
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

１１０２５ ４月２８日 晴 重 （２４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
１：２１．５

不良

不良

４８ ラストウィッシュ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信吉田 和美氏 尾関 知人 洞爺湖 メジロ牧場 ４６６ ―１：２７．２ ４．７�

７１４ 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 ４７４ ― 〃 クビ ２８７．７�
６１２ 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 ４２８－ ４１：２７．３クビ ２．９�
３６ 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 ４５２－１２１：２７．６２ ４８．１�
８１６ トランスレイション 牝３栗 ５４ 横山 典弘有限会社シルク鈴木 康弘 新ひだか 追分ファーム ４４０± ０１：２７．８１� ４．７�
２４ 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 ４５４± ０ 〃 ハナ ３６．６	
５９ 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 ４５８＋１０１：２７．９� １０．２

１２ アンゲルスノーヴス 牝３芦 ５４ 内田 博幸吉田 哲哉氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム ４６２－ ２１：２８．０� １９．３�
７１３ トーアラビリンス 牝３芦 ５４ 丸山 元気高山ランド� 畠山 吉宏 豊浦トーア牧場 ４３２ ―１：２８．１クビ ２３７．６�
４７ キャニオンキュート 牝３青鹿５４ 川田 将雅�谷川牧場 高野 友和 浦河 谷川牧場 ４８４－ ２ 〃 ハナ ２５．３
１１ 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 ４５６－ ４１：２８．５２� ７．０�
６１１ シーキングベガ 牝３黒鹿５４ 江田 照男池田 豊治氏 石毛 善彦 新ひだか マークリ牧場 ４８２± ０１：２８．９２� １６５．９�
８１５ 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 ４５２ ―１：２９．２２ ６０．４�
２３ ダーリンアイ 牝３鹿 ５４ 石神 深一佐藤 明氏 柄崎 孝 新ひだか 神垣 道弘 ４９０＋ ５１：２９．４１� ４１３．６�
３５ ジュエリスト 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝杉山 忠国氏 萩原 清 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２－ ６１：２９．７２ １４．２�
５１０ アルコパンテーラ 牝３鹿 ５４ 鈴来 直人 �MSプランニング 畠山 重則 新ひだか 畠山牧場 ４８６ ―１：３４．３大差 １９７．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，６２３，６００円 複勝： ３６，３２２，７００円 枠連： １５，２６０，７００円

馬連： ５５，５９０，５００円 馬単： ３５，５４３，３００円 ワイド： ２４，９８７，８００円

３連複： ６７，８２６，１００円 ３連単： １０８，１５０，７００円 計： ３６４，３０５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � ２００円 � ４，３９０円 � １４０円 枠 連（４－７） １３，６４０円

馬 連 �� ６５，０２０円 馬 単 �� １０５，３５０円

ワ イ ド �� ２０，４６０円 �� ４３０円 �� １０，５１０円

３ 連 複 ��� ７７，６１０円 ３ 連 単 ��� ８５８，２３０円

票 数

単勝票数 計 ２０６２３６ 的中 � ３５２８３（２番人気）
複勝票数 計 ３６３２２７ 的中 � ４７４３９（４番人気）� １３８５（１４番人気）� ９６０５７（１番人気）
枠連票数 計 １５２６０７ 的中 （４－７） ８２６（２７番人気）
馬連票数 計 ５５５９０５ 的中 �� ６３１（５９番人気）
馬単票数 計 ３５５４３３ 的中 �� ２４９（１１４番人気）
ワイド票数 計 ２４９８７８ 的中 �� ２８１（７１番人気）�� １６２８６（３番人気）�� ５４９（５７番人気）
３連複票数 計 ６７８２６１ 的中 ��� ６４５（１３４番人気）
３連単票数 計１０８１５０７ 的中 ��� ９３（９９２番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラストウィッシュ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 メジロライアン 初出走

２００９．３．１４生 牝３鹿 母 メジロルバート 母母 メジロラモーヌ １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 アルコパンテーラ号の調教師畠山重則は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アルコパンテーラ号は，平成２４年５月２８日まで平地競走に出走できない。

１１０２６ ４月２８日 晴 重 （２４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

２４ 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 ４６２＋ ６１：１９．２ ３．１�

１１ フランチャイズ 牡３栗 ５６ 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム ４８６－ ２１：１９．５１� ３２．６�
２３ デビルスタワー 牡３栗 ５６ 内田 博幸ディアレスト 斎藤 誠 新ひだか 藤原牧場 ５２０－１２１：１９．８２ １７．４�
５９ ア ナ コ ン ダ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治辻 大作氏 小桧山 悟 平取 高橋 幸男 ４４６－ ２１：１９．９� １３．４�
７１４ ロードパルジファル 牡３栗 ５６ 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 新開 幸一 浦河 山田 昇史 ４９４＋ ６１：２０．０� ３．０�
１２ パリーナチャン 牝３鹿 ５４ 丸山 元気�松栄牧場 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 ４４６± ０ 〃 ハナ １６７．７	
３５ サーストンマイアミ 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣齊藤 宣勝氏 天間 昭一 浦河 宮内牧場 ４４８＋ ４１：２０．４２� ９．９

６１２ タケデンサイレント 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥武市 弘氏 奥平 雅士 新ひだか 久米 和夫 ４５６± ０ 〃 クビ ５２．５�
４７ ラ ン ザ ン 牡３栗 ５６ 中谷 雄太中村 政勝氏 高橋 祥泰 新ひだか 畠山牧場 ４７６－ ６１：２０．８２� １９．４�
３６ クニコチャン 牝３栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人�岡 義雄氏 矢野 英一 新冠 アサヒ牧場 B４４４－１０ 〃 ハナ ６．４
８１６ フ リ ザ ン テ 牝３鹿 ５４ 北村 友一林 正道氏 的場 均 新冠 ヒノデファーム ５０６－ ４ 〃 アタマ ５２．８�
７１３ カリエンニキテス �３鹿 ５６ 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 岡田牧場 ４６４－１０１：２１．１２ ２０．２�
４８ メイショウダンジリ 牡３黒鹿５６ 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 貞憲 ４９４ ―１：２１．２クビ １１１．５�
８１５ デ ー ヴ ィ ー 牝３鹿 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 荒木 貴宏 B４２４－ ２１：２１．４１� １６１．７�
５１０ ハルノスミエ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司�中山牧場 武藤 善則 浦河 中山牧場 ４２０－ ６１：２１．６１� ５０．９�
６１１ トートモデルニスモ 牡３鹿 ５６ 横山 義行苅部康太郎氏 佐藤 全弘 新ひだか 原口牧場 B４６２－ ６１：２２．２３� ６７２．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，６８４，３００円 複勝： ３４，８５３，５００円 枠連： １５，８５６，５００円

馬連： ５２，６０１，７００円 馬単： ３４，７４４，５００円 ワイド： ２４，７０３，２００円

３連複： ６８，４３９，１００円 ３連単： １０３，２６２，２００円 計： ３５３，１４５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １７０円 � １，２００円 � ５３０円 枠 連（１－２） ４，６４０円

馬 連 �� ６，２７０円 馬 単 �� ８，２６０円

ワ イ ド �� ２，１３０円 �� １，３２０円 �� ４，８６０円

３ 連 複 ��� ４２，１００円 ３ 連 単 ��� １６８，６１０円

票 数

単勝票数 計 １８６８４３ 的中 � ４８００２（２番人気）
複勝票数 計 ３４８５３５ 的中 � ７３３１８（２番人気）� ６１０３（１１番人気）� １５０５０（７番人気）
枠連票数 計 １５８５６５ 的中 （１－２） ２５２６（１５番人気）
馬連票数 計 ５２６０１７ 的中 �� ６２０１（２０番人気）
馬単票数 計 ３４７４４５ 的中 �� ３１０６（２９番人気）
ワイド票数 計 ２４７０３２ 的中 �� ２８５２（２５番人気）�� ４７３８（１４番人気）�� １２２６（４４番人気）
３連複票数 計 ６８４３９１ 的中 ��� １２００（９９番人気）
３連単票数 計１０３２６２２ 的中 ��� ４５２（４２３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１８．３―３０．０―４２．６―５５．０―１：０７．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルミナススカイ �
�
父 ディクタット �

�
母父 メジロマックイーン デビュー ２０１１．１１．５ 東京５着

２００９．５．８生 牡３黒鹿 母 エイダイセンター 母母 ユキノサンライズ ７戦１勝 賞金 １０，４５０，０００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） ３頭 シュターケン号・マルカディフィート号・ムジャウハラート号

第２回 東京競馬 第３日



１１０２７ ４月２８日 晴 重 （２４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

７１４ セイントチャンス 牡３鹿 ５６ 北村 宏司内海 正章氏 勢司 和浩 様似 清水スタッド ４８２－ ４１：３８．５ １２．５�

８１５ ワイワイガヤガヤ 牡３栗 ５６ 吉田 豊小田切有一氏 粕谷 昌央 日高 大江牧場 ５２６－ ２ 〃 クビ ６．６�
６１１ シャインブレイザー 牡３黒鹿５６ 横山 典弘杉山 忠国氏 萩原 清 新ひだか 明治牧場 ４７２－１４１：３９．５６ ４．６�
５１０ 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 ５３０－ ６１：３９．６クビ １３．１�
３５ ディアスピリトゥス 牡３鹿 ５６ 江田 照男�樽さゆり氏 菊川 正達 新冠 長浜牧場 B４６２＋ ４ 〃 クビ １１．３�
２３ ブリングスザサン 牡３黒鹿５６ 内田 博幸 �グリーンファーム 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４５２＋ ２ 〃 ハナ ３．６�
１１ 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－ ８１：４０．０２� １０．０	
４８ コウエイリョウマ 牡３黒鹿５６ 石橋 脩伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ４８４－ ２ 〃 ハナ １１．２

１２ ベルモントピース 牝３鹿 ５４ 石神 深一 �ベルモントファーム 和田正一郎 新冠 ベルモント

ファーム ４７６± ０ 〃 ハナ ６５．８�
６１２ アールフィリア 牡３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人星野 良二氏 小西 一男 新ひだか 城地 清満 ４８８＋１４ 〃 ハナ ４４１．４
３６ ビービーマイセン 牡３青鹿５６ 松岡 正海�坂東牧場 松山 康久 平取 坂東牧場 ４７８＋ ６１：４０．４２� １３．２�
４７ アクトフォー 牡３青鹿５６ 川田 将雅青山 洋一氏 池江 泰寿 安平 追分ファーム ５０２－ ８１：４１．１４ ３７．１�
５９ ザ オ ウ ド ウ 牡３鹿 ５６ 川島 信二平本 敏夫氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４５６－ ６１：４１．５２� ３９８．４�
２４ ヒラボクゴールド 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝�平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４４８ ― 〃 ハナ ６９．０�
７１３ レッドローラン 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６０ ―１：４２．０３ ３３．４�
８１６ ドリームスクリーン 牡３栗 ５６ 丸山 元気セゾンレースホース� 高橋 祥泰 厚真 阿部 栄乃進 ４９６ ―１：４４．１大差 ７７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，２２０，９００円 複勝： ３５，６７６，７００円 枠連： １７，５５８，３００円

馬連： ５７，１３５，３００円 馬単： ３４，３８６，９００円 ワイド： ２５，２０４，３００円

３連複： ６７，６１８，０００円 ３連単： ９９，４４０，７００円 計： ３５７，２４１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２５０円 複 勝 � ３２０円 � ２６０円 � ２１０円 枠 連（７－８） ２，０７０円

馬 連 �� ２，９２０円 馬 単 �� ６，２９０円

ワ イ ド �� ７３０円 �� １，０１０円 �� １，１１０円

３ 連 複 ��� ６，７６０円 ３ 連 単 ��� ４９，０６０円

票 数

単勝票数 計 ２０２２０９ 的中 � １２７８２（７番人気）
複勝票数 計 ３５６７６７ 的中 � ２７７５１（６番人気）� ３７２９０（３番人気）� ４８５５９（２番人気）
枠連票数 計 １７５５８３ 的中 （７－８） ６２７５（１２番人気）
馬連票数 計 ５７１３５３ 的中 �� １４４７１（１０番人気）
馬単票数 計 ３４３８６９ 的中 �� ４０３５（２６番人気）
ワイド票数 計 ２５２０４３ 的中 �� ８７２７（５番人気）�� ６１０２（１０番人気）�� ５５４４（１１番人気）
３連複票数 計 ６７６１８０ 的中 ��� ７３９２（２１番人気）
３連単票数 計 ９９４４０７ 的中 ��� １４９６（１５２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．８―３５．５―４７．７―１：００．４―１：１２．８―１：２５．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．８―３F３８．１
３ １５＝８（１１，１４）（２，５）－７－（１２，６）－９，３，１，１０－１６，４－１３ ４ １５＝（１１，８，１４）－（２，５）－７（６，３）１２－１－９，１０，１６－４－１３

勝馬の
紹 介

セイントチャンス �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 タヤスツヨシ デビュー ２０１２．２．１１ 東京３着

２００９．３．１２生 牡３鹿 母 セイントリーフ 母母 ス ダ リ ー フ ３戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔発走状況〕 ドリームスクリーン号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔調教再審査〕 ドリームスクリーン号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドリームスクリーン号は，平成２４年５月２８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） ２頭 マウントゼンノエ号・メイショウイチフジ号

１１０２８ ４月２８日 晴
（ 芝 ）重
（ダート）重 （２４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 ７，０００，０００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

４６ � スマートカンパニー �６鹿 ６０ 平沢 健治岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか ダイイチ牧場 ４６４＋ ２３：２８．９ ８９．１�

５７ 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 ５２２－ ６ 〃 クビ １．３�
６１０ 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 ４５６＋ ６３：２９．２１� １７９．４�
５８ � 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 ４６２－ ８３：２９．８３� ９．１�
３４ 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＋１０ 〃 クビ １８２．６�
１１ ヒシセンチュリー 牡６栗 ６０ 横山 義行阿部雅一郎氏 国枝 栄 新冠 カミイスタット ５０４－ ８３：３０．１２ ２４．１�
３３ リリースバージョン 牡５鹿 ６０ 柴田 大知薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 追分ファーム ４８２－ ４ 〃 ハナ ６４．７�
８１４ ニシノファブレッド 牡４鹿 ５９ 穂苅 寿彦福田 光博氏 根本 康広 むかわ 西山牧場 ４８６± ０３：３０．２クビ ９．７	
４５ トミケンプライム 牡７栗 ６０ 高野 和馬冨樫 賢二氏 和田 正道 静内 落合 一巳 ４２２＋ ６３：３０．７３ ９８．９

６９ リバルドホープ 牡４鹿 ５９ 草野 太郎河野 保雄氏 尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４４４－ ４３：３１．０２ ２３．６�
７１２ ネオポラリス �５栗 ６０ 石神 深一 �キャロットファーム 田中 剛 安平 ノーザンファーム ４８８－ ４３：３３．７大差 １６．５
７１１ オッキオディガット 牡６鹿 ６０ 江田 勇亮 �キャロットファーム 大和田 成 浦河 有限会社

松田牧場 ４５４－２６３：３７．１大差 ３７．０�
２２ ハナサクテーラー 牝４芦 ５７ 鈴木 慶太中西 浩一氏 新開 幸一 新ひだか 西村 和夫 ４６４－ ８３：３８．０５ １４８．４�
８１３ ミラクルフルーツ 牝６鹿 ５８ 小野寺祐太吉田 照哉氏 高橋 裕 千歳 社台ファーム ５１２＋ ２３：４２．６大差 １６４．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，３６８，１００円 複勝： ５８，３９９，３００円 枠連： １５，１９５，１００円

馬連： ４０，０９２，２００円 馬単： ３９，８９７，４００円 ワイド： １８，４９０，４００円

３連複： ５０，７３３，１００円 ３連単： １１９，７７５，０００円 計： ３６２，９５０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８，９１０円 複 勝 � ９４０円 � １１０円 � １，７１０円 枠 連（４－５） ２，０５０円

馬 連 �� ２，９９０円 馬 単 �� １１，９９０円

ワ イ ド �� １，１２０円 �� １８，９６０円 �� ２，７７０円

３ 連 複 ��� ４７，２８０円 ３ 連 単 ��� ６１８，１４０円

票 数

単勝票数 計 ２０３６８１ 的中 � １８０２（９番人気）
複勝票数 計 ５８３９９３ 的中 � ５２５３（８番人気）� ４３１９６３（１番人気）� ２７６２（１１番人気）
枠連票数 計 １５１９５１ 的中 （４－５） ５４９２（６番人気）
馬連票数 計 ４００９２２ 的中 �� ９９１９（９番人気）
馬単票数 計 ３９８９７４ 的中 �� ２４５６（２５番人気）
ワイド票数 計 １８４９０４ 的中 �� ４２１９（１０番人気）�� ２３３（６８番人気）�� １６３３（２３番人気）
３連複票数 計 ５０７３３１ 的中 ��� ７９２（８３番人気）
３連単票数 計１１９７７５０ 的中 ��� １４３（６１１番人気）

上り １マイル １：４９．４ ４F ５３．９－３F ４０．２
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�スマートカンパニー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス

２００６．５．２０生 �６鹿 母 ダイイチサクラ 母母 ダイイチフローネ 障害：７戦１勝 賞金 ７，７００，０００円
初出走 JRA



１１０２９ ４月２８日 晴 稍重 （２４東京２）第３日 第５競走 ��
��１，４００�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

１：１９．８
１：１９．０

良

良

１１ ヤサカオディール 牝３黒鹿５４ 石橋 脩志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 ４２４± ０１：２４．３ １４．１�

２３ デルマジュロウジン �３鹿 ５６
５３ ▲杉原 誠人浅沼 廣幸氏 尾関 知人 日高 ファニーヒルファーム ４２０－ ２ 〃 クビ ２４．８�

５９ コンティヌアトーレ 牡３栗 ５６ 川田 将雅伊達 敏明氏 手塚 貴久 日高 サンシャイン
牧場 ４９０＋１０１：２４．５１� １１．８�

３６ セイウングーノネ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海西山 茂行氏 武藤 善則 新冠 競優牧場 ４７０－１０ 〃 クビ ５．８�
３５ ヤマトサクラコ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 新ひだか 岡田スタツド ４５４－ ４ 〃 ハナ ８．４�
８１７ キ ン ラ ン 牡３栗 ５６ 田辺 裕信熊谷 貴之氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８６－ ４ 〃 ハナ ２．２�
２４ タ ワ ワ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ５０４－ ４１：２４．６クビ ８．９	
５１０ デカントラップ 牡３栗 ５６ 大庭 和弥池谷 誠一氏 栗田 徹 新ひだか 本桐牧場 ４５８－ ８１：２４．８１� １３．４

７１３ タマモクリスタル 牝３栗 ５４ 丸山 元気タマモ� 水野 貴広 新ひだか 野坂牧場 ４０８ ―１：２５．２２� １９２．８�
１２ サニーサイレンス 牡３栗 ５６ 江田 照男宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４４８－ ４ 〃 クビ １０２．４
６１２ ビレッジオブベスト 牡３鹿 ５６ 吉田 豊村山 輝雄氏 矢野 照正 新ひだか 漆原 武男 ４８６－ ４１：２５．３クビ ２２．２�
８１６ サイトカイン 牡３栗 ５６ 北村 友一加藤 徹氏 成島 英春 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４６２－ ４１：２５．７２� ３０５．９�
４８ ストロベリーフィズ 牝３鹿 ５４ 川島 信二�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４４４－ ２ 〃 クビ ３１０．９�
７１５ コスモテイクハート 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 むかわ 東振牧場 ４６２＋ ２１：２５．８クビ ３５８．３�
７１４	 サトノエンデバー 牡３黒鹿５４ 田中 勝春里見 治氏 宗像 義忠 豪

Roncon, Cobra Blood-
stock Australia Pty Ltd,
Austramore Pty Ltd

４７０ ― 〃 ハナ ６７．４�
８１８ ワ ラ ビ ラ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成�大樹ファーム 大竹 正博 新冠 パカパカ

ファーム ４４６＋ ４１：２７．６大差 ４２．０�
６１１ ムーンスカイ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸ディアレスト 斎藤 誠 新冠 パカパカ

ファーム ４２０ ―１：２７．９２ ３７．６�

（１７頭）
４７ マイネサムサラ 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２４，４１５，４００円 複勝： ３９，５６５，４００円 枠連： ２３，２９９，７００円

馬連： ５９，７４８，５００円 馬単： ３８，４５２，１００円 ワイド： ２６，８１０，９００円

３連複： ７０，０８０，３００円 ３連単： １１４，９９４，８００円 計： ３９７，３６７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４１０円 複 勝 � ４４０円 � ６１０円 � ４１０円 枠 連（１－２） ３，３８０円

馬 連 �� ９，０７０円 馬 単 �� １８，０７０円

ワ イ ド �� ２，３００円 �� １，９７０円 �� ３，１１０円

３ 連 複 ��� ３０，８６０円 ３ 連 単 ��� ２０６，４９０円

票 数

単勝票数 差引計 ２４４１５４（返還計 ９２） 的中 � １３６６９（７番人気）
複勝票数 差引計 ３９５６５４（返還計 １０７） 的中 � ２４３８１（７番人気）� １６３３３（８番人気）� ２６０８８（６番人気）
枠連票数 差引計 ２３２９９７（返還計 １ ） 的中 （１－２） ５０９７（１４番人気）
馬連票数 差引計 ５９７４８５（返還計 ５５４） 的中 �� ４８６３（３５番人気）
馬単票数 差引計 ３８４５２１（返還計 ２７４） 的中 �� １５７１（６４番人気）
ワイド票数 差引計 ２６８１０９（返還計 １８４） 的中 �� ２８７２（３３番人気）�� ３３８４（２７番人気）�� ２１０７（３８番人気）
３連複票数 差引計 ７００８０３（返還計 １６９０） 的中 ��� １６７６（１０２番人気）
３連単票数 差引計１１４９９４８（返還計 １９９１） 的中 ��� ４１１（５７７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．８―３７．４―５０．０―１：０１．２―１：１２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３４．３
３ ・（４，５）９（１，６，１０）（３，１５，１６，１７）８（２，１３）（１２，１８）１４－１１ ４ ４（５，９，１０）１，６（３，１５，１７）－（８，１３，１６）（２，１２，１８）１４，１１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヤサカオディール �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２０１１．１１．１９ 東京５着

２００９．５．１７生 牝３黒鹿 母 ヴァドヴィーツェ 母母 コンクラーベ ５戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔出走取消〕 マイネサムサラ号は，疾病〔蕁麻疹〕のため出走取消。
〔制裁〕 デルマジュロウジン号の騎手杉原誠人は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１０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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 エドノボルト号・サーストンモンタナ号

１１０３０ ４月２８日 晴 稍重 （２４東京２）第３日 第６競走 ��１，８００�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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

２４ シルバーレイショウ 牡３芦 ５６ 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１２± ０１：４９．９ ３．６�

７１５ ダイワアクシス 牡３黒鹿５６ 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４４８± ０ 〃 ハナ ３．２�
６１２ エアロケット 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４４４－ ６１：５０．１１� ５．１�
７１４ 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 ５０２－ ２１：５０．２� ２１．６�
４８ チャペルプリンセス 牝３栗 ５４ 田辺 裕信有限会社シルク斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０－ ６ 〃 クビ ９．７�
６１１ ライフハッカー 牡３栗 ５６ 石神 深一橋本 忠雄氏 高橋 祥泰 日高 門別牧場 ４６８－ ４ 〃 アタマ １４７．２�
１２ トーセンオーラ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅島川 	哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド ４２８－ ４１：５０．６２� ９．５

１１ ラインシルビア 牝３黒鹿５４ 石橋 脩大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４５０＋ ４１：５０．７クビ ２５．６�
７１３ エクセレントマン 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義�中山牧場 上原 博之 浦河 中山牧場 ４７０± ０１：５０．８� １０９．９
５１０ ブラウンライジング 牡３鹿 ５６ 北村 友一キャピタルクラブ 加藤 和宏 浦河 平成ファーム ４７０－ ８ 〃 クビ １４８．９�
８１６ コンドッティエーレ 牡３栗 ５６ 田中 勝春村野 康司氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド ４６０－ ２１：５０．９クビ １４３．２�
８１８ イキシアグレイド 牡３青鹿５６ 江田 照男�川島牧場 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４６８＋ ２ 〃 クビ ９２．４�
５９ アスタプロント 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 ノーザンファーム ４５０－ ６１：５１．０� １１．３�
８１７ エムエムロゼオ 牡３栗 ５６ 三浦 皇成加藤 雅一氏 小西 一男 新ひだか 西村 和夫 ４４２± ０１：５１．２１� ４６．３�
３５ テイエムアカキリ 牝３栗 ５４ 川島 信二竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 ４１０－ ２１：５１．４１� ３３１．６�
２３ ミヤコデラックス 牡３鹿 ５６ 柴田 大知吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 ハクツ牧場 B４４２＋ ２１：５１．７１� ２６５．８�
３６ オメガチビマルコ 牝３栗 ５４ 丸山 元気原 �子氏 牧田 和弥 新冠 森永 聡 ４２０＋１４１：５１．８� ６９．５�
４７ ミキノウインク 牝３鹿 ５４ 武士沢友治谷口 久和氏 保田 一隆 新ひだか 坂本 智広 ４１０－ ４１：５２．２２� ３６５．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２４，９９１，０００円 複勝： ４１，１４０，２００円 枠連： １９，８７４，２００円

馬連： ６３，８１９，６００円 馬単： ４２，４８５，２００円 ワイド： ２６，１５６，３００円

３連複： ７２，４９２，２００円 ３連単： １１２，８７３，１００円 計： ４０３，８３１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � １６０円 枠 連（２－７） ６００円

馬 連 �� ７９０円 馬 単 �� １，７２０円

ワ イ ド �� ３００円 �� ４００円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� １，０５０円 ３ 連 単 ��� ６，７４０円

票 数

単勝票数 計 ２４９９１０ 的中 � ５４８３５（２番人気）
複勝票数 計 ４１１４０２ 的中 � ８７０３７（２番人気）� ８９７５２（１番人気）� ６００２９（３番人気）
枠連票数 計 １９８７４２ 的中 （２－７） ２４７４８（１番人気）
馬連票数 計 ６３８１９６ 的中 �� ６０３４２（２番人気）
馬単票数 計 ４２４８５２ 的中 �� １８２６４（２番人気）
ワイド票数 計 ２６１５６３ 的中 �� ２２８９３（１番人気）�� １５５９８（３番人気）�� ２０９１０（２番人気）
３連複票数 計 ７２４９２２ 的中 ��� ５０９７２（１番人気）
３連単票数 計１１２８７３１ 的中 ��� １２３６４（４番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．４―１２．３―１３．１―１２．８―１２．５―１１．６―１１．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．５―３６．８―４９．９―１：０２．７―１：１５．２―１：２６．８―１：３８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．２―３F３４．７

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

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

シルバーレイショウ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Siphon デビュー ２０１２．１．１４ 中山５着

２００９．４．１３生 牡３芦 母 キッズトゥデイ 母母 Smoke Alert ４戦１勝 賞金 ６，９００，０００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 ドリームファイナル号



１１０３１ ４月２８日 晴 稍重 （２４東京２）第３日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時３０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：２１．９
１：２１．５

不良

不良

５９ � サクラインザスカイ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義�さくらコマース牧 光二 新ひだか 山田牧場 ４５０－ ４１：２４．４ ２．３�

８１６� ダブルスター 牡３栗 ５６ 内田 博幸�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４８８＋ ４ 〃 クビ ３．５�
１１ ラブリースター 牝３栃栗５４ 丸山 元気長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム ４５０＋ ６１：２６．０１０ ８．８�
６１１ フェアリーライン 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �キャロットファーム 池上 昌弘 安平 追分ファーム ５３０－ ８１：２６．１� １０．３�
８１５ ヘイハチスカイ 牡３鹿 ５６ 鈴来 直人伊藤 貴憲氏 和田 正道 浦河 オンワード牧場 ４５２－ ６１：２６．２クビ １１６．１�
１２ ドリームリーグ 牡３栗 ５６ 柴田 大知セゾンレースホース� 畠山 吉宏 浦河 駿河牧場 ５１４＋ ４１：２６．３� １５３．０	
３５ ク リ ム ゾ ン 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信田原 邦男氏 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２＋ ４１：２６．４� １９．５

７１４ ツクバヴァンクール 牡３鹿 ５６ 江田 照男細谷 武史氏 田中 清隆 日高 正和山本牧場 ４３２－ ６１：２７．３５ ８７．４�
４７ エイコオハヤテ 牡３栗 ５６ 北村 友一木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 ４７２＋ ２１：２７．４� ９６．０�
３６ 	 アンディタード 牝３黒鹿５４ 北村 宏司�大樹ファーム 古賀 慎明 米 Mr. & Mrs. C.

W. McNeely III ４７０± ０１：２８．０３� ７．２
７１３ コウヨウゼウス 牡３芦 ５６ 柴田 善臣寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 谷川牧場 ４６８－ ８１：２８．６３� １２５．２�
５１０ アードバーク 牡３鹿 ５６ 草野 太郎石川 幸司氏 保田 一隆 浦河 三栄牧場 ４６２＋ ４１：２８．９１� ２３６．２�
６１２� スプリームブルー 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人大島 昌也氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム ４８６＋１２ 〃 クビ ２２８．２�
２４ メビュースラブ 牝３栗 ５４ 田中 勝春備前島敏子氏 伊藤 大士 新ひだか 藤原牧場 ５０４± ０１：２９．５３� ４０．２�
２３ コップヒヤザケ 牡３鹿 ５６ 川田 将雅大久保與志雄氏 鹿戸 雄一 浦河 杵臼牧場 ４６６＋ ４１：３０．２４ １９．０�

（１５頭）
４８ ジョーオリオン 牡３栗 ５６ 吉田 豊上田けい子氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 ４６０－ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２９，２１４，７００円 複勝： ４７，８５９，０００円 枠連： ２０，９６６，４００円

馬連： ６３，４１０，８００円 馬単： ４２，６７２，２００円 ワイド： ２７，４４６，１００円

３連複： ６５，５０３，０００円 ３連単： １０７，３７４，５００円 計： ４０４，４４６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � ２００円 枠 連（５－８） ４１０円

馬 連 �� ４００円 馬 単 �� ７３０円

ワ イ ド �� １９０円 �� ４１０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １，０３０円 ３ 連 単 ��� ３，９１０円

票 数

単勝票数 差引計 ２９２１４７（返還計 １２４５３） 的中 � １０２４８１（１番人気）
複勝票数 差引計 ４７８５９０（返還計 ２６７６２） 的中 � １４０８５４（１番人気）� １０５６７１（２番人気）� ４５６６７（５番人気）
枠連票数 差引計 ２０９６６４（返還計 ４５７） 的中 （５－８） ３８５５９（１番人気）
馬連票数 差引計 ６３４１０８（返還計 ９７１６５） 的中 �� １１９４８９（１番人気）
馬単票数 差引計 ４２６７２２（返還計 ６５０２３） 的中 �� ４３３１０（１番人気）
ワイド票数 差引計 ２７４４６１（返還計 ４４７４７） 的中 �� ４５３５０（１番人気）�� １４８３０（３番人気）�� １４０６３（５番人気）
３連複票数 差引計 ６５５０３０（返還計１８５４１１） 的中 ��� ４７２４４（３番人気）
３連単票数 差引計１０７３７４５（返還計３１１５０９） 的中 ��� ２０３０７（４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．３―３４．９―４７．１―５９．５―１：１１．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サクラインザスカイ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ダンスインザダーク

２００９．５．７生 牡３栗 母 サクラヴィッキー 母母 サクラヴィクトリア ５戦１勝 賞金 １４，１４８，０００円
地方デビュー ２０１１．７．２０ 門別

〔競走除外〕 ジョーオリオン号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻４分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メビュースラブ号・コップヒヤザケ号は，平成２４年５月２８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） ２頭 タンブルブルータス号・ヒカルヨコハマ号

１１０３２ ４月２８日 晴 稍重 （２４東京２）第３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 ７，２００，０００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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

２３ ナムラグーテン 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 ４７６＋ ４１：３８．４ １０．９�

６１１� チャンピオンブルー 牡４青鹿５７ 丸山 元気 �ブルーマネジメント森 秀行 新冠 川上 悦夫 ４７４＋ ２ 〃 クビ １６．９�
４７ ドラゴンアルテマ 牡５青 ５７ 田辺 裕信窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４８４－ ４１：３８．５クビ １０．９�
３６ ネオスプレマシー 牡５鹿 ５７ 川田 将雅小林 仁幸氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４８４－ ２１：３８．８１� １．８�
７１４� モウカリマッカー 牡４鹿 ５７ 中谷 雄太疾風組合 大和田 成 新冠 川越 省蔵 ４５０－ ６ 〃 ハナ ２６２．４�
５９ オ リ ジ ン 	４鹿 ５７ 柴田 大知岡田 牧雄氏 田島 俊明 浦河 桑田フアーム ４６０－ ６１：３９．０１
 ４０．５�
７１３ ホローポイント 牡５芦 ５７ 田中 勝春 	社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５３２＋ ２ 〃 クビ ７２．７

５１０ ランパスインベガス 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４９４＋ ６ 〃 ハナ １７．７�
１１ テンゲントッパ 牡４黒鹿５７ 武士沢友治石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B４５８＋ ６１：３９．１
 ６．１�
８１６ ロジッツェル 牡４栗 ５７ 内田 博幸久米田正明氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ５０４－ ６１：３９．３１
 １２．０
８１５� キングサーベル 	５鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人魚住 啓市氏 畠山 吉宏 新ひだか 設楽牧場 ４３０± ０１：３９．４
 ４７３．４�
１２ ダイワクレバー 牡４黒鹿５７ 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 日高 下河辺牧場 ５１８－ ４ 〃 ハナ ２４．２�
２４ コ ア ヨ カ 牡４鹿 ５７ 江田 照男西村新一郎氏 天間 昭一 新冠 中地 義次 ４９２－ ２１：３９．８２
 ３９．９�
６１２� イエスマイダーリン 牝５鹿 ５５ 大庭 和弥浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 浜本牧場 ５１０－１２１：４０．８６ ２６２．２�
３５ � チリトテシャン 牝６鹿 ５５ 石神 深一安蒜 忠國氏 柄崎 孝 新ひだか 安蒜 忠圀 ４６２＋ ２ 〃 クビ ６３０．１�
４８ フュージョン 牝４芦 ５５ 松岡 正海吉田 和子氏 牧 光二 新ひだか 三木田 頼嗣 ４８２＋１４１：４１．６５ ５０．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，０６０，２００円 複勝： ５６，３２２，３００円 枠連： ２４，０３７，８００円

馬連： ８８，８６１，３００円 馬単： ５９，８７８，０００円 ワイド： ３６，１８０，０００円

３連複： ９９，９９３，０００円 ３連単： １８２，３２４，５００円 計： ５８１，６５７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０９０円 複 勝 � ２７０円 � ４１０円 � ３３０円 枠 連（２－６） ４，０２０円

馬 連 �� ５，１１０円 馬 単 �� １０，５５０円

ワ イ ド �� １，５６０円 �� １，２６０円 �� １，４２０円

３ 連 複 ��� １２，２８０円 ３ 連 単 ��� ９６，９５０円

票 数

単勝票数 計 ３４０６０２ 的中 � ２４６８６（３番人気）
複勝票数 計 ５６３２２３ 的中 � ６０８２９（３番人気）� ３４０００（６番人気）� ４４９３６（４番人気）
枠連票数 計 ２４０３７８ 的中 （２－６） ４４１８（１５番人気）
馬連票数 計 ８８８６１３ 的中 �� １２８５３（１７番人気）
馬単票数 計 ５９８７８０ 的中 �� ４１８９（３２番人気）
ワイド票数 計 ３６１８００ 的中 �� ５６８３（１７番人気）�� ７１１６（１４番人気）�� ６２７３（１５番人気）
３連複票数 計 ９９９９３０ 的中 ��� ６０１０（３９番人気）
３連単票数 計１８２３２４５ 的中 ��� １３８８（２６１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１１．９―１２．６―１３．３―１２．３―１２．２―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．５―３５．４―４８．０―１：０１．３―１：１３．６―１：２５．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラグーテン �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 ウォーニング デビュー ２０１０．８．１ 新潟１１着

２００８．３．２５生 牡４栗 母 ナムラマリオン 母母 チャリスオブシルバー ２０戦２勝 賞金 ２７，２３８，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０５分に変更。
〔騎手変更〕 オリジン号の騎手吉田豊は，第７競走での馬場入場後の落馬による検査のため柴田大知に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ニシノフェミニン号



１１０３３ ４月２８日 晴 稍重 （２４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，２３．４．３０以降２４．４．２２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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

６１１ ファタモルガーナ �４鹿 ５６ 川島 信二 �キャロットファーム 荒川 義之 新冠 小泉 学 ４７６－ ２２：２８．６ ５．６�

７１４ アルマフローラ 牝４青 ５５ 田中 勝春 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム ４３８－ ８２：２８．７� ２．６�
４７ ジョウノアラミス 牡４鹿 ５５ 後藤 浩輝小川 義勝氏 牧浦 充徳 日高 三城牧場 ４９８± ０ 〃 クビ １１．０�
８１５ マイネルナロッサ 牝５黒鹿５０ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４６０－ ４２：２８．８クビ ２８７．８�
２４ ヴァルナビスティー 牡４黒鹿５４ 石橋 脩備前島敏子氏 尾形 充弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５０４± ０２：２８．９� ３０．８�
４８ ラッキーバニラ 牡５青鹿５５ 田辺 裕信吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B４９４－ ８ 〃 クビ １０．７	
２３ ホッコーブレーヴ 牡４鹿 ５６ 三浦 皇成矢部 幸一氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 ４７２－ ２２：２９．０クビ ８．９

５９ マイネルネオハート 牡５黒鹿５４ 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 中田 英樹 ４６２－ ４ 〃 クビ ８４．７�
１２ ルイーザシアター 牡４鹿 ５６ 内田 博幸 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９８＋ ６２：２９．２１� ４．０�
３６ ジェイケイラン 牝６黒鹿５１ 杉原 誠人小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム ５０６± ０２：２９．３クビ ６７．２
５１０ シンボリローレンス �７黒鹿５４ 丸山 元気シンボリ牧場 宗像 義忠 門別 シンボリ牧場 ４９２± ０２：２９．５１� ５３．３�
７１３ エバーシャイニング 牝５黒鹿５３ 柴田 善臣宇田 豊氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ５０６± ０２：２９．６	 ７８．８�
１１ セイカプレスト 牡６黒鹿５３ 北村 友一久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 ４７４＋ ４２：２９．８１� ７５．０�
８１６ メジロミドウ 牝４黒鹿５０ 小野寺祐太岩� 伸道氏 萱野 浩二 洞爺湖 メジロ牧場 ４３８－ ４ 〃 クビ ４１．４�
６１２
 セイカミカワ 牝５黒鹿５０ 江田 照男久米 大氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 ４９８－ ６２：２９．９クビ ２４８．７�
８１７
 ミウラリチャード 牡８鹿 ５０ 石神 深一佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 前川 隆範 B５４４－ ４２：３０．１１� ５９７．４�
３５ シンクオブミー 牝４鹿 ５３ 大庭 和弥島田 久氏 尾関 知人 日高 坂 牧場 ４７２＋１４２：３０．５２	 １４５．５�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ３７，９０１，８００円 複勝： ６１，９４１，２００円 枠連： ３２，２６８，０００円

馬連： １２５，３３２，４００円 馬単： ７１，９５０，５００円 ワイド： ４２，５４５，９００円

３連複： １３０，５００，８００円 ３連単： ２４７，８２９，４００円 計： ７５０，２７０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � １７０円 � １３０円 � ２８０円 枠 連（６－７） ６５０円

馬 連 �� ６７０円 馬 単 �� １，５００円

ワ イ ド �� ３２０円 �� １，０００円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� ２，３４０円 ３ 連 単 ��� １０，７００円

票 数

単勝票数 計 ３７９０１８ 的中 � ５３９２５（３番人気）
複勝票数 計 ６１９４１２ 的中 � ９７４９３（３番人気）� １６４１２０（１番人気）� ４３９５９（６番人気）
枠連票数 計 ３２２６８０ 的中 （６－７） ３６９７７（３番人気）
馬連票数 計１２５３３２４ 的中 �� １３９１７３（２番人気）
馬単票数 計 ７１９５０５ 的中 �� ３５４４３（４番人気）
ワイド票数 計 ４２５４５９ 的中 �� ３６４１９（２番人気）�� ９７１４（１１番人気）�� １５９４８（７番人気）
３連複票数 計１３０５００８ 的中 ��� ４１２０２（７番人気）
３連単票数 計２４７８２９４ 的中 ��� １７０９６（２４番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１２．４―１３．９―１３．０―１２．７―１３．２―１３．０―１２．４―１１．４―１１．３―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．４―２３．４―３５．８―４９．７―１：０２．７―１：１５．４―１：２８．６―１：４１．６―１：５４．０―２：０５．４―２：１６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．０―３F３４．６
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ファタモルガーナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２０１０．１１．２８ 京都５着

２００８．５．２６生 �４鹿 母 タニノミラージュ 母母 デンコウセッカ ９戦３勝 賞金 ３４，９３１，０００円
〔騎手変更〕 ヴァルナビスティー号の騎手吉田豊は，第７競走での馬場入場後の落馬負傷のため石橋脩に変更。
〔制裁〕 ファタモルガーナ号の騎手川島信二は，発走直後に内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１０番への進路影響）
※シンクオブミー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

１１０３４ ４月２８日 晴 稍重 （２４東京２）第３日 第１０競走 ��
��１，６００�

しゅんこう

春光ステークス
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 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

５１０ ゴールドバシリスク 牡５鹿 ５７ 内田 博幸居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム ４９６－ ６１：３６．１ ７．５�

４８ ヒラボクビジン 牝５黒鹿５５ 横山 典弘�平田牧場 土田 稔 浦河 谷川牧場 ４６４－ ２１：３６．２� １８．３�
２３ ゴールドアカデミー 牡６栗 ５７ 北村 宏司居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム B４８２－１０ 〃 クビ ５８．８�
７１４ デンコウヤマト 牡６栗 ５７ 武 幸四郎田中 康弘氏 小島 太 浦河 辻 牧場 ４８６－ ６１：３６．５１� １１．６�
６１１ ロンギングスター 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝坂本 浩一氏 勢司 和浩 浦河 中村 雅明 ４７２－１０１：３６．６クビ ３．６�
３６ トキノフウジン 牡５黒鹿５７ 藤田 伸二田中 準市氏 昆 貢 新冠 村田牧場 ４５６＋１０１：３６．７� ４．１�
４７ トウショウクラウン 牡４栗 ５７ 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 ５１４－ ２１：３６．８� １２．８	
３５ アキノグローブ 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成穐吉 正孝氏 千田 輝彦 新冠 斉藤 安行 ４８２－１０ 〃 クビ ６９．５

５９ コ ン ノ ー ト 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義浜野順之助氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム ４８０－ ８ 〃 ハナ ７．８�
１２ ア イ ノ カ ゼ 牡７鹿 ５７ 石橋 脩丸岡 啓一氏 菊川 正達 新冠 ムラカミファーム ５０４－ ４１：３６．９� ３６．９�
８１５	 タツパーシヴ 牡５芦 ５７ 田辺 裕信鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 米 Hokuyou

Farm ４９４＋１２１：３７．３２� ７１．６
８１６
 オーシャンカレント 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣吉田 和美氏 須貝 尚介 早来 ノーザンファーム ４９６－１０１：３７．６１� ４８．９�
７１３ トップオブパンチ 牡６鹿 ５７ 川田 将雅横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ５１４＋ ２１：３８．３４ ５３．８�
１１ チュウワブロッサム 牝５鹿 ５５ 松岡 正海中西 忍氏 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４７２－ ６１：３９．７９ １５．７�
２４ スティルゴールド 牡５黒鹿５７ 北村 友一青山 洋一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 ４８６± ０ 〃 アタマ ８０．３�
６１２ スーブルソー 牡５鹿 ５７ 丸山 元気 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム ５１０－ ２ （競走中止） １４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，５２８，４００円 複勝： ７６，３６２，５００円 枠連： ４４，７９５，８００円

馬連： １６４，８６３，４００円 馬単： ８５，２７２，９００円 ワイド： ５４，８３９，４００円

３連複： １８０，９２３，７００円 ３連単： ３０１，１１４，３００円 計： ９４８，７００，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ２６０円 � ４６０円 � １，２５０円 枠 連（４－５） １，３９０円

馬 連 �� ６，０３０円 馬 単 �� １１，０６０円

ワ イ ド �� １，８１０円 �� ２，７２０円 �� ６，３００円

３ 連 複 ��� ４７，２００円 ３ 連 単 ��� ２２４，４７０円

票 数

単勝票数 計 ４０５２８４ 的中 � ４２７９８（３番人気）
複勝票数 計 ７６３６２５ 的中 � ８８５４９（３番人気）� ４３６５２（８番人気）� １４００３（１１番人気）
枠連票数 計 ４４７９５８ 的中 （４－５） ２３８２３（６番人気）
馬連票数 計１６４８６３４ 的中 �� ２０１９４（２３番人気）
馬単票数 計 ８５２７２９ 的中 �� ５６９２（４０番人気）
ワイド票数 計 ５４８３９４ 的中 �� ７５８６（２０番人気）�� ４９７９（３４番人気）�� ２１１２（６２番人気）
３連複票数 計１８０９２３７ 的中 ��� ２８２９（１３６番人気）
３連単票数 計３０１１１４３ 的中 ��� ９９０（６７２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．１―２３．３―３５．１―４７．０―５８．８―１：１１．０―１：２３．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドバシリスク �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ロイヤルアカデミーⅡ デビュー ２００９．１２．１２ 中山４着

２００７．４．２４生 牡５鹿 母 ロイヤルウェーブ 母母 シヤダイウエーブ ２４戦５勝 賞金 ８１，１７９，０００円
〔競走中止〕 スーブルソー号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ファンドリカップ号



１１０３５ ４月２８日 晴 良 （２４東京２）第３日 第１１競走 ��
��２，４００�第１９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 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 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

４７ フェノーメノ 牡３青鹿５６ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 戸田 博文 平取 追分ファーム ４９２± ０２：２５．７ ２．１�

６１２ エタンダール 牡３鹿 ５６ 松岡 正海広尾レース� 藤原 英昭 大樹 大樹ファーム ４３０－ ２２：２６．１２� ４７．５�
５１０ ステラウインド 牡３黒鹿５６ 北村 宏司前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 ４５６－ ６２：２６．３１� ９９．５�
８１６ ヤマニンファラオ 牡３栗 ５６ 藤田 伸二土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４６６－ ６２：２６．５１� ２４．６�
４８ タムロトップステイ 牡３栗 ５６ 北村 友一谷口 屯氏 西園 正都 洞爺湖 メジロ牧場 ５２４－ ８２：２６．６� １７．３�
２３ アドマイヤブルー 牡３鹿 ５６ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４８４－ ６ 〃 ハナ ９．６	
１２ クランモンタナ 牡３芦 ５６ 石橋 脩 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム B４７０± ０２：２６．７� １９．４

１１ ジャングルクルーズ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９６＋ ２２：２６．９１ ３１．３�
７１３ カポーティスター 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ５０８＋ ２２：２７．０� ４．７�
２４ シルクキングリー 牡３鹿 ５６ 丸山 元気有限会社シルク岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 ４６６± ０ 〃 ハナ １３１．９
５９ フレージャパン 牡３栗 ５６ 杉原 誠人難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４５０－ ２２：２７．１� ２７７．０�
８１５ ミルドリーム 牡３青鹿５６ 後藤 浩輝平井 裕氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４２２± ０ 〃 クビ ２２．６�
３５ サトノギャラント 牡３黒鹿５６ 横山 典弘里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９０± ０２：２７．２� ６．３�
６１１ サカジロオー 牡３栗 ５６ 柴田 善臣ロイヤルパーク 大根田裕之 日高 千葉飯田牧場 ４５２＋１０２：２７．９４ ７５．６�
８１７ ダノンゴールド 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成�ダノックス 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５２４－１０２：２８．５３� １６８．４�
３６ ビービージャパン 牡３栗 ５６ 武 幸四郎�坂東牧場 千田 輝彦 新ひだか 山際 智 ４６６－ ２２：２８．６� ７２．３�
７１４ サンマルデューク 牡３黒鹿５６ 武士沢友治相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 ４８４＋ ２２：２９．６６ ２７６．５�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １５７，７４８，４００円 複勝： ２３８，７２２，８００円 枠連： １０８，９８４，６００円

馬連： ５５９，２１０，８００円 馬単： ２９８，３５９，７００円 ワイド： １９０，８２３，８００円

３連複： ７１５，０９９，４００円 ３連単： １，３００，２０３，１００円 計： ３，５６９，１５２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １３０円 � ９７０円 � １，６３０円 枠 連（４－６） ２，２８０円

馬 連 �� ４，８３０円 馬 単 �� ６，２６０円

ワ イ ド �� １，６９０円 �� ２，６１０円 �� １１，２３０円

３ 連 複 ��� ４８，５４０円 ３ 連 単 ��� １８９，２７０円

票 数

単勝票数 計１５７７４８４ 的中 � ６０２３５３（１番人気）
複勝票数 計２３８７２２８ 的中 � ７６０６２９（１番人気）� ４７４７９（１０番人気）� ２７２３４（１３番人気）
枠連票数 計１０８９８４６ 的中 （４－６） ３５３５０（１０番人気）
馬連票数 計５５９２１０８ 的中 �� ８５５７２（１６番人気）
馬単票数 計２９８３５９７ 的中 �� ３５２１３（２１番人気）
ワイド票数 計１９０８２３８ 的中 �� ２８３１３（１８番人気）�� １８０４７（２５番人気）�� ４１００（７５番人気）
３連複票数 計７１５０９９４ 的中 ��� １０８７３（１２１番人気）
３連単票数 計１３００２０３１ 的中 ��� ５０７０（４９９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１２．０―１２．９―１２．９―１２．８―１２．５―１２．５―１２．１―１１．６―１１．２―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�
１２．３―２３．１―３５．１―４８．０―１：００．９―１：１３．７―１：２６．２―１：３８．７―１：５０．８―２：０２．４―２：１３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．０―３F３４．９
１
３

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

勝馬の
紹 介

フェノーメノ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Danehill デビュー ２０１１．１０．３０ 東京１着

２００９．４．２０生 牡３青鹿 母 ディラローシェ 母母 Sea Port ５戦３勝 賞金 ６７，２４６，０００円
〔騎手変更〕 ステラウインド号の騎手吉田豊は，第７競走での馬場入場後の落馬負傷のため北村宏司に変更。
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりフェノーメノ号・エタンダール号は，東京優駿（GⅠ）競走に優先出走できる。

１１０３６ ４月２８日 晴 良 （２４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 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

１：３１．４
１：３１．４

良

良

６１０ レインスティック 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４６２－ ４１：３４．０ ２２．５�

５８ シャイニンアーサー 牡５黒鹿５７ 横山 典弘市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B５００－ ８１：３４．２１� ５．２�
５７ ローレルエルヴェル 牡７鹿 ５７ 田辺 裕信 �ローレルレーシング 小西 一男 静内 池田牧場 ４５６－ ６１：３４．３クビ ８９．０�
６９ オメガブレイン 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４５４－１０１：３４．４	 ６．４�
３３ 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 ４６６－ ６ 〃 クビ ４．８�
４６ エパティック 牝４鹿 ５５ 川田 将雅村木 篤氏 堀 宣行 安平 追分ファーム ４５０－１０１：３４．６１
 ４．４	
７１１ 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 ４８８－ ２ 〃 ハナ ５．０

１１ � レオアドミラル 牡６栗 ５７ 川島 信二田中 博之氏 萱野 浩二 新冠 守矢牧場 ４９６＋ ２１：３４．７� ５５．２�
２２ ロジスプリング 牡５栗 ５７ 田中 勝春久米田正明氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４７４－ ２１：３４．９１
 １２．４�
４５ ブレイクナイン 牡６黒鹿５７ 江田 照男青山 洋一氏 田村 康仁 日高 日高大洋牧場 ５００＋ ４１：３５．０クビ １０．６
３４ 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 B４８０－１０１：３６．２７ ３３２．４�
７１２ ワンダースル 牝６青鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人山本 信行氏 牧田 和弥 三石 米田牧場 ４７４± ０１：３６．４１� ２６５．５�
８１４� サ バ ー ス �７鹿 ５７ 北村 友一吉田 和美氏 栗田 徹 早来 ノーザンファーム ４７４－ ４１：３６．７１	 １４６．６�
８１３ クリールトルネード 牡７鹿 ５７ 松岡 正海横山 修二氏 笹田 和秀 新冠 松浦牧場 ４８６－ ２ 〃 クビ ８４．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４８，７１６，８００円 複勝： ７８，５００，５００円 枠連： ３８，６１１，６００円

馬連： １５６，６２７，２００円 馬単： ８７，４７７，９００円 ワイド： ５６，２９２，０００円

３連複： １７３，９４８，９００円 ３連単： ３４８，１５６，０００円 計： ９８８，３３０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２５０円 複 勝 � ４７０円 � ２２０円 � １，３４０円 枠 連（５－６） １，１９０円

馬 連 �� ４，８３０円 馬 単 �� １２，４８０円

ワ イ ド �� １，５４０円 �� ９，１００円 �� ３，３２０円

３ 連 複 ��� ７７，０１０円 ３ 連 単 ��� ４３９，２２０円

票 数

単勝票数 計 ４８７１６８ 的中 � １７１２４（８番人気）
複勝票数 計 ７８５００５ 的中 � ４２１１１（８番人気）� １１８６７２（３番人気）� １２９３７（９番人気）
枠連票数 計 ３８６１１６ 的中 （５－６） ２４１４５（９番人気）
馬連票数 計１５６６２７２ 的中 �� ２３９４４（２１番人気）
馬単票数 計 ８７４７７９ 的中 �� ５１７７（４７番人気）
ワイド票数 計 ５６２９２０ 的中 �� ９２５３（２１番人気）�� １４９５（５３番人気）�� ４１６４（２９番人気）
３連複票数 計１７３９４８９ 的中 ��� １６６７（１３７番人気）
３連単票数 計３４８１５６０ 的中 ��� ５８５（７５６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．５―３５．２―４６．９―５９．０―１：１０．４―１：２２．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レインスティック �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．８．１ 新潟３着

２００７．５．７生 牡５栗 母 リズムオブザレイン 母母 レ ン Ⅱ ２３戦４勝 賞金 ６１，９２６，０００円
〔騎手変更〕 レオアドミラル号の騎手吉田豊は，第７競走での馬場入場後の落馬負傷のため川島信二に変更。
〔制裁〕 オメガブレイン号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（６番への進路影響）
〔その他〕 シャイニンアーサー号は，競走中に疾病〔左第１指関節脱臼〕を発症。



（２４東京２）第３日 ４月２８日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重後良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １９２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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２６４，７４０，０００円
２，０８０，０００円
７，０００，０００円
２，８８０，０００円
２４，０４０，０００円
６６，３４０，５００円
５，９５５，８００円
１，８４３，２００円

勝馬投票券売得金
４７７，４７３，６００円
８０５，６６６，１００円
３７６，７０８，７００円
１，４８７，２９３，７００円
８７１，１２０，６００円
５５４，４８０，１００円
１，７６３，１５７，６００円
３，１４５，４９８，３００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
計 ９，４８１，３９８，７００円

総入場人員 ３８，８０８名 （有料入場人員 ３６，７４８名）


