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１４０１３ ５月２２日 晴 良 （２３東京３）第２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

３３ アプレレクール 牝３青鹿５４ 浜中 俊 �グリーンファーム 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ４３８＋ ４１：３８．６ ５．６�

８１３ ジャマイカラー 牝３青鹿５４ 武士沢友治齊藤四方司氏 小桧山 悟 新ひだか 飛野牧場 ４７８＋ ６１：３９．０２� １４．２�
７１２ ア ソ ル ー タ 牝３栗 ５４ C．ウィリアムズ �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４４２＋ ６ 〃 クビ ２．３�

（豪）

２２ ル イ ー ズ 牝３青鹿５４ 吉田 豊大野 富生氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム ４６６－ ６１：３９．２１� ４．４�
６９ ダ ー リ ブ 牝３栗 ５４ 嘉藤 貴行北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飛野牧場 ４３６＋１２１：３９．６２� ７３．５�
８１４ ヒシマドンナ 牝３黒鹿５４ 北村 宏司阿部雅一郎氏 坂本 勝美 浦河 中村 雅明 B５０８＋ ２１：３９．８１� ９．１	
５７ サクラプレリュード 牝３鹿 ５４ 田中 勝春�さくらコマース上原 博之 新冠 川上牧場 ４７８＋１４１：４１．０７ １９．８

４５ コスモシャオロン 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 桜井牧場 ４６２＋１０１：４１．６３� ８．１�
４６ セシリアシチー 牝３鹿 ５４ 伊藤 直人 �友駿ホースクラブ 斎藤 誠 日高 幾千世牧場 ４５４＋１０１：４１．７クビ ９８．２�
５８ 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 ４２８－ ８１：４１．９１ ７２．７
３４ キョカキョク 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成小田切有一氏 高橋 祥泰 日高 浦新牧場 ４２０－ ４１：４２．３２� ２２１．８�
７１１ フリーウェイジャム 牝３黒鹿５４ 松田 大作石瀬 浩三氏 嶋田 功 様似 小田 誠一 ４４０－ ８１：４２．５１� ４４９．４�
６１０ アトミックハート 牝３栗 ５４ 江田 照男 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 水野 貴広 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４５６ ―１：４２．９２� １６８．４�
１１ ミヤビアルカディア 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義村上 義勝氏 戸田 博文 新ひだか 原 武久 ４４０＋１２１：５０．８大差 ６８．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，９３７，２００円 複勝： ３１，６７６，９００円 枠連： １２，６３３，５００円

馬連： ５１，６２５，６００円 馬単： ３６，６５７，３００円 ワイド： ２１，５６３，０００円

３連複： ６５，２８５，９００円 ３連単： １０３，１０３，７００円 計： ３３９，４８３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � ２００円 � ３６０円 � １３０円 枠 連（３－８） １，８３０円

馬 連 �� ３，２１０円 馬 単 �� ５，６８０円

ワ イ ド �� ７７０円 �� ３００円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ２，１４０円 ３ 連 単 ��� １８，７１０円

票 数

単勝票数 計 １６９３７２ 的中 � ２４１３６（３番人気）
複勝票数 計 ３１６７６９ 的中 � ３７９２７（３番人気）� １６７９７（６番人気）� ９１６４６（１番人気）
枠連票数 計 １２６３３５ 的中 （３－８） ５１１７（９番人気）
馬連票数 計 ５１６２５６ 的中 �� １１８７２（１２番人気）
馬単票数 計 ３６６５７３ 的中 �� ４７６５（２１番人気）
ワイド票数 計 ２１５６３０ 的中 �� ６４２３（１０番人気）�� ２０２０１（２番人気）�� ９７０８（６番人気）
３連複票数 計 ６５２８５９ 的中 ��� ２２５９２（６番人気）
３連単票数 計１０３１０３７ 的中 ��� ４０６７（５９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．５―３４．８―４７．４―１：００．３―１：１２．８―１：２５．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アプレレクール �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Caerleon デビュー ２０１０．１０．１０ 東京４着

２００８．２．１０生 牝３青鹿 母 チ ア フ ル 母母 Kartajana ７戦１勝 賞金 ８，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミヤビアルカディア号は，平成２３年６月２２日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 コフィーチャン号（疾病〔右前挫跖〕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。

１４０１４ ５月２２日 晴 良 （２３東京３）第２日 第２競走 ��１，３００�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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

４６ ダ イ ゴ ロ ー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 三石川上牧場 ５０４＋ ６１：１９．７ ９．９�

４７ ブロックコード 牡３青鹿５６ 丸田 恭介�ターフ・スポート宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム ４７４－１０１：２０．５５ ９６．４�

２３ リバルドホープ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊河野 保雄氏 尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４３６＋ ２ 〃 クビ １．８�
７１２ ダノンスプリーム 牡３栗 ５６ C．ウィリアムズ �ダノックス 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 B４４６＋ ２１：２０．８１� ３．３�

（豪）

１１ ケイエスブライト 牡３黒鹿５６ 松田 大作キヨシサービス� 高橋 義忠 日高 高柳 隆男 ４６８－ ２ 〃 アタマ ９．６�
５８ ミスモトヒメサン 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介黒澤 尚氏 松永 康利 新ひだか 岡田スタツド ４４４＋ ２１：２２．５大差 １１６．６	
８１４ デルマラクシュミー 牝３青鹿５４ N．ピンナ 浅沼 廣幸氏 高柳 瑞樹 日高 ファニーヒルファーム ４４０＋ ２１：２２．６クビ １５２．９


（伊）

２２ カワキタハーツ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治川島 吉男氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド ４５０－ ２ 〃 アタマ １８９．３�
８１５ レオロイヤル 牡３栗 ５６ 江田 照男田中 博之氏 中川 公成 日高 豊田田村牧場 ４７４ ―１：２２．８１ ５０．０�
７１３ トシキャプテン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 ４５４＋ ４１：２３．０１ ８１．５
３４ コスモマスク 牡３鹿 ５６ 鈴来 直人 �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 ４３４－ ６ 〃 クビ ８６．８�
３５ エアーズロック 牡３鹿 ５６ 北村 宏司�小林牧場 新開 幸一 浦河 浦河小林牧場 ４５８＋ ２１：２３．１クビ ９０．８�
５９ アブラカタブラ 牝３栗 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 畠山 重則 浦河 福岡 光夫 ４４２－１４１：２３．９５ １４１．５�
６１１ トミケンジェラーチ 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成冨樫 賢二氏 加藤 和宏 新ひだか 飯岡牧場 ４３４± ０１：２４．０クビ １０．０�
６１０ フォージドロイヤル �３栗 ５６

５３ ▲菅原 隆一�三登 佐藤 全弘 新ひだか 小河 豊水 ４２２－ ２１：２４．５３ ３５６．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，６３４，４００円 複勝： ２９，５２０，３００円 枠連： １２，６１３，５００円

馬連： ４７，２０９，２００円 馬単： ３８，３５１，２００円 ワイド： １９，１９５，４００円

３連複： ５６，８７５，５００円 ３連単： １０７，７０１，２００円 計： ３２７，１００，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９９０円 複 勝 � ２５０円 � １，３７０円 � １１０円 枠 連（４－４） ２９，１９０円

馬 連 �� ２９，６６０円 馬 単 �� ６４，０４０円

ワ イ ド �� ３，３８０円 �� ３２０円 �� ２，６８０円

３ 連 複 ��� １３，１５０円 ３ 連 単 ��� １４８，０２０円

票 数

単勝票数 計 １５６３４４ 的中 � １２５０８（４番人気）
複勝票数 計 ２９５２０３ 的中 � ２４１１７（４番人気）� ３１７４（１１番人気）� １２０９２６（１番人気）
枠連票数 計 １２６１３５ 的中 （４－４） ３１９（３１番人気）
馬連票数 計 ４７２０９２ 的中 �� １１７５（３９番人気）
馬単票数 計 ３８３５１２ 的中 �� ４４２（７７番人気）
ワイド票数 計 １９１９５４ 的中 �� １２７６（２８番人気）�� １７８００（２番人気）�� １６１７（２３番人気）
３連複票数 計 ５６８７５５ 的中 ��� ３１９３（３１番人気）
３連単票数 計１０７７０１２ 的中 ��� ５３７（２７４番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１８．３―３０．０―４２．１―５４．４―１：０６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダ イ ゴ ロ ー �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２０１１．１．８ 中山６着

２００８．４．１生 牡３鹿 母 ライジングフラッグ 母母 チームカラーズ ６戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アブラカタブラ号・トミケンジェラーチ号は，平成２３年６月２２日まで平地競走に出走できない。

フォージドロイヤル号は，平成２３年７月２２日まで平地競走に出走できない。
※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３回　東京競馬　第２日



１４０１５ ５月２２日 晴 良 （２３東京３）第２日 第３競走 ��１，６００�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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

７１０ リンガスクリフ 牡３栗 ５６ 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ４９６＋ ２１：３８．２ １．２�

５５ ワンダースピンドル 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝山本 信行氏 小崎 憲 新ひだか 米田牧場 ４７６－１０１：３９．８１０ １０．２�
３３ オ リ ジ ン 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成岡田 牧雄氏 田島 俊明 浦河 桑田フアーム ４７８＋２８１：４０．２２� ３６．３�
８１１ レノヴァティオトラ 牡３鹿 ５６ 江田 照男西森 鶴氏 高木 登 浦河 大西牧場 ４５８－ ６１：４１．１５ ４０．０�
２２ ピースワンボーイ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司長谷川成利氏 大竹 正博 日高 大江牧場 ４５６± ０ 〃 アタマ ７．２�
４４ スパーキーブラウン 牡３鹿 ５６ 小林 淳一佐々木 勇氏 南田美知雄 浦河トラストスリーファーム ４７０± ０１：４１．２クビ ２９０．３�
１１ シャトルベクター 牡３青鹿５６ 石橋 脩加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 ４９２＋ ２１：４１．７３ ２７８．９�
５６ ケイオーワールド 牡３栗 ５６ 吉田 豊ジャパンフードビジネス	 高木 登 新ひだか 千代田牧場 ４５６＋ ２ 〃 クビ ３８．９

６８ ダンスサイト 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 新冠 競優牧場 ４９４－ ４１：４２．１２� １３８．２�
７９ ヒルノヴィッラ 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥蛭川 正文氏 牧 光二 新冠 �原 光子 ４７４－ ６１：４４．５大差 ３１５．９
８１２ ストリートジャック 牡３黒鹿５６ C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ５２２ ―１：４４．６� ２１．１�

（豪）

６７ スペリアファイター 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義森本 悳男氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム B４５６－ ８１：４６．１９ ６９．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２７，７３８，８００円 複勝： ７８，３１０，０００円 枠連： １３，７８８，４００円

馬連： ５３，１９９，７００円 馬単： ５２，１８２，７００円 ワイド： ２４，３５１，９００円

３連複： ６０，２９６，７００円 ３連単： １４６，２５５，７００円 計： ４５６，１２３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １００円 � １７０円 � ４１０円 枠 連（５－７） ３３０円

馬 連 �� ３９０円 馬 単 �� ５２０円

ワ イ ド �� １８０円 �� ６９０円 �� １，２３０円

３ 連 複 ��� ２，０７０円 ３ 連 単 ��� ４，３２０円

票 数

単勝票数 計 ２７７３８８ 的中 � １９１０３０（１番人気）
複勝票数 計 ７８３１００ 的中 � ５８５７４１（１番人気）� ５２０３１（３番人気）� １３７５５（５番人気）
枠連票数 計 １３７８８４ 的中 （５－７） ３１６０３（２番人気）
馬連票数 計 ５３１９９７ 的中 �� １０２１９３（２番人気）
馬単票数 計 ５２１８２７ 的中 �� ７４６０５（２番人気）
ワイド票数 計 ２４３５１９ 的中 �� ４３７３６（２番人気）�� ７５７０（７番人気）�� ４００７（１３番人気）
３連複票数 計 ６０２９６７ 的中 ��� ２１５３５（８番人気）
３連単票数 計１４６２５５７ 的中 ��� ２５０２５（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．７―３５．８―４８．１―１：００．７―１：１３．０―１：２５．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リンガスクリフ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー ２０１０．１１．１３ 東京２着

２００８．２．１１生 牡３栗 母 マイルドスマイル 母母 ビ バ ム ー ル ６戦１勝 賞金 １３，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒルノヴィッラ号・ストリートジャック号・スペリアファイター号は，平成２３年６月２２日まで平地競走

に出走できない。
※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。

１４０１６ ５月２２日 晴 良 （２３東京３）第２日 第４競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１１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

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

８１４� アポロスカイナイト 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 米
Phillips Racing
Partnership &
John W. Phillips

４５４± ０１：２６．３ ２．２�

３５ 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 ４５４－ ２１：２７．３６ １３．４�
８１５ カネトシリープイン 牡３芦 ５６ 松田 大作兼松 利男氏 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 B４６６－ ２１：２７．４� ９．２�
３４ ウインイマジン 牡３栗 ５６ 北村 宏司�ウイン 久保田貴士 日高 オリオンファーム ４７０＋ ４１：２７．６１� ９９．７�
７１３� レディスウィフト 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義�谷川牧場 二ノ宮敬宇 米

Hill ’n’ Dale Equine
Holdings, Inc. & Ed-
ward McGhee

４７２＋ ２ 〃 クビ ７．６�
５９ ケイアイカミノコエ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝 �啓愛義肢材料販売所 南田美知雄 青森 野々宮牧場 ５００－ ２１：２７．８１� １７．７	
４７ セイカフォルテ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 ４４４＋ ４ 〃 アタマ ３．１

５８ スバルオーロラ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治野村 勇氏 菊沢 隆徳 青森 オオタ牧場 ４７８－１０１：２８．８６ ６２．３�
６１１ キングロンシャープ 牡３栗 ５６ 江田 照男小林 久義氏 中川 公成 浦河 三枝牧場 ４７２＋ ６１：２９．１２ ２７．５�
６１０ エメラルストーン 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介高橋 勉氏 松永 康利 浦河 猿橋 義昭 ４５０＋ ５１：２９．２� １３２．６
４６ リキテンスタイン 牡３栗 ５６ 丸田 恭介松本夫佐子氏 伊藤 大士 新ひだか 神垣 道弘 ４７２－ ８１：３０．１５ ３０１．９�
２２ コウヨウワールド 牡３芦 ５６

５３ ▲高嶋 活士寺内 正光氏 的場 均 浦河 谷川牧場 ４５４－ ２ 〃 アタマ ３０３．１�
１１ コ ニ コ ニ 牡３栗 ５６ 柴田 大知�錦岡牧場 星野 忍 新冠 錦岡牧場 B４８４＋ ６１：３０．２クビ ３０９．４�
２３ マドラスシチー 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 新ひだか 出羽牧場 ４６６－ ４１：３０．４１ ２３４．５�
７１２� ビターアンドハイ 牡３鹿 ５４ C．ウィリアムズ 吉田 和美氏 栗田 徹 豪 Makybe Rac-

ing & Breeding B５０２＋ ２１：３１．８９ ６０．５�
（豪）

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，８０５，６００円 複勝： ３７，３６５，６００円 枠連： １６，７６１，８００円

馬連： ５８，０１６，７００円 馬単： ４５，５２８，８００円 ワイド： ２４，０８７，５００円

３連複： ６８，５６３，１００円 ３連単： １２４，０６２，１００円 計： ３９３，１９１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � ２８０円 � ２５０円 枠 連（３－８） ８３０円

馬 連 �� １，２５０円 馬 単 �� １，２９０円

ワ イ ド �� ５１０円 �� ３７０円 �� １，４５０円

３ 連 複 ��� ３，０００円 ３ 連 単 ��� １１，３２０円

票 数

単勝票数 計 １８８０５６ 的中 � ６９１６４（１番人気）
複勝票数 計 ３７３６５６ 的中 � １５３９７７（１番人気）� ２４０１０（５番人気）� ２７２９９（４番人気）
枠連票数 計 １６７６１８ 的中 （３－８） １５０６９（３番人気）
馬連票数 計 ５８０１６７ 的中 �� ３４４２４（４番人気）
馬単票数 計 ４５５２８８ 的中 �� ２６１１２（４番人気）
ワイド票数 計 ２４０８７５ 的中 �� １１８１６（４番人気）�� １７５４４（２番人気）�� ３７３６（１７番人気）
３連複票数 計 ６８５６３１ 的中 ��� １６８９８（９番人気）
３連単票数 計１２４０６２１ 的中 ��� ８０９１（３２番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．９―１２．７―１２．９―１２．４―１２．２―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．６―３６．３―４９．２―１：０１．６―１：１３．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アポロスカイナイト �
�
父 Perfect Soul �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１０．１０．１７ 東京２着

２００８．２．１１生 牡３鹿 母 Royal Wonder 母母 Ameriflora １０戦１勝 賞金 １３，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビターアンドハイ号は，平成２３年６月２２日まで平地競走に出走できない。
※キングロンシャープ号は，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，主として騎乗中の国名を表示している。



１４０１７ ５月２２日 晴 良 （２３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

５８ プレミアムテースト 牡３青 ５６ 石橋 脩 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４４０± ０２：００．３ ７．６�

３４ エーブフウジン 牡３栗 ５６ 蛯名 正義 �レーシングホース
ジャパン 清水 利章 新ひだか ダイイチ牧場 ４６４－ ４ 〃 ハナ ６．５�

２２ マイネルリシェス 牡３鹿 ５６ 武士沢友治 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム ４７２－ ６ 〃 クビ ４２．０�

１１ � アポロゼウス 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 米
Hill ’n’ Dale Equine
Holdings, Inc., Josham
Farms Limited, et al

４７４± ０２：００．５１� １７．１�
８１３ ホッコーブレーヴ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成矢部 幸一氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 ４５２－ ２２：００．６� ４．１�
４６ ゴッドツヨシ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春横瀬 兼二氏 伊藤 伸一 新冠 芳住 革二 ４８０± ０２：００．８１� ２３．８	
５７ シルクグラサージュ 牡３青鹿５６ 吉田 豊有限会社シルク高木 登 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８－ ４２：００．９クビ １．９

４５ トルネードビア 牡３黒鹿５６ 松田 大作畑佐 博氏 水野 貴広 新ひだか 酒井 秀紀 ３９４± ０２：０１．４３ １８５．４�
７１２ ダ ー ク ラ ム 牡３黒鹿５６ C．ウィリアムズ �ジェイアール 鈴木 伸尋 日高 賀張三浦牧場 ４７８－ ８２：０２．３５ ２７．７�

（豪）

８１４ マスイルベッロ 牡３栗 ５６
５３ ▲高嶋 活士上田 忠男氏 畠山 重則 新ひだか 中田 浩美 ４３８－ ４２：０２．８３ ３７６．１

３３ コスモテンチョウ 牡３鹿 ５６ 鈴来 直人 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 浦河 高岸 順一 ４５６＋ ２２：０２．９� ５０５．３�
７１１ マイネシェリー 牝３黒鹿５４ N．ピンナ �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム ４７２－ ６２：０３．６４ ２７０．４�
（伊）

６１０ モンドナハト 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介伊藤 信之氏 松山 将樹 新ひだか 増本牧場 ４３４ ―２：０３．８１ ３８９．９�
６９ イ ズ ミ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝滝澤 洋一氏 杉浦 宏昭 新ひだか 岡田スタツド B４４６± ０２：０４．９７ １６４．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２２，９５５，７００円 複勝： ６１，５１６，５００円 枠連： １４，９５４，９００円

馬連： ５８，１２６，０００円 馬単： ４６，６９８，１００円 ワイド： ２４，３２５，９００円

３連複： ６８，９２２，０００円 ３連単： １４３，１０２，１００円 計： ４４０，６０１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ４００円 � ２９０円 � ９４０円 枠 連（３－５） ３９０円

馬 連 �� ２，５５０円 馬 単 �� ５，５８０円

ワ イ ド �� ７００円 �� ２，１２０円 �� ２，０８０円

３ 連 複 ��� ２７，１５０円 ３ 連 単 ��� １２２，６６０円

票 数

単勝票数 計 ２２９５５７ 的中 � ２３８５８（４番人気）
複勝票数 計 ６１５１６５ 的中 � ４１２４７（４番人気）� ６１７４５（３番人気）� １５４４５（７番人気）
枠連票数 計 １４９５４９ 的中 （３－５） ２８６０６（２番人気）
馬連票数 計 ５８１２６０ 的中 �� １６８５７（１０番人気）
馬単票数 計 ４６６９８１ 的中 �� ６１８２（１７番人気）
ワイド票数 計 ２４３２５９ 的中 �� ９０９９（８番人気）�� ２７５３（２１番人気）�� ２８１６（１９番人気）
３連複票数 計 ６８９２２０ 的中 ��� １８７４（５２番人気）
３連単票数 計１４３１０２１ 的中 ��� ８６１（２３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．８―３６．６―４８．６―１：０１．０―１：１３．２―１：２５．４―１：３６．６―１：４８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．１―３F３４．９

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

勝馬の
紹 介

プレミアムテースト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー ２０１１．２．２６ 中山４着

２００８．３．１生 牡３青 母 ジャッキーテースト 母母 ジャッキーマックス ２戦１勝 賞金 ５，９８０，０００円
〔発走状況〕 モンドナハト号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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。

１４０１８ ５月２２日 曇 良 （２３東京３）第２日 第６競走 ��
��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

７１４� インディーズゲーム 牡３鹿 ５６ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Edward A.
Seltzer Trust ４７４－ ４１：２５．６ １．９�

８１６ トキノエクセレント 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成田中 準市氏 矢野 照正 浦河 三嶋牧場 ４４２－ ４１：２６．０２� ２．６�
４８ デイブレイク 牡３鹿 ５６ 柴田 大知�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４７２－ ４ 〃 ハナ ３５．８�
４７ グリーンファイヤー 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介西村 專次氏 古賀 史生 浦河 山口 義彦 ４７２－ ４１：２６．２１� １３４．４�
６１１ リーサムダイチ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣平田友里恵氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 ４６６± ０１：２６．４１� ２４．９�
５１０ ウエスタンレビュー 牝３黒鹿５４ 嘉藤 貴行西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか 北西牧場 ４７８－ ６ 〃 ハナ ６６．８�
７１３ トーアクリスタル 牡３芦 ５６ 江田 照男高山ランド	 星野 忍 豊浦トーア牧場 ５２８－ ８１：２６．７２ １５０．３

１２ � リアライズブレイク 牡３鹿 ５６ N．ピンナ 	リアライズ 森 秀行 愛

J. Hanley, Skymarc
Farm & Castle-
martin Stud

４６０± ０１：２６．８	 ４３．０�
（伊）

２３ ラブミーニキータ 牝３芦 ５４ 吉田 豊小林 祥晃氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４９４－ ４ 〃 ハナ ３４．９�
３６ マルタカシクレノン 牡３青鹿５６ 蛯名 正義國立 治氏 清水 美波 浦河 細道牧場 ４８２－ ４１：２７．０	 ７．５
２４ トーセントレジャー 牡３鹿 ５６

５３ ▲高嶋 活士島川 �哉氏 柴崎 勇 新ひだか 矢野牧場 ４６８－ ６１：２７．１� １６９．０�
８１５ コスモオウガイ 牡３栗 ５６ 武士沢友治 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 長浜 忠 ４９４－ ６ 〃 アタマ ３３６．３�
３５ イ カ ル ス 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝池谷 誠一氏 粕谷 昌央 浦河 川越牧場 ５２４± ０１：２７．６３ ８８．６�
５９ 
 リュウノフラッシュ 牡３鹿 ５６

５３ ▲菅原 隆一ケンレーシング組合 高柳 瑞樹 浦河 大西牧場 ４４２± ０１：２８．２３� ６８６．７�
１１ ヨイチサークル 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介加藤 興一氏 菅原 泰夫 平取 松崎 文彦 ４７４－ ６１：２８．３	 ２９２．４�
６１２ サンライトムーン 牝３鹿 ５４ 松岡 正海北川 勉氏 松山 康久 日高 日高大洋牧場 ４４０－ ４１：２９．３６ ７５．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，７４７，７００円 複勝： ４２，３５５，０００円 枠連： １７，７５１，４００円

馬連： ６７，８６９，８００円 馬単： ５６，７６３，２００円 ワイド： ２９，６６４，２００円

３連複： ８１，２９４，２００円 ３連単： １６０，４５７，４００円 計： ４８０，９０２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � ３６０円 枠 連（７－８） １９０円

馬 連 �� １９０円 馬 単 �� ３１０円

ワ イ ド �� １５０円 �� ７９０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� １，３１０円 ３ 連 単 ��� ２，９３０円

票 数

単勝票数 計 ２４７４７７ 的中 � １０６８２５（１番人気）
複勝票数 計 ４２３５５０ 的中 � １１０４６５（２番人気）� １７５１９７（１番人気）� １３４０９（７番人気）
枠連票数 計 １７７５１４ 的中 （７－８） ７２１５５（１番人気）
馬連票数 計 ６７８６９８ 的中 �� ２６４９００（１番人気）
馬単票数 計 ５６７６３２ 的中 �� １３８１６５（１番人気）
ワイド票数 計 ２９６６４２ 的中 �� ７５０５４（１番人気）�� ７１９４（１１番人気）�� ７３８５（１０番人気）
３連複票数 計 ８１２９４２ 的中 ��� ４６０９１（５番人気）
３連単票数 計１６０４５７４ 的中 ��� ４０４３８（６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．４―３５．０―４７．５―１：００．２―１：１２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�インディーズゲーム �
�
父 Indian Charlie �

�
母父 Machiavellian デビュー ２０１１．４．２３ 東京１着

２００８．３．１１生 牡３鹿 母 Bellini Sunrise 母母 Harbour Club ２戦２勝 賞金 １２，０００，０００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。



１４０１９ ５月２２日 曇 良 （２３東京３）第２日 第７競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時２０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

１：１９．８
１：１９．０

良

良

４７ ショウナンダンク 牡５芦 ５７ 藤岡 佑介�湘南 伊藤 大士 静内 神垣 道弘 ４９２－ ８１：２１．５ １２．１�

８１６ ケ イ バ ズ キ 牡５鹿 ５７ 北村 宏司小田切有一氏 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ４３８± ０１：２１．８２ １１．３�
５９ ジョディーズライン 牝４栗 ５５ 石橋 脩 �キャロットファーム 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８－ ４ 〃 クビ ３１．８�
６１２ クィンビークイーン 牝４鹿 ５５ 小林 淳一竹森 幹雄氏 小西 一男 浦河 大成牧場 ４４４－ ４ 〃 ハナ ３２４．０�
３６ アルマトゥーラ 牡４芦 ５７ 蛯名 正義コウトミックレーシング 斎藤 誠 日高 浦新 徳司 ４６８－ ６１：２１．９� ３．５�
７１４ マ シ ラ 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６－ ２１：２２．０� ４．４�
７１３ シンボリカージナル 牡５鹿 ５７ 江田 照男シンボリ牧場 高橋 祥泰 静内 シンボリ牧場 ４９２－ ８１：２２．２１� １５．８	
１１ ダノンシュナップス 牡４栗 ５７ C．ウィリアムズ 
ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５２２－１８ 〃 ハナ ６．２�

（豪）

３５ � エムアイボニータ 牝４栗 ５５ 丸田 恭介馬場 �晃氏 松永 康利 新冠 竹中牧場 ４５６± ０１：２２．３� １７８．７�
８１８ マックスストレイン 牡４栗 ５７ 田中 勝春鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４６０± ０１：２２．４� ７８．８
６１１ ケイエスショークン 牝４鹿 ５５ 松田 大作キヨシサービス
 高橋 義忠 白老 社台牧場 ４３０－ ８１：２２．５� ３２６．０�
１２ ワールドロレックス 牡５鹿 ５７ 四位 洋文市川 義美氏 角田 晃一 早来 ノーザンファーム ４６４－１４ 〃 アタマ ８．４�
２４ シャイニーデザート 牡５黒鹿５７ 吉田 豊小林 昌志氏 尾形 充弘 新ひだか 沖田 博志 ５１８－１６１：２２．６� ７．８�
２３ ガ リ ア ー ノ 牡５栗 ５７ 浜中 俊 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム B４５４＋ ６１：２２．８１� １０２．０�
７１５� アラマサマンボウ 牝４栗 ５５ 池添 謙一�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４７６＋ ８１：２２．９� ８３．７�
４８ � ホウザンドラゴン 	５青鹿５７ 武士沢友治加藤 豊三氏 古賀 史生 むかわ 清水ファーム ４８６＋１４１：２３．１１ ４００．１�
８１７� トウカイカラー 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲高嶋 活士内村 正則氏 成島 英春 むかわ エスティウィンファーム ４１６＋ ４１：２３．２� ２３３．０�
５１０ アイアムノココロ 牝４青鹿５５ 大庭 和弥堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B４２６－２０１：２３．５１� ６７．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，１０５，０００円 複勝： ３２，４１１，６００円 枠連： ２１，３６８，３００円

馬連： ７０，３２５，９００円 馬単： ４１，０７７，９００円 ワイド： ２６，６１０，８００円

３連複： ７９，９８６，４００円 ３連単： １２４，７８７，５００円 計： ４１６，６７３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２１０円 複 勝 � ５００円 � ３７０円 � ９４０円 枠 連（４－８） ６，５５０円

馬 連 �� ７，２３０円 馬 単 �� １２，５５０円

ワ イ ド �� ２，２８０円 �� ５，３３０円 �� ５，１９０円

３ 連 複 ��� ６５，５９０円 ３ 連 単 ��� ３１７，５７０円

票 数

単勝票数 計 ２０１０５０ 的中 � １３１５５（７番人気）
複勝票数 計 ３２４１１６ 的中 � １７３６２（８番人気）� ２４９１５（６番人気）� ８４６６（９番人気）
枠連票数 計 ２１３６８３ 的中 （４－８） ２４０９（２０番人気）
馬連票数 計 ７０３２５９ 的中 �� ７１８８（２７番人気）
馬単票数 計 ４１０７７９ 的中 �� ２４１６（５１番人気）
ワイド票数 計 ２６６１０８ 的中 �� ２９１９（２７番人気）�� １２２１（４６番人気）�� １２５５（４２番人気）
３連複票数 計 ７９９８６４ 的中 ��� ９００（１４３番人気）
３連単票数 計１２４７８７５ 的中 ��� ２９０（７０１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．９―３５．１―４７．２―５８．９―１：１０．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンダンク �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 ミュージックタイム デビュー ２００９．１．１１ 中山５着

２００６．１．１９生 牡５芦 母 ガッダムブランシュ 母母 ガッドファイヤー ２０戦３勝 賞金 ４０，０４７，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 メンブランツァ号
※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。

１４０２０ ５月２２日 曇 良 （２３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 ２３１，０００円 ６６，０００円 ３３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

２２ サクセスシルエット 牝３鹿 ５４ C．ウィリアムズ �嶋 哲氏 久保田貴士 浦河 有限会社
吉田ファーム ４０６－ ２１：５０．１ ３．６�

（豪）

７７ マイネクイーン 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 斎藤 誠 浦河 富田牧場 ４３８＋ ８ 〃 クビ ２．３�

３３ リ ヴ ァ ー レ 牝３黒鹿５４ 江田 照男エデンアソシエーション 牧 光二 新冠 川島牧場 ４４２＋１０ 〃 ハナ ４．１�
４４ フレンドサンポウ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一横尾 晴人氏 清水 美波 新冠 斉藤 安行 ４６４＋ ４１：５０．３１ ２０．３�
８８ キングダンサー 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成菅原 光博氏 田村 康仁 新ひだか 沖田 哲夫 ４６２－ ２１：５０．５１� ７．１�
６６ ライブインベガス 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥浅田 次郎氏 小桧山 悟 千歳 社台ファーム ４１８± ０１：５０．９２� １０．２�
１１ � 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 ４１４＋ ４１：５１．５３� １４０．９	
５５ デルマバフチャラ 牝３栗 ５４ N．ピンナ 浅沼 廣幸氏 佐藤 吉勝 日高 ファニーヒルファーム ４３０＋ ６１：５１．６� １１０．０


（伊）

（８頭）

売 得 金

単勝： ２７，９４６，６００円 複勝： ３０，０５１，４００円 枠連： 発売なし

馬連： ６８，９２５，６００円 馬単： ５５，５５３，６００円 ワイド： ２２，６１０，０００円

３連複： ６３，５０８，２００円 ３連単： １９５，６４９，０００円 計： ４６４，２４４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � １２０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ４００円 馬 単 �� ９９０円

ワ イ ド �� １７０円 �� ２７０円 �� １６０円

３ 連 複 ��� ４３０円 ３ 連 単 ��� ２，２５０円

票 数

単勝票数 計 ２７９４６６ 的中 � ６２４０２（２番人気）
複勝票数 計 ３００５１４ 的中 � ６２１５７（２番人気）� ９７４４５（１番人気）� ５６５９５（３番人気）
馬連票数 計 ６８９２５６ 的中 �� １２７２５６（１番人気）
馬単票数 計 ５５５５３６ 的中 �� ４１４２５（３番人気）
ワイド票数 計 ２２６１００ 的中 �� ３４６５０（２番人気）�� １７３７８（４番人気）�� ３８８８１（１番人気）
３連複票数 計 ６３５０８２ 的中 ��� １１０６２１（１番人気）
３連単票数 計１９５６４９０ 的中 ��� ６４４２５（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２５．１―３７．９―５０．８―１：０３．５―１：１６．２―１：２７．６―１：３８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．６―３F３３．９

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

勝馬の
紹 介

サクセスシルエット �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１０．１２．１８ 中山２着

２００８．３．１９生 牝３鹿 母 フェアレストケープ 母母 Myth ６戦２勝 賞金 ２１，３８１，０００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。



１４０２１ ５月２２日 曇 良 （２３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；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．８
１：１９．０

良

良

４７ トーホウカイザー 牡６黒鹿５７ 丸田 恭介東豊物産� 高橋 裕 門別 長谷川 一男 ４８８－ ２１：２１．４ ４５．３�

７１３ トーセンマドローナ 牡５芦 ５７ 後藤 浩輝島川 �哉氏 小崎 憲 新ひだか 土田農場 ５００＋ ６ 〃 アタマ ４．０�
２４ トウショウフォアゴ 牡４黒鹿５７ 吉田 豊トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６０－ ８ 〃 ハナ １９．３�
８１５ ベルベットロード 牡５栗 ５７ 安藤 勝己�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４８８－ ２１：２１．５� ３．３�
５１０ ツーデイズノーチス 牝５黒鹿５５ 松岡 正海諸江 幸祐氏 斎藤 誠 静内 西村 和夫 ４９６± ０ 〃 ハナ ４．０	
６１２ オルトリンデ 牝５栗 ５５ 藤岡 佑介 �グリーンファーム 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４６４－ ２ 〃 クビ １０．５

１２ サトノジューオー 牡４青鹿５７ 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５３０＋ ２１：２１．８２ ８．１�
３５ マイネルエデン 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 阿部 新生 新冠 飛渡牧場 ５３０＋ ８ 〃 アタマ １８．４�
３６ カレンナサクラ 牝７栗 ５５ 大庭 和弥北所 直人氏 高木 登 静内 見上牧場 ４６２－ ６１：２１．９クビ ４４．８
５９ アイアンデューク 牡５芦 ５７ 石橋 脩栗坂 崇氏 伊藤 伸一 鵡川 上水牧場 ４６０± ０ 〃 クビ １７．９�
４８ クリノサンデーママ 牝５栗 ５５ 江田 照男栗本 博晴氏 星野 忍 浦河 本巣 敦 ４３６＋ ２１：２２．２１� ４８３．１�
６１１ タマニューホープ 牡５鹿 ５７ 浜中 俊玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４５２－１２１：２２．３� １６２．６�
８１６ ラジャポネーズ 牝４鹿 ５５ 柴田 大知�ミルファーム 伊藤 大士 日高 正和山本牧場 ４４８＋ ６ 〃 アタマ １９２．２�
８１７	 ビービーナエトル 牡６栗 ５７ 田中 勝春�坂東牧場 古賀 慎明 門別 菊地牧場 B４７８－ ６１：２２．４クビ ４０３．４�
７１４	 ミサトバレー 牝６栗 ５５ 武士沢友治戸部 洋氏 石栗 龍彦 静内 真歌伊藤牧場 ４４８－ ２１：２２．６１
 ４４５．０�
１１ トーセンオーパス 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣島川 �哉氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４５８－ ２１：２２．９１� ９７．１�
２３ ラヴインザダーク 牝５鹿 ５５ 小林 淳一�大樹ファーム 高橋 祥泰 新冠 パカパカ

ファーム ４５０－１０１：２３．０� ４５５．４�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ３７，２１２，３００円 複勝： ５６，７４６，４００円 枠連： ２８，６７７，７００円

馬連： １３５，６０２，３００円 馬単： ７５，５７６，３００円 ワイド： ４０，５３９，２００円

３連複： １３６，２１１，８００円 ３連単： ２４５，８８１，３００円 計： ７５６，４４７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，５３０円 複 勝 � １，２６０円 � １９０円 � ５５０円 枠 連（４－７） ９，０６０円

馬 連 �� ９，９２０円 馬 単 �� ２６，４００円

ワ イ ド �� ２，９００円 �� ５，８８０円 �� １，２００円

３ 連 複 ��� ４０，５１０円 ３ 連 単 ��� ３４４，３３０円

票 数

単勝票数 計 ３７２１２３ 的中 � ６４８５（１０番人気）
複勝票数 計 ５６７４６４ 的中 � ９７６２（１０番人気）� １０３８６７（２番人気）� ２４５６６（８番人気）
枠連票数 計 ２８６７７７ 的中 （４－７） ２３３６（２６番人気）
馬連票数 計１３５６０２３ 的中 �� １００９５（２８番人気）
馬単票数 計 ７５５７６３ 的中 �� ２１１３（６３番人気）
ワイド票数 計 ４０５３９２ 的中 �� ３４１０（３０番人気）�� １６６０（４６番人気）�� ８６０４（１５番人気）
３連複票数 計１３６２１１８ 的中 ��� ２４８２（８６番人気）
３連単票数 計２４５８８１３ 的中 ��� ５２７（６２２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１０．９―１０．９―１０．９―１２．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．９―３４．８―４５．７―５６．６―１：０８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．６―３F３５．７
３ ６，１０，１３（２，１７）（９，１１，１６）－（５，１５）（３，８）７，１４，４，１２，１ ４ ６＝１０，１３，２（９，１１，１７）１６（５，１５）（３，８）７（４，１４）（１，１２）

勝馬の
紹 介

トーホウカイザー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ノーザングループ デビュー ２００８．１．１３ 中山１着

２００５．２．２５生 牡６黒鹿 母 テルノシュウスケ 母母 シエントルビー ２６戦４勝 賞金 ５０，７３４，０００円

１４０２２ ５月２２日 小雨 良 （２３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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００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

８１５ ヒラボクワイルド 牡５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 ４８６＋ ６１：３７．６ ６．０�

３６ アドマイヤロイヤル 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５２４＋ ２１：３７．７� ４．０�
６１１ セ イ リ オ ス 牡４鹿 ５７ 北村 宏司 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４７６－ ４１：３７．９１� ５．８�
８１６ ロンギングスター 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝坂本 浩一氏 勢司 和浩 浦河 中村 雅明 ４６６± ０１：３８．１１	 ６．０�
５１０ グラヴィテーション 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成清水 二朗氏 本間 忍 三石 中田 英樹 ５１０－ ４１：３８．２	 １７．４�
７１４ キングパーフェクト 牡５黒鹿５７ 岩部 純二田中 晴夫氏 萱野 浩二 様似 スイートフアーム ４６４＋ ２１：３８．３クビ ６．１	
６１２
 マイエンブレム 牡６鹿 ５７ 池添 謙一太田珠々子氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ５３８＋ ８ 〃 クビ ２０．５

４７ ラ ル ー チ ェ 牝５芦 ５５ 江田 照男植中 倫子氏 平田 修 安平 ノーザンファーム B４９２＋ ４１：３８．５１ １５３．３�
３５ ジョーメテオ 牡５鹿 ５７ 松岡 正海上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 ５０２± ０１：３８．９２	 ３９．０�
１１ フォーティファイド 牡６栗 ５７ 浜中 俊吉田 和美氏 石坂 正 門別 中前 義隆 ５０６＋ ４１：３９．０	 １５９．８
２３ サンマルセイコー 牝８黒鹿５５ 武士沢友治相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４９０－ ４１：３９．３２ ２８２．７�
２４ メイショウダグザ 牡５黒鹿５７ 石橋 脩松本 好雄氏 南井 克巳 静内 フジワラフアーム ４８４－ ２ 〃 ハナ １５．８�
４８ アイソトープ 牡６栗 ５７ C．ウィリアムズ �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム B４８６＋ ２ 〃 クビ ３３．６�

（豪）

５９ 
 キャプテンルビー 牡６芦 ５７ N．ピンナ �ターフ・スポート伊藤 大士 三石 ダイイチ牧場 B４７０＋ ４１：３９．４クビ ３７．１�
（伊）

１２ ダイヤモンドムーン 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 ５１０＋ ２１：３９．６１� ２３．９�
７１３� アースリヴィング 牝５鹿 ５５ 吉田 豊 �グリーンファーム 小笠 倫弘 米 Marablue

Farm, LLC ４８０＋ ４１：４０．４５ ３４．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４２，９７２，２００円 複勝： ７８，３４３，０００円 枠連： ４５，３２８，０００円

馬連： １９２，４９７，９００円 馬単： ９２，３５３，６００円 ワイド： ５５，８０４，７００円

３連複： １９７，７６７，４００円 ３連単： ３４３，３３３，７００円 計： １，０４８，４００，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １７０円 � １６０円 � １８０円 枠 連（３－８） ５３０円

馬 連 �� １，０８０円 馬 単 �� ２，８５０円

ワ イ ド �� ５３０円 �� ５９０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ２，１５０円 ３ 連 単 ��� １２，６５０円

票 数

単勝票数 計 ４２９７２２ 的中 � ５６９０５（３番人気）
複勝票数 計 ７８３４３０ 的中 � １２４６２４（２番人気）� １３３２０５（１番人気）� １１５９９５（３番人気）
枠連票数 計 ４５３２８０ 的中 （３－８） ６３６７０（１番人気）
馬連票数 計１９２４９７９ 的中 �� １３１６９４（１番人気）
馬単票数 計 ９２３５３６ 的中 �� ２３９２６（７番人気）
ワイド票数 計 ５５８０４７ 的中 �� ２６０８３（３番人気）�� ２２９７２（７番人気）�� ２７０６６（１番人気）
３連複票数 計１９７７６７４ 的中 ��� ６８０５２（２番人気）
３連単票数 計３４３３３３７ 的中 ��� ２００３１（１２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．３―１２．３―１３．３―１２．７―１２．３―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．４―３４．７―４７．０―１：００．３―１：１３．０―１：２５．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒラボクワイルド �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Seattle Slew デビュー ２００８．９．１５ 阪神３着

２００６．４．１２生 牡５青鹿 母 ノベンバースルー 母母 November Snow １７戦５勝 賞金 ９１，１２８，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 クリュギスト号・ゴールドバシリスク号・シグナリオ号・ロリンザーユーザー号
※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。

２レース目



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

発走１５時４０分 （第７２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
本 賞 ９７，０００，０００円 ３９，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，７００，０００円
付 加 賞 ３０，６１１，０００円 ８，７４６，０００円 ４，３７３，０００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

レースレコード

２：２２．１
２：２２．１
２：２５．３

良

良

良

２４ エリンコート 牝３黒鹿５５ 後藤 浩輝吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４５６－ ２２：２５．７ ３７．２�

８１８ ピュアブリーゼ 牝３栗 ５５ 柴田 善臣 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４３６＋ ２ 〃 クビ ３９．８�
６１２ ホエールキャプチャ 牝３芦 ５５ 池添 謙一嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 ４５２－ ２ 〃 ハナ ３．０�
５９ マルセリーナ 牝３鹿 ５５ 安藤 勝己 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４５２± ０２：２６．１２� ２．２�
７１４ スピードリッパー 牝３栗 ５５ 蛯名 正義吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４５６± ０２：２６．２クビ ９６．２�
８１７ マイネイサベル 牝３鹿 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 高橋 修 ４５４＋ ６ 〃 ハナ ３５．８	
６１１ ア カ ン サ ス 牝３青 ５５ 北村 宏司魚住 啓市氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４２６－ ２ 〃 クビ ４３．５

７１５ ハッピーグラス 牝３鹿 ５５ 松田 大作下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４４２－ ６２：２６．４� １５３．１�
１１ ハブルバブル 牝３鹿 ５５ C．ウィリアムズ 金子真人ホールディングス� 池江 泰寿 新冠 パカパカ

ファーム ４４６＋ ６ 〃 クビ １０．９
（豪）

５１０ デルマドゥルガー 牝３鹿 ５５ N．ピンナ 浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム ４８２＋１２２：２６．７１� ４４．１�
（伊）

１２ メ デ タ シ 牝３鹿 ５５ 浜中 俊小田切有一氏 音無 秀孝 新冠 アサヒ牧場 ４２６＋ ６ 〃 ハナ ４１．０�
４８ マイネソルシエール 牝３栗 ５５ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム ４４０－ ８２：２６．９１	 １４０．５�
４７ ライステラス 牝３芦 ５５ 丸田 恭介 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４５４－ ６ 〃 アタマ ６１．３�
８１６ グルヴェイグ 牝３黒鹿５５ 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 ４４２± ０２：２７．１� １０．４�
３６ サイレントソニック 牝３黒鹿５５ 田中 勝春細谷 典幸氏 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 ４４４－ ２２：２７．３１� １２３．３�
３５ カ ル マ ー ト 牝３黒鹿５５ 吉田 豊 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４－ ４２：２７．５１� ２４１．２�
２３ バウンシーチューン 牝３鹿 ５５ 三浦 皇成 �グリーンファーム 田島 俊明 千歳 社台ファーム ４１６＋ ４２：２８．６７ １５．８�
７１３ シシリアンブリーズ 牝３鹿 ５５ 藤岡 佑介 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４５２－ ６ 〃 クビ ７２．１�

（１８頭）

売 得 金
単勝： ３９９，３６６，４００円 複勝： ４０４，８１１，３００円 枠連： ４８９，７４０，３００円 馬連： １，８４１，１６９，７００円 馬単： １，１７６，３１７，１００円

ワイド： ５００，５６５，９００円 ３連複： ２，５３２，８６５，５００円 ３連単： ６，０２８，５８１，１００円 ５重勝： １，１９３，９０３，３００円 計： １４，５６７，３２０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，７２０円 複 勝 � ８００円 � ７８０円 � １４０円 枠 連（２－８） ２，７７０円

馬 連 �� ４２，７５０円 馬 単 �� １０４，４６０円

ワ イ ド �� ９，５１０円 �� １，７２０円 �� １，８１０円

３ 連 複 ��� ４５，１２０円 ３ 連 単 ��� ５４８，１９０円

５ 重 勝
対象競走：京都１０R／東京１０R／新潟１１R／京都１１R／東京１１R

キャリーオーバー なし����� １４６，８５０，１１０円

票 数

単勝票数 計３９９３６６４ 的中 � ８４８１６（７番人気）
複勝票数 計４０４８１１３ 的中 � １０１３２８（９番人気）� １０４８３９（７番人気）� １１３９０６８（２番人気）
枠連票数 計４８９７４０３ 的中 （２－８） １３０５４９（９番人気）
馬連票数 計１８４１１６９７ 的中 �� ３１７９０（６４番人気）
馬単票数 計１１７６３１７１ 的中 �� ８３１１（１２８番人気）
ワイド票数 計５００５６５９ 的中 �� １２６５３（６４番人気）�� ７２５３２（１５番人気）�� ６８９２７（１９番人気）
３連複票数 計２５３２８６５５ 的中 ��� ４１４３６（９３番人気）
３連単票数 計６０２８５８１１ 的中 ��� ８１１６（８１９番人気）
５重勝票数 差引計１１９３９０３３（返還計１４８９１４） 的中 ����� ６

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

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―２４．１―３５．９―４８．３―１：００．７―１：１２．９―１：２５．７―１：３７．９―１：５０．４―２：０２．２―２：１３．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エリンコート �
�
父 デュランダル �

�
母父 Bluebird デビュー ２０１０．７．２５ 函館３着

２００８．３．１０生 牝３黒鹿 母 エリンバード 母母 Maid of Erin ９戦４勝 賞金 １６４，６８２，０００円
〔制裁〕 エリンコート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７０，０００円。（１４番への進路影

響）
〔その他〕 エリンコート号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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） ３頭 サクラプリエール号・センティラシオン号・フレンチボウ号
※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。

１４０２４ ５月２２日 雨 稍重 （２３東京３）第２日 第１２競走
被災地支援競走

��
��１，４００�の ぞ み 賞

発走１６時２５分 （芝・左）
４歳以上，１，６００万円以下，２２．５．２２以降２３．５．１５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 １７，７００，０００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

１：１９．８
１：１９．０

良

良

５９ スペシャルハート 牡６栗 ５６ 浜中 俊芹澤 精一氏 勢司 和浩 三石 片山 修 ４８４－１０１：２０．７ １１．２�

２３ シャドークロス 牡６栗 ５６ 柴田 善臣�サンコウ牧場 清水 英克 静内 サンコウ牧場 ４８４－ ６１：２０．９１� ６．２�
３５ � ブルーデインヒル 牡６鹿 ５５ 後藤 浩輝 �ブルーマネジメント加藤 征弘 米 Britton House

Stud Ltd. ４８０＋ ４１：２１．１１� １３．８�
８１６	 レジェトウショウ 牝５栗 ５４ 吉田 豊トウショウ産業� 阿部 新生 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７２＋ ２ 〃 クビ １０．０�
２４ ドリームゼロワン 牡６栗 ５４ C．ウィリアムズ セゾンレースホース� 加用 正 静内 サンコウ牧場 ５１６－ ２１：２１．２� ４．４�

（豪）

１１ タイガーストーン 牡５鹿 ５６ 四位 洋文百万 武夫氏 坂口 正則 静内 タイヘイ牧場 ５０８＋ ４ 〃 クビ ３８．３	
５１０ サクラミモザ 牝５黒鹿５５ 北村 宏司�さくらコマース畠山 吉宏 新ひだか 原 光彦 ４７２＋ ２１：２１．３クビ ７．５

７１４ レオプライム 牡４鹿 ５４ N．ピンナ �レオ 友道 康夫 浦河 酒井牧場 ４６０± ０ 〃 クビ ３３．６�

（伊）

６１２ ウインブシドウ 牡４黒鹿５５ 田中 勝春�ウイン 千田 輝彦 新冠 松浦牧場 ４９４＋ ６１：２１．４クビ ２０．７�
１２ ダノンブライアン 
７鹿 ５６ 石橋 脩�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５０４－ ２１：２１．５� １７．３
４８ 	 アラマサローズ 牝５鹿 ５４ 丸田 恭介�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４５４＋ ６ 〃 クビ ５１．３�
４７ カゼノグッドボーイ 牡５栗 ５５ 蛯名 正義深井 孟氏 中野 栄治 早来 吉田 浩三 ４４２＋ ２１：２１．８１� １０．３�
６１１ ヒカルジョディー 牡５栗 ５６ 松岡 正海�橋 京子氏 中尾 秀正 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８－ ４１：２１．９� ４１．０�
３６ レインスティック 牡４栗 ５６ 三浦 皇成 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４４８－ ４１：２２．１１� ６．８�
８１５� ロードバロック 牡６鹿 ５４ 池添 謙一 �ロードホースクラブ 田中 清隆 愛 K.I. Farm ４３２－ ８１：２２．３１� ５４．０�
７１３ ノーワンエルス 牡４芦 ５４ 藤岡 佑介 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ５１２－ ４１：２３．３６ １０６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７５，４８９，２００円 複勝： １１３，２３８，１００円 枠連： ８１，１２４，７００円

馬連： ２５９，３９０，３００円 馬単： １３７，１４２，８００円 ワイド： ９４，１７１，６００円

３連複： ３３４，２６８，１００円 ３連単： ５８３，５９６，４００円 計： １，６７８，４２１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１２０円 複 勝 � ３２０円 � ２４０円 � ４３０円 枠 連（２－５） ６１０円

馬 連 �� ３，５５０円 馬 単 �� ８，３２０円

ワ イ ド �� １，４００円 �� ３，１８０円 �� １，７４０円

３ 連 複 ��� ２１，８００円 ３ 連 単 ��� １２９，９３０円

票 数

単勝票数 計 ７５４８９２ 的中 � ５３２３０（７番人気）
複勝票数 計１１３２３８１ 的中 � ９２９６４（６番人気）� １４２９６０（２番人気）� ６３９２７（８番人気）
枠連票数 計 ８１１２４７ 的中 （２－５） ９９１３４（１番人気）
馬連票数 計２５９３９０３ 的中 �� ５３９５１（１３番人気）
馬単票数 計１３７１４２８ 的中 �� １２１７５（３３番人気）
ワイド票数 計 ９４１７１６ 的中 �� １６８９１（１４番人気）�� ７１６３（４３番人気）�� １３３６１（２２番人気）
３連複票数 計３３４２６８１ 的中 ��� １１３２１（８０番人気）
３連単票数 計５８３５９６４ 的中 ��� ３３１５（４５６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．３―３５．６―４７．１―５８．２―１：０９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スペシャルハート �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 ラツキーソブリン デビュー ２００８．７．２０ 新潟２着

２００５．４．１０生 牡６栗 母 ラビットボール 母母 タニノベンチヤ １８戦５勝 賞金 ７５，５４３，０００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。

５レース目



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

良後稍重
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７９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

３７４，３００，０００円
１，０６０，０００円
１１，１８０，０００円
４５，６６０，０００円
３５，３８０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

６３，４８９，５００円
５，３２０，０００円
１，７７２，１００円

勝馬投票券売得金
７２９，９１１，１００円
９９６，３４６，１００円
７５４，７４２，５００円
２，９０３，９５８，７００円
１，８５４，２０２，６００円
８８３，４９０，１００円
３，７４５，８４４，８００円
８，３０６，５１１，２００円
１，１９３，９０３，３００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
５ 重 勝
計 ２１，３６８，９１０，４００円

総入場人員 ５８，４８８名 （有料入場人員 ５６，８０４名）


