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１１０２５ ４月３０日 晴 良 （２３東京２）第３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
１：２１．８

不良

稍重

４７ オメガローズマリー 牝３栗 ５４ 三浦 皇成原 �子氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４６２＋１０１：２７．６ ３．２�

８１４ ナムラエメラルド 牝３鹿 ５４ 横山 典弘奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 ４４４＋ ４１：２７．８１� ５．６�
５９ ラヴァーズキッス 牝３栗 ５４ 蛯名 正義 �キャロットファーム 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４５４－１０１：２７．９� ２．７�
３５ フローラルホール 牝３鹿 ５４ 小林 淳一小池 憲章氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４５８－ ２１：２８．２１� ３２．１�
４６ サトノヴィクトリア 牝３黒鹿５４ 北村 宏司里見 治氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム B４８０＋ ４ 〃 クビ ４８．５�
２３ コスモオルバース 牝３栗 ５４ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４３０＋ ２１：２８．４１ ８３．３�
６１０ シルバーレジーナ 牝３芦 ５４ 吉田 豊 �ユートピア牧場 清水 英克 登別 ユートピア牧場 ４６０ ―１：２８．５クビ １０９．６	
７１２ ミスグロリアス 牝３青 ５４ 丸田 恭介田島榮二郎氏 谷原 義明 青森 明成牧場 B４３０± ０１：２８．７１� ２３．９

１１ リュウシンアド 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝桑畑 �信氏 大竹 正博 日高 槇本牧場 ４５０－ ４１：２９．０２ ２３．２�
２２ ヤマニンリブレット 牝３栗 ５４ 浜中 俊土井 肇氏 池上 昌弘 新冠 錦岡牧場 ４３６ ―１：２９．４２� １６９．３
６１１ ゴガツノカゼ 牝３鹿 ５４ 江田 照男�酒井牧場 武藤 善則 浦河 酒井牧場 B４４６± ０１：３０．０３� ９．６�
５８ プリンセスドリーム 牝３栗 ５４ 田中 勝春杉山 美惠氏 古賀 史生 新ひだか 明治牧場 ４６４＋ ６ 〃 ハナ １２．６�
７１３ ベイビーブルーアイ 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上 悦夫 ４３０－１０１：３０．７４ ３３２．５�
３４ グリーンフォンテン 牝３鹿 ５４ 内田 博幸吉橋 計氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 ４１０ ―１：３０．８� ２７．２�
８１５ カタカンチンタ 牝３鹿 ５４ 岩部 純二加藤 信之氏 萱野 浩二 新ひだか 岡田 猛 ４４０ ―１：３１．０１� ２８６．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，６７７，２００円 複勝： ３３，０３２，４００円 枠連： １４，３２９，０００円

馬連： ５３，２０８，１００円 馬単： ３８，７１１，５００円 ワイド： ２４，９１６，６００円

３連複： ６９，４２２，４００円 ３連単： １０９，８３８，１００円 計： ３６１，１３５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � １３０円 枠 連（４－８） ９９０円

馬 連 �� １，０１０円 馬 単 �� １，５１０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� １９０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ８９０円 ３ 連 単 ��� ５，４５０円

票 数

単勝票数 計 １７６７７２ 的中 � ４４５５８（２番人気）
複勝票数 計 ３３０３２４ 的中 � ８５６８７（１番人気）� ５０３５３（３番人気）� ７２３３５（２番人気）
枠連票数 計 １４３２９０ 的中 （４－８） １０６９２（３番人気）
馬連票数 計 ５３２０８１ 的中 �� ３９１１８（２番人気）
馬単票数 計 ３８７１１５ 的中 �� １９００８（３番人気）
ワイド票数 計 ２４９１６６ 的中 �� １６４２３（２番人気）�� ３９５９６（１番人気）�� １１９７０（３番人気）
３連複票数 計 ６９４２２４ 的中 ��� ５７６２３（１番人気）
３連単票数 計１０９８３８１ 的中 ��� １４８８４（７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２４．２―３６．７―４９．７―１：０２．２―１：１４．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オメガローズマリー �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１０．７．２４ 新潟４着

２００８．３．１１生 牝３栗 母 パタゴニアウインド 母母 ディフェレンテ ９戦１勝 賞金 １０，２００，０００円

１１０２６ ４月３０日 晴 良 （２３東京２）第３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

５７ � アポロノカンザシ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Colts Neck
Stables ４４２± ０１：２０．３ ３．３�

７１０ レッツゴーマークン 牡３栗 ５６ 江田 照男魚住 啓市氏 田島 俊明 日高 ナカノファーム ４３４－ ４１：２０．４� ４．５�
４５ ニシノラメール 牝３鹿 ５４ 内田 博幸西山 茂行氏 古賀 慎明 むかわ 西山牧場 ４７４－ ２１：２０．５� ２．１�
４４ リバルドホープ 牡３鹿 ５６ 浜中 俊河野 保雄氏 尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４３４＋ ８ 〃 クビ １２．１�
６８ ベニノダイヤ 牡３芦 ５６ 柴田 大知�紅谷 粕谷 昌央 平取 スガタ牧場 ４５２－１０１：２１．８８ ３３．３�
１１ オ フ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一森澤 芳彦氏 高市 圭二 平取 坂東牧場 ４３０± ０１：２２．１２ ８１．９�
６９ ヤマノオペラオー 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介澤村 敏雄氏 相沢 郁 様似 北澤 正則 B４８２＋ ６１：２３．０５ ３１．０	
２２ ドリームラナキラ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春セゾンレースホース� 白井 寿昭 新ひだか グランド牧場 ４５４－ ４１：２３．９５ ７９．１

８１３ エアーズロック 牡３鹿 ５６ 北村 宏司�小林牧場 新開 幸一 浦河 浦河小林牧場 ４５６ ― 〃 クビ ２０．２�
７１１ ベルモントディーバ 牝３鹿 ５４ 長谷川浩大 �ベルモントファーム 柴崎 勇 新冠 ベルモント

ファーム ４３２－１０１：２４．０クビ １８４．１
５６ テイエムマーテル 牝３青鹿５４ 大庭 和弥竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 石川 栄一 ４６２＋ ４１：２５．７大差 ２３０．７�
８１２ フィクスドスター 牝３青鹿５４ 柴山 雄一井口 莞爾氏 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 ４０４± ０１：２５．８� ５７５．９�
３３ ブリリアントタッカ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治篠木 俊二氏 菅原 泰夫 福島 篠木牧場 ４８６ ―１：２７．３９ ３６０．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２０，８９９，３００円 複勝： ３６，８２３，２００円 枠連： １１，９９６，２００円

馬連： ４８，２２６，９００円 馬単： ４１，５３７，８００円 ワイド： ２０，５１２，４００円

３連複： ５８，５５７，１００円 ３連単： １２４，１９７，６００円 計： ３６２，７５０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � １１０円 枠 連（５－７） ８２０円

馬 連 �� ８００円 馬 単 �� １，４５０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� １５０円 �� １６０円

３ 連 複 ��� ３００円 ３ 連 単 ��� ２，８２０円

票 数

単勝票数 計 ２０８９９３ 的中 � ５０９６１（２番人気）
複勝票数 計 ３６８２３２ 的中 � ６４６８４（２番人気）� ５７６７８（３番人気）� １７９７００（１番人気）
枠連票数 計 １１９９６２ 的中 （５－７） １０８７７（３番人気）
馬連票数 計 ４８２２６９ 的中 �� ４４４９９（３番人気）
馬単票数 計 ４１５３７８ 的中 �� ２１２６７（５番人気）
ワイド票数 計 ２０５１２４ 的中 �� １９６５６（３番人気）�� ３９３８８（１番人気）�� ３４３０４（２番人気）
３連複票数 計 ５８５５７１ 的中 ��� １４４９８８（１番人気）
３連単票数 計１２４１９７６ 的中 ��� ３２５１０（５番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１８．７―３０．７―４２．８―５４．９―１：０７．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アポロノカンザシ �
�
父 Ghostzapper �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー ２０１０．１０．９ 東京７着

２００８．３．２７生 牝３栗 母 Seeknfind 母母 Seeking the Pearl ８戦１勝 賞金 １１，７５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムマーテル号・フィクスドスター号・ブリリアントタッカ号は，平成２３年５月３１日まで平地競

走に出走できない。

第２回　東京競馬　第３日



１１０２７ ４月３０日 曇 良 （２３東京２）第３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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

７１１ マルブツビアン 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成大澤 毅氏 中島 敏文 浦河 松田 憲一 ５０２－ ６１：３９．７ １２．７�

３３ リンガスクリフ 牡３栗 ５６ 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ４９４－ ６ 〃 アタマ １．３�
５７ ダイワコンフォート 牡３栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 ４７０± ０１：４０．６５ ６６．６�
６８ スガノテシオ 牡３黒鹿５６ 中谷 雄太�テシオ 矢野 英一 日高 サンシャイン

牧場 B４７４± ０１：４１．０２� １０．０�
７１０ フ リ ー ゲ ン 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８４ ―１：４１．４２� ４６．２�
８１３ ケイジーウィンザー 牡３栗 ５６ 岩部 純二鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４７６－ ４１：４１．８２� ９．１	
６９ バットゥータ 牡３芦 ５６ 内田 博幸コウトミックレーシング 田村 康仁 新冠 イワミ牧場 ５３４＋ ４１：４１．９� １４．６

１１ トシキャプテン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 ４５０－ ４１：４２．１１� ３２．７�
４４ テ ン ク ウ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治中村 政勝氏 本間 忍 新ひだか 畠山牧場 ５１２± ０１：４２．２クビ ６０．４�
８１２ オウエイミステリー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム ４５８＋ ２１：４２．６２� ６８．８
５６ シ ュ ン ラ イ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 土田農場 ５４０－ ８１：４３．１３ ２１５．２�
２２ シシフンジン 牡３青鹿５６ 小林 淳一江川 伸夫氏 矢野 照正 新冠 川上 悦夫 ４７８－ ６１：４４．５９ ４５５．８�
４５ ウエスタンオードウ 牡３鹿 ５６ 小島 太一西川 賢氏 小島 太 新ひだか 北西牧場 ４５８＋１０１：４４．６� ２２６．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２４，５２３，２００円 複勝： ７６，２２０，９００円 枠連： １７，３３１，７００円

馬連： ４９，９００，０００円 馬単： ４９，９３５，２００円 ワイド： ２３，０７８，０００円

３連複： ６３，３３０，３００円 ３連単： １４０，３１１，５００円 計： ４４４，６３０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２７０円 複 勝 � ２７０円 � １１０円 � ８８０円 枠 連（３－７） ５４０円

馬 連 �� ６９０円 馬 単 �� ２，６９０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� ３，８３０円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� ７，８６０円 ３ 連 単 ��� ５１，５００円

票 数

単勝票数 計 ２４５２３２ 的中 � １５２６６（４番人気）
複勝票数 計 ７６２２０９ 的中 � ３１６９１（５番人気）� ５２５０１３（１番人気）� ７６３６（８番人気）
枠連票数 計 １７３３１７ 的中 （３－７） ２４０２６（３番人気）
馬連票数 計 ４９９０００ 的中 �� ５３４０７（３番人気）
馬単票数 計 ４９９３５２ 的中 �� １３７０４（８番人気）
ワイド票数 計 ２３０７８０ 的中 �� １８９２９（３番人気）�� １３４５（３４番人気）�� ５２８１（１３番人気）
３連複票数 計 ６３３３０３ 的中 ��� ５９４９（２４番人気）
３連単票数 計１４０３１１５ 的中 ��� ２０１１（１２２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．３―３７．１―５０．３―１：０３．３―１：１５．４―１：２７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルブツビアン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２０１１．１．１０ 中山４着

２００８．２．２９生 牡３黒鹿 母 クインキャスト 母母 キオイキャスト ２戦１勝 賞金 ５，９８０，０００円

１１０２８ ４月３０日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３東京２）第３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

７１１ バトルブリンディス 牡６青鹿６０ 高田 潤宮川 秋信氏 矢作 芳人 門別 モリナガファーム ４６０＋ ２３：２１．７ １．７�

６９ クロスファイト 牡４鹿 ５９ 草野 太郎佐々木 徹氏 平井 雄二 新冠 シンユウフアーム ５０２－ ２３：２４．１大差 １２８．６�
７１２� ド ゥ ー エ ン 牡６鹿 ６０ 白浜 雄造�大樹ファーム 白井 寿昭 米 EMF Brood-

mares２００４ ４６０＋１８３：２４．８４ １２．１�
４６ ハ ツ カ リ 牡７青鹿６０ 高野 和馬江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４８４－ ８３：２４．９� ３．９�
４５ コアレスグルーム 牡４鹿 ５９ 金子 光希小林 昌志氏 田中 清隆 平取 コアレススタッド ４７８＋１２３：２５．１� ３０．４�
３３ サウスエポック 牡４鹿 ５９ 大江原 圭南波 壽氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４４２－ ４３：２５．９５ １２１．７�
５７ クリノイマジン 牡４鹿 ５９ 江田 勇亮栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 三輪牧場 ４４８－ ４３：２６．１１� ８５．２	
５８ サトノハピネス 牡６栗 ６０ 横山 義行里見 治氏 的場 均 静内 千代田牧場 ５２２± ０３：２６．６３ １１．６

３４ トーセンウィン 牡４黒鹿５９ 山本 康志島川 �哉氏 中島 敏文 新ひだか 飛野牧場 ５１４＋ ８３：２７．０２� ３２．８�
２２ ケイアイブル 牡４鹿 ５９ 蓑島 靖典 啓愛義肢材料販売所 南田美知雄 日高 エンドレス

ファーム ４６２＋ ９３：２８．８大差 １２８．１�
１１ �	 サトノサーガ 
５黒鹿６０ 五十嵐雄祐里見 治氏 藤沢 和雄 米 Mt. Brilliant

Farm LLC ４５０－１０３：２９．１１� ２９．１�
８１４ ヤマニンノベリスト 牝７鹿 ５８ 柴田 大知土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ４７４± ０３：２９．９５ １９．０�
６１０	 オ レ リ ュ ウ 
５栗 ６０ 水出 大介小池 宗人氏 和田 正道 新冠 大栄牧場 ４１０＋ ３３：４７．７大差 １４８．４�
８１３ トーセンファルコン 牡４青 ５９ 石神 深一島川 �哉氏 中島 敏文 新ひだか 岡田スタツド ５０８± ０ （競走中止） １８．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，７４２，６００円 複勝： ２５，５６４，６００円 枠連： １６，０６１，３００円

馬連： ４１，３９４，１００円 馬単： ３４，０５８，５００円 ワイド： １７，３５０，９００円

３連複： ５２，５７２，６００円 ３連単： ９４，７２６，３００円 計： ２９７，４７０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １，１３０円 � ２５０円 枠 連（６－７） ４，７９０円

馬 連 �� ９，３８０円 馬 単 �� １２，７１０円

ワ イ ド �� ２，１１０円 �� ３８０円 �� ４，６４０円

３ 連 複 ��� １８，７６０円 ３ 連 単 ��� ８８，０５０円

票 数

単勝票数 計 １５７４２６ 的中 � ７３９２５（１番人気）
複勝票数 計 ２５５６４６ 的中 � １２７５４３（１番人気）� ２９２５（１０番人気）� １８０８６（４番人気）
枠連票数 計 １６０６１３ 的中 （６－７） ２４７７（１２番人気）
馬連票数 計 ４１３９４１ 的中 �� ３２５９（２１番人気）
馬単票数 計 ３４０５８５ 的中 �� １９７８（３２番人気）
ワイド票数 計 １７３５０９ 的中 �� １９１６（２４番人気）�� １２８０８（２番人気）�� ８５２（４２番人気）
３連複票数 計 ５２５７２６ 的中 ��� ２０６９（４６番人気）
３連単票数 計 ９４７２６３ 的中 ��� ７９４（２０４番人気）

上り １マイル １：４４．９ ４F ５１．４－３F ３８．６
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バトルブリンディス �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２００７．１１．２４ 東京２着

２００５．５．４生 牡６青鹿 母 レイズユアグラス 母母 レイズアプランサー 障害：４戦１勝 賞金 １３，８３０，０００円
〔競走中止〕 トーセンファルコン号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症したため２周目３コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 ノーリプライ号・ハンドクラッピング号



１１０２９ ４月３０日 晴 良 （２３東京２）第３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

１：５７．２
１：５６．４

良

良

６１２ ウィンチェスター 牡３青 ５６ 内田 博幸市川 義美氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４６４ ―２：００．１ ４．０�

７１３ シルクグラサージュ 牡３青鹿５６ 吉田 豊有限会社シルク高木 登 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８２－ ２２：００．２� ４．４�

３５ エーブフウジン 牡３栗 ５６ 蛯名 正義 �レーシングホース
ジャパン 清水 利章 新ひだか ダイイチ牧場 ４６８－ ４２：０１．２６ ７．３�

３６ ポ レ モ ス 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３０＋ ２２：０１．５１� ５．１�
４７ ナンヨーオウトー 牡３栗 ５６ 柴田 善臣中村 �也氏 柴田 政人 新ひだか 大典牧場 ５００－ ２２：０１．８１� ２５．４�
２３ リアルボイス 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝宮川 純造氏 中川 公成 新冠 隆栄牧場 ４４８± ０ 〃 クビ ４５．０�
７１４ ピ ル ニ ッ ツ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４２８－ ２２：０１．９� ７５．６	
５９ ジ ャ ッ ク 牡３栗 ５６ 伊藤 直人菅波 雅巳氏 斎藤 誠 浦河 梅田牧場 ４６４－２０２：０２．０� １５．９

１２ コンチネンタル 牡３栗 ５６ 江田 照男 �スピードファーム 和田正一郎 日高 坂東ファーム ４７６± ０２：０２．１� ６．３�
４８ アポロルエラ 牝３黒鹿５４ 長谷川浩大アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新ひだか 平野牧場 ４２０－１２２：０３．１６ ２７８．３
６１１ ヒシマドンナ 牝３黒鹿５４ 北村 宏司阿部雅一郎氏 坂本 勝美 浦河 中村 雅明 ５０６－ ８ 〃 ハナ ２８．４�
８１５ サクラパルフェール 牡３黒鹿５６ 横山 典弘�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 ５１４ ―２：０３．２クビ ２５．１�
２４ スズカクエーサー 牝３鹿 ５４ C．ウィリアムズ 永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 ４０６ ―２：０４．０５ ３４．３�

（豪）

５１０ ティアップソフィー 牝３青鹿５４ 和田 竜二田中 昇氏 奥平 雅士 新ひだか 谷岡 正次 ４５８± ０ 〃 アタマ ７９．２�
８１６ ターフェアイト 牡３鹿 ５６ 松岡 正海池谷 誠一氏 萩原 清 新冠 秋田牧場 B４９４－ ４２：０４．１クビ １４１．２�
１１ ダイコウヒョウ 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介小田切有一氏 高橋 祥泰 新冠 大栄牧場 B４６４－ ４ 〃 クビ ４４．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，５４１，７００円 複勝： ３７，８８３，６００円 枠連： ２１，３８８，２００円

馬連： ６５，９７０，２００円 馬単： ４１，５０３，４００円 ワイド： ２６，８８５，３００円

３連複： ７９，３９４，９００円 ３連単： １１４，７２６，２００円 計： ４０９，２９３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １７０円 � １７０円 � ２００円 枠 連（６－７） ７５０円

馬 連 �� ９７０円 馬 単 �� １，８８０円

ワ イ ド �� ４４０円 �� ９７０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� ３，１５０円 ３ 連 単 ��� １４，４９０円

票 数

単勝票数 計 ２１５４１７ 的中 � ４２９７７（１番人気）
複勝票数 計 ３７８８３６ 的中 � ６０２６８（２番人気）� ６４２６３（１番人気）� ４６０３８（５番人気）
枠連票数 計 ２１３８８２ 的中 （６－７） ２１０９０（３番人気）
馬連票数 計 ６５９７０２ 的中 �� ５０３０４（１番人気）
馬単票数 計 ４１５０３４ 的中 �� １６３１６（２番人気）
ワイド票数 計 ２６８８５３ 的中 �� １６３２９（１番人気）�� ６５３１（１１番人気）�� ８５３５（９番人気）
３連複票数 計 ７９３９４９ 的中 ��� １８６３６（７番人気）
３連単票数 計１１４７２６２ 的中 ��� ５８４５（２４番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．１―１１．３―１１．８―１２．３―１２．５―１２．３―１１．７―１１．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．０―３５．３―４７．１―５９．４―１：１１．９―１：２４．２―１：３５．９―１：４７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．２―３F３５．９

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ウィンチェスター �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Zilzal 初出走

２００８．３．１２生 牡３青 母 フェアディール 母母 Fadetta １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１１０３０ ４月３０日 晴 良 （２３東京２）第３日 第６競走 ��
��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

６１２� ケイアイヘルメス 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 米 Morihiro
Kameda ５１０－ ２１：２５．９ ２．０�

８１５ トキノエクセレント 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成田中 準市氏 矢野 照正 浦河 三嶋牧場 ４４６＋ ２ 〃 クビ ４．５�
４８ ジャーグラット 牡３栗 ５６ 江田 照男本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 ４２２± ０１：２６．７５ ８３．９�
３６ トーセンナスクラ 牡３黒鹿５６ 横山 典弘島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム ４６０＋ ２ 〃 ハナ ８．５�
７１３� リアライズブレイク 牡３鹿 ５６ C．ウィリアムズ �リアライズ 森 秀行 愛

J. Hanley, Skymarc
Farm & Castle-
martin Stud

４６０－ ４１：２６．９１� １０２．０�
（豪）

１２ リーサムダイチ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸平田 修氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 ４６６± ０１：２７．０クビ １６．２	
８１６ トウカイシャンテ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二内村 正則氏 田村 康仁 浦河 帰山 清貴 ４６０＋ ２１：２７．３１� ２１５．６

１１ ア テ ィ ロ ン 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義木浪 巖氏 杉浦 宏昭 新冠 大栄牧場 ４８６－ ６１：２７．５１	 ４０．５�
５９ トーセンターボ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B４７４－ ４１：２７．７１	 １５．８�
４７ エイコオウイング 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 ４５８＋ ８ 〃 クビ ６．６
２４ トーセントレジャー 牡３鹿 ５６ 浜中 俊島川 �哉氏 柴崎 勇 新ひだか 矢野牧場 ４７４－ ２１：２７．８クビ ６７．４�
２３ 
 モルフェソングエル 牝３鹿 ５４ 北村 宏司並河賢一郎氏 本間 忍 むかわ ヤマイチ牧場 ４７０± ０ 〃 クビ １６．５�
７１４ コスモオウガイ 牡３栗 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 長浜 忠 ５００＋ ６１：２８．２２� ２４３．３�
６１１ ビービーマキシマス 牡３黒鹿５６ 小林 淳一�坂東牧場 土田 稔 新冠 中村農場 ４４６－ ２１：２８．７３ ４１５．２�
３５ モ リ ト ラ ヴ 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介石橋 忠之氏 水野 貴広 新冠 小松 隆弘 ４６０＋ ６１：２９．０１� ３３２．３�
５１０
 ワイルドジュニア �３鹿 ５６ 柴山 雄一水上ふじ子氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 ４７４－２０１：２９．５３ ２８１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，６６１，２００円 複勝： ５４，５２６，０００円 枠連： １９，４４７，７００円

馬連： ８０，１６３，９００円 馬単： ５０，９５４，９００円 ワイド： ３２，１５９，５００円

３連複： ８７，０７３，９００円 ３連単： １４４，７７４，９００円 計： ４９６，７６２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １，０６０円 枠 連（６－８） ４５０円

馬 連 �� ４５０円 馬 単 �� ７５０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ２，０００円 �� ３，７１０円

３ 連 複 ��� ６，７９０円 ３ 連 単 ��� １８，１４０円

票 数

単勝票数 計 ２７６６１２ 的中 � １１１３７３（１番人気）
複勝票数 計 ５４５２６０ 的中 � ２０１６６２（１番人気）� ８７８９９（２番人気）� ７１５０（９番人気）
枠連票数 計 １９４４７７ 的中 （６－８） ３２１８７（１番人気）
馬連票数 計 ８０１６３９ 的中 �� １３３３６５（１番人気）
馬単票数 計 ５０９５４９ 的中 �� ５０６２９（１番人気）
ワイド票数 計 ３２１５９５ 的中 �� ４５８２４（１番人気）�� ３４６６（２３番人気）�� １８３３（３１番人気）
３連複票数 計 ８７０７３９ 的中 ��� ９４６５（２１番人気）
３連単票数 計１４４７７４９ 的中 ��� ５８９２（５０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．９―２４．１―３６．１―４８．４―１：００．８―１：１３．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ケイアイヘルメス �
�
父 Pulpit �

�
母父 In Excess デビュー ２０１０．１１．１ 東京２着

２００８．４．１８生 牡３黒鹿 母 Just Too Too 母母 Marsh Grass ７戦２勝 賞金 ２０，４００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 アルデュール号・カシノアクセル号・キョウエイプラウド号・コアヨカ号・タビト号・ツクババレー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



１１０３１ ４月３０日 晴 良 （２３東京２）第３日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時３０分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３１．４
１：３１．４

良

良

８９ ミヤビファルネーゼ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊村上 義勝氏 戸田 博文 浦河 大成牧場 ４７０－ ２１：３４．５ ３．５�

７８ エーブポセイドーン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 �レーシングホース
ジャパン 清水 利章 新ひだか シンボリ牧場 ４９２－ ４１：３５．１３� １３．１�

３３ ベ リ ア ル 牡３栗 ５６ 松岡 正海田原 邦男氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４４４＋ ４１：３５．２クビ ３．５�
８１０ ショウナンカライス 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣国本 哲秀氏 本間 忍 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１６－ ６ 〃 クビ ６．０�
６６ ダイワベルベ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４５４－ ６１：３５．５１� ９．９�
５５ リルバイリル 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成小林 薫氏 栗田 博憲 様似 富田 恭司 ４８２＋ ２１：３５．８１� １６．６�
７７ メルトアウェイ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４３０－ ６ 〃 クビ ４３．０	
１１ プレミアムパス 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 ４６４－ ２１：３６．０１� １４．１

４４ リ ン ゴ ッ ト 牡３栗 ５６ 浜中 俊吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５１２± ０１：３６．２１� ５．５�
２２ 	 スメルスイート 牝３黒鹿５４ 和田 竜二中村 和夫氏 栗田 徹 新ひだか 沖田 博志 ５００－ ４１：３６．７３ １９１．７�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２５，１７６，１００円 複勝： ４２，０２７，５００円 枠連： １９，９８９，６００円

馬連： ７４，１１５，６００円 馬単： ４６，７１３，９００円 ワイド： ２７，３６２，０００円

３連複： ７５，４２２，７００円 ３連単： １４３，６７６，８００円 計： ４５４，４８４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １４０円 � ２４０円 � １５０円 枠 連（７－８） ９５０円

馬 連 �� １，８６０円 馬 単 �� ２，８００円

ワ イ ド �� ４７０円 �� ２７０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� ２，０９０円 ３ 連 単 ��� １１，３５０円

票 数

単勝票数 計 ２５１７６１ 的中 � ５７６２９（１番人気）
複勝票数 計 ４２０２７５ 的中 � ９４０７３（１番人気）� ３５２９８（６番人気）� ８５９６６（２番人気）
枠連票数 計 １９９８９６ 的中 （７－８） １５５８０（４番人気）
馬連票数 計 ７４１１５６ 的中 �� ２９５２３（９番人気）
馬単票数 計 ４６７１３９ 的中 �� １２３２９（１２番人気）
ワイド票数 計 ２７３６２０ 的中 �� １４０４９（６番人気）�� ２８９５８（１番人気）�� ７３８１（１３番人気）
３連複票数 計 ７５４２２７ 的中 ��� ２６６９３（６番人気）
３連単票数 計１４３６７６８ 的中 ��� ９３４３（２９番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１２．３―１１．６―１１．５―１１．８―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．０―３６．３―４７．９―５９．４―１：１１．２―１：２２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．６―３F３５．１
３ ・（１０，７）（３，４）（１，６）（２，８）９－５ ４ １０，７－（３，４）（１，６）－８，９，２－５

勝馬の
紹 介

ミヤビファルネーゼ 
�
父 ロージズインメイ 

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１２．５ 中山１着

２００８．３．２８生 牡３黒鹿 母 タフグレイス 母母 システィーナ ６戦２勝 賞金 １７，８５０，０００円

１１０３２ ４月３０日 晴 良 （２３東京２）第３日 第８競走 ��
��１，３００�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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

８１５ シセイオウジ 牡４栗 ５７ 松岡 正海猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４５６－ ２１：１９．６ ２．７�

２４ レッドジール 牡５栗 ５７ 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ５０２－ ４１：１９．８１� ４．０�
３５ アルセーヌシチー 牡５鹿 ５７ 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 浦河 アイオイファーム ４９０－ ２１：２０．１１� ４．５�
７１３ リンドブルム 牡４鹿 ５７ 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ５１６＋ ８１：２０．４２ １６．９�
５９ 	 ボンジュールヒカリ 牡４栗 ５７ 田中 勝春田中善次郎氏 天間 昭一 むかわ 上水牧場 ４９６－１１１：２０．９３ ４５．８�
１１ 	 マヤノパシャ 牡４栗 ５７ 浜中 俊田所 英子氏 小笠 倫弘 新冠 高橋 忍 ５０２± ０ 〃 アタマ ３４．９	
３６ 	 ギャラントブーボ 牡５栗 ５７ 太宰 啓介志野まつの氏 的場 均 日高 タバタファーム ５０２－１４１：２１．０クビ ８５．７

２３ レグルスハート 牡５黒鹿５７ 丸田 恭介中江 隆一氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 B４９８－ ２１：２１．１� １９８．４�
６１１ サンパチェンス 牡４鹿 ５７ 北村 宏司南 �幸氏 高木 登 浦河 目名太山口

牧場 ４７０－ ２ 〃 クビ １６．０
５１０ テルザトゥルース 牡４栗 ５７ 大庭 和弥 �オリオンファーム牧 光二 日高 オリオンファーム B５０２＋ ２１：２１．５２� １７４．９�
７１４	 サクラフェニックス 牡４黒鹿５７ 内田 博幸�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 新和牧場 ５３２＋ ２ 〃 クビ ５．２�
１２ 
 マルターズブレーヴ 牡５鹿 ５７ 中谷 雄太藤田 在子氏 堀井 雅広 米 Lisa Jones &

Jerard Jones ４８０－ ２１：２１．８１� １３６．２�
４８ 
	 エアベルヘザー 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 米 Winches-

ter Farm ４２２－１０１：２２．３３ ５６．６�
４７ リーサムカイト 牡４鹿 ５７ 江田 照男平田 修氏 大江原 哲 新ひだか 増本牧場 ４７０＋１０１：２２．７２� ３０８．５�
６１２	 レッドコート 牡５青鹿５７ 小林 淳一宮坂五十四氏 二本柳俊一 日高 新井 昭二 ５２８＋１８１：２２．９１� ３７３．４�
８１６	 シーチャパラル 牡４鹿 ５７ 柴田 大知石川 幸司氏 保田 一隆 浦河 �桁牧場 ４９２＋１０１：２４．６大差 ４０１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，４４４，０００円 複勝： ３９，１０３，６００円 枠連： ２２，１６２，６００円

馬連： ７８，６７４，０００円 馬単： ５３，０３９，１００円 ワイド： ２８，７５１，２００円

３連複： ８８，０８５，３００円 ３連単： １５８，８６９，３００円 計： ４９４，１２９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � １４０円 枠 連（２－８） ５１０円

馬 連 �� ５００円 馬 単 �� ８５０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� ２３０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ６３０円 ３ 連 単 ��� ２，２５０円

票 数

単勝票数 計 ２５４４４０ 的中 � ７４８０７（１番人気）
複勝票数 計 ３９１０３６ 的中 � １０４３５０（１番人気）� ６８３５５（３番人気）� ７４１３８（２番人気）
枠連票数 計 ２２１６２６ 的中 （２－８） ３２４３９（１番人気）
馬連票数 計 ７８６７４０ 的中 �� １１６４２０（１番人気）
馬単票数 計 ５３０３９１ 的中 �� ４６２０４（１番人気）
ワイド票数 計 ２８７５１２ 的中 �� ３１９６３（２番人気）�� ３３５３６（１番人気）�� ２１０４７（４番人気）
３連複票数 計 ８８０８５３ 的中 ��� １０３６６９（１番人気）
３連単票数 計１５８８６９３ 的中 ��� ５２２５８（１番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１８．４―２９．９―４１．６―５４．０―１：０６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．７―３F３８．０
３ １４，４－（１０，１５）（２，９，８，１６）（５，１１）１（３，１２）７（６，１３） ４ １４－４－（１０，１５）９（２，８，１６，１１）５（１，３）（７，１２）（６，１３）

勝馬の
紹 介

シセイオウジ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．３．７ 中山５着

２００７．３．３生 牡４栗 母 ブライアンズイブ 母母 シーヴィーナス ９戦２勝 賞金 １７，４００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シーチャパラル号は，平成２３年５月３１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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 ハードパワー号・フォルメン号



１１０３３ ４月３０日 晴 良 （２３東京２）第３日 第９競走 ��
��２，４００�

じ ん ば

陣 馬 特 別
発走１４時３５分 （芝・左）
４歳以上，１，０００万円以下，２２．５．１以降２３．４．２４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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

１２ タニノエポレット 牡４鹿 ５６ 安藤 勝己谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 ５０２－ ２２：２６．５ ７．５�

６１２ ナリタジャングル 牡５黒鹿５４ 和田 竜二�オースミ 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ４５０－ ４ 〃 アタマ １３．２�
４７ ゴールドスパークル 牡５栗 ５５ 松岡 正海 �社台レースホース手塚 貴久 新ひだか 静内白井牧場 ４４８－ ４２：２６．６クビ ５．５�
１１ ラストノート 牡４鹿 ５５ 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０± ０２：２６．７� ９．８�
８１８ サブコンシャス 牡６鹿 ５６ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム ５３０± ０ 〃 クビ １７．４�
７１４� クジュウクシマ 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介石橋 和夫氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 ４７０± ０２：２６．８クビ ５．６	
３５ アクアブルースカイ 牡５鹿 ５４ 長谷川浩大佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４７６－ ２ 〃 ハナ １０７．７

６１１ マルラニビスティー 牝５鹿 ５２ 北村 宏司備前島敏子氏 伊藤 大士 早来 ノーザンファーム ４５０－ ４ 〃 クビ ３７．８�
２４ ピエナファンタスト 牡５鹿 ５３ 江田 照男本谷 兼三氏 谷 潔 早来 ノーザンファーム ４６６－ ６２：２７．１１� ７７．９�
７１３ ラガーアンバー 牡４黒鹿５４ 蛯名 正義古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 今 牧場 ４７４＋ ４２：２７．２� ６３．７
５１０ シルクタイタン 牡５黒鹿５４ 武士沢友治有限会社シルク古賀 慎明 日高 ヤナガワ牧場 ４６６－１４ 〃 アタマ １０７．６�
４８ レアーレスパーダ 	４鹿 ５６ 田中 勝春 �社台レースホース上原 博之 安平 追分ファーム ４９４－ ６２：２７．３� ６．７�
８１６ ベルグミサイル 牡７芦 ５２ 中谷 雄太山田 五月氏 田中 剛 静内 グランド牧場 ４８２－ ８２：２７．６１� １７５．３�
８１７� サクラキングオー 牡５栗 ５６ 内田 博幸�さくらコマース岡田 稲男 静内 谷岡牧場 B４９６－ ２ 〃 ハナ １３．１�
５９ マ イ ウ エ イ 牡５鹿 ５６ 浜中 俊近藤 英子氏 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム ４５４－ ２ 〃 クビ ５．６�
２３ リヴィエラブルー 	７鹿 ５５ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 栗田 徹 早来 ノーザンファーム B５１８－ ４２：２８．０２� ８９．９�
３６ トレジャーハント 牡５栗 ５６ 太宰 啓介 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ５２０＋ ４２：２８．２１ ３４．７�
７１５ エアキリヤン 	６鹿 ５４ 柴田 善臣 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４４４－１０２：２９．４７ １０９．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３４，７３５，２００円 複勝： ６２，５５３，３００円 枠連： ４６，９７１，１００円

馬連： １５３，１６６，３００円 馬単： ７２，５１１，８００円 ワイド： ４８，９６６，５００円

３連複： １６１，６９０，０００円 ３連単： ２５２，２６０，１００円 計： ８３２，８５４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ２４０円 � ４６０円 � ２１０円 枠 連（１－６） ３，１３０円

馬 連 �� ７，０１０円 馬 単 �� １２，１００円

ワ イ ド �� １，６４０円 �� ７３０円 �� １，４２０円

３ 連 複 ��� ９，６２０円 ３ 連 単 ��� ７１，６１０円

票 数

単勝票数 計 ３４７３５２ 的中 � ３６５１２（５番人気）
複勝票数 計 ６２５５３３ 的中 � ７３０５４（４番人気）� ３０６２９（８番人気）� ９０７５６（２番人気）
枠連票数 計 ４６９７１１ 的中 （１－６） １１０９７（１３番人気）
馬連票数 計１５３１６６３ 的中 �� １６１２９（２９番人気）
馬単票数 計 ７２５１１８ 的中 �� ４４２３（５５番人気）
ワイド票数 計 ４８９６６５ 的中 �� ７１８４（２１番人気）�� １７１８３（４番人気）�� ８３８４（１６番人気）
３連複票数 計１６１６９００ 的中 ��� １２４１３（３４番人気）
３連単票数 計２５２２６０１ 的中 ��� ２６００（２４４番人気）

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

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―２３．６―３６．６―４９．４―１：０１．７―１：１４．０―１：２６．６―１：３９．１―１：５１．１―２：０２．４―２：１４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．４
１
３

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

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

タニノエポレット �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー ２００９．８．２３ 小倉８着

２００７．２．６生 牡４鹿 母 タニノカリス 母母 タニノクリスタル ２０戦３勝 賞金 ６１，４３３，０００円
〔制裁〕 ピエナファンタスト号の調教師谷潔は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マツリダガッツ号
（非抽選馬） ４頭 ギムレットアイ号・スズカゲイル号・ニシノプライスレス号・マッキーバッハ号

１１０３４ ４月３０日 晴 良 （２３東京２）第３日 第１０競走 ��
��１，４００�

り っ か

立夏ステークス
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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００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

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

６１１ ピ ュ ー タ ー 牡４芦 ５７ 横山 典弘細川祐季子氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４９６－ ２１：２４．９ ２．９�

２４ アンシャンレジーム 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム ５４０＋ ６１：２５．７５ ３９．８�
８１５ ケイアイダイオウ 牡５鹿 ５７ 吉田 豊 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか グランド牧場 ５３４－ ８１：２５．９１ ４．２�
１２ ゴールドバシリスク 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム ４９０－ ４ 〃 クビ ７．１�
２３ メイショウダグザ 牡５黒鹿５７ 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 静内 フジワラフアーム ４８６＋ ６１：２６．１１� ９．６�
３６ ダイレクトキャッチ 牡７黒鹿５７ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 村山 明 追分 追分ファーム ５０６± ０１：２６．２� １０４．９	
３５ デンコウヤマト 牡５栗 ５７ 小島 太一田中 康弘氏 小島 太 浦河 辻 牧場 ４８２± ０ 〃 ハナ １７．８

７１４ オオトリオウジャ 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝鳳サラブレッドレーシ

ングチーム 牧浦 充徳 三石 幌村牧場 ５０２＋ ４１：２６．３クビ ８．８�
５９ ブラッシュアップ 牡６栗 ５７ 田面木博公 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 作田 誠二 静内 カタオカステーブル ４７２－１６１：２６．４	 ３６．１�
４８ ノボレインボー 牝５芦 ５５ 浜中 俊�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 ５０８＋ ２１：２６．６１� ５４．７
４７ スマートブレード 牡１０黒鹿５７ 大庭 和弥大川 徹氏 宮 徹 浦河 松田 次郎 ５３４－ ６ 〃 ハナ １１３．８�
１１ アンヴァルト 牡４青鹿５７ C．ウィリアムズ �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４７２－１０１：２６．７	 ６．４�

（豪）

８１６ フィールドジュエル 牡９鹿 ５７ 金子 光希地田 勝三氏 西園 正都 早来 ノーザンファーム B４９０－ ８１：２６．８クビ ２６５．９�
５１０ チャレンジシチー 牡９鹿 ５７ 田中 克典 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 浦河 上山牧場 ５１８± ０１：２７．２２� １３２．７�
６１２ アサヒバロン 牡７鹿 ５７ 柴田 善臣寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ５２６＋ ４１：２９．９大差 ３０４．７�

（１５頭）
７１３ ラ ル ー チ ェ 牝５芦 ５５ 太宰 啓介植中 倫子氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３９，１６８，６００円 複勝： ５８，８５８，４００円 枠連： ３６，９７６，３００円

馬連： １５０，１８１，３００円 馬単： ８４，８２１，８００円 ワイド： ４６，５８９，８００円

３連複： １６３，６４７，８００円 ３連単： ２９１，３４８，２００円 計： ８７１，５９２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １６０円 � ７２０円 � １７０円 枠 連（２－６） １，３５０円

馬 連 �� ５，３１０円 馬 単 �� ７，３８０円

ワ イ ド �� １，８７０円 �� ３１０円 �� ２，０２０円

３ 連 複 ��� ６，３３０円 ３ 連 単 ��� ４１，６５０円

票 数

単勝票数 差引計 ３９１６８６（返還計 ２１７） 的中 � １０６９８０（１番人気）
複勝票数 差引計 ５８８５８４（返還計 ５７７） 的中 � １２３３３２（１番人気）� １４６７１（１０番人気）� １０７０９６（２番人気）
枠連票数 差引計 ３６９７６３（返還計 ３２） 的中 （２－６） ２０２２６（６番人気）
馬連票数 差引計１５０１８１３（返還計 ３０９３） 的中 �� ２０８８７（１８番人気）
馬単票数 差引計 ８４８２１８（返還計 １４６５） 的中 �� ８４８３（３０番人気）
ワイド票数 差引計 ４６５８９８（返還計 １０３７） 的中 �� ５６５６（２２番人気）�� ４３４１２（１番人気）�� ５２０９（２６番人気）
３連複票数 差引計１６３６４７８（返還計 ７４４３） 的中 ��� １９０８７（２０番人気）
３連単票数 差引計２９１３４８２（返還計 １０３９２） 的中 ��� ５１６３（１３７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１２．０―１２．２―１２．０―１２．３―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．６―３５．６―４７．８―５９．８―１：１２．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピ ュ ー タ ー �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．１２．６ 阪神７着

２００７．３．２７生 牡４芦 母 ユノブラウニー 母母 オ エ ノ セ ラ ９戦４勝 賞金 ４２，８９２，０００円
〔出走取消〕 ラルーチェ号は，疾病〔外傷性鼻出血〕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２３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２３頭 アデュラリア号・アンヴェイル号・ウインプレミアム号・カフェレジェンド号・ギシアラバストロ号・

キャプテンルビー号・ケイアイエーデル号・サイオン号・サウンドアクシス号・サンマルセイコー号・
ジョーメテオ号・テイクザホーク号・トウショウクエスト号・ドスライス号・ドリームスカイラブ号・
トーセンインプレス号・ノルマンディー号・ハクバドウジ号・ビギンマニューバー号・マイエンブレム号・
マエストラーレ号・ロリンザーユーザー号・ロンギングスター号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



１１０３５ ４月３０日 晴 良 （２３東京２）第３日 第１１競走 ��
��２，４００�第１８回テレビ東京杯青葉賞（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （ダービートライアル） （芝・左）

３歳；負担重量は，馬齢重量
テレビ東京賞（１着）

賞 品
本 賞 ５４，０００，０００円 ２２，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，１００，０００円 ５，４００，０００円
付 加 賞 １，３０２，０００円 ３７２，０００円 １８６，０００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

２：２２．１
２：２２．１

良

良

２４ ウインバリアシオン 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己�ウイン 松永 昌博 安平 ノーザンファーム ５００－ ６２：２８．８ １４．５�

６１２ ショウナンパルフェ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ５０２± ０２：２８．９� １２．８�
５１０ トーセンレーヴ 牡３鹿 ５６ C．ウィリアムズ 島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４６０－ ２２：２９．０� ２．５�

（豪）

７１３ ギュスターヴクライ 牡３黒鹿５６ 内田 博幸 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム ４７８± ０２：２９．１� ６．６�
５９ ショウナンマイティ 牡３青鹿５６ 浜中 俊国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 矢野牧場 ４８４－ ６ 〃 アタマ ３．７	
８１８ ホッコーガンバ 牡３鹿 ５６ 江田 照男矢部 幸一氏 河野 通文 浦河 梅田牧場 ４８６＋ ４２：２９．２� １２９．０

６１１ ヴァーゲンザイル 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム ４７０± ０２：２９．４１� １３．０�
１２ ビービーアックス 牡３鹿 ５６ 北村 宏司�坂東牧場 手塚 貴久 新冠 中本牧場 ４５８＋ ４２：２９．７１� ２４７．０�
４７ カ ー マ イ ン 牡３鹿 ５６ 和田 竜二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４６０－ ４ 〃 クビ １５．９
７１５ コスモヘイガー 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 中村 均 新ひだか 増本牧場 ５０２＋ ４２：２９．８� １７３．０�
２３ プリンスヴィル 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム ４８２＋ ２２：２９．９クビ ４５．５�
８１７ コ ン ノ ー ト 牡３鹿 ５６ 田中 勝春浜野順之助氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム ４７６± ０２：３０．０� １３１．２�
４８ サトノタイガー 牡３黒鹿５６ 横山 典弘里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム ４５８＋ ４ 〃 ハナ ５２．５�
３５ イ デ ア 牡３鹿 ５６ 太宰 啓介畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 ４７６－ ２２：３０．７４ ９２．２�
７１４ アイルトンバローズ 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥猪熊 広次氏 中竹 和也 平取 坂東牧場 ４７２－ ４２：３０．９１� ２３９．４�
８１６ リフトザウイングス 牡３青鹿５６ 後藤 浩輝 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５００± ０２：３１．５３� １８．１�
１１ ユ ウ セ ン 牡３青鹿５６ 吉田 豊本田 恒雄氏 尾関 知人 新ひだか 村岡 農夫 ４６８－ ８２：３１．９２� １６８．６�
３６ タツミリュウ 牡３栗 ５６ 柴田 善臣�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 ４６８＋ ２２：３２．７５ ２５４．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５０，００５，９００円 複勝： ２３３，４８０，４００円 枠連： １１６，２４９，５００円

馬連： ５６９，５１９，８００円 馬単： ３１６，０５６，１００円 ワイド： １８９，０８０，９００円

３連複： ６９０，３７６，０００円 ３連単： １，３２３，５６１，１００円 計： ３，５８８，３２９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４５０円 複 勝 � ３３０円 � ３１０円 � １３０円 枠 連（２－６） ２，６２０円

馬 連 �� ８，４３０円 馬 単 �� １９，５７０円

ワ イ ド �� ２，５２０円 �� ７２０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ６，７２０円 ３ 連 単 ��� ７４，９６０円

票 数

単勝票数 計１５０００５９ 的中 � ８１５４７（６番人気）
複勝票数 計２３３４８０４ 的中 � １４４８４１（６番人気）� １５６９３６（５番人気）� ６９１１３６（１番人気）
枠連票数 計１１６２４９５ 的中 （２－６） ３２８１２（９番人気）
馬連票数 計５６９５１９８ 的中 �� ４９８９８（２４番人気）
馬単票数 計３１６０５６１ 的中 �� １１９２１（５１番人気）
ワイド票数 計１８９０８０９ 的中 �� １７５３７（２４番人気）�� ６６６５５（６番人気）�� ６８１８５（５番人気）
３連複票数 計６９０３７６０ 的中 ��� ７５８４８（２０番人気）
３連単票数 計１３２３５６１１ 的中 ��� １３０３１（２１０番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．６―１２．８―１３．３―１３．０―１３．０―１２．８―１２．７―１２．２―１１．４―１１．２―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．０―２４．６―３７．４―５０．７―１：０３．７―１：１６．７―１：２９．５―１：４２．２―１：５４．４―２：０５．８―２：１７．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．６―３F３４．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ウインバリアシオン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Storm Bird デビュー ２０１０．８．１ 小倉１着

２００８．４．１０生 牡３鹿 母 スーパーバレリーナ 母母 Count On a Change ６戦３勝 賞金 ８９，１７０，０００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 ルイーザシアター号
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりウインバリアシオン号・ショウナンパルフェ号は，東京優駿（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１１０３６ ４月３０日 晴 良 （２３東京２）第３日 第１２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２０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

１：３１．４
１：３１．４

良

良

５６ マイネプリンセス 牝５鹿 ５５ 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 ５０４＋ ２１：３４．３ １１．０�

３３ シャイニンアーサー 牡４黒鹿５７ 横山 典弘市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B４９８＋１４１：３４．６１� ７．３�
８１２ ベルベットロード 牡５栗 ５７ 内田 博幸�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４９０＋ ４ 〃 クビ １．８�
７９ � サ バ ー ス 牡６鹿 ５７ 松岡 正海近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４７６－２０１：３４．７クビ ４９．４�
２２ マイネルマルシェ 牡４黒鹿５７ C．ウィリアムズ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 池上 昌弘 日高 戸川牧場 ４４８＋ ２ 〃 ハナ ５．９�

（豪）

７１０ フェイマステイル 牡５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 ４６６－ ６１：３４．９１	 ３１．３	
１１ トップキングダム 牡５栗 ５７ 吉田 豊�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４７４± ０ 〃 クビ １５．０

４４ ロジフェローズ 牝４青鹿５５ 北村 宏司久米田正明氏 大竹 正博 日高 日高大洋牧場 ４５０＋２０１：３５．０クビ １３．０�
６８ シゲルタダカツ 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 猿橋 義昭 ５１８－ ２ 〃 クビ ７９．８�
６７ ユメノトキメキ 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義諸江 幸祐氏 勢司 和浩 浦河 多田 善弘 ４６０－１０１：３５．１
 １７．９
５５ メジロスプレンダー 牝５黒鹿５５ 江田 照男�メジロ牧場 尾形 充弘 洞爺 メジロ牧場 ４６６＋ ２１：３５．７３
 ４５．１�
８１１ コスモカンタービレ 牡４黒鹿５７ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 ４９２－１０１：３５．９１	 ６６．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ５１，９７２，９００円 複勝： ７５，４０１，３００円 枠連： ３３，１４９，４００円

馬連： １４４，７９１，６００円 馬単： １０６，８３８，９００円 ワイド： ５５，５７４，１００円

３連複： １６１，５１０，６００円 ３連単： ３８３，２９３，７００円 計： １，０１２，５３２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１００円 複 勝 � ２２０円 � ２１０円 � １１０円 枠 連（３－５） ３，３１０円

馬 連 �� ３，８１０円 馬 単 �� ９，１１０円

ワ イ ド �� ９７０円 �� ３５０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� １，９９０円 ３ 連 単 ��� ２３，５８０円

票 数

単勝票数 計 ５１９７２９ 的中 � ３７２６４（４番人気）
複勝票数 計 ７５４０１３ 的中 � ６９６９７（４番人気）� ７２２７９（３番人気）� ２７５８０９（１番人気）
枠連票数 計 ３３１４９４ 的中 （３－５） ７４０７（１１番人気）
馬連票数 計１４４７９１６ 的中 �� ２８０６８（１２番人気）
馬単票数 計１０６８３８９ 的中 �� ８６６２（２６番人気）
ワイド票数 計 ５５５７４１ 的中 �� １２４２０（１２番人気）�� ４１２４９（３番人気）�� ５０５４８（２番人気）
３連複票数 計１６１５１０６ 的中 ��� ６０００３（４番人気）
３連単票数 計３８３２９３７ 的中 ��� １１９９７（６９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．４―３６．２―４８．１―１：００．０―１：１１．４―１：２２．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネプリンセス �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．１２．２７ 中山２着

２００６．３．２３生 牝５鹿 母 マイネカトリーヌ 母母 マイネミレー １９戦４勝 賞金 ５８，２６９，０００円
〔発走状況〕 シゲルタダカツ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（２３東京２）第３日 ４月３０日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７６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

２７７，９５０，０００円
６，３９０，０００円
４，７８０，０００円
３，０３０，０００円
２６，２００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６２，２３９，０００円
５，５５６，８００円
１，７４２，４００円

勝馬投票券売得金
４５４，５４７，９００円
７７５，４７５，２００円
３７６，０５２，６００円
１，５０９，３１１，８００円
９３６，６８２，９００円
５４１，２２７，２００円
１，７５１，０８３，６００円
３，２８１，５８３，８００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 ９，６２５，９６５，０００円

総入場人員 ５３，０３８名 （有料入場人員 ）


