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１１０４９ ５月５日 晴 重 （２４東京２）第５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

８１６ 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 ４８８－ ２１：２６．１ ６．７�

４７ 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 ４５０－ ２１：２６．３１� １．５�
５９ 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 B５０２－ ８１：２６．４� １２．８�
２４ ムジャウハラート 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人�辻牧場 伊藤 圭三 浦河 辻 牧場 B４６６－ ４１：２７．２５ １８．０�
３５ ロードテイクオフ 牡３栗 ５６ 武 英智 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム ４９８－ ２１：２７．３� ８．２�
２３ マヤノフィロソフィ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春田所 英子氏 武市 康男 新冠 高橋 忍 ４６８－ ６１：２７．４� ７６．４	
７１３ ノーブルガイア 牝３黒鹿５４ 石橋 脩菅波立知子氏 田村 康仁 日高 富川田中牧場 ４３０＋ ４１：２７．６１� ５１．２

８１５ オパールキッド 牡３栗 ５６ 吉田 豊森 保彦氏 清水 久詞 新ひだか 静内白井牧場 ４４２－ ２１：２７．７クビ １７３．７�
１１ ワイルドアプローズ 牡３青鹿５６ 松岡 正海 �キャロットファーム 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４７２－１２１：２８．２３ １４．３�
７１４ ローレルエンデバー 牡３鹿 ５６ 鈴来 直人 �ローレルレーシング 小野 次郎 新冠 村田牧場 ４７８± ０ 〃 クビ ６７．９
６１２ キネオスーパーワン 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介ジャパンフードビジネス� 伊藤 大士 新ひだか 城地 和義 ４２２ ―１：２８．７３ １６１．２�
３６ フジノフラワー 牝３鹿 ５４ 柴田 大知猪野毛雅人氏 清水 英克 新ひだか 猪野毛牧場 ４８０± ０１：２９．０２ ３０５．４�
４８ ビッグヘッド 牡３青 ５６ 和田 竜二ディアレスト 松永 康利 新ひだか 大平牧場 ４８０＋ ２１：２９．２１ ２４７．３�
１２ カワキタコンバット 牡３黒鹿５６ 武士沢友治川島 吉男氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド ４６４－ ８ 〃 クビ ２７２．９�
６１１ フ ル オ ー ト 牡３鹿 ５６ 北村 宏司重松 國建氏 黒岩 陽一 日高 横井 哲 ４８８－１０１：２９．７３ ３４．９�

（１５頭）
５１０ エリモブリーズ 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成山本 慎一氏 池上 昌弘 えりも エクセルマネジメント ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２１，７７５，８００円 複勝： ５３，５６１，６００円 枠連： １４，７７３，３００円

馬連： ５６，２９５，５００円 馬単： ４５，９６２，３００円 ワイド： ２７，５３７，０００円

３連複： ７２，２０６，３００円 ３連単： １３３，７７５，６００円 計： ４２５，８８７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � ２００円 枠 連（４－８） ３６０円

馬 連 �� ３８０円 馬 単 �� １，１７０円

ワ イ ド �� １７０円 �� ６００円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ８５０円 ３ 連 単 ��� ５，４１０円

票 数

単勝票数 差引計 ２１７７５８（返還計 １６０） 的中 � ２５７９７（２番人気）
複勝票数 差引計 ５３５６１６（返還計 ２５８） 的中 � ５９６０８（２番人気）� ３１６２１２（１番人気）� ３３１５４（４番人気）
枠連票数 差引計 １４７７３３（返還計 ２４） 的中 （４－８） ３１０３１（１番人気）
馬連票数 差引計 ５６２９５５（返還計 ９４５） 的中 �� １１１５１１（１番人気）
馬単票数 差引計 ４５９６２３（返還計 ７４３） 的中 �� ２９１１５（５番人気）
ワイド票数 差引計 ２７５３７０（返還計 ６１９） 的中 �� ５２００２（１番人気）�� ８７５２（７番人気）�� ２８９０１（２番人気）
３連複票数 差引計 ７２２０６３（返還計 ２８８４） 的中 ��� ６２７２２（１番人気）
３連単票数 差引計１３３７７５６（返還計 ５０７５） 的中 ��� １８２７１（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．９―２４．５―３６．８―４９．１―１：０１．３―１：１３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．３―３F３７．０
３ ・（４，１３，１６）（９，１２）（１，７）（１１，８，１４）－５，１５，３－６，２ ４ ・（４，１３，１６）（７，９）１（１１，１２）５（８，１４）（３，１５）－（２，６）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドバンスコンドル �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１１．１０．２９ 東京３着

２００９．４．２６生 牡３鹿 母 プレイズザミラクル 母母 プレイズポーラ ４戦１勝 賞金 ８，６００，０００円
〔出走取消〕 エリモブリーズ号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
※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 ジュドポーム号・トットート号・メルクリオス号

１１０５０ ５月５日 晴 重 （２４東京２）第５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）

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

４７ 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 ５２０＋ ２１：３８．８ １．８�

８１５ ヤマノトライ 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣澤村 敏雄氏 阿部 新生 日高 日高大洋牧場 ４９８－ ４１：３９．４３� ４．２�
７１４ 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＋ ６１：３９．９３ ４．９�
６１２ 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 ４５０－ ６１：４０．３２� ８０．１�
２４ 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 ４８０± ０１：４０．５１ １６６．９�
５９ プリンシパル 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太�富川牧場 伊藤 伸一 日高 富川牧場 ４４２－ ６１：４０．７１� １９８．３	
１２ シルクスノーマン 牡３芦 ５６ 北村 宏司有限会社シルク牧 光二 新ひだか タツヤファーム ４５８－ ６ 〃 ハナ ８４．９

２３ ポジティヴィズム 牡３芦 ５６ 松岡 正海池谷 誠一氏 萩原 清 新冠 山岡ファーム ４７４－ ６ 〃 ハナ ２１．９�
３５ マウントゼンノエ 牡３鹿 ５６ 柴田 大知中沢 春吉氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 ４２８－ ２ 〃 ハナ ２５３．７�
７１３ 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＋１０ 〃 クビ １０．１
１１ マースストロング 牡３栗 ５６

５３ ▲杉原 誠人キャピタルクラブ 田村 康仁 浦河 鮫川 啓一 ４６６－ ８１：４２．１９ ２０７．９�
４８ スマクラグドス 牡３栗 ５６ 田中 勝春青山 洋一氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 ４２０－ ４１：４２．５２� ２４２．９�
６１１ アークイクシオン 牡３黒鹿５６ 和田 竜二門野 文典氏 清水 久詞 浦河 向別牧場 ４６０＋ ２１：４２．６� ６５．９�
５１０ バンカーバスター 牡３栗 ５６ 津村 明秀野村 茂雄氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 B４７２－ ８１：４２．７� ６８．４�
３６ ニンファエア 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成吉田 和美氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム ５４８± ０１：４３．２３ ３６．９�
８１６ ラヴフォーオール 牝３青鹿５４ 田中 博康矢野 和雅氏 木村 哲也 新冠 大林ファーム ４３２－ ６１：４５．０大差 ２９１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，９４５，７００円 複勝： ３５，６１８，８００円 枠連： １６，１０９，８００円

馬連： ５５，０６２，４００円 馬単： ４２，８７５，６００円 ワイド： ２５，７４８，８００円

３連複： ６９，１７８，９００円 ３連単： １２５，３７３，９００円 計： ３９３，９１３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � １３０円 枠 連（４－８） ３９０円

馬 連 �� ４００円 馬 単 �� ５９０円

ワ イ ド �� １８０円 �� ２２０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� ４６０円 ３ 連 単 ��� １，５００円

票 数

単勝票数 計 ２３９４５７ 的中 � １０７１７９（１番人気）
複勝票数 計 ３５６１８８ 的中 � １１０３２５（１番人気）� ７９４９９（２番人気）� ６４８８３（３番人気）
枠連票数 計 １６１０９８ 的中 （４－８） ３０８５８（２番人気）
馬連票数 計 ５５０６２４ 的中 �� １０２７４５（１番人気）
馬単票数 計 ４２８７５６ 的中 �� ５４４９６（１番人気）
ワイド票数 計 ２５７４８８ 的中 �� ３８２２６（１番人気）�� ２８８８３（２番人気）�� ２６４４７（３番人気）
３連複票数 計 ６９１７８９ 的中 ��� １１３３６３（１番人気）
３連単票数 計１２５３７３９ 的中 ��� ６１６９６（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．６―３６．１―４８．６―１：０１．３―１：１４．０―１：２６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドブルピサ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ナリタブライアン デビュー ２０１１．１０．３０ 東京２着

２００９．４．２４生 牡３鹿 母 バアゼルノジュール 母母 ヘクタープリンセス ４戦１勝 賞金 ９，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラヴフォーオール号は，平成２４年７月５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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ジグパルティード号

第２回 東京競馬 第５日



１１０５１ ５月５日 晴 重 （２４東京２）第５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）

牝，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

１：２１．９
１：２１．５

不良

不良

５９ ローゼズガーランド 牝３鹿 ５４
５１ ▲杉原 誠人藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 ４５８－ ６１：２７．０ ７．７�

６１１ ロンギングトゥユー 牝３栗 ５４ 内田 博幸坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４８４－ ８１：２７．３１� ２．３�
７１３ ショウナンワヒネ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成�湘南 伊藤 大士 浦河 桑田牧場 ４８８＋ ２ 〃 同着 ４．２�
１２ マリントウショウ 牝３青鹿５４ 石橋 脩トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５２－ ４１：２７．４� ９．７�
７１４ アファーブル 牝３栗 ５４ 横山 典弘飯田 政子氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４５０－ ２１：２７．８２� ６．７�
５１０ ジパングティアラ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義大野 龍氏 田中 剛 日高 ヤナガワ牧場 ４５６± ０１：２８．０１� ４４．０	
２３ エアアナベル 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝 �ラッキーフィールド田村 康仁 様似 猿倉牧場 ４２８＋ ２ 〃 クビ ２５．９

２４ ベニバナビジン 牝３鹿 ５４ 和田 竜二ベニバナ組合 畠山 吉宏 新冠 ベルモント

ファーム ４４４ ―１：２８．３１� １９９．２�
８１６ ハートマイハート 牝３鹿 ５４ 武 英智平本 敏夫氏 昆 貢 新冠 川上 悦夫 ４４８＋ ６１：２８．５１� １８．９�
１１ ミルクトゥース 牝３黒鹿５４ 津村 明秀三宅 勝俊氏 中川 公成 浦河 金成吉田牧場 ４７８－ ４１：２８．７１� １３１．６
４８ ベルモントビジュ 牝３栗 ５４ 田辺 裕信 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ４４２＋ ４１：２９．０１� ２０４．１�
８１５ カズノメジャー 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥鈴木 可一氏 小笠 倫弘 新ひだか タイヘイ牧場 ５２０－１２１：２９．４２� １８５．８�
３６ ギャルソニエール 牝３栗 ５４ 北村 宏司大谷 正嗣氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４１２－１６１：２９．７２ ４２．１�
３５ ヒカルハナミズキ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣�橋 京子氏 栗田 博憲 平取 坂東牧場 ４４４－ ２１：３０．０２ ４６．４�
６１２ タカトーカツヨー 牝３黒鹿５４ 江田 照男斉藤 等氏 本間 忍 新ひだか 和田牧場 ４８６ ―１：３０．２１� ９５．８�
４７ グラスメリット 牝３栃栗５４ 武士沢友治半沢� 柄崎 孝 日高 ヤナガワ牧場 ５１２ ―１：３１．５８ １８８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，０７３，２００円 複勝： ３６，７１５，７００円 枠連： １９，１７７，３００円

馬連： ５７，９９７，７００円 馬単： ４０，７７９，２００円 ワイド： ２５，５００，１００円

３連複： ７２，４４０，３００円 ３連単： １１８，９５８，５００円 計： ３９２，６４２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２１０円 �
�

１３０円
１５０円 枠 連（５－６）（５－７）

４５０円
４３０円

馬 連 ��
��

４７０円
７５０円 馬 単 ��

��
１，１６０円
１，８４０円

ワ イ ド ��
��

４３０円
５５０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� １，１９０円 ３ 連 単 ���
���

４，４９０円
５，２９０円

票 数

単勝票数 計 ２１０７３２ 的中 � ２１７５１（４番人気）
複勝票数 計 ３６７１５７ 的中 � ３４７８９（５番人気）� １００５９１（１番人気）� ６５４６０（２番人気）
枠連票数 計 １９１７７３ 的中 （５－６） １５７２０（３番人気）（５－７） １６６２６（２番人気）
馬連票数 計 ５７９９７７ 的中 �� ４７６４５（３番人気）�� ２７６４２（７番人気）
馬単票数 計 ４０７７９２ 的中 �� １３１５４（８番人気）�� ８１１５（１４番人気）
ワイド票数 計 ２５５００１ 的中 �� １３６２３（５番人気）�� ９９９３（７番人気）�� ３８１６９（１番人気）
３連複票数 計 ７２４４０３ 的中 ��� ４５１７１（３番人気）
３連単票数 計１１８９５８５ 的中 ��� ９７９９（２０番人気）��� ８２９３（２４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．６―１２．７―１３．５―１２．６―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２４．１―３６．８―５０．３―１：０２．９―１：１４．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．２―３F３６．７
３ １４，９（８，１１）（３，１３）（２，５，１０）１２，１（６，１５）－（４，１６）７ ４ １４，９（８，１１，１３）（３，１０）２（１２，５）１，６，１５（４，７，１６）

勝馬の
紹 介

ローゼズガーランド �
�
父 アポインテッドデイ �

�
母父 French Deputy デビュー ２０１１．１０．８ 東京１０着

２００９．１．１４生 牝３鹿 母 ミスティーフレンチ 母母 Seeking the Circle ４戦１勝 賞金 ６，３００，０００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。
（非抽選馬） ２頭 シャングリラ号・ピオニエトウショウ号

１１０５２ ５月５日 晴
（ 芝 ）重
（ダート）重 （２４東京２）第５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

４６ 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 ４８６＋ ４３：２９．０ ５．６�

２２ タイキデイブレイク �５鹿 ６０ 江田 勇亮�大樹ファーム 高橋 文雅 新冠 パカパカ
ファーム ４７４＋ ６３：２９．８５ １４．６�

３４ シュヴァルツシルト �４黒鹿５９ 横山 義行 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４６４－ ８３：３０．２２� ２４．０�
５８ セクシイスイート 牝４鹿 ５７ 高野 和馬平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ５１２＋ ４３：３１．２６ ４．１�
６１０ ビルトミーアップ 牝７鹿 ５８ 平沢 健治飯田 政子氏 武市 康男 静内 千代田牧場 ４７４－ ８３：３２．７９ １２．１�
３３ サトノハピネス 牡７栗 ６０ 池崎 祐介里見 治氏 的場 均 静内 千代田牧場 B５２４＋１０３：３３．０１� ８２．７�
８１３� ナカヨキコト 牝６鹿 ５８

５７ ▲高嶋 活士江川 伸夫氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド ４４２＋１０３：３４．３８ １３６．６	
１１ ホクトスルタン 牡８芦 ６０ 山本 康志布施壽賀子氏 田中 剛 三石 ダイイチ牧場 ４９６－ ８３：３７．４大差 ３．３

７１１ シルクダイナスティ 牡７栗 ６０ 草野 太郎有限会社シルク星野 忍 新冠 �渡 信義 ４７６－ ８３：３８．０３� ９．７�
５７ 	 パラダイムシフト 牡５黒鹿６０ 穂苅 寿彦池谷 誠一氏 萩原 清 米 Brookdale Thor-

oughbreds LLC ４４４－ ８３：３９．４９ ５．９
８１４ バンクーバーリズム 牝４栗 ５７ 石神 深一安蒜 忠國氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 ４５６± ０３：３９．９３ １７８．８�
４５ ダノンマイスター 牡６鹿 ６０ 五十嵐雄祐�ダノックス 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６６＋ ４３：４１．１７ ４４．８�
６９ ラ パ リ ー ガ 牝５黒鹿５８ 大江原 圭�大樹ファーム 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５４－ ２３：４１．８４ ５５．５�
７１２ イーグルフォンテン 牝４鹿 ５７ 蓑島 靖典吉橋 計氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 ４５８－ ６３：５２．８大差 １４５．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，９８８，６００円 複勝： ２３，４５９，５００円 枠連： １６，７０１，３００円

馬連： ４３，３２４，８００円 馬単： ３０，６１３，５００円 ワイド： １８，８０７，８００円

３連複： ６１，１２８，６００円 ３連単： ９５，４８３，１００円 計： ３０５，５０７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � ２００円 � ３００円 � ３７０円 枠 連（２－４） ３，０４０円

馬 連 �� ３，３７０円 馬 単 �� ６，５００円

ワ イ ド �� １，０５０円 �� １，０６０円 �� １，８００円

３ 連 複 ��� １３，７５０円 ３ 連 単 ��� ７８，８３０円

票 数

単勝票数 計 １５９８８６ 的中 � ２２６４１（３番人気）
複勝票数 計 ２３４５９５ 的中 � ３６８９０（３番人気）� ２０１３５（６番人気）� １５２３１（８番人気）
枠連票数 計 １６７０１３ 的中 （２－４） ４０６４（１４番人気）
馬連票数 計 ４３３２４８ 的中 �� ９５１３（１８番人気）
馬単票数 計 ３０６１３５ 的中 �� ３４７６（３２番人気）
ワイド票数 計 １８８０７８ 的中 �� ４４８２（１６番人気）�� ４４５０（１７番人気）�� ２５３１（２６番人気）
３連複票数 計 ６１１２８６ 的中 ��� ３２８３（４４番人気）
３連単票数 計 ９５４８３１ 的中 ��� ８９４（２５０番人気）

上り １マイル １：５１．８ ４F ５４．６－３F ４０．５
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリスマドンナ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 King of Kings デビュー ２００９．７．２５ 新潟２着

２００７．４．５生 牝５黒鹿 母 オールモストフォーエヴァー 母母 Truly Bound 障害：２戦１勝 賞金 ７，７００，０００円



１１０５３ ５月５日 晴 稍重 （２４東京２）第５日 第５競走 ��
��１，６００�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

１：３１．４
１：３１．４

良

良

２３ 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 ５２８－ ６１：３５．８ ７．９�

７１４ 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± ０ 〃 アタマ ２．０�
４７ モントリヒト 牡３栗 ５６ 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４２０－ ６１：３６．０１� ５．８�
３６ ビップシャイン 牝３黒鹿５４ 和田 竜二鈴木 邦英氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 ４４２＋ ４１：３６．２１� ３５．６�
８１６ トーセンネフティス 牝３鹿 ５４ 田中 博康島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム ４４６－ ８１：３６．５２ ５０．１�
８１８ ザ キ ャ ッ プ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義 	千葉パブリックゴ

ルフコース 池上 昌弘 浦河 三嶋牧場 ４７６－ ６１：３６．６� ４．２

５９ ヒラボクボス 牡３青鹿５６ 後藤 浩輝	平田牧場 大竹 正博 浦河 大北牧場 ４９４＋ ２１：３６．８１� １７．７�
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 B４２６＋ ４ 〃 アタマ ３０２．０�
７１５ プロトリューション 牡３栗 ５６ 津村 明秀石瀬 浩三氏 牧 光二 新ひだか 斉藤スタッド ４６２－ ４ 〃 クビ ２９．６
４８ フクノゴールド 牡３鹿 ５６ 柴田 大知福島 実氏 嶋田 功 新ひだか 中村 和夫 ４４４－ ２１：３６．９クビ ３０４．２�
７１３ シ ャ ド ウ 牝３黒鹿５４ 松岡 正海芹澤 精一氏 相沢 郁 新ひだか 田中 裕之 ４４６＋ ２ 〃 クビ ７４．３�
３５ セイカエスペランサ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩久米 誠氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 ４８４－ ６１：３７．１１� １３２．９�
５１０ シンボリプロント 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥シンボリ牧場 牧 光二 新ひだか シンボリ牧場 ４５２－ ２ 〃 クビ ４９１．９�
６１１ デ ー ヴ ィ ー 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太�ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 荒木 貴宏 B４２２－ ２１：３７．３１� ４０３．１�
８１７ 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 ４２０－ ４１：３７．５１� ６７０．９�
６１２ ミライヘノカゼ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信三島 宣彦氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 B４６０－ ８ 〃 クビ ４６．７�
１２ マリエシチー 牝３栗 ５４ 武士沢友治 	友駿ホースクラブ 上原 博之 日高 幾千世牧場 ４０６ ―１：３７．７１ １４６．９�
１１ カシマセイセン 牝３鹿 ５４

５１ ▲高嶋 活士松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 B４３２± ０１：３９．４大差 ３６７．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２６，９０２，６００円 複勝： ４５，３３４，１００円 枠連： １９，２４４，５００円

馬連： ６６，２７８，０００円 馬単： ４８，６５５，５００円 ワイド： ２９，０２２，８００円

３連複： ７７，０７８，３００円 ３連単： １４３，８７１，７００円 計： ４５６，３８７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（２－７） ６００円

馬 連 �� ７００円 馬 単 �� １，９３０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ４７０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ８９０円 ３ 連 単 ��� ７，１１０円

票 数

単勝票数 計 ２６９０２６ 的中 � ２６８７１（４番人気）
複勝票数 計 ４５３３４１ 的中 � ５０７１８（４番人気）� １８０２４７（１番人気）� ６２７４９（３番人気）
枠連票数 計 １９２４４５ 的中 （２－７） ２３９３５（３番人気）
馬連票数 計 ６６２７８０ 的中 �� ７０３９２（３番人気）
馬単票数 計 ４８６５５５ 的中 �� １８６４９（６番人気）
ワイド票数 計 ２９０２２８ 的中 �� ２６９７３（３番人気）�� １３５２４（４番人気）�� ３６１２６（２番人気）
３連複票数 計 ７７０７８３ 的中 ��� ６４５３８（２番人気）
３連単票数 計１４３８７１７ 的中 ��� １４９３９（１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．７―３５．５―４７．８―１：００．１―１：１１．９―１：２３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３５．７
３ １３（６，１２）－３（８，１４）（９，１８）７（１５，１６）５（１，２）１７（４，１０）１１ ４ １３（６，１２）－（３，１４）（８，９，１８）（７，１５，１６）（５，１，２，１０）（４，１７）１１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジ ェ イ ド �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Unbridled デビュー ２０１２．３．３１ 中山１３着

２００９．２．１４生 牡３芦 母 レッドチリペッパー 母母 Raise a Carter ３戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
※セイカエスペランサ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

１１０５４ ５月５日 晴 稍重 （２４東京２）第５日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時００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

３３ セイカフォルトゥナ 牝３栗 ５４ 石橋 脩久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 ４７０＋ ８１：３７．９ １９．７�

８１０ ダイワスパンキー 牡３栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 ４８６－ ４１：３８．０� ２．７�
７７ � イッシンドウタイ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４８８－ ２１：３８．２１� ９．１�
７８ リバティーアゲイン 牡３青鹿５６ 田辺 裕信阿部 幸暉氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 ４６８－ ８１：３８．５２ ２４．６�
６６ リキサンイレブン 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 ５２８＋ ８１：３８．８１	 ３．６�
１１ 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 ４５８＋ ６１：３９．０１� １３．５�
４４ 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 ５０６－ ２１：３９．３２ １０．１

８９ トーセンアスカ 牡３栗 ５６ 内田 博幸島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム ４６０＋ ４１：３９．５１� １３．１�
２２ 
 リアライズナマステ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝工藤 圭司氏 森 秀行 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

４４６＋ ２１：３９．９２� ６．４
５５ ガッテンキャンパス 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 上村 清志 ４４４－ ２１：４０．２２ １０５．９�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２３，２２５，６００円 複勝： ３６，０７９，６００円 枠連： １６，９１３，９００円

馬連： ６２，５９４，４００円 馬単： ４２，２９１，１００円 ワイド： ２４，５７５，４００円

３連複： ７０，６７６，７００円 ３連単： １３５，１８５，８００円 計： ４１１，５４２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９７０円 複 勝 � ４７０円 � １４０円 � ２７０円 枠 連（３－８） ２，５３０円

馬 連 �� ２，９７０円 馬 単 �� ７，５００円

ワ イ ド �� １，０９０円 �� ２，６００円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ９，９６０円 ３ 連 単 ��� ７３，８００円

票 数

単勝票数 計 ２３２２５６ 的中 � ９３２９（８番人気）
複勝票数 計 ３６０７９６ 的中 � １５１３８（８番人気）� ９６４３８（１番人気）� ３１７５８（５番人気）
枠連票数 計 １６９１３９ 的中 （３－８） ４９５２（１２番人気）
馬連票数 計 ６２５９４４ 的中 �� １５５５５（１４番人気）
馬単票数 計 ４２２９１１ 的中 �� ４１６６（３０番人気）
ワイド票数 計 ２４５７５４ 的中 �� ５５７１（１４番人気）�� ２２４２（３３番人気）�� ８５８８（９番人気）
３連複票数 計 ７０６７６７ 的中 ��� ５２４１（３８番人気）
３連単票数 計１３５１８５８ 的中 ��� １３５２（２５９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１２．３―１２．６―１２．４―１１．９―１１．９―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．０―３６．３―４８．９―１：０１．３―１：１３．２―１：２５．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３６．６
３ ３，１０（５，２，８）（６，７，９）（１，４） ４ ・（３，１０）（５，２）（６，８）（１，７，９）－４

勝馬の
紹 介

セイカフォルトゥナ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２０１１．７．３０ 新潟１２着

２００９．５．８生 牝３栗 母 セイカカロブ 母母 サンデーズシス １０戦２勝 賞金 １９，３５０，０００円



１１０５５ ５月５日 晴 稍重 （２４東京２）第５日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時３０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

２２ ボーイフレンド 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 ４２２＋ ２１：２２．０ １６．１�

６９ タ マ ラ マ 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介 H.R.H．プリンセス・ハヤ 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４９２－ ４１：２２．６３� ３．６�

３３ ユッカマウンテン 牝３栗 ５４ 北村 宏司吉田 照哉氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム ４４２－ ２ 〃 クビ ３．５�
６８ ジョウテンオリーヴ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩田邉 久男氏 相沢 郁 新ひだか 田上 稔 ４９６± ０１：２２．７� １３．８�
５７ カ ヒ リ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海桑畑 �信氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム ４５０＋２０ 〃 ハナ ２２．７�
７１０ アルベルトバローズ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 ４６８± ０１：２２．８クビ ５．７�
４４ ラインロバート 牡３青鹿５６ 内田 博幸大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム ４５２＋ ２ 〃 クビ １７．８	
５６ マイネルモーヴ 牡３栗 ５６ 津村 明秀 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム ４９８－ ４１：２３．０１ １１．３�
７１１ ナムラシンシン 牝３栗 ５４ 田辺 裕信奈村 信重氏 大和田 成 浦河 中島牧場 ４３２－ ８ 〃 クビ ４５．６�
８１２ ジャーエスペランサ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 ４７０＋ ２１：２３．１� ３２．０
１１ � ウィナーズマックス 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人山口 克己氏 大江原 哲 平取 山口 明彦 B４６２－ ２１：２３．３� ２２．９�
４５ パーフェクトミー 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義木浪 巖氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 西川富岡牧場 ４１８－ ４１：２３．４� １３．３�
８１３ コスモユキシマキ 牝３芦 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 柴崎 勇 新ひだか 秋田育成牧場 ４４２＋ ２１：２３．５� ５２．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２６，１２８，６００円 複勝： ４４，１１３，６００円 枠連： ２０，９９０，１００円

馬連： ７６，７３２，８００円 馬単： ４５，４７７，８００円 ワイド： ３１，３６３，４００円

３連複： ８５，５８９，０００円 ３連単： １３７，２４１，４００円 計： ４６７，６３６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６１０円 複 勝 � ３３０円 � １５０円 � １５０円 枠 連（２－６） ２，６１０円

馬 連 �� ３，３９０円 馬 単 �� ７，４５０円

ワ イ ド �� １，２１０円 �� ７００円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ３，３８０円 ３ 連 単 ��� ２９，５３０円

票 数

単勝票数 計 ２６１２８６ 的中 � １２８１０（７番人気）
複勝票数 計 ４４１１３６ 的中 � ２６３４３（７番人気）� ８９６２４（１番人気）� ８８９８７（２番人気）
枠連票数 計 ２０９９０１ 的中 （２－６） ５９４５（１３番人気）
馬連票数 計 ７６７３２８ 的中 �� １６７３４（１３番人気）
馬単票数 計 ４５４７７８ 的中 �� ４５１１（３２番人気）
ワイド票数 計 ３１３６３４ 的中 �� ５８３７（１７番人気）�� １０６２１（５番人気）�� ２９８７５（１番人気）
３連複票数 計 ８５５８９０ 的中 ��� １８７１２（５番人気）
３連単票数 計１３７２４１４ 的中 ��� ３４３０（７１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．６―３４．９―４６．５―５７．９―１：０９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボーイフレンド �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 タイキシャトル デビュー ２０１１．６．１８ 阪神７着

２００９．３．１７生 牡３栗 母 タオルミーナ 母母 ジ ャ ビ ラ バ ９戦１勝 賞金 ９，５００，０００円
［他本会外：１戦１勝］

１１０５６ ５月５日 晴 稍重 （２４東京２）第５日 第８競走 ��１，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１４時００分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

７１４ サクラトップクイン 牝４鹿 ５５ 横山 典弘櫻井 秀樹氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４３４－ ４１：３８．６ ２．９�

６１２ ウインジュビリー 牝４青鹿 ５５
５２ ▲杉原 誠人�ウイン 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４８４－ ４１：３８．９１� ３．２�

５１０ ク ナ ン ガ ン 牝５黒鹿５５ 鈴来 直人坂田 行夫氏 小野 次郎 日高 いとう牧場 ４８４－１０１：３９．２１� ５３．０�
８１６ ニシノフェミニン 牝５黒鹿５５ 蛯名 正義西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４５６－ ２１：３９．３� １５．１�
７１３ ショウナンガーデン 牝４鹿 ５５ 石橋 脩国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 桑田牧場 ４３８＋ ８１：３９．４� ２９．７�
４８ ジャマイカラー 牝４青鹿５５ 武士沢友治山田美喜男氏 小桧山 悟 新ひだか 飛野牧場 ４９０－ ２１：３９．６１� ７８．０�
２４ � ホワイトジュエル 牝５芦 ５５ 後藤 浩輝 	フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム ４４８＋ ２ 〃 ハナ ２２．３

５９ � アドマイヤキャロル 牝５黒鹿５５ 田辺 裕信近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４８６－ ２１：３９．７� ４９．０�
６１１� マリーズタイム 牝４鹿 ５５ 柴田 大知冨沢 敦子氏 畠山 重則 新ひだか 土田農場 ４３８－１４１：３９．９１� ９６．９�
１１ キングダンサー 牝４鹿 ５５ 内田 博幸菅原 光博氏 田村 康仁 新ひだか 沖田 哲夫 B４７８＋ ２ 〃 クビ ６．５
４７ トレジャーチェスト 牝５芦 ５５ 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ５０４＋１０１：４０．０� １１．７�
８１５ タマノリテラシー 牝５栗 ５５ 江田 照男玉腰 勇吉氏 矢野 英一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４８４－１６ 〃 クビ ５０．９�
１２ ミラクルフラッグ 牝５栗 ５５ 吉田 豊小林 英一氏 岩戸 孝樹 日高 出口牧場 B５００＋ ８ 〃 ハナ ８．１�
３６ センティラシオン 牝４芦 ５５ 和田 竜二中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４８０＋ ４１：４０．４２� １５５．７�
３５ � ジュンノアスカ 牝５鹿 ５５ 大庭 和弥國分 純氏 高橋 義博 日高 ファニーフレンズファーム ４７０＋ ６１：４３．１大差 １７２．８�

（１５頭）
２３ ミエノグレース 牝５栗 ５５ 三浦 皇成里見美惠子氏 鹿戸 雄一 新冠 富本 茂喜 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２６，４８６，９００円 複勝： ４２，０７３，５００円 枠連： ２７，３６６，２００円

馬連： ８０，７７２，２００円 馬単： ４７，８３９，７００円 ワイド： ３１，８８３，９００円

３連複： ８６，０５０，０００円 ３連単： １４６，２０９，９００円 計： ４８８，６８２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � ８４０円 枠 連（６－７） ４５０円

馬 連 �� ４９０円 馬 単 �� ９３０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� ２，４７０円 �� ２，３１０円

３ 連 複 ��� ７，５９０円 ３ 連 単 ��� ２７，４９０円

票 数

単勝票数 差引計 ２６４８６９（返還計 ２２４） 的中 � ７２４２０（１番人気）
複勝票数 差引計 ４２０７３５（返還計 ２５５） 的中 � １０３４９４（１番人気）� ８７７４６（２番人気）� ８０９２（１１番人気）
枠連票数 差引計 ２７３６６２（返還計 ９ ） 的中 （６－７） ４５２２０（２番人気）
馬連票数 差引計 ８０７７２２（返還計 １２６９） 的中 �� １２２２３５（１番人気）
馬単票数 差引計 ４７８３９７（返還計 ６１２） 的中 �� ３８１２８（１番人気）
ワイド票数 差引計 ３１８８３９（返還計 ３５９） 的中 �� ４４０００（１番人気）�� ２７７２（３１番人気）�� ２９７３（２８番人気）
３連複票数 差引計 ８６０５００（返還計 ２５１３） 的中 ��� ８３７６（２５番人気）
３連単票数 差引計１４６２０９９（返還計 ４８０８） 的中 ��� ３９２６（７４番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１２．４―１３．１―１２．７―１１．９―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．３―３５．７―４８．８―１：０１．５―１：１３．４―１：２５．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．８―３F３７．１
３ １，１２（５，１４）（９，１５）（２，４，７）（６，１６）８（１１，１３）１０ ４ ・（１，１２，１４）１５（５，４，７，９）１６（２，６）（８，１３）１１，１０
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サクラトップクイン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．２．５ 東京３着

２００８．２．９生 牝４鹿 母 マストシーストップ 母母 マ ガ ロ ９戦２勝 賞金 ２０，５１０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔出走取消〕 ミエノグレース号は，疾病〔蕁麻疹〕のため出走取消。
※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 イエスマイダーリン号



１１０５７ ５月５日 晴 良 （２４東京２）第５日 第９競走 ��
��１，４００�

た か お

高 尾 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 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．８
１：１９．０

良

良

４５ � セイウンジャガーズ 牡５黒鹿５７ 内田 博幸西山 茂行氏 杉浦 宏昭 愛 Lodge
Park Stud ４７０－ ６１：２１．０ ４．７�

５７ サイレントソニック 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義細谷 典幸氏 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 ４５６＋ ２１：２１．３１� ３．４�
６１０ ヒシカツジェームス 牡５栗 ５７ 横山 典弘阿部 雅英氏 久保田貴士 新ひだか 岡田スタツド ４７４± ０１：２１．５１	 ６．４�
３４ レッドストラーダ 牡４鹿 ５７ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 ４８４＋ ２１：２２．１３	 ３０．５�
５８ ル リ ニ ガ ナ 牝４鹿 ５５ 津村 明秀�川島牧場 小野 次郎 新冠 川島牧場 B４６０± ０ 〃 クビ １１．７�
６９ ゴーハンティング 牡４黒鹿５７ 石橋 脩 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム ５１０＋１０１：２２．５２	 ４．１	
８１４ クロフォード 牝５青 ５５ 田中 勝春 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム ４６４－ ２ 〃 クビ ６７．３

７１２
 キングロンシャープ 牡４栗 ５７ 田中 博康小林 久義氏 中川 公成 浦河 三枝牧場 ４７２－ ６１：２２．７１� ４６．８�
２２ キルシュバウム 牝５栗 ５５ 田辺 裕信ディアレスト 加藤 和宏 平取 びらとり牧場 ４３０＋ ２１：２３．０２ ８８．５�
４６ フィンデルムンド 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム B４６２＋ ２１：２３．１クビ ４０．４
７１１
 フラワーウィンド 牝６黒鹿５５ 武士沢友治川島 吉男氏 成島 英春 三石 下屋敷牧場 ４６０＋ ４１：２３．２	 ３１２．３�
３３ ポールアックス �６鹿 ５７ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B５０２－ ４ 〃 ハナ ９．３�
８１３ マックスバローズ 牡５栗 ５７ 和田 竜二猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 パカパカ

ファーム ４７０＋ ２１：２３．３	 ２１．０�
１１ シンボリマルセイユ 牡５芦 ５７ 江田 照男シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B４９２－ ４１：２４．０４ １６１．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３９，５５０，０００円 複勝： ６７，０８４，３００円 枠連： ３２，７５６，６００円

馬連： １２７，９０３，８００円 馬単： ７２，９５４，８００円 ワイド： ４３，７６９，９００円

３連複： １３６，８４７，０００円 ３連単： ２５０，４０５，９００円 計： ７７１，２７２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １５０円 � １３０円 � １７０円 枠 連（４－５） ５００円

馬 連 �� ６５０円 馬 単 �� １，４７０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ４１０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� １，１６０円 ３ 連 単 ��� ５，３４０円

票 数

単勝票数 計 ３９５５００ 的中 � ６６６２９（３番人気）
複勝票数 計 ６７０８４３ 的中 � １２００４１（２番人気）� １６１８２７（１番人気）� ９６１６０（３番人気）
枠連票数 計 ３２７５６６ 的中 （４－５） ４８５６４（２番人気）
馬連票数 計１２７９０３８ 的中 �� １４５５１５（１番人気）
馬単票数 計 ７２９５４８ 的中 �� ３６６７５（２番人気）
ワイド票数 計 ４３７６９９ 的中 �� ４４５４９（１番人気）�� ２５０６３（４番人気）�� ２９４２６（２番人気）
３連複票数 計１３６８４７０ 的中 ��� ８７７９５（２番人気）
３連単票数 計２５０４０５９ 的中 ��� ３４６６０（３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．５―１１．９―１１．５―１１．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．０―３４．５―４６．４―５７．９―１：０９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�セイウンジャガーズ �
�
父 Footstepsinthesand �

�
母父 Barathea デビュー ２００９．７．１２ 札幌２着

２００７．３．４生 牡５黒鹿 母 Lady Miletrian 母母 Local Custom ２４戦４勝 賞金 ９１，８７２，０００円
〔発走状況〕 マックスバローズ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。

１１０５８ ５月５日 晴 良 （２４東京２）第５日 第１０競走 ��
��２，４００�

りょくふう

緑風ステークス
発走１５時１０分 （芝・左）
４歳以上，１，６００万円以下，２３．５．７以降２４．４．２９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 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

８１２ ノ ー ス テ ア �４栗 ５７ 蛯名 正義山本 英俊氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ５２０－ ８２：２７．５ ２．０�

４５ オーシャンブルー 牡４鹿 ５６ 三浦 皇成青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４２６－ ６ 〃 クビ ４．６�
２２ ヴァーゲンザイル 牡４黒鹿５５ 内田 博幸 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム ４６６－ ２２：２７．６クビ ７．６�
６８ ゴールドブライアン 牡４青鹿５４ 和田 竜二杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４５０＋ ４２：２７．９１� ４１．３�
７１１ マコトギャラクシー 牡５栃栗５７ 石橋 脩尾田左知子氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４６８＋ ２２：２８．２２ １３．７�
３３ フミノヤマビコ 牡５鹿 ５６ 松岡 正海谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B４７８＋ ８２：２８．３� ４２．０	
４４ オメガスカイツリー 牡４黒鹿５５ 横山 典弘原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４８８± ０２：２８．４	 １３．１

７１０ エ ジ ソ ン 牡６栗 ５５ 北村 宏司重松 國建氏 鹿戸 雄一 日高 横井 哲 ５３２－１０２：２８．５クビ ８９．９�
５６ モ ズ 牡５青 ５５ 田中 勝春�グランプリ 矢作 芳人 むかわ 上水牧場 ４７６－ ８ 〃 ハナ ６６．７�
５７ 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 ４７２－ ８２：２８．６� １１．６�
６９ 
 エドノヤマト 牡５青 ５６ 吉田 豊遠藤 喜松氏 梅田 智之 日高 エンドレス

ファーム ４６６± ０ 〃 ハナ ２４．６�
８１３� ワールドブルー 牡６鹿 ５３ 後藤 浩輝 �ブルーマネジメント森 秀行 米 Fusao

Sekiguchi ４８４－ ８２：３１．２大差 ２２．０�
１１ アグネススターチ 牡７鹿 ５２ 武士沢友治渡辺 孝男氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ４９０－ ２ 〃 クビ ７１．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４２，５９８，７００円 複勝： ６８，３２５，３００円 枠連： ３１，７６８，７００円

馬連： １４８，５００，２００円 馬単： ９０，９０４，２００円 ワイド： ４９，２３８，９００円

３連複： １５５，２１１，１００円 ３連単： ３１８，７２４，５００円 計： ９０５，２７１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � １７０円 枠 連（４－８） ３７０円

馬 連 �� ４８０円 馬 単 �� ７４０円

ワ イ ド �� ２００円 �� ２５０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ７８０円 ３ 連 単 ��� ２，２７０円

票 数

単勝票数 計 ４２５９８７ 的中 � １７０２０２（１番人気）
複勝票数 計 ６８３２５３ 的中 � ２４０４８３（１番人気）� １０６９７９（２番人気）� ８４１４７（３番人気）
枠連票数 計 ３１７６８７ 的中 （４－８） ６５０８０（１番人気）
馬連票数 計１４８５００２ 的中 �� ２３０１３４（１番人気）
馬単票数 計 ９０９０４２ 的中 �� ９１８０６（１番人気）
ワイド票数 計 ４９２３８９ 的中 �� ６９４８４（１番人気）�� ５０８３０（２番人気）�� ２３４４１（５番人気）
３連複票数 計１５５２１１１ 的中 ��� １４８２６９（１番人気）
３連単票数 計３１８７２４５ 的中 ��� １０３６４８（１番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．５―１１．４―１２．５―１２．４―１２．５―１２．９―１３．０―１３．０―１２．５―１１．９―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�
１２．５―２３．０―３４．４―４６．９―５９．３―１：１１．８―１：２４．７―１：３７．７―１：５０．７―２：０３．２―２：１５．１

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ノ ー ス テ ア �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Silver Hawk デビュー ２０１０．１０．１０ 東京５着

２００８．３．５生 �４栗 母 ム ガ ー ル 母母 ム ガ メ ー ル １１戦４勝 賞金 ６４，５９３，０００円
〔制裁〕 フミノヤマビコ号の騎手松岡正海は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（４番への進路影響）



１１０５９ ５月５日 晴 良 （２４東京２）第５日 第１１競走 ��２，０００�プリンシパルステークス
発走１５時４５分 （芝・左）（ダービートライアル）

３歳；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００円
付 加 賞 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５６．１
１：５６．１

良

良

４８ スピルバーグ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９２＋ ２２：００．９ １．７�

１１ ローレルブレット 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信 �ローレルレーシング 今野 貞一 新冠 川島牧場 ４３０－ ４２：０１．２１� ２３．２�
２４ アルキメデス 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６８＋ ４ 〃 クビ １３．２�
５１０ タイセイグルーヴィ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 ４６０± ０２：０１．３� ４２．８�
３５ ニ ン ジ ャ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣ロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 ４６２－１２２：０１．４� １０６．９�
８１６� サンレイレーザー 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 ５０６－ ６２：０１．６１� １３．７�
６１２ ハイクラウン 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝渡邊 隆氏 松山 康久 新冠 森 牧場 ４７４－ ２ 〃 ハナ ３３．２	
８１５ フジマサエンペラー 牡３黒鹿５６ 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム ４８４＋ ２ 〃 ハナ １３．８

８１７ クリールカイザー 牡３栗 ５６ 吉田 豊横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 ４６８－ ４２：０１．７クビ １５．３�
１２ レッドアーヴィング 牡３栗 ５６ 横山 典弘 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４７８－１０２：０１．９１� ６８．５�
７１３ オペラダンシング 牡３黒鹿５６ 江田 照男鈴木 可一氏 尾形 充弘 浦河 谷川牧場 ４５０－ ８ 〃 クビ １２５．２
４７ ステアトゥヘヴン 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ５１０－ ８２：０２．０� ２８．３�
３６ エアソミュール 牡３黒鹿５６ 和田 竜二 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４７２－ ８ 〃 ハナ ７．１�
６１１ ディーエスライダー 牡３黒鹿５６ 武士沢友治秋谷 壽之氏 成島 英春 新ひだか 岡田スタツド ４９０－ ２２：０２．２１� １０８．５�
２３ マイネルアトラクト 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 新冠 ビッグレッドファーム ５１０－ ２２：０２．７３ ６４．１�
７１４ マイネルカーミン 牡３黒鹿５６ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 田湯牧場 ４６６－ ６２：０３．４４ １０４．４�
５９ グランプリブラッド 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成北側 雅司氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B４２０－２０２：０５．３大差 ３３．６�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ８７，８２３，７００円 複勝： １３７，２４７，９００円 枠連： ９０，９７６，４００円

馬連： ３４０，７０６，２００円 馬単： ２１３，５８５，１００円 ワイド： １０６，２４０，７００円

３連複： ４０６，９０８，４００円 ３連単： ８４２，９７２，５００円 計： ２，２２６，４６０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ３８０円 � ２６０円 枠 連（１－４） １，４５０円

馬 連 �� １，６６０円 馬 単 �� ２，２６０円

ワ イ ド �� ６２０円 �� ３７０円 �� ２，２６０円

３ 連 複 ��� ４，０８０円 ３ 連 単 ��� １４，２８０円

票 数

単勝票数 計 ８７８２３７ 的中 � ４２３０７６（１番人気）
複勝票数 計１３７２４７９ 的中 � ６０８５２９（１番人気）� ５７５２４（７番人気）� ９４０１９（４番人気）
枠連票数 計 ９０９７６４ 的中 （１－４） ４６４０２（６番人気）
馬連票数 計３４０７０６２ 的中 �� １５１４８７（６番人気）
馬単票数 計２１３５８５１ 的中 �� ６９８４６（７番人気）
ワイド票数 計１０６２４０７ 的中 �� ４２３６０（６番人気）�� ７７６９５（２番人気）�� １０５００（２２番人気）
３連複票数 計４０６９０８４ 的中 ��� ７３７７６（１１番人気）
３連単票数 計８４２９７２５ 的中 ��� ４３５８８（２７番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．２―１１．５―１２．２―１２．８―１２．６―１２．８―１１．６―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．１―３５．６―４７．８―１：００．６―１：１３．２―１：２６．０―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４F４７．７―３F３４．９

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

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

勝馬の
紹 介

スピルバーグ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Lycius デビュー ２０１１．１０．１５ 東京１着

２００９．５．１２生 牡３鹿 母 プリンセスオリビア 母母 Dance Image ６戦２勝 賞金 ４９，０５１，０００円
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりスピルバーグ号は，東京優駿（GⅠ）競走に優先出走できる。

１１０６０ ５月５日 晴 稍重 （２４東京２）第５日 第１２競走 ��１，３００�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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

５９ � コパノカーン 牡４栗 ５７ 内田 博幸小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 ５１４－ ２１：１８．１ ６．７�

６１２ クォリティシーズン 牝４黒鹿５５ 三浦 皇成水野 英樹氏 武藤 善則 新ひだか 前川牧場 ４３２－ ４１：１８．３１� ５．５�
５１０ パープルセンリョ 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義中野 銀十氏 飯田 雄三 帯広 中村 司 ５１６－１２１：１８．５１� １５．６�
７１３ ル ナ ロ ッ ソ 牝６栗 ５５ 田辺 裕信木浪 巖氏 杉浦 宏昭 静内 西川富岡牧場 ５２０＋１４１：１８．７１� ２７．０�
８１６ ビレッジペガサス 牡５芦 ５７ 吉田 豊村山 輝雄氏 矢野 英一 浦河 赤田牧場 ４９６＋ ８ 〃 ハナ ４．７�
３６ プロスペラスマム 牝５鹿 ５５ 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ５１８－ ２ 〃 クビ ２３．９�
４８ ベルモントキーラ 牝４青鹿５５ 北村 宏司 �ベルモントファーム 古賀 史生 新冠 ベルモント

ファーム ４９２＋１２ 〃 アタマ ３９．７	
１２ 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 ４３０－ ４１：１８．９１ ６．０

４７ クラッカージャック 牡８鹿 ５７ 和田 竜二齊藤四方司氏 土田 稔 門別 下河辺牧場 B４８４－ ８１：１９．０� ８０．７�
３５ ウォンビーロング 牝５鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 水上 習孝 ４７４± ０ 〃 クビ ５．３�
７１４ グ ラ ン ス 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝吉田 千津氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４４２－１０１：１９．２１ ６６．４
１１ エ キ ナ シ ア 牝４鹿 ５５ 中谷 雄太�ミルファーム 手塚 貴久 むかわ 西山牧場 ４９０＋１０１：２０．１５ ７．１�
２４ メジロオマリー 牡７黒鹿５７ 田中 博康岩� 伸道氏 奥平 雅士 洞爺 メジロ牧場 B４６４－ ８１：２０．２クビ １５９．６�
６１１ ダ ス タ ッ プ 牡６鹿 ５７ 柴田 大知小田切有一氏 田中 章博 日高 山本 通則 ５００＋ ４１：２０．４１� ９７．６�
８１５� モルフェメイト 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲高嶋 活士並河賢一郎氏 大江原 哲 浦河 浦河土肥牧場 ４２４＋ ６１：２０．５� ３１７．８�
２３ カシノアクセル 牡４鹿 ５７ 二本柳 壮柏木 務氏 蛯名 利弘 熊本 片山 建治 ４２６－ ４１：２１．２４ １９３．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４６，５７６，９００円 複勝： ７４，８４１，７００円 枠連： ４７，５４７，９００円

馬連： １５３，９１０，６００円 馬単： ８５，１２１，５００円 ワイド： ５５，６９７，４００円

３連複： １７９，５８０，９００円 ３連単： ３３２，８６８，８００円 計： ９７６，１４５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ２７０円 � ２２０円 � ４２０円 枠 連（５－６） １，３５０円

馬 連 �� ２，０６０円 馬 単 �� ４，０４０円

ワ イ ド �� ８９０円 �� １，５７０円 �� １，８００円

３ 連 複 ��� １０，３５０円 ３ 連 単 ��� ５０，６８０円

票 数

単勝票数 計 ４６５７６９ 的中 � ５５０３７（５番人気）
複勝票数 計 ７４８４１７ 的中 � ７６３２６（６番人気）� ９９９１９（４番人気）� ４２３２２（７番人気）
枠連票数 計 ４７５４７９ 的中 （５－６） ２６０６９（６番人気）
馬連票数 計１５３９１０６ 的中 �� ５５１８４（１３番人気）
馬単票数 計 ８５１２１５ 的中 �� １５５６７（２３番人気）
ワイド票数 計 ５５６９７４ 的中 �� １５８９６（１５番人気）�� ８６５３（１６番人気）�� ７４８１（２４番人気）
３連複票数 計１７９５８０９ 的中 ��� １２８１０（２７番人気）
３連単票数 計３３２８６８８ 的中 ��� ４８４８（１４２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
６．９―１８．０―２９．６―４１．８―５３．７―１：０５．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�コパノカーン �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ラ ム タ ラ

２００８．３．５生 牡４栗 母 シースシルエット 母母 ラスターゲイン ７戦２勝 賞金 ２５，４００，０００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。
（非抽選馬） １頭 ユメノキズナ号



（２４東京２）第５日 ５月５日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重後良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １７７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

２０５，７９０，０００円
２，０８０，０００円
５，３６０，０００円
１，５１０，０００円
１８，６１０，０００円
６０，８２４，５００円
５，２７６，８００円
１，６９９，２００円

勝馬投票券売得金
４０２，０７６，３００円
６６４，４５５，６００円
３５４，３２６，０００円
１，２７０，０７８，６００円
８０７，０６０，３００円
４６９，３８６，１００円
１，４７２，８９５，５００円
２，７８１，０７１，６００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 ８，２２１，３５０，０００円

総入場人員 ５０，１５０名 （有料入場人員 ４８，２４５名）


