
１１０９４ ５月１３日 晴 良 （１９東京２）第８日 第１０競走 ��
��２，１００�

たんざわ

丹沢ステークス
発走１５時００分 （ダート・左）
４歳以上，１，６００万円以下，１８．５．１３以降１９．５．６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 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０８．０
２：０５．９

良

良

８１６� ナリタプレリュード 牡５黒鹿５６ 小牧 太�オースミ 沖 芳夫 三石 鳥井牧場 ４９６＋ ４２：０９．７ ２０．４�

４８ �� スマートストリーム 牡６鹿 ５５ 横山 典弘大川 徹氏 大久保龍志 早来 ノーザンファーム ４９２－ ８２：０９．８� ９．２�
６１１ プログレスエバー 牡４鹿 ５４ 松岡 正海朝見 巌氏 宮 徹 浦河 大島牧場 ５６２± ０２：１０．２２� １１７．９�
６１２ シルクウィザード 牡４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 ４９２－ ２ 〃 クビ ２．２�
４７ � タカオセンチュリー 牡４栗 ５５ 北村 宏司櫻井 登氏 矢作 芳人 新冠 川上 悦夫 ４９６－ ８２：１０．４１ ８．６�
１２ 	 シルクヒーロー 牡５鹿 ５６ 武士沢友治有限会社シルク西塚 安夫 新冠 ムラカミファーム ５３４± ０ 〃 クビ ２１．９�
２３ � セフティーステージ 牡５鹿 ５５ 河北 通池田 實氏 小野 幸治 門別 沖田牧場 ４９４－ ４ 〃 アタマ １６．３	
３６ � アグネスネクタル 牡４黒鹿５７ 秋山真一郎渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ５０６－１２２：１０．５クビ ８．７

３５ マイネルトラヴェル 牡４青鹿５４ 福永 祐一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴田 光陽 新冠 ビッグレッドファーム ４６６± ０２：１０．６� ４２．３�
５９ 
 サンワードラン 牡５鹿 ５６ 後藤 浩輝古谷 敏明氏 白井 寿昭 米 Silverleaf

Farms, Inc. ５０２－ ６２：１０．８１� ４２．７�
１１ �� タガノエクリプス 牡４青 ５６ 柴田 善臣八木 良司氏 川村 禎彦 千歳 社台ファーム ５０６± ０２：１１．４３� ２３．６
７１３� グランプリスター 牡６鹿 ５５ 吉田 豊清水 貞光氏 服部 利之 門別 目黒牧場 ４７０－ ４２：１１．５� １４１．１�
２４ チーフシャトー 牡５芦 ５５ 池添 謙一円城 和男氏 境 直行 静内 マツケン農場 ４８８－ ２２：１１．６� ６５．２�
５１０
 デイフラッシュ 牡５鹿 ５６ 田中 勝春清進電設� 戸田 博文 米 Nancy C.

Shuford B５１６＋ ２２：１１．７クビ ７．９�
８１５ ヴィオラポンポーサ 牡６鹿 ５１ 江田 照男 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高木 登 静内 グランド牧場 ４６２＋１２２：１１．８� １０３．９�
７１４ マイネルテセウス 牡４鹿 ５６ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム ４６２± ０２：１３．８大差 １９．９�
（大井）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５０，６６３，０００円 複勝： ６６，３５２，５００円 枠連： ６７，９３５，４００円

普通馬連： ３１５，６９９，８００円 馬単： １９２，１７０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ６３，７０１，０００円

３連複： ２５１，６５０，８００円 ３連単： ５９４，２２３，３００円 計： １，６０２，３９６，６００円

払 戻 金

単 勝 � ２，０４０円 複 勝 � ５４０円 � ３１０円 � ３，０１０円 枠 連（４－８） ３，６５０円

普通馬連 �� ７，２８０円 馬 単 �� １６，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０３０円 �� ２２，３１０円 �� １２，３００円

３ 連 複 ��� ２５３，３７０円 ３ 連 単 ��� １，２４９，４００円

票 数

単勝票数 計 ５０６６３０ 的中 � １９５８２（８番人気）
複勝票数 計 ６６３５２５ 的中 � ３２７０５（７番人気）� ６３３５５（３番人気）� ５０９３（１４番人気）
枠連票数 計 ６７９３５４ 的中 （４－８） １３７３８（１５番人気）
普通馬連票数 計３１５６９９８ 的中 �� ３２０２６（２６番人気）
馬単票数 計１９２１７０８ 的中 �� ８５７７（６２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６３７０１０ 的中 �� ７９０１（２１番人気）�� ６９４（１０１番人気）�� １２６２（８３番人気）
３連複票数 計２５１６５０８ 的中 ��� ７３３（３４１番人気）
３連単票数 計５９４２２３３ 的中 ��� ３５１（１７８１番人気）

ハロンタイム ６．７―１０．９―１２．０―１１．９―１１．７―１２．４―１３．３―１２．９―１２．６―１２．６―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
６．７―１７．６―２９．６―４１．５―５３．２―１：０５．６―１：１８．９―１：３１．８―１：４４．４―１：５７．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ナリタプレリュード �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２００４．１２．５ 阪神３着

２００２．２．１２生 牡５黒鹿 母 ロングディライト 母母 ノーザンミンクス ２０戦５勝 賞金 ９４，４６０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 カブキメーク号・ダノンビクトリー号・テンカタイヘイ号・ハスフェル号・バトルハートオー号・ペルフェット号・

マイイージス号・マルブツクロス号・ワキノエクセル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。


