
１１０１３ ４月２５日 晴 稍重 （２２東京２）第２日 第１競走 ��１，６００�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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

８１５ アドマイヤオンリー 牝３芦 ５４ 蛯名 正義近藤 利一氏 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８６＋ ４１：４０．６ ３．２�

１２ レディスキッパー 牝３芦 ５４ 福永 祐一 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４５８± ０１：４０．８１� ３．８�
５９ ミ ア コ ル サ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一有限会社シルク土田 稔 日高 鹿戸 美明 ４４６＋ ２１：４１．０１� ８．７�
１１ オ キ ザ リ ス 牝３青鹿５４ 松岡 正海齊藤四方司氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４２４± ０ 〃 ハナ ４．８�
６１１ ア リ ガ タ イ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成小田切有一氏 古賀 慎明 日高 山本 通則 ４６０± ０１：４１．１� １６．４�
２４ ワ ン エ イ ム 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹小林 博雄氏 中野 栄治 新冠 新冠橋本牧場 ４４４＋ ２１：４１．２� ９５．８�
３６ トーヨーサリー 牝３栗 ５４

５２ △伊藤 工真�トーヨークラブ 古賀 史生 様似 中村 俊紀 ４２４－２０１：４１．５１� １９．１	
３５ トウカイカラー 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一内村 正則氏 成島 英春 むかわ エスティウィンファーム ４２４＋ ４１：４１．６� ６．３

６１２ アルエットシチー 牝３芦 ５４ 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 日高 富川田中牧場 ４７６± ０１：４１．９１� ２２６．３�
７１４ デルマアウレリア 牝３栗 ５４ 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 小林 常泰 日高 ファニーヒルファーム ４１６－ ２１：４２．１１� ８２．５
２３ ラブキンバリー 牝３栗 ５４ 岩部 純二増田 陽一氏 田島 俊明 日高 池添 安雄 ４４２＋ ４１：４２．２クビ ２５５．７�
８１６ アーティカル 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣�三嶋牧場 伊藤 伸一 浦河 三嶋牧場 ４４０－ ２１：４２．６２� ３２．７�
７１３ ナイセストスマイル 牝３鹿 ５４ 長谷川浩大鈴木 伸昭氏 鈴木 伸尋 新ひだか 静内山田牧場 ３９６ ― 〃 クビ １８４．１�
５１０ エムエムクイーン 牝３鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一戸山 昌彦氏 南田美知雄 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４５６＋ ２ 〃 ハナ ４１０．８�
４８ クリノセレブニ 牝３青 ５４ 江田 照男栗本 博晴氏 星野 忍 新ひだか 高橋 修 ３９０＋ ２１：４２．７� ３１３．７�
４７ マイレディー 牝３栗 ５４

５２ △国分 恭介佐藤 友子氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ３８８－ ８１：４３．１２� ２４２．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，６７８，８００円 複勝： ３０，１５９，９００円 枠連： ２１，８７６，７００円

普通馬連： ６４，９３８，７００円 馬単： ４７，４６０，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，２４２，１００円

３連複： ７６，２０２，７００円 ３連単： １２２，６３５，６００円 計： ４０４，１９４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � １９０円 枠 連（１－８） ３２０円

普通馬連 �� ５９０円 馬 単 �� １，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ５３０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� １，５８０円 ３ 連 単 ��� ６，０４０円

票 数

単勝票数 計 １６６７８８ 的中 � ４２１４９（１番人気）
複勝票数 計 ３０１５９９ 的中 � ６０７６３（２番人気）� ６２２１８（１番人気）� ３５５０９（５番人気）
枠連票数 計 ２１８７６７ 的中 （１－８） ５１９８３（１番人気）
普通馬連票数 計 ６４９３８７ 的中 �� ８２３５１（１番人気）
馬単票数 計 ４７４６０２ 的中 �� ２７３２４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４２４２１ 的中 �� ２１５８０（１番人気）�� １０７８５（７番人気）�� １２２８３（６番人気）
３連複票数 計 ７６２０２７ 的中 ��� ３５７９３（３番人気）
３連単票数 計１２２６３５６ 的中 ��� １４９９０（９番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．１―１２．１―１３．３―１３．２―１２．５―１２．４―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２３．９―３６．０―４９．３―１：０２．５―１：１５．０―１：２７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤオンリー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 トウカイテイオー デビュー ２００９．１２．２０ 阪神６着

２００７．１．１８生 牝３芦 母 トウカイステラ 母母 ツジノダイアナ ５戦１勝 賞金 ７，０００，０００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 サトノコンテッサ号



１１０１４ ４月２５日 晴 稍重 （２２東京２）第２日 第２競走 ��
��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

２４ スマイルタイム 牡３黒鹿５６ 福永 祐一青山 洋一氏 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４７６± ０１：２６．０ １．６�

１１ イチエイクリッパー 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成築地 榮一氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 ５００－ ６１：２６．１� ３６．７�
７１４ ダイワトリビューン 牡３黒鹿５６ 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 新冠 パカパカ

ファーム ４８８－ ４１：２７．３７ ７．０�
３５ � ホノルルシチー 牡３鹿 ５６ 四位 洋文 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 米

Emilie Fojan &
Bona Terra
Stud LLC

４９８－ ４１：２７．５１� ７．２�
６１２� ミリオンデンジャー 牡３鹿 ５６ 江田 照男�岡崎牧場 石毛 善彦 米 Jerry Jam-

gotchian LLC ５００＋ ６１：２７．８２ ６．５�
３６ カネトシショコラ 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太兼松 利男氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 ４４６－２０１：２７．９� １５１．０	
４８ バトルオヤユビヒメ 牝３鹿 ５４

５２ △国分 恭介宮川 秋信氏 的場 均 日高 山際 辰夫 ３８６＋ ６ 〃 ハナ １９０．１

５９ ショウナンタイシ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 静内フアーム ４４０＋ ６１：２８．０� ２５．２�
８１５ オンワードチアフル 牝３栗 ５４

５１ ▲菅原 隆一�オンワード牧場 郷原 洋行 新冠 高橋 忍 ４７８＋ ４１：２８．２１� ８２．９�
８１６ ブラックサン 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一�日東牧場 大竹 正博 浦河 日東牧場 ５３８ ―１：２８．３� ２４２．５
７１３ ダイワビバーチェ 牡３青 ５６ 武士沢友治大城 敬三氏 秋山 雅一 新ひだか 折手牧場 ４６８－ ８ 〃 アタマ １６．３�
４７ ホッカイマナウス 牡３鹿 ５６ 小野 次郎�北海牧場 柴田 政人 日高 若林 武雄 ４９４＋ ２１：２８．４クビ ４２１．９�
５１０ キ ー マ ン 	３鹿 ５６ 大庭 和弥松尾 正氏 嶋田 潤 秋田 松尾 豊 ４４６－ ６ 〃 クビ ５８．７�
１２ リュウシンクイーン 牝３栗 ５４ 長谷川浩大桑畑 �信氏 天間 昭一 日高 日高大洋牧場 ４１２－ ２１：２８．６１� ６７．７�
２３ ボールドマスター 牡３栗 ５６ 小林 久晃 �ユートピア牧場 菊川 正達 登別 ユートピア牧場 ４７０－１２１：２８．７� ２３３．９�
６１１ オンワードキャノン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲国分 優作�オンワード牧場 菅原 泰夫 浦河 オンワード牧場 ４９６＋ ４１：２９．９７ ６０５．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，６４７，４００円 複勝： ４６，７４４，４００円 枠連： １８，５６２，１００円

普通馬連： ６１，８０８，５００円 馬単： ５２，１９９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，００３，１００円

３連複： ７５，２６３，８００円 ３連単： １２９，６３１，７００円 計： ４３１，８６０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ４１０円 � １７０円 枠 連（１－２） １，５５０円

普通馬連 �� ２，１５０円 馬 単 �� ２，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８６０円 �� ２３０円 �� １，０００円

３ 連 複 ��� ２，８２０円 ３ 連 単 ��� １４，０６０円

票 数

単勝票数 計 ２２６４７４ 的中 � １１３３８３（１番人気）
複勝票数 計 ４６７４４４ 的中 � ２５４６５８（１番人気）� １３３０９（６番人気）� ４９３４３（２番人気）
枠連票数 計 １８５６２１ 的中 （１－２） ８８４４（７番人気）
普通馬連票数 計 ６１８０８５ 的中 �� ２１３１２（６番人気）
馬単票数 計 ５２１９９５ 的中 �� １５２４８（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５００３１ 的中 �� ６４３９（１１番人気）�� ３２４５８（１番人気）�� ５４６６（１４番人気）
３連複票数 計 ７５２６３８ 的中 ��� １９７２４（９番人気）
３連単票数 計１２９６３１７ 的中 ��� ６８０８（３７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．０―３６．０―４９．１―１：００．８―１：１２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３６．９
３ １－３－５，４（２，１０）１３（１２，１４）９，６（８，１５）－７，１１，１６ ４ １－３（５，４）（２，１２，１０）（９，１３）（６，１４）（８，１５）（１１，７）－１６

勝馬の
紹 介

スマイルタイム �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２０１０．１．３１ 京都２着

２００７．２．２２生 牡３黒鹿 母 スマイルトゥモロー 母母 コクトビューティー ３戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔発走状況〕 オンワードキャノン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 オンワードキャノン号は，発走調教再審査。
※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 イワイザケ号・ドリームシガー号・ラブルビー号



１１０１５ ４月２５日 晴 稍重 （２２東京２）第２日 第３競走 ��
��２，１００�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

２：０６．７
２：０５．９

良

良

８１３ レ オ ア ラ シ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海田中 博之氏 小島 茂之 平取 びらとり牧場 ４８６－１２２：１５．６ ６．８�

７１２ ジ ン ダ リ ー 牡３芦 ５６ 横山 典弘吉田 和美氏 斎藤 誠 新ひだか タイヘイ牧場 B４６６－ ２２：１５．７� １．８�
５８ マイネルバンベール 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 日高 シンボリ牧場 ４６６± ０２：１６．１２� ２９．５�
３３ ムンキンナンティ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義坂田 行夫氏 粕谷 昌央 日高 法理牧場 ５０２－ ４２：１６．３１� １０．０�
７１１ ダイビングキャッチ 牡３芦 ５６ 三浦 皇成島田 久氏 柴崎 勇 日高 今井牧場 ４５６± ０２：１６．４� ４．９�
１１ コンプリートダンス 牡３黒鹿５６ 福永 祐一石瀬 浩三氏 嶋田 功 青森 ワールドファーム ５２６－ ４ 〃 クビ ２２．７�
６１０ ダイジェスト 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣齊藤四方司氏 藤原 辰雄 新ひだか 飛野牧場 ５１２－１２２：１６．５クビ １５．５	
４６ メジロビューレン 牡３鹿 ５６ 江田 照男
メジロ牧場 菅原 泰夫 洞爺湖 メジロ牧場 ４４２－ ４ 〃 クビ ２９．４�
６９ アロマセラピスト 牝３栗 ５４

５２ △伊藤 工真
下河辺牧場 小島 茂之 日高 下河辺牧場 ４０２－ ２２：１７．２４ ２８．９�
３４ ジャストフィール 牡３栗 ５６ 北村 宏司前田 幸治氏 武藤 善則 新冠 ノースヒルズマネジメント B５１６± ０２：１７．４１ ２２９．９
８１４ シャコームサシ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一グレイドレーシング組合 矢野 照正 新冠 柏木 一則 ５２６＋ ６２：１７．７１� １２４．９�
４５ オリオンザウィン 牡３栗 ５６ 大庭 和弥平本 敏夫氏 小西 一男 様似 林 時春 ５２０－ ４２：１７．８� ２２６．７�
２２ ジャングルボルト 牡３鹿 ５６ 武士沢友治大久保和夫氏 水野 貴広 新ひだか 佐竹 学 B４９０＋ ４２：１９．１８ ３４９．５�
５７ サスカツーン 牝３栗 ５４ 長谷川浩大根本 忠義氏 水野 貴広 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４２６－１２２：１９．８４ ６６６．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，８８６，０００円 複勝： ４２，２２１，５００円 枠連： ２０，０２９，０００円

普通馬連： ６３，４０４，６００円 馬単： ５４，１６０，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，３４３，９００円

３連複： ８０，０４０，９００円 ３連単： １４７，２７８，０００円 計： ４５５，３６３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � ２００円 � １１０円 � ３７０円 枠 連（７－８） ４２０円

普通馬連 �� ６２０円 馬 単 �� １，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� １，７８０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� ３，７５０円 ３ 連 単 ��� ２２，４８０円

票 数

単勝票数 計 ２０８８６０ 的中 � ２４２４５（３番人気）
複勝票数 計 ４２２２１５ 的中 � ３７６４８（３番人気）� ２０８０５７（１番人気）� １５８４４（６番人気）
枠連票数 計 ２００２９０ 的中 （７－８） ３６０１４（２番人気）
普通馬連票数 計 ６３４０４６ 的中 �� ７５９６８（２番人気）
馬単票数 計 ５４１６００ 的中 �� ２０３６０（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７３４３９ 的中 �� ２７５７０（２番人気）�� ３３２０（２２番人気）�� １２３３３（４番人気）
３連複票数 計 ８００４０９ 的中 ��� １５７６８（１４番人気）
３連単票数 計１４７２７８０ 的中 ��� ４８３６（６４番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．３―１２．６―１３．３―１３．２―１４．０―１３．９―１３．２―１２．０―１２．１―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．２―１８．５―３１．１―４４．４―５７．６―１：１１．６―１：２５．５―１：３８．７―１：５０．７―２：０２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３６．９
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

レ オ ア ラ シ �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００９．１１．２９ 東京６着

２００７．５．１３生 牡３鹿 母 レ オ コ マ チ 母母 ローズレッド ６戦１勝 賞金 ６，３００，０００円



１１０１６ ４月２５日 晴 良 （２２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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

３５ サトノジューオー 牡３青鹿５６ 横山 典弘里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５１８－１２１：３４．８ ３．８�

４７ ホットチリペッパー 牡３芦 ５６ 藤田 伸二 �社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ４９８－ ２１：３５．３３ ６．７�
７１３ デュリュクス 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一斎木 隆男氏 清水 英克 浦河 赤田牧場 ４１６－ ２１：３５．５１� １５．３�
５９ マイネルドルチェ 牡３栗 ５６ 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新冠 川島牧場 B４６０－ ２ 〃 ハナ ４９．３�
６１１ ナゲットスマイル 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成竹本いずみ氏 松山 将樹 むかわ 新井牧場 ４５４＋ ４１：３５．９２� ３．０�
６１２ ホープフルメロディ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �社台レースホース相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６－ ８１：３６．１� ５．８	
７１４ ユウキサンオーラ 牝３鹿 ５４ 郷原 洋司ちきり組合 郷原 洋行 新ひだか クドウファーム ４２４＋ ８１：３６．２� ５４．０

８１７ プンジャガハティ 牡３黒鹿 ５６

５４ △国分 恭介加藤 信之氏 伊藤 伸一 浦河 三好牧場 ５００－１２１：３６．３� １９６．１�
８１６ ダーインスレイヴ 牡３黒鹿５６ 福永 祐一前田 幸治氏 小笠 倫弘 えりも 上島牧場 ４５０－ ８１：３６．４� ８３．１�
３６ レオミラージュ 牡３芦 ５６ 江田 照男�レオ 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム ４４６＋ ２１：３６．５� １７７．５
２４ コスモアルメリア 牝３鹿 ５４

５２ △伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 浦河 成隆牧場 ４２６＋ ２１：３６．６� ３０．２�
８１８ トーヨーツバサ 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 優作�トーヨークラブ 成島 英春 新ひだか 塚尾牧場 ４４８＋ ２ 〃 クビ ８０３．１�
５１０ クリノイマジン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 三輪牧場 ４４４± ０１：３７．２３� ４０７．２�
７１５ ソラチナサブマリン 牡３栗 ５６ 蛯名 正義居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム ４６６＋ ６１：３７．４１� １１．１�
１２ トーセンカルツェ 牡３栗 ５６ 小野 次郎島川 �哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４６０－ ８１：３７．５� １４．１�
２３ ロワマージュ 	３栗 ５６ 大庭 和弥岡田 牧雄氏 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド ４４４－ ８ 〃 クビ ４４４．０�
１１ キタノサイレンス 	３鹿 ５６ 田中 勝春�木村牧場 高橋 裕 新ひだか 矢野牧場 ４５０－ ２１：３８．０３ １６３．８�
４８ カシノアイリス 牝３青鹿 ５４

５１ ▲水口 優也柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 中村 雅明 ４３０＋ ２１：３８．１� ７０７．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２５，５７７，８００円 複勝： ３９，３１４，９００円 枠連： ２２，０１０，９００円

普通馬連： ７２，２０７，４００円 馬単： ４８，７５９，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，４０６，３００円

３連複： ８６，４７６，０００円 ３連単： １２６，１９０，８００円 計： ４４６，９４３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １９０円 � ２５０円 � ３４０円 枠 連（３－４） １，４７０円

普通馬連 �� １，２６０円 馬 単 �� ２，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� １，１１０円 �� １，５４０円

３ 連 複 ��� ６，１８０円 ３ 連 単 ��� ２４，４８０円

票 数

単勝票数 計 ２５５７７８ 的中 � ５４３５６（２番人気）
複勝票数 計 ３９３１４９ 的中 � ６４７８０（２番人気）� ４１３００（４番人気）� ２７３９７（７番人気）
枠連票数 計 ２２０１０９ 的中 （３－４） １１０６６（７番人気）
普通馬連票数 計 ７２２０７４ 的中 �� ４２３１１（４番人気）
馬単票数 計 ４８７５９８ 的中 �� １５２５９（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６４０６３ 的中 �� １３４４１（４番人気）�� ５７６３（１２番人気）�� ４０４１（２０番人気）
３連複票数 計 ８６４７６０ 的中 ��� １０３４１（２２番人気）
３連単票数 計１２６１９０８ 的中 ��� ３８０５（７６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．５―３５．２―４７．８―１：００．０―１：１１．５―１：２２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３４．８
３ ・（１，４）（５，７）（６，９）（２，３）１１（８，１２，１５）１４，１３，１８，１０，１６，１７ ４ ・（５，１）４，７（２，６，９）（１２，１１）（１３，１４，１５）３（８，１６，１８）－（１０，１７）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノジューオー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Fairy King デビュー ２００９．１０．２４ 東京４着

２００７．３．２５生 牡３青鹿 母 ス ー ア 母母 Bold Starlet ６戦１勝 賞金 ８，１５０，０００円



１１０１７ ４月２５日 晴 稍重 （２２東京２）第２日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２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

３５ セ イ リ オ ス 牡３鹿 ５６ 横山 典弘 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４７４± ０１：３８．０ １．８�

８１６ ロジスプリング 牡３栗 ５６ 三浦 皇成久米田正明氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４６８－ ２１：３８．１� ６．２�
６１２ ビレッジペガサス 牡３芦 ５６ 蛯名 正義村山 輝雄氏 矢野 英一 浦河 赤田牧場 ４８０± ０１：３８．４１� ２０．２�
４７ � アポロノサムライ 牡３栗 ５６ 福永 祐一アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 米 Mr. & Mrs.

John Kerber ５０８－ ２１：３８．９３ １６．２�
８１５ ナムラロアー 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二奈村 信重氏 田村 康仁 新ひだか 小野 秀治 ４３０－ ４１：３９．２２ ６．９�
２４ セトノメジャー 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一難波 澄子氏 南井 克巳 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４８０－ ６ 〃 ハナ ８７．４	
４８ ナンデヤネン 牡３青 ５６ 勝浦 正樹杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 B４６６± ０１：３９．４１ ６８．１

５１０ シルクターンベリー 牡３鹿 ５６ 四位 洋文有限会社シルク松永 幹夫 日高 ヤナガワ牧場 ４７２＋ ４１：３９．７２ ９．９�
６１１ ウイニングタワー 牡３鹿 ５６ 小林 淳一田和 廣通氏 鈴木 勝美 日高 ナカノファーム ４４８± ０１：３９．８� １６８．５�
１２ マイネルスピリドン 牡３栗 ５６ 松岡 正海 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 勢司 和浩 浦河 �桁牧場 ４８２－ ８１：３９．９� ７６．２�
３６ ツクバフージン 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣荻原 昭二氏 松山 康久 安平 吉田牧場 ５０４－ ２１：４０．０� ９．２�
７１４ シルクウィーク 牡３栗 ５６ 江田 照男有限会社シルク杉浦 宏昭 日高 ヤナガワ牧場 ４７６± ０１：４０．１� ２６０．０�
１１ トーセンモーション 牡３栗 ５６

５４ △伊藤 工真島川 �哉氏 柴田 政人 日高 有限会社 エ
スティファーム ４３２－ ４ 〃 クビ ３２０．７�

５９ スマートイーグル 牡３栗 ５６ 北村 宏司大川 徹氏 高木 登 浦河 杵臼牧場 ４７２－ １１：４０．２クビ １９０．５�
７１３ エンダーズシャドウ 牡３黒鹿５６ 田中 勝春飯塚 知一氏 斎藤 誠 平取 坂東牧場 ４６８＋ ２１：４０．４１� １０８．８�
２３ 	 サクラミリオン 牡３鹿 ５６ 小野 次郎さくらコマース尾関 知人 新ひだか 西村 和夫 ５４４＋１４１：４２．３大差 ４３８．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，９３６，１００円 複勝： ４９，９５５，７００円 枠連： ２６，８１９，０００円

普通馬連： ８５，７３１，３００円 馬単： ６１，００５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，２１５，３００円

３連複： ９４，５７５，８００円 ３連単： １６６，２６７，３００円 計： ５４４，５０５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � ２００円 � ３００円 枠 連（３－８） ２３０円

普通馬連 �� ６８０円 馬 単 �� １，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ４９０円 �� １，８６０円

３ 連 複 ��� ２，９５０円 ３ 連 単 ��� ９，５８０円

票 数

単勝票数 計 ２８９３６１ 的中 � １２９９８３（１番人気）
複勝票数 計 ４９９５５７ 的中 � １６７１８０（１番人気）� ５４６６７（４番人気）� ３１６７７（６番人気）
枠連票数 計 ２６８１９０ 的中 （３－８） ８９１３４（１番人気）
普通馬連票数 計 ８５７３１３ 的中 �� ９３５７３（２番人気）
馬単票数 計 ６１００５３ 的中 �� ３８２０２（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１２１５３ 的中 �� ２１７３５（４番人気）�� １６００１（５番人気）�� ３７４８（２３番人気）
３連複票数 計 ９４５７５８ 的中 ��� ２３７１１（１３番人気）
３連単票数 計１６６２６７３ 的中 ��� １２８１７（２５番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．９―１１．８―１２．６―１２．７―１２．２―１２．４―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．６―３５．４―４８．０―１：００．７―１：１２．９―１：２５．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３７．３
３ ４，５（１３，１４）（６，１２）１６（２，１５）８，１０，１１，７－（３，９）－１ ４ ・（４，５）（１３，１４）（６，１２，１６）－（２，８，１５）（１１，１０）７，９－３，１

勝馬の
紹 介

セ イ リ オ ス �
�
父 トワイニング �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．７．５ 札幌８着

２００７．４．２３生 牡３鹿 母 ステラマリス 母母 ステラマドリッド ６戦２勝 賞金 １８，１００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３１分に変更。



１１０１８ ４月２５日 晴 良 （２２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

１：２０．０
１：１９．０

良

良

２３ オメガクリスマス 牝３鹿 ５４ 横山 典弘原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B４５８－ ２１：２３．１ ３．４�

１１ ソルプリマベラ 牝３鹿 ５４
５１ ▲国分 優作小河 一�氏 国枝 栄 平取 清水牧場 ４１８± ０１：２３．２� ４．６�

５９ ドリームバスケット 牡３栗 ５６ 松岡 正海セゾンレースホース� 阿部 新生 日高 荒井ファーム B４５６± ０１：２３．３� ２．５�
７１２ ウエスタンディオ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一西川 賢氏 尾形 充弘 新ひだか 北西牧場 ４６８± ０１：２３．４� ６．７�
８１５	 モエレシノノメ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一山邉 浩氏 清水 英克 新ひだか 中村 和夫 ４８６－ ２１：２３．５� ６０．５�
３５ ス ワ ッ ト 牡３栗 ５６ 柴田 善臣首藤 徳氏 武市 康男 日高 浜本 幸雄 ４５０＋ ４ 〃 クビ ３８．５	
６１０	 プレストクィーン 牝３鹿 ５４ 南田 雅昭オールラブクラブ 南田美知雄 新冠 川上牧場 ４２０＋ ２１：２３．７１
 ５１２．４

７１３ コスモソルスティス 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 清水 利章 日高 富川田中牧場 ４６２＋ ６ 〃 クビ ８７．９�
８１４ ディアコトミ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 ４３６＋ ４１：２３．８� ２３０．６
４７ 	 モエレスラッガー 牡３黒鹿 ５６

５４ △伊藤 工真長谷川兼美氏 加藤 和宏 新ひだか 中村 和夫 ４９０＋ ２１：２３．９クビ １０７．５�
６１１ パブリックアフェア 牝３栗 ５４ 田中 勝春 �サンデーレーシング 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム ４３８± ０ 〃 アタマ ３６．７�
４６ シャイニーグルーム 牡３黒鹿５６ 北村 宏司小林 昌志氏 和田 正道 新ひだか カタオカフアーム ４６２－ ２１：２４．０� ５６．５�
２２ 	 イーグルブラッド 牝３黒鹿 ５４

５２ △国分 恭介グレイドレーシング組合 矢野 照正 平取 稲原牧場 ４５４± ０１：２４．１� ３１３．３�
５８ マイネコティヨン 牝３芦 ５４ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ４２６＋ ８ 〃 ハナ ２５．３�
３４ ドンビザッツウェイ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 ４８６－１４１：２７．０大差 ３１．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２３，７３１，１００円 複勝： ３２，６２１，６００円 枠連： １９，６８２，４００円

普通馬連： ７１，２１８，５００円 馬単： ５６，９６５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，４０１，０００円

３連複： ７８，６０４，４００円 ３連単： １４９，３２５，４００円 計： ４５８，５４９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � １２０円 枠 連（１－２） ８７０円

普通馬連 �� ８８０円 馬 単 �� １，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� １９０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ６２０円 ３ 連 単 ��� ３，７３０円

票 数

単勝票数 計 ２３７３１１ 的中 � ５６５７７（２番人気）
複勝票数 計 ３２６２１６ 的中 � ６８８２９（２番人気）� ４９９９７（３番人気）� ８７１６３（１番人気）
枠連票数 計 １９６８２４ 的中 （１－２） １６７４４（４番人気）
普通馬連票数 計 ７１２１８５ 的中 �� ５９８０７（３番人気）
馬単票数 計 ５６９６５２ 的中 �� ２７４０４（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６４０１０ 的中 �� ２０４４０（３番人気）�� ３９２６８（１番人気）�� ２３４２４（２番人気）
３連複票数 計 ７８６０４４ 的中 ��� ９３８５４（１番人気）
３連単票数 計１４９３２５４ 的中 ��� ２９５６２（６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．５―３５．４―４８．１―５９．７―１：１１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．７―３F３５．０
３ ５，９，３－６（２，８）（１０，１４）１２（１，７，１５）１３，４，１１ ４ ５，９，３－６（２，８）１４（１，１０，１２）１５（７，１３）（４，１１）

勝馬の
紹 介

オメガクリスマス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００９．１１．７ 東京１着

２００７．５．４生 牝３鹿 母 オメガフォーチュン 母母 エリンバード ４戦２勝 賞金 １４，７００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。
〔制裁〕 ドリームバスケット号の騎手松岡正海は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１番への進路影響）



１１０１９ ４月２５日 晴 良 （２２東京２）第２日 第７競走 ��２，０００�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 ７，４００，０００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

１：５７．２
１：５６．４

良

良

６８ ネオスピリッツ 牡５鹿 ５７ 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４７６－ ２２：０１．９ １．５�

７１０ アオゾラペダル 牝４黒鹿５５ 藤田 伸二小林けい子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７６＋ ６２：０２．０� ５．１�
８１２� アイティーバトル 牡５鹿 ５７ 大庭 和弥一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 平取 池田牧場 ４８２－ ２２：０２．６３� ３４．５�
１１ ブルームインハート 牝４黒鹿５５ 小林 淳一平井 裕氏 本郷 一彦 新ひだか 澤田 嘉隆 ４５４＋ ２２：０２．７� ４．８�
７９ � ラインウインド 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹志邑 宣彦氏 水野 貴広 静内 高橋 修 ４６２－ ４２：０２．９１� １７．７�
８１１� リリーザサン 牡５栗 ５７

５５ △国分 恭介栗嶋 豊明氏 石栗 龍彦 浦河 谷川牧場 ５０２± ０ 〃 ハナ ７２．４�
２２ ノアブレイク 牡４黒鹿５７ 三浦 皇成佐山 公男氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 ４８０＋ ６２：０３．０� ２７．６	
４４ キャッツテイル 牝４鹿 ５５

５２ ▲国分 優作�橋 信博氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４２６± ０２：０３．４２� ５１．０

５５ � コ ノ ハ ナ 牝４鹿 ５５

５３ △伊藤 工真齋藤 實氏 中野 栄治 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７８＋ ２２：０３．５� １５１．６�

６７ � トウショウジオン 牡４黒鹿５７ 武士沢友治トウショウ産業� 小桧山 悟 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４９２－ ３２：０４．０３ ８５．４
５６ シルクマイホーム 牝４鹿 ５５ 鈴来 直人有限会社シルク畠山 重則 静内 畠山牧場 ４４４－ ６２：０４．６３� ３０６．２�
３３ � クリノモンブラン 牝５鹿 ５５

５２ ▲水口 優也栗本 博晴氏 秋山 雅一 三石 加野牧場 ４３８＋ ２ 〃 クビ ２６８．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２３，１９３，１００円 複勝： ４２，５７３，６００円 枠連： １７，４１４，１００円

普通馬連： ６５，７５６，８００円 馬単： ６３，１５７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，０１３，２００円

３連複： ７４，２４２，２００円 ３連単： １９９，４５５，２００円 計： ５０８，８０５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ３１０円 枠 連（６－７） ２８０円

普通馬連 �� ３３０円 馬 単 �� ４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ５１０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� １，９８０円 ３ 連 単 ��� ３，９２０円

票 数

単勝票数 計 ２３１９３１ 的中 � １２３９２１（１番人気）
複勝票数 計 ４２５７３６ 的中 � ２３６０１６（１番人気）� ５２５８６（３番人気）� １６１１１（５番人気）
枠連票数 計 １７４１４１ 的中 （６－７） ４７１１８（１番人気）
普通馬連票数 計 ６５７５６８ 的中 �� １４７３３４（２番人気）
馬単票数 計 ６３１５７１ 的中 �� ９９９８１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３０１３２ 的中 �� ３５２８３（２番人気）�� １０１８３（６番人気）�� ５３０９（１２番人気）
３連複票数 計 ７４２４２２ 的中 ��� ２７７５０（７番人気）
３連単票数 計１９９４５５２ 的中 ��� ３７５９３（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．９―３７．２―４９．９―１：０２．８―１：１５．２―１：２７．５―１：３８．９―１：５０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．７―３F３４．４

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

勝馬の
紹 介

ネオスピリッツ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．８．２５ 札幌３着

２００５．２．１１生 牡５鹿 母 ネオクラシック 母母 バレークイーン １４戦３勝 賞金 ４１，６３２，０００円



１１０２０ ４月２５日 晴 良 （２２東京２）第２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）

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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

４６ グラヴィテーション 牡４鹿 ５７ 横山 典弘清水 二朗氏 本間 忍 三石 中田 英樹 ５１４－ ４１：３８．０ ３．６�

３３ ボンバルディエーレ 牡４芦 ５７ 柴田 善臣吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム ４８８± ０１：３８．４２� ３．１�
５７ � ダノンアスコット 牡４栗 ５７ 田中 勝春�ダノックス 森 秀行 米 Overbrook

Farm ５１８＋２２１：３８．６１	 ３５．５�
３４ � セレスブレイク 
５鹿 ５７ 福永 祐一岡 浩二氏 笹田 和秀 米 Newbyth

Stud Farm ４９０－ ４ 〃 クビ ９２．０�
６１０ ゴールデンハインド 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成吉田 和子氏 大竹 正博 早来 ノーザンファーム ５４０＋ ２１：３８．７クビ ４．２�
７１２ ジーガートップ 牡４栗 ５７ 松岡 正海�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 ５０６－ ４１：３８．８� ６．３	
８１４ エルビートル 牡４鹿 ５７

５５ △伊藤 工真渡邊 隆氏 尾形 充弘 新冠 隆栄牧場 ４７０－ ４１：３８．９� ２０．３

４５ ノアプレミアム 牡４栗 ５７ 大庭 和弥佐山 公男氏 天間 昭一 新ひだか 見上牧場 ４６６－ ２１：３９．２１� １５．６�
６９ � エスジーストリーム 牡５青鹿 ５７

５５ △国分 恭介窪田 滋氏 藤岡 範士 米
Robert N.
Scanlon & Polo
Green Stable

４８４－ ２ 〃 アタマ ４０．４�
８１３ シルキーチーフ 牡５栗 ５７

５４ ▲菅原 隆一有限会社シルク成島 英春 新冠 武田 修一 ４６４＋ ８１：３９．４１ ４６４．９
２２ � ファイトスピリッツ 牡６鹿 ５７ 柴山 雄一草間 庸文氏 久保田貴士 米 Hill ’n’

Dale Farm B４７８± ０１：３９．５クビ ３４．３�
１１ ケージーサミット 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義川井 五郎氏 秋山 雅一 三石 松本牧場 ４６６－ ２１：３９．８２ ４６．４�
７１１ マイネルテーベ 牡４栃栗５７ 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 三石 山本 昇寿 ４６８± ０１：４０．０１	 ２９８．７�
５８ � ラインチェイサー 牡４栗 ５７ 長谷川浩大大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 石田牧場 ５０４± ０１：４０．１� ４３．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２８，３１３，８００円 複勝： ４４，７０１，４００円 枠連： ２１，７２６，６００円

普通馬連： １０３，９５４，６００円 馬単： ６６，８５９，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，８３１，０００円

３連複： １０９，４５８，９００円 ３連単： １９７，０６９，８００円 計： ６０４，９１５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １８０円 � １４０円 � ８６０円 枠 連（３－４） ４５０円

普通馬連 �� ６１０円 馬 単 �� １，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ２，７３０円 �� １，６４０円

３ 連 複 ��� ７，２５０円 ３ 連 単 ��� ２５，５００円

票 数

単勝票数 計 ２８３１３８ 的中 � ６２６８５（２番人気）
複勝票数 計 ４４７０１４ 的中 � ７１８５０（３番人気）� １０７７４８（１番人気）� ９０６７（１０番人気）
枠連票数 計 ２１７２６６ 的中 （３－４） ３５８４８（１番人気）
普通馬連票数 計１０３９５４６ 的中 �� １２７６６３（２番人気）
馬単票数 計 ６６８５９３ 的中 �� ４２２３９（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２８３１０ 的中 �� ３３１４８（２番人気）�� ２６７２（２９番人気）�� ４５３７（１６番人気）
３連複票数 計１０９４５８９ 的中 ��� １１１５７（２２番人気）
３連単票数 計１９７０６９８ 的中 ��� ５７０４（７１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．２―３６．１―４８．８―１：０１．１―１：１３．３―１：２５．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グラヴィテーション �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００８．１１．１６ 東京１着

２００６．３．２５生 牡４鹿 母 リンデンシラユリ 母母 リンデンリリー ５戦２勝 賞金 ２３，０１６，０００円



１１０２１ ４月２５日 晴 良 （２２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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

７９ ヴィーヴァミラコロ 牡４栗 ５７ 蛯名 正義芹澤 精一氏 田中 清隆 静内 カントリー牧場 ４８０＋ ２１：４８．４ １１．４�

５５ トゥリオンファーレ 牡４黒鹿５７ 田中 勝春 �キャロットファーム 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５１０± ０ 〃 ハナ ５．１�
８１１ ム ク ド ク 牡４青鹿５７ 藤田 伸二平井 龍司氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５００＋ ４１：４８．５クビ ９．１�
３３ サトノエクスプレス 牡４栗 ５７ 横山 典弘里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５２４＋ ４ 〃 ハナ ３．８�
６６ �� パートゥーアワーズ 牡８鹿 ５７ 北村 宏司吉田 和美氏 古賀 慎明 豪 Mr L Tall ４４２－ ２１：４８．７１	 ７１．２�
６７ シングンレジェンド 牡４鹿 ５７ 小林 淳一伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４５４－ ２ 〃 ハナ １６．０�
８１０ ファビラスボーイ 牡５芦 ５７ 四位 洋文中村 昭博氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ５２０－ ８１：４８．９１ ３．４	
２２ シ ー ダ ー 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ４７４－ ４１：４９．１１	 ５．１

４４ スーパーオービット 牡４鹿 ５７ 松岡 正海 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 中竹 和也 静内 服部 牧場 ４４８－ ４１：４９．８４ ７９．８�
７８ ラークキャロル 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 菊川 正達 早来 ノーザンファーム ４２０＋２８ 〃 クビ ５５．７
１１ パルエクスプレス 牡８黒鹿５７ 武士沢友治鈴木 芳夫氏 平井 雄二 静内 ビツグレツドフアーム B５０８－ ２１：５０．１２ １８０．９�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３９，５０９，９００円 複勝： ６０，０１７，２００円 枠連： ３０，２０５，０００円

普通馬連： １４３，９６９，０００円 馬単： ９５，９９８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，３２２，２００円

３連複： １４５，１７７，７００円 ３連単： ３１４，０６１，９００円 計： ８７０，２６１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１４０円 複 勝 � ３３０円 � ２１０円 � ２７０円 枠 連（５－７） ３，１３０円

普通馬連 �� ３，３７０円 馬 単 �� ７，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９７０円 �� １，６１０円 �� １，０８０円

３ 連 複 ��� １０，３１０円 ３ 連 単 ��� ７０，２８０円

票 数

単勝票数 計 ３９５０９９ 的中 � ２７５０３（６番人気）
複勝票数 計 ６００１７２ 的中 � ４４３５９（６番人気）� ８３２８７（４番人気）� ５９４５０（５番人気）
枠連票数 計 ３０２０５０ 的中 （５－７） ７１３９（１５番人気）
普通馬連票数 計１４３９６９０ 的中 �� ３１６１８（１７番人気）
馬単票数 計 ９５９９８６ 的中 �� ９４８１（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１３２２２ 的中 �� １０６７１（１４番人気）�� ６２２８（２０番人気）�� ９５００（１６番人気）
３連複票数 計１４５１７７７ 的中 ��� １０４０１（３４番人気）
３連単票数 計３１４０６１９ 的中 ��� ３２９８（２１４番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．１―１１．９―１２．５―１２．５―１２．３―１１．２―１１．２―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２５．０―３６．９―４９．４―１：０１．９―１：１４．２―１：２５．４―１：３６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．５―３F３４．２

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヴィーヴァミラコロ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００８．１１．２ 東京２着

２００６．３．１０生 牡４栗 母 タニノクラリッジ 母母 タニノデザート １４戦３勝 賞金 ４８，９３５，０００円



１１０２２ ４月２５日 晴 良 （２２東京２）第２日 第１０競走 ��
��１，４００�フリーウェイステークス

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
賞 品

本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

４７ ロードバリオス 牡５青 ５７ 藤田 伸二 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ４５０－ ６１：２０．８ １．９�

３６ ショウナンアルバ 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ５００－ ２１：２０．９� ３９．３�
１２ マッキーコバルト 牡４鹿 ５７ 野元 昭嘉薪浦 亨氏 野元 昭 安平 吉田 三郎 ４４６－ ６１：２１．２１� １５．６�
５９ ダイワルビア 牡６栗 ５７ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 早来 ノーザンファーム ５２８－ ６１：２１．３� １１７．７�
３５ トウカイミステリー 牝４栗 ５５ 福永 祐一内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 ４４０－ ８ 〃 クビ ２６．３�
７１３	 ブルーデインヒル 牡５鹿 ５７ 松岡 正海 �ブルーマネジメント加藤 征弘 米 Britton House

Stud Ltd. ４７４－ ８１：２１．４クビ １３．５�
７１４ ドリームスカイラブ 牡５黒鹿５７ 中谷 雄太セゾンレースホース� 高橋 祥泰 平取 北島牧場 ５０４± ０１：２１．５� ２８．０	
４８ サザンスターディ 牡４鹿 ５７ 伊藤 工真南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 ５２６± ０ 〃 アタマ ５．９

２４ メイビリーヴ 牝５栗 ５５ 武士沢友治千明牧場 松山 康久 千歳 社台ファーム ４９２± ０ 〃 ハナ ２１．１�
７１５ バブルウイズアラン 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成小林 一成氏 南井 克巳 静内 フジワラフアーム ４８６＋ ８１：２１．７１� １６．６�
８１６ ケイアイエーデル 牝５鹿 ５５ 五十嵐雄祐 �啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 静内 佐竹 学 ４２８＋ ４ 〃 ハナ ２７４．６
５１０ カレイジャスミン 牝５鹿 ５５ 田中 勝春ディアレスト 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ５１２－ ４ 〃 ハナ ９．４�
８１８ ジェイケイボストン 
７黒鹿５７ 江田 照男小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム B５２８＋ ４１：２１．９１� ２２１．６�
６１２� トップオブピーコイ 牡４青鹿５７ 横山 典弘横瀬 寛子氏 森 秀行 浦河 冨岡 博一 ４７２＋ ２１：２２．１１� １６．２�
６１１ マッチメイト 牡７鹿 ５７ 長谷川浩大釘田 秀人氏 川村 禎彦 静内 藤沢牧場 ４７０± ０１：２２．３１� ５３９．８�
１１ 	 ワンダークラフティ 牡７鹿 ５７ 四位 洋文山本 信行氏 松永 幹夫 米 Takao Zako ５４６± ０１：２２．４� ５９．０�
８１７ アキノパンチ 牡６鹿 ５７ 大庭 和弥穐吉 正孝氏 須貝 彦三 静内 松田 三千雄 ４９８－ ８１：２２．６１ ４６２．７�
２３ グレートバルサー 牡９青鹿５７ 水出 大介大河内一権氏 柴崎 勇 静内 小倉 光博 ４８０－ ４１：２３．０２� ６５０．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４８，０８８，２００円 複勝： ６９，０３２，４００円 枠連： ５３，６７５，９００円

普通馬連： ２０２，９６１，２００円 馬単： １２１，３１５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ５８，２４３，９００円

３連複： ２３４，４２５，３００円 ３連単： ４２８，８５４，２００円 計： １，２１６，５９６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � ５００円 � ３７０円 枠 連（３－４） １，２５０円

普通馬連 �� ５，５５０円 馬 単 �� ８，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９９０円 �� ５５０円 �� ７，６４０円

３ 連 複 ��� １８，４７０円 ３ 連 単 ��� ８４，６１０円

票 数

単勝票数 計 ４８０８８２ 的中 � ２０６３２７（１番人気）
複勝票数 計 ６９０３２４ 的中 � ２３６９８２（１番人気）� ２５３１２（９番人気）� ３７４９１（６番人気）
枠連票数 計 ５３６７５９ 的中 （３－４） ３１９０１（６番人気）
普通馬連票数 計２０２９６１２ 的中 �� ２７０２３（１６番人気）
馬単票数 計１２１３１５８ 的中 �� １０９３０（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５８２４３９ 的中 �� ７００６（２０番人気）�� ２８３４８（５番人気）�� １７７５（５９番人気）
３連複票数 計２３４４２５３ 的中 ��� ９３６７（５９番人気）
３連単票数 計４２８８５４２ 的中 ��� ３７４１（２４３番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３４．２
３ ７－（２，１１）（５，１８）１０，４，１４，１３（９，１５）１６（６，１７）８－（１２，１）３ ４ ７（２，１１，１８）（５，１０）（４，１４）（９，１３）（６，１５）－１６（１２，８）１７（１，３）

勝馬の
紹 介

ロードバリオス �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００７．７．７ 阪神３着

２００５．２．２１生 牡５青 母 レディブラッサム 母母 サラトガデュー １２戦５勝 賞金 ７６，４２０，０００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 アグネストカチ号・オリオンザドンペリ号・クリノビリオネア号・コアレスコジーン号・トーセンマエストロ号・

ヒカルジョディー号・マイティースルー号・メガリス号



１１０２３ ４月２５日 晴 良 （２２東京２）第２日 第１１競走 ��
��２，０００�第４５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 ５２，０００，０００円 ２１，０００，０００円 １３，０００，０００円 ７，８００，０００円 ５，２００，０００円
付 加 賞 １，１７６，０００円 ３３６，０００円 １６８，０００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

１：５７．２
１：５６．４

良

良

８１５ サンテミリオン 牝３黒鹿５４ 横山 典弘吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４５４－ ２２：００．２ １．９�

３５ アグネスワルツ 牝３栗 ５４ 柴田 善臣渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４６０＋ ８２：００．４１ ９．５�
７１４ ブルーミングアレー 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７４± ０２：００．７１� ５．４�
７１３ アマファソン 牝３黒鹿５４ 鮫島 良太吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４６６± ０ 〃 アタマ １５．８�
１２ アスカトップレディ 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二上野 武氏 須貝 尚介 新ひだか 藤井 益美 ４３６－ ６２：０１．０２ １４．０�
６１１ マシュケナーダ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一西尾誠一郎氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 ４４８＋ ２２：０１．１� ２１．０�
２３ ベストクルーズ 牝３芦 ５４ 田中 勝春飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 ４３０± ０２：０１．３１� ９．２	
５９ デ ィ ミ ー タ 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 尾形 充弘 安平 追分ファーム ４３６± ０２：０１．５１� ３４．３

１１ メイショウスズラン 牝３栗 ５４ 江田 照男松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 富田牧場 ４５４－ ６ 〃 ハナ ８１．３�
４８ フラムドール 牝３栗 ５４ 国分 恭介吉田 照哉氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム ４４８－ ４２：０１．８１� ３６．６�
６１２ トレジャーチェスト 牝３芦 ５４ 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４７８－ ６２：０２．０１� １９２．２�
４７ マイネアロマ 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム ４４６＋１０ 〃 クビ ６１．１�
５１０ ト シ ザ マ キ 牝３栗 ５４ 長谷川浩大上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 ４４０± ０２：０２．１クビ ２５５．０�
２４ メジロジェニファー 牝３黒鹿５４ 四位 洋文�メジロ牧場 北出 成人 洞爺湖 メジロ牧場 ４８０－ ４２：０２．２� １９．３�
８１６ オルレアンノオトメ 牝３鹿 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 ４４６＋ ６２：０２．６２� １３１．４�

（１５頭）
３６ ディアアレトゥーサ 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹�樽さゆり氏 畠山 吉宏 むかわ 新井牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １６７，６６６，３００円 複勝： ２１９，４２２，８００円 枠連： １６５，０２７，６００円

普通馬連： ８００，６８３，５００円 馬単： ４８１，１６３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２１４，３８５，８００円

３連複： ９５５，６５８，７００円 ３連単： ２，１１５，１５７，１００円 計： ５，１１９，１６５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � ２５０円 � １６０円 枠 連（３－８） １，１００円

普通馬連 �� １，０７０円 馬 単 �� １，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ２３０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� １，６６０円 ３ 連 単 ��� ６，８３０円

票 数

単勝票数 計１６７６６６３ 的中 � ７０１４８３（１番人気）
複勝票数 計２１９４２２８ 的中 � ７４５１３２（１番人気）� １５８１３２（４番人気）� ３２８２２３（２番人気）
枠連票数 計１６５０２７６ 的中 （３－８） １１１５８５（４番人気）
普通馬連票数 計８００６８３５ 的中 �� ５５２８１１（３番人気）
馬単票数 計４８１１６３７ 的中 �� ２２５７７４（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２１４３８５８ 的中 �� １１８４１４（３番人気）�� ２６９８２５（１番人気）�� ４６６３８（１１番人気）
３連複票数 計９５５６５８７ 的中 ��� ４２６６８５（２番人気）
３連単票数 計２１１５１５７１ 的中 ��� ２２８６８０（８番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．６―１１．９―１１．６―１２．５―１２．５―１２．３―１１．６―１１．４―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．６―３６．５―４８．１―１：００．６―１：１３．１―１：２５．４―１：３７．０―１：４８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．１―３F３４．８

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

勝馬の
紹 介

サンテミリオン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Last Tycoon デビュー ２０１０．１．５ 中山１着

２００７．１．３０生 牝３黒鹿 母 モ テ ッ ク 母母 Sudaka ４戦３勝 賞金 ７９，８０６，０００円
〔出走取消〕 ディアアレトゥーサ号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 メジロジェニファー号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。発走時刻８分遅延。
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりサンテミリオン号・アグネスワルツ号・ブルーミングアレー号は，優駿牝馬（GⅠ）競走に優先出走できる。



１１０２４ ４月２５日 晴 良 （２２東京２）第２日 第１２競走 ��
��１，６００�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 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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

３６ フェイマステイル 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４６４＋ ２１：３７．３ １３．７�

８１５ タイキジャガー 牡４鹿 ５７
５５ △国分 恭介�大樹ファーム 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４７４＋ ２１：３７．５１� ２１．７�

４７ アイノレグルス 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成馬場 �晃氏 藤沢 則雄 新冠 対馬 正 ４６０－ ２１：３７．６� １２．１�
５９ 	 アースリヴィング 牝４鹿 ５５ 福永 祐一 �グリーンファーム 小笠 倫弘 米 Marablue

Farm, LLC ４６６± ０１：３７．８１� ２．８�
５１０	 アストレーション 牡４栗 ５７ 北村 宏司広尾レース� 二ノ宮敬宇 米 Tower

Bloodstock ４９２－ ４ 〃 ハナ １７．５�
６１１ テンザンモビール 牡７黒鹿５７ 田中 勝春平野 澄江氏 矢作 芳人 門別 下河辺牧場 B４９０－ ４ 〃 クビ １４４．０	
４８ アドマイヤマントル 牡７鹿 ５７ 勝浦 正樹近藤 利一氏 古賀 史生 静内（有）下河辺トレー

ニングセンター B５１２－ ２ 〃 ハナ ８６．２

２３ バンドゥロンシャン 牡４栗 ５７ 横山 典弘 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４６２－ ２１：３７．９クビ ５．７�
１１ ローズプレステージ 牡６栗 ５７ 松岡 正海 �サンデーレーシング 大竹 正博 早来 ノーザンファーム ４５６－ ２１：３８．１１� ６０．５�
３５ ナ リ タ ベ ガ 牡７鹿 ５７ 柴山 雄一�オースミ 藤沢 則雄 白老 白老ファーム B５０８± ０１：３８．３１� ２８３．７
２４ 	 キャッツインブーツ 牡５栗 ５７ 藤田 伸二山本 英俊氏 池江 泰寿 愛 Stonethorn

Stud Farms Ltd ５１４± ０１：３８．５
 ５．３�
７１４ ヤマニンバッスル 牡４鹿 ５７

５５ △伊藤 工真土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 ４９２± ０ 〃 アタマ ６．２�
７１３ カズノロマン 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義鈴木 可一氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 ５１８＋ ２ 〃 ハナ ３５．９�
１２ マーブルデイビー 牡４栗 ５７ 長谷川浩大下村 直氏 田所 清広 三石 三石川上牧場 ４６６－１４１：３８．８２ ３５４．３�
８１６ マルサライガー �６黒鹿５７ 武士沢友治鈴木キヌ子氏 本間 忍 門別 本間牧場 ４６６－ ４１：３８．９� ２１９．５�
６１２ ユニヴァースガイ 牡４栗 ５７ 四位 洋文横瀬 兼二氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５００－ ４１：３９．２１
 ２２．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５４，８９７，０００円 複勝： ８０，９７９，８００円 枠連： ５５，７４８，７００円

普通馬連： ２２２，５８３，５００円 馬単： １２７，２２０，０００円 ワイド【拡大馬連】： ６９，６８７，６００円

３連複： ２５５，３７９，３００円 ３連単： ５２９，４７１，８００円 計： １，３９５，９６７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３７０円 複 勝 � ４２０円 � ５１０円 � ３５０円 枠 連（３－８） ７，２３０円

普通馬連 �� ９，８６０円 馬 単 �� ２２，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４９０円 �� １，９５０円 �� ２，０８０円

３ 連 複 ��� ３１，２８０円 ３ 連 単 ��� ２３７，１１０円

票 数

単勝票数 計 ５４８９７０ 的中 � ３１６１３（６番人気）
複勝票数 計 ８０９７９８ 的中 � ５０６２８（６番人気）� ４０３８２（７番人気）� ６３２７１（５番人気）
枠連票数 計 ５５７４８７ 的中 （３－８） ５６９５（２３番人気）
普通馬連票数 計２２２５８３５ 的中 �� １６６６５（３４番人気）
馬単票数 計１２７２２００ 的中 �� ４２１５（６９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６９６８７６ 的中 �� ６８６２（３３番人気）�� ８８５８（２５番人気）�� ８２６３（２７番人気）
３連複票数 計２５５３７９３ 的中 ��� ６０２６（９４番人気）
３連単票数 計５２９４７１８ 的中 ��� １６４８（５９６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．８―３６．０―４８．４―１：００．９―１：１２．９―１：２４．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フェイマステイル �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．８．１０ 新潟８着

２００６．４．２生 牡４鹿 母 フェイムドグレイス 母母 ビューティーメイク ２２戦３勝 賞金 ４０，０９０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時２５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 エーシントゥルボー号



（２２東京２）第２日 ４月２５日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １８１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

２７４，１９０，０００円
２，１３０，０００円
１７，４００，０００円
２，６４０，０００円
２７，４８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６５，００３，０００円
４，９６１，０００円
１，７９１，９００円

勝馬投票券売得金
５００，１２５，５００円
７５７，７４５，２００円
４７２，７７８，０００円
１，９５９，２１７，６００円
１，２７６，２６４，５００円
６００，０９５，４００円
２，２６５，５０５，７００円
４，６２５，３９８，８００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 １２，４５７，１３０，７００円

総入場人員 ４１，３４８名 （有料入場人員 ４０，０７２名）




