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１１００１ ４月２３日 小雨 稍重 （２３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）

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
１：２１．８

不良

稍重

８１５ ニシノオウガイ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４８２－１０１：２５．６ １２．２�

６１１ スノウプリンス 牡３栗 ５６ 三浦 皇成野口 弘司氏 小西 一男 浦河 畔高牧場 ４７４＋ ２１：２６．３４ １１１．８�
５９ トーセンパピヨン 牝３鹿 ５４ 松岡 正海島川 �哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４８４＋ ４１：２６．５１� ２．８�
７１３ モリトブイコール �３栗 ５６ 横山 典弘石橋 忠之氏 後藤 由之 平取 スガタ牧場 ４５８± ０１：２６．６� １７．３�
１１ メイショウクロガネ 牡３鹿 ５６ 武 豊松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 ４６６－ ４１：２６．８１� ２．２�
４８ ダ イ ゴ ロ ー 牡３鹿 ５６ 石橋 脩山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 三石川上牧場 ４９８－ ２ 〃 クビ ２９．３�
３６ トシキャプテン 牡３鹿 ５６ 北村 宏司上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 ４５４± ０１：２７．０１ ４６．５	
５１０ コスモワッチミー 牡３栗 ５６ 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 伊藤 大士 日高 三宅 和男 ４９６－ ８１：２７．７４ ９．５�
４７ クロサンジャック 牡３青鹿５６ 蛯名 正義 
サンデーレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ５４０－ ８１：２７．８� １６．７�
３５ ショウナンランパス 牝３鹿 ５４ 田中 勝春国本 哲秀氏 田島 俊明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４１４－ ２１：２７．９クビ １２１．０
６１２ チャンピオンアラシ 牡３栗 ５６ 内田 博幸坪野谷和平氏 大竹 正博 新冠 川上牧場 ４８４ ―１：２８．６４ ２４．１�
２３ ヒカリエンジェル 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太�ヒカリクラブ 南田美知雄 日高 中川牧場 ４２６＋ ８１：２９．７７ ３４４．２�
１２ サファリトップガン 牡３栗 ５６ 江田 照男熊久保勅夫氏 佐藤 吉勝 日高 厚賀古川牧場 ４５０－ ４１：３０．１２� ３６０．４�
７１４ ジントニック 牡３栗 ５６

５３ ▲菅原 隆一
大道牧場 保田 一隆 浦河 大道牧場 ５１６－ ２１：３０．５２� １６２．３�
２４ ランドスケープ 牡３黒鹿５６ 黛 弘人浅野 恭秀氏 矢野 英一 様似 清水スタッド ４５０－ ６１：３０．９２� ４７３．５�
８１６ ユキノソナタ 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝馬場 幸廣氏 根本 康広 日高 坂 牧場 ４６６－ ８１：３１．５３� １２４．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，３０６，５００円 複勝： ２８，８８５，１００円 枠連： １５，５３９，０００円

馬連： ５１，０４１，５００円 馬単： ３９，００５，７００円 ワイド： ２４，５５４，９００円

３連複： ６６，１３７，２００円 ３連単： １０９，５４５，１００円 計： ３５５，０１５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２２０円 複 勝 � ２９０円 � １，４６０円 � １４０円 枠 連（６－８） ７，０６０円

馬 連 �� ３５，１８０円 馬 単 �� ８５，４２０円

ワ イ ド �� １０，１９０円 �� ７２０円 �� ３，７３０円

３ 連 複 ��� ３８，６２０円 ３ 連 単 ��� ４５４，１９０円

票 数

単勝票数 計 ２０３０６５ 的中 � １３１９５（４番人気）
複勝票数 計 ２８８８５１ 的中 � ２４１９６（４番人気）� ３６２１（１０番人気）� ７６８０２（２番人気）
枠連票数 計 １５５３９０ 的中 （６－８） １６２６（１８番人気）
馬連票数 計 ５１０４１５ 的中 �� １０７１（４７番人気）
馬単票数 計 ３９００５７ 的中 �� ３３７（９７番人気）
ワイド票数 計 ２４５５４９ 的中 �� ５７０（５４番人気）�� ９００２（４番人気）�� １５８１（３２番人気）
３連複票数 計 ６６１３７２ 的中 ��� １２６４（８３番人気）
３連単票数 計１０９５４５１ 的中 ��� １７８（６７２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．１―３６．１―４８．１―１：００．４―１：１３．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノオウガイ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２０１０．１１．２１ 東京２着

２００８．２．９生 牡３黒鹿 母 ニシノマイヒメ 母母 デユプリシト ５戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔発走状況〕 ジントニック号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ランドスケープ号・ユキノソナタ号は，平成２３年５月２３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 ホワイトアッシュ号

１１００２ ４月２３日 雨 稍重 （２３東京２）第１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

６８ カフェキングアイ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 静内白井牧場 ４４６－ ８１：３８．７ ９．３�

２２ ロンギングエリー 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４９８－１４ 〃 クビ ６．５�
４５ ビッグアスリート 牡３鹿 ５６ 吉田 豊横瀬 兼二氏 佐藤 吉勝 様似 中村 勝則 ４７４－１４１：３９．６５ １３０．７�
４４ ベルウッドサヴァン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義鈴木 照雄氏 中川 公成 新ひだか 白井 吉美 ４６０± ０ 〃 クビ ４．４�
７１０ ボンジュールリュウ 牡３栗 ５６ 田中 勝春田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 武田 修一 B４５６± ０１：４０．０２� １２．４�
８１３ レオネプチューン 牡３鹿 ５６ 江田 照男田中 博之氏 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム ４７６± ０１：４０．１クビ ２．４�
７１１ スターブルーウッド 牝３栗 ５４

５１ ▲高嶋 活士飯田総一郎氏 柴崎 勇 新ひだか 落合 一巳 ４６８－ ６１：４０．２� ４５３．７�
５６ ラッキーゾーン 牡３鹿 ５６ 内田 博幸島田 久氏 小西 一男 むかわ 桑原牧場 ４７０＋１０１：４０．３� ８．０	
３３ ケイアイカミノコエ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司 
啓愛義肢材料販売所 南田美知雄 青森 野々宮牧場 ５０２－ ６１：４０．９３� １２．０�
８１２ ニチリンヒカリ 牡３栗 ５６ 柴山 雄一岡田 勇氏 水野 貴広 新ひだか 本桐牧場 ４５２＋ ４１：４１．６４ １３２．５�
５７ コ ニ コ ニ 牡３栗 ５６ 柴田 大知
錦岡牧場 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４７８－ ４１：４１．７� ３３４．１
６９ ハ ー プ ー ン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 徳本 幸雄 ４７８－ ４１：４１．８� ３６．９�
１１ キジトサルヲツレテ 牡３栗 ５６ 三浦 皇成小田切有一氏 本間 忍 日高 下河辺牧場 ４２６ ―１：４３．６大差 ５０．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １５，６０１，１００円 複勝： ２７，２９４，６００円 枠連： １０，９５６，５００円

馬連： ４２，６９５，８００円 馬単： ３２，０９３，２００円 ワイド： １７，６７５，５００円

３連複： ５１，６１０，３００円 ３連単： ８７，０３８，１００円 計： ２８４，９６５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９３０円 複 勝 � ３７０円 � ２８０円 � ３，３９０円 枠 連（２－６） ２，９７０円

馬 連 �� ２，６１０円 馬 単 �� ５，４５０円

ワ イ ド �� ９９０円 �� １４，４３０円 �� １１，４８０円

３ 連 複 ��� １０７，３００円 ３ 連 単 ��� ５２２，２３０円

票 数

単勝票数 計 １５６０１１ 的中 � １３３５０（５番人気）
複勝票数 計 ２７２９４６ 的中 � ２０５４１（５番人気）� ２８８９４（３番人気）� １７８３（１０番人気）
枠連票数 計 １０９５６５ 的中 （２－６） ２７２３（１２番人気）
馬連票数 計 ４２６９５８ 的中 �� １２０８２（１１番人気）
馬単票数 計 ３２０９３２ 的中 �� ４３５２（２３番人気）
ワイド票数 計 １７６７５５ 的中 �� ４６３２（１３番人気）�� ２９４（５４番人気）�� ３７０（４７番人気）
３連複票数 計 ５１６１０３ 的中 ��� ３５５（１１５番人気）
３連単票数 計 ８７０３８１ 的中 ��� １２３（５７７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１２．５―１２．７―１２．７―１２．４―１２．５―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．６―３６．１―４８．８―１：０１．５―１：１３．９―１：２６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カフェキングアイ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１０．２３ 東京９着

２００８．４．２５生 牡３鹿 母 ブリリアントアイ 母母 ブリリアントカット ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※スターブルーウッド号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

第２回　東京競馬　第１日



１１００３ ４月２３日 雨 稍重 （２３東京２）第１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）

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
１：２１．８

不良

稍重

８１５� インディーズゲーム 牡３鹿 ５６ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Edward A.
Seltzer Trust ４７８ ―１：２４．４ ２９．４�

３６ � アポロスカイナイト 牡３鹿 ５６ 内田 博幸アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 米
Phillips Racing
Partnership &
John W. Phillips

４５４＋ ６１：２５．２５ ２．９�
４８ エフティシュタルク 牡３青鹿５６ 蛯名 正義吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ５４２＋ ８１：２５．３� １０．４�
５９ メイスンサクセス 牡３栗 ５６ 北村 宏司梅村 浩氏 岩戸 孝樹 新冠 川上 悦夫 B４６０＋ ２１：２６．５７ ６．４�
３５ グランデアトレ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一 �グランデオーナーズ 河野 通文 新冠 川上牧場 ４４８＋ ６ 〃 クビ ５．６�
６１２ サイレントイーグル 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝池谷 誠一氏 萩原 清 新冠 川島牧場 ４９８ ―１：２６．８２ ８．２�
５１０ コウヨウメビウス 牝３鹿 ５４ 江田 照男寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ４６８± ０１：２６．９� ２３．９	
４７ キョカキョク 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成小田切有一氏 高橋 祥泰 日高 浦新牧場 ４３０＋ ８ 〃 アタマ １５９．２

７１４ フレンチミシル 牝３栗 ５４ 武 豊�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 ４７２＋ ４ 〃 ハナ １１．２�
６１１ ヒアズルッキング 	３鹿 ５６ 川田 将雅 �キャロットファーム 伊藤 圭三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２－ ８１：２７．０クビ ３１．３
８１６ カイカセンゲン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 矢野 英一 浦河 宮内牧場 ４４６＋ ２１：２７．１� ９０．６�

１２ アナハイムシチー 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか カタオカフアーム ４４８－ ２１：２７．８４ ７．９�
１１ ボルトンシチー 	３黒鹿 ５６

５３ ▲菅原 隆一 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 日高 富川田中牧場 ５１０＋ ４１：２８．２２� ２４０．９�
２４ リネントワイニング 牡３鹿 ５６ 加藤士津八戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 多田 正弘 ４８４－ ４１：２８．４１ ４１４．１�
７１３ ビットオブラック 牝３黒鹿５４ 小林 淳一会田 満雄氏 杉浦 宏昭 日高 森永牧場 ４２０－１０１：２８．７２ ２１０．３�
２３ エイダイコンビ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩�東振牧場 伊藤 大士 むかわ 東振牧場 ４５２－ ２１：２８．９１ １３７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，０２３，６００円 複勝： ３３，６０７，９００円 枠連： １７，３６２，８００円

馬連： ５０，６００，４００円 馬単： ３２，７９２，５００円 ワイド： ２１，９０２，６００円

３連複： ６０，３４９，９００円 ３連単： ９１，２６４，４００円 計： ３２４，９０４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，９４０円 複 勝 � １，０１０円 � １４０円 � ３５０円 枠 連（３－８） ２，３４０円

馬 連 �� ６，３８０円 馬 単 �� １８，１５０円

ワ イ ド �� ２，１５０円 �� ６，４９０円 �� ８４０円

３ 連 複 ��� ２３，６００円 ３ 連 単 ��� ２４８，５４０円

票 数

単勝票数 計 １７０２３６ 的中 � ４５６４（９番人気）
複勝票数 計 ３３６０７９ 的中 � ６１３３（１１番人気）� ９９７７８（１番人気）� ２０９０８（７番人気）
枠連票数 計 １７３６２８ 的中 （３－８） ５４７７（８番人気）
馬連票数 計 ５０６００４ 的中 �� ５８５９（２４番人気）
馬単票数 計 ３２７９２５ 的中 �� １３３４（５４番人気）
ワイド票数 計 ２１９０２６ 的中 �� ２４８６（２４番人気）�� ８０２（４８番人気）�� ６７３４（９番人気）
３連複票数 計 ６０３４９９ 的中 ��� １８８８（６９番人気）
３連単票数 計 ９１２６４４ 的中 ��� ２７１（５８０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．８―３５．６―４７．８―１：００．０―１：１２．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�インディーズゲーム �
�
父 Indian Charlie �

�
母父 Machiavellian 初出走

２００８．３．１１生 牡３鹿 母 Bellini Sunrise 母母 Harbour Club １戦１勝 賞金 ５，０００，０００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 ニホンピロヴィータ号

１１００４ ４月２３日 雨
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （２３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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

５７ ピサロナイト 牡４黒鹿５９ 中村 将之市川 義美氏 安達 昭夫 えりも 能登 浩 ４７０－ ４３：２６．５ ７．７�

７１１ マジェスティバイオ 牡４鹿 ５９ 柴田 大知バイオ� 田中 剛 平取 清水牧場 ４９４＋ ４ 〃 クビ ５．３�
８１４ ディアマイホース 牡５黒鹿６０ 江田 勇亮吉橋 計氏 菊沢 隆徳 えりも 寺井 文秀 ５００＋ ４ 〃 ハナ ６．０�
１１ トリビュートソング 牡６鹿 ６０ 五十嵐雄祐 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４９６＋１０３：２６．７１� ２．９�
３４ シンボリルルド 牡４鹿 ５９ 山本 康志シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 ４６４＋ ４３：２８．０８ ９９．０�
６９ � ブルーフォーチュン 牝５鹿 ５８ 大江原 圭桜井 欣吾氏 藤原 辰雄 静内 飛野牧場 ４５４± ０３：２８．２� ２０．２	
３３ サンレイランキング 牡４鹿 ５９ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 ４５２－ ６３：２８．３� １５．５

４５ キューバンエイト 牡５鹿 ６０ 高野 和馬 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４８４＋ ４３：２９．３６ ３６．４�
７１２ シャイニーグルーム 牡４黒鹿５９ 金子 光希小林 昌志氏 和田 正道 新ひだか カタオカフアーム ４６２－ ６３：３１．８大差 ８９．１�
２２ ダノンプリベット 牡４黒鹿５９ 穂苅 寿彦�ダノックス 萩原 清 新冠 蛯名牧場 ４７２＋２０３：４９．３大差 ９５．８
５８ � エイトスター �６鹿 ６０ 池崎 祐介玉置 辰次氏 南田美知雄 三石 元道牧場 ５２０－１０ （競走中止） １６１．０�
４６ ショウナンサミット 牡５栗 ６０ 横山 義行国本 哲秀氏 田中 剛 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６－１２ （競走中止） ５．６�
６１０ ゴールデンダニエル 牡４栗 ５９ 石神 深一�協栄 中島 敏文 日高 タバタファーム ４５０＋ ６ （競走中止） ２１．５�
８１３ グラスサミット 牡４芦 ５９ 浜野谷憲尚半沢� 尾形 充弘 安平 追分ファーム ５１８－１０ （競走中止） ５４．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，４９９，４００円 複勝： ２３，９６１，５００円 枠連： １４，８１２，４００円

馬連： ４０，８６５，３００円 馬単： ２９，２５９，０００円 ワイド： １６，８８２，６００円

３連複： ５４，１６４，２００円 ３連単： ８４，５２０，２００円 計： ２７８，９６４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２１０円 � １７０円 � １６０円 枠 連（５－７） １，８１０円

馬 連 �� ２，１００円 馬 単 �� ４，７７０円

ワ イ ド �� ６５０円 �� ７７０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ２，６６０円 ３ 連 単 ��� ２０，９２０円

票 数

単勝票数 計 １４４９９４ 的中 � １４９２８（５番人気）
複勝票数 計 ２３９６１５ 的中 � ２７５１９（５番人気）� ３９５９２（３番人気）� ４３３６３（１番人気）
枠連票数 計 １４８１２４ 的中 （５－７） ６０７３（９番人気）
馬連票数 計 ４０８６５３ 的中 �� １４３７４（１０番人気）
馬単票数 計 ２９２５９０ 的中 �� ４５３０（２２番人気）
ワイド票数 計 １６８８２６ 的中 �� ６３５６（８番人気）�� ５１８６（１０番人気）�� １０９５３（１番人気）
３連複票数 計 ５４１６４２ 的中 ��� １５０５３（８番人気）
３連単票数 計 ８４５２０２ 的中 ��� ２９８２（６３番人気）

上り １マイル １：４７．９ ４F ５３．０－３F ４０．１
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ピサロナイト �
�
父 マリエンバード �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．１０．１８ 京都１着

２００７．１．２０生 牡４黒鹿 母 スターコレクター 母母 エリモアメジスト 障害：４戦１勝 賞金 ９，３００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時４５分に変更。
〔競走中止〕 グラスサミット号は，１周目６号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

ゴールデンダニエル号は，２号障害〔竹柵〕飛越後，騎手がバランスをくずし落馬したため競走中止。
ショウナンサミット号は，２周目５号障害〔竹柵〕手前で，先に競走を中止した馬の影響を受け，コース外に逸走したため
競走中止。
エイトスター号は，２周目７号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

※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） １頭 トーセンウィン号
（非抽選馬） ２頭 ディアユウキ号・ハツカリ号



１１００５ ４月２３日 雨 稍重 （２３東京２）第１日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時３０分 （芝・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

１１ サクセスシルエット 牝３鹿 ５４ 内田 博幸�嶋 哲氏 久保田貴士 浦河 有限会社
吉田ファーム ４０８－ ４１：５１．４ ４．５�

４８ ファンフェア 牝３栗 ５４ 武 豊 H.R.H．プリンセス・ハヤ 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４３８＋ ４１：５１．５� ７０．８�

６１２ マリアヴェロニカ 牝３黒鹿５４ 石橋 脩 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４３０－ ４１：５１．６� ３．１�
２３ ヤマニンリップル 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４５４＋ ４１：５１．７� ５．８�
３５ ラ ポ ー ル 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 寺越 政幸 ４４８＋１２ 〃 ハナ ３．５�
１２ スウェージー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊 �社台レースホース尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４７６－ ８１：５１．９１� ２１．２�
７１３ アドマイヤアジナ 牝３芦 ５４ 田中 勝春近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４６２－ ６１：５２．３２� １４．９	
２４ ビレッジスマイル 牝３青 ５４ 江田 照男村山 輝雄氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４５２＋ ２１：５２．４� ３３．６

５１０ ブロードビーン 牝３鹿 ５４ 小林 淳一小山 豊氏 阿部 新生 新ひだか 岡田牧場 ４４６＋ ２１：５２．６１� １９３．５�
８１８ ミ ロ ス 牝３栗 ５４ 石神 深一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田正一郎 新ひだか 藤原牧場 ４５０＋ ２１：５２．８１� ４８２．６
３６ エアアヴリル 牝３栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４５８－ ２１：５３．０１� ３８．０�
４７ デルマラートリー 牝３鹿 ５４ 横山 典弘浅沼 廣幸氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム ４５４－ ８ 〃 ハナ ７２．６�
８１６ スカイセルヴァ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅 �スカイツリーレーシング 田中 剛 新ひだか 平野牧場 ４３０ ― 〃 アタマ ８８．０�
５９ モデルウォーク 牝３栗 ５４ 松田 大作飯田 政子氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 ４６６ ―１：５３．２１� １１１．１�
６１１ スイートジョリ 牝３青 ５４ 北村 宏司シンボリ牧場 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 ４６６ ―１：５３．５１� １１６．８�
７１４ ブラックトウショウ 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平トウショウ産業� 阿部 新生 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５６ ―１：５３．６クビ １６３．６�
８１７ ダンスビューティ 牝３鹿 ５４ 黛 弘人吉田 和子氏 戸田 博文 浦河 鎌田 正嗣 ４３０－ ８１：５３．８１� ３５８．５�
７１５ カトレアシチー 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥 �友駿ホースクラブ 上原 博之 日高 幾千世牧場 ４３２－１０１：５４．９７ １８９．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，６９９，０００円 複勝： ３６，０２９，７００円 枠連： １７，８９７，１００円

馬連： ５７，６７２，１００円 馬単： ４１，４５７，９００円 ワイド： ２４，６６９，５００円

３連複： ６８，２２９，０００円 ３連単： １１５，６２３，１００円 計： ３８２，２７７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １７０円 � １，０９０円 � １５０円 枠 連（１－４） ３，６４０円

馬 連 �� １７，７１０円 馬 単 �� ２５，３１０円

ワ イ ド �� ３，６００円 �� ３５０円 �� ３，３００円

３ 連 複 ��� １５，１２０円 ３ 連 単 ��� １２９，６９０円

票 数

単勝票数 計 ２０６９９０ 的中 � ３６４２０（３番人気）
複勝票数 計 ３６０２９７ 的中 � ６１４８８（３番人気）� ５６７８（９番人気）� ８３３８６（１番人気）
枠連票数 計 １７８９７１ 的中 （１－４） ３６３８（１３番人気）
馬連票数 計 ５７６７２１ 的中 �� ２４０４（３６番人気）
馬単票数 計 ４１４５７９ 的中 �� １２０９（５２番人気）
ワイド票数 計 ２４６６９５ 的中 �� １５６３（２９番人気）�� １９９８０（３番人気）�� １７０８（２６番人気）
３連複票数 計 ６８２２９０ 的中 ��� ３３３１（３８番人気）
３連単票数 計１１５６２３１ 的中 ��� ６５８（２８４番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１２．３―１２．８―１３．４―１３．２―１１．７―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．１―３６．４―４９．２―１：０２．６―１：１５．８―１：２７．５―１：３９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．８―３F３５．６

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

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

勝馬の
紹 介

サクセスシルエット �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１０．１２．１８ 中山２着

２００８．３．１９生 牝３鹿 母 フェアレストケープ 母母 Myth ５戦１勝 賞金 １１，１５０，０００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。
（非抽選馬） １頭 エクセレントブルー号

１１００６ ４月２３日 小雨 稍重 （２３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 （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

１２ オマワリサン 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 ５０４＋１０１：３６．５ ６．４�

２３ シングンミラクル 牡３黒鹿５６ 小林 淳一伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４８２± ０１：３７．０３ ３．７�
２４ タケデンゴールド 牡３栗 ５６

５３ ▲小野寺祐太武市 弘氏 武市 康男 浦河 安藤牧場 ４３８± ０ 〃 クビ ４１．４�
８１８ ゴールドカルラ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘磯波 勇氏 高木 登 新冠 守矢牧場 ４９０－ ４１：３７．１クビ ４．４�
４７ ヒールゼアハーツ 牡３栗 ５６ 松田 大作 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４９６± ０１：３７．７３� ８．４�
６１１ デ ラ モ ー レ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４４８－ ２１：３８．０１� ５２．７	
８１７ レッドグランディス 牡３黒鹿５６ 武 豊 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 ４４４ ―１：３８．１� ８．２

４８ ディアエスペランサ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸ディアレスト 田村 康仁 むかわ 新井牧場 ４７０－ ２１：３８．３１ ７．８�
３５ シャドウシューター 牡３黒鹿５６ 北村 宏司飯塚 知一氏 久保田貴士 平取 坂東牧場 ４５２＋ ４ 〃 クビ ８１．０�
５１０ マイネルエミュ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 ４５２ ―１：３８．５１� ４２．２
８１６ キ ン タ ク ン 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝ケンレーシング組合 新開 幸一 浦河 バンブー牧場 ５０２ ―１：３９．１３� ４１．０�

（バンブーエムシティ）

１１ ベルウッドアルピナ 牝３黒鹿５４ 江田 照男鈴木 照雄氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４３６＋１２ 〃 ハナ １６１．５�
７１５ ミラクルカクテル 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４２０－１４１：３９．３１� ３０．３�
７１４ トーセンシフト 牡３栗 ５６ 石橋 脩島川 �哉氏 柴田 政人 日高 有限会社 エ

スティファーム ４２２ ― 〃 クビ ２２７．２�
５９ ホットラッシュ 牡３青 ５６ 田中 勝春草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 前川牧場 ４０８ ―１：３９．５１� ２３．４�
３６ マドンナスマイル 牝３鹿 ５４ 松岡 正海吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４４８ ―１：３９．８２ ２４．２�
６１２ モリトルピナス 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一石橋 忠之氏 阿部 新生 新ひだか 酒井 亨 ４４６ ―１：４９．０大差 ２８０．０�

（１７頭）
７１３ エステーローズ 牝３鹿 ５４ 黛 弘人齋藤 宏明氏 南田美知雄 新ひだか 原口牧場 ４６２－ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２０，４６５，７００円 複勝： ３３，０３０，５００円 枠連： ２３，７８６，０００円

馬連： ５３，９１９，４００円 馬単： ３４，２０６，９００円 ワイド： ２２，５５２，５００円

３連複： ６６，４２１，１００円 ３連単： ９６，４６５，１００円 計： ３５０，８４７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � １７０円 � １６０円 � ６９０円 枠 連（１－２） ９００円

馬 連 �� １，１８０円 馬 単 �� ２，８３０円

ワ イ ド �� ５１０円 �� ２，１４０円 �� １，８６０円

３ 連 複 ��� ９，２１０円 ３ 連 単 ��� ４７，０３０円

票 数

単勝票数 差引計 ２０４６５７（返還計 ３４１） 的中 � ２５２４５（３番人気）
複勝票数 差引計 ３３０３０５（返還計 ６７４） 的中 � ５６０９２（２番人気）� ６９２７０（１番人気）� ８８３７（８番人気）
枠連票数 計 ２３７８６０ 的中 （１－２） １９６７３（４番人気）
馬連票数 差引計 ５３９１９４（返還計 ３８２４） 的中 �� ３３８２９（２番人気）
馬単票数 差引計 ３４２０６９（返還計 ２３１４） 的中 �� ８９３４（６番人気）
ワイド票数 差引計 ２２５５２５（返還計 ２０９２） 的中 �� １１９８６（２番人気）�� ２４８５（２１番人気）�� ２８７７（１８番人気）
３連複票数 差引計 ６６４２１１（返還計 ６８７１） 的中 ��� ５３２５（２３番人気）
３連単票数 差引計 ９６４６５１（返還計 １０５７８） 的中 ��� １５１４（１２１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．０―３５．６―４８．１―１：００．６―１：１２．４―１：２４．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オマワリサン �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 デ ヒ ア デビュー ２０１０．９．２６ 中山５着

２００８．４．２９生 牡３鹿 母 アナタゴノミ 母母 アララットサン ８戦１勝 賞金 ９，７５０，０００円
〔競走除外〕 エステーローズ号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻４分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モリトルピナス号は，平成２３年５月２３日まで平地競走に出走できない。



１１００７ ４月２３日 小雨 稍重 （２３東京２）第１日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時３０分 （芝・左）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１９．８
１：１９．０

良

良

３６ カゼノグッドボーイ 牡５栗 ５７ 蛯名 正義深井 孟氏 中野 栄治 早来 吉田 浩三 ４４０－ ６１：２２．９ ５．５�

１１ アイアンデューク 牡５芦 ５７ 石橋 脩栗坂 崇氏 伊藤 伸一 鵡川 上水牧場 ４６０－ ８１：２３．４３ １８．１�
２４ ツーデイズノーチス 牝５黒鹿５５ 松岡 正海諸江 幸祐氏 斎藤 誠 静内 西村 和夫 ４９６＋１８ 〃 クビ ５．３�
６１２ オメガブルーハワイ 牝４黒鹿５５ 武 豊原 �子氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４６０＋１２１：２３．７１� １０．３�
８１７	 ト ム ト ム 
６栗 ５７ 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 早来 ノーザンファーム ４９４± ０１：２３．８� ８．４�
７１４� フレッドバローズ 
５鹿 ５７ 北村 宏司猪熊 広次氏 中竹 和也 米 Brereton

C. Jones ５２２＋ ２１：２３．９� ５．９�
２３ クリノサンデーママ 牝５栗 ５５ 柴山 雄一栗本 博晴氏 星野 忍 浦河 本巣 敦 ４３８＋ ２１：２４．０クビ １８８．２	
４８ サトノジューオー 牡４青鹿５７ 横山 典弘里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５２４± ０ 〃 ハナ ４．８

１２ ダイワシークレット 牡６栗 ５７ 後藤 浩輝大城 敬三氏 菊沢 隆徳 静内 服部 牧場 ４６４－ ４１：２４．１クビ ４７．７�
３５ トップアテンション 牡４鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太�コオロ 秋山 雅一 浦河 木戸口牧場 ４９４＋ ２１：２４．３１� １４７．５
４７ エーシンアルカウス 牡４黒鹿５７ 川田 将雅�栄進堂 久保田貴士 浦河 小柳牧場 ４５６－ ２ 〃 ハナ １４．２�
６１１	 ダイショウベリー 牝６鹿 ５５ 石神 深一馬場 �晃氏 河野 通文 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４７０＋１６１：２４．８３ １３４．０�
５９ 	 ラ ヴ ミ ー 牝５鹿 ５５ 大庭 和弥北所 直人氏 菊川 正達 新ひだか 見上牧場 ４４４＋１０１：２５．０１� ２０５．４�
５１０ ラヴインザダーク 牝５鹿 ５５ 田中 勝春�大樹ファーム 高橋 祥泰 新冠 パカパカ

ファーム ４５６－ ６１：２５．２� ５９．５�
８１８ フェスティヴナイト 牡９鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平臼井義太郎氏 天間 昭一 静内 伊藤 昭次 ４５４－ ４１：２５．３� ８４．３�
８１６	 ミサトフリート 牝６芦 ５５ 小林 淳一戸部 洋氏 鈴木 勝美 静内 真歌伊藤牧場 ５０８＋ ２１：２５．７２� ３２５．３�
７１３ ブルーソックス 牡４鹿 ５７ 江田 照男田島榮二郎氏 矢野 英一 新冠 北星村田牧場 B４８０＋ ２１：２５．８� ４２．７�
７１５ コウヨウサンデー 牡５鹿 ５７ 内田 博幸寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 ４８２± ０１：２５．９� １４．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，４９２，１００円 複勝： ３７，２９１，５００円 枠連： １８，７１３，０００円

馬連： ６６，９３６，８００円 馬単： ３７，７２７，６００円 ワイド： ２５，９５６，２００円

３連複： ７６，１８６，７００円 ３連単： １１８，３６７，５００円 計： ４０３，６７１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � １９０円 � ３７０円 � ２３０円 枠 連（１－３） ３，２６０円

馬 連 �� ３，０２０円 馬 単 �� ８，０００円

ワ イ ド �� １，１４０円 �� ６６０円 �� １，５３０円

３ 連 複 ��� ９，１２０円 ３ 連 単 ��� ５７，０６０円

票 数

単勝票数 計 ２２４９２１ 的中 � ３２７０７（３番人気）
複勝票数 計 ３７２９１５ 的中 � ５９３０６（２番人気）� ２２６６５（７番人気）� ４５１４３（４番人気）
枠連票数 計 １８７１３０ 的中 （１－３） ４２４６（１８番人気）
馬連票数 計 ６６９３６８ 的中 �� １６３９０（１４番人気）
馬単票数 計 ３７７２７６ 的中 �� ３４８３（３８番人気）
ワイド票数 計 ２５９５６２ 的中 �� ５５６４（１６番人気）�� １００８２（６番人気）�� ４０７３（２１番人気）
３連複票数 計 ７６１８６７ 的中 ��� ６１６７（３３番人気）
３連単票数 計１１８３６７５ 的中 ��� １５３１（２０２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．２―３４．６―４６．５―５８．４―１：１０．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カゼノグッドボーイ �
�
父 マジェスティック �

�
母父 マヤノトップガン デビュー ２００９．３．２２ 中山６着

２００６．３．８生 牡５栗 母 カミカゼビューティ 母母 チェリールイ ２３戦３勝 賞金 ４３，２８０，０００円
〔制裁〕 アイアンデューク号の騎手石橋脩は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１８番への進路影響）

１１００８ ４月２３日 小雨 不良 （２３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 （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

４７ リアルディール 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝荒井 壽明氏 本間 忍 日高 サンシャイン
牧場 ５２６－ ４１：３６．５ １．８�

２２ トゥザサミット 牡４鹿 ５７ 内田 博幸 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム ４４４－１０１：３７．４５ ２０．５�
６１１ リンガスアクター 牡５黒鹿５７ 三浦 皇成伊藤 巖氏 谷原 義明 静内 三木田 頼嗣 ４８０－ ６ 〃 クビ ２９．４�
３５ � トーホウペガサス 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義東豊物産� 古賀 史生 日高 竹島 幸治 ５０２± ０１：３７．５クビ ４．５�
７１２ シャイニーデザート 牡５黒鹿５７ 武 豊小林 昌志氏 尾形 充弘 新ひだか 沖田 博志 ５３４＋ ６１：３７．６� １２．８�
６１０ ユウキハングリー 牡５鹿 ５７

５４ ▲菅原 隆一ちきり組合 菊沢 隆徳 静内 前谷 武志 ５３４± ０ 〃 クビ １３．９	
８１５ ユ ー ス フ ル 牡４鹿 ５７ 北村 宏司武田 茂男氏 大竹 正博 新ひだか 畑端牧場 ４７６－ ２１：３７．８１ ６．０

５８ � デザートコンドル 牡４黒鹿５７ 石橋 脩鈴木 可一氏 南田美知雄 新冠 ハシモトフアーム ４９０－ ２１：３８．０１	 １０１．８�
５９ バトルスウィーパー 牡４芦 ５７ 柴山 雄一 �グリーンファーム 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４９６＋ ２ 〃 ハナ １５５．８�
１１ � アトムスパンカー 牝５青鹿５５ 田中 勝春永井 廣司氏 嶋田 功 新ひだか 大塚牧場 ４６０－ ２１：３８．４２
 １１１．２
３４ キョウエイナゲット 牡４黒鹿５７ 江田 照男田中 晴夫氏 藤原 辰雄 日高 春木 昭雄 B４５０－ ８１：３８．５
 ３３．４�
２３ � マ シ ュ ー 牡５栗 ５７ 吉田 豊小林 薫氏 清水 英克 浦河 林 孝輝 ４５２－１２１：３８．８１� ３７．３�
８１４� カシノカルミア 牝４栗 ５５

５２ ▲小野寺祐太柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 笹島 政信 ４４８± ０１：４１．７大差 ５３８．１�
７１３� スプリングモナ 牝５鹿 ５５ 小林 淳一加藤 春夫氏 柴田 政人 三石 折手牧場 ４６６－１０１：４１．８
 ５７１．８�

（１４頭）
４６ ヒノモトイチバン 牡４栗 ５７ 松田 大作坪野谷和平氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２７，７９１，２００円 複勝： ４７，４５７，０００円 枠連： ２０，８１６，８００円

馬連： ７８，１７４，１００円 馬単： ５７，４９３，７００円 ワイド： ２８，７８１，２００円

３連複： ８７，４９０，５００円 ３連単： １６５，４３５，４００円 計： ５１３，４３９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ３８０円 � ３７０円 枠 連（２－４） ８９０円

馬 連 �� １，４００円 馬 単 �� １，９００円

ワ イ ド �� ６２０円 �� ６９０円 �� ２，３８０円

３ 連 複 ��� ６，６８０円 ３ 連 単 ��� ２１，４４０円

票 数

単勝票数 計 ２７７９１２ 的中 � １２１８５４（１番人気）
複勝票数 計 ４７４５７０ 的中 � ２０８２４９（１番人気）� ２０７８８（７番人気）� ２１７７８（６番人気）
枠連票数 計 ２０８１６８ 的中 （２－４） １７３８２（４番人気）
馬連票数 計 ７８１７４１ 的中 �� ４１４５６（５番人気）
馬単票数 計 ５７４９３７ 的中 �� ２２３７１（７番人気）
ワイド票数 計 ２８７８１２ 的中 �� １１９４３（６番人気）�� １０５１９（７番人気）�� ２８１２（２６番人気）
３連複票数 計 ８７４９０５ 的中 ��� ９６７４（２３番人気）
３連単票数 計１６５４３５４ 的中 ��� ５６９７（６６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．６―３５．３―４７．１―５８．６―１：１０．６―１：２３．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リアルディール �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 ピルサドスキー デビュー ２００９．２．１ 東京５着

２００６．５．２生 牡５鹿 母 リ ュ ス ト ル 母母 ク リ プ ト １５戦３勝 賞金 ４０，７４８，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔出走取消〕 ヒノモトイチバン号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノカルミア号・スプリングモナ号は，平成２３年５月２３日まで平地競走に出走できない。



１１００９ ４月２３日 小雨 重 （２３東京２）第１日 第９競走

国際森林年記念

��
��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 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１８．５
２：１８．３

良

良

５５ ショウナンバーズ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司国本 哲秀氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４８４－ ８２：２３．０ ８．６�

８１１ マイネルメダリスト 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田中 清隆 新冠 新冠伊藤牧場 ４５８＋ ４２：２３．１� ４．７�

２２ メイショウトチワカ 牡３鹿 ５６ 武 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 鮫川フアーム ４６４± ０２：２３．６３ １０．１�
６８ インプレザリオ 牡３栗 ５６ 内田 博幸青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム ４８４－ ２２：２４．１３ ８．７�
５６ コウヨウレジェンド 牡３鹿 ５６ 田中 勝春寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 ４８０－ ８２：２４．２� ５９．５�
３３ スリーケインズ 牡３芦 ５６ 江田 照男永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 ４５８－ ８ 〃 クビ ２７３．８�
７９ マイネルシュライ 牡３青 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４８８－１２２：２４．８３� ２３．０	

４４ エチゴイチエ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４６８＋ ４２：２５．３３ １．８

８１２� トミケンヴァースト 牡３鹿 ５６ 松山 弘平冨樫 賢二氏 和田正一郎 むかわ エスティウィンファーム ４４６± ０２：２５．６２ １９８．１�
７１０� キャニオンシンザン 牡３栗 ５６ 伊藤 直人谷川弘一郎氏 天間 昭一 浦河 谷川牧場 ４８２－ ２ 〃 ハナ ４８８．７�
１１ レッドジョーカー 牡３黒鹿５６ 横山 典弘 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 水上 習孝 ５２０＋ ２２：２８．１大差 １３．６
６７ ガリレオバローズ 牡３黒鹿５６ 石橋 脩猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５１８± ０２：３２．５大差 ６８．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３７，２０５，１００円 複勝： ６６，７３７，５００円 枠連： ２１，３７４，５００円

馬連： １０８，５７５，３００円 馬単： ８２，６２５，４００円 ワイド： ４０，５８６，７００円

３連複： １１５，２６０，２００円 ３連単： ２７４，３５６，８００円 計： ７４６，７２１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � ３００円 � １７０円 � ３００円 枠 連（５－８） １，５４０円

馬 連 �� １，８２０円 馬 単 �� ３，５４０円

ワ イ ド �� ６１０円 �� ５５０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ３，３８０円 ３ 連 単 ��� ２０，５６０円

票 数

単勝票数 計 ３７２０５１ 的中 � ３４４７７（３番人気）
複勝票数 計 ６６７３７５ 的中 � ５３０５７（４番人気）� １２７６３１（２番人気）� ５２８１９（５番人気）
枠連票数 計 ２１３７４５ 的中 （５－８） １０２７３（６番人気）
馬連票数 計１０８５７５３ 的中 �� ４４０３８（８番人気）
馬単票数 計 ８２６２５４ 的中 �� １７２２８（１４番人気）
ワイド票数 計 ４０５８６７ 的中 �� １６３９２（９番人気）�� １８３９６（６番人気）�� １７５５２（７番人気）
３連複票数 計１１５２６０２ 的中 ��� ２５２３９（１０番人気）
３連単票数 計２７４３５６８ 的中 ��� ９８４９（６６番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．１―１２．２―１２．５―１２．７―１３．０―１２．７―１２．６―１２．４―１１．９―１１．８―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００�
７．１―１８．２―３０．４―４２．９―５５．６―１：０８．６―１：２１．３―１：３３．９―１：４６．３―１：５８．２―２：１０．０

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ショウナンバーズ �
�
父 Tiger Hill �

�
母父 Acatenango デビュー ２０１０．６．２７ 福島３着

２００８．３．２４生 牡３鹿 母 シ ョ ア ー 母母 So Sedulous ８戦２勝 賞金 １９，７３６，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドジョーカー号・ガリレオバローズ号は，平成２３年５月２３日まで平地競走に出走できない。

１１０１０ ４月２３日 小雨 重 （２３東京２）第１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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ４６９，０００円 １３４，０００円 ６７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．８
１：１９．０

良

良

２３ インプレスウィナー 牡４青 ５７ 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 ４５６－ ４１：２２．９ １３．８�

１１ � セイウンジャガーズ 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義西山 茂行氏 杉浦 宏昭 愛 Lodge
Park Stud ４６６－ ６ 〃 クビ ５．９�

１２ モンテフジサン 牡４栗 ５７ 内田 博幸毛利 喜昭氏 松山 康久 青森 ワールドファーム ４７８＋ ４１：２３．０� ４．７�
８１８	 レジェトウショウ 牝５栗 ５５ 吉田 豊トウショウ産業� 阿部 新生 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７０± ０ 〃 クビ ３４．４�
３５ � ブルーデインヒル 牡６鹿 ５７ 大庭 和弥 �ブルーマネジメント加藤 征弘 米 Britton House

Stud Ltd. ４７６± ０１：２３．２１� １５．８�
５９ ダノンブライアン 
７鹿 ５７ 石橋 脩�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５０６－ ２１：２３．３クビ ７．４�
８１６ ローズカットダイヤ 牝６栗 ５５ 後藤 浩輝青芝商事� 平田 修 千歳 社台ファーム ４５０－１０ 〃 クビ ２５．３	
５１０ スペシャルハート 牡６栗 ５７ 三浦 皇成芹澤 精一氏 勢司 和浩 三石 片山 修 ４９４＋ ８１：２３．４� ８．１

２４ � エーシンウェズン 牡４鹿 ５７ 川田 将雅�栄進堂 野中 賢二 米 Helen Y.

Painter ５１０－１０１：２３．６� ３．９�
８１７	 スーパーワシントン 牡８鹿 ５７ 松田 大作�アサヒクラブ 中尾 秀正 浦河 本巣 敦 ４６２－ ８１：２３．８１� ３０５．２
４７ � デュアルプロセッサ 牡８鹿 ５７ 北村 宏司薗部 博之氏 宗像 義忠 米 North Star

Equine, Inc ４８４＋ ６ 〃 クビ ６３．０�
７１５ ベイリングボーイ 牡７栗 ５７ 柴山 雄一冨沢 敦子氏 清水 久詞 浦河 浦河小林牧場 ４６０＋ ４ 〃 ハナ ４５．４�
７１４ アポロラムセス 牡６芦 ５７ 小林 淳一アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ４９６＋ ６１：２３．９クビ ７７．４�
６１２ ホシシャトル 牡８黒鹿５７ 安藤 光彰永井冨佐子氏 増本 豊 静内 八田牧場 ５２６－ ２１：２４．１１ ８９．３�
７１３ デリキットピース 牝５黒鹿５５ 横山 典弘 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４３８－ ２ 〃 クビ １３．９�
６１１ マイネルプルート 牡７黒鹿５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 目野 哲也 門別 庄野牧場 ４７０－ ６１：２４．２クビ ７３．７�
４８ ユ メ イ ッ ポ 牝６栗 ５５ 伊藤 直人昴ホースクラブ 福島 信晴 三石 沖田 哲夫 ４９２＋ ２１：２５．０５ １２７．３�

（１７頭）
３６ ダイナミズム 牝４鹿 ５５ 穂苅 寿彦吉田 和子氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３３，８８２，７００円 複勝： ６０，４０９，６００円 枠連： ４３，５１８，４００円

馬連： １３７，３７２，５００円 馬単： ７３，１０９，３００円 ワイド： ４６，９７６，４００円

３連複： １５８，０２６，３００円 ３連単： ２６１，２０７，８００円 計： ８１４，５０３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３８０円 複 勝 � ３４０円 � ２１０円 � １９０円 枠 連（１－２） ４２０円

馬 連 �� ３，４５０円 馬 単 �� ７，２００円

ワ イ ド �� １，３５０円 �� １，０２０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� ３，４９０円 ３ 連 単 ��� ２７，９３０円

票 数

単勝票数 差引計 ３３８８２７（返還計 ３５１） 的中 � １９４７８（６番人気）
複勝票数 差引計 ６０４０９６（返還計 ２９８） 的中 � ３９７２１（６番人気）� ８０４２９（４番人気）� ９６１１４（２番人気）
枠連票数 差引計 ４３５１８４（返還計 ３５） 的中 （１－２） ７６６３８（１番人気）
馬連票数 差引計１３７３７２５（返還計 ３２５４） 的中 �� ２９４０９（１３番人気）
馬単票数 差引計 ７３１０９３（返還計 １５５６） 的中 �� ７５０４（２９番人気）
ワイド票数 差引計 ４６９７６４（返還計 １０８７） 的中 �� ８２３１（１６番人気）�� １１０５３（１１番人気）�� ２６１０５（２番人気）
３連複票数 差引計１５８０２６３（返還計 ５２７６） 的中 ��� ３３５１０（８番人気）
３連単票数 差引計２６１２０７８（返還計 ８３６８） 的中 ��� ６９０４（７２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２４．１―３５．８―４７．７―５９．０―１：１０．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インプレスウィナー �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．１１．７ 東京４着

２００７．４．４生 牡４青 母 ケリーズビューティ 母母 ビューティークロス １２戦３勝 賞金 ５６，５９８，０００円
〔出走取消〕 ダイナミズム号は，疾病〔疝痛〕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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 アグネスヨジゲン号・キヲウエタオトコ号・ドリームゼロワン号・マルカベスト号



１１０１１ ４月２３日 小雨 重 （２３東京２）第１日 第１１競走 ��
��２，０００�第４６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 １，２４６，０００円 ３５６，０００円 １７８，０００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

４８ バウンシーチューン 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成 �グリーンファーム 田島 俊明 千歳 社台ファーム ４１２－ ６２：０３．３ ２６．９�

１１ マイネソルシエール 牝３栗 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム ４４８＋ ２ 〃 アタマ １９９．１�

３５ ピュアブリーゼ 牝３栗 ５４ 内田 博幸 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４３４± ０ 〃 クビ ５．１�
７１４ ハッピーグラス 牝３鹿 ５４ 松田 大作下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４４８± ０２：０３．４� １９．２�
７１３ マイネイサベル 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 高橋 修 ４４８＋ ２２：０３．５� ５．０	
２３ モスカートローザ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司吉田 勝己氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４４８± ０２：０３．７１ ３４．８

３６ フレンドサンポウ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一横尾 晴人氏 清水 美波 新冠 斉藤 安行 ４６０± ０ 〃 クビ ４５２．７�
２４ マ ヒ ナ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 �キャロットファーム 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４５２＋ ６２：０３．９１� ６．２�
１２ セレブリティ 牝３鹿 ５４ 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４５４－ ６ 〃 アタマ １３．１
８１６ マリアビスティー 牝３黒鹿５４ 吉田 豊備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４５２－１４２：０４．０クビ １０８．８�
５９ アドマイヤセプター 牝３栗 ５４ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４３６－ ２ 〃 クビ ９．９�
５１０ メロウメロディ 牝３鹿 ５４ 松山 弘平吉田 和子氏 鈴木 孝志 日高 小西ファーム ４８０＋ ８２：０４．１� ３４１．６�
６１２ ダンスファンタジア 牝３鹿 ５４ 横山 典弘 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４５２＋ ４２：０４．３１� ３．８�
６１１ カトルズリップス 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B４７０＋ ２２：０４．４クビ ７９．６�
８１５ サトノフローラ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４２２± ０ 〃 クビ １０．８�
４７ メジロミドウ 牝３黒鹿５４ 黛 弘人�メジロ牧場 萱野 浩二 洞爺湖 メジロ牧場 ４３６± ０２：０４．６１� １５１．１�
８１７ リトルダーリン 牝３黒鹿５４ 田中 勝春金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 えりも エクセルマネジメント ４１４－ ４２：０４．８� ６３．３�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ８９，６６９，９００円 複勝： １４５，３２６，５００円 枠連： ７３，１４６，１００円

馬連： ４０４，６１４，２００円 馬単： １９０，４３８，１００円 ワイド： １２１，０８２，８００円

３連複： ４８３，５９０，０００円 ３連単： ８３１，１２９，３００円 計： ２，３３８，９９６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，６９０円 複 勝 � ７８０円 � ４，３２０円 � ２１０円 枠 連（１－４） ６，２９０円

馬 連 �� １０３，５４０円 馬 単 �� １６１，５５０円

ワ イ ド �� ２１，８５０円 �� １，６００円 �� ８，９２０円

３ 連 複 ��� １７９，１７０円 ３ 連 単 ��� １，１３１，６９０円

票 数

単勝票数 計 ８９６６９９ 的中 � ２６３１４（９番人気）
複勝票数 計１４５３２６５ 的中 � ４４１６９（９番人気）� ７３５１（１５番人気）� ２３３７６８（２番人気）
枠連票数 計 ７３１４６１ 的中 （１－４） ８５９４（２６番人気）
馬連票数 計４０４６１４２ 的中 �� ２８８４（９７番人気）
馬単票数 計１９０４３８１ 的中 �� ８７０（１８３番人気）
ワイド票数 計１２１０８２８ 的中 �� １３４１（９３番人気）�� １９２０３（２２番人気）�� ３３０２（６５番人気）
３連複票数 計４８３５９００ 的中 ��� １９９２（２６３番人気）
３連単票数 計８３１１２９３ 的中 ��� ５４２（１４７２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１１．９―１２．０―１２．７―１２．７―１２．４―１２．０―１２．８―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．８―３５．７―４７．７―１：００．４―１：１３．１―１：２５．５―１：３７．５―１：５０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F５０．２―３F３７．８

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

勝馬の
紹 介

バウンシーチューン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．１．９ 中山３着

２００８．４．１９生 牝３鹿 母 リーインフォースト 母母 テ ィ ア ラ ５戦２勝 賞金 ６２，５９６，０００円
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりバウンシーチューン号・マイネソルシエール号・ピュアブリーゼ号は，優駿牝馬（GⅠ）競走に優先出走でき
る。

１１０１２ ４月２３日 小雨 不良 （２３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 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：０６．７
２：０５．９

良

良

６９ メジロティモン 牡６栗 ５７ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 B５１４＋ ２２：１２．２ ５１．３�

３３ ソルモンターレ 牡５鹿 ５７ 黛 弘人�ターフ・スポート矢作 芳人 浦河 谷川牧場 B４５０－ ８２：１２．３� １２．９�
５８ メイショウシンドウ 牡５鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太松本 好雄氏 武田 博 静内 千代田牧場 ４８６－１０ 〃 アタマ ３７．３�
８１４ グラスブラスト 牡６青鹿５７ 石橋 脩半沢� 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５０６－ ６ 〃 ハナ １７．０�
２２ ニシノスローン 牡４鹿 ５７ 北村 宏司西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ４９６－ ２２：１２．５１� ２４．９�
４５ ネオレボルーション �５青鹿５７ 横山 典弘 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４９４－ ４２：１２．７１ ５．０�
１１ トップオブパンチ 牡５鹿 ５７ 松岡 正海横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ５０２－ ６２：１２．９１� ５．０	
７１１ メイクセンス 牡６栗 ５７ 内田 博幸平田 修氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４９２－ ８２：１３．２１� ３．５

３４ トウカイキアーロ 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義内村 正則氏 中村 均 日高 福満牧場 ４９６± ０２：１３．４１� ４３．５�
６１０ カンマビード 牝４栗 ５５ 後藤 浩輝石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 ムラカミファーム B４７２＋ ２２：１３．６１ ３９．６�
７１２	 アルファオリオン 牡８鹿 ５７ 三浦 皇成貴悦 小島 茂之 平取 赤石牧場 B４６４± ０２：１４．１３ １６．３�
８１３	 ワンダーティンバー 牡７栗 ５７

５６ ☆松山 弘平山本 信行氏 阿部 新生 新冠 村上牧場 ４８０＋ ６２：１４．７３� ２７４．１�
５７ 	 ミウラリチャード 牡７鹿 ５７ 大庭 和弥佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 前川 隆範 B５２４＋ ２２：１５．３３� １９６．５�
４６ カシマストロング 牡４鹿 ５７ 田中 勝春カシマ 高市 圭二 浦河 中山牧場 ４８８± ０２：２４．６大差 ４．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３９，６４５，２００円 複勝： ５９，５８６，５００円 枠連： ３７，４３４，６００円

馬連： １３１，５４１，７００円 馬単： ７５，１６９，７００円 ワイド： ４９，８０６，３００円

３連複： １５２，２３５，４００円 ３連単： ２９６，４９８，９００円 計： ８４１，９１８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，１３０円 複 勝 � １，１４０円 � ４００円 � ７６０円 枠 連（３－６） ６，３４０円

馬 連 �� ２０，７４０円 馬 単 �� ５２，６４０円

ワ イ ド �� ５，２２０円 �� ６，９３０円 �� ３，８９０円

３ 連 複 ��� １０２，９８０円 ３ 連 単 ��� ７２４，５６０円

票 数

単勝票数 計 ３９６４５２ 的中 � ６０９９（１２番人気）
複勝票数 計 ５９５８６５ 的中 � １２９８７（１１番人気）� ４２６４１（６番人気）� ２０３７４（９番人気）
枠連票数 計 ３７４３４６ 的中 （３－６） ４３５８（２２番人気）
馬連票数 計１３１５４１７ 的中 �� ４６８２（４９番人気）
馬単票数 計 ７５１６９７ 的中 �� １０５４（１０２番人気）
ワイド票数 計 ４９８０６３ 的中 �� ２３５０（５０番人気）�� １７６３（５７番人気）�� ３１６６（４２番人気）
３連複票数 計１５２２３５４ 的中 ��� １０９１（１７９番人気）
３連単票数 計２９６４９８９ 的中 ��� ３０２（１０８３番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．２―１２．８―１２．９―１２．２―１２．３―１２．９―１２．７―１２．４―１２．６―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１８．３―３１．１―４４．０―５６．２―１：０８．５―１：２１．４―１：３４．１―１：４６．５―１：５９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３８．１
１
３
１１，３－（２，１０）（４，１３）（１，１２）－（５，９）８（６，１４）－７
１１，３（２，１０）（５，４）（１，１２）（９，１３，１４）（６，８）－７

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

勝馬の
紹 介

メジロティモン �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００７．１２．８ 中山５着

２００５．３．５生 牡６栗 母 メジロビクトリア 母母 メジロディッシュ ２７戦４勝 賞金 ４４，１８６，０００円
〔調教再審査〕 カシマストロング号は，最後の直線コースで異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 カシマストロング号は，最後の直線コースで異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



（２３東京２）第１日 ４月２３日（土曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後重
稍重後重後不良

競走回数 １２回 出走頭数 １８６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

２６７，０７０，０００円
３，２２０，０００円
６，０２０，０００円
２，９３０，０００円
２５，２４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，７８７，７５０円
５，７９９，８００円
１，８４１，４００円

勝馬投票券売得金
３５９，２８１，５００円
５９９，６１７，９００円
３１５，３５７，２００円

１，２２４，００９，１００円
７２５，３７９，０００円
４４１，４２７，２００円

１，４３９，７００，８００円
２，５３１，４５１，７００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 ７，６３６，２２４，４００円

総入場人員 ２４，１５２名 （有料入場人員 ２２，６８２名）


