
１５０３６ ５月３０日 曇 不良 （２１東京３）第３日 第１２競走 ��１，６００�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 １０，５００，０００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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

７１３ 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 ４９６－１０１：３６．３ ２．１�

８１６ アルダントヌイ 牝４栗 ５５ 北村 宏司 �社台レースホース栗田 博憲 千歳 社台ファーム ４６２－ ２１：３６．５１� ９．４�
１２ � トーセンマンボ 牡６鹿 ５７ 勝浦 正樹島川 �哉氏 保田 一隆 静内 岡田スタツド ５４４－ ２ 〃 クビ １５．３�
３６ ヒラボクオウショー 牡５鹿 ５７ 四位 洋文�平田牧場 大久保龍志 静内 千代田牧場 ５１２－ ４１：３６．６クビ １０．６�
４８ セイカアレグロ 牡４鹿 ５７ 木幡 初広久米 大氏 稲葉 隆一 新冠 シンユウフアーム ４９２－１０ 〃 クビ ４４．３	
８１５ バロズハート 牡４栃栗５７ 後藤 浩輝栗山 良子氏 池上 昌弘 新冠 田渕牧場 ５１２＋ ２１：３６．７クビ ５．６

３５ セイウンマル 牡６黒鹿５７ 田辺 裕信西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 高昭牧場 ４５８－ ６１：３６．８� ７３．１�
２３ スズノマグマ 牡６黒鹿５７ 松岡 正海小紫 芳夫氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５０２－ ６ 〃 ハナ ６．４�
６１２ ベルグミサイル 牡５芦 ５７ 武士沢友治山田 五月氏 保田 一隆 静内 グランド牧場 ４８４＋ ６１：３６．９クビ ４２．４
２４ マイネルトラヴェル 牡６青鹿５７ 和田 竜二 �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 ４８４－ ２ 〃 クビ ２８．２�
７１４ シャンパンファイト 牡４黒鹿５７ 武 幸四郎青山 洋一氏 角居 勝彦 追分 追分ファーム ５２２＋ ２１：３７．３２� ６８．４�
５１０ コパノカチドキ 牡６鹿 ５７ 小島 太一小林 祥晃氏 小島 太 門別 ヤナガワ牧場 ４９２＋ ２１：３７．５１� １１９．０�
６１１ ミヤビペルセウス 牡９栗 ５７ 穂苅 寿彦村上 義勝氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４７６± ０１：３７．６� １７５．６�
５９ ディアーウィッシュ 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成臼田 浩義氏 秋山 雅一 早来 ノーザンファーム ５１６－ ４１：３７．７� ２２．４�
１１ ヤマニンプレアデス 牡６鹿 ５７ 柴山 雄一土井 肇氏 佐藤 吉勝 新冠 錦岡牧場 ５１０＋１４１：３７．８� ８７．０�

（１５頭）
４７ ステディーラブ 牡４芦 ５７ 田中 博康臼田 浩義氏 上原 博之 早来 ノーザンファーム ５５０－１２ （競走除外）

売 得 金

単勝： ４６，３１４，５００円 複勝： ６２，４４２，６００円 枠連： ５３，０７５，８００円

普通馬連： １９７，６９０，０００円 馬単： １１５，７４８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ５６，１１５，６００円

３連複： １９６，１７３，８００円 ３連単： ３８９，５２５，８００円 計： １，１１７，０８６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １４０円 � ３２０円 � ３００円 枠 連（７－８） ４２０円

普通馬連 �� １，３２０円 馬 単 �� ２，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� ７００円 �� ２，０９０円

３ 連 複 ��� ５，８３０円 ３ 連 単 ��� １８，１７０円

票 数

単勝票数 差引計 ４６３１４５（返還計 １５０４） 的中 � １７６７８３（１番人気）
複勝票数 差引計 ６２４４２６（返還計 ２７９８） 的中 � １６７７４２（１番人気）� ４１８６４（６番人気）� ４６５９１（５番人気）
枠連票数 差引計 ５３０７５８（返還計 ３１５） 的中 （７－８） ９３６９６（１番人気）
普通馬連票数 差引計１９７６９００（返還計 ２５８２９） 的中 �� １１１０４６（４番人気）
馬単票数 差引計１１５７４８７（返還計 １４６０２） 的中 �� ４２８０８（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ５６１１５６（返還計 ９６７９） 的中 �� ２２７４５（４番人気）�� ２０１３２（６番人気）�� ６２７３（２４番人気）
３連複票数 差引計１９６１７３８（返還計 ４７８８２） 的中 ��� ２４８４８（１７番人気）
３連単票数 差引計３８９５２５８（返還計 ９２３３１） 的中 ��� １５８２４（４３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１２．２―１２．３―１２．５―１２．１―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．４―３５．６―４７．９―１：００．４―１：１２．５―１：２４．１

コーナー
通過順位

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

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 ９戦３勝 賞金 ３０，５００，０００円
〔競走除外〕 ステディーラブ号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
※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） １頭 デスバラード号
（非抽選馬） １頭 コスモアブソルート号


