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１４００１ ５月２１日 晴 良 （２３東京３）第１日 第１競走 ��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

４６ ホワイトアッシュ 牝３芦 ５４ 戸崎 圭太布施 光章氏 高橋 祥泰 新ひだか グランド牧場 ４４４＋ ２１：２７．３ ２．０�
（大井）

２３ コ コ ロ バ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成�三嶋牧場 池上 昌弘 浦河 三嶋牧場 ４４８－ ６１：２７．６１� １０．３�
３４ マイネクォーツ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 浦河 カナイシスタッド ４４２＋１４１：２７．８１� ８．９�
７１２ タイキアンジェリカ 牝３栗 ５４ 吉田 豊�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ４６２＋ ２１：２７．９クビ ６．２�
２２ ソレイユレディー 牝３黒鹿５４ 石橋 脩難波 澄子氏 田島 俊明 浦河 杵臼斉藤牧場 ４２６－ ８１：２８．２２ ３３．３�
６１０ コスモオルバース 牝３栗 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４３２＋ ２１：２８．４１� ２６．１	
８１４ バトルドゥーマ 牝３鹿 ５４ 川島 信二宮川 秋信氏 矢作 芳人 日高 日高大洋牧場 B４５２－１２１：２９．２５ ４４．５

５９ フレンドリーパール 牝３鹿 ５４ 田中 勝春増山 武志氏 伊藤 大士 日高 サンシャイン

牧場 B４４６－ ２ 〃 クビ ８０．１�
１１ ダイメイロード 牝３鹿 ５４ 小島 太一桐谷 茂氏 中野 栄治 日高 横井 哲 ４４６＋ ６１：２９．３� １５１．１�
３５ クリノミッキー 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文栗本 博晴氏 古賀 史生 日高 三輪牧場 ４５２－１２１：２９．５１� １１１．９
６１１ ノボプリンセス 牝３芦 ５４ 大庭 和弥�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 B４９８－ ２１：３０．２４ ２２４．９�
５８ ベネチアブルー 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム ４４０－ ２ 〃 ハナ １６．７�
７１３ レナキックス 牝３黒鹿５４ 北村 宏司平澤 創氏 根本 康広 浦河 田中スタッド ４５６－ ４１：３０．３クビ ６．４�
８１５ キタサンアメリカン 牝３鹿 ５４ 村田 一誠�大野商事 田中 剛 日高 古川 優 ４５６ ―１：３０．８３ １１９．６�
４７ テンジンテンニョ 牝３鹿 ５４ 江田 照男�テンジン 矢野 照正 新ひだか 三石橋本牧場 ４２８－ ８１：３１．４３� ２２．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，２３４，０００円 複勝： ２５，６０１，１００円 枠連： １４，７６０，８００円

馬連： ４６，６３９，５００円 馬単： ３１，５７０，４００円 ワイド： １９，９１６，０００円

３連複： ６０，６４２，３００円 ３連単： ９４，９７６，２００円 計： ３１０，３４０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � ２３０円 � ２２０円 枠 連（２－４） ８１０円

馬 連 �� １，０２０円 馬 単 �� １，６００円

ワ イ ド �� ４２０円 �� ３３０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ２，１２０円 ３ 連 単 ��� ８，５５０円

票 数

単勝票数 計 １６２３４０ 的中 � ６４２２４（１番人気）
複勝票数 計 ２５６０１１ 的中 � ９２６９１（１番人気）� ２２４３０（５番人気）� ２３３２７（３番人気）
枠連票数 計 １４７６０８ 的中 （２－４） １３５０２（３番人気）
馬連票数 計 ４６６３９５ 的中 �� ３３７９８（４番人気）
馬単票数 計 ３１５７０４ 的中 �� １４６３９（５番人気）
ワイド票数 計 １９９１６０ 的中 �� １１９３５（４番人気）�� １６１６０（２番人気）�� ５２８７（１０番人気）
３連複票数 計 ６０６４２３ 的中 ��� ２１１７５（４番人気）
３連単票数 計 ９４９７６２ 的中 ��� ８２０４（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．１―３６．３―４８．８―１：０１．４―１：１４．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホワイトアッシュ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．１２．１２ 中山４着

２００８．３．１３生 牝３芦 母 ウエスティンタイム 母母 アストレジャー ５戦１勝 賞金 ７，４００，０００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。

１４００２ ５月２１日 晴 良 （２３東京３）第１日 第２競走 ��
��１，６００�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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

５６ レオジュピター 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成田中 博之氏 小島 茂之 平取 二風谷ファーム ４７８＋ ２１：４０．６ ３．６�

４４ タングルジャングル 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 後藤 由之 日高 日高大洋牧場 ４５４－ ４ 〃 アタマ ５．５�

６８ 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± ０１：４０．９２ ５．９�
８１１ キルデビルヒルズ 牡３鹿 ５６ 江田 照男�日進牧場 矢野 照正 浦河 岡部牧場 ４７４－ ４１：４１．４３ ２１．２�
１１ 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± ０１：４１．５� ３．１�
７９ ケイオーユニバース 牡３鹿 ５６ 吉田 豊ジャパンフードビジネス� 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 ４７０＋ ２１：４１．６� ４６．６	
３３ スリープレシャス 牡３青 ５６ 戸崎 圭太永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４５０－ ６１：４１．８１� ８．２


（大井）

７１０ サクラパルフェール 牡３黒鹿５６ 横山 典弘�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 ５２０＋ ６１：４２．１１� ３３．７�
５５ ニシノラプター 牡３栗 ５６ 村田 一誠西山 茂行氏 高橋 祥泰 むかわ 西山牧場 B４５６－ ４１：４２．３１� １０１．５�
６７ 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 ５００－ ４１：４２．４� ３５．５
２２ ニシノテンコウ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司西山 茂行氏 古賀 慎明 むかわ 西山牧場 ４６８ ―１：４２．５クビ ２１．５�
８１２ バトルヴンダー 牡３鹿 ５６ 小林 淳一宮川 秋信氏 田島 俊明 登別 登別上水牧場 ４６２－ ６１：４３．３５ ４４８．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １８，５０４，６００円 複勝： ３７，５６９，６００円 枠連： １１，４６７，７００円

馬連： ４９，１７４，３００円 馬単： ３３，６２９，３００円 ワイド： ２１，５５６，５００円

３連複： ６０，９４９，７００円 ３連単： １００，２２２，３００円 計： ３３３，０７４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １５０円 � １８０円 � １８０円 枠 連（４－５） １，５４０円

馬 連 �� １，２９０円 馬 単 �� ２，３７０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� ３４０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� １，５２０円 ３ 連 単 ��� ８，５８０円

票 数

単勝票数 計 １８５０４６ 的中 � ４１１２５（２番人気）
複勝票数 計 ３７５６９６ 的中 � ７５５２６（２番人気）� ５３３３４（４番人気）� ５３５１１（３番人気）
枠連票数 計 １１４６７７ 的中 （４－５） ５５１９（８番人気）
馬連票数 計 ４９１７４３ 的中 �� ２８２５７（６番人気）
馬単票数 計 ３３６２９３ 的中 �� １０４８９（１１番人気）
ワイド票数 計 ２１５５６５ 的中 �� １３７５０（４番人気）�� １６１９９（３番人気）�� １０６７４（８番人気）
３連複票数 計 ６０９４９７ 的中 ��� ２９７８６（４番人気）
３連単票数 計１００２２２３ 的中 ��� ８６２７（２１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．６―３７．５―５０．８―１：０３．７―１：１６．０―１：２８．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レオジュピター �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２０１１．２．１２ 東京８着

２００８．４．１５生 牡３鹿 母 マルカサファイヤ 母母 マルカコマチ ５戦１勝 賞金 ７，７５０，０００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。

第３回　東京競馬　第１日



１４００３ ５月２１日 晴 良 （２３東京３）第１日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０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

１：１９．８
１：１９．０

良

良

１２ ブルースター 牡３栗 ５６ 田中 勝春 �三石川上牧場 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 ４５２± ０１：２１．１ １４．６�

５１０ オークヴィル 牝３鹿 ５４ 石橋 脩下河辺隆行氏 堀 宣行 日高 下河辺牧場 ４８８－ ２１：２１．４１� １．９�
１１ ユキノアイオロス �３鹿 ５６ 横山 典弘井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム ４５４－ ２１：２１．７２ １３．９�
８１７ マイネルエミュ 牡３鹿 ５６ 川島 信二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 ４５８＋ ６１：２１．８� １２７．３�
３６ ソルトキャスケード 牝３鹿 ５４ 岩部 純二伊藤 仁氏 萱野 浩二 日高 白井牧場 ４５４＋ ４ 〃 ハナ １８．３�
６１２ カネトシグレース 牝３栗 ５４ 吉田 豊兼松 利男氏 高木 登 むかわ 上水牧場 ４７４＋１０１：２１．９� １６６．４	
８１８ シベリアンソアー 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 ４５０＋ ４１：２２．１１� ９．０

６１１ コスモアパッチ 牡３芦 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 斎藤 誠 新冠 高橋 忍 ４３６＋ ６１：２２．３１� ２１．８�
７１３ シルクオフィサー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司有限会社シルク大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６４－２０１：２２．５１� ４．３�
４７ マックスロンシャン 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義飯田 政子氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 ４４４＋ ２ 〃 アタマ ８４．４
７１４ ガッテンマル �３鹿 ５６ 村田 一誠大島 敏氏 本間 忍 新ひだか 澤田 嘉隆 ４６８ ―１：２２．６クビ ９３．５�
４８ キョウワジャスミン 牝３栗 ５４ 武士沢友治�協和牧場 和田正一郎 新冠 協和牧場 ４００＋ ２１：２２．７� ４５２．４�
３５ ベストエナジー 牡３青 ５６ 戸崎 圭太�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４４８＋１８１：２２．９１� １３．６�

（大井）

５９ マキシムオウショウ 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成小田 廣美氏 石栗 龍彦 日高 大沢育成牧場 ４８８－ ２ 〃 クビ ８６．４�
８１６ ラブステラー 牝３黒鹿５４ 小林 淳一増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 高橋 誠次 ４３６－１０１：２３．２１� ４３０．４�
２４ コスモラファール 牡３黒鹿５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 安平 追分ファーム ４３８ ―１：２３．３� ８３．０�
２３ ビューティタキオン 牝３栗 ５４ 嘉藤 貴行伊東 純一氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４２２ ― 〃 クビ １７６．３�
７１５ エイブルサンデー 牝３栗 ５４ 江田 照男中澤 隆氏 南田美知雄 新ひだか 山際牧場 ４２６ ―１：２４．０４ ４０２．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，０５８，４００円 複勝： ３８，８６９，７００円 枠連： １７，０４０，１００円

馬連： ５６，１９７，１００円 馬単： ３９，０４２，７００円 ワイド： ２３，６５６，９００円

３連複： ６７，７７２，５００円 ３連単： １１６，６４４，６００円 計： ３７８，２８２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４６０円 複 勝 � ４２０円 � １１０円 � ３４０円 枠 連（１－５） ７４０円

馬 連 �� １，８２０円 馬 単 �� ５，０６０円

ワ イ ド �� ７２０円 �� １，７６０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� ５，１６０円 ３ 連 単 ��� ４０，７３０円

票 数

単勝票数 計 １９０５８４ 的中 � １０３２１（６番人気）
複勝票数 計 ３８８６９７ 的中 � １５０３９（８番人気）� １７３９０６（１番人気）� １９７２２（５番人気）
枠連票数 計 １７０４０１ 的中 （１－５） １７０２０（３番人気）
馬連票数 計 ５６１９７１ 的中 �� ２２８５４（７番人気）
馬単票数 計 ３９０４２７ 的中 �� ５７００（１７番人気）
ワイド票数 計 ２３６５６９ 的中 �� ８２５１（７番人気）�� ３１５０（１５番人気）�� １０２９９（５番人気）
３連複票数 計 ６７７７２５ 的中 ��� ９６９４（１７番人気）
３連単票数 計１１６６４４６ 的中 ��� ２１１４（１０５番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１０．９―１１．５―１１．０―１１．８―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．２―３４．１―４５．６―５６．６―１：０８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．５
３ １２－１０（１，１８）７（２，９，１７）（１１，１６）（５，６，１３）１５（８，１４）（４，３） ４ １２，１０，１８（１，７）－２，９，１７，１１（５，１６）（６，１３，１５）（４，８）１４－３

勝馬の
紹 介

ブルースター �
�
父 グ ラ ン デ ラ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１０．９．４ 新潟４着

２００８．４．５生 牡３栗 母 ダンスホーラー 母母 パーティーホーラー ９戦１勝 賞金 ９，１５０，０００円
〔制裁〕 ソルトキャスケード号の騎手岩部純二は，最後の直線コースで急に外側に斜行したことについて平成２３年５月２８日から

平成２３年５月２９日まで騎乗停止。（１１番・９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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 キングロンシャープ号
※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。

１４００４ ５月２１日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３東京３）第１日 第４競走 ��３，３００�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時４０分 （芝・ダート）

３歳以上；負担重量は，３歳５８�４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金７００万円
毎１�増
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円� コースレコード３：３６．２良・良

５８ � マ サ ラ イ ト 牡７鹿 ６０ 西谷 誠丸井 正貴氏 増本 豊 三石 本桐牧場 ５０２－１２３：３９．３ ２．９�

７１１ トキノナスティア 牝５黒鹿５９ 浜野谷憲尚田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４５４＋１４３：３９．４� ４．０�
５７ � マックスチャンプ 牡１０鹿 ６０ 今村 康成田所 英子氏 梅田 智之 門別 白井牧場 ４７２－１０３：４０．０３� ３８．８�
１１ ハ ク サ ン 牡５黒鹿６０ 石神 深一篠� 恒雄氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 ４３６－ ８３：４０．２１� １８．５�
６９ シンボリプロキオン 牡８栗 ６０ 宗像 徹シンボリ牧場 高橋 祥泰 門別 和田農林（有） ５２０± ０３：４０．３クビ １２１．７�
３４ アドマイヤサンサン �９鹿 ６１ 北沢 伸也近藤 利一氏 梅田 智之 早来 ノーザンファーム ４７８－１６３：４０．６２ ７．１�
２２ � シ ュ ン リ キ 牡５鹿 ６０ 植野 貴也石川 博氏 川村 禎彦 静内 漆原 一也 ４８８＋ ２３：４０．７� １１．０�
８１４ スリーラスカル 牡６黒鹿６０ 熊沢 重文永井商事	 大橋 勇樹 静内 朝野 勝洋 ４７４－ ８３：４０．８クビ ６．０

８１３ コ ー ド 牡５鹿 ６０ 蓑島 靖典松平 正樹氏 小桧山 悟 日高 山際 辰夫 ４９４－ ８ 〃 ハナ １７２．３�
３３ マッハジュウクン 牡９鹿 ６０ 高田 潤鈴木 幹次氏 昆 貢 新冠 石田牧場 ４７４－ ４３：４１．９７ １５．１�
６１０ ハストラング �７鹿 ６０ 山本 康志岡田 牧雄氏 小崎 憲 静内 岡田スタツド ４６０－１０３：４２．２１� ５４．９
４６ コウヨウウェーブ 牡７芦 ６１ 五十嵐雄祐寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 谷川牧場 ５１６± ０３：４２．５２ １４．８�
７１２ シースピアー 牡５栗 ６０ 白浜 雄造藤田 宗平氏 野村 彰彦 浦河 信岡牧場 ４６６－ ８３：４３．２４ ９５．８�
４５ ナ ド レ 牝５鹿 ５８ 穂苅 寿彦吉橋 計氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８６＋ ６３：４８．２大差 １６７．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，４６６，６００円 複勝： ２０，８０８，４００円 枠連： １３，３３０，５００円

馬連： ４０，４１３，９００円 馬単： ２７，６３２，６００円 ワイド： １６，２８８，８００円

３連複： ５１，４２０，５００円 ３連単： ８１，２７８，８００円 計： ２６４，６４０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １５０円 � １７０円 � ８６０円 枠 連（５－７） ５５０円

馬 連 �� ６００円 馬 単 �� １，１２０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� １，６８０円 �� １，６４０円

３ 連 複 ��� ５，２９０円 ３ 連 単 ��� １７，７１０円

票 数

単勝票数 計 １３４６６６ 的中 � ３７１６９（１番人気）
複勝票数 計 ２０８０８４ 的中 � ４５０５３（１番人気）� ３６１３０（２番人気）� ４２９２（９番人気）
枠連票数 計 １３３３０５ 的中 （５－７） １７９２９（１番人気）
馬連票数 計 ４０４１３９ 的中 �� ４９８２９（１番人気）
馬単票数 計 ２７６３２６ 的中 �� １８２８６（１番人気）
ワイド票数 計 １６２８８８ 的中 �� １４０２５（１番人気）�� ２２１４（２６番人気）�� ２２６８（２４番人気）
３連複票数 計 ５１４２０５ 的中 ��� ７１７７（１７番人気）
３連単票数 計 ８１２７８８ 的中 ��� ３３８７（４３番人気）

上り １マイル １：４５．５ ４F ５２．４－３F ３９．８
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�マ サ ラ イ ト �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 キャロルハウス

２００４．２．１９生 牡７鹿 母 ギャラントハウス 母母 ギャラントルックス 障害：２戦２勝 賞金 ２１，３００，０００円
初出走 JRA

〔制裁〕 シュンリキ号の騎手植野貴也は，２周目４コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（３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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 クランエンブレム号・シデンカイ号・スズヨジハード号・ディアマジェスティ号・ブチカマシ号・

メイショウナゴン号・リーチマイドリーム号
（非抽選馬） ２頭 コンフェルヴォーレ号・スリーアトラス号



１４００５ ５月２１日 晴 良 （２３東京３）第１日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時３０分 （芝・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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

１２ サマーチェリー 牝３栗 ５４ 蛯名 正義セゾンレースホース� 高橋 祥泰 日高 庄野牧場 ４５４＋ ４１：４７．８ １０．８�

２３ マイネローレライ 牝３青鹿５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新ひだか 田中 裕之 ４７６－ ６１：４７．９� ２．３�

７１４ ラ ン ブ イ エ 牝３青 ５４ 後藤 浩輝吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４５６－ ４１：４８．０クビ ２．８�
４８ ブレインウェーブ 牝３青 ５４ 三浦 皇成臼田 浩義氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４７８－ ６１：４８．１� ９．９�
２４ イッツスパーブ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４５２± ０ 〃 クビ １９．３�
６１２ リアルボイス 牝３栗 ５４ 村田 一誠宮川 純造氏 中川 公成 新冠 隆栄牧場 ４４８± ０１：４８．２クビ ２２．８	
７１３ ミススパイダー 牝３栗 ５４ 岩部 純二菊池 昭雄氏 萱野 浩二 新ひだか 矢野牧場 B４３８＋ ４ 〃 クビ ２５．７

４７ ハンプトンコート 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小島 茂之 むかわ 上水牧場 ４２８＋ ４１：４８．３� １５．１�
（大井）

１１ トーセンルクリア 牝３栗 ５４ 石橋 脩島川 �哉氏 鈴木 康弘 日高 田端牧場 ４４０＋ ６１：４８．５１� １０４．５
５９ コスモブルーローズ 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 阿部 新生 新冠 ビッグレッドファーム ４５４± ０１：４８．６� ２６３．５�
８１７ ハーツドリーマー 牝３鹿 ５４ 武士沢友治村井 良孝氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４１０－ ８１：４８．９１� １３１．８�
６１１ エアアヴリル 牝３栗 ５４ 横山 典弘 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４６４＋ ６ 〃 ハナ ７６．３�
３６ ムーンライトリリー 牝３芦 ５４ 小林 淳一西村 和夫氏 高柳 瑞樹 新冠 山岡ファーム ４０８± ０ 〃 ハナ ６６３．７�
３５ スズカクエーサー 牝３鹿 ５４ 江田 照男永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 ３９４－１２１：５０．１７ ２５４．５�
８１６ スイートジョリ 牝３青 ５４ 北村 宏司シンボリ牧場 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 ４５６－ ６１：５０．４２ ６８．２�
５１０ レディオブトゥデイ 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥小野 博郷氏 浅野洋一郎 新冠 須崎牧場 ４１０－ ６１：５０．７２ ５００．８�
８１５ サルバドールダンス 牝３鹿 ５４ 田中 勝春則武 輝一氏 伊藤 大士 新ひだか 飛野牧場 ４０８－１２１：５１．０１� １８４．９�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １７，８５５，１００円 複勝： ３０，３２５，６００円 枠連： １８，２６１，３００円

馬連： ５３，０６４，９００円 馬単： ３８，３９１，２００円 ワイド： ２３，９６１，０００円

３連複： ６３，０９３，７００円 ３連単： １１２，３８２，９００円 計： ３５７，３３５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０８０円 複 勝 � ２６０円 � １２０円 � １２０円 枠 連（１－２） １，０９０円

馬 連 �� １，４００円 馬 単 �� ３，８１０円

ワ イ ド �� ５００円 �� ５３０円 �� １４０円

３ 連 複 ��� ９８０円 ３ 連 単 ��� １１，６００円

票 数

単勝票数 計 １７８５５１ 的中 � １３０６１（４番人気）
複勝票数 計 ３０３２５６ 的中 � １９２１６（４番人気）� ８４４９０（１番人気）� ７６８１４（２番人気）
枠連票数 計 １８２６１３ 的中 （１－２） １２４２３（４番人気）
馬連票数 計 ５３０６４９ 的中 �� ２８１７３（４番人気）
馬単票数 計 ３８３９１２ 的中 �� ７４４６（１４番人気）
ワイド票数 計 ２３９６１０ 的中 �� ９４８７（５番人気）�� ８８３７（６番人気）�� ６０５１５（１番人気）
３連複票数 計 ６３０９３７ 的中 ��� ４７７２２（２番人気）
３連単票数 計１１２３８２９ 的中 ��� ７１５２（２５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．１―３５．５―４７．６―１：００．０―１：１２．７―１：２４．５―１：３６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．８―３F３５．１

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サマーチェリー �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 タイトスポット デビュー ２０１０．８．２２ 新潟１０着

２００８．５．５生 牝３栗 母 トウケイヒメ 母母 ダイナカプリ ６戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
〔制裁〕 ミススパイダー号の騎手岩部純二は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（１２番への進路影響）
※ハーツドリーマー号・ムーンライトリリー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１４００６ ５月２１日 晴 良 （２３東京３）第１日 第６競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１３時００分 （芝・左）

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

中央レコード

１：３１．４
１：３１．４

良

良

７１３ ナンヨーオウトー 牡３栗 ５６ 北村 宏司中村 �也氏 柴田 政人 新ひだか 大典牧場 ５０２＋ ２１：３５．０ １０．８�

６１１ ゴールデンイヤーズ 牡３栗 ５６ 横山 典弘千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 ４６６± ０１：３５．１� １２．７�
８１８ トキノサコン 牡３栗 ５６ 江田 照男田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川上 悦夫 ４７４－ ４１：３５．２クビ ２４．８�
２３ バイザルーマー 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義吉田 勝己氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 ４６０± ０１：３５．３� １．７�
３５ ヒカルナガレボシ 牡３芦 ５６ 戸崎 圭太�橋 京子氏 勢司 和浩 登別 青藍牧場 ４８０ ― 〃 アタマ ２１．８�

（大井）

７１４ コスモアンドリュー 牡３黒鹿５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 宗像 義忠 日高 高橋牧場 ４８４－ ４１：３５．６２ ７．４�
３６ グラスルビー 牝３栗 ５４ 石橋 脩半沢� 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４７８ ―１：３５．８１� ７８．６	
２４ ゴールドアグライア 牝３鹿 ５４ 松岡 正海西浦 和男氏 稲葉 隆一 浦河 丸幸小林牧場 ４７２ ―１：３６．０１ １３．８

８１７ カイシュウウルフ �３芦 ５６ 石神 深一飯村 孝男氏 佐藤 吉勝 浦河 金成吉田牧場 B４５０－１２１：３６．３１� ２１６．５�
４７ ラ ブ バ レ ー 牝３栗 ５４ 村田 一誠増田 陽一氏 星野 忍 新冠 村上牧場 ４５０＋ ２ 〃 クビ ３８９．５�
６１２ アルファホール 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４５４ ―１：３６．７２� ８．８
１１ ダイワセインツ 牡３黒鹿５６ 田中 勝春大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４５０－１４１：３６．８クビ ４５．１�
５１０ トウカイオネスト 牡３鹿 ５６ 横山 義行内村 正則氏 成島 英春 浦河 岡部牧場 ４７２＋ ８ 〃 クビ ３２６．９�
７１５ リンガスゲート 牡３青鹿５６ 小林 淳一伊藤 巖氏 谷原 義明 新ひだか 三木田 頼嗣 ４５２－ ２１：３７．０１� １２０．４�
５９ ブザービーター 牡３栗 ５６ 大庭 和弥モナコ商事� 坂本 勝美 新ひだか 三石橋本牧場 ４７８ ―１：３７．２１� １８７．１�
１２ ホ ラ イ ズ ン �３黒鹿５６ 武士沢友治臼田 浩義氏 秋山 雅一 日高 日高大洋牧場 ４６０ ―１：３７．３� ２６３．７�
８１６ セブンコンチネンツ 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文有限会社シルク奥平 雅士 新ひだか キヨタケ牧場 ４２０ ― 〃 クビ ２４１．３�
４８ マ サ カ リ 牡３栗 ５６ 川島 信二�辻牧場 田中 剛 新ひだか 岡田スタツド ４９４ ―１：４２．９大差 ２７３．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，６４８，７００円 複勝： ３３，８６６，３００円 枠連： １９，５８２，４００円

馬連： ５３，５３９，６００円 馬単： ４１，５６０，２００円 ワイド： ２１，４１４，８００円

３連複： ６１，５９５，６００円 ３連単： １１０，９４４，８００円 計： ３６４，１５２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０８０円 複 勝 � ４６０円 � ３４０円 � ５５０円 枠 連（６－７） ９６０円

馬 連 �� ４，４２０円 馬 単 �� ８，７２０円

ワ イ ド �� １，４９０円 �� １，５８０円 �� ２，１８０円

３ 連 複 ��� ２０，５００円 ３ 連 単 ��� １２０，４１０円

票 数

単勝票数 計 ２１６４８７ 的中 � １５８４８（４番人気）
複勝票数 計 ３３８６６３ 的中 � １９４０３（６番人気）� ２７７０７（４番人気）� １５６９８（８番人気）
枠連票数 計 １９５８２４ 的中 （６－７） １５１４７（５番人気）
馬連票数 計 ５３５３９６ 的中 �� ８９４０（１５番人気）
馬単票数 計 ４１５６０２ 的中 �� ３５１９（２４番人気）
ワイド票数 計 ２１４１４８ 的中 �� ３５６８（１５番人気）�� ３３６５（１７番人気）�� ２３９６（２５番人気）
３連複票数 計 ６１５９５６ 的中 ��� ２２１８（５１番人気）
３連単票数 計１１０９４４８ 的中 ��� ６８０（２８６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１２．３―１２．０―１１．９―１１．３―１１．５―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．９―３６．２―４８．２―１：００．１―１：１１．４―１：２２．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナンヨーオウトー �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．９．５ 新潟１３着

２００８．２．２３生 牡３栗 母 カミモリローマン 母母 イティサール ９戦１勝 賞金 ７，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マサカリ号は，平成２３年６月２１日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ハーツドリーマー号・フォルスユキ号
※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。



１４００７ ５月２１日 晴 良 （２３東京３）第１日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時３０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

２２ ファストワーカー 牡３栃栗５６ 横山 典弘 �社台レースホース萩原 清 千歳 社台ファーム ５２６± ０１：３８．８ １．７�

８１１ コスモバロン 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 浦河 不二牧場 B５０６－１４１：３９．６５ ２３．５�
６７ リックムファサ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊山邉 浩氏 清水 英克 新ひだか 藤巻 則弘 ４７２＋ ４１：３９．８１� １３．６�
６８ カンタベリーダダ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成峰 哲馬氏 鈴木 勝美 むかわ ヤマイチ牧場 ４５０－ ４１：３９．９� ７．０�
１１ エイブルブラッド 牡３鹿 ５６ 石橋 脩吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４８８－ ８ 〃 クビ ４０．６�
７９ ダイワモービル 牡３黒鹿５６ 北村 宏司大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 ４７４－ ６１：４０．０� ５．９�
３３ サトノピースピース 牡３青鹿５６ 後藤 浩輝里見 治氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ５０４－ ４１：４０．１クビ １２．３	
８１２ テンゲントッパ 牡３黒鹿５６ 武士沢友治石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B４４６－２０ 〃 クビ ７９．１

７１０ ニシノゲイナー 牡３鹿 ５６ 松岡 正海西山 茂行氏 武藤 善則 むかわ 西山牧場 ４５４＋ ４１：４０．６３ ４０．６�
４４ モ ン ク 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義田島榮二郎氏 矢野 英一 新ひだか 藤井 益美 B４９２± ０１：４０．７クビ １５．３�
５６ � シンケンショウブ 牡３鹿 ５６ 江田 照男栗本 博晴氏 新開 幸一 新ひだか グランド牧場 B４７０－ ４１：４１．１２� １８８．５
５５ 	 ベニバナセンプー 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太渡邊善治郎氏 村上 頼章 新ひだか 千代田牧場 B４７４－１５１：４１．３１� ４００．０�

（大井） （大井）

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２７，３５９，２００円 複勝： ５３，２２２，４００円 枠連： １８，２９７，６００円

馬連： ６８，８３８，８００円 馬単： ４９，４６８，０００円 ワイド： ２９，８４５，０００円

３連複： ７３，７９１，２００円 ３連単： １５０，３４９，０００円 計： ４７１，１７１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ３７０円 � ２６０円 枠 連（２－８） １，５５０円

馬 連 �� １，９８０円 馬 単 �� ２，８００円

ワ イ ド �� ８２０円 �� ４６０円 �� ２，２６０円

３ 連 複 ��� ５，６６０円 ３ 連 単 ��� ２２，５３０円

票 数

単勝票数 計 ２７３５９２ 的中 � １３３５４２（１番人気）
複勝票数 計 ５３２２２４ 的中 � ２１３９８６（１番人気）� ２４９０３（７番人気）� ３８４９６（５番人気）
枠連票数 計 １８２９７６ 的中 （２－８） ８７６０（６番人気）
馬連票数 計 ６８８３８８ 的中 �� ２５７４１（７番人気）
馬単票数 計 ４９４６８０ 的中 �� １３０５５（８番人気）
ワイド票数 計 ２９８４５０ 的中 �� ８８７６（９番人気）�� １７３８８（４番人気）�� ３０３８（２４番人気）
３連複票数 計 ７３７９１２ 的中 ��� ９６３４（１９番人気）
３連単票数 計１５０３４９０ 的中 ��� ４９２７（６６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．３―３６．９―４９．８―１：０２．４―１：１４．４―１：２６．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファストワーカー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Zafonic デビュー ２０１０．１２．１２ 中山２着

２００８．５．１４生 牡３栃栗 母 インターラプション 母母 Intermission ４戦２勝 賞金 １６，８００，０００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。

１４００８ ５月２１日 晴 良 （２３東京３）第１日 第８競走 ��
��２，１００�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

２：０６．７
２：０５．９

良

良

３３ アサクサマリンバ 牡４鹿 ５７ 横山 典弘田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７０＋ ８２：１３．３ ４．４�

４５ ウインスカイハイ 牡５青鹿５７ 松岡 正海�ウイン 山内 研二 新冠 カミイスタット ４８４± ０２：１３．８３ ５．６�
６８ レッドプラネット 牝４青鹿５５ 武士沢友治�コオロ 秋山 雅一 日高 庄野牧場 ４７２± ０２：１３．９クビ ４２．７�
４４ デ ィ ミ ー タ 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 尾形 充弘 安平 追分ファーム ４３８－１４２：１４．１１� ２２．７�
１１ � トーアボンジョルノ 牡４鹿 ５７ 大庭 和弥高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ５１２－ ２２：１４．３１	 １２．０�
７１１ セイカプレスト 牡５黒鹿５７ 石橋 脩久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 ４７２－ ４２：１４．７２	 ６２．８	
８１３ ガートモンテス 牡５青鹿５７ 戸崎 圭太吉田 照哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４９６＋ ２２：１４．９１� ４．７


（大井）

７１０ ガッチリガッチリ 牡５黒鹿５７ 北村 宏司小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 ４８０－ ２２：１５．１１ ５６．４�
８１２ 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± ０２：１５．３１ ２２０．１�
５７ バンダムミュートス 
５鹿 ５７ 後藤 浩輝山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 ４８８＋ ２２：１５．８３ ５８．１
５６ スマートイーグル 牡４栗 ５７ 田中 勝春大川 徹氏 高木 登 浦河 杵臼牧場 ４７８－ ８２：１５．９	 １０．１�
６９ シルクドルフィン 牡５鹿 ５７ 吉田 豊有限会社シルク武藤 善則 門別 ヤナガワ牧場 ５００－ ２ 〃 ハナ ３．０�
２２ ルナーレガシー 牡４栗 ５７ 熊沢 重文 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４８０－ ８２：１６．４３ ２１８．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２２，２５６，４００円 複勝： ４１，５７４，０００円 枠連： １８，６９２，５００円

馬連： ７４，８７０，９００円 馬単： ４３，７１９，３００円 ワイド： ２７，６９４，３００円

３連複： ７９，２７２，３００円 ３連単： １４１，３０１，０００円 計： ４４９，３８０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １８０円 � １９０円 � ６６０円 枠 連（３－４） ９７０円

馬 連 �� １，２３０円 馬 単 �� ２，５１０円

ワ イ ド �� ４８０円 �� ２，５９０円 �� ２，０８０円

３ 連 複 ��� １３，２８０円 ３ 連 単 ��� ５３，１００円

票 数

単勝票数 計 ２２２５６４ 的中 � ４００２４（２番人気）
複勝票数 計 ４１５７４０ 的中 � ７１７０５（２番人気）� ６７２２９（３番人気）� １２３４７（８番人気）
枠連票数 計 １８６９２５ 的中 （３－４） １４３３９（４番人気）
馬連票数 計 ７４８７０９ 的中 �� ４５１９９（４番人気）
馬単票数 計 ４３７１９３ 的中 �� １２８６６（８番人気）
ワイド票数 計 ２７６９４３ 的中 �� １５４９２（３番人気）�� ２５０３（２８番人気）�� ３１４５（２４番人気）
３連複票数 計 ７９２７２３ 的中 ��� ４４０７（４２番人気）
３連単票数 計１４１３０１０ 的中 ��� １９６４（１８１番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１８．６―３１．１―４３．３―５５．４―１：０８．２―１：２１．０―１：３３．８―１：４６．７―２：００．０

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アサクサマリンバ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 リファーズウィッシュ デビュー ２００９．１２．５ 中山１６着

２００７．３．２７生 牡４鹿 母 コールミースーン 母母 コールミーネイム １９戦２勝 賞金 ２５，６７２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１４００９ ５月２１日 晴 良 （２３東京３）第１日 第９競走 ��
��１，４００�ガ ー ベ ラ 賞

発走１４時３５分 （芝・左）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．８
１：１９．０

良

良

７１１ レッドストラーダ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 B４８６＋ ２１：２０．９ ７．７�

４５ ハワイアンシュガー 牡３黒鹿５６ 北村 宏司四方堂第五郎氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 誠次 ４２４＋ ６１：２１．１１� １６．９�
６８ チェリービスティー 牝３栗 ５４ 三浦 皇成備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４２６± ０１：２１．２クビ ２７．７�
２２ サクラゴスペル 牡３黒鹿５６ 横山 典弘�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 山田牧場 ４７０－１０１：２１．３� ５．１�
３３ ケンエンブレム 牡３鹿 ５６ 田中 勝春中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 川上牧場 ４４２－ ６１：２１．４� ３２．２�
１１ ラフアウェイ 牝３青 ５４ 石橋 脩�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント ５４４－ ６１：２１．６１� ３．２�
５７ 	 スマートオーシャン 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝大川 徹氏 小崎 憲 米 Summer

Wind Farm ４８４± ０１：２１．８１� ４．３	
４４ ラバーフロー 牡３栗 ５６ 松岡 正海 
キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４１０－１４ 〃 ハナ ２７．５�
７１０ コスモヴェント 牡３栗 ５６ 戸崎 圭太鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 新ひだか 静内坂本牧場 ４７４－ ６ 〃 クビ ６．８�

（大井）

８１３
 ワ カ タ ケ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠
吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 ４４８± ０１：２２．２２� １８９．１
６９ ブラウニーサンクス 牝３鹿 ５４ 小林 淳一安倍 光昭氏 清水 利章 浦河 中脇 満 ４０８＋ ８１：２２．８３� １９１．８�
５６ 	 アポロノカンザシ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Colts Neck

Stables ４３４－ ８ 〃 クビ ４２．９�
８１２ メロークーミス 牝３鹿 ５４ 江田 照男井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 パカパカ

ファーム ４４４－１０１：２３．０１ ２５．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２８，９７５，４００円 複勝： ４８，００６，１００円 枠連： ２６，３１４，６００円

馬連： １０８，０６５，０００円 馬単： ６２，９８２，７００円 ワイド： ３５，９４４，５００円

３連複： １１２，８７５，９００円 ３連単： ２１０，７７１，３００円 計： ６３３，９３５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ３１０円 � ４９０円 � ６７０円 枠 連（４－７） １，８６０円

馬 連 �� ６，７１０円 馬 単 �� １２，６８０円

ワ イ ド �� ２，１７０円 �� ３，６００円 �� ３，０９０円

３ 連 複 ��� ４０，０３０円 ３ 連 単 ��� ２３２，１７０円

票 数

単勝票数 計 ２８９７５４ 的中 � ２９８３０（５番人気）
複勝票数 計 ４８００６１ 的中 � ４５３９２（５番人気）� ２５４４０（６番人気）� １７５３８（９番人気）
枠連票数 計 ２６３１４６ 的中 （４－７） １０４５４（９番人気）
馬連票数 計１０８０６５０ 的中 �� １１８８８（２４番人気）
馬単票数 計 ６２９８２７ 的中 �� ３６６７（４１番人気）
ワイド票数 計 ３５９４４５ 的中 �� ４１２０（２５番人気）�� ２４４７（３９番人気）�� ２８５９（３４番人気）
３連複票数 計１１２８７５９ 的中 ��� ２０８１（１０２番人気）
３連単票数 計２１０７７１３ 的中 ��� ６７０（５５７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．３―３４．８―４６．５―５７．６―１：０８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドストラーダ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１０．１１．２０ 福島６着

２００８．２．２５生 牡３鹿 母 スイートキャンディ 母母 チョコレートケーキ ５戦２勝 賞金 １５，３１５，０００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。

１４０１０ ５月２１日 晴 良 （２３東京３）第１日 第１０競走 ��２，０００�
ち ち ぶ

秩 父 特 別
発走１５時１０分 （芝・左）

牝，４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５５�
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 ２３１，０００円 ６６，０００円 ３３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．２
１：５６．４

良

良

８９ ポルカマズルカ 牝５鹿 ５５ 横山 典弘 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４９６－ ４２：００．４ ６．４�

１１ ビコーペグー 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義�レジェンド 堀井 雅広 新ひだか 山口 修二 ４７４＋ ２ 〃 クビ ６．５�
７８ レディパレード 牝４鹿 ５５ 戸崎 圭太 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム B４９２± ０２：００．６１� ３．４�

（大井）

２２ ダイアナバローズ 牝５黒鹿５５ 北村 宏司猪熊 広次氏 小笠 倫弘 三石 水上 習孝 ４７６－ ４２：００．８１� ４．０�
８１０ メジロスプレンダー 牝５黒鹿５５ 三浦 皇成岩� 伸道氏 尾形 充弘 洞爺 メジロ牧場 ４６６－ ２ 〃 ハナ １１．３�
６６ マルラニビスティー 牝５鹿 ５５ 田中 勝春備前島敏子氏 伊藤 大士 早来 ノーザンファーム ４４２－ ８２：００．９クビ ５．４	
７７ オカゲサマデ 牝５鹿 ５５ 石橋 脩小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 ４５０－ ４２：０１．１１� １００．８

３３ クラヴィコード 牝４栗 ５５ 後藤 浩輝広尾レース� 小崎 憲 様似 中脇 一幸 ４５２＋ ２２：０１．２クビ １６．１�
５５ トウカイライフ 牝４黒鹿５５ 村田 一誠内村 正則氏 成島 英春 日高 広富牧場 ４３４－ ２ 〃 ハナ ２６．７�
４４ ゴールドマッシモ 牝４鹿 ５５ 吉田 豊磯波 勇氏 高木 登 浦河 駿河牧場 ４７８± ０２：０１．４１� ６４．２

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２６，７８７，８００円 複勝： ４２，９７９，９００円 枠連： ２１，７９３，０００円

馬連： １０６，３０８，３００円 馬単： ６３，７５２，６００円 ワイド： ３１，０７２，６００円

３連複： １０３，５２７，０００円 ３連単： ２３１，８７８，５００円 計： ６２８，０９９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � １９０円 � ２００円 � １５０円 枠 連（１－８） １，５１０円

馬 連 �� ２，１３０円 馬 単 �� ４，２５０円

ワ イ ド �� ７３０円 �� ４６０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ２，８５０円 ３ 連 単 ��� １９，９８０円

票 数

単勝票数 計 ２６７８７８ 的中 � ３３２６４（４番人気）
複勝票数 計 ４２９７９９ 的中 � ５９６２０（４番人気）� ５４４２６（５番人気）� ８６３２２（１番人気）
枠連票数 計 ２１７９３０ 的中 （１－８） １０７１５（９番人気）
馬連票数 計１０６３０８３ 的中 �� ３６９６７（１２番人気）
馬単票数 計 ６３７５２６ 的中 �� １１０８８（２１番人気）
ワイド票数 計 ３１０７２６ 的中 �� １０１３２（１２番人気）�� １７０９２（４番人気）�� １５３６８（５番人気）
３連複票数 計１０３５２７０ 的中 ��� ２６８１４（１１番人気）
３連単票数 計２３１８７８５ 的中 ��� ８５６６（７３番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．８―１１．９―１２．５―１２．９―１２．１―１１．９―１１．２―１１．４―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．７―３６．６―４９．１―１：０２．０―１：１４．１―１：２６．０―１：３７．２―１：４８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．３―３F３４．４

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

勝馬の
紹 介

ポルカマズルカ �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１２．１３ 中山１着

２００６．４．８生 牝５鹿 母 ダンシングサンデー 母母 ダンシングキイ １７戦４勝 賞金 ６０，８３２，０００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。



１４０１１ ５月２１日 晴 良 （２３東京３）第１日 第１１競走 ��
��１，８００�メイステークス

発走１５時４５分 （芝・左）
３歳以上，除３歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５０�４歳以上５５�，牝馬
２�減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過額１，１５０万円毎１�増

賞 品
本 賞 ２３，０００，０００円 ９，２００，０００円 ５，８００，０００円 ３，５００，０００円 ２，３００，０００円
付 加 賞 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

８１８ ダンツホウテイ 牡６黒鹿５７ 横山 典弘山元 哲二氏 本田 優 静内 大典牧場 ４７０－ ６１：４５．３ １７．３�

７１３ ヒットジャポット 牡４黒鹿５６ 松岡 正海西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 カナイシスタッド ４８６－ ６ 〃 クビ ４．５�
３６ オペラブラーボ 牡７鹿 ５７ 後藤 浩輝草間 庸文氏 久保田貴士 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４３４－ ２１：４５．５１� ３５．８�
４８ � スマートステージ 牡６鹿 ５６ 村田 一誠大川 徹氏 鹿戸 雄一 三石 ダイイチ牧場 B５０８＋ ６１：４５．７１	 １９．７�
８１７ レインフォーレスト 牡５芦 ５５ 蛯名 正義松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４７４＋ ６ 〃 ハナ １２．９�
５９ コロンバスサークル 牝５黒鹿５３ 石橋 脩吉田 照哉氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４５８－ ２１：４５．８
 １５．３�
３５ ダイシングロウ 牡７黒鹿５６ 安藤 勝己大八木信行氏 松田 博資 門別 滝本 健二 ４９２± ０１：４５．９
 ２１．３�
５１０� ダイワマックワン 牡６鹿 ５６ 戸崎 圭太大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４６０＋ ４１：４６．０クビ ２７０．３	

（大井）

６１１ キャプテンベガ 牡８黒鹿５６ 田中 勝春吉田 和子氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４４８－ ４ 〃 ハナ １６．０

７１４� チョウカイファイト 牡８栗 ５６ 江田 照男�平田牧場 加藤 敬二 浦河 酒井牧場 ５１６＋ ６ 〃 クビ ３７．８�
８１６ ダイワファルコン 牡４鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５１４＋１０１：４６．２１� ２．７
４７ ストロングガルーダ 牡５青鹿５５ 吉田 豊村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４８０－ ４ 〃 アタマ ８３．０�
１１ マイネルクラリティ 牡５栗 ５５ 川島 信二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４８８＋ ２１：４６．３クビ １８．４�
１２ スノークラッシャー 牡６栃栗５６ 三浦 皇成齊藤四方司氏 清水 利章 鵡川 上水牧場 ４４６＋ ４１：４６．４
 ６．４�
７１５� フライングアップル �７鹿 ５５ 田面木博公山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 McKee Sta-

bles, Inc. ５０４＋ ２１：４６．５	 １５８．６�
２４ マイネルスケルツィ 牡８鹿 ５７ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 様似 富田 恭司 ５０４－ ８ 〃 ハナ １５３．３�
２３ デストラメンテ 牡７芦 ５６ 小林 淳一岡田 牧雄氏 清水 美波 鵡川 市川牧場 ４５８－ ２１：４６．６クビ ２８５．０�
６１２ ロードキャニオン �７鹿 ５６ 武士沢友治 �ロードホースクラブ 後藤 由之 三石 ケイアイファーム ４６４－ ６１：４６．８１� ３４６．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ６７，３９５，４００円 複勝： １１８，１２５，４００円 枠連： ７４，９７８，３００円

馬連： ３２３，６７８，９００円 馬単： １６２，０９３，７００円 ワイド： １０１，０１４，６００円

３連複： ３８５，０８９，６００円 ３連単： ６８０，７３５，３００円 計： １，９１３，１１１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７３０円 複 勝 � ５３０円 � ２１０円 � ９１０円 枠 連（７－８） ３９０円

馬 連 �� ３，０１０円 馬 単 �� ７，４１０円

ワ イ ド �� １，３３０円 �� ６，５５０円 �� ２，８７０円

３ 連 複 ��� ４０，９９０円 ３ 連 単 ��� ２２４，２８０円

票 数

単勝票数 計 ６７３９５４ 的中 � ３０７７２（７番人気）
複勝票数 計１１８１２５４ 的中 � ５３７０９（８番人気）� １９００００（２番人気）� ２９４０６（１２番人気）
枠連票数 計 ７４９７８３ 的中 （７－８） １４２２８２（１番人気）
馬連票数 計３２３６７８９ 的中 �� ７９４５２（９番人気）
馬単票数 計１６２０９３７ 的中 �� １６１６４（２５番人気）
ワイド票数 計１０１０１４６ 的中 �� １９１７５（１３番人気）�� ３７１８（６６番人気）�� ８６３６（３２番人気）
３連複票数 計３８５０８９６ 的中 ��� ６９３４（１２２番人気）
３連単票数 計６８０７３５３ 的中 ��� ２２４０（６１４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１１．８―１２．０―１２．２―１１．７―１１．０―１１．１―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．１―３５．９―４７．９―１：００．１―１：１１．８―１：２２．８―１：３３．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４５．２―３F３３．５

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダンツホウテイ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Nureyev デビュー ２００８．２．２ 東京３着

２００５．４．２８生 牡６黒鹿 母 グランスオークス 母母 Dry Fly ３４戦７勝 賞金 １７３，５７５，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 ホワイトピルグリム号・ミッキードリーム号
※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。

１４０１２ ５月２１日 晴 良 （２３東京３）第１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）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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

４８ � アストレーション 牡５栗 ５７ 三浦 皇成広尾レース� 二ノ宮敬宇 米 Tower
Bloodstock ４９６± ０１：３７．８ ３．５�

７１４ ホクトスワン 牝５黒鹿５５ 村田 一誠布施 光章氏 田中 剛 新冠 ビッグレッドファーム B４５４－１４１：３７．９� ３７０．５�
６１１ オウケンマジック 牡５鹿 ５７ 戸崎 圭太福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 ４５６－ ２１：３８．１１	 ４４．５�

（大井）

８１６ ブレイクチャンス 牡４鹿 ５７ 田中 勝春齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４９６± ０１：３８．３１	 ７．９�
７１３ リープオブフェイス 牝４芦 ５５ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 追分ファーム ４７４－ ４１：３８．４� ２２．６�
３５ ヒカリコーズウェー 
６鹿 ５７ 大庭 和弥�ヒカリクラブ 谷 潔 浦河 日の出牧場 ５１６－ ２１：３８．５� １３．３	
１２ リアルディール 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝荒井 壽明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 ５２８＋ ２１：３８．９２� ２．８

５１０ フルボディー 牡５黒鹿５７ 武士沢友治深見 富朗氏 伊藤 伸一 新ひだか 桜井牧場 B４７４－ ６１：３９．１１	 ３２２．２�
５９ ニシノサンタロウ 牡４黒鹿５７ 熊沢 重文西山 茂行氏 鈴木 伸尋 むかわ 西山牧場 ５５８± ０ 〃 クビ １４８．５�
４７ � ヒロノキョウシュウ 牡６鹿 ５７ 小林 淳一八百板俊一郎氏 鈴木 勝美 静内 聖心台牧場 ４９０－ ２１：３９．２� ５６２．７
２３ トーセンヤッテキタ 牡４栗 ５７ 川島 信二島川 �哉氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 B５２６＋ ８１：３９．３クビ ６１．７�
２４ ジールドリル 牡４鹿 ５７ 松岡 正海前田 幸治氏 小島 太 新冠 ノースヒルズマネジメント ５３０± ０ 〃 クビ １６．９�
３６ アポカリプス 牡４鹿 ５７ 吉田 豊山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 前谷 武志 ４９２－ ８１：３９．７２� ３７．７�
１１ リアルアヴェニュー 牡４鹿 ５７ 石橋 脩 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５２４－ ６１：３９．８クビ ５．０�
６１２� ビッグジャンパー 牡５栗 ５７ 江田 照男宮田 直也氏 藤原 辰雄 新冠 川上 悦夫 ４５６＋ ４１：４０．０１	 ６０．９�
８１５� ア リ ガ タ イ 牝４鹿 ５５ 北村 宏司小田切有一氏 古賀 慎明 日高 山本 通則 ４７４＋ ８１：４０．８５ ４５０．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４１，９８６，０００円 複勝： ６４，７００，８００円 枠連： ３９，４７４，２００円

馬連： １４３，９２６，９００円 馬単： ８７，９１２，９００円 ワイド： ４８，３３７，５００円

３連複： １５６，００６，１００円 ３連単： ３２７，８４０，６００円 計： ９１０，１８５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １６０円 � ４，７４０円 � ８１０円 枠 連（４－７） ３，２６０円

馬 連 �� ４５，７７０円 馬 単 �� ５２，１２０円

ワ イ ド �� ９，３２０円 �� １，８１０円 �� ３６，７１０円

３ 連 複 ��� ３８１，２４０円 ３ 連 単 ��� ２，２４０，２５０円

票 数

単勝票数 計 ４１９８６０ 的中 � ９６８７１（２番人気）
複勝票数 計 ６４７００８ 的中 � １５４７４３（１番人気）� ２７２２（１４番人気）� １７３９５（９番人気）
枠連票数 計 ３９４７４２ 的中 （４－７） ８９４５（１２番人気）
馬連票数 計１４３９２６９ 的中 �� ２３２１（５５番人気）
馬単票数 計 ８７９１２９ 的中 �� １２４５（８７番人気）
ワイド票数 計 ４８３３７５ 的中 �� １２６４（５６番人気）�� ６７３２（１８番人気）�� ３１９（９２番人気）
３連複票数 計１５６００６１ 的中 ��� ３０２（２８８番人気）
３連単票数 計３２７８４０６ 的中 ��� １０８（１４９５番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アストレーション �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２００９．３．７ 阪神３着

２００６．４．８生 牡５栗 母 Measure 母母 Number １６戦４勝 賞金 ４６，９３０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 エイワナギ号・トーセンマンボ号
※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。



（２３東京３）第１日 ５月２１日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７６頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２１２，５００，０００円
５，３５０，０００円
１０，７６０，０００円
１，３７０，０００円
２０，０７０，０００円
６２，１７８，５００円
５，２２４，８００円
１，７４２，４００円

勝馬投票券売得金
３２１，５２７，６００円
５５５，６４９，３００円
２９３，９９３，０００円
１，１２４，７１８，１００円
６８１，７５５，６００円
４００，７０２，５００円
１，２７６，０３６，４００円
２，３５９，３２５，３００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 ７，０１３，７０７，８００円

総入場人員 ２９，７２７名 （有料入場人員 ２８，５８６名）




