
１１０１３ ４月２７日 曇 良 （２０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００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

１：２２．３
１：２１．９

稍重

重

２４ アイルビーバウンド 牝３鹿 ５４ 北村 宏司 �サンデーレーシング 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４０４－１０１：２６．９ ２．５�

６１１ コロナドスマイル 牝３栗 ５４ 吉田 隼人宮川 純造氏 中川 公成 新冠 的場牧場 ４６０ ― 〃 クビ ６３．７�
５１０ アルコプラータ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅 �MSプランニング 松永 康利 青森 明成牧場 ４７４± ０１：２７．３２� ５．８�
８１６ メジロフォーナ 牝３栗 ５４ 田中 勝春�メジロ牧場 栗田 博憲 洞爺 メジロ牧場 ５００－ ６１：２７．５１ ７．５�
１２ サラノコジーン 牝３芦 ５４

５３ ☆田中 博康神田 紘爾氏 相沢 郁 静内 神垣 道弘 ４６８＋ ６ 〃 クビ ４．０�
３６ チャームベル 牝３鹿 ５４

５２ △浜中 俊タマモ� 中川 公成 新冠 新冠伊藤牧場 ４００± ０１：２８．４５ ６２．７	
２３ リバーチャーム 牝３鹿 ５４ 吉田 豊泉 俊二氏 柴田 政人 厚真 大川牧場 ４８８± ０ 〃 ハナ ４３．１

６１２ ディゾンシチー 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太 �友駿ホースクラブ 根本 康広 静内 出羽牧場 ４４２ ― 〃 ハナ １０９．４�
１１ パラディフルール 牝３鹿 ５４ 内田 博幸中田 和宏氏 勢司 和浩 平取 有限会社中

田牧場 ４５８－ ４１：２８．５クビ １０．３�
４８ ワイルドファンシー 牝３栗 ５４ 横山 典弘臼田 浩義氏 高橋 祥泰 新冠 村田牧場 ４８８ ―１：２８．９２� ２４．２
５９ ナ ノ コ コ ロ 牝３青鹿５４ 柴山 雄一矢野喜代春氏 伊藤 伸一 静内 マークリ牧場 ４４４ ―１：２９．１１ ７８．４�
７１３ キタサンカレン 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹�大野商事 嶋田 功 門別 古川 優 ５１４－ ２１：２９．９５ ４３．７�
３５ ヒカルカグヤヒメ 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝高橋 光氏 西塚 安夫 登別 青藍牧場 ４８２± ０１：３０．１１� ２２．４�
７１４ グランドギフト 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太�グランド牧場 清水 英克 三石 谷山 和喜 ４１６＋ ２１：３０．７３� ２１９．６�

（大井）

８１５ ホクレアビーチ 牝３鹿 ５４
５１ ▲大下 智萱場 博史氏 的場 均 静内 岡田牧場 ４５６＋ ６１：３１．７６ ２７８．１�

４７ ケイジーインパクト 牝３栗 ５４ 伊藤 直人鹿倉 勝�氏 南田美知雄 静内 タイヘイ牧場 ４４４± ０１：３１．８クビ ２６４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，５５９，９００円 複勝： ２６，６４８，５００円 枠連： ２２，１０１，４００円

普通馬連： ７６，７２１，５００円 馬単： ７２，２４９，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，０６６，２００円

３連複： １１１，５０７，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３４９，８５４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １５０円 � １，２３０円 � １８０円 枠 連（２－６） ５，４９０円

普通馬連 �� １０，５６０円 馬 単 �� １３，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，９００円 �� ４１０円 �� ３，９００円

３ 連 複 ��� １９，６３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８５５９９ 的中 � ６０６５３（１番人気）
複勝票数 計 ２６６４８５ 的中 � ６３３１５（１番人気）� ３７５６（１１番人気）� ４０９６７（３番人気）
枠連票数 計 ２２１０１４ 的中 （２－６） ２９７５（１７番人気）
普通馬連票数 計 ７６７２１５ 的中 �� ５３６４（２８番人気）
馬単票数 計 ７２２４９１ 的中 �� ４０２５（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２０６６２ 的中 �� １７６５（３０番人気）�� １４９９１（３番人気）�� １３０３（３８番人気）
３連複票数 計１１１５０７４ 的中 ��� ４１９４（５５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．７―３５．８―４８．５―１：０１．４―１：１３．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイルビーバウンド �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Northern Dancer デビュー ２００７．１１．３ 東京２着

２００５．２．２２生 牝３鹿 母 バウンドトゥダンス 母母 Truly Bound ３戦１勝 賞金 ７，８００，０００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） １頭 フジスイート号
（非抽選馬） １頭 トウカイオペラ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１０１４ ４月２７日 曇 良 （２０東京２）第２日 第２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１０時３０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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

４５ サクラリーバポート 牡３鹿 ５６ 北村 宏司�さくらコマース勢司 和浩 静内 伊藤 敏明 ４６８ ―１：３９．２ ３５．２�

７１０ ア イ ノ カ ゼ 牡３鹿 ５６ 土谷 智紀丸岡 啓一氏 鈴木 勝美 新冠 ムラカミファーム B４６８＋ ２１：４０．０５ ４．７�
３３ � セピアエスプレッソ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海藤田与志男氏 斎藤 誠 米 Yoshio Fujita ４５６＋ ２１：４０．９５ １．８�
１１ ホーリーランス 牡３青鹿 ５６

５４ △浜中 俊平本 敏夫氏 松永 康利 三石 大塚牧場 ４７２－ ６１：４１．０� ７２．１�
４４ ダイワチェイサー 牡３青 ５６ 武士沢友治大城 敬三氏 中野渡清一 門別 出口牧場 B４７６＋ ２１：４１．３１� ２７．８�
５７ ターフドラゴン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹�ターフ・スポート杉浦 宏昭 浦河 中山牧場 ４６４－ ２ 〃 クビ ６．６	
８１２ ノ ボ ア ー ス 牡３鹿 ５６ 内田 博幸�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 ４８０－ ６１：４１．４クビ ９．３

５６ スズヨコンコルド 牝３鹿 ５４

５３ ☆田中 博康鈴木与四郎氏 高橋 祥泰 三石 タツヤファーム ４４４－ ６１：４１．５� ２７９．０�
６８ プティフール 牝３鹿 ５４ 吉田 豊 �キャロットファーム 戸田 博文 早来 ノーザンファーム ４５４＋ ２ 〃 クビ ３１．４�
６９ カイテキファーレン 牡３鹿 ５６ 江田 照男国本 勇氏 高木 登 浦河 笹島 政信 ５３０－１０１：４１．６クビ １０３．９
７１１ モルフェサイレンス 牡３栗 ５６

５３ ▲大江原 圭並河賢一郎氏 大江原 哲 平取 高橋 幸男 ４８６± ０ 〃 ハナ １７１．８�
２２ セラマットパオ 牝３芦 ５４ 大庭 和弥島田 久氏 西塚 安夫 門別 今井牧場 ３８６－ ８１：４１．８１� １８．８�
８１３ セイコーソニック 牡３栗 ５６ 柴田 善臣竹國 弘氏 柴田 政人 門別 天羽 禮治 ４４６－１４１：４４．７大差 ３３．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １９，６７９，９００円 複勝： ２８，８７４，１００円 枠連： ２０，７９５，１００円

普通馬連： ７４，８０６，２００円 馬単： ８７，０９３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，５７５，２００円

３連複： １１１，９８０，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３６４，８０４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，５２０円 複 勝 � ３９０円 � １５０円 � １１０円 枠 連（４－７） ４，２４０円

普通馬連 �� ９，４１０円 馬 単 �� ２３，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２２０円 �� ９１０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� ３，６１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９６７９９ 的中 � ４４１８（９番人気）
複勝票数 計 ２８８７４１ 的中 � １０４７３（６番人気）� ４４６０７（２番人気）� １２１２３７（１番人気）
枠連票数 計 ２０７９５１ 的中 （４－７） ３６２７（１１番人気）
普通馬連票数 計 ７４８０６２ 的中 �� ５８６７（２３番人気）
馬単票数 計 ８７０９３１ 的中 �� ２６９３（４９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１５７５２ 的中 �� ２００３（２５番人気）�� ５１４２（１１番人気）�� ３４６０５（１番人気）
３連複票数 計１１１９８０９ 的中 ��� ２２９３５（１１番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．９―１１．６―１２．７―１３．４―１２．９―１２．３―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２３．７―３５．３―４８．０―１：０１．４―１：１４．３―１：２６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクラリーバポート �
�
父 サクラチトセオー �

�
母父 Woodman 初出走

２００５．２．１０生 牡３鹿 母 サクラヴァウチ 母母 Vouch １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイコーソニック号は，平成２０年５月２７日まで平地競走に出走できない。



１１０１５ ４月２７日 晴 良 （２０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００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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

７１４ ジュメイラムーン 牡３鹿 ５６
５４ △浜中 俊 �グリーンファーム 坂本 勝美 早来 ノーザンファーム ４９４－２２１：３４．７ １５．４�

３６ � ベストプロジェクト 牡３栗 ５６ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Flaxman
Holdings Ltd ４８２－ ４ 〃 クビ ２７．５�

８１６� アポロガッバーナ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Hargus Sexton
& Sandra Sexton ４８８－ ８１：３５．１２� １４．８�

４８ サトノローズヒップ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司里見 治氏 古賀 慎明 静内 千代田牧場 ４６４± ０１：３５．２クビ ５．２�
６１２ フサイチクランツ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝関口 房朗氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５４８ ―１：３５．４１� ２．４�
１２ ライダーカップ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸今 秀幸氏 水野 貴広 浦河 大成牧場 ４７６－１４ 〃 ハナ ８７．０�
５９ バリュアブルズ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一ディアレスト 高橋 裕 浦河 南部 功 B４８６＋ ２１：３５．９３ ２１．０	
８１７ カラヒサール 牡３栗 ５６ 鮫島 良太石瀬 浩三氏 清水 英克 門別 高山牧場 ４４０－ ６１：３６．１１� ８９．９

１１ レディジェーン 牝３鹿 ５４ 川田 将雅島田 �樹氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４６４＋ ６ 〃 クビ ６８．１�
７１３ ティアップタイガー 牡３鹿 ５６ 江田 照男田中 昇氏 杉浦 宏昭 門別 シンコーファーム ４７２－１０１：３６．４１	 ３０．７�
２４ � ラピッドボーイ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘柳井 正氏 清水 利章 米 Nancy S

Dillman ５２２± ０１：３６．６１� ６．７
５１０ キッズポケット 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹瀬谷 �雄氏 松山 康久 早来 ノーザンファーム ５２６ ―１：３６．９１	 １２．７�
３５ リモーネシチー 牡３芦 ５６ 戸崎 圭太 �友駿ホースクラブ 萱野 浩二 浦河 アイオイファーム ４７０ ―１：３７．１１� １５６．６�

（大井）

２３ ハギノサフィラ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一日隈 良江氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４０８－ ４ 〃 クビ ２３２．４�
６１１� ハチノヨウニサス 牝３鹿 ５４ 松岡 正海菅原 太陽氏 手塚 貴久 米

Dan Kenny, Hedgestone
Management & Stoner-
side Stable LLC

４４０＋ ２１：３７．２クビ １８．４�
８１８ テツキチダイオー 牡３芦 ５６

５３ ▲草野 太郎村田 哲朗氏 坂本 勝美 静内 岡田スタツド ４８８－１２１：３７．５２ ３５５．１�
４７ カワキタライジン 牡３鹿 ５６

５５ ☆田中 博康川島 吉男氏 相沢 郁 門別 高澤 俊雄 ４３６－ ２１：３８．０３ ２７．２�
７１５ コウヨウサルート 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ５４０ ―１：３９．５９ ４１．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２７，２１２，９００円 複勝： ３２，８１３，５００円 枠連： ３０，８６０，０００円

普通馬連： １００，２１６，４００円 馬単： ８６，３４９，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，２９８，０００円

３連複： １３２，９０４，４００円 ３連単： 発売なし 計： ４３７，６５４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５４０円 複 勝 � ５５０円 � ７００円 � ４９０円 枠 連（３－７） ７，３８０円

普通馬連 �� １５，４４０円 馬 単 �� ２９，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，０００円 �� ２，８３０円 �� ３，４５０円

３ 連 複 ��� ５４，３１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７２１２９ 的中 � １３９６１（６番人気）
複勝票数 計 ３２８１３５ 的中 � １５８４３（８番人気）� １２１２５（１０番人気）� １８２６９（７番人気）
枠連票数 計 ３０８６００ 的中 （３－７） ３０９０（２３番人気）
普通馬連票数 計１００２１６４ 的中 �� ４７９３（５１番人気）
馬単票数 計 ８６３４９３ 的中 �� ２１８１（９０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７２９８０ 的中 �� １３３７（５６番人気）�� ２３８７（３５番人気）�� １９５３（４１番人気）
３連複票数 計１３２９０４４ 的中 ��� １８０６（１５６番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１１．３―１１．８―１２．４―１２．６―１１．５―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．０―３４．３―４６．１―５８．５―１：１１．１―１：２２．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジュメイラムーン �
�
父 ムーンバラッド �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２００７．１１．１０ 東京３着

２００５．３．２１生 牡３鹿 母 コリーナデルナ 母母 ダイナアルテミス ３戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コウヨウサルート号は，平成２０年５月２７日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１０１６ ４月２７日 晴 良 （２０東京２）第２日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

５５ コンベンション 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �ノースヒルズマネ
ジメント 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７２－ ６１：４９．６ ２．３�

７１０ ギムレットアイ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司小野 博郷氏 浅野洋一郎 門別 浜本牧場 ４４２＋ ２ 〃 クビ １５．０�
８１２ ダンツショウグン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹山元 哲二氏 鈴木 勝美 様似 様似渡辺牧場 ４５０－ ４１：４９．７クビ １０．９�
４４ ユノパラボリカ 牡３青鹿５６ 横山 典弘細川祐季子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５３４ ― 〃 クビ ２２．１�

（パラボリカ）

５６ バーチャルウォーズ 牡３青鹿５６ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７４－ ４１：４９．８クビ ４．５�

７９ リアルハヤテ 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太伊藤 誠吉氏 本郷 一彦 静内 井高牧場 ４２６± ０１：５０．０１� ６．３�
（大井）

６８ ファルクラム 牡３鹿 ５６ 江田 照男 �社台レースホース萱野 浩二 追分 追分ファーム ４９０－１２ 〃 クビ ２１．６	
３３ サクラロミオ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海
さくらコマース小笠 倫弘 静内 新和牧場 ５０６± ０ 〃 ハナ ７．９�
６７ セレクトキング 牡３鹿 ５６ 武士沢友治宮川 純造氏 保田 一隆 新冠 隆栄牧場 ４４６＋ ２１：５０．５３ ４２．９�
１１ シルクスペリオール 牡３芦 ５６ 川田 将雅有限会社シルク堀 宣行 門別 ヤナガワ牧場 ４６０ ― 〃 ハナ ４２．４
８１１ リバーブレイブ 牡３栗 ５６ 郷原 洋司河越 武治氏 郷原 洋行 門別 広中 稔 B４８２－ ４１：５０．７１� ２５５．６�
２２ ゲンキデスカー �３鹿 ５６

５５ ☆田中 博康加藤 信之氏 小島 茂之 門別 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６８ ―１：５１．１２� ６９．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２５，５９１，２００円 複勝： ３１，３８２，０００円 枠連： ２５，７９２，７００円

普通馬連： ８８，５８４，６００円 馬単： ９１，２２０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，１１２，９００円

３連複： １１７，７０６，２００円 ３連単： 発売なし 計： ４０４，３９０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � ３６０円 � ２６０円 枠 連（５－７） ３５０円

普通馬連 �� １，６９０円 馬 単 �� ２，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６００円 �� ５１０円 �� １，３２０円

３ 連 複 ��� ３，９１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５５９１２ 的中 � ８９３２３（１番人気）
複勝票数 計 ３１３８２０ 的中 � ９５４９０（１番人気）� １７３０５（６番人気）� ２６３１３（５番人気）
枠連票数 計 ２５７９２７ 的中 （５－７） ５５００７（１番人気）
普通馬連票数 計 ８８５８４６ 的中 �� ３８７７８（６番人気）
馬単票数 計 ９１２２０９ 的中 �� ２８５４０（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４１１２９ 的中 �� １００３６（７番人気）�� １２２２９（４番人気）�� ４２５０（１８番人気）
３連複票数 計１１７７０６２ 的中 ��� ２２２２７（１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２４．８―３６．８―４９．５―１：０１．７―１：１４．０―１：２５．５―１：３７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．６

３ ６（５，１０）（３，７，１１）（８，９，１２）－４，２－１
２
４

・（６，１０）（３，５，７，１１）－９（８，１２）２－４，１・（６，５）１０（３，７，１１）１２（８，９）－４，１，２
勝馬の
紹 介

コンベンション �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Kingmambo デビュー ２００７．１１．２５ 東京３着

２００５．３．１２生 牡３鹿 母 シェープアップ 母母 Life Out There ７戦１勝 賞金 １３，４００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１０１７ ４月２７日 晴 良 （２０東京２）第２日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０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

１：２０．０
１：１９．０

良

良

５９ フェイムロバリー 牡３鹿 ５６ 川田 将雅広尾レース� 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 ４８４＋ ４１：２２．０ ２．７�

２４ ソシアルグレイシー 牡３鹿 ５６ 横山 典弘 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４６４± ０１：２２．３２ ５．３�
６１２ ターニングポイント 牡３青鹿５６ 吉田 豊山上 和良氏 和田 正道 新冠 泉渕瀬牧場 ４５８＋１２１：２２．４� ３６．３�
７１４� ネイチャーグロウ 牡３青鹿５６ 四位 洋文井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 松田 富士夫 B４６２＋ ２１：２２．５� １２．１�
１１ ジョイフルハーバー 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹小林 英一氏 杉浦 宏昭 門別 出口牧場 ５２０± ０ 〃 アタマ ４．１�
３５ ネヴァリバティ 牡３鹿 ５６

５４ △浜中 俊�ティーエイチ 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４８６－ ２１：２２．７１� ３７．１�
８１６ バロンダンス 牡３栗 ５６ 穂苅 寿彦 	スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４１８＋ ４ 〃 クビ ４９．５

５１０ ギンザグリングラス 牡３芦 ５６ 鮫島 良太有馬 博文氏 天間 昭一 浦河 中脇 満 ４４４＋ ４ 〃 ハナ ５２．８�
７１３ エフティアクトレス 牝３黒鹿５４ 田中 勝春吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４３４＋ ２ 〃 アタマ １３．６�
４８ � ミサトバレー 牝３栗 ５４ 武士沢友治戸部 洋氏 石栗 龍彦 静内 真歌伊藤牧場 ４３０＋ ２１：２２．９１� ４０．６
３６ グ ル ー オ ン 牡３鹿 ５６ 内田 博幸池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 静内 畠山牧場 ４６８－ ４１：２３．０� １５．３�
１２ ヨシサプライズ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一田辺 喜彦氏 嶋田 潤 浦河 谷口牧場 ４２４＋ ２１：２３．１	 １７．６�
２３ サマーシルフィード 牝３鹿 ５４ 松岡 正海セゾンレースホース� 松山 康久 新冠 コスモヴューファーム ４９６－ ４１：２３．３１� ２８．８�
４７ � ミサトミラクル 牝３栗 ５４

５３ ☆田中 博康戸部 洋氏 谷原 義明 静内 真歌伊藤牧場 ４２０－ ８１：２３．６２ ２７８．５�
６１１ ウイングフット 牝３栗 ５４ 北村 宏司加藤 信之氏 阿部 新生 門別 加藤ステーブル ４５４－ ４１：２４．１３ ６９．８�
８１５
 メイクアヒット 牝３黒鹿５４ 戸崎 圭太�澤 正幸氏 工藤 伸輔 門別 高澤 俊雄 ４３０＋ ７１：２４．２クビ ２６５．６�

（浦和） （大井）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，４７７，０００円 複勝： ３７，７０３，９００円 枠連： ３１，４９０，１００円

普通馬連： １０５，１９７，６００円 馬単： ９５，９４８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，４４５，１００円

３連複： １４３，６９１，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４６８，９５３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � １７０円 � ６６０円 枠 連（２－５） ５９０円

普通馬連 �� ８５０円 馬 単 �� １，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� １，０７０円 �� ２，３９０円

３ 連 複 ��� ６，３２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５４７７０ 的中 � ７５６７５（１番人気）
複勝票数 計 ３７７０３９ 的中 � １１５７８９（１番人気）� ５８３１２（２番人気）� ９３３６（９番人気）
枠連票数 計 ３１４９０１ 的中 （２－５） ３９８２３（２番人気）
普通馬連票数 計１０５１９７６ 的中 �� ９１６０３（２番人気）
馬単票数 計 ９５９４８２ 的中 �� ４８７０２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９４４５１ 的中 �� ２４０９２（１番人気）�� ６４７６（１０番人気）�� ２７７６（２９番人気）
３連複票数 計１４３６９１６ 的中 ��� １６７８３（１７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．６―３５．４―４７．３―５８．７―１：１０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．６―３F３４．７
３ ５（１０，１２）（３，１６）（４，７，１３）（１，２，９）（６，１４）８－（１１，１５） ４ ・（５，１２）１０，１６（３，１３）４（１，９）２（７，１４）（１１，６，８）－１５

勝馬の
紹 介

フェイムロバリー �
�
父 ジェイドロバリー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．６．２３ 阪神８着

２００５．４．２０生 牡３鹿 母 フ ァ モ ー ザ 母母 ボーンフェイマス ９戦２勝 賞金 １９，７９１，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１０１８ ４月２７日 晴 良 （２０東京２）第２日 第６競走 ��
��１，３００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

１１ レッツゴーヒチョリ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人飯田 正剛氏 高橋 祥泰 静内 千代田牧場 ５２４＋ ２１：１８．４ １７．０�

５１０ ドリームクラウン 牡３栗 ５６ 内田 博幸セゾンレースホース� 中村 均 静内 へいはた牧場 ５００－ ２１：１８．５� ２．６�
４８ サンライズラッシュ 牡３栗 ５６ 川田 将雅松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４５６－ ４１：１８．７１� ３．３�
５９ ドリームスカイラブ 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆田中 博康セゾンレースホース� 高橋 祥泰 平取 北島牧場 ４７６± ０１：１９．１２� ２３．５�
１２ ブイチャレンジ 牡３栗 ５６ 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 門別 川島 良一 ４６８＋ ６１：１９．５２� ２３８．６�
２４ ヤマニンブリオン 牡３鹿 ５６

５４ △浜中 俊土井 薫氏 浅見 秀一 豊浦 飯原牧場 ４８６－ ２１：１９．６クビ ３０．０�
６１１� エーシンドゥベター 牡３青鹿５６ 四位 洋文平井 宏承氏 小崎 憲 米 Winches-

ter Farm ４８８＋ ２１：１９．８１� ７．２	
３５ トシザコジーン 牝３芦 ５４ 松岡 正海上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 ４５０－ ６１：２０．２２� ２６．５

３６ メジロシーゴー 牝３栗 ５４

５１ ▲草野 太郎メジロ商事� 伊藤 圭三 洞爺 メジロ牧場 B４４４－ ２１：２０．４１� ６２．９�
４７ アイファーハクオー 牡３芦 ５６ 鮫島 良太中島 稔氏 福永 甲 門別 荒木牧場 ４６２＋ ２１：２０．６１� ３０８．４�
７１３ ステルスワン 牡３鹿 ５６ 石神 深一長谷川光司氏 堀井 雅広 静内（有）石川牧場 ４６２－ ４１：２０．８１� ７９．２
２３ タイキビッグバン 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝�大樹ファーム 土田 稔 大樹 大樹ファーム ４９０－ ４１：２１．２２� １０５．９�
７１４	 シグナルパス 牡３鹿 ５６ 田中 勝春原 
子氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５１４＋ ４１：２１．５２ ２１．２�
８１６� シャイニーモス 牡３黒鹿５６ 江田 照男小林 昌志氏 藤原 辰雄 愛 Masashi

Kobayashi ４６６± ０１：２１．６� ２９．６�
６１２ リ ュ ウ メ イ 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太福井 章哉氏 清水 英克 森 笹川大晃牧場 ４５４＋ ２ 〃 ハナ ７．８�

（大井）

８１５	 ブートキャンプ 牡３栗 ５６ 田中 剛新木 鈴子氏 松山 将樹 平取 有限会社中
田牧場 ４７０－ ８１：２１．７クビ ３２１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，０６４，９００円 複勝： ３６，４６１，９００円 枠連： ３２，４１７，２００円

普通馬連： １１２，４０６，９００円 馬単： １０１，５８３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，７５４，４００円

３連複： １５１，１７２，２００円 ３連単： 発売なし 計： ４９１，８６０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７００円 複 勝 � ２８０円 � １２０円 � １５０円 枠 連（１－５） １，６００円

普通馬連 �� １，６３０円 馬 単 �� ５，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ８４０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� １，８８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６０６４９ 的中 � １２１３２（５番人気）
複勝票数 計 ３６４６１９ 的中 � ２２８１６（５番人気）� １０９７４３（１番人気）� ６８１１６（２番人気）
枠連票数 計 ３２４１７２ 的中 （１－５） １４９９９（４番人気）
普通馬連票数 計１１２４０６９ 的中 �� ５０９６７（５番人気）
馬単票数 計１０１５８３３ 的中 �� １４７１４（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１７５４４ 的中 �� １２１２１（５番人気）�� ７９５８（１０番人気）�� ５１４４６（１番人気）
３連複票数 計１５１１７２２ 的中 ��� ５９３７９（３番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．９―１１．１―１１．９―１２．６―１２．４―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１７．９―２９．０―４０．９―５３．５―１：０５．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッツゴーヒチョリ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２００７．７．２２ 新潟１７着

２００５．３．１１生 牡３鹿 母 テンタシオン 母母 ビューチフルドラマ １０戦２勝 賞金 １７，０５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 ケイアイスイジン号・ケイジージュニアー号・ストロングライデン号・タカラシャフト号・デスロール号・

テングジョウ号・ロングキーブリッジ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１０１９ ４月２７日 晴 良 （２０東京２）第２日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２２．３
１：２１．９

稍重

重

６１２ アイアムレギュラー 牡４鹿 ５７ 吉田 豊堀 紘一氏 小島 茂之 浦河 三嶋牧場 ４８２± ０１：２４．９ ３．７�

５１０ ウイニングヒット 牡５鹿 ５７ 北村 宏司芹澤 精一氏 佐藤 吉勝 浦河 日向牧場 ４６８＋ ４１：２５．３２� ３７．７�
６１１ ゲイルタッチ 牡６栗 ５７ 田中 勝春�RRA 田中 清隆 浦河 地興牧場 B４５８± ０１：２５．４クビ ３１．４�
４８ スターラビット 牡５鹿 ５７

５４ ▲千葉 直人喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ５００＋ ２１：２５．７２ １２４．５�
５９ トウショウツアラー 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣トウショウ産業� 土田 稔 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４９４－ ４１：２５．９� １５．２�
３６ ニシノテンカ 牡４黒鹿５７ 内田 博幸西山 茂行氏 田村 康仁 鵡川 西山牧場 ４７０± ０ 〃 アタマ ２．９�
７１４ ヤエノアカハチ 牡４栗 ５７

５６ ☆田中 博康�RRA 久保田貴士 静内 大典牧場 ４６０＋ ２１：２６．２２ ９．０	
８１５ マイニングゴールド 牡４栗 ５７ 横山 典弘泉 俊二氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４７０± ０ 〃 クビ ５．７

８１６	 コウメイグリーン 牡４鹿 ５７ 松岡 正海斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４８４－ １１：２６．３クビ １２８．２�
３５ 	 ダッシュタイカン 牡４黒鹿５７ 鮫島 良太石橋 松蔵氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 ４９０＋ ６１：２６．５１
 １４９．８�
７１３	 カルストンヒットオ 牡４栗 ５７ 伊藤 直人清水 貞光氏 斎藤 宏 穂別 佐久間 孝司 ４５６－ ２１：２７．２４ １３７．７
１２ エイシンイップー 牡４栗 ５７ 川田 将雅平井 豊光氏 北出 成人 新冠 越湖牧場 B４８２＋ ６１：２７．４１� ５３．５�
１１ カ ピ タ ー ノ 牡４黒鹿５７ 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 勢司 和浩 浦河 富菜牧場 B４７４－ ２１：２７．８２� ８．０�
４７ 	 インザムーンライト 牡５黒鹿５７ 江田 照男吉田 好雄氏 二本柳俊一 浦河 広瀬 正昭 ４４４－１２１：２７．９� １２２．７�
２３ ナイトレセプション 牡５黒鹿５７ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ４８０－ ６１：２８．１１
 ２３．７�
２４ � ダイシンチャンス 牡７芦 ５７ 戸崎 圭太大八木信行氏 南田美知雄 米 Lothenbach

Stables Inc B５０６± ０１：２８．２� ２５６．１�
（大井）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，２８２，０００円 複勝： ４３，４７７，８００円 枠連： ３３，６６４，５００円

普通馬連： １３４，５６３，４００円 馬単： １１３，３２３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，１８８，１００円

３連複： １６５，４８６，５００円 ３連単： 発売なし 計： ５５４，９８５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � ２１０円 � ６００円 � ６８０円 枠 連（５－６） １，８４０円

普通馬連 �� ７，４００円 馬 単 �� １１，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０２０円 �� １，７２０円 �� ５，４６０円

３ 連 複 ��� ３４，２２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３０２８２０ 的中 � ６５１４４（２番人気）
複勝票数 計 ４３４７７８ 的中 � ６７５１０（２番人気）� １７０６８（７番人気）� １５０２４（９番人気）
枠連票数 計 ３３６６４５ 的中 （５－６） １３５６６（９番人気）
普通馬連票数 計１３４５６３４ 的中 �� １３４２８（２５番人気）
馬単票数 計１１３３２３３ 的中 �� ７５９１（４１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４１８８１ 的中 �� ４２０７（２１番人気）�� ４９７１（１７番人気）�� １５１４（４２番人気）
３連複票数 計１６５４８６５ 的中 ��� ３５６９（７７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．５―１２．０―１２．４―１２．９―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．５―３５．０―４７．０―５９．４―１：１２．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイアムレギュラー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Unbridled デビュー ２００６．９．１７ 中山５着

２００４．４．１９生 牡４鹿 母 アッファビリティー 母母 Galletto ９戦２勝 賞金 ２１，４５０，０００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 ジャッキーライオン号・タカラボス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１０２０ ４月２７日 晴 良 （２０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１３時５０分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

７１３� スピードタッチ 牡５鹿 ５７
５５ △浜中 俊冨沢 敦子氏 崎山 博樹 様似 長田 操 ５１４＋１０１：２１．７ ２０．９�

２３ カツヨカムトゥルー 牡５鹿 ５７ 武士沢友治丹羽 茂文氏 中野渡清一 三石 嶋田牧場 ４５４± ０１：２２．０２ １０．０�
２４ エイワンキセキ 牝４青鹿５５ 横山 典弘荒木 誠氏 伊藤 伸一 新冠 中本 隆志 ４６８± ０ 〃 クビ ５．２�
４７ マイネルカーロ 牡４鹿 ５７ 川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム ４９８＋ ２１：２２．１クビ ４６．２�
７１４ フローラルカーヴ 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム ４３８＋１２１：２２．２� ７．８�
８１６ トウカイファイン 牝４鹿 ５５ 江田 照男内村 正則氏 後藤 由之 浦河 日田牧場 B４７４＋ ２１：２２．３� １６．１	
６１２ マイネルスカット 牡５黒鹿５７ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 静内 タイヘイ牧場 ４９８± ０１：２２．４	 ６．３

３６ 
 デュポンサークル 牝４鹿 ５５ 田中 勝春渡邊 隆氏 古賀 慎明 英 T. Watanabe ４０６－ ６１：２２．５	 １２．０�
１１ ターニングリーフ 牝４栗 ５５ 吉田 豊�下河辺牧場 矢作 芳人 門別 下河辺牧場 ４９６＋ ６ 〃 アタマ １８５．９�
５９ マジカルスター 牡５栗 ５７ 吉田 隼人釘田 秀人氏 佐藤 吉勝 静内 石川牧場 ４８２－ ２ 〃 ハナ ５９．５
１２ マイネルパラシオ 牡５鹿 ５７ 四位 洋文 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 静内 岡田スタツド ４８６＋ ４１：２２．６クビ ４２．１�
８１７
 スイートローレライ 牝５芦 ５５ 後藤 浩輝シンボリ牧場 久保田貴士 米 Takahiro

Wada ４８０－ ２ 〃 クビ ３９．２�
７１５ ロコロンドン 牝４栗 ５５ 戸崎 圭太堤 賢一氏 堀 宣行 門別 下河辺牧場 ４５８＋ ２ 〃 ハナ ９．７�

（大井）

５１０
 ダノンオーガスタ 牡４黒鹿５７ 松岡 正海�ダノックス 音無 秀孝 米 Castleton
Group ５４４＋３２１：２２．８� ６．１�

８１８ オールライトナウ 牡４芦 ５７ 勝浦 正樹平井 裕氏 本郷 一彦 三石 澤田 嘉隆 ５１０－ ２１：２２．９� ３１．１�
４８ ブ リ オ ー サ 牝４黒鹿 ５５

５４ ☆田中 博康林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４８０－ ４１：２３．３２	 ４９．４�
３５ � シャイニングダイヤ �５鹿 ５７ 青木 芳之松本 兼吉氏 伊藤 正徳 白老 白老ファーム ４１６－２１１：２４．３６ １１４．５�
６１１� ソングバード 牝４青鹿５５ 北村 宏司 �サンデーレーシング 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４７４± ０１：３３．４大差 １５．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２９，５７９，１００円 複勝： ４４，３２０，６００円 枠連： ５３，２０８，７００円

普通馬連： １５６，８８７，４００円 馬単： １１４，１９８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，４６８，３００円

３連複： １９６，１３９，３００円 ３連単： 発売なし 計： ６３２，８０２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０９０円 複 勝 � ６２０円 � ２６０円 � ２２０円 枠 連（２－７） ５９０円

普通馬連 �� ７，４８０円 馬 単 �� １５，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９００円 �� ２，５２０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� １３，６３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２９５７９１ 的中 � １１１５９（１０番人気）
複勝票数 計 ４４３２０６ 的中 � １５９３８（１０番人気）� ４８４９８（３番人気）� ６０８４８（１番人気）
枠連票数 計 ５３２０８７ 的中 （２－７） ６７３８６（１番人気）
普通馬連票数 計１５６８８７４ 的中 �� １５４９０（３６番人気）
馬単票数 計１１４１９８６ 的中 �� ５３８７（７４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８４６８３ 的中 �� ４８５７（２３番人気）�� ３６３０（３５番人気）�� １６００９（２番人気）
３連複票数 計１９６１３９３ 的中 ��� １０６２４（３６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２４．０―３５．３―４６．９―５８．４―１：０９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．４―３F３４．８
３ １２（７，１３）（５，３，１６）１５，６（９，１１，１８）１（１４，１７）（４，８）２－１０ ４ ・（１２，１３）（７，１６）３（５，１５）（６，１８）（９，１１）（１，１４，１７）８，４－２－１０

勝馬の
紹 介

�スピードタッチ �
�
父 メイショウオウドウ �

�
母父 ワツスルタツチ

２００３．４．２生 牡５鹿 母 ラックホーセキ 母母 インターメデイア ２５戦２勝 賞金 ４１，８４３，０００円
地方デビュー ２００５．９．２２ 旭川

〔発走状況〕 シャイニングダイヤ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 カツヨカムトゥルー号の騎手武士沢友治は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。

ロコロンドン号の騎手戸崎圭太は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。
エイワンキセキ号の騎手横山典弘は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 シャイニングダイヤ号は，平成２０年４月２８日から平成２０年５月１８日まで出走停止。停止期間の満
了後に発走調教再審査。

〔その他〕 ソングバード号は，４コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 サクラアーバン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１０２１ ４月２７日 晴 良 （２０東京２）第２日 第９競走 ��
��１，８００�

い さ わ

石 和 特 別
発走１４時２５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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

７１０ ヒ カ ル ベ ガ 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝高橋 光氏 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ５３８－１４１：４６．７ ３．６�

６９ ロードアルファード 牡５鹿 ５７ 戸崎 圭太 �ロードホースクラブ 山内 研二 門別 シンコーファーム ５０２± ０１：４７．２３ ６．０�
（大井）

３３ � マースエンペラー 牡６鹿 ５７ 松岡 正海 �サンデーレーシング 藤岡 健一 早来 ノーザンファーム ５００－１０ 〃 アタマ ９．８�
２２ デストラメンテ 牡４芦 ５７ 小林 淳一岡田 牧雄氏 清水 美波 鵡川 市川牧場 ４６２＋ ４ 〃 ハナ ２３．３�
５６ リミットブレーカー 牡４黒鹿５７ 川田 将雅臼田 浩義氏 上原 博之 早来 ノーザンファーム ４９０－ ２１：４７．８３� ６．９�
４５ クリムゾンベガ 牡４黒鹿５７ 内田 博幸 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４７４－ ２１：４８．０１	 ５．２	
６８ � アイリッシュホーク 牡７青鹿５７ 吉田 隼人セゾンレースホース� 松山 康久 門別 新井 昭二 ５０２－ ４ 〃 クビ １４．４

８１２ マイネルヘンリー 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 三石 木下牧場 B５０４＋１０１：４８．２１ ３７．０�
７１１ ジョウノエリザベス 牝５栗 ５５ 北村 宏司小川 義勝氏 藤沢 和雄 門別 三城牧場 ４７４－ ８ 〃 クビ ７．５�
４４ � エールスタンス 牝５黒鹿５５ 横山 典弘吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４４６＋ ８ 〃 アタマ １６．０
８１３� アミュレット 牝７鹿 ５５ 江田 照男 �ユートピア牧場 菊川 正達 登別 ユートピア牧場 ４２８＋１４１：４８．７３ １１８．４�
１１ エアフォルツァ 牡６鹿 ５７ 四位 洋文 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４７２－ ４１：４９．１２� ４６．９�
５７ ラ ス ト ベ ガ 牝４黒鹿５５ 横山 義行吉田 昭一氏 阿部 新生 静内 静内酒井牧場 ４０６＋ ６１：４９．７３� １４０．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３３，５４８，８００円 複勝： ５２，９７０，３００円 枠連： ４１，６０１，９００円

普通馬連： １８４，３１９，０００円 馬単： １１６，７９０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，６３５，６００円

３連複： １６６，５１７，５００円 ３連単： ４２５，８６３，９００円 計： １，０６３，２４７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １５０円 � ２００円 � ２５０円 枠 連（６－７） ５６０円

普通馬連 �� １，３７０円 馬 単 �� ２，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� ５９０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� ３，１００円 ３ 連 単 ��� １４，３１０円

票 数

単勝票数 計 ３３５４８８ 的中 � ７５３４１（１番人気）
複勝票数 計 ５２９７０３ 的中 � １１９１５７（１番人気）� ６９４２８（３番人気）� ４７５４５（６番人気）
枠連票数 計 ４１６０１９ 的中 （６－７） ５５５５２（２番人気）
普通馬連票数 計１８４３１９０ 的中 �� ９９６２１（４番人気）
馬単票数 計１１６７９０６ 的中 �� ３５４６２（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１６３５６ 的中 �� ２１２９３（４番人気）�� １７５０４（５番人気）�� １０５８２（１３番人気）
３連複票数 計１６６５１７５ 的中 ��� ３９６８７（１０番人気）
３連単票数 計４２５８６３９ 的中 ��� ２１９７６（３４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．４―３６．８―４８．７―１：００．５―１：１２．３―１：２３．６―１：３４．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．２―３F３４．４

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

勝馬の
紹 介

ヒ カ ル ベ ガ �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 Zilzal デビュー ２００５．４．１０ 中山６着

２００２．２．１１生 牡６鹿 母 フェアディール 母母 Fadetta ２３戦４勝 賞金 １００，１４３，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１０２２ ４月２７日 晴 良 （２０東京２）第２日 第１０競走 ��
��１，４００�

くんぷう

薫風ステークス
発走１５時００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 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２２．３
１：２１．９

稍重

重

８１６ ベルモントプロテア 牝４黒鹿５５ 後藤 浩輝 �ベルモントファーム 川村 禎彦 新冠 ベルモント
ファーム ４７６－ ８１：２４．７ ２８．６�

１２ タイキシルバー 牡７芦 ５７ 大庭 和弥�大樹ファーム 清水 美波 大樹 大樹ファーム ５０４－１２ 〃 クビ １２．５�
７１４� ミスターモナルコス 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人加藤 守氏 中竹 和也 米 Woodlynn

Farm, Inc. ４８２－ ２１：２４．９１ ６．０�
５９ タンティモール 牝４鹿 ５５ 四位 洋文吉田 和美氏 奥平 雅士 門別 石原牧場 ５１２± ０１：２５．０� ５．７�
２３ � ア ル ヴ ィ ス 牝４黒鹿５５ 川田 将雅 �キャロットファーム 角居 勝彦 米 WinStar

Farm, LLC ５１４＋ ４１：２５．１クビ ２．７�
１１ � ビコージェネラル 牡５栗 ５７ 内田 博幸�レジェンド 萩原 清 米 Blue Cross

Bloodstock ４９４＋ ４１：２５．３１ ７．２�
３５ ブリッコーネ 牡７鹿 ５７ 石神 深一金子真人ホール

ディングス	 友道 康夫 千歳 社台ファーム ４９２－ ２ 〃 クビ ９２．８

３６ ソルジャーズソング 牡６栗 ５７ 松岡 正海 �サンデーレーシング 鮫島 一歩 白老 白老ファーム ５０８－ ４１：２５．４クビ １２．５�
４７ カシノエスケイプ 牝５栗 ５５ 大下 智柏木 務氏 梅内 忍 えりも えりもホースクラブ ４９８＋ ２ 〃 クビ ２１．７�
５１０ スズカフォイル 牝６鹿 ５５ 田中 剛永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 山下 恭茂 ４５０－ ６１：２５．５クビ ８８．９
７１３ プリンスコウベ 牡７芦 ５７ 郷原 洋司渡辺 重夫氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ５２４＋ ２１：２５．９２� ８２．５�
８１５ ジョウノデイリー 牡８栗 ５７ 武士沢友治小川 義勝氏 平田 修 門別 三城牧場 ５０８＋ ４ 〃 ハナ １６０．６�
６１１ グランパティシエ 	７黒鹿５７ 吉永 護 �サンデーレーシング 福永 甲 早来 ノーザンファーム ４９０－１０ 〃 アタマ １８０．７�
４８ アクセルホッパー 牡４鹿 ５７ 穂苅 寿彦内藤 好江氏 中島 敏文 青森 オオタ牧場 ４７８＋ ２ 〃 クビ ３６．２�
２４ � ハーベストシーズン 牝５鹿 ５５ 田中 勝春渡邊 隆氏 庄野 靖志 米 Takashi

Watanabe ５２６－１４１：２６．１１
 １３．３�
６１２ ミキノモナコ 牝４栗 ５５ 田面木博公谷口 久和氏 保田 一隆 三石 久米 和夫 ４５４－ ２１：２６．７３� １１３．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４１，１２３，３００円 複勝： ５８，１９３，８００円 枠連： ５５，７２２，６００円

普通馬連： ２４１，００３，６００円 馬単： １５１，８８８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，８０１，３００円

３連複： ２１５，９４１，４００円 ３連単： ５１４，５９０，９００円 計： １，３２８，２６５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８６０円 複 勝 � ７４０円 � ３９０円 � ２３０円 枠 連（１－８） ５，３３０円

普通馬連 �� １７，５６０円 馬 単 �� ４１，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，６１０円 �� ２，２７０円 �� １，２２０円

３ 連 複 ��� ２６，４５０円 ３ 連 単 ��� ２６２，６４０円

票 数

単勝票数 計 ４１１２３３ 的中 � １１３５２（９番人気）
複勝票数 計 ５８１９３８ 的中 � １８１３８（９番人気）� ３７８２７（５番人気）� ８００３８（２番人気）
枠連票数 計 ５５７２２６ 的中 （１－８） ７７２１（１９番人気）
普通馬連票数 計２４１００３６ 的中 �� １０１３３（４１番人気）
馬単票数 計１５１８８８３ 的中 �� ２７０８（８６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９８０１３ 的中 �� ２６０３（４４番人気）�� ５３９０（２６番人気）�� １０３６７（１３番人気）
３連複票数 計２１５９４１４ 的中 ��� ６０２７（７２番人気）
３連単票数 計５１４５９０９ 的中 ��� １４４６（５８８番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．８―１２．１―１２．０―１２．２―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．５―３５．３―４７．４―５９．４―１：１１．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベルモントプロテア �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００６．８．１９ 小倉１着

２００４．４．１生 牝４黒鹿 母 エスケイチャーミイ 母母 アランフエス １７戦４勝 賞金 ４５，４０６，０００円
〔制裁〕 タイキシルバー号の騎手大庭和弥は，３コーナーで外側に斜行したことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）３５頭 アグネストラベル号・アップルサイダー号・アポインテッドボブ号・アルバレスト号・ウォーターバロン号・

カルナバリート号・キタノリューオー号・クリーン号・ゴッドセンド号・サニーネイティブ号・サワノブレイブ号・
サンマルセイコー号・サンワードラン号・サーチエネミー号・ジーンハンター号・スズノメヒョー号・
スプリングヘッド号・セレスクラブ号・タケデンイーグル号・タマモグレアー号・ダンスオブサロメ号・
デイフラッシュ号・トップディアマンテ号・パープルストック号・ビッグカポネ号・プログレスエバー号・
ヘラクレスバイオ号・ホワイトリーベ号・マチカネモエギ号・マルターズマッシブ号・マルブツバンダリー号・
メイショウディオ号・メジロファルカル号・ラインドライブ号・レヴリ号



１１０２３ ４月２７日 晴 良 （２０東京２）第２日 第１１競走 ��
��２，０００�第４３回サンケイスポーツ賞フローラステークス（ＪｐｎⅡ）

発走１５時３５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 ５２，０００，０００円 ２１，０００，０００円 １３，０００，０００円 ７，８００，０００円 ５，２００，０００円
付 加 賞 １，３１６，０００円 ３７６，０００円 １８８，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
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

１：５８．０
１：５６．４

良

良

４８ レッドアゲート 牝３黒鹿５４ 内田 博幸ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 ４２８± ０２：００．５ ４．２�

２４ カレイジャスミン 牝３鹿 ５４ 北村 宏司ディアレスト 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ４８６－ ２２：００．７１� １５．１�
７１４ キュートエンブレム 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４３０－ ４２：００．８� １７．７�
５１０ メイショウベルーガ 牝３芦 ５４ 小野 次郎松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４７２－ ４ 〃 クビ ６６．０�
８１７ シングライクバード 牝３鹿 ５４ 川田 将雅 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム ４３８－ ６ 〃 ハナ ４．５�
８１６ カ イ ゼ リ ン 牝３青鹿５４ 鮫島 良太 �キャロットファーム 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４４２± ０２：０１．１１� ６．１�
７１３ ユ キ チ ャ ン 牝３白 ５４ 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス	 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ４９８－ ４ 〃 クビ ７．７

１１ アグネスミヌエット 牝３鹿 ５４ 四位 洋文渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 ４０６－１０２：０１．２クビ １３．１�
７１５ マイネウインク 牝３栗 ５４ 田中 博康 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 コスモヴューファーム ４４０＋ ８２：０１．３� ２９．２�
３５ サワヤカラスカル 牝３鹿 ５４ 浜中 俊永井 啓弍氏 西橋 豊治 鵡川 新井牧場 ４１８± ０２：０１．４� ２４．７
３６ テイクバイストーム 牝３芦 ５４ 勝浦 正樹 �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 ５０２－ ２ 〃 アタマ ２９．１�
５９ 	 フィックルベリー 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥 �キャロットファーム 大久保龍志 米 Shadai Cor-

poration Ltd. ４１８－ ２２：０１．７２ ４８．２�
６１１ ギュイエンヌ 牝３青鹿５４ 後藤 浩輝杉山 忠国氏 萩原 清 三石 明治牧場 ４５８－ ４ 〃 アタマ １５．６�
８１８ グ ラ ー フ 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太坂田 行夫氏 田所 秀孝 門別 細川牧場 ４７８＋ ６２：０１．８� ４６．５�

（大井）

４７ スペシャルディナー 牝３鹿 ５４ 田中 勝春深見 富朗氏 伊藤 伸一 浦河 赤田牧場 ４３６＋ ２２：０２．２２� ６０．２�
６１２ ポコアポコフォルテ 牝３栗 ５４ 江田 照男	テンジン 大江原 哲 三石 三石橋本牧場 ４１４－ ２２：０２．４１� ７７．８�
１２ アポロクイック 牝３芦 ５４ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 浦河 日田牧場 ４５０＋ ４２：０２．８２� ３０．６�
２３ ガーデンスタイル 牝３栗 ５４ 武士沢友治広尾レース	 森 秀行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６－ ４２：０３．４３� ６９．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６７，９６４，９００円 複勝： １９７，７２５，０００円 枠連： ２５７，８５６，０００円

普通馬連： １，０７５，１６２，２００円 馬単： ６１２，１５０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２１５，５６８，４００円

３連複： １，１１５，３４７，２００円 ３連単： ２，３９７，７８２，９００円 計： ６，０３９，５５６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １７０円 � ３６０円 � ４６０円 枠 連（２－４） ２，４９０円

普通馬連 �� ２，８２０円 馬 単 �� ４，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０００円 �� １，５６０円 �� ３，５４０円

３ 連 複 ��� １６，７１０円 ３ 連 単 ��� ７６，５５０円

票 数

単勝票数 計１６７９６４９ 的中 � ３１８５５４（１番人気）
複勝票数 計１９７７２５０ 的中 � ４１４２７１（１番人気）� １２８６３７（５番人気）� ９５１５０（８番人気）
枠連票数 計２５７８５６０ 的中 （２－４） ７６５７８（１１番人気）
普通馬連票数 計１０７５１６２２ 的中 �� ２８１５３７（７番人気）
馬単票数 計６１２１５０３ 的中 �� ９８１９１（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２１５５６８４ 的中 �� ５４６７５（５番人気）�� ３３９７７（１５番人気）�� １４５７７（４５番人気）
３連複票数 計１１１５３４７２ 的中 ��� ４９２７８（４８番人気）
３連単票数 計２３９７７８２９ 的中 ��� ２３１１８（１９３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．４―３６．１―４８．４―１：０１．１―１：１３．３―１：２５．４―１：３６．７―１：４８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．２―３F３５．１

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

勝馬の
紹 介

レッドアゲート �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー ２００７．１２．１ 中山５着

２００５．３．１４生 牝３黒鹿 母 セカンドチャンス 母母 ベツプイチバン ６戦２勝 賞金 ７７，２９２，０００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 ハイカックウ号・ラヴドシャンクシー号
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりレッドアゲート号・カレイジャスミン号・キュートエンブレム号は，優駿牝馬（JpnⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１０２４ ４月２７日 晴 良 （２０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１０分 （ダート・左）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：０６．７
２：０５．９

良

良

１１ マルブツクロス 牡５芦 ５７ 川田 将雅大澤 毅氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 B５３４± ０２：１１．３ ３．５�

５６ サンデーコバン 牡６青鹿５７ 吉田 豊長谷川兼美氏 小島 茂之 門別 野木山 博 ４９６＋ ２２：１１．４クビ １７．２�
７１１� エターナルスマイル 牡６鹿 ５７ 伊藤 直人 �ユートピア牧場 斎藤 誠 登別 ユートピア牧場 ５１０± ０２：１１．８２� ２．７�
４５ ソニックルーラー 牡５鹿 ５７ 北村 宏司細谷 典幸氏 国枝 栄 静内 桜井牧場 B５１０－１４２：１１．９� ３３．７�
３３ トシツカサオー 牡５栗 ５７ 勝浦 正樹上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 ５０６－ ６ 〃 クビ ６．７�
６８ スターシップ 牡４芦 ５７

５６ ☆田中 博康 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４５８－ ８２：１２．１１� ２９．３�
２２ ナリタブラック 牡６芦 ５７ 松岡 正海	オースミ 崎山 博樹 浦河 吉田 又治 ４９４－ ６２：１２．３� １０．６

８１３� メインバンク 牡５鹿 ５７ 鮫島 良太青山 洋一氏 大久保龍志 門別 出口牧場 ４７０± ０２：１２．５１� ６１．９�
７１０ トラストブラック 牡６栗 ５７ 柴田 善臣菅波 雅巳氏 土田 稔 静内 飛野牧場 B５５４－ ６ 〃 ハナ １０．１�
４４ � リュウゴールド 牡８黒鹿 ５７

５４ ▲千葉 直人福井 章哉氏 武藤 善則 森 笹川大晃牧場 ５１２± ０２：１２．６� ７１．０
６９ シルクデュエリスト 牡５黒鹿５７ 江田 照男有限会社シルク大江原 哲 新冠 八木 常郎 ４６２－ ４２：１３．３４ ３２．５�
８１２ ウイビリーブ 牡４青鹿５７ 田中 勝春深澤陽一郎氏 伊藤 伸一 新冠 斉藤 安行 ４６４＋ ２２：１５．４大差 ５１．３�
５７ ヤマニンプレアデス 牡５鹿 ５７

５５ △浜中 俊土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４８６± ０２：１８．６大差 １６．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４５，０９１，３００円 複勝： ５０，７０６，２００円 枠連： ６０，４０１，７００円

普通馬連： ２２４，７３４，８００円 馬単： １５４，４２６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ５２，３６８，３００円

３連複： ２０６，４０２，３００円 ３連単： ５４５，９１３，６００円 計： １，３４０，０４４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １４０円 � ２９０円 � １３０円 枠 連（１－５） １，５１０円

普通馬連 �� ２，４１０円 馬 単 �� ４，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� １９０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� １，７００円 ３ 連 単 ��� １１，２６０円

票 数

単勝票数 計 ４５０９１３ 的中 � １０２４９４（２番人気）
複勝票数 計 ５０７０６２ 的中 � １０４３２１（２番人気）� ３０８８９（６番人気）� １３８０００（１番人気）
枠連票数 計 ６０４０１７ 的中 （１－５） ２９５６３（７番人気）
普通馬連票数 計２２４７３４８ 的中 �� ６８８７０（１０番人気）
馬単票数 計１５４４２６０ 的中 �� ２８３０１（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５２３６８３ 的中 �� １７６５２（８番人気）�� ８７６５７（１番人気）�� １６９４１（９番人気）
３連複票数 計２０６４０２３ 的中 ��� ８９６４０（４番人気）
３連単票数 計５４５９１３６ 的中 ��� ３５７９７（２５番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．０―１１．６―１１．８―１２．１―１３．２―１２．９―１３．０―１３．１―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―１８．１―２９．７―４１．５―５３．６―１：０６．８―１：１９．７―１：３２．７―１：４５．８―１：５８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３８．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

マルブツクロス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 スリルシヨー デビュー ２００６．１．８ 中山２着

２００３．５．２６生 牡５芦 母 ロイヤルクロス 母母 スタームーン ２６戦４勝 賞金 ８０，４４３，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンプレアデス号は，平成２０年５月２７日まで平地競走に出走できない。



（２０東京２）第２日 ４月２７日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８５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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２７５，０４０，０００円
２，１３０，０００円
２７，８２０，０００円
２，９００，０００円
３０，２７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６６，２３２，５００円
５，１１６，０００円
１，８６８，５００円

勝馬投票券売得金
４９０，１７５，２００円
６４１，２７７，６００円
６６５，９１１，９００円
２，５７４，６０３，６００円
１，７９７，２２１，０００円
５８８，２８１，８００円
２，８３４，７９６，９００円
３，８８４，１５１，３００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 １３，４７６，４１９，３００円

総入場人員 ５１，３９２名 （有料入場人員 ５０，１６２名）




