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１１１２１ ５月２６日 晴 良 （２４東京２）第１１日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時１５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

１２ ヒカルソラフネ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘�橋 京子氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４９０＋ ２１：２５．６ ２．８�

５１０ カネトシミント 牡３黒鹿５６ 中谷 雄太兼松 利男氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 B５０２± ０１：２６．６６ １１．５�
２４ ストロングティラノ 牡３芦 ５６ 田辺 裕信村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４９８＋ ６１：２６．９１� ７．２�
６１１ デルマエビス 牡３鹿 ５６ C．ウィリアムズ 浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム ４５０± ０１：２７．０� ２．１�

（豪）

１１ エイブルトップガン 牝３栗 ５４ 木幡 初広中澤 隆氏 南田美知雄 新ひだか 山際牧場 ４５４＋ ２１：２７．３２ ４５．４�
５９ ガーンディーヴァ 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ５１６－１８１：２８．１５ １１．０�

（大井）

３５ スノービアンコ 牡３芦 ５６ 武士沢友治山田美喜男氏 小桧山 悟 新ひだか 友田牧場 ４７４－ ４１：２８．２� ２７４．１	
６１２ オンワードモンタナ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海樫山 章子氏 相沢 郁 浦河 オンワード牧場 ４７４＋ ６１：２８．３� ４１．８

７１４ パルジョーイ 牡３青鹿５６ 石橋 脩水谷八重子氏 柴田 政人 日高 白井牧場 ５１８－ ２１：２８．４� １８２．２�
３６ ア ウ ル ム �３栗 ５６

５３ ▲杉原 誠人小河 一�氏 国枝 栄 平取 清水牧場 ４８８－ ２１：２８．５クビ １４８．３
２３ マクロバニヤン 牡３鹿 ５６ 中舘 英二津村 靖志氏 萩原 清 新冠 松浦牧場 ５１８＋ ４１：２８．７１� １００．３�
８１５ トミケンボニート 牡３黒鹿５６ 田中 勝春冨樫 賢二氏 天間 昭一 浦河 浦河土肥牧場 ４９２－ ６１：２８．８� １５４．７�
４８ カシノグリーディ 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 青森 一山育成牧場 ５０２－ ２１：２９．０１� ３５０．０�
７１３ ダイヤチャンネル 牡３栗 ５６ 村田 一誠青山 洋一氏 武藤 善則 新ひだか 山本 昇寿 ４９４＋１４ 〃 ハナ ５０．３�
４７ キャラヴェル 牝３鹿 ５４ 的場 勇人西森 鶴氏 的場 均 日高 天羽 禮治 ４７２ ―１：３０．４９ ３１８．８�
８１６ テンジンローレン 牝３栗 ５４ 丹内 祐次�テンジン 矢野 照正 新ひだか 三石橋本牧場 ４０４－ ２１：３１．０３� １７１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，８０２，４００円 複勝： ６２，２５９，９００円 枠連： １５，２０９，６００円

馬連： ５５，９４４，７００円 馬単： ４４，３８７，６００円 ワイド： ２７，３５３，０００円

３連複： ８１，５００，４００円 ３連単： １５５，１５８，３００円 計： ４６３，６１５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １８０円 � ３００円 � ２５０円 枠 連（１－５） ８２０円

馬 連 �� １，３２０円 馬 単 �� １，７２０円

ワ イ ド �� ４５０円 �� ３８０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ２，１１０円 ３ 連 単 ��� ７，９７０円

票 数

単勝票数 計 ２１８０２４ 的中 � ６２４９０（２番人気）
複勝票数 計 ６２２５９９ 的中 � １０７３２８（２番人気）� ４９５４６（４番人気）� ６３６３４（３番人気）
枠連票数 計 １５２０９６ 的中 （１－５） １３８２８（４番人気）
馬連票数 計 ５５９４４７ 的中 �� ３１５１５（５番人気）
馬単票数 計 ４４３８７６ 的中 �� １９０６０（６番人気）
ワイド票数 計 ２７３５３０ 的中 �� １５１１２（５番人気）�� １８７５７（４番人気）�� ９７１０（７番人気）
３連複票数 計 ８１５００４ 的中 ��� ２８５８９（５番人気）
３連単票数 計１５５１５８３ 的中 ��� １４３７０（２０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．０―３５．８―４８．０―１：００．１―１：１２．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒカルソラフネ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー ２０１１．８．１３ 新潟１２着

２００９．１．３０生 牡３鹿 母 スペシャライズ 母母 スペシャルアラート ５戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テンジンローレン号は，平成２４年７月２６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。
（非当選馬） １頭 ショウナンサッチモ号
（非抽選馬） １頭 ローレルエンデバー号
※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。

１１１２２ ５月２６日 晴 良 （２４東京２）第１１日 第２競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１０時４５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

３５ ファーマジェンヌ 牝３黒鹿５４ C．ウィリアムズ 中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 ４９２＋ ２１：４０．２ ２．６�
（豪）

８１６ スカルラット 牝３栃栗 ５４
５１ ▲山崎 亮誠�日進牧場 矢野 照正 様似 スイートフアーム ４８０＋ ８１：４０．４１� ２０３．０�

１１ アデステフィデレス 牝３栗 ５４ 田中 勝春吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム ４８０－ ４１：４０．５� １０５．３�
５９ クラウンミネルヴァ 牝３栗 ５４ 江田 照男矢野 恭裕氏 菊川 正達 新ひだか

北海道大学北方生
物圏フィールド科学セ
ンター静内研究牧場

４８０－１２１：４１．１３� １１４．７�
８１５ グラニュレーション 牝３栗 ５４ 吉田 豊大山 廣晃氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 ４４０＋ １ 〃 クビ ５０．１�
５１０ キズナダクリチャン 牝３黒鹿５４ 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか 岡田牧場 ４５６＋ ６１：４１．２� ５２．３�
４７ アンゲルスノーヴス 牝３芦 ５４ 田辺 裕信吉田 哲哉氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム ４６０－ ２１：４１．３� ２２．０	
１２ ダノンステラ 牝３青鹿５４ 蛯名 正義
ダノックス 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２８－ ８ 〃 アタマ １７．７�
７１３ パッシフローラ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４１８－ ８１：４１．４� ６．８�
２４ ハ ー モ ニ ー 牝３鹿 ５４ 横山 典弘
ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７８＋１６１：４１．６１� ２．４
２３ ルーチェデルソーレ 牝３鹿 ５４ 丸山 元気星野 祐介氏 相沢 郁 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４２± ０１：４２．０２� ５９．６�
７１４ テンショウゴッデス 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４６８± ０１：４２．１� １０１．２�
６１１ フェスティヴラン 牝３芦 ５４ 戸崎 圭太臼井義太郎氏 清水 英克 新冠 村本牧場 ４９０－ ４１：４２．２クビ １２．５�

（大井）

６１２ ハクサンリヴァー 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人河� 五市氏 田村 康仁 日高 藤本ファーム ４４０＋ ４１：４２．３� １９２．４�
３６ シーズマイタイプ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲横山 和生 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム B４２０± ０１：４３．５７ ５６．８�
４８ アンティール 牝３鹿 ５４ 松田 大作 �社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ４４８－ ６１：４４．２４ １４９．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，３７９，０００円 複勝： ３８，０９９，７００円 枠連： １５，５８６，５００円

馬連： ５５，２１４，３００円 馬単： ４３，５３３，３００円 ワイド： ２７，８５８，５００円

３連複： ７８，７４７，７００円 ３連単： １３８，４９４，２００円 計： ４１９，９１３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � ３，６００円 � １，４９０円 枠 連（３－８） ４，１４０円

馬 連 �� ２８，７６０円 馬 単 �� ３６，１８０円

ワ イ ド �� ７，７６０円 �� ２，４３０円 �� １０９，１００円

３ 連 複 ��� ４５０，５２０円 ３ 連 単 ��� １，８２５，１６０円

票 数

単勝票数 計 ２２３７９０ 的中 � ７０３９６（２番人気）
複勝票数 計 ３８０９９７ 的中 � １１３４４８（１番人気）� １９９９（１６番人気）� ５００６（１１番人気）
枠連票数 計 １５５８６５ 的中 （３－８） ２７７９（１２番人気）
馬連票数 計 ５５２１４３ 的中 �� １４１７（４３番人気）
馬単票数 計 ４３５３３３ 的中 �� ８８８（６４番人気）
ワイド票数 計 ２７８５８５ 的中 �� ８８０（４４番人気）�� ２８７８（１８番人気）�� ６２（１１８番人気）
３連複票数 計 ７８７４７７ 的中 ��� １２９（３０３番人気）
３連単票数 計１３８４９４２ 的中 ��� ５６（１３７４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１２．１―１２．８―１２．７―１２．９―１３．１―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．２―３５．３―４８．１―１：００．８―１：１３．７―１：２６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５２．１―３F３９．４
３ ９（１５，１６）（４，８，１１）（６，２）（３，５，１０）（１３，１４）７（１，１２） ４ ９，１５，１６（４，１１）８（３，２）（６，５，１０，１４）（１，７，１３）－１２

勝馬の
紹 介

ファーマジェンヌ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 タイトスポット デビュー ２０１１．１２．２４ 中山２着

２００９．２．８生 牝３黒鹿 母 オンワードテティス 母母 オンワードウッド ７戦１勝 賞金 １１，８５０，０００円
〔制裁〕 ファーマジェンヌ号の騎手C．ウィリアムズは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（８番への進路影響）

ファーマジェンヌ号の騎手C．ウィリアムズは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１１番への進路影響）
※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） ３頭 ナムラセレナーデ号・ヤマニンパニエ号・ラヴェンナ号
（非抽選馬） ３頭 ベルベットメドウ号・マダムプレジデント号・ラブシャーク号
※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11日



１１１２３ ５月２６日 晴 良 （２４東京２）第１１日 第３競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１１時１５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

１：１９．６
１：１９．０

良

良

８１７ バクシンテイオー 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４７０ ―１：２１．８ １２．２�
（大井）

６１１ フォースライト 牝３黒鹿５４ 横山 典弘吉田 和子氏 清水 英克 浦河 小林 仁 ４６４ ―１：２２．０１ ７．８�
３５ � バルダメンテ 牡３青鹿５６ 蛯名 正義前田 幸治氏 和田正一郎 米 Marion G.

Montanari ５０８＋ ２１：２２．１� １０．４�
１２ イカルストミー 牡３鹿 ５６ 丸山 元気五十嵐政則氏 根本 康広 浦河 秋場牧場 ４３２＋ ２１：２２．５２� ８８．４�
４８ コスモルミナス 牡３栗 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 浦河 笹地牧場 ４５２－ ６ 〃 クビ １６．９�
５９ トーセンマグナム 牡３鹿 ５６ 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B４４２＋ ４１：２２．７１� １５．４	
６１２ ド ウ デ ス 牡３栗 ５６ C．ウィリアムズ 星野 壽市氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 ５１４＋ ２ 〃 クビ ２．３


（豪）

５１０ カシノペンダント 牝３栗 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 諏訪牧場 ４３８± ０１：２２．８クビ １１６．１�
１１ トウカイチェッカー 	３鹿 ５６ 岩部 純二内村 正則氏 萱野 浩二 浦河 鎌田 正嗣 ４４２－１０１：２２．９
 ３７８．６�
７１５ ビップシャイン 牝３黒鹿５４ 内田 博幸鈴木 邦英氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 ４４６＋ ４１：２３．０� １０．２
３６ アポロライダー 	３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 新ひだか へいはた牧場 ４３６＋ ２１：２３．１クビ ７．８�
７１４ バーバリーコースト 牝３黒鹿５４ 武士沢友治 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム ４４６ ―１：２３．２
 ７４．０�
４７ コ カ ト ゥ ー 牝３芦 ５４ 石橋 脩吉田 和美氏 田島 俊明 洞爺湖 メジロ牧場 ４６８ ―１：２３．４１ ２１２．７�
２３ ドラゴンドリーム 牝３栗 ５４

５１ ▲横山 和生窪田 芳郎氏 菊沢 隆徳 新ひだか 千代田牧場 ４２８－ ６ 〃 クビ １２２．８�
８１６ コンティヌアトーレ 牡３栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次伊達 敏明氏 手塚 貴久 日高 サンシャイン
牧場 ４９０± ０１：２３．５クビ １３．５�

８１８ アポロパックマン 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 むかわ 真壁 信一 ４８０－ ２１：２３．９２� ２７．５�
７１３ ローズパーキー 牝３鹿 ５４ 中舘 英二村木 隆氏 田中 剛 新ひだか 千代田牧場 ４４２＋ ６１：２４．３２� ３４０．８�
２４ ルスデラノーチェ 牝３鹿 ５４

５１ ▲長岡 禎仁加藤 徹氏 松永 康利 浦河 磯野牧場 ４１２ ―１：２５．３６ ２９６．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２４，２６２，４００円 複勝： ４７，２５１，９００円 枠連： ２５，７４４，８００円

馬連： ６２，７０５，５００円 馬単： ３９，２７８，０００円 ワイド： ２９，９５０，９００円

３連複： ８０，６２０，６００円 ３連単： １１９，３８６，０００円 計： ４２９，２００，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２２０円 複 勝 � ４６０円 � ３１０円 � ３６０円 枠 連（６－８） ４１０円

馬 連 �� ３，４３０円 馬 単 �� ７，４４０円

ワ イ ド �� １，９４０円 �� ２，１５０円 �� １，７６０円

３ 連 複 ��� １５，８４０円 ３ 連 単 ��� ８２，９７０円

票 数

単勝票数 計 ２４２６２４ 的中 � １５７１５（６番人気）
複勝票数 計 ４７２５１９ 的中 � ２６１６９（８番人気）� ４３３４７（３番人気）� ３４６９１（５番人気）
枠連票数 計 ２５７４４８ 的中 （６－８） ４６６６２（２番人気）
馬連票数 計 ６２７０５５ 的中 �� １３５２４（１０番人気）
馬単票数 計 ３９２７８０ 的中 �� ３９００（２５番人気）
ワイド票数 計 ２９９５０９ 的中 �� ３８０６（２３番人気）�� ３４２４（２９番人気）�� ４２１９（１８番人気）
３連複票数 計 ８０６２０６ 的中 ��� ３７５７（４８番人気）
３連単票数 計１１９３８６０ 的中 ��� １０６２（２４３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．４―３４．８―４６．７―５８．３―１：１０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．１
３ １８，１２（６，９，１５）（８，１０，１６）２（１，５）－１３，１１，１７（７，１４）－４，３ ４ １８（１２，１５）（６，９，１６）（８，１０）（２，５）（１，１３）－（１１，１７）１４，７，３，４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

バクシンテイオー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００９．４．１０生 牡３鹿 母 アウトオブザウィム 母母 ライフアウトゼア 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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 アルマネーレーイス号・エースドライバー号・ティルトザキルト号
※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。

１１１２４ ５月２６日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４東京２）第１１日 第４競走 ��３，０００�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時４５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 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

６９ ティアップブレイズ 牡４鹿 ５９ 五十嵐雄祐田中 昇氏 高木 登 新ひだか 三木田 頼嗣 ５２６＋ ４３：２０．６ １．７�

１１ オウケンウッド 牡４芦 ５９ 石神 深一福井 明氏 田中 剛 千歳 社台ファーム ４４８± ０３：２１．６６ ２０．９�
２２ マ サ デ パ ン 牡４黒鹿５９ 平沢 健治加藤 信之氏 清水 美波 浦河 津島 優治 ４７２－ ６３：２２．２３� １９．７�
５８ スーパーティチャー 牝５鹿 ５８ 穂苅 寿彦福島 実氏 嶋田 功 日高 三輪 幸子 ４８６＋ ２３：２２．３クビ １０．５�
７１２ シンボリルルド �５鹿 ６０ 山本 康志シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 ４５４－ ２３：２２．７２� １３．０�
３３ ティンバーウルフ 牡５栗 ６０ 大江原 圭大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社

大原ファーム ４３４± ０３：２３．３３� ２６．４�
６１０� ホーカーシーホーク 牡６黒鹿６０ 金子 光希石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 曾我 博 ４６６＋ ４３：２５．８大差 ８．２�
８１４� クリノビッグスカイ 牝５黒鹿５８ 草野 太郎栗本 守氏 星野 忍 浦河 宮内牧場 ４７８＋１８３：２５．９� ７２．８	
８１３ アトミックハート 牝４栗 ５７ 池崎 祐介 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４３２－ ６３：２６．０クビ １６８．９�
３４ � ドクターブリーズ 牝４鹿 ５７ 浜野谷憲尚松岡 悟氏 根本 康広 新冠 村上牧場 ４２０－ ６３：２６．９５ １７０．２�
５７ スズカケノミチ 牝５栗 ５８ 高野 和馬武岡 雅子氏 小桧山 悟 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４６４－ ２３：２７．０� ５６．９
７１１ ラ ル ゴ 牡４鹿 ５９ 横山 義行 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム ５００＋１１３：２８．３８ ３６．０�
４５ � キャニオンシンザン 牡４栗 ５９ 江田 勇亮谷川弘一郎氏 天間 昭一 浦河 谷川牧場 ４９２－１２ 〃 クビ １８７．４�
４６ � モエレジンダイコ 牡７栗 ６０

５７ ▲高嶋 活士坂本 肇氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 ４８２± ０ （競走中止） ７．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，７５６，１００円 複勝： ４２，２２７，４００円 枠連： １５，４８９，０００円

馬連： ４５，３２２，２００円 馬単： ３９，１７８，５００円 ワイド： ２２，３９７，３００円

３連複： ６２，１９４，３００円 ３連単： １２４，９０９，６００円 計： ３７１，４７４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ４５０円 � ２７０円 枠 連（１－６） １，３７０円

馬 連 �� １，５８０円 馬 単 �� １，７９０円

ワ イ ド �� ６８０円 �� ５５０円 �� １，９５０円

３ 連 複 ��� ５，８４０円 ３ 連 単 ��� １９，８２０円

票 数

単勝票数 計 １９７５６１ 的中 � ９６９４９（１番人気）
複勝票数 計 ４２２２７４ 的中 � ２１９７１０（１番人気）� １２７８２（８番人気）� ２４４６３（５番人気）
枠連票数 計 １５４８９０ 的中 （１－６） ８３７８（６番人気）
馬連票数 計 ４５３２２２ 的中 �� ２１２３１（６番人気）
馬単票数 計 ３９１７８５ 的中 �� １６１８９（６番人気）
ワイド票数 計 ２２３９７３ 的中 �� ８２５１（６番人気）�� １０５３０（５番人気）�� ２６６３（２６番人気）
３連複票数 計 ６２１９４３ 的中 ��� ７８６７（１９番人気）
３連単票数 計１２４９０９６ 的中 ��� ４６５３（６４番人気）

上り １マイル １：４５．３ ４F ５１．４－３F ３９．０
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ティアップブレイズ �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 パークリージエント デビュー ２０１０．９．１２ 中山４着

２００８．４．３生 牡４鹿 母 ドリームシンデレラ 母母 ドリームファミリー 障害：４戦１勝 賞金 １５，４００，０００円
〔競走中止〕 モエレジンダイコ号は，２周目８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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ティーケイラビット号



１１１２５ ５月２６日 晴 良 （２４東京２）第１１日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時３５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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

１１ タイセイグルーヴィ 牡３鹿 ５６ C．ウィリアムズ 田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 ４５８－ ２１：４８．２ ３．２�
（豪）

３３ セプタードアイル 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム ４６０－ ４１：４８．４１� ８．１�
６６ ビームライフル 牡３青鹿５６ 田辺 裕信西山 茂行氏 須貝 尚介 新ひだか 本桐牧場 ４６６＋ ２１：４８．６１� ６．４�
７８ スーパームーン 牡３青鹿５６ 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９６± ０１：４８．７� ２．０�
２２ ゴールドヘクター 牡３黒鹿５６ 吉田 豊�ジェイアール 戸田 博文 千歳 社台ファーム ５０４－ ２１：４９．０２ ４４．１�
５５ ステージナーヴ 牡３黒鹿５６ 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４２０＋ ２ 〃 ハナ １２．１	
８１０ ガッテンキャンパス 牡３鹿 ５６ 木幡 初広栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 上村 清志 ４４４± ０ 〃 アタマ １２９．２

８９ アルコシエロ 牝３栗 ５４ 宮崎 北斗 �MSプランニング 高市 圭二 新ひだか 畠山牧場 ４２４＋１４１：４９．２１� １２５．０�
７７ コスモキャサリン 牝３栗 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 保田 一隆 新冠 ビッグレッドファーム ４５６＋ ２１：５０．１５ ４２．７�
４４ ツクバヤマノオー 牡３青 ５６ 中谷 雄太荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５１８－ ４ 〃 ハナ １８１．３

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２７，９７２，２００円 複勝： ４７，０１４，１００円 枠連： １３，８７９，５００円

馬連： ６０，１３０，４００円 馬単： ４８，４５６，５００円 ワイド： ２５，８５４，３００円

３連複： ６９，５４７，４００円 ３連単： １７２，３５３，８００円 計： ４６５，２０８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １５０円 � ２３０円 � ２００円 枠 連（１－３） １，１８０円

馬 連 �� １，０６０円 馬 単 �� ２，０４０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� ３３０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １，８００円 ３ 連 単 ��� ７，５９０円

票 数

単勝票数 計 ２７９７２２ 的中 � ７０１９３（２番人気）
複勝票数 計 ４７０１４１ 的中 � ９９３４３（２番人気）� ４７０７６（４番人気）� ６０９４８（３番人気）
枠連票数 計 １３８７９５ 的中 （１－３） ８７２９（６番人気）
馬連票数 計 ６０１３０４ 的中 �� ４２０８９（６番人気）
馬単票数 計 ４８４５６５ 的中 �� １７６１１（８番人気）
ワイド票数 計 ２５８５４３ 的中 �� １６６５０（６番人気）�� ２０７８６（４番人気）�� １２１９０（７番人気）
３連複票数 計 ６９５４７４ 的中 ��� ２８６２２（６番人気）
３連単票数 計１７２３５３８ 的中 ��� １６７７１（２４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．１―３６．１―４８．６―１：０１．３―１：１４．２―１：２５．５―１：３６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．９―３F３４．０

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイセイグルーヴィ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１１．８．７ 新潟３着

２００９．２．１１生 牡３鹿 母 ノーザンヴィーナス 母母 ダボナアンビション １１戦２勝 賞金 ２５，３５０，０００円
〔制裁〕 ステージナーヴ号の騎手田中勝春は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（７番・６番への進路影響）
※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。

１１１２６ ５月２６日 晴 良 （２４東京２）第１１日 第６競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時０５分（番組第７競走を順序変更） （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

２：２２．１
２：２２．１

良

良

３３ ジェームズバローズ 牡３鹿 ５６ C．ウィリアムズ 猪熊 広次氏 中竹 和也 新ひだか 折手牧場 ４７４－ ４２：２６．９ ４．７�
（豪）

７７ リキサンイレブン 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 ５１４－１４ 〃 クビ ４０．５�
２２ ブラインドサイド 牡３鹿 ５６ 横山 典弘諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８４＋ ６２：２７．２２ ３．２�
４４ エボニーナイト 牡３黒鹿５６ 内田 博幸 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム ４９８－ ６ 〃 ハナ ７．５�
６６ ステラウインド 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 ４５４－ ２２：２７．３� ２．０�
８８ マイネルテンクウ 牡３鹿 ５６ 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 ５０２＋ ６２：２７．４クビ ２７．８	
５５ � コパノモーニング �３栗 ５６ 柴山 雄一小林 祥晃氏 田所 秀孝 新冠 ムラカミファーム ４８４＋ ２２：２８．０３� １３８．７

１１ パリソワール 牡３栗 ５６ 丸山 元気丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４２６－ ６ 〃 クビ ４６．０�

（８頭）

売 得 金

単勝： ３４，１５４，２００円 複勝： ４８，９０７，４００円 枠連： 発売なし

馬連： ６６，８５９，２００円 馬単： ５２，４０９，２００円 ワイド： ２５，５２８，２００円

３連複： ６９，９５１，３００円 ３連単： ２１４，２５２，７００円 計： ５１２，０６２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １７０円 � ５９０円 � １６０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ６，７９０円 馬 単 �� １２，４００円

ワ イ ド �� １，７４０円 �� ２８０円 �� １，２８０円

３ 連 複 ��� ６，６００円 ３ 連 単 ��� ６２，８５０円

票 数

単勝票数 計 ３４１５４２ 的中 � ５７３６９（３番人気）
複勝票数 計 ４８９０７４ 的中 � ８７１４４（３番人気）� １５６７３（６番人気）� ９４７６９（２番人気）
馬連票数 計 ６６８５９２ 的中 �� ７２６９（１５番人気）
馬単票数 計 ５２４０９２ 的中 �� ３１２１（２７番人気）
ワイド票数 計 ２５５２８２ 的中 �� ３２６３（１７番人気）�� ２７３４２（３番人気）�� ４４９３（１３番人気）
３連複票数 計 ６９９５１３ 的中 ��� ７８３３（１８番人気）
３連単票数 計２１４２５２７ 的中 ��� ２５１６（１２０番人気）

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

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―２３．７―３５．７―４８．６―１：０１．３―１：１４．０―１：２７．２―１：３９．９―１：５１．７―２：０２．９―２：１４．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．０―３F３５．２
１
３
８，７，３（２，６）－４，５－１
８，７（２，３）（５，６）４－１

２
４
８－７，３（２，６）４，５，１
８，７（２，３）（５，６）４，１

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジェームズバローズ �

父 ディープインパクト �


母父 Gone West デビュー ２０１１．９．１１ 札幌４着

２００９．３．１６生 牡３鹿 母 ミスフーバフーバ 母母 Gal in a Ruckus ９戦２勝 賞金 ２１，２９３，０００円
※出走取消馬 グランエンペラー号（疾病〔感冒〕のため）
※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。



１１１２７ ５月２６日 晴 良 （２４東京２）第１１日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時３５分（番組第６競走を順序変更） （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
１：２１．５

不良

不良

１２ ダイワスパンキー 牡３栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 ４８４－ ２１：２４．７ ２．７�

８１６ ピグマリオン 牡３鹿 ５６ 横山 典弘 �キャロットファーム 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 ４５６－ ８ 〃 クビ ３．５�
８１５ グランプリブルー 牡３栗 ５６ 吉田 豊�グランプリ 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B４６４－１６１：２５．１２� ４３．７�
４８ トウショウブーム 牡３鹿 ５６ 中舘 英二トウショウ産業� 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 ５０２－ ４１：２５．３１� １７．９�
５９ ド ル モ ン 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣伊藤 信之氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 B４９０± ０１：２５．７２� ２３．２�
２４ アドバンスコンドル 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信西川 隆士氏 松山 将樹 新ひだか 今 牧場 ４９０＋ ２１：２５．８� ２５．４	
７１４ フォルテリコルド 牡３鹿 ５６ 武士沢友治 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１２－ ４１：２５．９クビ ９９．７

６１２ ジョーオリオン 牡３栗 ５６ 吉田 隼人上田けい子氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 ４６６＋ ２１：２６．１１� １８．１�
４７ エスペランサシチー 牡３芦 ５６ 三浦 皇成 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 千代田牧場 ４９０－ ４１：２６．２クビ ２６．１�
６１１ ディアワイズマン 牡３鹿 ５６ 江田 照男ディアレスト 高橋 裕 新冠 長浜牧場 B４９４－ ８１：２６．３� ９４．９
２３ ルミナススカイ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義小林 久義氏 中川 公成 日高 エンドレス

ファーム ４５８－ ４１：２６．７２� ６．３�
７１３ コーリンギデオン 牡３鹿 ５６ 津村 明秀伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 ４５８± ０ 〃 ハナ ２３．７�
３５ トップスカーレット 牝３栗 ５４ 石橋 脩林 正道氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４４２－ ２１：２７．７６ １７．７�
５１０ グラントリノ 牝３栗 ５４ 村田 一誠加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 ４３４＋ ６１：２７．８クビ ６７．０�
１１ 	 アンディタード 牝３黒鹿５４ 内田 博幸�大樹ファーム 古賀 慎明 米 Mr. & Mrs. C.

W. McNeely III ４６８－ ２１：２９．２９ ２８．８�
３６ ピアチェーレ 牝３黒鹿５４ 田中 勝春堀 祥子氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム ４４８－ ２１：２９．４１ １２５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，９７２，１００円 複勝： ５１，７０８，４００円 枠連： ２５，５２８，３００円

馬連： ８５，３６７，５００円 馬単： ５０，６６３，９００円 ワイド： ３７，１４３，８００円

３連複： １０４，５３０，２００円 ３連単： １６５，９４４，１００円 計： ５４９，８５８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � ７７０円 枠 連（１－８） ３７０円

馬 連 �� ５００円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド �� ２３０円 �� １，５７０円 �� １，７４０円

３ 連 複 ��� ４，１７０円 ３ 連 単 ��� １３，７２０円

票 数

単勝票数 計 ２８９７２１ 的中 � ８７６１２（１番人気）
複勝票数 計 ５１７０８４ 的中 � １２９６２３（１番人気）� １０４９３２（２番人気）� １０９６７（１２番人気）
枠連票数 計 ２５５２８３ 的中 （１－８） ５１２５８（１番人気）
馬連票数 計 ８５３６７５ 的中 �� １２６７７５（１番人気）
馬単票数 計 ５０６６３９ 的中 �� ４１５７５（１番人気）
ワイド票数 計 ３７１４３８ 的中 �� ５００２２（１番人気）�� ５１５３（２０番人気）�� ４６０５（２５番人気）
３連複票数 計１０４５３０２ 的中 ��� １８５２７（１０番人気）
３連単票数 計１６５９４４１ 的中 ��� ８９２７（２３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．８―３５．３―４７．６―５９．６―１：１１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワスパンキー �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１１．１０．２３ 東京６着

２００９．４．１２生 牡３栗 母 スレンダーガール 母母 ビクトリアクラウン ５戦２勝 賞金 １６，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 コウセイコタロウ号・フェアエレン号・マイネルモーヴ号・ミルテ号

１１１２８ ５月２６日 晴 良 （２４東京２）第１１日 第８競走 ��
��２，０００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時０５分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
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

１：５６．１
１：５６．１

良

良

２３ バンスタンウォルツ �４鹿 ５７ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４７４－２４２：０１．４ １７．５�

６１１ クールエレガンス 牡５青鹿５７ 柴田 善臣臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４９２＋ ８２：０１．７２ ３．１�
３６ インディーグラブ 牡４鹿 ５７ 戸崎 圭太 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム ４４０－ ４２：０１．８� ３．３�

（大井）

１２ ラ ン ブ イ エ 牝４青 ５５ 西田雄一郎吉田 勝己氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム ４６４－ ４ 〃 ハナ １９．２�
４７ アサクサポイント 牡４青鹿５７ 内田 博幸田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７２－ ４２：０２．１１	 ４．８�
４８ トーセンパーシモン 牡５鹿 ５７ 江田 照男島川 �哉氏 中川 公成 新ひだか 沖田 哲夫 ５４６＋ ４２：０２．２� ８８．０	
７１４ オペラオーカン 牡５黒鹿５７ 田中 勝春吉田都枝江氏 堀井 雅広 浦河 グラストレーニ

ングセンター B４９０－ ２ 〃 クビ ４７．４

１１ 
 ハイレイヤー 牝５鹿 ５５ 木幡 初広 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４６４－ ８ 〃 ハナ １２７．３�
７１３ ベストアンサー 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム B４６２± ０２：０２．３� １２．４�
２４ マイティージュニア 牡４黒鹿５７ 田中 博康本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ４９８－ ２２：０２．４	 ２５．１
８１６ エイダイポイント 牡４芦 ５７ 津村 明秀�東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 ４３８－ ８２：０２．５	 ２４．９�
５１０
 レ イ テ ッ ド 牝４栗 ５５ 丸山 元気北畑 忍氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４３８－１５２：０２．７１� ３０．１�
３５ マイネルレイン 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 松浦牧場 ５２８－ ６２：０２．８� １４．５�
８１５ コウヨウメビウス 牝４鹿 ５５ 柴田 大知寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ４７０± ０２：０３．３３ １９５．６�
６１２
 クリノワンチャンス 牝４芦 ５５ 大野 拓弥栗本 博晴氏 高橋 文雅 日高 日西牧場 ４２６＋ ８２：０４．１５ ２５８．５�

（１５頭）
５９ リルバイリル �４鹿 ５７ C．ウィリアムズ 小林 薫氏 栗田 博憲 様似 富田 恭司 ― （出走取消）

（豪）

売 得 金

単勝： ２７，９７４，４００円 複勝： ４８，１６１，２００円 枠連： ２５，１６１，１００円

馬連： ８８，１９２，４００円 馬単： ５１，８７９，８００円 ワイド： ３５，２９０，３００円

３連複： １０１，６７６，７００円 ３連単： １７４，５７５，５００円 計： ５５２，９１１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７５０円 複 勝 � ４００円 � １４０円 � １６０円 枠 連（２－６） １，７４０円

馬 連 �� ３，３００円 馬 単 �� ８，４９０円

ワ イ ド �� １，０８０円 �� １，３８０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� ３，６００円 ３ 連 単 ��� ２９，８９０円

票 数

単勝票数 差引計 ２７９７４４（返還計 ３２９） 的中 � １２６５７（６番人気）
複勝票数 差引計 ４８１６１２（返還計 ３２０） 的中 � ２２３６８（７番人気）� １１１１２０（１番人気）� ９０１３９（２番人気）
枠連票数 差引計 ２５１６１１（返還計 ５ ） 的中 （２－６） １０６９３（６番人気）
馬連票数 差引計 ８８１９２４（返還計 １４０８） 的中 �� １９７６８（１２番人気）
馬単票数 差引計 ５１８７９８（返還計 ５４６） 的中 �� ４５１２（３１番人気）
ワイド票数 差引計 ３５２９０３（返還計 ３５０） 的中 �� ７４７７（１３番人気）�� ５７３５（１９番人気）�� ３６０８１（１番人気）
３連複票数 差引計１０１６７６７（返還計 ３３９２） 的中 ��� ２０８６２（９番人気）
３連単票数 差引計１７４５７５５（返還計 ５３１０） 的中 ��� ４３１１（８７番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．０―１２．５―１２．８―１３．０―１２．３―１２．１―１１．１―１１．１―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．８―３７．３―５０．１―１：０３．１―１：１５．４―１：２７．５―１：３８．６―１：４９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．０―３F３３．９

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

バンスタンウォルツ �
�
父 ロックオブジブラルタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１１．６ 東京１着

２００８．１．３０生 �４鹿 母 ダンシングサンデー 母母 ダンシングキイ １０戦２勝 賞金 １７，０００，０００円
〔出走取消〕 リルバイリル号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 クールヴェント号・コウユーネガイ号・バイザルーマー号
※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。



１１１２９ ５月２６日 晴 良 （２４東京２）第１１日 第９競走 ��
��１，６００�

は や ま

葉 山 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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ２５２，０００円 ７２，０００円 ３６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．４
１：３１．４

良

良

５５ ゴーハンティング 牡４黒鹿５７ 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム ５０４－ ６１：３３．９ ３．４�
（大井）

８９ レ ト 牡５鹿 ５７ 北村 宏司伊達 敏明氏 本間 忍 日高 サンシャイン
牧場 ４６０＋ ２１：３４．２１� ５．６�

８１０ シゲルモトナリ 牡５黒鹿５７ 石橋 脩森中 蕃氏 藤岡 範士 新冠 松本 信行 ５０６－ ８ 〃 ハナ ６．２�
７８ マイネルゴラッソ 牡４栗 ５７ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム ４６２－ ４ 〃 クビ ５．３�
４４ モンテフジサン 牡５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 ４８４－ ４１：３４．３クビ ４．４�
３３ トウカイソニック 牡６黒鹿５７ 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ４９０± ０ 〃 クビ １４．５	
２２ ハリウッドスター 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ５１４± ０１：３４．５１� １８．６

７７ ユメノトキメキ 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義諸江 幸祐氏 勢司 和浩 浦河 多田 善弘 ４８８± ０１：３４．８１� ２７．６�
１１ ジェネスサンキュー 牡４芦 ５７ 三浦 皇成山口 真吾氏 田島 俊明 日高 藤本ファーム ４５０－ ６１：３５．０１ ９１．６�
６６ デュリュクス 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一斎木 隆男氏 清水 英克 浦河 赤田牧場 ４３０＋ ６１：３５．１� ２５．２

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３２，２８２，８００円 複勝： ５６，３８９，９００円 枠連： ２１，５１２，４００円

馬連： ９８，５１９，６００円 馬単： ６０，２４４，８００円 ワイド： ３６，３６１，４００円

３連複： １０５，０５１，３００円 ３連単： ２２７，５７６，６００円 計： ６３７，９３８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １５０円 � １７０円 � １９０円 枠 連（５－８） ５４０円

馬 連 �� １，１３０円 馬 単 �� １，９８０円

ワ イ ド �� ４５０円 �� ４８０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� １，８６０円 ３ 連 単 ��� ９，６５０円

票 数

単勝票数 計 ３２２８２８ 的中 � ７５５１１（１番人気）
複勝票数 計 ５６３８９９ 的中 � １１３４２２（１番人気）� ８７８２６（３番人気）� ７４０４４（５番人気）
枠連票数 計 ２１５１２４ 的中 （５－８） ２９５６９（１番人気）
馬連票数 計 ９８５１９６ 的中 �� ６４８８２（４番人気）
馬単票数 計 ６０２４４８ 的中 �� ２２５３９（５番人気）
ワイド票数 計 ３６３６１４ 的中 �� １９９８６（６番人気）�� １８３８９（８番人気）�� ２３９０８（３番人気）
３連複票数 計１０５０５１３ 的中 ��� ４１７２２（５番人気）
３連単票数 計２２７５７６６ 的中 ��� １７４１０（２２番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．１―１１．４―１２．１―１２．０―１１．３―１１．２―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．０―３５．４―４７．５―５９．５―１：１０．８―１：２２．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴーハンティング �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Deputy Minister デビュー ２０１１．７．９ 中山１着

２００８．３．１１生 牡４黒鹿 母 マンティスハント 母母 ウィッチフルシンキング ５戦３勝 賞金 ２９，９３０，０００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。

１１１３０ ５月２６日 晴 良 （２４東京２）第１１日 第１０競走 ��
��１，６００�

くんぷう

薫風ステークス
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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

２４ トシギャングスター 牡５芦 ５７ 吉田 隼人田畑 利彦氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ４７６± ０１：３６．９ １５．４�

３６ ウォータールルド 牡４黒鹿５７ 丸山 元気山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 ４７８＋ ２ 〃 クビ ２２．１�
２３ ナイトフッド 牡６青鹿５７ 吉田 豊 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム B５０４± ０ 〃 ハナ ３１．６�
８１６ トキノフウジン 牡５黒鹿５７ 横山 典弘田中 準市氏 昆 貢 新冠 村田牧場 ４５６± ０１：３７．０� ３．３�
３５ ファンドリカップ 牡６芦 ５７ 柴山 雄一水戸眞知子氏 高橋 義忠 浦河 有限会社

松田牧場 ４９４－ ６１：３７．２１� １６９．０�
４８ パワースポット 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 ４６６－ ４ 〃 アタマ ２７．７�
６１１ アグネスミヌエット 牝７鹿 ５５ 内田 博幸渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 ４４０＋ ２１：３７．３� ９８．１	
５１０ デンコウヤマト 牡６栗 ５７ C．ウィリアムズ 田中 康弘氏 小島 太 浦河 辻 牧場 ４８６± ０ 〃 ハナ ５．９


（豪）

５９ ロンギングスター 牡５栗 ５７ 蛯名 正義坂本 浩一氏 勢司 和浩 浦河 中村 雅明 ４７４＋ ２１：３７．４クビ ４．３�
１１ ダンシングマオ 牝５鹿 ５５ 北村 宏司森口�一郎氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム ４７４－ ４１：３７．６１� ４０．５
７１４ プ レ イ 牡４青鹿５７ 戸崎 圭太岡田 繁幸氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ５１０－ ２１：３７．７クビ ５．２�

（大井）

７１３	 チョイワルグランパ 牡６黒鹿５７ 杉原 誠人�グランプリ 森 秀行 千歳 社台ファーム B５００－ ８１：３７．８� ８３．４�
６１２ ステキナシャチョウ 牡５鹿 ５７ 大下 智池田 實氏 野中 賢二 浦河 辻 牧場 ４５２－ ４１：３７．９
 １０．２�
８１５� アストレーション 牡６栗 ５７ 三浦 皇成広尾レース� 二ノ宮敬宇 米 Tower

Bloodstock ５０４－ ２１：３８．２２ ３８．０�
４７ ベルウッドローツェ 牡６栗 ５７ 鈴来 直人加藤 貴子氏 小野 次郎 浦河 浦河土肥牧場 B４８０＋ ４１：４２．３大差 ２４２．４�

（１５頭）
１２ キッズアプローズ 牡６鹿 ５７ 田中 勝春瀬谷 �雄氏 牧 光二 早来 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ４５，８６３，０００円 複勝： ７５，７１４，１００円 枠連： ４０，１１５，１００円

馬連： １６２，８３７，３００円 馬単： ８８，３４２，６００円 ワイド： ５６，９０９，０００円

３連複： １８６，８３１，８００円 ３連単： ３３５，５１８，２００円 計： ９９２，１３１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５４０円 複 勝 � ４９０円 � ５４０円 � ８８０円 枠 連（２－３） ６，８００円

馬 連 �� １２，７９０円 馬 単 �� ２６，１９０円

ワ イ ド �� ２，６９０円 �� ３，１１０円 �� ４，３２０円

３ 連 複 ��� ５７，６００円 ３ 連 単 ��� ３５６，２８０円

票 数

単勝票数 計 ４５８６３０ 的中 � ２３５７３（６番人気）
複勝票数 計 ７５７１４１ 的中 � ４１９１３（６番人気）� ３７６８７（７番人気）� ２１７４４（９番人気）
枠連票数 計 ４０１１５１ 的中 （２－３） ４３５４（２１番人気）
馬連票数 計１６２８３７３ 的中 �� ９３９７（４０番人気）
馬単票数 計 ８８３４２６ 的中 �� ２４９０（７４番人気）
ワイド票数 計 ５６９０９０ 的中 �� ５２３２（３６番人気）�� ４５１５（３９番人気）�� ３２２２（４７番人気）
３連複票数 計１８６８３１８ 的中 ��� ２３９４（１４５番人気）
３連単票数 計３３５５１８２ 的中 ��� ６９５（８４３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．３―３５．４―４８．１―１：００．４―１：１２．４―１：２４．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トシギャングスター �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．９．２７ 阪神１４着

２００７．２．２７生 牡５芦 母 ピサノバーキン 母母 ビ バ ム ー ル ２８戦４勝 賞金 ８４，７１７，０００円
〔出走取消〕 キッズアプローズ号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベルウッドローツェ号は，平成２４年６月２６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） ５頭 エアウルフ号・サクラブライアンス号・スマイルタイム号・デジタルキャッシュ号・テープカット号
※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。



１１１３１ ５月２６日 晴 良 （２４東京２）第１１日 第１１競走 ��
��１，４００�

けやき

欅 ス テ ー ク ス
発走１５時４５分 （ダート・左）
４歳以上；負担重量は，日本馬：５５�，牝馬２�減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過
額１，１００万円毎１�増，�：５５�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬６�増，GⅡ競走１着馬４�
増，GⅢ競走１着馬２�増（ただし２歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 ２０，０００，０００円 ８，０００，０００円 ５，０００，０００円 ３，０００，０００円 ２，０００，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００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 ブライトアイザック 牡６鹿 ５７ 江田 照男保坂 義貞氏 菅原 泰夫 浦河 富田牧場 ４９０＋ ４１：２３．０ ５９．３�

５９ アドマイヤロイヤル 牡５鹿 ５６ 安藤 勝己近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５２２＋ ６ 〃 クビ ３．６�
４７ マルカベンチャー 牡６栗 ５６ 吉田 隼人河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム ４６６－ ８１：２３．１� ３６．３�
３５ スティールパス 牝５黒鹿５４ 田辺 裕信飯田 正剛氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 ４５８－ ６１：２３．３１	 ２．９�
３６ アドマイヤスワット 牡７栗 ５６ 北村 宏司近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム ５２６＋１８１：２３．５１ １３３．４�
２３ デュアルスウォード 牡４黒鹿５７ 横山 典弘 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４６６－ ８ 〃 ハナ ２８．０	
７１４ タイセイレジェンド 牡５栗 ５６ 内田 博幸田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B５２６± ０１：２３．６	 ８．５

６１２ ナニハトモアレ 牡６黒鹿５５ 戸崎 圭太北側 雅司氏 鮫島 一歩 日高 目黒牧場 ４９４－１０１：２３．７クビ １６．８�

（大井）

６１１ ガンマーバースト 牡５鹿 ５６ 大庭 和弥池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新ひだか 畠山牧場 ５００± ０１：２３．８	 ２３．９�
２４ アーリーロブスト 牡６鹿 ５７ 中舘 英二�三嶋牧場 本田 優 日高 山際 辰夫 ５０６＋１０１：２３．９	 ８８．１
１１ 
 サクラシャイニー 牡６栗 ５６ 三浦 皇成�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４５０－ ６ 〃 アタマ ３９．８�
１２ 
 ピースオブパワー 牡６青鹿５６ 田中 勝春田畑 勝彦氏 矢作 芳人 大樹 メムブリーディ

ングシステム ５０４＋ ２１：２４．１１� ２２２．３�
４８ サウンドアクシス 牡６栗 ５６ 松岡 正海 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８０－ ２１：２４．２クビ ２３．４�
５１０ インペリアルマーチ 牡５黒鹿５６ C．ウィリアムズ �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５６０－１４１：２４．３� ４．７�

（豪）

８１６ アイアムアクトレス 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義堀 紘一氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４７４－１０１：２５．４７ ４７．８�
７１３ ジェネラルノブレス 牡６栗 ５６ 丸山 元気諸江 幸祐氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４９８－ ６ 〃 アタマ １１８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８２，６７５，５００円 複勝： １３６，６４９，７００円 枠連： ７９，９３７，７００円

馬連： ３３９，７７４，９００円 馬単： １８１，７１１，１００円 ワイド： １１７，５４７，８００円

３連複： ４２４，２３６，９００円 ３連単： ７８７，００５，６００円 計： ２，１４９，５３９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，９３０円 複 勝 � １，０５０円 � １７０円 � ７２０円 枠 連（５－８） ２，６４０円

馬 連 �� １０，７９０円 馬 単 �� ２９，４３０円

ワ イ ド �� ２，８１０円 �� １４，７９０円 �� １，７６０円

３ 連 複 ��� ７８，９５０円 ３ 連 単 ��� ６７２，２４０円

票 数

単勝票数 計 ８２６７５５ 的中 � １０９８７（１２番人気）
複勝票数 計１３６６４９７ 的中 � ２７５９５（１１番人気）� ３０３８０３（１番人気）� ４１３９１（９番人気）
枠連票数 計 ７９９３７７ 的中 （５－８） ２２４２２（１１番人気）
馬連票数 計３３９７７４９ 的中 �� ２３２５７（３０番人気）
馬単票数 計１８１７１１１ 的中 �� ４５５８（７３番人気）
ワイド票数 計１１７５４７８ 的中 �� １０３０９（２６番人気）�� １９１７（８６番人気）�� １６７９９（１７番人気）
３連複票数 計４２４２３６９ 的中 ��� ３９６６（１６４番人気）
３連単票数 計７８７００５６ 的中 ��� ８６４（１１２０番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．５―１１．９―１２．０―１２．１―１２．４

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブライトアイザック �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００９．５．２４ 東京１３着

２００６．４．５生 牡６鹿 母 ラブイズトゥルー 母母 ヒ ト メ ボ レ ２８戦７勝 賞金 １３１，９８７，０００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。
（非抽選馬） ８頭 エアティアーモ号・オオトリオウジャ号・シャイニングアワー号・スエズ号・スリーアリスト号・タガノエルシコ号・

ファリダット号・ボクノタイヨウ号
※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。

１１１３２ ５月２６日 晴 良 （２４東京２）第１１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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

６１１ ユジェニックブルー 牡５黒鹿５７ 戸崎 圭太 �ブルーマネジメント山内 研二 新冠 川上牧場 ５３０－ ２１：３７．２ ４．８�
（大井）

２３ エクストラセック 牡５栗 ５７ 三浦 皇成金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５１８＋ ２１：３７．８３� ２７．６�

２４ フラアンジェリコ 牡４栗 ５７ 内田 博幸 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４９６＋ ４１：３７．９� １．９�
７１４ キングスリージョン 牡６栗 ５７ 田中 勝春吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム ４９８－ ４１：３８．１１� ５．６�
５１０ アサクサマリンバ 牡５鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６４－ ２１：３８．２クビ １１．５�
４７ レッツゴーマークン 牡４栗 ５７ 武士沢友治魚住 啓市氏 田島 俊明 日高 ナカノファーム B４３８± ０ 〃 クビ ４３．７	
７１３� モエレエンデバー 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 ４８６－ ４１：３８．３� ８８．５

８１６ エフティファラオ �６鹿 ５７ 丹内 祐次吉野 英子氏 金成 貴史 早来 ノーザンファーム ４５６＋ ２ 〃 アタマ １４３．３�
４８ トーホウアレス 牡６黒鹿５７ 北村 宏司東豊物産� 高柳 瑞樹 浦河 有限会社

吉田ファーム ４７２－ ４１：３８．６１� ２１．２�
６１２ スマイルミッキー 牡６鹿 ５７ 丸山 元気広尾レース� 松永 幹夫 平取 坂東牧場 ４８２± ０１：３８．８１	 ２０．３
５９ � サーストンサラ 牝４鹿 ５５ 大野 拓弥齊藤 宣勝氏 高橋 裕 新ひだか 平野牧場 ４７６± ０１：３９．０１ ３１．７�
８１５ グリッドマトリクス 牡６鹿 ５７ 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 バンダム牧場 ５１８＋ ４１：３９．２１	 ３６．２�
１１ マドモアゼルノン 牝５黒鹿５５ 柴田 大知�ミルファーム 畠山 重則 日高 小西ファーム ４５４－ ６１：３９．３� ２７２．６�
１２ � ナムラビスマルク 牡８栗 ５７ 江田 照男ディアレスト 高橋 裕 門別 いとう牧場 ４７８＋ ４１：３９．７２� ２１７．６�
３６ サクラオールイン 牡９黒鹿５７ 小島 太一�さくらコマース小島 太 静内 新和牧場 ４８０± ０１：３９．９１	 １６６．１�
３５ ダ ス タ ッ プ 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣小田切有一氏 田中 章博 日高 山本 通則 ５００± ０１：４０．６４ １１６．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５５，５５２，８００円 複勝： ７０，６００，８００円 枠連： ４２，９７２，１００円

馬連： １４１，８５７，１００円 馬単： ９４，５０６，８００円 ワイド： ５７，７０９，２００円

３連複： １７４，２２７，８００円 ３連単： ３７０，９７０，９００円 計： １，００８，３９７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １７０円 � ４２０円 � １３０円 枠 連（２－６） ３９０円

馬 連 �� ４，６１０円 馬 単 �� ９，３１０円

ワ イ ド �� １，４９０円 �� ２６０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� ２，７１０円 ３ 連 単 ��� ２７，７９０円

票 数

単勝票数 計 ５５５５２８ 的中 � ９２０６３（２番人気）
複勝票数 計 ７０６００８ 的中 � １１２３４０（２番人気）� ２９２４６（７番人気）� ２０７２０１（１番人気）
枠連票数 計 ４２９７２１ 的中 （２－６） ８２８７６（１番人気）
馬連票数 計１４１８５７１ 的中 �� ２２７２５（１５番人気）
馬単票数 計 ９４５０６８ 的中 �� ７４９７（２７番人気）
ワイド票数 計 ５７７０９２ 的中 �� ８３４７（１６番人気）�� ６６２７２（１番人気）�� ２３０６３（５番人気）
３連複票数 計１７４２２７８ 的中 ��� ４７５７１（７番人気）
３連単票数 計３７０９７０９ 的中 ��� ９８５２（７７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．４―３５．３―４７．３―５９．７―１：１２．０―１：２４．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユジェニックブルー �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２０１０．１．３０ 中京３着

２００７．４．１７生 牡５黒鹿 母 ポルタトーリ 母母 ブルーサファイア ３１戦４勝 賞金 ７２，６８０，０００円
〔制裁〕 フラアンジェリコ号の騎手内田博幸は，最後の直線コースでの御法（鞭の不適切な使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 カネトシリープイン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（２４東京２）第１１日 ５月２６日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７０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

２１１，４４０，０００円
３，８４０，０００円
１，４００，０００円
１９，３００，０００円
５９，７９２，０００円
５，０９４，８００円
１，６３２，０００円

勝馬投票券売得金
４２３，６４６，９００円
７２４，９８４，５００円
３２１，１３６，１００円
１，２６２，７２５，１００円
７９４，５９２，１００円
４９９，９０３，７００円
１，５３９，１１６，４００円
２，９８６，１４５，５００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 ８，５５２，２５０，３００円

総入場人員 ３４，１２４名 （有料入場人員 ３２，２７１名）


