
１２０６１ ５月１０日 晴 良 （２１東京２）第６日 第１競走 ��１，３００�サラブレッド系３歳
発走１０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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

４６ トウカイアリュール 牡３栗 ５６ 安藤 勝己内村 正則氏 成島 英春 むかわ エスティウィンファーム ５００± ０１：２０．８ １．２�

７１３ ケンタッキーブルー 牝３鹿 ５４ 武士沢友治藤田 在子氏 武市 康男 浦河 ミルファーム ４５８－ ２１：２０．９� ２１．７�
８１５ コスモロジーナ 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 青森 一山牧場 ４４０－ ４１：２１．０� ４２２．３�
２３ セトノアサート 牡３黒鹿５６ 吉田 豊難波 澄子氏 戸田 博文 日高 千葉飯田牧場 B４８６± ０ 〃 ハナ １７．０�
３４ シノギダンサー 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介吉田 義昭氏 柄崎 孝 日高 坂戸 節子 ５０２± ０１：２１．２１� ２３．０�
６１１ プリモワンショット 牝３鹿 ５４ 福永 祐一�グランド牧場 柴田 政人 静内 グランド牧場 ４５０ ―１：２１．３クビ １１１．９�
３５ トゥルーボーン 牡３鹿 ５６ 内田 博幸小池 憲章氏 土田 稔 静内 岡田 隆志 B５１６＋２６ 〃 ハナ ７２．２	
４７ リネンシマイ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 嶋田牧場 ４６０＋ ４１：２１．６１� ３７１．７

５９ メ イ シ ャ 牡３青鹿５６ 吉田 隼人白井 岳氏 矢野 照正 日高 白井牧場 ４５４± ０１：２１．７� ４３．１�
７１２ シルクタイトル 牡３鹿 ５６ 田中 勝春有限会社シルク南田美知雄 新冠 中央牧場 ４７０＋１５１：２２．１２� ２６９．６�
５８ ワンダーキング 牡３鹿 ５６ 池添 謙一山本 信行氏 阿部 新生 浦河 出口 宜己 ４６２± ０１：２２．２� １７７．５
２２ プリティオードリー 牝３鹿 ５４ 北村 宏司横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 浦河 近藤牧場 ４３８＋ ６１：２２．３� １２．５�
８１４ ミッキーデピュティ 牡３栗 ５６ 川田 将雅野田みづき氏 小崎 憲 新ひだか グランド牧場 ５１４－ ８ 〃 クビ ３３．５�
６１０ シルクスフィーダ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海有限会社シルク尾形 充弘 門別 ヤナガワ牧場 ４７０＋ ８ （競走中止） １０．２�

（１４頭）
１１ マッドマックス 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠有馬 博文氏 的場 均 三石 城地 和義 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２０，０４２，６００円 複勝： ５７，５７７，８００円 枠連： １５，８０５，５００円

普通馬連： ５２，１００，２００円 馬単： ５４，８９６，０００円 ワイド【拡大馬連】： １９，６４４，８００円

３連複： ６２，６９４，２００円 ３連単： １３４，３１０，０００円 計： ４１７，０７１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １１０円 � ２８０円 � ５，７２０円 枠 連（４－７） ７８０円

普通馬連 �� ７８０円 馬 単 �� ８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ６，３２０円 �� ３８，９４０円

３ 連 複 ��� ６５，８２０円 ３ 連 単 ��� １３０，２６０円

票 数

単勝票数 計 ２００４２６ 的中 � １３４３０４（１番人気）
複勝票数 計 ５７５７７８ 的中 � ４３６１５０（１番人気）� １８９８９（５番人気）� ６９３（１４番人気）
枠連票数 計 １５８０５５ 的中 （４－７） １４９７９（３番人気）
普通馬連票数 計 ５２１００２ 的中 �� ４９７９６（４番人気）
馬単票数 計 ５４８９６０ 的中 �� ４５６６４（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９６４４８ 的中 �� １５５４５（４番人気）�� ７１０（３７番人気）�� １１４（７５番人気）
３連複票数 計 ６２６９４２ 的中 ��� ７０３（８６番人気）
３連単票数 計１３４３１００ 的中 ��� ７６１（２１５番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１８．４―３０．６―４３．４―５５．７―１：０８．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウカイアリュール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 トウカイテイオー デビュー ２００９．３．８ 中山２着

２００６．４．８生 牡３栗 母 トウカイユウユウ 母母 トウカイシャネル ４戦１勝 賞金 １１，８００，０００円
〔出走取消〕 マッドマックス号は，疾病〔左前挫跖〕のため出走取消。
〔競走中止〕 シルクスフィーダ号は，競走中に疾病〔左第１指骨粉砕骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※シノギダンサー号・ミッキーデピュティ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１２０６２ ５月１０日 晴 良 （２１東京２）第６日 第２競走 ��
��２，１００�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

２：０６．７
２：０５．９

良

良

４４ メイショウブンブク 牡３栗 ５６ 岩田 康誠松本 好雄氏 白井 寿昭 新ひだか 酒井 静男 ４５８± ０２：１３．２ ２．４�

６８ � ダノンシェル 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝�ダノックス 萩原 清 露 Voskhod Stud B５０４－ ２２：１３．６２� ２．２�
５５ ヴィーヴァジョーコ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海芹澤 精一氏 佐藤 吉勝 三石 広田牧場 ４３０± ０２：１３．８１� １３．５�
６７ スティーヴハート 牡３鹿 ５６ 武士沢友治大湯 幸栄氏 中野渡清一 早来 吉田牧場 ４８８± ０２：１５．４１０ １５０．７�
７１０ ザ リ ー サ ス 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人鈴木 照雄氏 中川 公成 静内 藤平 和実 ４５８± ０２：１６．０３� ２３７．９�
７９ ベルウッドローツェ 牡３栗 ５６ 吉田 豊鈴木 照雄氏 小島 茂之 浦河 浦河土肥牧場 ４６８＋ ４２：１６．１クビ ７．５�
１１ ウメノスキャター 牡３芦 ５６

５３ ▲小野寺祐太楳津 繁氏 鈴木 勝美 新ひだか グランド牧場 ５００＋ ４２：１６．２	 ５１．０	
２２ マ シ ュ ー 牡３栗 ５６ 柴田 善臣小林 薫氏 清水 英克 浦河 林 孝輝 B４４２－ ４２：１７．８１０ ２３．４

８１１ オンワードイデア 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真�オンワード牧場 清水 利章 浦河 オンワード牧場 ４９０＋ ２２：１８．２２� ９０．４�
５６ フサイチヒダギュウ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹関口 房朗氏 古賀 史生 日高 下河辺牧場 ５１０＋ ６２：１９．４７ １００．４�
８１２ ニホンピロロムルス 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介小林百太郎氏 作田 誠二 浦河 川越牧場 ４９８－ ４２：２１．１大差 ５３．６
３３ � ソニックファイヤー 牡３青 ５６ 川田 将雅齋藤 文男氏 小崎 憲 愛

M. Doyle &
Christy Ryan &
Morton Bloodstock

５１６＋ ６２：２３．７大差 １７．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １７，１４６，３００円 複勝： ２８，９０６，６００円 枠連： １６，９１２，４００円

普通馬連： ６０，１８３，３００円 馬単： ５２，４９２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，３８２，６００円

３連複： ６７，６４８，４００円 ３連単： １３９，７１５，６００円 計： ４０３，３８８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １９０円 枠 連（４－６） ２００円

普通馬連 �� ２００円 馬 単 �� ４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３０円 �� ３６０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ６６０円 ３ 連 単 ��� ２，０６０円

票 数

単勝票数 計 １７１４６３ 的中 � ５７３７２（２番人気）
複勝票数 計 ２８９０６６ 的中 � ９５０４０（２番人気）� ９９１２４（１番人気）� ２０７３４（４番人気）
枠連票数 計 １６９１２４ 的中 （４－６） ６３６９５（１番人気）
普通馬連票数 計 ６０１８３３ 的中 �� ２３１０５６（１番人気）
馬単票数 計 ５２４９２９ 的中 �� ９２９０６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０３８２６ 的中 �� ６３２９３（１番人気）�� １０７８５（４番人気）�� ７９５６（５番人気）
３連複票数 計 ６７６４８４ 的中 ��� ７６０７０（２番人気）
３連単票数 計１３９７１５６ 的中 ��� ５０２７３（３番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．１―１２．２―１２．６―１２．６―１３．３―１３．５―１３．０―１２．７―１２．５―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１８．２―３０．４―４３．０―５５．６―１：０８．９―１：２２．４―１：３５．４―１：４８．１―２：００．６

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

メイショウブンブク �
�
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 ２００９．１．２４ 京都４着

２００６．５．１４生 牡３栗 母 ダイワデリカシー 母母 ダイワアンジェラ ７戦１勝 賞金 １１，４００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フサイチヒダギュウ号・ニホンピロロムルス号・ソニックファイヤー号は，平成２１年６月１０日まで

平地競走に出走できない。



１２０６３ ５月１０日 晴 良 （２１東京２）第６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

３３ ポールアックス 牡３鹿 ５６ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５３８ ―１：３９．５ ５．７�

８１２ コスモジュゲム 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 様似 辻 牧場 ５１０± ０１：３９．７１� ３．３�
７１０ エイダイハリケーン 牡３芦 ５６ 内田 博幸�東振牧場 武市 康男 むかわ 東振牧場 ４５６± ０ 〃 クビ ４．２�
４４ レインボーストーン �３鹿 ５６ 武士沢友治後藤 繁樹氏 秋山 雅一 日高 日高大洋牧場 ４８４＋ ４１：４０．１２� １６３．４�
５５ アイアムランボー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊堀 紘一氏 鹿戸 雄一 静内 千代田牧場 ４７８－ ２ 〃 クビ ４．６�
６７ コリオレイナス 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介岡田 牧雄氏 萩原 清 新ひだか 岡田スタツド ４６４ ―１：４０．２クビ ２５．０�
５６ シ ブ ン 牡３栗 ５６ 岩田 康誠今 秀幸氏 水野 貴広 三石 萩澤 泰博 ４５２＋ ６１：４０．９４ ９．４	
１１ ブラストオンセット 牡３栗 ５６

５３ ▲伊藤 工真村中 徳広氏 岩戸 孝樹 新冠 川上牧場 ４７２－ ８１：４１．０クビ ３８．６

８１１ キャッツテイル 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行�橋 信博氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４１８＋ ２１：４１．２１� ８２．１�
７９ シルクエスポワール 牡３栗 ５６ 蛯名 正義有限会社シルク加藤 和宏 日高 加藤牧場 ４５８± ０ 〃 ハナ ２６．６�
２２ ケージーカチボシ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣川井 五郎氏 嶋田 功 新冠 岩見牧場 ５３４－ ２１：４１．３クビ ３１．８
６８ ローレルアズーリ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝 �ローレルレーシング 矢野 英一 青森 ワールドファーム ５１２ ―１：４１．９３� １６．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １９，０２９，９００円 複勝： ２８，６６８，６００円 枠連： １９，３９２，９００円

普通馬連： ６１，７３７，９００円 馬単： ４７，４８０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，４８８，１００円

３連複： ６８，９５２，３００円 ３連単： １１６，１９７，８００円 計： ３８２，９４８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２２０円 � １４０円 � １５０円 枠 連（３－８） １，６５０円

普通馬連 �� １，５００円 馬 単 �� ３，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ７００円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� １，５７０円 ３ 連 単 ��� １０，５５０円

票 数

単勝票数 計 １９０２９９ 的中 � ２６３９４（４番人気）
複勝票数 計 ２８６６８６ 的中 � ２８００５（４番人気）� ６７８９０（１番人気）� ５３４１７（２番人気）
枠連票数 計 １９３９２９ 的中 （３－８） ８７２３（８番人気）
普通馬連票数 計 ６１７３７９ 的中 �� ３０５５１（４番人気）
馬単票数 計 ４７４８０６ 的中 �� １１４９４（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１４８８１ 的中 �� ８４０４（７番人気）�� ６８２２（９番人気）�� ２７８５６（１番人気）
３連複票数 計 ６８９５２３ 的中 ��� ３２４７７（４番人気）
３連単票数 計１１６１９７８ 的中 ��� ８１３５（２３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．３―３６．６―４９．５―１：０２．６―１：１４．９―１：２７．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３６．９
３ １２，８（５，４，１０）（１，３，１１）６（２，７）９ ４ １２（８，１０）（５，４，３）（６，１１）（１，２，７）９

勝馬の
紹 介

ポールアックス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Last Tycoon 初出走

２００６．１．２５生 牡３鹿 母 レディオブチャド 母母 Sahara Breeze １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 シルクエスポワール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



１２０６４ ５月１０日 晴 良 （２１東京２）第６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

６１１ シンボリカージナル 牡３鹿 ５６
５３ ▲伊藤 工真シンボリ牧場 高橋 祥泰 静内 シンボリ牧場 ４５６± ０１：２２．７ ６５．４�

５９ キングヴァント 牡３栗 ５６ 横山 典弘�桜井牧場 鈴木 康弘 静内 桜井牧場 ４６６＋ ２１：２２．９１� ２．６�
３５ ダイワオードリー 牝３栗 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４６４± ０ 〃 ハナ ３．８�
１２ アイティムサシ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ５０６± ０ 〃 ハナ １０．３�
８１６� プラチナチャリス 牝３黒鹿５４ 内田 博幸 �サンデーレーシング 国枝 栄 英 K. Yoshida ４７４＋ ４１：２３．０クビ ４．９�
４８ ウインクドン 牡３栗 ５６ 蛯名 正義百万 武夫氏 鹿戸 雄一 新冠 田渕牧場 ４７８＋１０１：２３．２１� １５．５�
５１０ フリークトーク 牝３鹿 ５４ 武 豊吉永 清美氏 大竹 正博 日高 宝寄山 忠則 ４０４ ― 〃 クビ ２３．０	
８１８ プ リ ベ イ ル 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝�橋 信博氏 高橋 義博 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６０＋ ４１：２３．３� ３４．７

７１５ クインビスティー 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹備前島敏子氏 矢作 芳人 新冠 村上 欽哉 ４１６－ ８ 〃 クビ ２５．３�
３６ フジノプリンス 牡３黒鹿５６ 菊沢 隆徳藤井 五三氏 柄崎 孝 新冠 須崎牧場 ４５６－ ４１：２３．４� ２７５．５�
８１７ メーテルスマイル 牝３青 ５４ 藤岡 佑介モナコ商事 松山 将樹 早来 �橋本牧場 ４６４－ ４１：２３．７１	 ２１２．５�
２３ ユ メ ミ ツ キ 牝３鹿 ５４

５３ ☆藤岡 康太吉田 和子氏 天間 昭一 浦河 鎌田 正嗣 ４００＋ ４１：２３．８� ２５７．１�
６１２ ヒラボクフレンチ 牝３栗 ５４ 田中 勝春平田牧場 土田 稔 浦河 谷川牧場 ４３４－ ２１：２４．０１� ４３．５�
４７ オンワードラート 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 優作オンワード牧場 本郷 一彦 浦河 オンワード牧場 ５２４＋ ４ 〃 アタマ ２３．５�
７１４ マンダリンチーター 牡３栗 ５６ 吉田 隼人郭 東仁氏 萱野 浩二 新ひだか キヨミネ牧場 ４４８± ０１：２４．２１� ２７２．２�
１１ デルマアヌビス 牡３鹿 ５６ 石神 深一浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム ４４０－ ４１：２４．４１
 ４２５．５�
７１３ ジョリーズヒーロー �３鹿 ５６ 池添 謙一林 啓二氏 藤原 辰雄 浦河 小倉牧場 ４８８＋ ６１：２４．５� ５３．０�
２４ ショウナンラルジュ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣国本 哲秀氏 斎藤 誠 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４０＋ ４１：２５．２４ ２０１．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，５１８，４００円 複勝： ２８，２６０，３００円 枠連： ２４，２８３，９００円

普通馬連： ７１，２８８，９００円 馬単： ５０，７８６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，２８１，８００円

３連複： ７７，１０４，８００円 ３連単： １２４，０１８，２００円 計： ４１９，５４２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，５４０円 複 勝 � ７００円 � １４０円 � １５０円 枠 連（５－６） ３，２９０円

普通馬連 �� ７，４００円 馬 単 �� ２３，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５２０円 �� ２，１００円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ６，８３０円 ３ 連 単 ��� ８６，５９０円

票 数

単勝票数 計 ２０５１８４ 的中 � ２４７５（１２番人気）
複勝票数 計 ２８２６０３ 的中 � ６６８４（１１番人気）� ６８１７７（１番人気）� ５６９８０（２番人気）
枠連票数 計 ２４２８３９ 的中 （５－６） ５４５４（１２番人気）
普通馬連票数 計 ７１２８８９ 的中 �� ７１１３（２２番人気）
馬単票数 計 ５０７８６４ 的中 �� １５７９（６０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３２８１８ 的中 �� ３２９６（１９番人気）�� ２３４９（２７番人気）�� ３４１８８（１番人気）
３連複票数 計 ７７１０４８ 的中 ��� ８３３３（１９番人気）
３連単票数 計１２４０１８２ 的中 ��� １０５７（２２７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．５―３５．３―４７．４―５８．９―１：１０．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンボリカージナル �
�
父 アドマイヤボス �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００８．８．２４ 新潟６着

２００６．２．２１生 牡３鹿 母 グルノーブル 母母 スイートフルーレ １２戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 コスモシャンガン号・ジャージデスマイル号・ノアビビッド号



１２０６５ ５月１０日 晴 良 （２１東京２）第６日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時２０分 （芝・左）

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

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

８９ ダイアナバローズ 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹猪熊 広次氏 小笠 倫弘 三石 水上 習孝 ４５２＋ ２１：４７．９ １１．１�

３３ メイウインド 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝千明牧場 松山 康久 安平 ノーザンファーム ４７４＋１２１：４８．０� １．７�
１１ � モエレアイドル 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠阿部 紀子氏 清水 利章 新ひだか 中村 和夫 ４３２＋ ２１：４８．３１� ４６．５�
６６ クリアソウル 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介有限会社シルク斎藤 誠 静内 千代田牧場 ４３８＋ ８１：４８．５１� １５．２�
５５ レッドジュエル 牝３鹿 ５４ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 三城牧場 ４７８－ ４１：４８．８１� ３４．８�
７８ サマーアドバンス 牝３鹿 ５４ 松岡 正海セゾンレースホース� 天間 昭一 三石 松本 俊博 ４８０＋ ６ 〃 クビ ５．２�
４４ ダイワバーガンディ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B４５６＋ ４１：４９．０１� ５．３	
８１０ キミニムチュウ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真
グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４６０－ ２１：４９．３２ ３７．８�
２２ メジロポピンズ 牝３栗 ５４ 吉田 豊
メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ４４２－ ６１：４９．８３ ３２．９�

（９頭）
７７ エ ヴ ァ 牝３黒鹿５４ 横山 典弘田原 邦男氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３０，２８９，９００円 複勝： ３３，８６４，６００円 枠連： １７，５９１，６００円

普通馬連： ６９，６２４，４００円 馬単： ６１，７６２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，６２７，５００円

３連複： ６８，８５３，９００円 ３連単： １６２，１９０，５００円 計： ４６６，８０４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１１０円 複 勝 � ２２０円 � １１０円 � ５５０円 枠 連（３－８） ６３０円

普通馬連 �� ８８０円 馬 単 �� ２，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ２，７１０円 �� １，０８０円

３ 連 複 ��� ７，０１０円 ３ 連 単 ��� ４７，５８０円

票 数

単勝票数 差引計 ３０２８９９（返還計 ２６２２） 的中 � ２１６５７（４番人気）
複勝票数 差引計 ３３８６４６（返還計 ３３９１） 的中 � ３２７３９（４番人気）� １２９９６８（１番人気）� ９８８２（９番人気）
枠連票数 差引計 １７５９１６（返還計 ７７２） 的中 （３－８） ２０６５３（３番人気）
普通馬連票数 差引計 ６９６２４４（返還計 ２２５０５） 的中 �� ５８８０６（３番人気）
馬単票数 差引計 ６１７６２５（返還計 ２０５４６） 的中 �� １６３７１（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２２６２７５（返還計 ６２５５） 的中 �� １８８４９（３番人気）�� １８７４（２９番人気）�� ４９２５（１２番人気）
３連複票数 差引計 ６８８５３９（返還計 ３５８６３） 的中 ��� ７２５２（２３番人気）
３連単票数 差引計１６２１９０５（返還計 ７３８０１） 的中 ��� ２５１６（１３５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．３―３６．２―４８．６―１：００．９―１：１３．０―１：２４．３―１：３５．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．０―３F３４．９

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ダイアナバローズ 
�
父 シンボリクリスエス 

�
母父 Shirley Heights デビュー ２００８．１１．９ 東京５着

２００６．３．１２生 牝３黒鹿 母 チッキーズディスコ 母母 African Dance ６戦２勝 賞金 １７，８００，０００円
〔出走取消〕 エヴァ号は，疾病〔蕁麻疹〕のため出走取消。



１２０６６ ５月１０日 晴 良 （２１東京２）第６日 第６競走 ��１，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１２時５０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

３６ カヴァリーノ 牡４鹿 ５７ 内田 博幸芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 ５０６＋ ２１：３７．２ ７．７�

５９ クラッカージャック 牡５鹿 ５７ 松岡 正海齊藤四方司氏 土田 稔 門別 下河辺牧場 B４８８－ ２１：３７．９４ ３．１�
２３ � プリンチパーレ 牡４黒鹿５７ 北村 宏司藤田 孟司氏 中竹 和也 追分 追分ファーム ５００－１５１：３８．２１� １０９．０�
８１６ チャリティショウ 牡５栗 ５７ 勝浦 正樹加藤 徹氏 柴田 政人 門別 本田 武雄 ４９８－ ２ 〃 クビ １６．９�
６１１ ホウライブライアン 牡４黒鹿５７ 武 豊橋元 幸平氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 B４６６＋ ２１：３８．４１ ６．０�
８１５ リ キ ュ ウ 牡５栗 ５７

５４ ▲伊藤 工真中村 政勝氏 本間 忍 青森 明成牧場 ４９６－ ２１：３８．５� ３７．３�
３５ アンブロークン 牡４青鹿５７ 後藤 浩輝広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 B４６６－ ４１：３８．７１� １６．０	
５１０ イースタンリバー 牡４栗 ５７ 藤岡 佑介千明牧場 鈴木 伸尋 門別 千明牧場 ４７６＋ ４１：３８．８� １６４．５

４７ � ナムラビスマルク 牡５栗 ５７ 安藤 勝己ディアレスト 佐々木亜良 門別 いとう牧場 B４８２－ ２１：３９．０１ ８．９�
６１２ ブルーシーズン 牡５栗 ５７ 吉田 隼人 �ブルーマネジメント嶋田 功 新冠 川上 悦夫 ４８６± ０ 〃 クビ ３０５．３�
１２ ア イ ノ カ ゼ 牡４鹿 ５７ 小林 久晃丸岡 啓一氏 鈴木 勝美 新冠 ムラカミファーム ４８２－１４１：３９．２１� ５６．３
２４ ラッシュストリート 	４栗 ５７ 福永 祐一 �ノースヒルズマネ

ジメント 岡田 稲男 三石 前川 隆則 ４８４± ０ 〃 クビ １０．４�
７１３ フォーカライズ 牡４青鹿 ５７

５４ ▲国分 優作 �キャロットファーム 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５４－ ２１：３９．５２ １５０．６�

４８ � ワイルドシェーバー 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一�ターフ・スポート佐藤 吉勝 浦河 小林 和義 ４７６－ ４１：３９．６� １００．５�
１１ � リファルジェント 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ５５８－２３１：３９．９１� ４．６�
７１４ スマートサプライズ 牡４鹿 ５７ 吉田 豊大川 徹氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５７０－ １１：４０．０� １１１．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，９００，１００円 複勝： ３８，０５６，７００円 枠連： ２３，３３０，１００円

普通馬連： ８８，０８３，３００円 馬単： ５６，８３０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，０９４，６００円

３連複： ９１，５３８，７００円 ３連単： １４５，４１４，８００円 計： ４９５，２４９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２６０円 � １４０円 � ２，１７０円 枠 連（３－５） ８３０円

普通馬連 �� １，４５０円 馬 単 �� ３，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ８，５００円 �� ３，９２０円

３ 連 複 ��� ２１，４５０円 ３ 連 単 ��� １４４，８３０円

票 数

単勝票数 計 ２３９００１ 的中 � ２４６０８（４番人気）
複勝票数 計 ３８０５６７ 的中 � ３５９３６（４番人気）� １０６２４３（１番人気）� ３０７５（１３番人気）
枠連票数 計 ２３３３０１ 的中 （３－５） ２０９０２（２番人気）
普通馬連票数 計 ８８０８３３ 的中 �� ４５１１７（５番人気）
馬単票数 計 ５６８３０７ 的中 �� １２３１１（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８０９４６ 的中 �� １２９８１（４番人気）�� ７７６（５７番人気）�� １７０２（３９番人気）
３連複票数 計 ９１５３８７ 的中 ��� ３１５０（６７番人気）
３連単票数 計１４５４１４８ 的中 ��� ７４１（４０３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．８―３５．６―４７．９―１：００．７―１：１３．２―１：２４．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カヴァリーノ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００８．３．１ 中山１着

２００５．２．１５生 牡４鹿 母 タ ク リ ー ム 母母 Thaidah ８戦２勝 賞金 ２０，０００，０００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 ダイレクトパス号



１２０６７ ５月１０日 晴 良 （２１東京２）第６日 第７競走 ��
��２，４００�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

２：２２．１
２：２２．１

良

良

８１１ ナリタキングパワー 牡４栗 ５７ 岩田 康誠�オースミ 小野 幸治 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１４＋ ４２：２９．７ ４．８�

４４ エイシンフレンチ 牡４栗 ５７ 吉田 豊平井 豊光氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B５１０± ０２：２９．８� １０．３�

６７ エナージバイオ 牡４栗 ５７ 武 豊バイオ� 梅田 智之 門別 日高大洋牧場 ４６０＋ ２２：３０．０１� ２．０�
７９ スマイルオンザラン 牡４鹿 ５７ 北村 宏司小林 英一氏 藤沢 和雄 静内 千代田牧場 ４６８＋ ２２：３０．３１	 ４．１�
５５ コスモハクウ 牡４鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 柄崎 孝 浦河 星川牧場 ５２４± ０２：３１．０４ １４．１�
１１ 
 ナ ナ ツ ダ チ 牝４黒鹿５５ 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 ４７６＋ ４２：３１．１� ２７．３	
７８ トーセンマウナロア 牡４栗 ５７ 田中 勝春島川 
哉氏 斎藤 宏 静内 岡田スタツド ５３０＋ ６ 〃 ハナ ８０．５�
３３ 
 カレンナオンナ 牝４栗 ５５ 小牧 太北所 直人氏 大竹 正博 三石 土田農場 ４６８± ０ 〃 クビ ８６．９�
２２ ショウナンサヴァン 牡４鹿 ５７ 内田 博幸国本 哲秀氏 上原 博之 静内 神垣 道弘 ４６６－ ４２：３１．８４ １４．２
８１０
 ヨシアイビーム 牝５芦 ５５ 柴山 雄一田辺 喜彦氏 浅野洋一郎 新冠 須崎牧場 ４２０－ ４２：３２．２２� ２５０．７�
６６ 
 スカイワード 牝５栗 ５５ 武士沢友治浅田 次郎氏 小桧山 悟 様似 ホウセイ牧場 ４６６＋１０２：３２．５２ １５７．７�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２３，７９３，０００円 複勝： ３１，４２７，７００円 枠連： １７，９０８，８００円

普通馬連： ７８，８６７，６００円 馬単： ６２，２３６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，４０１，１００円

３連複： ７８，４３０，６００円 ３連単： １７６，９９０，６００円 計： ４９４，０５６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １５０円 � ２００円 � １１０円 枠 連（４－８） ２，６６０円

普通馬連 �� ２，２８０円 馬 単 �� ３，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� ２００円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� １，０９０円 ３ 連 単 ��� １０，１３０円

票 数

単勝票数 計 ２３７９３０ 的中 � ３９７７４（３番人気）
複勝票数 計 ３１４２７７ 的中 � ４６６２１（３番人気）� ２８２７０（４番人気）� １１８４７５（１番人気）
枠連票数 計 １７９０８８ 的中 （４－８） ４９８６（９番人気）
普通馬連票数 計 ７８８６７６ 的中 �� ２５５４８（７番人気）
馬単票数 計 ６２２３６６ 的中 �� １２０８９（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４４０１１ 的中 �� ８４６１（７番人気）�� ３５８６９（２番人気）�� ２３８６８（３番人気）
３連複票数 計 ７８４３０６ 的中 ��� ５３３４２（２番人気）
３連単票数 計１７６９９０６ 的中 ��� １２９０６（３１番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．６―１３．５―１３．７―１３．１―１２．８―１２．１―１２．１―１２．６―１１．２―１１．３―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．０―２５．６―３９．１―５２．８―１：０５．９―１：１８．７―１：３０．８―１：４２．９―１：５５．５―２：０６．７―２：１８．０

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナリタキングパワー �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００７．９．１ 札幌１１着

２００５．１．２９生 牡４栗 母 ストレイキャット 母母 ローミンレイチェル １２戦２勝 賞金 ２３，３４０，０００円



１２０６８ ５月１０日 晴 良 （２１東京２）第６日 第８競走 ��
��１，８００�

や つ が た け

八 ヶ 岳 特 別
発走１３時５０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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

４４ ダブルヒーロー 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠臼井義太郎氏 天間 昭一 浦河 北光牧場 ５２８＋ ２１：４６．３ ４．５�

８１２ ワイルドコンコルド 牡５青 ５７ 横山 典弘廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ５４０＋ ４１：４６．４� ２．１�
１１ � ロードエキスパート 	６黒鹿５７ 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 英 Dunchurch

Lodge Stud Co ４６０－ ６１：４６．５� ２９．１�
６８ ファビラスボーイ 牡４芦 ５７ 後藤 浩輝中村 昭博氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ５３４＋２８１：４６．６
 １０．８�
７９ バブルウイズアラン 牡５鹿 ５７ 武 豊小林 一成氏 南井 克巳 静内 フジワラフアーム ４８８± ０１：４６．７クビ ３．７�
７１０ ロックザキャスバ 牡５黒鹿５７ 柴田 善臣�瀬 真尚氏 萩原 清 静内 矢野牧場 ４９４± ０１：４７．０２ ２３．４�
６７ � バーキングウルフ 牡４鹿 ５７ 内田 博幸山本 英俊氏 尾関 知人 愛 Duncan A.

McGregor ４９２＋１２１：４７．２１
 １０３．２	
８１１ ラムタラプリンス 牡８鹿 ５７ 福永 祐一風間 栄輔氏 久保田貴士 静内 井高牧場 ４４４＋１０１：４７．６２
 ５３．３

５５ � フェラーリセブン 	６鹿 ５７ 北村 宏司市川 義美氏 藤沢 和雄 愛

Swersky and
Associates and
Orpendale

４７０－ ４１：４８．０２
 ７１．３�
３３ � クイックシューター 牡６鹿 ５７ 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４５２－１０１：４８．１
 ２７．３�
２２ トーセンレーサー 牡８鹿 ５７ 丹内 祐次島川 哉氏 斎藤 宏 静内 岡田スタツド B４６０± ０１：４９．２７ ７４．２�
５６ ユーピロンユー 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義袴田 精一氏 鹿戸 雄一 静内 三宅牧場 ４４２＋ ２１：４９．５１� ７４．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３３，６８２，６００円 複勝： ４６，３０１，８００円 枠連： ２５，４５７，２００円

普通馬連： １１５，８９３，７００円 馬単： ７９，４２８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，５０１，７００円

３連複： １０６，０２２，２００円 ３連単： ２３８，７６２，９００円 計： ６７７，０５０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � ３８０円 枠 連（４－８） ３４０円

普通馬連 �� ３８０円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� １，０８０円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� ２，２８０円 ３ 連 単 ��� ８，６１０円

票 数

単勝票数 計 ３３６８２６ 的中 � ５９４５８（３番人気）
複勝票数 計 ４６３０１８ 的中 � ９１７７１（２番人気）� １９５１５５（１番人気）� １５４９１（６番人気）
枠連票数 計 ２５４５７２ 的中 （４－８） ５５５８５（１番人気）
普通馬連票数 計１１５８９３７ 的中 �� ２２８７４５（１番人気）
馬単票数 計 ７９４２８２ 的中 �� ６５３９５（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１５０１７ 的中 �� ５５７３７（１番人気）�� ６０２６（１５番人気）�� ７４８６（１０番人気）
３連複票数 計１０６０２２２ 的中 ��� ３４３９２（５番人気）
３連単票数 計２３８７６２９ 的中 ��� ２０４８２（２３番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．３―１２．０―１１．９―１１．９―１１．５―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．５―３４．８―４６．８―５８．７―１：１０．６―１：２２．１―１：３４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．６―３F３５．７

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

勝馬の
紹 介

ダブルヒーロー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ラストタイクーン デビュー ２００６．１２．２３ 中山８着

２００４．５．１４生 牡５鹿 母 ラストアウィン 母母 シャルムマイヤー ３１戦４勝 賞金 ８１，５２４，０００円



１２０６９ ５月１０日 晴 良 （２１東京２）第６日 第９競走 ��
��１，４００�アハルテケステークス

発走１４時２５分 （芝・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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

１２ � スピードタッチ 牡６鹿 ５７ 藤岡 康太冨沢 敦子氏 崎山 博樹 様似 長田 操 ５２２－ ４１：２０．８ ２０．９�

８１６ トウカイオスカー 牝５鹿 ５５ 柴田 善臣内村 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 ４６８＋ ２１：２１．０１� ３．５�

４７ ユキノハリケーン 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝馬場 幸廣氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ４９２± ０１：２１．１クビ ８．４�
７１４ エイシンパンサー 牝４鹿 ５５ 武 豊平井 豊光氏 野中 賢二 浦河 高野牧場 ４５０＋ ６ 〃 アタマ ３．４�
７１３ ショウナンアクロス 牡４鹿 ５７ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８± ０ 〃 クビ ９．７�
６１１� ヴィヴァチッシモ 牝５栗 ５５ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９２＋ ４１：２１．２	 ２１．４�
２３ シャペロンルージュ 牝５鹿 ５５ 伊藤 工真�杵臼牧場 的場 均 浦河 杵臼牧場 ４９２＋ ６１：２１．４１� ４４．９	
５９ リキサンファイター 牡５栗 ５７ 蛯名 正義 �ハイパワー商事 高木 登 青森 オオタ牧場 ４７０－ ２ 〃 ハナ １２．９

２４ グッドキララ 牡５鹿 ５７ 丹内 祐次杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム ５２６＋ ２ 〃 アタマ ６２．５�
６１２ メジロシリング 牡６栗 ５７ 柴山 雄一�メジロ牧場 北出 成人 洞爺 メジロ牧場 B５０８－１４ 〃 アタマ １１２．８�
７１５ アグネストカチ 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介渡辺 孝男氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４７２－ ８ 〃 ハナ １６．７
３６ ハネダテンシ 牝６鹿 ５５ 武士沢友治鈴木 とし氏 秋山 雅一 白老 白老ファーム ５１０＋ ２１：２１．５
 １３．４�
３５ サニーアンジェリカ 牝５栗 ５５ 小牧 太宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４８６－ ４１：２１．７１� ９７．４�
８１７� フミノパシフィック 牡４栗 ５７ 池添 謙一谷 二氏 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 ５０６＋ ２ 〃 クビ ５３．３�
４８ タイセイハニー 牝６芦 ５５ 勝浦 正樹田中 成奉氏 菊川 正達 三石 前川 正美 ４８８＋ ２ 〃 ハナ ４０．９�
１１ � ウィズディクタット 牡５青鹿５７ 内田 博幸加藤 守氏 矢作 芳人 英

Emily Krstina
（Australia）
Pty Ltd

５０６＋１８１：２１．８	 ２８．５�
５１０ ウインイージス 牡６黒鹿５７ 吉田 隼人�ウイン 佐々木晶三 浦河 笹地牧場 ５２４－ ６１：２２．０１	 ９８．４�
８１８ ナンゴクプラネット 牝５黒鹿５５ 高山 太郎渡 義光氏 武 宏平 鵡川 六角牧場 ４６６－１０１：２２．４２	 ２０９．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３７，４４２，４００円 複勝： ５９，２８０，５００円 枠連： ４７，８４９，０００円

普通馬連： １８４，７７１，９００円 馬単： １００，４７０，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，９５６，７００円

３連複： １８２，１０５，５００円 ３連単： ３２１，９１５，７００円 計： ９８３，７９１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０９０円 複 勝 � ４５０円 � １５０円 � ２７０円 枠 連（１－８） １，６８０円

普通馬連 �� ４，４００円 馬 単 �� １２，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５１０円 �� ３，１４０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� １２，８８０円 ３ 連 単 ��� １１９，７５０円

票 数

単勝票数 計 ３７４４２４ 的中 � １４１４９（８番人気）
複勝票数 計 ５９２８０５ 的中 � ２６９３２（９番人気）� １４１４８０（１番人気）� ５３５４９（３番人気）
枠連票数 計 ４７８４９０ 的中 （１－８） ２１１３１（９番人気）
普通馬連票数 計１８４７７１９ 的中 �� ３１０１６（１７番人気）
馬単票数 計１００４７０２ 的中 �� ５９２７（４５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９９５６７ 的中 �� ８０６０（１６番人気）�� ３７７４（３７番人気）�� １７７７８（３番人気）
３連複票数 計１８２１０５５ 的中 ��� １０４４１（３９番人気）
３連単票数 計３２１９１５７ 的中 ��� １９８４（３５７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１１．５―１１．５―１０．８―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．７―３５．２―４６．７―５７．５―１：０８．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．６―３F３４．１
３ ４，３（２，７，１７）（１，６，８，９，１８）（１０，１４）１６（５，１５）（１１，１２，１３） ４ ・（４，３）（２，６，７，１７）（８，９）（１，１８）１４，１０，１６（５，１５）（１１，１３）１２

勝馬の
紹 介

�スピードタッチ �
�
父 メイショウオウドウ �

�
母父 ワツスルタツチ

２００３．４．２生 牡６鹿 母 ラックホーセキ 母母 インターメデイア ３３戦４勝 賞金 ８３，１１０，０００円
地方デビュー ２００５．９．２２ 旭川

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１５頭 オーヴェール号・クランエンブレム号・グレートバルサー号・ケイアイプラウド号・コウヨウアイリーン号・

サインオブゴッド号・サンクスノート号・スワンキーポーチ号・セトノアンテウス号・ファルカタリア号・
マルブツライト号・ミゼリコルデ号・メイショウキトリ号・メガトレンド号・ワルキューレ号



１２０７０ ５月１０日 晴 良 （２１東京２）第６日 第１０競走 ��
��１，６００�オアシスステークス

発走１５時００分 （ダート・左）

４歳以上，２０．５．１０以降２１．５．３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 ２３，０００，０００円 ９，２００，０００円 ５，８００，０００円 ３，５００，０００円 ２，３００，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

５９ アドマイヤスバル 牡６青鹿５７ 勝浦 正樹近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 ５０６－ ８１：３５．２ ５．０�

８１６ アドマイヤスワット 牡４栗 ５５ 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム ５０８± ０１：３５．３� ４．１�
７１３ カリオンツリー 牡６鹿 ５４ 内田 博幸 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ５２８－ ２１：３５．６２ ２２．７�
２４ セレスハント 牡４栗 ５５ 後藤 浩輝岡 浩二氏 松永 幹夫 えりも エクセルマネジメント ４８８± ０１：３５．７クビ ２９．１�
６１１ ランザローテ 牡６青 ５５ 武 豊 �キャロットファーム 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ５３０＋ ４ 〃 クビ ８．５�
６１２ ネ イ キ ッ ド 牡５栗 ５５ 福永 祐一前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７２＋ ４ 〃 ハナ １１．９�
３６ ク リ ー ン 牡５鹿 ５５ 松岡 正海小田切有一氏 音無 秀孝 静内 タイヘイ牧場 ６０４＋ ２１：３６．０１� ２２．８	
４８ ブイチャレンジ 牡４栗 ５４ 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 門別 川島 良一 ４８４＋ ４１：３６．１� ３６．８

８１５ フォーリクラッセ 牡６鹿 ５５ 吉田 隼人 �キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム B４８８－ ８１：３６．２� １１．４�
１２ エプソムアーロン 牡５鹿 ５５ 藤岡 佑介 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 藤岡 範士 静内 田原橋本牧場 ５００－ ２１：３６．４１ １９．１
５１０ ナナヨーヒマワリ 牡８栗 ５５ 小原 義之尾崎 和助氏 小原伊佐美 浦河 小島牧場 ５１８＋１０１：３７．１４ ６７．３�
１１ � タイキエニグマ 牡８芦 ５５ 丹内 祐次�大樹ファーム 清水 美波 米 Taiki Farm ５２０＋１０１：３７．５２� ９１．５�
４７ � セントラルコースト 牡４鹿 ５７．５ 川田 将雅�ダノックス 池江 泰寿 米 J. V. Shields Jr.

& Robert N. Clay ５０８± ０１：３７．６クビ ５．７�
２３ ランヘランバ 牡６黒鹿５２ 藤岡 康太田中 充氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 ４５６＋ ２１：３７．７� ８１．６�
３５ � シルクビッグタイム 牡４鹿 ５４ 蛯名 正義有限会社シルク久保田貴士 米 Polo Green

Stable ４９０± ０１：３８．６５ ７４．５�
７１４ キングストレイル 牡７黒鹿５７．５ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ５０２－ ６１：４７．７大差 １０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５１，０１１，４００円 複勝： ７４，８３１，８００円 枠連： ５７，４８１，０００円

普通馬連： ２５３，７１４，４００円 馬単： １２７，９０３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ６２，３３８，０００円

３連複： ２４３，８７８，９００円 ３連単： ４３９，４８６，３００円 計： １，３１０，６４４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １７０円 � １８０円 � ５８０円 枠 連（５－８） ７１０円

普通馬連 �� １，１７０円 馬 単 �� ２，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� １，９２０円 �� １，６４０円

３ 連 複 ��� ８，４７０円 ３ 連 単 ��� ３９，２１０円

票 数

単勝票数 計 ５１０１１４ 的中 � ８０７８９（２番人気）
複勝票数 計 ７４８３１８ 的中 � １３６０２１（１番人気）� １２９１２９（２番人気）� ２５１６９（１０番人気）
枠連票数 計 ５７４８１０ 的中 （５－８） ６０３２９（１番人気）
普通馬連票数 計２５３７１４４ 的中 �� １６０３１９（３番人気）
馬単票数 計１２７９０３１ 的中 �� ３７４０８（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６２３３８０ 的中 �� ３７９３６（１番人気）�� ７６０７（２３番人気）�� ８９３７（２１番人気）
３連複票数 計２４３８７８９ 的中 ��� ２１２５０（２３番人気）
３連単票数 計４３９４８６３ 的中 ��� ８２７２（９７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．２―１１．６―１２．１―１２．０―１２．２―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．１―３４．３―４５．９―５８．０―１：１０．０―１：２２．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤスバル �
�
父 アドマイヤボス �

�
母父 Generous デビュー ２００５．９．１７ 札幌１着

２００３．５．３生 牡６青鹿 母 アドマイヤエール 母母 Princesse Timide ２８戦８勝 賞金 １９９，７５７，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔制裁〕 エプソムアーロン号の騎手藤岡佑介は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。（５番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キングストレイル号は，平成２１年６月１０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２９頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）２９頭 アウトクラトール号・アンバージャック号・アーバンストリート号・イブロン号・ウインレックス号・

ウエスタンウッズ号・エアアドニス号・ガブリン号・カルナバリート号・クィーンオブキネマ号・
シルククルセイダー号・スターシップ号・スピニングノアール号・タイキジリオン号・ダイショウジェット号・
タガノエクリプス号・チェストウイング号・トーセンアーチャー号・ナンヨーヒルトップ号・ハギノトリオンフォ号・
ピサノパテック号・ベルーガ号・マチカネニホンバレ号・ミリオンディスク号・メイショウサライ号・
メイショウトッパー号・ヤマニンリュバン号・ユノナゲット号・ワキノエクセル号



１２０７１ ５月１０日 晴 良 （２１東京２）第６日 第１１競走 ��
��１，６００�第１４回NHKマイルカップ（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （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�
NHK杯・日本馬主協会連合会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 ９２，０００，０００円 ３７，０００，０００円 ２３，０００，０００円 １４，０００，０００円 ９，２００，０００円
付 加 賞 ３，８２２，０００円 １，０９２，０００円 ５４６，０００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

２３ ジョーカプチーノ 牡３芦 ５７ 藤岡 康太上田けい子氏 中竹 和也 浦河 ハッピーネ
モファーム ４９０＋ ２１：３２．４ ３９．８�

７１３ レッドスパーダ 牡３鹿 ５７ 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 ５１０＋ ２１：３２．７２ ９．７�
５１０ グランプリエンゼル 牝３栃栗５５ 内田 博幸北側 雅司氏 矢作 芳人 三石 上村 清志 ４３２＋ ４１：３３．０２ ６８．９�
５９ マイネルエルフ 牡３鹿 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム ４９４± ０１：３３．１クビ ６０．４�
８１８ フィフスペトル 牡３鹿 ５７ 安藤 勝己 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２＋ ４１：３３．３１� ８．１�
４７ ワンカラット 牝３黒鹿５５ 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４８６± ０ 〃 ハナ １４．７	
７１４ タイガーストーン 牡３鹿 ５７ 蛯名 正義後藤 繁樹氏 坂口 正則 静内 タイヘイ牧場 ４９０± ０ 〃 クビ ８９．１

３６ アイアンルック 牡３鹿 ５７ 小牧 太池上 一馬氏 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ５３４＋ ６１：３３．４クビ＋クビ ３．７�
８１６� ブレイクランアウト 牡３鹿 ５７ 武 豊 �キャロットファーム 戸田 博文 米 Shadai Cor-

poration ４４２± ０ 〃 ハナ ３．３�
１２ ミッキーパンプキン 牡３鹿 ５７ 岩田 康誠野田みづき氏 清水 出美 追分 追分ファーム ４４４＋ ４１：３３．５	 ２３．９
６１２ ラインブラッド 牡３栗 ５７ 福永 祐一大澤 繁昌氏 領家 政蔵 静内 シンボリ牧場 ４９０± ０１：３３．６クビ ２８．８�
１１ ゲットフルマークス 牡３鹿 ５７ 田中 勝春�ジェイアール 岩戸 孝樹 浦河 梅田牧場 ４８０－ ４１：３３．７
 ７３．２�
３５ ツクバホクトオー 牡３黒鹿５７ 吉田 隼人荻原 昭二氏 尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４６４± ０１：３３．８クビ １１８．０�
７１５ ティアップゴールド 牡３鹿 ５７ 池添 謙一田中 昇氏 西浦 勝一 様似 富田 恭司 ４６６± ０１：３４．０１	 ２２．２�
４８ スガノメダリスト 牡３栗 ５７ 勝浦 正樹菅原 光博氏 粕谷 昌央 三石 田上 稔 ４５８－ ２ 〃 アタマ ６４．４�
８１７ アドバンスヘイロー 牡３青鹿５７ 柴田 善臣西川 隆士氏 河野 通文 新冠 佐藤 信広 ４３８－ ２１：３４．２１� １０８．８�
６１１ ダイワプリベール 牡３鹿 ５７ 後藤 浩輝大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４５８＋ ２１：３４．６２	 ８９．７�
２４ サ ン カ ル ロ 牡３黒鹿５７ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９０＋ ２ （降着） ６．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４０８，３９５，６００円 複勝： ４４６，６０５，９００円 枠連： ５８３，７７８，９００円

普通馬連： ２，５５２，４９６，７００円 馬単： １，４１９，５９６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５３９，０５８，９００円

３連複： ３，０１４，４５６，９００円 ３連単： ６，５３１，７９０，２００円 計： １５，４９６，１７９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，９８０円 複 勝 � １，１２０円 � ３８０円 � ２，８５０円 枠 連（２－７） １，３２０円

普通馬連 �� １４，１８０円 馬 単 �� ３９，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，９２０円 �� １９，６１０円 �� １１，７５０円

３ 連 複 ��� ３１８，５４０円 ３ 連 単 ��� ２，３８１，６６０円

票 数

単勝票数 計４０８３９５６ 的中 � ８０９７０（１０番人気）
複勝票数 計４４６６０５９ 的中 � １０１０９５（１０番人気）� ３４６３５５（５番人気）� ３８０１３（１５番人気）
枠連票数 計５８３７７８９ 的中 （２－７） ３２８２９１（６番人気）
普通馬連票数 計２５５２４９６７ 的中 �� １３２８７９（３７番人気）
馬単票数 計１４１９５９６６ 的中 �� ２６４１９（９６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計５３９０５８９ 的中 �� ３４１５８（３６番人気）�� ６７２４（１１９番人気）�� １１２５０（８９番人気）
３連複票数 計３０１４４５６９ 的中 ��� ６９８４（４３６番人気）
３連単票数 計６５３１７９０２ 的中 ��� ２０２４（２６５７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．０―３４．３―４５．５―５７．２―１：０８．７―１：２０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３５．２
３ １－３－１０，１３（８，９，１８）１２（５，１４）（４，１６）（６，１１）１５（２，７，１７） ４ １－３＝１０，１３（８，９，１８）（１２，１４，１６）（５，４，６，１１，１５）２（７，１７）

勝馬の
紹 介

ジョーカプチーノ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー ２００８．９．１３ 札幌２着

２００６．４．１１生 牡３芦 母 ジョープシケ 母母 ジョーユーチャリス ９戦４勝 賞金 １７１，６７６，０００円
〔降着〕 サンカルロ号は，８位〔タイム１分３３秒４，着差クビ〕に入線したが，４コーナーで急に外側に斜行して「アイアンルック」号の走行

を妨害し，また最後の直線コースで急に外側に斜行して「ダイワプリベール」号の走行を妨害したため１８着に降着。
〔制裁〕 サンカルロ号の騎手吉田豊は，４コーナーで急に外側に斜行したことについて平成２１年５月１６日から平成２１年５月２４日まで

騎乗停止。
サンカルロ号の騎手吉田豊は，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２１年５月２５日から平成２１年６月

７日まで騎乗停止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１５頭 アウトオブオーダー号・アドバンスウェイ号・アルーリングムーン号・アンジュアイル号・エイシンタイガー号・

ケイアイライジン号・サトノロマネ号・サニーサンデー号・ショウナンアルディ号・ストロングリターン号・
バンガロール号・ベルベットロード号・マチカネコロモガワ号・ワイズドリーム号・ワールドコンパス号



１２０７２ ５月１０日 晴 良 （２１東京２）第６日 第１２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２５分 （ダート・左）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

８１６ シルクイーグル 牡４鹿 ５７
５４ ▲草野 太郎有限会社シルク尾形 充弘 門別 ヤナガワ牧場 ４９０＋ ２１：２４．４ ４５．３�

７１４ ジ ャ ド ー ル 牝５青鹿５５ 松岡 正海 �グリーンファーム 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ５０４± ０ 〃 クビ ８．２�
４８ エヴァシャイン 牡５栗 ５７ 蛯名 正義田所 英子氏 武市 康男 三石 下屋敷牧場 ４８０－ ６１：２４．７１� １１．７�
１２ サクラマジェスティ 牡６栗 ５７ 吉田 隼人�さくらコマース田中 清隆 静内 谷岡牧場 ４９０± ０１：２４．９１� ５８．７�
５１０ チャームキャップ 牝４黒鹿５５ 勝浦 正樹タマモ� 水野 貴広 静内 フジワラフアーム ４５０± ０ 〃 クビ １４．９�
６１２ ウインアンジェラス 牝５鹿 ５５ 横山 典弘�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 B４６４± ０１：２５．０クビ ２２．０�
３５ チャームウィーク 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一タマモ� 清水 英克 静内 前田牧場 ５２４± ０１：２５．２１ ２０．５	
６１１	
 ザッハーマイン 牝４鹿

５５
５２ ▲国分 優作吉田 和子氏 国枝 栄 米 Robert S.

Evans ４９４－ ４１：２５．３� ３．０

８１５
 エイトサンデー 牡５鹿 ５７ 福永 祐一河合良太郎氏 小西 一男 静内 千代田牧場 ５２０＋１２ 〃 アタマ １３．１�
５９ テンザンモビール 牡６黒鹿 ５７

５６ ☆藤岡 康太平野 澄江氏 矢作 芳人 門別 下河辺牧場 B４８６＋ ４ 〃 ハナ １５．２�
２３ バ リ オ ン 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝池谷 誠一氏 大竹 正博 白老 白老ファーム ４５８＋ ２１：２５．５１ ６８．７
１１ 
 レイズミーアップ �５黒鹿５７ 武士沢友治平井 裕氏 秋山 雅一 三石 前川 清彦 ４７４－１６１：２５．６� ８０．９�
３６ 	 ダノンムロー 牡５黒鹿５７ 柴田 善臣�ダノックス 加藤 征弘 米 Fontainebleau

Farm Inc. ４６２＋ ２１：２５．７� ６．７�
４７ 	 クレムリンエッグ 牡４栗 ５７ 田中 勝春�ジェイアール 岩戸 孝樹 米 McDowell

Farm ４９０＋ ２１：２６．０１� ４８．５�
２４ 
 クールフォーマ 牡４鹿 ５７ 内田 博幸川上 哲司氏 坂本 勝美 門別 高山牧場 ５３２＋ ８１：２６．４２� ５．９�
７１３ ロックリヴァー 牡６鹿 ５７ 吉田 豊福島 徳佑氏 相沢 郁 浦河 ミルファーム ４６６－ ４１：３０．９大差 ７７．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６３，９２５，５００円 複勝： ７３，８３６，２００円 枠連： ６２，８７２，０００円

普通馬連： ２３２，３６０，８００円 馬単： １３５，７０１，４００円 ワイド【拡大馬連】： ６４，２０７，９００円

３連複： ２３７，３８４，４００円 ３連単： ４８２，４２５，２００円 計： １，３５２，７１３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，５３０円 複 勝 � ８００円 � ２８０円 � ４００円 枠 連（７－８） ２，２９０円

普通馬連 �� １５，０７０円 馬 単 �� ３２，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，２６０円 �� ５，１２０円 �� １，４６０円

３ 連 複 ��� ５５，０８０円 ３ 連 単 ��� ５１９，７６０円

票 数

単勝票数 計 ６３９２５５ 的中 � １１１３６（１１番人気）
複勝票数 計 ７３８３６２ 的中 � ２１７６５（１０番人気）� ７９４７０（４番人気）� ４８９２０（５番人気）
枠連票数 計 ６２８７２０ 的中 （７－８） ２０２８６（１３番人気）
普通馬連票数 計２３２３６０８ 的中 �� １１３８３（４７番人気）
馬単票数 計１３５７０１４ 的中 �� ３０７２（９８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６４２０７９ 的中 �� ４８１９（３７番人気）�� ３０４２（５８番人気）�� １１１１９（１５番人気）
３連複票数 計２３７３８４４ 的中 ��� ３１８１（１７１番人気）
３連単票数 計４８２４２５２ 的中 ��� ６８５（１２９５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．５―３５．０―４７．３―５９．４―１：１１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルクイーグル �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００７．６．３０ 福島６着

２００５．４．２９生 牡４鹿 母 ヒガシオリビア 母母 ダイナコマネチ １５戦３勝 賞金 ３０，９００，０００円
〔その他〕 ロックリヴァー号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用

を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 スピードアタック号



（２１東京２）第６日 ５月１０日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７２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

３８０，７９０，０００円
２，１３０，０００円
４０，７４０，０００円
７，０２０，０００円
４０，６００，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

６３，７０９，０００円
５，０７５，０００円
１，７０２，８００円

勝馬投票券売得金
７４９，１７７，７００円
９４７，６１８，５００円
９１２，６６３，３００円
３，８２１，１２３，１００円
２，２４９，５８５，２００円
９０６，９８３，７００円
４，２９９，０７０，８００円
９，０１３，２１７，８００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 ２２，８９９，４４０，１００円

総入場人員 ５６，６６２名 （有料入場人員 ５５，３３１名）




