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１１０１３ ４月２４日 晴 不良 （２３東京２）第２日 第１競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１０時０５分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

７１１ ウインジュビリー 牝３青鹿５４ 蛯名 正義�ウイン 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４７８－１２１：３９．８ １．９�

３３ トップオブプレイズ 牝３鹿 ５４ 武 豊関 駿也氏 宗像 義忠 日高 野口牧場 ４８４＋１０１：４０．１１� １０．０�
８１３ サハラグレース 牝３芦 ５４ 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ５０４± ０１：４０．４１� ５．６�
６９ サマーティアラ 牝３青鹿５４ 横山 典弘セゾンレースホース� 田島 俊明 新冠 飛渡牧場 ４２４－ ４１：４０．６１� ８．４�
４５ ケージーアミーガ 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成川井 五郎氏 矢野 英一 新ひだか 松本牧場 ４８４－１０１：４１．１３ １０６．７�
８１４ ファストコンタクト 牝３黒鹿５４ 丸山 元気�酒井牧場 斎藤 誠 浦河 酒井牧場 ４１８－ ２１：４１．３１� ９３．１	
５７ ホッコーマドンナ 牝３黒鹿５４ 吉田 豊矢部 幸一氏 伊藤 大士 新冠 石郷岡 雅樹 ４６０＋ ２１：４１．４� ８２．８

７１２ マックスアリウ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠首藤 徳氏 武市 康男 浦河 小池 博幸 B４２８－１８１：４１．６１� １１．６�
６１０ オペラフォンテン 牝３栗 ５４

５１ ▲高嶋 活士吉橋 計氏 柴崎 勇 浦河 中脇 満 ４５２＋１０ 〃 ハナ １２．８�
２２ シ ャ ン ソ ン 牝３鹿 ５４ 池添 謙一田島榮二郎氏 嶋田 功 日高 前川 義則 ４５６± ０１：４１．８１� ２１４．４
４６ インヴァネス 牝３芦 ５４ 江田 照男�飛渡牧場 中川 公成 新冠 飛渡牧場 B４３２＋１６１：４２．８６ １３８．９�
５８ クールダンス 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 B４４８－ ４ 〃 クビ ５０．４�
１１ ケイビイワンダー 牝３栗 ５４ 岩部 純二菊池 昭雄氏 萱野 浩二 青森 山端 るり子 ４４０± ０１：４４．６大差 １７９．９�
３４ ナンヨーハマナス 牝３黒鹿５４ 田中 勝春中村 �也氏 小笠 倫弘 新ひだか 土田 扶美子 ４７０± ０１：４５．１３ １０．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，２４２，７００円 複勝： ３２，８５９，１００円 枠連： １６，１８２，７００円

馬連： ５２，５１６，０００円 馬単： ３８，４８８，０００円 ワイド： ２２，６７７，９００円

３連複： ６４，７９２，１００円 ３連単： １０７，１２６，１００円 計： ３５４，８８４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � ２２０円 � １６０円 枠 連（３－７） ４６０円

馬 連 �� １，０４０円 馬 単 �� １，６３０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� ３５０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� １，７２０円 ３ 連 単 ��� ７，９３０円

票 数

単勝票数 計 ２０２４２７ 的中 � ８６４１７（１番人気）
複勝票数 計 ３２８５９１ 的中 � ９４６８０（１番人気）� ３０８４６（５番人気）� ５１８８２（２番人気）
枠連票数 計 １６１８２７ 的中 （３－７） ２６３５３（２番人気）
馬連票数 計 ５２５１６０ 的中 �� ３７２８５（５番人気）
馬単票数 計 ３８４８８０ 的中 �� １７４７１（５番人気）
ワイド票数 計 ２２６７７９ 的中 �� １２２６８（５番人気）�� １７３３４（２番人気）�� ７２１２（９番人気）
３連複票数 計 ６４７９２１ 的中 ��� ２７９３１（３番人気）
３連単票数 計１０７１２６１ 的中 ��� ９９７９（１６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１２．１―１３．４―１３．８―１２．７―１２．０―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．７―３５．８―４９．２―１：０３．０―１：１５．７―１：２７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．６―３F３６．８
３ ・（３，１２，１３）（８，１０，１１）（９，７）（６，１４）４（１，２）５ ４ ・（３，１２，１３）（８，１０，１１）（６，９，７）１４－（４，２）５，１

勝馬の
紹 介

ウインジュビリー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．７．１８ 新潟１７着

２００８．２．２１生 牝３青鹿 母 ダイヤモンドビコー 母母 ステラマドリッド ９戦１勝 賞金 １２，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナンヨーハマナス号は，平成２３年５月２４日まで平地競走に出走できない。

１１０１４ ４月２４日 晴 不良 （２３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

６１１ マイネルパルフェ 牡３黒鹿５６ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 岩戸 孝樹 浦河 荻伏三好フ

アーム ４７４－ ４１：１９．８ ３．３�

８１６ ゴールドスマイル 牡３鹿 ５６ 北村 宏司居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム ４４８－ ８１：１９．９� ２６．０�
３５ ケージーハヤテ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４９６－ ２１：２０．３２� ４．６�
４７ ゴールドアゲイン 牝３黒鹿５４ 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 新冠 ラツキー牧場 ４１２－ ８１：２０．６２ １３．７�
２４ サクラアンジェロ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 新和牧場 ５１４－ ４１：２０．８１ ２４．９�
５１０ ドリームジャクソン �３栗 ５６ 武士沢友治セゾンレースホース� 上原 博之 新ひだか タイヘイ牧場 ４３２－ ４ 〃 クビ ２０７．９�
７１３ エメラルドウインド 牡３鹿 ５６ 江田 照男吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 河原育成牧場 B４８２± ０１：２０．９クビ ５６．５	
２３ ブラックエスパー 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成長谷川兼美氏 加藤 和宏 新ひだか 澤田 嘉隆 ４５０＋ ４１：２１．２１� １２．７

３６ サウスノーブル 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 ４９０＋ ４１：２１．４１� ３．３�
５９ エドモンドシチー 牡３鹿 ５６ 酒井 学 �友駿ホースクラブ 崎山 博樹 新ひだか 岡田スタツド ４６２－１０１：２１．５� １５４．０�
６１２ サーストンヴィンス 牡３鹿 ５６ 田中 勝春齊藤 宣勝氏 天間 昭一 浦河 宮内牧場 ４４４－ ２１：２１．７１� １６８．３
１２ アースワンラシアン 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝松山 増男氏 小西 一男 新ひだか 名古屋 鎮一 ４３０－ ６１：２１．８� ２６．９�
７１４ ヤマノアサカゼ 牝３栗 ５４

５１ ▲高嶋 活士澤村 敏雄氏 阿部 新生 新ひだか タガミファーム ４１８－ ２１：２２．１１� ３８５．３�
４８ プットオンザリッツ 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠諸江 幸祐氏 武市 康男 新ひだか 坂本牧場 ４６０＋ ４ 〃 クビ １１．６�
１１ ケイアイポセイドン 牡３鹿 ５６ 横山 典弘 �啓愛義肢材料販売所 鈴木 康弘 新冠 隆栄牧場 ４８４ ―１：２２．３１ ２７．８�
８１５ スカイビンテージ 牝３青鹿５４ 岩部 純二 �スカイツリーレーシング 田島 俊明 日高 新井 昭二 ３８６ ―１：２３．１５ ３４４．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，７２０，６００円 複勝： ２９，２８９，３００円 枠連： １７，８３９，１００円

馬連： ５１，４０５，３００円 馬単： ３４，９０３，０００円 ワイド： ２１，０４０，８００円

３連複： ６３，０４３，９００円 ３連単： ９５，９４７，６００円 計： ３３０，１８９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １６０円 � ５３０円 � １７０円 枠 連（６－８） ３，９００円

馬 連 �� ３，９９０円 馬 単 �� ６，１４０円

ワ イ ド �� １，０７０円 �� ３３０円 �� １，４１０円

３ 連 複 ��� ４，１３０円 ３ 連 単 ��� ２５，６７０円

票 数

単勝票数 計 １６７２０６ 的中 � ４０９３９（１番人気）
複勝票数 計 ２９２８９３ 的中 � ５５９８２（２番人気）� １０４３６（７番人気）� ５３１１６（３番人気）
枠連票数 計 １７８３９１ 的中 （６－８） ３３８４（１２番人気）
馬連票数 計 ５１４０５３ 的中 �� ９５２９（１３番人気）
馬単票数 計 ３４９０３０ 的中 �� ４１９８（２４番人気）
ワイド票数 計 ２１０４０８ 的中 �� ４５４７（１４番人気）�� １８３７８（２番人気）�� ３３９１（１５番人気）
３連複票数 計 ６３０４３９ 的中 ��� １１２８７（１１番人気）
３連単票数 計 ９５９４７６ 的中 ��� ２７５９（６９番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．２―１８．４―３０．１―４２．３―５４．３―１：０６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルパルフェ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．７．３ 福島７着

２００８．５．９生 牡３黒鹿 母 エンジェルスポート 母母 ヒンドムーリン ８戦１勝 賞金 ７，３００，０００円

第２回　東京競馬　第２日



１１０１５ ４月２４日 晴 重 （２３東京２）第２日 第３競走 ��
��２，１００�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

２：０６．７
２：０５．９

良

良

８１２ ローレルキングダム 牡３栗 ５６ 田中 勝春 �ローレルレーシング 大竹 正博 新冠 村田牧場 ４７４＋ ４２：１５．２ ２．６�

５５ フォンテーヌブロー 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝村野 康司氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B５１４－ ２２：１５．４１� ５８．９�
７９ アールシネマスタア 牡３栗 ５６ 武 豊星野 良二氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 ４７８－ ２２：１５．６１� ２．１�
７１０ ア セ ン ト 牡３鹿 ５６ 川田 将雅馬目 卓氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６８－ ６２：１６．４５ ３３．９�
６８ オ ー ビ ッ ト 牡３芦 ５６ 北村 宏司水上 行雄氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ５１０－１０２：１６．８２� ２１．４�
４４ ファンタズミック 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠大塚 亮一氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４９０－１２２：１６．９クビ １０．３�
８１１ ウインテイクオフ 牡３黒鹿５６ 江田 照男�ウイン 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド ４６６－ ６２：１７．１１� ７５．０	
５６ ハードボイルド 牡３栗 ５６ 石神 深一 
スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ５１０＋ ２２：１７．２� １６．７�
３３ パルムドールピサ 牡３黒鹿５６ 池添 謙一市川 義美氏 河野 通文 新ひだか フジワラフアーム ４８０＋１２２：１７．９４ １８．０�
１１ ロックディライト 牡３栗 ５６ 内田 博幸ディアレスト 斎藤 誠 新冠 北星村田牧場 ５００ ― 〃 クビ ３５．６
２２ ニシノラプター 牡３栗 ５６ 三浦 皇成西山 茂行氏 高橋 祥泰 むかわ 西山牧場 B４６０＋ ４２：１９．３９ ２４．１�
６７ トーアアクセル 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥高山ランド� 武藤 善則 豊浦トーア牧場 B５１６－ ２２：２３．０大差 ３２８．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２３，８１１，４００円 複勝： ３７，５３３，４００円 枠連： １４，９８２，３００円

馬連： ５９，０６６，６００円 馬単： ４７，３６０，９００円 ワイド： ２４，５６７，４００円

３連複： ６９，０６１，１００円 ３連単： １３１，５４１，０００円 計： ４０７，９２４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １２０円 � ７１０円 � １１０円 枠 連（５－８） １，２８０円

馬 連 �� ８，５３０円 馬 単 �� １２，５３０円

ワ イ ド �� １，３１０円 �� １５０円 �� １，７４０円

３ 連 複 ��� ３，９９０円 ３ 連 単 ��� ３７，８２０円

票 数

単勝票数 計 ２３８１１４ 的中 � ７２７１５（２番人気）
複勝票数 計 ３７５３３４ 的中 � ８９１１０（２番人気）� ６４１３（１０番人気）� １４１１０７（１番人気）
枠連票数 計 １４９８２３ 的中 （５－８） ８６７５（４番人気）
馬連票数 計 ５９０６６６ 的中 �� ５１１４（２１番人気）
馬単票数 計 ４７３６０９ 的中 �� ２７９０（３３番人気）
ワイド票数 計 ２４５６７４ 的中 �� ３５７２（１８番人気）�� ６１３１０（１番人気）�� ２６４２（２１番人気）
３連複票数 計 ６９０６１１ 的中 ��� １２７８７（８番人気）
３連単票数 計１３１５４１０ 的中 ��� ２５６７（９８番人気）

ハロンタイム ７．２―１０．９―１２．７―１４．０―１３．９―１３．４―１３．４―１３．１―１２．５―１２．１―１２．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．２―１８．１―３０．８―４４．８―５８．７―１：１２．１―１：２５．５―１：３８．６―１：５１．１―２：０３．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ローレルキングダム �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 メジロライアン デビュー ２０１１．１．２９ 東京４着

２００８．４．２５生 牡３栗 母 ラヴァーズレーン 母母 モ ガ ミ ヒ メ ４戦１勝 賞金 ９，２８０，０００円
〔発走状況〕 ウインテイクオフ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーアアクセル号は，平成２３年５月２４日まで平地競走に出走できない。

１１０１６ ４月２４日 晴 重 （２３東京２）第２日 第４競走 ��
��２，０００�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

１：５７．２
１：５６．４

良

良

６１１ アレアーラック 牡３栗 ５６ 藤田 伸二松本 俊廣氏 河野 通文 日高 浜本牧場 B４７２－ ２２：０４．５ １１．８�

７１５ ホッコーブレーヴ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸矢部 幸一氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 ４５４－ ２２：０４．７１� ６．０�
３６ ヒカルウインド 牡３青鹿５６ 四位 洋文�橋 京子氏 勢司 和浩 登別 青藍牧場 ４６６± ０２：０４．８� ５．５�
３５ エーブトウコン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 様似 様似渡辺牧場 ４６０± ０２：０５．３３ ４９．６�
４７ メジロダイボサツ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４７２＋ ２２：０５．４� ６．８�
６１２ ル ー ジ ュ 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４６４－ ８２：０５．５� １６．５	
５９ � アポロゼウス 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 米

Hill ’n’ Dale Equine
Holdings, Inc., Josham
Farms Limited, et al

４７４± ０ 〃 ハナ １０．２

８１６ クラッシュアゲン 牡３黒鹿５６ 田中 勝春浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 ４６８ ―２：０５．６� ８２．７�
１２ コスモインパクター 牡３黒鹿５６ 丸山 元気 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 新ひだか フジワラフアーム ４３６ ―２：０５．７� ３０．６�
４８ ダイワスペシャル 牡３栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 服部 牧場 ５０２＋ ２ 〃 クビ ５４．３
７１３� チェンジユアセルフ 牝３青鹿５４ 三浦 皇成平田 修氏 二ノ宮敬宇 米 Dr. Masa-

take Iida ４２０＋ ２２：０５．９１ １５１．０�
７１４ トルネードビア 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲高嶋 活士畑佐 博氏 水野 貴広 新ひだか 酒井 秀紀 ３９０－ ４ 〃 ハナ ９９．５�
１１ デルマクリシュナ 牡３栗 ５６ 武士沢友治浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ４９８ ―２：０６．０� ６１．８�
５１０ カラータイマー 牡３栗 ５６ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４７２－ ６２：０６．４２� ２．６�
２４ ドリーヴァーデン 牝３黒鹿５４ 小林 淳一キャピタルクラブ 秋山 雅一 浦河 不二牧場 ４５６± ０ 〃 クビ ２１０．４�
８１７ スイートソワレ 牝３鹿 ５４ 酒井 学シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 ４４２－１８２：０６．７１� ６４９．５�
２３ アイアイドリーミー 牡３黒鹿５６ 池添 謙一齊藤 敬氏 浅野洋一郎 日高 坂口 豊翼 ４４４＋ ２２：０７．０１� １７２．８�
８１８ メジロテンニョ 牝３鹿 ５４ 江田 照男�メジロ牧場 菅原 泰夫 洞爺湖 メジロ牧場 ５０８＋ ８２：０７．４２� ２４５．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，５８２，２００円 複勝： ３７，９７０，１００円 枠連： ２１，９７６，５００円

馬連： ６５，０４３，０００円 馬単： ４３，４４９，０００円 ワイド： ２５，６０９，３００円

３連複： ７５，９２４，６００円 ３連単： １１２，６０３，５００円 計： ４０５，１５８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１８０円 複 勝 � ３８０円 � １９０円 � ２００円 枠 連（６－７） １，３９０円

馬 連 �� ２，６７０円 馬 単 �� ５，９２０円

ワ イ ド �� ９２０円 �� １，２１０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� ５，１７０円 ３ 連 単 ��� ３５，２９０円

票 数

単勝票数 計 ２２５８２２ 的中 � １５１３４（６番人気）
複勝票数 計 ３７９７０１ 的中 � ２１８８０（６番人気）� ５９３５２（２番人気）� ５３１０５（３番人気）
枠連票数 計 ２１９７６５ 的中 （６－７） １１７３１（７番人気）
馬連票数 計 ６５０４３０ 的中 �� １７９８２（１０番人気）
馬単票数 計 ４３４４９０ 的中 �� ５４２３（２３番人気）
ワイド票数 計 ２５６０９３ 的中 �� ６８２０（１１番人気）�� ５０６１（１５番人気）�� １２２５５（５番人気）
３連複票数 計 ７５９２４６ 的中 ��� １０８５２（１７番人気）
３連単票数 計１１２６０３５ 的中 ��� ２３５５（９８番人気）

ハロンタイム １３．３―１１．９―１２．５―１３．３―１２．８―１２．９―１３．０―１１．５―１１．３―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．３―２５．２―３７．７―５１．０―１：０３．８―１：１６．７―１：２９．７―１：４１．２―１：５２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．８―３F３４．８

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

勝馬の
紹 介

アレアーラック �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１１．１．３０ 東京５着

２００８．３．３１生 牡３栗 母 カノヤザミラクル 母母 ウッドマンズシック ５戦１勝 賞金 ７，４５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ナンヨーオウトー号
（非抽選馬） １頭 ポレモス号



１１０１７ ４月２４日 晴 重 （２３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）

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

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

７１１ オメガスカイツリー 牡３黒鹿５６ 横山 典弘原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４８２－ ４１：３８．２ ５．３�

８１４ ダイワモービル 牡３黒鹿５６ 北村 宏司大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 ４８０－ ２１：３８．３� ２１．７�
６１０ イーグルカザン 牡３鹿 ５６ 内田 博幸山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 ４８８± ０ 〃 ハナ ２．４�
１１ ゲルマンシチー 牡３青 ５６ 酒井 学 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 幌村牧場 ４７０± ０１：３８．８３ ３４．３�
３４ リックムファサ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊山邉 浩氏 清水 英克 新ひだか 藤巻 則弘 ４６８＋ ４１：３９．２２� １３．７�
５８ アルトゥバン 牡３栗 ５６ 丸山 元気�ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 ４７０－ ４ 〃 クビ ３０．０	
３３ シ ナ ル 牝３栗 ５４ 三浦 皇成加藤 信之氏 鹿戸 雄一 日高 有限会社

ケイズ ４７０－ ４１：３９．４１ ４．４

７１２ アフィントン 牝３栗 ５４ 蛯名 正義吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４３６－ ２１：３９．６１ ５５．７�
５７ 	 シンケンショウブ 牡３鹿 ５６ 江田 照男栗本 博晴氏 新開 幸一 新ひだか グランド牧場 B４７４＋ ５１：３９．７� １６７．０�
８１３ ホ ク シ ン 牡３青鹿５６ 柴田 善臣中村 勝彦氏 高橋 祥泰 青森 扶桑牧場 ４６０± ０１：４０．１２� ２９．６
４６ 	 タ イ フ ー ン 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 カナイシスタッド ４３４－ ６１：４０．２� ２６７．０�
２２ 
 テーオーブユウデン 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠小笹 公也氏 笹田 和秀 米 Yanagawa

Stud Ltd. ５０２－１２１：４０．６２� ７．４�
４５ ベルモントキーラ 牝３青鹿５４ 松岡 正海 �ベルモントファーム 古賀 史生 新冠 ベルモント

ファーム ４８４＋ ４１：４１．４５ ２７．５�
６９ ユキノマークン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 ４７４＋ ８１：４１．９３ １９０．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２３，８７９，７００円 複勝： ３９，６６０，６００円 枠連： １８，７８１，５００円

馬連： ６９，６４６，８００円 馬単： ４７，５５０，１００円 ワイド： ２９，３４７，９００円

３連複： ８０，３８０，９００円 ３連単： １２８，７２０，６００円 計： ４３７，９６８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １７０円 � ３３０円 � １３０円 枠 連（７－８） １，８００円

馬 連 �� ５，５６０円 馬 単 �� ９，６９０円

ワ イ ド �� １，３２０円 �� ３１０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ３，４２０円 ３ 連 単 ��� ３３，５００円

票 数

単勝票数 計 ２３８７９７ 的中 � ３５９７５（３番人気）
複勝票数 計 ３９６６０６ 的中 � ５８９３６（３番人気）� ２２１４０（６番人気）� １１４９６０（１番人気）
枠連票数 計 １８７８１５ 的中 （７－８） ７７１９（７番人気）
馬連票数 計 ６９６４６８ 的中 �� ９２４８（１９番人気）
馬単票数 計 ４７５５０１ 的中 �� ３６２３（３４番人気）
ワイド票数 計 ２９３４７９ 的中 �� ４９７０（１７番人気）�� ２７０８２（２番人気）�� １１６３８（６番人気）
３連複票数 計 ８０３８０９ 的中 ��� １７３５１（１０番人気）
３連単票数 計１２８７２０６ 的中 ��� ２８３６（９９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．５―３５．６―４８．２―１：０１．１―１：１３．８―１：２６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３７．１
３ ・（５，９）（８，１０）（３，４，１２）（２，１４）７，１３，１１（６，１） ４ ・（５，９）（８，１０）（３，４，１２）（２，７，１４）１３（１１，１）－６

勝馬の
紹 介

オメガスカイツリー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１０．１１．２０ 東京８着

２００８．４．６生 牡３黒鹿 母 オメガアイランド 母母 アイリッシュダンス ４戦２勝 賞金 １２，０００，０００円

１１０１８ ４月２４日 晴 稍重 （２３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

１：１９．８
１：１９．０

良

良

３５ プランスデトワール 牡３芦 ５６ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４６６＋ ６１：２２．７ １．３�

４７ ダイヤモンドアスク 牝３黒鹿５４ 武士沢友治廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４４６＋１０１：２２．９１� １９．５�
８１８ ランパスインベガス 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７８－ ８１：２３．０� ３０．７�
３６ サカジロキング 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三ロイヤルパーク 高野 友和 浦河 目名太山口

牧場 ４４４－ ４ 〃 ハナ ３６．３�
５１０ マルタカシクレノン 牡３青鹿５６ 蛯名 正義國立 治氏 清水 美波 浦河 細道牧場 ４８６－ ４１：２３．３１� ２０．５�
１２ エ ク メ ー ネ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司池谷 誠一氏 大竹 正博 むかわ 上水牧場 ４７６－２０１：２３．７２� ３９．３�
６１１ サンデースイセイ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春浜野順之助氏 清水 英克 日高 長田ファーム ４７０－ ８１：２３．８� ３３．６�
４８ ブラウニーサンクス 牝３鹿 ５４ 小林 淳一安倍 光昭氏 清水 利章 浦河 中脇 満 ４００－１２ 〃 ハナ ４４０．５	
１１ ケイアイアルテミス 牝３鹿 ５４ 江田 照男 
啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 新冠 隆栄牧場 ４３２－ ６ 〃 クビ １２８．０�
２４ ビッグギャンブラー 牡３栗 ５６ 大庭 和弥坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上牧場 ５１０＋１０１：２４．０１ １６２．８�
２３ コーラルビュー 牝３鹿 ５４ 川田 将雅 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 日高 古川 雅且 ４５２－ ４ 〃 ハナ ３１．４
７１５ コンプリート 牝３鹿 ５４ 吉田 豊平岡 茂樹氏 谷原 義明 浦河 大野牧場 ４５６± ０ 〃 クビ １０．３�
８１６ ベストクローン 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 日高大洋牧場 ４５６－ ４１：２４．２１� １２．６�
７１４ ナムラオーシャン 牡３鹿 ５６ 丸山 元気奈村 信重氏 田村 康仁 新ひだか 平野牧場 ４８８＋ ２１：２４．５１� ２３３．８�
５９ ヒカリキャピタル 牡３鹿 ５６ 内田 博幸
ヒカリクラブ 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 ４６２± ０ 〃 ハナ ４０．５�
７１３	 リュウノフラッシュ 牡３鹿 ５６

５３ ▲菅原 隆一ケンレーシング組合 高柳 瑞樹 浦河 大西牧場 ４３６－ ４１：２４．６� ５５０．３�
６１２ デ シ リ オ ン 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠岡田 牧雄氏 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド B４５４－ ４１：２５．２３� ６６．１�
８１７ テイエムシャトウ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一竹園 正繼氏 柴田 政人 浦河 梅田牧場 ４６４－１２１：２５．８３� ２６０．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３０，７９６，１００円 複勝： ９８，５６６，０００円 枠連： ２２，６６７，７００円

馬連： ７１，０９３，４００円 馬単： ６５，９７０，７００円 ワイド： ２９，９８７，７００円

３連複： ８０，５６５，０００円 ３連単： １７０，７８８，１００円 計： ５７０，４３４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � ２８０円 � ４４０円 枠 連（３－４） ８１０円

馬 連 �� ８３０円 馬 単 �� ８６０円

ワ イ ド �� ３８０円 �� ５４０円 �� ３，４８０円

３ 連 複 ��� ４，６９０円 ３ 連 単 ��� １０，５６０円

票 数

単勝票数 計 ３０７９６１ 的中 � １８８７５４（１番人気）
複勝票数 計 ９８５６６０ 的中 � ７１８０５５（１番人気）� ３３８４２（４番人気）� １９１９０（７番人気）
枠連票数 計 ２２６６７７ 的中 （３－４） ２０９０１（４番人気）
馬連票数 計 ７１０９３４ 的中 �� ６３２８４（３番人気）
馬単票数 計 ６５９７０７ 的中 �� ５６８４４（３番人気）
ワイド票数 計 ２９９８７７ 的中 �� ２１１３９（３番人気）�� １４１０９（５番人気）�� １８９８（３５番人気）
３連複票数 計 ８０５６５０ 的中 ��� １２６９４（１７番人気）
３連単票数 計１７０７８８１ 的中 ��� １１９４２（２３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．６―３５．４―４７．５―５９．１―１：１０．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プランスデトワール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Lyphard デビュー ２０１０．８．２９ 札幌１着

２００８．３．３０生 牡３芦 母 スキーパラダイス 母母 Ski Goggle ５戦２勝 賞金 ２７，３３０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ジェネスサンキュー号・バレドクール号・メルトアウェイ号
（非抽選馬） ２頭 タフ号・ロザージュ号



１１０１９ ４月２４日 晴 重 （２３東京２）第２日 第７競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時２０分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，５５�
本 賞 ７，４００，０００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

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

７１３ リープオブフェイス 牝４芦 ５５ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 追分ファーム ４７８± ０１：２６．２ ６．３�

７１４ ノボシャンパーニュ 牝４栗 ５５ 大庭 和弥�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 ４８６－ ４１：２６．５１� ２２３．３�
２３ エルメスグリーン 牝５鹿 ５５ 川田 将雅 �グリーンファーム 中村 均 日高 シンコーファーム ４９６＋１０１：２６．６� ４．６�
６１１ ベルモントエルメス 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ５１８＋ ８１：２６．７クビ １９．９�
５９ � トーアティアレ 牝４鹿 ５５ 北村 宏司高山ランド� 柴田 政人 豊浦トーア牧場 ４４０－ ２ 〃 ハナ ４７．２�
６１２ ミラクルフルーツ 牝５鹿 ５５ 丸山 元気吉田 照哉氏 高橋 裕 千歳 社台ファーム B５０２＋ ９１：２７．０２ １０６．０	
５１０ レインボーハート 牝４栗 ５５ 岩田 康誠村井 良孝氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７６± ０１：２７．２１� ２．４

４８ チャレンジフラッグ 牝４芦 ５５ 後藤 浩輝石橋 忠之氏 阿部 新生 新ひだか 土田農場 ５１８＋ ４ 〃 ハナ ８．５�
３５ オーダーラッシュ 牝４栗 ５５ 江田 照男 �サンデーレーシング 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４３２－ ８ 〃 ハナ ２７．２�
１２ ナンヨークイーン 牝５鹿 ５５ 池添 謙一中村 �也氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム ４５０± ０１：２７．４１� ２０．１
２４ � ピンクデージー 牝４黒鹿５５ 武士沢友治野島 春男氏 菊沢 隆徳 日高 野島牧場 ４９０＋ ２１：２７．５クビ ２３０．５�
３６ ラタンバスケット 牝５栗 ５５ 武 豊 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４８６＋１６ 〃 クビ １２．４�
１１ � トウカイカラー 牝４黒鹿５５ 酒井 学内村 正則氏 成島 英春 むかわ エスティウィンファーム ４１２＋１２１：２７．９２� １４７．６�
８１５ アームズトウショウ 牝５鹿 ５５ 小林 淳一トウショウ産業� 奥平 雅士 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６４＋ ４１：２８．４３ ３８．４�
８１６� カゼノマイヒメ 牝４黒鹿５５ 四位 洋文岡田 牧雄氏 後藤 由之 日高 佐々木 直孝 ４１６＋ ２１：２９．４６ ３９．５�
４７ レオーネバンダム 牝４芦 ５５ 松岡 正海山科 統氏 斎藤 誠 浦河 バンダム牧場 ４３２－２６１：３０．１４ ３９．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，８１６，０００円 複勝： ３２，００３，１００円 枠連： ２０，７５９，５００円

馬連： ７２，２１６，３００円 馬単： ４５，４７０，２００円 ワイド： ２５，６９９，０００円

３連複： ８３，４３１，６００円 ３連単： １３０，２１４，１００円 計： ４３１，６０９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２４０円 � ３，１１０円 � ２１０円 枠 連（７－７） ４３，５３０円

馬 連 �� ７２，４２０円 馬 単 �� １２１，５９０円

ワ イ ド �� １７，２６０円 �� ７１０円 �� １２，０２０円

３ 連 複 ��� １４２，５３０円 ３ 連 単 ��� １，３９２，７３０円

票 数

単勝票数 計 ２１８１６０ 的中 � ２７６８０（３番人気）
複勝票数 計 ３２００３１ 的中 � ３７６１５（３番人気）� ２０５９（１５番人気）� ４８１９７（２番人気）
枠連票数 計 ２０７５９５ 的中 （７－７） ３５２（３５番人気）
馬連票数 計 ７２２１６３ 的中 �� ７３６（８３番人気）
馬単票数 計 ４５４７０２ 的中 �� ２７６（１５３番人気）
ワイド票数 計 ２５６９９０ 的中 �� ３５３（９０番人気）�� ９６４０（６番人気）�� ５０８（７９番人気）
３連複票数 計 ８３４３１６ 的中 ��� ４３２（２３０番人気）
３連単票数 計１３０２１４１ 的中 ��� ６９（１６３０番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１２．２―１２．９―１２．３―１２．５―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．６―３５．８―４８．７―１：０１．０―１：１３．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リープオブフェイス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１１．１４ 京都１着

２００７．３．２生 牝４芦 母 ラバヤデール 母母 ニ キ ー ヤ ７戦２勝 賞金 １７，２００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 シャイニイチカ号
（非抽選馬） １頭 ピロートーク号

１１０２０ ４月２４日 晴 重 （２３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 （ダート・左）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

４８ アドマイヤロイヤル 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５２２± ０１：３７．０ １．７�

５９ � アストレーション 牡５栗 ５７ 三浦 皇成広尾レース� 二ノ宮敬宇 米 Tower
Bloodstock ４９６± ０１：３７．３１� ５．２�

４７ タイキジャガー 牡５鹿 ５７ 川田 将雅�大樹ファーム 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４８２± ０１：３７．４� ２０．６�
５１０ リアルフリーダム 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４５８± ０１：３７．８２	 ４０．５�
２４ 
 ウインベルセルク 牡５鹿 ５７ 吉田 豊�ウイン 大久保龍志 新冠 村上 欽哉 ４９０－ ８１：３７．９	 ４８．１�
３６ ガンズオブナバロン 牡５黒鹿５７ 内田 博幸 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４７４－１６ 〃 アタマ １０．４	
７１４ トーセンヤッテキタ 牡４栗 ５７ 江田 照男島川 
哉氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 B５１８－ ８１：３８．１� ３４．３�
１２ カントリースノー 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ５３０＋ ２１：３８．２� ３８．８�
３５ ダイワバーガンディ 牝５鹿 ５５ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４６２－ ４１：３８．３クビ ４６．１
８１５ レオソリスト 牡６黒鹿５７ 丸山 元気�レオ 岩戸 孝樹 平取 協栄組合 B５２８－ ８１：３８．４� １４０．０�
６１２ ダノンエクスプレス 牡５栗 ５７ 田中 勝春�ダノックス 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４７０＋ ４１：３８．５	 ８．５�
１１ レッドボルサリーノ 牡５鹿 ５７ 松岡 正海 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５０８－１６１：３８．７１� ９７．７�
２３ ニシノサンタロウ 牡４黒鹿５７ 柴田 善臣西山 茂行氏 鈴木 伸尋 むかわ 西山牧場 ５５８＋ ２１：３８．８� ５２．６�
６１１ メジロフローラ 牝６栗 ５５ 池添 謙一�メジロ牧場 柴田 政人 洞爺 メジロ牧場 ４７０＋１４１：３９．１２ １１７．７�
８１６ ビッグローズ 牝６鹿 ５５ 大庭 和弥�ビッグ 石栗 龍彦 門別 目黒牧場 ４１８－１２１：４０．３７ ４８２．２�
７１３ エフティフローラ 牝４黒鹿５５ 武 豊吉野 英子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４６２－１２１：４０．４� ５０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，８５６，６００円 複勝： ７０，３１６，５００円 枠連： ２６，９７３，５００円

馬連： ９８，８５３，５００円 馬単： ７０，６５７，５００円 ワイド： ３６，４４１，７００円

３連複： １０６，１６６，１００円 ３連単： ２０７，２３１，２００円 計： ６４９，４９６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � ２３０円 枠 連（４－５） ３３０円

馬 連 �� ３８０円 馬 単 �� ５２０円

ワ イ ド �� ２００円 �� ４２０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� １，３６０円 ３ 連 単 ��� ３，３２０円

票 数

単勝票数 計 ３２８５６６ 的中 � １６０９７６（１番人気）
複勝票数 計 ７０３１６５ 的中 � ３８３２４９（１番人気）� ７８００５（２番人気）� ３９６４３（５番人気）
枠連票数 計 ２６９７３５ 的中 （４－５） ６１７２４（１番人気）
馬連票数 計 ９８８５３５ 的中 �� １９３９７３（１番人気）
馬単票数 計 ７０６５７５ 的中 �� １０１９６６（１番人気）
ワイド票数 計 ３６４４１７ 的中 �� ５７３８７（１番人気）�� ２０３０７（４番人気）�� ８５１９（９番人気）
３連複票数 計１０６１６６１ 的中 ��� ５７６７２（３番人気）
３連単票数 計２０７２３１２ 的中 ��� ４６０９８（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．４―３５．２―４７．５―５９．６―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４F４９．５―３F３７．４
３ １２－１３（９，１４）４，８（３，１５，１６）７（１，６，１１）（２，１０，５） ４ １２－（４，１３，９，１４）８（３，７，１５）６（１，１１）（２，１６）５，１０
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤロイヤル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．８．２２ 札幌２着

２００７．２．１０生 牡４鹿 母 マストビーラヴド 母母 ダイナシユート １１戦３勝 賞金 ４５，７５８，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 アキノフライ号・スイングエンジン号



１１０２１ ４月２４日 晴 良 （２３東京２）第２日 第９競走 ��
��１，８００�

い さ わ

石 和 特 別
発走１４時２５分 （芝・左）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

３３ エーブチェアマン 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義 �レーシングホース
ジャパン 清水 利章 様似 様似渡辺牧場 ４４２－ ８１：４９．１ ７．５�

１１ ステージプレゼンス 牡４芦 ５７ 川田 将雅吉田 千津氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６２± ０１：４９．４２ ４．３�
２２ オリエンタルジェイ 牡４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 ４７０－ ２１：４９．８２� ５．７�
７９ ヒカルアカツキ 牡４青鹿５７ 横山 典弘高橋 光氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４５８＋ ４１：４９．９� ２２．３�
６８ ブレイクナイン 牡５黒鹿５７ 三浦 皇成青山 洋一氏 田村 康仁 日高 日高大洋牧場 ４９８± ０ 〃 クビ ７．２�
６７ キッズアプローズ 牡５鹿 ５７ 田中 勝春瀬谷 �雄氏 牧 光二 早来 ノーザンファーム ４９２－ ８ 〃 ハナ ６．０	
５６ ショウナンアクロス 牡６鹿 ５７ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９８＋ ２１：５０．０クビ ３５．８

５５ トウショウデザート 牡５鹿 ５７ 内田 博幸トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 B５１０－ ２ 〃 クビ ２７．５�
７１０ シングンレジェンド 牡５鹿 ５７ 小林 淳一伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４６４＋ ４ 〃 ハナ １６．６�
８１２ サクラエルドール 牡４青 ５７ 四位 洋文�さくらコマース友道 康夫 新ひだか 新和牧場 ４８０－１４１：５０．２１ ６．３
８１１ ベストアンサー 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム ４６４＋ ８１：５０．６２� ５５．３�
４４ ファビラスボーイ 牡６芦 ５７ 後藤 浩輝中村 昭博氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ５２６－１２１：５０．８１� １４．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３４，０８５，５００円 複勝： ５６，６３４，３００円 枠連： ３１，３５８，９００円

馬連： １３５，８２５，７００円 馬単： ７５，２１３，８００円 ワイド： ４１，９６６，２００円

３連複： １３６，９９８，４００円 ３連単： ２４１，４４４，２００円 計： ７５３，５２７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ２３０円 � １７０円 � １７０円 枠 連（１－３） １，３００円

馬 連 �� １，１７０円 馬 単 �� ３，０４０円

ワ イ ド �� ５３０円 �� ６８０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� １，８５０円 ３ 連 単 ��� １０，７９０円

票 数

単勝票数 計 ３４０８５５ 的中 � ３５８２６（６番人気）
複勝票数 計 ５６６３４３ 的中 � ５６９６７（６番人気）� ９８６０４（１番人気）� ９３７５４（２番人気）
枠連票数 計 ３１３５８９ 的中 （１－３） １７８６８（７番人気）
馬連票数 計１３５８２５７ 的中 �� ８６２９２（３番人気）
馬単票数 計 ７５２１３８ 的中 �� １８２９２（８番人気）
ワイド票数 計 ４１９６６２ 的中 �� １９８９４（３番人気）�� １４６５４（８番人気）�� ２４１４７（２番人気）
３連複票数 計１３６９９８４ 的中 ��� ５４９００（１番人気）
３連単票数 計２４１４４４２ 的中 ��� １６５１６（９番人気）

ハロンタイム １３．２―１１．７―１２．１―１２．６―１２．８―１２．３―１１．３―１１．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２４．９―３７．０―４９．６―１：０２．４―１：１４．７―１：２６．０―１：３７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．７―３F３４．４

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

勝馬の
紹 介

エーブチェアマン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１１．２２ 東京４着

２００７．３．２５生 牡４黒鹿 母 ビックリバコ 母母 サマニベッピン １５戦３勝 賞金 ４９，５７６，０００円

１１０２２ ４月２４日 晴 良 （２３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，２２．４．２４以降２３．４．１７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 ２３，０００，０００円 ９，２００，０００円 ５，８００，０００円 ３，５００，０００円 ２，３００，０００円
付 加 賞 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

３４ ケイアイドウソジン 牡５鹿 ５６ 藤田 伸二 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 新冠 村田牧場 ４９６－ ４２：２８．０ ６．１�

８１４ ネ コ パ ン チ 牡５黒鹿５２ 江田 照男桐谷 茂氏 星野 忍 浦河 大道牧場 ４７２－ ８２：２８．１� ８．０�
５７ エ ジ ソ ン 牡５栗 ５２ 横山 典弘重松 國建氏 鹿戸 雄一 日高 横井 哲 ５３２＋ ８ 〃 ハナ ２９．３�
７１２ コロンバスサークル 牝５黒鹿５２ 武 豊吉田 照哉氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４６０＋１４２：２８．２クビ ２１．９�
４６ ジャングルハヤテ 牡４黒鹿５２ 池添 謙一伊藤 誠吉氏 本郷 一彦 新ひだか グランド牧場 ４８２＋ ６ 〃 アタマ ８．０�
４５ キングトップガン 牡８鹿 ５１ 丸山 元気池田 豊治氏 鮫島 一歩 新冠 北星村田牧場 ４９８－１０ 〃 クビ ２５．９�
７１１ イ コ ピ コ 牡５鹿 ５７．５ 酒井 学�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ４７４＋ ６２：２８．３クビ ５．４	
５８ ヒカルカザブエ 牡６黒鹿５５ 内田 博幸�橋 京子氏 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４７８－１４２：２８．７２� １５．８

８１３ マンハッタンスカイ 牡７黒鹿５６ 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浅見 秀一 新冠 カミイスタット B５４４＋１８ 〃 クビ ６８．６�
２２ アースシンボル 牝６鹿 ５２ 北村 宏司松山 増男氏 宗像 義忠 三石 城地 清満 ４７６± ０２：２８．８クビ ７．８�
１１ マイネルアンサー 牡７鹿 ５４ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 三石 稲葉牧場 ５４２＋１６ 〃 アタマ ４９．３
３３ エイシンフレンチ 牡６栗 ５１ 吉田 豊平井 豊光氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B５２０－ ４２：２８．９クビ ２５．５�
６９ ゴールデンハインド 牡５鹿 ５３ 後藤 浩輝吉田 和子氏 大竹 正博 早来 ノーザンファーム ５５０＋ ４ 〃 アタマ ２３．１�
６１０ トップカミング �５黒鹿５５ 蛯名 正義�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４４８－１０２：２９．６４ ４．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４５，４１３，６００円 複勝： ６８，２７３，７００円 枠連： ４２，１８４，２００円

馬連： １９０，５５６，３００円 馬単： １００，４０８，８００円 ワイド： ５８，４２６，３００円

３連複： ２０８，３５１，２００円 ３連単： ３４５，４３６，５００円 計： １，０５９，０５０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � ２８０円 � ２８０円 � ７１０円 枠 連（３－８） １，９５０円

馬 連 �� ２，５６０円 馬 単 �� ４，６７０円

ワ イ ド �� ８８０円 �� ２，６３０円 �� ２，４５０円

３ 連 複 ��� ２０，０３０円 ３ 連 単 ��� ９４，３９０円

票 数

単勝票数 計 ４５４１３６ 的中 � ５８７３０（３番人気）
複勝票数 計 ６８２７３７ 的中 � ７０６８０（３番人気）� ６８６５７（５番人気）� ２１９５５（１２番人気）
枠連票数 計 ４２１８４２ 的中 （３－８） １６００１（１１番人気）
馬連票数 計１９０５５６３ 的中 �� ５５０８１（８番人気）
馬単票数 計１００４０８８ 的中 �� １５８９８（１４番人気）
ワイド票数 計 ５８４２６３ 的中 �� １７０７４（７番人気）�� ５３５８（４０番人気）�� ５７６１（３５番人気）
３連複票数 計２０８３５１２ 的中 ��� ７６７８（８０番人気）
３連単票数 計３４５４３６５ 的中 ��� ２７０１（３１２番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１２．９―１３．０―１２．５―１２．４―１３．０―１２．５―１１．９―１１．２―１２．０―１２．６

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―２４．０―３６．９―４９．９―１：０２．４―１：１４．８―１：２７．８―１：４０．３―１：５２．２―２：０３．４―２：１５．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケイアイドウソジン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Cutlass デビュー ２００８．１１．２３ 京都３着

２００６．４．１２生 牡５鹿 母 ブリーダーズフライト 母母 Flight ２２戦７勝 賞金 １２８，９９７，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。



１１０２３ ４月２４日 晴 良 （２３東京２）第２日 第１１競走 ��
��２，０００�第７１回皐 月 賞（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�
内閣総理大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞・中山馬主協会賞（１着）

賞 品
本 賞 ９７，０００，０００円 ３９，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，７００，０００円
付 加 賞 ３２，７３２，０００円 ９，３５２，０００円 ４，６７６，０００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

１：５７．２
１：５６．４
１：５８．５

良

良

良

６１２ オルフェーヴル 牡３栗 ５７ 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４０－ ４２：００．６ １０．８�

２４ サダムパテック 牡３鹿 ５７ 岩田 康誠大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５００－ ８２：０１．１３ ２．５�

１２ ダノンバラード 牡３黒鹿５７ 武 豊�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム ４６４＋ ４２：０１．３１� １８．９�
７１５ デ ボ ネ ア 牡３鹿 ５７ 佐藤 哲三 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５３０－ ４２：０１．４� ４６．１�
３５ ナカヤマナイト 牡３栗 ５７ 柴田 善臣和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 ４５８－ ８２：０１．５	 ５．９�
４７ ロッカヴェラーノ 牡３青鹿５７ 吉田 豊吉田 照哉氏 中村 均 千歳 社台ファーム ４６８－ ８ 〃 アタマ ６９．１	
８１６ トーセンラー 牡３黒鹿５７ 蛯名 正義島川 
哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４３０－ ２２：０１．６� １２．１�
５１０ エイシンオスマン 牡３鹿 ５７ 後藤 浩輝平井 豊光氏 松永 昌博 安平 有限会社 ノー

ザンレーシング ４６２－ ８２：０１．７クビ １０６．７�
８１７ プ レ イ 牡３青鹿５７ 松岡 正海岡田 繁幸氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４９６＋ ２ 〃 ハナ ４１．４
１１ ステラロッサ 牡３栗 ５７ 川田 将雅 �社台レースホース角居 勝彦 安平 追分ファーム ４７６± ０２：０１．８	 １７．０�
６１１ ベルシャザール 牡３青鹿５７ 安藤 勝己 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム ５２６－ ２２：０１．９	 ７．９�
７１４ フェイトフルウォー 牡３黒鹿５７ 田中 勝春 �社台レースホース伊藤 伸一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５００－ ４２：０２．０� ３３．８�
３６ ダ ノ ン ミ ル 牡３栗 ５７ 内田 博幸�ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４５２－ ４ 〃 ハナ １５．７�
５９ カ フ ナ 牡３黒鹿５７ 丸山 元気金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４６６－１０２：０２．１クビ ３４．１�
２３ ノーザンリバー 牡３鹿 ５７ 四位 洋文林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ８２：０２．２	 ２６．１�
８１８ オールアズワン 牡３黒鹿５７ 藤田 伸二宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４７６± ０ 〃 クビ １０９．６�
４８ ビッグロマンス 牡３黒鹿５７ 北村 宏司西村 專次氏 河野 通文 新冠 ヒカル牧場 ４８８－ ４２：０４．１大差 １８０．１�
７１３ リ ベ ル タ ス 牡３鹿 ５７ 横山 典弘金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４８６－ ６２：１０．５大差 ３３．０�

（１８頭）

売 得 金
単勝： ４９４，７３９，５００円 複勝： ５５３，２７４，３００円 枠連： ６６２，８６６，４００円 馬連： ２，５０２，４９６，６００円 馬単： １，２７３，９０２，９００円

ワイド： ５９３，６７６，８００円 ３連複： ３，０１９，９０６，９００円 ３連単： ６，０３４，６６６，９００円 ５重勝： ７２７，９３１，７００円 計： １５，８６３，４６２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０８０円 複 勝 � ３００円 � １３０円 � ５５０円 枠 連（２－６） ５７０円

馬 連 �� １，２６０円 馬 単 �� ３，７４０円

ワ イ ド �� ６３０円 �� ３，８４０円 �� １，３３０円

３ 連 複 ��� ９，２２０円 ３ 連 単 ��� ５５，４５０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����� ８１０，２８０円

票 数

単勝票数 計４９４７３９５ 的中 � ３６３３８３（４番人気）
複勝票数 計５５３２７４３ 的中 � ３９１７６９（４番人気）� １７６０２８４（１番人気）� １８５２５４（８番人気）
枠連票数 計６６２８６６４ 的中 （２－６） ８７２８１４（２番人気）
馬連票数 計２５０２４９６６ 的中 �� １４６８５４７（３番人気）
馬単票数 計１２７３９０２９ 的中 �� ２５１９７６（９番人気）
ワイド票数 計５９３６７６８ 的中 �� ２４６４７３（３番人気）�� ３６３１４（４４番人気）�� １０８６６９（１１番人気）
３連複票数 計３０１９９０６９ 的中 ��� ２４１９２５（２２番人気）
３連単票数 計６０３４６６６９ 的中 ��� ８０３２３（１４７番人気）
５重勝票数 計７２７９３１７ 的中 ����� ６６３

ハロンタイム １３．０―１１．７―１１．７―１１．９―１２．０―１２．３―１２．７―１１．８―１１．７―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．７―３６．４―４８．３―１：００．３―１：１２．６―１：２５．３―１：３７．１―１：４８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．３

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

勝馬の
紹 介

オルフェーヴル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー ２０１０．８．１４ 新潟１着

２００８．５．１４生 牡３栗 母 オリエンタルアート 母母 エレクトロアート ７戦３勝 賞金 ２２４，９４９，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１３頭 コティリオン号・サトノタイガー号・ショウナンマイティ号・スマートロビン号・タツミリュウ号・テイエムオオタカ号・

トキノゲンジ号・トーセンレーヴ号・ホッコーガンバ号・メルトアウェイ号・ユウセン号・ユニバーサルバンク号・
ルルーシュ号

※一般事項Ⅴ－２の（４）によりオルフェーヴル号・サダムパテック号・ダノンバラード号・デボネア号は，東京優駿（GⅠ）競走に優先出
走できる。

１１０２４ ４月２４日 晴 重 （２３東京２）第２日 第１２競走
被災地支援競走

��
��１，６００�き ず な 賞

発走１６時２５分 （ダート・左）
４歳以上，１，６００万円以下，２２．４．２４以降２３．４．１７まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

５１０ タイセイレジェンド 牡４栗 ５４ 岩田 康誠田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B５２６± ０１：３６．４ １２．５�

４８ エ ア ウ ル フ 牡４栗 ５７ 内田 博幸 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム B４６４－ ２１：３６．９３ ３．０�
７１４ キングパーフェクト 牡５黒鹿５７ 岩部 純二田中 晴夫氏 萱野 浩二 様似 スイートフアーム ４６２－ ６ 〃 クビ ６．８�
６１１ セ イ リ オ ス 牡４鹿 ５７ 横山 典弘 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４８０－１０１：３７．０クビ ３．０�
３６ ビギンマニューバー �６黒鹿５４ 大庭 和弥前田 晋二氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９０－１０ 〃 アタマ ３４．９�
４７ フ リ ソ 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成藤田 孟司氏 小島 茂之 門別 モリナガファーム ４７６－ ４１：３７．１クビ １４．７	
５９ � ヒシパーフェクト 牡５鹿 ５４ 柴田 善臣阿部雅一郎氏 久保田貴士 米 Thomas L.

Nichols ４７０－１０１：３７．５２� ４５．２

８１５ カネスラファール 牡７黒鹿５３ 小林 淳一杉澤 光雄氏 小野 次郎 門別 坂 牧場 ４８４＋ ４１：３７．７１	 １１６．７�
１１ キ テ ィ 牝５鹿 ５４ 鈴来 直人武田 茂男氏 野中 賢二 浦河 山下 恭茂 ４６２－１０ 〃 クビ ３９．２�
７１３ ダイワプリベール 牡５鹿 ５４ 後藤 浩輝大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム B４６４－ ８１：３７．９１ ５５．３
２４ バロンビスティー 牡６芦 ５５ 吉田 豊ビスティーズホース

ユニオン 尾形 充弘 平取 清水牧場 ５５０± ０１：３８．１１	 ２３．９�
１２ ビヨンドマックス 牡５鹿 ５４ 武士沢友治松岡 隆雄氏 増本 豊 門別 下河辺牧場 ５３４± ０１：３８．３１ １１１．２�
８１６ ハイローラー 牡５鹿 ５５ 藤田 伸二加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 土田農場 ４８２－１０１：３８．５１ ２６．６�
３５ プレシャスジェムズ 牝４黒鹿５５ 武 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４９６± ０ 〃 クビ １１．０�
２３ オシャレキング 牡６鹿 ５４ 北村 宏司松岡 隆雄氏 崎山 博樹 門別 ヤナガワ牧場 ５０６－ ２１：３８．７１� １３４．４�
６１２� アークビスティー 牡５鹿 ５４ 蛯名 正義備前島敏子氏 矢作 芳人 米 Darrell Brown

and Lendy Brown ５２６－ ６１：４０．１９ １００．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８４，８６５，３００円 複勝： １１６，３６２，９００円 枠連： ６９，８６２，０００円

馬連： ２７１，８５２，９００円 馬単： １５８，０８９，６００円 ワイド： ９８，３７４，９００円

３連複： ３２３，７１７，５００円 ３連単： ６３５，５７６，６００円 計： １，７５８，７０１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２５０円 複 勝 � ３７０円 � １５０円 � ２００円 枠 連（４－５） １，４４０円

馬 連 �� ２，５２０円 馬 単 �� ５，７９０円

ワ イ ド �� ８４０円 �� １，９７０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� ６，１９０円 ３ 連 単 ��� ４３，０９０円

票 数

単勝票数 計 ８４８６５３ 的中 � ５３５２４（５番人気）
複勝票数 計１１６３６２９ 的中 � ６５１０２（６番人気）� ２４９９００（２番人気）� １５６９２５（３番人気）
枠連票数 計 ６９８６２０ 的中 （４－５） ３５８８２（６番人気）
馬連票数 計２７１８５２９ 的中 �� ７９８８５（８番人気）
馬単票数 計１５８０８９６ 的中 �� ２０１７１（１８番人気）
ワイド票数 計 ９８３７４９ 的中 �� ２８６０３（８番人気）�� １１５８８（２２番人気）�� ５３９２４（３番人気）
３連複票数 計３２３７１７５ 的中 ��� ３８６１０（１４番人気）
３連単票数 計６３５５７６６ 的中 ��� １０８８７（１０４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．８―１２．４―１２．３―１２．１―１２．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．０―３４．８―４７．２―５９．５―１：１１．６―１：２３．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイレジェンド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー ２００９．８．２ 札幌２着

２００７．３．２６生 牡４栗 母 シャープキック 母母 ペッパーキャロル １３戦４勝 賞金 ４９，７８７，０００円
〔発走状況〕 キティ号は，枠入り不良。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１８頭 アサヒバロン号・アンシャンレジーム号・ギシアラバストロ号・キャプテンルビー号・ゴールドバシリスク号・

サイモントルナーレ号・サンマルセイコー号・タイセイワイルド号・ダイレクトキャッチ号・タマモグレアー号・
デンコウヤマト号・ドットコム号・ナリタシルクロード号・ピューター号・ヒラボクビジン号・マエストラーレ号・
メダリアビート号・ラルーチェ号



（２３東京２）第２日 ４月２４日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重後良
不良後重

競走回数 １２回 出走頭数 １８４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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

３８９，１２０，０００円
８，５２０，０００円
１０，６６０，０００円
４８，２７０，０００円
３６，７６０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

６６，０７６，０００円
５，４５０，０００円
１，８２１，６００円

勝馬投票券売得金
８５１，８０９，２００円
１，１７２，７４３，３００円
９６６，４３４，３００円
３，６４０，５７２，４００円
２，００１，４６４，５００円
１，００７，８１５，９００円
４，３１２，３３９，３００円
８，３４１，２９６，４００円
７２７，９３１，７００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
５ 重 勝
計 ２３，０２２，４０７，０００円

総入場人員 ８０，９４０名 （有料入場人員 ７９，０１６名）




