
１４０１３ ５月２３日 雨 稍重 （２２東京３）第２日 第１競走 ��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

５９ 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 ４３８－ ２１：２６．８ ３．８�

２４ シャイニイチカ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 ４２０＋ ４１：２６．９� ３．７�
１１ カオカオプリン 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成井上 久光氏 高市 圭二 新冠 浜口牧場 ４４０＋ ４１：２７．１１� ３３．１�
７１３ キャンパスライフ 牝３栗 ５４ 戸崎 圭太吉田 勝己氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム ４２６＋ ２１：２７．７３� ３．４�

（大井）

６１２ ブロードアウェイク 牝３鹿 ５４ 石橋 脩 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 柴田 政人 新ひだか グランド牧場 ４５８± ０ 〃 アタマ ４０．４�

３５ ニシノヤッコ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠西山 茂行氏 浅野洋一郎 むかわ 西山牧場 ４６４＋１４１：２７．８� ８．１�
８１５ スペシャルグルーヴ 牝３栗 ５４

５２ △伊藤 工真 	キャロットファーム 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム ４５８ ― 〃 ハナ ３７．０

５１０ メイショウラグーナ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹松本 好�氏 中野 栄治 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４３８ ― 〃 クビ １９２．６�
２３ ソフィバニヤン 牝３芦 ５４ 後藤 浩輝津村 靖志氏 萩原 清 日高 下河辺牧場 B４９０＋ ６１：２８．４３� １１．９
４８ カシノアラベスク 牝３黒鹿５４ 柴田 大知柏木 務氏 二本柳俊一 青森 一山育成牧場 ４９０＋１８ 〃 アタマ ５１０．２�
４７ プレミアムカフェ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 ４９０＋ ６１：２８．５� １３．３�
７１４ ダマスカスローズ 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥	ターフ・スポート石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４２６＋ ８ 〃 ハナ ２５９．８�
１２ アースシャネル 牝３鹿 ５４ 田中 勝春松山 増男氏 小西 一男 新ひだか 名古屋 一征 ４７２＋２２１：２９．１３� ５４．９�
８１６ クレバーリボン 牝３黒鹿５４ 小林 淳一田� 正明氏 小西 一男 浦河 岡崎牧場 ４６４＋１８１：２９．７３� ３６８．０�
６１１ クリアデイソング 牝３鹿 ５４ 武士沢友治藤田 在子氏 天間 昭一 日高 天羽 禮治 ４４０＋ ４１：３０．５５ ４４９．３�
３６ フィッツナウ 牝３黒鹿５４ 内田 博幸下河�美智子氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４７０ ―１：３２．７大差 ４０．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，２４９，７００円 複勝： ２７，００７，８００円 枠連： １３，８３３，１００円

普通馬連： ５７，７７８，９００円 馬単： ３９，５８２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，５２０，６００円

３連複： ７０，６９１，２００円 ３連単： １０３，７２４，９００円 計： ３４９，３８８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � ４７０円 枠 連（２－５） ５７０円

普通馬連 �� ７１０円 馬 単 �� １，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� １，４９０円 �� １，３１０円

３ 連 複 ��� ４，７４０円 ３ 連 単 ��� ２１，２１０円

票 数

単勝票数 計 １６２４９７ 的中 � ３４５６１（３番人気）
複勝票数 計 ２７００７８ 的中 � ４９４２９（３番人気）� ６０１５９（１番人気）� １０６１０（７番人気）
枠連票数 計 １３８３３１ 的中 （２－５） １８０６７（２番人気）
普通馬連票数 計 ５７７７８９ 的中 �� ６０６１１（３番人気）
馬単票数 計 ３９５８２３ 的中 �� １８６１０（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０５２０６ 的中 �� １９１７４（３番人気）�� ３１２９（１７番人気）�� ３５８５（１６番人気）
３連複票数 計 ７０６９１２ 的中 ��� １１０１５（１４番人気）
３連単票数 計１０３７２４９ 的中 ��� ３６１０（５９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．９―１２．９―１３．４―１２．５―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．５―３５．４―４８．３―１：０１．７―１：１４．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクラクローバー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２００９．１１．１４ 福島３着

２００７．５．２２生 牝３鹿 母 サクラプリファー 母母 サクラユメジ ６戦１勝 賞金 １１，４５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フィッツナウ号は，平成２２年６月２３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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 カレンナヒトミ号
※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。



１４０１４ ５月２３日 雨 稍重 （２２東京３）第２日 第２競走 ��１，６００�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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

１１ カドデュソレイユ 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４８６ ―１：３８．５ １０．３�

４７ ヒノモトイチバン 牡３栗 ５６ 四位 洋文坪野谷和平氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 ４５６± ０ 〃 クビ ２．１�
１２ ルペルカリア 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４６０± ０１：３９．８８ ４．２�
６１２ ブラックジョーク 牝３鹿 ５４ 石神 深一山上 和良氏 和田正一郎 浦河 一珍棒牧場 ４７０－ ２１：３９．９� １７４．８�
５９ ヒラボクキセキ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝�平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 B５１０－１６１：４０．０� １２．６�
５１０ フレンドミリオン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹横尾 晴人氏 菊川 正達 青森 野々宮牧場 ４７８＋ ２ 〃 ハナ ２８９．６	
４８ ワールドヘリテージ 牡３青鹿５６ 三浦 皇成吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４５４ ―１：４０．３１� ４５．４

６１１ ニシノサンタロウ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司西山 茂行氏 鈴木 伸尋 むかわ 西山牧場 ５５４ ―１：４０．４クビ ７１．５�
２３ ラ ブ ル ビ ー 牝３栗 ５４ 田中 勝春オールラブクラブ 南田美知雄 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４３０－ ２１：４０．６１� ５２．４�
７１４ ユンヌペルル 牡３芦 ５６ 戸崎 圭太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 新ひだか 井高牧場 ４６８＋ ２１：４０．７クビ １２．１
（大井）

８１５ ウエスタンエルザ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか 北西牧場 ４４６± ０１：４０．９１ ５４．９�
３５ デルマカリグラ 牡３芦 ５６ 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 矢野 英一 日高 ファニーヒルファーム ４７０＋ ４ 〃 クビ ８．９�
３６ ツルマルクラウン 牡３黒鹿５６ 武士沢友治鶴田 任男氏 秋山 雅一 浦河 駿河牧場 ５１２－ ６１：４１．９６ ３１．２�
８１６ セイントセージ 牡３栗 ５６ 石橋 脩松田 整二氏 畠山 吉宏 日高 野島牧場 ４７２＋ ２ 〃 クビ ６７．９�
７１３ シルクウィズダム 牡３栗 ５６ 蛯名 正義有限会社シルク田中 清隆 新冠 中村農場 ４８８ ―１：４２．１１ ３０．２�
２４ バトルパスカル 牡３青鹿 ５６

５４ △伊藤 工真宮川 秋信氏 和田正一郎 新ひだか 西村 和夫 ４９２ ―１：４２．９５ ２５２．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，９００，１００円 複勝： ２５，５００，１００円 枠連： １５，０６４，５００円

普通馬連： ５４，９２７，４００円 馬単： ４０，１６０，８００円 ワイド【拡大馬連】： １８，８７０，４００円

３連複： ５９，４２５，１００円 ３連単： ９９，８６４，３００円 計： ３３０，７１２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０３０円 複 勝 � ３１０円 � １２０円 � １７０円 枠 連（１－４） ３５０円

普通馬連 �� １，６２０円 馬 単 �� ４，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� ９３０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� ２，０８０円 ３ 連 単 ��� ２０，４９０円

票 数

単勝票数 計 １６９００１ 的中 � １２９６９（４番人気）
複勝票数 計 ２５５００１ 的中 � １４５０６（６番人気）� ８６１８８（１番人気）� ３７９５４（２番人気）
枠連票数 計 １５０６４５ 的中 （１－４） ３２２９３（１番人気）
普通馬連票数 計 ５４９２７４ 的中 �� ２５０８３（５番人気）
馬単票数 計 ４０１６０８ 的中 �� ６６０７（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８８７０４ 的中 �� ６０４７（７番人気）�� ４４５１（１１番人気）�� ２４４７４（１番人気）
３連複票数 計 ５９４２５１ 的中 ��� ２１１３１（５番人気）
３連単票数 計 ９９８６４３ 的中 ��� ３５９８（５１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．９―３５．９―４８．０―１：００．５―１：１３．１―１：２５．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カドデュソレイユ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Souvenir Copy 初出走

２００７．２．１０生 牡３栗 母 スーヴェニアギフト 母母 Alleged Gift １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ヤブサメ号
※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。



１４０１５ ５月２３日 雨 稍重 （２２東京３）第２日 第３競走 ��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

５９ 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 ４７８＋ ６１：２６．０ １．５�

１２ 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 ４３８－ ８１：２７．６１０ ２５．３�

７１４ サクラフェニックス 牡３黒鹿５６ 川田 将雅�さくらコマース牧浦 充徳 新ひだか 新和牧場 ５１０± ０１：２７．９１� ６．２�
３５ エビスエンジェル 牡３鹿 ５６ 田中 勝春山本 廣氏 清水 久詞 新冠 奥山 博 ４５０＋ ２１：２８．３２� １４．８�
８１５ ウエスタンウェイブ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣西川 賢氏 古賀 史生 新ひだか 北西牧場 ４６２＋１０ 〃 ハナ ４．６�
１１ タマモハイグレード 牡３栗 ５６ 松田 大作タマモ� 中川 公成 新冠 新冠伊藤牧場 ４４２－ ４１：２８．４� ３７．４�
２４ フジマサキングダム 牡３黒鹿５６ 江田 勇亮藤原 正一氏 河野 通文 青森 イズモリファーム ４６８－ ２ 〃 ハナ ２６３．９	
７１３ クリノオペラオー 牡３栗 ５６ 武士沢友治栗本 博晴氏 中野渡清一 新ひだか 小河 豊水 ４８８＋１０１：２８．６１� ２２６．２

３６ トップユニヴァース 牡３青鹿５６ 石橋 脩魚住 啓市氏 畠山 吉宏 むかわ 片山 幹雄 ４４２－ ２１：２８．７クビ １１６．１�
５１０ イッサイガッサイ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一内藤 好江氏 鈴木 勝美 新ひだか 出羽牧場 ４６４－ ２１：２９．０１� ２６２．９�
４８ コ ウ ガ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲菅原 隆一中村 政勝氏 高市 圭二 新ひだか 畠山牧場 ４５８± ０１：２９．２１� ２１０．０
６１２ シルクフリューゲル 牡３青 ５６ 勝浦 正樹有限会社シルク大江原 哲 新冠 中本牧場 ４８６＋ ８ 〃 クビ ２２９．９�
８１６ コウヨウリョウ 牡３芦 ５６ 五十嵐雄祐寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 谷川牧場 B４７８－ ４１：２９．３� ３３１．０�
４７ イ チ フ ジ 牡３黒鹿５６ 中谷 雄太池田 豊治氏 石毛 善彦 日高 豊田田村牧場 ４０６－１２１：２９．４� ７８．９�
６１１ マイハートスロブス 牡３芦 ５６ 小野 次郎加藤 徹氏 成島 英春 日高 広富牧場 ４３４－ ５１：２９．５� １６７．９�

（１５頭）
２３ シルクマーマレード 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介有限会社シルク高木 登 新冠 堤 牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １７，８４７，７００円 複勝： ３９，７９９，７００円 枠連： １５，４０６，８００円

普通馬連： ４８，９６５，２００円 馬単： ４５，７３２，７００円 ワイド【拡大馬連】： １８，９２９，０００円

３連複： ５９，０９７，９００円 ３連単： １２９，７９３，９００円 計： ３７５，５７２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ３６０円 � １７０円 枠 連（１－５） ６７０円

普通馬連 �� １，３９０円 馬 単 �� １，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� ２３０円 �� １，３００円

３ 連 複 ��� ２，１３０円 ３ 連 単 ��� ８，４６０円

票 数

単勝票数 差引計 １７８４７７（返還計 ３３５） 的中 � ９８７４９（１番人気）
複勝票数 差引計 ３９７９９７（返還計 ３６８） 的中 � ２５５７０２（１番人気）� １１０７０（６番人気）� ３３２３４（３番人気）
枠連票数 差引計 １５４０６８（返還計 ５ ） 的中 （１－５） １６９９４（４番人気）
普通馬連票数 差引計 ４８９６５２（返還計 ２７７６） 的中 �� ２６０９３（５番人気）
馬単票数 差引計 ４５７３２７（返還計 １８６７） 的中 �� ２０６３５（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １８９２９０（返還計 １５７７） 的中 �� ９１９９（６番人気）�� ２４８０１（２番人気）�� ３０６３（１２番人気）
３連複票数 差引計 ５９０９７９（返還計 ６４２０） 的中 ��� ２０５６３（６番人気）
３連単票数 差引計１２９７９３９（返還計 １４２８３） 的中 ��� １１３２５（２５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１１．４―１２．２―１２．９―１２．９―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．６―３５．０―４７．２―１：００．１―１：１３．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドバシリスク �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ロイヤルアカデミーⅡ デビュー ２００９．１２．１２ 中山４着

２００７．４．２４生 牡３鹿 母 ロイヤルウェーブ 母母 シヤダイウエーブ ８戦１勝 賞金 １２，７００，０００円
〔出走取消〕 シルクマーマレード号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 イルベカバーロ号・ダイナミズム号・ニシノロコペリ号・ビンテージワイン号・マキシムクローバー号
（非抽選馬） １頭 ハヤブサイッポン号



１４０１６ ５月２３日 雨 良 （２２東京３）第２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

１：３１．４
１：３１．４

良

良

５９ 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± ０１：３５．６ １０．７�

７１４ クリミナルコード 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 むかわ 上水牧場 ４８０＋ ２１：３５．８１� １１．４�

１２ コスモカンタービレ 牡３黒鹿５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 ４８２－ ８１：３５．９クビ ２．９�
５１０ 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 ４８８＋１０ 〃 クビ ３．０�
２３ ク ル タ ナ 牝３黒鹿５４ 北村 宏司市川 義美氏 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 ４０６ ―１：３６．１１� ３４．０�
６１１ クレーンズラヴァー 牝３栗 ５４ 田中 勝春�本桐牧場 清水 英克 新ひだか 本桐牧場 ４３６－ ４１：３６．３１ １８．２	
８１６ メジロバラク 牡３栗 ５６ 小野 次郎�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４３２± ０１：３７．０４ ４７．８

７１５ シルクガブリエル 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成有限会社シルク矢野 照正 日高 ファニーヒルファーム ４４０＋ ４ 〃 アタマ ４１．３�
８１７ シルクリンカーン 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介有限会社シルク小笠 倫弘 新冠 新冠橋本牧場 ４３４－ ８ 〃 アタマ ６６．７�
３５ カールファターレ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一吉田 勝己氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４３２－１０１：３７．２１� １１．２
７１３ ダイワアドミラル 牡３黒鹿５６ 武士沢友治大城 敬三氏 松山 康久 安平 ノーザンファーム B５０６－ ４１：３７．８３� ３２２．１�
６１２ メイショウアリス 牝３黒鹿５４ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ３９４－１０１：３８．１２ ４０５．５�
３６ ハ ク レ ン �３黒鹿５６ 小林 淳一中村 政勝氏 高橋 祥泰 新ひだか 畠山牧場 ４２２ ―１：３９．９大差 ５０６．６�
１１ レスピエーグル 牡３鹿 ５６ 松田 大作佐竹 虔介氏 小林 常泰 新ひだか キヨミネ牧場 ４６０－ ２ 〃 クビ ６４２．９�
４７ タ ス マ ニ ア 牝３栗 ５４ 戸崎 圭太小川 敏夫氏 小桧山 悟 むかわ 西山牧場 ４２６＋ ３１：４０．１１� ９．２�

（大井）

８１８ フェニックスワン 牝３黒鹿５４ 川田 将雅助川 啓一氏 河野 通文 新冠 大狩部牧場 ４３０± ０１：４２．４大差 １１３．１�
２４ クイーンズガーデン 牝３鹿 ５４ 伊藤 直人 �ユートピア牧場 斎藤 誠 登別 ユートピア牧場 ４４６＋ ６１：４３．７８ ３３．３�
４８ ゴールドホース 牡３栗 ５６ 大庭 和弥村山 義一氏 谷原 義明 平取 原田 新治 ４６４－ ４ （競走中止） １２６．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，４３５，６００円 複勝： ３２，３０１，８００円 枠連： ２０，６９３，６００円

普通馬連： ７３，２２４，２００円 馬単： ４５，３５２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，６５０，６００円

３連複： ８１，０７１，６００円 ３連単： １２１，９６７，９００円 計： ４２１，６９７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０７０円 複 勝 � ２３０円 � ２３０円 � １４０円 枠 連（５－７） ８００円

普通馬連 �� ３，６３０円 馬 単 �� ６，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０１０円 �� ５３０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� ２，２８０円 ３ 連 単 ��� １８，６６０円

票 数

単勝票数 計 ２２４３５６ 的中 � １６６６８（４番人気）
複勝票数 計 ３２３０１８ 的中 � ３１６８２（４番人気）� ３３０７２（３番人気）� ７９６３５（１番人気）
枠連票数 計 ２０６９３６ 的中 （５－７） １９２８８（２番人気）
普通馬連票数 計 ７３２２４２ 的中 �� １４９１１（１２番人気）
馬単票数 計 ４５３５２４ 的中 �� ４９１８（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４６５０６ 的中 �� ５７０９（１１番人気）�� １１８２３（３番人気）�� １３２５５（２番人気）
３連複票数 計 ８１０７１６ 的中 ��� ２６２４２（４番人気）
３連単票数 計１２１９６７９ 的中 ��� ４８２６（４０番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．３―１１．８―１２．３―１２．２―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．５―３４．８―４６．６―５８．９―１：１１．１―１：２３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３６．７
３ ３－１７（８，１４，１８）１（２，４，９）－１６（１０，１２）１１（５，１５）（７，１３）６ ４ ３－（１７，１４）（８，４）（１，２，１８）９（１０，１６）（５，１１）１２，１５（７，１３）－６

勝馬の
紹 介

ウインドジャズ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００９．１０．１０ 東京６着

２００７．３．１７生 牡３黒鹿 母 キタノシラユリ 母母 ハシノサライ ７戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 ゴールドホース号は，競走中に疾病〔右第３中手骨開放骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔その他〕 ハクレン号・レスピエーグル号・タスマニア号・フェニックスワン号・クイーンズガーデン号は，最後の直線コースで他の馬の

影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 アグラフェーナ号・アップルミント号・コスモクロッシング号・セレブシチー号
※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。



１４０１７ ５月２３日 雨 良 （２２東京３）第２日 第５競走 ��
��２，０００�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 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．２
１：５６．４

良

良

２３ ラガーアンバー 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 今 牧場 ４５８± ０２：０５．６ ２．５�

２４ プンジャガハティ 牡３黒鹿 ５６
５４ △伊藤 工真加藤 信之氏 伊藤 伸一 浦河 三好牧場 ４９２－ ８ 〃 クビ ４３．５�

５１０ グロッタアズーラ 牝３黒鹿５４ 内田 博幸 �キャロットファーム 二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６２－ ４ 〃 アタマ ９．３�

１１ オペラオーカン 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成吉田都枝江氏 堀井 雅広 浦河 グラストレーニ
ングセンター B４７２＋ ４２：０５．８１� ３．０�

７１３ ハッピーライフ 牝３栗 ５４ 石神 深一江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 浦河 信岡牧場 ４３６－ ２２：０５．９� ４０．４�
１２ シンボリボルドー 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 ４４８± ０２：０６．１１ ６７．５�
８１６ サンダーストーム �３栗 ５６ 勝浦 正樹白井 岳氏 水野 貴広 日高 白井牧場 ４４６－ ４ 〃 ハナ １９．１	
６１１ デザートコンドル 牡３黒鹿５６ 石橋 脩鈴木 可一氏 南田美知雄 新冠 ハシモトフアーム ４９６－ ８２：０６．３１� ３６．３

７１５ ダイワブリリアント 牡３栗 ５６ 田中 勝春大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 ４６６－ ４２：０６．４クビ ４１．７�
３５ ダイジェスト 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣齊藤四方司氏 藤原 辰雄 新ひだか 飛野牧場 ５１６＋ ４２：０６．５� １５．６�
６１２ ヴァルガリス 牡３黒鹿５６ 戸崎 圭太 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６４－ ８２：０６．７１� ６．７
（大井）

８１７ パワーショウ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社
吉田ファーム ４５６－ ４２：０６．８	 ３２１．５�

８１８ ニシノシュナイト 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠西山 茂行氏 武藤 善則 むかわ 西山牧場 ４９８－ ８２：０７．２２� ６３．９�
４７ ラヴァリーバース 牡３鹿 ５６ 小林 淳一村中 徳広氏 岩戸 孝樹 新冠 カミイスタット ５１４－ ２ 〃 ハナ ３１２．６�
３６ ダイワスコーピオン �３黒鹿５６ 武士沢友治大城 敬三氏 中野渡清一 新冠 パカパカ

ファーム ４１８± ０２：０７．５２ ４９９．１�
４８ トウカイアローネ �３青鹿５６ 岩部 純二内村 正則氏 萱野 浩二 新冠 長浜牧場 ４９０ ―２：０７．６	 ３３６．６�
５９ 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 ４５２＋ ２２：０７．８１� １６４．３�
７１４ オーシャンメルヘン 牡３黒鹿５６ 松田 大作海谷 幸司氏 松山 将樹 新ひだか 泊 寿幸 ４７４－１４２：０８．１１	 ５１２．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，９４７，８００円 複勝： ２６，０２２，６００円 枠連： １７，４８６，０００円

普通馬連： ６５，４４４，２００円 馬単： ４４，２１９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，６７４，９００円

３連複： ７５，５９９，４００円 ３連単： １１９，８３３，４００円 計： ３９１，２２７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １４０円 � ６９０円 � ２６０円 枠 連（２－２） ３，１２０円

普通馬連 �� ３，５１０円 馬 単 �� ４，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４７０円 �� ５５０円 �� ４，４２０円

３ 連 複 ��� １１，４６０円 ３ 連 単 ��� ５３，４４０円

票 数

単勝票数 計 １９９４７８ 的中 � ６４２９５（１番人気）
複勝票数 計 ２６０２２６ 的中 � ７０６４９（１番人気）� ７１２１（９番人気）� ２４３６５（４番人気）
枠連票数 計 １７４８６０ 的中 （２－２） ４１４１（１４番人気）
普通馬連票数 計 ６５４４４２ 的中 �� １３７６２（１２番人気）
馬単票数 計 ４４２１９４ 的中 �� ６７５１（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２６７４９ 的中 �� ３７２２（１４番人気）�� １１０５８（５番人気）�� １１９５（３５番人気）
３連複票数 計 ７５５９９４ 的中 ��� ４８６９（２７番人気）
３連単票数 計１１９８３３４ 的中 ��� １６５５（１３６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２５．１―３７．５―５０．６―１：０３．９―１：１７．２―１：３０．２―１：４２．１―１：５３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．４―３F３５．４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラガーアンバー �
�
父 チアズブライトリー �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００９．７．１１ 札幌１２着

２００７．４．１８生 牡３黒鹿 母 ラガーエレガンス 母母 ラガーシンガー ８戦１勝 賞金 ９，５５０，０００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。



１４０１８ ５月２３日 雨 重 （２２東京３）第２日 第６競走 ��
��１，３００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

３５ � ド ロ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義吉田 和美氏 久保田貴士 米 Millard
Winterrowd ４７４＋１４１：１８．２ ２．３�

７１３ マスタールティア 牝３鹿 ５４ 小林 淳一村山 卓也氏 柴崎 勇 新冠 細川農場 ４６６＋ ２ 〃 クビ ３０．９�
６１１ エターナルロブロイ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文大迫 基弘氏 浅見 秀一 安平 追分ファーム ４９２± ０１：１８．５２ ３．０�
１１ ニシノブイシェープ 牡３栗 ５６ 福永 祐一西山 茂行氏 水野 貴広 むかわ 西山牧場 ４８８－ ６１：１８．８１� ９．８�
４８ プ ロ ポ ー ズ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司河村 祥史氏 鹿戸 雄一 浦河 吉田 又治 ４６４－ ４１：１９．０� ５９．６�
６１２ ディアイリス 牝３鹿 ５４ 池添 謙一�樽さゆり氏 池上 昌弘 えりも エクセルマネジメント ４３８＋ ４１：１９．１� ４９．９�
１２ パールオープン 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成後藤 繁樹氏 小林 常泰 新ひだか 田湯牧場 ５３２± ０１：１９．２� ８．１�
８１５	 ホワイトジュエル 牝３芦 ５４ 勝浦 正樹 	フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム ４３４－ ２１：１９．３� ７１．２

５９ メイフィールド 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣千明牧場 武藤 善則 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５２＋ ２１：１９．６１� ５０．４�
２３ ツクバフージン 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝荻原 昭二氏 松山 康久 安平 吉田牧場 ５０２－ ２１：１９．８１� １６．０�
２４ マンダリンスマイル 牝３栗 ５４ 松田 大作郭 東仁氏 萱野 浩二 新ひだか 藤沢牧場 ４４８＋１４１：２０．０１
 ２８５．６
７１４	 ゴールドオリーブ 牝３栗 ５４ 武士沢友治居城 要氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム ４６８＋ ２１：２０．１クビ １１０．８�
３６ スピールナカヤマ 牡３栗 ５６ 小野 次郎	中山牧場 尾関 知人 浦河 中山牧場 ４７８－１０１：２１．０５ ５１．８�
５１０ ドナルドバローズ 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太猪熊 広次氏 小笠 倫弘 日高 野島牧場 ４２８± ０１：２１．３１� ２７０．１�

（大井）

８１６ ト レ モ ロ 牡３栗 ５６ 内田 博幸金子真人ホール
ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５２－ ２１：２１．５１
 １６．９�

（１５頭）
４７ セイウンエンドラン 牝３栗 ５４ 田中 勝春西山 茂行氏 小西 一男 浦河 山口 義彦 ５３４＋ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２２，７５５，４００円 複勝： ３３，７３２，６００円 枠連： ２１，９８８，４００円

普通馬連： ７９，６２５，５００円 馬単： ５０，０５０，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，１６１，２００円

３連複： ７７，９２４，８００円 ３連単： １３４，０８４，７００円 計： ４４６，３２２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １４０円 � ４８０円 � １３０円 枠 連（３－７） ３，１５０円

普通馬連 �� ３，３８０円 馬 単 �� ６，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３８０円 �� ２１０円 �� １，１４０円

３ 連 複 ��� ２，８１０円 ３ 連 単 ��� １７，３００円

票 数

単勝票数 差引計 ２２７５５４（返還計 ２３８４） 的中 � ７８６２４（１番人気）
複勝票数 差引計 ３３７３２６（返還計 ６８９６） 的中 � ７９３５２（２番人気）� １１３０９（７番人気）� ８３６３７（１番人気）
枠連票数 差引計 ２１９８８４（返還計 ３７５） 的中 （３－７） ５１６６（１２番人気）
普通馬連票数 差引計 ７９６２５５（返還計 ３８６４１） 的中 �� １７３９６（１１番人気）
馬単票数 差引計 ５００５０２（返還計 ２５５９９） 的中 �� ６０９２（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２６１６１２（返還計 １５２９８） 的中 �� ４０３１（１５番人気）�� ３８７７１（１番人気）�� ４９４０（１３番人気）
３連複票数 差引計 ７７９２４８（返還計 ８０３６５） 的中 ��� ２０４８４（７番人気）
３連単票数 差引計１３４０８４７（返還計１２４８９０） 的中 ��� ５７２３（３９番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１８．１―２９．３―４１．２―５３．６―１：０５．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ド ロ �
�
父 D’wildcat �

�
母父 Langfuhr デビュー ２００９．１０．１０ 東京１着

２００７．２．９生 牡３栗 母 Casino Bound 母母 Casino Babe ４戦２勝 賞金 １６，５４８，０００円
〔競走除外〕 セイウンエンドラン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔両飛節部挫創〕を発症したため競走除外。

発走時刻６分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 セイウンエンドラン号は，平成２２年５月２４日から平成２２年６月２２日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 キサキタ号・コスモミカエル号・ヒルノリンベル号・ベビーネイル号・マイゾウキン号
※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。



１４０１９ ５月２３日 雨 重 （２２東京３）第２日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２０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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

２３ ザ ド ラ イ ブ 牡４栗 ５７ 内田 博幸 �千葉パブリックゴ
ルフコース 斎藤 誠 日高 沖田牧場 ４６６＋ ４１：３７．８ ２．６�

３５ アドバンスピール 牡５青鹿５７ 池添 謙一西川 隆士氏 池上 昌弘 静内 タイヘイ牧場 ４７６－ ８１：３８．１２ ４．０�
８１６ ジーガートップ 牡４栗 ５７

５５ △伊藤 工真�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 ５０６± ０１：３８．２� ４．２�
６１２ ニシノウズマサ 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 むかわ 西山牧場 B４８８± ０１：３８．３クビ ３９．７�
２４ � コスモナダル 牡４黒鹿５６ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 豪

Milburn Creek
Thoroughbred
Stud

４５８－ ２ 〃 クビ ２７．９�
８１５ リンガスアクター 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義伊藤 巖氏 谷原 義明 静内 三木田 頼嗣 ４８２± ０１：３８．４クビ ２７．６	
３６ ゴーアップドラゴン 牡４黒鹿５７ 嘉藤 貴行元屋地文明氏 伊藤 大士 日高 新井 昭二 ４７８＋ ４１：３８．６１	 ３８７．２

４８ ノアプレミアム 牡４栗 ５７ 三浦 皇成佐山 公男氏 天間 昭一 新ひだか 見上牧場 ４６６± ０１：３８．８１� ２４．３�
７１３ カントリードーター 牝４栗 ５５ 後藤 浩輝�協和牧場 和田正一郎 新冠 協和牧場 ４７６－ ２１：３９．１１
 １４１．２�
１２ フレンドケント 牡４鹿 ５７ 小林 久晃横尾 晴人氏 菊川 正達 静内 野坂牧場 ５２６＋１８ 〃 アタマ ２１７．６
４７ ウインアトラス 牡５栗 ５７ 四位 洋文�ウイン 小島 太 新冠 村上 欽哉 ４５４± ０１：３９．２クビ ２８．６�
１１ � スプリングバルサ 牡５鹿 ５７ 大庭 和弥加藤 春夫氏 上原 博之 三石 折手牧場 ５１０－ ２１：３９．５１
 ３２６．９�
７１４� カズサハイウェイ 牡５青鹿５７ 小野 次郎阿津 和昌氏 和田正一郎 静内 佐竹 学 ４７０－ ２ 〃 ハナ ３２１．５�
６１１ アジュディファラオ 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介西城 公雄氏 小崎 憲 門別 坂戸 節子 ４９０－ ４１：３９．６� ６．３�
５１０ ドリームザドリーム 牡５鹿 ５７ 戸崎 圭太大山 廣晃氏 田村 康仁 鵡川 新井牧場 ４６８± ０１：３９．８１� ５６．３�

（大井）

５９ � ウメノキャロル 牡５鹿 ５７ 小林 淳一楳津 繁氏 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 ４８０＋ ６１：４０．６５ ３５６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，７５９，８００円 複勝： ３６，０２０，０００円 枠連： ２２，２４２，６００円

普通馬連： ８０，６４７，０００円 馬単： ５６，９２６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，２４９，６００円

３連複： ９４，２１５，６００円 ３連単： １６１，１１０，６００円 計： ５０３，１７１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � １３０円 枠 連（２－３） ４６０円

普通馬連 �� ５００円 馬 単 �� ８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ２２０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ６９０円 ３ 連 単 ��� ２，４４０円

票 数

単勝票数 計 ２４７５９８ 的中 � ７７９４９（１番人気）
複勝票数 計 ３６０２００ 的中 � ９９８２５（１番人気）� ５６３１６（３番人気）� ７０９６０（２番人気）
枠連票数 計 ２２２４２６ 的中 （２－３） ３５６９２（１番人気）
普通馬連票数 計 ８０６４７０ 的中 �� １１９７４５（１番人気）
馬単票数 計 ５６９２６７ 的中 �� ５００１０（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７２４９６ 的中 �� ３２１９３（２番人気）�� ３２４７８（１番人気）�� １６３３１（４番人気）
３連複票数 計 ９４２１５６ 的中 ��� １０１５３４（１番人気）
３連単票数 計１６１１１０６ 的中 ��� ４８８３９（１番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１２．０―１２．４―１２．７―１２．０―１２．３―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．４―３５．４―４７．８―１：００．５―１：１２．５―１：２４．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３７．３
３ ５，１３（１０，１１，７）－（１２，１５）６，３－４，１，９－（２，８）１６，１４ ４ ５（１３，７）１１（１０，１２，１５）（６，３，４）－１，８（２，９）１６，１４

勝馬の
紹 介

ザ ド ラ イ ブ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００９．４．４ 中山６着

２００６．４．２５生 牡４栗 母 ツ バ キ ヒ メ 母母 ヒ ル ガ オ １５戦２勝 賞金 ３５，３９０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時２５分に変更。
〔騎手変更〕 ノアプレミアム号の騎手田中勝春は，負傷のため三浦皇成に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 モルフェキセキ号
※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。



１４０２０ ５月２３日 雨 稍重 （２２東京３）第２日 第８競走 ��１，８００�カーネーションカップ
発走１３時５０分 （芝・左）

牝，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 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

３３ ブーケドロゼブルー 牝３青鹿５４ 後藤 浩輝 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 新ひだか 加野牧場 ４５６＋ ２１：４９．４ ４．４�

５７ レインボーダリア 牝３栗 ５４ 内田 博幸田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４５０＋１０１：４９．６１� ４．０�
６８ シーズンズベスト 牝３青鹿５４ 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 ４７８＋３０１：５０．４５ ２．６�
２２ フーガフューグ 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４５２－ ２ 〃 アタマ ２２．０�
６９ ウインマリアベール 牝３栗 ５４ 川田 将雅�ウイン 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４３４－ ８ 〃 クビ １０．４�
８１３ エムオーハンズ 牝３栗 ５４ 北村 宏司大浅 貢氏 鹿戸 雄一 むかわ 貞広 賢治 ４５６－ ２１：５０．５クビ ６８．９	
５６ ヴィクトリアローズ 牝３栗 ５４ 石橋 脩古賀 和夫氏 牧 光二 新冠 対馬 正 ４２８± ０１：５０．８１� ４６．９

８１２ ホッカイレシフェ 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行�北海牧場 田中 清隆 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５２－ ２１：５０．９クビ ２０８．３�
４５ マロノヴィーナス 牝３黒鹿５４ 福永 祐一�RRA 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４２２± ０ 〃 クビ １３．６�
１１ バイブレイションズ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４６４－ ６１：５１．１１ ２３．１
７１０� モエレアゲイト 牝３黒鹿５４ 戸崎 圭太�トニー企画 上杉 昌宏 新ひだか 中村 和夫 ４６０＋ ２ 〃 クビ ２７２．０�

（大井） （大井）

４４ トレジャーチェスト 牝３芦 ５４ 三浦 皇成金子真人ホール
ディングス� 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４６４－１４１：５１．２クビ ３０．１�

７１１ ニシノメルモ 牝３青鹿５４ 松岡 正海西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ４５２－ ４１：５２．７９ １８．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３０，６８３，８００円 複勝： ３６，６１７，０００円 枠連： ２０，９４８，５００円

普通馬連： １０１，０４７，０００円 馬単： ５９，８００，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，２０５，５００円

３連複： ９９，３４３，７００円 ３連単： １９４，１５４，９００円 計： ５７１，８００，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � １４０円 枠 連（３－５） ６５０円

普通馬連 �� ６００円 馬 単 �� １，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ３２０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ７４０円 ３ 連 単 ��� ４，３４０円

票 数

単勝票数 計 ３０６８３８ 的中 � ５５９１９（３番人気）
複勝票数 計 ３６６１７０ 的中 � ６５４５５（３番人気）� ８２９７８（１番人気）� ６９６４７（２番人気）
枠連票数 計 ２０９４８５ 的中 （３－５） ２３９３０（３番人気）
普通馬連票数 計１０１０４７０ 的中 �� １２５９０２（１番人気）
馬単票数 計 ５９８００５ 的中 �� ３０９８８（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９２０５５ 的中 �� ３２７４９（１番人気）�� ２０８８８（３番人気）�� ２９７６３（２番人気）
３連複票数 計 ９９３４３７ 的中 ��� ９９２６７（１番人気）
３連単票数 計１９４１５４９ 的中 ��� ３３０５１（４番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．９―１１．６―１２．３―１２．５―１２．６―１２．２―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．６―３５．２―４７．５―１：００．０―１：１２．６―１：２４．８―１：３６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．４―３F３６．８

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

勝馬の
紹 介

ブーケドロゼブルー �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 トウシヨウボーイ デビュー ２００９．１１．７ 東京８着

２００７．４．２６生 牝３青鹿 母 イセノトウショウ 母母 マルミチーフ ７戦２勝 賞金 ２０，５６５，０００円
〔騎手変更〕 ヴィクトリアローズ号の騎手田中勝春は，負傷のため石橋脩に変更。
〔制裁〕 ブーケドロゼブルー号の騎手後藤浩輝は，最後の直線コースで内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）
レインボーダリア号の騎手内田博幸は，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５０，０００円。（８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。



１４０２１ ５月２３日 雨 稍重 （２２東京３）第２日 第９競走 ��
��１，４００�

ゆ い が は ま

由 比 ヶ 浜 特 別
発走１４時２５分 （芝・左）
４歳以上，１，０００万円以下，２１．５．２３以降２２．５．１６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 ４９０，０００円 １４０，０００円 ７０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．８
１：１９．０

良

良

２４ ブレーヴゴールド 牡４青鹿５４ 藤岡 佑介磯波 勇氏 高木 登 新冠 平山牧場 B４５６＋ ２１：２３．２ １０２．５�

７１３ コウヨウサンデー 牡４鹿 ５５ 横山 典弘寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 ４７２－ ６１：２３．３� ４．１�
８１８ フェスティヴマロン 牝６鹿 ５３ 岩田 康誠臼井義太郎氏 岡田 稲男 新冠 大栄牧場 ４６２－ ４ 〃 クビ ２１．３�
６１１� アイスカービング 牝６黒鹿５２ 武士沢友治下河�行雄氏 松山 将樹 門別 下河辺牧場 ４７６＋１０１：２３．４� １２．７�
３５ トーホウカイザー 牡５黒鹿５４ 石橋 脩東豊物産� 高橋 裕 門別 長谷川 一男 ４８６＋ ４ 〃 ハナ ２３．２�
５１０	 ロードバロック 牡５鹿 ５４ 池添 謙一 �ロードホースクラブ 田中 清隆 愛 K.I. Farm ４２６＋ ２１：２３．５� １７．９	
５９ アポロラムセス 牡５芦 ５７ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ４９４± ０１：２３．６クビ ３．４

４８ � メ ス ナ ー 牡５芦 ５６ 松岡 正海岡田 繁幸氏 稲葉 隆一 門別 旭 牧場 ４６８＋ ２ 〃 クビ １０．３�
８１６ ス パ ラ ー ト 牡４黒鹿５５ 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 B４５８－ ２１：２３．７クビ １２．０
２３ ギュイエンヌ 牝５青鹿５２ 後藤 浩輝杉山 忠国氏 萩原 清 三石 明治牧場 B４７４－ ４ 〃 クビ １７．５�
６１２ マイネアルデュール 牝５鹿 ５３ 福永 祐一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム ４８０＋ ４１：２３．８� ８２．９�
１１ ショウナンアクロス 牡５鹿 ５６ 三浦 皇成国本 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 ４９２－ ６１：２３．９クビ ９．３�
８１７	 ナイキアプロード 
６黒鹿５４ 伊藤 工真小野 誠治氏 古賀 史生 米

Michael Levy, Robert
Levy & Mr. & Mrs. Fran-
cis Vanlangendonck

B４８８－ ２１：２４．０� ４８．７�
７１４� サクラバレット 牡５青 ５６ 戸崎 圭太�さくらコマース伊藤 大士 静内 西村 和夫 ４８４－ ２１：２４．１� １８．４�

（大井）

４７ ヒシソロモン 牡４青鹿５４ 小野 次郎阿部雅一郎氏 小林 常泰 新冠 カミイスタット ４８０－ ２１：２４．６３ １３６．０�
１２ ラブチャーミー 牝４鹿 ５１ 郷原 洋司増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田 三千雄 ４４４± ０１：２４．７� １２５．５�
３６ ステラーホープ 牝５鹿 ５３ 北村 宏司 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 成隆牧場 ４５０＋１４１：２４．８� ３０．２�
７１５ ベルモントバジル 牝５鹿 ５０ 中谷 雄太 �ベルモントファーム 嶋田 潤 新冠 ベルモント

ファーム ４３２－ ２１：２６．３９ ４７８．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２９，３８２，４００円 複勝： ４４，２４７，１００円 枠連： ３８，０４５，１００円

普通馬連： １４０，２４２，２００円 馬単： ７２，９７３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，３８６，４００円

３連複： １５６，５５１，４００円 ３連単： ２６７，７１０，４００円 計： ７９２，５３８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １０，２５０円 複 勝 � ２，１７０円 � ２２０円 � ５９０円 枠 連（２－７） ２，７９０円

普通馬連 �� ３１，８２０円 馬 単 �� ７３，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９，０６０円 �� ２３，０６０円 �� ２，４５０円

３ 連 複 ��� １７５，３２０円 ３ 連 単 ��� １，３０８，４２０円

票 数

単勝票数 計 ２９３８２４ 的中 � ２２６０（１５番人気）
複勝票数 計 ４４２４７１ 的中 � ４５１５（１５番人気）� ６６１３４（２番人気）� １８３４０（１０番人気）
枠連票数 計 ３８０４５１ 的中 （２－７） １００８２（１５番人気）
普通馬連票数 計１４０２４２２ 的中 �� ３２５３（８１番人気）
馬単票数 計 ７２９７３５ 的中 �� ７３７（１７０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３３８６４ 的中 �� １１７２（８３番人気）�� ４５８（１１９番人気）�� ４４４７（２８番人気）
３連複票数 計１５６５５１４ 的中 ��� ６５９（３６０番人気）
３連単票数 計２６７７１０４ 的中 ��� １５１（２４５４番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．３―１１．９―１１．８―１２．０―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．５―３４．８―４６．７―５８．５―１：１０．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブレーヴゴールド �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．８．２ 新潟７着

２００６．４．８生 牡４青鹿 母 リープリング 母母 メイシヨウマツカゼ １９戦３勝 賞金 ３４，１７０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 ダイメイザバリヤル号・パパラチア号・ヒカルプリンス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１４０２２ ５月２３日 雨 重 （２２東京３）第２日 第１０競走 ��
��１，６００�

くんぷう

薫風ステークス
発走１５時００分 （ダート・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 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

５１０ プロセッション 牡７鹿 ５７ 川田 将雅吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４６４± ０１：３６．６ １０４．９�

６１１ ヒラボクワイルド 牡４青鹿５７ 松田 大作�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４９０＋ ８ 〃 ハナ １．５�
６１２ 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 ４６４－ ２１：３６．８１� ８．４�
８１５ ツクバホクトオー 牡４黒鹿５７ 柴田 善臣荻原 昭二氏 尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４６６± ０１：３７．０１� １７．７�
３６ タマモグレアー �６鹿 ５７ 中谷 雄太タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ５１４＋ ２１：３７．１	 ７２．０�
２４ カネスラファール 牡６黒鹿５７ 郷原 洋司杉澤 光雄氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ５００＋１２ 〃 クビ ５５．２	
４７ ハードウォン 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 赤田牧場 ４６６－ ６１：３７．３１� ５４．８

２３ ケイアイコンセプト 牡５鹿 ５７ 戸崎 圭太 �啓愛義肢材料販売所 小西 一男 新冠 新冠橋本牧場 ５３６± ０１：３７．４クビ １２．４�

（大井）

１１ ウインプレミアム 牡６芦 ５７ 藤岡 佑介�ウイン 大久保龍志 新冠 パカパカ
ファーム ４９０－ ４１：３７．５	 ２２．４�

１２ ミダースタッチ 牡５栗 ５７ 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 静内 グランド牧場 ５２２－２２ 〃 アタマ ８．４

７１３
 ゴールデンプライズ 牝５黒鹿５５ 石橋 脩 �社台レースホース中川 公成 千歳 社台ファーム ４８８－ ６ 〃 クビ ５３．４�
３５ 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 B４７０－１２ 〃 ハナ ２１．６�
８１６ ノワールシチー 牡６栗 ５７ 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 静内 出羽牧場 ５０２± ０１：３８．１３� ３６１．８�
７１４� ミスターモナルコス 牡６鹿 ５７ 蛯名 正義加藤 守氏 中竹 和也 米 Woodlynn

Farm, Inc. B４９６＋ ６ 〃 クビ ３５．３�
５９ � ピサノアルハンブラ 牡７鹿 ５７ 後藤 浩輝市川 義美氏 白井 寿昭 米

Runnymede
Farm, Inc. &
Catesby W. Clay

４９２＋ ２１：３９．７１０ １３９．３�
４８ � デイフラッシュ 牡８鹿 ５７ 北村 宏司清進電設� 戸田 博文 米 Nancy C.

Shuford B５２０＋２２１：３９．８� ２２３．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，２０１，２００円 複勝： ７２，１７９，２００円 枠連： ４１，３５８，６００円

普通馬連： １７２，３９３，７００円 馬単： １１１，１６０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，６２９，６００円

３連複： １７０，９１７，９００円 ３連単： ３７８，５２３，９００円 計： １，０３２，３６５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １０，４９０円 複 勝 � ２，２９０円 � １１０円 � ２００円 枠 連（５－６） ３，９８０円

普通馬連 �� １０，１４０円 馬 単 �� ３３，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，１３０円 �� １０，４４０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� １４，９６０円 ３ 連 単 ��� ２３６，７４０円

票 数

単勝票数 計 ３９２０１２ 的中 � ２９４６（１３番人気）
複勝票数 計 ７２１７９２ 的中 � ３５８２（１４番人気）� ３７７３６３（１番人気）� ６７４６７（２番人気）
枠連票数 計 ４１３５８６ 的中 （５－６） ７６８４（１１番人気）
普通馬連票数 計１７２３９３７ 的中 �� １２５５８（２４番人気）
馬単票数 計１１１１６０９ 的中 �� ２４５５（５８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６６２９６ 的中 �� ３３０８（２８番人気）�� ９７５（６９番人気）�� ５１３０１（１番人気）
３連複票数 計１７０９１７９ 的中 ��� ８４３３（４４番人気）
３連単票数 計３７８５２３９ 的中 ��� １１８０（４４３番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１２．０―１２．７―１２．７―１１．９―１１．７―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．５―３５．５―４８．２―１：００．９―１：１２．８―１：２４．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．４―３F３５．７
３ ７，１１（６，１５，１６）１０（１，１３）（１２，１４）（２，９，８）４（３，５） ４ ・（７，１１）（６，１５）（１０，１６，１４）（１，１３，８）（１２，４）（２，５）（３，９）

勝馬の
紹 介

プロセッション �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００５．１０．３０ 東京３着

２００３．４．９生 牡７鹿 母 クイーンソネット 母母 エイプリルソネット １８戦５勝 賞金 ６０，８７８，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔騎手変更〕 ピサノアルハンブラ号の騎手田中勝春は，負傷のため後藤浩輝に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 エアマックール号・グランドバイオ号・サンマルセイコー号・シャイニングアワー号・デンコウヤマト号・

フェイマステイル号・ボクノタイヨウ号・マキバスマイル号・マルターズマッシブ号・メイショウイッキ号
※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。



１４０２３ ５月２３日 雨 稍重 （２２東京３）第２日 第１１競走 ��
��２，４００�優 駿 牝 馬（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （第７１回オークス） （芝・左）

牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，５５�
内閣総理大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（１着）

賞 品
賞 品

本 賞 ６８，０００，０００
６８，０００，０００

円
円 ２４，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，７００，０００円

付 加 賞 １９，９３５，０００
１９，９３５，０００

円
円 ４，４３０，０００円

生産者賞 賞 品
賞 品

調教師賞 賞 品
賞 品

騎 手 賞 賞 品
賞 品

調教助手賞 賞 品
賞 品

厩務員賞 賞 品
賞 品 � コースレコード

中央レコード

レースレコード

２：２２．１
２：２２．１
２：２５．３

良

良

良

８１７ ア パ パ ネ 牝３鹿 ５５ 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４７０－１０２：２９．９ ３．８�

８１８ サンテミリオン 牝３黒鹿５５ 横山 典弘吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４６０＋ ６ 〃 同着 ８．５�
１２ アグネスワルツ 牝３栗 ５５ 柴田 善臣渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４５６－ ４２：３０．２２ １８．７�
７１３ アニメイトバイオ 牝３栗 ５５ 後藤 浩輝バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４６４＋１４２：３０．４１� ３０．３�
３６ オウケンサクラ 牝３鹿 ５５ 安藤 勝己福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 ４９０＋ ４ 〃 クビ ６．６�
２３ アプリコットフィズ 牝３黒鹿５５ 四位 洋文 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４２２－ ４２：３０．５� ６．８	
６１１ ブルーミングアレー 牝３鹿 ５５ 松岡 正海 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７４± ０２：３０．６� ５１．３

５９ モーニングフェイス 牝３栗 ５５ 藤岡 佑介井高 義光氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 ４９４± ０２：３１．３４ ３６．５�
５１０ タガノエリザベート 牝３黒鹿５５ 川田 将雅八木 昌司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２－１６２：３１．７２� ８６．９�
３５ ギンザボナンザ 牝３青 ５５ 池添 謙一有馬 博文氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム ４５０± ０２：３１．９１� ２３．３
７１４ シンメイフジ 牝３鹿 ５５ 岩田 康誠織田 芳一氏 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム ４５４－ ４２：３２．３２� １４．９�
６１２ トレノエンジェル 牝３栗 ５５ 戸崎 圭太廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４９２－ ２２：３２．５１� ５０．８�

（大井）

４８ プリンセスメモリー 牝３鹿 ５５ 勝浦 正樹海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム ３８０－ ４ 〃 クビ １２８．５�
７１５ エーシンリターンズ 牝３栗 ５５ 福永 祐一�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４４４＋ ４２：３２．６� １８．５�
１１ コスモネモシン 牝３青鹿５５ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 富田 恭司 ４４８＋１６２：３２．８１� ２４．３�
８１６ ステラリード 牝３栗 ５５ 三浦 皇成広尾レース� 森 秀行 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４４０± ０２：３２．９クビ １８１．９�
２４ ショウリュウムーン 牝３鹿 ５５ 内田 博幸上田 亙氏 佐々木晶三 浦河 高村牧場 ４４６－ ８２：３３．０� ５．２�
４７ ニーマルオトメ 牝３栗 ５５ 北村 宏司板橋 秋氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 B４６６－ ２２：３４．６１０ ９５．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３８５，７５３，３００円 複勝： ４４９，２３３，１００円 枠連： ７６６，７３７，７００円

普通馬連： ２，５８８，３９６，０００円 馬単： １，２３６，１０１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ６００，０２８，７００円

３連複： ３，３５６，３６６，７００円 ３連単： ６，４３７，６１４，６００円 計： １５，８２０，２３１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

２１０円
３８０円 複 勝 �

�
１８０円
２７０円 � ４５０円 枠 連（８－８） １，７５０円

普通馬連 �� １，８７０円 馬 単 ��
��

１，５２０円
２，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９００円 ��

��
２，０２０円
２，０２０円

３ 連 複 ��� １０，１８０円 ３ 連 単 ���
���

２０，４６０円
２４，２９０円

票 数

単勝票数 計３８５７５３３ 的中 � ８０５２５１（１番人気）� ３５９１３６（５番人気）
複勝票数 計４４９２３３１ 的中 � ７９９４７６（１番人気）� ４２１１０６（４番人気）� ２２０６９５（８番人気）
枠連票数 計７６６７３７７ 的中 （８－８） ３２４３７５（９番人気）
普通馬連票数 計２５８８３９６０ 的中 �� １０２５７７０（７番人気）
馬単票数 計１２３６１０１５ 的中 �� ３０２９８７（５番人気）�� ２２４４９６（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計６０００２８７ 的中 �� １７１０５０（５番人気）�� ７２００１（２４番人気）�� ７１９７８（２５番人気）
３連複票数 計３３５６３６６７ 的中 ��� ２４３３８０（２８番人気）
３連単票数 計６４３７６１４６ 的中 ��� １１６１４０（１０１番人気） ��� ９７７８４（１２７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１２．３―１２．４―１２．８―１３．１―１３．３―１３．５―１３．５―１２．０―１１．５―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．２―２３．１―３５．４―４７．８―１：００．６―１：１３．７―１：２７．０―１：４０．５―１：５４．０―２：０６．０―２：１７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．４―３F３５．９
１
３

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

２
４

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

ア パ パ ネ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Salt Lake デビュー ２００９．７．５ 福島３着

２００７．４．２０生 牝３鹿 母 ソルティビッド 母母 Piper Piper ７戦５勝 賞金 ２９９，４５８，０００円
サンテミリオン �

�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Last Tycoon デビュー ２０１０．１．５ 中山１着

２００７．１．３０生 牝３黒鹿 母 モ テ ッ ク 母母 Sudaka ５戦４勝 賞金 １６７，７４１，０００円
〔制裁〕 オウケンサクラ号の騎手安藤勝己は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（１１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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ワイルドラズベリー号
（非抽選馬） ５頭 アスカトップレディ号・アマファソン号・ソウルフルヴォイス号・ベストクルーズ号・マイネノーブレス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１４０２４ ５月２３日 雨 稍重 （２２東京３）第２日 第１２競走 ��
��１，４００�東京クラウンプレミアム

発走１６時２５分 （カワカミプリンセスメモリアル） （芝・左）
４歳以上，１，６００万円以下，２１．５．２３以降２２．５．１６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 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．８
１：１９．０

良

良

６１２ ストロングリターン 牡４鹿 ５６ 内田 博幸吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５１２－ ２１：２３．７ ４．０�

７１３ サザンスターディ 牡４鹿 ５５ 柴田 善臣南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 ５２４－ ２１：２３．８� ６．３�
３５ オリオンザドンペリ 牡６栗 ５３ 勝浦 正樹平本 敏夫氏 小西 一男 三石 大塚牧場 ４８６± ０ 〃 クビ １１２．０�
８１６ ユキノハリケーン 牡６鹿 ５６ 後藤 浩輝馬場 幸廣氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ４８２－１０１：２３．９クビ ８．９�
３６ ロリンザーユーザー 牡６鹿 ５５ 伊藤 工真ロイヤルファーム� 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 ４９４－１４１：２４．１１� ７０．８�
５９ コパノオーシャンズ 牝６黒鹿５４ 川田 将雅小林 祥晃氏 村山 明 門別 ヤナガワ牧場 ４１６－ ８ 〃 ハナ ３５．３�
４７ ドリームスカイラブ 牡５黒鹿５６ 松岡 正海セゾンレースホース	 高橋 祥泰 平取 北島牧場 ４９６－ ４１：２４．６３ ９．４

１２ ゲ イ ル 牡７鹿 ５６ 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４８２± ０ 〃 クビ ２６．６�
５１０� フレッドバローズ �４鹿 ５５ 戸崎 圭太猪熊 広次氏 中竹 和也 米 Brereton

C. Jones ５０６＋ ４ 〃 アタマ ８．５�
（大井）

６１１ タイセイハニー 牝７芦 ５３ 大庭 和弥田中 成奉氏 菊川 正達 三石 前川 正美 ４９４－ ４１：２４．７クビ ３９．６
８１７ ラッキーバニヤン 牡５栗 ５５ 岩田 康誠津村 靖志氏 小崎 憲 新冠 松浦牧場 ４８８＋ ４ 〃 クビ ７４．３�
８１５ ショウナンカッサイ 牝４鹿 ５３ 三浦 皇成国本 哲秀氏 北出 成人 静内 静内フアーム ４４４＋１０１：２４．８� ５２．６�
４８ マイティースルー 牝４芦 ５３ 小野 次郎 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ５００＋ ４ 〃 ハナ ２２．８�
７１４ ショウナンアルバ 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ５０４＋ ４１：２４．９� ７．５�
２３ コアレスコジーン �７鹿 ５５ 藤岡 佑介小林 昌志氏 和田 正道 平取 コアレススタッド ４８４＋ ２１：２５．０クビ ２４．１�
２４ ヘヴンリークルーズ 牝５黒鹿５２ 北村 宏司 	東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４４４± ０１：２５．５３ ２９．０�
１１ ワルキューレ 牝６青 ５４ 石橋 脩岡田 牧雄氏 秋山 雅一 門別 インターナシヨナル牧場 B４９２－１６１：２５．８１	 ２２．１�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ７２，０９４，６００円 複勝： １０１，２１７，２００円 枠連： ８６，６５３，５００円

普通馬連： ３１１，８１０，１００円 馬単： １６１，８０５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ９７，１５７，１００円

３連複： ３９２，３１６，６００円 ３連単： ６８８，８７９，３００円 計： １，９１１，９３４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １９０円 � ２３０円 � ２，１８０円 枠 連（６－７） ６４０円

普通馬連 �� １，２８０円 馬 単 �� ２，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５６０円 �� １１，３９０円 �� １１，８５０円

３ 連 複 ��� ６８，３３０円 ３ 連 単 ��� ２４０，５２０円

票 数

単勝票数 計 ７２０９４６ 的中 � １５２６８６（１番人気）
複勝票数 計１０１２１７２ 的中 � １７５５９８（１番人気）� １３３９０３（２番人気）� ９７０１（１７番人気）
枠連票数 計 ８６６５３５ 的中 （６－７） １０７４６３（１番人気）
普通馬連票数 計３１１８１０１ 的中 �� １９２７１２（１番人気）
馬単票数 計１６１８０５８ 的中 �� ６０１３９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９７１５７１ 的中 �� ５０４３７（１番人気）�� ２１３６（９８番人気）�� ２０５３（９９番人気）
３連複票数 計３９２３１６６ 的中 ��� ４５２４（２０５番人気）
３連単票数 計６８８８７９３ 的中 ��� ２２５７（７１３番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．５―１２．１―１２．２―１１．４―１１．４―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．３―３６．４―４８．６―１：００．０―１：１１．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストロングリターン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Smart Strike デビュー ２００８．１０．１９ 東京２着

２００６．５．２６生 牡４鹿 母 コートアウト 母母 Azhaar １１戦４勝 賞金 ６７，０６８，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時３５分に変更。
〔騎手変更〕 コアレスコジーン号の騎手田中勝春は，負傷のため藤岡佑介に変更。
〔制裁〕 タイセイハニー号の騎手大庭和弥は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（９番への進路影響）

フレッドバローズ号の騎手戸崎圭太は，３コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１３番への進路影響）
ユキノハリケーン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過怠金５０，０００円。（１３番・１２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。



（２２東京３）第２日 ５月２３日（日曜日） 雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重
稍重後重

競走回数 １２回 出走頭数 １９６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

３７４，８３０，０００円
１，２８０，０００円
１６，６１０，０００円
４６，５７０，０００円
３８，３５０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

６９，９２３，５００円
５，７６２，０００円
１，９４０，４００円

勝馬投票券売得金
６９８，０１１，４００円
９２３，８７８，２００円
１，０８０，４５８，４００円
３，７７４，５０１，４００円
１，９６３，８６６，７００円
９７５，４６３，６００円
４，６９３，５２１，９００円
８，８３７，２６２，８００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 ２２，９４６，９６４，４００円

総入場人員 ６４，５５５名 （有料入場人員 ６２，９１８名）




