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１１００１ ４月２１日 曇 良 （２４東京２）第１日 第１競走 ��１，３００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０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

７１４ モンサンジュピター 牡３栗 ５６ 丸山 元気山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４８８－ ４１：２０．９ ５．３�

１１ ワイルドアイザック 牡３栗 ５６ 柴田 善臣保坂 義貞氏 菅原 泰夫 日高 下河辺牧場 ４７０－ ２１：２１．２１� ２．４�
４８ フクノサンデー 牡３黒鹿５６ 田中 勝春小沼 博氏 田中 剛 新ひだか 沖田 忠幸 ４６６－ ４ 〃 クビ ４２．７�
２４ ニロティカス 牡３黒鹿５６ 江田 照男畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 高松牧場 ４４０＋ ４１：２１．５２ ４．９�
３５ クリノハナミチ 牡３栗 ５６ 大庭 和弥栗本 博晴氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 ４９０－ ６１：２１．６クビ １１．８�
８１６ ジュドポーム 牝３鹿 ５４ 内田 博幸 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４５２－ ４ 〃 クビ ８．１�
５９ パ シ ュ ー ト 牡３鹿 ５６ 吉田 豊松本 俊廣氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 ４８８－ ２１：２２．０２� １３．０	
３６ リバティーホール 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 B４５２－ ８１：２２．１クビ １０２．８

６１２ サロンドクイーン 牝３鹿 ５４ 武士沢友治山田美喜男氏 小桧山 悟 白老 社台牧場 ４２０± ０１：２２．２� １６１．８�
２３ エンシェントデイズ 牡３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人山上 和良氏 中川 公成 新冠 イワミ牧場 ４８２－１０１：２２．３� ２７．４�
１２ カシノモンスター 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 日東牧場 ４８６＋ ２１：２３．０４ ８１．０
４７ ト ッ ト ー ト 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太小田切有一氏 本間 忍 新冠 アサヒ牧場 ４３６＋ ４１：２３．１� １５９．４�
６１１ ヒロイックボーイ 牡３青鹿５６ 三浦 皇成水上 行雄氏 萩原 清 浦河 笠松牧場 ４８８ ―１：２３．３１� １９．２�
５１０ スターインザライト 牝３栗 ５４ 津村 明秀星野 壽市氏 保田 一隆 日高 前野牧場 ４０６± ０ 〃 ハナ ３５５．６�
８１５ エフティヤマト 牡３青 ５６ 柴田 大知吉野 英子氏 金成 貴史 白老 習志野牧場 B４７０＋ ４１：２３．７２� １３１．０�
７１３ カシマセイセン 牝３鹿 ５４ 横山 義行松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 B４３２＋ ２１：２４．８７ ３４２．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，１８２，５００円 複勝： ２９，３４２，５００円 枠連： １２，４０７，３００円

馬連： ４７，３５７，６００円 馬単： ３４，２４３，０００円 ワイド： ２０，７８１，４００円

３連複： ６２，４８２，５００円 ３連単： ９７，９９３，４００円 計： ３２２，７９０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １５０円 � １３０円 � ５５０円 枠 連（１－７） ５３０円

馬 連 �� ６２０円 馬 単 �� １，４４０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� １，５９０円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� ４，９８０円 ３ 連 単 ��� ２５，０４０円

票 数

単勝票数 計 １８１８２５ 的中 � ２７３２５（３番人気）
複勝票数 計 ２９３４２５ 的中 � ５５５７２（２番人気）� ７８３９３（１番人気）� ８９５２（９番人気）
枠連票数 計 １２４０７３ 的中 （１－７） １７３８４（２番人気）
馬連票数 計 ４７３５７６ 的中 �� ５６４２９（２番人気）
馬単票数 計 ３４２４３０ 的中 �� １７６６９（４番人気）
ワイド票数 計 ２０７８１４ 的中 �� ２５２６８（１番人気）�� ２８４４（２１番人気）�� ４６３３（１３番人気）
３連複票数 計 ６２４８２５ 的中 ��� ９２６９（１６番人気）
３連単票数 計 ９７９９３４ 的中 ��� ２８８９（７１番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．２―１８．５―３０．１―４２．９―５５．７―１：０８．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モンサンジュピター �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 タイキシャトル デビュー ２０１２．３．４ 中山３着

２００９．３．２６生 牡３栗 母 ベルベティーン 母母 タケノベルベット ４戦１勝 賞金 ７，２５０，０００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。
（非当選馬） １頭 フリザンテ号

１１００２ ４月２１日 曇 良 （２４東京２）第１日 第２競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

８１５ スパークオンアイス 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４７４± ０１：４０．５ １．７�

５１０ フ ィ ア レ ス 牝３栗 ５４ 江田 照男岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４３６－ ４１：４０．９２� １３．４�
５９ ジャストザハピネス 牝３黒鹿５４ 石橋 脩ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４２６± ０１：４１．０� ２６．３�
３５ トーセンヴェール 牝３青鹿５４ 津村 明秀島川 �哉氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム ４６０－ ４ 〃 クビ １８．２�
８１６ トゥルーマートル 牝３黒鹿５４ 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４２２－ ４１：４１．１クビ ９．７�
６１１ シンフォニエッタ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘村野 康司氏 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド ４６２－ ８１：４１．２� ３９．２	
１２ シャドウフェアリー 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 ４５０－１０１：４１．５１� ６．６

６１２ レインボーカムカム 牝３栗 ５４ 武士沢友治飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 ４４２± ０ 〃 クビ １６９．５�
２４ ウエスタンロッサ 牝３青鹿５４ 田中 勝春西川 賢氏 尾形 充弘 新ひだか ウエスタンファーム ４８８－１２ 〃 ハナ ２５．４�
４７ ヤマニンパニエ 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 ４６８＋ ６１：４１．６� ８３．５
４８ ミスハレクラニ 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信田畑 勝彦氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４０－ ６１：４１．７クビ １４．２�
７１４ キャリアハイ 牝３青鹿５４ 丸山 元気島田 久氏 小西 一男 日高 今井牧場 ４３４－ ４１：４１．８� １３８．６�
７１３ ベ ア ー タ 牝３鹿 ５４ 柴田 大知中田 和宏氏 勢司 和浩 平取 有限会社中

田牧場 ４８８＋ ２ 〃 クビ ４７．３�
２３ イナズマソリオ 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥小泉 賢悟氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒノデファーム ４７０＋ ２１：４２．１１� １５６．８�
３６ メ リ ル 牝３鹿 ５４ 石神 深一田島榮二郎氏 嶋田 功 新ひだか 出羽牧場 ４５６－ ４１：４３．５９ ４４２．９�
１１ カレンジーニー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人鈴木 隆司氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４８６ ―１：４４．３５ ２９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，９７５，９００円 複勝： ４１，８４６，９００円 枠連： １７，２６４，３００円

馬連： ４７，９３６，８００円 馬単： ３６，９３２，８００円 ワイド： ２３，６６５，０００円

３連複： ６４，２１０，８００円 ３連単： １０９，３３９，３００円 計： ３６３，１７１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ２５０円 � ５１０円 枠 連（５－８） ４６０円

馬 連 �� ８１０円 馬 単 �� １，２００円

ワ イ ド �� ４１０円 �� １，０２０円 �� １，９８０円

３ 連 複 ��� ４，２７０円 ３ 連 単 ��� １１，１２０円

票 数

単勝票数 計 ２１９７５９ 的中 � １０７６１０（１番人気）
複勝票数 計 ４１８４６９ 的中 � １８７４９５（１番人気）� ３０９０９（４番人気）� １２３２５（９番人気）
枠連票数 計 １７２６４３ 的中 （５－８） ２８１４６（２番人気）
馬連票数 計 ４７９３６８ 的中 �� ４４１９８（３番人気）
馬単票数 計 ３６９３２８ 的中 �� ２２８２６（３番人気）
ワイド票数 計 ２３６６５０ 的中 �� １５９７８（３番人気）�� ５５６０（１１番人気）�� ２７４９（２３番人気）
３連複票数 計 ６４２１０８ 的中 ��� １１１１４（１１番人気）
３連単票数 計１０９３３９３ 的中 ��� ７２６１（２１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１２．４―１２．７―１３．１―１２．６―１２．７―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．９―３６．３―４９．０―１：０２．１―１：１４．７―１：２７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スパークオンアイス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー ２０１１．９．１１ 札幌７着

２００９．３．１０生 牝３鹿 母 ア ゲ ヒ バ リ 母母 トゥザヴィクトリー ７戦１勝 賞金 １２，８００，０００円

第２回 東京競馬 第１日



１１００３ ４月２１日 曇 良 （２４東京２）第１日 第３競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１１時１０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
１：２１．５

不良

不良

６１２ ミヤビリファイン 牡３青鹿５６ 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 新ひだか 高橋 修 ４７４± ０１：２８．８ １．７�

３６ パ ス テ ィ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘加藤 信之氏 藤沢 和雄 浦河 吉田 又治 ４４６－ ４１：２９．２２� ５．５�
１１ アドバンスコンドル 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信西川 隆士氏 松山 将樹 新ひだか 今 牧場 ４９０＋ ２１：２９．５２ ６．９�
８１６ ペガサスピッコロ 牡３栗 ５６ 田中 勝春松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 ５００－ ４１：２９．６クビ ６２．９�
５９ パーティブロッサム 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣飯田 良枝氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 ４６０± ０１：２９．８１ １６．５�
７１３ ラッセルフット 牡３栗 ５６ 内田 博幸桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 高瀬牧場 ５０８＋ ２ 〃 クビ ２５．８�
３５ ミステリアスパワー 牡３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人�大山商事 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 ５２６－ １１：３０．０１� ２６．０	
８１５ アクアブルーライト 牡３鹿 ５６ 津村 明秀佐野 清氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ４７８－ ４１：３０．１� １６．２

７１４ ア イ ザ ッ ク 牡３鹿 ５６ 丸山 元気村山 忠弘氏 根本 康広 新冠 松田 富士夫 ４７８－ ４１：３０．２� ３９．５�
１２ マルブツロータス 牡３栗 ５６ 江田 照男大澤 素子氏 杉浦 宏昭 浦河 松田 憲一 ４３８－ ２１：３０．３� ３６．２�
４８ カシノグリーディ 牡３鹿 ５６ 草野 太郎柏木 務氏 蛯名 利弘 青森 一山育成牧場 ５０４－ ２１：３０．６１� ４３５．２
６１１ セントシルバーツウ 牡３栗 ５６ 横山 義行太田銀一郎氏 柴崎 勇 日高 千葉飯田牧場 ４７６－１０ 〃 ハナ ６９．３�
２４ ジグパルティード 牡３鹿 ５６ 石神 深一�樽さゆり氏 田中 剛 浦河 斉藤 政志 ４８２＋ ２１：３０．９２ １３１．０�
５１０ アザブノクリチャン 牝３栗 ５４ 中谷 雄太栗本 博晴氏 本間 忍 日高 永村 侑 ４５８＋ ４１：３１．６４ ４１１．９�
２３ アルコロッサ 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �MSプランニング 松永 康利 新ひだか 畠山牧場 ４８２＋ ４１：３１．８１� １８５．８�
４７ アヴェニーレ 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成西野 晴夫氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 ４９０－ ６１：３９．４大差 ６９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，４８９，１００円 複勝： ６１，６５２，９００円 枠連： １７，４４２，３００円

馬連： ４８，２２２，０００円 馬単： ３９，２７４，２００円 ワイド： ２３，０９０，６００円

３連複： ６４，７３３，２００円 ３連単： １１２，６３１，８００円 計： ３８７，５３６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � １７０円 枠 連（３－６） ３１０円

馬 連 �� ４３０円 馬 単 �� ６１０円

ワ イ ド �� １８０円 �� ２５０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ７６０円 ３ 連 単 ��� ２，４８０円

票 数

単勝票数 計 ２０４８９１ 的中 � １００４１０（１番人気）
複勝票数 計 ６１６５２９ 的中 � ３７９６１２（１番人気）� ５８６２３（２番人気）� ４７５４３（３番人気）
枠連票数 計 １７４４２３ 的中 （３－６） ４２２１０（１番人気）
馬連票数 計 ４８２２２０ 的中 �� ８３９１７（１番人気）
馬単票数 計 ３９２７４２ 的中 �� ４７７７８（１番人気）
ワイド票数 計 ２３０９０６ 的中 �� ３７４３１（１番人気）�� ２２８６８（２番人気）�� １１９０８（５番人気）
３連複票数 計 ６４７３３２ 的中 ��� ６２９８０（１番人気）
３連単票数 計１１２６３１８ 的中 ��� ３３５９９（２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．９―１３．２―１３．８―１３．０―１２．１―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．６―３７．８―５１．６―１：０４．６―１：１６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．０―３F３７．２
３ １３（１５，６）（７，１２，１６）（１，５，４，１４）（２，１１）（３，８，９）１０ ４ ・（１３，１５）６（１２，１６）７（１，５，４，１４）（２，８，１１，９）－（３，１０）

勝馬の
紹 介

ミヤビリファイン �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー ２０１１．７．２４ 新潟１２着

２００９．５．１１生 牡３青鹿 母 ミヤビキララ 母母 システィーナ ９戦１勝 賞金 １２，１５０，０００円
〔その他〕 アヴェニーレ号は，競走中に疾病〔心房細動〕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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 コウエイリョウマ号・ザオウドウ号・ジャンピングタワー号・ストロベリーフィズ号・フェローズ号

１１００４ ４月２１日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４東京２）第１日 第４競走 ��３，０００�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時４０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 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

７１１� ブルーデザフィーオ 牡６青 ６０ 大庭 和弥 �ブルーマネジメント石栗 龍彦 新冠 川上牧場 ４９２－ ２３：２８．１ ８．２�

８１４ ジュヌドラゴン 牡５黒鹿６０ 山本 康志林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４９０± ０３：２８．２� ２６．６�
６９ トーセンドンファン 牡５黒鹿６０ 石神 深一島川 �哉氏 菅原 泰夫 浦河 バンブー牧場 ４７４－ ２３：２８．５１� ２５．７�
５７ スーパーティチャー 牝５鹿 ５８ 草野 太郎福島 実氏 嶋田 功 日高 三輪 幸子 ４８６－１０３：２８．６クビ １４．７�
１１ クリスマドンナ 牝５黒鹿５８ 金子 光希�ターフ・スポート伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 ４８２－ ４３：２８．８１� ５７．０	
８１３ フェバリットアワー 牡５鹿 ６０ 横山 義行�ターフ・スポート松山 康久 浦河 酒井牧場 ５２２－ ８３：２８．９� ４．０

４６ ドラゴンハンター 牡５青鹿６０ 五十嵐雄祐櫻井 正氏 岩戸 孝樹 日高 中川牧場 B４９２－ ４３：２９．２１� ３．１�
６１０ ファートゥム �８栗 ６０ 小野寺祐太田上 雅春氏 矢野 照正 静内 岡田スタツド ４５０＋ ２３：２９．５１� １４．１�
３４ � シャコームサシ 牡５鹿 ６０ 大江原 圭江川 伸夫氏 矢野 照正 新冠 柏木 一則 ５３８－１６３：３０．３５ ７２．６
４５ ア バ デ ィ �５黒鹿６０ 平沢 健治加藤 信之氏 清水 美波 日高 小屋畑 和久 ４３２－ ６ 〃 クビ １０３．７�
３３ リンガスアクター 牡６黒鹿６０ 高野 和馬伊藤 巖氏 谷原 義明 静内 三木田 頼嗣 ４８０－１２３：３２．５大差 ８．１�
２２ クリノダイヤモンド 牝４芦 ５７ 池崎 祐介栗本 博晴氏 成島 英春 日高 永村 侑 ４８８－ ８３：３７．６大差 １９３．５�
７１２	 ボタニカルアート 牡７鹿 ６０ 柴田 大知 �キャロットファーム 加藤 征弘 豪

Gainsborough Stud Aus-
tralia Pty Ltd, Arrowfield
Group Pty Ltd

４６４± ０ （競走中止） ５．６�
５８ � ブリタニアブルー 牡５鹿 ６０ 江田 勇亮 �ブルーマネジメント高橋 文雅 新冠 川上 悦夫 ４４２＋１２ （競走中止） ２３４．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，４０５，５００円 複勝： １９，９９６，６００円 枠連： １３，７６０，９００円

馬連： ３７，９９７，９００円 馬単： ２７，４９２，７００円 ワイド： １５，９５３，４００円

３連複： ５１，８７０，３００円 ３連単： ８３，１９７，０００円 計： ２６３，６７４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８２０円 複 勝 � ２４０円 � ６１０円 � ６５０円 枠 連（７－８） ５８０円

馬 連 �� １１，５３０円 馬 単 �� １９，５５０円

ワ イ ド �� ２，７２０円 �� ２，５２０円 �� ５，４５０円

３ 連 複 ��� ６７，６４０円 ３ 連 単 ��� ４４１，７３０円

票 数

単勝票数 計 １３４０５５ 的中 � １３０３５（５番人気）
複勝票数 計 １９９９６６ 的中 � ２５８８５（３番人気）� ７９７０（８番人気）� ７４０５（９番人気）
枠連票数 計 １３７６０９ 的中 （７－８） １７８０１（３番人気）
馬連票数 計 ３７９９７９ 的中 �� ２４３４（３１番人気）
馬単票数 計 ２７４９２７ 的中 �� １０３８（５４番人気）
ワイド票数 計 １５９５３４ 的中 �� １４４９（２８番人気）�� １５７１（２７番人気）�� ７１３（４３番人気）
３連複票数 計 ５１８７０３ 的中 ��� ５６６（１２０番人気）
３連単票数 計 ８３１９７０ 的中 ��� １３９（６９２番人気）

上り １マイル １：４７．４ ４F ５３．９－３F ４０．９
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」
１
�

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

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

勝馬の
紹 介

�ブルーデザフィーオ �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 コマンダーインチーフ

２００６．３．１９生 牡６青 母 センターベンセール 母母 モーストファミリー 障害：９戦１勝 賞金 １３，５００，０００円
初出走 JRA

〔発走状況〕 アバディ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔競走中止〕 ブリタニアブルー号は，１周目６号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

ボタニカルアート号は，競走中に疾病〔急性心不全〕を発症したため２周目６号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。



１１００５ ４月２１日 曇 良 （２４東京２）第１日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２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

１：５６．１
１：５６．１

良

良

６９ ダノンジェラート 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成�ダノックス 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４８６－ ８２：０２．９ １．２�

２２ � アンコイルド 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義�大樹ファーム 矢作 芳人 仏 S. F. Blood-
stock LLC ４８６－ ６２：０３．１１� ２１．８�

３３ ジ ェ イ ド 牡３芦 ５６ 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５３４－１２２：０３．６３ １５．１�
８１２ マ グ メ ル 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム ４４８－ ２２：０３．７クビ ２７．９�
１１ アポロテイスト 牡３栗 ５６ 田辺 裕信アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 山際牧場 ５０８＋ ６２：０３．８� ３９．９�
７１０ トーセンシーザー 牡３黒鹿５６ 内田 博幸島川 	哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８０－ ２２：０４．０１� ６．２

８１３ ソ ン サ ン 牡３芦 ５６ 丸山 元気林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７２－ ６２：０４．１� ４３．２�
７１１ タニノハービービー 牡３鹿 ５６ 武士沢友治谷水 雄三氏 小桧山 悟 新ひだか カントリー牧場 ４５８－ ６２：０４．４１� ２２．１�
４５ グラスマテリアル 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲西村 太一半沢� 柄崎 孝 日高 ヤナガワ牧場 ４６８－ ６２：０５．５７ ２７９．６
５６ � アントゥワード 牝３栗 ５４ 田中 勝春�大樹ファーム 古賀 慎明 愛 Strategy

Bloodstock ４０４－ ６ 〃 クビ ５８．５�
５７ ホクテンリステル 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太小川 幸助氏 畠山 重則 浦河 マミーファーム ４８８－ ４２：０６．１３� ５２０．６�
６８ ウインターストーム 牡３鹿 ５６ 津村 明秀上野 直樹氏 小野 次郎 浦河 木村牧場 ４７８＋ ２２：０６．２� ２８５．５�
４４ スノービアンコ 牡３芦 ５６

５３ ▲杉原 誠人山田美喜男氏 小桧山 悟 新ひだか 友田牧場 ４７８± ０２：０６．９４ ３３０．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３１，１１１，９００円 複勝： ８７，６３１，０００円 枠連： １７，６１１，０００円

馬連： ５７，３５９，４００円 馬単： ５３，６２２，６００円 ワイド： ２５，４７２，７００円

３連複： ６８，７４５，７００円 ３連単： １７０，４６９，９００円 計： ５１２，０２４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １１０円 � ３２０円 � ２７０円 枠 連（２－６） ９４０円

馬 連 �� ９２０円 馬 単 �� １，１１０円

ワ イ ド �� ４００円 �� ２９０円 �� １，１３０円

３ 連 複 ��� ２，１８０円 ３ 連 単 ��� ５，８１０円

票 数

単勝票数 計 ３１１１１９ 的中 � ２０４９２１（１番人気）
複勝票数 計 ８７６３１０ 的中 � ６２７２２８（１番人気）� ２５９２４（５番人気）� ３２６７７（４番人気）
枠連票数 計 １７６１１０ 的中 （２－６） １３９７５（４番人気）
馬連票数 計 ５７３５９４ 的中 �� ４６１９５（４番人気）
馬単票数 計 ５３６２２６ 的中 �� ３５９０６（５番人気）
ワイド票数 計 ２５４７２７ 的中 �� １５９４１（４番人気）�� ２４２４４（２番人気）�� ４８８４（１２番人気）
３連複票数 計 ６８７４５７ 的中 ��� ２３３２１（８番人気）
３連単票数 計１７０４６９９ 的中 ��� ２１６７８（１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．０―３６．３―４９．２―１：０２．３―１：１５．５―１：２８．６―１：４０．６―１：５１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．４―３F３４．３

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

・（３，８）＝７（２，１０，１２）－９（５，１３）（１，６）１１－４・（３，８）（２，１２）（７，９）１０，１３（５，６，１１）１－４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンジェラート �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Pivotal デビュー ２０１２．３．３１ 中山２着

２００９．２．２２生 牡３鹿 母 ペンカナプリンセス 母母 Tiriana ２戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※スノービアンコ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

１１００６ ４月２１日 曇 良 （２４東京２）第１日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１３時００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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

２２ ステアトゥヘヴン 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ５１８－ ４１：４８．６ １６．５�

６６ ミヤコマンハッタン 牝３鹿 ５４ 石橋 脩吉田喜代司氏 土田 稔 浦河 杵臼牧場 ４８０± ０１：４８．９１� ８．６�
８８ キャノンシュート 牡３黒鹿５６ 内田 博幸渡邊 隆氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤沢 武雄 ４７６－ ６１：４９．０� ４．５�
７７ ビームライフル 牡３青鹿５６ 田辺 裕信西山 茂行氏 須貝 尚介 新ひだか 本桐牧場 ４６６－ ６ 〃 クビ ４．３�
１１ ディーエスライダー 牡３黒鹿５６ 吉田 豊秋谷 壽之氏 成島 英春 新ひだか 岡田スタツド ４９２－ ４１：４９．１� １５．９�
４４ クラウドチェンバー 牡３鹿 ５６ 横山 典弘 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４６０－ ４ 〃 ハナ ３．２�
５５ クロスカップリング 牡３青鹿５６ 蛯名 正義諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４５８± ０１：４９．２� ４．７	
８９ ケイアイエレガント 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣 
啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 ５０４＋１６１：４９．４１� ２８．８�
３３ ダブルピース 牡３黒鹿５６ 中谷 雄太�ミルファーム 畠山 重則 平取 中川 隆 ４７２－ ２１：４９．７１� ２２５．１�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２４，１３７，７００円 複勝： ４４，４６５，５００円 枠連： １２，４９１，５００円

馬連： ５６，９５９，３００円 馬単： ３８，６６６，５００円 ワイド： ２２，６０５，４００円

３連複： ６５，４７６，５００円 ３連単： １３６，２４２，６００円 計： ４０１，０４５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６５０円 複 勝 � ４１０円 � ２３０円 � １８０円 枠 連（２－６） ５，１６０円

馬 連 �� ４，３７０円 馬 単 �� １０，４２０円

ワ イ ド �� １，１８０円 �� ９１０円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� ６，８６０円 ３ 連 単 ��� ５４，２７０円

票 数

単勝票数 計 ２４１３７７ 的中 � １１５３９（７番人気）
複勝票数 計 ４４４６５５ 的中 � ２３７９６（６番人気）� ５０９０１（５番人気）� ７７１９７（３番人気）
枠連票数 計 １２４９１５ 的中 （２－６） １７８９（２１番人気）
馬連票数 計 ５６９５９３ 的中 �� ９６３１（１９番人気）
馬単票数 計 ３８６６６５ 的中 �� ２７４０（４３番人気）
ワイド票数 計 ２２６０５４ 的中 �� ４６６２（１８番人気）�� ６２０３（１３番人気）�� ６８２２（１１番人気）
３連複票数 計 ６５４７６５ 的中 ��� ７０４９（３３番人気）
３連単票数 計１３６２４２６ 的中 ��� １８５３（２１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．１―３６．３―４８．９―１：０１．７―１：１４．２―１：２５．６―１：３６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．９―３F３４．４

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

勝馬の
紹 介

ステアトゥヘヴン 
�
父 ダンスインザダーク 

�
母父 Machiavellian デビュー ２０１１．１１．１２ 東京１着

２００９．２．２７生 牡３鹿 母 ヘヴンリーソング 母母 Heavenly Music ４戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
※ダブルピース号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１１００７ ４月２１日 曇 良 （２４東京２）第１日 第７競走 ��２，１００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時３０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：０６．７
２：０５．９

良

良

３３ アールシネマスタア 牡４栗 ５７ 内田 博幸星野 良二氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 ４８４－ ４２：１５．１ ２．９�

６９ リキサンヒーロー 牡５栗 ５７ 江田 照男 �ハイパワー商事 高木 登 新冠 村田牧場 B４７６＋ ２２：１５．４１� ２２．４�
４５ ブライトジェム 牡４栗 ５７ 田中 勝春栗本 博晴氏 谷 潔 日高 待兼牧場 ４８８－ ６２：１５．８２� ７．３�
８１３ テ ン ペ ル 牡４黒鹿５７ 横山 典弘山本 英俊氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４６６－１２２：１６．１１� ３．５�
３４ � テーオーダンシング �５鹿 ５７ 小林慎一郎小笹 公也氏 梅田 智之 平取 清水牧場 ５１４－１０２：１６．２� ５．１�
８１４ ヤマニンティグル 牡４鹿 ５７ 津村 明秀土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４８０＋ ２２：１６．５１� ４３．５�
４６ カズノタイショウ 牡５栗 ５７ 丸山 元気鈴木 可一氏 小笠 倫弘 新ひだか フジワラフアーム B４６８－ ６ 〃 クビ ３０．５	
７１２� ガリンペイロ 牡５鹿 ５７ 吉田 豊内藤 好江氏 浅野洋一郎 新冠 競優牧場 ４７４± ０２：１６．６� １３８．６

５７ レッドオブガバナー 牡４鹿 ５７ 武士沢友治中谷 初子氏 嶋田 潤 新ひだか 三木田 頼嗣 ４８８－ ４ 〃 ハナ ７２．５�
１１ オリオンザアルファ 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 B４７０－ ８ 〃 ハナ ３３．８�
５８ ゼ ロ ー ソ 牡５黒鹿５７ 三浦 皇成前田 葉子氏 尾関 知人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８８－ ６２：１６．７� １１．３
２２ ラシアンウッズ 牡４鹿 ５７ 石橋 脩林 正道氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム ４７０－ ２２：１７．５５ ４０．６�
６１０ アンシャンテルール 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４４２＋ ４２：１８．０３ ２３９．２�
７１１ ダイワソウル 牡５青鹿５７ 柴田 大知大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 B４９２－ ６２：１８．９５ ４４．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２１，８８５，３００円 複勝： ３６，７２２，８００円 枠連： １９，３３９，１００円

馬連： ６４，４１７，９００円 馬単： ３９，０１３，１００円 ワイド： ２６，０１８，５００円

３連複： ７８，１６７，８００円 ３連単： １３０，７２９，１００円 計： ４１６，２９３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １５０円 � ４９０円 � ２５０円 枠 連（３－６） １，４４０円

馬 連 �� ２，８４０円 馬 単 �� ４，１００円

ワ イ ド �� ９００円 �� ５８０円 �� ２，０９０円

３ 連 複 ��� ６，８８０円 ３ 連 単 ��� ３４，１３０円

票 数

単勝票数 計 ２１８８５３ 的中 � ６１４８６（１番人気）
複勝票数 計 ３６７２２８ 的中 � ８８８３０（１番人気）� １５１１７（６番人気）� ３５５２１（４番人気）
枠連票数 計 １９３３９１ 的中 （３－６） ９９２４（６番人気）
馬連票数 計 ６４４１７９ 的中 �� １６７４１（１０番人気）
馬単票数 計 ３９０１３１ 的中 �� ７０２３（１４番人気）
ワイド票数 計 ２６０１８５ 的中 �� ７１４４（１０番人気）�� １１７４８（６番人気）�� ２９１６（２３番人気）
３連複票数 計 ７８１６７８ 的中 ��� ８３８６（２３番人気）
３連単票数 計１３０７２９１ 的中 ��� ２８２７（９７番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．７―１３．４―１３．３―１３．１―１３．３―１３．５―１２．７―１２．２―１２．２―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．２―１８．９―３２．３―４５．６―５８．７―１：１２．０―１：２５．５―１：３８．２―１：５０．４―２：０２．６

コーナー
通過順位

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

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

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４栗 母 アナバシュドチャーム 母母 Unbridled Hope １１戦２勝 賞金 ２０，４００，０００円

１１００８ ４月２１日 曇 良 （２４東京２）第１日 第８競走 ��
��２，３００�

しんりょく

新 緑 賞
発走１４時００分（番組第９競走を順序変更） （芝・左）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ９，５００，０００円 ３，８００，０００円 ２，４００，０００円 １，４００，０００円 ９５０，０００円
付 加 賞 ２２４，０００円 ６４，０００円 ３２，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１８．５
２：１８．３

良

良

６６ カポーティスター 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ５０６－１２２：２３．４ ２．１�

１１ ショウナンタケル 牡３栗 ５６ 三浦 皇成国本 哲秀氏 北出 成人 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９８－１０２：２４．３５ ８．４�

４４ マイネルテンクウ 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム ４９６± ０２：２４．４� １０．３�

７７ レッドフォルツァ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 ４７４＋ ２２：２４．７１� ２．９�
３３ シゲルササグリ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 ４７６－ ６ 〃 ハナ ３１．３�
２２ サクラオードシエル 牝３青鹿５４ 横山 典弘�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 新和牧場 ４６８－ ６２：２５．７６ ７．０�
５５ キープビリービング 牡３黒鹿５６ 中谷 雄太	ミルファーム 菊川 正達 新ひだか 畑端牧場 ４７６＋ ４ 〃 クビ ４６．９


（７頭）

売 得 金

単勝： ２９，１０２，３００円 複勝： ３１，５３３，９００円 枠連： 発売なし

馬連： ６０，３６７，０００円 馬単： ４４，５０８，３００円 ワイド： １９，３１１，６００円

３連複： ６２，０１９，２００円 ３連単： １８９，４０５，４００円 計： ４３６，２４７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １４０円 � ３４０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ８９０円 馬 単 �� １，２９０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� ２５０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� １，３９０円 ３ 連 単 ��� ５，１４０円

票 数

単勝票数 計 ２９１０２３ 的中 � １１４０４９（１番人気）
複勝票数 計 ３１５３３９ 的中 � １１２１１１（１番人気）� ２７９８３（５番人気）
馬連票数 計 ６０３６７０ 的中 �� ５０４３６（４番人気）
馬単票数 計 ４４５０８３ 的中 �� ２５５９９（５番人気）
ワイド票数 計 １９３１１６ 的中 �� １２８９６（６番人気）�� ２２１８９（２番人気）�� ７４７２（８番人気）
３連複票数 計 ６２０１９２ 的中 ��� ３２９９５（４番人気）
３連単票数 計１８９４０５４ 的中 ��� ２７２３５（１６番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．３―１３．３―１３．３―１３．２―１３．１―１３．４―１３．０―１２．４―１１．３―１１．１―１１．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００�
６．９―１８．２―３１．５―４４．８―５８．０―１：１１．１―１：２４．５―１：３７．５―１：４９．９―２：０１．２―２：１２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４５．９―３F３３．５
１
３
１，２－４－６（３，７）５
１，４－２，６（３，７）５

２
４
１，４，２－６（３，７）－５
１，４－（２，６）（３，７）５

市場取引馬

勝馬の
紹 介

カポーティスター �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Capote デビュー ２０１２．２．１２ 京都２着

２００９．２．２２生 牡３黒鹿 母 サ ビ ア ー レ 母母 Sakura Fabulous ４戦２勝 賞金 １８，４２４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
※サクラオードシエル号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１１００９ ４月２１日 曇 良 （２４東京２）第１日 第９競走 ��１，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時３５分（番組第８競走を順序変更） （芝・左）

牝，１０００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３１．４
１：３１．４

良

良

１１ サクラクローバー 牝５鹿 ５５ 内田 博幸�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 ４５８＋ ２１：３４．３ ８．９�

８１５ クラックシード 牝５黒鹿５５ 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３２－ ４１：３４．４� ３．２�

３６ トレノエンジェル 牝５栗 ５５ 田辺 裕信廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ５０６＋ ６１：３４．５� ５．５�
６１１ ア カ リ 牝６栗 ５５ 江田 照男山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 静内 矢野牧場 B４５４－ ６１：３４．７１� ４３．８�
４７ サトノフローラ 牝４鹿 ５５ 石橋 脩里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４２２＋ ４ 〃 ハナ ４．９�
５９ イイデステップ 牝４鹿 ５５ 柴田 大知 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 山岡ファーム ４８４－１０ 〃 クビ １１．４	
１２ ラストメッセージ 牝４栗 ５５ 吉田 豊村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４３０± ０ 〃 ハナ １０．４

７１４ ヒダカアルテミス 牝４栗 ５５ 丸山 元気�辻牧場 栗田 徹 浦河 辻 牧場 ４８８＋ ６１：３４．８� １１０．０�
４８ ザッハトルテ 牝５芦 ５５

５２ ▲杉原 誠人永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 ４３０－１０ 〃 アタマ ９２．８�
６１２ デュリュクス 牝５鹿 ５５

５２ ▲西村 太一斎木 隆男氏 清水 英克 浦河 赤田牧場 ４２４－１２１：３５．０１� ４１．５
８１７ ヤマニンリップル 牝４黒鹿５５ 柴田 善臣土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４７８＋ ６１：３５．１� ９．３�
５１０� シークレットベース 牝４鹿 ５５ 石神 深一山口 春夫氏 和田正一郎 日高 旭 牧場 ４３４± ０ 〃 ハナ ７１．７�
７１３ メジロスプレンダー 牝６黒鹿５５ 三浦 皇成岩� 伸道氏 尾形 充弘 洞爺 メジロ牧場 ４８２＋１４１：３５．２� ３１．５�
８１６ エステーラブ 牝５青鹿５５ 津村 明秀齋藤 宏明氏 萱野 浩二 新冠 平山牧場 B４４６＋ ４ 〃 アタマ ３３０．３�
３５ � ピュアストーン 牝５栗 ５５ 大庭 和弥永田 和彦氏 高橋 文雅 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４６８－ ４１：３６．２６ ２１２．５�
２４ トーセンスタッフ 牝４黒鹿５５ 武士沢友治島川 �哉氏 中川 公成 新ひだか 岡田牧場 ４４４＋ ６１：３７．４７ ２３７．４�
２３ マ ヤ ノ マ ヤ 牝６鹿 ５５ 田中 勝春田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 ４９２＋１４１：３７．７２ ２９．０�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２９，５４２，２００円 複勝： ５０，０６１，９００円 枠連： ３０，７１５，３００円

馬連： １００，２１２，３００円 馬単： ５８，５８４，１００円 ワイド： ３７，８７６，３００円

３連複： １１７，５２６，０００円 ３連単： １９９，２２０，３００円 計： ６２３，７３８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ２６０円 � １５０円 � １９０円 枠 連（１－８） ５２０円

馬 連 �� １，６１０円 馬 単 �� ３，９３０円

ワ イ ド �� ７００円 �� ９３０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ２，７４０円 ３ 連 単 ��� ２１，８９０円

票 数

単勝票数 計 ２９５４２２ 的中 � ２６３３６（４番人気）
複勝票数 計 ５００６１９ 的中 � ４１２１１（６番人気）� １１４８１３（１番人気）� ６９３３５（３番人気）
枠連票数 計 ３０７１５３ 的中 （１－８） ４３８９７（１番人気）
馬連票数 計１００２１２３ 的中 �� ４６００９（５番人気）
馬単票数 計 ５８５８４１ 的中 �� １１０２９（１２番人気）
ワイド票数 計 ３７８７６３ 的中 �� １３１４１（６番人気）�� ９５８４（１２番人気）�� ２２５２８（２番人気）
３連複票数 計１１７５２６０ 的中 ��� ３１６８９（３番人気）
３連単票数 計１９９２２０３ 的中 ��� ６７１７（４３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．２―３４．８―４６．４―５８．６―１：１０．６―１：２２．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクラクローバー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２００９．１１．１４ 福島３着

２００７．５．２２生 牝５鹿 母 サクラプリファー 母母 サクラユメジ １８戦４勝 賞金 ５１，８８８，０００円

１１０１０ ４月２１日 曇 良 （２４東京２）第１日 第１０競走 ��
��１，４００�

かまくら

鎌倉ステークス
発走１５時１０分 （ダート・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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．５

不良

不良

７１４ ガンマーバースト 牡５鹿 ５７ 大庭 和弥池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新ひだか 畠山牧場 ５００－ ６１：２４．７ ６．２�

６１２ スノードラゴン 牡４芦 ５７ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 ５０２－ ４ 〃 クビ ４．９�
７１３ サ イ オ ン 牡６芦 ５７ 内田 博幸里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B５０６－ ４１：２４．９１ ２．６�
２３ ウォータールルド 牡４黒鹿５７ 柴田 善臣山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 ４７６－ ２１：２５．１１� １９．６�
８１５ トキノエクセレント 牡４黒鹿５７ 三浦 皇成田中 準市氏 矢野 照正 浦河 三嶋牧場 ４６０± ０１：２５．２� ７．３�
２４ ヤマノサファイア 牡４栗 ５７ 西村 太一澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 ４５４＋ ４１：２５．３� ５２．９�
５１０ パワースポット 牝４鹿 ５５ 横山 典弘�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 ４７０＋ ２１：２５．４クビ ２１．４	
１２ サダムグランジュテ 牝４鹿 ５５ 江田 照男大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４７２－ ２１：２５．６１ ３２．３

６１１	 チョイワルグランパ 牡６黒鹿５７ 杉原 誠人�グランプリ 森 秀行 千歳 社台ファーム B５０４－ ２１：２５．８１ ２１３．３�
５９ トップオブパンチ 牡６鹿 ５７ 田辺 裕信横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ５１２＋ ４１：２５．９
 ５４．４
８１６� サウンドボルケーノ 牡４栗 ５７ 石橋 脩増田 雄一氏 安達 昭夫 米 Santa Rosa

Partners ５１２－ ２ 〃 クビ ２４．２�
３５ ファンドリカップ 牡６芦 ５７ 中谷 雄太水戸眞知子氏 高橋 義忠 浦河 有限会社

松田牧場 ５００－ ６１：２６．０クビ ４４．４�
４７ ダンシングマオ 牝５鹿 ５５ 横山 義行森口�一郎氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム ４７８－ ２ 〃 ハナ １６．１�
３６ ハイローラー 牡６鹿 ５７ 田中 健加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 土田農場 ４９０－１０１：２６．２１� ３３５．３�
４８ アンティークカラー 牝４栗 ５５ 丸山 元気太田 美實氏 藤原 英昭 日高 天羽牧場 ４３６－１０１：２６．４１
 ３７．５�
１１ � サトノデートナ 牡４鹿 ５７ 田中 勝春里見 治氏 国枝 栄 米

Barbara Nel-
son & Richard
Lugovich Jr.

４８８± ０ 〃 アタマ １９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，３９４，８００円 複勝： ８０，６０５，０００円 枠連： ４２，２２５，０００円

馬連： １５７，９０６，５００円 馬単： ８０，２０７，８００円 ワイド： ５６，７１２，０００円

３連複： １７８，３１７，０００円 ３連単： ３０７，２７１，２００円 計： ９４２，６３９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � １７０円 � １８０円 � １２０円 枠 連（６－７） ６００円

馬 連 �� １，９２０円 馬 単 �� ４，１３０円

ワ イ ド �� ６５０円 �� ２９０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� １，３７０円 ３ 連 単 ��� １２，２４０円

票 数

単勝票数 計 ３９３９４８ 的中 � ５０２５３（３番人気）
複勝票数 計 ８０６０５０ 的中 � １０９９２５（２番人気）� １０３２４３（３番人気）� ２３３９１７（１番人気）
枠連票数 計 ４２２２５０ 的中 （６－７） ５２２２６（２番人気）
馬連票数 計１５７９０６５ 的中 �� ６０８６８（６番人気）
馬単票数 計 ８０２０７８ 的中 �� １４３５０（１４番人気）
ワイド票数 計 ５６７１２０ 的中 �� １９５４０（６番人気）�� ５１８３２（１番人気）�� ４３４２５（２番人気）
３連複票数 計１７８３１７０ 的中 ��� ９６２３３（１番人気）
３連単票数 計３０７２７１２ 的中 ��� １８５３１（１８番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１１．８―１２．５―１２．０―１１．９―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．０―３５．８―４８．３―１：００．３―１：１２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３６．４
３ １１－（２，１２）５（３，１４）（７，１０）（１，１３）６（８，１６）（４，９）１５ ４ ・（１１，２，１２）（５，１４）（３，１０）７（１，１３）（６，１６）（４，８）９，１５

勝馬の
紹 介

ガンマーバースト �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー ２００９．１１．１ 東京６着

２００７．３．６生 牡５鹿 母 マジェスティックラニア 母母 Crystal Ring １７戦５勝 賞金 ９１，２３２，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 アイディンパワー号・ウッドシップ号・ハンマープライス号・マイネルエルドラド号・メイショウツチヤマ号



１１０１１ ４月２１日 曇 良 （２４東京２）第１日 第１１競走 ��
��２，４００�メトロポリタンステークス

発走１５時４５分 （芝・左）

４歳以上，２３．４．２３以降２４．４．１５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 ２２，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，５００，０００円 ３，３００，０００円 ２，２００，０００円
付 加 賞 ２５９，０００円 ７４，０００円 ３７，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

１１ スマートロビン 牡４鹿 ５６ 蛯名 正義大川 徹氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 ５３４－ ６２：２７．１ ２．６�

７８ � タッチミーノット 牡６黒鹿５６ 横山 典弘吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ５０２＋１０２：２７．３１ ４．９�
５５ ノ ー ス テ ア �４栗 ５４ 三浦 皇成山本 英俊氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ５２８－ ８２：２７．７２� ６．１�
８１１ ヤングアットハート 牡５栗 ５６ 内田 博幸 �社台レースホース松山 康久 千歳 社台ファーム ４９８－ ２２：２７．９１� ３．７�
８１０ コスモヘレノス 牡５鹿 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 ナカノファーム ５１０－１０２：２８．１１� ４２．５�
３３ トップカミング �６黒鹿５４ 江田 照男�コオロ 木村 哲也 浦河 木戸口牧場 ４５０－ ４ 〃 ハナ １１．７�
７９ コパノジングー 牡７黒鹿５６ 田中 勝春小林 祥晃氏 宮 徹 門別 ヤナガワ牧場 ５０４－ ６２：２８．２� ８２．６	
６７ キングトップガン 牡９鹿 ５６ 田辺 裕信池田 豊治氏 鮫島 一歩 新冠 北星村田牧場 ４９６－ ８２：２８．５１	 ６８．７

４４ ピエナファンタスト 牡６鹿 ５３ 柴田 善臣本谷 兼三氏 谷 潔 早来 ノーザンファーム ４７２－ ２２：２８．６	 ２１．５�
６６ カリスマミッキー 牡４栗 ５２ 吉田 豊三木 久史氏 中村 均 新冠 武田 寛治 ４７２－１０２：２８．８１
 ２８．３�
２２ スノークラッシャー 牡７栃栗５４ 丸山 元気堀江 貞幸氏 土田 稔 鵡川 上水牧場 ４５２－ ２２：２９．０１� １０４．１

（１１頭）

売 得 金

単勝： ６６，６９７，０００円 複勝： ９６，０７２，５００円 枠連： ４６，２４５，０００円

馬連： ２６５，６８９，０００円 馬単： １５９，２１２，４００円 ワイド： ７５，２３４，５００円

３連複： ２９３，０４４，２００円 ３連単： ６９４，５３６，６００円 計： １，６９６，７３１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � １６０円 枠 連（１－７） ５９０円

馬 連 �� ５８０円 馬 単 �� ９７０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ２７０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� １，０４０円 ３ 連 単 ��� ４，３１０円

票 数

単勝票数 計 ６６６９７０ 的中 � ２０７４０８（１番人気）
複勝票数 計 ９６０７２５ 的中 � ２５２９６２（１番人気）� １４０５５４（４番人気）� １４９１１４（３番人気）
枠連票数 計 ４６２４５０ 的中 （１－７） ５８１２８（２番人気）
馬連票数 計２６５６８９０ 的中 �� ３４３０２４（２番人気）
馬単票数 計１５９２１２４ 的中 �� １２１３６９（２番人気）
ワイド票数 計 ７５２３４５ 的中 �� ６８４５０（３番人気）�� ７３６１８（２番人気）�� ３８７３４（７番人気）
３連複票数 計２９３０４４２ 的中 ��� ２０９６８５（３番人気）
３連単票数 計６９４５３６６ 的中 ��� １１９０７３（６番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．６―１２．９―１３．２―１２．８―１２．７―１２．６―１２．５―１２．０―１１．１―１１．０―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．１―２４．７―３７．６―５０．８―１：０３．６―１：１６．３―１：２８．９―１：４１．４―１：５３．４―２：０４．５―２：１５．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スマートロビン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Lyphard デビュー ２０１０．９．２６ 阪神２着

２００８．３．５生 牡４鹿 母 キ ー ブ ギ ー 母母 Key Dancer １４戦５勝 賞金 １０６，１１３，０００円

１１０１２ ４月２１日 曇 良 （２４東京２）第１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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

３５ ナイトフッド 牡６青鹿５７ 吉田 豊 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム B５０４－ ６１：３８．１ １３．１�

７１３ クリームソーダ 牡４青鹿５７ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５０４－ ６１：３８．３１� ２．５�
４８ セレスロンディー 牡５青 ５７ 三浦 皇成岡 浩二氏 松永 幹夫 様似 澤井 義一 ４７６± ０１：３８．４クビ １３．４�
４７ マスターソムリエ 牡５鹿 ５７ 武士沢友治 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４９６＋ ６ 〃 ハナ ２３．２�
５１０ ル イ ー ズ 牝４青鹿５５ 田辺 裕信大野 富生氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム B４６４－２２１：３８．６１� １７２．３�
７１４ エイブルブラッド 牡４鹿 ５７ 大庭 和弥吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ５０６－ ２ 〃 ハナ １０６．２�
６１１ シルクグラサージュ 牡４青鹿５７ 蛯名 正義有限会社シルク高木 登 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９２± ０ 〃 ハナ ５．５	
２４ ミラクルセッション 牡６栗 ５７ 石橋 脩吉田 勝己氏 大久保龍志 早来 ノーザンファーム ５００－ ８１：３８．７クビ １４．６

３６ ヤマチョウフェア 牡４黒鹿５７ 津村 明秀長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム ４８２－１０１：３８．８� ３９．６�
１１ エフティファラオ 	６鹿 ５７ 柴田 大知吉野 英子氏 金成 貴史 早来 ノーザンファーム ４５４－ ６１：３９．１１� ２０７．４�
６１２ エターナルロブロイ 牡５鹿 ５７ 田中 勝春大迫 基弘氏 浅見 秀一 安平 追分ファーム ４９８－１２１：３９．２� ２４．５
８１５ ゴーアップドラゴン 牡６黒鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人元屋地文明氏 伊藤 大士 日高 新井 昭二 B４７６－ ２ 〃 クビ ３０７．５�
８１６ ディアフォルティス 牡４黒鹿５７ 江田 照男ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか 中田 英樹 B４７４＋ ６１：３９．３クビ ２４９．６�
２３ ディアビリーヴ 牡５青鹿５７ 内田 博幸寺田千代乃氏 田村 康仁 様似 ホウセイ牧場 B５００－ ４１：４０．１５ ３．４�
５９ 
 ナムラビスマルク 牡８栗 ５７ 丸山 元気ディアレスト 高橋 裕 門別 いとう牧場 ４７４－１６１：４１．３７ ３６６．８�
１２ 
 トウショウアトム 牡６黒鹿５７ 中谷 雄太トウショウ産業� 清水 英克 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５２０－１０１：４１．６２ ５３．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５１，３３９，１００円 複勝： ８１，２５２，７００円 枠連： ４２，３０５，２００円

馬連： １５４，２７０，８００円 馬単： ９６，０４９，６００円 ワイド： ５８，９１０，１００円

３連複： １８０，８８６，１００円 ３連単： ３６８，３７４，６００円 計： １，０３３，３８８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３１０円 複 勝 � ２８０円 � １４０円 � ３８０円 枠 連（３－７） ９８０円

馬 連 �� １，４３０円 馬 単 �� ４，２００円

ワ イ ド �� ６３０円 �� ２，３１０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ６，２４０円 ３ 連 単 ��� ３９，８７０円

票 数

単勝票数 計 ５１３３９１ 的中 � ３０９５４（４番人気）
複勝票数 計 ８１２５２７ 的中 � ６４７７５（４番人気）� ２２１８０７（１番人気）� ４３３０１（７番人気）
枠連票数 計 ４２３０５２ 的中 （３－７） ３１９２８（５番人気）
馬連票数 計１５４２７０８ 的中 �� ８０１２７（４番人気）
馬単票数 計 ９６０４９６ 的中 �� １６９１０（１２番人気）
ワイド票数 計 ５８９１０１ 的中 �� ２４０９３（５番人気）�� ５９３５（２５番人気）�� １９９４９（７番人気）
３連複票数 計１８０８８６１ 的中 ��� ２１３９４（２０番人気）
３連単票数 計３６８３７４６ 的中 ��� ６８２０（１１６番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．８―１２．４―１２．７―１２．９―１２．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．３―３５．１―４７．５―１：００．２―１：１３．１―１：２５．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナイトフッド �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．３．１４ 阪神４着

２００６．４．３０生 牡６青鹿 母 マルカキャンディ 母母 ジーナロマンティカ ２５戦４勝 賞金 ５１，２１０，０００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 ヴァルディヴィア号・サクラオールイン号・タイキジャガー号



（２４東京２）第１日 ４月２１日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６５頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２０７，９１０，０００円
５，０８０，０００円
１，２３０，０００円
１８，３６０，０００円
５８，４１５，５００円
４，９６４，８００円
１，５８４，０００円

勝馬投票券売得金
３６７，２６３，３００円
６６１，１８４，２００円
２７１，８０６，９００円
１，０９８，６９６，５００円
７０７，８０７，１００円
４０５，６３１，５００円
１，２８７，４７９，３００円
２，５９９，４１１，２００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 ７，３９９，２８０，０００円

総入場人員 ２５，２７０名 （有料入場人員 ２３，６９０名）


