
１１０８５ ５月１８日 晴 稍重 （２０東京２）第８日 第１競走 ��１，３００�サラブレッド系３歳
発走１０時０５分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：１６．４
１：１６．４

重

重

８１６ コロナドスマイル 牝３栗 ５４ 吉田 隼人宮川 純造氏 中川 公成 新冠 的場牧場 ４５４－ ６１：１９．５ ４．５�

１１ シャーカガミ 牡３栗 ５６ 内田 博幸大原 詔宏氏 谷原 義明 浦河 酒井 源市 ４６４＋ ２１：１９．９２� １３．７�
４８ ジーピーチャッキー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝�グランプリ 加藤 征弘 新冠 ラツキー牧場 ４７０－ ２１：２０．１１� ６．０�
２３ マキシムヒシャカク 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一小田 廣美氏 石栗 龍彦 門別 中川牧場 ４５０＋ ４ 〃 クビ １８３．９�
７１３ ケイアイスウォード 牡３芦 ５６ 横山 典弘亀田 守弘氏 松山 康久 静内 松田 三千雄 ５３２ ―１：２０．２クビ ６．８�
６１２ トーセンゴダール 牡３栗 ５６ 柴田 善臣島川 �哉氏 古賀 慎明 青森 諏訪牧場 ４７２ ―１：２０．５２ ４５．５	
５１０ デーワンハート 牡３黒鹿５６ 柄崎 将寿安蒜 忠國氏 柄崎 孝 静内 安蒜 忠圀 ４７０＋ ６ 〃 ハナ ３１６．９

７１４ パーソナルテンエイ 牝３青鹿５４ 福永 祐一熊坂富寿雄氏 坂本 勝美 福島 農事組合法人

天栄牧場 B４４０－ ２１：２０．６� １６２．２�
６１１ コパノパニック �３黒鹿５６ 大庭 和弥小林 祥晃氏 上原 博之 静内 伊藤 敏明 ４７６－ ２１：２０．７クビ ４６．１�
３６ トラブルメーカー 牡３鹿 ５６ 岩部 純二�昭牧場 松永 康利 浦河 高昭牧場 ４７８－ ４ 〃 ハナ １２３．５�
３５ キャスタスペルミー 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠 キャロットファーム 戸田 博文 三石 片山 修 ４５６＋ ４１：２０．８� １５．５�
４７ マコトガンベロ 牡３鹿 ５６ 小野 次郎松本 俊廣氏 根本 康広 門別 天羽 禮治 ５０４± ０ 〃 ハナ ２．３�
２４ ラグーナベルデ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治ミルファーム 武市 康男 三石 中田 英樹 ４４４－ ２１：２１．３３ ２５．４�
８１５ ジャストワンルック 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹 社台レースホース萩原 清 千歳 社台ファーム ４７６＋ ２１：２１．５１ ３５．８�
１２ バトルオーブ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一宮川 秋信氏 高木 登 新冠 杉山 義行 ４３２＋ ２１：２２．３５ ３８０．７�
５９ スナークエクセル 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆的場 勇人杉本仙次郎氏 佐藤 吉勝 様似 様似堀牧場 ５１８－ ６１：２４．３大差 ２７７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，９０４，１００円 複勝： ３１，０７４，５００円 枠連： ２５，２０２，３００円

普通馬連： ８１，４２３，０００円 馬単： ７５，１０５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，１３４，４００円

３連複： １０９，２９７，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３６５，１４０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １８０円 � ３３０円 � ２４０円 枠 連（１－８） ２，１１０円

普通馬連 �� １，９６０円 馬 単 �� ３，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� ４９０円 �� １，０２０円

３ 連 複 ��� ３，８４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９９０４１ 的中 � ３５５６０（２番人気）
複勝票数 計 ３１０７４５ 的中 � ５３０１７（２番人気）� ２２０８８（５番人気）� ３３５１３（３番人気）
枠連票数 計 ２５２０２３ 的中 （１－８） ８８２４（８番人気）
普通馬連票数 計 ８１４２３０ 的中 �� ３０７１１（８番人気）
馬単票数 計 ７５１０５３ 的中 �� １７２７１（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３１３４４ 的中 �� ８９７９（６番人気）�� １２３１９（３番人気）�� ５３５６（１０番人気）
３連複票数 計１０９２９７０ 的中 ��� ２１００８（１２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１７．７―２９．２―４１．６―５４．２―１：０６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コロナドスマイル �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 Easy Goer デビュー ２００８．４．２７ 東京２着

２００５．３．１３生 牝３栗 母 カントニーズ 母母 Queen of Song ２戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 トラブルメーカー号の騎手岩部純二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スナークエクセル号は，平成２０年６月１８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 オンワードシュネル号・ヒロコ号



１１０８６ ５月１８日 晴 稍重 （２０東京２）第８日 第２競走 ��
��１，４００�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

１：２２．３
１：２１．９

稍重

重

１１ � ケイアイプラウド 牡３栗 ５６ 岩田 康誠亀田 守弘氏 白井 寿昭 米 Pamela Ridley
& Kim Ridley ４７４± ０１：２５．９ ３．５�

３６ スピードアタック 牡３青鹿５６ 武 豊齋藤 文男氏 小崎 憲 平取 清水牧場 ５１２＋１２１：２６．０� ３．４�
５１０ ハクバドウジ 牡３芦 ５６ 内田 博幸�ターフ・スポート佐藤 吉勝 浦河 大北牧場 B５１６± ０ 〃 クビ １５．８�
４８ タツタイコウ 牡３栗 ５６

５５ ☆北村 友一鈴木 昭作氏 根本 康広 千歳 エクセレンス
ファーム ４９６＋ ８１：２６．５３ ５５．０�

４７ ト ム ト ム 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 早来 ノーザンファーム ４９６ ―１：２６．６クビ ６．７�

２４ セラマットパオ 牝３芦 ５４ 武士沢友治島田 久氏 西塚 安夫 門別 今井牧場 ３９０＋ ４１：２６．７� ２４６．７	
６１２ マイネルメテオール 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 静内 千代田牧場 ５２２＋ ４１：２６．８� １６．１

３５ � エーシンリードモア 牝３鹿 ５４ 吉田 豊平井 宏承氏 畠山 吉宏 米 Winches-

ter Farm ５０２＋ ４１：２６．９クビ １１．８�
６１１ ヤマノテイオー 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己澤村 敏雄氏 相沢 郁 様似 北澤 正則 ５５２＋ ４ 〃 クビ ４．７�
７１３ デザートジョオー 牝３栗 ５４ 吉田 隼人松平 正樹氏 高木 登 浦河 有限会社

吉田ファーム ４２８＋ ４１：２７．１１	 １１０．４
５９ ス ズ バ ベ ル 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹小紫 芳夫氏 小西 一男 三石 小河 豊水 ４９４± ０１：２７．３１	 １４７．０�
８１５ アメリカンヒロイン 牝３青鹿５４ 小林 淳一小野 博郷氏 石栗 龍彦 新冠 赤石 久夫 ４３４＋ ２１：２７．５１� ３５７．６�
７１４ エンディアメント 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 尾形 充弘 追分 追分ファーム ４４６－ ６１：２７．６� ２６．５�
８１６ モリガキラリ 牝３鹿 ５４ 江田 照男副島 義久氏 藤原 辰雄 浦河 川越牧場 ４４６ ―１：２８．８７ １２０．５�
１２ アカテブクロ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義栗山 良子氏 武市 康男 浦河 大野牧場 B４８６＋ ６１：２９．４３� ７６．９�
２３ クニノイチロー 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥國立 治氏 清水 美波 青森 織笠 時男 ４７６ ―１：３０．９９ １５２．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，４１２，０００円 複勝： ２８，４６１，８００円 枠連： ２３，４４０，４００円

普通馬連： ８３，４１０，８００円 馬単： ７５，８０２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，４６２，８００円

３連複： １０８，１１１，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３６４，１０２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １５０円 � １６０円 � ２９０円 枠 連（１－３） ３４０円

普通馬連 �� ５５０円 馬 単 �� １，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ６６０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ２，０７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２４１２０ 的中 � ５１５２４（２番人気）
複勝票数 計 ２８４６１８ 的中 � ５７２６９（１番人気）� ５４１４８（２番人気）� １９６６５（６番人気）
枠連票数 計 ２３４４０４ 的中 （１－３） ５１４３４（１番人気）
普通馬連票数 計 ８３４１０８ 的中 �� １１３９００（１番人気）
馬単票数 計 ７５８０２６ 的中 �� ４４５９６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２４６２８ 的中 �� ２３３７０（１番人気）�� ７８９０（８番人気）�� ５９９５（１２番人気）
３連複票数 計１０８１１１９ 的中 ��� ３８５４８（４番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．９―１２．９―１２．６―１２．４―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．３―３５．２―４８．１―１：００．７―１：１３．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ケイアイプラウド �
�
父 Proud Citizen �

�
母父 Bear Hunt デビュー ２００８．２．９ 東京２着

２００５．５．４生 牡３栗 母 Arkwright 母母 My Appreciation ４戦１勝 賞金 １０，３００，０００円



１１０８７ ５月１８日 晴 稍重 （２０東京２）第８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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

７１３ エミネムシチー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 静内 光丘牧場 ４４６＋ ２１：３９．２ ３．４�

１１ ホウライブライアン 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己橋元 幸平氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 B４６４± ０ 〃 クビ ２．３�
４８ ジュエルサイレンス 牝３鹿 ５４ 武 豊松下 充良氏 藤原 辰雄 門別 天羽 禮治 ４７８＋１２１：３９．３� ４．７�
８１５ ジエクストリーム 牡３栗 ５６

５５ ☆的場 勇人栗本 良明氏 矢作 芳人 門別 下河辺牧場 ４６２± ０１：４０．０４ ３３．２�
４７ シルクメルヴェイユ 牡３黒鹿５６ 田中 剛有限会社シルク星野 忍 門別 ヤナガワ牧場 ５００－ ２１：４０．１� １８６．５�
３５ ストロングジャック 牡３栗 ５６ 横山 典弘村木 篤氏 鹿戸 雄一 静内 へいはた牧場 B５１８＋ ６１：４０．２� １７．１�
５１０ ダンシングゴールド 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹	グランド牧場 
田 研二 静内 グランド牧場 B５０４＋ ２ 〃 クビ １２．８�
５９ ハクサンレジェンド 牡３栗 ５６ 五十嵐雄祐篠� 恒雄氏 浅野洋一郎 門別 里深 牧場 ４４２＋１０１：４０．９４ ２１．０�
２４ ダイワチェイサー 牡３青 ５６ 武士沢友治大城 敬三氏 中野渡清一 門別 出口牧場 B４８２＋ ６ 〃 クビ ５３．３
１２ モルフェサイレンス 牡３栗 ５６ 江田 照男並河賢一郎氏 大江原 哲 平取 高橋 幸男 ４８２± ０１：４１．１１� ５１．７�
６１１ サッチャリズム 牝３鹿 ５４ 田中 勝春居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム ４５２－ ２１：４１．２クビ ７３．９�
７１４ リバーチャーム 牝３鹿 ５４ 吉田 豊泉 俊二氏 柴田 政人 厚真 大川牧場 ４９２＋ ４１：４１．３� １９４．７�
３６ ブルーサイクロン 牡３鹿 ５６ 小野 次郎村山 忠弘氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ５２０＋ ４１：４２．１５ ７１．５�
２３ カイテキファーレン 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人国本 勇氏 高木 登 浦河 笹島 政信 ５４０＋１０１：４２．３１� ２７８．９�
６１２ オ ム ラ イ ス 牝３鹿 ５４ 柄崎 将寿武田 豊文氏 柄崎 孝 茨城 武田 豊文 ５３６ ―１：４２．９３� １４８．５�
８１６ マルブツランド 牡３栗 ５６ 福永 祐一大澤 毅氏 白井 寿昭 新冠 八木サニー

ファーム B４８０ ―１：４３．２１� ７８．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，４９４，１００円 複勝： ２８，７５３，７００円 枠連： ２５，７９３，９００円

普通馬連： ８８，１９６，９００円 馬単： ８４，５００，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，２３５，７００円

３連複： １１９，４６０，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３９７，４３５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １２０円 � １２０円 � １５０円 枠 連（１－７） ４５０円

普通馬連 �� ４１０円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� ２７０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ５１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３４９４１ 的中 � ５５９４１（２番人気）
複勝票数 計 ２８７５３７ 的中 � ７６３２８（１番人気）� ７６０５８（２番人気）� ３８６２９（３番人気）
枠連票数 計 ２５７９３９ 的中 （１－７） ４２３６５（１番人気）
普通馬連票数 計 ８８１９６９ 的中 �� １６０３４４（１番人気）
馬単票数 計 ８４５００８ 的中 �� ６９８８０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７２３５７ 的中 �� ５３７６３（１番人気）�� ２１９９８（３番人気）�� ２３１４４（２番人気）
３連複票数 計１１９４６０８ 的中 ��� １７２９８９（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．４―３６．７―４９．４―１：０２．０―１：１４．３―１：２６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エミネムシチー �
�
父 エアエミネム �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー ２００７．１１．２３ 東京１４着

２００５．４．４生 牡３鹿 母 ロンディニウム 母母 ミステイメモリーズ ９戦１勝 賞金 １２，７００，０００円
〔発走状況〕 モルフェサイレンス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 イイノソレ号



１１０８８ ５月１８日 晴 良 （２０東京２）第８日 第４競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１１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

１：２０．０
１：１９．０

良

良

３５ リ ビ ア ー モ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 高橋 裕 早来 ノーザンファーム B４７８＋ ２１：２３．２ １２．２�

６１１ ドナヴィラージュ 牝３黒鹿５４ 横山 典弘山田 貢一氏 鈴木 伸尋 新冠 北星村田牧場 ４１６＋ ２１：２３．８３� １４．８�
７１４ スズヨコジーン 牡３芦 ５６ 柴田 善臣鈴木与四郎氏 根本 康広 浦河 丸村村下

ファーム ４５４± ０ 〃 アタマ ４．６�
７１５ ナニワプレストン 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎村田 哲朗氏 平井 雄二 新冠 新冠伊藤牧場 ４６２＋ ４１：２３．９� ２２２．０�
８１６� シーキングオアシス 牝３栗 ５４ 藤田 伸二吉田 和子氏 戸田 博文 米 Stonestreet

Mares LLC. ４５４－ ２１：２４．１１ ５．０�
５１０ ダイワプレシャス 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己大城 敬三氏 浅野洋一郎 静内 橋本牧場 ４３０＋ ４ 〃 クビ ４．０�
８１８ ノ ボ ア ー ス 牡３鹿 ５６ 内田 博幸	LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 ４７２－ ８１：２４．６３ ７８．８

８１７� シガースペシャル 牡３鹿 ５６ 吉田 豊藤田与志男氏 尾形 充弘 米 Liz Squyres &

Jerry Squyres ４９２± ０１：２４．７� １３．０�
２４ ス ク ロ ー ル 牡３芦 ５６ 吉永 護首藤 徳氏 小島 太 浦河 小池 博幸 ４３４ ― 〃 クビ ８４．０�
７１３ コパノシンオー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝小林 祥晃氏 武藤 善則 静内 谷岡牧場 ４３８－ ４ 〃 ハナ ６．３
４７ ショウナンサヴァン 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠国本 哲秀氏 上原 博之 静内 神垣 道弘 ４７６＋２２１：２４．８� １３０．１�
３６ セレクトキング 牡３鹿 ５６ 武士沢友治宮川 純造氏 保田 一隆 新冠 隆栄牧場 ４４６± ０１：２５．０１� ５１．１�
１１ ス ズ シ ル フ 牝３鹿 ５４

５３ ☆北村 友一小紫 芳夫氏 本間 忍 新冠 新冠橋本牧場 ４０６－ ４１：２５．６３� ２７５．６�
６１２ ジェリーロラム 牝３鹿 ５４ 田中 勝春ポリッシュホースメイト武藤 善則 浦河 本巣 敦 ４５０－ ４１：２５．７� ３８．２�
２３ ガイアスピリット 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一千葉 正人氏 清水 英克 平取 協栄組合 ４５２± ０ 〃 クビ ２３．３�
４８ ピンクデビュー 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆的場 勇人�橋 信博氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４３６－ ８１：２６．２３ １６９．６�
５９ ディーエスハンター 牡３鹿 ５６ 江田 照男秋谷 壽之氏 成島 英春 三石 谷口育成牧場 ４７０－ ２１：２６．７３ ３０９．５�
１２ ジ ュ セ ト ゥ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義伊達 敏明氏 清水 利章 門別 サンシャイン

牧場 ４６８＋ ６１：２６．８	 １５．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，６９７，５００円 複勝： ３４，４９２，７００円 枠連： ３１，１７２，９００円

普通馬連： ９４，０７３，１００円 馬単： ８３，２１４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，６６０，１００円

３連複： １２４，２５９，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４１６，５７０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２２０円 複 勝 � ３８０円 � ３２０円 � １６０円 枠 連（３－６） ５，１７０円

普通馬連 �� ８，６４０円 馬 単 �� １７，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，６１０円 �� １，０５０円 �� １，１００円

３ 連 複 ��� １４，２８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２６９７５ 的中 � １４７６０（５番人気）
複勝票数 計 ３４４９２７ 的中 � １９８８６（６番人気）� ２５０３５（５番人気）� ７８７８９（１番人気）
枠連票数 計 ３１１７２９ 的中 （３－６） ４４５４（１８番人気）
普通馬連票数 計 ９４０７３１ 的中 �� ８０４４（３０番人気）
馬単票数 計 ８３２１４３ 的中 �� ３４３５（６１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６６６０１ 的中 �� ２４４４（２９番人気）�� ６３８９（９番人気）�� ６０６１（１１番人気）
３連複票数 計１２４２５９６ 的中 ��� ６４２３（４４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．４―３５．０―４７．１―５９．０―１：１１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３６．１
３ １１－（８，１２）１０（４，１６）（９，１３，１７）（２，６）（３，１８）（１，５）１４，７，１５ ４ １１－（８，１２）１０（４，１６，１３）（９，１７）（２，６，１８，１４）５（１，１５）３－７

勝馬の
紹 介

リ ビ ア ー モ �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００８．３．２２ 中山１１着

２００５．５．５生 牝３鹿 母 ラトラヴィアータ 母母 サクラハゴロモ ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００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 サニースティーヴ号



１１０８９ ５月１８日 晴 良 （２０東京２）第８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

１：５８．０
１：５６．４

良

良

７１０ エクスプレスワン 牡３青鹿５６ 安藤 勝己齊藤四方司氏 堀 宣行 早来 ノーザンファーム ５３８＋１２２：０５．２ １．３�

７９ バウンシングライト 牡３栗 ５６ 武 豊 �サンデーレーシング 小島 太 早来 ノーザンファーム ４８０ ―２：０５．３� ６．３�
３３ オーシャンブリーズ 牝３黒鹿５４ 福永 祐一臼田 浩義氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B４７０－ ８２：０５．５１� ４９．５�
４４ ライダーカップ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸今 秀幸氏 水野 貴広 浦河 大成牧場 ４８４＋ ８２：０５．７１ ２０．６�
６８ サクラルシファー 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹�さくらコマース上原 博之 静内 西村 和夫 ４７８± ０ 〃 ハナ １３．３�
５５ ダッシュアキチャン 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣遠藤 喜松氏 内藤 一雄 三石 沖田 忠幸 ４３２＋ ６２：０５．９１� １０．１	
２２ アントルシャディス 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝池谷 誠一氏 萩原 清 門別 本間牧場 ４３６－ ２２：０６．２２ ７２．０

８１２ エムオーフィーバー 牝３芦 ５４ 田中 勝春大浅 貢氏 古賀 慎明 三石 川端牧場 ４２２－ ２２：０６．３クビ １８．３�
１１ エヌティースター 牡３栗 ５６ 小林 淳一鳳サラブレッドレーシ

ングチーム 石栗 龍彦 新冠 中本牧場 ４５８＋ ２２：０６．６２ １９２．５�
６７ ザサンデーアミフジ 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥内藤 好江氏 浅野洋一郎 茨城 内藤牧場 ４５８＋ ２２：０６．９２ １５２．３
５６ プリムローズシチー 牝３青 ５４ 吉田 豊 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 門別 幾千世牧場 B４４６＋１０２：０７．３２� １７１．３�
８１１ キタサンスターダム 牡３黒鹿５６ 武士沢友治�大野商事 中野渡清一 三石 木田牧場 ４７４－ ８２：０７．５１� ２５７．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３２，８７３，９００円 複勝： ６２，６８１，２００円 枠連： ２４，８８５，１００円

普通馬連： ９３，８９４，９００円 馬単： １１３，６３９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，８１４，９００円

３連複： １２０，９９１，０００円 ３連単： 発売なし 計： ４７５，７８０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � ６４０円 枠 連（７－７） ４２０円

普通馬連 �� ４１０円 馬 単 �� ５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ８８０円 �� １，８４０円

３ 連 複 ��� ３，３２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３２８７３９ 的中 � ２０１００６（１番人気）
複勝票数 計 ６２６８１２ 的中 � ４２８３７６（１番人気）� ４５２７２（２番人気）� ８１６６（７番人気）
枠連票数 計 ２４８８５１ 的中 （７－７） ４４１３４（２番人気）
普通馬連票数 計 ９３８９４９ 的中 �� １７３０７０（１番人気）
馬単票数 計１１３６３９４ 的中 �� １４３３９０（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６８１４９ 的中 �� ４３９９５（１番人気）�� ６６１０（１１番人気）�� ３００１（２０番人気）
３連複票数 計１２０９９１０ 的中 ��� ２６９６０（１２番人気）

ハロンタイム １３．４―１２．２―１２．２―１２．６―１３．５―１３．７―１３．０―１１．６―１１．０―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．４―２５．６―３７．８―５０．４―１：０３．９―１：１７．６―１：３０．６―１：４２．２―１：５３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．６―３F３４．６

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

エクスプレスワン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Nureyev デビュー ２００８．３．２３ 中山２着

２００５．２．１４生 牡３青鹿 母 ロッタレース 母母 Sex Appeal ３戦１勝 賞金 ７，７５０，０００円



１１０９０ ５月１８日 晴 良 （２０東京２）第８日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

７７ タケショウオージ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸�ナイト商事 国枝 栄 浦河 富菜牧場 ４５２＋ ２１：３５．４ ３．２�

６６ エアキリヤン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４４４－ ２１：３５．９３ ３．４�
５５ ヤマタケプリンセス 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人山中 和子氏 畠山 重則 門別 出口牧場 ４３０± ０１：３６．１１� ３０．２�
３３ ギュイエンヌ 牝３青鹿５４ 後藤 浩輝杉山 忠国氏 萩原 清 三石 明治牧場 ４５６－ ２ 〃 クビ ５．２�
８８ アイビスデージー 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義臼倉 勲氏 田中 清隆 三石 タガミファーム ４６６＋ ４１：３６．４１� ８．３�
２２ � ダノンバッカス 牡３鹿 ５６ 武 豊�ダノックス 小崎 憲 英 T. Light-

bowne ４５６－１４１：３６．５� ３．７	
４４ 	 ミサトミラクル 牝３栗 ５４ 江田 照男戸部 洋氏 谷原 義明 静内 真歌伊藤牧場 ４３０＋ ４１：３７．０３ ９７．６

１１ 	 シグナルパス 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠原 
子氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５１８＋ ４１：３９．１大差 ５０．３�

（８頭）

売 得 金

単勝： ２３，７４２，５００円 複勝： ２３，００８，８００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ９４，８９６，５００円 馬単： １００，９７５，２００円 ワイド【拡大馬連】： １８，６４４，４００円

３連複： ９８，６８９，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３５９，９５６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � ４３０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ４３０円 馬 単 �� ８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� １，０６０円 �� １，２９０円

３ 連 複 ��� ３，６９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３７４２５ 的中 � ５９７６０（１番人気）
複勝票数 計 ２３００８８ 的中 � ５４６８９（２番人気）� ５５９２２（１番人気）� ８８１３（６番人気）
普通馬連票数 計 ９４８９６５ 的中 �� １６６３２６（１番人気）
馬単票数 計１００９７５２ 的中 �� ８６８０５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８６４４４ 的中 �� ２８３５０（１番人気）�� ３７７４（１１番人気）�� ３０６７（１２番人気）
３連複票数 計 ９８６８９５ 的中 ��� １９７５２（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．９―３５．８―４７．６―５９．９―１：１１．６―１：２３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３５．５
３ ８－１，６（３，２）５（４，７） ４ ８－（３，６）（２，７）１（５，４）

勝馬の
紹 介

タケショウオージ �

父 コマンダーインチーフ �


母父 ニホンピロウイナー デビュー ２００７．７．１ 福島１着

２００５．４．１０生 牡３鹿 母 タケショウティアラ 母母 ベストプリンセス ８戦２勝 賞金 ２３，８２２，０００円



１１０９１ ５月１８日 晴 稍重 （２０東京２）第８日 第７競走 ��１，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時２０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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

５１０ マルブツフジ 牡５栗 ５７ 横山 典弘大澤 毅氏 中島 敏文 伊達 高橋農場 ５０８－ ８１：３８．２ ２．４�

４８ � トーセンマンボ 牡５鹿 ５７ 内田 博幸島川 �哉氏 保田 一隆 静内 岡田スタツド ５３６± ０１：３８．５１� ３．０�
１１ � アーバニティ 牡４黒鹿５７ 田中 勝春 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４９４－ ６１：３８．６� ４．５�
２４ シンボリプロキオン 牡５栗 ５７ 柴田 善臣シンボリ牧場 高橋 祥泰 門別 和田農林（有） ５０４± ０１：３８．７� １６．３�
３６ ヘイアンレジェンド 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠荻原 昭二氏 松山 康久 門別 シンボリ牧場 ４８８＋ ４ 〃 ハナ ２１．７�
７１４ マイネルオークベイ 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム ４８８＋ ４ 〃 ハナ ３７．０

８１５ エイシンイップー 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝平井 豊光氏 北出 成人 新冠 越湖牧場 B４８０－ ２ 〃 クビ ２９．８�
５９ トーセンジュビリー 牡５鹿 ５７ 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B４７０＋ ６１：３８．８� ５９．４�
１２ � タ カ ラ ボ ス 牡４栗 ５７ 大庭 和弥栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 小葉松 幸雄 ４１８＋ ２１：３９．０１� １０２．３
６１２ イメージボックス 牡４鹿 ５７

５６ ☆北村 友一大原 詔宏氏 土田 稔 静内 田中 裕之 B４７８－ ４ 〃 クビ １４４．１�
３５ レアルグローリー 牡５鹿 ５７ 小野 次郎田中 昇氏 杉浦 宏昭 青森 青南ムラカミ

ファーム ５０８± ０１：３９．１クビ １２４．３�
４７ � ユキノスバル 牡５鹿 ５７ 江田 照男柏木 務氏 二本柳俊一 平取 川上 勇治 B４４４＋ ４１：３９．３１� １８０．２�
６１１� ベルベットボクサー 牡５栗 ５７ 藤田 伸二会田 満雄氏 杉浦 宏昭 静内 石川牧場 B５３０＋１８１：３９．５１ ２４．０�
２３ � ヒ シ ロ シ オ 牡４鹿 ５７ 郷原 洋司阿部雅一郎氏 中野 隆良 様似 瀬口 信正 ５１０－ ６１：３９．８１� ３６４．７�
７１３� ダッシュタイカン 牡４黒鹿 ５７

５６ ☆的場 勇人石橋 松蔵氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 B４９８＋ ８１：４０．３３ １３３．８�
８１６� オードリーローズ 牝５鹿 ５５ 小林 淳一�小林牧場 高橋 祥泰 浦河 浦河小林牧場 ４３４± ０１：４０．６１� ４３８．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，２６２，３００円 複勝： ３３，２０１，８００円 枠連： ２９，６４８，４００円

普通馬連： １２４，８８９，３００円 馬単： １１３，３７１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，９７３，８００円

３連複： １５５，８４４，７００円 ３連単： 発売なし 計： ５１９，１９２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（４－５） ３４０円

普通馬連 �� ３００円 馬 単 �� ６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４０円 �� ２７０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ５１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３０２６２３ 的中 � １０２７４１（１番人気）
複勝票数 計 ３３２０１８ 的中 � ８５１９４（２番人気）� １０４８８７（１番人気）� ４０８２２（３番人気）
枠連票数 計 ２９６４８４ 的中 （４－５） ６４５５３（１番人気）
普通馬連票数 計１２４８８９３ 的中 �� ３０９９８９（１番人気）
馬単票数 計１１３３７１８ 的中 �� １４０２０２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１９７３８ 的中 �� ７６１５１（１番人気）�� ２４４０６（３番人気）�� ２７１３８（２番人気）
３連複票数 計１５５８４４７ 的中 ��� ２２７８０２（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．１―３６．１―４８．４―１：００．８―１：１３．１―１：２５．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルブツフジ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ダイナガリバー デビュー ２００５．７．３１ 小倉１２着

２００３．３．３０生 牡５栗 母 ミスティックフレア 母母 フアインテスコ １５戦３勝 賞金 ４１，２２２，０００円
〔制裁〕 マルブツフジ号の騎手横山典弘は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金５０，０００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 ギブミーアチャンス号



１１０９２ ５月１８日 晴 良 （２０東京２）第８日 第８競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０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

１：２０．０
１：１９．０

良

良

７１５ ナチュラルウィン 牡５青鹿５７ 岩田 康誠吉田 勝己氏 坂本 勝美 早来 ノーザンファーム ４８８＋１２１：２３．０ １８．６�

１１ カ ピ タ ー ノ 牡４黒鹿５７ 内田 博幸 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 勢司 和浩 浦河 富菜牧場 ４７８＋ ４ 〃 ハナ １７．５�

２４ ペ チ カ 牝４芦 ５５ 吉田 豊吉田 照哉氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム ４７４± ０１：２３．１� １６．５�
８１７ カツヨカムトゥルー 牡５鹿 ５７ 武士沢友治丹羽 茂文氏 中野渡清一 三石 嶋田牧場 ４５６＋ ２１：２３．２� ４．８�
７１４� ソングバード 牝４青鹿５５ 田中 勝春 �サンデーレーシング 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４７４± ０１：２３．５１� １５．５�
７１３ メタルビーズ 牝５黒鹿５５ 江田 照男�下河辺牧場 武藤 善則 門別 下河辺牧場 ４１０＋ ６１：２３．６� ４０．７	
６１１ マイネルパラシオ 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 静内 岡田スタツド ４８２－ ４ 〃 アタマ ３０．８

１２ フローラルカーヴ 牝４鹿 ５５ 福永 祐一 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム ４３６－ ２１：２３．７� ２．８�
８１６ マルブツプリンス 牡５芦 ５７ 小林 久晃大澤 毅氏 杉浦 宏昭 伊達 高橋農場 ４８２＋ ４ 〃 アタマ ２３４．２�
４７ クロスホーリー 牡４栗 ５７ 郷原 洋司佐々木 徹氏 郷原 洋行 新冠 シンユウフアーム ４８６± ０１：２３．８� ５８．７
３５ ホーリーミスト 牝５黒鹿５５ 吉田 隼人 �社台レースホース後藤 由之 白老 白老ファーム ４４４－ ６１：２３．９� ２１．０�
２３ エイワンキセキ 牝４青鹿５５ 横山 典弘荒木 誠氏 伊藤 伸一 新冠 中本 隆志 ４７６＋ ８ 〃 アタマ ４．４�
６１２ ケイコティアラ 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣小林けい子氏 柴田 政人 門別 ヤナガワ牧場 ４４４＋ ６１：２４．１１ ３７．９�
５１０� レディプリンセス 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 松山 将樹 三石 ケイアイファーム ４３８＋ ２１：２４．３１� ２０．９�
３６ � シルキーリゾート 牝４青 ５５

５４ ☆北村 友一有限会社シルク松山 将樹 新冠 飛渡牧場 ４０８＋ ８１：２５．１５ ２４４．４�
８１８� シルクピクシー 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹有限会社シルク大和田 稔 新冠 奥山牧場 ４１０＋２０１：２５．３１� ３１２．１�
４８ � ゴールドゲスト 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝居城 要氏 天間 昭一 鵡川 安田 幸子 ４１８－１１１：２５．６１� ９０．４�
５９ � キラキラボシ 牝５鹿 ５５ 増沢由貴子 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本間 忍 門別 豊郷牧場 ４２４－ ２ 〃 ハナ １５９．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２７，７５６，４００円 複勝： ３９，２５１，８００円 枠連： ４０，１５５，８００円

普通馬連： １４３，５２７，３００円 馬単： １０８，９３３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，６２７，２００円

３連複： １７８，０４７，４００円 ３連単： 発売なし 計： ５７２，２９９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８６０円 複 勝 � ６２０円 � ５４０円 � ５００円 枠 連（１－７） ９８０円

普通馬連 �� １８，３２０円 馬 単 �� ３５，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，４４０円 �� ５，０４０円 �� ３，１３０円

３ 連 複 ��� ６９，０２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７７５６４ 的中 � １１７９０（７番人気）
複勝票数 計 ３９２５１８ 的中 � １６４１９（８番人気）� １９４９５（５番人気）� ２１３７２（４番人気）
枠連票数 計 ４０１５５８ 的中 （１－７） ３０３６３（４番人気）
普通馬連票数 計１４３５２７３ 的中 �� ５７８３（４６番人気）
馬単票数 計１０８９３３４ 的中 �� ２２６７（８５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４６２７２ 的中 �� １３１６（５８番人気）�� １６９０（４４番人気）�� ２７４７（３２番人気）
３連複票数 計１７８０４７４ 的中 ��� １９０４（１６３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２４．１―３６．３―４８．７―１：００．１―１：１１．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナチュラルウィン �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２００５．８．７ 新潟５着

２００３．３．２３生 牡５青鹿 母 コリーナデルナ 母母 ダイナアルテミス １３戦２勝 賞金 ２３，７９０，０００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 コアレスディガー号・シーディドアラバイ号



１１０９３ ５月１８日 晴 良 （２０東京２）第８日 第９競走 ��
��２，０００�

ろ く し ゃ

六 社 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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．０
１：５６．４

良

良

２２ シルクダッシュ 牡７鹿 ５７ 内田 博幸有限会社シルク斎藤 誠 新冠 早田牧場新
冠支場 ５０８＋ ２２：０２．１ ４．７�

５６ マイネルヘンリー 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菅原 泰夫 三石 木下牧場 B５０４± ０２：０２．２� １４．１�

８１２ ロードアルファード 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二 �ロードホースクラブ 山内 研二 門別 シンコーファーム ５０４＋ ２ 〃 クビ ２．８�
３３ エイシンテンリュー 牡５鹿 ５７ 武 豊平井 豊光氏 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４９６＋ ２２：０２．４１� ２．８�
１１ 	 エールスタンス 牝５黒鹿５５ 横山 典弘吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４４８＋ ２２：０２．５
 ２４．８�
８１１ フェスティヴナイト 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣臼井義太郎氏 斎藤 宏 静内 伊藤 昭次 ４６０± ０２：０２．６
 ２１．２�
６８ エアフォルツァ 牡６鹿 ５７ 武 幸四郎 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４７２± ０２：０３．０２
 ２６．７	
４４ サウザンブライト 牡７鹿 ５７ 小林 淳一鈴木 芳夫氏 粕谷 昌央 新冠 勝川牧場 ４８６－ ２ 〃 ハナ ２２８．１

７９ シルクエフォート 牡７鹿 ５７ 岩田 康誠有限会社シルク池上 昌弘 新冠 早田牧場新

冠支場 ４８６± ０２：０３．２１� １３．４�
６７ シルキーステラ 牝６青 ５５ 吉田 隼人有限会社シルク尾形 充弘 新冠 早田牧場新

冠支場 ４１４－１６２：０３．５１� ３１．６�
７１０ ヤクモオーカン 牡５鹿 ５７ 穂苅 寿彦山崎牧場 杉浦 宏昭 八雲 山崎牧場 ４６４＋ ４２：０３．６
 ２６２．９�
５５ クールダンサー 牝５鹿 ５５ 田中 勝春川上 哲司氏 坂本 勝美 三石 沖田 博志 ４６２± ０２：０４．０２
 １１３．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３２，５５６，０００円 複勝： ４０，７３５，５００円 枠連： ３４，０７２，９００円

普通馬連： １５０，３０４，３００円 馬単： １０９，９９０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，２９０，８００円

３連複： １３１，８０９，１００円 ３連単： ３７７，５３０，７００円 計： ９１２，２９０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １６０円 � ２６０円 � １１０円 枠 連（２－５） ２，７３０円

普通馬連 �� ２，６７０円 馬 単 �� ５，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８９０円 �� ２６０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� １，８００円 ３ 連 単 ��� １４，２９０円

票 数

単勝票数 計 ３２５５６０ 的中 � ５５１５４（３番人気）
複勝票数 計 ４０７３５５ 的中 � ５８０４７（３番人気）� ２８０２６（４番人気）� １４６１３０（１番人気）
枠連票数 計 ３４０７２９ 的中 （２－５） ９２４１（１２番人気）
普通馬連票数 計１５０３０４３ 的中 �� ４１５８６（９番人気）
馬単票数 計１０９９９０７ 的中 �� １５０４０（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５２９０８ 的中 �� ８６５９（１１番人気）�� ３９１５６（２番人気）�� １７８４９（４番人気）
３連複票数 計１３１８０９１ 的中 ��� ５４１４４（４番人気）
３連単票数 計３７７５３０７ 的中 ��� １９４９８（４２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．２―２４．７―３６．１―４８．２―１：０１．３―１：１４．３―１：２７．０―１：３８．８―１：５０．３

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 １２－（１，５）７（１１，６）－８（４，９，３）１０，２
２
４

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

勝馬の
紹 介

シルクダッシュ �
�
父 スターオブコジーン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００３．１０．２６ 東京３着

２００１．２．２１生 牡７鹿 母 ウインクドリーム 母母 ウインクルビー ３６戦４勝 賞金 ９３，６００，０００円
※シルキーステラ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１１０９４ ５月１８日 晴 良 （２０東京２）第８日 第１０競走 ��
��１，４００�

り っ か

立夏ステークス
発走１５時００分 （ダート・左）
４歳以上，１，６００万円以下，１９．５．１２以降２０．５．１１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 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００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

１：２２．３
１：２１．９

稍重

重

１２ カルナバリート 牡５黒鹿５５ 吉田 隼人 �キャロットファーム 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ５１２－１０１：２３．４ ９．６�

４８ タマモグレアー 牡４鹿 ５６ 南田 雅昭タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ５２６± ０１：２３．５� ５５．２�
７１４ アグネスマクシマム 牡４栗 ５５ 福永 祐一渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４６６± ０１：２３．８１� ５．３�
４７ � アントニオマグナム 牡７鹿 ５７ 安藤 勝己吉田 安惠氏 加藤 征弘 米

Pinetree Farm
Thorough-
breds, Inc.

５０８－ ８ 〃 クビ ８．４�
６１２� ダイイチミラクル 	８芦 ５２ 柴田 未崎�ミルファーム 菊川 正達 三石 ダイイチ牧場 B４８８＋ ６１：２３．９クビ ２２３．３�
３５ � セイウンプレジャー 牡６鹿 ５６ 武 豊西山 茂行氏 宮本 博 米

Dale Roberts,
Bob Austin &
Bill Austin

４８８± ０１：２４．０� ４．０	
３６ � ミリオンディスク 牡４栗 ５６ 武 幸四郎 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム ５０８＋ ２１：２４．２１
 ４．５

８１５ アルバレスト 牡６青鹿５６ 柴山 雄一吉田 勝己氏 久保田貴士 早来 ノーザンファーム ４７６－１０ 〃 アタマ １８．５�
２３ サニーネイティブ 牡６栗 ５３ 的場 勇人宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ５１４＋ ４１：２４．４１� １４８．２�
５１０� アポインテッドボブ 牡４鹿 ５７ 池添 謙一藤田与志男氏 手塚 貴久 米 Fox Hill

Farms, Inc. ５２２＋ ８１：２４．５クビ １３．１
８１６ サワノブレイブ 牡７栗 ５７ 岩田 康誠澤田 �子氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 ４９６＋１０１：２４．６� １９．０�
６１１ ヤマタケゴールデン 牡５栗 ５４ 田中 勝春山中 和子氏 畠山 重則 静内 静内酒井牧場 ４９６＋ ８ 〃 クビ １１．０�
１１ � サーチエネミー 	６鹿 ５２ 江田 照男 �キャロットファーム 中川 公成 早来 ノーザンファーム B４５６－ ２１：２４．７� １０７．８�
５９ ビッグホワイト 牡６芦 ５５ 小野 次郎小林 昌志氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４７２± ０１：２５．０２ ７９．７�
７１３ メジロバーミューズ 牝６鹿 ５０ 武士沢友治�メジロ牧場 菊川 正達 伊達 メジロ牧場 ４９４－ ２１：２５．２１ ３６．７�
２４ ホワイトリーベ 牝４芦 ５２ 吉田 豊水上 行雄氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ４８０＋ ４１：２５．３� ５２．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４６，２３５，５００円 複勝： ６７，２４０，７００円 枠連： ６３，７４２，５００円

普通馬連： ２８４，７６９，４００円 馬単： １５９，５１１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ５８，７５７，４００円

３連複： ２５１，９３３，７００円 ３連単： ５５６，９５１，４００円 計： １，４８９，１４１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９６０円 複 勝 � ３５０円 � １，１９０円 � ２１０円 枠 連（１－４） ４，２１０円

普通馬連 �� ３２，０９０円 馬 単 �� ４９，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，７５０円 �� １，２２０円 �� ５，８３０円

３ 連 複 ��� ７４，１７０円 ３ 連 単 ��� ５０１，８７０円

票 数

単勝票数 計 ４６２３５５ 的中 � ３７９５４（５番人気）
複勝票数 計 ６７２４０７ 的中 � ４９２４３（６番人気）� １２１７９（１１番人気）� １０４５５０（２番人気）
枠連票数 計 ６３７４２５ 的中 （１－４） １１１７７（２０番人気）
普通馬連票数 計２８４７６９４ 的中 �� ６５５１（５８番人気）
馬単票数 計１５９５１１０ 的中 �� ２３７９（１０１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５８７５７４ 的中 �� ２１０６（５８番人気）�� １２２８０（１５番人気）�� ２４４１（５２番人気）
３連複票数 計２５１９３３７ 的中 ��� ２５０７（１５３番人気）
３連単票数 計５５６９５１４ 的中 ��� ８１９（９４５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．４―３５．４―４７．５―５９．２―１：１１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３５．９
３ １０（７，８）６（１，２，３）５（４，１４，１６）（９，１１，１３，１５）－１２ ４ ・（１０，７，８）（２，３）６（１，５）（１４，１６）４（１１，１３，１５）９，１２

勝馬の
紹 介

カルナバリート �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 Danzig Connection デビュー ２００６．１．９ 京都１着

２００３．４．３０生 牡５黒鹿 母 ダンジグエンジェル 母母 Chelseanna １２戦５勝 賞金 ６２，７７７，０００円
〔その他〕 サワノブレイブ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 サワノブレイブ号は，平成２０年６月１８日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）３０頭 アグネストラベル号・ウエスタンマックス号・ウォーターバロン号・エイシンイーデン号・ガブリン号・

ゴールドマイン号・サンマルセイコー号・サンライズボンバー号・スズノメヒョー号・タイキシルバー号・
ダイショウジェット号・ダイワエンパイア号・ダイワルビア号・タガノエスペランサ号・ダノンビクトリー号・
タムロイーネー号・トップディアマンテ号・トーセンゴライアス号・パピヨンシチー号・パープルストック号・
ピオーネ号・ビコージェネラル号・フルブラッサム号・ヘラクレスバイオ号・ポートラヴ号・
マルターズマッシブ号・マルブツバンダリー号・ミキノモナコ号・ミスターモナルコス号・メジロファルカル号



１１０９５ ５月１８日 晴 良 （２０東京２）第８日 第１１競走 ��
��１，６００�第３回ヴィクトリアマイル（ＪｐｎⅠ）

発走１５時４０分 （芝・左）

牝，４歳以上；負担重量は，５５�
日本馬主協会連合会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 ９０，０００，０００円 ３６，０００，０００円 ２３，０００，０００円 １４，０００，０００円 ９，０００，０００円
付 加 賞 ３，９４８，０００円 １，１２８，０００円 ５６４，０００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

１：３２．０
１：３１．５
１：３２．５

良

良

良

３６ エイジアンウインズ 牝４鹿 ５５ 藤田 伸二太田 美實氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４８６＋ ２１：３３．７ １３．４�

５９ ウ オ ッ カ 牝４鹿 ５５ 武 豊谷水 雄三氏 角居 勝彦 静内 カントリー牧場 ４７８ １：３３．８� ２．１�
１２ ブルーメンブラット 牝５黒鹿５５ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 石坂 正 早来 ノーザンファーム ４６６－ ２ 〃 ハナ ８．８�
６１２ ヤマニンメルベイユ 牝６栗 ５５ 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４７４＋ ６１：３４．４３� ６０．９�
７１３ ニシノマナムスメ 牝４青鹿５５ 吉田 隼人西山 茂行氏 河内 洋 鵡川 西山牧場 ４５６＋１０ 〃 ハナ ６．１�
３５ ピンクカメオ 牝４鹿 ５５ 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 新冠 パカパカ
ファーム ４７６＋ ４１：３４．５� ４２．５	

２４ ジョリーダンス 牝７芦 ５５ 安藤 勝己小林 薫氏 堀 宣行 新冠 錦岡牧場 ４８２＋ ６ 〃 アタマ １４．５

８１７ ベッラレイア 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎吉田 勝己氏 平田 修 早来 ノーザンファーム ４５２－ ８１：３４．６クビ ７．６�
６１１ トウカイオスカー 牝４鹿 ５５ 横山 典弘内村 正則氏 後藤 由之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６± ０ 〃 クビ ３４．０�
４７ タニノハイクレア 牝４鹿 ５５ 的場 勇人谷水 雄三氏 矢作 芳人 静内 橋本牧場 ４５８＋ ４１：３４．７� １０３．２
８１８ レインダンス 牝４栗 ５５ 武 幸四郎吉田 照哉氏 宮 徹 千歳 社台ファーム ４７８－１２１：３４．８クビ ４３．３�
７１４ タイキマドレーヌ 牝５栗 ５５ 北村 友一�大樹ファーム 松元 茂樹 大樹 大樹ファーム ４３８± ０１：３５．０１ １４９．１�
８１６ マイネカンナ 牝４栗 ５５ 岩田 康誠 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム ４２４－ ２１：３５．１� ４５．６�
２３ 	 ローブデコルテ 牝４芦 ５５ 福永 祐一前田 幸治氏 松元 茂樹 米 Mr. & Mrs. Larry

D. Williams ４６２－ ２ 〃 ハナ １９．７�
４８ パーフェクトジョイ 牝５青鹿５５ 池添 謙一吉田 勝己氏 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４３６－ ２１：３５．２� ５７．８�
１１ テンイムホウ 牝６鹿 ５５ 柄崎 将寿中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ４６８＋ ４１：３５．４１
 １７２．９�
７１５ ベルモントプロテア 牝４黒鹿５５ 小野 次郎 �ベルモントファーム 川村 禎彦 新冠 ベルモント

ファーム ４７８＋ ２ 〃 クビ １５４．１�
５１０ アルコセニョーラ 牝４黒鹿５５ 田中 勝春中村 政勝氏 畠山 重則 静内 畠山牧場 ４３２＋ ４１：３５．５クビ １８４．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４５０，０４３，４００円 複勝： ４１３，２４２，７００円 枠連： ５６９，８５８，４００円

普通馬連： ２，７７２，８３０，０００円 馬単： １，７４８，８６２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ５４４，７３３，９００円

３連複： ２，９５４，５３３，８００円 ３連単： ７，６５８，０４３，２００円 計： １７，１１２，１４７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３４０円 複 勝 � ３００円 � １３０円 � ２１０円 枠 連（３－５） １，３２０円

普通馬連 �� １，６７０円 馬 単 �� ４，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７１０円 �� ９９０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ３，２４０円 ３ 連 単 ��� ２３，０００円

票 数

単勝票数 計４５００４３４ 的中 � ２６５０５７（５番人気）
複勝票数 計４１３２４２７ 的中 � ２７３６６５（６番人気）� １１７１３８３（１番人気）� ４７５５３７（３番人気）
枠連票数 計５６９８５８４ 的中 （３－５） ３２０４６６（５番人気）
普通馬連票数 計２７７２８３００ 的中 �� １２３０８５３（５番人気）
馬単票数 計１７４８８６２４ 的中 �� ２８５７３２（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計５４４７３３９ 的中 �� １８９０２３（６番人気）�� １３０３１７（１３番人気）�� ３１３９３７（３番人気）
３連複票数 計２９５４５３３８ 的中 ��� ６７３２９３（７番人気）
３連単票数 計７６５８０４３２ 的中 ��� ２４５７２５（６０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．７―３５．７―４７．９―１：００．０―１：１１．２―１：２２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．８―３F３３．７
３ ５，１２，１３（４，１８）６（２，３，１７）（９，１５）（７，８，１４）（１，１０）（１１，１６） ４ ・（５，１２）１３（２，４，１８）（６，１７）（３，９）（７，１５）（１，８）（１１，１４，１０）－１６
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エイジアンウインズ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２００６．１２．３ 阪神３着

２００４．３．２８生 牝４鹿 母 サクラサクⅡ 母母 サクラフブキ １１戦６勝 賞金 ２１３，５５９，０００円
〔制裁〕 ニシノマナムスメ号の騎手吉田隼人は，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。
※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 キストゥヘヴン号・ザレマ号



１１０９６ ５月１８日 曇 良 （２０東京２）第８日 第１２競走 ��
��１，６００�テ レ ビ 埼 玉 杯

発走１６時２０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
テレビ埼玉杯（１着）

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

４７ シルクウィザード 牡５栗 ５７ 安藤 勝己有限会社シルク鮫島 一歩 門別 千葉飯田牧場 ５０８＋１６１：３６．８ ６．７�

７１４ ダノンシャトル 牡６鹿 ５７ 武 豊�ダノックス 松永 幹夫 新冠 競優牧場 ４８８＋ ６１：３７．２２� ４．８�
３６ ウインクルセイド 牡６鹿 ５７ 秋山真一郎�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 ４７６± ０１：３７．３� ２８．３�
５９ � ヒシウィンザー 牡４鹿 ５７ 吉田 豊阿部雅一郎氏 河内 洋 愛 M. Abe B４８２± ０ 〃 クビ ７．７�
８１５ ヘイアンルモンド 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝荻原 昭二氏 松山 康久 追分 追分ファーム ５１４＋ ２１：３７．５１ ５．４�
６１１ ウォーターマーク 牡４芦 ５７ 横山 典弘岡田 牧雄氏 萩原 清 三石 木田牧場 ４７２± ０１：３７．８１	 ４．６�
５１０ クレヨンルージュ 牝５黒鹿５５ 武 幸四郎齊藤四方司氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４９６＋ ２ 〃 ハナ １２．３	
１１ � ボーナスフィーバー 牡５鹿 ５７ 小野 次郎青山 洋一氏 森 秀行 米 Arthur Hancock

& Stonerside Ltd. ４８２± ０１：３７．９� ２９．４

４８ � プレシャスピクセル 牡５鹿 ５７ 福永 祐一前田 幸治氏 中竹 和也 米 Grousemo

nt Farm ４７４± ０ 〃 クビ ４９．３�
１２ イチライタッチ 牡６黒鹿５７ 池添 謙一市来 静夫氏 天間 昭一 浦河 鈴木 武蔵 ４９４± ０ 〃 ハナ ４４．０�
６１２
 オペラダンディ 牡４栗 ５７ 藤田 伸二小林けい子氏 水野 貴広 浦河 近藤牧場 ４９２＋ ２ 〃 ハナ ８．４
８１６ サンワードピラー 牡５鹿 ５７ 大庭 和弥古谷 敏明氏 小西 一男 浦河 梅田牧場 ４７０－ ２ 〃 アタマ ５０．８�
２４ デジデーリオ 牡６鹿 ５７ 江田 照男岡田 牧雄氏 清水 美波 千歳 社台ファーム ４７６± ０１：３８．０クビ ６８．３�
３５ ソブリンブライト 牡６鹿 ５７ 的場 勇人�藤沢牧場 �田 研二 静内 藤沢牧場 ４７８－ ４１：３８．１� １５０．７�
７１３ ケイアイマイバッハ 牡５青鹿５７ 北村 友一亀田 守弘氏 石毛 善彦 新冠 松浦牧場 ４９０－ ４１：３８．２� １５５．１�
２３ キングフォーティ 牡５栗 ５７ 小林 久晃鶴見 隆士氏 久保田貴士 白老 白老大須賀

牧場 ４８８＋ ２１：３８．７３ １６３．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７０，６１９，８００円 複勝： ９０，７２２，３００円 枠連： ９８，１０８，７００円

普通馬連： ３５２，１４３，０００円 馬単： ２１４，１３０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ８４，９８９，８００円

３連複： ３２６，９１５，０００円 ３連単： ７７８，９０２，７００円 計： ２，０１６，５３１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ３００円 � ２２０円 � ６７０円 枠 連（４－７） １，５７０円

普通馬連 �� ２，０１０円 馬 単 �� ４，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８５０円 �� ３，９６０円 �� ３，４９０円

３ 連 複 ��� ２２，６９０円 ３ 連 単 ��� １２１，５８０円

票 数

単勝票数 計 ７０６１９８ 的中 � ８３１９５（４番人気）
複勝票数 計 ９０７２２３ 的中 � ８０２４４（６番人気）� １３１２２０（２番人気）� ３００２３（８番人気）
枠連票数 計 ９８１０８７ 的中 （４－７） ４６３１０（８番人気）
普通馬連票数 計３５２１４３０ 的中 �� １２９５５５（９番人気）
馬単票数 計２１４１３０４ 的中 �� ３９４７２（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８４９８９８ 的中 �� ２５９７０（９番人気）�� ５１５２（３４番人気）�� ５８６０（３２番人気）
３連複票数 計３２６９１５０ 的中 ��� １０６３６（５５番人気）
３連単票数 計７７８９０２７ 的中 ��� ４７２８（２８５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．９―３５．５―４７．６―１：００．３―１：１２．７―１：２４．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルクウィザード �
�
父 リンドシェーバー �

�
母父 レインボーアンバー デビュー ２００６．３．２５ 阪神５着

２００３．３．２９生 牡５栗 母 レインボーファスト 母母 レインボーローズ １２戦４勝 賞金 ７４，０７６，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走時刻の変更〕 １６時２５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１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１２頭 アポロイレヴン号・ケイアイハクスイ号・シルキーステラ号・タカラトゥルー号・テンザンモビール号・

パンプアップ号・ファイトスピリッツ号・フラムドパシオン号・ブリリアントタイム号・ベルグミサイル号・
ヤクモキャット号・ローランウェルズ号



（２０東京２）第８日 ５月１８日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

３５２，３２０，０００円
４，２６０，０００円
３３，０３０，０００円
７，２８０，０００円
４０，１６０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

６４，８５２，０００円
５，３９８，０００円
１，８３８，２００円

勝馬投票券売得金
８０２，５９７，５００円
８９２，８６７，５００円
９６６，０８１，３００円
４，３６４，３５８，５００円
２，９８８，０３７，３００円
９３５，３２５，２００円
４，６７９，８９３，５００円
９，３７１，４２８，０００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
計 ２５，０００，５８８，８００円

総入場人員 ６０，０３８名 （有料入場人員 ５８，７６２名）



平成２０年度 第２回東京競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，３９８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

２，１８５，１９０，０００円
４６，４００，０００円
１５４，６８０，０００円
２７，８１０，０００円
２３９，５６０，０００円
９０９，０００円
９０９，０００円

５０２，８７９，０００円
４１，８２０，８００円
１４，１１９，８００円

勝馬投票券売得金
３，８８４，６１４，４００円
４，９７２，８５４，３００円
４，９０２，２０７，０００円
２０，９００，４４６，８００円
１４，６１３，６９１，２００円
４，６５５，５８８，０００円
２２，７１８，０３７，１００円
３５，０２３，１９４，１００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 １１１，６７０，６３２，９００円

総入場延人員 ３８２，１０２名 （有料入場延人員 ３７２，９８４名）




