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１１０６１ ５月８日 晴 良 （２３東京２）第６日 第１競走 ��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

３６ パワースポット 牝３鹿 ５４ 横山 典弘�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 ４６０－ ４１：２６．４ ５．７�

２４ 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＋ ２１：２７．５７ ４０．４�
４７ ピュアマインド 牝３栗 ５４ C．ウィリアムズ 吉田 照哉氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム ４４０± ０１：２７．６� １．６�

（豪）

２３ レインボーデイズ 牝３栗 ５４ 吉田 隼人�ターフ・スポート鈴木 勝美 日高 ナカノファーム ４１６＋ ４１：２８．０２� ８．８�
１１ ウインドワード 牝３栗 ５４ 小牧 太インターナシヨナル

ホース� 浅野洋一郎 日高 インターナショ
ナル牧場 ４１６＋１２１：２８．１クビ ３１．４�

６１２ トシザティアラ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠上村 叶氏 清水 英克 浦河 浦河小林牧場 ４４２－１０１：２８．８４ ２２．８	
３５ ナスハヤブサ 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥小山田 満氏 高木 登 浦河 高松牧場 ４２６＋１２ 〃 クビ ２８４．２

４８ オリオンザジョケツ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊平本 敏夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上 悦夫 ４３６－１６１：２８．９クビ ３１９．２�
７１３ メジロクロビシ 牝３青 ５４ 藤岡 佑介�メジロ牧場 奥平 雅士 洞爺湖 メジロ牧場 ４４６＋ ６１：２９．１１ ５８．５�
７１４ ミスファイアー 牝３黒鹿５４ 木幡 初広�中山牧場 新開 幸一 浦河 中山牧場 ４４６＋ ２１：２９．２� ８６．３
５１０ サイレントリターン 牝３栗 ５４ 北村 宏司山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 ４３６＋ ８ 〃 クビ ３０３．７�
６１１ ティルトウイング 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４３０＋ ２１：２９．９４ １６．１�
８１５ マッハスリー 牝３鹿 ５４ 内田 博幸浜野順之助氏 松山 将樹 浦河 村下牧場 ４４６ ―１：３０．０クビ ２８．１�
１２ ディアインビクタス 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一�樽さゆり氏 高橋 裕 様似 澤井 義一 ４７２－ ２ 〃 クビ ３９．０�
８１６ フレンチサマー 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太有限会社シルク武市 康男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４３０± ０１：３０．４２� ２４６．０�
５９ ヤギリエスペランサ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義内田 勝治氏 谷原 義明 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ５１２ ―１：３０．６１ １３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，０３６，６００円 複勝： ５２，８０８，７００円 枠連： １４，５２２，７００円

馬連： ５３，２６５，７００円 馬単： ４１，３７３，０００円 ワイド： ２３，３４５，７００円

３連複： ７０，１３０，８００円 ３連単： １１８，０８４，５００円 計： ３９２，５６７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � １５０円 � ４４０円 � １１０円 枠 連（２－３） ２，２４０円

馬 連 �� ９，０２０円 馬 単 �� １４，２４０円

ワ イ ド �� １，９１０円 �� ２２０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� ３，５８０円 ３ 連 単 ��� ３９，２４０円

票 数

単勝票数 計 １９０３６６ 的中 � ２６６４６（２番人気）
複勝票数 計 ５２８０８７ 的中 � ５６８６７（２番人気）� １１５７３（７番人気）� ３２５４３５（１番人気）
枠連票数 計 １４５２２７ 的中 （２－３） ４７９６（８番人気）
馬連票数 計 ５３２６５７ 的中 �� ４３６１（２２番人気）
馬単票数 計 ４１３７３０ 的中 �� ２１４５（４０番人気）
ワイド票数 計 ２３３４５７ 的中 �� ２５７８（２２番人気）�� ３２７３７（１番人気）�� ６７０４（９番人気）
３連複票数 計 ７０１３０８ 的中 ��� １４４８３（１２番人気）
３連単票数 計１１８０８４５ 的中 ��� ２２２１（１１７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．８―３５．５―４８．３―１：０１．２―１：１３．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パワースポット �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー ２０１１．４．２ 阪神６着

２００８．４．１６生 牝３鹿 母 セクシーシューズ 母母 ベルパローレ ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００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。

１１０６２ ５月８日 晴 良 （２３東京２）第６日 第２競走 ��１，６００�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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

４６ レッドシュナイト 牡３栗 ５６ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム ５０２－ ４１：３９．５ ２．０�

４５ ツクバコガネオー 牡３栗 ５６ 吉田 隼人荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５３２－ ２ 〃 アタマ １１．５�
６９ コスモノーハーム 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 赤石 久夫 ４９０＋ ４１：４０．０３ ６．２�
５７ マ ン マ ル コ 牝３栗 ５４ 木幡 初広清水 裕氏 佐藤 全弘 新ひだか 本桐牧場 ４５２－ ４１：４０．１クビ １４６．４�
３３ クロサンジャック 牡３青鹿５６ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ５４２＋ ２１：４０．２� ２３．８�
６１０ キルデビルヒルズ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介�日進牧場 矢野 照正 浦河 岡部牧場 ４７８＋ ６１：４０．４１� ７３．７	
７１１ キリマンジャロ 牡３鹿 ５６ N．ピンナ 近藤 英子氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B４９６－ ４１：４０．７１� ５．０


（伊）

５８ ニシノラプター 牡３栗 ５６ 吉田 豊西山 茂行氏 高橋 祥泰 むかわ 西山牧場 B４６０± ０１：４０．８� １８．６�
２２ ラッキーゾーン 牡３鹿 ５６ 内田 博幸島田 久氏 小西 一男 むかわ 桑原牧場 ４６０－１０１：４１．１２ １０．６�
８１４ フジマサエンパイア 牡３栗 ５６ 柴田 大知藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 藤原牧場 ４７０＋ ３１：４１．２� ４５５．６
１１ バンダムミラージュ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝山科 統氏 国枝 栄 浦河 バンダム牧場 ４９２ ―１：４１．８３� ７１．５�
８１３ サファリトップガン 牡３栗 ５６ 大庭 和弥熊久保勅夫氏 佐藤 吉勝 日高 厚賀古川牧場 ４４４－ ６１：４２．２２� ４５２．２�
３４ バトルヴンダー 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一宮川 秋信氏 田島 俊明 登別 登別上水牧場 ４６８＋１６１：４３．４７ １８８．５�
７１２ アンダーザローズ 牡３黒鹿５６ C．ウィリアムズ 加藤 守氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 ４９２－ ４１：４３．８２� １３．５�

（豪）

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，２６１，８００円 複勝： ２３，２２６，１００円 枠連： １３，８２６，９００円

馬連： ４５，７９２，７００円 馬単： ３２，５２１，１００円 ワイド： １７，１０９，５００円

３連複： ５５，２５１，８００円 ３連単： ８６，８７１，３００円 計： ２８９，８６１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � ２５０円 � １７０円 枠 連（４－４） １，０４０円

馬 連 �� ９１０円 馬 単 �� １，４７０円

ワ イ ド �� ４００円 �� ２７０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� ２，０００円 ３ 連 単 ��� ７，３３０円

票 数

単勝票数 計 １５２６１８ 的中 � ６１０９３（１番人気）
複勝票数 計 ２３２２６１ 的中 � ７７０６５（１番人気）� １７０８６（５番人気）� ３２９３０（３番人気）
枠連票数 計 １３８２６９ 的中 （４－４） ９８４３（５番人気）
馬連票数 計 ４５７９２７ 的中 �� ３７１７６（３番人気）
馬単票数 計 ３２５２１１ 的中 �� １６３４２（４番人気）
ワイド票数 計 １７１０９５ 的中 �� １０６２８（３番人気）�� １７５１７（２番人気）�� ４０２１（１３番人気）
３連複票数 計 ５５２５１８ 的中 ��� ２０４５９（６番人気）
３連単票数 計 ８６８７１３ 的中 ��� ８７５６（１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．６―３５．９―４８．７―１：０１．６―１：１４．３―１：２７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドシュナイト �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．３．２０ 阪神９着

２００８．４．３０生 牡３栗 母 ベ ル モ ッ ト 母母 レガシーオブストレングス ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００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。

第２回　東京競馬　第６日



１１０６３ ５月８日 晴 良 （２３東京２）第６日 第３競走 ��１，３００�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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

８１５ ト レ ボ ー ネ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝田上 雅春氏 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド ４５２＋ ２１：２０．５ ３．６�

７１４ ダノンスプリーム 牡３栗 ５６ 岩田 康誠�ダノックス 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 B４４４＋ ２１：２０．８２ １５．７�
８１６ ラブミーダン 牝３黒鹿５４ N．ピンナ 小林 祥晃氏 武藤 善則 浦河 林 孝輝 ４５２± ０１：２０．９クビ ５０．０�

（伊）

６１２ タングルジャングル 牡３鹿 ５６ 内田 博幸金子真人ホール
ディングス� 後藤 由之 日高 日高大洋牧場 ４５８－ ６ 〃 クビ ４．４�

１２ 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± ０１：２１．１１� １３．３�
２３ グランドジョラス 牡３青鹿５６ 蛯名 正義楠本 勝美氏 高木 登 日高 宝寄山 敏之 ４９２＋ ４ 〃 クビ ３．３�
６１１ キョウエイバトラー 牡３青鹿５６ C．ウィリアムズ 田中 晴夫氏 的場 均 日高 春木 昭雄 ４６４－ ２１：２１．４２ ７８．０	

（豪）

１１ メイショウビワコ 牡３鹿 ５６ 武 豊松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 ４９６＋ ２１：２１．５クビ ２３．２

４７ タカミツグリーン 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人高橋 光雄氏 高橋 裕 浦河 鮫川 啓一 ４９８＋ ２１：２１．７１� ２１１．２�
２４ ミ ズ ー ラ 牝３鹿 ５４ 横山 義行 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 阿部 新生 浦河 鮫川牧場 ４６０＋ ８１：２１．９� ２１４．８�
７１３ ダイワロック 牡３青 ５６ 小牧 太大城 敬三氏 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 ４８８± ０１：２２．３２� １８４．９
４８ ジパングパワー 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介大野 龍氏 嶋田 功 新ひだか カタオカステーブル ４７６＋ ６１：２２．６２ ８．０�
３６ グランドセイリング 牡３栗 ５６ 松岡 正海関 駿也氏 武市 康男 新冠 八木 常郎 ４９８ ―１：２２．８１� ４８．４�
５１０ シャインパーミット 牝３鹿 ５４ 木幡 初広皆川 博文氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ４５８＋ ２１：２３．０� １５．２�
３５ キュートアイ 牝３黒鹿５４ 柴原 央明�槇本牧場 佐藤 全弘 日高 槇本牧場 ４２６＋１４１：２３．９５ ５４７．１�
５９ ライオンズシェアー 牡３栗 ５６ 中谷 雄太藤田 在子氏 堀井 雅広 新ひだか 前田 宗将 ５１０ ―１：２５．４９ ４６５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，０３６，６００円 複勝： ３３，７９１，８００円 枠連： １６，１２４，７００円

馬連： ５９，６４９，７００円 馬単： ３９，９７８，９００円 ワイド： ２４，１９５，６００円

３連複： ７１，０３０，６００円 ３連単： １０９，７９４，６００円 計： ３７５，６０２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １６０円 � ４３０円 � ９９０円 枠 連（７－８） １，８００円

馬 連 �� ２，０９０円 馬 単 �� ３，３１０円

ワ イ ド �� ８９０円 �� ２，２００円 �� ４，５１０円

３ 連 複 ��� １５，３１０円 ３ 連 単 ��� ７５，４５０円

票 数

単勝票数 計 ２１０３６６ 的中 � ４６４０８（２番人気）
複勝票数 計 ３３７９１８ 的中 � ７４８３６（１番人気）� １８０２３（６番人気）� ７０７５（９番人気）
枠連票数 計 １６１２４７ 的中 （７－８） ６６３９（８番人気）
馬連票数 計 ５９６４９７ 的中 �� ２１１５３（８番人気）
馬単票数 計 ３９９７８９ 的中 �� ８９１８（１３番人気）
ワイド票数 計 ２４１９５６ 的中 �� ７０４３（１０番人気）�� ２６８２（２２番人気）�� １２８１（３８番人気）
３連複票数 計 ７１０３０６ 的中 ��� ３４２６（４５番人気）
３連単票数 計１０９７９４６ 的中 ��� １０７４（２１２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．２―１８．２―２９．７―４２．３―５４．８―１：０７．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ト レ ボ ー ネ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 メジロライアン デビュー ２０１０．１２．１９ 中山３着

２００８．５．１３生 牡３鹿 母 ハートフルボイス 母母 コールミーネイム ４戦１勝 賞金 ９，５５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ライオンズシェアー号は，平成２３年６月８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。
（非抽選馬） ２頭 オービーレディー号・ボルトンシチー号
※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。

１１０６４ ５月８日 晴 良 （２３東京２）第６日 第４競走 ��
��１，８００�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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

６１２ カ ル マ ー ト 牝３黒鹿５４ 福永 祐一 �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 ４７８＋ ４１：４９．４ ８．０�

８１５ シルクレイノルズ 牡３青鹿５６ 柴山 雄一有限会社シルク斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９２－ ２１：４９．５� １８．８�

３６ ネ グ レ ス コ 牡３黒鹿５６ 内田 博幸吉田 和美氏 堀 宣行 新冠 アサヒ牧場 ４５６＋ ２ 〃 ハナ ３．２�
７１３� シンボリストーム 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義シンボリ牧場 荒川 義之 米 Takahiro

Wada ４９２－ ４１：５０．０３ ３．６�
１１ 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 ４４２－ ６１：５０．２１� ３９．７�
（豪）

６１１ エバーグリーン 牡３青 ５６ 岩田 康誠吉田 照哉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ５０２－ ８１：５０．３� ４．１	
１２ スイートジョリ 牝３青 ５４ 木幡 初広シンボリ牧場 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 ４６２－ ４ 〃 ハナ ２９６．１

２４ エイダイポイント 牡３芦 ５６ 横山 典弘�東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 ４３２± ０１：５０．５１� １０．０�
８１６ クロドレコー 牡３青鹿５６ 川田 将雅山本 英俊氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４１６－ ４１：５０．６	 ６３．１�
３５ プレミアムリーチ 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人吉永 清美氏 藤岡 範士 日高 菊地牧場 B４４０± ０ 〃 ハナ ９０．７
５１０ ダイワアーク 
３鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４２０± ０ 〃 ハナ ２１８．５�
７１４ ハーツドリーマー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊村井 良孝氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４１８＋１４１：５０．７� ６２．３�
４７ マコトロングボウ 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太眞壁 宏寧氏 武市 康男 様似 出口 繁夫 ４９８－ ６１：５０．９１� ２５０．７�
５９ タケデンゴールド 牡３栗 ５６ 松岡 正海武市 弘氏 武市 康男 浦河 安藤牧場 ４３６－ ２ 〃 ハナ １７．６�
２３ ショウナンランパス 牝３鹿 ５４ N．ピンナ 国本 哲秀氏 田島 俊明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４１６＋ ２１：５１．０	 １６１．４�
（伊）

４８ ネロスパーダ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝藤井 謙氏 鈴木 伸尋 浦河 日東牧場 ４３６－ ６１：５１．１	 １９２．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，５６３，４００円 複勝： ４０，７９２，８００円 枠連： １８，１５２，７００円

馬連： ６４，８３７，８００円 馬単： ４２，００７，８００円 ワイド： ２５，３２３，０００円

３連複： ７４，２２１，９００円 ３連単： １１８，４９６，６００円 計： ４０５，３９６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８００円 複 勝 � ２１０円 � ４３０円 � １６０円 枠 連（６－８） ２，２６０円

馬 連 �� ７，６２０円 馬 単 �� １４，２３０円

ワ イ ド �� １，９６０円 �� ５８０円 �� ９５０円

３ 連 複 ��� ８，７１０円 ３ 連 単 ��� ７０，４２０円

票 数

単勝票数 計 ２１５６３４ 的中 � ２１３２８（４番人気）
複勝票数 計 ４０７９２８ 的中 � ５１８３８（４番人気）� １９３９６（７番人気）� ８４０７６（２番人気）
枠連票数 計 １８１５２７ 的中 （６－８） ５９３１（９番人気）
馬連票数 計 ６４８３７８ 的中 �� ６２８７（２１番人気）
馬単票数 計 ４２００７８ 的中 �� ２１８０（４６番人気）
ワイド票数 計 ２５３２３０ 的中 �� ３０４０（１９番人気）�� １１４６２（５番人気）�� ６５６１（１１番人気）
３連複票数 計 ７４２２１９ 的中 ��� ６２９１（２７番人気）
３連単票数 計１１８４９６６ 的中 ��� １２４２（２０３番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．５―１２．２―１３．１―１２．９―１２．４―１１．３―１１．２―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．５―３６．７―４９．８―１：０２．７―１：１５．１―１：２６．４―１：３７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．７―３F３４．３

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

勝馬の
紹 介

カ ル マ ー ト �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 エアジハード デビュー ２０１０．９．１８ 札幌５着

２００８．３．６生 牝３黒鹿 母 キープクワイエット 母母 ビーサイレント ８戦１勝 賞金 １１，０５０，０００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。



１１０６５ ５月８日 晴 良 （２３東京２）第６日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０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

１：１９．８
１：１９．０

良

良

４４ � スナイプビッド 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �社台レースホース大久保龍志 米 Fontainebleau
Farm Inc. ４９０－１０１：２２．２ ６．４�

７８ ベルモントキーラ 牝３青鹿５４ 北村 宏司 �ベルモントファーム 古賀 史生 新冠 ベルモント
ファーム ４８８＋ ４１：２２．３� ３４．５�

２２ ランパスインベガス 牡３鹿 ５６ C．ウィリアムズ 西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７８± ０ 〃 クビ １．８�
（豪）

７９ サクラゴスペル 牡３黒鹿５６ 横山 典弘�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 山田牧場 ４８０－ ２１：２２．７２� ３．７�
８１０ ラバーフロー 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４２４＋ ４ 〃 アタマ ６８．２�
６６ コスモティカル 牝３栗 ５４ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 新ひだか 西村 和夫 ４２６－ ４１：２２．８� １０８．２	
６７ ケイアイアルテミス 牝３鹿 ５４ 吉田 豊 �啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 新冠 隆栄牧場 ４４０＋ ８１：２２．９� ５４．７

５５ 	 ワ カ タ ケ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 ４４８－ ６１：２３．１� ２０１．１�
８１１ バラードソング 牝３鹿 ５４ 武 豊 �グリーンファーム 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ４４０－ ２１：２３．２� １０．０�
１１ 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 ４７０＋１２１：２３．４１� ３７．５
３３ 	 クイックスター 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義白井 岳氏 矢野 英一 新ひだか 池田 きよ子 ４６６± ０１：２３．７１� １４．１�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２４，２１７，２００円 複勝： ３４，０６８，２００円 枠連： １４，９７２，９００円

馬連： ５７，００３，１００円 馬単： ４４，７５８，４００円 ワイド： ２１，８１２，６００円

３連複： ６２，５２５，１００円 ３連単： １３６，６７９，８００円 計： ３９６，０３７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２１０円 � ５３０円 � １２０円 枠 連（４－７） １，０７０円

馬 連 �� ６，７９０円 馬 単 �� １４，６２０円

ワ イ ド �� １，９００円 �� ２９０円 �� ９４０円

３ 連 複 ��� ４，４１０円 ３ 連 単 ��� ４５，３４０円

票 数

単勝票数 計 ２４２１７２ 的中 � ２９８９６（３番人気）
複勝票数 計 ３４０６８２ 的中 � ３７１７６（４番人気）� １０５５２（７番人気）� １２２７９７（１番人気）
枠連票数 計 １４９７２９ 的中 （４－７） １０３６８（４番人気）
馬連票数 計 ５７００３１ 的中 �� ６２０２（１７番人気）
馬単票数 計 ４４７５８４ 的中 �� ２２６０（３６番人気）
ワイド票数 計 ２１８１２６ 的中 �� ２５４９（２０番人気）�� ２１９５９（２番人気）�� ５３６８（１２番人気）
３連複票数 計 ６２５２５１ 的中 ��� １０４７３（１３番人気）
３連単票数 計１３６６７９８ 的中 ��� ２２２５（１２３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．２―３６．２―４８．２―５９．４―１：１０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．０
３ ８，１１，３（２，６，９）４（５，７，１０）－１ ４ ８，１１（３，９，１０）（２，６，４）（５，７）１

勝馬の
紹 介

�スナイプビッド �
�
父 Theatrical �

�
母父 Geiger Counter デビュー ２０１０．１１．２０ 京都１着

２００８．３．１８生 牡３鹿 母 Antique Auction 母母 Old Stuff ４戦２勝 賞金 １５，１００，０００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。

１１０６６ ５月８日 晴 良 （２３東京２）第６日 第６競走 ��
��１，６００�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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

８１５ ホノカアボーイ 牡３黒鹿５６ 福永 祐一 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４５０－ ４１：３８．４ ５．７�

８１４ イーグルカザン 牡３鹿 ５６ 内田 博幸山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 ４８４－ ４ 〃 クビ １．８�
４７ モ ン ク 牡３鹿 ５６ C．ウィリアムズ 田島榮二郎氏 矢野 英一 新ひだか 藤井 益美 B４９２－ ２１：３９．０３� ７３．０�

（豪）

７１２ 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 ４７８－ ４１：３９．８５ ２４．４�
５８ ノッティングボーイ 牡３鹿 ５６ 松田 大作齊藤 直信氏 伊藤 伸一 浦河 冨岡 博一 ４８２＋ ２ 〃 クビ ２２．７�
３４ セトノシャンクス 牡３栗 ５６ 武 豊難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４６４－ ６１：３９．９クビ ６１．７�
２３ アラビアンザサン 牡３鹿 ５６ 北村 宏司吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 大城 康伸 B４７２－ ４１：４０．１１ ３３．６	
３５ エイブルブラッド 牡３鹿 ５６ 横山 典弘吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４９６＋ ２ 〃 ハナ ９．８

５９ アントウェルペン 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠青山 洋一氏 久保田貴士 新ひだか グランド牧場 ４７６－ ８ 〃 クビ ７．０�
６１０ カフェキングアイ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 静内白井牧場 ４３８－ ８ 〃 アタマ １７．５�
６１１ トップストライド 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義�コオロ 萱野 浩二 日高 庄野牧場 ４８０－ ４１：４０．６３ ８０．６
１１ � ウ マ テ ッ ク 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝石橋 和夫氏 二ノ宮敬宇 米 Dr. Masa-

take Iida ４４２－１２１：４０．９１� １９６．８�
４６ ルービンシュタイン 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介日下部勝�氏 土田 稔 新冠 村上牧場 ４２６－１０ 〃 ハナ ２１５．５�
２２ プライドワン 牡３鹿 ５６ 柴原 央明三枝 栄二氏 昆 貢 日高 新井 昭二 ４７６－１０１：４１．０クビ ２９．０�
７１３ ナチュラルライツ 牝３栗 ５４ N．ピンナ 吉田 照哉氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４６８± ０ 〃 クビ ４５．４�

（伊）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２５，５６８，３００円 複勝： ５１，８７３，０００円 枠連： ２４，２００，９００円

馬連： ７２，７９０，９００円 馬単： ５０，５２５，９００円 ワイド： ３０，２３３，０００円

３連複： ８３，５１７，８００円 ３連単： １４８，３７１，０００円 計： ４８７，０８０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � １，０１０円 枠 連（８－８） ４３０円

馬 連 �� ４３０円 馬 単 �� １，３６０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ４，１１０円 �� １，３６０円

３ 連 複 ��� ７，３５０円 ３ 連 単 ��� ３９，６９０円

票 数

単勝票数 計 ２５５６８３ 的中 � ３５６８６（２番人気）
複勝票数 計 ５１８７３０ 的中 � ６４０５２（２番人気）� ２４１８０８（１番人気）� ６３６７（１２番人気）
枠連票数 計 ２４２００９ 的中 （８－８） ４２１０３（２番人気）
馬連票数 計 ７２７９０９ 的中 �� １２６９８８（１番人気）
馬単票数 計 ５０５２５９ 的中 �� ２７５３１（４番人気）
ワイド票数 計 ３０２３３０ 的中 �� ４６６８１（１番人気）�� １５２２（４３番人気）�� ４７７６（１７番人気）
３連複票数 計 ８３５１７８ 的中 ��� ８３９３（２７番人気）
３連単票数 計１４８３７１０ 的中 ��� ２７５９（１１９番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．９―１２．９―１３．０―１２．６―１２．０―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．２―３５．１―４８．０―１：０１．０―１：１３．６―１：２５．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホノカアボーイ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Boundary デビュー ２０１０．１１．１ 東京１５着

２００８．２．２３生 牡３黒鹿 母 ジ ェ ラ ー ト 母母 パーフェクトジェム ６戦２勝 賞金 １５，５００，０００円
※アントウェルペン号・トップストライド号は，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。



１１０６７ ５月８日 晴 良 （２３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

３３ 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 ５００＋１２２：２７．７ １１．４�

２２ ネオヴェリーブル 牡４鹿 ５７ 北村 宏司小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０２＋ ２２：２７．８� ２３．４�

５５ オペラオーカン 牡４黒鹿５７ 吉田 隼人吉田都枝江氏 堀井 雅広 浦河 グラストレーニ
ングセンター B４７０± ０２：２７．９� ５．０�

６６ ハシルヨミテテ 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義田中 幹雄氏 清水 美波 浦河 荻伏三好フ
アーム ５２６＋ ２２：２８．５３� １．７�

４４ � クレバーロッシー 牡４栗 ５７ 武 豊田� 正明氏 加藤 和宏 米 Tom Stone-
braker ４６６－ ４２：２８．６� ６．０�

７７ ドラゴンソニック 牝４青鹿５５ 岩田 康誠窪田 芳郎氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３２＋ ４２：２８．８１� ２０．４�

８８ マイネルネオハート 牡４黒鹿５７ 中谷 雄太 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 中田 英樹 ４６０－１４２：２８．９	 ９６．１


１１ イースタリーガスト 牡４黒鹿５７ 吉田 豊臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ５０４－ ４ 〃 アタマ １０．１�

（８頭）

売 得 金

単勝： ２７，１９１，８００円 複勝： ５８，２７４，２００円 枠連： 発売なし

馬連： ６１，８６５，６００円 馬単： ４９，３７５，１００円 ワイド： ２０，２５３，６００円

３連複： ６１，９４８，３００円 ３連単： １７３，５７６，０００円 計： ４５２，４８４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１４０円 複 勝 � ４７０円 � ８００円 � ２９０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ６，２１０円 馬 単 �� １４，５３０円

ワ イ ド �� １，４８０円 �� ７００円 �� １，０７０円

３ 連 複 ��� １１，５８０円 ３ 連 単 ��� ８１，９１０円

票 数

単勝票数 計 ２７１９１８ 的中 � １８８８７（５番人気）
複勝票数 計 ５８２７４２ 的中 � ３１８７０（５番人気）� １７４９７（６番人気）� ６０９５０（２番人気）
馬連票数 計 ６１８６５６ 的中 �� ７３６０（１７番人気）
馬単票数 計 ４９３７５１ 的中 �� ２５０９（３４番人気）
ワイド票数 計 ２０２５３６ 的中 �� ３２９３（１６番人気）�� ７４５７（８番人気）�� ４６４３（１４番人気）
３連複票数 計 ６１９４８３ 的中 ��� ３９５１（２７番人気）
３連単票数 計１７３５７６０ 的中 ��� １５６４（１５７番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．９―１２．６―１２．７―１２．５―１２．３―１２．８―１２．６―１２．２―１１．４―１１．７―１２．１

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―２４．８―３７．４―５０．１―１：０２．６―１：１４．９―１：２７．７―１：４０．３―１：５２．５―２：０３．９―２：１５．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジェイケイラン �

父 サクラローレル �


母父 エルコンドルパサー デビュー ２００８．１２．７ 中山９着

２００６．５．２１生 牝５黒鹿 母 ジェイケイコンドル 母母 ピュアレディ ２５戦３勝 賞金 ２３，８９１，０００円

１１０６８ ５月８日 晴 良 （２３東京２）第６日 第８競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０分 （ダート・左）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

６１２ 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 B４８４－ ６１：３８．８ １６．６�
（豪）

５１０ メイショウツチヤマ 牡４鹿 ５７ 武 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４７８＋ ２ 〃 クビ ５．９�
８１５ ワイルドウルフ 牡４栗 ５７ 川田 将雅山本 英俊氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム ４９４＋ ８１：３８．９クビ ９．６�
４７ ナイトフッド 牡５青鹿５７ 横山 典弘 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム B４９６－ ４ 〃 アタマ ４．３�
２４ レッドヴァンクール 牡５鹿 ５７ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ５３２± ０ 〃 クビ ３４．０�
１１ レオプレシャス 牡４黒鹿５７ 内田 博幸�レオ 堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４７２－ ４１：３９．０クビ ２．５	
３５ フォルミダービレ 牡５鹿 ５７ 吉田 豊�前川企画 尾形 充弘 平取 雅 牧場 ５００＋ ４１：３９．１� １２．８

８１６ ボンバルディエーレ 牡５芦 ５７ 松岡 正海吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム ４７４－ ２ 〃 アタマ １６．６�
１２ タイキジャガー 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠�大樹ファーム 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４８０－ ２ 〃 クビ １７．８�
２３ ア イ ノ カ ゼ 牡６鹿 ５７ 蛯名 正義丸岡 啓一氏 鈴木 勝美 新冠 ムラカミファーム ５０６＋ ２１：３９．４２ ４３．７
６１１ シルクパルサー 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一有限会社シルク尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４８６－ ６１：３９．５クビ １９５．８�
５９ � ワールドブルー 牡５鹿 ５７ N．ピンナ �ブルーマネジメント森 秀行 米 Fusao

Sekiguchi ４８８－ ４ 〃 クビ １２５．４�
（伊）

３６ レオソリスト 牡６黒鹿５７ 松田 大作�レオ 岩戸 孝樹 平取 協栄組合 B５３０＋ ２１：３９．９２	 ４５７．５�
４８ リアルフリーダム 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４６０＋ ２ 〃 クビ ３５．８�
７１４ ナイスシャトル 牡６栗 ５７ 藤岡 佑介菅藤 宗一氏 菊沢 隆徳 浦河 林 孝輝 ４９４＋ ４１：４０．６４ ４００．５�
７１３ レッツゴーヒチョリ 牡６鹿 ５７ 吉田 隼人飯田 正剛氏 高橋 祥泰 静内 千代田牧場 ５５４－ ４１：４０．７クビ ４１７．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，２２０，２００円 複勝： ５５，５４０，１００円 枠連： ３０，１９８，５００円

馬連： １０９，８８３，５００円 馬単： ６０，９９９，８００円 ワイド： ３８，５６９，８００円

３連複： １１４，５６９，６００円 ３連単： １８１，８２６，５００円 計： ６２３，８０８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６６０円 複 勝 � ３３０円 � ２１０円 � ３３０円 枠 連（５－６） ３，８５０円

馬 連 �� ３，８５０円 馬 単 �� １０，４８０円

ワ イ ド �� １，３３０円 �� ２，０２０円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� １３，４９０円 ３ 連 単 ��� １０５，６６０円

票 数

単勝票数 計 ３２２２０２ 的中 � １５３２８（６番人気）
複勝票数 計 ５５５４０１ 的中 � ４１４３２（５番人気）� ８０４７０（３番人気）� ４１８４６（４番人気）
枠連票数 計 ３０１９８５ 的中 （５－６） ５７９６（１６番人気）
馬連票数 計１０９８８３５ 的中 �� ２１１０７（１６番人気）
馬単票数 計 ６０９９９８ 的中 �� ４２９７（４１番人気）
ワイド票数 計 ３８５６９８ 的中 �� ７１８１（１６番人気）�� ４６１９（２５番人気）�� ９６３１（８番人気）
３連複票数 計１１４５６９６ 的中 ��� ６２７０（４５番人気）
３連単票数 計１８１８２６５ 的中 ��� １２７０（３２３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．８―３６．０―４９．０―１：０１．７―１：１３．９―１：２６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイソトープ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１２．２ 阪神３着

２００５．５．８生 牡６栗 母 アイシーサイレンス 母母 アイシーゴーグル ３７戦３勝 賞金 ６６，０２０，０００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。



１１０６９ ５月８日 晴 良 （２３東京２）第６日 第９競走 ��
��１，８００�

や つ が た け

八 ヶ 岳 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 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

１１ ビンテージチャート 牡５栗 ５７ 北村 宏司 �キャロットファーム 上原 博之 早来 ノーザンファーム ５３６± ０１：４７．２ １８．４�

６９ ヒシカツジェームス 牡４栗 ５７ 蛯名 正義阿部 雅英氏 久保田貴士 新ひだか 岡田スタツド ４７２＋ ６ 〃 クビ ３．４�
７１０ シャイニンアーサー 牡４黒鹿５７ 横山 典弘市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B４９６－ ２１：４７．３クビ ５．９�
７１１ アドバンスヘイロー 牡５青鹿５７ 武 豊西川 隆士氏 河野 通文 新冠 佐藤 信広 ４７４＋ ８１：４７．４� １２．３�
４４ ショウナンアクロス 牡６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 ４９８± ０ 〃 クビ ４６．０�
８１３ メジロスプレンダー 牝５黒鹿５５ 吉田 隼人�メジロ牧場 尾形 充弘 洞爺 メジロ牧場 ４６８＋ ２１：４７．７２ １０８．８�
３３ ラッキーバニラ 牡４青鹿５７ 内田 博幸吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９４＋ ２１：４７．８クビ １３．４	
５７ ステージプレゼンス 牡４芦 ５７ 川田 将雅吉田 千津氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６０－ ２１：４７．９� ２．６

４５ マイネルモデルノ 牡７鹿 ５７ N．ピンナ �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ５０４＋２０１：４８．０� ６９．０�
（伊）

８１２ ブルームインハート 牝５黒鹿５５ 藤岡 佑介平井 裕氏 本郷 一彦 新ひだか 澤田 嘉隆 ４５４＋ ４１：４８．１クビ ２２４．０
６８ キングシャーロット 牡４鹿 ５７ 福永 祐一馬場 幸夫氏 浅見 秀一 新ひだか 上村 清志 ４６０－ ２１：４８．３１� ３８．３�
２２ ドリームガードナー 牡６栗 ５７ 岩田 康誠セゾンレースホース� 中村 均 千歳 社台ファーム ４６２－ ８１：４８．４� ８．４�
５６ フェイクスター 	５栗 ５７ 大庭 和弥山上 和良氏 菊川 正達 静内 金 宏二 ４６０－２６１：４９．２５ １４０．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３６，５１３，４００円 複勝： ５１，９２１，５００円 枠連： ２７，５０４，８００円

馬連： １２８，９９１，２００円 馬単： ７５，６５９，４００円 ワイド： ３９，８９０，８００円

３連複： １２９，０５７，５００円 ３連単： ２４８，７４７，６００円 計： ７３８，２８６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８４０円 複 勝 � ４５０円 � １６０円 � ２００円 枠 連（１－６） ２，７１０円

馬 連 �� ３，０３０円 馬 単 �� ７，３５０円

ワ イ ド �� １，１６０円 �� １，９５０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ６，４５０円 ３ 連 単 ��� ４９，３１０円

票 数

単勝票数 計 ３６５１３４ 的中 � １５６８７（７番人気）
複勝票数 計 ５１９２１５ 的中 � ２３１１１（７番人気）� １１２１８１（２番人気）� ７０１８１（３番人気）
枠連票数 計 ２７５０４８ 的中 （１－６） ７５１５（１０番人気）
馬連票数 計１２８９９１２ 的中 �� ３１４９８（１２番人気）
馬単票数 計 ７５６５９４ 的中 �� ７６０１（２６番人気）
ワイド票数 計 ３９８９０８ 的中 �� ８２０４（１３番人気）�� ４７３７（２１番人気）�� ２５４３０（３番人気）
３連複票数 計１２９０５７５ 的中 ��� １４７８４（２１番人気）
３連単票数 計２４８７４７６ 的中 ��� ３７２３（１４１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．７―３６．９―４９．０―１：０１．１―１：１２．８―１：２４．０―１：３５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．１―３F３４．４

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

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

ビンテージチャート �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００９．２．２１ 東京３着

２００６．３．２３生 牡５栗 母 ピノシェット 母母 Pink Turtle １０戦４勝 賞金 ５１，１３１，０００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。

１１０７０ ５月８日 晴 良 （２３東京２）第６日 第１０競走 ��
��２，１００�ブリリアントステークス

発走１５時００分 （ダート・左）

４歳以上，２２．５．８以降２３．５．１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 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

２：０６．７
２：０５．９

良

良

５１０ キクノアポロ 牡５黒鹿５５ 岩田 康誠菊池 五郎氏 野中 賢二 新冠 赤石 久夫 ５０６－ ４２：１１．７ ３．２�

８１６ タマモクリエイト 牡６鹿 ５３ 大庭 和弥タマモ� 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ５１４－ ２２：１２．３３� ４７．６�
４８ マイネルアワグラス 牡７鹿 ５６ 柴田 大知 �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 ５２６＋ ６ 〃 クビ ３９．０�
４７ シビルウォー 牡６鹿 ５７ 吉田 豊 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７０＋ ２ 〃 ハナ １０．９�
１２ ピサノエミレーツ 牡６鹿 ５４ 内田 博幸市川 義美氏 藤沢 和雄 静内 飛野牧場 B５１２－ ４２：１２．４� ６．９�
６１１ メ ン デ ル 牡９鹿 ５５ 藤岡 佑介太田 美實氏 梅田 智之 静内 藤原牧場 ４７２＋１０２：１２．５クビ ５６．１	
３５ � トーセンモナーク 牡６栗 ５５ 川田 将雅島川 
哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５２８＋１２２：１２．７１	 ６．４�
３６ モンテクリスエス 牡６鹿 ５６ 福永 祐一毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 B５６０＋ ８２：１２．８� ５．０�
７１３ ウインペンタゴン 牡５鹿 ５４ C．ウィリアムズ �ウイン 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４９４＋ ２ 〃 クビ １３．６

（豪）

２３ ハギノリベラ 牡５鹿 ５３ 横山 典弘安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ５３６＋ ８２：１２．９クビ ２３．７�
８１５ アドマイヤマジン 牡７黒鹿５４ 小牧 太佐々木主浩氏 松田 博資 千歳 社台ファーム ５１６－１０２：１３．１１� ８５．１�
２４ ク リ ー ン 牡７鹿 ５６ 武 豊小田切有一氏 音無 秀孝 静内 タイヘイ牧場 ６００＋ ４ 〃 アタマ ４３．０�
１１ セイカアレグロ 牡６鹿 ５２ 木幡 初広久米 大氏 稲葉 隆一 新冠 シンユウフアーム ５０６± ０２：１３．２� ７２．６�
５９ プレファシオ 牡４芦 ５３ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４９０＋ ８２：１３．４１� １４１．０�
７１４ アドマイヤシャトル 牡５鹿 ５４ N．ピンナ 近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４７０± ０２：１３．８２� １９．９�

（伊）

６１２ ネ イ キ ッ ド 牡７栗 ５６ 松岡 正海前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント B４８０－ ８２：１４．６５ １５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４６，４８５，８００円 複勝： ６８，４０３，７００円 枠連： ４４，８５６，４００円

馬連： １８２，６７２，３００円 馬単： ９５，５１０，３００円 ワイド： ５７，９４１，２００円

３連複： ２１７，０３１，０００円 ３連単： ３５０，５１３，９００円 計： １，０６３，４１４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １６０円 � ６７０円 � ７３０円 枠 連（５－８） ５，０４０円

馬 連 �� ９，４３０円 馬 単 �� １４，７６０円

ワ イ ド �� ２，２３０円 �� ２，１１０円 �� ７，８７０円

３ 連 複 ��� ５６，３２０円 ３ 連 単 ��� ３４４，９１０円

票 数

単勝票数 計 ４６４８５８ 的中 � １１６５８８（１番人気）
複勝票数 計 ６８４０３７ 的中 � １５７５４１（１番人気）� ２２０１１（１０番人気）� ２０１２６（１１番人気）
枠連票数 計 ４４８５６４ 的中 （５－８） ６５７１（２２番人気）
馬連票数 計１８２６７２３ 的中 �� １４３００（３１番人気）
馬単票数 計 ９５５１０３ 的中 �� ４７７７（４８番人気）
ワイド票数 計 ５７９４１２ 的中 �� ６４６１（２４番人気）�� ６８５１（２３番人気）�� １７８２（７７番人気）
３連複票数 計２１７０３１０ 的中 ��� ２８４４（１５４番人気）
３連単票数 計３５０５１３９ 的中 ��� ７５０（８９０番人気）

ハロンタイム ７．１―１０．８―１２．３―１２．７―１３．０―１３．２―１３．２―１２．５―１２．１―１２．０―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１７．９―３０．２―４２．９―５５．９―１：０９．１―１：２２．３―１：３４．８―１：４６．９―１：５８．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キクノアポロ �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 スマコバクリーク デビュー ２００８．１１．２２ 福島１着

２００６．３．１５生 牡５黒鹿 母 マルニカンセイ 母母 スピードキヨフジ １３戦６勝 賞金 ９２，７７３，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ７頭 エーブダッチマン号・タカオセンチュリー号・トーセンアレス号・トーホウアタック号・ピースキーパー号・

ビービーファルコン号・マストハブ号
※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



１１０７１ ５月８日 晴 良 （２３東京２）第６日 第１１競走 ��
��１，６００�第１６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 ４，０３２，０００円 １，１５２，０００円 ５７６，０００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

１：３１．４
１：３１．４
１：３１．４

良

良

良

７１３ グランプリボス 牡３鹿 ５７ C．ウィリアムズ �グランプリ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ５００－ ６１：３２．２ ４．６�
（豪）

８１７ 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 ４６８－ ２１：３２．４１� ４．８�

１１ リアルインパクト 牡３鹿 ５７ 内田 博幸 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４９６＋ ２１：３２．５� ６．１�
２３ エイシンオスマン 牡３鹿 ５７ 後藤 浩輝平井 豊光氏 松永 昌博 安平 有限会社 ノー

ザンレーシング ４７０＋ ８１：３２．６� １４．７�
４８ プ レ イ 牡３青鹿５７ 柴田 大知岡田 繁幸氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４９２－ ４１：３２．７クビ １８．９�
３５ マイネルラクリマ 牡３栗 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 武 牧場 ４６４－ ２ 〃 ハナ ７１．８	
８１８ オメガブレイン 牡３鹿 ５７ 横山 典弘原 	子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４４０－ ２１：３２．８� ７０．９

５１０ フォーエバーマーク 牝３鹿 ５５ 吉田 豊青山 洋一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４８８± ０１：３２．９� ４０．１�
２４ エーシンジャッカル 牡３黒鹿５７ 岩田 康誠�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 ４５０－ ４１：３３．１１� ６．０�
７１４ アイヴィーリーグ 牡３鹿 ５７ 福永 祐一近藤 英子氏 中尾 秀正 新冠 平山牧場 ４５４－ ４ 〃 クビ １２．４
８１６ アドマイヤサガス 牡３青 ５７ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム B５１６＋ ２１：３３．２クビ ７０．９�
５９ 
 ヘニーハウンド 牡３栗 ５７ N．ピンナ 林 正道氏 矢作 芳人 米 Gulf Coast

Farms, LLC ４９４－ ２１：３３．３� １０．５�
（伊）

６１２
 キョウエイバサラ 牡３芦 ５７ 小林慎一郎田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave
Bloodstock ５０６＋ ２１：３３．５１� １４１．５�

６１１ テイエムオオタカ 牡３鹿 ５７ 大庭 和弥竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 ４７０± ０１：３３．７１� ４６．５�
３６ ダンスファンタジア 牝３鹿 ５５ 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４５０－ ２１：３４．３３� ２２．１�
４７ クリアンサス 牝３鹿 ５５ 武 豊 �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２± ０１：３４．４� ２９．３�
７１５ ロビンフット 牡３青鹿５７ 吉田 隼人桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 赤石 久夫 B４８８－ ４１：３４．８２� ５７．０�
１２ リキサンマックス 牡３青鹿５７ 柴原 央明 �ハイパワー商事 昆 貢 新冠 村田牧場 B４４０＋ ４１：３５．４３� ７９．３�

（１８頭）

売 得 金
単勝： ３３３，４０２，５００円 複勝： ４１３，４８７，１００円 枠連： ４５０，５０３，１００円 馬連： １，９３３，２４１，１００円 馬単： ９４８，９８５，７００円

ワイド： ５００，０１２，６００円 ３連複： ２，６１７，８５２，５００円 ３連単： ４，８５４，０５４，１００円 ５重勝： ８８７，７８３，７００円 計： １２，９３９，３２２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １７０円 � １８０円 � １９０円 枠 連（７－８） ７２０円

馬 連 �� １，１７０円 馬 単 �� ２，１６０円

ワ イ ド �� ５３０円 �� ５２０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ２，０４０円 ３ 連 単 ��� ７，９２０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����� ５０８，６９０円

票 数

単勝票数 計３３３４０２５ 的中 � ５７４０１６（１番人気）
複勝票数 計４１３４８７１ 的中 � ７１９３１７（１番人気）� ６０８２９２（２番人気）� ５５７０３３（４番人気）
枠連票数 計４５０５０３１ 的中 （７－８） ４６４４３９（２番人気）
馬連票数 計１９３３２４１１ 的中 �� １２２７１５０（１番人気）
馬単票数 計９４８９８５７ 的中 �� ３２５２３４（１番人気）
ワイド票数 計５０００１２６ 的中 �� ２３６６６７（２番人気）�� ２４１３１９（１番人気）�� １８７５７０（６番人気）
３連複票数 計２６１７８５２５ 的中 ��� ９５１０５２（１番人気）
３連単票数 計４８５４０５４１ 的中 ��� ４５２８１８（１番人気）
５重勝票数 差引計８８７７８３７（返還計 ５２４４６） 的中 ����� １２８８

ハロンタイム １１．９―１０．７―１１．３―１１．８―１１．９―１１．３―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１１．９―２２．６―３３．９―４５．７―５７．６―１：０８．９―１：２０．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランプリボス �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．８．１４ 札幌１着

２００８．３．２８生 牡３鹿 母 ロージーミスト 母母 ビューティフルベーシック ７戦４勝 賞金 ２３５，０５５，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 アストロロジー号・サトノオー号・ターゲットマシン号・ディープサウンド号・メモリアルイヤー号・ラトルスネーク号
（非抽選馬） １頭 エチゴイチエ号
※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。

１１０７２ ５月８日 晴 良 （２３東京２）第６日 第１２競走
被災地支援競走

��
��１，６００�み ら い 賞

発走１６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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．４
１：３１．４

良

良

５８ シルクアーネスト 牡４栗 ５７ 小牧 太有限会社シルク池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム ４８８－ ４１：３２．８ １０．７�

３４ カネトシディオス 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 ４３８＋ ６１：３３．１１� １５．０�
６１０ エオリアンハープ 牝５栗 ５５ 木幡 初広 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４４０－ ６ 〃 クビ １７．３�
５７ � セイウンジャガーズ 牡４黒鹿５７ 松岡 正海西山 茂行氏 杉浦 宏昭 愛 Lodge

Park Stud ４６６± ０１：３３．２クビ ５．９�
４６ ノボリデューク 牡６青 ５７ 吉田 豊原田 豊氏 松永 昌博 浦河 杵臼牧場 B４７２－ ８ 〃 アタマ ５９．３�
７１２ ケニアブラック 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義吉田 和美氏 勢司 和浩 日高 佐々木牧場 ４６２－ ６ 〃 ハナ ２．５�
４５ カイシュウボナンザ 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠飯村 孝男氏 領家 政蔵 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ５００＋ ８ 〃 ハナ ３０．７	
１１ ラ ド ラ ー ダ 牝５青鹿５５ 横山 典弘 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４４２＋ ２１：３３．３クビ ７．９

７１１ レインスティック 牡４栗 ５７ 北村 宏司 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４５２± ０１：３３．４� １６．５�
６９ シェーンヴァルト 牡５黒鹿５７ 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 ４８０＋ ４１：３３．５� ２１．２�

（豪）

３３ モンテフジサン 牡４栗 ５７ 内田 博幸毛利 喜昭氏 松山 康久 青森 ワールドファーム ４７６－ ２１：３３．６クビ ８．５
８１３ ロジスプリング 牡４栗 ５７ 福永 祐一久米田正明氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４７０± ０１：３４．１３ ２１．５�
２２ スティルゴールド 牡４黒鹿５７ 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 ４７８＋ ２１：３７．７大差 ５５．２�
８１４ ミスズオペラ 牡６栗 ５７ 吉田 隼人永井 啓弍氏 加藤 敬二 静内 友田牧場 ４８４＋ ４１：３７．８� ２２７．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ９１，４５２，２００円 複勝： １３１，８５２，２００円 枠連： ７５，５７９，２００円

馬連： ３０１，０５９，３００円 馬単： １６９，７９５，７００円 ワイド： １１０，１２８，９００円

３連複： ３５３，９４９，５００円 ３連単： ６７０，８６６，５００円 計： １，９０４，６８３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０７０円 複 勝 � ３６０円 � ４１０円 � ４８０円 枠 連（３－５） ９２０円

馬 連 �� ８，１５０円 馬 単 �� １６，５１０円

ワ イ ド �� ２，２４０円 �� ２，２５０円 �� １，３４０円

３ 連 複 ��� ３０，９７０円 ３ 連 単 ��� １９９，６４０円

票 数

単勝票数 計 ９１４５２２ 的中 � ６７５３０（５番人気）
複勝票数 計１３１８５２２ 的中 � １０１１４９（５番人気）� ８６３２１（６番人気）� ７０５４９（８番人気）
枠連票数 計 ７５５７９２ 的中 （３－５） ６０８４２（３番人気）
馬連票数 計３０１０５９３ 的中 �� ２７２７５（３０番人気）
馬単票数 計１６９７９５７ 的中 �� ７５９３（５９番人気）
ワイド票数 計１１０１２８９ 的中 �� １２０１１（２７番人気）�� １１９６６（２８番人気）�� ２０６０５（１５番人気）
３連複票数 計３５３９４９５ 的中 ��� ８４３６（１０３番人気）
３連単票数 計６７０８６６５ 的中 ��� ２４８０（６１３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．４―１１．８―１１．９―１１．４―１１．６―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．１―３４．５―４６．３―５８．２―１：０９．６―１：２１．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルクアーネスト �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．６．２８ 阪神９着

２００７．３．４生 牡４栗 母 ティアドロップス 母母 パイナップルスター ２１戦４勝 賞金 ８１，６２１，０００円
〔その他〕 ミスズオペラ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スティルゴールド号は，平成２３年６月８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。

５レース目



（２３東京２）第６日 ５月８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 １７３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

３７５，８２０，０００円
２，１３０，０００円
３０，０３０，０００円
７，２２０，０００円
３５，５００，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

６２，２８７，０００円
５，１６４，０００円
１，７１２，７００円

勝馬投票券売得金
６９３，９４９，８００円

１，０１６，０３９，４００円
７３０，４４２，８００円

３，０７１，０５２，９００円
１，６５１，４９１，１００円
９０８，８１６，３００円

３，９１１，０８６，４００円
７，１９７，８８２，４００円
８８７，７８３，７００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 ２０，０６８，５４４，８００円

総入場人員 ５２，４００名 （有料入場人員 ５０，８００名）


