
１４０３７ ５月３０日 曇 良 （２２東京３）第４日 第１競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１０時０５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

６１１ 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 ４４６＋ ６１：４０．０ ７．１�

３６ ナカヤママニッシュ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４８６ ―１：４０．２１� ４．６�
３５ ダイナミズム 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝吉田 和子氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２－ ２１：４０．４１� １０．２�
８１６ タマノリテラシー 牝３栗 ５４ 内田 博幸玉腰 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－ ８１：４０．５� ２．３�
２３ 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 ４３０＋ ６ 〃 ハナ ３４．８�
４７ サントワマミー 牝３栗 ５４ 田中 勝春青木 基秀氏 宗像 義忠 日高 グリーンヒルスタッド ４５２＋ ６１：４０．６� ９．９�
５９ ミステリークイーン 牝３栗 ５４ 浜中 俊小野 博郷氏 小笠 倫弘 日高 旭 牧場 ４８０± ０１：４１．１３ ４９．１	
６１２ ウェーブピアサー 牝３栗 ５４ 柏木 健宏 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 追分ファーム ４８０＋ ２１：４１．８４ ２７．０


（大井）

７１３ 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 ４４０＋ ４１：４２．１１� ２８２．３�
７１４ マイネルナロッサ 牝３黒鹿５４ 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム ４５０＋１０１：４２．６３ ２４．５
（大井）

５１０ エ リ ン 牝３黒鹿５４ 田中 博康石瀬 浩三氏 大竹 正博 様似 小田 誠一 ４５８－ ２１：４２．８１� ２７．５�
４８ メイスンドリーム 牝３栗 ５４ 吉田 隼人梅村 浩氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ５０６ ―１：４３．３３ ２１０．４�
１１ グラスミューズ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一半沢� 田島 俊明 新ひだか タツヤファーム ４８０＋２２１：４３．４� １２７．５�
１２ ミンナノアイドル 牝３芦 ５４ 三浦 皇成 �ローレルレーシング 尾関 知人 新ひだか 米田 和子 ４７６ ―１：４３．７２ １２．９�
８１５ スマイルレディー 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 松田 富士夫 ４５４＋ ７１：４４．１２� ４４７．７�
２４ ユウミホープ 牝３鹿 ５４

５２ △丸山 元気相原 宏�氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ４６０＋１４１：４４．２クビ ２３３．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，４２７，８００円 複勝： ３８，０１７，６００円 枠連： ２０，７９８，９００円

普通馬連： ７５，５６６，０００円 馬単： ５２，２５６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，３９９，１００円

３連複： ９５，７８７，３００円 ３連単： １３６，８４３，７００円 計： ４７２，０９７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２００円 � ２４０円 � ２８０円 枠 連（３－６） ９６０円

普通馬連 �� ２，０５０円 馬 単 �� ４，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７７０円 �� ７７０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� ６，０３０円 ３ 連 単 ��� ３７，５８０円

票 数

単勝票数 計 ２４４２７８ 的中 � ２７２５６（３番人気）
複勝票数 計 ３８０１７６ 的中 � ５６２６４（２番人気）� ４２１３９（４番人気）� ３３２４０（５番人気）
枠連票数 計 ２０７９８９ 的中 （３－６） １６１５４（４番人気）
普通馬連票数 計 ７５５６６０ 的中 �� ２７２２６（７番人気）
馬単票数 計 ５２２５６７ 的中 �� ８０４６（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８３９９１ 的中 �� ９１８２（７番人気）�� ９１６３（８番人気）�� ７０９１（１２番人気）
３連複票数 計 ９５７８７３ 的中 ��� １１７２９（２０番人気）
３連単票数 計１３６８４３７ 的中 ��� ２６８８（１１２番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１２．０―１２．６―１３．４―１３．３―１２．５―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．３―３５．３―４７．９―１：０１．３―１：１４．６―１：２７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５２．１―３F３８．７
３ １５，１２（５，６）３，７（１，１０）８（１４，４，１３）（１１，９）（２，１６） ４ ・（１５，１２）（５，６）３，７，１０（１，１３，９）（４，８，１６）１４（２，１１）

勝馬の
紹 介

ホープダイナスティ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．９．２７ 中山１１着

２００７．４．７生 牝３栗 母 ブライダルスイート 母母 シルバードシルク ８戦１勝 賞金 ７，５００，０００円
〔発走状況〕 ワンエイム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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） １頭 ニシノロコペリ号
（非抽選馬） １頭 クラヴィコード号
※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。



１４０３８ ５月３０日 曇 良 （２２東京３）第４日 第２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１０時３５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

２４ � ナイトアンジェロ 牡３青鹿５６ 三浦 皇成山口 義道氏 萩原 清 愛 Ring Pink
Partnership ４８４－ ２１：２７．０ ３．１�

６１１� ワンナップアイテム 牡３栃栗５６ 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 加 Mark Casse ４８８－ ４ 〃 クビ ３．１�
３６ タイセツナチキュウ 牡３青鹿５６ 戸崎 圭太小田切有一氏 古賀 慎明 浦河 木村牧場 ４８０± ０１：２７．９５ ４．６�

（大井）

６１２ マンカイノサクラ 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次江川 伸夫氏 矢野 照正 新冠 川上 悦夫 ４６２－１４１：２８．１１� １６６．７�
５１０ アズマダイマジン 牡３栗 ５６ 大庭 和弥東 哲次氏 武市 康男 平取 高橋 啓 B４３６－１０ 〃 ハナ ６４．７�
８１５ セトノランナー 牡３栗 ５６ 吉田 隼人難波 澄子氏 戸田 博文 浦河 杵臼斉藤牧場 ４５０－１２１：２８．３１� １６．７�
３５ トミケンダンク 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 金石牧場 ４２８－１６１：２８．６２ １７．３�
１２ ネオイグザンプル 牝３鹿 ５４ 木幡 初広嶋田 賢氏 本郷 一彦 新ひだか 服部 牧場 ４６６－ ６１：２８．７� ３７．０	
２３ ナムラマイウェイ 牡３栗 ５６ 柴山 雄一奈村 信重氏 高橋 裕 日高 賀張三浦牧場 ４８４ ―１：２９．１２� ５５．４

１１ メイショウフロリナ 牝３鹿 ５４ 小島 太一松本 好雄氏 中野 栄治 浦河 太陽牧場 ４１２＋ ２１：２９．３１� ９２．６�
７１３ メジロベンジャミン 牡３鹿 ５６

５４ △丸山 元気�メジロ牧場 伊藤 圭三 洞爺湖 メジロ牧場 ５１６＋ ６１：２９．４	 ８．９
４８ ボールドワンダー 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥伊東 純一氏 鈴木 勝美 新冠 隆栄牧場 ４７０ ― 〃 ハナ １５１．４�
４７ カシノアベベ 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 浦河 福岡 光夫 B４４０－ ４１：２９．６	 ２１５．８�
５９ � ライクロフト 牡３鹿 ５４ 田中 勝春 �キャロットファーム 村山 明 豪 Torryburn

Stud ４７６± ０１：２９．９２ ２４．８�
８１６ ミュージーロージー 牝３栃栗５４ 村田 一誠海谷 幸司氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム B４５６＋１２１：３０．０クビ ６８．２�
７１４ マルハチランドルフ 牡３芦 ５６ 小林 久晃ニットー商事� 菊川 正達 日高 本間牧場 B４８０± ０１：３２．１大差 ８３．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，６１２，８００円 複勝： ３１，４０１，５００円 枠連： １９，９１６，９００円

普通馬連： ７３，３３８，８００円 馬単： ５０，４６６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，２９７，９００円

３連複： ８５，４２９，７００円 ３連単： １２４，１１５，０００円 計： ４３２，５７８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � １４０円 枠 連（２－６） ６２０円

普通馬連 �� ６４０円 馬 単 �� １，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ３２０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ８２０円 ３ 連 単 ��� ３，６３０円

票 数

単勝票数 計 ２２６１２８ 的中 � ５９１５７（２番人気）
複勝票数 計 ３１４０１５ 的中 � ６３０６０（２番人気）� ６７０５７（１番人気）� ５７８６９（３番人気）
枠連票数 計 １９９１６９ 的中 （２－６） ２３８６５（３番人気）
普通馬連票数 計 ７３３３８８ 的中 �� ８５２２７（２番人気）
馬単票数 計 ５０４６６２ 的中 �� ２９７３６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５２９７９ 的中 �� ２５８５１（１番人気）�� １８８８９（３番人気）�� ２３６４３（２番人気）
３連複票数 計 ８５４２９７ 的中 ��� ７７５６２（１番人気）
３連単票数 計１２４１１５０ 的中 ��� ２５２６０（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２４．２―３６．０―４８．６―１：０１．５―１：１３．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ナイトアンジェロ �
�
父 Footstepsinthesand �

�
母父 Bering デビュー ２０１０．３．１３ 中山７着

２００７．４．１生 牡３青鹿 母 Ring Pink 母母 Pink Valley ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マルハチランドルフ号は，平成２２年７月３０日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 アニヴェルミラクル号・テイエムタイフーン号・バンブーオーシャン号・ミブノギシ号
※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。



１４０３９ ５月３０日 曇 良 （２２東京３）第４日 第３競走 ��
��２，１００�サラブレッド系３歳

発走１１時０５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

２：０６．７
２：０５．９

良

良

７１３ ゲットワンダー 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝伊東 純一氏 萩原 清 日高 ヤナガワ牧場 B４９２＋ ２２：１５．８ １１．４�

３６ アンディアブル 牡３鹿 ５６ 武士沢友治柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 坂戸 節子 ４７６＋ １ 〃 クビ ８８．６�
８１６ 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± ０２：１５．９クビ ２．９�

（大井）

５１０ マイネルバンベール 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 矢野 英一 日高 シンボリ牧場 ４６６± ０２：１６．１１� ４．６�

６１１ ドラゴンソニック 牝３青鹿５４ 吉田 隼人窪田 芳郎氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３０－ ４２：１６．３１� ２２．１�

７１４ リバーダンス 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介�大川牧場 水野 貴広 厚真 大川牧場 ４７０－ ４ 〃 ハナ ２３．４	
１１ ニシノシャイナー 牡３栗 ５６ 田辺 裕信西山 茂行氏 上原 博之 むかわ 西山牧場 ４６８± ０２：１６．８３ １２．３

３５ マイネルシエロ 牡３栗 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５０６＋ ６２：１６．９� ２２．６�

１２ エイコオレジェンド 牡３黒鹿 ５６
５４ △伊藤 工真今 秀幸氏 武市 康男 新ひだか 萩澤 泰博 B４６０－ ２２：１７．０� １８１．３�

４７ イエスマイダーリン 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠浅田 次郎氏 河野 通文 日高 浜本牧場 ５１２－ ８２：１７．１クビ ４５．１
５９ アグネスジャンプ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 ４５４－ ２ 〃 アタマ ８．０�
６１２ ムンキンナンティ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義坂田 行夫氏 粕谷 昌央 日高 法理牧場 ５１２＋１０２：１７．４１� １６．０�
２４ シャコームサシ 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥グレイドレーシング組合 矢野 照正 新冠 柏木 一則 ５２４－ ４２：１７．８２� １８５．５�
２３ トゥルーマイハート 牡３青鹿５６ C．ウィリアムズ �グリーンファーム 堀 宣行 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ５４４＋ ６ 〃 クビ ７．０�
（豪）

８１５ ヨイチクローン 牝３栗 ５４ 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 日高 合資会社カ
ネツ牧場 ５０２＋ ２２：１７．９クビ ２０４．４�

４８ ヤ ブ サ メ 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介栗田 康次氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 B５１０＋ ６２：１８．５３� １１１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，６６０，４００円 複勝： ３９，１４９，４００円 枠連： ２６，６３７，９００円

普通馬連： ８６，１４１，４００円 馬単： ５４，４１５，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，６３０，８００円

３連複： １０５，９７４，９００円 ３連単： １４５，６６９，４００円 計： ５１４，２７９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１４０円 複 勝 � ３００円 � １，６５０円 � １８０円 枠 連（３－７） ６，２６０円

普通馬連 �� ５５，５８０円 馬 単 �� １０５，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９，３８０円 �� ７５０円 �� ５，２２０円

３ 連 複 ��� ５６，１１０円 ３ 連 単 ��� ５８１，１１０円

票 数

単勝票数 計 ２４６６０４ 的中 � １７０９６（５番人気）
複勝票数 計 ３９１４９４ 的中 � ３４０９８（５番人気）� ４７２１（１２番人気）� ７７１６９（１番人気）
枠連票数 計 ２６６３７９ 的中 （３－７） ３１４１（２２番人気）
普通馬連票数 計 ８６１４１４ 的中 �� １１４４（７１番人気）
馬単票数 計 ５４４１５４ 的中 �� ３８０（１４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１６３０８ 的中 �� ８０１（６５番人気）�� １１１４７（７番人気）�� １４５０（４９番人気）
３連複票数 計１０５９７４９ 的中 ��� １３９４（１３３番人気）
３連単票数 計１４５６６９４ 的中 ��� １８５（１０８４番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．３―１２．２―１３．１―１３．６―１３．６―１３．５―１３．１―１２．８―１２．８―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
６．９―１８．２―３０．４―４３．５―５７．１―１：１０．７―１：２４．２―１：３７．３―１：５０．１―２：０２．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゲットワンダー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２０１０．１．２４ 中山４着

２００７．４．１生 牡３栗 母 エンスラーリング 母母 エンスラーリングレイディ ４戦１勝 賞金 ７，３５０，０００円
〔発走状況〕 トゥルーマイハート号は，枠内駐立不良〔立上る〕。馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻５分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 トゥルーマイハート号は，平成２２年５月３１日から平成２２年６月２０日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１４０４０ ５月３０日 曇 良 （２２東京３）第４日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時３５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

４７ ナンヨーストロング 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成中村 �也氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４８６－１０１：４７．９ １３．０�

６１２ 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 ５００＋１０１：４８．２１� ５．５�

５１０ ヤマニンミュゼット 牝３青鹿５４ 戸崎 圭太土井 肇氏 田村 康仁 新冠 錦岡牧場 ４３０± ０ 〃 アタマ ２３．９�
（大井）

７１４ 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 ４８６－ ４１：４８．４１� ４．４�
２４ スズヨタキオン 牝３鹿 ５４

５２ △丸山 元気鈴木与四郎氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ４３０＋ ４１：４９．２５ ５０．８�
３６ ランペルール 牡３鹿 ５６ 内田 博幸広尾レース� 藤沢 和雄 新ひだか 有限会社石川牧場 ５３０＋１０１：４９．３� １．９�
８１７ コスモクロッシング 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 	ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 新冠 前川 隆範 B４８０－ ５ 〃 ハナ １９．１

５９ 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 ４４０＋ ２１：４９．４� ４０．５�
８１６ ジェイピーブルース �３鹿 ５６ 丸田 恭介北洋レーシング 坂本 勝美 浦河 平成ファーム ４８０－ ２１：４９．５クビ ８５．９�
６１１ シルクルーパス 牡３青鹿５６ 藤田 伸二有限会社シルク河野 通文 日高 ナカノファーム ４８４ ―１：４９．６� １９．９
３５ ジョウテンクイーン 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹田邉 久男氏 水野 貴広 新ひだか 田上 稔 ４８８＋１８１：４９．７� １１８．８�
４８ コスモイチバンボシ 牡３黒鹿５６ 和田 竜二 	ビッグレッドファーム 菅原 泰夫 日高 白井牧場 ５４０ ― 〃 ハナ ２６９．５�
１２ アップルミント 牝３黒鹿 ５４

５２ △伊藤 工真 	スピードファーム 和田正一郎 日高 田辺 静一 ４２２＋ ８ 〃 クビ ３７８．６�
２３ ゼンノドンカスター 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太大迫久美子氏 伊藤 正徳 新冠 村上 欽哉 ４６６－ ２１：５０．１２� ４６６．９�
７１３ ベストツヨシ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広横瀬 寛子氏 伊藤 伸一 むかわ 貞広 賢治 ４６８＋ ２１：５０．４１� １１０．５�
１１ マイフェイヴァー 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司	槇本牧場 佐藤 全弘 日高 槇本牧場 ４４４＋ ２１：５０．６１� ５４４．６�
７１５ スーパーキャニオン 牡３青 ５６ 大庭 和弥村山 義一氏 谷原 義明 新冠 川島牧場 ４９２＋ ４１：５０．７� ４３７．３�
８１８ ア タ カ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝吉田 和美氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４９８ ―１：５１．４４ ９７．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３３，２３９，０００円 複勝： ４７，１５７，１００円 枠連： ２５，９０８，１００円

普通馬連： ８７，３２４，９００円 馬単： ７３，７５９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，２６０，７００円

３連複： １０５，３６３，４００円 ３連単： １８６，４８４，２００円 計： ５９３，４９６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３００円 複 勝 � ５００円 � ２１０円 � ５３０円 枠 連（４－６） ３，４８０円

普通馬連 �� ４，１２０円 馬 単 �� ９，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２７０円 �� ２，６６０円 �� １，１３０円

３ 連 複 ��� １７，０７０円 ３ 連 単 ��� １０４，５８０円

票 数

単勝票数 計 ３３２３９０ 的中 � ２０１６９（４番人気）
複勝票数 計 ４７１５７１ 的中 � ２２４３５（５番人気）� ７２６７１（２番人気）� ２１１５７（６番人気）
枠連票数 計 ２５９０８１ 的中 （４－６） ５４９６（１２番人気）
普通馬連票数 計 ８７３２４９ 的中 �� １５６５３（１１番人気）
馬単票数 計 ７３７５９０ 的中 �� ５８４４（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４２６０７ 的中 �� ６７０８（１４番人気）�� ３１０２（２５番人気）�� ７６３１（１０番人気）
３連複票数 計１０５３６３４ 的中 ��� ４５５７（４２番人気）
３連単票数 計１８６４８４２ 的中 ��� １３１６（２４７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．２―３５．６―４７．８―１：００．２―１：１２．６―１：２４．４―１：３５．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．７―３F３５．３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナンヨーストロング �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．８．８ 札幌１０着

２００７．４．２９生 牡３鹿 母 マイバレンタイン 母母 ダイナアルカデイア ７戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時４０分に変更。
〔発走状況〕 シルクルーパス号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
※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） ２頭 ソラチナサブマリン号・テンシノローズ号
（非抽選馬） １頭 ミスターガッテン号
※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。



１４０４１ ５月３０日 曇 良 （２２東京３）第４日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時３５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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

１１ ベビーネイル 牡３栗 ５６ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 浦河 信岡牧場 ５０２＋ ８１：２４．７ １．７�

３６ グラスサミット 牡３芦 ５６
５４ △伊藤 工真半沢� 尾形 充弘 安平 追分ファーム ５１０＋ ２１：２５．８７ ６９．８�

１２ オースミレジスタ 牡３青鹿５６ 和田 竜二�オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム ５２２－ ５１：２５．９� １３．７�
６１２� リ ザ ル ヴ 牡３鹿 ５６ C．ウィリアムズ 後藤 繁樹氏 森 秀行 日高 いとう牧場 ５００＋ ４１：２６．０� １２３．４�

（豪）

３５ ダノンボルケーノ 牡３栗 ５６ 田中 勝春�ダノックス 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム ４８０－ ８ 〃 アタマ ３．１�
７１３� バルデッツァ 牡３黒鹿５６ 四位 洋文前田 幸治氏 中竹 和也 米 Bill

McDowell ４９４＋１０１：２６．１� １７．２	
４８ � クレイジードライブ 牡３栗 ５６ 戸崎 圭太吉田 哲哉氏 牧浦 充徳 米 John

McKibben ４９６－ ２１：２６．２� ２４．１

（大井）

８１５ アカシローレル 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲西村 太一臼倉 勲氏 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム ４４４± ０１：２６．８３� １０１．４�

２３ カネスフォルテ 牡３鹿 ５６ 小野 次郎杉澤 光雄氏 伊藤 大士 日高 坂 牧場 ４７０＋ ６１：２６．９� ３１０．８�
２４ コスモミカエル 牡３黒鹿５６ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 小林 常泰 新冠 中央牧場 ５０４± ０１：２７．０� ５４．６
６１１ イーグルドライヴ 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介�ターフ・スポート斎藤 誠 浦河 酒井牧場 B４９４＋ ４１：２７．２１	 ４２．８�
４７ ス ワ ッ ト 牡３栗 ５６ 藤田 伸二首藤 徳氏 武市 康男 日高 浜本 幸雄 ４５０± ０ 〃 クビ ８４．５�
５１０ ドンビザッツウェイ 牡３鹿 ５６

５４ △丸山 元気田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 ４９４＋ ８ 〃 アタマ ３４５．１�
７１４ キ サ キ タ 牡３芦 ５６ 松岡 正海加藤 信之氏 岩戸 孝樹 新ひだか 水丸牧場 ５５０＋ ２１：２７．３クビ １３．３�
８１６� サントアスコット 牡３鹿 ５６ 江田 照男近嶋 勇氏 菅原 泰夫 浦河 山勝牧場 ４９２＋ ２１：２８．３６ ４２５．６�
５９ バトルスウィーパー 牡３芦 ５６ 三浦 皇成 �グリーンファーム 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４９８－ ２１：２９．１５ ２１１．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，７４４，７００円 複勝： ５８，３３８，７００円 枠連： ３１，３４８，６００円

普通馬連： １０６，８３５，７００円 馬単： ８７，１６０，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，７５５，３００円

３連複： １２９，３７８，２００円 ３連単： ２４１，７４６，９００円 計： ７３３，３０８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ７９０円 � ３７０円 枠 連（１－３） ２５０円

普通馬連 �� ５，１７０円 馬 単 �� ６，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４２０円 �� ５２０円 �� ５，８５０円

３ 連 複 ��� １６，８１０円 ３ 連 単 ��� ７６，４４０円

票 数

単勝票数 計 ３７７４４７ 的中 � １７７４２７（１番人気）
複勝票数 計 ５８３３８７ 的中 � ２７９２８０（１番人気）� １０６６３（９番人気）� ２５８３９（５番人気）
枠連票数 計 ３１３４８６ 的中 （１－３） ９５８７４（１番人気）
普通馬連票数 計１０６８３５７ 的中 �� １５２７４（１６番人気）
馬単票数 計 ８７１６００ 的中 �� １０２８５（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０７５５３ 的中 �� ６９２７（１３番人気）�� ２１１７０（３番人気）�� １６１１（３９番人気）
３連複票数 計１２９３７８２ 的中 ��� ５６８３（４１番人気）
３連単票数 計２４１７４６９ 的中 ��� ２３３４（１８３番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．７―１２．３―１２．４―１２．２―１２．６

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベビーネイル �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．８．２ 札幌１着

２００７．２．１０生 牡３栗 母 ブライアンマリア 母母 ホッポウマリア ８戦２勝 賞金 ２２，９５２，０００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） ５頭 アプローチミー号・トーセンチドリアシ号・トーセンブーケ号・ノボシャンパーニュ号・ベネディーレ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１４０４２ ５月３０日 曇 良 （２２東京３）第４日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時０５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

１：３１．４
１：３１．４

良

良

２４ アースガルド 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �キャロットファーム 勢司 和浩 むかわ 市川牧場 ４７２＋ ８１：３５．２ １２．６�

４７ ダイワアセット 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝大城 敬三氏 的場 均 新ひだか フジワラフアーム ４９４＋ ６ 〃 ハナ ４．５�
２３ アヴェカムール 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４８４－ ２ 〃 アタマ ３．８�
８１８ マックスバローズ 牡３栗 ５６ 北村 宏司猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 パカパカ

ファーム ４７４± ０１：３５．３クビ ４．０�
１２ ソールデスタン 牡３鹿 ５６ 内田 博幸�前川企画 河野 通文 浦河 鎌田 正嗣 ４６０± ０ 〃 ハナ １３．０�
８１７ カシマストロング 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二�カシマ 高市 圭二 浦河 中山牧場 ４７８＋ ４１：３５．４� ４．８	
３５ カ ミ ダ ノ ミ 牡３鹿 ５６ C．ウィリアムズ 北側 雅司氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４９６＋ ２ 〃 アタマ ２０．１


（豪）

４８ マックスストレイン 牡３栗 ５６ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４６０＋ ２１：３５．５クビ １７９．２�
５１０ ブルームーンピサ 牝３芦 ５４ 岩田 康誠市川 義美氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム B４７４＋ ８１：３５．８２ ４８．８�
７１５ デ ィ ミ ー タ 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 尾形 充弘 安平 追分ファーム ４４０＋ ２１：３５．９� ５６．２
１１ ユ ド ロ 牡３黒鹿５６ 的場 勇人吉田 和美氏 牧 光二 新ひだか 橋本牧場 ４６６＋１４１：３６．１１� ５７．５�
７１４ トーセンパーシモン 牡３鹿 ５６ 村田 一誠島川 �哉氏 中川 公成 新ひだか 沖田 哲夫 ５０６＋ ２１：３６．２クビ １５８．２�
７１３	 ネオシーサー 牡３青 ５６

５３ ▲国分 優作佐々木完二氏 国枝 栄 日高 田端牧場 ４２４－１０１：３６．３� ４４１．０�
６１２
 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 B４６２＋ ２１：３６．６２ ９１．０�

（川崎） （大井）

５９ 
 エムザックソウル 牡３鹿 ５６ 柏木 健宏寺西 正彰氏 遠藤 茂 新ひだか 藤吉牧場 ４６６－ ７１：３６．７� ４４８．２�
（大井） （大井）

３６ ロジサイレンス 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣久米田正明氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４５０－１２ 〃 ハナ ４７．０�
８１６ ベ ル ア ー ム 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一�ミルファーム 保田 一隆 浦河 モトスファーム ４３０＋ ２１：３７．１２� ４９９．５�
６１１ ゼ フ ュ ロ ス 牡３青鹿５６ 柴田 大知�ミルファーム 保田 一隆 新冠 大栄牧場 ４７２± ０１：３７．３１� ４２５．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３４，９２１，４００円 複勝： ５４，４５５，０００円 枠連： ３６，３７４，４００円

普通馬連： １１１，８６６，０００円 馬単： ７２，４２６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，１２５，４００円

３連複： １２３，４４８，４００円 ３連単： １９３，５５０，３００円 計： ６６７，１６７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２６０円 複 勝 � ３７０円 � １７０円 � １７０円 枠 連（２－４） ７７０円

普通馬連 �� ２，４３０円 馬 単 �� ６，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８３０円 �� ９１０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ３，６９０円 ３ 連 単 ��� ３４，６２０円

票 数

単勝票数 計 ３４９２１４ 的中 � ２１９７５（５番人気）
複勝票数 計 ５４４５５０ 的中 � ２９８３４（６番人気）� ９６２７７（３番人気）� ９６５００（２番人気）
枠連票数 計 ３６３７４４ 的中 （２－４） ３５０１２（３番人気）
普通馬連票数 計１１１８６６０ 的中 �� ３４０７８（１０番人気）
馬単票数 計 ７２４２６６ 的中 �� ８２４１（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０１２５４ 的中 �� １１５８６（１０番人気）�� １０４７３（１１番人気）�� ２４２６４（５番人気）
３連複票数 計１２３４４８４ 的中 ��� ２４７２７（１２番人気）
３連単票数 計１９３５５０３ 的中 ��� ４１２７（９４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１１．５―１２．２―１２．６―１１．８―１１．２―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．０―３５．５―４７．７―１：００．３―１：１２．１―１：２３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３４．９
３ １，１５（５，１８）（４，１０，１７）（２，１２，１３）－（７，３）（６，１１）８－９，１６，１４ ４ １，１５（５，１８）１０（４，１７）（２，１２，１３）（７，３）（８，６，１１）（９，１４）１６
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アースガルド �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Fairy King デビュー ２００９．８．９ 新潟２着

２００７．４．６生 牡３鹿 母 レディフェアリー 母母 Lyndonville ６戦２勝 賞金 １８，８４４，０００円
〔制裁〕 アヴェカムール号の騎手安藤勝己は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（８番への進路影響）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１４０４３ ５月３０日 曇 良 （２２東京３）第４日 第７競走 ��１，３００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時３５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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

８１６ ハンマープライス 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５０４－ ２１：１８．４ １４．３�

３６ � クールフォーマ �５鹿 ５７ 北村 宏司川上 哲司氏 坂本 勝美 門別 高山牧場 B５２２± ０ 〃 アタマ ３．９�
６１１ ノボレインボー 牝４芦 ５５ 大庭 和弥�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 ４８０－ ４１：１８．５� ９．３�
７１４ エフティレガシー 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム B４５２± ０１：１８．９２� １９．６�
４７ � モエレジンダイコ 牡５栗 ５７

５５ △伊藤 工真坂本 肇氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 B４７８＋ ４１：１９．０クビ ２１．１�
１１ カシマチャンピオン 牡４芦 ５７ 宮崎 北斗�カシマ 高市 圭二 日高 広中 稔 ４９４－ ６１：１９．１� １２．６	
７１３ ファーストメジャー 牡４黒鹿５７ 石橋 脩本間 茂氏 柴田 政人 平取 黒川 賢司 ４７４＋ ２１：１９．５２� ２８７．２

２３ ディパーチャーズ �４鹿 ５７ 西田雄一郎 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４５８＋ ４１：１９．６クビ ３４．１�
５９ � ジートップキセキ 牡５栗 ５７ 三浦 皇成�南原商事 本間 忍 静内 岡田スタツド ５０８± ０ 〃 アタマ ６．１�
３５ シルクドミニオン 牡４栗 ５７ 横山 典弘有限会社シルク粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 ４７８＋ ４ 〃 クビ ４．０
５１０� ゴーイングステージ 牡５栗 ５７ 的場 勇人伊藤 誠吉氏 的場 均 浦河 宮内牧場 ４８０－ ２１：１９．７クビ １５．５�
２４ � ベストフェット 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信松尾 正氏 嶋田 潤 三石 米田牧場 B５０２± ０１：２０．２３ ６９．６�
６１２ アグネスクイック 牡４鹿 ５７ 吉田 豊渡辺 孝男氏 河野 通文 千歳 社台ファーム ５０２－１０ 〃 アタマ ２０８．３�
８１５ トロイオンス �５栗 ５７ 田中 博康栗坂 崇氏 田村 康仁 静内 キヨタケ牧場 ４７８± ０１：２０．７３ ２８．２�
４８ ラッキーフラワー 牝４青 ５５ 大野 拓弥西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム ４２２＋ ４ 〃 クビ ３０７．２�
１２ トーセンディケム 牡４鹿 ５７ 内田 博幸島川 �哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B４７８± ０１：２０．８クビ １２．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，４３１，９００円 複勝： ５２，０８１，５００円 枠連： ３９，２３０，８００円

普通馬連： １２４，５３０，７００円 馬単： ７３，９５３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，３５８，４００円

３連複： １４０，００９，１００円 ３連単： ２０６，２８３，８００円 計： ７０８，８７９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４３０円 複 勝 � ４７０円 � １８０円 � ２７０円 枠 連（３－８） １，０４０円

普通馬連 �� ４，５１０円 馬 単 �� １０，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６００円 �� ２，７７０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� １２，２６０円 ３ 連 単 ��� ８６，３１０円

票 数

単勝票数 計 ３２４３１９ 的中 � １７９２７（７番人気）
複勝票数 計 ５２０８１５ 的中 � ２４５００（９番人気）� ９１２３７（１番人気）� ４９８７９（４番人気）
枠連票数 計 ３９２３０８ 的中 （３－８） ２７９２８（４番人気）
普通馬連票数 計１２４５３０７ 的中 �� ２０３９４（１８番人気）
馬単票数 計 ７３９５３３ 的中 �� ５２４６（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０３５８４ 的中 �� ６０８９（２２番人気）�� ３４３０（３８番人気）�� １８５７９（４番人気）
３連複票数 計１４０００９１ 的中 ��� ８４３４（４１番人気）
３連単票数 計２０６２８３８ 的中 ��� １７６４（２９２番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．８―１１．７―１２．２―１２．１―１１．９―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１７．８―２９．５―４１．７―５３．８―１：０５．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハンマープライス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Storm Bird デビュー ２００９．２．７ 東京４着

２００６．３．１４生 牡４栗 母 ネットオークション 母母 Antique Auction ８戦２勝 賞金 １７，３４０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 エルビートル号・ストロングウェイブ号・ノボニョ号・プリンセスビジュー号



１４０４４ ５月３０日 曇 良 （２２東京３）第４日 第８競走 ��
��２，４００�

あおあらし

青 嵐 賞
発走１４時１０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

２：２２．１
２：２２．１

良

良

８１３ ビンテージチャート 牡４栗 ５７ 戸崎 圭太 �キャロットファーム 上原 博之 早来 ノーザンファーム ５３６－ ２２：２８．９ ３．５�
（大井）

７１２ サトノトップガン 牡４鹿 ５７ 内田 博幸里見 治氏 古賀 慎明 静内 千代田牧場 ５２２＋ ６２：２９．０� １３．７�
５８ � ヒカルマンテンボシ 牡５鹿 ５７ 横山 典弘�橋 京子氏 勢司 和浩 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０４± ０２：２９．２１	 ７．２�
３４ グ リ フ ィ ス 牡５鹿 ５７ 福永 祐一 �キャロットファーム 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４６２＋ ２ 〃 ハナ ５３．３�
２２ ミ ヤ ビ ベ ガ 牡５黒鹿５７ 後藤 浩輝村上 義勝氏 戸田 博文 静内 原 武久 ４５６＋ ４２：２９．３� ７．０�
３３ ベルグミサイル 牡６芦 ５７ 武士沢友治山田 五月氏 保田 一隆 静内 グランド牧場 ４８６＋ ４２：２９．４� ３９．３�
１１ デスティニーローグ 牡６青鹿５７ 飯田 祐史 �サンデーレーシング 小島 太 早来 ノーザンファーム ５６０± ０ 〃 ハナ ２５６．３	
４６ ギムレットアイ 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠小野 博郷氏 浅野洋一郎 門別 浜本牧場 ４６２－ ８２：２９．６１	 ６７．７

５７ � ベストオーカン 牡５鹿 ５７ 五十嵐雄祐中村 泰三氏 藤原 辰雄 門別 沖田牧場 B４８６± ０２：２９．８１	 １４２．２�
７１１ エイシンフレンチ 牡５栗 ５７ 吉田 豊平井 豊光氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B５１８＋ ８ 〃 クビ ２２．７�
６９ マッキーバッハ 牡５鹿 ５７ 和田 竜二薪浦 亨氏 石坂 正 門別 浜本牧場 ４６６－ ２２：３０．０１� １６．５
４５ ネオスピリッツ 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４７８＋ ６２：３０．１� ２．５�
８１４ リヴィエラブルー 牡６鹿 ５７ 木幡 初広 �サンデーレーシング 宗像 義忠 早来 ノーザンファーム ５２６＋１０２：３０．４１
 ８８．７�
６１０ ジョイザラス 牡６栗 ５７ 北村 宏司齊藤四方司氏 清水 利章 静内 出羽牧場 ４８０－ ４ （競走中止） ３４．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３９，０８７，１００円 複勝： ５４，６１６，０００円 枠連： ３７，０１４，４００円

普通馬連： １５９，９８９，５００円 馬単： ９６，０５７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，７３２，０００円

３連複： １６６，１７５，４００円 ３連単： ２９２，２８４，６００円 計： ８９１，９５６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １６０円 � ３９０円 � ２３０円 枠 連（７－８） １，４１０円

普通馬連 �� ２，８９０円 馬 単 �� ４，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０６０円 �� ６６０円 �� １，９７０円

３ 連 複 ��� ８，５７０円 ３ 連 単 ��� ４３，６２０円

票 数

単勝票数 計 ３９０８７１ 的中 � ８９７３３（２番人気）
複勝票数 計 ５４６１６０ 的中 � １１５０１４（２番人気）� ２９９１２（６番人気）� ６１５９７（４番人気）
枠連票数 計 ３７０１４４ 的中 （７－８） １９４４３（７番人気）
普通馬連票数 計１５９９８９５ 的中 �� ４０９７５（１１番人気）
馬単票数 計 ９６０５７６ 的中 �� １４５５１（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６７３２０ 的中 �� １０８６２（１１番人気）�� １８２６５（５番人気）�� ５６１４（２３番人気）
３連複票数 計１６６１７５４ 的中 ��� １４３２３（２７番人気）
３連単票数 計２９２２８４６ 的中 ��� ４９４６（１２６番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．７―１３．５―１３．７―１３．３―１３．３―１２．４―１１．４―１１．７―１１．４―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�
１２．９―２４．６―３８．１―５１．８―１：０５．１―１：１８．４―１：３０．８―１：４２．２―１：５３．９―２：０５．３―２：１６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．７―３F３５．０
１
３
８，１２（４，１４）５，９（１，３）１３（２，６）７－１０，１１・（８，５）１２－（４，１４）（１，３，９）１３（２，６）－７，１０，１１

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

勝馬の
紹 介

ビンテージチャート �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００９．２．２１ 東京３着

２００６．３．２３生 牡４栗 母 ピノシェット 母母 Pink Turtle ９戦３勝 賞金 ３６，１０２，０００円
〔競走中止〕 ジョイザラス号は，競走中に疾病〔右第１指関節脱臼〕を発症したため決勝線手前で競走中止。
※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。



１４０４５ ５月３０日 曇 良 （２２東京３）第４日 第９競走 ��
��１，８００�む ら さ き 賞

発走１４時５０分 （芝・左）
４歳以上，１，６００万円以下，２１．５．３０以降２２．５．２３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 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

７１４ 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 ４６０＋ ４１：４６．５ １６．５�

７１３ 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± ０１：４６．７１� ２．８�
２４ マイネルキーロフ 牡６青鹿５６ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 斉藤 安行 ５０６－ ６１：４６．８� ５４．２�
２３ � ウィズディクタット 牡６青鹿５５ 松岡 正海加藤 守氏 矢作 芳人 英

Emily Krstina
（Australia）
Pty Ltd

４９６－ ２ 〃 ハナ ９．９�
１２ � ライオングラス 	６栗 ５３ 北村 宏司山本 英俊氏 尾関 知人 米

Claiborne
Farm & Adele
B. Dilschneider

４９２＋ ４１：４６．９� １１０．４�
４８ スズジュピター 牡５黒鹿５６ 内田 博幸小紫惠美子氏 高橋 裕 早来 ノーザンファーム ４６４－１６ 〃 ハナ ７．８	
８１５ マチカネカミカゼ 牡５栗 ５６ 吉田 豊吉田 千津氏 河内 洋 静内 千代田牧場 ４８０－ ８ 〃 クビ ５．６

１１ エフティイカロス 牡６黒鹿５５ 吉田 隼人吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４７８± ０ 〃 アタマ ２８．９�
４７ ドリームトレジャー 牡５鹿 ５３ 武士沢友治セゾンレースホース� 阿部 新生 門別 田端牧場 B４７６± ０ 〃 ハナ ８８．８�
５１０ バルバレスコ 牡７鹿 ５０ 柏木 健宏北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 ４７６± ０１：４７．０クビ ２０９．９

（大井）

３６ 
 ゴールディーロック 牡６鹿 ５５ 勝浦 正樹松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４７６－ ４１：４７．１� ２６．６�
３５ ラフィナール 牡６鹿 ５５ 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 B４９４＋ ２１：４７．３１� ７．８�
６１２ ヤマニンイグナイト 牡７栗 ５０ 丸田 恭介土井 肇氏 梅田 智之 新冠 錦岡牧場 ４３２± ０１：４７．４� ５０．３�
６１１ アグネススターチ 牡５鹿 ５５ 浜中 俊渡辺 孝男氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ４８０± ０１：４７．６１ ３６．０�
５９ ホクトグレイン 牝４鹿 ５４ 柴田 善臣布施 光章氏 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム ４７８＋ ４ 〃 クビ １０．６�
８１６ ツバサドリーム 牡６栗 ５５ 三浦 皇成�RRA 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４９４＋ ４１：４７．８１� ２０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４７，５９９，５００円 複勝： ６８，２１８，３００円 枠連： ５４，２９２，１００円

普通馬連： ２３０，５３８，６００円 馬単： １１９，８５６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ６５，５６８，８００円

３連複： ２４８，０８５，２００円 ３連単： ４１９，６３９，２００円 計： １，２５３，７９８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６５０円 複 勝 � ４００円 � １６０円 � １，２００円 枠 連（７－７） ２，６７０円

普通馬連 �� ２，７６０円 馬 単 �� ６，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０３０円 �� ９，０４０円 �� ３，４３０円

３ 連 複 ��� ４６，６８０円 ３ 連 単 ��� ２４６，３８０円

票 数

単勝票数 計 ４７５９９５ 的中 � ２２７７９（７番人気）
複勝票数 計 ６８２１８３ 的中 � ４０３６１（７番人気）� １５２４５８（１番人気）� １１４８４（１２番人気）
枠連票数 計 ５４２９２１ 的中 （７－７） １５０１３（１３番人気）
普通馬連票数 計２３０５３８６ 的中 �� ６１６８０（１１番人気）
馬単票数 計１１９８５６４ 的中 �� １２９４５（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６５５６８８ 的中 �� １６３７９（１０番人気）�� １７３８（７０番人気）�� ４６５２（４１番人気）
３連複票数 計２４８０８５２ 的中 ��� ３９２３（１３１番人気）
３連単票数 計４１９６３９２ 的中 ��� １２５７（７０８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．９―３５．９―４７．８―５９．８―１：１１．７―１：２３．３―１：３４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．７―３F３４．８

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

レインフォーレスト �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１１．１５ 京都３着

２００６．４．１６生 牡４芦 母 フェミニンタッチ 母母 ダイナタツチ １４戦４勝 賞金 ５６，００８，０００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。



１４０４６ ５月３０日 曇 良 （２２東京３）第４日 第１０競走 ��
��２，４００�東 京 優 駿（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （第７７回日本ダービー） （芝・左）

牡・牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，牡馬５７�，牝馬５５�
内閣総理大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞・東京馬主協会賞（１着）

賞 品
本 賞 １５０，０００，０００円 ６０，０００，０００円 ３８，０００，０００円 ２３，０００，０００円 １５，０００，０００円
付 加 賞 ３６，４８４，０００円 １０，４２４，０００円 ５，２１２，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品

朝日新聞社賞（１着）
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

レースレコード

２：２２．１
２：２２．１
２：２３．３

良

良

良

１１ エイシンフラッシュ 牡３黒鹿５７ 内田 博幸平井 豊光氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４８６－ ２２：２６．９ ３１．９�

４８ ローズキングダム 牡３黒鹿５７ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４４０＋ ２ 〃 クビ １９．５�
４７ ヴィクトワールピサ 牡３黒鹿５７ 岩田 康誠市川 義美氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５０２－ ４２：２７．２１� ２．１�
７１３ ゲシュタルト 牡３鹿 ５７ 池添 謙一畑佐 博氏 長浜 博之 新冠 細川農場 ４８６－ ８ 〃 クビ ９６．４�
２３ ルーラーシップ 牡３鹿 ５７ 四位 洋文 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４８４－ ２ 〃 アタマ １４．５�
５９ ペ ル ー サ 牡３栗 ５７ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５００＋ ２２：２７．４１� ２．６�
８１７ トゥザグローリー 牡３鹿 ５７ 戸崎 圭太 �キャロットファーム 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム ５１８－ ２ 〃 ハナ ６５．８	

（大井）

２４ サンディエゴシチー 牡３黒鹿５７ 浜中 俊 
友駿ホースクラブ 作田 誠二 浦河 アイオイファーム ５００－ ２ 〃 ハナ ３００．０�
６１２ ヒルノダムール 牡３鹿 ５７ 藤田 伸二蛭川 正文氏 昆 貢 新ひだか 橋本牧場 ４６２＋ ６２：２７．５� ８．８�
３５ 	 コスモファントム 牡３鹿 ５７ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 宮 徹 米 Joan Hadley

Thoroughbreds ４８４－ ２２：２７．８２ ７０．３
１２ レーヴドリアン 牡３芦 ５７ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４５６－ ４２：２７．９
 ６２．９�
７１４ リルダヴァル 牡３栗 ５７ 福永 祐一 �サンデーレーシング 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム ４８８± ０ 〃 アタマ ４８．１�
３６ ア リ ゼ オ 牡３黒鹿５７ C．ウィリアムズ �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１２＋ ２２：２８．２１� ２８．２�
（豪）

７１５ メイショウウズシオ 牡３黒鹿５７ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４７６－１０２：２８．４１� ２８５．０�
５１０ トーセンアレス 牡３鹿 ５７ 江田 照男島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム ４６４± ０２：２８．８２
 ３４７．４�
６１１ ハンソデバンド 牡３黒鹿５７ 蛯名 正義渡邊 隆氏 尾形 充弘 苫小牧 藤沢 武雄 ４６８± ０２：２９．２２
 １２０．２�
８１６ シ ャ イ ン 牡３鹿 ５７ 和田 竜二呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 ４５６－ ２２：２９．５１� ３３１．６�

（１７頭）
８１８ ダノンシャンティ 牡３黒鹿５７ 安藤 勝己
ダノックス 松田 国英 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ９１８，５７５，８００円 複勝： ７７０，２４９，３００円 枠連： ９５７，２６２，６００円

普通馬連： ３，５３９，９６３，０００円 馬単： ２，４０３，７５５，４００円 ワイド【拡大馬連】： ８９９，２７７，１００円

３連複： ４，２６５，１２８，１００円 ３連単： １１，１０９，５３５，２００円 計： ２４，８６３，７４６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，１９０円 複 勝 � ４９０円 � ５００円 � １２０円 枠 連（１－４） １，３２０円

普通馬連 �� １６，７２０円 馬 単 �� ４６，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，０８０円 �� ８１０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� １０，６３０円 ３ 連 単 ��� １５２，９１０円

票 数

単勝票数 差引計９１８５７５８（返還計 ７０９４） 的中 � ２２７３７７（７番人気）
複勝票数 差引計７７０２４９３（返還計 ２７１８） 的中 � ２８８４９４（５番人気）� ２８６２９６（６番人気）� ２７８５３０３（１番人気）
枠連票数 計９５７２６２６ 的中 （１－４） ５３６３４６（４番人気）
普通馬連票数 差引計３５３９９６３０（返還計 ３２７４４） 的中 �� １５６２７０（３３番人気）
馬単票数 差引計２４０３７５５４（返還計 ２５１６０） 的中 �� ３８３９１（６６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計８９９２７７１（返還計 ６１９７） 的中 �� ５１６９５（３５番人気）�� ２８４２１７（６番人気）�� ２５１２３４（７番人気）
３連複票数 差引計４２６５１２８１（返還計 ５５４５６） 的中 ��� ２９６１１４（２７番人気）
３連単票数 差引計１１１０９５３５２（返還計１６６９５１） 的中 ��� ５３６１９（３１６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１２．２―１２．７―１２．８―１３．５―１３．１―１２．９―１２．４―１１．３―１０．８―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．６―２３．９―３６．１―４８．８―１：０１．６―１：１５．１―１：２８．２―１：４１．１―１：５３．５―２：０４．８―２：１５．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エイシンフラッシュ �
�
父 King’s Best �

�
母父 Platini デビュー ２００９．７．１２ 阪神６着

２００７．３．２７生 牡３黒鹿 母 ムーンレディ 母母 Midnight Fever ７戦４勝 賞金 ２７３，８４８，０００円
〔出走取消〕 ダノンシャンティ号は，疾病〔右第３中足骨近位骨折〕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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 トウカイメロディ号・ビートブラック号
（非抽選馬） １頭 タニノエポレット号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１４０４７ ５月３０日 曇 良 （２２東京３）第４日 第１１競走 ��
��１，４００�

ふ が く

富 嶽 賞
発走１６時２５分 （ダート・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 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

７１４�� ザッハーマイン 牝５鹿 ５５ 中谷 雄太吉田 和子氏 国枝 栄 米 Robert S.
Evans ５０２－ ８１：２４．８ ４．０�

２３ � ギンザナイト 牡５栗 ５７ 三浦 皇成齋藤 文男氏 小崎 憲 米 Lazy Lane
Farms, Inc. ５０２－ ４ 〃 アタマ １９．４�

３５ 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 ５４６－ ４ 〃 クビ ２９．０�
８１６ アルセーヌシチー 牡４鹿 ５７ 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 浦河 アイオイファーム ４９４－ ２１：２５．２２	 １７０．３�
４８ リバーアゲイン 牡５栗 ５７ 福永 祐一河越 武治氏 須貝 彦三 三石 沖田 忠幸 ４７２＋ ２ 〃 ハナ ６．３�
３６ グロッキーバルボア 牡４鹿 ５７ 和田 竜二飯田 吉哉氏 南井 克巳 早来 ノーザンファーム ５０６＋ ４１：２５．３	 ２４．０�
２４ シャドウストライプ 牡６栗 ５７ 岩田 康誠飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５４２＋ ２ 〃 クビ ６．０	
８１５ 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 ４７６＋ ２１：２５．６１
 ２２．７

５９ 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 ４６４＋ ２ 〃 クビ ２９．９�
６１１� 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.

５００＋ ２１：２５．７クビ ５．３�
４７ � ホットマニューバー �６栗 ５７ 石橋 脩吉澤 克己氏 相沢 郁 米

Lamantia, Blackburn
& Needham/Betz
Thoroughbreds

４７０－ ４１：２５．８
 ３７．２
５１０� ヌ ー サ 牡７栗 ５７ 北村 宏司モナコ商事� 坂本 勝美 浦河 �桁牧場 ４５６－ ２１：２６．１２ ３１．９�
１１ ミッキーフォルテ 牡５鹿 ５７ 内田 博幸三木 久史氏 中村 均 静内 三宅牧場 ５３４－ ６１：２６．３１� １６．３�
７１３ オ オ ヒ メ 牝６黒鹿５５ 二本柳 壮武田 康氏 柄崎 孝 茨城 武田 豊文 ５４０± ０ 〃 ハナ ４５．３�
６１２� エイトサンデー 牡６鹿 ５７ 田辺 裕信河合良太郎氏 小西 一男 静内 千代田牧場 ５３４＋ ６１：２６．６１
 １６０．３�
１２ 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± ０１：２６．８１ ７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５０，９５７，０００円 複勝： ８６，５６３，０００円 枠連： ６３，４１９，７００円

普通馬連： ２５４，６２７，７００円 馬単： １３９，９８８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ７９，００６，６００円

３連複： ３０２，３６３，１００円 ３連単： ５５２，２４８，２００円 計： １，５２９，１７４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １７０円 � ５３０円 � ７９０円 枠 連（２－７） ７８０円

普通馬連 �� ６，１００円 馬 単 �� １０，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０６０円 �� ２，３１０円 �� ７，４５０円

３ 連 複 ��� ５２，５００円 ３ 連 単 ��� ２１９，９５０円

票 数

単勝票数 計 ５０９５７０ 的中 � １００８８１（１番人気）
複勝票数 計 ８６５６３０ 的中 � １９１６６９（１番人気）� ３６９３５（６番人気）� ２３３５２（１１番人気）
枠連票数 計 ６３４１９７ 的中 （２－７） ６０７１２（１番人気）
普通馬連票数 計２５４６２７７ 的中 �� ３０８５６（１７番人気）
馬単票数 計１３９９８８８ 的中 �� １００２９（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７９００６６ 的中 �� ９５３７（１６番人気）�� ８４８８（２３番人気）�� ２５６９（７０番人気）
３連複票数 計３０２３６３１ 的中 ��� ４２５１（１４８番人気）
３連単票数 計５５２２４８２ 的中 ��� １８５３（６４６番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．６―１２．１―１２．５―１１．９―１１．７―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２４．０―３６．１―４８．６―１：００．５―１：１２．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
ザッハーマイン �

�
父 Mineshaft �

�
母父 Gone West

２００５．２．１５生 牝５鹿 母 Pulsatilla 母母 Peggibonsi １１戦３勝 賞金 ５３，９２７，０００円
地方デビュー ２００８．９．９ 園田

※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 テンザンモビール号



１４０４８ ５月３０日 曇 良 （２２東京３）第４日 第１２競走
第１２４回農林水産省賞典

��
��２，５００�目 黒 記 念（ＧⅡ）

発走１７時００分 （ウオッカメモリアル） （芝・左）
３歳以上，２１．５．３０以降２２．５．２３まで１回以上出走馬，除３歳未出走馬および未勝利馬；
負担重量は，ハンデキャップ

農林水産大臣賞（１着）
賞 品

本 賞 ５８，０００，０００円 ２３，０００，０００円 １５，０００，０００円 ８，７００，０００円 ５，８００，０００円
付 加 賞 ９２４，０００円 ２６４，０００円 １３２，０００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

２：２９．８
２：２９．５

良

良

８１２ コパノジングー 牡５黒鹿５４ 池添 謙一小林 祥晃氏 宮 徹 門別 ヤナガワ牧場 ５０２－１０２：３４．８ ７．６�

６８ イケドラゴン 牡５栗 ５１ 丸山 元気池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 ５２６－ ２２：３４．９� ４９．７�
４４ フェニコーン 牡６黒鹿５３ 浜中 俊齊藤四方司氏 河野 通文 門別 下河辺牧場 ５１０± ０ 〃 ハナ １５．３�
３３ � スマートステージ 牡５鹿 ５４ 村田 一誠大川 徹氏 鹿戸 雄一 三石 ダイイチ牧場 B４９８－ ４２：３５．１１� １１．５�
２２ アルナスライン 牡６鹿 ５８ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 松元 茂樹 早来 ノーザンファーム ５４６＋ ６ 〃 クビ ４．３�
８１１ ミッキーペトラ 牡４鹿 ５５ C．ウィリアムズ 野田みづき氏 森 秀行 静内 矢野牧場 ４９４－ ４ 〃 ハナ ５．８�

（豪）

１１ トウショウデザート 牡４鹿 ５２ 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 ５１６＋ ４２：３５．２	 ２５．８


６７ モンテクリスエス 牡５鹿 ５６ 内田 博幸毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 ５５０± ０２：３５．３� ５．８�
７９ トップカミング 牡４黒鹿５６ 岩田 康誠�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４５４－ ２２：３５．４	 ４．１�
５６ ピエナグッドラック 牡６鹿 ５１ 江田 照男本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 ４７８＋ ８２：３５．５� ９４．４
７１０ ナ イ ア ガ ラ 牡７芦 ５１ 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス	 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ２２：３５．６	 ８１．５�
５５ マキハタサイボーグ 
８鹿 ５４ 和田 竜二�槇本牧場 新川 恵 門別 槇本牧場 ５０６± ０２：３６．５５ １５８．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １３９，９１２，７００円 複勝： １７０，４７３，２００円 枠連： １１０，９２４，２００円

普通馬連： ６２８，０２７，３００円 馬単： ３３７，１５３，４００円 ワイド【拡大馬連】： １７７，６７５，８００円

３連複： ７２１，０２４，１００円 ３連単： １，５８５，１４４，７００円 計： ３，８７０，３３５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２６０円 � １，１３０円 � ３８０円 枠 連（６－８） ９７０円

普通馬連 �� １９，２９０円 馬 単 �� ３０，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，３００円 �� １，２８０円 �� ４，１７０円

３ 連 複 ��� ４１，１１０円 ３ 連 単 ��� ２４４，６８０円

票 数

単勝票数 計１３９９１２７ 的中 � １５３４２５（５番人気）
複勝票数 計１７０４７３２ 的中 � ２０３２２１（５番人気）� ３６３０６（９番人気）� １２７３１４（７番人気）
枠連票数 計１１０９２４２ 的中 （６－８） ９０８７３（４番人気）
普通馬連票数 計６２８０２７３ 的中 �� ２５６５６（３４番人気）
馬単票数 計３３７１５３４ 的中 �� ８７９４（６４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１７７６７５８ 的中 �� １０７０２（３５番人気）�� ３７３８５（２０番人気）�� １１０３８（３４番人気）
３連複票数 計７２１０２４１ 的中 ��� １３８２０（９２番人気）
３連単票数 計１５８５１４４７ 的中 ��� ５１０５（４８９番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．５―１１．９―１３．０―１３．２―１３．１―１２．８―１２．８―１２．９―１２．４―１１．４―１０．８―１１．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．２―１８．７―３０．６―４３．６―５６．８―１：０９．９―１：２２．７―１：３５．５―１：４８．４―２：００．８―２：１２．２―２：２３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．４―３F３４．０
１
３
８，１１－２，１０（４，１２）（３，６）５，１，７－９
８－１１－２（４，１０）（６，１２）（３，５）（１，７）－９

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

勝馬の
紹 介

コパノジングー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．１２．１６ 阪神５着

２００５．４．２４生 牡５黒鹿 母 ウェディングオーク 母母 ヘイアンマーチ ３３戦６勝 賞金 １５７，３８２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １７時０１分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（２２東京３）第４日 ５月３０日（日曜日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １９１頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

５６５，６８０，０００円
１０，６５０，０００円
６５，１７０，０００円
５４，９９０，０００円
５９，６８０，０００円
４６４，０００円
４６４，０００円

６８，３２７，０００円
５，７９９，０００円
１，８９０，９００円

勝馬投票券売得金
１，４０６，１７０，１００円
１，４７０，７２０，６００円
１，４２３，１２８，６００円
５，４７８，７４９，６００円
３，５６１，２４８，８００円
１，５０９，０８７，９００円
６，４８８，１６６，９００円
１５，１９３，５４５，２００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 ３６，５３０，８１７，７００円

総入場人員 １２５，７４６名 （有料入場人員 １２２，４２６名）




