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１１０４９ ５月７日 雨 良 （２３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

７１３ グジョウハチマン 牝３鹿 ５４ 北村 宏司居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム B４５４± ０１：４１．３ ６．１�

６１１ アドマイヤアジナ 牝３芦 ５４ 田中 勝春近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４６４＋ ２１：４１．５１� ４．８�
６１０ トーセンティアラ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘島川 �哉氏 秋山 雅一 新ひだか 乾 皆雄 ４５６＋１０１：４１．８１� ３．２�
４６ ラブロジック 牝３黒鹿５４ C．ウィリアムズ ディアレスト 畠山 吉宏 新冠 北星村田牧場 ４６２± ０１：４２．１１� ９０．５�

（豪）

３４ レピドライト 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥�ノースヒルズ 田中 剛 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３６－ ２１：４２．４１� ９６．８�
１１ プレシャスマリン 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝西浦 和男氏 土田 稔 浦河 丸幸小林牧場 ４６８－ ６１：４２．５� ３４．９	
７１２ ベルモントタッチ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人 
ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ５１６＋１０１：４２．６� ２８１．９�
２２ ツクバクリコ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義荻原 昭二氏 戸田 博文 日高 ヤナガワ牧場 ４８０ ―１：４２．８１ ５．７�
８１５ カンヌシチー 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 日高 幾千世牧場 ４６６－ ４１：４３．１２ ３４８．１
５９ ヴ ィ ザ ヴ ィ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５２± ０１：４３．５２� ４．７�
４７ メジロアマギ 牝３栗 ５４ 内田 博幸
メジロ牧場 尾関 知人 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４４８＋ ４１：４３．７１� ２０．０�
５８ クールダンス 牝３黒鹿５４ 小林 淳一河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 ４４６－ ２ 〃 ハナ ２３５．９�
２３ メイショウハルカゼ 牝３鹿 ５４ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４４２＋１０１：４４．０１� ２３５．５�
８１４ ファーストレディ 牝３鹿 ５４ N．ピンナ 
グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４９４－ ６１：４４．４２� １５．４�

（伊）

３５ サクラミストラル 牝３青鹿５４ 三浦 皇成�さくらコマース奥平 雅士 新ひだか 伊藤 敏明 ４６０ ―１：４８．１大差 １３１．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，３０９，５００円 複勝： ２７，２６２，８００円 枠連： １３，８５２，８００円

馬連： ４５，９５６，８００円 馬単： ３１，１８４，６００円 ワイド： １９，８８２，４００円

３連複： ５８，３３３，９００円 ３連単： ８９，８０６，３００円 計： ３００，５８９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � １７０円 � １７０円 � １４０円 枠 連（６－７） ５３０円

馬 連 �� １，５６０円 馬 単 �� ３，１７０円

ワ イ ド �� ５２０円 �� ４２０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� １，３９０円 ３ 連 単 ��� １１，２４０円

票 数

単勝票数 計 １４３０９５ 的中 � １８５０７（５番人気）
複勝票数 計 ２７２６２８ 的中 � ４０８９６（４番人気）� ４１２５３（３番人気）� ５９５５７（１番人気）
枠連票数 計 １３８５２８ 的中 （６－７） １９４８１（２番人気）
馬連票数 計 ４５９５６８ 的中 �� ２１８８０（８番人気）
馬単票数 計 ３１１８４６ 的中 �� ７２８１（１６番人気）
ワイド票数 計 １９８８２４ 的中 �� ９０５８（６番人気）�� １１６２２（３番人気）�� １５６３３（１番人気）
３連複票数 計 ５８３３３９ 的中 ��� ３１０１６（３番人気）
３連単票数 計 ８９８０６３ 的中 ��� ５９０１（３０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．９―３６．４―４９．３―１：０２．６―１：１５．４―１：２８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５２．０―３F３８．７
３ １１（１２，１３）（１０，６，１５）（９，１４）（４，２）（８，７）３，１＝５ ４ １１（１２，１３）（１０，６，１５）１４（４，２，９）（８，７）（３，１）－５

勝馬の
紹 介

グジョウハチマン �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２０１１．１．２９ 東京５着

２００８．４．１１生 牝３鹿 母 アジヤタイリン 母母 アジヤフラワー ４戦１勝 賞金 ６，１５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サクラミストラル号は，平成２３年６月７日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 ルイーズ号（疾病〔感冒〕のため）
※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。

１１０５０ ５月７日 雨 良 （２３東京２）第５日 第２競走 ��
��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

８１６ マコトローゼンボー 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義尾田左知子氏 矢作 芳人 様似 出口 繁夫 ４４８＋ ６１：２７．４ ５．４�

４８ � エイシンエンブレム 牡３芦 ５６ 内田 博幸平井 豊光氏 岡田 稲男 米 Helen Y.
Painter ４６６－ ６１：２７．６１� １．８�

３５ チェルビアット 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成岡田 牧雄氏 萩原 清 日高 戸川牧場 ４５４－ ６１：２８．０２� ７．５�
５９ リンクルリッジ 牡３黒鹿５６ 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４７２ ―１：２８．４２� ３２６．５�
２４ エメラルスピード 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝高橋 勉氏 勢司 和浩 浦河 中村 雅明 ４６６－ ４１：２８．６１� ３２．１�
３６ トウショウジャック 牡３栗 ５６ 吉田 豊トウショウ産業� 中島 敏文 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５６－ ２１：２８．７クビ ７．０�
２３ コスモワッチミー 牡３栗 ５６ 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 伊藤 大士 日高 三宅 和男 ４９０－ ６ 〃 ハナ ３１．１

４７ ノボスカイブルー 牡３鹿 ５６ N．ピンナ �LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４７８－ ２１：２９．２３ ７２．４�

（伊）

６１１ サーストンヴィンス 牡３鹿 ５６ 北村 宏司齊藤 宣勝氏 天間 昭一 浦河 宮内牧場 ４４８＋ ４ 〃 ハナ ２６９．３�
６１２ アイムヒアー 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥 	三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 ４５８＋ ２１：２９．４１ ４０．６
７１４ キョカキョク 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣小田切有一氏 高橋 祥泰 日高 浦新牧場 ４２４－ ６１：２９．５	 １５１．２�
５１０ マイネルデフィ 牡３栗 ５６ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム ４５４± ０ 〃 ハナ ７２．０�
７１３� ホウショウキング 牡３芦 ５６ 松岡 正海芳賀 吉孝氏 白井 寿昭 米 Green

Gates Farm ４６２＋ ２１：２９．６� １２．０�
８１５ ラショウモン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 B４７８＋ ６１：３０．１３ ６８．４�
１１ マスターディライト 牝３芦 ５４ 横山 典弘岡田 隆寛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 ４１４－ ４１：３１．１６ １１３．６�
１２ ティアップローレル 牡３栗 ５６ 小林 淳一田中 昇氏 小野 次郎 浦河 �桁牧場 ５０６ ―１：３２．８大差 ３６８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，３５１，７００円 複勝： ３３，０８１，４００円 枠連： １５，１３６，０００円

馬連： ４４，４８０，７００円 馬単： ３６，２４９，８００円 ワイド： ２０，７８９，８００円

３連複： ５５，６４４，２００円 ３連単： ９６，５０７，４００円 計： ３２０，２４１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � １９０円 枠 連（４－８） ４４０円

馬 連 �� ５１０円 馬 単 �� １，３９０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� ５７０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� １，０２０円 ３ 連 単 ��� ６，６００円

票 数

単勝票数 計 １８３５１７ 的中 � ２７０１０（２番人気）
複勝票数 計 ３３０８１４ 的中 � ４５５７７（２番人気）� １３７７２２（１番人気）� ３１７２１（４番人気）
枠連票数 計 １５１３６０ 的中 （４－８） ２５９２４（２番人気）
馬連票数 計 ４４４８０７ 的中 �� ６５５７６（１番人気）
馬単票数 計 ３６２４９８ 的中 �� １９２９６（５番人気）
ワイド票数 計 ２０７８９８ 的中 �� ２５４９２（１番人気）�� ７７２０（６番人気）�� １９７６３（３番人気）
３連複票数 計 ５５６４４２ 的中 ��� ４０５８９（１番人気）
３連単票数 計 ９６５０７４ 的中 ��� １０８０３（１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．２―３６．５―４９．３―１：０１．９―１：１４．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マコトローゼンボー �
�
父 アグネスフライト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．９．１２ 札幌１３着

２００８．４．２４生 牡３黒鹿 母 マコトコーラン 母母 ビットオブフェイス ６戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔発走状況〕 ティアップローレル号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 ラショウモン号の調教師相沢郁は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。
〔その他〕 ティアップローレル号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症。なお，同馬は「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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ヒアズルッキング号
※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。

第２回　東京競馬　第５日



１１０５１ ５月７日 雨 良 （２３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

４７ エルヴィスバローズ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B４７０－ ２１：４０．３ ６．２�

７１４ ハードボイルド 牡３栗 ５６ 石神 深一 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ５０６－ ４１：４０．４� ２１．５�
１１ シュヴァルツシルト 牡３黒鹿５６ N．ピンナ �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４６８＋ ４１：４０．６１� ４．９�

（伊）

１２ ダノンフォレスト 牡３鹿 ５６ 田中 勝春�ダノックス 萩原 清 安平 追分ファーム ４６０ ―１：４０．７� ２８．５�
４８ スペースウォーク 牡３黒鹿５６ 吉田 豊平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上 悦夫 ４７６± ０ 〃 ハナ １７０．２�
２３ テ ン ペ ス タ 牡３栗 ５６ 内田 博幸コウトミックレーシング 高橋 裕 浦河 大道牧場 B５１２－ ８１：４１．１２� ３４．４	
６１２ モエレシュネル 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝中村 和夫氏 小島 茂之 日高 道見牧場 ４９２ ―１：４１．２クビ ２５．０

７１３ オ ー ビ ッ ト 牡３芦 ５６ 北村 宏司水上 行雄氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ５０８－ ２１：４１．６２� １８．６�
８１６ カワキタロイ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海川島 吉男氏 武市 康男 浦河 多田 善弘 ５０４－ ４１：４２．０２� ５．４�
５１０ アグネスブレーン 牡３鹿 ５６ 武士沢友治渡辺 孝男氏 的場 均 新冠 中地 康弘 ４７６＋ ２１：４２．１クビ １８４．４
３５ ナ ヴ ラ ス 牡３鹿 ５６ C．ウィリアムズ 田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 ４５８＋ ４ 〃 クビ ３．３�

（豪）

６１１ テ ン ク ウ 牡３鹿 ５６ 横山 義行中村 政勝氏 本間 忍 新ひだか 畠山牧場 ５１２± ０１：４２．５２� １８０．２�
３６ メイショウヨサク 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４９０－１０１：４２．６� ２３．７�
２４ ドラゴンポイント 牡３黒鹿５６ 横山 典弘窪田 康志氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 ４８２± ０１：４２．８１ ３６．１�
５９ トリニティチャーチ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 本間 忍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９４－１４１：４３．３３ ９．６�
８１５ ジャパンラプソディ 牡３栗 ５６ 小林 淳一日下部勝�氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 B５３０－１４１：４３．７２� ２３２．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，０９８，１００円 複勝： ３２，２３１，５００円 枠連： １４，７９５，０００円

馬連： ５１，７７０，７００円 馬単： ３２，７９２，５００円 ワイド： ２１，７７２，１００円

３連複： ６２，５２８，１００円 ３連単： ９２，２８４，４００円 計： ３２５，２７２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � １８０円 � ４８０円 � ２００円 枠 連（４－７） ２，５１０円

馬 連 �� ６，１４０円 馬 単 �� １０，３９０円

ワ イ ド �� １，４５０円 �� ４７０円 �� １，３００円

３ 連 複 ��� ８，４５０円 ３ 連 単 ��� ５９，１２０円

票 数

単勝票数 計 １７０９８１ 的中 � ２２０６５（４番人気）
複勝票数 計 ３２２３１５ 的中 � ５７０４１（１番人気）� １３９０３（７番人気）� ４５８１９（４番人気）
枠連票数 計 １４７９５０ 的中 （４－７） ４３５７（１１番人気）
馬連票数 計 ５１７７０７ 的中 �� ６２２５（２４番人気）
馬単票数 計 ３２７９２５ 的中 �� ２３３０（３６番人気）
ワイド票数 計 ２１７７２１ 的中 �� ３５５７（１８番人気）�� １２５８４（４番人気）�� ３９６６（１６番人気）
３連複票数 計 ６２５２８１ 的中 ��� ５４６５（２８番人気）
３連単票数 計 ９２２８４４ 的中 ��� １１５２（１７３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１２．３―１２．２―１２．４―１２．９―１３．３―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．６―３５．９―４８．１―１：００．５―１：１３．４―１：２６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５２．２―３F３９．８
３ ・（３，９，１４）１３，１，１１（５，６，７）（４，１２）－８－１５（２，１６）１０ ４ ・（３，１４）９，１３（５，１，７）－（１１，１２）－６－（４，８）－２－（１０，１５，１６）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エルヴィスバローズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２０１０．１２．５ 阪神５着

２００８．３．１７生 牡３鹿 母 フ ァ ー ザ 母母 Baya ７戦１勝 賞金 １０，９００，０００円
※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。

１１０５２ ５月７日 雨
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

４６ マジェスティバイオ 牡４鹿 ５９ 柴田 大知バイオ� 田中 剛 平取 清水牧場 ４９２－ ２３：２６．０ ３．４�

４５ � スイートバイカル 牝６鹿 ５８ 蓑島 靖典シンボリ牧場 後藤 由之 門別 シンボリ牧場 ４９０＋ ６３：２７．０６ ７５．０�
８１３ トリビュートソング 牡６鹿 ６０ 五十嵐雄祐 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４９０－ ６３：２８．３８ ２．０�
８１４ イージーウイン 牡４鹿 ５９ 横山 義行田島榮二郎氏 小西 一男 新ひだか 畠山牧場 ４４４± ０３：２８．５１� ５５．３�
３３ マンドリーカ 牡４栗 ５９ 草野 太郎伊藤 信之氏 松山 将樹 新ひだか 山際牧場 ４９０－ ８３：２８．６� ３７．０�
３４ ローレルリラ 牡５鹿 ６０ 金子 光希 �ローレルレーシング 根本 康広 日高 大西ステイブル ４５６± ０３：３０．４大差 １６１．４	
２２ � ブルーデザフィーオ 牡５青 ６０ 大庭 和弥 �ブルーマネジメント石栗 龍彦 新冠 川上牧場 ４８０－ ７３：３１．０３� ９０．４

６１０ ドリームガーデン 牝５鹿 ５８ 高野 和馬�宮内牧場 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 ４８２－ ４３：３１．２１� ２４３．８�
７１１ レスピエーグル 牡４鹿 ５９ 宗像 徹佐竹 虔介氏 高柳 瑞樹 新ひだか キヨミネ牧場 ４６６＋ ２３：３２．８１０ １８．９�
１１ ノーリプライ �７芦 ６０ 大江原 圭�瀬 真尚氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４９６－ ４３：３３．５４ １５．４
５８ ヴィーヴァシャトル 牡５栗 ６０ 江田 勇亮芹澤 精一氏 阿部 新生 浦河 松栄牧場 ４９６± ０３：３４．４５ ４５．０�
６９ ビービースカット 牡４青鹿５９ 高田 潤�坂東牧場 領家 政蔵 日高 森本牧場 ５０８－ ８３：３５．９９ ４．８�
７１２� ボストンレッド 牡５鹿 ６０ 平沢 健治小川 敏夫氏 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 ５３４＋１０３：３９．６大差 ２２０．３�
５７ コアレスコジーン �８鹿 ６０ 穂苅 寿彦小林 昌志氏 和田 正道 平取 コアレススタッド ４８４± ０ （競走中止） ５４．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，７８７，０００円 複勝： ２２，６７２，３００円 枠連： １３，５９９，３００円

馬連： ３７，８１７，８００円 馬単： ３４，６３０，１００円 ワイド： １５，３５７，２００円

３連複： ５１，２７２，４００円 ３連単： ９８，８０１，６００円 計： ２８８，９３７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １３０円 � ９５０円 � １１０円 枠 連（４－４） ７，９３０円

馬 連 �� ６，５２０円 馬 単 �� １２，３１０円

ワ イ ド �� １，４９０円 �� １９０円 �� １，７６０円

３ 連 複 ��� ４，７７０円 ３ 連 単 ��� ４２，５７０円

票 数

単勝票数 計 １４７８７０ 的中 � ３５２６０（２番人気）
複勝票数 計 ２２６７２３ 的中 � ４８６２３（２番人気）� ２９０５（１０番人気）� ８７７８０（１番人気）
枠連票数 計 １３５９９３ 的中 （４－４） １２６６（１９番人気）
馬連票数 計 ３７８１７８ 的中 �� ４２８１（１８番人気）
馬単票数 計 ３４６３０１ 的中 �� ２０７７（３０番人気）
ワイド票数 計 １５３５７２ 的中 �� ２１３２（１７番人気）�� ２７０２０（１番人気）�� １７９９（２０番人気）
３連複票数 計 ５１２７２４ 的中 ��� ７９４２（１４番人気）
３連単票数 計 ９８８０１６ 的中 ��� １７１３（１０３番人気）

上り １マイル １：４７．７ ４F ５１．８－３F ３７．８
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マジェスティバイオ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００９．８．９ 札幌６着

２００７．３．９生 牡４鹿 母 ハイグレードバイオ 母母 ディシイペイティング 障害：３戦１勝 賞金 １１，３００，０００円
〔競走中止〕 コアレスコジーン号は，競走中に前進気勢を欠いたため２周目５号障害〔竹柵〕手前で競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 コアレスコジーン号は，競走中に前進気勢を欠き，２周目５号障害手前で競走を中止したことにつ

いて平成２３年５月８日から平成２３年５月２９日まで出走停止。停止期間の満了後に障害調教再審
査。

〔その他〕 ノーリプライ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ノーリプライ号は，平成２３年６月７日まで出走できない。



１１０５３ ５月７日 雨 稍重 （２３東京２）第５日 第５競走 ��
��２，４００�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

２：２２．１
２：２２．１

良

良

３３ テンベアハート 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝天白 泰司氏 牧 光二 浦河 小倉牧場 ４６２＋ ６２：３０．５ ９．９�

５６ ミッキークリスタル 牡３鹿 ５６ C．ウィリアムズ 野田みづき氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４４８－ ８ 〃 ハナ ３．５�
（豪）

７１０ メジロダイボサツ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４６０－１２２：３０．７１� ６．２�
８１２ バンダムクレスト 牡３栗 ５６ 武士沢友治山科 統氏 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 ４４４－ ４２：３０．９１ ３５．１�
７９ トーセンエッジ 牡３青 ５６ 横山 典弘島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム ４６４－ ６ 〃 ハナ ２．１�
６７ シンボリドンナー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司シンボリ牧場 岩戸 孝樹 日高 シンボリ牧場 ４６６± ０ 〃 クビ １６．１	
８１１ ハイランドダンス 牝３青 ５４ 蛯名 正義 �キャロットファーム 菊川 正達 安平 ノーザンファーム ４３０－ ４２：３２．０７ ２４．６

６８ トルネードビア 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成畑佐 博氏 水野 貴広 新ひだか 酒井 秀紀 ３９４＋ ４２：３２．１� ６２．７�
４４ � クールヴェント 牡３鹿 ５６ 内田 博幸櫻井 盛夫氏 久保田貴士 米 Grade１

Bloodstock Inc. ５０２－ ４２：３２．３１ １４．９�
５５ イッツリトゥン 牡３栗 ５６ 鈴来 直人 U.M.K. 松山 将樹 浦河 室田 千秋 ４６６－ ４２：３２．９３� ３２９．３
２２ ニチリンヒカリ 牡３栗 ５６ 柴田 大知岡田 勇氏 水野 貴広 新ひだか 本桐牧場 B４５２± ０２：３３．４３ ２７９．２�
１１ シシフンジン 牡３青鹿５６ 小林 淳一江川 伸夫氏 矢野 照正 新冠 川上 悦夫 ４７４－ ４２：３３．５クビ ３２９．３

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２３，７７２，２００円 複勝： ４０，０７６，０００円 枠連： １５，８４９，７００円

馬連： ５３，９３８，１００円 馬単： ４２，７９６，５００円 ワイド： ２２，７８３，７００円

３連複： ６１，５８１，１００円 ３連単： １２９，１３１，７００円 計： ３８９，９２９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９９０円 複 勝 � ２９０円 � １７０円 � ２６０円 枠 連（３－５） １，５００円

馬 連 �� １，５２０円 馬 単 �� ４，５４０円

ワ イ ド �� ６４０円 �� ９９０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ３，２８０円 ３ 連 単 ��� ３０，３４０円

票 数

単勝票数 計 ２３７７２２ 的中 � １９１０５（４番人気）
複勝票数 計 ４００７６０ 的中 � ３３４７５（４番人気）� ７３７７１（２番人気）� ３８４９７（３番人気）
枠連票数 計 １５８４９７ 的中 （３－５） ７８１７（７番人気）
馬連票数 計 ５３９３８１ 的中 �� ２６２２４（６番人気）
馬単票数 計 ４２７９６５ 的中 �� ６９６０（１８番人気）
ワイド票数 計 ２２７８３７ 的中 �� ８７７６（７番人気）�� ５４４３（１２番人気）�� １１９８５（４番人気）
３連複票数 計 ６１５８１１ 的中 ��� １３８５７（１１番人気）
３連単票数 計１２９１３１７ 的中 ��� ３１４２（９４番人気）

ハロンタイム １３．３―１１．４―１３．５―１３．３―１３．１―１３．３―１２．２―１２．１―１２．６―１１．８―１１．８―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�
１３．３―２４．７―３８．２―５１．５―１：０４．６―１：１７．９―１：３０．１―１：４２．２―１：５４．８―２：０６．６―２：１８．４

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

テンベアハート �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 シアトルダンサーⅡ デビュー ２０１０．６．２０ 函館５着

２００８．５．１３生 牡３栗 母 チ ャ ラ ン ダ 母母 ハセベルテツクス １０戦１勝 賞金 １１，０５０，０００円
〔発走状況〕 ニチリンヒカリ号・バンダムクレスト号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 トーセンエッジ号の騎手横山典弘は，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１０，０００円。（１１番・７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を表示している。

１１０５４ ５月７日 雨 稍重 （２３東京２）第５日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１３時００分 （芝・左）

牝，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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

６６ サイレントソニック 牝３黒鹿５４ 北村 宏司細谷 典幸氏 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 ４４６＋ ２１：４８．１ ２．６�

７７ テキサスルビー 牝３青 ５４ 内田 博幸 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４２６± ０１：４８．３１� ２．９�
１１ ベルモントカントル 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ４４８± ０１：４８．７２� ２０．２�
４４ イケマドンナ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春池田 豊治氏 伊藤 伸一 新ひだか マークリ牧場 ４１６± ０１：４９．６５ ８．０�
２２ ツクババレー 牝３鹿 ５４ 松岡 正海荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 日高 ヤナガワ牧場 ４５６－１２１：４９．９２ １６．８�
３３ � ドクターブリーズ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣松岡 悟氏 根本 康広 新冠 村上牧場 ４１０－ ２１：５０．３２� １６１．５�
５５ センティラシオン 牝３芦 ５４ 吉田 隼人中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４６４－ ２ 〃 クビ ９．８	
８８ フレンドミー 牝３鹿 ５４ 武士沢友治横尾 晴人氏 武市 康男 新ひだか 飛野牧場 B４４６－ ６１：５１．０４ ４３．２

８９ アイアムエレガント 牝３黒鹿５４ 横山 典弘堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４８４± ０ （競走中止） ６．８�

（９頭）

売 得 金

単勝： １８，８６４，８００円 複勝： ２２，７００，５００円 枠連： １２，６５２，７００円

馬連： ４７，０８５，０００円 馬単： ３７，３３８，５００円 ワイド： １８，３３０，３００円

３連複： ４９，３１４，１００円 ３連単： １２０，９１３，９００円 計： ３２７，１９９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １２０円 � １２０円 � ３１０円 枠 連（６－７） ２４０円

馬 連 �� ２４０円 馬 単 �� ５４０円

ワ イ ド �� １６０円 �� ６００円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� １，５００円 ３ 連 単 ��� ４，５９０円

票 数

単勝票数 計 １８８６４８ 的中 � ５９０２５（１番人気）
複勝票数 計 ２２７００５ 的中 � ６０２９６（２番人気）� ６４０２９（１番人気）� １１５７２（７番人気）
枠連票数 計 １２６５２７ 的中 （６－７） ３９４５６（１番人気）
馬連票数 計 ４７０８５０ 的中 �� １４７８７１（１番人気）
馬単票数 計 ３７３３８５ 的中 �� ５１７６６（１番人気）
ワイド票数 計 １８３３０３ 的中 �� ４０６３４（１番人気）�� ６１３５（１１番人気）�� ６５５３（１０番人気）
３連複票数 計 ４９３１４１ 的中 ��� ２４２７９（５番人気）
３連単票数 計１２０９１３９ 的中 ��� １９４７３（１２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１１．７―１２．３―１２．２―１２．３―１２．０―１１．８―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．８―３５．５―４７．８―１：００．０―１：１２．３―１：２４．３―１：３６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．８

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

勝馬の
紹 介

サイレントソニック �

父 ディープインパクト �


母父 Unbridled’s Song デビュー ２０１０．６．２６ 福島１着

２００８．２．１６生 牝３黒鹿 母 ムーンライトガーデンズ 母母 Bee My Vision ９戦２勝 賞金 ２４，５１０，０００円
〔発走状況〕 アイアムエレガント号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔競走中止〕 アイアムエレガント号は，発走直後に急に外側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アイアムエレガント号は，平成２３年５月８日から平成２３年６月６日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。



１１０５５ ５月７日 雨 稍重 （２３東京２）第５日 第７競走 ��１，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時３０分 （芝・左）

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

中央レコード

１：３１．４
１：３１．４

良

良

７１３ コスモマクスウェル 牝４鹿 ５５ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新冠 コスモヴューファーム B４６４－ ４１：３５．９ ５．９�

３６ アルマトゥーラ 牡４芦 ５７ 内田 博幸コウトミックレーシング 斎藤 誠 日高 浦新 徳司 ４７４－ ２１：３６．０� ５．３�
８１６ シンボリカージナル 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人シンボリ牧場 高橋 祥泰 静内 シンボリ牧場 ５００－ ４ 〃 クビ ４０．４�
５１０ カネトシスラーヴァ 牝５鹿 ５５ C．ウィリアムズ 兼松 利男氏 矢作 芳人 三石 三石川上牧場 ４４６＋ ２ 〃 ハナ ８．２�

（豪）

３５ シャイニーデザート 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義小林 昌志氏 尾形 充弘 新ひだか 沖田 博志 ５３４± ０１：３６．１クビ ４．７�
１１ プレタポルテ 牝４鹿 ５５ 横山 典弘�上山牧場 鹿戸 雄一 浦河 上山牧場 ４３２± ０１：３６．２� ３．２�
２４ リッツィースター �４鹿 ５７ 後藤 浩輝岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド ４９０＋ ６ 〃 クビ １７．１	
８１５ ヤマニンアストレア 牝４黒鹿５５ N．ピンナ 土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 ４４８－ ４１：３６．４１� １３．４


（伊）

４７ スズヨタキオン 牝４鹿 ５５ 北村 宏司鈴木与四郎氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ４３４＋ ８１：３６．５� ４４．２�
７１４� ミシュランシチー 牡５鹿 ５７ 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＋ ２ 〃 クビ ２７２．４
６１２� ピーチフィズ 牝５黒鹿５５ 柴田 善臣柴田 洋一氏 坂本 勝美 浦河 鎌田 正嗣 ４７２－ ４１：３６．８１	 ７２．６�
２３ ヨシサプライズ 牝６鹿 ５５ 大庭 和弥田辺 喜彦氏 嶋田 潤 浦河 谷口牧場 ４３６＋ ２１：３７．４３� １１１．１�
４８ ラ ヴ セ ン ス 牝４黒鹿５５ 吉田 豊 �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 追分ファーム ４４４± ０ 〃 ハナ ４９．６�
５９ � スマートチョイス 牡４栗 ５７ 小林 淳一安達 允彦氏 小西 一男 浦河 鮫川牧場 ４７２－ ８１：３７．７２ １５６．６�
１２ メンブランツァ 牝４鹿 ５５ 柴田 大知 �グリーンファーム 矢野 照正 新ひだか 嶋田牧場 ４２２＋１５１：３７．８� １１７．４�
６１１ リーサムカイト 牡４鹿 ５７ 田中 勝春平田 修氏 大江原 哲 新ひだか 増本牧場 ４６８－ ２１：３８．２２� ３５９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，６２８，４００円 複勝： ３６，３４０，０００円 枠連： ２１，３３４，２００円

馬連： ６７，０５７，６００円 馬単： ４１，４８８，７００円 ワイド： ２４，５０８，０００円

３連複： ７２，７５８，９００円 ３連単： １２２，９８２，４００円 計： ４０６，０９８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � １９０円 � ２００円 � １，１９０円 枠 連（３－７） ６５０円

馬 連 �� １，４５０円 馬 単 �� ２，９００円

ワ イ ド �� ６００円 �� ２，５３０円 �� ３，２００円

３ 連 複 ��� １４，５３０円 ３ 連 単 ��� ６５，６８０円

票 数

単勝票数 計 １９６２８４ 的中 � ２６６６７（４番人気）
複勝票数 計 ３６３４００ 的中 � ５９２８８（２番人気）� ５４６０９（４番人気）� ５９４４（１０番人気）
枠連票数 計 ２１３３４２ 的中 （３－７） ２４２５０（２番人気）
馬連票数 計 ６７０５７６ 的中 �� ３４２８４（７番人気）
馬単票数 計 ４１４８８７ 的中 �� １０５７９（１２番人気）
ワイド票数 計 ２４５０８０ 的中 �� １０９３４（７番人気）�� ２３０９（２５番人気）�� １８１５（３０番人気）
３連複票数 計 ７２７５８９ 的中 ��� ３６９６（４５番人気）
３連単票数 計１２２９８２４ 的中 ��� １３８２（１９５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．０―１１．７―１２．４―１２．９―１１．６―１１．５―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．７―３５．４―４７．８―１：００．７―１：１２．３―１：２３．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモマクスウェル �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 Lead On Time デビュー ２００９．１１．７ 東京２着

２００７．６．４生 牝４鹿 母 ニューシャグラ 母母 ミスシャグラ １５戦２勝 賞金 ２７，１４０，０００円
※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。

１１０５６ ５月７日 小雨 稍重 （２３東京２）第５日 第８競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時００分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

４７ スマイルタイム 牡４黒鹿５７ 内田 博幸青山 洋一氏 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４８８± ０１：３８．１ ２．０�

８１５ マスターソムリエ 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４８４－ ２１：３８．２� ４．８�
２３ マ カ リ オ ス 牡４黒鹿５７ 松岡 正海 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４９４± ０１：３８．５１� ７．６�
７１４ センターステージ 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム ４６８＋ ６ 〃 ハナ １２．７�
７１３ メイショウドレイク 牡６黒鹿５７ 小島 太一松本 和子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B５２６＋１０１：３８．８１� ４７．４�
５１０ ユウキハングリー 牡５鹿 ５７ C．ウィリアムズちきり組合 菊沢 隆徳 静内 前谷 武志 ５３２－ ２ 〃 クビ １１．１�

（豪）

６１２ トゥザサミット 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム ４４０－ ４１：３８．９� １３．６	
１２ ダイレクトパス 牡７青鹿５７ 吉田 豊渡邊 隆氏 尾形 充弘 新冠 村本牧場 ４６０＋ ２ 〃 アタマ ７９．９

５９ ランドオウジ 牡５鹿 ５７ 田中 勝春木村 昌三氏 本間 忍 門別 日西牧場 ５０２＋２２ 〃 ハナ ９７．０�
２４ スペースウォッチ 牡４黒鹿５７ 横山 典弘 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ５０４－ ６１：３９．０� ４５．４�
１１ ドリームラブソング 牡４青鹿５７ 鈴来 直人セゾンレースホース 松山 将樹 新冠 浜口牧場 ４７４± ０１：３９．１� ４０６．７�
３５ リンガスアクター 牡５黒鹿５７ 三浦 皇成伊藤 巖氏 谷原 義明 静内 三木田 頼嗣 ４８０± ０１：３９．２� １８．６�
６１１ エフティファラオ 	５鹿 ５７ 柴田 大知吉野 英子氏 粕谷 昌央 早来 ノーザンファーム ４５８－ ６１：３９．６２� ３１６．６�
８１６ グランブリーズ 牡４栗 ５７ 大庭 和弥藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 今井 秀樹 ４８４± ０１：３９．７� ７５．０�
３６ 
� インフォカルシー 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人前田 幸治氏 田中 剛 愛 Swettenham Stud

and Ben Sangster ５３０－ ６１：４０．５５ １４０．５�
４８ フーガフューグ 牝４黒鹿５５ 北村 宏司千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４６４± ０ 〃 アタマ ８６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，３６５，４００円 複勝： ５１，９５９，５００円 枠連： ２２，４３６，５００円

馬連： ９２，０７３，７００円 馬単： ５９，２８２，０００円 ワイド： ３５，８１０，４００円

３連複： １０４，２８３，２００円 ３連単： １８５，９６０，０００円 計： ５８１，１７０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １７０円 枠 連（４－８） ４７０円

馬 連 �� ４４０円 馬 単 �� ６３０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ２７０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ８６０円 ３ 連 単 ��� ２，４７０円

票 数

単勝票数 計 ２９３６５４ 的中 � １２１５０１（１番人気）
複勝票数 計 ５１９５９５ 的中 � １８２８１１（１番人気）� ９７３０２（２番人気）� ５６７２７（３番人気）
枠連票数 計 ２２４３６５ 的中 （４－８） ３５５３１（１番人気）
馬連票数 計 ９２０７３７ 的中 �� １５７６５４（１番人気）
馬単票数 計 ５９２８２０ 的中 �� ７０１３５（１番人気）
ワイド票数 計 ３５８１０４ 的中 �� ５０２９９（１番人気）�� ３３４５９（２番人気）�� １３３４８（７番人気）
３連複票数 計１０４２８３２ 的中 ��� ８９７１４（１番人気）
３連単票数 計１８５９６００ 的中 ��� ５５７２２（１番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．７―１２．５―１２．５―１２．３―１２．８―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．２―３４．９―４７．４―５９．９―１：１２．２―１：２５．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマイルタイム �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２０１０．１．３１ 京都２着

２００７．２．２２生 牡４黒鹿 母 スマイルトゥモロー 母母 コクトビューティー ８戦２勝 賞金 ２５，０９４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４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。



１１０５７ ５月７日 曇 稍重 （２３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，２２．５．８以降２３．５．１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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００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

８１７ シャドークロス 牡６栗 ５７ 柴田 善臣�サンコウ牧場 清水 英克 静内 サンコウ牧場 ４９０－ ８１：２１．６ ７．７�

５１０ トーセンマドローナ 牡５芦 ５７ 内田 博幸島川 �哉氏 小崎 憲 新ひだか 土田農場 ４９４＋ ２ 〃 アタマ ５．４�
１２ ラインジェシカ 牝４栗 ５２ 吉田 豊大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ４９２＋ ８ 〃 クビ １１．７�
１１ メルシーヨーク 牝６鹿 ５３ 松岡 正海永井 康郎氏 藤岡 範士 三石 水上 習孝 ４４０－ ４１：２１．８１� ９．３�
６１２ サトノジューオー 牡４青鹿５６ 横山 典弘里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５２８＋ ４１：２１．９クビ ５．５�
３６ シングンレジェンド 牡５鹿 ５６ 小林 淳一伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４６４± ０１：２２．１１ １６．６	
４７ オルトリンデ 牝５栗 ５４ 北村 宏司 
グリーンファーム 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４６６－ ２ 〃 クビ ４．０�
３５ ウェザーサイド 牡５鹿 ５４ 蛯名 正義吉田 勝己氏 鈴木 孝志 早来 ノーザンファーム ４５２± ０１：２２．３１ ２７．０�
７１３ ストロングロビン 牡５鹿 ５５ 田中 勝春村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 ４８０± ０１：２２．４� ２０．８
８１８ タマニューホープ 牡５鹿 ５５ C．ウィリアムズ 玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４６４－ ２ 〃 クビ ７４．４�

（豪）

２３ � ミサトバレー 牝６栗 ５０ 伊藤 直人戸部 洋氏 石栗 龍彦 静内 真歌伊藤牧場 ４５０＋ ６１：２２．５	 １７９．３�
６１１� メ タ リ ッ ク 牡７芦 ５３ 柴田 大知�ターフ・スポート武市 康男 浦河 ミルファーム B４７６± ０ 〃 クビ ２２９．８�
５９ ビ ン チ ェ ロ 牡７黒鹿５６ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４７４－ ４１：２２．６クビ ４０．７�
７１５ ヒカルプリンス 
５鹿 ５５ 吉田 隼人�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 ４６２－ ２ 〃 クビ ２５．８�
８１６ ラヴインザダーク 牝５鹿 ５２ 鈴来 直人�大樹ファーム 高橋 祥泰 新冠 パカパカ

ファーム ４６０＋ ４ 〃 ハナ ２１７．０�
２４ � シベリアンヒート 牡８芦 ５３ 大庭 和弥藤田 在子氏 堀井 雅広 米

Gaines－Gentry Thor-
oughbreds, Scott Pierce
& Omar Trevino

５２４－ ２１：２２．７	 １５４．５�
７１４� ダイショウベリー 牝６鹿 ５０ 石神 深一馬場 �晃氏 河野 通文 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４７０± ０１：２２．９１� １６６．９�
４８ ワールドコンパス 牡５鹿 ５７ 武士沢友治齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４９４＋ ４１：２３．２２ １４．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３０，６４５，３００円 複勝： ５６，３７５，４００円 枠連： ３３，２４６，０００円

馬連： １１８，５３８，８００円 馬単： ６６，４４４，０００円 ワイド： ４１，５９９，５００円

３連複： １３８，００１，７００円 ３連単： ２２５，８９３，４００円 計： ７１０，７４４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２７０円 � ２４０円 � ４２０円 枠 連（５－８） １，４８０円

馬 連 �� ２，１２０円 馬 単 �� ４，０９０円

ワ イ ド �� ８２０円 �� ２，１３０円 �� １，４９０円

３ 連 複 ��� １１，９００円 ３ 連 単 ��� ６２，０２０円

票 数

単勝票数 計 ３０６４５３ 的中 � ３１４９９（４番人気）
複勝票数 計 ５６３７５４ 的中 � ５７４４８（４番人気）� ６７５９０（３番人気）� ３２４９７（６番人気）
枠連票数 計 ３３２４６０ 的中 （５－８） １６６１９（７番人気）
馬連票数 計１１８５３８８ 的中 �� ４１３９１（６番人気）
馬単票数 計 ６６４４４０ 的中 �� １１９９７（１４番人気）
ワイド票数 計 ４１５９９５ 的中 �� １２９５７（７番人気）�� ４７０６（２４番人気）�� ６８０２（１４番人気）
３連複票数 計１３８００１７ 的中 ��� ８５６４（３５番人気）
３連単票数 計２２５８９３４ 的中 ��� ２６８８（１７６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．６―３５．１―４７．１―５８．４―１：０９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．５―３F３４．５
３ １０（１５，１８）１２（２，１３，１７）（６，１６）（１，１１）（３，８，９）５，７（４，１４） ４ ・（１０，１５，１８，１７）（２，１２，１３）（６，１６）（１，１１）（８，９）３（５，７，１４）４

勝馬の
紹 介

シャドークロス �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ラグビーボール デビュー ２００８．３．２２ 中山２着

２００５．４．２４生 牡６栗 母 クッキーキティ 母母 ユキノサクラ ２１戦４勝 賞金 ６７，０９６，０００円
〔制裁〕 タマニューホープ号の調教師相沢郁は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。
※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。

１１０５８ ５月７日 曇 稍重 （２３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；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０６．７
２：０５．９

良

良

２４ フ リ ソ 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成藤田 孟司氏 小島 茂之 門別 モリナガファーム ４８０＋ ４２：１１．７ ５．４�

７１４ ド ッ ト コ ム 牡６鹿 ５７ 蛯名 正義青山 洋一氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４７８＋ ４２：１１．８� ６９．９�
１２ サイモントルナーレ 牡５栗 ５７ 北村 宏司澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 ４６２＋ ６２：１１．９クビ ５３．１�
８１６ エ ジ ソ ン 牡５栗 ５７ 横山 典弘重松 國建氏 鹿戸 雄一 日高 横井 哲 ５３８＋ ６２：１２．２２ ２１．６�
１１ マエストラーレ 牝５鹿 ５５ 柴田 善臣 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４＋ ６ 〃 ハナ ２９．９�
７１３ エナージバイオ 牡６栗 ５７ 大庭 和弥バイオ� 梅田 智之 門別 日高大洋牧場 ４６４－１０２：１２．４１� ７０．７	
２３ 	 トウショウゲーム 牡６栗 ５７ 田中 勝春トウショウ産業� 池上 昌弘 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５３２－ ８ 〃 アタマ １４．３

５９ ヒラボクビジン 牝４黒鹿５５ 後藤 浩輝�平田牧場 土田 稔 浦河 谷川牧場 ４５６＋ ６ 〃 ハナ ４２．７�
５１０ リバティバランス 牡４黒鹿５７ 内田 博幸吉田 千津氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B５３２＋ ２２：１２．７２ ２．０�
３６ サンライズクォリア 牡４鹿 ５７ C．ウィリアムズ 松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４６０－ ４２：１３．７６ １２．７

（豪）

４７ メジロティモン 牡６栗 ５７ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 B５１２－ ２２：１３．８� ５７．８�
３５ アンヴェイル 牡６栗 ５７ 松岡 正海 �サンデーレーシング 大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０８－ ４２：１４．２２� ４５．０�
８１５ ルグランヴォヤージ 牡４芦 ５７ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４９４－ ４２：１４．３� ５．６�
６１１ ポイマンドレース 牡５栗 ５７ N．ピンナ �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５２２＋１４２：１５．６８ ２０．８�

（伊）

６１２ メイショウゲンスイ 牡７鹿 ５７ 小林 淳一松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 杵臼牧場 ５０８－１０２：１５．９１� ４７７．８�
４８ 	 トーセンインプレス 牡６黒鹿５７ 五十嵐雄祐島川 �哉氏 菅原 泰夫 静内 増本牧場 B５１２－１４２：２２．７大差 ６０８．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４３，０４８，０００円 複勝： ７１，８７４，８００円 枠連： ３８，７０６，７００円

馬連： １５４，９１３，２００円 馬単： ９０，１４５，９００円 ワイド： ５１，１０７，７００円

３連複： １６９，４１６，５００円 ３連単： ３０９，０２７，８００円 計： ９２８，２４０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ２００円 � １，３９０円 � ９６０円 枠 連（２－７） ５，０８０円

馬 連 �� １６，５３０円 馬 単 �� ２５，０９０円

ワ イ ド �� ４，０７０円 �� ２，２５０円 �� １４，８２０円

３ 連 複 ��� １１３，３６０円 ３ 連 単 ��� ５９５，４７０円

票 数

単勝票数 計 ４３０４８０ 的中 � ６３７５０（２番人気）
複勝票数 計 ７１８７４８ 的中 � １２５２９７（２番人気）� １１４９９（１３番人気）� １７０７４（１０番人気）
枠連票数 計 ３８７０６７ 的中 （２－７） ５６２８（１９番人気）
馬連票数 計１５４９１３２ 的中 �� ６９１７（３９番人気）
馬単票数 計 ９０１４５９ 的中 �� ２６５２（５８番人気）
ワイド票数 計 ５１１０７７ 的中 �� ３０９１（３８番人気）�� ５６７１（２４番人気）�� ８３７（８７番人気）
３連複票数 計１６９４１６５ 的中 ��� １１０３（１９８番人気）
３連単票数 計３０９０２７８ 的中 ��� ３８３（１０００番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１８．１―２９．９―４２．０―５４．１―１：０６．６―１：１９．５―１：３２．５―１：４５．４―１：５８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．２―３F３９．２
１
３
３，１５（２，５，８，１２）－（６，１１）４，１０（１４，１６）９－７，１－１３
３，１５（２，１２）５（６，１１）（８，１０）（１４，４）１（１６，９）＝７－１３

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

勝馬の
紹 介

フ リ ソ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 モ ガ ミ デビュー ２００８．８．２４ 札幌８着

２００６．２．２８生 牡５鹿 母 ナカミファンタジア 母母 ナカミサフアイヤ １７戦５勝 賞金 ８２，７８０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーセンインプレス号は，平成２３年６月７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。
（非当選馬） １頭 レッドアイ号
※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。



１１０５９ ５月７日 曇 稍重 （２３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 ４６２，０００円 １３２，０００円 ６６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．２
１：５６．４

良

良

５１０ トーセンレーヴ 牡３鹿 ５６ C．ウィリアムズ 島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４５６－ ４２：０１．０ ２．５�
（豪）

２４ ムーンリットレイク 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム ４４０± ０ 〃 クビ １７．０�
１２ カ フ ナ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４６８＋ ２２：０１．２１� １０．０�
７１５ ダノンシャーク 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 ４２４－１６２：０１．４１� １２．０�
４７ ムスカテール 牡３黒鹿５６ N．ピンナ 吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４６８－１２ 〃 ハナ ２２．５	

（伊）

３５ ハーバーコマンド 牡３青 ５６ 吉田 豊谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４５２－ ８ 〃 ハナ ４１．５

７１４ メイショウトチワカ 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥松本 好雄氏 小島 太 浦河 鮫川フアーム ４６０－ ４ 〃 ハナ ７４．３�
３６ サ ト ノ オ ー 牡３芦 ５６ 横山 典弘里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４５２＋ ６２：０１．５クビ １２．７�
６１１ ヒラボクインパクト 牡３鹿 ５６ 北村 宏司�平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４６６＋１０２：０１．７１� ４１．０
４８ ターゲットマシン 牡３青鹿５６ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４７８－ ２ 〃 ハナ ４．９�
８１８ ステラロッサ 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �社台レースホース角居 勝彦 安平 追分ファーム ４７４－ ２ 〃 クビ １１．８�
２３ アンバーシェード 牡３黒鹿５６ 小林 淳一 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ５１４－ ４２：０１．９１� ５３．４�
５９ アレアーラック 牡３栗 ５６ 武士沢友治松本 俊廣氏 河野 通文 日高 浜本牧場 B４７６＋ ４２：０２．１１ １６６．５�
１１ オンリーザブレイヴ 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太山本 剛史氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５８＋ ６ 〃 クビ １５５．３�
６１２� ダブルオーセブン 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義�ライオンズ 川島 正行 日高 新生ファーム ４８０＋ ２２：０２．７３� ３８．０�

（船橋）

７１３ クリノドスコイ 牡３鹿 ５６ 横山 義行栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 筒井 征文 ４２４－ ４ 〃 クビ ５５８．７�
８１７ ディープサウンド 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣増田 雄一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４７４＋ ２２：０２．８� １２．９�
８１６ タカオノボル 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人櫻井 龍蔵氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 ４２６－１６２：０３．２２� １１０．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ９６，４２１，９００円 複勝： １４４，７６４，４００円 枠連： ８３，４７４，８００円

馬連： ３７７，００７，４００円 馬単： １９３，１０６，４００円 ワイド： １１５，３６９，４００円

３連複： ４３４，９４８，３００円 ３連単： ７８４，５７９，６００円 計： ２，２２９，６７２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � ４８０円 � ２６０円 枠 連（２－５） ２，３８０円

馬 連 �� ３，２９０円 馬 単 �� ５，０４０円

ワ イ ド �� １，０７０円 �� ５７０円 �� ２，３９０円

３ 連 複 ��� ８，５８０円 ３ 連 単 ��� ４１，１８０円

票 数

単勝票数 計 ９６４２１９ 的中 � ３０５２５４（１番人気）
複勝票数 計１４４７６４４ 的中 � ４２８７１０（１番人気）� ５６９５７（８番人気）� １２７２２５（３番人気）
枠連票数 計 ８３４７４８ 的中 （２－５） ２５９３１（１１番人気）
馬連票数 計３７７００７４ 的中 �� ８４５８１（１１番人気）
馬単票数 計１９３１０６４ 的中 �� ２８２９２（１６番人気）
ワイド票数 計１１５３６９４ 的中 �� ２６２９０（８番人気）�� ５３５７９（２番人気）�� １１３２１（２９番人気）
３連複票数 計４３４９４８３ 的中 ��� ３７４４８（２２番人気）
３連単票数 計７８４５７９６ 的中 ��� １４０６４（９７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．１―３５．４―４７．５―１：００．２―１：１３．５―１：２６．４―１：３８．０―１：４９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．５―３F３４．６

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンレーヴ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Caerleon デビュー ２０１１．２．１２ 京都１着

２００８．３．２１生 牡３鹿 母 ビ ワ ハ イ ジ 母母 ア グ サ ン ５戦３勝 賞金 ６０，２７１，０００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 コスモロビン号
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりトーセンレーヴ号は，東京優駿（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１１０６０ ５月７日 曇 稍重 （２３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 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

４７ マリアージュ 牝６栗 ５５ 蛯名 正義 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 静内 矢野牧場 ４４４± ０１：３８．７ ４．４�

４８ テクニカルラン 牝５鹿 ５５ 内田 博幸吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４３６＋２０ 〃 クビ ３．８�
５１０ ヒラボクスペシャル 牝５黒鹿５５ 後藤 浩輝�平田牧場 大竹 正博 浦河 鎌田 正嗣 ４７８－ ２１：３９．０１� ６．７�
２４ トウカイライフ 牝４黒鹿５５ 吉田 豊内村 正則氏 成島 英春 日高 広富牧場 ４３６＋ ８１：３９．１� １８．４�
１１ � パシコジュリエ 牝４鹿 ５５ 田中 勝春酒井 芳秀氏 嶋田 潤 新ひだか パシフイツク牧場 ４５４＋ ２１：３９．３１� ７５．０�
１２ グレイスフルムーヴ 牝６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 B４６２＋ ６１：３９．４� １０８．７�
７１３ フェスティヴマロン 牝７鹿 ５５ 松岡 正海臼井義太郎氏 岡田 稲男 新冠 大栄牧場 ４７４－ ２ 〃 ハナ ２０．８	
８１６ オメガフレグランス 牝４鹿 ５５ 三浦 皇成原 	子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４５６－ ６１：３９．５クビ ４．９

６１１ ミニーバローズ 牝４鹿 ５５ C．ウィリアムズ 猪熊 広次氏 武田 博 浦河 平成ファーム ４５８－ ４ 〃 アタマ １１．６�

（豪）

７１４ メジロフローラ 牝６栗 ５５ 武士沢友治�メジロ牧場 柴田 政人 洞爺 メジロ牧場 ４７０± ０１：３９．６� ２３１．４
８１５ エステーラブ 牝４青鹿５５ N．ピンナ 齋藤 宏明氏 中野 栄治 新冠 平山牧場 ４４８＋ ６１：３９．７� ４２．３�

（伊）

６１２ クリミナルコード 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 むかわ 上水牧場 ４７８＋ ２ 〃 ハナ １５．３�

５９ クレバークリス 牝５芦 ５５ 柴田 善臣田� 正明氏 小西 一男 浦河 岡崎牧場 ４７４－１６１：３９．８クビ ２３．８�
３６ ピカンチラヴ 牝４栗 ５５ 北村 宏司小林けい子氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４２４＋１４１：３９．９� ５９．７�
２３ ゴールドマッシモ 牝４鹿 ５５ 横山 典弘磯波 勇氏 高木 登 浦河 駿河牧場 ４７８－ ６ 〃 アタマ ２５．０�
３５ レオキュート 牝４黒鹿５５ 大庭 和弥�レオ 平井 雄二 浦河 江谷 重雄 ４２８－ ４１：４０．０� ７９．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，７５８，１００円 複勝： ６６，２９６，４００円 枠連： ４８，３６０，４００円

馬連： １３８，７８５，３００円 馬単： ８０，１６４，８００円 ワイド： ５２，５５３，９００円

３連複： １６２，９５８，２００円 ３連単： ３０５，２５２，７００円 計： ８９３，１２９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １５０円 � １６０円 � １８０円 枠 連（４－４） ７８０円

馬 連 �� ７７０円 馬 単 �� １，６３０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� ４７０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� １，３９０円 ３ 連 単 ��� ６，７５０円

票 数

単勝票数 計 ３８７５８１ 的中 � ７００１１（２番人気）
複勝票数 計 ６６２９６４ 的中 � １２４２２７（１番人気）� １１２１５５（２番人気）� ８９１５９（４番人気）
枠連票数 計 ４８３６０４ 的中 （４－４） ４６３４３（３番人気）
馬連票数 計１３８７８５３ 的中 �� １３３３５０（１番人気）
馬単票数 計 ８０１６４８ 的中 �� ３６３５９（２番人気）
ワイド票数 計 ５２５５３９ 的中 �� ４９４９６（１番人気）�� ２６５０８（４番人気）�� ２５９１２（５番人気）
３連複票数 計１６２９５８２ 的中 ��� ８６９０５（２番人気）
３連単票数 計３０５２５２７ 的中 ��� ３３４１５（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．６―３５．５―４８．０―１：０１．０―１：１３．６―１：２６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マリアージュ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Miswaki デビュー ２００７．９．２２ 中山６着

２００５．４．３生 牝６栗 母 アーミールージュ 母母 All Along ３０戦４勝 賞金 ６６，７５４，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※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。



（２３東京２）第５日 ５月７日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８２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

２１１，３９０，０００円
３，２２０，０００円
１０，２２０，０００円
１，８７０，０００円
１９，９７０，０００円
６３，９４２，０００円
５，４０６，８００円
１，８０１，８００円

勝馬投票券売得金
３６５，０５０，４００円
６０５，６３５，０００円
３３３，４４４，１００円
１，２２９，４２５，１００円
７４５，６２３，８００円
４３９，８６４，４００円
１，４２１，０４０，６００円
２，５６１，１４１，２００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 ７，７０１，２２４，６００円

総入場人員 ２６，３９８名 （有料入場人員 ２５，３３２名）


