
１１０１３ ４月２３日 曇 良 （１８東京２）第２日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時００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

１：２２．７
１：２１．９

良

重

３６ � ウインアズライト 牝３鹿 ５４ 田中 勝春�ウイン 小島 茂之 三石 中村 和夫 ４９０ ―１：２７．４ ６．０�

８１６� アンジェトワール 牝３栗 ５４ 北村 宏司飯田 良枝氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４１８－ ４１：２７．６１� ５．６�
６１１� タヤスルージュ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹横瀬 俊三氏 星野 忍 門別 広富牧場 ４５４＋ ４１：２８．６６ １２．８�
２３ �� トーセンピュア 牝３黒鹿５４ 内田 博幸島川 �哉氏 堀井 雅広 静内 へいはた牧場 ４２２－ ２１：２９．６６ ７．０�

（大井）

４８ ショコラグラッセ 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲的場 勇人三ツ矢組合 戸田 博文 浦河 桑田牧場 ３９８－ ２１：２９．８１� １９０．７�

６１２ ヒカルミキティ 牝３青鹿５４ 藤田 伸二高橋 光氏 高市 圭二 早来 ノーザンファーム ４９２－ ２ 〃 ハナ ２．２	
５１０� マーベラスドリーム 牝３鹿 ５４ 吉田 豊笹原 貞生氏 谷原 義明 新冠 川島牧場 ４６８ ― 〃 クビ ２３３．２

８１５ ユーカリフラワー 牝３鹿 ５４ 加藤士津八�三嶋牧場 加藤 和宏 浦河 三嶋牧場 ４７２ ―１：２９．９� ３１８．８�
５９ � ベルモントアヴリル 牝３黒鹿５４ 小林 淳一 �ベルモントファーム 保田 一隆 新冠 ベルモント

ファーム ４３８ ―１：３０．０� ４３．４
７１４ ラブリーテンシア 牝３黒鹿 ５４

５２ △津村 明秀�ターフ・スポート小西 一男 新冠 村田牧場 ４２６－ ８ 〃 アタマ ３７．９�
１１ � エプソムメガミ 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 笹倉 武久 新冠 芳住 革二 ４８０＋ ４１：３０．１クビ １１．４�
１２ クロスバラード 牝３鹿 ５４ 松岡 正海佐々木 徹氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム ４３４－１２１：３０．２� ７６．８�
２４ � ミ ス ビ ッ ド 牝３栗 ５４ 五十嵐雄祐加藤 信之氏 藤原 辰雄 三石 下屋敷牧場 ４６４＋ ６１：３０．７３ １１２．８�

４７ �� プリンセスマッハ 牝３黒鹿
５４
５１ ▲黛 弘人山本 勝美氏 柴崎 勇 静内 飛野牧場 ４３８± ０ 〃 ハナ ４７０．８�

（６４５７）

３５ テンシノナミダ 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義�グランド牧場 清水 英克 静内 グランド牧場 ４４２ ― 〃 クビ １８．８�
７１３ ファニーチック 牝３黒鹿５４ 小野 次郎�下河辺牧場 中野 隆良 門別 下河辺牧場 ３８４－ ８１：３２．９大差 ３６７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，６５２，６００円 複勝： ２０，５７１，７００円 枠連： ２３，９７８，３００円

普通馬連： ７６，０９５，０００円 馬単： ７８，８５３，８００円 ワイド【拡大馬連】： １９，２３８，７００円

３連複： ９６，２３６，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３３０，６２６，６００円

払 戻 金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２８０円 � １８０円 � ３２０円 枠 連（３－８） １，２７０円

普通馬連 �� １，７３０円 馬 単 �� ３，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７３０円 �� １，２９０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ５，４３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５６５２６ 的中 � ２０７８７（３番人気）
複勝票数 計 ２０５７１７ 的中 � １８０８１（４番人気）� ３５０８１（２番人気）� １５６９１（５番人気）
枠連票数 計 ２３９７８３ 的中 （３－８） １４００２（６番人気）
普通馬連票数 計 ７６０９５０ 的中 �� ３２５３０（７番人気）
馬単票数 計 ７８８５３８ 的中 �� １６９１６（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９２３８７ 的中 �� ６５８４（８番人気）�� ３５４７（１６番人気）�� ７８２３（７番人気）
３連複票数 計 ９６２３６５ 的中 ��� １３０９９（１９番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１２．６―１３．２―１２．８―１１．９―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．９―３６．５―４９．７―１：０２．５―１：１４．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ウインアズライト �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Diamond Shoal 初出走

２００３．４．１２生 牝３鹿 母 マジックショール 母母 マ ガ ロ １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 ヒカルミキティ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔制裁〕 ユーカリフラワー号の騎手加藤士津八は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファニーチック号は，平成１８年５月２３日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 プリンセスマッハ号は，平成１８年５月２３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 アイオブザジャガー号
※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。



１１０１４ ４月２３日 曇 良 （１８東京２）第２日 第２競走 ��１，３００�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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

１１ � ウ エ ー バ ー 牡３栗 ５６ 吉田 豊青山 洋一氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７４－ ４１：２０．８ ６．５�

５７ イブキゴルゴ 牡３栗 ５６ 藤田 伸二�伊吹 昆 貢 浦河 金石牧場 ４７０＋１２１：２１．５４ ４．５�
４４ � シンボリプロキオン 牡３栗 ５６

５４ △津村 明秀シンボリ牧場 高橋 祥泰 門別 和田農林（有） ４９６－ ４１：２１．６� ３．１�
７１１� セイカホルン 牡３栗 ５６

５３ ▲的場 勇人久米 誠氏 稲葉 隆一 浦河 永田 克之 ４２０－ ２１：２２．１３ ３７．６�
７１０ アイオブザジャガー 牝３鹿 ５４

５１ ▲大野 拓弥村上 芳明氏 小笠 倫弘 新冠 飛渡牧場 ４５２± ０１：２２．４１� ２９８．１�
６８ � テイエムマーチ 牡３鹿 ５６ 小野 次郎竹園 正繼氏 柴田 政人 静内 千代田牧場 ４６８± ０１：２２．６１� １８．５�
８１３� カネショウサンデー 牡３栗 ５６ 小林 淳一清水 正裕氏 富田 一幸 青森 荒谷牧場 ４８０＋ ２１：２２．８１� ２６．８	
３３ ロウゼットライン 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義谷 雄史氏 藤原 辰雄 静内 出羽牧場 ４５４－ ４ 〃 アタマ ４．０

２２ ヤマニンディプロマ 牝３鹿 ５４ 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４８６＋ ２１：２３．０１� １３２．９�
８１２� バッドフォーチュン 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 安藤牧場 ４３２＋ ２１：２３．３１� ４０．３�
５６ � ダンシングタイガー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸岡田 牧雄氏 萩原 清 門別 インターナシヨナル牧場 ５００＋１４１：２３．５� ９．６

（大井）

６９ ル シ フ ァ ー 牝３鹿 ５４
５３ ☆川田 将雅矢城辰之助氏 笹倉 武久 門別 中川 浩典 ４６０＋ ８１：２３．８２ ２５．７�

４５ ヨイチフレーム 牡３黒鹿５６ 梶 晃啓加藤 興一氏 保田 一隆 門別 浜本牧場 ４９０ ―１：２４．３３ １１３．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １５，４２９，５００円 複勝： ２１，０７８，２００円 枠連： ２２，５２４，１００円

普通馬連： ７９，５７９，６００円 馬単： ７８，９６３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，３１５，１００円

３連複： １０３，３３３，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３４２，２２３，４００円

払 戻 金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � １９０円 � １８０円 � １３０円 枠 連（１－５） １，３３０円

普通馬連 �� ２，４５０円 馬 単 �� ４，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８３０円 �� ３４０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ２，３８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５４２９５ 的中 � １８８５２（４番人気）
複勝票数 計 ２１０７８２ 的中 � ２５１３６（４番人気）� ２７７２９（３番人気）� ５４１１２（１番人気）
枠連票数 計 ２２５２４１ 的中 （１－５） １２５８７（６番人気）
普通馬連票数 計 ７９５７９６ 的中 �� ２４０６２（１１番人気）
馬単票数 計 ７８９６３７ 的中 �� １１７４７（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１３１５１ 的中 �� ５７４９（１０番人気）�� １６７０８（２番人気）�� １５０５４（３番人気）
３連複票数 計１０３３３３２ 的中 ��� ３２０８７（６番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．２―１２．０―１２．９―１２．６―１２．３―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１８．２―３０．２―４３．１―５５．７―１：０８．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ウ エ ー バ ー �
�
父 エアジハード �

�
母父 リファーズウィッシュ デビュー ２００６．４．１６ 中山５着

２００３．４．２４生 牡３栗 母 チャッターリップス 母母 チャッターボックス ２戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
※アイオブザジャガー号・ウエーバー号・バッドフォーチュン号・ルシファー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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。



１１０１５ ４月２３日 曇 良 （１８東京２）第２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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

３３ ミックベンハー 牡３鹿 ５６ 小野 次郎 �イースターサンデー 中野 栄治 浦河 山春牧場 ４７２－ ４１：３９．３ ５．９�

２２ �� デスバラード 牡３鹿 ５６ 内田 博幸ディアレスト 田村 康仁 三石 三石ファーム ４５０＋ ６１：３９．５１� １．８�
（大井）

６７ ジェイケイチーフ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ５１２＋ ６１：４０．７７ １６．６�
８１０ エアクラマン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �ラッキーフィールド田中 清隆 平取 稲原牧場 ４６０ ―１：４１．６５ １４．３�
８１１	 コスモハンブルグ 牡３青 ５６ 田中 勝春 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 愛 J. McGarry B４７８＋ ４１：４１．８１ ６．０�
５５ ニシノセイバー 牡３栃栗５６ 小林 淳一西山 茂行氏 清水 英克 鵡川 西山牧場 ５４０－１６ 〃 クビ ９３．３	
７８ ペナントシチー 牡３芦 ５６ 山田 信大 �友駿ホースクラブ 小西 一男 門別 下河辺牧場 ４８２－ ６１：４２．０１
 ５８．３


（船橋）

７９ 	 フリーダムブラウン 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二清進電設� 戸田 博文 米
Taylor Made
Farm, Inc. &
Brian Kahn

４９６＋１０１：４２．１� ５．２�
４４ ヒストリーボーイ 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹�グランド牧場 土田 稔 三石 元茂 義一 ４４６ ―１：４２．２クビ １１２．８�
１１ ディープパープル 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲大野 拓弥�グランド牧場 奥平 真治 静内 グランド牧場 ４４４＋ ２１：４２．４１� ２３４．５
６６ トーホーレジェンド 牡３鹿 ５６ 南田 雅昭久保 哲朗氏 南田美知雄 門別 出口牧場 ４２８－ ６１：４４．２大差 ３４６．２�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２０，７３５，５００円 複勝： １９，１８１，１００円 枠連： ２１，６６７，４００円

普通馬連： ８３，９０９，１００円 馬単： １００，８１２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，１４５，９００円

３連複： １００，８９１，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３６７，３４２，７００円

払 戻 金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � ２８０円 枠 連（２－３） ４００円

普通馬連 �� ４１０円 馬 単 �� １，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ７３０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� １，３６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０７３５５ 的中 � ２７９７６（３番人気）
複勝票数 計 １９１８１１ 的中 � ３０１１１（３番人気）� ６７５９６（１番人気）� １１５６７（５番人気）
枠連票数 計 ２１６６７４ 的中 （２－３） ４００３４（２番人気）
普通馬連票数 計 ８３９０９１ 的中 �� １５４５５９（１番人気）
馬単票数 計１００８１２５ 的中 �� ６９０４２（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０１４５９ 的中 �� ２９５６５（２番人気）�� ５９３８（９番人気）�� ９５８１（６番人気）
３連複票数 計１００８９１２ 的中 ��� ５４８７０（４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１２．３―１２．６―１２．７―１２．１―１２．５―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．７―３６．０―４８．６―１：０１．３―１：１３．４―１：２５．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．７―３F３８．０
３ ３，９，２－（８，６）５（１，１１）１０－（４，７） ４ ３（２，９）－（８，６，１１）５，１０，１，７，４

勝馬の
紹 介

ミックベンハー �
�
父 バトルライン �

�
母父 トウシヨウルチエー デビュー ２００５．９．１８ 中山１０着

２００３．４．１０生 牡３鹿 母 ルイーズトウショウ 母母 ベークルイーズ ９戦１勝 賞金 ９，５５０，０００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。



１１０１６ ４月２３日 曇 良 （１８東京２）第２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

１：２０．１
１：１９．０

良

良

１１ マチカネスマアカシ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春細川 益男氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 ５１８ ―１：２２．８ １１８．０�

１２ フジマサゴールド 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義藤原 正一氏 菊川 正達 門別 合資会社カ
ネツ牧場 ５１０＋ ２ 〃 ハナ ７．２�

６１２� ヨイチトレジャー 牝３鹿 ５４ 小野 次郎加藤 興一氏 菅原 泰夫 浦河 鮫川 啓一 ４５２＋１４１：２２．９クビ １３４．３�
２４ トーセンセレニティ 牝３栗 ５４ 藤田 伸二島川 �哉氏 加藤 征弘 門別 三城牧場 ４２４－１０１：２３．０� ４．８�
７１３� エイワヴァージニア 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝永井公太郎氏 松山 康久 愛 Tower

Bloodstock ４９６＋ ８１：２３．１クビ １５．６�
２３ � トレノジュビリー 牡３鹿 ５６

５４ △津村 明秀廣崎 利洋氏 藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４４２－ ４ 〃 クビ １３．３�
４８ � シャイニーボーイ 牡３青鹿５６ 勝浦 正樹小林 昌志氏 嶋田 潤 平取 雅 牧場 ４８８－ ６１：２３．２� ７．８	
８１７� コッパミジン 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文中山 速水氏 浅野洋一郎 静内 武 牧場 ４４２－１６ 〃 クビ ３９．８

７１５� アイアムドラマ 牡３鹿 ５６

５３ ▲大野 拓弥堀 紘一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４６４－ ２１：２３．３� １０．２�
３５ � フェラーリセブン 牡３鹿 ５６ 北村 宏司市川 義美氏 藤沢 和雄 愛

Swersky and
Associates and
Orpendale

４８４＋ ４１：２３．５１	 ２．８�
３６ サクラサクセス 牡３鹿 ５６

５３ ▲小島 太一さくらコマース小島 太 静内 谷岡牧場 ４４６－ ２１：２３．６� １３．６�
８１６� ブレイブストーリー 牡３青鹿５６ 武 幸四郎前田 幸治氏 古賀 史生 米 Brereton

C. Jones ４７０－ ２ 〃 ハナ ２１１．５�
５１０� コスモセグレト 牡３栗 ５４ 梶 晃啓 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 豪 Emirates

Park Pty Ltd ４７０－ ４１：２３．７� ３８４．７�
４７ ムーコロネーション 牡３鹿 ５６ 内田 博幸中田 和宏氏 小笠 倫弘 三石 平岩牧場 ４４０ ―１：２４．０１
 ７４．１�

（ウエクフロー） （大井）

５９ � ゼンノファイター 牡３栗 ５６ 松岡 正海大迫久美子氏 佐々木晶三 浦河 中村 敏明 ４２４－ ６ 〃 クビ １９５．０�
６１１� ヒロムーンライト 牝３栗 ５４ 山田 信大藤田 宏之氏 中野 栄治 新冠 佐藤 信広 ４１４－ ８１：２４．１� ６６５．１�

（船橋）

７１４ ケージームスメ 牝３黒鹿 ５４
５３ ☆川田 将雅川井 五郎氏 土田 稔 新冠 岩見牧場 ３９０－ ６１：２４．４２ ３６．７�

８１８� オナーズヘイロー 牡３芦 ５６ 吉田 豊大原 詔宏氏 谷原 義明 様似 松田 豊和 ４６４ ― 〃 アタマ ５５．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，９６７，７００円 複勝： ３０，０２０，１００円 枠連： ３５，４２４，４００円

普通馬連： １１８，１２０，８００円 馬単： １０３，８２８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，９４７，３００円

３連複： １３７，２０７，１００円 ３連単： 発売なし 計： ４７６，５１６，２００円

払 戻 金

単 勝 � １１，８００円 複 勝 � ４，０８０円 � ２９０円 � ２，０１０円 枠 連（１－１） ２９，６１０円

普通馬連 �� ４１，０７０円 馬 単 �� ８５，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９，０３０円 �� ６１，１２０円 �� １０，３００円

３ 連 複 ��� ８５０，９２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３９６７７ 的中 � １６０１（１３番人気）
複勝票数 計 ３００２０１ 的中 � １７４０（１４番人気）� ３２３２６（３番人気）� ３６０９（１２番人気）
枠連票数 計 ３５４２４４ 的中 （１－１） ８８３（３３番人気）
普通馬連票数 計１１８１２０８ 的中 �� ２１２３（６３番人気）
馬単票数 計１０３８２８８ 的中 �� ８９９（１２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７９４７３ 的中 �� ７６４（６０番人気）�� １１２（１３１番人気）�� ６６９（６５番人気）
３連複票数 計１３７２０７１ 的中 ��� １１９（５２１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１１．５―１１．９―１１．５―１１．４―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．７―３５．２―４７．１―５８．６―１：１０．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マチカネスマアカシ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 Danzig 初出走

２００３．５．４生 牡３鹿 母 リトルキッス 母母 Passakiss １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 マチカネスマアカシ号の騎手田中勝春は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金５０，０００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 ミヤギブレイド号
※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。



１１０１７ ４月２３日 曇 良 （１８東京２）第２日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時２０分 （ダート・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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

４７ � キープユアスマイル 牝３栗 ５４ 田中 勝春瀬谷 �雄氏 高橋 祥泰 千歳 社台ファーム ４０６－ ６１：３９．４ ３．２�

８１６�� オリオンシリウス 牝３栗 ５４ 吉田 豊日浦 桂子氏 谷原 義明 三石 大塚牧場 ５１２－ ２１：３９．７２ ４６．６�
７１３ ルックアミリオン 牝３栗 ５４ 藤田 伸二竹� 大晃氏 高市 圭二 門別 中前 義隆 ４４０＋１０１：３９．９１ ４．８�
４８ � サンマルセイコー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲的場 勇人相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ４４４± ０１：４０．１１� ６９．６�

２４ パリサンジェルマン 牝３栗 ５４ 小野 次郎渡邊 隆氏 手塚 貴久 浦河 三好牧場 ４６２＋ ２ 〃 クビ ２４．７�
２３ � トーホウカウンター 牝３栗 ５４ 山田 信大東豊物産� 戸田 博文 浦河 吉田 隆 ４５２＋ ６ 〃 ハナ ４６．３	

（船橋）

３５ � ビ ー ボ ー ン 牝３鹿 ５４ 北村 宏司伊達 秀和氏 中川 公成 門別 サンシャイン
牧場 ４５６± ０１：４０．６３ １４．０


８１５� ビービーイリューム 牝３栗 ５４ 蛯名 正義�坂東牧場 勢司 和浩 平取 坂東牧場 ４３６± ０１：４１．０２� ７．２�
６１２� マイネエムロード 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 門別 戸川牧場 ４８６＋ ６１：４１．１� ５５．３
６１１ ハ ナ パ ッ ク 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝小池 宗人氏 二ノ宮敬宇 静内 タイヘイ牧場 ５０２＋ ２１：４１．２� １２．１�
７１４� タ マ マ リ ア 牝３青鹿５４ 松岡 正海玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４７４± ０１：４１．３クビ ５．１�
５１０� マイラヴユアラヴ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一三枝 栄二氏 富田 一幸 浦河 日の出牧場 ４６８＋１０ 〃 クビ １２．５�
１２ モトメチャン 牝３鹿 ５４

５１ ▲大野 拓弥小池 宗人氏 杉浦 宏昭 静内 タイヘイ牧場 ４７２＋ ２１：４１．５１ ２５．３�
３６ � グリフォニー 牝３鹿 ５４ 江田 照男�石田牧場 佐々木亜良 新冠 石田牧場 ５０２－ ４１：４１．６� １１５．２�
５９ スズカミンクス 牝３芦 ５４

５２ △津村 明秀永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４２６－ ６１：４３．１９ ３７４．１�

（１５頭）
１１ エイダイタカラブネ 牝３芦 ５４ 武 幸四郎�東振牧場 鈴木 康弘 鵡川 東振牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２２，２１８，０００円 複勝： ２９，４９２，０００円 枠連： ３４，７７７，７００円

普通馬連： １００，９０１，９００円 馬単： ８９，５７５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，９７８，５００円

３連複： １２３，３９３，２００円 ３連単： 発売なし 計： ４２６，３３７，０００円

払 戻 金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １５０円 � ７７０円 � １７０円 枠 連（４－８） ８３０円

普通馬連 �� ６，３２０円 馬 単 �� ９，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０３０円 �� ５２０円 �� ２，５４０円

３ 連 複 ��� １０，６８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 ２２２１８０（返還計 ５１６） 的中 � ５５７６６（１番人気）
複勝票数 差引計 ２９４９２０（返還計 ５７６） 的中 � ６４２６０（１番人気）� ６８９７（１１番人気）� ５１０６６（２番人気）
枠連票数 差引計 ３４７７７７（返還計 ７ ） 的中 （４－８） ３１１９３（３番人気）
普通馬連票数 差引計１００９０１９（返還計 ３３９３） 的中 �� １１７９４（２４番人気）
馬単票数 差引計 ８９５７５７（返還計 ２５８８） 的中 �� ６７５４（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２５９７８５（返還計 ６７７） 的中 �� ３０３８（２４番人気）�� １３３９１（３番人気）�� ２４０５（３５番人気）
３連複票数 差引計１２３３９３２（返還計 ４５１３） 的中 ��� ８５３１（３５番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．８―１２．９―１３．２―１２．７―１２．７―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．３―３５．１―４８．０―１：０１．２―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４F５１．４―３F３８．２
３ １６（１１，１４，１５）（１０，４）（２，９）（５，１２）（３，１３）（６，８）７ ４ １６，１４（１１，１５）（１０，４，９）（５，２，１３）（１２，３）（６，７，８）

勝馬の
紹 介

�キープユアスマイル �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００５．８．１４ 新潟２着

２００３．４．６生 牝３栗 母 メ ロ ウ キ ス 母母 フアーストラブ ７戦２勝 賞金 ２０，８５０，０００円
〔出走取消〕 エイダイタカラブネ号は，疾病〔左後繋部挫創〕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 エビストップクイン号・グロスターチャーム号・ゴールドオアシス号
※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。



１１０１８ ４月２３日 曇 良 （１８東京２）第２日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０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

１：２０．１
１：１９．０

良

良

５６ � ヤクモキャット 牡３青鹿５６ 吉田 豊�山崎牧場 加賀 武見 八雲 山崎牧場 ４５０＋ ２１：２２．５ １１．７�

１１ � シルクドラグーン 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二有限会社シルク山内 研二 三石 山際牧場 ４６８＋ ２１：２２．６� ３．７�
８１３� サクラマテンロウ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲小島 太一�さくらコマース小島 太 静内 伊藤 敏明 ４７６－ ６１：２２．８１� ５．６�
５７ �	 レイザストレングス 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 ４１２＋ ２１：２２．９� ３．６�
２２ オースミシャトル 牡３鹿 ５６ 武 幸四郎�オースミ 武 邦彦 浦河 日の出牧場 ４６２＋ ６ 〃 クビ １２．１�
４５ 
 ラ ム グ レ ス 牝３鹿 ５４ 北村 宏司水上 行雄氏 清水 利章 浦河 笠松牧場 ４５０＋ ２１：２３．０クビ ２３．６	
８１２� ジェントルルーラー 牡３栗 ５６ 熊沢 重文加藤 守氏 中竹 和也 米 LaCiega LLC

& Walmac Int’l ５１２＋ ８ 〃 クビ ６．２

６９ �	 ダンシングボーイ 牡３鹿

５６
５３ ▲的場 勇人伊藤 誠吉氏 的場 均 新冠 北星村田牧場 ４６２－ ４１：２３．２１� １７．３�

４４ マルブツプリンス 牡３芦 ５６
５３ ▲大野 拓弥大澤 毅氏 杉浦 宏昭 伊達 高橋農場 ４６４＋ ４ 〃 クビ ２８．７�

６８ �	 ダンツバクシンオー 牡３鹿 ５６ 小野 次郎山元 哲二氏 伊藤 伸一 新冠 競優牧場 ４９４－ ４１：２３．８３� ９３．４
７１０�� エ ア リ オ ハ 牡３鹿 ５６ 山田 信大吉原 毎文氏 岡林 光浩 千歳 社台ファーム ４７０－ ６ 〃 ハナ ９５．１�

（船橋） （船橋）

７１１
 エビストップクイン 牝３黒鹿５４ 田中 勝春加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 山田牧場 ４６２± ０１：２４．３３ ４１．８�
３３ �� ブラックキーラー 牡３黒鹿５６ 内田 博幸常本 建輔氏 田島 寿一 門別 高澤 俊雄 B４５０± ０１：２４．４� ５０．９�

（川崎） （大井）

（１３頭）

売 得 金

単勝： １９，５０３，７００円 複勝： ２６，３５４，２００円 枠連： ２９，８６３，０００円

普通馬連： １１４，３７０，７００円 馬単： ９５，１４０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，１１１，９００円

３連複： １１９，８３７，３００円 ３連単： 発売なし 計： ４２９，１８１，３００円

払 戻 金

単 勝 � １，１７０円 複 勝 � ３１０円 � １７０円 � ２１０円 枠 連（１－５） ５１０円

普通馬連 �� ３，０１０円 馬 単 �� ６，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９６０円 �� １，４４０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ６，７３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９５０３７ 的中 � １３１４９（５番人気）
複勝票数 計 ２６３５４２ 的中 � １９３８８（５番人気）� ４７６７５（２番人気）� ３３３３６（３番人気）
枠連票数 計 ２９８６３０ 的中 （１－５） ４３７２５（２番人気）
普通馬連票数 計１１４３７０７ 的中 �� ２８０４３（１３番人気）
馬単票数 計 ９５１４０５ 的中 �� １０４８０（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４１１１９ 的中 �� ６１９６（１１番人気）�� ４００１（１８番人気）�� ９４９７（７番人気）
３連複票数 計１１９８３７３ 的中 ��� １３１５６（２３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１１．８―１２．０―１１．４―１１．３―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．８―３５．６―４７．６―５９．０―１：１０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３４．９
３ ・（１３，９，１２）７（３，１１）１，８（４，５，６）２，１０ ４ １３（７，９，１２）３（１，１１）（４，５，８）（２，６）１０

勝馬の
紹 介

�ヤクモキャット �
�
父 サクラチトセオー �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー ２００５．１２．３ 中山２着

２００３．３．２２生 牡３青鹿 母 ヤクモサンピラー 母母 レディーホリハン ８戦２勝 賞金 １８，８５０，０００円
※エビストップクイン号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１０１９ ４月２３日 曇 良 （１８東京２）第２日 第７競走 ��
��２，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２０分（番組第８競走を順序変更） （芝・左）
４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．３．２５以降４歳
５００・５歳以上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着
馬は２�増
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

５５ � アップインザホーク 牡４鹿 ５７ 内田 博幸藤田与志男氏 尾形 充弘 米 River Bend
Farm, Inc. ４７０－ ２２：２７．７ ４．３�

（大井）

８９ � メジロスパイダー 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二�メジロ牧場 奥平 真治 青森 オオタ牧場 ４７８－ ２２：２８．０１	 ３．２�
６６ トーセンアダン 牡４栗 ５７ 蛯名 正義島川 �哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４３８－ ８２：２８．３２ ２．２�
８８ � ハ イ タ イ ド 牡４青鹿５７ 武 幸四郎林 順子氏 武 邦彦 新冠 協和牧場 ４６８± ０２：２８．４
 １３．５�
１１ � ゼンノホワイト �４鹿 ５７

５４ ▲田中 博康大迫久美子氏 高橋 祥泰 浦河 信岡牧場 ４９８－１０ 〃 アタマ １２．９�
３３ �� カンファーマックス �４青鹿５７ 菊沢 隆徳奥村 清晴氏 石栗 龍彦 早来 田口 廣 ４７４＋ ６２：２８．５クビ ８１．６	
４４ � サムライジョーイ 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲高野 和馬加藤 信之氏 田子 冬樹 新冠 セントラルスタツド ４６４＋ ４２：２８．７１ ２１．５

２２ �� オンワードタトゥ 牡５鹿

５７
５４ ▲大野 拓弥�オンワード牧場 加賀 武見 門別 浜本牧場 ４９２－ ２ 〃 クビ ３６．１�

７７
�

� エプソムミーティア 牝４鹿 ５５

５２ ▲黛 弘人 �ジャパン・
ホースマン・クラブ 中野 栄治 門別 白井牧場 ４８０＋ ４２：３７．８大差 ９７．３

（９頭）

売 得 金

単勝： １８，９７４，７００円 複勝： １８，９６５，８００円 枠連： ２１，０３５，８００円

普通馬連： ８３，０６８，８００円 馬単： １０５，８９２，７００円 ワイド【拡大馬連】： １９，１８６，３００円

３連複： １１０，３５１，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３７７，４７５，３００円

払 戻 金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １１０円 枠 連（５－８） ５９０円

普通馬連 �� ７３０円 馬 単 �� １，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� １８０円 �� １５０円

３ 連 複 ��� ３２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８９７４７ 的中 � ３５２１５（３番人気）
複勝票数 計 １８９６５８ 的中 � ３２９５１（３番人気）� ４５６６９（２番人気）� ５９４１７（１番人気）
枠連票数 計 ２１０３５８ 的中 （５－８） ２６４８２（３番人気）
普通馬連票数 計 ８３０６８８ 的中 �� ８４４２６（３番人気）
馬単票数 計１０５８９２７ 的中 �� ６０６３９（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９１８６３ 的中 �� １７２９３（３番人気）�� ２７６５２（２番人気）�� ３７２９９（１番人気）
３連複票数 計１１０３５１２ 的中 ��� ２５５５８８（１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．０―１２．１―１２．６―１２．６―１２．６―１３．２―１２．９―１２．５―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� ２，０００� ２，２００�
１２．８―２３．８―３５．９―４８．５―１：０１．１―１：１３．７―１：２６．９―１：３９．８―１：５２．３―２：０４．０―２：１５．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アップインザホーク �
�
父 Arch �

�
母父 Miswaki デビュー ２００４．１１．１４ 東京５着

２００２．５．４生 牡４鹿 母 Music Lane 母母 Strait Lane １５戦２勝 賞金 １９，９５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エプソムミーティア号は，平成１８年５月２３日まで平地競走に出走できない。
※オンワードタトゥ号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１０２０ ４月２３日 曇 良 （１８東京２）第２日 第８競走 ��１，６００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０分（番組第７競走を順序変更） （ダート・左）

４歳５００・５歳以上１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．３．２５以降４歳
５００・５歳以上１，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１着
馬は２�増
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

７１３ リアルテースト 牡４黒鹿 ５７
５４ ▲的場 勇人伊藤 誠吉氏 的場 均 新冠 秋田牧場 ５０４－ ４１：３８．９ ３３．７�

６１１ マイネルピエール 牡５芦 ５７
５５ △津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 成島 英春 三石 前川 正美 ４９８＋ ４１：３９．０� ４．５�
２３ ハングオーバー 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹加藤 信之氏 藤原 辰雄 新冠 セントラルスタツド ４９６－ ４１：３９．１� ３．２�
１２ ナムラオルフェ 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝奈村 信重氏 柄崎 孝 浦河 帰山 清貴 ４８４＋ ４ 〃 ハナ ２９．４�
８１６� シルクアグレッシヴ 牡５鹿 ５７

５４ ▲高野 和馬有限会社シルク谷原 義明 新冠 早田牧場新
冠支場 ４７６± ０１：３９．３１� ９０．４�

３６ � オンワードマリオン 牡５鹿 ５７ 内田 博幸�オンワード牧場 本郷 一彦 浦河 オンワード牧場 ４９６－ ６１：３９．４� ５．９�
（大井）

４８ � チアズエイブル 牡５黒鹿５７ 横山 義行北村キヨ子氏 清水 英克 門別 ナカノファーム ５１８－１０１：３９．７１� ３２．４	
３５

�
	
� ボトムフィッシャー 牡５青鹿５７ 松岡 正海平井 卓志氏 小島 茂之 早来 ノーザンファーム ４７２＋１０１：４０．０１� １９．８


５９ � ベ ネ ザ プ レ 牝５鹿 ５５ 山田 信大�ミルファーム 菊川 正達 浦河 酒井 源市 ４５８＋１０１：４０．１� ４１．６�
（船橋）

２４ マドンナシチー 牝５黒鹿５５ 吉田 豊 �友駿ホースクラブ 奥平 真治 門別 富川田中牧場 ４８２－ ４１：４０．２� ９．５
６１２� ロードフレイム 牡４鹿 ５７ 北村 宏司 �ロードホースクラブ 久保田貴士 浦河 本巣 敦 ４７０＋１０ 〃 ハナ １３．６�
１１ � マックスオネスティ 
５黒鹿５７ 藤田 伸二田所 英子氏 伊藤 雄二 門別 天羽牧場 ４６０＋１４１：４０．３クビ ７．４�
４７ グランディバローズ 牡４栗 ５７ 熊沢 重文猪熊 広次氏 佐々木晶三 門別 下河辺牧場 ４７０＋ ６１：４０．４� ３２．４�
７１４ ジランドール 牡４栗 ５７ 蛯名 正義吉田 勝己氏 中川 公成 白老 白老ファーム ５０４＋１０ 〃 ハナ ５２．６�
５１０	� トーセンゴールド 牡４栗

５７
５４ ▲田中 博康島川 �哉氏 小桧山 悟 門別 富川牧場 ４９２＋１４１：４０．６１ １９０．５�

８１５ マイネマスカレード 牝５芦 ５５
５４ ☆川田 将雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 三石 前川 勇 ４６２＋ ２１：４０．９１� １１３．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，７８０，６００円 複勝： ２９，００８，８００円 枠連： ４０，５２２，４００円

普通馬連： １４０，８３４，７００円 馬単： １１５，３９５，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，６１６，３００円

３連複： １６０，４０６，６００円 ３連単： 発売なし 計： ５３８，５６４，５００円

払 戻 金

単 勝 � ３，３７０円 複 勝 � ４８０円 � １８０円 � １３０円 枠 連（６－７） ２，９２０円

普通馬連 �� ８，０００円 馬 単 �� ２３，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１８０円 �� １，１３０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ６，５４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１７８０６ 的中 � ５１００（１１番人気）
複勝票数 計 ２９００８８ 的中 � １０７９３（８番人気）� ４２２５２（２番人気）� ８０６８４（１番人気）
枠連票数 計 ４０５２２４ 的中 （６－７） １０２４５（１０番人気）
普通馬連票数 計１４０８３４７ 的中 �� １３００７（２６番人気）
馬単票数 計１１５３９５１ 的中 �� ３５５２（７５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０６１６３ 的中 �� ３１５７（２４番人気）�� ６３２１（１２番人気）�� ２７０３３（１番人気）
３連複票数 計１６０４０６６ 的中 ��� １８１１７（１６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．８―３５．７―４８．２―１：０１．１―１：１３．６―１：２６．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リアルテースト �
�
父 ブ ロ ッ コ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００４．１２．５ 中山５着

２００２．３．１０生 牡４黒鹿 母 エ ミ リ ー 母母 エミリアロマーニャ １１戦２勝 賞金 １９，９５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 アキノヨシヨシ号・エンゲルジーク号・ニューグランジ号・ベルモントメビウス号・ミスタージェイド号・

レオシャープ号
※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。



１１０２１ ４月２３日 曇 良 （１８東京２）第２日 第９競走 ��
��１，６００�テ レ ビ 埼 玉 杯

発走１４時２５分 （ダート・左）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下，１７．４．２３以降１８．４．１６まで１回以上出走馬；負担
重量は，ハンデキャップ

テレビ埼玉杯（１着）
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ４９０，０００円 １４０，０００円 ７０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

７１４�� スマートストリーム 牡５鹿 ５７ 吉田 豊大川 徹氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ４８８－ ２１：３８．１ ４．２�

６１２�� セトノシェーバー 牡５栃栗５７ 後藤 浩輝難波 澄子氏 西園 正都 門別 千葉飯田牧場 ４８４＋ ６ 〃 クビ ４．３�
２４ 	 ゲイリーリボルバー 
６黒鹿５７ 北村 宏司 �東京サラブレッド

ビューロー 石毛 善彦 米 Barry R.
Ostrager ４４０－ ６１：３８．２クビ １２．４�

８１６ アイアムアドーター 牝４鹿 ５２ 江田 照男堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B４７０± ０１：３８．３� ２９．８�
７１３� ハギノプレシャス 牡４黒鹿５４ 川田 将雅日隈 良江氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４６８± ０ 〃 クビ １２．６�
８１５� ダイヤモンドスター 牡６栗 ５３ 鈴来 直人ジョイ・レースホース� 鈴木 伸尋 新冠 長浜 秀昭 ４８８＋ ６１：３８．５１� ５３．６�
２３ � アサクササイレン 牡５鹿 ５７ 内田 博幸田原源一郎氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ５３６＋ ２１：３８．６� ４．４	

（大井）

１２ � アグネスクラウン 牡６芦 ５４ 武 幸四郎渡辺 孝男氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４５８－ ４ 〃 クビ １９．２

４８ サニーネイティブ 牡４栗 ５５ 大野 拓弥宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４９４＋ ２１：３８．８１� １３３．５�
３５ �� ナムラゼウス 牡６栗 ５６ 南田 雅昭奈村 信重氏 南田美知雄 青森 村上 勝治 ４４０－ ６ 〃 クビ ４５．８�
４７ � ストームタイガー 牡４青鹿５４ 山田 信大吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム B４７２＋ ２１：３９．１１ ４５．０

（船橋）

３６ テンガロンハット 牡４鹿 ５５ 田中 勝春 �キャロットファーム 河野 通文 早来 ノーザンファーム ５５０＋ ４１：３９．２� ６．２�
５１０	 ブランディーグラス 牡７栗 ５１ 松岡 正海�名駿 和田 正道 米 Cheyenne

Stables, LLC ５２２＋ ２１：３９．６２� １６３．８�
５９ チョウカイシャトル 牡４鹿 ５４ 小野 次郎�平田牧場 中野 隆良 浦河 谷川牧場 ５２６＋ ４１：３９．９１ １８．５�
１１ パ レ ス ド ン 牡４鹿 ５３ 横山 義行西村 豊氏 南田美知雄 平取 清水牧場 ５４４－ ２１：４０．３２� １０８．３�
６１１� パリスゼンショウ 牡５鹿 ５３ 武士沢友治呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 武田農場 ４８４＋ ４１：４０．４ ９１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，０２８，６００円 複勝： ４８，９０５，５００円 枠連： ５２，００９，１００円

普通馬連： ２３３，７２９，５００円 馬単： １４７，１００，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，１７９，１００円

３連複： １７８，２９２，３００円 ３連単： ４２１，７７０，５００円 計： １，１６３，０１５，２００円

払 戻 金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � ３２０円 枠 連（６－７） ７００円

普通馬連 �� ８７０円 馬 単 �� １，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ７００円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� ３，１４０円 ３ 連 単 ��� １１，９４０円

票 数

単勝票数 計 ３３０２８６ 的中 � ６２４８４（１番人気）
複勝票数 計 ４８９０５５ 的中 � ９２２２８（２番人気）� １０１７２３（１番人気）� ３０２２１（５番人気）
枠連票数 計 ５２００９１ 的中 （６－７） ５４８９１（２番人気）
普通馬連票数 計２３３７２９５ 的中 �� ２００１４７（１番人気）
馬単票数 計１４７１００６ 的中 �� ５９６５３（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８１７９１ 的中 �� ４１９９９（１番人気）�� １６２１４（７番人気）�� １２４４０（９番人気）
３連複票数 計１７８２９２３ 的中 ��� ４１９６２（６番人気）
３連単票数 計４２１７７０５ 的中 ��� ２６０７６（２０番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．５―１２．１―１２．７―１２．７―１２．４―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．２―３４．７―４６．８―５９．５―１：１２．２―１：２４．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
スマートストリーム �

�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００３．８．１７ 札幌５着

２００１．３．１７生 牡５鹿 母 ドリームストーリー 母母 ドリームビジヨン ２８戦５勝 賞金 ７６，２４７，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１１頭 アロハスピリッツ号・ウエスタンマックス号・エアサンタムール号・カタナ号・セレスクラブ号・

タイキコジャック号・デイフラッシュ号・テンカタイヘイ号・ヒロノタイタン号・マイフラッグ号・
マグネティックマン号

※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。



１１０２２ ４月２３日 曇 良 （１８東京２）第２日 第１０競走 ��
��２，４００�メトロポリタンステークス

発走１５時００分 （芝・左）

４歳以上，１７．４．２３以降１８．４．１６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 ２４，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，０００，０００円 ３，６００，０００円 ２，４００，０００円
付 加 賞 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

４５ ハイアーゲーム 牡５青鹿５６ 内田 博幸臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B５２６± ０２：２５．７ ２．９�
（大井）

６８ エイシンニーザン 牡４栗 ５３ 蛯名 正義平井 豊光氏 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４８２－ ４２：２６．３３� １５．９�
７１０� ロングアライブ 牡６芦 ５３ 田中 勝春 �ノースヒルズマネ

ジメント 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ５００＋ ２２：２６．４� ２４．４�
３３ トウショウナイト 牡５栗 ５７ 藤田 伸二藤田 衛成氏 保田 一隆 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４８４± ０２：２６．５� ２．９�
１１ 	 エクスプロイト 牡６黒鹿５２ 菊沢 隆徳山本 武司氏 奥平 真治 千歳 社台ファーム ４８０－ ８ 〃 アタマ １５．９�
８１２ ゴーウィズウィンド 牡７黒鹿５３ 北村 宏司岡田 牧雄氏 国枝 栄 新冠 オートファー

ム �渡 B４６０－ ４２：２６．６� ４７．９	
７１１� ブリットレーン 牡７黒鹿５３ 松岡 正海 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加賀 武見 浦河 昭和牧場 ４９８＋１８ 〃 クビ ５２．０�
２２ � メジロトンキニーズ 牝４鹿 ５２ 吉田 豊�メジロ牧場 高橋 裕 伊達 メジロ牧場 ４９４－ ２２：２６．７クビ ８．２�
６９ � イーグルドライバー 牡５栗 ５１ 川田 将雅 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 門別 槇本牧場 ４５８－ ４２：２６．８� １２．３
５７ エルカミーノ 牡８黒鹿５２ 山田 信大臼田 浩義氏 清水 利章 千歳 社台ファーム ５００－ ２２：２６．９� １９９．９�

（船橋）

４４ 
 トウカイエール 牡６青 ５３ 勝浦 正樹内村 正則氏 後藤 由之 平取 びらとり牧場 ４７６＋ ４２：２７．０� ６９．１�
５６ トウカイワイルド 牡４黒鹿５４ 後藤 浩輝内村 正則氏 中村 均 浦河 岡部牧場 ４７６－ ２２：２７．３２ ８．１�
８１３ タニノエタニティ 牡８栗 ５３ 熊沢 重文谷水 雄三氏 松田 国英 静内 カントリー牧場 ４９６± ０２：２８．０４ ８２．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４５，２９４，６００円 複勝： ５８，２８９，６００円 枠連： ５３，６９３，４００円

普通馬連： ３０５，９１３，８００円 馬単： ２０５，６５５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ６４，２１１，２００円

３連複： ２３５，３４３，４００円 ３連単： ５８８，８５６，３００円 計： １，５５７，２５７，６００円

払 戻 金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １６０円 � ４１０円 � ５６０円 枠 連（４－６） １，０４０円

普通馬連 �� ２，７７０円 馬 単 �� ３，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９１０円 �� １，２８０円 �� ３，６００円

３ 連 複 ��� １６，６１０円 ３ 連 単 ��� ６７，５１０円

票 数

単勝票数 計 ４５２９４６ 的中 � １２４９８９（２番人気）
複勝票数 計 ５８２８９６ 的中 � １３７９４７（２番人気）� ３２２５７（７番人気）� ２１８７３（８番人気）
枠連票数 計 ５３６９３４ 的中 （４－６） ３８３３０（２番人気）
普通馬連票数 計３０５９１３８ 的中 �� ８１５９８（１１番人気）
馬単票数 計２０５６５５３ 的中 �� ４１５０９（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６４２１１２ 的中 �� １８０３９（９番人気）�� １２４３１（１６番人気）�� ４２４８（３７番人気）
３連複票数 計２３５３４３４ 的中 ��� １０４６２（５１番人気）
３連単票数 計５８８８５６３ 的中 ��� ６４３８（２０２番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１２．８―１２．９―１２．７―１２．５―１２．６―１２．３―１１．７―１１．１―１１．１―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�
１２．８―２４．２―３７．０―４９．９―１：０２．６―１：１５．１―１：２７．７―１：４０．０―１：５１．７―２：０２．８―２：１３．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４５．７―３F３４．０
１
３
１２－１，８－（２，４）３，６，５（７，９，１０）－１１＝１３
１２－１，８，４（２，３，１０）（５，６）（７，９）－１１，１３

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

勝馬の
紹 介

ハイアーゲーム �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Law Society デビュー ２００３．１０．１１ 東京１着

２００１．２．２７生 牡５青鹿 母 フ ァ ン ジ カ 母母 Florie １９戦４勝 賞金 １９７，９１７，０００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。



１１０２３ ４月２３日 曇 良 （１８東京２）第２日 第１１競走 ��
��２，０００�第４１回サンケイスポーツ賞フローラステークス（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （オークストライアル） （芝・左）

牝，３歳；負担重量は，馬齢重量
サンケイスポーツ賞（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 １，３４４，０００円 ３８４，０００円 １９２，０００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
きゅう務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：５８．０
１：５６．４

良

良

２３ ヤマトマリオン 牝３鹿 ５４ 菊沢 隆徳坂東まさ子氏 安達 昭夫 静内 静内白井牧場 ４５２－ ２２：０１．７ ２７．７�

１２ ブロンコーネ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二飯田 正氏 池江 泰郎 静内 千代田牧場 ４７２＋ ８２：０１．９１ ２１．３�
５９ � アクロスザヘイブン 牝３鹿 ５４ 小野 次郎 �社台レースホース中野 隆良 千歳 社台ファーム ４６０－ ６ 〃 アタマ ８．３�
１１ オリオンオンサイト 牝３鹿 ５４ 川田 将雅日浦 桂子氏 矢作 芳人 新冠 早田牧場新

冠支場 ４４６－ ２ 〃 クビ １１．８�
７１４ ホーリーミスト 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹 �社台レースホース後藤 由之 白老 白老ファーム ４３０－１０２：０２．０� １６．１�
２４ ミルキーウェイ 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥タマモ� 佐藤 正雄 静内 岡田 猛 ４４８－１０ 〃 アタマ ６９．０	
５１０� テイエムプリキュア 牝３黒鹿５４ 熊沢 重文竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４８６－ ２ 〃 ハナ ３．１

４７ アイスドール 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４３２＋ ２ 〃 ハナ ５．４�
８１６� メジロラルゴ 牝３青鹿５４ 武士沢友治メジロ商事� 保田 一隆 洞爺 メジロ牧場 ４２０－ ２ 〃 アタマ ３７．３�
６１１ ヤマニンエマイユ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４４０－ ６２：０２．１クビ ５５．３
７１５� マイネサンサン 牝３黒鹿５４ 吉田 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 谷原 義明 新冠 ビッグレッドファーム ４６０＋ ６２：０２．２� ７．９�
３６ 	 ホウショウルビー 牝３鹿 ５４ 郷原 洋司芳賀 吉孝氏 領家 政蔵 米 Tokyo Thorough-

bred Bureau ５０８± ０ 〃 ハナ ５６．１�
３５ ハギノプリンセス 牝３栗 ５４ 松岡 正海安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４４４－１６２：０２．３クビ １６．６�
８１８�� プリティタヤス 牝３栗 ５４ 江田 照男横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 競優牧場 ４７０－ ４ 〃 クビ ５１．４�
７１３	 スイートローレライ 牝３芦 ５４ 内田 博幸シンボリ牧場 久保田貴士 米 Takahiro

Wada ４７６－ ６２：０２．５１
 ２５．１�
（大井）

４８ ブローオブサンダー 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎吉田 勝己氏 堀 宣行 早来 ノーザンファーム B４７２－ ２２：０２．８２ ３９．４�
６１２ ロランラムール 牝３栃栗５４ 北村 宏司塩川 和則氏 坂本 勝美 浦河 大西牧場 ４６０＋ ６ 〃 ハナ ３０．２�
８１７� バトルサクヤビメ 牝３黒鹿５４ 小林 淳一宮川 秋信氏 佐藤 吉勝 静内 白老ファーム ４５０－ ２２：０３．９７ ４４．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １２２，９３６，３００円 複勝： １４１，６８９，３００円 枠連： ２５８，０３３，４００円

普通馬連： １，１３１，７４５，５００円 馬単： ６９１，２６２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２００，３２３，６００円

３連複： ９１９，１２５，１００円 ３連単： １，８８７，４６０，４００円 計： ５，３５２，５７６，０００円

払 戻 金

単 勝 � ２，７７０円 複 勝 � ８００円 � ７００円 � ３２０円 枠 連（１－２） ５，５７０円

普通馬連 �� ２７，３４０円 馬 単 �� ５９，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，３００円 �� ３，５７０円 �� ３，０９０円

３ 連 複 ��� ９４，４００円 ３ 連 単 ��� ６８６，８６０円

票 数

単勝票数 計１２２９３６３ 的中 � ３５０４５（１０番人気）
複勝票数 計１４１６８９３ 的中 � ４４１４４（１０番人気）� ５１１４６（８番人気）� １２９８８２（４番人気）
枠連票数 計２５８０３３４ 的中 （１－２） ３４２４４（２４番人気）
普通馬連票数 計１１３１７４５５ 的中 �� ３０５５９（８４番人気）
馬単票数 計６９１２６２４ 的中 �� ８５３９（１８１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２００３２３６ 的中 �� ７７７２（７８番人気）�� １３８４７（４６番人気）�� １６０６５（３６番人気）
３連複票数 計９１９１２５１ 的中 ��� ７１８６（２７１番人気）
３連単票数 計１８８７４６０４ 的中 ��� ２０２８（１７６４番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．０―１２．１―１２．２―１２．２―１２．５―１２．２―１１．８―１１．５―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２５．０―３７．１―４９．３―１：０１．５―１：１４．０―１：２６．２―１：３８．０―１：４９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．７―３F３５．５

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

勝馬の
紹 介

ヤマトマリオン �
�
父 オペラハウス �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２００５．１０．１５ 京都２着

２００３．３．２３生 牝３鹿 母 ヤマトプリティ 母母 ヤマトビューテイ ８戦３勝 賞金 ７４，１４６，０００円
〔制裁〕 ブローオブサンダー号の騎手武幸四郎は，２コーナーで外側に斜行したことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 ショウナンアルス号・ノンコ号・ハネダテンシ号・ブラックチーター号・ラピッドオレンジ号
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりヤマトマリオン号・ブロンコーネ号・アクロスザヘイブン号は，優駿牝馬（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１０２４ ４月２３日 曇 良 （１８東京２）第２日 第１２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１５分 （芝・左）
４歳１，０００・５歳以上２，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減，１８．３．２５以降４歳
１，０００・５歳以上２，０００万円以下の条件以上の一般競走の１着馬は１�増，特別競走の１
着馬は２�増
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

８１１� ウォーターヘンリー 牡４黒鹿５７ 武 幸四郎山岡 良一氏 武 邦彦 浦河 宮内牧場 ５２２＋ ４１：３３．４ ７．８�

７８ �� グレートバルサー 牡５青鹿５７ 後藤 浩輝大河内一権氏 国枝 栄 静内 小倉 光博 ４７４＋ ２１：３３．６１ １２．０�
４４ キャピタルフライト 牡５黒鹿５７ 田中 勝春 �社台レースホース河野 通文 千歳 社台ファーム ４８６± ０１：３３．９２ ３．１�
２２ コンドルクエスト 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二吉田 勝己氏 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ４６８－ ２１：３４．０	 ４．７�
８１０ ルタンティール 牡５黒鹿 ５７

５６ ☆川田 将雅西森 鶴氏 領家 政蔵 静内 石川 昌義 ４６４＋ ２１：３４．１	 ４．５�
６６ マイネルアルバ 牡６栗 ５７

５５ △津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 小笠 倫弘 静内 真歌田中牧場 ４８８＋ ６１：３４．５２	 ２６．０	

５５ � フクノファイン 牡５鹿 ５７ 田中 剛小沼 博氏 嶋田 潤 浦河 林農場 ４６２－ ２１：３４．９２	 ２１．６

６７ ロケットパンチ 牡６鹿 ５７

５４ ▲的場 勇人 �フジワラ・ファーム 的場 均 三石 元茂牧場 B４７０＋１２ 〃 ハナ ４８．２�
３３ フォローザウインド 牡７黒鹿５７ 松岡 正海 �ノースヒルズマネ

ジメント 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４０－ ４１：３５．２１
 ５７．０�
７９ �� エアフォルツァ 牡４鹿 ５７ 内田 博幸 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４６８－ ２１：３５．６２	 ６．３

（大井）

１１ �� ウインプレジール �８栗 ５７ 北村 宏司�ウイン 加藤 和宏 千歳 社台ファーム ４６６－ ８１：３５．８１	 １５６．８�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ４４，０６６，４００円 複勝： ５３，８１９，２００円 枠連： ６４，９２０，３００円

普通馬連： ２６１，１９９，８００円 馬単： １８９，５６９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ５３，８１４，５００円

３連複： １９７，０１０，３００円 ３連単： ５２６，４１５，５００円 計： １，３９０，８１５，５００円

払 戻 金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � ２７０円 � ２８０円 � １４０円 枠 連（７－８） ６９０円

普通馬連 �� ５，２６０円 馬 単 �� ９，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６８０円 �� ５７０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� ５，２１０円 ３ 連 単 ��� ４４，５６０円

票 数

単勝票数 計 ４４０６６４ 的中 � ４４９５１（５番人気）
複勝票数 計 ５３８１９２ 的中 � ４５３８１（５番人気）� ４３１６７（６番人気）� １３６８８８（１番人気）
枠連票数 計 ６４９２０３ 的中 （７－８） ６９５４６（３番人気）
普通馬連票数 計２６１１９９８ 的中 �� ３６６７８（１９番人気）
馬単票数 計１８９５６９５ 的中 �� １４８８４（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５３８１４５ 的中 �� ７４２６（２１番人気）�� ２４２３１（６番人気）�� ２２１００（７番人気）
３連複票数 計１９７０１０３ 的中 ��� ２７９５６（１７番人気）
３連単票数 計５２６４１５５ 的中 ��� ８７１９（１４６番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．３―１１．４―１１．６―１１．５―１１．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．４―３４．７―４６．１―５７．７―１：０９．２―１：２１．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ウォーターヘンリー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー ２００４．１０．３１ 京都３着

２００２．５．１５生 牡４黒鹿 母 ビツキーロイヤル 母母 ニホンピロビツキー １７戦３勝 賞金 ４７，９６２，０００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。



（１８東京２）第２日 ４月２３日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６９頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２８５，９１０，０００円
８，４００，０００円
２４，４９０，０００円
３，１３０，０００円
４３０，０００円
３，０４０，０００円
３０，４１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６１，８６４，０００円
４，７００，０００円
１，７０６，９００円

勝馬投票券売得金
４０３，５８８，２００円
４９７，３７５，５００円
６５８，４４９，３００円
２，７２９，４６９，２００円
２，００２，０５０，６００円
５５５，０６８，４００円
２，４８１，４２７，４００円
３，４２４，５０２，７００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 １２，７５１，９３１，３００円

総入場人員 ３７，２０４名 （有料入場人員 ３５，９０５名）




