
１１０４９ ５月８日 晴 良 （２２東京２）第５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

４６ ゴールドマッシモ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊磯波 勇氏 高木 登 浦河 駿河牧場 ４７２－ ６１：４１．０ ３．２�

７１２ ホープダイナスティ 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４４０－ ２ 〃 クビ １７．８�
６１０ チャレンジフラッグ 牝３芦 ５４ 後藤 浩輝石橋 忠之氏 阿部 新生 新ひだか 土田農場 ５１４＋ ６１：４１．１クビ １．９�
５８ ビジュートップス 牝３黒鹿５４ 武士沢友治�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 ４２４－ ６１：４１．２� １７８．３�
８１３ ライラックパンチ 牝３栗 ５４ 内田 博幸吉田 照哉氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４６８＋ ４１：４１．３� ５．２�
８１４ カメリアビジュ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 �グリーンファーム 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４９４ ―１：４１．９３� １６．８	
５７ キンショールビー 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一礒野日出夫氏 田島 俊明 浦河 宮村牧場 ４３６± ０１：４２．０� ２１２．７

２２ ヨイチクローン 牝３栗 ５４ 田中 勝春加藤 興一氏 菅原 泰夫 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ５００－ ２ 〃 クビ ３１．３�
４５ ワ ン エ イ ム 牝３栗 ５４ 村田 一誠小林 博雄氏 中野 栄治 新冠 新冠橋本牧場 ４３６－ ８１：４２．２１� ３２．２�
３３ ダイワジュエリー 牝３鹿 ５４

５２ △伊藤 工真大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 ４４２± ０１：４２．５１� ８２．４
３４ ニコニコトート 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥苅部康太郎氏 浅野洋一郎 新ひだか 原口牧場 ４３２＋ ２１：４３．１３� ２７４．０�
７１１ カシノアレグロ 牝３鹿 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 一山育成牧場 ４４４＋１２１：４３．５２� ３６３．７�
１１ ヨシワスレガタミ 牝３栗 ５４ 高橋 智大田辺 喜彦氏 小島 茂之 新冠 ヒノデファーム ４４８ ―１：４４．６７ １１９．７�
６９ リバーカクテル 牝３栗 ５４ 郷原 洋司河越 武治氏 郷原 洋行 新ひだか 増本牧場 ４６６－１０ （競走中止） ３９０．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，４６１，１００円 複勝： ４８，０９５，０００円 枠連： １６，３２９，５００円

普通馬連： ５３，９９０，１００円 馬単： ４６，７３８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，３６８，１００円

３連複： ６８，４５１，５００円 ３連単： １３０，２６０，９００円 計： ４０６，６９４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １２０円 � ２１０円 � １１０円 枠 連（４－７） ２，０８０円

普通馬連 �� ２，０００円 馬 単 �� ３，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� １３０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ６９０円 ３ 連 単 ��� ７，４６０円

票 数

単勝票数 計 １８４６１１ 的中 � ４６４９０（２番人気）
複勝票数 計 ４８０９５０ 的中 � ８８５２１（２番人気）� ２３９１５（４番人気）� ２６９５７７（１番人気）
枠連票数 計 １６３２９５ 的中 （４－７） ５８１５（５番人気）
普通馬連票数 計 ５３９９０１ 的中 �� １９９５６（６番人気）
馬単票数 計 ４６７３８３ 的中 �� １１０４６（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４３６８１ 的中 �� １１０２０（５番人気）�� ７１９８９（１番人気）�� １４７６４（４番人気）
３連複票数 計 ６８４５１５ 的中 ��� ７３６２８（２番人気）
３連単票数 計１３０２６０９ 的中 ��� １２８９９（１９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．８―３７．２―５０．０―１：０３．２―１：１６．２―１：２８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．０―３F３７．８
３ ・（４，１３）１４，６（８，１０）（２，１２）３（１１，５）－７，１ ４ ・（４，１３，１４）（６，１０）１２，８（２，３，５）１１，７，１
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ゴールドマッシモ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 サンダーガルチ デビュー ２００９．７．１１ 札幌７着

２００７．３．５生 牝３鹿 母 トレヴィサンライズ 母母 メモリーズオブロニー ９戦１勝 賞金 １０，１００，０００円
〔競走中止〕 リバーカクテル号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため向正面で競走中止。



１１０５０ ５月８日 晴 良 （２２東京２）第５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

３６ ダイワトリビューン 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義大城 敬三氏 池上 昌弘 新冠 パカパカ
ファーム ４８６－ ２１：１９．８ ４．１�

５９ デュークビスティー 牡３芦 ５６ 小林慎一郎備前島敏子氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 ４４４－ ４１：２０．２２� ２．１�
７１３ ボストンブラーミン �３黒鹿５６ 大庭 和弥山上 和良氏 中川 公成 浦河 上山牧場 ５０４± ０１：２１．５８ ６０．２�
４８ カネトシショコラ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹兼松 利男氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 ４４８＋ ２１：２１．６� １９．１�
３５ アクアオーラ 牝３栗 ５４ 福永 祐一�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４４－ ２ 〃 クビ １７．６�
２３ カシノカルミア 牝３栗 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 笹島 政信 ４５０＋ ４１：２１．７クビ ２１２．５�
８１５ リッチチャンス 牡３黒鹿５６ 内田 博幸橋川 欣司氏 本間 忍 日高 日西牧場 ４７４ ―１：２２．１２� ５．６	
７１４ ボンジュールチエ 牝３黒鹿５４ 吉田 豊田中善次郎氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B４５２± ０１：２２．２クビ ７．６

１２ コウヨウリョウ 牡３芦 ５６ 田中 勝春寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 谷川牧場 B４８２± ０１：２２．５２ ９１．３�
５１０ ボ ー レ ア 牡３栗 ５６ 小林 淳一矢野喜代春氏 佐藤 吉勝 新ひだか マークリ牧場 ４７４ ―１：２２．７１� ６４．０�
６１２ サウスエポック 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太南波 壽氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４３０ ―１：２２．８� ８４．０

（大井）

８１６ マイネカラフル 牝３栗 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム B４２０＋ ２１：２２．９� ４１．０�

２４ マ リ エ ッ タ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠�ターフ・スポート上原 博之 新ひだか 坂本 智広 ４７０－ ６１：２３．０� ２０４．３�
６１１ ニジイロノホシ 牝３栗 ５４

５１ ▲国分 優作北所 直人氏 高木 登 新ひだか 見上牧場 ４３４± ０１：２３．１� ６９．４�
４７ ニンフェッタ 牝３栗 ５４

５２ △伊藤 工真井上 一郎氏 大江原 哲 浦河 日の出牧場 ４６６＋ ４１：２３．２� ８８．２�
１１ オンワードシールド 牡３栗 ５６ 郷原 洋司�オンワード牧場 本郷 一彦 浦河 オンワード牧場 ４４２－１４１：２４．０５ ４４８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，６７０，０００円 複勝： ２３，４４５，８００円 枠連： １５，７０３，９００円

普通馬連： ４７，６７５，８００円 馬単： ３６，０１２，４００円 ワイド【拡大馬連】： １８，１２１，９００円

３連複： ５８，１２２，９００円 ３連単： ９４，０１５，４００円 計： ３０７，７６８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � １，０４０円 枠 連（３－５） ３４０円

普通馬連 �� ４３０円 馬 単 �� ９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ２，５５０円 �� ２，２４０円

３ 連 複 ��� ７，２５０円 ３ 連 単 ��� ３６，２９０円

票 数

単勝票数 計 １４６７００ 的中 � ２８６７０（２番人気）
複勝票数 計 ２３４４５８ 的中 � ５３８００（２番人気）� ６１９２６（１番人気）� ３３６３（１３番人気）
枠連票数 計 １５７０３９ 的中 （３－５） ３４３００（１番人気）
普通馬連票数 計 ４７６７５８ 的中 �� ８２０６３（１番人気）
馬単票数 計 ３６０１２４ 的中 �� ２８３０２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８１２１９ 的中 �� ３１３７１（１番人気）�� １４６３（２８番人気）�� １６６８（２５番人気）
３連複票数 計 ５８１２２９ 的中 ��� ５９１８（２１番人気）
３連単票数 計 ９４０１５４ 的中 ��� １９１２（９３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１８．７―３０．８―４３．５―５５．６―１：０７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３６．３
３ ６，９（５，１３）１６（１１，１４）（２，３）７，８（４，１２）（１，１０）１５ ４ ６，９－（５，３）（１４，１３，１６，２）－８，１１－７，１２，４（１，１０）１５
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダイワトリビューン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ダンスオブライフ デビュー ２０１０．１．２３ 中山７着

２００７．３．１２生 牡３黒鹿 母 タイキメビウス 母母 タイキミステリー ５戦１勝 賞金 ７，６００，０００円
〔制裁〕 ボストンブラーミン号の騎手大庭和弥は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（１４番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オンワードシールド号は，平成２２年７月８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 ダマスカスローズ号・ロワマージュ号
※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。



１１０５１ ５月８日 晴 良 （２２東京２）第５日 第３競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１１時１０分 （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

８１１� アポロヴァンドーム 牡３芦 ５６ 後藤 浩輝アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 米 Hopewell In-
vestments LLC ５０６－ ４１：４０．２ ２．１�

７８ ヒノモトイチバン 牡３栗 ５６ 内田 博幸坪野谷和平氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 ４５６± ０ 〃 クビ １２．５�
８１０ デルマカリグラ 牡３芦 ５６

５４ △伊藤 工真浅沼 廣幸氏 矢野 英一 日高 ファニーヒルファーム ４６６± ０１：４０．５１� １４．３�
２２ サトノホクト 牡３栗 ５６ 蛯名 正義里見 治氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 ４８８± ０１：４０．８１� １３．０�
１１ ディアシークレット 牡３青鹿５６ 戸崎 圭太寺田千代乃氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム ４７０－ ２１：４０．９� ３．２�

（大井）

５５ スマートグリッド 牡３鹿 ５６ 福永 祐一大川 徹氏 宮 徹 日高 千葉飯田牧場 ４９０－ ２１：４１．１１� １０．７�
４４ ゼ フ ュ ロ ス 牡３青鹿５６ 柴田 大知�ミルファーム 田島 俊明 新冠 大栄牧場 ４６８－ ４ 〃 ハナ １８６．１	
６６ ハッピーデュランダ 牡３栗 ５６ 田中 勝春岡田 勇氏 中川 公成 新冠 飛渡牧場 ４６６－ ４１：４１．２� １６．０

３３ アルエットシチー 牝３芦 ５４ 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 日高 富川田中牧場 ４７４－ ２１：４１．８３� １３０．７�
６７ ダイワブリリアント 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 ４７０－ ６１：４２．０１	 １４．８
７９ シルクアサーション 牡３黒鹿５６ 郷原 洋司有限会社シルク郷原 洋行 新冠 中村農場 B４６０± ０１：４２．９５ １８５．１�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １７，８２８，６００円 複勝： ３０，８５３，１００円 枠連： １４，６２０，１００円

普通馬連： ５４，３０２，８００円 馬単： ４４，２９２，２００円 ワイド【拡大馬連】： １９，４４４，７００円

３連複： ５９，２８４，９００円 ３連単： １１３，１３４，６００円 計： ３５３，７６１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � ２４０円 � ２８０円 枠 連（７－８） ８８０円

普通馬連 �� １，３６０円 馬 単 �� １，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� ５２０円 �� １，１８０円

３ 連 複 ��� ３，５３０円 ３ 連 単 ��� １３，７４０円

票 数

単勝票数 計 １７８２８６ 的中 � ６７８９５（１番人気）
複勝票数 計 ３０８５３１ 的中 � １１８１３８（１番人気）� ２５４６８（３番人気）� ２０６７３（６番人気）
枠連票数 計 １４６２０１ 的中 （７－８） １２３３７（３番人気）
普通馬連票数 計 ５４３０２８ 的中 �� ２９５６３（４番人気）
馬単票数 計 ４４２９２２ 的中 �� １６８２５（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９４４４７ 的中 �� ９９３２（６番人気）�� ９５１３（７番人気）�� ３８０９（１５番人気）
３連複票数 計 ５９２８４９ 的中 ��� １２４０１（１１番人気）
３連単票数 計１１３１３４６ 的中 ��� ６０７８（４１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．６―３７．４―５０．５―１：０３．３―１：１５．６―１：２７．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アポロヴァンドーム �
�
父 Najran �

�
母父 Colonial Affair デビュー ２０１０．４．４ 中山６着

２００７．２．１４生 牡３芦 母 Rich Hill 母母 Lady Clever Trick ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００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。



１１０５２ ５月８日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２２東京２）第５日 第４競走 ��３，０００�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時４０分 （芝・ダート）

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

７１１ ド ン ヤ マ ト 牡４栗 ５９ 山本 康志山田 貢一氏 鈴木 伸尋 日高 日西牧場 B５０４＋ ２３：１８．０ ８．８�

３４ サニーネイティブ 牡８栗 ６０ 大庭 和弥宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下
ファーム ５０４－ ２３：１９．５９ ５．０�

４６ ハ ク サ ン 牡４黒鹿５９ 石神 深一篠� 恒雄氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 ４３２－ ６３：２１．１１０ ５．３�
５８ アイズオブゾロ �４黒鹿５９ 穂苅 寿彦 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０± ０３：２１．７３� ３．３�
８１４� フェスティバルイヴ �５黒鹿６０ 高野 和馬前田 幸治氏 和田 正道 米 Brereton

C. Jones ４７８－ ２ 〃 ハナ ４．１�
７１２ クロスホーリー 牡６栗 ６０ 柴田 未崎佐々木 徹氏 郷原 洋行 新冠 シンユウフアーム ４９６＋ ６３：２１．９� ２０５．６�
１１ メジロゲッタウェイ 牡４鹿 ５９ 平沢 健治�メジロ牧場 土田 稔 浦河 まるとみ冨岡牧場 B４６０－ ８３：２３．２８ ３３．２	
６９ ヨイチセレブ 牝４鹿 ５７ 五十嵐雄祐加藤 興一氏 菅原 泰夫 日高 合資会社カ

ネツ牧場 B４９２＋１４３：２３．８３� ２９．８

６１０ ニシノテンカ 牡６黒鹿６０ 金子 光希西山 茂行氏 田村 康仁 鵡川 西山牧場 ４８２＋ ６３：２５．８大差 ３１．１�
２２ 	 ダイイチミラクル �１０芦 ６０ 柴田 大知�ミルファーム 菊川 正達 三石 ダイイチ牧場 ４９８＋ ２３：２６．２２� １８．９�
８１３ ユウターフラッシュ 牡４鹿 ５９ 蓑島 靖典上山 利広氏 南田美知雄 浦河 江島牧場 ４７４－ ２３：２６．４１
 ３５．０
５７ メジロローレンス 牡４黒鹿５９ 江田 勇亮�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 B５００－１４３：２８．２大差 ９２．８�
４５ シャドウランズ 牡５青鹿 ６０

５７ ▲大江原 圭山上 和良氏 柴崎 勇 平取 松崎 文彦 ４９０－ ８３：３３．１大差 １５０．３�
３３ キューティガビー 牝４栗 ５７ 草野 太郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小林 常泰 新ひだか 塚尾牧場 ４４２－ ２３：３８．２大差 １２１．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，８３２，９００円 複勝： １７，９９１，３００円 枠連： １３，７６１，２００円

普通馬連： ４２，１９３，４００円 馬単： ３１，４０４，０００円 ワイド【拡大馬連】： １５，５１８，５００円

３連複： ５３，８０２，４００円 ３連単： ８４，３８８，４００円 計： ２７１，８９２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ２４０円 � １８０円 � １９０円 枠 連（３－７） ２，４６０円

普通馬連 �� ２，２４０円 馬 単 �� ５，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８００円 �� ７８０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� ３，９３０円 ３ 連 単 ��� ３１，２９０円

票 数

単勝票数 計 １２８３２９ 的中 � １１５０９（５番人気）
複勝票数 計 １７９９１３ 的中 � １８６４３（５番人気）� ２８４２６（３番人気）� ２５８６３（４番人気）
枠連票数 計 １３７６１２ 的中 （３－７） ４１４５（９番人気）
普通馬連票数 計 ４２１９３４ 的中 �� １３９４８（９番人気）
馬単票数 計 ３１４０４０ 的中 �� ４３５４（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５５１８５ 的中 �� ４７６７（１０番人気）�� ４８８７（９番人気）�� ６３２７（８番人気）
３連複票数 計 ５３８０２４ 的中 ��� １０１１１（１１番人気）
３連単票数 計 ８４３８８４ 的中 ��� １９９１（８５番人気）

上り １マイル １：４６．３ ４F ５２．３－３F ３９．２
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ド ン ヤ マ ト �
�
父 ジェニュイン �

�
母父 ヤマニンゼファー デビュー ２００８．１０．１１ 東京９着

２００６．４．１生 牡４栗 母 メイショウマキバコ 母母 メイショウサユリ 障害：５戦１勝 賞金 １１，６８０，０００円
〔その他〕 ダイイチミラクル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ダイイチミラクル号は，平成２２年６月８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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 テンジンリュウセー号



１１０５３ ５月８日 晴 良 （２２東京２）第５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

２４ ヤマニンエルブ 牡３栗 ５６ 田中 勝春土井 肇氏 村山 明 新冠 錦岡牧場 ４５８± ０１：４８．７ ６．２�

７１４ ネオヴェリーブル 牡３鹿 ５６ 北村 宏司小林 仁幸氏 斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９０－ ６１：４９．１２� １６．３�

４８ マスターウィンド 牝３栗 ５４ 小林 淳一�谷岡牧場 岩戸 孝樹 新ひだか 谷岡牧場 ４３８－ ４１：４９．３１� ６４．０�
２３ ダイワマニング 牡３栗 ５６ 武士沢友治大城 敬三氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４９０ ―１：４９．４� １０５．５�
６１２ ヤマニンミュゼット 牝３青鹿５４ 後藤 浩輝土井 肇氏 田村 康仁 新冠 錦岡牧場 ４３０－ ２ 〃 アタマ １９．８�
６１１ サトノレジェンド 牡３鹿 ５６ 内田 博幸里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５１８＋ ２１：４９．５クビ １．５�
７１３ メジロシールズ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一�メジロ牧場 菊川 正達 洞爺湖 メジロ牧場 ４６８± ０１：４９．７１� １８６．４	
８１８ スズヨタキオン 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太鈴木与四郎氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ４２６± ０１：５０．３３� １３．２


（大井）

３６ エ リ ン 牝３黒鹿 ５４
５２ △伊藤 工真石瀬 浩三氏 大竹 正博 様似 小田 誠一 ４６０ ― 〃 ハナ １７．０�

１１ アドバンステイオー 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹西川 隆士氏 田中 清隆 新ひだか 前川 正美 ４３４－ ６ 〃 アタマ ４７．４�
４７ メジロジョン 牡３栗 ５６ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 浦河 まるとみ冨岡牧場 ５２０ ―１：５０．５１� １６．０
３５ ルージュビクトリー 牡３鹿 ５６ 小林慎一郎林 義彦氏 嶋田 功 日高 戸川牧場 ４３８－ ２１：５１．１３� ２４０．３�
８１７ ゼンノドンカスター 牡３黒鹿５６ 村田 一誠大迫久美子氏 伊藤 正徳 新冠 村上 欽哉 ４６８＋ ２１：５１．２� １０５．２�
５９ ナツミプリンセス 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作相原 宏�氏 根本 康広 安平 ノーザンファーム ４３８－ ２１：５１．６２� ９０．２�
５１０ コイハテサグリ 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 B４４０－１２１：５１．９１� ３０７．２�
１２ ジェットメジャー 牡３青 ５６ 佐藤 哲三本間 茂氏 柴田 政人 新冠 渕瀬フアーム ４５４－ ６１：５２．３２� １５３．４�

（１６頭）
７１５ ゴルトブリッツ 牡３栗 ５６ 横山 典弘 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

８１６ クールエレガンス 牡３青鹿５６ 蛯名 正義臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２３，８１６，５００円 複勝： ５１，４２０，８００円 枠連： １８，７２７，１００円

普通馬連： ５７，３０９，６００円 馬単： ５３，０１８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，６１９，６００円

３連複： ６７，９８３，５００円 ３連単： １４１，５２８，６００円 計： ４３７，４２４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � ２９０円 � ６２０円 � １，５１０円 枠 連（２－７） ３，５３０円

普通馬連 �� ３，８２０円 馬 単 �� ７，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９５０円 �� ２，４００円 �� ３，６５０円

３ 連 複 ��� ３４，８００円 ３ 連 単 ��� １４９，０００円

票 数

単勝票数 計 ２３８１６５ 的中 � ３０２９２（２番人気）
複勝票数 計 ５１４２０８ 的中 � ５５１２０（２番人気）� ２１３０９（４番人気）� ７９９５（９番人気）
枠連票数 計 １８７２７１ 的中 （２－７） ３９２３（１２番人気）
普通馬連票数 計 ５７３０９６ 的中 �� １１０８５（１０番人気）
馬単票数 計 ５３０１８４ 的中 �� ５４７４（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３６１９６ 的中 �� ６３７０（８番人気）�� ２３９４（２５番人気）�� １５５７（３１番人気）
３連複票数 計 ６７９８３５ 的中 ��� １４４２（８４番人気）
３連単票数 計１４１５２８６ 的中 ��� ７０１（３１９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．７―３６．５―４８．８―１：０１．６―１：１４．４―１：２５．９―１：３７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．１―３F３４．３

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンエルブ �
�
父 サツカーボーイ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２００９．１１．２８ 京都１０着

２００７．３．４生 牡３栗 母 ヤマニンソリテール 母母 マ ダ ニ ナ ７戦１勝 賞金 ７，５００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３１分に変更。
〔出走取消〕 ゴルトブリッツ号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。

クールエレガンス号は，疾病〔右前挫跖〕のため出走取消。
※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。



１１０５４ ５月８日 晴 良 （２２東京２）第５日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時００分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

４７ トウカイトキメキ 牡３栗 ５６ 内田 博幸内村 正則氏 中村 均 日高 福満牧場 ５２２－ ４１：３８．６ ２．３�

５９ レッドシャリオ 牡３栗 ５６ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 三城牧場 ４９０－１０１：３８．７� ８．７�
８１５ マコトギャラクシー 牡３栃栗５６ 田中 勝春尾田左知子氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４４４＋ ２１：３８．８クビ １７．８�
６１１ プレシャスジェムズ 牝３黒鹿 ５４

５２ △伊藤 工真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４７８－ ２ 〃 クビ ８．１�

１２ � ガルビスティー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司備前島敏子氏 矢作 芳人 愛 Janus Blood-
stock Inc ４９２－ ２１：３９．０１ ２４．７�

７１４� アポロノサムライ 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 米 Mr. & Mrs.
John Kerber ５１２＋ ４ 〃 クビ ６．７�

３６ ウイニングタワー 牡３鹿 ５６ 小林 淳一田和 廣通氏 鈴木 勝美 日高 ナカノファーム ４４８± ０１：３９．４２� １０５．８	
６１２ スズカジェネラル 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 ４５６－１０１：３９．５クビ １１５．３

２３ トーセンチドリアシ 牡３黒鹿５６ 横山 典弘島川 �哉氏 鈴木 康弘 新ひだか 岡田スタツド ４７８－ ２１：３９．９２� １７．０�
５１０ トウショウロジック 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太トウショウ産業� 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 ４９８－ ４１：４０．０� ７．４

（大井）

４８ トウショウフォアゴ 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥トウショウ産業� 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 ４７２－ ６１：４０．２１� １１．３�
１１ シルクウィーク 牡３栗 ５６ 小林 久晃有限会社シルク杉浦 宏昭 日高 ヤナガワ牧場 ４６８－ ８１：４０．３クビ ３３１．５�
７１３ マルタカルーキー 牡３栗 ５６

５３ ▲国分 優作�橋まゆみ氏 清水 美波 新ひだか 藤本牧場 ４３８＋ ４１：４０．７２� ５５８．１�
３５ トーセンブーケ 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム ４６６＋ ４１：４０．８クビ ４４６．５�
８１６	 フジペガサス 牡３栗 ５６ 柴山 雄一藤田 達男氏 中野 栄治 新冠 佐藤 信広 ４３２－ ６１：４１．５４ ３０２．８�
２４ ミエノグレース 牝３栗 ５４ 蛯名 正義里見美惠子氏 鹿戸 雄一 新冠 富本 茂喜 ４７８－ ２ （競走中止） ３３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，５１１，７００円 複勝： ３６，３６２，１００円 枠連： ２２，１１０，８００円

普通馬連： ７１，３７１，７００円 馬単： ４７，３８６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，２９４，５００円

３連複： ７７，５３３，３００円 ３連単： １１９，１２５，０００円 計： ４２２，６９５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � ２００円 � ３７０円 枠 連（４－５） ４５０円

普通馬連 �� １，１１０円 馬 単 �� １，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ８００円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� ４，１００円 ３ 連 単 ��� １５，７２０円

票 数

単勝票数 計 ２３５１１７ 的中 � ８１４３９（１番人気）
複勝票数 計 ３６３６２１ 的中 � １０７８４４（１番人気）� ４５２２７（３番人気）� １８６０９（７番人気）
枠連票数 計 ２２１１０８ 的中 （４－５） ３６９１１（１番人気）
普通馬連票数 計 ７１３７１７ 的中 �� ４７７６６（４番人気）
馬単票数 計 ４７３８６８ 的中 �� ２０７８７（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５２９４５ 的中 �� １７６２０（３番人気）�� ７６０２（９番人気）�� ５５５７（１４番人気）
３連複票数 計 ７７５３３３ 的中 ��� １３９６８（１３番人気）
３連単票数 計１１９１２５０ 的中 ��� ５５９３（３３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１２．０―１２．４―１３．１―１２．５―１２．２―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．０―３６．０―４８．４―１：０１．５―１：１４．０―１：２６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウカイトキメキ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ハウスバスター デビュー ２００９．１２．１３ 阪神１着

２００７．４．１９生 牡３栗 母 トウカイエレガント 母母 トウカイダイナ ６戦２勝 賞金 １８，２００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。
〔発走状況〕 アポロノサムライ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 ミエノグレース号は，発走後まもなく前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ガルビスティー号の騎手北村宏司は，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（４番への進路影響）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１０５５ ５月８日 晴 良 （２２東京２）第５日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時３０分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

７１２ ワンモアジョー 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 ４５０－ ４１：２２．６ ２３．２�

８１３ テンエイエスプリ 牡３栗 ５６ 北村 宏司熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人
天栄牧場 ４５２＋ ２ 〃 ハナ ６．７�

３４ ラジャポネーズ 牝３鹿 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 伊藤 大士 日高 正和山本牧場 ４２４－ ６１：２２．７� ８．１�
２２ エンダーズシャドウ 牡３黒鹿５６ 田中 勝春飯塚 知一氏 斎藤 誠 平取 坂東牧場 ４６６－ ２１：２２．８� １８２．０�
４５ インテグラルヘッド 牡３栗 ５６ 横山 典弘 �サンデーレーシング 的場 均 安平 追分ファーム ５０６－ ６ 〃 クビ ４．４�
５７ ソルプリマベラ 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作小河 一�氏 国枝 栄 平取 清水牧場 ４１８± ０１：２２．９クビ ２．６	
４６ ロジディオン 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝久米田正明氏 萩原 清 新ひだか 野坂牧場 ４６６－ ６１：２３．１１� ７．５

６１０	 ドリームピーチ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義�大栄牧場 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４４４＋ ３ 〃 クビ １３３．６�
１１ ドリームラブソング 牡３青鹿５６ 佐藤 哲三セゾンレースホース� 松山 将樹 新冠 浜口牧場 ４７０－ ２１：２３．２クビ １６．６
３３ ラヴァリートゥルー 牡３鹿 ５６

５４ △伊藤 工真村中 徳広氏 岩戸 孝樹 新冠 川上牧場 ４７４＋ ２ 〃 クビ １２４．４�
６９ シンボリマルセイユ 牡３芦 ５６ 柴山 雄一シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 ４８４－ ２１：２３．４１� １２．９�
５８ メイフィールド 牝３鹿 ５４ 吉田 豊千明牧場 武藤 善則 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５０＋ ４１：２３．６１� ３８．３�
７１１
 スエヒロガリ 牡３青鹿５６ 戸崎 圭太中島 稔氏 久保 与造 新ひだか 藤原牧場 ４６４－ １１：２５．１９ ２５６．７�

（大井） （大井）

８１４	 マイシャローナ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治松平 正樹氏 小桧山 悟 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム ４１４＋ ２１：２５．６３ ３０２．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２１，３３３，９００円 複勝： ３０，２０１，８００円 枠連： １９，０９７，０００円

普通馬連： ６７，７８３，４００円 馬単： ４５，５１５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，３４２，７００円

３連複： ６８，１２１，３００円 ３連単： １１７，９９８，２００円 計： ３９１，３９３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３２０円 複 勝 � ６１０円 � １９０円 � ２３０円 枠 連（７－８） ４，０６０円

普通馬連 �� ６，６４０円 馬 単 �� １６，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６７０円 �� ２，３００円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� １４，１００円 ３ 連 単 ��� １２７，３２０円

票 数

単勝票数 計 ２１３３３９ 的中 � ７２７７（８番人気）
複勝票数 計 ３０２０１８ 的中 � １０４５３（８番人気）� ４８４８９（２番人気）� ３６８９７（３番人気）
枠連票数 計 １９０９７０ 的中 （７－８） ３４７５（１７番人気）
普通馬連票数 計 ６７７８３４ 的中 �� ７５３６（２３番人気）
馬単票数 計 ４５５１５３ 的中 �� ２０９２（５０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１３４２７ 的中 �� ３０８６（２０番人気）�� ２２１２（２５番人気）�� ８１５６（６番人気）
３連複票数 計 ６８１２１３ 的中 ��� ３５６６（４６番人気）
３連単票数 計１１７９９８２ 的中 ��� ６８４（３３８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１１．８―１２．２―１１．３―１１．４―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．９―３５．７―４７．９―５９．２―１：１０．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンモアジョー �
�
父 ツルマルボーイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２００９．１２．２６ 中山３着

２００７．４．５生 牡３鹿 母 ラヴリージョウ 母母 ラブラブジョウ ５戦２勝 賞金 １５，３００，０００円
〔制裁〕 ラジャポネーズ号の騎手柴田大知は，３コーナーで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（３番への進路影響）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１０５６ ５月８日 晴 良 （２２東京２）第５日 第８競走 ��
��２，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時００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

２：２２．１
２：２２．１

良

良

７７ ゴールデンハインド 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝吉田 和子氏 大竹 正博 早来 ノーザンファーム ５３８－ ２２：２９．２ ３．７�

８１０ ニシノルーファス 牝４鹿 ５５ 内田 博幸西山 茂行氏 古賀 慎明 鵡川 西山牧場 B４５６－ ２２：２９．６２� ２．８�
７８ キングスチャペル 牡４鹿 ５７ 福永 祐一渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４６４－ ４ 〃 クビ １１．９�
３３ マイネルメビウス 牡４鹿 ５７ 吉田 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 日高 野口牧場 ５１８＋ ６２：２９．７� ５．２�
４４ ブルームインハート 牝４黒鹿５５ 小林 淳一平井 裕氏 本郷 一彦 新ひだか 澤田 嘉隆 ４５４± ０２：２９．９１ ４．０�
２２ キストゥクラウン 牝４芦 ５５ 佐藤 哲三吉田 和子氏 戸田 博文 門別 日高大洋牧場 ４４８－ ４２：３０．０� ９９．８�
６６ クリノメダリスト 牝４栗 ５５ 戸崎 圭太栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４３０＋ ６ 〃 クビ １３．９	

（大井）

５５ 	 ナカヨキコト 牝４鹿 ５５ 武士沢友治江川 伸夫氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド ４１８＋１０２：３１．１７ ８６．９

８９ 	 バ ラ デ ィ ー 
４鹿 ５７ 五十嵐雄祐南 �幸氏 高木 登 浦河 目名太山口

牧場 B４４４－ １２：３２．６９ １８６．７�

（９頭）
１１ 	 ザバトルケンタ 牡４栗 ５７

５５ △伊藤 工真宮川 秋信氏 和田正一郎 浦河 多田 善弘 ４８８－２２ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２０，８８６，７００円 複勝： ２６，５６７，０００円 枠連： １５，９１３，８００円

普通馬連： ６１，７８５，０００円 馬単： ４６，２５７，７００円 ワイド【拡大馬連】： １９，３３６，２００円

３連複： ６０，９３６，４００円 ３連単： １４５，６６８，１００円 計： ３９７，３５０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １６０円 � １３０円 � ２３０円 枠 連（７－８） ４２０円

普通馬連 �� ５６０円 馬 単 �� １，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ６６０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １，７９０円 ３ 連 単 ��� ７，８５０円

票 数

単勝票数 差引計 ２０８８６７（返還計 １７８１） 的中 � ４４９９０（２番人気）
複勝票数 差引計 ２６５６７０（返還計 ３７９３） 的中 � ４３１０３（３番人気）� ７０５２３（１番人気）� ２４１６４（６番人気）
枠連票数 差引計 １５９１３８（返還計 ５２５２） 的中 （７－８） ２８４３７（１番人気）
普通馬連票数 差引計 ６１７８５０（返還計 １６３６０） 的中 �� ８２６８７（２番人気）
馬単票数 差引計 ４６２５７７（返還計 １１７９５） 的中 �� ２８９４９（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １９３３６２（返還計 ８１２９） 的中 �� ２２６９４（２番人気）�� ６５７２（１１番人気）�� ９０８１（８番人気）
３連複票数 差引計 ６０９３６４（返還計 ３７９８４） 的中 ��� ２５２１５（８番人気）
３連単票数 差引計１４５６６８１（返還計 ７５１２２） 的中 ��� １３７０８（３３番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．８―１２．８―１２．７―１２．９―１２．９―１３．２―１２．６―１２．３―１１．３―１１．５―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―２４．９―３７．７―５０．４―１：０３．３―１：１６．２―１：２９．４―１：４２．０―１：５４．３―２：０５．６―２：１７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．２―３F３４．９
１
３
７－８（３，９）（２，６）（５，１０）４
７（８，３）（２，６，９）（５，１０）４

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンハインド 
�
父 ク ロ フ ネ 

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２００９．６．２１ 福島８着

２００６．３．１９生 牡４鹿 母 ゴールドティアラ 母母 Bright Tiara １０戦２勝 賞金 ２２，２６０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔競走除外〕 ザバトルケンタ号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻７分遅延。
※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。



１１０５７ ５月８日 晴 良 （２２東京２）第５日 第９競走 ��
��１，４００�

た か お

高 尾 特 別
発走１４時３５分 （芝・左）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

５７ トーセンマドローナ 牡４芦 ５７ 内田 博幸島川 �哉氏 小崎 憲 新ひだか 土田農場 ４９４－ ２１：２０．９ ２．２�

４５ マイネルエデン 牡４鹿 ５７ 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 阿部 新生 新冠 飛渡牧場 ５２６＋ ２ 〃 クビ ６．９�

（大井）

６９ ス パ ラ ー ト 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム B４６０＋ ６１：２１．２１� ２３．１�
８１２ タガノバッチグー 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝八木 良司氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４２－１０１：２１．３� ２４．６�
３３ ヒカルプリンス 牡４鹿 ５７ 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 B４７４＋ ４ 〃 クビ ５．４	
５６ シャイニーデザート 牡４黒鹿５７ 吉田 豊小林 昌志氏 尾形 充弘 新ひだか 沖田 博志 ５２０－ ４１：２１．５１	 ８．０

７１０ ダイメイザバリヤル 牝６鹿 ５５ 勝浦 正樹宮本 孝一氏 本間 忍 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４３８＋ ２ 〃 クビ ６．４�
４４ マルサンテクニカル 牡６鹿 ５７ 柴山 雄一松井三千年氏 南井 克巳 様似 様似堀牧場 ４８２－ ６１：２１．７１ ６６．３�
２２ 
 エーシンマイトップ 牡４栗 ５７ 北村 宏司�栄進堂 中竹 和也 米 Winches-

ter Farm ４８２－ ２１：２１．８� １８．６
６８ テンザンモビール 牡７黒鹿５７ 田中 勝春平野 澄江氏 矢作 芳人 門別 下河辺牧場 B４９０± ０１：２１．９� １２０．７�
８１３ ナンヨークイーン 牝４鹿 ５５ 武士沢友治中村 �也氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム ４３８± ０１：２２．０� １３９．０�
１１ パ パ ラ チ ア 牝７鹿 ５５ 福永 祐一�原源一郎氏 領家 政蔵 門別 北海牧場 ４８０－ ６１：２２．１クビ ５５．３�
７１１� エイトサンデー 牡６鹿 ５７ 小林 淳一河合良太郎氏 小西 一男 静内 千代田牧場 ５２８＋ ８１：２２．９５ ３７８．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３１，１６１，９００円 複勝： ４８，１１０，１００円 枠連： ２７，７１７，８００円

普通馬連： １１６，７５１，３００円 馬単： ７６，８９４，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，１２４，７００円

３連複： １１８，４７７，９００円 ３連単： ２３７，０４１，２００円 計： ６９２，２７８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １３０円 � ２５０円 � ５２０円 枠 連（４－５） ６５０円

普通馬連 �� ８６０円 馬 単 �� １，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ９７０円 �� ２，４５０円

３ 連 複 ��� ５，７００円 ３ 連 単 ��� １８，６２０円

票 数

単勝票数 計 ３１１６１９ 的中 � １１４１９１（１番人気）
複勝票数 計 ４８１１０１ 的中 � １５５１６７（１番人気）� ４２２４２（５番人気）� １６７７８（７番人気）
枠連票数 計 ２７７１７８ 的中 （４－５） ３１８７５（３番人気）
普通馬連票数 計１１６７５１３ 的中 �� １００８１８（４番人気）
馬単票数 計 ７６８９４０ 的中 �� ４３８４６（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６１２４７ 的中 �� ２５０５６（４番人気）�� ８９０２（１２番人気）�� ３３５７（２８番人気）
３連複票数 計１１８４７７９ 的中 ��� １５３６６（２０番人気）
３連単票数 計２３７０４１２ 的中 ��� ９３９８（５５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．３―３４．７―４６．８―５８．０―１：０９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．２―３F３４．１
３ ９－５，７，３，１２（１１，１３）（１，８，１０）（２，４）－６ ４ ９，５（３，７）（１２，１３）１１（８，１０）１（２，４）－６
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４芦 母 プラチナハート 母母 ダンサーライト ７戦３勝 賞金 ３３，０２２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時４０分に変更。
※ナンヨークイーン号は，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。



１１０５８ ５月８日 晴 良 （２２東京２）第５日 第１０競走 ��
��２，１００�

たんざわ

丹沢ステークス
発走１５時１０分 （ダート・左）
４歳以上，１，６００万円以下，２１．５．９以降２２．５．２まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０６．７
２：０５．９

良

良

１１ シーダーラック 牡４栗 ５６ 蛯名 正義南 �幸氏 高木 登 浦河 山春牧場 ４８２－ ４２：１１．７ ４．１�

４７ ストロングバサラ 牡５黒鹿５６ 北村 宏司村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４９０－ ６２：１１．８� １９．２�
７１３ バロンビスティー 牡５芦 ５４ 勝浦 正樹ビスティーズホース

ユニオン 尾形 充弘 平取 清水牧場 ５４０－ ８２：１１．９� ７８．５�
８１６ ベルモントガリバー 牡４鹿 ５４ 吉田 豊 �ベルモントファーム 嶋田 潤 新冠 ベルモント

ファーム ５１２± ０ 〃 アタマ １５．５�
２３ フ リ ソ 牡４鹿 ５７ 戸崎 圭太藤田 孟司氏 小島 茂之 門別 モリナガファーム ４６６－ ６ 〃 クビ ３．８�

（大井）

３５ � エターナルスマイル 牡８鹿 ５５ 柴山 雄一 �ユートピア牧場 斎藤 誠 登別 ユートピア牧場 ４９８－ ２２：１２．０� ７０．９	
４８ ピサノエミレーツ 牡５鹿 ５７ 横山 典弘市川 義美氏 藤沢 和雄 静内 飛野牧場 ５１２＋１２２：１２．３１� ８．１

６１２ メイショウゲンスイ 牡６鹿 ５４ 後藤 浩輝松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 杵臼牧場 B５１０－ ６２：１２．４� ３０．３�
６１１� ゴールデンプライズ 牝５黒鹿５２ 伊藤 工真 �社台レースホース中川 公成 千歳 社台ファーム ４９４＋ ４２：１２．５� ５６．４�
５９ サンマルセイコー 牝７黒鹿５０ 石神 深一相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４９４± ０２：１２．６� １８３．９
３６ アグネスネクタル 牡７黒鹿５３ 福永 祐一渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ５１４－ ２２：１２．８１� １２５．１�
２４ スタッドジェルラン 牡４栗 ５７ 佐藤 哲三久保 博文氏 安田 隆行 三石 鳥井牧場 ４８０－ ８２：１２．９クビ ４．３�
１２ � グランドバイオ 牡６鹿 ５４ 村田 一誠バイオ� 松山 将樹 門別 日高大洋牧場 ５０４＋１２２：１３．４３ ５８．１�
８１５ グッドフロマージュ 牡７鹿 ５１ 武士沢友治杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 アラキフアーム ５２０－ ６ 〃 クビ ４６３．２�
５１０ リバティーフロー 牡４栗 ５５ 内田 博幸臼田 浩義氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４８６± ０２：１３．５� ６．１�
７１４� マキバスマイル 牡８黒鹿５４ 小林 淳一鈴木 芳夫氏 清水 美波 新冠 勝川牧場 ５００＋ ４２：１３．６クビ １７９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，９７３，５００円 複勝： ５６，４３８，７００円 枠連： ３７，７７０，９００円

普通馬連： １４９，８９３，６００円 馬単： ８３，９９５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，２０４，６００円

３連複： １５６，７３４，８００円 ３連単： ２８０，２５９，１００円 計： ８４１，２７０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １９０円 � ４９０円 � １，７１０円 枠 連（１－４） １，１２０円

普通馬連 �� ３，０２０円 馬 単 �� ４，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２２０円 �� ４，２４０円 �� ９，２７０円

３ 連 複 ��� ４８，９６０円 ３ 連 単 ��� １６３，２５０円

票 数

単勝票数 計 ３３９７３５ 的中 � ６５８４３（２番人気）
複勝票数 計 ５６４３８７ 的中 � １０３４１９（２番人気）� ２７８３０（７番人気）� ６９９８（１２番人気）
枠連票数 計 ３７７７０９ 的中 （１－４） ２５００４（５番人気）
普通馬連票数 計１４９８９３６ 的中 �� ３６７４７（１３番人気）
馬単票数 計 ８３９９５０ 的中 �� １３３２０（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２２０４６ 的中 �� ８８６８（１４番人気）�� ２４２４（３６番人気）�� １０９７（６６番人気）
３連複票数 計１５６７３４８ 的中 ��� ２３６３（１１６番人気）
３連単票数 計２８０２５９１ 的中 ��� １２６７（４１６番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．５―１２．３―１２．５―１２．６―１３．１―１３．０―１２．７―１２．４―１２．２―１２．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１８．６―３０．９―４３．４―５６．０―１：０９．１―１：２２．１―１：３４．８―１：４７．２―１：５９．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シーダーラック �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００８．１２．２０ 中山６着

２００６．４．１２生 牡４栗 母 カネショウマリア 母母 カネシヨウダナー １４戦４勝 賞金 ５１，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 メイショウブンブク号
※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。



１１０５９ ５月８日 晴 良 （２２東京２）第５日 第１１競走 ��２，０００�プリンシパルステークス
発走１５時４５分 （芝・左）（ダービートライアル）

３歳；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００円
付 加 賞 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．２
１：５６．４

良

良

３５ ルーラーシップ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４８６－ ２１：５９．１ １．９�

２３ クォークスター 牡３栗 ５６ 戸崎 圭太 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム ４９４－ ４１：５９．８４ １９．９�
（大井）

１２ バ シ レ ウ ス 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 有限会社石川牧場 ４６４－１２２：００．０１� １２．０�
１１ ヤングアットハート 牡３栗 ５６ 柴山 雄一 �社台レースホース松山 康久 千歳 社台ファーム ４８２± ０２：００．１� ６８．５�
３６ ダイワファルコン 牡３鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５００－ ２２：００．３１� ５．６�
４７ ミカエルビスティー 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ２ 〃 ハナ ８．０	
４８ マルカボルト 牡３黒鹿５６ 福永 祐一河長産業� 羽月 友彦 浦河 笹地牧場 B４８４± ０ 〃 ハナ ９．９

８１８ サウンドバラッド 牡３鹿 ５６ 村田 一誠増田 雄一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４８６－ ２２：００．５１� ３２１．３�
８１７ マイネルゴルト 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 日高 山際 辰夫 ４４０－１８２：００．６� ４４１．９�
７１３ ブルーグラス 牡３黒鹿５６ 吉田 豊�橋 修身氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ５２２＋ ８２：００．７� １３．９
５１０ セイクリッドセブン 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６± ０２：０１．０１� ７１．５�
６１１ スプリングアルタ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一加藤 春夫氏 村山 明 様似 様似共栄牧場 ４６４＋１４ 〃 クビ ２０３．２�
６１２ ディアブラスト 牡３黒鹿５６ 二本柳 壮ディアレスト 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４６６± ０２：０１．２１� ５５０．７�
５９ アサクサマリンバ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６６－ ４２：０１．３クビ １１８．０�
８１６ ゴールスキー 牡３黒鹿５６ 内田 博幸 �社台レースホース池江 泰郎 安平 追分ファーム ４４４－ ８ 〃 アタマ ２８．４�
７１４ ローグランド 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三斉藤 敏博氏 河野 通文 新冠 ヒカル牧場 ４６８－１４２：０２．４７ ５２６．３�
７１５ スティルゴールド 牡３黒鹿５６ 田中 勝春青山 洋一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 ４７８＋ ２ 〃 ハナ ３６．７�
２４ トランブルー 牡３栗 ５６ 伊藤 工真岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド ４６８－ ２２：０３．１４ ３０８．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ９９，５８２，７００円 複勝： １２６，８８２，３００円 枠連： ８４，４９４，３００円

普通馬連： ３９７，０３２，３００円 馬単： ２３７，４８４，９００円 ワイド【拡大馬連】： １０８，６１４，９００円

３連複： ４２３，３６５，２００円 ３連単： ８６７，８０４，４００円 計： ２，３４５，２６１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � ４００円 � ３１０円 枠 連（２－３） １，３００円

普通馬連 �� １，９６０円 馬 単 �� ２，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８２０円 �� ６４０円 �� ２，３００円

３ 連 複 ��� ５，６７０円 ３ 連 単 ��� １７，６４０円

票 数

単勝票数 計 ９９５８２７ 的中 � ４２３３３５（１番人気）
複勝票数 計１２６８８２３ 的中 � ４２２５０９（１番人気）� ６１２７４（７番人気）� ８２７６９（５番人気）
枠連票数 計 ８４４９４３ 的中 （２－３） ４８１７１（５番人気）
普通馬連票数 計３９７０３２３ 的中 �� １５００４９（７番人気）
馬単票数 計２３７４８４９ 的中 �� ７６６８９（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１０８６１４９ 的中 �� ３３３３１（７番人気）�� ４３８３４（５番人気）�� １１０６７（２６番人気）
３連複票数 計４２３３６５２ 的中 ��� ５５１８５（１７番人気）
３連単票数 計８６７８０４４ 的中 ��� ３６３２４（４８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．６―１１．５―１１．８―１２．１―１２．８―１２．５―１１．６―１１．１―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．３―３５．８―４７．６―５９．７―１：１２．５―１：２５．０―１：３６．６―１：４７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．６―３F３４．１

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

勝馬の
紹 介

ルーラーシップ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．１２．２７ 阪神１着

２００７．５．１５生 牡３鹿 母 エアグルーヴ 母母 ダイナカール ５戦３勝 賞金 ４８，４１７，０００円
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりルーラーシップ号は，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。



１１０６０ ５月８日 晴 良 （２２東京２）第５日 第１２競走 ��１，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時２０分 （ダート・左）

牝，１０００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

３６ ラ ル ー チ ェ 牝４芦 ５５ 福永 祐一植中 倫子氏 平田 修 安平 ノーザンファーム B４８２± ０１：３８．０ ５．０�

２３ テイクバイストーム 牝５芦 ５５ 戸崎 圭太 �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９８－１０１：３８．１� １９．３�

（大井）

４７ グレイスフルムーヴ 牝５鹿 ５５ 小林 淳一有限会社シルク佐藤 吉勝 門別 ヤナガワ牧場 B４５４＋ ６１：３８．３１ ８３．８�
７１４ ケージーハッピー 牝５青鹿５５ 柴山 雄一川井 五郎氏 斎藤 誠 新冠 岩見牧場 B５１４＋１０１：３８．４� ４５．３�
８１５ エルメスグリーン 牝４鹿 ５５ 吉田 豊 �グリーンファーム 中村 均 日高 シンコーファーム ４９０± ０１：３８．５� ４．７�
４８ マリアージュ 牝５栗 ５５ 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 静内 矢野牧場 ４４０± ０ 〃 ハナ ７．２	
２４ オークヒルズ 牝５黒鹿５５ 勝浦 正樹後藤 繁樹氏 池江 泰郎 新冠 松浦牧場 ４５６－ ４１：３８．６クビ １１．８

１１ オールフォーミー 牝５鹿 ５５ 内田 博幸有限会社シルク勢司 和浩 静内 千代田牧場 ４７０－ ４１：３８．８１� １３．２�
５９ ラヴリードリーム 牝４青鹿５５ 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 中島 敏文 静内 松田 三千雄 ４５２± ０１：３８．９� ５．５�
７１３ ヤマニンノベリスト 牝６鹿 ５５ 柴田 大知土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ４５８＋ ４１：３９．１� １３０．４
３５ スイートブレナム 牝５鹿 ５５

５３ △伊藤 工真シンボリ牧場 後藤 由之 静内 シンボリ牧場 ４７４－ ２ 〃 ハナ １９．０�
６１２ フェイドレスシーン 牝５栗 ５５ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 飯田 雄三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４２＋１４ 〃 クビ １６．０�
５１０ トーセンベルファム 牝５鹿 ５５ 横山 典弘島川 �哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４５８－ ６１：３９．４１� １０．０�
６１１ ヒラボクスペシャル 牝４黒鹿５５ 田中 勝春�平田牧場 大竹 正博 浦河 鎌田 正嗣 ４６８＋１０１：３９．７２ ７７．４�
８１６ レディームスタング 牝４栗 ５５ 小林慎一郎�野 葉子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ４８４＋１０１：４０．４４ ２３．８�
１２ ノースリヴァー 牝６黒鹿５５ 村田 一誠佐藤 壽男氏 宗像 義忠 新冠 大栄牧場 ４７６－ ２１：４１．５７ ２４２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，７４６，０００円 複勝： ５４，４３１，９００円 枠連： ４１，６５５，４００円

普通馬連： １５０，７１０，８００円 馬単： ８４，４８３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，６６２，０００円

３連複： １７１，３２０，３００円 ３連単： ３１１，５６９，０００円 計： ８９６，５７８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � ２３０円 � ４９０円 � １，８４０円 枠 連（２－３） １，６９０円

普通馬連 �� ５，６５０円 馬 単 �� ９，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８６０円 �� ７，３８０円 �� １０，４７０円

３ 連 複 ��� １３１，８４０円 ３ 連 単 ��� ５７７，７４０円

票 数

単勝票数 計 ３５７４６０ 的中 � ５６８６１（２番人気）
複勝票数 計 ５４４３１９ 的中 � ７７０７７（３番人気）� ２７９６８（８番人気）� ６５７５（１４番人気）
枠連票数 計 ４１６５５４ 的中 （２－３） １８２０９（９番人気）
普通馬連票数 計１５０７１０８ 的中 �� １９６９８（２６番人気）
馬単票数 計 ８４４８３５ 的中 �� ６６９７（４１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６６６２０ 的中 �� ６３３８（２５番人気）�� １５４２（７２番人気）�� １０８３（８６番人気）
３連複票数 計１７１３２０３ 的中 ��� ９５９（３０４番人気）
３連単票数 計３１１５６９０ 的中 ��� ３９８（１４７９番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．５―１２．６―１２．４―１２．７―１２．９―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２２．９―３４．４―４７．０―５９．４―１：１２．１―１：２５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．０―３F３８．６
３ ・（１６，１１）（１０，１４）－（９，４）（２，５，１５）３（１３，１２）７（８，６）１ ４ ・（１６，１１，１４）－９（１０，４）－２（５，１５）（１３，１２）（８，３，６）７，１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラ ル ー チ ェ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．８．１７ 小倉５着

２００６．４．９生 牝４芦 母 アドマイヤセラヴィ 母母 フランクアーギュメント １５戦３勝 賞金 ３３，４００，０００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 ポンテディリアルト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（２２東京２）第５日 ５月８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 １７３頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２１２，１３０，０００円
４，２６０，０００円
７，９３０，０００円
１，５７０，０００円
２０，０６０，０００円
６１，６４３，０００円
５，１７２，８００円
１，７１２，７００円

勝馬投票券売得金
３５３，８０５，５００円
５５０，７９９，９００円
３２７，９０１，８００円
１，２７０，７９９，８００円
８３３，４８２，５００円
４００，６５２，４００円
１，３８４，１３４，４００円
２，６４２，７９２，９００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 ７，７６４，３６９，２００円

総入場人員 ３３，２２２名 （有料入場人員 ３２，１８４名）




