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１１０７３ ５月１４日 晴 稍重 （２３東京２）第７日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０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

７１４ ゴールドアゲイン 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣井上 修一氏 根本 康広 新冠 ラツキー牧場 ４１２± ０１：２７．７ ２３．０�

１２ サハラグレース 牝３芦 ５４ 北村 宏司金子真人ホール
ディングス� 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ５００－ ４１：２７．８� ４．３�

８１６ ニュースター 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成�中山牧場 上原 博之 浦河 中山牧場 ４８８－ ８１：２７．９� ６．３�
７１３ トーセンパピヨン 牝３鹿 ５４ 横山 典弘島川 �哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４９０＋ ６１：２８．０クビ ３．３�
６１２ クラウディア 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝ディアレスト 田村 康仁 新冠 大栄牧場 ４３６－ ４１：２８．６３� １０．８	
４８ スイートフラム 牝３鹿 ５４ 田中 勝春シンボリ牧場 古賀 慎明 日高 シンボリ牧場 ４３０＋１０１：２８．７� １４４．４

８１５ ミリオネアワルツ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治�ターフ・スポート本田 優 新ひだか 三石川上牧場 ４６２－ ２１：２９．０２ １１３．７�
３６ ニシノヒナギク 牝３鹿 ５４ 松岡 正海西山 茂行氏 手塚 貴久 むかわ 西山牧場 ４９６ ―１：２９．１� ２１．０�
６１１ ホッコーマドンナ 牝３黒鹿５４ 吉田 豊矢部 幸一氏 伊藤 大士 新冠 石郷岡 雅樹 ４５６－ ４１：２９．３１� １４８．４
４７ コウマルクイーン 牝３栗 ５４ 蛯名 正義友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 石川 栄一 ４８２－ ２ 〃 クビ ６．７�
３５ ス テ ラ 牝３栗 ５４ 福永 祐一三枝 栄二氏 昆 貢 新ひだか 斉藤スタッド B４７４－ ４１：２９．４� ７．５�
１１ クイーンエステル 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠 �キャロットファーム 伊藤 圭三 安平 ノーザンファーム ４４６＋１８１：２９．６１� １５．９�
２４ メジロテンニョ 牝３鹿 ５４ 江田 照男�メジロ牧場 菅原 泰夫 洞爺湖 メジロ牧場 ５０８± ０１：２９．７� １８９．８�
５１０ シルキーレッド 牝３栗 ５４ 石神 深一有限会社シルク池上 昌弘 新冠 ラツキー牧場 ４４２＋ ６１：２９．９１� ３６６．０�
２３ ダイヤピアス 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか 田原橋本牧場 ４２０－ ２１：３０．４３ ４３８．５�
５９ 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 ４６０－ ２１：３０．５クビ ４０１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，６９４，４００円 複勝： ３９，０５６，８００円 枠連： １５，４２８，１００円

馬連： ５４，１６３，９００円 馬単： ３６，６２５，８００円 ワイド： ２２，８５６，７００円

３連複： ７０，７１１，１００円 ３連単： １０４，０４１，９００円 計： ３６０，５７８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３００円 複 勝 � ４７０円 � １７０円 � ２８０円 枠 連（１－７） ４６０円

馬 連 �� ３，９００円 馬 単 �� １０，８９０円

ワ イ ド �� １，１７０円 �� ２，３８０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ８，３３０円 ３ 連 単 ��� ８３，３７０円

票 数

単勝票数 計 １７６９４４ 的中 � ６０８５（９番人気）
複勝票数 計 ３９０５６８ 的中 � １８１４４（８番人気）� ７４７３４（２番人気）� ３５４７７（５番人気）
枠連票数 計 １５４２８１ 的中 （１－７） ２４７７０（１番人気）
馬連票数 計 ５４１６３９ 的中 �� １０２５３（１６番人気）
馬単票数 計 ３６６２５８ 的中 �� ２４８４（４４番人気）
ワイド票数 計 ２２８５６７ 的中 �� ４８１５（１５番人気）�� ２２７９（２８番人気）�� ７９１３（８番人気）
３連複票数 計 ７０７１１１ 的中 ��� ６２７０（３３番人気）
３連単票数 計１０４０４１９ 的中 ��� ９２１（２７０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．９―２４．１―３６．５―４９．３―１：０１．７―１：１４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．２―３F３８．４
３ ・（２，３，５）（１，１３）１２（１０，１５）（７，１６）（４，８，１４）１１－６－９ ４ ２（３，５）（１，１３，１２）－（１０，１５，１４）（７，１６）（４，１１）８，６－９
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ゴールドアゲイン �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．１０．１０ 東京６着

２００８．４．１１生 牝３黒鹿 母 シルキーアゲイン 母母 ビワナタシュカ ８戦１勝 賞金 ８，３５０，０００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 ソレイユレディー号

１１０７４ ５月１４日 晴 稍重 （２３東京２）第７日 第２競走 ��
��２，１００�サラブレッド系３歳

発走１０時３５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

４７ アールシネマスタア 牡３栗 ５６ 武 豊星野 良二氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 ４８０＋ ２２：１５．３ １．５�

５９ 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 B５１２－ ２２：１５．６２ ５．６�
６１０ アルスマルカート 牡３栗 ５６ 柴山 雄一池田 正孝氏 河野 通文 新ひだか 矢野牧場 B４７０± ０２：１６．３４ ２５．５�
３５ 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 ４６４－ ４ 〃 クビ １１．５�
２２ ボンジュールリュウ 牡３栗 ５６ 田中 勝春田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 武田 修一 B４５４－ ２２：１７．２５ １６．４�
２３ エースチョウサン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海長山 尚義氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 ４３０＋ ４２：１７．３クビ １１．６�
６１１ フォレストリーダー 牡３栗 ５６ 武士沢友治小野 博郷氏 伊藤 大士 新冠 赤石 久夫 ４７０－ ２２：１７．５１� ４３．１�
４６ 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－ ６２：１８．３５ １３２．８

１１ バットゥータ 牡３芦 ５６ 岩田 康誠コウトミックレーシング 田村 康仁 新冠 イワミ牧場 ５２８－ ６２：１８．５１� ４０．６�
８１４ タンペラマン 牡３黒鹿５６ 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 康弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０－２０２：２０．１１０ ９２．１�
７１３ ロックディライト 牡３栗 ５６ 蛯名 正義ディアレスト 斎藤 誠 新冠 北星村田牧場 ４８８－１２２：２０．５２� １９．５
３４ ヒシアンドレ 牡３鹿 ５６

５３ ▲菅原 隆一阿部雅一郎氏 加藤 和宏 新冠 カミイスタット B４９２＋ ２２：２１．０３ ２１８．４�
７１２ ペガサスビビクン 牡３栗 ５６ 三浦 皇成松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４９０－１０２：２１．４２� １５０．０�
５８ オウエイミステリー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム B４５８± ０２：２１．５クビ １６５．０�
８１５ トップパフォーマー 牡３栗 ５６ 江田 照男下河�美智子氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 ４６６－ ４２：３０．１大差 １４９．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，１７４，０００円 複勝： ６３，２２５，４００円 枠連： １２，８０１，３００円

馬連： ４４，３５１，６００円 馬単： ３７，７５８，５００円 ワイド： １９，０４０，３００円

３連複： ５５，２５６，４００円 ３連単： １０３，２２６，５００円 計： ３５３，８３４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ４２０円 枠 連（４－５） ３４０円

馬 連 �� ３６０円 馬 単 �� ４６０円

ワ イ ド �� １９０円 �� ５５０円 �� １，０５０円

３ 連 複 ��� １，３５０円 ３ 連 単 ��� ３，２７０円

票 数

単勝票数 計 １８１７４０ 的中 � ９６１７６（１番人気）
複勝票数 計 ６３２２５４ 的中 � ４１５７１８（１番人気）� ６５２１２（２番人気）� １２９８２（７番人気）
枠連票数 計 １２８０１３ 的中 （４－５） ２７７８９（１番人気）
馬連票数 計 ４４３５１６ 的中 �� ９２１８７（１番人気）
馬単票数 計 ３７７５８５ 的中 �� ６１４１０（１番人気）
ワイド票数 計 １９０４０３ 的中 �� ３２８７７（１番人気）�� ７５９２（６番人気）�� ３６９１（１３番人気）
３連複票数 計 ５５２５６４ 的中 ��� ３０２６８（３番人気）
３連単票数 計１０３２２６５ 的中 ��� ２３３２９（４番人気）

ハロンタイム ７．２―１０．９―１２．５―１２．９―１２．７―１２．８―１３．３―１３．２―１２．７―１３．３―１３．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．２―１８．１―３０．６―４３．５―５６．２―１：０９．０―１：２２．３―１：３５．５―１：４８．２―２：０１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．０―３F３９．８
１
３
７（９，１２）１０（５，１３，１５）８，１１－６－（２，４）－（３，１４）－１
７（９，１２，１０）－（５，１３）１１，８＝（６，２）１５（１，４）３＝１４

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

勝馬の
紹 介

アールシネマスタア �
�
父 Consolidator �

�
母父 Silver Deputy デビュー ２０１１．１．１５ 京都６着

２００８．４．１３生 牡３栗 母 アナバシュドチャーム 母母 Unbridled Hope ４戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔発走状況〕 バットゥータ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 バットゥータ号は，平成２３年５月１５日から平成２３年６月５日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ペガサスビビクン号・オウエイミステリー号・トップパフォーマー号は，平成２３年６月１４日まで平

地競走に出走できない。

第２回　東京競馬　第７日



１１０７５ ５月１４日 晴 稍重 （２３東京２）第７日 第３競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１１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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

４８ � カネトシイナーシャ 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠兼松 利男氏 白井 寿昭 米 JMJ Racing
Stables, LLC ４７０－ ４１：４０．５ ４．０�

５１０ レオジュピター 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成田中 博之氏 小島 茂之 平取 二風谷ファーム ４７６＋１０ 〃 クビ ５．２�
７１３ ビッグアスリート 牡３鹿 ５６ 吉田 豊横瀬 兼二氏 佐藤 吉勝 様似 中村 勝則 ４７０－ ４１：４０．８１� ７．３�
４７ タカノオーカン 牡３栗 ５６ 武 英智山口多賀司氏 昆 貢 浦河 惣田 英幸 ４７６± ０１：４０．９� １３２．９�
３６ ダイワコンフォート 牡３栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 ４６８－ ２ 〃 クビ ６．０�
５９ ニーマルコジーン 牡３芦 ５６ 後藤 浩輝板橋 秋氏 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド ４９２－ １１：４１．１１	 ３９．３�
３５ スガノテシオ 牡３黒鹿５６ 中谷 雄太�テシオ 矢野 英一 日高 サンシャイン

牧場 B４７４± ０１：４１．２� ８．５	
１１ グローバルチャージ 牡３芦 ５６ 福永 祐一�リーヴァ 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 B４７６± ０１：４１．９４ ３９．７

８１６ パルムドールピサ 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一市川 義美氏 河野 通文 新ひだか フジワラフアーム ４８０± ０１：４２．０� ２６．８�
６１２ ヤマノオペラオー 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥澤村 敏雄氏 相沢 郁 様似 北澤 正則 B４９４＋１２１：４２．１� ６２．２�
１２ スパーキーブラウン 牡３鹿 ５６ 小林 淳一佐々木 勇氏 南田美知雄 浦河トラストスリーファーム ４７０± ０１：４２．３１	 ２９５．０
２３ デ ィ ル 牝３鹿 ５４ 武士沢友治�ミルファーム 伊藤 大士 新ひだか 坂本 春雄 ４３２－ ２１：４３．５７ ２１１．１�
２４ カネトシライジング 牡３鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平兼松 昌男氏 清水 久詞 日高 浦新 徳司 ４３４－ ４１：４３．６� ２８３．１�
６１１ ゲッカビジン 牝３鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 新ひだか グランド牧場 ４２４－１０１：４４．０２� ２９２．４�

７１４ タマモアイガー 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣タマモ� 伊藤 伸一 新ひだか 曾我 博 ４９２ ―１：４６．６大差 １８３．９�
８１５ ドリームサンライズ 牡３栗 ５６ 松岡 正海セゾンレースホース� 松山 康久 千歳 社台ファーム ５０８ ―１：４６．７� ３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，８４４，０００円 複勝： ３２，６８８，０００円 枠連： １５，２００，２００円

馬連： ４９，２５０，５００円 馬単： ３２，４７３，９００円 ワイド： ２０，１７９，５００円

３連複： ５７，７０１，４００円 ３連単： ９１，１１７，０００円 計： ３１５，４５４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １６０円 � ２２０円 � ２１０円 枠 連（４－５） ８４０円

馬 連 �� ９５０円 馬 単 �� １，７９０円

ワ イ ド �� ４００円 �� ５６０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ２，１６０円 ３ 連 単 ��� ９，３７０円

票 数

単勝票数 計 １６８４４０ 的中 � ３３８６１（２番人気）
複勝票数 計 ３２６８８０ 的中 � ６６４７６（１番人気）� ３５７８２（６番人気）� ３７８４６（５番人気）
枠連票数 計 １５２００２ 的中 （４－５） １３４６３（５番人気）
馬連票数 計 ４９２５０５ 的中 �� ３８４９１（１番人気）
馬単票数 計 ３２４７３９ 的中 �� １３４３３（２番人気）
ワイド票数 計 ２０１７９５ 的中 �� １３３００（２番人気）�� ８８７２（７番人気）�� ７４３０（１０番人気）
３連複票数 計 ５７７０１４ 的中 ��� １９７９６（７番人気）
３連単票数 計 ９１１１７０ 的中 ��� ７１８４（１４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．９―１２．４―１３．２―１３．０―１２．１―１２．６―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．４―３６．８―５０．０―１：０３．０―１：１５．１―１：２７．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�カネトシイナーシャ �
�
父 Tapit �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１１．４．１０ 小倉５着

２００８．３．１７生 牡３黒鹿 母 Wednesday’s Child 母母 Bashful Charmer ３戦１勝 賞金 ６，２５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タマモアイガー号・ドリームサンライズ号は，平成２３年６月１４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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 カワキタロイ号

１１０７６ ５月１４日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（２３東京２）第７日 第４競走 ��３，０００�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３５分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

３３ ヴェルトマイスター 牡７鹿 ６０ 穂苅 寿彦 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム ５０２＋ ２３：２０．９ １．７�

７１２ ゴーカイフォンテン 牡５鹿 ６０ 金子 光希吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 ４９６＋１６３：２１．９６ ２７．４�
２２ サンデーチョウサン 牡４栗 ５９ 浜野谷憲尚長山 尚義氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 ５０６－ ４ 〃 クビ １１．１�
４５ � デルマリゲル 牡６栗 ６０ 石神 深一浅沼 廣幸氏 田中 剛 門別 ファニーヒルファーム ４７２＋ ８３：２２．０クビ ５５．２�
６１０ ドラゴンハンター 牡４青鹿５９ 平沢 健治櫻井 正氏 岩戸 孝樹 日高 中川牧場 ４８８－ ２３：２２．４２� ６．６�
３４ メジロジェラルド 牡４黒鹿５９ 江田 勇亮�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ５１０－ ８３：２２．６１ ５．３�
１１ ノーブルエース 牝４鹿 ５７ 大江原 圭	原 秀雄氏 菅原 泰夫 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４１４± ０３：２３．７７ １１４．６

５７ � オンワードネス 牡６栗 ６０ 宗像 徹樫山 ハル氏 阿部 新生 浦河 オンワード牧場 ４８６＋ ４３：２６．１大差 １６３．４�
５８ � ベ ロ ー チ ェ 牡８鹿 ６０ 千葉 直人モナコ商事� 嶋田 功 三石 大豊牧場 ４５２－１０３：２６．７３� ７４．０
８１４ ラ ド 牡４黒鹿５９ 鈴木 慶太佐々木 勇氏 武藤 善則 浦河 鎌田 正嗣 ４８０＋ ８３：２６．９� １８．９�
４６ ティンバーウルフ 牡４栗 ５９ 高野 和馬大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社

大原ファーム ４２４± ０３：２７．０� ３４．０�
６９ タツタイコウ 牡６栗 ６０ 水出 大介鈴木 昭作氏 根本 康広 千歳 エクセレンス

ファーム ５２２＋ ８３：２７．３２ １８０．６�
７１１� サントゥール 牝５鹿 ５８ 蓑島 靖典宮崎忠比古氏 後藤 由之 新冠 隆栄牧場 ４３４－ ６３：２８．３６ ４１．５�
８１３ クリノメダリスト 牝５栗 ５８ 大庭 和弥栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４５０－ ４３：３０．２大差 ５５．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，３８７，４００円 複勝： ２２，７９６，１００円 枠連： １３，４２２，９００円

馬連： ３３，５０１，０００円 馬単： ３１，０４９，０００円 ワイド： １４，６７６，０００円

３連複： ４７，１０３，４００円 ３連単： ８８，４８９，３００円 計： ２６５，４２５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ５２０円 � ２７０円 枠 連（３－７） ６００円

馬 連 �� １，５１０円 馬 単 �� ２，０８０円

ワ イ ド �� ７５０円 �� ４５０円 �� ３，２１０円

３ 連 複 ��� ５，１８０円 ３ 連 単 ��� ２０，２００円

票 数

単勝票数 計 １４３８７４ 的中 � ７０４２０（１番人気）
複勝票数 計 ２２７９６１ 的中 � ９５８５１（１番人気）� ６９４０（６番人気）� １６１６７（４番人気）
枠連票数 計 １３４２２９ 的中 （３－７） １６５３７（３番人気）
馬連票数 計 ３３５０１０ 的中 �� １６３８６（５番人気）
馬単票数 計 ３１０４９０ 的中 �� １１０４６（８番人気）
ワイド票数 計 １４６７６０ 的中 �� ４８１４（７番人気）�� ８７７２（３番人気）�� １０３８（３４番人気）
３連複票数 計 ４７１０３４ 的中 ��� ６７１７（１５番人気）
３連単票数 計 ８８４８９３ 的中 ��� ３２３４（５７番人気）

上り １マイル １：４７．０ ４F ５３．６－３F ４０．１
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴェルトマイスター �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Dashing Blade デビュー ２００６．１０．２１ 東京１着

２００４．２．１５生 牡７鹿 母 プラウドウイングス 母母 Peraja 障害：６戦１勝 賞金 １４，５３０，０００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 ファートゥム号



１１０７７ ５月１４日 晴 稍重 （２３東京２）第７日 第５競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１２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

５９ ウィンザーフラッグ 牡３栗 ５６ 田中 勝春櫻井 盛夫氏 白井 寿昭 新ひだか 有限会社石川牧場 ４８２－ ２１：２６．５ １５．６�

２４ 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 ５３６－ ６１：２６．６� ２．１�
４７ スノウプリンス 牡３栗 ５６ 三浦 皇成野口 弘司氏 小西 一男 浦河 畔高牧場 ４７０－ ４１：２７．６６ ８．８�
１１ グランデアトレ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一 �グランデオーナーズ 河野 通文 新冠 川上牧場 B４４８± ０１：２８．０２� １４．７�
２３ アイアンブロー 牡３芦 ５６ 岩田 康誠平口 信行氏 高柳 瑞樹 浦河 田中スタッド ４６２± ０１：２８．１クビ １４．１�
５１０ キーフォース 牡３鹿 ５６ C．ウィリアムズ �グリーンファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム ４９０± ０１：２８．３１� ３．７�

（豪）

６１１ オーダーアゲン 牡３鹿 ５６ 福永 祐一浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 由利 徳之 ４６４＋１８１：２８．６１� ３０．７	
６１２ ストロングレグナム 牡３栗 ５６ 江田 照男村木 篤氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 ４４８＋ ２１：２８．７� ２０５．３

８１６ カシノマイラヴ 牡３青鹿５６ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 平山牧場 B４４４± ０１：２９．０１� ４０６．８�
４８ ヤワタフレンド 牡３鹿 ５６ 吉田 豊平岩 健一氏 高橋 裕 日高 木村牧場 ４７８ ― 〃 クビ １１２．２�
７１４ ブラックエスパー 牡３黒鹿５６ 武士沢友治長谷川兼美氏 加藤 和宏 新ひだか 澤田 嘉隆 ４４８－ ２１：２９．１クビ １８４．７
３６ レ ゴ リ ス 牡３鹿 ５６

５５ ☆松山 弘平松本 俊廣氏 小野 次郎 日高 天羽 禮治 ５１４± ０１：２９．４１� １８７．６�
７１３ コーリンヴァレロ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣伊藤 恵子氏 平井 雄二 日高 今井牧場 B５１０ ― 〃 クビ １９０．４�
３５ ゴールデンオルフェ 牡３栗 ５６ 大庭 和弥山本 茂氏 清水 英克 新ひだか 元道牧場 ４９４＋ ４１：２９．６１� １３７．１�
１２ イマカツミライ 牝３青鹿５４ 武 英智今西 和雄氏 昆 貢 新ひだか 田湯牧場 ４６２± ０１：２９．７� ２０１．１�
８１５ ダイワイマージュ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 松山 康久 新ひだか 大典牧場 ４７８＋ ４１：３０．０１� ９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，５６４，６００円 複勝： ３５，９９７，５００円 枠連： １５，６７６，１００円

馬連： ５２，４２２，９００円 馬単： ３８，４１３，４００円 ワイド： ２３，１７６，３００円

３連複： ６４，０４６，２００円 ３連単： １０６，９８５，０００円 計： ３５６，２８２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５６０円 複 勝 � ３２０円 � １１０円 � ２２０円 枠 連（２－５） ３２０円

馬 連 �� １，３３０円 馬 単 �� ４，０４０円

ワ イ ド �� ５５０円 �� １，４６０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ２，６９０円 ３ 連 単 ��� ２３，７５０円

票 数

単勝票数 計 １９５６４６ 的中 � ９９３１（７番人気）
複勝票数 計 ３５９９７５ 的中 � １９７４０（６番人気）� １４０９４９（１番人気）� ３３９９０（３番人気）
枠連票数 計 １５６７６１ 的中 （２－５） ３７０６９（１番人気）
馬連票数 計 ５２４２２９ 的中 �� ２９１６７（６番人気）
馬単票数 計 ３８４１３４ 的中 �� ７０１９（１４番人気）
ワイド票数 計 ２３１７６３ 的中 �� １０３６５（６番人気）�� ３５１６（１６番人気）�� １９８４０（２番人気）
３連複票数 計 ６４０４６２ 的中 ��� １７６２３（９番人気）
３連単票数 計１０６９８５０ 的中 ��� ３３２５（７０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．７―３５．８―４８．５―１：００．７―１：１３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．７―３F３８．０
３ ９，１５（４，１６）（２，６，１０）（３，１１）（１，１２）（７，１４）－８，５＝１３ ４ ９（１５，１６）４（６，１０）（２，１２，１１）３（１，７，１４）－８－５－１３

勝馬の
紹 介

ウィンザーフラッグ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２０１０．９．２６ 阪神６着

２００８．３．２４生 牡３栗 母 ミスフェリチタ 母母 ス リ ー エ フ ８戦１勝 賞金 ８，８００，０００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。
（非当選馬） ２頭 アブラカタブラ号・オフ号
※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。

１１０７８ ５月１４日 晴 良 （２３東京２）第７日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時５５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

１：３１．４
１：３１．４

良

良

８１７ ゴールドカルラ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘磯波 勇氏 高木 登 新冠 守矢牧場 ４９０± ０１：３４．５ １３．６�

６１１ フロムマンハッタン 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義佐々木完二氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４５２－ ６１：３４．７１� ６．０�
３６ サニーヘイロー 牝３栗 ５４ C．ウィリアムズ 宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４４６＋ ６ 〃 クビ ２４．５�
（豪）

２３ シングンミラクル 牡３黒鹿５６ 小林 淳一伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４８２± ０１：３４．９１� ４．４�
２４ ル ー ジ ュ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４６２－ ２ 〃 アタマ ２４．２�
５１０ ファントムロード 牡３鹿 ５６ 石橋 脩�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４８０－ ６１：３５．３２� ２．１�
１１ アラマサコマンダー 牝３鹿 ５４ 小牧 太�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４１６＋ ４１：３５．４� ２１．３	
３５ エイトプリンス 牡３栗 ５６ 三浦 皇成河合良太郎氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４３６－ ４１：３５．６� ２４６．３

８１８ ビリーヴマイン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊コウトミックレーシング 清水 英克 新冠 大栄牧場 ４２８－ ８ 〃 クビ ４３．５�
５９ スバルオーロラ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治野村 勇氏 菊沢 隆徳 青森 オオタ牧場 B４８８± ０１：３５．７� ４１４．１�
７１５ エーブライジン 牡３青鹿５６ 松岡 正海 レーシングホース

ジャパン 清水 利章 新冠 森 牧場 ４４８－ ２１：３６．３３� ９．２�
６１２ コパノサチオー 牡３鹿 ５６ 江田 照男小林 祥晃氏 奥平 雅士 新ひだか 西村 和夫 ４６０± ０１：３６．６１� １４６．８�
８１６ サウスノーブル 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 ４９２＋ ２１：３６．８１� １２２．０�
７１４ バトルトコパ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一宮川 秋信氏 小野 次郎 新ひだか 西村 和夫 ４１６－ ８ 〃 ハナ ８５７．７�
４７ リキアイギムレット 牡３鹿 ５６ 武 豊高山 幸雄氏 本田 優 新ひだか 桜井牧場 ４６０± ０１：３７．１２ ６４．５�
４８ アイアイドリーミー 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥齊藤 敬氏 浅野洋一郎 日高 坂口 豊翼 ４４０－ ４１：３７．５２� ４３６．６�
１２ トーセンシフト 牡３栗 ５６ 福永 祐一島川 �哉氏 柴田 政人 日高 有限会社 エ

スティファーム ４１８－ ４１：３８．２４ １９９．３�
７１３ ヤマノアサカゼ 牝３栗 ５４

５３ ☆松山 弘平澤村 敏雄氏 阿部 新生 新ひだか タガミファーム B４２０＋ ２ 〃 クビ ５４１．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２４，３７８，５００円 複勝： ４３，２９５，６００円 枠連： １８，４１５，４００円

馬連： ６８，９１３，９００円 馬単： ４７，９８０，５００円 ワイド： ２８，８２８，１００円

３連複： ８０，３８２，８００円 ３連単： １３８，３５８，９００円 計： ４５０，５５３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３６０円 複 勝 � ４００円 � ２８０円 � ６４０円 枠 連（６－８） １，９９０円

馬 連 �� ３，７４０円 馬 単 �� ８，９６０円

ワ イ ド �� １，０６０円 �� ３，６８０円 �� １，９８０円

３ 連 複 ��� ２４，３３０円 ３ 連 単 ��� １４１，４３０円

票 数

単勝票数 計 ２４３７８５ 的中 � １４２０１（５番人気）
複勝票数 計 ４３２９５６ 的中 � ２８７５８（５番人気）� ４５３８１（４番人気）� １６３６５（８番人気）
枠連票数 計 １８４１５４ 的中 （６－８） ６８３６（８番人気）
馬連票数 計 ６８９１３９ 的中 �� １３６００（１４番人気）
馬単票数 計 ４７９８０５ 的中 �� ３９５５（３１番人気）
ワイド票数 計 ２８８２８１ 的中 �� ６９４６（１２番人気）�� １８８５（３１番人気）�� ３５６５（２１番人気）
３連複票数 計 ８０３８２８ 的中 ��� ２４３９（６４番人気）
３連単票数 計１３８３５８９ 的中 ��� ７２２（３４７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．２―１２．２―１２．７―１１．６―１１．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．１―３４．３―４６．５―５９．２―１：１０．８―１：２２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３５．３
３ １７－１１（６，１３）（３，１４）（１，７，１０，１６）（２，４，９，１２）（８，１５）（５，１８） ４ １７，１１（６，１３，１４）３（１，４，１０，１６）７（２，９，１２）（５，８，１８，１５）

勝馬の
紹 介

ゴールドカルラ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１１．１．５ 中山８着

２００８．３．８生 牝３鹿 母 ハッピーマキシマム 母母 カタクラヒメ ５戦１勝 賞金 ７，５５０，０００円
※サウスノーブル号・サニーヘイロー号は，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。



１１０７９ ５月１４日 晴 良 （２３東京２）第７日 第７競走 ��
��２，０００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２５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

１：５７．２
１：５６．４

良

良

８１０ ピサノカルティエ 牡５鹿 ５７ 石橋 脩市川 義美氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４９４＋２４２：０１．７ ２．６�

６６ 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 ４８８＋ ４２：０１．８� ２．８�
７８ スイートテン 牝４栗 ５５ 武 豊青山 洋一氏 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 ５０４± ０ 〃 ハナ ５．５�
４４ シルクプロミス 牝５栗 ５５ 小林 淳一有限会社シルク佐藤 吉勝 新冠 中本牧場 ４５０－ ４２：０２．４３� ５７．３�
１１ ロードパンサー 牡５栗 ５７ 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 久保田貴士 三石 ケイアイファーム ４８０－ ８２：０２．５クビ ７．３�
８９ 	 デザートコンドル 牡４黒鹿５７ 柴山 雄一鈴木 可一氏 南田美知雄 新冠 ハシモトフアーム ４８６－ ４２：０２．６� １３０．８�
２２ メジロクリントン 牡４栗 ５７ 吉田 豊	メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ５１０－１０ 〃 クビ １２．７

３３ リュウシンゴールド 牡４鹿 ５７ 宗像 徹桑畑 �信氏 水野 貴広 新ひだか 沖田 忠幸 ４５８＋ ８２：０３．９８ ３５８．５�
５５ メジロビューレン 牡４鹿 ５７ 江田 照男	メジロ牧場 菅原 泰夫 洞爺湖 メジロ牧場 B４６０－ ２２：０４．２１� １４．３
７７ 
 コラデピーノ 牡６鹿 ５７ 千葉 直人松尾 正氏 嶋田 潤 米 Samuel

M. Smith B４５４＋１４ （競走中止） １０４．２�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２１，２８６，４００円 複勝： ２９，４３２，８００円 枠連： １１，８３３，４００円

馬連： ５７，１０４，９００円 馬単： ４３，７１６，６００円 ワイド： ２２，０６３，５００円

３連複： ６１，１０５，５００円 ３連単： １４６，５２８，４００円 計： ３９３，０７１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � １４０円 枠 連（６－８） ３４０円

馬 連 �� ３８０円 馬 単 �� ６８０円

ワ イ ド �� １８０円 �� ３２０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� ４５０円 ３ 連 単 ��� １，６９０円

票 数

単勝票数 計 ２１２８６４ 的中 � ６５６１２（１番人気）
複勝票数 計 ２９４３２８ 的中 � ５６５１３（２番人気）� ７３９２４（１番人気）� ５４０２１（３番人気）
枠連票数 計 １１８３３４ 的中 （６－８） ２６１０９（１番人気）
馬連票数 計 ５７１０４９ 的中 �� １１２５４６（１番人気）
馬単票数 計 ４３７１６６ 的中 �� ４７４８４（１番人気）
ワイド票数 計 ２２０６３５ 的中 �� ３４３３０（１番人気）�� １４９７２（４番人気）�� ２６９０３（２番人気）
３連複票数 計 ６１１０５５ 的中 ��� １０２１７４（１番人気）
３連単票数 計１４６５２８４ 的中 ��� ６４３５２（１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．７―１２．４―１２．８―１２．６―１２．４―１２．３―１１．２―１１．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．５―３６．９―４９．７―１：０２．３―１：１４．７―１：２７．０―１：３８．２―１：４９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．０―３F３４．７

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ピサノカルティエ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Copelan デビュー ２００９．１．５ 中山１着

２００６．４．２２生 牡５鹿 母 コープランズナニー 母母 Nany’s Appeal ６戦３勝 賞金 ３８，３５９，０００円
〔競走中止〕 コラデピーノ号は，競走中に疾病〔左第３中手骨々折〕を発症したため４コーナーで競走中止。
※リュウシンゴールド号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

１１０８０ ５月１４日 晴 稍重 （２３東京２）第７日 第８競走 ��１，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時００分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
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

４７ トワインブルーム 牝５鹿 ５５ 江田 勇亮大原 詔宏氏 大久保洋吉 新冠 有限会社
大原ファーム ４６６－ ８１：３９．２ ２７．０�

８１６� ライラックパンチ 牝４栗 ５５ 岩田 康誠吉田 照哉氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４５８＋ ３１：３９．３� ３５．７�
６１２ アオゾラペダル 牝５黒鹿５５ 福永 祐一小林けい子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７４－ ２ 〃 ハナ ２．８�
１２ チャレンジフラッグ 牝４芦 ５５ 後藤 浩輝石橋 忠之氏 阿部 新生 新ひだか 土田農場 ５２０＋ ２１：３９．５１� ２１．５�
２４ トップオブザヘヴン 牝４黒鹿５５ 武 豊�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 ４４８－ ４ 〃 ハナ ２．９�
３６ ベルモントエルメス 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ５２４＋ ６１：３９．９２� １４．４�
５９ プ ロ ポ ー ズ 牝４鹿 ５５ 三浦 皇成河村 祥史氏 鹿戸 雄一 浦河 吉田 又治 ４７２－１８１：４０．３２� ６６．２	
４８ オ ネ ス ト 牝４黒鹿５５ 武士沢友治�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４１６＋ ６１：４０．４� ５３．５

７１４ ランダムトーク 牝４鹿 ５５ 北村 宏司吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４４８－ ６１：４０．８２� ２７．２�
５１０� トーアティアレ 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣高山ランド� 柴田 政人 豊浦トーア牧場 ４４４＋ ４１：４１．０１� ３８．１
１１ ピサノシャルロット 牝４鹿 ５５ 田中 勝春市川 義美氏 古賀 慎明 新ひだか フジワラフアーム ４４２－１２１：４１．１クビ １２１．９�
８１５ ポルトゥエンセ 牝４黒鹿５５ 横山 典弘 �社台レースホース粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４９６± ０１：４１．２� ９．６�
３５ セイカドルチェ 牝５黒鹿５５ 柴山 雄一久米 誠氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 ４６６＋ ２１：４１．３� ３９０．７�
２３ ヤマイチテキーラ 牝４栗 ５５ 江田 照男坂本 肇氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 B４４６－ ２１：４１．５� ２１９．３�
７１３ ヤマノトップラン 牝４栗 ５５ 吉田 豊澤村 敏雄氏 杉浦 宏昭 新ひだか 前川 隆則 ４８２＋ ８１：４１．６� １２．６�
６１１ テ ィ ア レ 牝４芦 ５５ 松岡 正海 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B４８０－１０１：４１．９１� １４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，２９０，３００円 複勝： ４２，４９７，９００円 枠連： ２２，５８１，６００円

馬連： ８９，２１１，３００円 馬単： ５２，７４３，１００円 ワイド： ３３，４４６，２００円

３連複： １０１，６１８，０００円 ３連単： １６４，８１４，３００円 計： ５３１，２０２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，７００円 複 勝 � ５９０円 � ８６０円 � １４０円 枠 連（４－８） ５，４１０円

馬 連 �� ５１，４００円 馬 単 �� １０４，０８０円

ワ イ ド �� １０，７７０円 �� ８００円 �� １，９７０円

３ 連 複 ��� ４５，０５０円 ３ 連 単 ��� ５３５，８３０円

票 数

単勝票数 計 ２４２９０３ 的中 � ７１１０（８番人気）
複勝票数 計 ４２４９７９ 的中 � １４９８８（８番人気）� ９８３３（１２番人気）� １１６５３３（１番人気）
枠連票数 計 ２２５８１６ 的中 （４－８） ３０８５（１８番人気）
馬連票数 計 ８９２１１３ 的中 �� １２８１（７７番人気）
馬単票数 計 ５２７４３１ 的中 �� ３７４（１５３番人気）
ワイド票数 計 ３３４４６２ 的中 �� ７３３（７６番人気）�� １０８９０（７番人気）�� ４１５１（２１番人気）
３連複票数 計１０１６１８０ 的中 ��� １６６５（１１９番人気）
３連単票数 計１６４８１４３ 的中 ��� ２２７（９９５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．９―３６．１―４９．１―１：０１．９―１：１４．２―１：２６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トワインブルーム �
�
父 トワイニング �

�
母父 Balleroy デビュー ２００８．１１．２２ 東京１６着

２００６．４．２２生 牝５鹿 母 フ ェ ス ト ネ 母母 Tokyo Girl ２２戦２勝 賞金 １８，２７０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。

追 加 記 事（第2回東京競馬第 5日第 10競走）

〔その他〕　トーセンインプレス号は，競走中に疾病〔左第2指骨剥離骨折〕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。



１１０８１ ５月１４日 晴 良 （２３東京２）第７日 第９競走 ��
��２，０００�

な つ こ だ ち

夏 木 立 賞
発走１４時３５分 （芝・左）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．２
１：５６．４

良

良

１１ ヴ ィ ジ ャ イ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４９０－１０２：０１．０ ６．３�

６７ コスモロビン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 中村 俊紀 ５１０＋ ８ 〃 クビ ４１．６�
３３ インプレザリオ 牡３栗 ５６ 武 豊青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム ４８２－ ２２：０１．２１� ４．９�
２２ シャイニンロミオ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５００－ ２２：０１．４１� １９．８�
８１０ ゴールドブライアン 牡３青鹿５６ 後藤 浩輝杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４４４－ ６２：０１．５� ３．７�
４４ オマワリサン 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 ５０２－ ２２：０１．７１� ９．２	
７８ サトノシュレン 牡３黒鹿５６ C．ウィリアムズ 里見 治氏 村山 明 浦河 昭和牧場 ４７０－ ４２：０１．８� ２．８


（豪）

５５ ニシノジャブラニ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司西山 茂行氏 上原 博之 むかわ 西山牧場 B４６０－ ２２：０２．０� １９．５�
６６ ロンズデーライト 牡３鹿 ５６ 福永 祐一青山 洋一氏 小笠 倫弘 新冠 パカパカ

ファーム ４７６＋ ２２：０２．６３� ４４．０�
８１１	 キャニオンシンザン 牡３栗 ５６ 伊藤 直人谷川弘一郎氏 天間 昭一 浦河 谷川牧場 ４８０－ ２２：０２．８１� ４５６．９
７９ スリーケインズ 牡３芦 ５６ 江田 照男永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 ４５２－ ６２：０３．０１� １２０．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３０，５５３，６００円 複勝： ４４，２７５，８００円 枠連： １９，３４３，２００円

馬連： １００，９０４，８００円 馬単： ６１，４３３，１００円 ワイド： ３２，２９９，５００円

３連複： １０４，１５９，２００円 ３連単： ２１５，４４４，８００円 計： ６０８，４１４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２１０円 � ８４０円 � １７０円 枠 連（１－６） ４，８００円

馬 連 �� １０，９２０円 馬 単 �� １７，０９０円

ワ イ ド �� １，７９０円 �� ４８０円 �� １，９９０円

３ 連 複 ��� １３，０６０円 ３ 連 単 ��� １０４，１３０円

票 数

単勝票数 計 ３０５５３６ 的中 � ３８３０９（４番人気）
複勝票数 計 ４４２７５８ 的中 � ５８９８７（４番人気）� １０３７９（９番人気）� ８２２１６（３番人気）
枠連票数 計 １９３４３２ 的中 （１－６） ２９８０（２１番人気）
馬連票数 計１００９０４８ 的中 �� ６８２０（２８番人気）
馬単票数 計 ６１４３３１ 的中 �� ２６５３（４７番人気）
ワイド票数 計 ３２２９９５ 的中 �� ４２７７（２１番人気）�� １８１１７（６番人気）�� ３８２１（２４番人気）
３連複票数 計１０４１５９２ 的中 ��� ５８８６（４４番人気）
３連単票数 計２１５４４４８ 的中 ��� １５２７（２７３番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．１―１２．２―１２．６―１２．４―１２．４―１２．０―１１．４―１１．５―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．８―３７．０―４９．６―１：０２．０―１：１４．４―１：２６．４―１：３７．８―１：４９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．６―３F３４．６

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

勝馬の
紹 介

ヴ ィ ジ ャ イ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ウイニングチケット デビュー ２０１０．９．１９ 阪神５着

２００８．３．３生 牡３鹿 母 オイスターチケット 母母 ナムラピアリス ８戦２勝 賞金 ２０，７８０，０００円
〔制裁〕 オマワリサン号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースで蛇行したことについて過怠金３０，０００円。（３番・５番への進路影響）
※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。

１１０８２ ５月１４日 晴 良 （２３東京２）第７日 第１０競走 ��
��１，６００�

た ち か わ

立 川 特 別
発走１５時１０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 ２５２，０００円 ７２，０００円 ３６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．４
１：３１．４

良

良

１１ エイシンサクセス 牡５芦 ５７ 岩田 康誠平井 豊光氏 藤岡 健一 新ひだか 坂本牧場 ４８６－ ４１：３３．７ ２．７�

４４ � ケイアイルーラー 牡４鹿 ５７ 松岡 正海 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 米 Morihiro
Kameda ４６６± ０ 〃 クビ ８．４�

２２ マイネルマルシェ 牡４黒鹿５７ C．ウィリアムズ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 池上 昌弘 日高 戸川牧場 ４５０＋ ２１：３３．９１� ８．５�
（豪）

８８ ドリームバスケット 牡４栗 ５７ 柴山 雄一セゾンレースホース� 阿部 新生 日高 荒井ファーム ４５４＋ ４１：３４．０	 ４．６�
７７ ダノンヒデキ 牡５黒鹿５７ 横山 典弘�ダノックス 加藤 征弘 早来 ノーザンファーム ４８０－ ６ 〃 クビ １２．５�
５５ ティアップゴールド 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝田中 昇氏 西浦 勝一 様似 富田 恭司 ４７４± ０１：３４．１クビ ４．３�
８９ ウエスタンディオ 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣西川 賢氏 尾形 充弘 新ひだか 北西牧場 ４７４＋ ６１：３４．７３	 ９．１	
３３ マイネルナタリス 牡４黒鹿５７ 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム ４５４－ ２１：３５．０２ ７１．２


（８頭）
６６ タケショウオージ 
６鹿 ５７ 三浦 皇成�ナイト商事 国枝 栄 浦河 富菜牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３４，１３５，５００円 複勝： ５０，０７４，９００円 枠連： ２０，２１０，６００円

馬連： １０７，３８６，４００円 馬単： ６９，４５７，８００円 ワイド： ３１，８８７，８００円

３連複： １００，８９７，８００円 ３連単： ２３６，１８６，８００円 計： ６５０，２３７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １４０円 � ２５０円 � ２１０円 枠 連（１－４） １，０８０円

馬 連 �� １，１８０円 馬 単 �� １，８１０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� ４１０円 �� １，０２０円

３ 連 複 ��� ２，８３０円 ３ 連 単 ��� １１，０５０円

票 数

単勝票数 差引計 ３４１３５５（返還計 ４３２） 的中 � ９９８７２（１番人気）
複勝票数 差引計 ５００７４９（返還計 ４１４） 的中 � １２８５４６（１番人気）� ４４５２０（６番人気）� ５５７８１（４番人気）
枠連票数 差引計 ２０２１０６（返還計 １８９） 的中 （１－４） １３９３７（５番人気）
馬連票数 差引計１０７３８６４（返還計 ２１１２） 的中 �� ６７４２３（５番人気）
馬単票数 差引計 ６９４５７８（返還計 １１５９） 的中 �� ２８４１０（６番人気）
ワイド票数 差引計 ３１８８７８（返還計 １３８９） 的中 �� ２２３９２（３番人気）�� ２０２１５（５番人気）�� ７０１８（１８番人気）
３連複票数 差引計１００８９７８（返還計 ４５８５） 的中 ��� ２６３２３（１３番人気）
３連単票数 差引計２３６１８６８（返還計 １０１８５） 的中 ��� １５７８５（４０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．１―３６．０―４７．８―５９．６―１：１０．８―１：２２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３４．１
３ ４，３，２（８，９）（７，５）１ ４ ・（４，３）（２，９）（７，８，５）１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エイシンサクセス �

父 オペラハウス �


母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．１１．１ 福島１着

２００６．４．２９生 牡５芦 母 スナークサクセス 母母 ニジンスキーセンチメント １８戦４勝 賞金 ５８，８３２，０００円
〔出走取消〕 タケショウオージ号は，疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※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。



１１０８３ ５月１４日 晴 良 （２３東京２）第７日 第１１競走 ��
��１，４００�第５６回京王杯スプリングカップ（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （芝・左）
４歳以上；負担重量は，５７�，牝馬２�減，２２．５．１５以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�
増，２２．５．１４以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を
除く）

京王電鉄株式会社賞（１着）
賞 品

本 賞 ５８，０００，０００円 ２３，０００，０００円 １５，０００，０００円 ８，７００，０００円 ５，８００，０００円
付 加 賞 １，３８６，０００円 ３９６，０００円 １９８，０００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

１：１９．８
１：１９．０

良

良

３５ ストロングリターン 牡５鹿 ５７ 石橋 脩吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５２０＋ ８１：２０．２ ８．５�

６１１ シ ル ポ ー ト 牡６鹿 ５８ 小牧 太百万 武夫氏 西園 正都 静内 タイヘイ牧場 ４９４－ ２ 〃 ハナ ６．１�
４７ ジョーカプチーノ 牡５芦 ５８ 福永 祐一上田けい子氏 中竹 和也 浦河 ハッピーネ

モファーム ５２６± ０ 〃 クビ ４．０�
４８ コスモセンサー 牡４栗 ５７ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 川越ファーム ５０６± ０１：２０．３� ８９．５�
１２ クレバートウショウ 牡５鹿 ５７ 武 豊田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム ５００± ０１：２０．４� １２．６�
１１ フィフスペトル 牡５鹿 ５７ 横山 典弘 �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 ４５６－ ４１：２０．６１	 １８．７	
７１３ ドリームバレンチノ 牡４青 ５７ 松山 弘平セゾンレースホース
 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム ４７６± ０ 〃 クビ １８６．８�
８１６
 エーシンフォワード 牡６鹿 ５９ 岩田 康誠
栄進堂 西園 正都 米 Edition Farm ４９２± ０１：２０．７クビ ９．８�
３６ サ ン カ ル ロ 牡５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 ５０４＋１０１：２０．８� ３．８
５９ ラインブラッド 牡５栗 ５７ 三浦 皇成大澤 繁昌氏 領家 政蔵 静内 シンボリ牧場 ５０４± ０ 〃 クビ ６３．２�
２３ 
 シンボリグラン 牡９芦 ５７ 北村 宏司シンボリ牧場 畠山 吉宏 愛 Takahiro

Wada B５５０＋ ２ 〃 ハナ １７４．７�
７１４ ガ ル ボ 牡４青 ５７ C．ウィリアムズ 石川 一義氏 清水 英克 様似 �村 伸一 ４６４＋ ２１：２０．９クビ １３．６�

（豪）

８１７
 アポロドルチェ 牡６青鹿５７ 柴山 雄一アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Clarkland
Farm B４７０－ ８１：２１．２２ ４９６．５�

６１２ ショウワモダン 牡７鹿 ５９ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５１８＋ ２１：２１．３� １７．９�
５１０ フラガラッハ 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４＋ ６ 〃 クビ ２８．１�
８１５ ショウナンアルバ 牡６鹿 ５７ 蛯名 正義国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ５０６－ ２１：２１．５１	 ５２．６�
２４ ユキノハボタン 牝６栗 ５５ 大庭 和弥遠藤 宗義氏 領家 政蔵 門別 川端 正博 ４８０－１２１：２１．７１� ３５４．３�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １２０，５２９，４００円 複勝： １８３，８８５，０００円 枠連： １１４，２０２，２００円

馬連： ５６６，４６７，１００円 馬単： ２８０，６１３，２００円 ワイド： １７７，６５４，１００円

３連複： ７３６，２３３，２００円 ３連単： １，３１３，４４４，６００円 計： ３，４９３，０２８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８５０円 複 勝 � ２５０円 � ２４０円 � １８０円 枠 連（３－６） ６９０円

馬 連 �� ２，９９０円 馬 単 �� ６，４３０円

ワ イ ド �� １，１８０円 �� ８８０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ５，３９０円 ３ 連 単 ��� ３７，７９０円

票 数

単勝票数 計１２０５２９４ 的中 � １１２２８９（４番人気）
複勝票数 計１８３８８５０ 的中 � １８２１８４（４番人気）� １８９４１９（３番人気）� ３１５６５４（２番人気）
枠連票数 計１１４２０２２ 的中 （３－６） １２２３５６（２番人気）
馬連票数 計５６６４６７１ 的中 �� １４００２７（１２番人気）
馬単票数 計２８０６１３２ 的中 �� ３２２５４（２６番人気）
ワイド票数 計１７７６５４１ 的中 �� ３６３６４（１４番人気）�� ４９９１５（８番人気）�� ６４３７１（４番人気）
３連複票数 計７３６２３３２ 的中 ��� １００８９３（１３番人気）
３連単票数 計１３１３４４４６ 的中 ��� ２５６５２（１１０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．４―３５．０―４６．４―５７．４―１：０８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストロングリターン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Smart Strike デビュー ２００８．１０．１９ 東京２着

２００６．５．２６生 牡５鹿 母 コートアウト 母母 Azhaar １５戦６勝 賞金 １５１，８２３，０００円
〔発走状況〕 フラガラッハ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。

１１０８４ ５月１４日 晴 良 （２３東京２）第７日 第１２競走 ��１，３００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時２０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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

４８ ダイヤモンドムーン 牝４黒鹿５５ 福永 祐一岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 ５０８－ ４１：１８．７ ５．６�

２４ スイングエンジン 牡５栗 ５７ 武士沢友治平井 裕氏 本郷 一彦 浦河 岡部牧場 ４５０－ ６１：１８．８� ７．６�
２３ 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 ４７２＋ ４ 〃 クビ ２０．７�
８１５ ダンシングマオ 牝４鹿 ５５ 北村 宏司森口�一郎氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム ４６４＋２２１：１９．２２� ２１．７�
３５ ケイアイクライム 牡４黒鹿５７ 石橋 脩 �啓愛義肢材料販売所 鈴木 康弘 新ひだか 佐竹 学 ５１４－ ２１：１９．４１� ３１．９�
８１６ スマートアーサイト 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠大川 徹氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０－ ４１：１９．５� １６．３	
６１２ シルクミライ 牝４黒鹿５５ 江田 照男有限会社シルク松山 将樹 浦河 福岡 光夫 ４６２－ ２ 〃 クビ ６９．４

４７ ル ナ ロ ッ ソ 牝５栗 ５５ 後藤 浩輝木浪 巖氏 杉浦 宏昭 静内 西川富岡牧場 ５２２＋ ６１：１９．６クビ ４．９�
５９ ハーティンハート 牡４栗 ５７ 三浦 皇成臼田 浩義氏 上原 博之 日高 日高大洋牧場 ５２８－ ２ 〃 アタマ ４．８�
１１ サクラクローバー 牝４鹿 ５５ 横山 典弘�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 ４５８＋１２１：２０．０２� ８．０
５１０� ミウラジェット 牡７黒鹿５７ 石神 深一佐藤 明氏 柄崎 孝 三石 久米 和夫 ４７２－ ２１：２０．２１� ４５６．７�
７１４ マルタカラッキー 牡６黒鹿５７ 蛯名 正義國立 治氏 清水 美波 新冠 グリー牧場 ４９２＋１０ 〃 ハナ １１．２�
６１１ オメガクリスマス 牝４鹿 ５５ 松岡 正海原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B４５８± ０１：２０．９４ １８１．０�
３６ アプローズヒーロー 牡７鹿 ５７ 田中 勝春小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４５４＋ ８１：２１．１１� １３４．５�
７１３ コスモミカエル 牡４黒鹿５７ C．ウィリアムズ �ビッグレッドファーム 高柳 瑞樹 新冠 中央牧場 ５０２－１８１：２１．５２� ９．１�

（豪）

（１５頭）
１２ エヴァシャイン 牡７栗 ５７ 柴田 善臣田所 英子氏 武市 康男 三石 下屋敷牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ４５，３７７，０００円 複勝： ７６，２３３，４００円 枠連： ４８，２４９，３００円

馬連： １６４，２８９，０００円 馬単： ８３，９８３，４００円 ワイド： ５４，３１７，９００円

３連複： １８９，７０３，７００円 ３連単： ３３１，６５１，３００円 計： ９９３，８０５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � ２２０円 � ２８０円 � ５３０円 枠 連（２－４） ７１０円

馬 連 �� ２，２８０円 馬 単 �� ３，９２０円

ワ イ ド �� ８５０円 �� ２，３２０円 �� １，８５０円

３ 連 複 ��� １３，７３０円 ３ 連 単 ��� ５７，３４０円

票 数

単勝票数 差引計 ４５３７７０（返還計 １０） 的中 � ６４１９２（３番人気）
複勝票数 差引計 ７６２３３４（返還計 ３３） 的中 � １０４４００（２番人気）� ７３８６８（６番人気）� ３２７６６（９番人気）
枠連票数 差引計 ４８２４９３（返還計 ４ ） 的中 （２－４） ５０３４９（２番人気）
馬連票数 差引計１６４２８９０（返還計 １９４） 的中 �� ５３２１６（１０番人気）
馬単票数 差引計 ８３９８３４（返還計 ８３） 的中 �� １５８５０（１３番人気）
ワイド票数 差引計 ５４３１７９（返還計 １４６） 的中 �� １６４７９（９番人気）�� ５６４６（３４番人気）�� ７１５０（２７番人気）
３連複票数 差引計１８９７０３７（返還計 ６４９） 的中 ��� １０２０３（５６番人気）
３連単票数 差引計３３１６５１３（返還計 １７５４） 的中 ��� ４２６９（２２３番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．２―１１．８―１１．９―１１．８―１２．０―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．２―１８．４―３０．２―４２．１―５３．９―１：０５．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイヤモンドムーン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 リンドシェーバー デビュー ２００９．１０．３ 阪神４着

２００７．３．３生 牝４黒鹿 母 レインボークイーン 母母 レインボースキー １４戦３勝 賞金 ４０，９００，０００円
〔出走取消〕 エヴァシャイン号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ショウナンタイリン号・ベストバウト号・リバーアゲイン号
（非抽選馬） １頭 トーセンマンボ号
※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。



（２３東京２）第７日 ５月１４日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

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

２６７，１７０，０００円
１，０９０，０００円
１４，５６０，０００円
２，７４０，０００円
２５，２４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６０，７４９，０００円
５，４３５，８００円
１，７０２，８００円

勝馬投票券売得金
３８７，２１５，１００円
６６３，４５９，２００円
３２７，３６４，３００円
１，３８７，９６７，３００円
８１６，２４８，３００円
４８０，４２５，９００円
１，６６８，９１８，７００円
３，０４０，２８８，８００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 ８，７７１，８８７，６００円

総入場人員 ３２，０６５名 （有料入場人員 ３０，７４５名）


