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１４０３７ ５月２９日 雨 不良 （２３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００分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

８１１ サクラトップクイン 牝３鹿 ５４ 横山 典弘櫻井 秀樹氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４３６＋ ４１：３８．２ ３．０�

８１２ 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 ４７２＋ ８１：３９．３７ ３．８�
５５ キタサンウタヒメ 牝３鹿 ５４ 江田 照男�大野商事 嶋田 功 日高 広中 稔 ４３４＋ ２１：３９．７２� ６８．１�
４４ ココアンジュ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司田畑 憲士氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 ４２６－ ２１：４０．１２� ４４．９�
１１ マ ン マ ル コ 牝３栗 ５４ 柴田 善臣清水 裕氏 佐藤 全弘 新ひだか 本桐牧場 ４５４＋ ２ 〃 ハナ ５．２�
３３ イフポッシブル 牝３黒鹿５４ 小島 太一�三嶋牧場 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４３４＋ ６１：４０．２クビ ７１．０�
７９ コウヨウメビウス 牝３鹿 ５４ 福永 祐一寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ４７０± ０１：４０．５１� ６．２	
５６ オリオンザジョケツ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一平本 敏夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上 悦夫 ４３０－ ６１：４０．６� １５１．３

２２ クローズホールド 牝３芦 ５４ 浜中 俊 �グリーンファーム 小笠 倫弘 新ひだか 土田 扶美子 ４７６＋１２１：４１．３４ １６．０�
６７ スウェージー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊 �社台レースホース尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４７４－ ２１：４１．４クビ ６．１
６８ スイートサンテ 牝３青鹿５４ N．ピンナ シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 ４６６ ―１：４３．０１０ ５７．８�

（伊）

７１０ ラインビアンカ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 前川 正美 ４６０ ―１：４３．５３ ９６．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １４，８３２，６００円 複勝： ２２，２５５，５００円 枠連： １１，６８４，９００円

馬連： ４８，９５１，７００円 馬単： ３３，８９２，７００円 ワイド： １６，８１０，３００円

３連複： ５７，４１４，４００円 ３連単： １０３，５４９，１００円 計： ３０９，３９１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １５０円 � １６０円 � ９００円 枠 連（８－８） ５３０円

馬 連 �� ５９０円 馬 単 �� １，０３０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ２，４６０円 �� ２，３６０円

３ 連 複 ��� ９，２５０円 ３ 連 単 ��� ２９，３３０円

票 数

単勝票数 計 １４８３２６ 的中 � ３９０３６（１番人気）
複勝票数 計 ２２２５５５ 的中 � ５０４３２（１番人気）� ４４５１６（２番人気）� ４１２９（８番人気）
枠連票数 計 １１６８４９ 的中 （８－８） １６３０１（３番人気）
馬連票数 計 ４８９５１７ 的中 �� ６２０７６（１番人気）
馬単票数 計 ３３８９２７ 的中 �� ２４４８４（１番人気）
ワイド票数 計 １６８１０３ 的中 �� １９２０２（１番人気）�� １５０７（２３番人気）�� １５７４（２２番人気）
３連複票数 計 ５７４１４４ 的中 ��� ４５８３（２６番人気）
３連単票数 計１０３５４９１ 的中 ��� ２６０６（８０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．７―３５．０―４７．３―１：００．４―１：１３．１―１：２５．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクラトップクイン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．２．５ 東京３着

２００８．２．９生 牝３鹿 母 マストシーストップ 母母 マ ガ ロ ３戦１勝 賞金 ７，３５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラインビアンカ号は，平成２３年６月２９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。

１４０３８ ５月２９日 雨 不良 （２３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２５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

４５ アルベルティ 牡３鹿 ５６ L．デットーリ H.R.H．プリンセス・ハヤ 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５０８＋ ２１：２５．５ ３．５�

（英）

４４ エフティシュタルク 牡３青鹿５６ 蛯名 正義吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ５３０－ ６１：２５．９２� ２．１�
７１１ ギンザスクランブル 牡３鹿 ５６ N．ピンナ 有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 福岡 光夫 B４６２－ ６１：２６．１１� １１．０�

（伊）

１１ レッツゴーマークン 牡３栗 ５６ 江田 照男魚住 啓市氏 田島 俊明 日高 ナカノファーム ４３４± ０１：２６．２� ８．８�
７１０ ミヤビコンクエスト 牡３栗 ５６ 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 浦河 信岡牧場 ４６８＋ ４１：２６．３� ５５．４�
２２ ミスターロックマン 牡３黒鹿５６ 福永 祐一岡 浩二氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４３８± ０ 〃 ハナ ３７．５�
３３ 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± ０１：２６．５１� ２６．６	
６９ バ リ サ イ ト 牡３青鹿５６ 松岡 正海 
キャロットファーム 松山 康久 安平 ノーザンファーム ４５８± ０１：２７．３５ ７．１�
５７ オ ペ ラ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩吉澤 克己氏 相沢 郁 安平 ノーザンファーム ４８６－ ２ 〃 クビ ２３．５�
５６ カネトシライジング 牡３鹿 ５６ 北村 宏司兼松 昌男氏 清水 久詞 日高 浦新 徳司 ４３４± ０１：２８．１５ ３２４．２
８１２ ストロングレグナム 牡３栗 ５６ 池添 謙一村木 篤氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 ４５０＋ ２１：２８．３１� １７８．９�
８１３ バトルトコパ 牝３鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一宮川 秋信氏 小野 次郎 新ひだか 西村 和夫 ４２４＋ ８１：２８．８３ ２９５．３�
６８ サミットフィーバー 牡３黒鹿５６ 横山 典弘塩田 清氏 鈴木 康弘 新冠 大狩部牧場 ４８０ ―１：３０．４１０ １０２．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２２，７４４，７００円 複勝： ４０，２５６，２００円 枠連： １３，５７２，４００円

馬連： ５３，９８４，５００円 馬単： ３９，９９１，２００円 ワイド： ２１，１９１，６００円

３連複： ６６，３３３，７００円 ３連単： １１３，１４７，３００円 計： ３７１，２２１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � ２３０円 枠 連（４－４） ３４０円

馬 連 �� ３３０円 馬 単 �� ７８０円

ワ イ ド �� １７０円 �� ５７０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� １，０２０円 ３ 連 単 ��� ４，７１０円

票 数

単勝票数 計 ２２７４４７ 的中 � ５１４２０（２番人気）
複勝票数 計 ４０２５６２ 的中 � ６３０８９（２番人気）� １８４１６１（１番人気）� ２５７８４（５番人気）
枠連票数 計 １３５７２４ 的中 （４－４） ２９８１２（１番人気）
馬連票数 計 ５３９８４５ 的中 �� １２３０３５（１番人気）
馬単票数 計 ３９９９１２ 的中 �� ３７８９２（２番人気）
ワイド票数 計 ２１１９１６ 的中 �� ３９２０５（１番人気）�� ７５８４（８番人気）�� １３３９７（４番人気）
３連複票数 計 ６６３３３７ 的中 ��� ４８４３０（３番人気）
３連単票数 計１１３１４７３ 的中 ��� １７７３６（９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２３．９―３５．３―４７．３―５９．８―１：１２．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルベルティ �
�
父 Medicean �

�
母父 Danzig デビュー ２０１１．１．８ 中山２着

２００８．５．１６生 牡３鹿 母 シアーリーズン 母母 Hiaam ７戦１勝 賞金 １３，４００，０００円
〔発走状況〕 アルベルティ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※カネトシライジング号は，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。

第３回　東京競馬　第４日



１４０３９ ５月２９日 雨 不良 （２３東京３）第４日 第３競走 ��２，１００�サラブレッド系３歳
発走１０時５５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

４６ トウショウカムイ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩トウショウ産業� 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 ４８８－ ２２：１１．９ ４．６�

２３ レイフザラッキー 牡３黒鹿５６ L．デットーリ H.R.H．プリンセス・ハヤ 小島 太 新ひだか 酒井 秀紀 ４６０－ ６２：１３．５１０ ３．９�
（英）

６１１ フォンテーヌブロー 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝村野 康司氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B５１６＋ ４２：１３．８２ ２．３�
５８ アウトヒット 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠島田 久氏 柴崎 勇 日高 今井牧場 ５０４± ０２：１３．９� １０．９�
３５ ブライトジェム 牡３栗 ５６ 三浦 皇成吉田 和美氏 小島 茂之 日高 待兼牧場 ４７８± ０２：１４．０� ５１．９�
７１２ ヤマニンミミック 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 ４８８＋ ６２：１４．２１� １９．８�
７１３ タイソンバローズ 牡３栗 ５６ 柴田 善臣猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６６－ ４２：１４．３� １７５．０	
６１０ ア セ ン ト 牡３鹿 ５６ 福永 祐一馬目 卓氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６８＋ ４２：１４．４� １２．３

８１５ アンサンブル 牝３黒鹿５４ 田中 勝春�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３４＋ ２２：１４．５� １０５．１�
４７ 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 ４７８＋ ２２：１４．６� ２１．３�
２２ ビレッジタイム 牡３栗 ５６ 江田 照男村山 輝雄氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 B４５６－ ４２：１４．７� ３５５．８
５９ ステラソルジャー 牡３栗 ５６ N．ピンナ �橋 良尚氏 田島 俊明 日高 長田ファーム ４５０－ ４２：１７．２大差 １９６．４�

（伊）

３４ アーティチョーク 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥内藤 好江氏 田中 剛 青森 オオタ牧場 ４５４－ ６２：１８．０５ ４０１．４�
１１ ディオルーチェ 牡３栗 ５６ 北村 宏司 �社台レースホース新開 幸一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４９４± ０２：１８．５３ １７９．３�
８１４ 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 ４６６＋ ４ 〃 ハナ ３７．７�

（豪）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２３，０７０，８００円 複勝： ３９，８０９，５００円 枠連： １６，４４９，８００円

馬連： ６３，６２２，６００円 馬単： ４４，４８３，３００円 ワイド： ２４，９７２，９００円

３連複： ７９，８５２，３００円 ３連単： １３３，９５０，２００円 計： ４２６，２１１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � １１０円 枠 連（２－４） ９９０円

馬 連 �� １，１８０円 馬 単 �� ２，５２０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� ２００円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ６４０円 ３ 連 単 ��� ６，４６０円

票 数

単勝票数 計 ２３０７０８ 的中 � ４０３９６（３番人気）
複勝票数 計 ３９８０９５ 的中 � ７４３６５（２番人気）� ５９６３０（３番人気）� １４３５４７（１番人気）
枠連票数 計 １６４４９８ 的中 （２－４） １２３１４（４番人気）
馬連票数 計 ６３６２２６ 的中 �� ３９９５５（４番人気）
馬単票数 計 ４４４８３３ 的中 �� １３０４１（８番人気）
ワイド票数 計 ２４９７２９ 的中 �� １５４４２（４番人気）�� ３５２９０（１番人気）�� ２９５８２（２番人気）
３連複票数 計 ７９８５２３ 的中 ��� ９２３７３（１番人気）
３連単票数 計１３３９５０２ 的中 ��� １５３１６（１５番人気）

ハロンタイム ７．３―１１．１―１１．９―１２．５―１２．７―１３．０―１２．７―１２．９―１２．７―１２．４―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．３―１８．４―３０．３―４２．８―５５．５―１：０８．５―１：２１．２―１：３４．１―１：４６．８―１：５９．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トウショウカムイ �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 クリエイター デビュー ２０１０．１２．１８ 中山６着

２００８．１．２７生 牡３鹿 母 メルヘントウショウ 母母 セーラーズウェルズ ５戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アーティチョーク号・ディオルーチェ号・ラブロジック号は，平成２３年６月２９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。

１４０４０ ５月２９日 雨 不良 （２３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２５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

１１ ファンフェア 牝３栗 ５４ 武 豊 H.R.H．プリンセス・ハヤ 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４３８＋ ２１：５１．０ ４．０�

４６ テ ル バ イ ク 牡３栗 ５６ 松岡 正海加藤 信之氏 小島 茂之 日高 有限会社
ケイズ ４５６－ ４１：５１．２１� ７．２�

２２ メイショウオオトネ 牡３青 ５６ L．デットーリ松本 好雄氏 小島 太 千歳 社台ファーム B４９２－ ４１：５１．７３ ８．０�
（英）

４５ ネ グ レ ス コ 牡３黒鹿５６ 石橋 脩吉田 和美氏 堀 宣行 新冠 アサヒ牧場 ４５８＋ ２１：５１．８� ３．０�
３３ カズノトウショウ 牡３栗 ５６ 江田 照男鈴木 可一氏 尾形 充弘 新ひだか 坂本 春雄 ４４６＋ ４ 〃 ハナ ５．５�
５７ キトゥンブルー 牝３青鹿５４ 福永 祐一 �社台レースホース斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９０－ ４ 〃 ハナ １２．５�
８１３ デ ラ モ ー レ 牝３鹿 ５４ C．ウィリアムズ 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４５０＋ ８１：５１．９� ２０．３

（豪）

３４ レッドグランディス 牡３黒鹿５６ 横山 典弘 	東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 ４５０＋ ６１：５２．１１� １６．３�
７１１ ウインロザリー 牝３青 ５４ 田中 勝春	ウイン 宗像 義忠 新冠 村上 欽哉 ４４６－ ４１：５２．４２ ４９．９�
７１２ ドラゴンパール 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥窪田 康志氏 牧 光二 浦河 バンダム牧場 ４３０－ ６１：５２．９３ ２６４．２
６９ キ ン グ カ イ 牡３黒鹿５６ 武士沢友治小林 博雄氏 伊藤 正徳 新冠 石田牧場 ４８８＋ ４１：５３．０クビ １７４．６�
５８ マイネピース 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 新冠 コスモヴューファーム ４５０－ ２１：５３．２１� ９６．７�
８１４ ハイタッチレディ 牝３黒鹿５４ 小林慎一郎星野 壽市氏 松永 康利 日高 前野牧場 ４９４± ０１：５４．４７ ５５９．８�
６１０ フロラシオンローズ 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太三広 武志氏 成島 英春 日高 森永牧場 ４６２－ ４１：５５．６７ ４６３．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２５，００２，７００円 複勝： ３７，６１６，８００円 枠連： １７，８３６，４００円

馬連： ７１，２５７，３００円 馬単： ４６，２２２，５００円 ワイド： ２４，９１５，８００円

３連複： ８０，３３６，３００円 ３連単： １３７，４０１，２００円 計： ４４０，５８９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １７０円 � ２１０円 � ３１０円 枠 連（１－４） ３９０円

馬 連 �� １，２６０円 馬 単 �� ２，１２０円

ワ イ ド �� ４９０円 �� ６４０円 �� １，０５０円

３ 連 複 ��� ３，６９０円 ３ 連 単 ��� １７，６５０円

票 数

単勝票数 計 ２５００２７ 的中 � ４９５８２（２番人気）
複勝票数 計 ３７６１６８ 的中 � ７０２２９（２番人気）� ４６６７４（４番人気）� ２７９０７（５番人気）
枠連票数 計 １７８３６４ 的中 （１－４） ３４２７２（１番人気）
馬連票数 計 ７１２５７３ 的中 �� ４１９４２（５番人気）
馬単票数 計 ４６２２２５ 的中 �� １６１２２（７番人気）
ワイド票数 計 ２４９１５８ 的中 �� １３３４０（５番人気）�� ９６４９（７番人気）�� ５６０６（１５番人気）
３連複票数 計 ８０３３６３ 的中 ��� １６０９３（１３番人気）
３連単票数 計１３７４０１２ 的中 ��� ５７４７（５２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．４―３６．６―４９．３―１：０１．９―１：１４．４―１：２６．０―１：３８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．６

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

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

勝馬の
紹 介

ファンフェア �
�
父 アルカセット �

�
母父 Rahy デビュー ２０１０．１２．１８ 中山８着

２００８．３．１４生 牝３栗 母 ファンアンドゲイムス 母母 Sharpwitted ５戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
〔制裁〕 デラモーレ号の騎手C．ウィリアムズは，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３０，０００円。（８番への進路

影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フロラシオンローズ号は，平成２３年７月２９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。



１４０４１ ５月２９日 雨 不良 （２３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１０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

２２ クォリティシーズン 牝３黒鹿５４ 松岡 正海水野 英樹氏 武藤 善則 新ひだか 前川牧場 ４４２－ ６１：２５．８ １４．９�

４６ ディアフロイデ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一ディアレスト 松永 康利 新ひだか 八田ファーム ４２８－ ２１：２６．４３� ５１４．１�
３５ ショウナンアリビオ 牡３栗 ５６ 川田 将雅国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４８６－１２１：２６．５� ２６．１�
７１３ タ ビ ト 牡３鹿 ５６ 田中 勝春幅田 昌伸氏 白井 寿昭 浦河 荻伏服部牧場 ４７０＋ ２１：２６．７１� ３．７�
２３ ヒ シ ョ ウ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠岡田 牧雄氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド ４５４－ ６１：２６．８クビ ２０．７�
１１ ジャーグラット 牡３栗 ５６ 江田 照男本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 ４１８－ ４１：２７．３３ ６６．２�
５９ フィンデルムンド 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４７０± ０１：２７．４クビ ２３．４	
３４ サミットストーン 牡３鹿 ５６ 小牧 太百万 武夫氏 森 秀行 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ５２２± ０ 〃 クビ ６．５

４７ アユミチャン 牝３芦 ５４ 蛯名 正義北所 直人氏 矢野 英一 新ひだか 友田牧場 B４６０＋ ６１：２８．３５ ９．３�
８１４ ニシノオウガイ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４７４－ ４１：２８．８３ １９．２�
５８ ハローバニヤン 牡３芦 ５６ 北村 宏司津村 靖志氏 大竹 正博 新冠 松浦牧場 ４４８± ０ 〃 クビ １９．９
８１５ ギンザアキレス 牡３青鹿５６ L．デットーリ有馬 博文氏 小島 太 千歳 社台ファーム ５２２＋ ６１：２９．０１ ２．６�

（英）

６１１ ド ナ リ サ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 ４６４－ ２１：２９．４２� ６６．４�
６１０ クリールマグナム 牡３芦 ５６ 四位 洋文横山 修二氏 稲葉 隆一 新ひだか 畠山牧場 ４８０－１６１：３２．２大差 ２８３．７�
７１２ ラッシュウインド 牝３黒鹿５４ 浜中 俊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 槇本牧場 ４４４＋１４１：３９．３大差 ２６４．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２８，９００，５００円 複勝： ４６，６１５，６００円 枠連： ２０，０５２，５００円

馬連： ７９，４１３，５００円 馬単： ４９，５０１，６００円 ワイド： ３２，８９３，１００円

３連複： ９４，０９６，５００円 ３連単： １４６，８０６，３００円 計： ４９８，２７９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４９０円 複 勝 � ５１０円 � ９，４７０円 � ７２０円 枠 連（２－４） ３，４６０円

馬 連 �� １１０，３８０円 馬 単 �� ２１４，９００円

ワ イ ド �� ３４，９７０円 �� ３，４９０円 �� ５０，２３０円

３ 連 複 ��� ３２４，５１０円 ３ 連 単 ��� ２，１２４，３８０円

票 数

単勝票数 計 ２８９００５ 的中 � １５２８６（５番人気）
複勝票数 計 ４６６１５６ 的中 � ２５９９５（７番人気）� １１８７（１５番人気）� １７３０８（１０番人気）
枠連票数 計 ２００５２５ 的中 （２－４） ４２８６（１５番人気）
馬連票数 計 ７９４１３５ 的中 �� ５３１（７７番人気）
馬単票数 計 ４９５０１６ 的中 �� １７０（１５４番人気）
ワイド票数 計 ３２８９３１ 的中 �� ２３０（８３番人気）�� ２３５５（４３番人気）�� １６０（９６番人気）
３連複票数 計 ９４０９６５ 的中 ��� ２１４（２５９番人気）
３連単票数 計１４６８０６３ 的中 ��� ５１（１５９６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．６―３５．５―４８．０―１：００．３―１：１３．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クォリティシーズン �
�
父 トワイニング �

�
母父 Green Dancer デビュー ２０１１．１．２２ 中山２着

２００８．５．６生 牝３黒鹿 母 コンファームドダンサー 母母 Confirm ４戦２勝 賞金 １６，６００，０００円
〔発走状況〕 フィンデルムンド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリールマグナム号・ラッシュウインド号は，平成２３年６月２９日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 シルバーラビット号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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 エイコオウイング号・ツクババレー号・マイネルパルフェ号・ミキノコモコ号・ヤマノサファイア号
※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。

１４０４２ ５月２９日 雨 不良 （２３東京３）第４日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時４０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

２２ フルアクセル 牡３栗 ５６ 福永 祐一山田 和正氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４７４＋ ８１：３７．７ ２．３�

８９ ロイヤルクレスト 牡３栃栗５６ N．ピンナ �木村牧場 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 ５０８± ０１：３７．８� ９．２�
（伊）

４４ コスモマスタング 牡３黒鹿５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム B４７２＋ ２１：３８．５４ ２７．１�
７８ バーチャルトラック 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成岩本 允氏 藤原 辰雄 新冠 田上 光征 ４４０－ ２１：３８．６� １００．６�
８１０ メイショウヤタロウ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 ４７６＋ ２１：３９．２３� ２．５�
３３ サクラフローレス 牡３栗 ５６ 蛯名 正義�さくらコマース久保田貴士 新ひだか 西村 和夫 ４４４－１２１：３９．４１� １０．０	
１１ グレートマッハ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文南澤敬之介氏 後藤 由之 日高 シンボリ牧場 ４９０＋ ４１：３９．７２ ９．５

６６ ツクババレー 牝３鹿 ５４ 横山 典弘荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 日高 ヤナガワ牧場 ４５４－ ２１：４０．４４ ２１．７�
７７ � メロディメーカー 牝３栗 ５４ 柴田 善臣�木村牧場 二ノ宮敬宇 新ひだか 畠山牧場 ４８０± ０１：４０．６１� １４１．８�
５５ � カシノダイナマイト 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲菅原 隆一柏木 務氏 二本柳俊一 日高 中川 欽一 ４２２－ ８１：４２．２１０ ２１６．７

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２９，０２９，５００円 複勝： ３０，７０５，１００円 枠連： １６，１９１，４００円

馬連： ６９，０８５，０００円 馬単： ５３，４６７，２００円 ワイド： ２６，０６６，２００円

３連複： ７２，８５７，６００円 ３連単： １７０，３７４，７００円 計： ４６７，７７６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � ２５０円 � ３５０円 枠 連（２－８） ２２０円

馬 連 �� １，４４０円 馬 単 �� １，８３０円

ワ イ ド �� ５７０円 �� ８６０円 �� １，９７０円

３ 連 複 ��� ６，８２０円 ３ 連 単 ��� １８，７７０円

票 数

単勝票数 計 ２９０２９５ 的中 � １０１１８１（１番人気）
複勝票数 計 ３０７０５１ 的中 � ９３１７５（１番人気）� ２７８１８（５番人気）� １７４６９（７番人気）
枠連票数 計 １６１９１４ 的中 （２－８） ５５２４８（１番人気）
馬連票数 計 ６９０８５０ 的中 �� ３５５６６（７番人気）
馬単票数 計 ５３４６７２ 的中 �� ２１６３８（５番人気）
ワイド票数 計 ２６０６６２ 的中 �� １１９６４（７番人気）�� ７４８５（１２番人気）�� ３１０２（１９番人気）
３連複票数 計 ７２８５７６ 的中 ��� ７８８５（２３番人気）
３連単票数 計１７０３７４７ 的中 ��� ６７００（５６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．０―３５．６―４７．７―１：００．１―１：１２．３―１：２４．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フルアクセル �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Acatenango デビュー ２０１１．２．２０ 東京４着

２００８．４．１３生 牡３栗 母 アクセラレイション 母母 Whirlwind ４戦２勝 賞金 １３，９８０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノダイナマイト号は，平成２３年６月２９日まで平地競走に出走できない。
※グレートマッハ号・ツクババレー号は，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，主として騎乗中の国名を表示している。



１４０４３ ５月２９日 雨 不良 （２３東京３）第４日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時１０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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

４５ クールエレガンス 牡４青鹿５７ 柴田 善臣臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４９０＋ ２１：５１．６ ２．７�

８１３ ブリージーデイズ 牡４栗 ５７ 岩田 康誠 �グリーンファーム 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４９２－ ８ 〃 クビ １６．９�
５６ ラタンバスケット 牝５栗 ５５ L．デットーリ �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４８２－ ４１：５１．８� ６．４�

（英）

６８ イ オ ス 牝４鹿 ５５ 三浦 皇成吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４４４＋ ８ 〃 クビ ４．３�
３３ � ロックバルーン 牡６栗 ５７ 武 豊 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 愛 Lynch

Bages Ltd ４７６＋１０１：５２．０１	 ５．７�
７１０ ラークキャロル 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 菊川 正達 早来 ノーザンファーム ４１８± ０１：５２．３１� １５．９	
７１１ チャーリーポイント 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二木浪 巖氏 杉浦 宏昭 新ひだか 西川富岡牧場 B４７８＋ ６ 〃 アタマ ２８．３

８１２ トレノユーボウ 
４黒鹿５７ 横山 典弘廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ５００＋１４１：５２．６１� ９．１�
５７ ハ イ マ ー ク 牝４栗 ５５ 池添 謙一田島榮二郎氏 矢野 照正 新冠 村本牧場 ４４６＋ ４１：５３．１３ ７４．７�
６９ メンブランツァ 牝４鹿 ５５ 江田 照男 �グリーンファーム 矢野 照正 新ひだか 嶋田牧場 ４１８－ ４１：５３．２	 ２０１．８
１１ マロノヴィーナス 牝４黒鹿５５ 福永 祐一�RRA 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４４０＋ ２１：５３．９４ ８１．８�
４４ ピースオブラック 牝５鹿 ５５ 北村 宏司�大川牧場 石毛 善彦 厚真 大川牧場 ４７８＋ １ 〃 クビ ６２．３�
２２ � スプリングユノー 牝５鹿 ５５ 石橋 脩加藤 春夫氏 柴田 政人 様似 様似共栄牧場 ４４８＋ ４１：５５．３９ １６３．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２９，０２７，６００円 複勝： ３９，２６１，４００円 枠連： １７，５５７，２００円

馬連： ８５，３７０，０００円 馬単： ５２，３６７，３００円 ワイド： ２７，９２４，５００円

３連複： ９０，０３８，１００円 ３連単： １５８，７２３，５００円 計： ５００，２６９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � ４２０円 � ２４０円 枠 連（４－８） ６８０円

馬 連 �� ３，１４０円 馬 単 �� ４，３９０円

ワ イ ド �� ９７０円 �� ５１０円 �� ２，４００円

３ 連 複 ��� ７，８１０円 ３ 連 単 ��� ３５，０７０円

票 数

単勝票数 計 ２９０２７６ 的中 � ８６６８２（１番人気）
複勝票数 計 ３９２６１４ 的中 � １１１２６７（１番人気）� １７８９２（７番人気）� ３９３３０（４番人気）
枠連票数 計 １７５５７２ 的中 （４－８） １９２４８（２番人気）
馬連票数 計 ８５３７００ 的中 �� ２００６６（１２番人気）
馬単票数 計 ５２３６７３ 的中 �� ８８１２（１７番人気）
ワイド票数 計 ２７９２４５ 的中 �� ７００７（１２番人気）�� １４６９８（４番人気）�� ２７０３（２８番人気）
３連複票数 計 ９００３８１ 的中 ��� ８５１２（２６番人気）
３連単票数 計１５８７２３５ 的中 ��� ３３４１（１１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．８―３７．０―４９．４―１：０１．９―１：１４．６―１：２６．８―１：３８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．７―３F３７．０

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

勝馬の
紹 介

クールエレガンス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー ２００９．１２．２０ 中山２着

２００７．４．１２生 牡４青鹿 母 エレガントレガーロ 母母 ジヤンブリーガール ８戦２勝 賞金 ２２，７００，０００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。

１４０４４ ５月２９日 雨 不良 （２３東京３）第４日 第８競走 ��
��２，４００�

あおあらし

青 嵐 賞
発走１３時４０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 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

２３ ピエナファンタスト 牡５鹿 ５７ N．ピンナ 本谷 兼三氏 谷 潔 早来 ノーザンファーム ４６４－ ２２：３１．８ ４６．６�
（伊）

７１２ マ ナ ク ー ラ 牡５黒鹿５７ C．ウィリアムズ 金子真人ホールディングス� 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４７０－ ４２：３１．９� ３．９�
（豪）

６１１ スズカゲイル 牡６鹿 ５７ L．デットーリ永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 小島牧場 ４２６＋ ６２：３２．６４ ４．２�
（英）

５８ マチカネヒヨドリ 牡５栗 ５７ 岩田 康誠吉田 千津氏 小島 茂之 日高 待兼牧場 ４５４± ０２：３２．７� ６０．２�
２２ ラストノート 牡４鹿 ５７ 横山 典弘 �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 ４８０± ０２：３２．９１� ５．０�
３４ ゴールドスパークル 牡５栗 ５７ 松岡 正海 �社台レースホース手塚 貴久 新ひだか 静内白井牧場 ４５０＋ ２２：３３．０クビ ５．８	
８１５ プロヴィデンス 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ５１２＋１８２：３３．３１� ６８．６

３５ ジェイケイラン 牝５黒鹿５５ 川田 将雅小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム ５０４＋ ４２：３３．７２	 ３１．８�
４６ ニシノラブキング 牡５栗 ５７ 北村 宏司西山 茂行氏 浅見 秀一 鵡川 西山牧場 ４７４＋ ２２：３３．９１ ８３．２�
１１ 
 ケージーカチボシ 牡５鹿 ５７ 吉田 豊栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 岩見牧場 B５４６± ０ 〃 ハナ ２１．５
７１３ ベルグミサイル 牡７芦 ５７ 池添 謙一山田 五月氏 田中 剛 静内 グランド牧場 ４８２± ０２：３４．６４ ３１３．０�
５９ ハートシューター 牡５黒鹿５７ 浜中 俊吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム ５３８＋ ２ 〃 ハナ １８．２�
６１０
 ヒカルマンテンボシ 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝�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 ４９８－１６２：３５．３４ ７．４�
８１４ ラッキーバニラ 牡４青鹿５７ 福永 祐一吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B４９０± ０２：３５．４クビ ２２．０�
４７ 
 ミウラリチャード 牡７鹿 ５７ 江田 照男佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 前川 隆範 B５２４＋１２２：３５．８２	 ３５８．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３６，７３８，１００円 複勝： ５７，８１９，２００円 枠連： ２７，７５３，９００円

馬連： １２６，１１０，２００円 馬単： ６７，２１１，９００円 ワイド： ４４，４４６，４００円

３連複： １４０，５３５，６００円 ３連単： ２２２，９０５，０００円 計： ７２３，５２０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，６６０円 複 勝 � ７８０円 � １８０円 � １７０円 枠 連（２－７） １，０２０円

馬 連 �� １６，７１０円 馬 単 �� ４７，６５０円

ワ イ ド �� ４，３４０円 �� ４，４８０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� １５，８２０円 ３ 連 単 ��� １６６，０００円

票 数

単勝票数 計 ３６７３８１ 的中 � ６２１４（１０番人気）
複勝票数 計 ５７８１９２ 的中 � １４０３７（１０番人気）� ９７８３９（２番人気）� １０４７２２（１番人気）
枠連票数 計 ２７７５３９ 的中 （２－７） ２０１５１（６番人気）
馬連票数 計１２６１１０２ 的中 �� ５５７３（３９番人気）
馬単票数 計 ６７２１１９ 的中 �� １０４１（９９番人気）
ワイド票数 計 ４４４４６４ 的中 �� ２３４８（４２番人気）�� ２２７６（４３番人気）�� ３３０３４（１番人気）
３連複票数 計１４０５３５６ 的中 ��� ６５５８（５２番人気）
３連単票数 計２２２９０５０ 的中 ��� ９９１（４４５番人気）

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

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―２４．０―３７．２―５０．８―１：０４．０―１：１６．２―１：２９．４―１：４２．１―１：５４．６―２：０６．９―２：１９．１

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ピエナファンタスト �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２００８．９．７ 札幌７着

２００６．３．６生 牡５鹿 母 コンクラーベ 母母 コ ン カ ロ ２３戦３勝 賞金 ３７，２９３，０００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。



１４０４５ ５月２９日 雨 不良 （２３東京３）第４日 第９競走 ��
��１，４００�

ふ が く

富 嶽 賞
発走１４時１５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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

３６ ザ ド ラ イ ブ 牡５栗 ５７ 柴山 雄一堀越 毅一氏 斎藤 誠 日高 沖田牧場 ４７６＋ ４１：２４．１ １０．２�

６１１� ド ロ 牡４栗 ５７ 蛯名 正義吉田 和美氏 久保田貴士 米 Millard
Winterrowd ４６６－ ６１：２４．４１� ３．６�

５１０ ヘリオスシチー 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 三石 幌村牧場 ４５４－ ２１：２５．０３	 ８．１�
１２ シャインエフォート 牝５鹿 ５５ 柴田 善臣皆川 博文氏 根本 康広 日高 大江牧場 ４８２± ０１：２５．３２ ２８．９�
６１２ プロスペラスマム 牝４鹿 ５５ 大庭 和弥本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ５０８＋ ２ 〃 クビ ２７．５�
７１４ ワンダーキラメキ 牡５栗 ５７ C．ウィリアムズ 山本 信行氏 領家 政蔵 浦河 林 孝輝 B４９２＋ ６１：２５．５１
 ７５．７�

（豪）

８１５ クラッカージャック 牡７鹿 ５７ 小牧 太齊藤四方司氏 土田 稔 門別 下河辺牧場 B４９６＋ ４ 〃 クビ １２８．２	
３５ � ヴィルマール 牡５鹿 ５７ 石橋 脩吉田 和美氏 堀 宣行 豪 Paulyn Invest-

ments Pty Ltd ４９０± ０１：２５．７１
 ３８．１

２４ タマモスクワート 牡６鹿 ５７ 浜中 俊タマモ� 中川 公成 新冠 対馬 正 ５０６＋ ６１：２５．８クビ １２．７�
４８ メイショウツチヤマ 牡４鹿 ５７ L．デットーリ松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４７８± ０ 〃 ハナ ２．５�

（英）

８１６ センジンジョー 牡４鹿 ５７ 松岡 正海河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 大狩部牧場 ４４６± ０１：２５．９� １９．２
７１３ ファンドリカップ 牡５芦 ５７ 武 豊水戸眞知子氏 高橋 義忠 浦河 有限会社

松田牧場 ５１０＋ ４１：２６．０	 １９．１�
２３ ウネントリッヒ 牝４栗 ５５ 江田 照男宮田 直也氏 藤原 辰雄 浦河 大西牧場 ４６６＋ ８１：２６．１	 １７３．４�
１１ イチエイクリッパー 牡４鹿 ５７ 吉田 豊築地 榮一氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 ５０２＋ ２ 〃 クビ ５５．９�
５９ � トーセンマンボ 牡８鹿 ５７ 北村 宏司島川 �哉氏 保田 一隆 静内 岡田スタツド ５３８－ ６１：２６．３１
 １３３．３�
４７ シルクファルシオン 牡４栗 ５７ 武士沢友治有限会社シルク尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４９０－１０１：２６．４クビ ４４．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４２，４５６，０００円 複勝： ６４，３１８，４００円 枠連： ３２，５７１，９００円

馬連： １５８，５３８，６００円 馬単： ８６，０３２，３００円 ワイド： ５２，２００，６００円

３連複： １７０，７７３，４００円 ３連単： ２８５，３９１，７００円 計： ８９２，２８２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０２０円 複 勝 � ３００円 � １８０円 � ２７０円 枠 連（３－６） １，３８０円

馬 連 �� ２，１７０円 馬 単 �� ５，２６０円

ワ イ ド �� ８１０円 �� １，４２０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ５，４３０円 ３ 連 単 ��� ３９，１３０円

票 数

単勝票数 計 ４２４５６０ 的中 � ３２９４４（４番人気）
複勝票数 計 ６４３１８４ 的中 � ５０３６５（５番人気）� １１４６９９（２番人気）� ５９６０４（３番人気）
枠連票数 計 ３２５７１９ 的中 （３－６） １７４９６（５番人気）
馬連票数 計１５８５３８６ 的中 �� ５４０６４（７番人気）
馬単票数 計 ８６０３２３ 的中 �� １２０７２（１８番人気）
ワイド票数 計 ５２２００６ 的中 �� １６０３３（７番人気）�� ８７５６（１６番人気）�� １９５０５（５番人気）
３連複票数 計１７０７７３４ 的中 ��� ２３２１２（１４番人気）
３連単票数 計２８５３９１７ 的中 ��� ５３８３（１１２番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．５―１１．８―１２．２―１２．３―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．２―３５．０―４７．２―５９．５―１：１１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ザ ド ラ イ ブ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００９．４．４ 中山６着

２００６．４．２５生 牡５栗 母 ツ バ キ ヒ メ 母母 ヒ ル ガ オ ２１戦４勝 賞金 ６０，５２４，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 エイワナギ号・ドンビザッツウェイ号
（非抽選馬） １頭 シャカリキオー号
※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。

１４０４６ ５月２９日 雨 不良 （２３東京３）第４日 第１０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，２２．５．２９以降２３．５．２２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 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

５９ � リリエンタール 牡４鹿 ５７ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 T. Yoshida ４３４＋ ４１：５１．４ ２．９�

７１５ カネトシパサージュ 牡４黒鹿５４ 浜中 俊兼松 利男氏 荒川 義之 浦河 鎌田 正嗣 ４５６－ ４１：５１．５� ２１．８�
１１ リッカロイヤル 牡６芦 ５５ 福永 祐一立花 幸雄氏 須貝 尚介 浦河 中島 俊明 ５３２－ ２１：５１．８２ ３６．９�
８１６ アヴェンティーノ 牡７鹿 ５３ 吉田 豊吉田 和子氏 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１８＋ ６１：５１．９� ３２．４�
１２ デンコウオクトパス 牡４鹿 ５６ 岩田 康誠田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 見上牧場 ４３４－１４ 〃 クビ １２．４�
４７ マイネルグート 牡４鹿 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４９０－ ４ 〃 ハナ １１．４�
４８ ワルキューレ 牝７青 ５１ 武士沢友治岡田 牧雄氏 秋山 雅一 門別 インターナシヨナル牧場 B４９８＋ ２１：５２．０クビ ５６．５	
７１４ シェーンヴァルト 牡５黒鹿５７．５ C．ウィリアムズ 
サンデーレーシング 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム B４８０± ０１：５２．２１ １９．９�

（豪）

６１２ ソウルフルヴォイス 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４５４＋１２１：５２．３� ４．２�
８１７ マイネプリンセス 牝５鹿 ５３ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ５０８＋ ４１：５２．５１	 ８．７
７１３ モ ズ 牡４青 ５６ 石橋 脩�グランプリ 矢作 芳人 むかわ 上水牧場 ４７６＋ ２１：５２．７１� ２８．８�
２３ マコトギャラクシー 牡４栃栗５６ 武 豊尾田左知子氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４６４± ０１：５２．８� １４．１�
３６ ホッコービクトリー 牡６栗 ５４ 池添 謙一矢部 幸一氏 笹田 和秀 浦河 高昭牧場 ４９６± ０１：５３．０１ ４２．０�
８１８� ライオングラス 
７栗 ５２ 田面木博公山本 英俊氏 尾関 知人 米

Claiborne
Farm & Adele
B. Dilschneider

B４９０＋ ４１：５３．２１	 ２４３．４�
３５ � ウィズディクタット 牡７青鹿５４ 北村 宏司加藤 守氏 矢作 芳人 英

Emily Krstina
（Australia）
Pty Ltd

４９６－ ６１：５３．３� ３９．５�
２４ シ グ ナ リ オ 牡７栗 ５６ N．ピンナ 齊藤四方司氏 手塚 貴久 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８－ ２１：５３．４クビ ２８．８�
（伊）

５１０ ラフィナール 牡７鹿 ５４ 柴山 雄一 
サンデーレーシング 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ５００± ０１：５３．６１	 １３３．３�
６１１ ブルーマーテル 牡７栗 ５４ 江田 照男吉田喜代司氏 菅原 泰夫 砂原 岩本 五郎 B４５４＋ ２ 〃 クビ ４８．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４９，２６２，１００円 複勝： ６７，３４３，４００円 枠連： ４８，３０１，７００円

馬連： ２０４，４６６，７００円 馬単： １０７，００７，４００円 ワイド： ６３，９７３，４００円

３連複： ２２６，４２６，９００円 ３連単： ３７１，５５４，２００円 計： １，１３８，３３５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １６０円 � ４２０円 � ６７０円 枠 連（５－７） １，０７０円

馬 連 �� ２，１２０円 馬 単 �� ２，９１０円

ワ イ ド �� ８３０円 �� １，９７０円 �� ８，１３０円

３ 連 複 ��� ３４，３００円 ３ 連 単 ��� １１９，６９０円

票 数

単勝票数 計 ４９２６２１ 的中 � １３４８５２（１番人気）
複勝票数 計 ６７３４３４ 的中 � １５４６９５（１番人気）� ３６１５０（６番人気）� ２０９９５（１３番人気）
枠連票数 計 ４８３０１７ 的中 （５－７） ３３４２５（３番人気）
馬連票数 計２０４４６６７ 的中 �� ７１２５２（４番人気）
馬単票数 計１０７００７４ 的中 �� ２７２１４（５番人気）
ワイド票数 計 ６３９７３４ 的中 �� １９８６０（４番人気）�� ７９１９（１７番人気）�� １８６４（８８番人気）
３連複票数 計２２６４２６９ 的中 ��� ４８７３（１０８番人気）
３連単票数 計３７１５５４２ 的中 ��� ２２９１（３３６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２４．７―３６．９―４９．５―１：０２．４―１：１５．２―１：２７．１―１：３８．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．２

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

勝馬の
紹 介

�リリエンタール �
�
父 Montjeu �

�
母父 Monsun デビュー ２００９．９．１３ 中山２着

２００７．４．２８生 牡４鹿 母 Anna Monda 母母 Anna of Kiev １１戦４勝 賞金 ６３，０６０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 エオリアンハープ号・ザサンデーフサイチ号・レッドスパークル号
※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



１４０４７ ５月２９日 雨 不良 （２３東京３）第４日 第１１競走 ��
��２，４００�東 京 優 駿（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （第７８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 ３６，２６０，０００円 １０，３６０，０００円 ５，１８０，０００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

３５ オルフェーヴル 牡３栗 ５７ 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４４＋ ４２：３０．５ ３．０�

１１ ウインバリアシオン 牡３鹿 ５７ 安藤 勝己�ウイン 松永 昌博 安平 ノーザンファーム ４９６－ ４２：３０．８１� ２４．４�
４７ ベルシャザール 牡３青鹿５７ 後藤 浩輝 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム ５４２＋１６２：３１．９７ １８．５�
５１０ ナカヤマナイト 牡３栗 ５７ 柴田 善臣和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 ４５８± ０２：３２．０クビ ８．８�
３６ クレスコグランド 牡３栗 ５７ 浜中 俊堀川 三郎氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ４９６＋ ６ 〃 アタマ ２１．２�
７１４ ショウナンパルフェ 牡３鹿 ５７ 三浦 皇成国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ５０４＋ ２２：３２．６３� ４５．６	
１２ サダムパテック 牡３鹿 ５７ 岩田 康誠大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５００± ０２：３２．８１	 ６．０

２３ オールアズワン 牡３黒鹿５７ 藤田 伸二宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４７２－ ４２：３２．９クビ ８１．９�
８１６ トーセンレーヴ 牡３鹿 ５７ 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 ４６４＋ ８２：３３．０� １３．５

（豪）

８１７ ユニバーサルバンク 牡３黒鹿５７ 福永 祐一 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４６２－１０ 〃 ハナ ２５．７�
７１５ トーセンラー 牡３黒鹿５７ 蛯名 正義島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４３２＋ ２ 〃 アタマ １５．８�
６１１ デ ボ ネ ア 牡３鹿 ５７ L．デットーリ H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５３０± ０２：３３．１� ７．８�
（英）

４８ フェイトフルウォー 牡３黒鹿５７ 田中 勝春 �社台レースホース伊藤 伸一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９８－ ２２：３３．２クビ ３２．９�

５９ コティリオン 牡３青鹿５７ 小牧 太金子真人ホール
ディングス� 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４７６＋ ８ 〃 ハナ １３．６�

７１３ ロッカヴェラーノ 牡３青鹿５７ 武 豊吉田 照哉氏 中村 均 千歳 社台ファーム ４６４－ ４２：３３．４� ２８．３�
６１２ エーシンジャッカル 牡３黒鹿５７ 川田 将雅�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 ４５８＋ ８２：３３．７２ １７１．３�
８１８ ノーザンリバー 牡３鹿 ５７ N．ピンナ 林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４６６－ ４２：３５．１９ １０１．１�

（伊）

２４ リ ベ ル タ ス 牡３鹿 ５７ 四位 洋文金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４８６± ０ （競走中止） １１６．２�

（１８頭）

売 得 金
単勝： ７９９，９４９，７００円 複勝： ６６４，８９７，６００円 枠連： ８８４，１７８，５００円 馬連： ３，２９８，４００，１００円 馬単： １，６９７，６１７，８００円

ワイド： ７８４，５６４，０００円 ３連複： ４，０５８，７２８，３００円 ３連単： ７，６９６，１６７，３００円 ５重勝： １，２３７，９９１，０００円 計： ２１，１２２，４９４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １５０円 � ６６０円 � ４５０円 枠 連（１－３） ５８０円

馬 連 �� ３，３８０円 馬 単 �� ４，５４０円

ワ イ ド �� １，２９０円 �� ９９０円 �� ５，３９０円

３ 連 複 ��� ２２，９５０円 ３ 連 単 ��� １００，３００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����� ５５５，０７０円

票 数

単勝票数 計７９９９４９７ 的中 � ２１３５２７５（１番人気）
複勝票数 計６６４８９７６ 的中 � １６０５１６８（１番人気）� ２０８９０８（１１番人気）� ３３１６５３（６番人気）
枠連票数 計８８４１７８５ 的中 （１－３）１１２６７１９（１番人気）
馬連票数 計３２９８４００１ 的中 �� ７２０２０９（１１番人気）
馬単票数 計１６９７６１７８ 的中 �� ２７６２９１（１２番人気）
ワイド票数 計７８４５６４０ 的中 �� １５１３５６（１１番人気）�� ２００７９２（５番人気）�� ３４５１６（７２番人気）
３連複票数 計４０５８７２８３ 的中 ��� １３０５１７（７４番人気）
３連単票数 計７６９６１６７３ 的中 ��� ５６６２８（２９３番人気）
５重勝票数 計１２３７９９１０ 的中 ����� １６４６

ハロンタイム １２．７―１１．３―１２．８―１３．１―１２．５―１３．０―１３．２―１２．８―１２．６―１２．３―１２．２―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�
１２．７―２４．０―３６．８―４９．９―１：０２．４―１：１５．４―１：２８．６―１：４１．４―１：５４．０―２：０６．３―２：１８．５

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

オルフェーヴル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー ２０１０．８．１４ 新潟１着

２００８．５．１４生 牡３栗 母 オリエンタルアート 母母 エレクトロアート ８戦４勝 賞金 ４１１，２０９，０００円
〔競走中止〕 リベルタス号は，競走中に異常歩様となったため４コーナー手前で競走中止。
〔制裁〕 ナカヤマナイト号の騎手柴田善臣は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（５番への進路影響）
〔調教再審査〕 リベルタス号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 ギュスターヴクライ号・スーサングレート号・マイネルラクリマ号
※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。

１４０４８ ５月２９日 雨 不良 （２３東京３）第４日 第１２競走
被災地支援競走

��
��１，４００�つ ば さ 賞

発走１６時２５分 （ダート・左）
３歳以上，除３歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：３歳５１�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，�：３歳
５１�４歳以上５５�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬６�増，GⅡ競走１着馬４�増，GⅢ競走１
着馬２�増（ただし２歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 ２１，０００，０００円 ８，４００，０００円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

１１ トーホウオルビス 牡６栗 ５６ 大庭 和弥東豊物産� 谷 潔 門別 竹島 幸治 ５１８－ ２１：２３．７ １８．０�

４８ � ド ス ラ イ ス 牡５栗 ５５ 川田 将雅小田 吉男氏 森 秀行 米 WinStar
Farm, LLC ５３０－ ２ 〃 アタマ １１．５�

５９ アーリーロブスト 牡５鹿 ５６ 藤田 伸二�三嶋牧場 本田 優 日高 山際 辰夫 ５０２－ ６ 〃 アタマ ６．８�
５１０	 クイックリープ 牡６栗 ５５ 飯田 祐史松平 正樹氏 柴田 光陽 浦河（有）ビクトリーホース

ランチ 荻野 豊 ４８０－ ２ 〃 アタマ ６５．４�
２４ タカオセンチュリー 牡８栗 ５６ 小林慎一郎櫻井 龍蔵氏 矢作 芳人 新冠 川上 悦夫 B５０４－ ８１：２３．８
 ２０３．６�
６１１ アルトップラン 牡６栗 ５６ 蛯名 正義�エーティー 矢作 芳人 静内 千代田牧場 ４９８± ０ 〃 クビ ５３．１	
２３ グリッターウイング 牡４栗 ５５ 岩田 康誠吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５１８－ ２ 〃 ハナ ４１．５

１２ � カジノドライヴ 牡６栗 ５５ 安藤 勝己山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Shell

Bloodstock ５３４－ ２１：２３．９クビ ２．５�
８１５ フサイチセブン 牡５鹿 ５６ 小牧 太林 進氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 ４８８＋ ４１：２４．０
 １１．３�
３６ ナニハトモアレ 牡５黒鹿５５ C．ウィリアムズ 北側 雅司氏 鮫島 一歩 日高 目黒牧場 ５１６＋ ４１：２４．１
 ７．８

（豪）

６１２ マイプリティワン 牡７鹿 ５６ 浜中 俊松岡 隆雄氏 崎山 博樹 新冠 若林牧場 ４７４－１０１：２４．２
 ２２２．８�
７１３ セイカアレグロ 牡６鹿 ５６ 田中 勝春久米 大氏 稲葉 隆一 新冠 シンユウフアーム ５０４－ ２１：２４．５１� １０１．０�
８１６ アドマイヤマジン 牡７黒鹿５６ 福永 祐一佐々木主浩氏 松田 博資 千歳 社台ファーム ５１２－ ４１：２４．７１ １４１．２�
３５ 	 ピースオブパワー 牡５青鹿５５ 三浦 皇成田畑 勝彦氏 矢作 芳人 大樹 メムブリーディ

ングシステム ５００＋ ６１：２４．８
 １６．４�
４７ � ガ ブ リ ン 牡９鹿 ５７ 柴田 善臣榮 義則氏 森 秀行 豪 Mr JR

Fleming ４６６± ０１：２５．８６ １５４．１�
７１４ ピ ュ ー タ ー 牡４芦 ５６ 横山 典弘細川祐季子氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４９４－ ２１：２８．９大差 ４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０４，３０２，１００円 複勝： １２８，０２７，３００円 枠連： ７６，５３２，９００円

馬連： ３３５，２５９，３００円 馬単： １８４，１４１，１００円 ワイド： １０８，５１４，６００円

３連複： ３８２，１７１，８００円 ３連単： ７６７，０３９，５００円 計： ２，０８５，９８８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８００円 複 勝 � ４００円 � ３５０円 � ２４０円 枠 連（１－４） １，２１０円

馬 連 �� ６，８７０円 馬 単 �� １５，２２０円

ワ イ ド �� ２，０００円 �� １，８００円 �� １，３４０円

３ 連 複 ��� １５，４４０円 ３ 連 単 ��� １２０，１１０円

票 数

単勝票数 計１０４３０２１ 的中 � ４５７７３（８番人気）
複勝票数 計１２８０２７３ 的中 � ７８９４４（６番人気）� ９５２７５（５番人気）� １５４０２４（４番人気）
枠連票数 計 ７６５３２９ 的中 （１－４） ４６９６６（４番人気）
馬連票数 計３３５２５９３ 的中 �� ３６０２７（２５番人気）
馬単票数 計１８４１４１１ 的中 �� ８９３３（５２番人気）
ワイド票数 計１０８５１４６ 的中 �� １３３１０（２６番人気）�� １４８５４（２４番人気）�� ２０１６２（１３番人気）
３連複票数 計３８２１７１８ 的中 ��� １８２６８（４７番人気）
３連単票数 計７６７０３９５ 的中 ��� ４７１３（３５８番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．１―１２．１―１２．２―１２．３―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２２．９―３４．０―４６．１―５８．３―１：１０．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーホウオルビス �
�
父 トーホウエンペラー �

�
母父 Gone West デビュー ２００７．１２．８ 阪神３着

２００５．３．４生 牡６栗 母 トーホウパール 母母 Nervous Baba ２８戦６勝 賞金 １１９，４９１，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピューター号は，平成２３年６月２９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２７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）２７頭 アドマイヤテンクウ号・アートオブウォー号・インオラリオ号・エアティアーモ号・エノク号・

エーシンクールディ号・エーシンリターンズ号・オウロプレット号・ケイアイアストン号・ケイアイテンジン号・
シャア号・シルクフォーチュン号・シンボリグラン号・セントラルコースト号・ダンスインザモア号・
ナムラタイタン号・ハンソデバンド号・ピサノエミレーツ号・ファイナルスコアー号・フィフスペトル号・
プロセッション号・ホッカイカンティ号・マルカベンチャー号・メイショウセンゴク号・レディルージュ号・
ワールドハンター号・ワールドワイド号

※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。

５レース目



（２３東京３）第４日 ５月２９日（日曜日） 雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

不良
不良

競走回数 １２回 出走頭数 １７５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

４９４，７５０，０００円
８，５２０，０００円
１２，１２０，０００円
５４，０６０，０００円
４６，７２０，０００円
３１９，０００円
３１９，０００円

６２，３０４，５００円
５，２１６，０００円
１，７３２，５００円

勝馬投票券売得金
１，２０５，３１６，４００円
１，２３８，９２６，０００円
１，１８２，６８３，５００円
４，５９４，４５９，５００円
２，４６１，９３６，３００円
１，２２８，４７３，４００円
５，５１９，５６４，９００円
１０，３０７，０１０，０００円
１，２３７，９９１，０００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 ２８，９７６，３６１，０００円

総入場人員 ８２，２４０名 （有料入場人員 ７９，４８９名）


