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１１１０９ ５月２０日 晴 良 （２４東京２）第１０日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時０５分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：２１．９
１：２１．５

不良

不良

８１５ ムジャウハラート 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲杉原 誠人�辻牧場 伊藤 圭三 浦河 辻 牧場 B４６６± ０１：２６．７ ２１．７�

５１０ ショウナンワヒネ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成�湘南 伊藤 大士 浦河 桑田牧場 ４８４－ ４１：２７．０１� ５．１�
６１１ オ フ シ ョ ア 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 �グリーンファーム 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４３２＋ ４１：２７．３１� ５．３�
３５ アルティメイトラブ 牝３黒鹿５４ 松岡 正海 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４５４＋ ２ 〃 クビ １８．３�
６１２ マイネベルヴィ 牝３栗 ５４ 石橋 脩 �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 ４５６－ ２ 〃 ハナ １５．４�
２３ ロンギングトゥユー 牝３栗 ５４ C．ウィリアムズ 坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４９２＋ ８１：２７．５１� ４．５	

（豪）

１１ ケーニギンキルシェ 牝３栗 ５４ 武士沢友治山科 統氏 佐藤 全弘 浦河 バンダム牧場 ４７２－ ２１：２７．７１� ４．９

５９ トーセンファースト 牝３芦 ５４ 森 泰斗島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム ４７８－ ６１：２７．９１ ６．６�
（船橋）

８１６ エリザヴェータ 牝３青鹿５４ 浜中 俊片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 日高大洋牧場 ４８８－ ４１：２８．１１� １５．７
３６ ディーズプリンセス 牝３鹿 ５４ 江田 照男秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 ４７８＋ ４１：２８．２クビ １０５．７�
７１４ リズミックセンス 牝３鹿 ５４ 吉田 豊吉田喜代司氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 ４４４＋ ６１：２８．８３� ８４．５�
７１３ クラウンカミーノ 牝３黒鹿５４ 鈴来 直人矢野 悦三氏 小野 次郎 新冠 カミイスタット ４４６－ ４１：２９．０� ２４５．７�
１２ ケイジーヒロイン 牝３黒鹿５４ 田中 勝春鹿倉 勝�氏 宗像 義忠 浦河 梅田牧場 ４５０－ ２ 〃 ハナ ５８．０�
４７ リボンハート 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣村井 良孝氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム ４４６－ ６ 〃 クビ １８４．３�
４８ タマモクリスタル 牝３栗 ５４ 津村 明秀タマモ� 水野 貴広 新ひだか 野坂牧場 ３９８－１０１：２９．３１� １０９．６�
２４ リネンクイン 牝３栗 ５４ 柴田 大知戸山 光男氏 加藤 和宏 新ひだか 平野牧場 ４１２－１４１：３０．３６ １９０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，５２０，３００円 複勝： ３５，０３１，５００円 枠連： １６，８５５，７００円

馬連： ５８，０２５，５００円 馬単： ３７，９５４，７００円 ワイド： ２３，０７９，７００円

３連複： ７５，７３７，０００円 ３連単： １１２，４２８，５００円 計： ３７７，６３２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１７０円 複 勝 � ５００円 � １８０円 � １６０円 枠 連（５－８） １，１６０円

馬 連 �� ５，６９０円 馬 単 �� １２，７３０円

ワ イ ド �� １，４５０円 �� １，４８０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ６，５２０円 ３ 連 単 ��� ６５，２９０円

票 数

単勝票数 計 １８５２０３ 的中 � ６７３８（９番人気）
複勝票数 計 ３５０３１５ 的中 � １３７８９（９番人気）� ５７８２４（３番人気）� ６８２２５（１番人気）
枠連票数 計 １６８５５７ 的中 （５－８） １０７４５（５番人気）
馬連票数 計 ５８０２５５ 的中 �� ７５３３（２５番人気）
馬単票数 計 ３７９５４７ 的中 �� ２２０１（５４番人気）
ワイド票数 計 ２３０７９７ 的中 �� ３６９７（２１番人気）�� ３６１９（２３番人気）�� １７２４５（３番人気）
３連複票数 計 ７５７３７０ 的中 ��� ８５８０（２４番人気）
３連単票数 計１１２４２８５ 的中 ��� １２７１（２２２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．２―３６．５―４９．５―１：０２．０―１：１４．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ムジャウハラート �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 Green Desert デビュー ２０１１．７．１６ 函館９着

２００９．２．３生 牝３黒鹿 母 ベ イ ダ ー 母母 Al Theraab １４戦１勝 賞金 ９，０５０，０００円
〔発走状況〕 リボンハート号は，発進不良〔内側に逃避〕。
〔調教再審査〕 リボンハート号は，発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

１１１１０ ５月２０日 晴 良 （２４東京２）第１０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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

８１６ ブライテストソード 牡３栗 ５６ 蛯名 正義 �社台レースホース久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４７６－ ２１：３９．８ ７．２�

６１２ アサクサマンサク 牡３栗 ５６ 福永 祐一田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６８± ０１：３９．９� １．８�
４８ ベルガリオン 牡３青鹿５６ 内田 博幸 �社台レースホース二ノ宮敬宇 平取 追分ファーム ４８４± ０ 〃 ハナ ２９．１�
２３ ウインゴーウェル 牡３栗 ５６ 武士沢友治�ウイン 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム B５３２＋ ２ 〃 クビ １３．０�
３５ アブサンラバー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司山田 和正氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ５０４ ―１：４０．０クビ １８６．５�
５９ ボンジュールエール 牡３栗 ５６ 三浦 皇成田中善次郎氏 高木 登 新ひだか 前川 正美 ４５４± ０ 〃 ハナ ４４．１	
７１３ ヴィガネッラ 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �サンデーレーシング 清水 英克 安平 ノーザンファーム ５０８＋ ２ 〃 クビ ６．６

５１０ マヤノフィロソフィ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅田所 英子氏 武市 康男 新冠 高橋 忍 ４６４－ ４１：４０．４２� ７９．８�
７１４ デルマボサツ 牝３鹿 ５４ C．ウィリアムズ 浅沼 廣幸氏 大和田 成 千歳 社台ファーム ４５４－ ２１：４０．７１� ５．５�

（豪）

４７ ウメジマダイオー 牡３鹿 ５６ 江田 照男村田 滋氏 嶋田 潤 平取 高橋 啓 ４８０＋ ４１：４１．１２� ２４０．４
２４ レッドロブレス 牡３黒鹿５６ 森 泰斗 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 ４７０＋ ２１：４１．７３� １１０．７�

（船橋）

１１ インパルション 牡３鹿 ５６ 石橋 脩岡田 牧雄氏 矢野 英一 日高 出口牧場 ４６４＋ ４ 〃 アタマ １０６．４�
１２ ヴィンドランダ 牡３青鹿５６ 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 平取 坂東牧場 B４８２± ０１：４１．８� ４２．７�
３６ ザ オ ウ ド ウ 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥平本 敏夫氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４４８－ ８１：４３．５大差 ５４２．１�
６１１ リターンマッチ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 ４５４ ―１：４３．７１� １７０．９�

（ストロングシールズ）

８１５ セルリアンヒコボシ 牡３黒鹿５６ 田中 勝春�イクタ 天間 昭一 池田 高橋 正三 ５３８＋ ２１：４４．１２� ９０．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，５９７，８００円 複勝： ５０，２６０，７００円 枠連： １６，４３３，８００円

馬連： ４８，７５４，７００円 馬単： ４０，９４１，９００円 ワイド： ２３，２５３，０００円

３連複： ６３，７３２，８００円 ３連単： １２２，９９２，３００円 計： ３８７，９６７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � １９０円 � １１０円 � ４６０円 枠 連（６－８） ５２０円

馬 連 �� ５５０円 馬 単 �� １，６４０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� １，９７０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� ４，４００円 ３ 連 単 ��� ２７，０６０円

票 数

単勝票数 計 ２１５９７８ 的中 � ２３８７３（４番人気）
複勝票数 計 ５０２６０７ 的中 � ４５８８９（４番人気）� ２６２７８６（１番人気）� １３７９０（６番人気）
枠連票数 計 １６４３３８ 的中 （６－８） ２３４２６（２番人気）
馬連票数 計 ４８７５４７ 的中 �� ６６２８８（２番人気）
馬単票数 計 ４０９４１９ 的中 �� １８４８４（６番人気）
ワイド票数 計 ２３２５３０ 的中 �� ２３９９３（２番人気）�� ２６０４（１９番人気）�� ６２４２（９番人気）
３連複票数 計 ６３７３２８ 的中 ��� １０６９６（１４番人気）
３連単票数 計１２２９９２３ 的中 ��� ３３５５（７５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．１―１２．６―１２．８―１２．６―１２．７―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．８―３５．９―４８．５―１：０１．３―１：１３．９―１：２６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブライテストソード �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Crafty Prospector デビュー ２０１１．１２．２４ 中山６着

２００９．３．２生 牡３栗 母 ブラッシングプリンセス 母母 Princess Laika ６戦１勝 賞金 ７，６００，０００円
〔発走状況〕 インパルション号・ウメジマダイオー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 プリンシパル号・マルカディフィート号・メイショウピッケル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

第２回 東京競馬 第10日



１１１１１ ５月２０日 晴 良 （２４東京２）第１０日 第３競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１１時００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
１：２１．５

不良

不良

７１４ サウンドレーサー 牡３黒鹿５６ 福永 祐一増田 雄一氏 勢司 和浩 浦河 富田牧場 ４６０± ０１：２７．２ １．６�

２４ スノークラフト 牝３芦 ５４ 吉田 隼人鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４５６＋ ２１：２７．４１ １６．５�
６１１ オメガスパーキング 牡３鹿 ５６ 横山 典弘原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４７６± ０１：２７．５� ２．９�
４７ フランスギャル 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 沖田 哲夫 ４６４－１６１：２７．６� ５２．３�
８１６ メテオレイン 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成亀井 哲也氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム ４５０－ ４１：２７．８１� ５１．０�
４８ ドリームポルカ 牡３青鹿５６ 梶 晃啓セゾンレースホース� 根本 康広 日高 細川牧場 ４８６＋１１ 〃 アタマ １６５．２�
３５ ウィッシュガバナー 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥中谷 初子氏 嶋田 潤 新ひだか 三木田 尚大 B４３０＋ ２１：２８．２２� ２９１．５	
６１２ コスモレイラ 牝３青鹿５４ 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム ４６０＋ ４１：２８．５２ ４４．７�
２３ ビレッジオブベスト 牡３鹿 ５６ 田中 勝春村山 輝雄氏 矢野 照正 新ひだか 漆原 武男 ４８０－ ６ 〃 ハナ ４７．６�
３６ ウインターストーム 牡３鹿 ５６ 鈴来 直人上野 直樹氏 小野 次郎 浦河 木村牧場 ４７４－ ４１：２８．６� ２８５．５
５１０ ロックシンガー 牡３鹿 ５６ 武士沢友治
槇本牧場 手塚 貴久 日高 槇本牧場 ４８６ ―１：２９．２３� １８８．４�
１２ タ カ ミ ル 牡３芦 ５６ 中谷 雄太村田 滋氏 石栗 龍彦 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 ４６４＋ ４１：２９．６２� ４４６．６�
８１５ ガッテンラヴ 牝３黒鹿５４ 北村 宏司本間 充氏 本間 忍 浦河 日田牧場 ４６４± ０１：３０．３４ ２６１．５�
７１３ エムエムベレッタ 牡３栗 ５６ 横山 義行加藤 雅一氏 古賀 史生 新冠 グリー牧場 ４３８＋ ６１：３０．５１	 ３０４．３�
５９ レッドランベール 牡３栗 ５６ 森 泰斗 �東京ホースレーシング 久保田貴士 新冠 秋田牧場 ４７８ ―１：３０．９２� ２６．３�

（船橋）

１１ 
 シゲルパッション 牡３栗 ５６ 松岡 正海森中 蕃氏 藤岡 範士 米 Northwest
Farms LLC B４７０＋ ８１：３３．２大差 １９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，４０９，２００円 複勝： ８３，２２５，７００円 枠連： １７，５１１，４００円

馬連： ５５，２４７，２００円 馬単： ５１，３８７，３００円 ワイド： ２５，８８０，８００円

３連複： ７２，８８５，８００円 ３連単： １５８，６４３，４００円 計： ４９１，１９０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １００円 � ２４０円 � １１０円 枠 連（２－７） ９８０円

馬 連 �� １，１８０円 馬 単 �� １，７１０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� １１０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ６１０円 ３ 連 単 ��� ３，８７０円

票 数

単勝票数 計 ２６４０９２ 的中 � １３７１２９（１番人気）
複勝票数 計 ８３２２５７ 的中 � ５９３４２３（１番人気）� ２３３４７（４番人気）� １１９９０６（２番人気）
枠連票数 計 １７５１１４ 的中 （２－７） １３２５０（２番人気）
馬連票数 計 ５５２４７２ 的中 �� ３４６４６（２番人気）
馬単票数 計 ５１３８７３ 的中 �� ２２２５４（３番人気）
ワイド票数 計 ２５８８０８ 的中 �� １３００１（３番人気）�� ９９６８４（１番人気）�� １００５７（４番人気）
３連複票数 計 ７２８８５８ 的中 ��� ８８９５４（２番人気）
３連単票数 計１５８６４３４ 的中 ��� ３０２７８（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１３．１―２５．０―３７．４―５０．６―１：０３．０―１：１４．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウンドレーサー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Forty Niner デビュー ２０１２．１．１４ 中山１２着

２００９．４．１７生 牡３黒鹿 母 オーシャンドリーム 母母 Prance ５戦１勝 賞金 １０，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルパッション号は，平成２４年６月２０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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 サニーサイレンス号・ショウナンサッチモ号・メイショウムロト号
（非抽選馬） ２頭 フクノゴールド号・ラヴェンナ号
※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。

１１１１２ ５月２０日 晴 良 （２４東京２）第１０日 第４競走 ��
��１，６００�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

１：３１．４
１：３１．４

良

良

３５ アールデュラン 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成星野 良二氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 B４７２－ ２１：３５．０ ３．０�

１２ フ ァ ー ゴ 牝３栗 ５４ 田中 勝春吉田 勝己氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４１４－１２１：３５．２１� １５．３�
８１８ ロ ジ テ ー ル 牡３鹿 ５６ 内田 博幸久米田正明氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４７６ ―１：３５．４１� ９．４�
６１１ シベリアンスパーブ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 ４７６＋ ２ 〃 クビ ８．９�
４８ � スピリテッドエアー 牝３青 ５４ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 栗田 博憲 愛

Breeding Capital
PLC & Swetten-
ham Stud

４８８＋ ６１：３５．５クビ １３．１�
５９ レッドガルシア 牡３栗 ５６ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 ５０６＋ ４１：３５．７１� １０．４�
７１４ プ リ ー ム ス 牝３鹿 ５４ 福永 祐一林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４９４ ―１：３５．８	 ３．４	
２３ スモーキーヴォイス 牝３鹿 ５４ 松岡 正海渡邊 隆氏 松山 康久 千歳 社台ファーム ４０６ ―１：３６．０１� ２９．５

５１０ サウススカーレット 牝３芦 ５４ 柴田 善臣南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 ４７０－１２１：３６．２１� ３４．２�
８１７� レッドグルーヴァー 牡３芦 ５６ 石橋 脩 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 米 Edition Farm ４５４－ ４ 〃 ハナ ５２．０�
１１ ニシノセルヴァ 牝３栗 ５４ 浜中 俊西山 茂行氏 水野 貴広 浦河 高昭牧場 ４０６－ ２１：３６．４１� １９．７
４７ マイネラヴリー 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 新ひだか 泊 寿幸 ４４２＋ ８１：３６．６１� １４９．０�
６１２ リネンヴィヴィッド 牡３鹿 ５６ 江田 照男戸山 光男氏 南田美知雄 日高 広富牧場 ４９６－１０１：３６．８１ ３５３．８�
２４ ハッピーメイカー 牝３黒鹿５４ 津村 明秀�三枝牧場 清水 久詞 浦河 三枝牧場 ４２６－ ４ 〃 クビ ６１．７�
８１６ ロッタチャン 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 米田 和子 ４６６ ―１：３７．２２� １４１．９�
７１５ トップギャラン 牡３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人�橋 長治氏 根本 康広 新ひだか 小林 嘉弘 ５００－ ３１：３７．８３� ３６１．５�
７１３ スウィングガール 牝３鹿 ５４ 柴田 大知菅原 秀仁氏 大和田 成 新ひだか 白井 吉美 ４５２＋ ２１：３８．０１ １４５．９�

（１７頭）
３６ エバールージュ 牝３栗 ５４ 北村 宏司宇田 豊氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４４４± ０ （競走除外）

売 得 金

単勝： １８，８９８，６００円 複勝： ２８，５４５，５００円 枠連： １８，５６１，１００円

馬連： ３１，９６８，８００円 馬単： １９，８６６，６００円 ワイド： １５，１１４，４００円

３連複： ２８，１０４，７００円 ３連単： ４３，１７１，４００円 計： ２０４，２３１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １５０円 � ４５０円 � ３５０円 枠 連（１－３） ８３０円

馬 連 �� ２，６００円 馬 単 �� ４，２８０円

ワ イ ド �� ８９０円 �� ９４０円 �� ３，３３０円

３ 連 複 ��� １３，９７０円 ３ 連 単 ��� ５８，５７０円

票 数

単勝票数 差引計 １８８９８６（返還計 ５１３０１） 的中 � ４９６６２（１番人気）
複勝票数 差引計 ２８５４５５（返還計 ９９０４７） 的中 � ７０２９３（１番人気）� １３３３７（８番人気）� １８３００（６番人気）
枠連票数 差引計 １８５６１１（返還計 ２６５５３） 的中 （１－３） １６６８９（３番人気）
馬連票数 差引計 ３１９６８８（返還計２８６２６９） 的中 �� ９０７８（１１番人気）
馬単票数 差引計 １９８６６６（返還計１８６８２２） 的中 �� ３４２６（１５番人気）
ワイド票数 差引計 １５１１４４（返還計１１４５２１） 的中 �� ４３２０（７番人気）�� ４０６４（１０番人気）�� １０７２（４２番人気）
３連複票数 差引計 ２８１０４７（返還計５１４１０７） 的中 ��� １４８５（５２番人気）
３連単票数 差引計 ４３１７１４（返還計７６０２８３） 的中 ��� ５４４（１８９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．６―３５．１―４７．４―１：００．３―１：１２．０―１：２３．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アールデュラン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１１．１２．３ 中山４着

２００９．４．２０生 牡３鹿 母 パ フ ェ 母母 Meringue Pie ６戦１勝 賞金 ９，３５０，０００円
〔競走除外〕 エバールージュ号は，枠内駐立不良〔立上る・転倒〕。疾病〔右前肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻６分遅

延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 エバールージュ号は，平成２４年５月２１日から平成２４年６月１９日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 トーセンオーラ号
（非抽選馬） １頭 マリエシチー号



１１１１３ ５月２０日 晴 良 （２４東京２）第１０日 第５競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時２０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

２：２２．１
２：２２．１

良

良

６８ セイクリッドロード 牡３鹿 ５６ 内田 博幸吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ４９６± ０２：２７．８ １．７�

８１１ クラーロデルナ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 ４７２－ ８ 〃 ハナ １０．９�
５５ イッツガナハプン 牡３栗 ５６ 柴田 大知サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 ５０４－１２２：２８．１２ ４５．２�
７１０ ブルーナボーニャ �３鹿 ５６ 田辺 裕信 �キャロットファーム 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム ４８４－ ４２：２８．３１� ７４．７�
１１ ビービーマイセン 牡３青鹿５６ 横山 典弘�坂東牧場 松山 康久 平取 坂東牧場 ４７２－ ６２：２８．６１� ２４．８�
７９ マイネルツァウバー 牡３青鹿５６ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 コスモヴューファーム ４６０－ ２ 〃 クビ ５．６	
２２ アートカフェ 牡３青鹿５６ 田中 勝春吉田 和美氏 田中 剛 洞爺湖 メジロ牧場 ５３８－ ８２：２９．２３	 ６７．６

５６ フジマサアクティブ 牝３鹿 ５４ 森 泰斗藤原 正一氏 菊川 正達 洞爺湖 メジロ牧場 ４３０－ ２２：２９．４１ ２４１．４�

（船橋）

８１２
 コスモスペッキオ 牡３栗 ５３ C．ウィリアムズ �ビッグレッドファーム 菅原 泰夫 新 The Micaela
Murray Trust ４８６－ ４２：２９．５� ６．２�

（豪）

３３ アストロフォンテン 牡３鹿 ５６
５３ ▲杉原 誠人吉橋 計氏 戸田 博文 日高 増尾牧場 ４５６＋ ２２：３０．１３	 ２１２．４

６７ マイネルレーサー 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B４６４± ０２：３０．３１� ７．５�

（１１頭）
４４ リバーオリエンタル 牡３鹿 ５６ 吉田 豊吉田 和美氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２５，３５７，９００円 複勝： ５９，１８２，２００円 枠連： １３，４３３，５００円

馬連： ４７，３３９，５００円 馬単： ４１，１５２，２００円 ワイド： ２１，２８１，２００円

３連複： ５７，７０３，４００円 ３連単： １４１，０４２，８００円 計： ４０６，４９２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ２４０円 � ７１０円 枠 連（６－８） ２３０円

馬 連 �� ７３０円 馬 単 �� ９８０円

ワ イ ド �� ３６０円 �� １，０００円 �� ３，３６０円

３ 連 複 ��� ６，８００円 ３ 連 単 ��� １７，０６０円

票 数

単勝票数 計 ２５３５７９ 的中 � １２０４６７（１番人気）
複勝票数 計 ５９１８２２ 的中 � ３７４０１９（１番人気）� ３３４８０（５番人気）� ８４３６（７番人気）
枠連票数 計 １３４３３５ 的中 （６－８） ４３３８４（１番人気）
馬連票数 計 ４７３３９５ 的中 �� ４７８９０（４番人気）
馬単票数 計 ４１１５２２ 的中 �� ３１２７１（４番人気）
ワイド票数 計 ２１２８１２ 的中 �� １６８１０（４番人気）�� ５０４２（１２番人気）�� １４２０（２４番人気）
３連複票数 計 ５７７０３４ 的中 ��� ６２６４（２０番人気）
３連単票数 計１４１０４２８ 的中 ��� ６１０３（５０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．７―２４．０―３６．３―４９．３―１：０２．３―１：１５．１―１：２７．９―１：４０．６―１：５２．７―２：０４．０―２：１５．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セイクリッドロード �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１１．１０．２２ 東京１４着

２００９．５．１生 牡３鹿 母 ホーリーブラウン 母母 アニーブラウン ７戦１勝 賞金 １０，０００，０００円
〔出走取消〕 リバーオリエンタル号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 マイネルツァウバー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※ビービーマイセン号・フジマサアクティブ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

１１１１４ ５月２０日 晴 良 （２４東京２）第１０日 第６競走 ��
��１，６００�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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

６１１� アンアヴェンジド 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲杉原 誠人�大樹ファーム 藤沢 和雄 米

Dr. William B.
Wilmot & Dr.
Joan M. Taylor

５２６＋ ８１：３７．３ ８．９�

４７ � アメリカンダイナー 牡３鹿 ５６ C．ウィリアムズ 吉澤 克己氏 相沢 郁 米
Tony Holmes, Wal-
ter Zent & Win-
Star Farm LLC

４７０－ ２ 〃 アタマ ２．４�
（豪）

８１６� イッシンドウタイ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４８６－ ２１：３７．７２� １１．２�
５９ � シゲルスターキング 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ブルアンドベア 藤岡 範士 米 La Pasion

America ５０６＋１０１：３７．９１	 ８０．６�
１２ サクセスフルビッド 牡３黒鹿５６ 吉田 豊�G１レーシング 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ５０２－ ２１：３８．１１	 ８．０�
７１３ トウショウギフト 牡３鹿 ５６ 横山 典弘トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４９４＋ ４１：３８．２クビ ３７．７	
４８ ハ ー コ ッ ト 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４６０－ ４１：３８．３
 １７．５

７１４ クレバーカイザー 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信田� 正明氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム ４９８＋ ６１：３８．５１	 ６８．９�
５１０ レ イ ヴ 牡３栗 ５６ 福永 祐一 �グリーンファーム 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ５１４＋ ２１：３８．６
 ４．２
３６ セイントチャンス 牡３鹿 ５６ 田中 勝春内海 正章氏 勢司 和浩 様似 清水スタッド ４８６＋ ４１：３８．７� ８０．７�
３５ コパノウィリアム 牡３鹿 ５６ 津村 明秀小林 祥晃氏 尾形 充弘 新ひだか 服部 牧場 ４５８± ０１：３８．９１	 １５９．５�
２３ キングザブルース 牡３栗 ５６ 森 泰斗西浦 和男氏 土田 稔 浦河 丸幸小林牧場 ４８２＋ ２１：３９．１１	 ２５４．５�

（船橋）

６１２ ロ ジ ダ ン ス 牡３栗 ５６ 内田 博幸久米田正明氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４８４－ ２１：３９．２クビ １３．７�
２４ セイウンブラボー 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 村上牧場 ４８８－ ４１：３９．３� １５６．１�
１１ フィーユブルー 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成青芝商事� 矢野 英一 千歳 社台ファーム B４７８± ０１：４０．２５ ５７．６�
８１５ アルファウイング 牡３栗 ５６ 石橋 脩�貴悦 田村 康仁 新冠 村上 欽哉 ４７４＋ ４１：４１．１５ ２１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，３９３，５００円 複勝： ５６，０４９，７００円 枠連： ２４，４７９，０００円

馬連： ７９，１５９，１００円 馬単： ５２，８５４，０００円 ワイド： ３３，２１７，５００円

３連複： ９５，５８０，７００円 ３連単： １５６，５４４，３００円 計： ５３０，２７７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ２９０円 � １３０円 � ２２０円 枠 連（４－６） ５９０円

馬 連 �� １，１４０円 馬 単 �� ３，０３０円

ワ イ ド �� ５３０円 �� １，８６０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� ３，８４０円 ３ 連 単 ��� ２３，４２０円

票 数

単勝票数 計 ３２３９３５ 的中 � ２８７１８（４番人気）
複勝票数 計 ５６０４９７ 的中 � ３７９９１（５番人気）� １７１０３５（１番人気）� ５６１６２（４番人気）
枠連票数 計 ２４４７９０ 的中 （４－６） ３０８７３（２番人気）
馬連票数 計 ７９１５９１ 的中 �� ５１３３０（４番人気）
馬単票数 計 ５２８５４０ 的中 �� １２９１３（１０番人気）
ワイド票数 計 ３３２１７５ 的中 �� １６１９９（４番人気）�� ４０６２（２０番人気）�� １７２６９（３番人気）
３連複票数 計 ９５５８０７ 的中 ��� １８４０６（１２番人気）
３連単票数 計１５６５４４３ 的中 ��� ４９３５（６２番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．９―１２．５―１２．６―１２．２―１２．１―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．２―３５．１―４７．６―１：００．２―１：１２．４―１：２４．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アンアヴェンジド �
�
父 Empire Maker �

�
母父 Known Fact デビュー ２０１２．２．２６ 中山１着

２００９．５．１８生 牝３黒鹿 母 Naughty Natisha 母母 Noble Natisha ４戦２勝 賞金 １４，１００，０００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 ゴールドヘクター号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



１１１１５ ５月２０日 晴 良 （２４東京２）第１０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）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．５

不良

不良

１２ ウインジュビリー 牝４青鹿 ５５
５２ ▲杉原 誠人�ウイン 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４９０＋ ６１：２５．９ １．９�

４７ ピュアマインド 牝４栗 ５５ 吉田 豊吉田 照哉氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム ４４４－ ８ 〃 クビ １０．１�
２４ ニシノフェミニン 牝５黒鹿５５ 蛯名 正義西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４６２＋ ６１：２６．１１� ５．２�
１１ ツクバオトメ 牝４鹿 ５５ 福永 祐一荻原 昭二氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４６０＋ ６ 〃 クビ ２３．２�
８１６ アフィントン 牝４栗 ５５ 吉田 隼人吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４４６－ ８１：２６．４２ ５１．６�
５９ ゴールドエンジュ 牝４鹿 ５５ 江田 照男�菅井牧場 松山 将樹 新冠 武田 修一 ４４４＋ ２１：２６．５クビ ８９．２	
８１５ ク ナ ン ガ ン 牝５黒鹿５５ 鈴来 直人坂田 行夫氏 小野 次郎 日高 いとう牧場 ４８６＋ ２１：２６．６� １１．４

４８ � アドマイヤアジナ 牝４芦 ５５ 田辺 裕信近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４９２＋１４ 〃 クビ １５．５�
７１３ リ ズ モ ア 牝５鹿 ５５ 柴田 大知 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４３６± ０ 〃 アタマ ４３．６�
６１２� トーアティアレ 牝５鹿 ５５ 武士沢友治高山ランド� 柴田 政人 豊浦トーア牧場 ４５２＋ ４１：２７．０２� ６４．２
７１４� ラビットファレル 牝４栗 ５５ 津村 明秀喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４５８± ０ 〃 アタマ ２８６．８�
６１１ ニシノユメマクラ 牝４鹿 ５５ 大庭 和弥西山 茂行氏 杉浦 宏昭 むかわ 西山牧場 ４７６＋ ４１：２７．３１� ６３．９�
３６ コ コ ロ バ 牝４鹿 ５５ 森 泰斗�三嶋牧場 池上 昌弘 浦河 三嶋牧場 ４３８－ ２１：２７．６１� ８３．３�

（船橋）

２３ バレドクール 牝４青鹿５５ 北村 宏司 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４８２＋１０ 〃 ハナ ８１．８�
５１０� エムオーファミリー 牝４栗 ５５ 三浦 皇成大浅 貢氏 古賀 慎明 新ひだか 石川 新一 ４６６＋ ２ 〃 アタマ １５９．８�
３５ オールドアメリカン 牝４黒鹿５５ 田中 勝春 �社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム B４６６＋２２１：２８．７７ ８．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，５６３，１００円 複勝： ４１，５８４，５００円 枠連： ２０，７２１，４００円

馬連： ７１，１０２，０００円 馬単： ４９，８８３，８００円 ワイド： ２９，４３０，５００円

３連複： ８２，８３２，４００円 ３連単： １４８，０９１，４００円 計： ４７０，２０９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ２１０円 � １５０円 枠 連（１－４） ５１０円

馬 連 �� ９１０円 馬 単 �� １，３７０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� ２２０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� １，２１０円 ３ 連 単 ��� ４，８３０円

票 数

単勝票数 計 ２６５６３１ 的中 � １１３９１６（１番人気）
複勝票数 計 ４１５８４５ 的中 � １５２８１５（１番人気）� ３５９２１（３番人気）� ６４９７５（２番人気）
枠連票数 計 ２０７２１４ 的中 （１－４） ３００５５（２番人気）
馬連票数 計 ７１１０２０ 的中 �� ５８０８９（３番人気）
馬単票数 計 ４９８８３８ 的中 �� ２７０２１（４番人気）
ワイド票数 計 ２９４３０５ 的中 �� １８６８３（２番人気）�� ４０２０７（１番人気）�� １１３８５（５番人気）
３連複票数 計 ８２８３２４ 的中 ��� ５０７９３（１番人気）
３連単票数 計１４８０９１４ 的中 ��� ２２６４０（４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．７―３５．８―４８．３―１：００．４―１：１２．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインジュビリー �
�
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 ２０１０．７．１８ 新潟１７着

２００８．２．２１生 牝４青鹿 母 ダイヤモンドビコー 母母 ステラマドリッド １７戦２勝 賞金 ３１，８００，０００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 ハイレイヤー号
（非抽選馬） １頭 レッツマンボウ号
※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。

１１１１６ ５月２０日 晴 良 （２４東京２）第１０日 第８競走 ��
��１，４００�ガ ー ベ ラ 賞

発走１３時５０分 （芝・左）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ９，５００，０００円 ３，８００，０００円 ２，４００，０００円 １，４００，０００円 ９５０，０００円
付 加 賞 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．８
１：１９．０

良

良

４７ アミカブルナンバー 牝３鹿 ５４ 内田 博幸池谷 誠一氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４５０± ０１：２０．９ ６．４�

２３ ブリスアウト 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４７２＋ ４１：２１．０� ３．３�
６１１ トシザグレイト 牡３鹿 ５６ 田中 勝春上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 ４５６＋ ６１：２１．４２� ６．７�
３５ ガッダムアスカ 牝３芦 ５４ 石橋 脩神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 ４５０＋ ４ 〃 クビ １８．０�
１１ ダイワミストレス 牝３黒鹿５４ 横山 典弘大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ４６６－ ２ 〃 ハナ ３．０�
６１２ クイーンアルタミラ 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人柏瀬 公子氏 鈴木 康弘 新ひだか マルショウ牧場 ４５２－ ４１：２１．６１� １７．６�
８１６	 ダークマレイン 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-

ter Farm ４５４＋１４ 〃 クビ ４５．６	
５９ アブマーシュ 牝３鹿 ５４ 浜中 俊伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 ４６４－ ４１：２１．７� １９．２

８１５ マイネサヴァラン 牝３青鹿５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム ４４６－ ４１：２１．８� ３５．９�
４８ ブエノディオス 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣吉田 昭一氏 阿部 新生 新冠 八木 常郎 ４７４＋ ６１：２２．０１� １０９．３
２４ アルベルトバローズ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 ４７２＋ ４１：２２．１クビ ２５．０�
７１３ コスモユキシマキ 牝３芦 ５４ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 柴崎 勇 新ひだか 秋田育成牧場 ４４４＋ ２１：２２．３１ ２０２．５�
７１４ ベ ル シ エ ロ 牝３栗 ５４ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８＋ ２ 〃 アタマ ４３．５�
１２ ローゼズガーランド 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 ４５８± ０１：２２．５１� １５８．２�
３６ ゴールデンポケット 牝３栗 ５４ 津村 明秀小林 英一氏 岩戸 孝樹 日高 出口牧場 ４５２＋ ２ 〃 クビ １７９．４�
５１０
 リ リ ヤ ン 牝３黒鹿５４ 森 泰斗太田 好則氏 出川 龍一 浦河 津島 優治 ４４０－ ８１：２２．６� ２１９．６�

（船橋） （船橋）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，６３８，１００円 複勝： ５５，８６４，８００円 枠連： ２４，９７３，０００円

馬連： １１１，９０６，３００円 馬単： ６５，２５３，０００円 ワイド： ３９，８９０，５００円

３連複： １２５，５８０，７００円 ３連単： ２２０，１４７，０００円 計： ６８０，２５３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２００円 � １５０円 � １９０円 枠 連（２－４） １，１６０円

馬 連 �� １，２５０円 馬 単 �� ２，９３０円

ワ イ ド �� ５００円 �� ７２０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ２，１６０円 ３ 連 単 ��� １３，６８０円

票 数

単勝票数 計 ３６６３８１ 的中 � ４５６９７（３番人気）
複勝票数 計 ５５８６４８ 的中 � ６６６５０（４番人気）� １１６４４５（２番人気）� ７３１８８（３番人気）
枠連票数 計 ２４９７３０ 的中 （２－４） １５９９８（５番人気）
馬連票数 計１１１９０６３ 的中 �� ６６５５１（５番人気）
馬単票数 計 ６５２５３０ 的中 �� １６４４９（１０番人気）
ワイド票数 計 ３９８９０５ 的中 �� ２００１５（５番人気）�� １３０５１（６番人気）�� ２５５２８（４番人気）
３連複票数 計１２５５８０７ 的中 ��� ４３０３１（４番人気）
３連単票数 計２２０１４７０ 的中 ��� １１８７８（２６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．４―３５．０―４６．６―５７．９―１：０９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アミカブルナンバー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Silver Deputy デビュー ２０１１．１１．１９ 東京４着

２００９．１．２３生 牝３鹿 母 ヒシシルバーメイド 母母 Hishi Amazon ５戦２勝 賞金 １９，３０６，０００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。



１１１１７ ５月２０日 晴 良 （２４東京２）第１０日 第９競走 ��
��１，６００�テ レ 玉 杯

発走１４時２５分 （ダート・左）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
テレビ埼玉杯（１着）

賞 品
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

８１６� ティアモブリーオ 牡５鹿 ５７ C．ウィリアムズ 藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 F. K. N.
Partners ４５４－ ２１：３６．３ ４．６�

（豪）

３５ エステーラブ 牝５青鹿５５ 柴田 大知齋藤 宏明氏 萱野 浩二 新冠 平山牧場 B４４８＋ ２１：３６．９３� ２４７．８�
３６ ヤマタケディガー 牡６栗 ５７ 内田 博幸山中 佳代氏 根本 康広 日高 今井牧場 ４６２＋ ４１：３７．２１	 ５．５�
６１１ ゴールデンアタック 牡４栗 ５７ 松岡 正海�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム ４８６＋１４１：３７．３� ２５．０�
８１５ セレスロンディー 牡５青 ５７ 三浦 皇成岡 浩二氏 松永 幹夫 様似 澤井 義一 ４８０＋ ４１：３７．５１� ４．０�
４８ ドラゴンヴォイス 牡４鹿 ５７ 福永 祐一窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 ４３８－ ８ 〃 クビ ８．９�
５９ 
 ローレルカンタータ 牡６栗 ５７ 川田 将雅 �ローレルレーシング 勢司 和浩 日高 タバタファーム ５１８－ ２１：３７．７１� ４５．６	
４７ ナムラグーテン 牡４栗 ５７ 横山 典弘奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 ４７４－ ２ 〃 ハナ ９．９

１２ ル イ ー ズ 牝４青鹿５５ 田辺 裕信大野 富生氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム B４７０＋ ６１：３７．９１ １６．８�
２３ リープオブフェイス 牝５芦 ５５ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 追分ファーム ４７６＋ ６１：３８．３２� １３．３
７１３
 マヤノゴクウ 牡９鹿 ５７ 北村 宏司田所 英子氏 庄野 靖志 静内 石川牧場 B５３０－１０ 〃 アタマ １６８．８�
５１０ ヤマニンミミック 牝４黒鹿５５ 江田 照男土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 ４８４＋ ６ 〃 クビ １５７．５�
２４ ミラクルセッション 牡６栗 ５７ 森 泰斗吉田 勝己氏 大久保龍志 早来 ノーザンファーム ５０４＋ ４１：３８．６１	 ８．７�

（船橋）

１１ � エ イ ワ ナ ギ 牡９鹿 ５７ 津村 明秀永井公太郎氏 松山 康久 米 Gainesway Thor-
oughbreds Ltd. ５３０＋ ４１：３９．１３ ２１７．５�

６１２ ヴィーナススマイル 牝５栗 ５５ 柴田 善臣丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム ４７２＋１０１：３９．３１ ３０．９�
７１４ ジーガートップ 牡６栗 ５７ 武士沢友治�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 B５１２－ ４ 〃 クビ ２８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，９６２，２００円 複勝： ５５，８６１，６００円 枠連： ３８，４５４，９００円

馬連： １２１，３４５，８００円 馬単： ６５，３４６，４００円 ワイド： ４１，０５３，６００円

３連複： １３９，２５４，４００円 ３連単： ２２６，８３７，１００円 計： ７１８，１１６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � ２２０円 � ５，８５０円 � ２１０円 枠 連（３－８） ５３０円

馬 連 �� １１１，９５０円 馬 単 �� １２３，９８０円

ワ イ ド �� ２６，８８０円 �� ６３０円 �� ２０，２２０円

３ 連 複 ��� １５９，８３０円 ３ 連 単 ��� １，１０８，６５０円

票 数

単勝票数 計 ２９９６２２ 的中 � ５１７７５（２番人気）
複勝票数 計 ５５８６１６ 的中 � ７６１８６（３番人気）� １８７０（１６番人気）� ７９６３４（２番人気）
枠連票数 計 ３８４５４９ 的中 （３－８） ５４２７８（１番人気）
馬連票数 計１２１３４５８ 的中 �� ８００（９０番人気）
馬単票数 計 ６５３４６４ 的中 �� ３８９（１４２番人気）
ワイド票数 計 ４１０５３６ 的中 �� ３６０（９７番人気）�� １７５３１（３番人気）�� ４７９（９０番人気）
３連複票数 計１３９２５４４ 的中 ��� ６４３（２２１番人気）
３連単票数 計２２６８３７１ 的中 ��� １５１（１４２１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．０―３５．７―４７．６―５９．８―１：１２．０―１：２３．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ティアモブリーオ �
�
父 Empire Maker �

�
母父 Arazi デビュー ２０１０．４．１８ 福島５着

２００７．５．１０生 牡５鹿 母 Glint in Her Eye 母母 Wind In Her Hair １４戦４勝 賞金 ３８，６０６，０００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。
（非抽選馬） ２頭 トーホウアレス号・フラアンジェリコ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

１１１１８ ５月２０日 晴 良 （２４東京２）第１０日 第１０競走 ��
��１，４００�フリーウェイステークス

発走１５時００分 （芝・左）
４歳以上，１，６００万円以下，２３．５．２１以降２４．５．１３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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．８
１：１９．０

良

良

６１１ ミ ト ラ �４黒鹿５５ 松岡 正海吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ５００± ０１：１９．６レコード ３３．４�

５１０ プランスデトワール 牡４芦 ５５ 福永 祐一山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４７６＋ ２１：２０．１３ ５．２�
８１７� メ ー ヴ ェ 牝４黒鹿５３ 浜中 俊岡田 牧雄氏 栗田 博憲 英 D. D. and Mrs

Jean P. Clee ４５８± ０１：２０．４１� １６．５�
７１４ グローリールピナス 牝６栃栗５２ 武士沢友治大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４６６－１０１：２０．６１ １４８．２�
７１３ メイショウドナリオ 牡６栗 ５５ 川田 将雅松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 ５１４± ０ 〃 クビ ８．１�
８１５ シルクウェッジ 牡５青鹿５７ 横山 典弘有限会社シルク和田 正道 新冠 ムラカミファーム ４８４± ０１：２０．７	 ２．４�
４７ サザンスターディ 牡６鹿 ５５ 柴田 善臣南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 ５１６± ０ 〃 クビ ５６．０�
１１ 
 アラマサローズ 牝６鹿 ５３ 田中 勝春	アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４５６＋ ４ 〃 ハナ １２２．２

４８ トーホウカイザー 牡７黒鹿５４ 田辺 裕信東豊物産� 高橋 裕 門別 長谷川 一男 ４９２± ０１：２０．８	 ３２．２�
５９ カグニザント 牡４黒鹿５５ 内田 博幸 	社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム ４６８＋ ２１：２０．９� ６．８
３５ メイショウゾウセン 牡４黒鹿５４ 武 豊松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 ４６２± ０１：２１．０	 ９．７�
３６ � ブルーデインヒル 牡７鹿 ５５ 石橋 脩 �ブルーマネジメント加藤 征弘 米 Britton House

Stud Ltd. ４７６－ ４１：２１．１� １２３．４�
２３ 
 ドリームピーチ 牝５鹿 ５３ 北村 宏司	大栄牧場 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４４０－ ４１：２１．４１� １５．７�
１２ トウショウフォアゴ 牡５黒鹿５５ 柴田 大知トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４８０＋ ８１：２１．５	 ４６．３�
６１２
 アロマンシェス 牡８鹿 ５４ 江田 照男伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 ４７０＋ ４１：２１．７� １５３．１�
２４ レッドヴァンクール 牡６鹿 ５４ 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ５３６＋ ２１：２１．９１	 １０９．０�
８１６
 アグネスエナジー 牡７黒鹿５２ 杉原 誠人渡辺 孝男氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム ４９４± ０１：２２．３２	 ２５８．３�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ４８，０８１，９００円 複勝： ７７，３７４，５００円 枠連： ４５，４０１，０００円

馬連： １７５，７２０，３００円 馬単： １０２，９９６，５００円 ワイド： ５８，３３７，１００円

３連複： １９７，４３８，０００円 ３連単： ３７３，６４６，７００円 計： １，０７８，９９６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，３４０円 複 勝 � １，０００円 � ２１０円 � ５３０円 枠 連（５－６） ３，９２０円

馬 連 �� ８，７８０円 馬 単 �� ２３，１６０円

ワ イ ド �� ２，４００円 �� ６，１６０円 �� １，４８０円

３ 連 複 ��� ４６，８７０円 ３ 連 単 ��� ３１５，５１０円

票 数

単勝票数 計 ４８０８１９ 的中 � １１３５５（９番人気）
複勝票数 計 ７７３７４５ 的中 � １７５１４（１０番人気）� １２０３９３（２番人気）� ３５５２０（７番人気）
枠連票数 計 ４５４０１０ 的中 （５－６） ８５６１（１４番人気）
馬連票数 計１７５７２０３ 的中 �� １４７７６（２５番人気）
馬単票数 計１０２９９６５ 的中 �� ３２８３（６１番人気）
ワイド票数 計 ５８３３７１ 的中 �� ５９９２（２４番人気）�� ２２８５（５１番人気）�� ９９０４（１４番人気）
３連複票数 計１９７４３８０ 的中 ��� ３１０９（１１６番人気）
３連単票数 計３７３６４６７ 的中 ��� ８７４（６７９番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．２―１１．２―１１．１―１１．１―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．５―３４．７―４５．９―５７．０―１：０８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４４．９―３F３３．７
３ ５，１５－１１，１７（７，１３）（１，１０）－１４，６，８－（４，１２）９，２－（３，１６） ４ ・（５，１５）－（１１，１７）（７，１３）（１，１０）１４（６，８）－（４，１２，９）２－（３，１６）

勝馬の
紹 介

ミ ト ラ �
�
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 ２０１０．１１．２０ 東京１２着

２００８．４．１１生 �４黒鹿 母 エイグレット 母母 ノーザンプリンセス ９戦４勝 賞金 ４３，５６１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※ミトラ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

２レース目



１１１１９ ５月２０日 晴 良 （２４東京２）第１０日 第１１競走 ��
��２，４００�優 駿 牝 馬（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （第７３回オークス） （芝・左）

牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，５５�
内閣総理大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 ９７，０００，０００円 ３９，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，７００，０００円
付 加 賞 ２８，５７４，０００円 ８，１６４，０００円 ４，０８２，０００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

レースレコード

２：２２．１
２：２２．１
２：２５．３

良

良

良

７１４ ジェンティルドンナ 牝３鹿 ５５ 川田 将雅 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４６０＋ ４２：２３．６ ５．６�

５９ ヴィルシーナ 牝３青 ５５ 内田 博幸佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４３２－ ２２：２４．４５ ３．６�
２３ アイスフォーリス 牝３芦 ５５ 松岡 正海 �サンデーレーシング 相沢 郁 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４５８± ０２：２４．５� ２７．２�
１１ アイムユアーズ 牝３栗 ５５ C．ウィリアムズ ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４４４－ ６ 〃 ハナ ７．７�

（豪）

７１５ サンキューアスク 牝３黒鹿５５ 北村 宏司廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４８０－ ４２：２４．７１ １４３．４�
４７ ダイワズーム 牝３栗 ５５ 三浦 皇成大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４５０＋ ２ 〃 クビ ２５．３�
５１０ ハナズゴール 牝３栗 ５５ 田辺 裕信M．タバート氏 加藤 和宏 浦河 不二牧場 ４１８＋ ４２：２４．８クビ １５．５	
７１３ サンシャイン 牝３黒鹿５５ 柴田 善臣青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４０６－ ８２：２５．０１� ７４．４

３５ メイショウスザンナ 牝３鹿 ５５ 武 豊松本 好�氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 ４５０＋ ２ 〃 クビ １９．０�
８１７ トーセンベニザクラ 牝３黒鹿５５ 津村 明秀島川 �哉氏 柴崎 勇 日高 有限会社 エ

スティファーム ４２４－ ４２：２５．２１ ３９．４
３６ ダイワデッセー 牝３栗 ５５ 武士沢友治大城 敬三氏 松田 国英 新ひだか フジワラフアーム ４７６＋ ２２：２５．３	 ７９．４�
２４ オメガハートランド 牝３鹿 ５５ 石橋 脩原 
子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B４０８± ０ 〃 クビ ３９．０�
４８ ミッドサマーフェア 牝３青鹿５５ 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５２± ０２：２５．６２ ３．３�
８１６ キャトルフィーユ 牝３鹿 ５５ 福永 祐一 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム ４５０＋ ８ 〃 クビ ２３．０�
６１１ チェリーメドゥーサ 牝３青鹿５５ 森 泰斗櫻井 悦朗氏 小西 一男 新ひだか 中田 浩美 ４２８± ０２：２６．０２	 １５１．７�

（船橋）

６１２ エピセアローム 牝３栃栗５５ 浜中 俊吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４６０± ０２：２７．０６ ５８．５�
１２ マイネエポナ 牝３鹿 ５５ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 日高 シンコーファーム ４３４＋ ２２：２７．３２ ７８．６�
８１８ ココロチラリ 牝３栗 ５５ 横山 典弘�ビリオンスター尾関 知人 千歳 社台ファーム ４５２－１０２：３１．９大差 ８３．３�

（１８頭）

売 得 金
単勝： ４６２，５１３，１００円 複勝： ５２１，７３７，７００円 枠連： ５０２，５６３，２００円 馬連： ２，１６２，２２７，９００円 馬単： １，１７８，８２９，１００円

ワイド： ６０５，１６１，６００円 ３連複： ３，０２５，３１０，８００円 ３連単： ６，２３４，４９７，９００円 ５重勝： ９３１，０７６，３００円 計： １５，６２３，９１７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � ２００円 � １５０円 � ５６０円 枠 連（５－７） ７４０円

馬 連 �� ８２０円 馬 単 �� １，９００円

ワ イ ド �� ３８０円 �� ２，６２０円 �� １，２００円

３ 連 複 ��� ６，６４０円 ３ 連 単 ��� ３０，６１０円

５ 重 勝
対象競走：京都１０R／東京１０R／新潟１１R／京都１１R／東京１１R

キャリーオーバー なし����� ５，３６８，２４０円

票 数

単勝票数 計４６２５１３１ 的中 � ６５３６９１（３番人気）
複勝票数 計５２１７３７７ 的中 � ７０７９８１（３番人気）� １１５２２９２（１番人気）� １８０５２８（９番人気）
枠連票数 計５０２５６３２ 的中 （５－７） ５０２５９３（２番人気）
馬連票数 計２１６２２２７９ 的中 �� １９５６８４８（２番人気）
馬単票数 計１１７８８２９１ 的中 �� ４５８４９６（５番人気）
ワイド票数 計６０５１６１６ 的中 �� ４４０９９２（２番人気）�� ５２６９２（３０番人気）�� １１９６５３（１０番人気）
３連複票数 計３０２５３１０８ 的中 ��� ３３６７４７（１８番人気）
３連単票数 計６２３４４９７９ 的中 ��� １５０３１９（７４番人気）
５重勝票数 計９３１０７６３ 的中 ����� １２８

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．６―１２．０―１２．０―１１．９―１２．４―１２．３―１２．２―１２．１―１１．８―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�
１２．６―２３．５―３５．１―４７．１―５９．１―１：１１．０―１：２３．４―１：３５．７―１：４７．９―２：００．０―２：１１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．７
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ジェンティルドンナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Bertolini デビュー ２０１１．１１．１９ 京都２着

２００９．２．２０生 牝３鹿 母 ドナブリーニ 母母 Cal Norma’s Lady ６戦４勝 賞金 ２９２，３７６，０００円
※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） ２頭 サトノジョリー号・プレノタート号
（非抽選馬） １頭 セコンドピアット号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

１１１２０ ５月２０日 晴 良 （２４東京２）第１０日 第１２競走 ��
��１，８００�

や つ が た け

八 ヶ 岳 特 別
発走１６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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

８１２� クラシックセンス 牡５鹿 ５７ 内田 博幸 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４６６－１２１：４６．３ １１．０�

１１ サンライズマルス 牡４栗 ５７ 松岡 正海松岡 隆雄氏 羽月 友彦 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６６＋ ６１：４６．４� ４．４�

６８ インプレザリオ 牡４栗 ５７ 武 豊青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム ４８４＋ ２ 〃 アタマ ５．１�
４４ ネオブラックダイヤ 牡４青鹿５７ 北村 宏司小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０８± ０ 〃 クビ ６．０�
７１０ サンデーミューズ 牝５栗 ５５ C．ウィリアムズ H.H．シェイク・ハムダン 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５２＋ ２１：４６．５クビ ３．６�
（豪）

３３ ヒカルアカツキ 	５青鹿５７ 横山 典弘高橋 光氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４４６－ ８１：４６．８１� ２５．３�
８１１ マイネノーブレス 牝５栗 ５５ 三浦 皇成 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大竹 正博 新冠 的場牧場 ４５６＋ ４ 〃 クビ ４７．０

５５ ロードアイアン 牡６鹿 ５７ 森 泰斗 	ロードホースクラブ 菊川 正達 新冠 赤石 久夫 ５００＋１０１：４６．９クビ １４４．４�

（船橋）

６７ カ ピ タ ー ノ 牡８黒鹿５７ 柴田 大知 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 富菜牧場 B４９４－ ２１：４７．０
 １３５．９�

７９ ナンデヤネン 牡５青 ５７ 吉田 隼人杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 ４８６－ ２ 〃 クビ ５．６
５６ オメガブルーハワイ 牝５黒鹿５５ 石橋 脩原 �子氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４６０－ ６１：４７．１クビ ３１．８�
２２ コアレスカポーテ 牡７鹿 ５７ 田中 勝春小林 昌志氏 木村 哲也 静内 静内酒井牧場 B４７６－ ６１：４９．５大差 ６８．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ７７，７４２，１００円 複勝： １１８，２０３，０００円 枠連： ５８，３３１，３００円

馬連： ２３３，３８２，８００円 馬単： １４１，２９６，０００円 ワイド： ８６，０７８，１００円

３連複： ２６８，６６９，５００円 ３連単： ６０８，９５７，１００円 計： １，５９２，６５９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１００円 複 勝 � ３００円 � １８０円 � ２００円 枠 連（１－８） １，８８０円

馬 連 �� ２，９３０円 馬 単 �� ６，６７０円

ワ イ ド �� １，１１０円 �� １，０５０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� ４，７７０円 ３ 連 単 ��� ３８，１００円

票 数

単勝票数 計 ７７７４２１ 的中 � ５５９８９（６番人気）
複勝票数 計１１８２０３０ 的中 � ８９３１７（６番人気）� ２０５６９７（２番人気）� １５８８１７（５番人気）
枠連票数 計 ５８３３１３ 的中 （１－８） ２２９６７（９番人気）
馬連票数 計２３３３８２８ 的中 �� ５８９７０（１２番人気）
馬単票数 計１４１２９６０ 的中 �� １５６４９（２８番人気）
ワイド票数 計 ８６０７８１ 的中 �� １８５７０（１４番人気）�� １９７５７（１２番人気）�� ４１０４０（８番人気）
３連複票数 計２６８６６９５ 的中 ��� ４１６１２（１６番人気）
３連単票数 計６０８９５７１ 的中 ��� １１７９７（１２８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．０―３５．６―４７．８―５９．９―１：１１．９―１：２３．３―１：３４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．４―３F３４．４

３ １－（４，２）（５，１０）（３，９）８（６，１１）（７，１２）
２
４

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

勝馬の
紹 介

�クラシックセンス �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス

２００７．３．２８生 牡５鹿 母 ネオクラシック 母母 バレークイーン １３戦２勝 賞金 ３０，７２７，０００円
初出走 JRA

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

５レース目
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（２４東京２）第１０日 ５月２０日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８７頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

３６３，２２０，０００円
６，６３０，０００円
４２，９３０，０００円
３３，５８０，０００円
６６，０１１，０００円
５，５２８，０００円
１，７９５，２００円

勝馬投票券売得金
８２４，６７７，８００円
１，１８２，９２１，４００円
７９７，７１９，３００円
３，１９６，１７９，９００円
１，８４７，７６１，５００円
１，００１，７７８，０００円
４，２３２，８３０，２００円
８，５４６，９９９，９００円
９３１，０７６，３００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
５ 重 勝
計 ２２，５６１，９４４，３００円

総入場人員 ６３，３０４名 （有料入場人員 ６０，９８３名）


