１１，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２０１，６６６，２００円

３連複： ７４８，２７０，０００円 ３連単： １，８６９，５５０，５００円 計： ４，５９５，７４４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １７０円 枠 連（１－３） ３７０円

普通馬連 �� ３８０円 馬 単 �� ５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ２２０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� ７７０円 ３ 連 単 ��� １，８８０円

票 数

単勝票数 計１７２３３６２ 的中 � ９７４４７４（１番人気）
複勝票数 計３５６５７６５ 的中 � ２２９１８５８（１番人気）� ３０５０４３（２番人気）� ２５６５９４（３番人気）
枠連票数 計１２８７１３０ 的中 （１－３） ２６０１４９（１番人気）
普通馬連票数 計６４０３２１３ 的中 �� １２５１００５（１番人気）
馬単票数 計４７８３１１２ 的中 �� ６８６７１８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２０１６６６２ 的中 �� ３１６６９６（１番人気）�� ２３８３０２（２番人気）�� ６３０６８（６番人気）
３連複票数 計７４８２７００ 的中 ��� ７２０３０４（１番人気）
３連単票数 計１８６９５５０５ 的中 ��� ７３７１８６（１番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．８―１２．７―１２．２―１２．６―１３．２―１２．２―１１．８―１１．５―１１．３―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．５―２３．３―３５．１―４７．８―１：００．０―１：１２．６―１：２５．８―１：３８．０―１：４９．８―２：０１．３―２：１２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．３―３F３４．５
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ペ ル ー サ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Candy Stripes デビュー ２００９．１１．２９ 東京１着

２００７．３．２０生 牡３栗 母 アルゼンチンスター 母母 Diferente ４戦４勝 賞金 ８８，５７５，０００円
※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） ８頭 カミダノミ号・クレバーロッシー号・スプリングアルタ号・セイクリッドセブン号・ブルーグラス号・

マコトヴォイジャー号・ミカエルビスティー号・リキアイクロフネ号
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりペルーサ号・トゥザグローリー号は，東京優駿（GⅠ）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。



１１０３６ ５月１日 晴 良 （２２東京２）第３日 第１２競走 ��
��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

５１０ メイショウヨシヒサ 牡７黒鹿５７ 安藤 勝己松本 好�氏 河内 洋 浦河 信岡牧場 ４６６－ ８１：２４．７ ３．５�

６１２� セイウンアスラン 牡４栗 ５７ 松岡 正海西山 茂行氏 手塚 貴久 米
Diane Shashura, G.
David Shashura & and
Bridle Breezes, LLC.

４９８－ ４ 〃 クビ ８．９�
８１６ ハクバドウジ 牡５芦 ５７ 吉田 隼人�ターフ・スポート佐藤 吉勝 浦河 大北牧場 B５１８± ０１：２４．９１� １０．０�
６１１ グレースエポナ 牝６黒鹿５５ 蛯名 正義吉田 照哉氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム ５３６± ０１：２５．１１ ８．７�
８１５ カラメルマキアート 牡５鹿 ５７ 福永 祐一 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４８２－ ８１：２５．２	 ２．８�
７１３ フ ヨ ウ 牝５黒鹿５５ 後藤 浩輝田島榮二郎氏 小西 一男 浦河 福岡 光夫 ４６２－ ４ 〃 アタマ ２６．２	
４７ メジロオマリー 牡５黒鹿５７ 吉田 豊�メジロ牧場 奥平 雅士 洞爺 メジロ牧場 ４７０＋ ６１：２５．３クビ １７．０

１１ マスターコーク 牝４鹿 ５５ 四位 洋文�三嶋牧場 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４５０＋１０ 〃 アタマ ３４．４�
５９ アーリーアメリカン 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４５８－ ２１：２５．５１
 ３０．８�
３６ ケージーファントム 牡６栗 ５７ 戸崎 圭太川井 五郎氏 水野 貴広 三石 松本牧場 ５１２＋ ２ 〃 ハナ １２．３

（大井）

２４ エンシャントアーツ 牝５栗 ５５ 村田 一誠岡田 牧雄氏 柴崎 勇 静内 大典牧場 ４７８＋ ４１：２６．１３
 ３１２．６�
２３ ジョウテンロマン 牡７栗 ５７ 柴田 善臣田邉 久男氏 二ノ宮敬宇 静内 千代田牧場 B４９４＋ ６１：２６．２クビ １６０．２�
１２ ラオムフェーレ 牡６栗 ５７ 柴田 大知�ミルファーム 保田 一隆 静内 石川 新一 ４８６－ ２１：２６．６２
 ３１４．１�
７１４ タツタイコウ 牡５栗 ５７ 三浦 皇成鈴木 昭作氏 根本 康広 千歳 エクセレンス

ファーム ５１２－ １１：２６．７クビ ２２３．４�
４８ � トラベルシチー 牡７鹿 ５７ 秋山真一郎 �友駿ホースクラブ 中野渡清一 豪 Wynyarra

Stud Pty Ltd ４９４－ ２１：２６．８
 ２６５．０�
３５ コ ス モ オ ー 牡４栗 ５７ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 浦河 畔高牧場 ５４４－１０１：２７．２２
 ６７．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４３，９１３，９００円 複勝： ６９，０３５，６００円 枠連： ４９，７１８，６００円

普通馬連： １７５，２７２，７００円 馬単： １０５，８２６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ５７，７３７，９００円

３連複： ２１５，６９３，４００円 ３連単： ４０３，６３５，６００円 計： １，１２０，８３４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １４０円 � ２４０円 � ２７０円 枠 連（５－６） ６６０円

普通馬連 �� １，３２０円 馬 単 �� ２，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５４０円 �� ６７０円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� ３，９４０円 ３ 連 単 ��� １７，６００円

票 数

単勝票数 計 ４３９１３９ 的中 � １０１５２０（２番人気）
複勝票数 計 ６９０３５６ 的中 � １６９９７２（１番人気）� ６７０４７（３番人気）� ５７１２３（５番人気）
枠連票数 計 ４９７１８６ 的中 （５－６） ５５８４０（３番人気）
普通馬連票数 計１７５２７２７ 的中 �� ９８０６６（２番人気）
馬単票数 計１０５８２６９ 的中 �� ３３５７４（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５７７３７９ 的中 �� ２７３５９（３番人気）�� ２１３６３（７番人気）�� １３５３７（１１番人気）
３連複票数 計２１５６９３４ 的中 ��� ４０４１４（８番人気）
３連単票数 計４０３６３５６ 的中 ��� １６９３４（３７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．７―３５．９―４８．４―１：００．５―１：１２．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウヨシヒサ �
�
父 メイショウオウドウ �

�
母父 Dehere デビュー ２００５．６．２６ 阪神１着

２００３．３．８生 牡７黒鹿 母 ウィズストリングス 母母 Mastina ２６戦４勝 賞金 ８５，５１８，０００円
※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 ドリームシャドウ号・マッドマックス号
（非抽選馬） ３頭 アンシャンレジーム号・トムトム号・リバーアゲイン号
※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。



（２２東京２）第３日 ５月１日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８１頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２６７，２４０，０００円
４，２６０，０００円
２４，６１０，０００円
２，９２０，０００円
２６，８２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，８１８，０００円
５，６８６，８００円
１，７９１，９００円

勝馬投票券売得金
４８３，５８３，３００円
８９１，３９９，３００円
４４４，５５３，５００円
１，７３５，７２７，２００円
１，２０３，５９８，７００円
５６７，９５８，９００円
１，９９１，７２７，３００円
４，１２０，６３６，２００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １１，４３９，１８４，４００円

総入場人員 ５７，７７４名 （有料入場人員 ）




