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１１０６１ ５月６日 晴 良 （２４東京２）第６日 第１競走 ��
��１，３００�サラブレッド系３歳

発走１０時０５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

６１２ ブライトシチー 牡３青鹿５６ 柴田 善臣 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 新ひだか 出羽牧場 ４９８＋ ６１：２０．０ ２８．９�

４８ ソーラーインパルス 牡３黒鹿５６ 横山 典弘吉田 和美氏 新開 幸一 浦河 まるとみ冨岡牧場 ５０６＋ ４１：２０．１� １．７�
８１６� アスターコリント 牡３黒鹿５６ 北村 宏司加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. C.

W. McNeely III ５２０＋ ２１：２０．５２� ７．９�
１１ インディライト 牡３鹿 ５６ 武 豊 H.H．シェイク・ハムダン 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５８－ ８１：２０．６クビ １４．４�
５９ ミラクルミイクン 牡３鹿 ５６ 江田 照男内藤 好江氏 矢野 照正 日高 中館牧場 ５１４－ ８ 〃 クビ １８．３�
２３ コスモダンケシェン 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 中脇 満 B４６２± ０１：２０．８１� ２５．４	
６１１ スズカロイス 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝永井 啓弍氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 B４６８＋ ６１：２０．９クビ １４６．３

５１０ ハルピュイア 牝３芦 ５４ 内田 博幸�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４３８＋ ２ 〃 クビ ５．９�
３５ エピクリオス 	３鹿 ５６ 岩田 康誠日下部勝�氏 土田 稔 浦河 鎌田 正嗣 ５００－ ２１：２１．１１� ４７．０�
８１５ ダイワフランク 牡３鹿 ５６ 田中 勝春大城 敬三氏 田中 剛 新ひだか 折手牧場 ５０４－ ８ 〃 クビ ９５．３
１２ マキシムギャラント 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹小田 廣美氏 石栗 龍彦 日高 大沢育成牧場 ４２６± ０１：２１．２クビ １９３．１�
７１４ ロ ゼ ツ ヨ シ 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４２６＋ ４１：２１．６２� ２２３．９�
４７ アルマサント 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信コウトミックレーシング 高木 登 日高 渋谷 健作 ４７８± ０１：２１．７クビ ９．１�
２４ � ワンオリーブ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人�リーヴァ 矢野 英一 米 Bluegrass
Hall, LLC ４６２＋ ２１：２２．３３� ６３．９�

７１３ カミノフルハウス 牝３鹿 ５４ 武士沢友治村上 正喜氏 松永 康利 青森 ワールドファーム ４０６± ０１：２２．７２� ２７４．０�
３６ チクシタイショウ 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太木稲 安則氏 嶋田 潤 新冠 木稲牧場 ４３６± ０１：２４．４大差 ５２１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，２９２，４００円 複勝： ４４，８０７，０００円 枠連： １７，３５４，８００円

馬連： ５８，７３３，０００円 馬単： ４５，０５１，５００円 ワイド： ２５，５６９，７００円

３連複： ７５，２２１，８００円 ３連単： １３２，４２７，２００円 計： ４２２，４５７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８９０円 複 勝 � ５２０円 � １１０円 � ２３０円 枠 連（４－６） １，７６０円

馬 連 �� ２，３４０円 馬 単 �� ８，７２０円

ワ イ ド �� ９３０円 �� ３，１００円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ６，７２０円 ３ 連 単 ��� ７０，６７０円

票 数

単勝票数 計 ２３２９２４ 的中 � ６３７１（８番人気）
複勝票数 計 ４４８０７０ 的中 � １２０２６（８番人気）� ２１８３５６（１番人気）� ３４１２５（４番人気）
枠連票数 計 １７３５４８ 的中 （４－６） ７３０８（６番人気）
馬連票数 計 ５８７３３０ 的中 �� １８５８１（８番人気）
馬単票数 計 ４５０５１５ 的中 �� ３８１７（２７番人気）
ワイド票数 計 ２５５６９７ 的中 �� ６６７６（１１番人気）�� １８９１（３０番人気）�� １４８５９（４番人気）
３連複票数 計 ７５２２１８ 的中 ��� ８２６７（２１番人気）
３連単票数 計１３２４２７２ 的中 ��� １３８３（１９０番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１８．４―２９．８―４２．２―５４．４―１：０７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブライトシチー �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 キンググローリアス デビュー ２０１２．１．８ 中山３着

２００９．４．１１生 牡３青鹿 母 ア ミ ダ ラ 母母 ミスアミツト ３戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チクシタイショウ号は，平成２４年６月６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 カシノコスモス号
（非抽選馬） １頭 ディアザイン号

１１０６２ ５月６日 晴 良 （２４東京２）第６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）

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

６１１ ソレイユアルダン 牝３芦 ５４ 藤岡 佑介阿部 紀子氏 高橋 文雅 浦河 林 孝輝 ４７２－ ４１：３９．６ １３．０�

１２ タニセンヴォイス 牝３栗 ５４ 武 豊染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４４８± ０ 〃 クビ ３．７�
７１４ ファーマジェンヌ 牝３黒鹿５４ 江田 照男中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 ４９０－ ２１：３９．７� ３．８�
３６ パッシフローラ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４２６± ０１：３９．９� ５．７�
８１６ シンフォニエッタ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘村野 康司氏 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド ４５６－ ６ 〃 クビ ６．１�
２３ アンマリアトーレ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム B５１６± ０１：４０．２１� ７．２�
６１２ ナムラセレナーデ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人奈村 信重氏 池上 昌弘 浦河 杵臼牧場 ４３２± ０１：４０．６２� １１９．７	
５９ ウエスタンロッサ 牝３青鹿５４ 武士沢友治西川 賢氏 尾形 充弘 新ひだか ウエスタンファーム ４８２－ ６ 〃 ハナ ６４．９

７１３ 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 ４８４＋ ２１：４０．７クビ ９９．８�
８１５ アドリアーネ 牝３鹿 ５４ 柴田 大知石川 一義氏 保田 一隆 新ひだか ダイイチ牧場 ４２２± ０ 〃 ハナ １２７．６�
４７ テンショウゴッデス 牝３鹿 ５４ 福永 祐一一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４６８－１０１：４０．８� ４６．４
２４ ヒ シ ア ー ト 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信阿部雅一郎氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４３８－ ２１：４０．９� １５．８�
１１ ブ リ ッ サ 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太�ミルファーム 畠山 重則 新冠 新冠伊藤牧場 B４６８＋ ６１：４１．１� ８０．３�
３５ フジマサアクティブ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹藤原 正一氏 菊川 正達 洞爺湖 メジロ牧場 ４３２＋ ４１：４１．８４ １７６．９�
４８ スマートミスティア 牝３鹿 ５４ 小島 太一大川 徹氏 小島 太 新冠 長浜牧場 ４２４± ０１：４２．０１� ２０６．９�
５１０ タケショウロード 牝３栗 ５４ 柴田 善臣�ナイト商事 相沢 郁 様似 山口 幸雄 ４２８－ ２１：４２．２１� ５４．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，５０２，５００円 複勝： ３３，８３３，２００円 枠連： １６，１４７，５００円

馬連： ５６，１２９，６００円 馬単： ３５，４５３，８００円 ワイド： ２１，７２８，４００円

３連複： ７０，２８７，４００円 ３連単： １０４，６０９，０００円 計： ３５７，６９１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３００円 複 勝 � ２８０円 � １５０円 � １６０円 枠 連（１－６） ２，４３０円

馬 連 �� ２，７７０円 馬 単 �� ７，３５０円

ワ イ ド �� １，０４０円 �� ８６０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� ２，９００円 ３ 連 単 ��� ２８，３６０円

票 数

単勝票数 計 １９５０２５ 的中 � １１９０８（６番人気）
複勝票数 計 ３３８３３２ 的中 � ２４６４７（６番人気）� ７００３２（１番人気）� ６２５４０（２番人気）
枠連票数 計 １６１４７５ 的中 （１－６） ４９０５（１０番人気）
馬連票数 計 ５６１２９６ 的中 �� １５００１（１２番人気）
馬単票数 計 ３５４５３８ 的中 �� ３５６１（３０番人気）
ワイド票数 計 ２１７２８４ 的中 �� ４７２８（１５番人気）�� ５８４５（１２番人気）�� ２１５７４（１番人気）
３連複票数 計 ７０２８７４ 的中 ��� １７９２７（８番人気）
３連単票数 計１０４６０９０ 的中 ��� ２７２３（８７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１２．１―１２．９―１２．８―１２．７―１２．６―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．２―３５．３―４８．２―１：０１．０―１：１３．７―１：２６．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソレイユアルダン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１２．３．１７ 中山７着

２００９．５．４生 牝３芦 母 ヴィンテージ 母母 ソプラニーノ ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円

第２回 東京競馬 第６日



１１０６３ ５月６日 晴 良 （２４東京２）第６日 第３競走 ��１，６００�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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

４８ サクセスフルビッド 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介�G１レーシング 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ５０４－ ４１：３８．３ ４．６�

５９ コスモシャンハイ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 日高 庫宝牧場 ４８４－ ６１：３８．４� ５．３�
８１５ 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－ ２１：３８．５� ８．９�
７１４ トーセンセカイオー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸島川 �哉氏 松山 康久 新冠 秋田牧場 ４８０± ０１：３８．７１� ９．３�
７１３ フレンドフィーバー 牡３栗 ５６ 柴田 善臣横尾 晴人氏 清水 美波 浦河 南部 功 ４４６－ ２１：３８．８� ２．８	
５１０ メイショウピッケル 牡３鹿 ５６ 武 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４８０－ ２１：３９．１１� １８．３

２４ パ シ ュ ー ト 牡３鹿 ５６ 津村 明秀松本 俊廣氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 ４８２－ ６１：３９．３１� ３８．４�
６１２ フレンドワン 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信戸山 昌彦氏 南田美知雄 森 笹川大晃牧場 ４６２－ ４１：３９．６１� １４．２�
３５ メイショウイチフジ 牡３鹿 ５６ 江田 照男松本 好雄氏 尾形 充弘 浦河 三嶋牧場 ４６４± ０ 〃 クビ ３０．２
２３ ス コ ー ル 牡３鹿 ５６ 北村 宏司吉田 喬氏 鹿戸 雄一 日高 白井牧場 ４５８－ ６１：４０．０２� １５９．８�
１２ エーミングハイ 牡３栗 ５６ 柴田 大知�錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 ５１２＋ ２１：４０．７４ ８６．３�
８１６ オマエニホレタ 牡３黒鹿５６ 田中 勝春吉田都枝江氏 土田 稔 新ひだか 朝野 勝洋 ５３０＋ ４１：４０．９１� ４０．０�
６１１ ホ ク レ ア 牡３栗 ５６ 池添 謙一古賀 和夫氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 ４５６－ ８１：４１．０� ４７．８�
３６ シ ュ ク ハ イ 牡３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 坂本 智広 ４８２＋ ２１：４１．１クビ １８８．５�
１１ レスタースクエア 牡３栗 ５６ 岩田 康誠前田 幸治氏 田中 剛 日高 新井 昭二 ５０４－ ８ 〃 クビ ８０．８�
４７ デザインフューチャ 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝広尾レース� 国枝 栄 日高 長谷川牧場 ５２６ ―１：４５．９大差 １０５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，３８０，８００円 複勝： ３７，４９１，５００円 枠連： １８，５８２，４００円

馬連： ６０，７９２，８００円 馬単： ３９，１０７，４００円 ワイド： ２５，０２０，８００円

３連複： ７３，０８２，９００円 ３連単： １１７，０５９，９００円 計： ３９３，５１８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １９０円 � １９０円 � ２７０円 枠 連（４－５） １，０９０円

馬 連 �� １，２１０円 馬 単 �� ２，５１０円

ワ イ ド �� ４９０円 �� ９２０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� ３，５２０円 ３ 連 単 ��� １６，７５０円

票 数

単勝票数 計 ２２３８０８ 的中 � ３８４９６（２番人気）
複勝票数 計 ３７４９１５ 的中 � ５６５８９（３番人気）� ５８２６２（２番人気）� ３２３６９（５番人気）
枠連票数 計 １８５８２４ 的中 （４－５） １２６２９（５番人気）
馬連票数 計 ６０７９２８ 的中 �� ３７２６６（５番人気）
馬単票数 計 ３９１０７４ 的中 �� １１５１３（８番人気）
ワイド票数 計 ２５０２０８ 的中 �� １３２５０（５番人気）�� ６５３６（９番人気）�� ７８９４（７番人気）
３連複票数 計 ７３０８２９ 的中 ��� １５３３４（１０番人気）
３連単票数 計１１７０５９９ 的中 ��� ５１６０（４３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．５―３６．０―４８．５―１：００．８―１：１３．１―１：２５．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクセスフルビッド �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Storm Bird デビュー ２０１１．９．１７ 札幌２着

２００９．２．２２生 牡３黒鹿 母 ネットオークション 母母 Antique Auction ４戦１勝 賞金 ９，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デザインフューチャ号は，平成２４年６月６日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 トーセンビジュー号

１１０６４ ５月６日 晴 良 （２４東京２）第６日 第４競走 ��１，４００�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

１：１９．８
１：１９．０

良

良

４７ ウィザーズポケット 牡３鹿 ５６ 四位 洋文�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 ４５０－ ８１：２３．５ ３．１�

３５ コンパティビリティ 牡３栗 ５６ 横山 典弘 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４３２－ ６１：２３．６� ２．９�
１２ エドノボルト 牡３青 ５６ 武士沢友治遠藤 喜松氏 尾関 知人 日高 エンドレス

ファーム ４６２－ ２１：２３．７クビ １１．５�
２３ アポロパックマン 牡３黒鹿５６ 武 豊アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 むかわ 真壁 信一 ４８２－１０１：２３．９１� ９．１�
８１７ 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－ ２１：２４．０� １７５．８�
５９ トウショウキャスト 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥トウショウ産業� 阿部 新生 新ひだか 棚川 光男 ４５６－１０１：２４．１クビ １３７．６	
３６ グッドピュアレディ 牝３鹿 ５４ 北村 友一福本 次雄氏 佐藤 吉勝 平取 びらとり牧場 ４２６± ０ 〃 クビ ６４．０

６１１ ベアフルート 牝３栗 ５４ 中谷 雄太宮崎 利男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４８２－ ８１：２４．２� １０４．６�
６１２ クレバーブレード 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣田� 正明氏 石毛 善彦 日高 大江牧場 ４２２－ ６ 〃 ハナ ４２．６
７１５ ピ エ モ ン テ 牝３栗 ５４ 福永 祐一村野 康司氏 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 ４４６＋ ６１：２４．３� ６．１�
７１４ ユ キ ム ス メ 牝３黒鹿５４ 田中 勝春スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 ４２０＋ ６１：２４．４� １０．１�
５１０ カシノアゲート 牡３黒鹿５６ 大下 智柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 村下農場 B４６４－ ４１：２４．７１� １６２．２�
２４ ブライアンズビート 牝３黒鹿５４ 田中 博康西城 公雄氏 中川 公成 日高 メイプルファーム ４３８－ ６ 〃 クビ １６６．６�
１１ ピュアサクセス 牝３青鹿５４ 津村 明秀長谷川清英氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ４５０－ ２１：２４．８クビ ２２６．９�
４８ ダイワマークアップ 牡３栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 新ひだか 折手牧場 B５５８－ ６１：２４．９� ６６．５�
７１３ アストロフォンテン 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠吉橋 計氏 戸田 博文 日高 増尾牧場 ４５４± ０１：２５．５３� ２８．３�
８１６ カネトシシュプール 牝３黒鹿５４ 千葉 直人兼松 利男氏 鈴木 伸尋 新ひだか 真歌田中牧場 ４６０ ―１：２７．３大差 ２５１．５�
８１８ アトムフェニックス 牝３鹿 ５４ 柴田 大知永井 廣司氏 嶋田 功 新ひだか 大塚牧場 ４０２－ ４１：２８．３６ ３２５．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，０８２，８００円 複勝： ３０，７３６，８００円 枠連： １９，０５７，３００円

馬連： ５８，１０９，７００円 馬単： ４０，３１３，０００円 ワイド： ２４，１１７，４００円

３連複： ７２，５６６，２００円 ３連単： １２１，２１６，１００円 計： ３８８，１９９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � ２４０円 枠 連（３－４） ４３０円

馬 連 �� ４６０円 馬 単 �� ８６０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ６７０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� １，３９０円 ３ 連 単 ��� ５，３９０円

票 数

単勝票数 計 ２２０８２８ 的中 � ５６６０４（２番人気）
複勝票数 計 ３０７３６８ 的中 � ６２２１２（２番人気）� ７４０２５（１番人気）� ２５６９０（６番人気）
枠連票数 計 １９０５７３ 的中 （３－４） ３３１３２（１番人気）
馬連票数 計 ５８１０９７ 的中 �� ９５０３９（１番人気）
馬単票数 計 ４０３１３０ 的中 �� ３４７１２（１番人気）
ワイド票数 計 ２４１１７４ 的中 �� ３６５２５（１番人気）�� ７８１４（９番人気）�� ９４２２（６番人気）
３連複票数 計 ７２５６６２ 的中 ��� ３８６８９（４番人気）
３連単票数 計１２１２１６１ 的中 ��� １６６０３（９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１２．０―１２．３―１１．５―１１．７―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．８―３５．８―４８．１―５９．６―１：１１．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウィザーズポケット �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．３．１８ 阪神４着

２００９．４．１８生 牡３鹿 母 オルテンシア 母母 キソティック ３戦１勝 賞金 ５，９００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アトムフェニックス号は，平成２４年６月６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） １頭 オリエンタルポリー号
（非抽選馬） ４頭 コスモラヴバニー号・セイカエスペランサ号・ドウデス号・ワラビラ号



１１０６５ ５月６日 晴 良 （２４東京２）第６日 第５競走 ��
��２，０００�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

１：５６．１
１：５６．１

良

良

６７ � アンコイルド 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義�大樹ファーム 矢作 芳人 仏 S. F. Blood-
stock LLC ４８６± ０２：０２．７ ５．５�

１１ 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－ ６２：０２．９１� １０．９�
７１０� シャドウパーティー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠飯塚 知一氏 堀 宣行 愛 Lodge

Park Stud ４８６＋ ４２：０３．１１ １．５�
４４ アルフェロア 牡３青鹿５６ 福永 祐一吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９０± ０２：０３．２� ９．８�
８１２ ダブルピース 牡３黒鹿５６ 中谷 雄太�ミルファーム 畠山 重則 平取 中川 隆 ４７４＋ ２２：０３．５１� １９６．４�
２２ レッドグランザ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文 �東京ホースレーシング 昆 貢 新ひだか 武 牧場 ５０４＋ ２ 〃 クビ ６．７	
３３ ダイメイサンデー 牡３青鹿５６ 大庭 和弥宮本 孝一氏 高橋 義博 新ひだか タイヘイ牧場 ４６４－ ６２：０３．７１� ４７．４

７９ ラムシーダー 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信杉田 周作氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 ４８２－ ２２：０４．０１� ６０．１�
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 ５１６ ―２：０４．１� １５２．８�
８１１ テイエムサイエンス 牡３黒鹿５６ 津村 明秀竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５０＋ ４２：０４．３１� ３９１．１
６８ コスモアウリンコ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム B４５８＋ ２２：０４．６２ ５１．４�
５６ ラブファンディ 牡３鹿 ５６ 江田 照男オールラブクラブ 南田美知雄 日高 坂口 豊翼 ４２０－１１２：０５．６６ ２７０．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４０，９８８，７００円 複勝： ６５，７３６，８００円 枠連： １５，６１６，８００円

馬連： ６８，４４７，８００円 馬単： ６１，７３１，１００円 ワイド： ２７，８８７，３００円

３連複： ７８，６２１，９００円 ３連単： ２０７，５８８，５００円 計： ５６６，６１８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � １２０円 � １８０円 � １１０円 枠 連（１－６） １，９７０円

馬 連 �� １，９２０円 馬 単 �� ３，３８０円

ワ イ ド �� ４７０円 �� １６０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ９４０円 ３ 連 単 ��� １０，２１０円

票 数

単勝票数 計 ４０９８８７ 的中 � ５９１００（２番人気）
複勝票数 計 ６５７３６８ 的中 � １２２２１９（２番人気）� ４９５８４（４番人気）� ３２４４０１（１番人気）
枠連票数 計 １５６１６８ 的中 （１－６） ５８５２（７番人気）
馬連票数 計 ６８４４７８ 的中 �� ２６３７８（７番人気）
馬単票数 計 ６１７３１１ 的中 �� １３５１２（１２番人気）
ワイド票数 計 ２７８８７３ 的中 �� １２０７２（７番人気）�� ５６４８９（１番人気）�� １８１３７（４番人気）
３連複票数 計 ７８６２１９ 的中 ��� ６１９６２（３番人気）
３連単票数 計２０７５８８５ 的中 ��� １５０１６（２８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．４―２５．１―３７．２―４９．６―１：０２．２―１：１４．８―１：２７．２―１：３８．９―１：５０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．５

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

勝馬の
紹 介

�アンコイルド �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Alzao デビュー ２０１２．４．７ 阪神９着

２００９．５．１生 牡３鹿 母 Tanzania 母母 Triple Couronne ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 コスモアウリンコ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 セイクリッドロード号の騎手内田博幸は，下見所集合について注意義務を怠り過怠金１０，０００円。
※出走取消馬 ディサイファ号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため）

１１０６６ ５月６日 晴 良 （２４東京２）第６日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０分 （芝・左）

牝，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

３３ サンキューアスク 牝３黒鹿５４ 内田 博幸廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４８４－ ６１：４８．７ ２．９�

８８ � ドリームパワー 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠�大栄牧場 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４２０－ ８１：４８．９１� ２６．１�
６６ アナンジュパス 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義�G１レーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４６０± ０ 〃 クビ ２．１�
４４ ヤ ヤ ラ ー ラ 牝３鹿 ５４ 川田 将雅星野 壽市氏 相沢 郁 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３４＋ ６１：４９．４３ １１．６�
７７ トップスカーレット 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介林 正道氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４４４± ０１：４９．５� ６．８�
５５ マコトラピスラズリ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一尾田左知子氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 ４４４± ０ 〃 ハナ ２８．９	
２２ ジョウノカーラ 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人小川 義勝氏 藤沢 和雄 日高 三城牧場 ４５４＋ ８１：４９．７１� １０．０

１１ � クラウンプリズム 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太矢野 悦三氏 高柳 瑞樹 日高 出口牧場 ４７８＋１０１：５０．４４ １１２．２�

（８頭）

売 得 金

単勝： ２７，４８５，０００円 複勝： ３０，６６４，１００円 枠連： 発売なし

馬連： ６０，６９２，０００円 馬単： ４６，０２５，３００円 ワイド： １９，９７２，５００円

３連複： ５７，２２３，８００円 ３連単： １６４，５５３，８００円 計： ４０６，６１６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １３０円 � ４００円 � １１０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ３，５４０円 馬 単 �� ５，５１０円

ワ イ ド �� ９３０円 �� １６０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� ２，２２０円 ３ 連 単 ��� １５，１１０円

票 数

単勝票数 計 ２７４８５０ 的中 � ７６５６６（２番人気）
複勝票数 計 ３０６６４１ 的中 � ６８２６９（２番人気）� １０３１３（７番人気）� １１４４４８（１番人気）
馬連票数 計 ６０６９２０ 的中 �� １２６８７（１３番人気）
馬単票数 計 ４６０２５３ 的中 �� ６１６６（２０番人気）
ワイド票数 計 １９９７２５ 的中 �� ４２６１（１４番人気）�� ４４０６８（１番人気）�� ４５７４（１３番人気）
３連複票数 計 ５７２２３８ 的中 ��� １９１０９（１０番人気）
３連単票数 計１６４５５３８ 的中 ��� ８０４１（５０番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１１．９―１２．５―１２．５―１２．２―１１．６―１１．５―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３６．１―４８．６―１：０１．１―１：１３．３―１：２４．９―１：３６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．６―３F３５．４

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

勝馬の
紹 介

サンキューアスク �

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 ２０１１．８．２０ 新潟８着

２００９．５．３０生 牝３黒鹿 母 フューチャサンデー 母母 アスクローザ １２戦２勝 賞金 ２６，８３７，０００円



１１０６７ ５月６日 晴 良 （２４東京２）第６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）

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

１：２１．９
１：２１．５

不良

不良

８１６� トーセンブリッツ 牡４青 ５７ 川田 将雅島川 �哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B４５４－ ７１：２４．５ １２０．５�

５９ アルベルティ 牡４鹿 ５７ 武 豊 H.R.H．プリンセス・ハヤ 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５１０－ ４１：２４．６� １５．９�

８１５	 ホークウォリアー 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠林 正道氏 堀 宣行 米 Destiny Oaks ５２８－１８１：２４．７� ４．６�
３５ メイスンファースト 牡７鹿 ５７ 田中 勝春梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 地興牧場 B４８６－ ２１：２４．９１
 ６１．９�
４７ マコトローゼンボー 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義尾田左知子氏 矢作 芳人 様似 出口 繁夫 ４６０－ ４１：２５．０クビ ９．２�
６１１ ペガサスヒルズ 牡５栗 ５７ 安藤 勝己吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 ４８２± ０ 〃 アタマ ４．６�
１２ ノ ボ ク ン 牡５鹿 ５７ 池添 謙一	LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 ４８２－１２１：２５．２１ ４８．７

６１２ ドンビザッツウェイ 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 B４９６－ ４ 〃 クビ １１．５�
７１３ ニシノゲイナー 牡４鹿 ５７ C．ウィリアムズ 西山 茂行氏 武藤 善則 むかわ 西山牧場 ４５６＋ ２１：２５．５１� ２４．６�

（豪）

２３ ツクバキング �５黒鹿５７ 福永 祐一荻原 昭二氏 戸田 博文 日高 ヤナガワ牧場 ４５６－ ２１：２５．９２� ６．４
２４ � トーホウペガサス 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣東豊物産	 古賀 史生 日高 竹島 幸治 ５０４－ ４１：２６．３２� ４．９�
１１ � エムオーファミリー 牝４栗 ５５

５２ ▲杉原 誠人大浅 貢氏 古賀 慎明 新ひだか 石川 新一 ４６４－ １１：２６．６１� １５９．０�
３６ � センノデバギヤ 牡４鹿 ５７ 大庭 和弥浅野 正敏氏 清水 英克 むかわ ヤマイチ牧場 ５０６± ０ 〃 クビ １９７．５�
７１４ キョウエイショウリ 牡４黒鹿５７ 北村 友一田中 晴夫氏 中川 公成 浦河 山口 義彦 ４４４＋ ２１：２６．７� ８９．３�
５１０ 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＋ ６ 〃 アタマ ２５５．７�
４８ リ ン ゴ ッ ト �４栗 ５７ 後藤 浩輝吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５１６－ ２１：２７．２３ １１．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，５８８，８００円 複勝： ５６，５７４，６００円 枠連： ２８，２２３，８００円

馬連： ８７，５６１，９００円 馬単： ５１，４９３，６００円 ワイド： ３５，６０９，２００円

３連複： １０８，０５３，０００円 ３連単： １６７，３５５，９００円 計： ５６４，４６０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２，０５０円 複 勝 � ３，１８０円 � ４２０円 � ２７０円 枠 連（５－８） ５，６２０円

馬 連 �� １３０，２９０円 馬 単 �� ２３６，０４０円

ワ イ ド �� ３０，０００円 �� １０，９８０円 �� ２，５３０円

３ 連 複 ��� ３０５，５３０円 ３ 連 単 ��� ３，３３８，０８０円

票 数

単勝票数 計 ２９５８８８ 的中 � １９３６（１３番人気）
複勝票数 計 ５６５７４６ 的中 � ３９６８（１３番人気）� ３６１００（７番人気）� ６３８１４（４番人気）
枠連票数 計 ２８２２３８ 的中 （５－８） ３７１１（１８番人気）
馬連票数 計 ８７５６１９ 的中 �� ４９６（９５番人気）
馬単票数 計 ５１４９３６ 的中 �� １６１（１９３番人気）
ワイド票数 計 ３５６０９２ 的中 �� ２８９（９５番人気）�� ７９３（６４番人気）�� ３５２９（３０番人気）
３連複票数 計１０８０５３０ 的中 ��� ２６１（２９６番人気）
３連単票数 計１６７３５５９ 的中 ��� ３７（２２１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．４―３５．１―４７．１―５９．２―１：１１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�トーセンブリッツ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ

２００８．３．２０生 牡４青 母 プリティベティ 母母 フライトオブエンジェルス ６戦１勝 賞金 ８，１８０，０００円
初出走 JRA

〔発走状況〕 リンゴット号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。

１１０６８ ５月６日 晴 良 （２４東京２）第６日 第８競走 ��
��２，０００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時５０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

１：５６．１
１：５６．１

良

良

８１３ マイネルグート 牡５鹿 ５７ C．ウィリアムズ �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－ ２２：０１．６ １５．０�
（豪）

４４ サクセスパシュート 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝�嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 高昭牧場 ４７０－ ６２：０１．８１� ２．４�
５７ オリエンタルジェイ 牡５黒鹿５７ 北村 宏司棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか グランド牧場 ５００＋ ６ 〃 クビ １１．３�
８１２ 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 ４８２－ ４ 〃 アタマ ８．３�
３３ グレートマーシャル 牡４鹿 ５７ 武士沢友治浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４７２＋ ２２：０１．９� ２７．６�
５６ 	 クラシックセンス 牡５鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４７８－ ４２：０２．０� ６．２	
６９ ピサノカルティエ 牡６鹿 ５７ 福永 祐一市川 義美氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４８８－ ６２：０２．２１� ４．２

４５ 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 B４９６－ ８ 〃 クビ １２０．９�
２２ マイネルガネーシャ 牡４栗 ５７ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 日高 今井牧場 ５０２＋ ４２：０２．３クビ ９２．２�
７１０ プロヴィデンス 牡６鹿 ５７ 松岡 正海臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ５１０－ ４２：０２．５１� ２６．１
６８ コハクジョー 牡６芦 ５７ 江田 照男河内 孝夫氏 伊藤 伸一 新冠 大狩部牧場 ５１６－ ４２：０２．９２� １４３．４�
１１ ラガーアンバー 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 今 牧場 ４７８＋ ２２：０３．３２� １１６．３�
７１１ シルクグラサージュ 牡４青鹿５７ 蛯名 正義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 ４８６－ ６ 〃 クビ １９．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３４，１６６，３００円 複勝： ４７，９８４，９００円 枠連： ２２，６４１，３００円

馬連： ８９，３８０，０００円 馬単： ５８，４０６，１００円 ワイド： ３１，７４７，２００円

３連複： ９７，１４５，１００円 ３連単： １８１，００４，４００円 計： ５６２，４７５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５００円 複 勝 � ２７０円 � １３０円 � ２７０円 枠 連（４－８） ５８０円

馬 連 �� １，９６０円 馬 単 �� ６，３２０円

ワ イ ド �� ７２０円 �� ２，１９０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ５，９００円 ３ 連 単 ��� ４５，０７０円

票 数

単勝票数 計 ３４１６６３ 的中 � １７９６０（６番人気）
複勝票数 計 ４７９８４９ 的中 � ３７８７４（５番人気）� １４６３１７（１番人気）� ３７２５０（６番人気）
枠連票数 計 ２２６４１３ 的中 （４－８） ２８８９８（３番人気）
馬連票数 計 ８９３８００ 的中 �� ３３７７５（８番人気）
馬単票数 計 ５８４０６１ 的中 �� ６８２６（２３番人気）
ワイド票数 計 ３１７４７２ 的中 �� １０８１８（９番人気）�� ３３０３（２７番人気）�� １９５１２（４番人気）
３連複票数 計 ９７１４５１ 的中 ��� １２１５２（２２番人気）
３連単票数 計１８１００４４ 的中 ��� ２９６４（１５６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．２―２５．３―３７．０―４９．２―１：０１．８―１：１４．０―１：２６．２―１：３７．９―１：４９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．６―３F３５．４

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

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

マイネルグート �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．９．１３ 中山３着

２００７．３．１７生 牡５鹿 母 ホクトスプライト 母母 ホクトビーナス ２８戦４勝 賞金 ５３，５３４，０００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。



１１０６９ ５月６日 晴 良 （２４東京２）第６日 第９競走 ��
��１，６００�

ひ よ し

日 吉 特 別
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
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 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

７１４ 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 ４５６＋ ２１：３７．２ ６．１�

８１６ ユウターグローバル 牡６青鹿５７ 江田 照男北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 中本牧場 ４６０＋ ２１：３７．４１� １５７．０�
３６ � タケショウカヅチ 牡５鹿 ５７ 津村 明秀�ナイト商事 相沢 郁 様似 山口 幸雄 ５１４－ ２１：３７．６１	 ２２．８�
３５ 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 ５０２＋１６ 〃 ハナ ３５．９�
７１３ 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 ４７６＋ ２１：３７．８１	 １２９．６�
５１０ 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 ４９２± ０ 〃 ハナ ５．８	
８１５ サミットストーン 牡４鹿 ５７ 小牧 太河� 五市氏 田村 康仁 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ５３６－ ８ 〃 ハナ ２６．９

５９ クリームソーダ 牡４青鹿５７ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５０４± ０ 〃 クビ １．７�
１２ ヴァルディヴィア 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣 �社台レースホース二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１８＋ ２１：３８．１１
 １２．６�
４８ � コスモナダル 牡６黒鹿５７ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 豪

Milburn Creek
Thoroughbred
Stud

４５８－ ２１：３８．２
 ８２．１
６１２ ディアフロイデ 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信ディアレスト 松永 康利 新ひだか 八田ファーム ４３８＋ ２１：３８．６２� １８３．６�
２３ オメガブルーハワイ 牝５黒鹿５５ 松岡 正海原 �子氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４６６＋ ６１：３８．９２ ３９．９�
４７ メジロハクリュウ 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹岩� 伸道氏 土田 稔 洞爺湖 メジロ牧場 ４６８－１０ 〃 アタマ １２１．３�
２４ エクストラセック 牡５栗 ５７ 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５１６－ ６１：３９．２１
 ２２．５�
１１ � サンレイハスラー 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 辻 牧場 ４９２＋ ８１：３９．７３ １６０．１�
６１１� カズサハイウェイ 牡７青鹿５７ 武士沢友治阿津 昌弘氏 和田正一郎 静内 佐竹 学 ４７０＋１２１：４０．６５ ３４７．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４２，６８５，９００円 複勝： １０６，７４９，１００円 枠連： ３２，８７１，８００円

馬連： １３２，８７７，５００円 馬単： ９３，４９０，９００円 ワイド： ４６，６０９，１００円

３連複： １４４，６４３，２００円 ３連単： ３２９，５４５，８００円 計： ９２９，４７３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � ３４０円 � ５，９６０円 � １，０５０円 枠 連（７－８） ６，９２０円

馬 連 �� ６１，６８０円 馬 単 �� ９５，３００円

ワ イ ド �� １１，７５０円 �� ２，３３０円 �� ２４，０９０円

３ 連 複 ��� ２８６，１９０円 ３ 連 単 ��� １，７８８，２８０円

票 数

単勝票数 計 ４２６８５９ 的中 � ５５９３４（３番人気）
複勝票数 計１０６７４９１ 的中 � ９４９７３（３番人気）� ４２４３（１３番人気）� ２５６６０（７番人気）
枠連票数 計 ３２８７１８ 的中 （７－８） ３５１０（１５番人気）
馬連票数 計１３２８７７５ 的中 �� １５９０（５５番人気）
馬単票数 計 ９３４９０９ 的中 �� ７２４（９６番人気）
ワイド票数 計 ４６６０９１ 的中 �� ９６９（５６番人気）�� ５０１３（２０番人気）�� ４７１（７３番人気）
３連複票数 計１４４６４３２ 的中 ��� ３７３（２２１番人気）
３連単票数 計３２９５４５８ 的中 ��� １３６（１１７５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．５―３５．３―４７．５―５９．７―１：１２．０―１：２４．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ステキナシャチョウ �
�
父 シルバーチャーム �

�
母父 Mud Route デビュー ２０１０．５．２ 京都４着

２００７．４．１４生 牡５鹿 母 リーチトゥピース 母母 Waki Betty １９戦４勝 賞金 ５９，７１２，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ウインク号・ヤマタケディガー号・ロードエフォール号
（非抽選馬） ４頭 キンショーダンデー号・ダイワモービル号・フォーミー号・ユジェニックブルー号

１１０７０ ５月６日 曇 良 （２４東京２）第６日 第１０競走 ��
��２，１００�ブリリアントステークス

発走１５時００分 （ダート・左）

４歳以上，２３．５．７以降２４．４．２９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 ２０，０００，０００円 ８，０００，０００円 ５，０００，０００円 ３，０００，０００円 ２，０００，０００円
付 加 賞 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０６．７
２：０５．９

良

良

７１３ ソリタリーキング 牡５黒鹿５５ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４６６＋ ２２：１０．３ １２．２�

２３ グランドシチー 牡５鹿 ５５ 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 ４９４± ０２：１１．１５ ２８．８�
５９ トーセンアレス 牡５鹿 ５５ 柴田 善臣島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム ４６８－１０２：１１．２� １７．６�
４８ マイネルアワグラス 牡８鹿 ５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム ５２６－ ４２：１１．４１� １２５．４�
８１５ キクノアポロ 牡６黒鹿５６ 岩田 康誠菊池 五郎氏 野中 賢二 新冠 赤石 久夫 ５１８－ ２２：１１．７１� ８．２	
５１０	 イ ン バ ル コ 牡６鹿 ５８．５ C．ウィリアムズ 藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita B５２２－ ６２：１１．８� ２７．２

（豪）

６１１ オースミイレブン 牡５芦 ５５ 四位 洋文�オースミ 昆 貢 新冠 高瀬牧場 ５１２＋ ２２：１１．９� ５．１�
４７ パワーストラグル 牡６黒鹿５６ 蛯名 正義 �グリーンファーム 加藤 征弘 新冠 田渕牧場 B４７０－１０２：１２．０� １９１．７�
３６ スマートタイタン 牡６栗 ５５ 福永 祐一大川 徹氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５２６± ０２：１２．１クビ ２．０
１２ ブ ル ロ ッ ク 牡５鹿 ５４ 川田 将雅小林 秀樹氏 田島 良保 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム B４７８－ ６ 〃 クビ ８１．８�
７１４ フ リ ソ 牡６鹿 ５６ 田辺 裕信藤田 孟司氏 小島 茂之 門別 モリナガファーム ４７８－ ４ 〃 ハナ ３７．１�
２４ メ ン デ ル 牡１０鹿 ５４ 小牧 太太田 美實氏 梅田 智之 静内 藤原牧場 ４７０＋ ２２：１２．２� ２００．８�
８１６ プリンセスペスカ 牝６栗 ５１ 杉原 誠人山田信太郎氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ４５８± ０２：１２．５２ ２０２．４�
３５ タマモクリエイト 牡７鹿 ５４ 大庭 和弥タマモ� 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ５２０＋ ２２：１２．７１� ３２．７�
６１２ グレープブランデー 牡４黒鹿５７ 横山 典弘 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム ５２０＋ ４２：１３．０１� ７．６�
１１ エイシンダッシュ 牡６鹿 ５３ 江田 照男平井 豊光氏 松永 昌博 静内 岡田牧場 ４７８－ ６２：１４．０６ １９１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６１，５５８，２００円 複勝： ９０，４８７，４００円 枠連： ４８，８７９，４００円

馬連： １９３，４１２，４００円 馬単： １１３，６３６，５００円 ワイド： ６７，６８４，７００円

３連複： ２１９，３３０，７００円 ３連単： ４２２，８１７，３００円 計： １，２１７，８０６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２２０円 複 勝 � ４１０円 � ６５０円 � ４５０円 枠 連（２－７） ８，１８０円

馬 連 �� １３，２３０円 馬 単 �� ２５，５８０円

ワ イ ド �� ２，８６０円 �� １，７５０円 �� ２，７５０円

３ 連 複 ��� ３７，３８０円 ３ 連 単 ��� ２６３，３３０円

票 数

単勝票数 計 ６１５５８２ 的中 � ３９８８７（５番人気）
複勝票数 計 ９０４８７４ 的中 � ６００３４（５番人気）� ３５４４７（８番人気）� ５３６７０（６番人気）
枠連票数 計 ４８８７９４ 的中 （２－７） ４４１１（１９番人気）
馬連票数 計１９３４１２４ 的中 �� １０７９３（３８番人気）
馬単票数 計１１３６３６５ 的中 �� ３２７９（６６番人気）
ワイド票数 計 ６７６８４７ 的中 �� ５７８７（３５番人気）�� ９６６２（１８番人気）�� ６０３１（３１番人気）
３連複票数 計２１９３３０７ 的中 ��� ４３３１（１００番人気）
３連単票数 計４２２８１７３ 的中 ��� １１８５（６０１番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．３―１２．３―１２．５―１２．４―１２．７―１２．１―１２．３―１２．６―１２．２―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１８．４―３０．７―４３．２―５５．６―１：０８．３―１：２０．４―１：３２．７―１：４５．３―１：５７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．９―３F３７．６
１
３

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

勝馬の
紹 介

ソリタリーキング �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１２．６ 阪神１着

２００７．４．１１生 牡５黒鹿 母 スカーレットレディ 母母 スカーレットローズ １７戦６勝 賞金 １１１，４９５，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔制裁〕 インバルコ号の騎手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過怠金５０，０００円。（７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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 グリッターウイング号・デスペラード号・ニシノヴァンクール号
※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。

２レース目



１１０７１ ５月６日 曇 良 （２４東京２）第６日 第１１競走 ��
��１，６００�第１７回NHKマイルカップ（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （芝・左）

牡・牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，牡馬５７�，牝馬５５�
NHK杯・日本馬主協会連合会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 ９２，０００，０００円 ３７，０００，０００円 ２３，０００，０００円 １４，０００，０００円 ９，２００，０００円
付 加 賞 ３，９０６，０００円 １，１１６，０００円 ５５８，０００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

１：３１．４
１：３１．４
１：３１．４

良

良

良

３５ カレンブラックヒル 牡３黒鹿５７ 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４６０－ ６１：３４．５ ３．７�

８１７ アルフレード 牡３鹿 ５７ C．ウィリアムズ �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ５１６－ ２１：３５．１３� ７．４�
（豪）

６１２ ク ラ レ ン ト 牡３栗 ５７ 小牧 太前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７２－ ４ 〃 クビ ６４．７�
７１３ オ リ ー ビ ン 牡３栗 ５７ 川田 将雅吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４５６± ０ 〃 ハナ ３１．４�
５９ セイクレットレーヴ 牡３鹿 ５７ 横山 典弘嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム ４６４－ ４１：３５．２クビ １９．０�
７１４ ジャスタウェイ 牡３鹿 ５７ 福永 祐一大和屋 暁氏 須貝 尚介 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４－ ８１：３５．３�＋ハナ １０．０�
４７ 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 ４１４± ０ 〃 ハナ １３．７	
２３ レオアクティブ 牡３栗 ５７ 蛯名 正義田中 博之氏 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 ４４６－ ４ 〃 クビ ２３．４

８１６ ガ ン ジ ス 牡３栗 ５７ 藤岡 佑介林 正道氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ５０２＋ ４１：３５．６１� ４５．５�
５１０ ブライトライン 牡３青 ５７ 安藤 勝己�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０２－ ４ 〃 ハナ １０．４
８１８ レオンビスティー 牡３鹿 ５７ 内田 博幸備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 ４９０＋ ８１：３６．０２� ７４．６�
１２ ネオヴァンクル 牡３栗 ５７ 北村 友一小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５０２－ ４ 〃 クビ １３９．３�
７１５ サドンストーム 牡３栗 ５７ 勝浦 正樹 H.H．シェイク・ハムダン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６０± ０１：３６．１クビ ３９．０�
６１１ マイネルロブスト 牡３黒鹿５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 小泉牧場 ４８２－ ６１：３６．４２ ４８．３�
１１ メジャーアスリート 牡３栗 ５７ 池添 謙一�G１レーシング 高木 登 浦河 有限会社

松田牧場 ４９８－ ２１：３６．６１	 ４３．９�
２４ モンストール 牡３鹿 ５７ 柴田 善臣前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 村下農場 ４６０± ０１：３６．７� ２１．４�
３６ シゲルスダチ 牡３芦 ５７ 後藤 浩輝森中 蕃氏 西園 正都 日高 豊洋牧場 ４１６＋ ６ （競走中止） ７３．８�
４８ マウントシャスタ 牡３鹿 ５７ 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４５６± ０ （失格） ３．７�

（１８頭）

売 得 金
単勝： ４１８，６１７，７００円 複勝： ４７９，９６８，８００円 枠連： ４３５，２８５，６００円 馬連： １，８６９，６７６，４００円 馬単： ９７９，８３７，８００円

ワイド： ５０８，７６２，６００円 ３連複： ２，３７８，４８８，６００円 ３連単： ４，７１４，１８０，８００円 ５重勝： ８９０，３２２，０００円 計： １２，６７５，１４０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １７０円 � ３００円 � １，６３０円 枠 連（３－８） １，２１０円

馬 連 �� １，４８０円 馬 単 �� ２，６３０円

ワ イ ド �� ７６０円 �� ８，０７０円 �� １２，６８０円

３ 連 複 ��� ７２，９９０円 ３ 連 単 ��� ２６２，５８０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����� ５，５６８，２９０円

票 数

単勝票数 計４１８６１７７ 的中 � ９０６０３２（１番人気）
複勝票数 計４７９９６８８ 的中 � ９４６７１８（２番人気）� ４２０８０８（３番人気）� ５８５３９（１５番人気）
枠連票数 計４３５２８５６ 的中 （３－８） ２６６６４３（６番人気）
馬連票数 計１８６９６７６４ 的中 �� ９３８４７１（３番人気）
馬単票数 計９７９８３７８ 的中 �� ２７５４６１（４番人気）
ワイド票数 計５０８７６２６ 的中 �� １７６０９４（５番人気）�� １５０３５（７７番人気）�� ９５４０（９８番人気）
３連複票数 計２３７８４８８６ 的中 ��� ２４０５２（１９８番人気）
３連単票数 計４７１４１８０８ 的中 ��� １３２５０（７２２番人気）
５重勝票数 計８９０３２２０ 的中 ����� １１８

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．１―２３．１―３５．１―４７．３―５９．９―１：１１．５―１：２２．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カレンブラックヒル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Grindstone デビュー ２０１２．１．２１ 京都１着

２００９．２．１９生 牡３黒鹿 母 チャールストンハーバー 母母 Penny’s Valentine ４戦４勝 賞金 １６４，９０４，０００円
〔競走中止〕 シゲルスダチ号は，最後の直線コースで前の馬に触れ，転倒したため競走中止。
〔失格〕 マウントシャスタ号は，６位〔タイム１分３５秒３，着差�馬身〕に入線したが，最後の直線コースで急に内側に斜行して

「シゲルスダチ」号の走行を妨害したため失格。（その他１１番・４番・１６番・１番への進路影響）
〔制裁〕 マウントシャスタ号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースで急に内側に斜行したことについて平成２４年５月１２日から

平成２４年５月２０日まで騎乗停止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１５頭 エネアド号・キングオブロー号・ゴールデンムーン号・サトノギャラント号・サトノジョリー号・

シンボリエンパイア号・ニシノスタイル号・ヒカルマイソング号・ヒシワイルド号・ホーカーテンペスト号・
マイネルアトラクト号・マコトリヴァーサル号・モズベラベラ号・レーザーインパクト号・ロードラディアント号

※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。

１１０７２ ５月６日 曇 良 （２４東京２）第６日 第１２競走 ��
��１，６００�

しょうなん

湘南ステークス
発走１６時２５分 （芝・左）

４歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．４
１：３１．４

良

良

５７ シルクアーネスト 牡５栗 ５７ 池添 謙一有限会社シルク池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム ５００＋ ４１：３４．９ ６．１�

３３ ル ル ー シ ュ 牡４黒鹿５７ 四位 洋文山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５００－１０ 〃 ハナ ３．４�
４６ トゥリオンファーレ 牡６黒鹿５７ 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９８＋ ２１：３５．２１� ２７．０�
７１１ ザバトルユージロー 牡６鹿 ５７ 北村 宏司宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 ４３８＋ ２１：３５．４１� １２８．０�
１１ プ レ イ 牡４青鹿５７ 柴田 大知岡田 繁幸氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ５１２－ ２１：３５．５� １０．６�
６９ リルダヴァル 牡５栗 ５７ C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４８４－１２ 〃 クビ ５．３�

（豪）

８１４ ム ク ド ク 	６青鹿５７ 津村 明秀平井 龍司氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９２－ ４１：３５．８２ ２７．５	

２２ ディープサウンド 牡４鹿 ５７ 川田 将雅増田 雄一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４８６－ ４１：３５．９クビ １４．０

３４ タイキパーシヴァル 牡４栗 ５７ 藤岡 佑介�大樹ファーム 藤岡 健一 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ５００－ ４１：３６．５３
 ７．１�
５８ アナバティック 牡５栗 ５７ 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４９４± ０ 〃 アタマ ７．１
６１０� アロマンシェス 牡８鹿 ５７ 江田 照男伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 ４６６－ ４１：３６．６クビ １５３．９�
８１３ ミカエルビスティー 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４８４＋１０１：３６．７� ２３．２�
４５ カイシュウボナンザ 牡６黒鹿５７ 内田 博幸飯村 孝男氏 領家 政蔵 日高 合資会社カ

ネツ牧場 B５０２＋ ８ 〃 クビ ５７．９�
７１２ カゼノグッドボーイ 牡６栗 ５７ 田辺 裕信深井 孟氏 中野 栄治 早来 吉田 浩三 ４３８＋ ６１：３６．８
 ６９．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ８８，５１４，６００円 複勝： １３２，１６１，４００円 枠連： ７２，６４５，８００円

馬連： ２５３，５３８，６００円 馬単： １４０，３４４，３００円 ワイド： ９３，７３１，６００円

３連複： ２８７，０００，５００円 ３連単： ５７９，１８９，２００円 計： １，６４７，１２６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � ２２０円 � １７０円 � ４８０円 枠 連（３－５） ４２０円

馬 連 �� １，０５０円 馬 単 �� ２，４９０円

ワ イ ド �� ４２０円 �� ２，２９０円 �� １，８１０円

３ 連 複 ��� １１，２３０円 ３ 連 単 ��� ６０，０６０円

票 数

単勝票数 計 ８８５１４６ 的中 � １１５７９９（３番人気）
複勝票数 計１３２１６１４ 的中 � １６４０４４（３番人気）� ２６０６６０（１番人気）� ５７６５７（９番人気）
枠連票数 計 ７２６４５８ 的中 （３－５） １２９０４７（１番人気）
馬連票数 計２５３５３８６ 的中 �� １７８５５３（２番人気）
馬単票数 計１４０３４４３ 的中 �� ４１６６５（６番人気）
ワイド票数 計 ９３７３１６ 的中 �� ６１４１６（１番人気）�� ９４８３（３４番人気）�� １２１０６（２４番人気）
３連複票数 計２８７０００５ 的中 ��� １８８６５（４２番人気）
３連単票数 計５７９１８９２ 的中 ��� ７１１７（２１０番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．４―１１．８―１２．３―１１．８―１２．１―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．０―３４．４―４６．２―５８．５―１：１０．３―１：２２．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルクアーネスト �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．６．２８ 阪神９着

２００７．３．４生 牡５栗 母 ティアドロップス 母母 パイナップルスター ２９戦５勝 賞金 １１３，０２８，０００円
〔騎手変更〕 カイシュウボナンザ号の騎手後藤浩輝は，第１１競走での落馬負傷のため内田博幸に変更。
※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。

５レース目



（２４東京２）第６日 ５月６日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７９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

３６５，５４０，０００円
５，６４０，０００円
７，２１０，０００円
３３，７９０，０００円
６２，８６６，０００円
５，２５７，０００円
１，７０８，８００円

勝馬投票券売得金
８３０，８６３，７００円
１，１５７，１９５，６００円
７２７，３０６，５００円
２，９８９，３５１，７００円
１，７０４，８９１，３００円
９２８，４４０，５００円
３，６６１，６６５，１００円
７，２４１，５４７，９００円
８９０，３２２，０００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 ２０，１３１，５８４，３００円

総入場人員 ５０，６３４名 （有料入場人員 ４８，４６７名）


