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12001 4月20日 曇 良 （25東京2）第1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）

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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

612 セイユウスマイル 牝3鹿 54 横山 典弘松岡 正二氏 鈴木 伸尋 新ひだか 畠山牧場 472＋ 81：26．9 4．2�
35 ディアアスペン 牝3栗 54 三浦 皇成ディアレスト 田村 康仁 青森 野々宮牧場 454＋ 4 〃 クビ 17．0�
713 デンコウアローズ 牝3鹿 54 柴田 善臣田中 康弘氏 小島 太 浦河 磯野牧場 454＋121：27．32� 27．2�
12 ヒエラポリス 牝3芦 54 北村 宏司吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 526± 01：27．4� 3．5�
59 コスモアンジェリケ 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中川 公成 日高 中川 欽一 444＋ 61：27．5� 174．1�
815 フレイムミーティア 牝3鹿 54 田辺 裕信嶋田 賢氏 大和田 成 日高 シンコーファーム 450－ 4 〃 アタマ 17．5	
23 ヤマニンソルシェ 牝3芦 54 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 432± 01：27．6クビ 4．5

611 リルバニヤン 牝3鹿 54 戸崎 圭太津村 靖志氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 440－ 4 〃 クビ 4．0�
510 バナーライン 牝3鹿 54 田中 勝春 �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋ 21：27．7クビ 25．8�
11 チ サ ト 牝3栗 54 村田 一誠鈴木 照雄氏 中川 公成 日高 合資会社カ

ネツ牧場 B454± 01：27．91� 38．8
47 ブラウンティアラ 牝3栗 54

52 △杉原 誠人キャピタルクラブ 小西 一男 新冠 田鎖牧場 406± 01：28．21� 322．6�
36 ア ケ ビ 牝3栗 54

51 ▲横山 和生山岸 桂市氏 奥平 雅士 えりも エクセルマネジメント 498 ―1：28．3� 43．9�
816 ヒ メ シ ャ ラ 牝3鹿 54 武士沢友治松本 俊廣氏 勢司 和浩 新冠 タニグチ牧場 480＋ 21：28．93� 485．2�
24 ラヴィーバレンシア 牝3鹿 54 嘉藤 貴行花野 友象氏 田中 清隆 浦河 三枝牧場 482 ―1：29．85 179．2�
48 スイートキャラメル 牝3黒鹿 54

51 ▲原田 和真�髙昭牧場 和田 雄二 浦河 高昭牧場 516 ―1：30．54 280．7�
714 ナンヨーノケイー 牝3黒鹿54 吉田 豊中村 德也氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：32．2大差 166．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，872，700円 複勝： 35，397，200円 枠連： 14，073，000円
馬連： 47，331，300円 馬単： 31，077，600円 ワイド： 20，963，900円
3連複： 61，986，500円 3連単： 95，872，000円 計： 327，574，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 200円 � 440円 � 590円 枠 連（3－6） 1，790円

馬 連 �� 3，940円 馬 単 �� 6，590円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 1，310円 �� 4，910円

3 連 複 ��� 23，240円 3 連 単 ��� 85，350円

票 数

単勝票数 計 208727 的中 � 39424（3番人気）
複勝票数 計 353972 的中 � 60113（4番人気）� 19572（6番人気）� 13637（7番人気）
枠連票数 計 140730 的中 （3－6） 5820（6番人気）
馬連票数 計 473313 的中 �� 8869（13番人気）
馬単票数 計 310776 的中 �� 3484（22番人気）
ワイド票数 計 209639 的中 �� 4691（12番人気）�� 3996（14番人気）�� 1019（35番人気）
3連複票数 計 619865 的中 ��� 1969（60番人気）
3連単票数 計 958720 的中 ��� 829（223番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．7―12．6―12．5―12．8―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―35．2―47．8―1：00．3―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイユウスマイル �
�
父 ルールオブロー �

�
母父 パークリージエント デビュー 2012．10．6 東京2着

2010．4．21生 牝3鹿 母 ブリッジヘッド 母母 マロニエジェンヌ 4戦1勝 賞金 8，550，000円
〔その他〕 バナーライン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。

チサト号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナンヨーノケイー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年5月20日まで平地競

走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 バナーライン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年5月20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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 クリノアルプス号・ソフトライム号

12002 4月20日 曇 良 （25東京2）第1日 第2競走 ��1，300�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
1：16．4
1：16．4

重
重

612 ノッキングオン 牡3鹿 56 石橋 脩松尾 正氏 柴崎 勇 新ひだか グランド牧場 432－ 81：19．7 3．1�
714 アルファメール 牡3栗 56 吉田 豊 H.H．シェイク・ハムダン 小島 太 新ひだか カントリー牧場 488± 01：20．44 13．2�
59 デラウメイア 牡3栗 56 江田 照男野崎 宗信氏 菅原 泰夫 新冠 須崎牧場 454＋ 81：20．5� 5．9�
36 クイックスパイダー 牡3栗 56 岩部 純二菊池 昭雄氏 萱野 浩二 新ひだか 米田牧場 464＋ 21：21．13� 7．9�
11 ハリマヤヨサコイ 牡3鹿 56 大庭 和弥西森 鶴氏 的場 均 新冠 田渕牧場 B466－ 4 〃 ハナ 103．8�
510 ケージーイチバン 牡3黒鹿56 田中 勝春川井 五郎氏 水野 貴広 新ひだか 松本牧場 474－ 2 〃 アタマ 43．6�
12 マプティット 牝3鹿 54 宮崎 北斗 	キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 426＋ 4 〃 ハナ 13．0

47 ノアメロディ 牡3鹿 56 三浦 皇成佐山 公男氏 天間 昭一 新冠 飛渡牧場 442－ 61：21．31� 6．3�
816 スズカロカフラ 牝3栗 54

51 ▲横山 和生永井 啓弍氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 436＋121：21．51 16．1�
24 タイセイスカイ 牡3鹿 56 北村 宏司田中 成奉氏 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 456－ 8 〃 クビ 7．0
23 ケイツーモリガン 牝3栗 54

52 △杉原 誠人楠本 勝美氏 蛯名 利弘 むかわ 上水牧場 414＋ 21：21．81� 322．9�
48 カメンマキアート 牝3鹿 54 上野 翔正岡 賢氏 高柳 瑞樹 新ひだか 飛野牧場 416－ 41：22．86 399．4�
713 ケンブリッジモス 牡3栗 56 丹内 祐次中西 宏彰氏 畠山 吉宏 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 464＋ 41：23．01� 246．2�
815 コンテベルデ 牡3青鹿56 武士沢友治浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 464 ―1：23．21� 123．1�
35 ラヴァーズブラック 牝3青鹿54 平野 優福田 光博氏 小桧山 悟 日高 増尾牧場 410＋ 21：23．3� 421．6�
611 イチマイカンバン 牡3黒鹿56 戸崎 圭太スリースターズレーシング 松永 康利 浦河 一珍棒牧場 B478± 01：23．51� 15．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，333，300円 複勝： 32，355，000円 枠連： 12，527，500円
馬連： 45，896，900円 馬単： 31，070，900円 ワイド： 20，014，200円
3連複： 56，331，500円 3連単： 82，948，200円 計： 298，477，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 300円 � 210円 枠 連（6－7） 1，250円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 2，470円

ワ イ ド �� 610円 �� 420円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 3，570円 3 連 単 ��� 18，750円

票 数

単勝票数 計 173333 的中 � 45326（1番人気）
複勝票数 計 323550 的中 � 82999（1番人気）� 22393（7番人気）� 37767（3番人気）
枠連票数 計 125275 的中 （6－7） 7435（5番人気）
馬連票数 計 458969 的中 �� 19617（6番人気）
馬単票数 計 310709 的中 �� 9314（7番人気）
ワイド票数 計 200142 的中 �� 8124（5番人気）�� 12526（2番人気）�� 3798（20番人気）
3連複票数 計 563315 的中 ��� 11654（11番人気）
3連単票数 計 829482 的中 ��� 3265（44番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．2―18．2―30．2―42．9―55．4―1：07．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノッキングオン �
�
父 ジャイアントレッカー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．9．1 新潟6着

2010．2．24生 牡3鹿 母 タイムトゥラン 母母 アイオーユー 7戦1勝 賞金 7，050，000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 グラマラスグロウ号・ルルドバシリカ号

第２回 東京競馬 第１日



12003 4月20日 曇 良 （25東京2）第1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
1：34．4
1：33．3

重
良

11 ジュルヴォアソング 牡3鹿 56 田中 勝春廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 490± 01：39．4 2．9�
612 オリオンザムーン 牡3栗 56 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 508－141：39．5� 4．1�
35 コスモナイスガイ 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 柴崎 勇 新冠 ビッグレッドファーム 534＋ 21：39．81� 21．1�
815 ブルーローズ 牡3鹿 56 村田 一誠青山 洋一氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 450－101：39．9� 9．4�
24 モ リ ミ ヤ ビ 牝3栗 54 江田 照男�森島商事 牧 光二 安平 ノーザンファーム 430－ 41：40．0� 7．6�
36 キルタンサス 牡3栗 56 戸崎 圭太山口 敦広氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 446－ 21：40．21� 13．8	
12 コウヨウセレクト 牡3栗 56 柴田 善臣寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 496＋ 61：40．3クビ 139．3

59 ベストブライアン 牡3黒鹿56 石橋 脩岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 432－ 4 〃 クビ 21．5�
23 アルマライズ 牡3黒鹿56 吉田 豊コウトミックレーシング 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 486± 01：40．4� 7．5�
714 レ イ ア ロ ハ 牡3鹿 56

54 △杉原 誠人山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 有限会社
吉田ファーム 502± 01：40．5クビ 120．7

47 シンパサイザー 牡3芦 56 三浦 皇成水上 行雄氏 武市 康男 浦河 笠松牧場 432－ 21：40．82 34．0�
48 ツ ヤ マ ル 牡3鹿 56 北村 宏司一村 哲也氏 白井 寿昭 新冠 土井牧場 456± 01：41．22� 23．2�
816 ドリームアース 牡3鹿 56 武士沢友治森 保彦氏 小桧山 悟 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 472－ 4 〃 クビ 257．8�
510 トーアユーピテル 牡3鹿 56

53 ▲横山 和生高山ランド� 勢司 和浩 豊浦トーア牧場 508－ 41：41．83� 494．4�
611 スーパーセル �3黒鹿56 小島 太一�ノースヒルズ 小島 太 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484－ 61：42．54 168．3�
713 サインヴィクトリー 牝3鹿 54 宮崎 北斗山田眞理子氏 高市 圭二 様似 堀 弘康 418－ 21：42．92� 35．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，069，500円 複勝： 33，187，800円 枠連： 13，942，400円
馬連： 42，806，600円 馬単： 30，740，700円 ワイド： 20，516，200円
3連複： 56，769，800円 3連単： 88，278，400円 計： 305，311，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 150円 � 380円 枠 連（1－6） 570円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，030円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 5，270円 3 連 単 ��� 18，930円

票 数

単勝票数 計 190695 的中 � 53089（1番人気）
複勝票数 計 331878 的中 � 81962（1番人気）� 66215（2番人気）� 15349（7番人気）
枠連票数 計 139424 的中 （1－6） 18310（2番人気）
馬連票数 計 428066 的中 �� 51273（1番人気）
馬単票数 計 307407 的中 �� 21969（1番人気）
ワイド票数 計 205162 的中 �� 19891（1番人気）�� 4572（14番人気）�� 3430（18番人気）
3連複票数 計 567698 的中 ��� 7962（14番人気）
3連単票数 計 882784 的中 ��� 3442（41番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．2―36．3―49．0―1：01．9―1：14．6―1：26．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジュルヴォアソング �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2012．12．24 中山9着

2010．5．4生 牡3鹿 母 エイブルカグラ 母母 シャダイカグラ 6戦1勝 賞金 7，625，000円
※ツヤマル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

12004 4月20日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25東京2）第1日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード3：17．5良・良

69 � セイカペガサス 牡6黒鹿60 大江原 圭久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 480＋ 23：20．9 6．6�
22 カシマシンセイ 牡4鹿 59 山本 康志松浦 一久氏 松山 康久 浦河 大西ファーム 506－ 23：21．53� 14．7�
57 ブ リ ッ サ 牝4鹿 57 上野 翔�ミルファーム 畠山 重則 新冠 新冠伊藤牧場 480± 0 〃 クビ 153．1�
813 タイセイクライマー �5黒鹿60 石神 深一田中 成奉氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム 464＋ 23：22．56 2．9�
33 � トーセンタイガー 牡5鹿 60 小野寺祐太島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 514± 03：22．71	 2．9	
56 � プロジェクトブルー 牡6鹿 60 草野 太郎 
ブルーマネジメント星野 忍 浦河 大道牧場 512－ 83：23．01
 110．4�
710� ウ マ テ ッ ク 牡5黒鹿60 高野 和馬石橋 和夫氏 二ノ宮敬宇 米 Dr. Masa-

take Iida 458－ 83：23．31
 12．1�
44 � パリスブルー 牝6黒鹿58 金子 光希 
ブルーマネジメント小野 次郎 新冠 川上牧場 462＋12 〃 クビ 31．0
711 ニシノファブレッド 牡5鹿 60 浜野谷憲尚福田 光博氏 根本 康広 むかわ 西山牧場 490＋ 23：24．68 7．5�
68 � ラインミッシェル 牝4鹿 57 ▲原田 和真大澤 繁昌氏 根本 康広 新ひだか 上村 清志 452± 03：24．7クビ 273．8�
812 エーブポセイドーン 牡5鹿 60 五十嵐雄祐 
レーシングホース

ジャパン 清水 美波 新ひだか シンボリ牧場 508－ 43：25．44 36．5�
11 � クールバニヤン 牡9青鹿60 江田 勇亮�フジレーシング 高橋 文雅 門別 藤本ファーム 438＋ 43：26．03� 231．6�
45 ヴェルティゴ 牡4青鹿59 蓑島 靖典島田 久氏 尾関 知人 新冠 つつみ牧場 496－ 23：26．32 24．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 14，484，800円 複勝： 21，380，400円 枠連： 12，685，800円
馬連： 32，685，600円 馬単： 25，783，200円 ワイド： 15，170，800円
3連複： 45，153，500円 3連単： 79，050，400円 計： 246，394，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 230円 � 350円 � 3，240円 枠 連（2－6） 5，080円

馬 連 �� 5，270円 馬 単 �� 8，890円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 9，140円 �� 11，780円

3 連 複 ��� 114，520円 3 連 単 ��� 566，400円

票 数

単勝票数 計 144848 的中 � 17559（3番人気）
複勝票数 計 213804 的中 � 29011（3番人気）� 16545（6番人気）� 1409（11番人気）
枠連票数 計 126858 的中 （2－6） 1845（16番人気）
馬連票数 計 326856 的中 �� 4585（19番人気）
馬単票数 計 257832 的中 �� 2142（31番人気）
ワイド票数 計 151708 的中 �� 2552（15番人気）�� 403（47番人気）�� 312（52番人気）
3連複票数 計 451535 的中 ��� 291（128番人気）
3連単票数 計 790504 的中 ��� 103（618番人気）
上り 1マイル 1：46．2 4F 51．7－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�セイカペガサス �
�
父 エアエミネム �

�
母父 パラダイスクリーク

2007．4．20生 牡6黒鹿 母 セイカドミノ 母母 サンデーズシス 障害：4戦1勝 賞金 10，600，000円
初出走 JRA



12005 4月20日 曇 良 （25東京2）第1日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時30分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

45 ネルトスグアサ 牡3黒鹿56 武士沢友治福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 中脇 満 446－ 22：04．9 9．2�
813 スペシャルリッチ 牡3青鹿56 戸崎 圭太宇田 豊氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 516 ―2：05．11� 2．0�
68 テワヒポウナム 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 434± 0 〃 クビ 53．0�
22 レッドオーディン 牡3鹿 56 北村 宏司 �東京ホースレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 450 ― 〃 ハナ 17．2�
69 マイネルワーグナー 牡3鹿 56 丹内 祐次 �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 422± 02：05．2クビ 36．8	
11 トウショウウルフ 牡3鹿 56 吉田 豊トウショウ産業� 菊沢 隆徳 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 440－ 2 〃 クビ 8．2

711 カシノオパール 牝3芦 54

52 △杉原 誠人柏木 務氏 和田 雄二 新ひだか 前川 隆則 420＋ 22：05．52 281．1�
33 バルカローレ 牝3栗 54 江田 照男 �キャロットファーム 小島 太 安平 ノーザンファーム 484－ 6 〃 クビ 47．9�
57 チャックフィールド 牡3鹿 56 田辺 裕信田島榮二郎氏 大竹 正博 日高 坂 牧場 526 ―2：05．6� 32．7
56 スピッツコール 牡3栗 56 横山 典弘 �社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム 454＋ 22：05．81� 3．1�
812 ハンバーガー 牝3栗 54

51 ▲横山 和生藤田 浩一氏 尾形 和幸 新冠 松浦牧場 446－ 2 〃 ハナ 182．5�
710 スターポケット 牝3黒鹿54 大庭 和弥西城 公雄氏 高橋 文雅 新ひだか 寺越 政幸 464＋ 22：06．22� 113．8�
44 グロリアーレ 牡3鹿 56 田中 勝春 �グリーンファーム国枝 栄 千歳 社台ファーム 496－102：06．52 39．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 19，401，900円 複勝： 28，337，500円 枠連： 11，601，600円
馬連： 43，080，100円 馬単： 33，111，200円 ワイド： 18，700，600円
3連複： 52，852，700円 3連単： 102，637，000円 計： 309，722，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 260円 � 140円 � 450円 枠 連（4－8） 1，030円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，300円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 5，670円 3 連 単 ��� 26，890円

票 数

単勝票数 計 194019 的中 � 16747（4番人気）
複勝票数 計 283375 的中 � 25550（4番人気）� 77039（1番人気）� 12276（6番人気）
枠連票数 計 116016 的中 （4－8） 8330（5番人気）
馬連票数 計 430801 的中 �� 31170（4番人気）
馬単票数 計 331112 的中 �� 9954（9番人気）
ワイド票数 計 187006 的中 �� 10562（4番人気）�� 3421（17番人気）�� 3700（13番人気）
3連複票数 計 528527 的中 ��� 6891（16番人気）
3連単票数 計1026370 的中 ��� 2817（75番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―25．4―37．8―50．7―1：03．9―1：17．1―1：30．2―1：41．9―1：53．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F34．7

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ネルトスグアサ �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー 2012．8．11 新潟3着

2010．4．22生 牡3黒鹿 母 ヒカルヤマト 母母 ヒカルダンサー 5戦1勝 賞金 7，300，000円

12006 4月20日 曇 良 （25東京2）第1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
1：34．4
1：33．3

重
良

35 ジェベルムーサ 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 554－ 81：37．5 1．7�
11 ハコダテナイト 牡3栗 56 田辺 裕信河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 502＋ 81：37．71� 9．9�
712 デルマヌラリヒョン 牡3鹿 56 柴田 善臣浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 482＋ 2 〃 クビ 206．1�
46 ソ ラ ニ ー 牡3黒鹿56 横山 典弘井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 鮫川 啓一 482－ 21：37．8クビ 5．9�
611 ダンディーレイ 牡3栗 56

53 ▲横山 和生 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 藤原牧場 464－ 2 〃 ハナ 109．6�
58 モリトリュウコ 牡3鹿 56 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 金成吉田牧場 470－ 21：38．01� 7．3	
814 ウインプロスパー 牡3鹿 56 三浦 皇成
ウイン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 510＋ 21：38．21 37．2�
22 トラスティー 牡3鹿 56 村田 一誠前田 幸治氏 萩原 清 平取 坂東牧場 510＋141：39．37 139．2�
47 ギンザブルースター 牡3芦 56 北村 宏司有馬 博文氏 池上 昌弘 浦河 丸村村下

ファーム 438－ 61：39．4� 31．0
815 シゲルコジシザ 牝3鹿 54 丹内 祐次森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか 加野牧場 B456－ 4 〃 ハナ 192．0�
59 ダンディーソル 牡3青鹿 56

54 △杉原 誠人 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 今 牧場 472－ 21：39．5� 174．4�
23 タイセイドリーム 牡3鹿 56 吉田 豊田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 522± 01：40．24 8．3�
713 エアロブンバ 牡3栗 56 田中 勝春 
ラッキーフィールド田村 康仁 新ひだか 藤原牧場 492＋ 8 〃 ハナ 20．6�
34 トーセンエジンバラ 牡3栗 56 江田 照男島川 �哉氏 本間 忍 日高 本間牧場 476＋ 21：41．26 498．6�
610 ジャストザオネスト 牡3黒鹿56 石橋 脩ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 470－ 21：42．15 137．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 34，354，700円 複勝： 80，743，700円 枠連： 17，419，100円
馬連： 68，063，500円 馬単： 50，767，700円 ワイド： 31，242，100円
3連複： 80，223，700円 3連単： 155，964，800円 計： 518，779，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 300円 � 1，790円 枠 連（1－3） 1，060円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 510円 �� 2，530円 �� 7，830円

3 連 複 ��� 21，030円 3 連 単 ��� 48，330円

票 数

単勝票数 計 343547 的中 � 159424（1番人気）
複勝票数 計 807437 的中 � 501323（1番人気）� 35446（5番人気）� 4599（12番人気）
枠連票数 計 174191 的中 （1－3） 12141（4番人気）
馬連票数 計 680635 的中 �� 48256（4番人気）
馬単票数 計 507677 的中 �� 26138（4番人気）
ワイド票数 計 312421 的中 �� 16591（4番人気）�� 2932（27番人気）�� 927（49番人気）
3連複票数 計 802237 的中 ��� 2816（54番人気）
3連単票数 計1559648 的中 ��� 2382（133番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．9―12．7―12．8―12．5―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―35．2―47．9―1：00．7―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4F49．6―3F36．8
3 ・（10，12）（6，11）（15，14）13，4（1，5，7）（3，9）2，8 4 ・（10，12）（6，11）（15，14）（4，13，7）（1，5）9（2，3）8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジェベルムーサ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2012．11．4 東京1着

2010．2．15生 牡3鹿 母 ア ビ ラ 母母 Animatrice 4戦2勝 賞金 18，600，000円



12007 4月20日 曇 良 （25東京2）第1日 第7競走 ��
��2，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時30分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

11 ヒールゼアハーツ 牡5栗 57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 500＋ 62：32．1 1．2�
33 スプリングパリオ 牡4鹿 57 石橋 脩加藤 春夫氏 堀 宣行 白老 習志野牧場 480± 02：32．2� 5．3�
55 アメイジングアスク 牡5黒鹿57 北村 宏司廣崎 利洋氏 野中 賢二 日高 下河辺牧場 418－122：32．83	 14．8�
88 フェニックスソード 牡5鹿 57 三浦 皇成�ターフ・スポート高市 圭二 浦河 酒井牧場 476－ 42：33．12 9．5�
89 
 スプリングオー �4黒鹿57 大庭 和弥栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 バンブー牧場 452＋ 22：33．2� 98．6�
22 
 グルービーメテオ 牡4栗 57

54 ▲横山 和生�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 460－ 42：33．41� 59．1	
44 シンボリシュテルン 牡5黒鹿 57

55 △杉原 誠人シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 532＋ 42：33．5	 88．2

77 
 カシノレインボー 牝4芦 55

52 ▲原田 和真柏木 務氏 天間 昭一 日高 門別牧場 446＋ 22：33．92	 149．0�
66 
 オーミハピネス 牡5栗 57 小野寺祐太岩﨑 僖澄氏 蛯名 利弘 日高 鹿戸 正幸 524－ 62：34．11� 220．1�

（9頭）

売 得 金
単勝： 29，160，200円 複勝： 79，252，100円 枠連： 11，477，200円
馬連： 38，195，700円 馬単： 49，226，300円 ワイド： 19，621，600円
3連複： 50，536，000円 3連単： 199，567，500円 計： 477，036，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 120円 � 170円 枠 連（1－3） 180円

馬 連 �� 180円 馬 単 �� 220円

ワ イ ド �� 120円 �� 210円 �� 300円

3 連 複 ��� 310円 3 連 単 ��� 640円

票 数

単勝票数 計 291602 的中 � 196535（1番人気）
複勝票数 計 792521 的中 � 613616（1番人気）� 68781（2番人気）� 35938（4番人気）
枠連票数 計 114772 的中 （1－3） 49508（1番人気）
馬連票数 計 381957 的中 �� 160803（1番人気）
馬単票数 計 492263 的中 �� 166507（1番人気）
ワイド票数 計 196216 的中 �� 59450（1番人気）�� 19969（3番人気）�� 11883（6番人気）
3連複票数 計 505360 的中 ��� 121405（2番人気）
3連単票数 計1995675 的中 ��� 231801（2番人気）

ハロンタイム 13．4―12．7―13．6―13．5―13．2―13．2―13．3―12．9―12．7―11．4―11．0―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．4―26．1―39．7―53．2―1：06．4―1：19．6―1：32．9―1：45．8―1：58．5―2：09．9―2：20．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．3―3F33．6
1
3
3，5（1，2）－4－（7，8）－9，6
3，5，1（4，2）8，7（9，6）

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

勝馬の
紹 介

ヒールゼアハーツ 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 Distant Relative デビュー 2010．7．25 新潟7着

2008．5．5生 牡5栗 母 ミスティーミス 母母 Baino Clinic 23戦3勝 賞金 39，751，000円
※アメイジングアスク号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

12008 4月20日 曇 良 （25東京2）第1日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走14時00分 （芝・左）

牝，1000万円以下；負担重量は，55�
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

67 エクセラントカーヴ 牝4黒鹿55 戸崎 圭太吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 422± 01：34．0 3．5�
79 ウインクリアビュー 牝6栗 55 三浦 皇成�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 458＋ 61：34．1� 3．7�
55 チャーチクワイア 牝4栗 55 北村 宏司 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 462± 01：34．31� 4．5�
33 マイネヒメル 牝4栗 55 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 470＋101：34．61� 57．6�
56 ショウナンマハ 牝5黒鹿55 横山 典弘�湘南 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム 454＋10 〃 ハナ 10．1	
68 マイネイディール 牝5青鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 白井牧場 498＋ 21：34．81� 17．0

22 ウイングドウィール 牝4黒鹿55 田中 勝春 �グリーンファーム宗像 義忠 千歳 社台ファーム 480＋ 8 〃 アタマ 6．2�
811 フ ァ ー ゴ 牝4栗 55 石橋 脩吉田 勝己氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 420－ 21：34．9� 28．4�
44 ルネッタアスール 牝4鹿 55

52 ▲横山 和生青木 照吉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 472＋ 21：35．0� 19．6
710	 ラヴィーズバード 牝4鹿 55 田辺 裕信藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 436＋ 41：35．31� 41．8�
812 アルディートプリエ 牝4黒鹿 55

53 △杉原 誠人吉岡 泰治氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム 504＋20 〃 クビ 40．9�
11 	 プ ル プ ル 牝7鹿 55 大庭 和弥栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 辻 牧場 444－ 21：35．93� 339．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 28，191，600円 複勝： 47，170，000円 枠連： 17，344，600円
馬連： 71，010，900円 馬単： 45，864，600円 ワイド： 29，056，300円
3連複： 81，459，900円 3連単： 152，407，400円 計： 472，505，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 130円 � 150円 枠 連（6－7） 510円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 260円 �� 320円 �� 280円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 4，130円

票 数

単勝票数 計 281916 的中 � 64901（1番人気）
複勝票数 計 471700 的中 � 87722（2番人気）� 113734（1番人気）� 76586（3番人気）
枠連票数 計 173446 的中 （6－7） 25360（2番人気）
馬連票数 計 710109 的中 �� 85877（1番人気）
馬単票数 計 458646 的中 �� 25702（3番人気）
ワイド票数 計 290563 的中 �� 28607（1番人気）�� 22002（3番人気）�� 25936（2番人気）
3連複票数 計 814599 的中 ��� 74035（1番人気）
3連単票数 計1524074 的中 ��� 27278（2番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．9―12．0―12．0―11．3―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―35．9―47．9―59．9―1：11．2―1：22．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エクセラントカーヴ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2011．12．11 中山1着

2009．4．20生 牝4黒鹿 母 インディアナカーヴ 母母 Antique Auction 9戦3勝 賞金 37，989，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



12009 4月20日 曇 良 （25東京2）第1日 第9競走 ��
��2，300�

しんりょく

新 緑 賞
発走14時35分 （芝・左）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
2：18．5
2：18．3

良
良

89 ピュアソルジャー 牡3鹿 56 吉田 豊鶴見 清氏 大久保洋吉 新ひだか 千代田牧場 476＋ 62：23．0 11．1�
66 ブリリアント 牡3鹿 56 田中 勝春本田 恒雄氏 武市 康男 新冠 タニグチ牧場 462－ 4 〃 クビ 9．2�
11 マンインザムーン 牡3芦 56 横山 典弘 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 492－102：23．1� 2．1�
44 ワールドレーヴ 牡3黒鹿56 北村 宏司嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 460－ 4 〃 クビ 29．3�
810 サンバジーリオ 牡3鹿 56 石橋 脩吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 500－ 22：23．2クビ 5．9�
33 アポロカーネル �3鹿 56 田辺 裕信アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新ひだか 前田 宗将 458－ 42：23．41	 36．0	
55 シンボリパソドブレ 牡3鹿 56 戸崎 圭太シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 482－ 8 〃 ハナ 18．3

78 ポップアップハート 牡3栗 56 三浦 皇成丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 490－ 82：23．61	 5．1�
22 ネコタイショウ 牡3鹿 56 江田 照男桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 432＋ 42：23．81	 10．5�
77 オリバーバローズ 牡3黒鹿56 大庭 和弥猪熊 広次氏 牧 光二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B486＋ 62：24．65 170．6
（10頭）

売 得 金
単勝： 38，794，400円 複勝： 56，468，300円 枠連： 20，887，800円
馬連： 97，461，200円 馬単： 64，485，800円 ワイド： 34，919，300円
3連複： 102，779，000円 3連単： 228，118，200円 計： 643，914，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 220円 � 200円 � 120円 枠 連（6－8） 1，710円

馬 連 �� 4，440円 馬 単 �� 9，260円

ワ イ ド �� 860円 �� 500円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，860円 3 連 単 ��� 37，080円

票 数

単勝票数 計 387944 的中 � 27623（6番人気）
複勝票数 計 564683 的中 � 53142（5番人気）� 62690（4番人気）� 178530（1番人気）
枠連票数 計 208878 的中 （6－8） 9039（6番人気）
馬連票数 計 974612 的中 �� 16209（17番人気）
馬単票数 計 644858 的中 �� 5144（33番人気）
ワイド票数 計 349193 的中 �� 9446（12番人気）�� 17367（5番人気）�� 24285（3番人気）
3連複票数 計1027790 的中 ��� 26548（9番人気）
3連単票数 計2281182 的中 ��� 4541（132番人気）

ハロンタイム 7．1―11．4―12．8―13．4―12．5―12．6―13．3―13．0―12．6―11．5―11．3―11．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100�
7．1―18．5―31．3―44．7―57．2―1：09．8―1：23．1―1：36．1―1：48．7―2：00．2―2：11．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ピュアソルジャー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2012．7．21 新潟4着

2010．2．25生 牡3鹿 母 ラブアンドピース 母母 ピースオブワールド 11戦2勝 賞金 26，151，000円

12010 4月20日 小雨 良 （25東京2）第1日 第10競走 ��
��1，400�

かまくら

鎌倉ステークス
発走15時10分 （ダート・左）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

510 トキノエクセレント 牡5黒鹿57 横山 典弘田中 準市氏 矢野 照正 浦河 三嶋牧場 470＋ 41：23．9 2．8�
36 タイセイファントム 牡5鹿 57 丹内 祐次田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 446－ 41：24．11� 10．1�
815 ヴィンテージイヤー 牡4鹿 57 田中 勝春 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 浦河 日進牧場 B518－ 4 〃 クビ 9．1�
47 マックスガイ 牡4青鹿57 柴田 善臣平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 モリナガファーム B478± 01：24．2クビ 3．8�
24 チャンピオンラブ 牡7青鹿57 戸崎 圭太坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上 悦夫 490± 01：24．41	 43．3�
35 ホクセツダンス 牝5栗 55 三浦 皇成平島 尚武氏 宮本 博 日高 日高大洋牧場 434－ 61：24．5クビ 11．7	
611 サミットストーン 牡5鹿 57 梶 晃啓河﨑 五市氏 田村 康仁 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 544＋ 4 〃 ハナ 40．7

11 ロンギングスター 牡6栗 57 石神 深一坂本 浩一氏 勢司 和浩 浦河 中村 雅明 474－ 8 〃 アタマ 233．4�
23 
 テープカット 牡6鹿 57 武士沢友治橋本 忠雄氏 高橋 祥泰 新ひだか タイヘイ牧場 470＋ 21：24．6� 135．2�
59 ネオザウイナー 牡5青鹿57 石橋 脩小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋ 41：24．7クビ 9．4
713 トーホウプリンセス 牝6栗 55 嘉藤 貴行東豊物産� 田中 清隆 浦河 有限会社

吉田ファーム 518＋18 〃 クビ 26．3�
48 オメガホームラン 牡4芦 57 北村 宏司原 �子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 446－ 81：25．33	 44．5�
12 
 サクラインザスカイ 牡4栗 57 田辺 裕信�さくらコマース牧 光二 新ひだか 山田牧場 462＋ 4 〃 ハナ 14．3�
816 ワンダースピンドル 牡5黒鹿57 平野 優山本 信行氏 小崎 憲 新ひだか 米田牧場 476－ 81：25．4	 73．8�
714 ニシノヴァンクール 牡6青鹿57 岩部 純二西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 西山牧場 514± 0 〃 ハナ 53．4�
612 ユメノキラメキ 牝6栗 55 宮崎 北斗諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム 484－101：25．82	 73．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，061，100円 複勝： 64，752，700円 枠連： 36，222，700円
馬連： 143，141，700円 馬単： 74，357，700円 ワイド： 48，709，500円
3連複： 165，268，400円 3連単： 288，873，000円 計： 861，386，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 290円 � 260円 枠 連（3－5） 480円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 580円 �� 490円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 3，410円 3 連 単 ��� 15，560円

票 数

単勝票数 計 400611 的中 � 115491（1番人気）
複勝票数 計 647527 的中 � 168541（1番人気）� 48673（6番人気）� 57605（4番人気）
枠連票数 計 362227 的中 （3－5） 55784（1番人気）
馬連票数 計1431417 的中 �� 84680（5番人気）
馬単票数 計 743577 的中 �� 25865（6番人気）
ワイド票数 計 487095 的中 �� 21212（5番人気）�� 25767（4番人気）�� 9363（13番人気）
3連複票数 計1652684 的中 ��� 35859（10番人気）
3連単票数 計2888730 的中 ��� 13706（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．4―47．6―59．6―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トキノエクセレント �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2010．8．22 新潟5着

2008．3．26生 牡5黒鹿 母 ダンシングドミニア 母母 ダナグルーム 26戦5勝 賞金 95，844，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 オリオンザポラリス号・サトノデートナ号・ダノンハラショー号・ダブルスター号・ダンシングマオ号・

ベストサーパス号・リバースターリング号・レッドヴァンクール号



12011 4月20日 小雨 良 （25東京2）第1日 第11競走 ��
��2，400�メトロポリタンステークス

発走15時45分 （芝・左）
4歳以上，24．4．21以降25．4．14まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

812 カ フ ナ 牡5黒鹿56 戸崎 圭太金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 482－ 42：24．3 3．1�

710 クリールカイザー 牡4栗 54 吉田 豊横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 472－ 22：24．4� 6．1�
811 ノ ー ス テ ア �5栗 55 三浦 皇成山本 英俊氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 536＋ 22：24．61	 3．1�
11 エタンダール 牡4鹿 55 横山 典弘広尾レース� 藤原 英昭 大樹 大樹ファーム 452＋ 6 〃 アタマ 4．2�
44 ロードオブザリング 牡6鹿 54 北村 宏司 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 498－ 82：24．81	 24．3�
56 トップカミング �7黒鹿53 武士沢友治	コオロ 萱野 浩二 浦河 木戸口牧場 456＋ 62：24．9
 30．0

68 コスモラピュタ 牡6鹿 54 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 480＋122：25．43 71．1�
79 ケイアイドウソジン 牡7鹿 56 田辺 裕信亀田 和弘氏 田村 康仁 新冠 村田牧場 506＋ 42：25．61	 33．7�
22 � マカニビスティー 牡6青鹿55 石橋 脩備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 山田 政宏 B484－ 82：25．7� 42．4
55 イケドラゴン 牡8栗 49 杉原 誠人池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 528－ 42：25．8
 66．8�
67 ネ コ パ ン チ 牡7黒鹿56 江田 照男桐谷 茂氏 星野 忍 浦河 大道牧場 478± 02：25．9クビ 21．4�
33 リッツィースター �6鹿 51 横山 和生岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 488± 02：26．11� 186．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 65，489，700円 複勝： 91，316，600円 枠連： 58，218，600円
馬連： 232，893，100円 馬単： 144，985，400円 ワイド： 77，310，000円
3連複： 273，087，100円 3連単： 631，273，900円 計： 1，574，574，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 170円 � 120円 枠 連（7－8） 400円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 340円 �� 170円 �� 310円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 3，820円

票 数

単勝票数 計 654897 的中 � 168316（2番人気）
複勝票数 計 913166 的中 � 219405（2番人気）� 108174（4番人気）� 237246（1番人気）
枠連票数 計 582186 的中 （7－8） 108037（2番人気）
馬連票数 計2328931 的中 �� 185250（5番人気）
馬単票数 計1449854 的中 �� 64474（8番人気）
ワイド票数 計 773100 的中 �� 49871（5番人気）�� 136607（1番人気）�� 57084（3番人気）
3連複票数 計2730871 的中 ��� 323953（2番人気）
3連単票数 計6312739 的中 ��� 122088（10番人気）

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

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―23．7―35．6―47．6―59．3―1：11．3―1：23．9―1：36．2―1：48．7―2：00．5―2：12．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．6
1
3
7－8－5，9－4，6（3，12）（10，11）－1－2
7－8＝5－9（4，6）（3，12）（10，11）－1－2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カ フ ナ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．10．3 中山4着

2008．2．28生 牡5黒鹿 母 ピンクパピヨン 母母 マリスターⅡ 20戦6勝 賞金 130，553，000円

12012 4月20日 雨 良 （25東京2）第1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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

59 タイセイモンスター 牡4栗 57 戸崎 圭太田中 成奉氏 須貝 尚介 様似 髙村 伸一 530－102：12．6 5．1�
713 アプリコーゼ 牡4黒鹿57 田中 勝春 �キャロットファーム 木村 哲也 日高 待兼牧場 522＋ 2 〃 クビ 26．2�
46 リーゼントブルース 牡4芦 57 柴田 善臣三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 B472－ 6 〃 ハナ 3．6�
815 サンマルデューク 牡4黒鹿57 武士沢友治相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 500－ 42：12．81� 13．8�
47 バーチャルトラック 牡5鹿 57 江田 照男岩本 允氏 藤原 辰雄 新冠 田上 光征 452－ 22：13．11� 63．9�
35 トーセンセカイオー 牡4鹿 57 横山 典弘島川 	哉氏 松山 康久 新冠 秋田牧場 484± 0 〃 ハナ 2．4

611 テイエムデジタル 牡4鹿 57 石橋 脩竹園 正繼氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 488＋ 42：13．31� 16．7�
814 ステアトゥヘヴン 牡4鹿 57 村田 一誠 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 522± 02：13．4� 99．9�
11 ナンヨースラッガー 牡6芦 57

54 ▲横山 和生中村 德也氏 山内 研二 浦河 宮内牧場 512－ 62：13．5� 203．2
58 セトブリッジ 牡4黒鹿57 大庭 和弥難波 澄子氏 森 秀行 日高 新井 昭二 500－ 42：13．6� 30．3�
610 ヴ ェ イ ロ ン 牡5栗 57 三浦 皇成前田 幸治氏 吉村 圭司 新冠 ノースヒルズマネジメント 480－ 2 〃 アタマ 16．3�
22 オリオンザアルファ 牡6黒鹿 57

55 △杉原 誠人平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 B480－ 82：14．02� 86．9�
712 アサクサマリンバ 牡6鹿 57 吉田 豊田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 468± 02：14．1クビ 101．1�
34 ルシャンベルタン 牡5鹿 57 北村 宏司嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム B496＋ 42：14．52� 29．7�
23 イルポスティーノ 牡4栗 57 田辺 裕信 �サンデーレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 500＋ 22：14．82 107．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 47，687，500円 複勝： 69，973，500円 枠連： 37，164，200円
馬連： 133，301，200円 馬単： 84，223，000円 ワイド： 53，783，500円
3連複： 174，857，100円 3連単： 340，147，500円 計： 941，137，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 200円 � 590円 � 180円 枠 連（5－7） 4，870円

馬 連 �� 8，430円 馬 単 �� 13，640円

ワ イ ド �� 2，140円 �� 430円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 9，250円 3 連 単 ��� 70，220円

票 数

単勝票数 計 476875 的中 � 73790（3番人気）
複勝票数 計 699735 的中 � 98334（3番人気）� 24207（8番人気）� 123689（2番人気）
枠連票数 計 371642 的中 （5－7） 5632（16番人気）
馬連票数 計1333012 的中 �� 11673（23番人気）
馬単票数 計 842230 的中 �� 4557（40番人気）
ワイド票数 計 537835 的中 �� 5843（23番人気）�� 34343（3番人気）�� 8407（16番人気）
3連複票数 計1748571 的中 ��� 13960（25番人気）
3連単票数 計3401475 的中 ��� 3575（186番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―12．9―12．6―12．9―13．5―13．0―12．6―12．2―12．1―12．4

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―43．9―56．8―1：10．3―1：23．3―1：35．9―1：48．1―2：00．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイモンスター �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2011．12．11 小倉7着

2009．5．22生 牡4栗 母 バレーダンシング 母母 Soltura 14戦3勝 賞金 31，606，000円



（25東京2）第1日 4月20日（土曜日） 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 163頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

209，490，000円
5，360，000円
1，300，000円
18，970，000円
61，975，500円
4，864，600円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
374，901，400円
640，334，800円
263，564，500円
995，867，800円
665，694，100円
390，008，000円
1，201，305，200円
2，445，138，300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 6，976，814，100円

総入場人員 23，073名 （有料入場人員 21，671名）
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