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１１１３３ ５月２７日 晴 良 （２４東京２）第１２日 第１競走 ��
��１，３００�サラブレッド系３歳

発走１０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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

４７ ア ナ コ ン ダ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治辻 大作氏 小桧山 悟 平取 高橋 幸男 ４４４－ ２１：２０．０ １５．４�

３５ プレミアムゴールド 牡３栗 ５６ 江田 照男中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー ４７８＋ ４１：２０．１� ６．２�

８１５ インディライト 牡３鹿 ５６ 武 豊 H.H．シェイク・ハムダン 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４５２－ ６ 〃 アタマ １５．８�

５９ メイショウムロト 牡３鹿 ５６ 福永 祐一松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 本巣 敦 ４７２＋ ８１：２０．２クビ ８．４�
６１２ ミラクルミイクン 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成内藤 好江氏 矢野 照正 日高 中館牧場 ５２０＋ ６ 〃 クビ １８．１�
７１３ グ レ ン 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人西森 鶴氏 中川 公成 日高 宝寄山 忠則 ４８８－ ６１：２０．５２ ９４．６�
５１０ ソーラーインパルス 牡３黒鹿５６ 横山 典弘吉田 和美氏 新開 幸一 浦河 まるとみ冨岡牧場 ５０８＋ ２１：２１．１３� １．５�
７１４ ク ロ ト 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲横山 和生岡 浩二氏 鈴木 孝志 新ひだか 岡田 隆志 ４４４＋１１１：２１．２クビ ２６３．５	
１２ ツクバライジンオー 牡３栗 ５６

５３ ▲原田 和真荻原 昭二氏 高橋 祥泰 日高 中原牧場 ４７２＋ ６１：２１．３� ２２６．７

３６ ワイルドベガ 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥三浦 一泰氏 松山 将樹 新冠 武田牧場 ４５８± ０１：２１．４� ４６．５�
８１６ サニーサイレンス 牡３栗 ５６ 田辺 裕信宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４５４＋ ６１：２１．７２ ６１．０�
２４ パーデュラブル 牝３栗 ５４

５１ ▲山崎 亮誠吉田 哲哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４４２＋ ２１：２２．６５ ５８．６
２３ スカッシュアゲン 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 浦河 高昭牧場 B５４２＋１２ 〃 クビ １５１．９�
６１１ トーセンボス 牡３芦 ５６ 木幡 初広島川 �哉氏 菅原 泰夫 新冠 新冠橋本牧場 ４６８－１８１：２３．２３� １２８．４�
１１ ケイティドリーム 牡３黒鹿５６ 村田 一誠瀧本 和義氏 田中 剛 新ひだか へいはた牧場 ４８０ ―１：２３．６２� １６７．２�
４８ ショウナンアマダス 牡３鹿 ５６ 丸山 元気国本 哲秀氏 田島 俊明 日高 下河辺牧場 ５０８－ ２１：２３．８１� ５４．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，９８５，７００円 複勝： ９０，９６７，４００円 枠連： １７，２５２，３００円

馬連： ６４，５９１，６００円 馬単： ５６，０５０，２００円 ワイド： ３１，０５８，２００円

３連複： ９３，０１４，７００円 ３連単： １７６，８４４，３００円 計： ５５７，７６４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５４０円 複 勝 � ５７０円 � ３７０円 � ６２０円 枠 連（３－４） ２，２６０円

馬 連 �� ２，７９０円 馬 単 �� ７，１９０円

ワ イ ド �� ６６０円 �� １，０８０円 �� ９５０円

３ 連 複 ��� ９，３１０円 ３ 連 単 ��� ６０，７１０円

票 数

単勝票数 計 ２７９８５７ 的中 � １４３２０（４番人気）
複勝票数 計 ９０９６７４ 的中 � ４１２２９（４番人気）� ６８７１２（２番人気）� ３７１２４（５番人気）
枠連票数 計 １７２５２３ 的中 （３－４） ５６５５（７番人気）
馬連票数 計 ６４５９１６ 的中 �� １７１２５（７番人気）
馬単票数 計 ５６０５０２ 的中 �� ５７５６（２１番人気）
ワイド票数 計 ３１０５８２ 的中 �� １２０６９（６番人気）�� ６９９３（１３番人気）�� ８００６（９番人気）
３連複票数 計 ９３０１４７ 的中 ��� ７３８０（２４番人気）
３連単票数 計１７６８４４３ 的中 ��� ２１５０（１５４番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１８．０―２９．７―４２．１―５４．７―１：０７．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ナ コ ン ダ �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１１．９．２５ 中山２着

２００９．３．２２生 牝３鹿 母 ホッカイラヴ 母母 ホッカイテースト １４戦１勝 賞金 １４，１５０，０００円
〔制裁〕 ツクバライジンオー号の騎手原田和真は，３コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１２番・１０番・１６番への進路影響）

スカッシュアゲン号の騎手丹内祐次は，３コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１２番・１０番・１６番への進路影響）
プレミアムゴールド号の騎手江田照男は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（１３番への進路影響）

※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） ２頭 フリザンテ号・ユキノベアハート号
（非抽選馬） ３頭 ディアハンター号・ニンファエア号・マルカディフィート号

１１１３４ ５月２７日 晴 良 （２４東京２）第１２日 第２競走 ��
��１，６００�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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

２３ コスモシャンハイ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 日高 庫宝牧場 ４８４± ０１：３９．１ ２．１�

８１５ ナイトホークス 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠吉田 和美氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ４７２－ ４１：３９．３１� ９．０�
６１０ レッドアヴァロン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 浜本牧場 B４９４± ０１：４０．４７ ９．３�
７１２ シンボリプロント 牡３黒鹿５６ 的場 勇人シンボリ牧場 牧 光二 新ひだか シンボリ牧場 ４４８－ ４１：４０．５� ３５０．３�
２２ � フ ェ ロ ー ズ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介前田 幸治氏 矢作 芳人 愛 Skymarc

Farm ５２２－ ２１：４０．８２ ５．３�
５９ ゴシェナイト 牡３黒鹿５６ 村田 一誠 �キャロットファーム 田中 剛 安平 ノーザンファーム ４７６－ ２ 〃 ハナ ５４．９	
６１１ ホクレアポパイ 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成萱場 博史氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 ４１６＋ ６１：４０．９クビ １２．５

１１ コスモガラサ 牡３黒鹿５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高柳 瑞樹 日高 加藤牧場 B４３６－ ６１：４１．０	 ４９．３�
３５ ベンレイダー 
３栗 ５６ 勝浦 正樹�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ４７０－２４１：４１．２１� １０４．８�
４７ ダイヤコレクター 牡３鹿 ５６ 田中 勝春青山 洋一氏 矢野 英一 浦河 成隆牧場 ４４８－ ４１：４１．９４ １２６．７
５８ パストラルシチー 牡３鹿 ５６ 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 幾千世牧場 ４６２－ ２１：４２．０	 ６９．８�
７１３ キネオシルバー 牡３栗 ５６ 黛 弘人ジャパンフードビジネス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 ４６０＋ ２１：４２．２１	 ３５２．９�
３４ � ツヴァイハンダー 牡３鹿 ５６ 福永 祐一伊藤 英明氏 藤沢 和雄 米 Hidetoshi

Yamamoto ５５６＋ ８１：４２．８３	 ４．７�
４６ チ ン グ ル マ 牝３栗 ５４ 丹内 祐次内藤 好江氏 矢野 照正 青森 オオタ牧場 ４８８± ０１：４３．２２	 ２８５．０�
８１４ ロングクラウス 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥千葉 正人氏 鈴木 伸尋 新ひだか 白井 吉美 ５１４ ―１：４６．２大差 ２３４．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２９，６９０，１００円 複勝： ５０，４０３，７００円 枠連： ２２，３３１，３００円

馬連： ６６，４３５，８００円 馬単： ５１，００３，７００円 ワイド： ２９，２２３，９００円

３連複： ８９，６１４，５００円 ３連単： １５９，２０６，１００円 計： ４９７，９０９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １２０円 � ２３０円 � １９０円 枠 連（２－８） ７７０円

馬 連 �� １，２９０円 馬 単 �� ２，２３０円

ワ イ ド �� ５１０円 �� ３８０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� ２，６８０円 ３ 連 単 ��� １１，７１０円

票 数

単勝票数 計 ２９６９０１ 的中 � １１２２３０（１番人気）
複勝票数 計 ５０４０３７ 的中 � １５１４６７（１番人気）� ４４８４４（５番人気）� ６０６９３（４番人気）
枠連票数 計 ２２３３１３ 的中 （２－８） ２１４０７（４番人気）
馬連票数 計 ６６４３５８ 的中 �� ３８２６０（６番人気）
馬単票数 計 ５１００３７ 的中 �� １６９３５（８番人気）
ワイド票数 計 ２９２２３９ 的中 �� １４１４４（６番人気）�� ２０７１０（３番人気）�� ７６６６（１３番人気）
３連複票数 計 ８９６１４５ 的中 ��� ２４７２３（１０番人気）
３連単票数 計１５９２０６１ 的中 ��� １００３４（３７番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１２．２―１３．５―１３．１―１２．５―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．６―３５．８―４９．３―１：０２．４―１：１４．９―１：２６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモシャンハイ �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー ２０１１．９．１１ 中山５着

２００９．４．２８生 牡３鹿 母 シャンハイセンプー 母母 ドースクダイリン ６戦１勝 賞金 ９，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロングクラウス号は，平成２４年６月２７日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 マキシムギャラント号（疾病〔左前球節炎〕のため）
※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） ２頭 コスモダンケシェン号・トルーマン号
（非抽選馬） ２頭 エーシンクイチャー号・コンドッティエーレ号

第２回 東京競馬 第12日



１１１３５ ５月２７日 晴 良 （２４東京２）第１２日 第３競走 ��２，１００�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

２：０６．７
２：０５．９

良

良

４７ ニシノボレロ 牡３青鹿５６ 蛯名 正義西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 B４６４－１２２：１５．２ １．９�

４８ ウォーターフォード 牡３栗 ５６ 江田 照男魚住 啓市氏 畠山 吉宏 新ひだか 服部 牧場 ４８４＋ ４２：１５．３� ８５．１�
１１ メイショウピッケル 牡３鹿 ５６ 武 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４８４＋ ４２：１５．４� ９．３�
１２ ウェルウィッチア 牡３鹿 ５６ 武士沢友治南 �幸氏 高木 登 浦河 山勝牧場 ４６６± ０２：１５．８２� ９．４�
３６ フレンドワン 牡３黒鹿５６ 村田 一誠戸山 昌彦氏 南田美知雄 森 笹川大晃牧場 ４６４＋ ２２：１５．９� ５８．７�
２３ ブリガンディン 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム ５１８± ０２：１６．０� ２２．９�
２４ ゼンノグライム 牡３鹿 ５６

５３ ▲横山 和生大迫久美子氏 鈴木 伸尋 新冠 村上 欽哉 ５０８＋ ４２：１６．３１� ２３．８	
６１１ イニシエノウタ 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人星野 祐介氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 ４３４－ ４ 〃 クビ ２２．９

６１２ ミ ヒ ロ 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 B４３４－ ２２：１６．４� １５８．２�
８１６ カムイビスティー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司備前島敏子氏 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 B４５２－ ４２：１６．６１ １０．１�
７１３ セイカエスペランサ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人久米 誠氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 ４８４± ０２：１７．０２� １４８．６
３５ ゴールドルーキー 牡３栗 ５６ 柴田 大知居城 要氏 加藤 和宏 新冠 北勝ファーム ４９４＋ ２２：１７．１クビ ２３９．６�
５１０ ブリングスザサン 牡３黒鹿５６ 内田 博幸 �グリーンファーム 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４４８－ ４ 〃 クビ ７．４�
７１４ ベニノアロー 牡３鹿 ５６ 津村 明秀�紅谷 新開 幸一 新冠 安達 洋生 B４６０＋ ２２：１８．２７ ９８．７�
５９ プリンシパル 牡３鹿 ５６ 田面木博公�富川牧場 伊藤 伸一 日高 富川牧場 ４４２± ０ 〃 クビ ３７０．８�
８１５ メイショウヒマツリ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠松本 好雄氏 白井 寿昭 新ひだか 酒井 秀紀 ４５２ ―２：１９．２６ １２．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，１８２，０００円 複勝： ５３，９４４，４００円 枠連： ２４，４６９，７００円

馬連： ７３，４２１，１００円 馬単： ５６，８３７，５００円 ワイド： ３６，６２０，４００円

３連複： １００，４４３，７００円 ３連単： １７２，４６６，２００円 計： ５４６，３８５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � １，２８０円 � ２７０円 枠 連（４－４） ７，２３０円

馬 連 �� ７，６７０円 馬 単 �� １１，１５０円

ワ イ ド �� ２，０２０円 �� ４３０円 �� ９，４６０円

３ 連 複 ��� １９，４４０円 ３ 連 単 ��� ９０，２７０円

票 数

単勝票数 計 ２８１８２０ 的中 � １２１７７６（１番人気）
複勝票数 計 ５３９４４４ 的中 � １９８１４０（１番人気）� ６７４０（１２番人気）� ４２５４１（５番人気）
枠連票数 計 ２４４６９７ 的中 （４－４） ２４９８（１８番人気）
馬連票数 計 ７３４２１１ 的中 �� ７０７２（２３番人気）
馬単票数 計 ５６８３７５ 的中 �� ３７６２（３４番人気）
ワイド票数 計 ３６６２０４ 的中 �� ４２６７（２１番人気）�� ２３７９９（４番人気）�� ８８４（５８番人気）
３連複票数 計１００４４３７ 的中 ��� ３８１４（５４番人気）
３連単票数 計１７２４６６２ 的中 ��� １４１０（２４２番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．５―１３．０―１３．４―１３．１―１３．１―１３．４―１２．６―１２．３―１２．２―１３．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．２―１８．７―３１．７―４５．１―５８．２―１：１１．３―１：２４．７―１：３７．３―１：４９．６―２：０１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．５―３F３７．９
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ニシノボレロ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Dixieland Band デビュー ２０１１．９．１１ 中山２着

２００９．３．９生 牡３青鹿 母 マラチバンド 母母 Khamsin １１戦１勝 賞金 １９，５５０，０００円

１１１３６ ５月２７日 晴 良 （２４東京２）第１２日 第４競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時３５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

７１４� シャドウパーティー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠飯塚 知一氏 堀 宣行 愛 Lodge
Park Stud ４８４－ ２１：４７．７ １．８�

６１１ マイネキャスリーン 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４６８－ ６１：４７．９１� ３８．７�

７１３� ナスノシベリウス 牝３芦 ５４ 内田 博幸�須野牧場 和田 正道 米
B. P. Walden Jr., J.
Stuart & Unbridled’s
Song Syndicate

４９８－ ４ 〃 クビ ７．５�
３５ ディサイファ 牡３鹿 ５６ 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８４＋１８１：４８．０� ３．７�
７１５ カシノアゲート 牡３黒鹿５６ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 村下農場 ４６６＋ ２ 〃 クビ ３９８．３�
４８ エ ポ キ シ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 	キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B４３８＋ ２１：４８．１クビ １５．３

３６ トーセンオーラ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド ４３０＋ ２１：４８．３１� １４．４�
４７ テイエムサイエンス 牡３黒鹿５６ 津村 明秀竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５２＋ ２１：４８．８３ ３２０．６
６１２ グッドピュアレディ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人福本 次雄氏 佐藤 吉勝 平取 びらとり牧場 ４２４－ ２１：４９．１２ １７５．８�
２４ サーストンモンタナ 牡３青鹿５６ 吉田 豊齊藤 宣勝氏 大久保洋吉 新冠 ラツキー牧場 B４２４－ ２１：４９．２� １８７．７�
２３ マイネルシュハリ 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム ５１０＋１８１：４９．３	 ９９．２�
５９ ザッツフォエヴァー 牡３鹿 ５６ C．ウィリアムズ ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 新冠 若林牧場 ５２４－ ６１：４９．６２ １１．４�

（豪）

５１０ スプリングテムズ 牝３栗 ５４
５１ ▲原田 和真加藤 春夫氏 天間 昭一 様似 堀 弘康 ４１８＋ ２１：４９．８１� ４０６．５�

１２ ボールドドリーム 牡３黒鹿５６ 西田雄一郎増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 ４９６＋１２１：４９．９クビ ３０７．２�
１１ シークレットリボン 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹海谷 幸司氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４６４＋ ６１：５０．９６ １７１．５�
８１８ ロードエナジー 
３栗 ５６ 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 松山 将樹 青森 太田ファーム ４４６－１４１：５１．１１� ３１５．５�
８１７ ハ ル カ 牝３芦 ５４ 田中 勝春松尾 正氏 嶋田 潤 浦河 丸幸小林牧場 ４５２ ―１：５１．３１� ７０．６�
８１６ クライムバゴ 牡３黒鹿５６ 武士沢友治	三登 佐藤 全弘 新ひだか 光伸牧場 ４０６－ ４１：５１．５１� ４６３．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３７，３４５，３００円 複勝： ６２，８１４，２００円 枠連： ２４，３５９，４００円

馬連： ７９，５８５，１００円 馬単： ６９，２０８，８００円 ワイド： ３５，１４９，８００円

３連複： ９７，９７９，６００円 ３連単： ２０４，４６６，３００円 計： ６１０，９０８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ４８０円 � ２００円 枠 連（６－７） １，４３０円

馬 連 �� ２，２９０円 馬 単 �� ２，９３０円

ワ イ ド �� ９８０円 �� ３００円 �� ２，１４０円

３ 連 複 ��� ３，６５０円 ３ 連 単 ��� １５，６３０円

票 数

単勝票数 計 ３７３４５３ 的中 � １６３８０５（１番人気）
複勝票数 計 ６２８１４２ 的中 � ２８６５５０（１番人気）� １８５７１（７番人気）� ６０６１４（３番人気）
枠連票数 計 ２４３５９４ 的中 （６－７） １２６０１（６番人気）
馬連票数 計 ７９５８５１ 的中 �� ２５６６４（８番人気）
馬単票数 計 ６９２０８８ 的中 �� １７４６４（９番人気）
ワイド票数 計 ３５１４９８ 的中 �� ８３１７（１２番人気）�� ３４１６３（２番人気）�� ３６５３（２０番人気）
３連複票数 計 ９７９７９６ 的中 ��� １９８１６（１２番人気）
３連単票数 計２０４４６６３ 的中 ��� ９６５５（４６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．０―３５．９―４８．３―１：００．７―１：１３．０―１：２４．４―１：３５．９

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 ・（３，７）８（１，２，９，１２）（１３，１１，１４）１０（５，１５，１６）（４，６）－１７－１８
２
４

・（３，７，８）（１，２，９，１２）（１０，１４）１６（１３，１５）１１（５，４）６，１７＝１８・（３，７，８）１２（１，２，９）（１３，１１，１４）１５，５，１０（４，６）－（１７，１６）－１８
勝馬の
紹 介

�シャドウパーティー �
�
父 King’s Best �

�
母父 Desert Prince デビュー ２０１１．１０．３０ 東京２着

２００９．２．２０生 牡３鹿 母 Glinting Desert 母母 Dazzling Park ３戦１勝 賞金 ９，１００，０００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。
（非当選馬） ３頭 ダイメイサンデー号・ハーツブラッド号・マリエシチー号
※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。



１１１３７ ５月２７日 晴 良 （２４東京２）第１２日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時３５分 （ダート・左）

牝，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

７１３ ケイアイエレガント 牝３黒鹿５４ 吉田 豊 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 B５００± ０１：３８．０ ２０．８�

８１６ オーシュペール 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム ４５２－ ６１：３８．１� ４．６�
２４ サイモンガーランド 牝３鹿 ５４ C．ウィリアムズ 澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 ４６２＋１０ 〃 ハナ ３．５�

（豪）

５９ リアライズキボンヌ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４３４＋ ２１：３８．４１� ３７．６�
５１０ クラウディーハート 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成ディアレスト 田村 康仁 浦河 有限会社

松田牧場 ４６４± ０１：３９．０３� １３．０�
１２ ヴェイグストーリー 牝３栗 ５４ 丸山 元気 �社台レースホース中川 公成 千歳 社台ファーム ４９２－ ６１：３９．１� ４．６	
２３ ピオニエトウショウ 牝３鹿 ５４ 武 豊トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４１６－ ４ 〃 クビ ５２．７

４７ スパークオンアイス 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４７０－ ４１：３９．８４ １２．８�
３６ フジキラメキ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司荒木 誠氏 伊藤 伸一 新ひだか 前川 正美 ４６６＋ ６１：４０．１２ ５１．８�
８１５ メイブリーズ 牝３芦 ５４ 柴田 善臣千明牧場 鈴木 伸尋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６－ ４１：４０．５２� ５．６
１１ キ タ ル フ ァ 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 土田 扶美子 ４２４± ０１：４０．６クビ ２５４．３�
６１１� ドーリーガール 牝３栗 ５４ 中谷 雄太モナコ商事� 松山 将樹 新ひだか 中橋 正 ４１６＋１０１：４０．９２ ３４４．３�
４８ オメガエンブレム 牝３青 ５４ 横山 典弘原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４４０± ０ 〃 クビ ２０．０�
７１４ レジオンドヌール 牝３芦 ５４ 川田 将雅 �ロードホースクラブ 牧浦 充徳 新ひだか 前川牧場 ４５０－ １１：４１．０クビ １０３．９�
３５ マリーアルーア 牝３栗 ５４ 石橋 脩伊達 敏明氏 上原 博之 日高 サンシャイン

牧場 ４７６＋ ２１：４１．７４ ５２．０�
６１２� マライアレジーナ 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一北前孔一郎氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 ４３８－ ４１：４１．８� ４３５．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，２０３，０００円 複勝： ５８，６７０，５００円 枠連： ３３，０３３，６００円

馬連： ９５，１１１，１００円 馬単： ６１，８２６，９００円 ワイド： ４１，５０４，４００円

３連複： １１７，７８４，２００円 ３連単： １８３，３５５，９００円 計： ６２４，４８９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０８０円 複 勝 � ４１０円 � １６０円 � １５０円 枠 連（７－８） ２，３１０円

馬 連 �� ４，９１０円 馬 単 �� １２，５５０円

ワ イ ド �� １，４４０円 �� １，２５０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ４，５１０円 ３ 連 単 ��� ５５，７８０円

票 数

単勝票数 計 ３３２０３０ 的中 � １２５９６（８番人気）
複勝票数 計 ５８６７０５ 的中 � ２７２６１（８番人気）� １０７３１６（２番人気）� １２４１８５（１番人気）
枠連票数 計 ３３０３３６ 的中 （７－８） １０５９０（９番人気）
馬連票数 計 ９５１１１１ 的中 �� １４３２２（１９番人気）
馬単票数 計 ６１８２６９ 的中 �� ３６３８（４５番人気）
ワイド票数 計 ４１５０４４ 的中 �� ６６２５（１９番人気）�� ７７２９（１４番人気）�� ３３８７０（１番人気）
３連複票数 計１１７７８４２ 的中 ��� １９３０８（１１番人気）
３連単票数 計１８３３５５９ 的中 ��� ２４２６（１７９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．１―２３．１―３５．０―４７．４―１：００．２―１：１２．６―１：２５．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイエレガント �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２０１１．７．１７ 新潟４着

２００９．３．２８生 牝３黒鹿 母 ポストパレード 母母 Spanish Parade ８戦２勝 賞金 １４，９００，０００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。
（非当選馬） ３頭 ウエスタンルーチェ号・フィールザラブ号・フェアリーライン号
※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。

１１１３８ ５月２７日 晴 良 （２４東京２）第１２日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時０５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

１：３１．４
１：３１．４

良

良

２２ ドリームトレイン 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠前田 幸治氏 谷 潔 新冠 村上牧場 ４７６－１０１：３５．３ ３．１�

７１２ ミヤコライジング 牝３鹿 ５４ 田中 勝春吉田都枝江氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム ４４４＋ ６１：３５．５１� ２８．９�
５８ サトノプレジデント 牡３黒鹿５６ 内田 博幸里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４７４－１０１：３５．６� ８．３�
４７ シルクブルックリン 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣有限会社シルク上原 博之 新冠 対馬 正 ５４０－ ４ 〃 クビ ２５．４�
４６ ロジメジャー 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義久米田正明氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４８８＋ ４１：３５．７� １．９�
２３ モエレマリーア 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 ４３８± ０ 〃 クビ ５７．８�
５９ ルタンデスリーズ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高木 登 新ひだか 嶋田牧場 ４７２－ ６１：３５．８クビ １９３．３	
８１５ タンゴグラチア 牝３鹿 ５４ 福永 祐一諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４３４＋ ４１：３５．９� ９．４

６１０ ダイワカリエンテ 牝３栗 ５４ 武士沢友治大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４３８－ ６１：３６．０� ６７．９�
１１ 	 クラウンプリズム 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一矢野 悦三氏 高柳 瑞樹 日高 出口牧場 ４６０－１８ 〃 クビ ３６６．１�
３５ ヴュルデバンダム 牝３青鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人山科 統氏 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 ４３２－１６１：３６．１� ５８．９
３４ ニットウビクトリー 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹�日東牧場 松山 康久 浦河 日東牧場 ４６６－ ２１：３６．３１� ６５．７�
６１１	 カンタベリーナイト 牡３鹿 ５６ 丸山 元気峰 哲馬氏 佐藤 全弘 新ひだか 藤吉牧場 ４７６＋ ２１：３６．８３ ３４３．８�
８１４ メイショウモーレン 牝３栗 ５４ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 安平 ノーザンファーム ４４８＋ ２ 〃 クビ ５２．３�
７１３ エムアイチャンドラ 牝３栗 ５４ 田辺 裕信礒川 正明氏 松永 康利 日高 下河辺牧場 ４５４－ ４１：３６．９クビ ２８５．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３６，４６６，０００円 複勝： ５３，７００，９００円 枠連： ２２，５４７，３００円

馬連： ８７，４０７，５００円 馬単： ６８，１３９，６００円 ワイド： ３７，９６０，９００円

３連複： １０６，０７０，４００円 ３連単： ２１５，４６２，４００円 計： ６２７，７５５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １５０円 � ４５０円 � ２５０円 枠 連（２－７） ２，７００円

馬 連 �� ３，１２０円 馬 単 �� ５，０２０円

ワ イ ド �� ８３０円 �� ４８０円 �� ２，２３０円

３ 連 複 ��� ６，９４０円 ３ 連 単 ��� ３５，０４０円

票 数

単勝票数 計 ３６４６６０ 的中 � ９３６９６（２番人気）
複勝票数 計 ５３７００９ 的中 � １３３８１２（２番人気）� ２４２６９（６番人気）� ５３４５８（３番人気）
枠連票数 計 ２２５４７３ 的中 （２－７） ６１８３（９番人気）
馬連票数 計 ８７４０７５ 的中 �� ２０６９８（９番人気）
馬単票数 計 ６８１３９６ 的中 �� １００３７（１６番人気）
ワイド票数 計 ３７９６０９ 的中 �� １１２０３（８番人気）�� ２１００６（４番人気）�� ３９３２（２３番人気）
３連複票数 計１０６０７０４ 的中 ��� １１２８５（１８番人気）
３連単票数 計２１５４６２４ 的中 ��� ４５３９（８８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．６―３６．８―４９．０―１：０１．０―１：１２．０―１：２３．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドリームトレイン �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 Diesis デビュー ２０１１．７．２４ 京都２着

２００９．３．３１生 牡３黒鹿 母 ドリームスタート 母母 Trim Cut １０戦２勝 賞金 ２６，８６８，０００円
〔制裁〕 ルタンデスリーズ号の騎手大野拓弥は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１４番への進

路影響）



１１１３９ ５月２７日 晴 良 （２４東京２）第１２日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時３５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

１：２１．９
１：２１．５

不良

不良

５９ デザートオアシス 牡４鹿 ５７ 川田 将雅 H.H．シェイク・ハムダン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５２０－１４１：２４．８ ２．２�

６１２ アルベルティ 牡４鹿 ５７ 武 豊 H.R.H．プリンセス・ハヤ 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５１０± ０１：２５．１２ ４．４�

１２ � ピ ュ カ ー ロ 牡４栗 ５７ 小牧 太藤田 孟司氏 角田 晃一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５８－ ８１：２５．３１� １３．５�

６１１ ポリティカルパワー 牡５青 ５７ 木幡 初広加藤 徹氏 成島 英春 新冠 大狩部牧場 ４９２＋ ２１：２５．４	 ２３．５�
８１６ メイスンファースト 牡７鹿 ５７

５４ ▲長岡 禎仁梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 地興牧場 B４８２－ ４１：２５．５クビ ３６．４�
７１４
 セイウンアスラン 牡６栗 ５７

５４ ▲嶋田 純次西山 茂行氏 手塚 貴久 米
Diane Shashura, G.
David Shashura & and
Bridle Breezes, LLC.

５０６－ ２１：２５．９２	 ２９．４�
３６ グランデタキオン 牡５鹿 ５７ 津村 明秀芹澤 精一氏 相沢 郁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２－２０ 〃 アタマ ２９４．１�
５１０ ネオスプレマシー 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠小林 仁幸氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４８４± ０ 〃 ハナ ５．９	
７１３ ディーエスコンドル 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 ４６０－ ４１：２６．１１ １５．５

２４ ツインエンジェルズ 牝４青 ５５ 吉田 隼人吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム ４４０－ ２１：２６．２	 ８．２�
４７ 
� イメージレイナ 牝５青鹿５５ 的場 勇人岸田 勝宏氏 的場 均 米 Katsuhiro

Kishida ４５６± ０１：２６．５１� ２０８．３�
２３ ウィンザーフラッグ 牡４栗 ５７ 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 ５０２＋１８ 〃 クビ １３９．６
３５ � サ ト シ ッ ク 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹小林 照弘氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ５２２＋１０１：２６．９２	 １４１．２�
４８ ライブインベガス 牝４黒鹿５５ 田中 博康浅田 次郎氏 小桧山 悟 千歳 社台ファーム ４４４＋２２１：２７．１１� ２３０．４�
１１ 
� マスターズソング 牡４芦 ５７ 柴田 大知�リーヴァ 伊藤 大士 米

James C. Weigel
& Unbridled’s
Song Syndicate

５０６－１３１：２７．５２	 １８７．５�
８１５ ゴールドアゲイン 牝４黒鹿５５ 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 新冠 ラツキー牧場 ４１８± ０１：２８．６７ ２６９．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，７３６，２００円 複勝： ５９，３７４，６００円 枠連： ３０，６７５，４００円

馬連： １１４，０８６，９００円 馬単： ６９，８９４，２００円 ワイド： ４１，７４８，９００円

３連複： １２４，１８０，４００円 ３連単： ２２２，９０７，９００円 計： ７０１，６０４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � ２６０円 枠 連（５－６） ３２０円

馬 連 �� ５６０円 馬 単 �� ８８０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� ６８０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� ２，１９０円 ３ 連 単 ��� ６，５７０円

票 数

単勝票数 計 ３８７３６２ 的中 � １４２０９１（１番人気）
複勝票数 計 ５９３７４６ 的中 � １６４６８８（１番人気）� １０３９６０（２番人気）� ４２８３３（５番人気）
枠連票数 計 ３０６７５４ 的中 （５－６） ７１８９４（１番人気）
馬連票数 計１１４０８６９ 的中 �� １５１７８３（１番人気）
馬単票数 計 ６９８９４２ 的中 �� ５８９１４（１番人気）
ワイド票数 計 ４１７４８９ 的中 �� ４０９１９（１番人気）�� １４３５２（８番人気）�� １１０４７（９番人気）
３連複票数 計１２４１８０４ 的中 ��� ４１８８６（５番人気）
３連単票数 計２２２９０７９ 的中 ��� ２５０５２（９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．５―３５．５―４７．９―１：００．１―１：１２．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デザートオアシス �
�
父 Kheleyf �

�
母父 Rahy デビュー ２０１１．７．２ 京都３着

２００８．５．５生 牡４鹿 母 フラグラントオアシス 母母 Raahia ６戦２勝 賞金 ２１，１００，０００円
※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。
（非抽選馬） ４頭 ケイアイアポロン号・シグナルストーン号・スノウプリンス号・チリトテシャン号

１１１４０ ５月２７日 晴 良 （２４東京２）第１２日 第８競走 ��
��２，４００�

あおあらし

青 嵐 賞
発走１４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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

７１１ カノンコード 牡６芦 ５７ C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５２６± ０２：２５．６ ５．４�
（豪）

５８ サクセスパシュート 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠�嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 高昭牧場 ４７０± ０ 〃 クビ ３．５�
５７ スペースアーク 牡５鹿 ５７ 内田 博幸里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４９０＋ ４２：２５．７クビ ３．７�
６９ ラッキーバニラ 牡５青鹿５７ 福永 祐一吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B４９４± ０ 〃 クビ １２．２�
３４ � クラレットジャグ �７鹿 ５７ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 中川 公成 早来 ノーザンファーム ４７６± ０２：２５．８クビ １８．６�
８１３ ホッコーブレーヴ 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成矢部 幸一氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 ４７２± ０ 〃 クビ １０．４�
７１２ オリエンタルジェイ 牡５黒鹿５７ 北村 宏司棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか グランド牧場 ４９８－ ２２：２６．１２ １０．７	
３３ マイネルネオハート 牡５黒鹿５７ 武士沢友治 
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 ４６６＋ ４２：２６．２	 ７９．９�
２２ シンボリローレンス �７黒鹿５７ 木幡 初広シンボリ牧場 宗像 義忠 門別 シンボリ牧場 ４９２± ０２：２６．４１
 １５６．２�
４６ マイネルガネーシャ 牡４栗 ５７ 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 日高 今井牧場 ５００－ ２２：２６．５クビ １６０．３
８１４ ジェイケイラン 牝６黒鹿５５ 石橋 脩小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム ５０８＋ ２２：２６．９２	 ３９．８�
４５ ヴァルナビスティー 牡４黒鹿５７ 吉田 豊備前島敏子氏 尾形 充弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５０６＋ ２２：２７．０	 ７．８�
６１０ フランドルシチー 牡７鹿 ５７ 大庭 和弥 
友駿ホースクラブ 奥平 雅士 門別 幾千世牧場 ５３６－ ２２：２７．１	 １１３．５�
１１ ギムレットアイ 牡７鹿 ５７ 柴田 大知小野 博郷氏 浅野洋一郎 門別 浜本牧場 ４６２＋ ２ 〃 アタマ １７０．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４１，３７１，９００円 複勝： ６８，８０７，７００円 枠連： ３６，３７１，５００円

馬連： １４１，７８４，７００円 馬単： ８３，００６，７００円 ワイド： ４９，５９０，４００円

３連複： １５８，８０９，８００円 ３連単： ２８４，８６９，４００円 計： ８６４，６１２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １９０円 � １３０円 � １４０円 枠 連（５－７） ３６０円

馬 連 �� １，０３０円 馬 単 �� ２，３４０円

ワ イ ド �� ４００円 �� ４８０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� １，０５０円 ３ 連 単 ��� ７，７７０円

票 数

単勝票数 計 ４１３７１９ 的中 � ６０６０８（３番人気）
複勝票数 計 ６８８０７７ 的中 � ８０１３６（３番人気）� １６５５６８（１番人気）� １３９７２０（２番人気）
枠連票数 計 ３６３７１５ 的中 （５－７） ７５６３０（１番人気）
馬連票数 計１４１７８４７ 的中 �� １０１９４９（２番人気）
馬単票数 計 ８３００６７ 的中 �� ２６１８４（６番人気）
ワイド票数 計 ４９５９０４ 的中 �� ２９１６８（２番人気）�� ２３７８３（３番人気）�� ５７７２０（１番人気）
３連複票数 計１５８８０９８ 的中 ��� １１１６８５（１番人気）
３連単票数 計２８４８６９４ 的中 ��� ２７０８３（１３番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１２．７―１２．９―１２．８―１２．７―１２．５―１１．７―１１．５―１１．０―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．７―２４．０―３６．７―４９．６―１：０２．４―１：１５．１―１：２７．６―１：３９．３―１：５０．８―２：０１．８―２：１３．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カノンコード �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１１．９ 京都１着

２００６．２．２５生 牡６芦 母 ポ ッ プ ス 母母 ポツプシンガー １７戦３勝 賞金 ５９，５３０，０００円
〔制裁〕 オリエンタルジェイ号の騎手北村宏司は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（１１番への進路影響）

サクセスパシュート号の騎手岩田康誠は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１２番への進路影
響）
スペースアーク号の騎手内田博幸は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１２番への進路影響）
カノンコード号の騎手C．ウィリアムズは，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（９番・４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。

１レース目



１１１４１ ５月２７日 晴 良 （２４東京２）第１２日 第９競走 ��
��１，８００�む ら さ き 賞

発走１４時５０分 （芝・左）
４歳以上，１，６００万円以下，２３．５．２８以降２４．５．２０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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

４７ トーセンジャガー 牡４青 ５５ 江田 照男島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ
スティファーム ４７０－ ２１：４６．０ ８．６�

８１７ マルカボルト 牡５黒鹿５７．５ 池添 謙一河長産業� 羽月 友彦 浦河 笹地牧場 ４８２－ ２ 〃 クビ １１．６�
１２ レインボーダリア 牝５栗 ５５ 石橋 脩田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４６２＋ ２１：４６．１クビ ５．２�
３６ エチゴイチエ 牡４鹿 ５５ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４６６－ ８１：４６．７３� ６．５�
３５ リヴェレンテ 牡４青鹿５６ 三浦 皇成 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム ５０２＋ ６１：４６．８� ７．２	
７１５ リルダヴァル 牡５栗 ５８ C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４９２＋ ８１：４７．０１� ５．２


（豪）

６１２ フェイマステイル 牡６鹿 ５５ 柴田 善臣 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４８０－ ２１：４７．１� １０９．１�
６１１ ミカエルビスティー 牡５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 ４９０＋ ６１：４７．２� １８．０�
２３ � カワキタフウジン 牡７栗 ５７ 川田 将雅川島 吉男氏 増本 豊 門別 沖田牧場 ５１６－ ２１：４７．４１� ３３．９
５１０ マイネルグート 牡５鹿 ５５ 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 ５０８＋ ６１：４７．５� ４１．０�
８１８ アロマカフェ 牡５黒鹿５７．５ 武 豊西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４６６－ ４ 〃 クビ ２９．９�
１１ アナバティック 牡５栗 ５７ 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４８６－ ８１：４７．６クビ ９．０�
８１６	 リリエンタール 牡５鹿 ５７．５ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 T. Yoshida ４４２＋ ２ 〃 クビ ３２．２�
５９ ザバトルユージロー 牡６鹿 ５４ 北村 宏司宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 ４４０＋ ２１：４７．７
 ２２．３�
２４ セタガヤフラッグ 牡９鹿 ５３ 杉原 誠人千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４６４－ ４１：４７．８クビ １４９．６�
７１３	 ワールドブルー 牡６鹿 ５３ 勝浦 正樹 �ブルーマネジメント森 秀行 米 Fusao

Sekiguchi ４８４± ０１：４８．０１� ６５．９�
４８ ハッピーパレード 牝６黒鹿５２ 田中 勝春馬場 幸夫氏 牧 光二 早来 ノーザンファーム ４５６－ ８１：４８．３１
 ６３．３�
７１４� サクラネクスト 牡８栗 ５３ 吉田 隼人�さくらコマース小笠 倫弘 静内 西村 和夫 B４６８－ ６１：４８．４� １８４．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ５１，５９７，９００円 複勝： ８０，３４６，９００円 枠連： ６４，６７０，９００円

馬連： ２０８，７５３，８００円 馬単： １０７，３４４，２００円 ワイド： ７１，７８４，７００円

３連複： ２４７，０８２，８００円 ３連単： ４０４，２００，５００円 計： １，２３５，７８１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � ３００円 � ３６０円 � １９０円 枠 連（４－８） ３，２８０円

馬 連 �� ６，５８０円 馬 単 �� １２，８２０円

ワ イ ド �� ２，２００円 �� ９７０円 �� １，５３０円

３ 連 複 ��� １３，８８０円 ３ 連 単 ��� ９９，２１０円

票 数

単勝票数 計 ５１５９７９ 的中 � ４７５２９（５番人気）
複勝票数 計 ８０３４６９ 的中 � ６８８３６（５番人気）� ５２５８５（７番人気）� １２９９６２（１番人気）
枠連票数 計 ６４６７０９ 的中 （４－８） １４５８５（１６番人気）
馬連票数 計２０８７５３８ 的中 �� ２３４３９（２７番人気）
馬単票数 計１０７３４４２ 的中 �� ６１８２（５３番人気）
ワイド票数 計 ７１７８４７ 的中 �� ７８７６（２９番人気）�� １８８１７（８番人気）�� １１５１０（１９番人気）
３連複票数 計２４７０８２８ 的中 ��� １３１３９（４４番人気）
３連単票数 計４０４２００５ 的中 ��� ３００７（３１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．１―３５．９―４７．９―１：００．２―１：１２．４―１：２３．４―１：３４．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４５．８―３F３３．６

３ １，１７－２，１３（７，８）（５，４，１０，１８）（９，１２，１４）（６，１５）（３，１６）１１
２
４
１（２，１３，１７）４（７，８）（１０，１８）（５，９）（６，１２，１４）（３，１１，１６）１５・（１，１７）－２（７，１３）（８，１８）（５，４）１０（９，１２，１４，１５）６（３，１６）１１

勝馬の
紹 介

トーセンジャガー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１０．９．２０ 札幌１０着

２００８．４．１３生 牡４青 母 トーセンザサン 母母 サンセットムーン １５戦４勝 賞金 ５８，１４１，０００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 アバウト号・ドリームトラベラー号
※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。

１１１４２ ５月２７日 晴 良 （２４東京２）第１２日 第１０競走 ��
��２，４００�東 京 優 駿（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （第７９回日本ダービー） （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�
内閣総理大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞・東京馬主協会賞（１着）

賞 品
本 賞 １５０，０００，０００円 ６０，０００，０００円 ３８，０００，０００円 ２３，０００，０００円 １５，０００，０００円
付 加 賞 ３７，３１０，０００円 １０，６６０，０００円 ５，３３０，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品

朝日新聞社賞（１着）
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

２：２２．１
２：２２．１
２：２３．３

良

良

良

５１０ ディープブリランテ 牡３鹿 ５７ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 矢作 芳人 新冠 パカパカ
ファーム ４９６－ ６２：２３．８ ８．５�

６１１ フェノーメノ 牡３青鹿５７ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 戸田 博文 平取 追分ファーム ４９０－ ２ 〃 ハナ １４．６�
７１４ トーセンホマレボシ 牡３鹿 ５７ C．ウィリアムズ 島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ５０４＋ ６２：２３．９� １５．０�

（豪）

４８ ワールドエース 牡３鹿 ５７ 福永 祐一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４４６± ０２：２４．０クビ ２．５�
３６ ゴールドシップ 牡３芦 ５７ 内田 博幸小林 英一氏 須貝 尚介 日高 出口牧場 ５００＋ ２ 〃 クビ ３．１�
４７ コスモオオゾラ 牡３鹿 ５７ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム ４６６－１０２：２４．１� ４４．１	
６１２ ト リ ッ プ 牡３芦 ５７ 田辺 裕信大八木信行氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４９４－ ２２：２４．３１	 １７３．４

５９ エタンダール 牡３鹿 ５７ 松岡 正海広尾レース� 藤原 英昭 大樹 大樹ファーム ４３６＋ ６２：２４．４� １０６．０�
３５ ベールドインパクト 牡３鹿 ５７ 藤岡 佑介 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８８± ０ 〃 クビ ９８．２
８１７ グランデッツァ 牡３栗 ５７ 池添 謙一 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム ４９６＋１２２：２４．６１� １３．９�
２４ ジャスタウェイ 牡３鹿 ５７ 秋山真一郎大和屋 暁氏 須貝 尚介 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２＋ ８２：２４．８� １１２．９�
８１６ モンストール 牡３鹿 ５７ 柴田 善臣前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 村下農場 ４６０± ０２：２５．０１� ２３４．７�
８１８ アルフレード 牡３鹿 ５７ 武 豊 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ５２０＋ ４２：２５．１� ３２．５�
１１ スピルバーグ 牡３鹿 ５７ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５０４＋１２２：２５．４２ ３８．７�
７１３ ク ラ レ ン ト 牡３栗 ５７ 小牧 太前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４＋ ２２：２５．６� １０６．３�
２３ ゼ ロ ス 牡３鹿 ５７ 川田 将雅杉澤 光雄氏 領家 政蔵 日高 坂 牧場 ４９２± ０２：２５．８１� ７１．９�
７１５ ブライトライン 牡３青 ５７ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０８＋ ６２：２６．０１ ２７５．３�
１２ ヒストリカル 牡３黒鹿５７ 安藤 勝己近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４２６－ ８２：２６．７４ １４．６�

（１８頭）

売 得 金
単勝： １，０００，１５５，０００円 複勝： ８２３，４５２，２００円 枠連： ７９３，８４１，３００円 馬連： ３，３０３，８３０，２００円 馬単： ２，０６７，０４７，０００円

ワイド： ９１４，１９５，９００円 ３連複： ４，１２７，３５２，６００円 ３連単： ９，６７４，５８７，８００円 ５重勝： １，００２，８７５，９００円 計： ２３，７０７，３３７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８５０円 複 勝 � ３１０円 � ３９０円 � ４４０円 枠 連（５－６） ４，８７０円

馬 連 �� ５，６８０円 馬 単 �� １０，１８０円

ワ イ ド �� １，７３０円 �� １，４５０円 �� ２，０８０円

３ 連 複 ��� １４，１６０円 ３ 連 単 ��� ８７，３８０円

５ 重 勝
対象競走：東京８R／京都９R／東京９R／京都１０R／東京１０R

キャリーオーバー なし����� ７９５，８４０円

票 数

単勝票数 計１０００１５５０ 的中 � ９３２２９９（３番人気）
複勝票数 計８２３４５２２ 的中 � ７５４７７５（３番人気）� ５５６１５６（４番人気）� ４７８２０４（６番人気）
枠連票数 計７９３８４１３ 的中 （５－６） １２０３２６（１９番人気）
馬連票数 計３３０３８３０２ 的中 �� ４２９４４４（１７番人気）
馬単票数 計２０６７０４７０ 的中 �� １４９８７４（３２番人気）
ワイド票数 計９１４１９５９ 的中 �� １３０５８９（１５番人気）�� １５６８０３（１３番人気）�� １０７５２５（２２番人気）
３連複票数 計４１２７３５２６ 的中 ��� ２１５１５６（３８番人気）
３連単票数 計９６７４５８７８ 的中 ��� ８１７１１（２３６番人気）
５重勝票数 計１００２８７５９ 的中 ����� ９３０

ハロンタイム １２．８―１０．８―１２．０―１１．７―１１．８―１１．７―１２．２―１２．４―１２．３―１１．７―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．８―２３．６―３５．６―４７．３―５９．１―１：１０．８―１：２３．０―１：３５．４―１：４７．７―１：５９．４―２：１１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３６．１
１
３
３，１４（１０，１３）１７，１２（７，１１）１５，９（５，８）６（１６，１８）＝２，４－１
３－１４＝１３，１０，１７（１２，１１）－７，１５，８（９，６）（５，１８）（４，１６）－２，１

２
４

３－１４－１３，１０，１７，１２，１１－７，１５－９，８，５，６，１８，１６，４－２－１・（３，１４）＝（１３，１０）（１２，１７）（１１，７）１５（８，６）（９，１８）５（４，１６）－（１，２）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ディープブリランテ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Loup Sauvage デビュー ２０１１．１０．１ 阪神１着

２００９．５．８生 牡３鹿 母 ラヴアンドバブルズ 母母 Bubble Dream ６戦３勝 賞金 ２９２，０５６，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 グッドマイスター号・ステラウインド号・スノードン号・フジマサエンペラー号・ボーイフレンド号・

マウントシャスタ号
※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。

３レース目
５レース目



１１１４３ ５月２７日 晴 良 （２４東京２）第１２日 第１１競走 ��
��１，４００�

ふ が く

富 嶽 賞
発走１６時２５分 （ダート・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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．５

不良

不良

８１６� ジャパンプライド 牡４鹿 ５７ 横山 典弘星野 壽市氏 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 ４６８＋ ８１：２５．０ ３．７�

７１３ ジャズピアノ 牡５黒鹿５７ 石橋 脩加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６４＋ ２１：２５．２１� １１．４�
８１５ エイコオウイング 牝４鹿 ５５ 北村 宏司木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 ４７８＋ ４１：２５．３	 ４．５�
６１１
 サトノモンスター 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎里見 治氏 矢作 芳人 米 Masatake

Iida ４８８＋ ６１：２５．４� ６．６�
５９ 
 カネトシイナーシャ 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠兼松 利男氏 白井 寿昭 米 JMJ Racing

Stables, LLC ４７４± ０１：２５．５� ６．０�
４７ エイブルサクセス 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 ５５０± ０ 〃 アタマ １４．６�
３５ クラッチヒット 牡７栗 ５７ 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム ５００＋１４１：２５．６� ３３．６�
７１４ マジックアロー 牡６鹿 ５７ 小牧 太	杵臼牧場 新川 恵 浦河 杵臼牧場 B４７０＋ ６１：２５．７� １２．９

４８ パライバトルマリン 牡４栗 ５７ 宮崎 北斗山上 和良氏 和田正一郎 浦河 津島 優治 ４９６－１２１：２５．９１ ５０．６�
２３ 
 セイウンリファイン 牡６鹿 ５７ 村田 一誠西山 茂行氏 萱野 浩二 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones B４８２± ０１：２６．０� １５９．２�
５１０ ジャーグラット 牡４栗 ５７ 柴田 善臣本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 ４２８－ ２ 〃 アタマ ３８．９
１１ シルクファルシオン 牡５栗 ５７ 吉田 豊有限会社シルク尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ５００＋ ６ 〃 ハナ ３８．３�
６１２ ラッシュザワーク 牡５栗 ５７ 蛯名 正義 �グリーンファーム二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４８０－ ８１：２６．１	 ２９．０�
１２ ル ナ ロ ッ ソ 牝６栗 ５５ 勝浦 正樹木浪 巖氏 杉浦 宏昭 静内 西川富岡牧場 ５２８＋ ８ 〃 クビ ７５．０�
２４ 
 ヒラボクソング 牡５芦 ５７ 福永 祐一�平田牧場 角居 勝彦 米 Dr. Masa-

take Iida ５１８－ ２１：２７．１６ ２９．４�
３６ ミシックトウショウ 牝４鹿 ５５ 江田 照男トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５０＋ ２１：２８．１６ ３６．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５９，６９４，２００円 複勝： ９５，８８５，４００円 枠連： ６８，６４７，７００円

馬連： ２２５，６８５，３００円 馬単： １２１，２２２，５００円 ワイド： ７８，０６２，８００円

３連複： ２６６，３７９，５００円 ３連単： ４９０，１８０，８００円 計： １，４０５，７５８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １７０円 � ２８０円 � １７０円 枠 連（７－８） ６９０円

馬 連 �� ２，７８０円 馬 単 �� ４，８７０円

ワ イ ド �� １，１６０円 �� ３７０円 �� １，１４０円

３ 連 複 ��� ４，２６０円 ３ 連 単 ��� ２４，３５０円

票 数

単勝票数 計 ５９６９４２ 的中 � １２８１１４（１番人気）
複勝票数 計 ９５８８５４ 的中 � １６６５１０（１番人気）� ７５２００（５番人気）� １６２４８６（２番人気）
枠連票数 計 ６８６４７７ 的中 （７－８） ７３５２３（３番人気）
馬連票数 計２２５６８５３ 的中 �� ５９９５８（７番人気）
馬単票数 計１２１２２２５ 的中 �� １８４０７（１４番人気）
ワイド票数 計 ７８０６２８ 的中 �� １５６６７（１３番人気）�� ５７８６０（１番人気）�� １６０８１（１１番人気）
３連複票数 計２６６３７９５ 的中 ��� ４６１９９（６番人気）
３連単票数 計４９０１８０８ 的中 ��� １４８５７（４４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２４．０―３５．８―４８．３―１：００．６―１：１２．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ジャパンプライド �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 Kingmambo

２００８．４．２５生 牡４鹿 母 クイーンエタニティ 母母 チコリーベル １１戦２勝 賞金 ３４，６１５，０００円
初出走 JRA

※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 プロスペラスマム号

１１１４４ ５月２７日 晴 良 （２４東京２）第１２日 第１２競走
第１２６回農林水産省賞典

��
��２，５００�目 黒 記 念（ＧⅡ）

発走１７時００分 （芝・左）

４歳以上，２３．５．２８以降２４．５．２０まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
農林水産大臣賞（１着）

賞 品
本 賞 ５５，０００，０００円 ２２，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，３００，０００円 ５，５００，０００円
付 加 賞 １，３０２，０００円 ３７２，０００円 １８６，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２９．８
２：２９．５

良

良

７１４ スマートロビン 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義大川 徹氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 ５３６＋ ２２：３０．６ ４．４�

５９ トウカイパラダイス 牡５黒鹿５５ 柴山 雄一内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ５１０＋ ２２：３０．９１� １６．９�
６１２ コスモロビン 牡４鹿 ５５ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 中村 俊紀 ５２６± ０２：３１．０� １６．３�
１２ ダノンバラード 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム ４７８－ ６ 〃 ハナ ６．９�
８１６ ユニバーサルバンク 牡４黒鹿５７ C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４６６－ ２ 〃 クビ ６．２�

（豪）

４７ モンテクリスエス 牡７鹿 ５６ 内田 博幸毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 ５５４＋ ６２：３１．１� １０８．４	
３５ � 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 ５０４＋ ２２：３１．２� ４．４

２４ ア イ ノ カ ゼ 牡７鹿 ５１ 江田 照男丸岡 啓一氏 菊川 正達 新冠 ムラカミファーム ５０６＋ ２２：３１．５１� ８４．２�
８１８ トレイルブレイザー 牡５鹿 ５８ 武 豊前田 葉子氏 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９２－ ２ 〃 クビ ４．７�
５１０ 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 ４９８＋ ２２：３１．７１	 １３７．９
８１７ ピエナファンタスト 牡６鹿 ５３ 木幡 初広本谷 兼三氏 谷 潔 早来 ノーザンファーム ４７４＋ ２ 〃 クビ １４０．２�
１１ 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 ５１０＋ ６２：３１．８クビ ８２．０�
７１５ セイカアレグロ 牡７鹿 ４８ 伊藤 工真久米 大氏 黒岩 陽一 新冠 シンユウフアーム ５０２－ ４２：３２．０１ ２１５．８�
２３ カワキタコマンド 牡５鹿 ５５ 柴田 善臣川島 吉男氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４７２－ ８ 〃 クビ ４３．９�
４８ エアポートメサ 牡４栗 ５２ 川島 信二新木 鈴子氏 小原伊佐美 日高 ナカノファーム ４５４± ０２：３２．１クビ １９．２�
７１３ ネヴァブション 牡９黒鹿５７ 吉田 隼人廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 早田牧場新

冠支場 ４７６－１４２：３２．３１ １１４．２�
３６ マイネルアンサー 牡８鹿 ５４ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 三石 稲葉牧場 ５３０－ ４２：３３．４７ １８２．６�
６１１ サンテミリオン 牝５黒鹿５４ 北村 宏司吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４７４－ ４２：３３．７１� ４２．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６６，５０２，２００円 複勝： ２３３，１６１，９００円 枠連： １２４，６５１，８００円

馬連： ５９７，８９６，６００円 馬単： ３１２，８１０，９００円 ワイド： ２１５，７９９，０００円

３連複： ８１１，０５２，１００円 ３連単： １，５０３，８２５，７００円 計： ３，９６５，７００，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � ２００円 � ４２０円 � ４２０円 枠 連（５－７） ２，９６０円

馬 連 �� ３，６４０円 馬 単 �� ６，６８０円

ワ イ ド �� １，３４０円 �� １，０４０円 �� ２，５００円

３ 連 複 ��� １３，６４０円 ３ 連 単 ��� ７０，２２０円

票 数

単勝票数 計１６６５０２２ 的中 � ３０４２９７（１番人気）
複勝票数 計２３３１６１９ 的中 � ３８７５９８（２番人気）� １３４１１８（６番人気）� １３２２３８（７番人気）
枠連票数 計１２４６５１８ 的中 （５－７） ３１１４５（１６番人気）
馬連票数 計５９７８９６６ 的中 �� １２１５２１（１６番人気）
馬単票数 計３１２８１０９ 的中 �� ３４５７８（２６番人気）
ワイド票数 計２１５７９９０ 的中 �� ３９９５７（１６番人気）�� ５２０９０（１１番人気）�� ２０８０４（２８番人気）
３連複票数 計８１１０５２１ 的中 ��� ４３８９１（４６番人気）
３連単票数 計１５０３８２５７ 的中 ��� １５８０５（２３０番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．２―１８．３―２９．４―４１．４―５３．４―１：０５．５―１：１８．２―１：３１．４―１：４４．０―１：５５．８―２：０６．９―２：１８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．６―３F３４．８
１
３

１５，１４，２－９（５，１１）（３，１６，１８）１２，１３，１０（４，１７）７（１，８）－６
１５，１４（２，９，１１）１８（５，１６，６）１３（３，１２）（１，８）１０（４，１７）７

２
４

１５－１４－２－９－１１，５，１８（３，１６）（１２，１３）（１０，１）（４，１７）（７，８）６・（１５，１４）（２，９）（１６，１１）１８（５，１２）１３（３，６）（１０，４，１，８）（７，１７）
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 １５戦６勝 賞金 １６２，４１５，０００円
〔制裁〕 スマートロビン号の騎手蛯名正義は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（９番・５番・１６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。



（２４東京２）第１２日 ５月２７日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １９６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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

５５５，１２０，０００円
２，０８０，０００円
４，７１０，０００円
５６，７４０，０００円
５１，８１０，０００円
６８，９８７，５００円
６，０６８，０００円
１，８８１，６００円

勝馬投票券売得金
１，５５０，９２９，５００円
１，７３１，５２９，８００円
１，２６２，８５２，２００円
５，０５８，５８９，７００円
３，１２４，３９２，２００円
１，５８２，６９９，３００円
６，３３９，７６４，３００円
１３，６９２，３７３，３００円
１，００２，８７５，９００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 ３５，３４６，００６，２００円

総入場人員 １１５，４０７名 （有料入場人員 １１１，４４２名）



平成２４年度 第２回東京競馬 総計

競走回数 １４４回 出走延頭数 ２，１６９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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

３，４８０，３８０，０００円
１０，４００，０００円
６７，８８０，０００円
１２８，９５０，０００円
３１８，９５０，０００円
７５９，９７８，５００円
６４，８２６，４００円
２０，８１２，８００円

勝馬投票券売得金
７，３３２，６７７，５００円
１０，８４２，４６７，４００円
６，１９７，８７９，３００円
２４，８２１，２８３，３００円
１４，７７３，５８６，３００円
８，３４７，９４１，４００円
３０，６８４，４３４，９００円
６０，７４７，４４５，８００円
４，５１１，１１２，５００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 １６８，２５８，８２８，４００円

総入場延人員 ５７９，５７６名 （有料入場延人員 ５５３，０９４名）


