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１１０１３ ４月２２日 曇 良 （２４東京２）第２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）

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

１２ ブルーイングリーン 牡３栗 ５６ 三浦 皇成青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４８０－１０１：２７．３ ２．０�

４８ デルマエビス 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム ４５２＋ ２ 〃 クビ ３．２�
７１４ コーリンギデオン 牡３鹿 ５６ 津村 明秀伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 ４６２± ０１：２７．８３ １５７．６�
６１２ カネトシミント 牡３黒鹿５６ 中谷 雄太兼松 利男氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 ５１０＋ ２１：２８．１１� １７．９�
８１６ ドリームピース 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹セゾンレースホース� 松山 康久 安平 追分ファーム ４７４－１２ 〃 クビ ２０．７�
６１１ ヒカリオーシャン 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣�ヒカリクラブ 本田 優 伊達 高橋農場 ４９４－ ２１：２８．４１� ５．８�
４７ キングユウヤ 牡３栗 ５６ 田辺 裕信藤沼 利夫氏 松山 将樹 新ひだか 金 宏二 ５１８－１４１：２８．７２ １２６．６	
３６ アークイクシオン 牡３黒鹿５６ 吉田 豊門野 文典氏 清水 久詞 浦河 向別牧場 ４５８－ ２１：２８．８クビ ３８．２

５９ トウショウテイスト 牡３鹿 ５６ 武士沢友治トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７０＋ ４１：２８．９� １８５．７�
２３ スマクラグドス 牡３栗 ５６ 丸山 元気青山 洋一氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 ４２４ ―１：２９．２１� １１２．９�
５１０ ウィッシュガバナー 牝３鹿 ５４ 松岡 正海中谷 初子氏 嶋田 潤 新ひだか 三木田 尚大 ４２８－ ６１：２９．４１� １４９．３
３５ ナムラレアアース 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 小野 秀治 ４１２± ０１：２９．５クビ １１４．５�
７１３ ディアコンコルド 牡３鹿 ５６ 田中 勝春寺田千代乃氏 加藤 征弘 安平 追分ファーム ４９８± ０１：２９．７１� １７．５�
１１ ダイワビガー 牡３黒鹿５６ 柴田 大知大城 敬三氏 田中 清隆 新冠 パカパカ

ファーム ４３８＋ ２１：３０．３３� １３８．１�
２４ ヒカルツヨコ 牝３鹿 ５４ 横山 義行中脇 満氏 田中 剛 浦河 中脇 満 ４２４ ―１：３０．７２� ３３１．６�
８１５ ガッテンラヴ 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥本間 充氏 本間 忍 浦河 日田牧場 ４６４－ ４１：３１．０２ ７１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，０５９，９００円 複勝： ３２，０８２，２００円 枠連： １４，９３１，３００円

馬連： ４９，０１４，６００円 馬単： ３８，５１８，４００円 ワイド： ２１，２６２，８００円

３連複： ６８，４０５，６００円 ３連単： １２３，７８０，６００円 計： ３６７，０５５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � １，６１０円 枠 連（１－４） ３２０円

馬 連 �� ３４０円 馬 単 �� ５４０円

ワ イ ド �� １８０円 �� ４，６６０円 �� ４，４６０円

３ 連 複 ��� １１，９７０円 ３ 連 単 ��� ３０，３７０円

票 数

単勝票数 計 １９０５９９ 的中 � ７８２１３（１番人気）
複勝票数 計 ３２０８２２ 的中 � １０９６５０（１番人気）� ８２０７３（２番人気）� ２３９２（１５番人気）
枠連票数 計 １４９３１３ 的中 （１－４） ３４６７８（１番人気）
馬連票数 計 ４９０１４６ 的中 �� １０７１８４（１番人気）
馬単票数 計 ３８５１８４ 的中 �� ５２７７４（１番人気）
ワイド票数 計 ２１２６２８ 的中 �� ４１１２２（１番人気）�� ９１１（３８番人気）�� ９５３（３６番人気）
３連複票数 計 ６８４０５６ 的中 ��� ４２１９（３０番人気）
３連単票数 計１２３７８０６ 的中 ��� ３００８（８２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．３―３６．７―４９．６―１：０２．３―１：１４．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルーイングリーン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１１．８．２７ 札幌７着

２００９．３．８生 牡３栗 母 レイズアンドコール 母母 モーリストンベル ６戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔発走状況〕 ヒカリオーシャン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 グランキュヴェ号

１１０１４ ４月２２日 曇 良 （２４東京２）第２日 第２競走 ��
��２，１００�サラブレッド系３歳

発走１０時４０分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量

本 賞 ５，０００，０００円 １，６５０，０００
１，６５０，０００

円
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

７１４ オネストエイブ 牡３鹿 ５６ 津村 明秀 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４６６－ ２２：１６．４ １０．４�

１１ オパールパワー 牡３芦 ５６ 丸山 元気居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム ５４２－ ４２：１６．８２� ６．９�
３５ 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 B４７６－ ４ 〃 同着 ２．１�
５１０ クレバーエンペラー 牡３栗 ５６ 田辺 裕信田� 正明氏 小西 一男 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B４８４± ０２：１６．９� ７８．５�
７１３ ザッツフォエヴァー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝ザ・チャンピオンズ 牧 光二 新冠 若林牧場 ５２８± ０ 〃 クビ ５．０�
６１１ 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＋ ２２：１７．０� １７．２

１２ ウインアズーリ 牡３栗 ５６ 石橋 脩�ウイン 北出 成人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４８８－ ２２：１７．７４ ４６．６�
４７ ビックタイム 牝３栗 ５４ 大野 拓弥永田 清男氏 谷原 義明 新ひだか 白井 吉美 B４０８－ ４２：１７．８� ２４４．８�
８１６ トラストネモフィラ 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹菅波 雅巳氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 ４７０－ ８２：１８．０１� ２８０．７
３６ アサクサニッポン 牡３青 ５６ 吉田 豊田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６８－ ２２：１８．５３ １１．１�
８１５ 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 B４８８－ ６２：１８．６� ２５３．９�
４８ エンギロティタ 牡３青鹿５６ 三浦 皇成藤田 孟司氏 小島 茂之 日高 モリナガファーム ４７２－ ２２：１８．８１� ８．７�
６１２ ジャングルスター 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太冨沢 敦子氏 畠山 重則 日高 石原牧場 ５５４－ ６２：１９．６５ ５０２．７�
２４ ローオブネイチャー 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥池谷 誠一氏 粕谷 昌央 むかわ 上水牧場 ４９２＋ ２ 〃 アタマ １０１．３�
２３ プリンシパル 牡３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人�富川牧場 伊藤 伸一 日高 富川牧場 ４４８－ ４２：２０．８７ ５９２．４�
５９ ジーガースズラン 牝３栗 ５４ 二本柳 壮�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 ４７６－ ４２：２１．０１� ３９０．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，３２７，４００円 複勝： ４２，５２３，０００円 枠連： １７，４６９，３００円

馬連： ５８，９０１，０００円 馬単： ４１，１９３，３００円 ワイド： ２５，８７５，７００円

３連複： ７４，７４４，５００円 ３連単： １２９，９５０，６００円 計： ４１２，９８４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０４０円 複 勝 � ２２０円 �
�

１６０円
１２０円 枠 連（１－７）（３－７）

３６０円
１９０円

馬 連 ��
��

１，５４０円
５７０円 馬 単 ��

��
３，３４０円
１，５６０円

ワ イ ド ��
��

９００円
４３０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� １，８２０円 ３ 連 単 ���
���

１０，１３０円
７，６６０円

票 数

単勝票数 計 ２２３２７４ 的中 � １６９８６（５番人気）
複勝票数 計 ４２５２３０ 的中 � ３７２５７（５番人気）� ６１３６８（２番人気）� １４１５２５（１番人気）
枠連票数 計 １７４６９３ 的中 （１－７） １５６３８（４番人気）（３－７） ４０４０３（１番人気）
馬連票数 計 ５８９０１０ 的中 �� １３４９７（１３番人気）�� ４０１０８（５番人気）
馬単票数 計 ４１１９３３ 的中 �� ４５０３（２７番人気）�� ９９３３（１１番人気）
ワイド票数 計 ２５８７５７ 的中 �� ６２９６（１２番人気）�� １４７２８（５番人気）�� ２８６６３（１番人気）
３連複票数 計 ７４７４４５ 的中 ��� ３０３９８（７番人気）
３連単票数 計１２９９５０６ 的中 ��� ４７２９（６６番人気）��� ６２７１（５１番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．３―１２．９―１３．３―１３．３―１３．５―１３．６―１３．２―１２．７―１２．４―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１８．４―３１．３―４４．６―５７．９―１：１１．４―１：２５．０―１：３８．２―１：５０．９―２：０３．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オネストエイブ �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 グルームダンサー デビュー ２０１２．１．２８ 東京６着

２００９．５．２生 牡３鹿 母 ウメノコトブキ 母母 ジュウジホウセキ ３戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔発走状況〕 ゴールドルーキー号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。

第２回 東京競馬 第２日



１１０１５ ４月２２日 曇 良 （２４東京２）第２日 第３競走 ��１，６００�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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

６１２ コパノウィリアム 牡３鹿 ５６ 田中 勝春小林 祥晃氏 尾形 充弘 新ひだか 服部 牧場 ４５２－ ８１：４０．１ ４．８�

４７ オールキャスト 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝前田 晋二氏 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６０－ ４１：４０．２� １０．６�
１１ ケイエスファントム 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信キヨシサービス� 高橋 義忠 日高 高柳 隆男 ５０８－ ４１：４０．５１� ２．２�
５１０ アルユニバース 牡３黒鹿５６ 小林慎一郎�エーティー 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ４７２ ― 〃 クビ ７．２�
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 ４１２－ ６ 〃 ハナ ４．３�
４８ クライフォザムーン 牡３青鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人ディアレスト 田村 康仁 浦河 上山牧場 ４５６－ ４１：４０．６クビ １０８．７	
８１６ サラガドゥーラ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �キャロットファーム 牧 光二 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８－ ２１：４０．７� ３５．３

８１５ キタノハヤブサ 牡３鹿 ５６ 柴田 大知河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 ４９０－ ６１：４１．０１� ２９２．２�
７１４ リブストロング 牡３芦 ５６ 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 日高 豊洋牧場 ４５６－ ４ 〃 ハナ １７２．１�
３６ トーセンビジュー 牡３鹿 ５６ 岩部 純二島川 哉氏 萱野 浩二 日高 田端牧場 ４６６ ―１：４１．７４ １３６．４�
３５ 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± ０１：４１．９１� ５１．６�
２３ アキノセイレン 牡３栗 ５６ 宮崎 北斗穐吉 正孝氏 菊沢 隆徳 浦河 大西ファーム ４５８± ０ 〃 ハナ ２２５．７�
２４ セイカエスペランサ 牡３鹿 ５６ 丸山 元気久米 誠氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 ４９０＋ ６１：４２．８５ ２９．５�
５９ リアルアビリティー 牡３芦 ５６ 勝浦 正樹�ミルファーム 菊川 正達 新冠 ハクツ牧場 B４７０－ ２１：４３．５４ ２１５．９�
７１３ テイエムサイエンス 牡３黒鹿５６ 江田 照男竹園 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 ４４６± ０１：４４．５６ １４２．３�
１２ スリーストロング 牡３青鹿５６ 横山 義行永井商事� 田中 剛 浦河 桑田フアーム ４８８－１０１：４７．９大差 ３５８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，１２９，３００円 複勝： ２９，５１８，２００円 枠連： ２０，６６８，２００円

馬連： ５７，２９６，５００円 馬単： ３９，３４７，０００円 ワイド： ２２，７４２，７００円

３連複： ６６，７１１，８００円 ３連単： １２３，４６６，１００円 計： ３７９，８７９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １５０円 � ２１０円 � １２０円 枠 連（４－６） １，３２０円

馬 連 �� １，９６０円 馬 単 �� ３，６５０円

ワ イ ド �� ４７０円 �� ２２０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� １，１４０円 ３ 連 単 ��� １０，０４０円

票 数

単勝票数 計 ２０１２９３ 的中 � ３３４４４（３番人気）
複勝票数 計 ２９５１８２ 的中 � ５１２７９（２番人気）� ２７０４４（５番人気）� ８８８７１（１番人気）
枠連票数 計 ２０６６８２ 的中 （４－６） １１６００（６番人気）
馬連票数 計 ５７２９６５ 的中 �� ２１５９１（６番人気）
馬単票数 計 ３９３４７０ 的中 �� ７９６４（１３番人気）
ワイド票数 計 ２２７４２７ 的中 �� １０３９７（６番人気）�� ２８０６５（１番人気）�� ２２５４３（３番人気）
３連複票数 計 ６６７１１８ 的中 ��� ４３２５９（３番人気）
３連単票数 計１２３４６６１ 的中 ��� ９０８４（２５番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１２．１―１２．６―１２．８―１２．９―１３．０―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．５―３５．６―４８．２―１：０１．０―１：１３．９―１：２６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．９―３F３９．１
３ ４，５（１，７，１６）（３，２，１０，１３）１２（９，１５）（１１，１４）－８＝６ ４ ４（５，７）（１，１０，１６）（３，１２，１３）－１５（２，１１，１４）９，８＝６

勝馬の
紹 介

コパノウィリアム �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２０１１．１１．２７ 東京５着

２００９．２．１２生 牡３鹿 母 シースシルエット 母母 ラスターゲイン ６戦１勝 賞金 １０，８００，０００円
〔制裁〕 アルユニバース号の騎手小林慎一郎は，最後の直線コースでの御法（鞭の不適切な使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スリーストロング号は，平成２４年５月２２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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 スノービアンコ号・ダブルピース号・ビロードボイス号

１１０１６ ４月２２日 曇 良 （２４東京２）第２日 第４競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１１時４０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

３５ マイネルスパイス 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新冠 長浜 忠 ４２０－ ２１：３５．１ ３．１�

６１２ ラウンドロビン 牡３黒鹿５６ 田中 勝春諸江 幸祐氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４３２－１０ 〃 アタマ ２．９�
４８ モントリヒト 牡３栗 ５６

５３ ▲杉原 誠人 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４２６± ０ 〃 クビ ４１．８�
５９ アールデュラン 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成星野 良二氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 ４７４＋ ６ 〃 ハナ ８．３�
８１６ レッドブルピサ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝市川 義美氏 国枝 栄 新ひだか フジワラフアーム ５１８＋１０１：３５．２クビ １２．４�
８１８ ウェルテクス 牡３黒鹿５６ 石橋 脩岡田 牧雄氏 柴田 政人 新冠 柏木 一則 ４６６－ ６１：３５．５２ ７４．１	
６１１ チェリーヒロイン 牝３栗 ５４ 蛯名 正義伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム ４１０＋ ６ 〃 アタマ １０．５

１２ � ナスノシベリウス 牝３芦 ５４ 勝浦 正樹�須野牧場 和田 正道 米

B. P. Walden Jr., J.
Stuart & Unbridled’s
Song Syndicate

５０２－１０１：３５．６� ２２．８�
５１０ ビップシャイン 牝３黒鹿５４ 柴田 大知鈴木 邦英氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 ４３８－１０１：３５．７� ４７．６
２４ ツインピークス 牡３栗 ５６ 宮崎 北斗山上 和良氏 武藤 善則 日高 ファーミングヤナキタ ４７４± ０１：３５．８クビ １８５．８�
１１ フェアリーズサン 牡３栃栗５６ 大庭 和弥河村 �平氏 高橋 義博 浦河 多田 善弘 ４５６± ０１：３６．４３� ２６４．４�
４７ ビ ル ア ー ツ 牡３栗 ５６ 武士沢友治井上 一郎氏 大江原 哲 安平 吉田牧場 ４５２－ ４ 〃 アタマ ２１７．３�
３６ クレバーアストレア 牝３栗 ５４ 大野 拓弥田� 正明氏 加藤 和宏 安平 ノーザンファーム ４０２± ０１：３６．８２� １８８．１�
７１３ オークブラフ 牝３栗 ５４ 津村 明秀岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４４０± ０ 〃 ハナ ５６．２�
２３ クライシスワン 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮宮坂五十四氏 二本柳俊一 新冠 松浦牧場 ４２４－ ２１：３７．１１� ４７４．８�
８１７ サダムウイズダム 牝３栗 ５４ 柴田 善臣大西 定氏 田中 剛 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４３６－１２１：３７．８４ １４６．１�
７１５ ダイヤモンターニャ 牝３黒鹿５４ 江田 照男森山 進氏 本間 忍 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 ４１２＋ ４１：３７．９� ５３２．３�
７１４� アンバウンド 牝３栗 ５４ 田辺 裕信�大樹ファーム 大竹 正博 米 Colts Neck

Stables, LLC. ４７４ ―１：３８．０� ７．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２５，０６０，４００円 複勝： ４０，５９０，７００円 枠連： １９，０８７，０００円

馬連： ６１，４１１，３００円 馬単： ４０，８５２，８００円 ワイド： ２６，０２５，０００円

３連複： ８１，９３９，６００円 ３連単： １３０，０１５，０００円 計： ４２４，９８１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � ５４０円 枠 連（３－６） ２８０円

馬 連 �� ４１０円 馬 単 �� ９５０円

ワ イ ド �� １９０円 �� １，６１０円 �� １，５９０円

３ 連 複 ��� ４，５５０円 ３ 連 単 ��� １７，１８０円

票 数

単勝票数 計 ２５０６０４ 的中 � ６５７５４（２番人気）
複勝票数 計 ４０５９０７ 的中 � １００７１９（２番人気）� １０２００６（１番人気）� １１７４９（８番人気）
枠連票数 計 １９０８７０ 的中 （３－６） ５１０９０（１番人気）
馬連票数 計 ６１４１１３ 的中 �� １１１０１６（１番人気）
馬単票数 計 ４０８５２８ 的中 �� ３１８３８（２番人気）
ワイド票数 計 ２６０２５０ 的中 �� ４４７２６（１番人気）�� ３３５３（１９番人気）�� ３４０１（１８番人気）
３連複票数 計 ８１９３９６ 的中 ��� １３２９３（１５番人気）
３連単票数 計１３００１５０ 的中 ��� ５５８６（４４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．５―３５．０―４７．２―５９．９―１：１１．５―１：２３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３５．２
３ １８，１６（９，５）（１０，１１，１７）（４，８）１３（２，１２，１４）７（３，１５）６－１ ４ １８（１６，５）（９，１０，１１）（４，８，１７）（２，１２，１３，１４）（３，７）１５（１，６）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルスパイス �
�
父 デュランダル �

�
母父 Woodman デビュー ２０１１．９．３ 新潟２着

２００９．３．１１生 牡３鹿 母 シ ャ フ ィ ガ 母母 Silk Braid ８戦１勝 賞金 １６，４００，０００円
〔その他〕 アンバウンド号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アンバウンド号は，平成２４年５月２２日まで出走できない。
※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。
（非抽選馬） １頭 サイトカイン号



１１０１７ ４月２２日 曇 良 （２４東京２）第２日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時３０分 （芝・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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

４８ アナンジュパス 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義�G１レーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４６０－ ４１：５０．１ ２．４�

７１３ ジョウノカーラ 牝３鹿 ５４
５１ ▲杉原 誠人小川 義勝氏 藤沢 和雄 日高 三城牧場 ４４６＋ ６１：５０．３１� ４．６�

６１２ マイオリオン 牝３鹿 ５４ 江田 照男五影 隆則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ４３０－ ８１：５０．４� ２６．１�
８１８ エスキナンサス 牝３鹿 ５４ 武士沢友治 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４６８ ― 〃 ハナ １７．３�
５９ タマモスキップ 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹タマモ� 水野 貴広 新ひだか 前田牧場 ４４０－ ８１：５０．５� ７４．９�
８１６ スリリングレディ 牝３栗 ５４ 田中 勝春久保 敏文氏 大江原 哲 日高 大沢育成牧場 ４２４－ ２１：５０．７１� ６．７	
５１０ イブニングスカイ 牝３栗 ５４ 石橋 脩吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４２８＋ ２ 〃 クビ ９．１

７１５ アイティローズ 牝３黒鹿５４ 吉田 豊一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４５４＋ ８１：５０．８クビ ３１．５�
４７ ジェイケイドリーム 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム ４９２＋１６ 〃 ハナ ５９．２�
１２ スマイルキャッチャ 牝３黒鹿５４ 津村 明秀 �フジワラ・ファーム 小野 次郎 新ひだか フジワラフアーム ４３８± ０１：５０．９� １２６．１
２３ ミスユニバース 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成近藤 英子氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム ４５２－ ２１：５１．１１� ９．１�
６１１ ジャングルヤマト 牝３鹿 ５４

５１ ▲原田 和真小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 ４０８－ ４１：５１．３１� ５３９．５�
１１ マホウノランプ 牝３黒鹿５４ 中谷 雄太上田 忠男氏 畠山 重則 新ひだか 畠山牧場 ４３８－ ２１：５１．６１� ６８．３�
２４ ヤマニンラピエール 牝３栗 ５４ 四位 洋文土井 肇氏 蛯名 利弘 新冠 錦岡牧場 ４４２± ０１：５１．８１� １７０．０�
３６ マイネマリアンヌ 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム ４４８＋ ２１：５１．９� １９．７�
８１７ ゴ ウ イ モ ン 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥井門 敏雄氏 南田美知雄 日高 坂 牧場 ４２４＋ ２ 〃 ハナ ４３２．４�
３５ ダイワスパーク 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣大城 敬三氏 田中 清隆 新冠 パカパカ

ファーム ３９６－ ８１：５３．２８ １４９．３�
７１４ キリンチャン 牝３鹿 ５４ 丸山 元気村上 卓史氏 根本 康広 白老 社台牧場 ４４８－１０１：５４．１５ ２１２．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，２０９，２００円 複勝： ３８，８７４，３００円 枠連： １８，０７０，５００円

馬連： ６８，９４４，１００円 馬単： ４２，００２，７００円 ワイド： ２７，１４８，１００円

３連複： ８５，８５１，８００円 ３連単： １３０，５７５，５００円 計： ４３４，６７６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １５０円 � ２００円 � ４８０円 枠 連（４－７） ６２０円

馬 連 �� ８００円 馬 単 �� １，３４０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� １，１２０円 �� １，７３０円

３ 連 複 ��� ４，５８０円 ３ 連 単 ��� １５，７４０円

票 数

単勝票数 計 ２３２０９２ 的中 � ７７８８９（１番人気）
複勝票数 計 ３８８７４３ 的中 � ８５４６４（１番人気）� ５２５２３（３番人気）� １６１８８（８番人気）
枠連票数 計 １８０７０５ 的中 （４－７） ２１７３５（２番人気）
馬連票数 計 ６８９４４１ 的中 �� ６４０９５（１番人気）
馬単票数 計 ４２００２７ 的中 �� ２３２３０（２番人気）
ワイド票数 計 ２７１４８１ 的中 �� １９３２１（２番人気）�� ５７５２（１２番人気）�� ３６２１（２２番人気）
３連複票数 計 ８５８５１８ 的中 ��� １３８５３（１２番人気）
３連単票数 計１３０５７５５ 的中 ��� ６１２４（３１番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．４―１２．１―１２．７―１２．７―１２．６―１１．９―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．５―３６．６―４９．３―１：０２．０―１：１４．６―１：２６．５―１：３８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．５

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

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

アナンジュパス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 スターオブコジーン デビュー ２０１２．３．２４ 中山５着

２００９．４．１７生 牝３鹿 母 エンゼルカロ 母母 ヤマフノーザリー ２戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔制裁〕 アイティローズ号の調教師矢野照正は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００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 オメガチビマルコ号

１１０１８ ４月２２日 曇 良 （２４東京２）第２日 第６競走 ��
��１，４００�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

１：１９．８
１：１９．０

良

良

４７ エ ネ ア ド 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４０＋ ２１：２１．８ １．７�

７１５ トシザグレイト 牡３鹿 ５６
５３ ▲原田 和真上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 ４５０－ ６１：２２．１２ １５．０�

８１８ ブリスアウト 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４６８＋ ４ 〃 クビ ５．９�
１２ アブマーシュ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 ４６８＋１０ 〃 アタマ ４３．５�
２３ アイアムネフライト 牝３栗 ５４ 三浦 皇成堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４７０－ ２１：２２．２� ３６．９�
５１０ 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 ４７０± ０１：２２．４１� ６．２�
７１３ ジャーエスペランサ 牡３鹿 ５６ 江田 照男本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 ４６８－１２１：２２．５クビ ６２．８	
７１４ ジョウテンオリーヴ 牝３鹿 ５４ 丸山 元気田邉 久男氏 相沢 郁 新ひだか 田上 稔 ４９６＋１２ 〃 クビ ５３．５

３５ � ウィナーズマックス 牡３黒鹿５６ 吉田 豊山口 克己氏 大江原 哲 平取 山口 明彦 B４６４± ０１：２２．７１� ２７．９�
６１２ コスモアクセス 牝３栗 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム ４４８＋ ４１：２２．９１� １８．９�
１１ ミラクルムーン 牝３黒鹿５４ 松岡 正海阿部 紀子氏 手塚 貴久 浦河 大北牧場 ４３４± ０１：２３．０クビ ３２．６
３６ ルリシュブール 牡３鹿 ５６ 津村 明秀加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 前川牧場 ４６０－ ６ 〃 クビ ６７．５�
８１７ キ タ ル フ ァ 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 土田 扶美子 ４２８＋ ２１：２３．１� ５１９．８�
５９ フリーダムマーチ 牝３黒鹿５４ 武士沢友治 �サンデーレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３２＋ ８１：２３．２� １８３．６�
４８ ブランダムール 牝３栗 ５４ 大野 拓弥�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ４２８± ０ 〃 ハナ ９４．２�
６１１ エーシングランダム 牝３黒鹿５４ 石橋 脩�栄進堂 小崎 憲 浦河 多田 善弘 ４６２－１４ 〃 ハナ ５９．９�
２４ � 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 ４１８－１０１：２３．３クビ ６０３．８�
８１６ ドリームバラード 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 B４３６－ ２１：２３．５１� ３５６．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３３，１７７，１００円 複勝： ７０，４８０，５００円 枠連： ２２，６０８，５００円

馬連： ８３，３３４，７００円 馬単： ５９，９４４，５００円 ワイド： ３４，５８６，６００円

３連複： ９３，７６６，１００円 ３連単： １８４，７９６，２００円 計： ５８２，６９４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ２５０円 � １８０円 枠 連（４－７） ７５０円

馬 連 �� １，２５０円 馬 単 �� １，５００円

ワ イ ド �� ４４０円 �� ２７０円 �� １，２４０円

３ 連 複 ��� ２，１９０円 ３ 連 単 ��� ８，０００円

票 数

単勝票数 計 ３３１７７１ 的中 � １５９２７４（１番人気）
複勝票数 計 ７０４８０５ 的中 � ３７５８２３（１番人気）� ３９５５８（４番人気）� ６６１１０（２番人気）
枠連票数 計 ２２６０８５ 的中 （４－７） ２２２９９（４番人気）
馬連票数 計 ８３３３４７ 的中 �� ４９２７７（４番人気）
馬単票数 計 ５９９４４５ 的中 �� ２９６３９（５番人気）
ワイド票数 計 ３４５８６６ 的中 �� １９１６８（４番人気）�� ３６４２７（２番人気）�� ６０３１（１４番人気）
３連複票数 計 ９３７６６１ 的中 ��� ３１５９８（５番人気）
３連単票数 計１８４７９６２ 的中 ��� １７０６１（１２番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１１．２―１２．０―１１．９―１１．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．０―３４．２―４６．２―５８．１―１：０９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．６―３F３５．６
３ ・（６，１６）１１（１０，１２）－１４（３，８，１３）（１，１５）１７（２，１８）７，４－９，５ ４ ６（１０，１６，１１）１２（３，８，１４）（１，１３，１５）（７，２，１８）（４，１７）９，５

勝馬の
紹 介

エ ネ ア ド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 French Deputy デビュー ２０１１．８．２７ 新潟１着

２００９．１．１５生 牡３鹿 母 キ ュ ー 母母 P J Floral ７戦２勝 賞金 ２４，９７０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。
※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 マロンクン号・ラインロバート号



１１０１９ ４月２２日 曇 良 （２４東京２）第２日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時３０分 （ダート・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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

１１ � シンボリエンパイア 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲杉原 誠人シンボリ牧場 藤沢 和雄 米 Takahiro

Wada ５０４－ ２１：３９．４ ４．７�

８１４ スズカヴィグラス 牡３鹿 ５６ 江田 照男永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 B４７０± ０１：４０．３５ ２２．５�
４５ ワイルドロジャー 牡３栗 ５６ 田辺 裕信ディアレスト 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４９６± ０ 〃 アタマ ５．３�
２２ � シゲルスターキング 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ブルアンドベア 藤岡 範士 米 La Pasion

America ４９６－ ２１：４０．４� ７．６�
５７ パーフェクトダイヤ 牡３青鹿５６ 三浦 皇成青山 洋一氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 ４７４－ ４１：４０．５� ２４．７�
３４ � フェアエレン 牝３栗 ５４ 丸山 元気前田 幸治氏 小笠 倫弘 米 WinStar

Farm LLC ４７６＋ ４１：４０．６� １１．５�
７１２ ジョウノメジャー 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹小川 義勝氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４６６＋ ４ 〃 アタマ ２１．７	
８１３ ハッピーマリーン 牝３栗 ５４ 柴田 善臣道永 幸治氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ５１２－１０１：４０．７クビ ３．１

６９ ゴールドヘクター 牡３黒鹿５６ 吉田 豊�ジェイアール 戸田 博文 千歳 社台ファーム ５０８－ ８ 〃 クビ １４．７�
５８ ディアワイズマン 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝ディアレスト 高橋 裕 新冠 長浜牧場 B５０２＋ ４１：４０．８� ２９．８�
６１０ クレバーオーロラ 牝３芦 ５４ 石橋 脩田 正明氏 加藤 和宏 日高 日高大洋牧場 ４４８＋ ２１：４１．１１� ３３．２�
７１１	 エスプレッソ 牡３黒鹿５６ 宮崎 北斗山本 武司氏 高市 圭二 平取 びらとり牧場 ４４６＋ ２１：４１．３１� ３５２．１�
３３ ジ ア ッ ロ 牡３栗 ５６ 田中 勝春吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ５１６－１２１：４１．８３ ２４．１�
４６ 	 クリーンチャンス 牡３芦 ５６ 中谷 雄太石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム B４７２＋ ２１：４３．０７ ３３９．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２６，３１２，５００円 複勝： ４０，４８５，２００円 枠連： ２０，７３１，４００円

馬連： ７６，６７１，８００円 馬単： ４７，２０５，６００円 ワイド： ３１，５０９，９００円

３連複： ８９，４１４，２００円 ３連単： １４７，０９５，３００円 計： ４７９，４２５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １９０円 � ４８０円 � ２１０円 枠 連（１－８） ７３０円

馬 連 �� ６，９８０円 馬 単 �� １１，１００円

ワ イ ド �� ２，２２０円 �� ６２０円 �� １，４００円

３ 連 複 ��� １２，４１０円 ３ 連 単 ��� ７９，４８０円

票 数

単勝票数 計 ２６３１２５ 的中 � ４４８３７（２番人気）
複勝票数 計 ４０４８５２ 的中 � ６３３３２（２番人気）� １８１４２（８番人気）� ５５１０６（３番人気）
枠連票数 計 ２０７３１４ 的中 （１－８） ２１０７４（１番人気）
馬連票数 計 ７６６７１８ 的中 �� ８１１０（２６番人気）
馬単票数 計 ４７２０５６ 的中 �� ３１４１（４１番人気）
ワイド票数 計 ３１５０９９ 的中 �� ３３７３（３３番人気）�� １３３６２（３番人気）�� ５４４９（１６番人気）
３連複票数 計 ８９４１４２ 的中 ��� ５３２１（４３番人気）
３連単票数 計１４７０９５３ 的中 ��� １３６６（２７４番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１２．６―１３．３―１３．３―１２．７―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．３―３５．９―４９．２―１：０２．５―１：１５．２―１：２７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．２―３F３６．９
３ １，３（６，１３）（８，１４）（２，９，１２）（７，４，５）（１０，１１） ４ １，３（６，８，１３）１４（２，９，１２）４（７，５）（１０，１１）

勝馬の
紹 介

�シンボリエンパイア �
�
父 Empire Maker �

�
母父 Key of Luck デビュー ２０１２．１．２８ 東京１着

２００９．２．１８生 牡３黒鹿 母 Miss Emma 母母 Disregard That ４戦２勝 賞金 １４，１００，０００円

１１０２０ ４月２２日 曇 良 （２４東京２）第２日 第８競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時００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

７１３ 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 ４８８－ ２１：２６．４ ４．６�

３６ � トーホウペガサス 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣東豊物産� 古賀 史生 日高 竹島 幸治 ５０８－ ２１：２６．６１� ２．３�
６１１ ドンビザッツウェイ 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 B５００＋ ２１：２６．８１	 １０．９�
４７ ニシノゲイナー 牡４鹿 ５７ 吉田 豊西山 茂行氏 武藤 善則 むかわ 西山牧場 ４５４－ ６ 〃 クビ １８．６�
５１０ メイスンファースト 牡７鹿 ５７

５４ ▲原田 和真梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 地興牧場 B４８８－ ２ 〃 アタマ ２２．２�
８１６ ダテノスイミー 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 ４５２－ ６１：２７．０１	 ７．４�
２４ � レチタティーヴォ 牡５鹿 ５７ 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 日高 横井 哲 ４６０＋ ６１：２７．１� ８７．２	
１１ アドバンスペリー 牡５鹿 ５７ 江田 照男 �千葉パブリックゴ

ルフコース 池上 昌弘 新冠 川上牧場 B４８４＋１０１：２７．４２ １１９．７

７１４ コ コ ロ バ 牝４鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人�三嶋牧場 池上 昌弘 浦河 三嶋牧場 ４４０－ ４１：２７．６１	 １８２．２�
８１５ ヒ シ ョ ウ 
４栗 ５７ 三浦 皇成岡田 牧雄氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド ４４６－ ４１：２７．７クビ １４．１
１２ カフェラビリンス 牡５鹿 ５７ 横山 義行西川 恭子氏 松山 康久 千歳 社台ファーム ５１４－ ８１：２８．０１� １４６．１�
４８ � マイネローレライ 牝４青鹿５５ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新ひだか 田中 裕之 ４８２＋２０ 〃 クビ １２３．８�
３５ ネ グ レ ス コ 牡４黒鹿５７ 石橋 脩吉田 和美氏 堀 宣行 新冠 アサヒ牧場 B４６０＋ ２１：２８．２１	 ９．３�
６１２� プレミアムカード 
４鹿 ５７ 丸山 元気青芝商事� 清水 英克 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０± ０１：２８．３� ２５．０�
２３ � ルネッサンスマン 牡４栗 ５７ 大野 拓弥誓山 正伸氏 南田美知雄 様似 清水 誠一 ４４０－ ６１：２８．４� ３７８．５�
５９ ダイワベルベ 牡４鹿 ５７ 武士沢友治大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４５２－１２１：２９．１４ ３９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，１５３，４００円 複勝： ５０，６１２，２００円 枠連： ２６，４５７，７００円

馬連： ９４，２０６，５００円 馬単： ５７，１７４，２００円 ワイド： ３５，６４４，３００円

３連複： １０３，８３７，０００円 ３連単： １７６，３５１，０００円 計： ５７３，４３６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １５０円 � １３０円 � ２１０円 枠 連（３－７） ４４０円

馬 連 �� ５４０円 馬 単 �� １，３４０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ５４０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� １，４４０円 ３ 連 単 ��� ６，７３０円

票 数

単勝票数 計 ２９１５３４ 的中 � ５０１０９（２番人気）
複勝票数 計 ５０６１２２ 的中 � ９８１２３（２番人気）� １２７６１４（１番人気）� ４９１６８（５番人気）
枠連票数 計 ２６４５７７ 的中 （３－７） ４４９９５（１番人気）
馬連票数 計 ９４２０６５ 的中 �� １３０５１０（１番人気）
馬単票数 計 ５７１７４２ 的中 �� ３１５８０（２番人気）
ワイド票数 計 ３５６４４３ 的中 �� ４０９６３（１番人気）�� １４８７５（５番人気）�� １９４０７（４番人気）
３連複票数 計１０３８３７０ 的中 ��� ５３３８９（３番人気）
３連単票数 計１７６３５１０ 的中 ��� １９３４０（６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１２．４―１２．９―１２．８―１２．２―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．８―３６．２―４９．１―１：０１．９―１：１４．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラッシュザワーク �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．８．１５ 新潟９着

２００７．５．８生 牡５栗 母 ダイワノブレス 母母 ミルレーサー １７戦２勝 賞金 ２０，６２０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
※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 エムオーファミリー号



１１０２１ ４月２２日 曇 良 （２４東京２）第２日 第９競走 ��
��１，８００�

い さ わ

石 和 特 別
発走１４時３５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 ２５２，０００円 ７２，０００円 ３６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

３３ ル ル ー シ ュ 牡４黒鹿５７ 四位 洋文山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５１０＋ ２１：４８．７ １．９�

６６ サンライズマルス 牡４栗 ５７ 松岡 正海松岡 隆雄氏 羽月 友彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６０± ０１：４８．８� １８．１�

２２ ナンデヤネン 牡５青 ５７ 吉田 豊杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 ４８８＋ ２１：４９．２２� ３．５�
８９ ヒラボクインパクト 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成�平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４８２＋ ４ 〃 ハナ ８．６�
８８ シングンレジェンド 牡６鹿 ５７ 宮崎 北斗伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４６４± ０１：４９．５１� ６２．８�
１１ ヒカルアカツキ 	５青鹿５７ 柴田 善臣高橋 光氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４５４＋ ６１：４９．６� ６１．２�
４４ グレートマーシャル 牡４鹿 ５７ 武士沢友治浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４７０± ０ 〃 ハナ １２．８	
７７ フェイルノート 牡５青鹿５７ 後藤 浩輝 
キャロットファーム 和田 正道 安平 ノーザンファーム ５３２＋ ４ 〃 クビ １７．３�
５５ ヴェルデグリーン 牡４栗 ５７ 津村 明秀斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４６８－ ４１：４９．８１
 １０．３�

（９頭）

売 得 金

単勝： ４０，３５１，１００円 複勝： ６０，１５２，３００円 枠連： １９，８９６，２００円

馬連： １０６，４７１，３００円 馬単： ７６，７８０，４００円 ワイド： ３６，６９１，５００円

３連複： １０９，８１５，３００円 ３連単： ３１０，１２６，４００円 計： ７６０，２８４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ３３０円 � １２０円 枠 連（３－６） １，７５０円

馬 連 �� １，８８０円 馬 単 �� ２，０７０円

ワ イ ド �� ５７０円 �� １６０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� １，１６０円 ３ 連 単 ��� ６，９７０円

票 数

単勝票数 計 ４０３５１１ 的中 � １７２２４４（１番人気）
複勝票数 計 ６０１５２３ 的中 � ２１６６２６（１番人気）� ２５１５５（７番人気）� １４１８８９（２番人気）
枠連票数 計 １９８９６２ 的中 （３－６） ８４２６（７番人気）
馬連票数 計１０６４７１３ 的中 �� ４１８６９（７番人気）
馬単票数 計 ７６７８０４ 的中 �� ２７４１２（６番人気）
ワイド票数 計 ３６６９１５ 的中 �� １３０６２（８番人気）�� ８１２００（１番人気）�� １０５０４（１２番人気）
３連複票数 計１０９８１５３ 的中 ��� ７０１０５（４番人気）
３連単票数 計３１０１２６４ 的中 ��� ３２８５５（１９番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．９―１２．４―１２．５―１２．５―１２．３―１１．５―１１．２―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２５．０―３７．４―４９．９―１：０２．４―１：１４．７―１：２６．２―１：３７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．３―３F３４．０

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

勝馬の
紹 介

ル ル ー シ ュ 
�
父 ゼンノロブロイ 

�
母父 Highest Honor デビュー ２０１０．９．５ 札幌１着

２００８．３．１９生 牡４黒鹿 母 ダンスーズデトワール 母母 Latifolia ５戦３勝 賞金 ３５，４５２，０００円

１１０２２ ４月２２日 曇 良 （２４東京２）第２日 第１０競走 ��
��２，０００�

ふちゅう

府中ステークス
発走１５時１０分 （芝・左）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
府中市長賞（１着）

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 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５６．１
１：５６．１

良

良

６７ ステラロッサ 牡４栗 ５７ 柴田 善臣 �社台レースホース角居 勝彦 安平 追分ファーム ４９２＋ ６２：００．９ ３．７�

２２ ダ コ ー ル 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５４－ ４２：０１．２１� ２．３�
５５ スマートシルエット 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８６＋ ６２：０１．３� ７．４�
５６ メルヴェイユドール 牝５黒鹿５５ 田中 勝春 �サンデーレーシング 牧田 和弥 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３２± ０２：０１．４� ６３．０�
８１２ レインボーダリア 牝５栗 ５５ 三浦 皇成田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４５８－ ８ 〃 アタマ ４．６�
４４ 	 エドノヤマト 牡５青 ５７ 吉田 豊遠藤 喜松氏 梅田 智之 日高 エンドレス

ファーム ４６６－１０２：０１．５� ４５．７	
３３ チュウワプリンス 牡６黒鹿５７ 松岡 正海中西 忍氏 大久保龍志 静内 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３４－ ４２：０１．６クビ ４８．５

１１ マイネオーチャード 牝４栗 ５５ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ムラカミファーム ４５２＋ ８ 〃 アタマ ３０．８�
７１０ シャイニーブラウン 牡７鹿 ５７ 石橋 脩小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 ５１４± ０２：０１．８１
 ３５．９�
７９ ウインマリアベール 牝５栗 ５５ 後藤 浩輝�ウイン 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４５６＋ ８２：０１．９� １５５．０
６８ ポケッタブルゲーム �７栗 ５７ 四位 洋文薗部 博之氏 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ４６４－ ４２：０２．７５ ５５．７�
８１１ ヤマニンエルブ 牡５栗 ５７ 江田 照男土井 肇氏 蛯名 利弘 新冠 錦岡牧場 ４６０－ ２２：０３．３３� １９．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４９，７５５，８００円 複勝： ６９，３４４，０００円 枠連： ３０，０４５，５００円

馬連： １６７，８５７，５００円 馬単： ９８，４６３，５００円 ワイド： ５３，３７２，１００円

３連複： １８８，１３１，４００円 ３連単： ３７８，１７３，９００円 計： １，０３５，１４３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � １７０円 枠 連（２－６） ４６０円

馬 連 �� ４８０円 馬 単 �� １，１１０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ４６０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ７９０円 ３ 連 単 ��� ４，４３０円

票 数

単勝票数 計 ４９７５５８ 的中 � １０６１７１（２番人気）
複勝票数 計 ６９３４４０ 的中 � １１３９８２（３番人気）� ２３９３１１（１番人気）� ８０８８２（４番人気）
枠連票数 計 ３００４５５ 的中 （２－６） ４９１６３（２番人気）
馬連票数 計１６７８５７５ 的中 �� ２６０７５８（１番人気）
馬単票数 計 ９８４６３５ 的中 �� ６５７４３（３番人気）
ワイド票数 計 ５３３７２１ 的中 �� ６８６３３（２番人気）�� ２４７９８（５番人気）�� ５１０８３（３番人気）
３連複票数 計１８８１３１４ 的中 ��� １７６６７３（２番人気）
３連単票数 計３７８１７３９ 的中 ��� ６３０５４（９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．１―２４．７―３６．２―４８．１―１：００．９―１：１３．４―１：２５．８―１：３７．６―１：４９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．５―３F３５．１

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

勝馬の
紹 介

ステラロッサ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１１．１．１６ 京都２着

２００８．４．１７生 牡４栗 母 レッドキャット 母母 Lady Sharp １０戦４勝 賞金 ６５，５３４，０００円
※ウインマリアベール号・レインボーダリア号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

２レース目



１１０２３ ４月２２日 小雨 良 （２４東京２）第２日 第１１競走 ��
��２，０００�第４７回サンケイスポーツ賞フローラステークス（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （オークストライアル） （芝・左）

牝，３歳；負担重量は，馬齢重量
サンケイスポーツ賞（１着）

賞 品
本 賞 ５０，０００，０００円 ２０，０００，０００円 １３，０００，０００円 ７，５００，０００円 ５，０００，０００円
付 加 賞 １，３１６，０００円 ３７６，０００円 １８８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５６．１
１：５６．１

良

良

３６ ミッドサマーフェア 牝３青鹿５４ 蛯名 正義 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 ４５２＋１０２：０２．０ ２．３�

５１０ アイスフォーリス 牝３芦 ５４ 松岡 正海 �サンデーレーシング 相沢 郁 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４５８－ ２２：０２．４２� ５．８�
３５ ダイワデッセー 牝３栗 ５４ 武士沢友治大城 敬三氏 松田 国英 新ひだか フジワラフアーム ４７４－ ６２：０２．５� １５６．０�
１１ ターフデライト 牝３青 ５４ 中谷 雄太�須野牧場 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７０± ０２：０２．６� ３８．０�
８１８ セコンドピアット 牝３鹿 ５４ 石橋 脩 �社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム ４４２－ ８ 〃 ハナ １６．０�
２４ ラスヴェンチュラス 牝３鹿 ５４ 吉田 豊西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４０２－ ６２：０２．７クビ １０．３	
２３ ゴールデンナンバー 牝３栗 ５４ 大庭 和弥池谷 誠一氏 大竹 正博 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９０＋ ６ 〃 クビ ２９．２

５９ ウイングドウィール 牝３黒鹿５４ 江田 照男 �グリーンファーム 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４６８± ０２：０２．８クビ ８３．４�
７１５� アンアヴェンジド 牝３黒鹿５４ 杉原 誠人�大樹ファーム 藤沢 和雄 米

Dr. William B.
Wilmot & Dr.
Joan M. Taylor

５１６＋ ６ 〃 アタマ ５１．７
１２ フラゴリーネ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４０２－ ２２：０３．０１� ４０．６�
７１４ ラシンティランテ 牝３栗 ５４ 四位 洋文 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４３０－ ８ 〃 クビ ２１．８�
６１１ アラドヴァル 牝３青 ５４ 勝浦 正樹吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム ４４２± ０２：０３．１� １００．８�
６１２ サンキューアスク 牝３黒鹿５４ 横山 義行廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４９０－ ２２：０３．２クビ ５１．４�
４８ チャーチクワイア 牝３栗 ５４ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４４０－ ６ 〃 アタマ ４９．０�
４７ ヘレナモルフォ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣岡田 牧雄氏 栗田 博憲 日高 賀張三浦牧場 ４４４－ ８ 〃 ハナ １４．３�
７１３ レッドマーキュリー 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝深見 富朗氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ４６６＋ ８２：０３．３� ８．９�
８１６ コスモアンドロメダ 牝３黒鹿５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 コスモヴューファーム ４３８－１４ 〃 クビ ５３．２�
８１７ チェリーメドゥーサ 牝３青鹿５４ 田辺 裕信櫻井 悦朗氏 小西 一男 新ひだか 中田 浩美 ４２８－ ４２：０３．５１	 １４．６�

（１８頭）

売 得 金
単勝： １４８，８８６，２００円 複勝： ２０８，４４４，１００円 枠連： １６９，１５２，８００円 馬連： ６９５，６７１，１００円 馬単： ３３８，８５０，３００円

ワイド： １９０，７８１，８００円 ３連複： ８４０，２２２，２００円 ３連単： １，５２３，８６３，９００円 ５重勝： ８９４，６３３，１００円 計： ５，０１０，５０５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � １９０円 � ２，５３０円 枠 連（３－５） ７５０円

馬 連 �� ７３０円 馬 単 �� １，２００円

ワ イ ド �� ３２０円 �� ６，８３０円 �� １０，５５０円

３ 連 複 ��� ４７，９００円 ３ 連 単 ��� １６３，９７０円

５ 重 勝
対象競走：京都１０R／東京１０R／福島１１R／京都１１R／東京１１R

キャリーオーバー なし����� １１９，２５０円

票 数

単勝票数 計１４８８８６２ 的中 � ５１９４０１（１番人気）
複勝票数 計２０８４４４１ 的中 � ６０６４４９（１番人気）� ２９５６５２（２番人気）� １３１５５（１８番人気）
枠連票数 計１６９１５２８ 的中 （３－５） １６６８５８（２番人気）
馬連票数 計６９５６７１１ 的中 �� ７０９１３９（１番人気）
馬単票数 計３３８８５０３ 的中 �� ２０９３８１（１番人気）
ワイド票数 計１９０７８１８ 的中 �� １７２６０３（１番人気）�� ６２８２（７１番人気）�� ４０５１（９６番人気）
３連複票数 計８４０２２２２ 的中 ��� １２９４６（１３４番人気）
３連単票数 計１５２３８６３９ 的中 ��� ６８５９（４６４番人気）
５重勝票数 計８９４６３３１ 的中 ����� ５５３７

ハロンタイム １２．９―１１．８―１２．０―１２．５―１２．９―１３．１―１２．７―１１．４―１１．２―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．７―３６．７―４９．２―１：０２．１―１：１５．２―１：２７．９―１：３９．３―１：５０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．８―３F３４．１

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

勝馬の
紹 介

ミッドサマーフェア �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１１．１０．９ 東京２着

２００９．２．２３生 牝３青鹿 母 ストロベリーフェア 母母 Storm Song ８戦３勝 賞金 ７３，９２３，０００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。
（非当選馬） ４頭 ウインフロレゾン号・サクラオードシエル号・モエレマリーア号・ルネッタアスール号
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりミッドサマーフェア号・アイスフォーリス号・ダイワデッセー号は，優駿牝馬（GⅠ）競走に優先出走できる。

１１０２４ ４月２２日 小雨 良 （２４東京２）第２日 第１２競走 ��２，１００�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

２：０６．７
２：０５．９

良

良

２４ ニシノヴァンクール 牡５青鹿５７ 田辺 裕信西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 西山牧場 ５１２＋ ６２：１４．６ １６．９�

１２ クラブトゥギャザー 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ５０６＋１４ 〃 クビ ４．４�
７１４ ゲルマンシチー 牡４青 ５７ 田中 勝春 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 幌村牧場 ４６０－ ８２：１４．７クビ １１．３�
３５ ト リ ノ 牡４栗 ５７ 蛯名 正義北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム ４８２－ ２２：１４．８� ６．０�
３６ � フォンテーヌブロー 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝村野 康司氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド ４９４－ ４ 〃 クビ ３．３�
８１６ キクノキセキ 牡５栗 ５７ 津村 明秀菊池 五郎氏 吉田 直弘 日高 高橋牧場 ４９６－ ６２：１５．０１� ８．２	
４７ ファーストグロース 牡５鹿 ５７ 吉田 豊吉田 千津氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４８２＋ ２２：１５．７４ ５８．１

８１５ スペシャルイモン 牡５鹿 ５７ 石橋 脩井門 敏雄氏 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ４８４± ０２：１５．８クビ ３３．８�
２３ � アルファオリオン 牡９鹿 ５７

５４ ▲原田 和真�貴悦 小島 茂之 平取 赤石牧場 ４７６＋ ２ 〃 クビ ３００．６�
６１２ 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 ４６４－ ２２：１５．９クビ １４３．７
１１ クリアザウェイ 牝４黒鹿５５ 柴田 善臣 �社台レースホース栗田 博憲 安平 追分ファーム ４７８－１０２：１６．１１� ８２．７�
５１０ アサクサマリンバ 牡５鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７２＋１２ 〃 アタマ ２８．５�
４８ トシザツンツン 牡４芦 ５７ 四位 洋文上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 ４７６－２６２：１６．２クビ ３１．９�
７１３ ジーガートップ 牡６栗 ５７ 武士沢友治�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 ５１６－１０２：１６．７３ ７．５�
５９ ビービーアックス 牡４鹿 ５７ 松岡 正海�坂東牧場 手塚 貴久 新冠 中本牧場 ４７８＋１０２：１７．０１� ９７．６�
６１１ サマーティアラ 牝４青鹿５５ 丸山 元気セゾンレースホース� 田島 俊明 新冠 飛渡牧場 ４４４＋１０２：１７．５３ １３４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６０，６０６，９００円 複勝： ９７，９１９，６００円 枠連： ６６，３４３，６００円

馬連： ２１４，０４５，１００円 馬単： １１３，８１３，３００円 ワイド： ７５，３６６，２００円

３連複： ２５９，４８２，２００円 ３連単： ５０８，４９６，２００円 計： １，３９６，０７３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６９０円 複 勝 � ４５０円 � ２００円 � ３２０円 枠 連（１－２） ２，８２０円

馬 連 �� ３，０６０円 馬 単 �� ７，８９０円

ワ イ ド �� １，１１０円 �� ２，２００円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� ９，８７０円 ３ 連 単 ��� ７２，６８０円

票 数

単勝票数 計 ６０６０６９ 的中 � ２８３０６（７番人気）
複勝票数 計 ９７９１９６ 的中 � ５０６８１（７番人気）� １５２６７２（２番人気）� ７７６５１（６番人気）
枠連票数 計 ６６３４３６ 的中 （１－２） １７４０１（１１番人気）
馬連票数 計２１４０４５１ 的中 �� ５１６３６（１１番人気）
馬単票数 計１１３８１３３ 的中 �� １０６５３（３０番人気）
ワイド票数 計 ７５３６６２ 的中 �� １６９２４（１２番人気）�� ８２０２（２５番人気）�� １９８３０（９番人気）
３連複票数 計２５９４８２２ 的中 ��� １９４１１（３２番人気）
３連単票数 計５０８４９６２ 的中 ��� ５１６４（２２８番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．８―１３．２―１３．５―１３．２―１３．１―１２．８―１２．５―１２．４―１２．４―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１８．９―３２．１―４５．６―５８．８―１：１１．９―１：２４．７―１：３７．２―１：４９．６―２：０２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．９―３F３７．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ニシノヴァンクール �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Pleasant Tap デビュー ２０１０．５．２ 東京６着

２００７．５．９生 牡５青鹿 母 スマッシングレヴュー 母母 No Review １８戦４勝 賞金 ４５，７２３，０００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 キングオブフェイス号・ディアフロイデ号

５レース目



（２４東京２）第２日 ４月２２日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８７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

２６１，２４０，０００円
２，０８０，０００円
６，７００，０００円
２，６７０，０００円
２３，８９０，０００円
６５，７９３，５００円
５，１６８，０００円
１，７９５，２００円

勝馬投票券売得金
４９８，０２９，２００円
７８１，０２６，３００円
４４５，４６２，０００円
１，７３３，８２５，５００円
９９４，１４６，０００円
５８１，００６，７００円
２，０６２，３２１，７００円
３，８６６，６９０，７００円
８９４，６３３，１００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 １１，８５７，１４１，２００円

総入場人員 ２９，１１４名 （有料入場人員 ２６，９１４名）


