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１１０３７ ４月２９日 晴 良 （２４東京２）第４日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走９時５５分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：２１．９
１：２１．５

不良

不良

２３ アポロパレス 牝３鹿 ５４ 北村 宏司小林 量氏 白井 寿昭 浦河 笹島 政信 ４４６＋ ４１：２５．４ ２４．０�

８１５ サウンドレーサー 牡３黒鹿５６ 福永 祐一増田 雄一氏 勢司 和浩 浦河 富田牧場 ４６０－ ４１：２５．６１� １．８�
４８ サクシナイト 牡３黒鹿５６ 横山 典弘 �グリーンファーム 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ４６４± ０１：２６．４５ ２．８�
３５ ヘアーオブザドッグ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸平賀 久枝氏 鈴木 康弘 浦河 鎌田 正嗣 ５０２＋ ４ 〃 アタマ ７．１�
１１ コスモイズモ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 日高 浦新 徳司 ４８０＋ ４１：２７．０３� ２４．５�
１２ ジャンピングタワー 牝３鹿 ５４

５１ ▲山崎 亮誠田和 廣通氏 矢野 照正 日高 ナカノファーム ４５４＋ ２１：２７．３２ １６９．８	
３６ エンゼルアーチスト 牝３栗 ５４ 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 ４７６± ０１：２７．４クビ ３８．８

４７ ヒミノオオワシ 牡３栗 ５６ 太宰 啓介佐々木八郎氏 鈴木 孝志 新冠 パカパカ

ファーム ４９０± ０１：２７．９３ １０７．５�
５１０ ナウンステージ 牡３黒鹿５６ 津村 明秀佐藤 守宏氏 松山 康久 新冠 芳住 革二 ４７０－１２１：２８．０� １０１．２�
８１６ ツクバライジンオー 牡３栗 ５６ 中谷 雄太荻原 昭二氏 高橋 祥泰 日高 中原牧場 ４６６－ ２ 〃 ハナ ４８９．５
７１４ カンタベリーママ 牝３鹿 ５４

５１ ▲高嶋 活士峰 哲馬氏 佐藤 全弘 新ひだか 藤吉牧場 ４０２＋ ２１：２８．６３� ４４８．４�
２４ シンチノクリチャン 牝３栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人栗本 博晴氏 新開 幸一 平取 コアレススタッド ４１２－２０１：２８．７� ２９３．７�
５９ ホクテンリンダ 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜小川 幸助氏 古賀 史生 浦河 マミーファーム ４６８－１６１：２８．８� ４２２．８�
７１３ チャンピオンバージ 牝３芦 ５４ 丸山 元気坪野谷純子氏 谷原 義明 浦河 アイオイファーム ４７４－１０ 〃 ハナ １８．７�
６１２ ヒカリレーザー 牡３青鹿５６ 江田 照男�ヒカリクラブ 南田美知雄 日高 中川牧場 ４００－１０１：２９．６５ ４１１．１�
６１１ グランキュヴェ 牝３鹿 ５４ 本橋 孝太柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４２６－ ２１：２９．９１� ６３９．１�

（船橋）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，４１１，１００円 複勝： ５２，５８３，４００円 枠連： １４，８３７，６００円

馬連： ６２，９４７，６００円 馬単： ４５，８５５，１００円 ワイド： ２５，７３９，４００円

３連複： ７４，３６８，１００円 ３連単： １４６，０９１，１００円 計： ４４６，８３３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４００円 複 勝 � ３３０円 � １１０円 � １１０円 枠 連（２－８） １，９２０円

馬 連 �� ２，１１０円 馬 単 �� ７，１３０円

ワ イ ド �� ５９０円 �� ５２０円 �� １２０円

３ 連 複 ��� ９２０円 ３ 連 単 ��� １６，０８０円

票 数

単勝票数 計 ２４４１１１ 的中 � ８０２８（５番人気）
複勝票数 計 ５２５８３４ 的中 � １５２６４（６番人気）� ２２１０２８（１番人気）� １６８６０７（２番人気）
枠連票数 計 １４８３７６ 的中 （２－８） ５７３１（７番人気）
馬連票数 計 ６２９４７６ 的中 �� ２２０６９（７番人気）
馬単票数 計 ４５８５５１ 的中 �� ４７５１（２０番人気）
ワイド票数 計 ２５７３９４ 的中 �� ７５８１（９番人気）�� ８７２９（７番人気）�� ８４２０１（１番人気）
３連複票数 計 ７４３６８１ 的中 ��� ６０００２（３番人気）
３連単票数 計１４６０９１１ 的中 ��� ６７０７（４３番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．８―１２．６―１２．４―１２．５―１２．７

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アポロパレス �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１１．１１．１９ 京都３着

２００９．５．２０生 牝３鹿 母 アポロヘルム 母母 トップオブザスカイ ７戦１勝 賞金 ９，３００，０００円
〔騎手変更〕 チャンピオンバージ号の騎手吉田豊は，第３日第７競走での馬場入場後の落馬負傷のため丸山元気に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 スズカロイス号・マキシムギャラント号・レスタースクエア号
（非抽選馬） １頭 ショウナンサッチモ号
※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。

１１０３８ ４月２９日 晴 良 （２４東京２）第４日 第２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１０時２０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

５１０ レ イ ヴ 牡３栗 ５６ 福永 祐一 �グリーンファーム 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ５１２ ―１：３９．１ ４．８�

１１ � フ ェ ロ ー ズ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介前田 幸治氏 矢作 芳人 愛 Skymarc
Farm ５２２± ０１：３９．６３ ７．０�

５９ ブライテストソード 牡３栗 ５６ 北村 友一 �社台レースホース久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４７８＋ ４１：３９．７� １１．３�

８１６ ヴィンドランダ 牡３青鹿５６ 黛 弘人 �キャロットファーム 大久保洋吉 平取 坂東牧場 B４８２－ ２１：４０．６５ ２９．０�
３６ シーズザデイ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司荒井 壽明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 ４５２± ０１：４０．７� ４３．５�
６１１ コズミックガール 牝３鹿 ５４ 本橋 孝太グリーンスウォード 嶋田 潤 新冠 長浜 秀昭 ４１６－ ６１：４０．９１� ３８０．６	

（船橋）

８１５ レッドロブレス 牡３黒鹿５６ 田中 勝春 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 ４６８－ ４１：４１．０� ５５．５

７１３ ビロードボイス 牡３芦 ５６ 中谷 雄太松田 整二氏 田島 俊明 新ひだか グランド牧場 ４８６＋１０ 〃 ハナ １１４．９�
２３ ケイアイホクト 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 新ひだか 村上牧場 ４５８－ ４１：４１．２１ ３．８�
１２ ケイズイーグル 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜 IHR 田村 康仁 新ひだか 山本 昇寿 ４８２± ０１：４１．５１� ６６．３
３５ � ベリベリハッピー 牡３黒鹿５６ 横山 典弘足立 範子氏 萩原 清 米

Marston Stud, R.
A. N. Bonnycastle
& BBA Ireland

５００＋ ６１：４１．８１� ２．５�
６１２ タ カ ミ ル 牡３芦 ５６

５３ ▲杉原 誠人村田 滋氏 石栗 龍彦 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 ４６０＋ ２１：４１．９� １６８．７�

２４ クラウンザクラウン 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太矢野 悦三氏 角田 晃一 新冠 大栄牧場 ４８２－ ２１：４２．４３ ４７．９�
４８ メイショウシノノメ 牡３黒鹿５６ 武 幸四郎松本 好雄氏 中野 栄治 浦河 磯野牧場 ４７２± ０１：４４．３大差 １７０．６�
７１４ リンノヴァーレ 牡３黒鹿５６ 津村 明秀 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４３０ ―１：４４．６２ ８５．２�

（１５頭）
４７ ニンファエア 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成吉田 和美氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １７，７２４，７００円 複勝： ２６，９４５，４００円 枠連： １４，４４６，８００円

馬連： ４７，１４１，４００円 馬単： ３２，９９５，８００円 ワイド： １８，４３９，７００円

３連複： ５４，２２２，３００円 ３連単： ９４，４６７，６００円 計： ３０６，３８３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � ２３０円 � ２００円 � ３００円 枠 連（１－５） １，１４０円

馬 連 �� １，８５０円 馬 単 �� ３，５２０円

ワ イ ド �� ７８０円 �� ９９０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ５，２５０円 ３ 連 単 ��� ２５，５９０円

票 数

単勝票数 差引計 １７７２４７（返還計 ２１７） 的中 � ２９６８９（３番人気）
複勝票数 差引計 ２６９４５４（返還計 ３６０） 的中 � ３２４７９（４番人気）� ３９６５９（３番人気）� ２１３２８（５番人気）
枠連票数 差引計 １４４４６８（返還計 ５ ） 的中 （１－５） ９３８８（６番人気）
馬連票数 差引計 ４７１４１４（返還計 ３２８６） 的中 �� １８８７４（８番人気）
馬単票数 差引計 ３２９９５８（返還計 １８３４） 的中 �� ６９２１（１３番人気）
ワイド票数 差引計 １８４３９７（返還計 １０１８） 的中 �� ５９１２（８番人気）�� ４５５６（１０番人気）�� ４９４４（９番人気）
３連複票数 差引計 ５４２２２３（返還計 ７９１５） 的中 ��� ７６３５（１３番人気）
３連単票数 差引計 ９４４６７６（返還計 １５１６２） 的中 ��� ２７２５（７０番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．８―１２．９―１３．５―１２．７―１２．５―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．２―３５．０―４７．９―１：０１．４―１：１４．１―１：２６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．２―３F３７．７
３ ・（９，１６）（１，４）１３，３－（５，６）１５，１０（２，８，１４）１１，１２ ４ ・（９，１６）（１，４）１３（３，６）１５，５（１０，１４）１１，２（１２，８）

勝馬の
紹 介

レ イ ヴ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

２００９．５．８生 牡３栗 母 ジ ェ シ カ 母母 セシルカット １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔出走取消〕 ニンファエア号は，疾病〔蕁麻疹〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 ヴィンドランダ号の騎手吉田豊は，第３日第７競走での馬場入場後の落馬負傷のため黛弘人に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウシノノメ号・リンノヴァーレ号は，平成２４年５月２９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 ビッグヘッド号・ベルウッドハピネス号
※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。

第２回 東京競馬 第４日



１１０３９ ４月２９日 晴 良 （２４東京２）第４日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１０時５０分 （芝・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

１：３１．４
１：３１．４

良

良

６１２ アミカブルナンバー 牝３鹿 ５４ 内田 博幸池谷 誠一氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４５０± ０１：３４．７ １．５�

７１３ エバールージュ 牝３栗 ５４ 北村 宏司宇田 豊氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４４４－ ４ 〃 ハナ １２．１�
２３ レッドルイーザ 牝３栗 ５４ 横山 典弘 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 戸川牧場 ４７２＋１０ 〃 クビ ６．７�
４８ レディインラヴ 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥�橋 信博氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４３２－ ４１：３５．２３ ３６．２�
１１ ニシノセルヴァ 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介西山 茂行氏 水野 貴広 浦河 高昭牧場 ４０８－１６１：３５．３� ５１．４�
３６ ウエスタンビバ 牝３黒鹿５４ 田中 勝春西川 賢氏 中野 栄治 新ひだか ウエスタンファーム ４３２－１６１：３５．４クビ １０８．９�
８１７ シャドウライフ 牝３黒鹿５４ 福永 祐一飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４４４± ０ 〃 クビ ６．３	
７１５ ウィケットキーパー 牝３鹿 ５４ 北村 友一吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４３６－ ８１：３５．５クビ ３４．６

８１８ マドモアゼルアン 牝３栗 ５４ 本橋 孝太伊藤 貴憲氏 森 秀行 新ひだか 藤原牧場 ５０２－１２ 〃 アタマ ３３．５�

（船橋）

５１０ メイクイーン 牝３鹿 ５４
５１ ▲山崎 亮誠伊東 純一氏 杉浦 宏昭 日高 ヤナガワ牧場 ４６８± ０１：３５．７１� ８３．６�

２４ ヒットダミユキ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成片山牧場 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 ４４８ ―１：３６．０２ １３５．６�
３５ ボクノタカラモノ 牝３鹿 ５４ 江田 照男大道牧場 伊藤 伸一 新ひだか ダイイチ牧場 ４５６－ ２１：３６．２１� １２５．６�
１２ サ ホ ツ バ キ 牝３鹿 ５４ 黛 弘人楠本 勝美氏 蛯名 利弘 新冠 競優牧場 ４０４－ ６１：３６．３クビ ５８２．８�
６１１ ギムレトウショウ 牝３黒鹿５４ 藤岡 康太トウショウ産業� 大久保洋吉 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４２６－１４１：３６．６２ ２６８．３�
５９ エルザブラバント 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜佐々木雄二氏 田村 康仁 新冠 ハシモトフアーム ４４０－ ２ 〃 ハナ ４８２．６�
４７ ショウナンアゼリア 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人国本 哲秀氏 国枝 栄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４２２＋ ２１：３６．８１� ５０１．９�

７１４ マイネファジー 牝３栗 ５４ 丸山 元気 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 下屋敷牧場 ４３０ ―１：３７．１１� １１１．２�

８１６ ラインレイチェル 牝３栗 ５４ 武 幸四郎大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ４６０－ ２１：３７．７３� １５８．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２７，０６５，２００円 複勝： ７９，３２６，８００円 枠連： １８，３４９，８００円

馬連： ５９，７６１，９００円 馬単： ４８，０７８，６００円 ワイド： ２６，２４０，２００円

３連複： ７５，５６０，６００円 ３連単： １４８，４９２，２００円 計： ４８２，８７５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ２１０円 � １７０円 枠 連（６－７） ５００円

馬 連 �� ６８０円 馬 単 �� ８７０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� ２２０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� １，０６０円 ３ 連 単 ��� ３，７００円

票 数

単勝票数 計 ２７０６５２ 的中 � １５０７９３（１番人気）
複勝票数 計 ７９３２６８ 的中 � ５３５９６３（１番人気）� ３９０４４（４番人気）� ５９６９５（３番人気）
枠連票数 計 １８３４９８ 的中 （６－７） ２７６３７（３番人気）
馬連票数 計 ５９７６１９ 的中 �� ６４９１５（３番人気）
馬単票数 計 ４８０７８６ 的中 �� ４０８００（３番人気）
ワイド票数 計 ２６２４０２ 的中 �� ２３０７５（３番人気）�� ３３７４４（２番人気）�� ７５４９（８番人気）
３連複票数 計 ７５５６０６ 的中 ��� ５２８９９（３番人気）
３連単票数 計１４８４９２２ 的中 ��� ２９６３２（６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．４―３５．４―４７．４―５９．６―１：１１．６―１：２２．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アミカブルナンバー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Silver Deputy デビュー ２０１１．１１．１９ 東京４着

２００９．１．２３生 牝３鹿 母 ヒシシルバーメイド 母母 Hishi Amazon ４戦１勝 賞金 ９，４００，０００円
〔騎手変更〕 ギムレトウショウ号の騎手吉田豊は，第３日第７競走での馬場入場後の落馬負傷のため藤岡康太に変更。
※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 アズマガール号
※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。

１１０４０ ４月２９日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４東京２）第４日 第４競走 ��３，１００�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時２０分 （芝・ダート）

４歳以上；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金７００万円毎１�増
本 賞 １２，０００，０００円 ４，８００，０００円 ３，０００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円� コースレコード３：２４．５良・良

６９ ルールプロスパー 牡７青鹿６１ 白浜 雄造儀賀 好子氏 北出 成人 浦河 岡崎牧場 ４７２－１４３：２８．６ １．９�

３３ ハ ク サ ン 牡６黒鹿６０ 石神 深一篠� 恒雄氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 ４４４± ０３：２９．２３� １４．３�
１１ パ ゴ ダ 牡６鹿 ６０ 高野 和馬�和田牧場 和田正一郎 静内 及川 麻吉 ５４０－ ２３：２９．４１� ９０．０�
７１０ ボストンプラチナ 牡５青鹿６０ 草野 太郎ボストンホース� 嶋田 功 日高 浦新 徳司 ４４４－１０３：３０．０３� ３０．４�
５７ アイティゴールド 牡４黒鹿５９ 平沢 健治一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４８０－ ４３：３０．３１� ８４．８�
２２ アラタマポケット 牡６鹿 ６０ 難波 剛健荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 ４７２－ ６３：３０．４� ２０．２	
８１３ メジロサンノウ 牡４黒鹿５９ 大江原 圭岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４６０－ ２３：３０．５� １０．９

４５ サーストンムーン 牡５鹿 ６０ 江田 勇亮齊藤 宣勝氏 加藤 和宏 新冠 ラツキー牧場 ４９０＋ ８３：３０．９２� ７２．８�
５６ スズマーシャル 牡６栗 ６０ 横山 義行成田 隆好氏 小西 一男 三石 小河 豊水 ４７６± ０３：３１．１１ ５５．２�
７１１ ニシノラブキング 牡６栗 ６０ 中村 将之西山 茂行氏 浅見 秀一 鵡川 西山牧場 ４７４－ ４３：３１．６３ １２．８
６８ � ボンジュールヒカリ 牡５栗 ６０ 五十嵐雄祐田中善次郎氏 天間 昭一 むかわ 上水牧場 ５１２－１０３：３１．８１ １８．１�
４４ バ イ ヨ ン 牡７栗 ６１ 穂苅 寿彦 �キャロットファーム 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４４６－ ６３：３２．１２ ４．０�
８１２ ヴェルトマイスター 牡８鹿 ６０ 山本 康志 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム ５１０＋１４ （競走中止） ２４．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １７，５７０，３００円 複勝： ２８，４０７，１００円 枠連： １５，８４８，０００円

馬連： ４７，４８０，０００円 馬単： ３８，０１３，３００円 ワイド： ２０，７１２，８００円

３連複： ６５，７３２，０００円 ３連単： １２５，２２７，０００円 計： ３５８，９９０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ２８０円 � １，４５０円 枠 連（３－６） １，１００円

馬 連 �� １，１１０円 馬 単 �� １，５５０円

ワ イ ド �� ５６０円 �� ２，７００円 �� ５，８７０円

３ 連 複 ��� ２４，１９０円 ３ 連 単 ��� ７０，５５０円

票 数

単勝票数 計 １７５７０３ 的中 � ７４９２９（１番人気）
複勝票数 計 ２８４０７１ 的中 � １１５０９５（１番人気）� １９８４６（４番人気）� ２９６５（１２番人気）
枠連票数 計 １５８４８０ 的中 （３－６） １０６８６（４番人気）
馬連票数 計 ４７４８００ 的中 �� ３１５８９（３番人気）
馬単票数 計 ３８０１３３ 的中 �� １８１５５（４番人気）
ワイド票数 計 ２０７１２８ 的中 �� ９９１５（４番人気）�� １８２８（２７番人気）�� ８２６（４７番人気）
３連複票数 計 ６５７３２０ 的中 ��� ２００６（６３番人気）
３連単票数 計１２５２２７０ 的中 ��� １３１０（１８８番人気）

上り １マイル １：４７．２ ４F ５２．４－３F ３９．６
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ルールプロスパー �
�
父 ダイタクリーヴァ �

�
母父 グ ロ ウ デビュー ２００７．１２．２３ 阪神１着

２００５．２．２８生 牡７青鹿 母 グロウリボン 母母 グリーンアーク 障害：５戦３勝 賞金 ３９，９６２，０００円
〔競走中止〕 ヴェルトマイスター号は，競走中に疾病〔左第１指関節開放性脱臼〕を発症したため１コーナーで競走中止。



１１０４１ ４月２９日 晴 良 （２４東京２）第４日 第５競走 ��
��２，３００�サラブレッド系３歳

発走１２時１０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

２：１８．５
２：１８．３

良

良

７１２ パリソワール 牡３栗 ５６ 丸山 元気丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４３２－ ４２：２３．７ ３０．６�

４６ オメガインペリアル 牡３黒鹿５６ 横山 典弘原 �子氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４９０－１０ 〃 ハナ ２．８�
７１１ マイネルツァウバー 牡３青鹿５６ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 コスモヴューファーム ４６２－ ２２：２４．０２ ４．４�
５８ トーセンガリレオ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸島川 �哉氏 鈴木 康弘 新ひだか 岡田スタツド ５１０－ ４２：２４．３１� ３．７�
６９ コスモバルバラ 牝３黒鹿５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム ４２６＋ ６ 〃 クビ １０．７	
５７ マイネルレジェール 牡３黒鹿５６ 黛 弘人 �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 ４８２－ ４２：２４．５１� ５２．１

３４ サーストンリンク 牡３青 ５６ 福永 祐一齊藤 宣勝氏 戸田 博文 平取 坂東牧場 ５００ ―２：２４．７１ ８．５�
２２ クレバーウイナー 牡３栗 ５６ 本橋 孝太田� 正明氏 石毛 善彦 えりも エクセルマネジメント ５３０＋ ２２：２５．１２� １５０．３

（船橋）

１１ ミ ヒ ロ 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社
大原ファーム ４３８－ ２２：２５．４１� １３０．９�

８１３ クレバーシリウス 牡３鹿 ５６ 北村 宏司田� 正明氏 加藤 和宏 浦河 山本牧場 ４２４－ ２２：２５．５� ９２．２�
４５ ドリームインプレス 牡３黒鹿５６ 田中 勝春セゾンレースホース� 白井 寿昭 日高 前川ファーム ４２４－１０２：２６．７７ １２．９�
８１４	 マスターエクレール 牝３黒鹿５４ 江田 照男�服部牧場 牧 光二 米 Hidden

Springs Farm ４８４＋ ２ 〃 アタマ ４２．７�
３３ ビ ル ア ー ツ 牡３栗 ５６

５３ ▲杉原 誠人井上 一郎氏 大江原 哲 安平 吉田牧場 B４４８－ ４ 〃 アタマ １２０．２�
６１０ リネンヴィヴィッド 牡３鹿 ５６ 北村 友一戸山 光男氏 南田美知雄 日高 広富牧場 ５０６± ０ 〃 ハナ １２２．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２１，０６５，４００円 複勝： ３２，１６９，４００円 枠連： １５，７０３，５００円

馬連： ６２，１５６，１００円 馬単： ４３，３２７，２００円 ワイド： ２４，８５０，６００円

３連複： ７３，５３７，９００円 ３連単： １２７，４８１，１００円 計： ４００，２９１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，０６０円 複 勝 � ４８０円 � １４０円 � １７０円 枠 連（４－７） ４５０円

馬 連 �� ４，２３０円 馬 単 �� １０，７１０円

ワ イ ド �� １，２５０円 �� １，３７０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ４，６５０円 ３ 連 単 ��� ５０，５３０円

票 数

単勝票数 計 ２１０６５４ 的中 � ５４２８（７番人気）
複勝票数 計 ３２１６９４ 的中 � １２２７１（７番人気）� ７５５２５（１番人気）� ５５１４７（３番人気）
枠連票数 計 １５７０３５ 的中 （４－７） ２６１０３（２番人気）
馬連票数 計 ６２１５６１ 的中 �� １０８６９（１３番人気）
馬単票数 計 ４３３２７２ 的中 �� ２９８８（３３番人気）
ワイド票数 計 ２４８５０６ 的中 �� ４５１７（１３番人気）�� ４１０１（１５番人気）�� ２３９９４（２番人気）
３連複票数 計 ７３５３７９ 的中 ��� １１６８０（１５番人気）
３連単票数 計１２７４８１１ 的中 ��� １８６２（１４１番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．６―１２．５―１２．５―１２．６―１３．０―１３．４―１３．１―１２．７―１１．６―１１．７―１２．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００�
７．０―１８．６―３１．１―４３．６―５６．２―１：０９．２―１：２２．６―１：３５．７―１：４８．４―２：００．０―２：１１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．３
１
３
９（７，１２）－（５，６）－（３，１１）－（４，１４）１（８，１３）－（２，１０）
９，１２（６，７）１１，５，４，３（１，１４）－（８，１３）－２＝１０

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

パリソワール �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１１．１０．１０ 東京１２着

２００９．２．４生 牡３栗 母 アサクサコンソメ 母母 メイクアウイッシュ ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔騎手変更〕 ミヒロ号の騎手吉田豊は，第３日第７競走での馬場入場後の落馬負傷のため藤岡康太に変更。
※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。

１１０４２ ４月２９日 晴 良 （２４東京２）第４日 第６競走 ��
��２，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１２時４０分（番組第８競走を順序変更） （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

２２ ゼ ロ ー ソ 牡５黒鹿５７ 三浦 皇成前田 葉子氏 尾関 知人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８２－ ６２：２８．１ ３．５�

６６ シンボリヴァルト 牡４黒鹿５７ 津村 明秀シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 ５４２± ０ 〃 ハナ ２．２�
５５ オペラオーカン 牡５黒鹿５７ 田中 勝春吉田都枝江氏 堀井 雅広 浦河 グラストレーニ

ングセンター B４９２－ ２２：２８．８４ ６．７�
４４ クーガーストリート 牡４青鹿５７ 北村 宏司 �社台レースホース鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４７４－１０２：２９．１１� ５．５�
３３ シルバーブリオン 牡４栗 ５７

５４ ▲杉原 誠人 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４７８－ ９２：２９．３１� ２８．９�
７７ ア セ ン ト 	４鹿 ５７ 福永 祐一馬目 卓氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４４８＋ ２２：２９．７２
 ２２．１�
１１ ロンズデーライト 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己青山 洋一氏 小笠 倫弘 新冠 パカパカ

ファーム ４８４＋ ２２：３０．５５ ９．５	

（７頭）

売 得 金

単勝： ２３，１３１，３００円 複勝： ２０，６８８，７００円 枠連： 発売なし

馬連： ５０，２７５，８００円 馬単： ３９，７９１，４００円 ワイド： １５，０１６，１００円

３連複： ４６，６２６，０００円 ３連単： １４８，２３０，８００円 計： ３４３，７６０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １８０円 � １３０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ３７０円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド �� １５０円 �� ２７０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� ５００円 ３ 連 単 ��� ２，３００円

票 数

単勝票数 計 ２３１３１３ 的中 � ５２４７４（２番人気）
複勝票数 計 ２０６８８７ 的中 � ４０７７２（２番人気）� ７１５４４（１番人気）
馬連票数 計 ５０２７５８ 的中 �� １０３０６０（１番人気）
馬単票数 計 ３９７９１４ 的中 �� ３２６９４（３番人気）
ワイド票数 計 １５０１６１ 的中 �� ３０６５５（１番人気）�� １１６０４（４番人気）�� １７１６２（２番人気）
３連複票数 計 ４６６２６０ 的中 ��� ６９９７０（１番人気）
３連単票数 計１４８２３０８ 的中 ��� ４７５８０（４番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．５―１２．６―１２．６―１３．０―１２．６―１２．８―１２．１―１２．１―１１．７―１１．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．９―２４．４―３７．０―４９．６―１：０２．６―１：１５．２―１：２８．０―１：４０．１―１：５２．２―２：０３．９―２：１５．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．９
１
３
１，４（３，５）（７，６）２・（４，５）６（３，７）（２，１）

２
４
１－４，５（３，７）６，２・（４，５）（６，１）（３，７，２）

勝馬の
紹 介

ゼ ロ ー ソ 

�
父 ダンスインザダーク 


�
母父 Dixieland Band デビュー ２００９．１１．２８ 京都１２着

２００７．３．１８生 牡５黒鹿 母 ア ラ ン セ ラ 母母 Island Escape １９戦１勝 賞金 １１，９６０，０００円
［他本会外：２戦１勝］

〔騎手変更〕 ロンズデーライト号の騎手吉田豊は，第３日第７競走での馬場入場後の落馬負傷のため安藤勝己に変更。
〔その他〕 ロンズデーライト号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
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１１０４３ ４月２９日 晴 良 （２４東京２）第４日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時１０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

１：３１．４
１：３１．４

良

良

６６ ハイクラウン 牡３栗 ５６ 内田 博幸渡邊 隆氏 松山 康久 新冠 森 牧場 ４７６－ ２１：３５．３ ２．２�

３３ ダイワフェリス 牝３栗 ５４ 北村 友一大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ５１４－ ６ 〃 クビ ２４．１�
８９ タツストロング 牡３栗 ５６ 安藤 勝己鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 日高 坂戸 節子 ４８０－ ２１：３５．９３� ５．５�
７７ � アンアヴェンジド 牝３黒鹿５４ 横山 典弘�大樹ファーム 藤沢 和雄 米

Dr. William B.
Wilmot & Dr.
Joan M. Taylor

５１８＋ ２１：３６．１１ ４．０�
２２ カフェコンセール 牡３青 ５６ 田中 勝春吉野 弘司氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４６８－１０１：３６．４１� ５．６�
８１０	 グッドスター 牡３栗 ５６ 本橋 孝太福本 次雄氏 石井 勝男 平取 高橋 啓 ４６６－ ２１：３６．５� ３４．３�

（船橋） （船橋）

４４ アドマイヤリリーフ 牡３青鹿５６ 北村 宏司近藤 利一氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５６－ ６１：３６．６� １４．９	

７８ カシノアポロン 牡３鹿 ５６
５３ ▲杉原 誠人柏木 務氏 天間 昭一 熊本 村山 光弘 ４８０－ ２１：３６．８１� ３１．４


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 ４６８－２０１：３７．４３� ７９．３�
５５ リアルアビリティー 牡３芦 ５６ 石神 深一�ミルファーム 菊川 正達 新冠 ハクツ牧場 B４７０± ０１：３９．８大差 ３０５．９�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２６，４３１，９００円 複勝： ３４，３４２，９００円 枠連： １３，２１９，０００円

馬連： ６６，１５２，２００円 馬単： ４８，５８３，８００円 ワイド： ２４，３９３，６００円

３連複： ６８，８０７，８００円 ３連単： １６２，４８６，５００円 計： ４４４，４１７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １４０円 � ４１０円 � １８０円 枠 連（３－６） ２，９２０円

馬 連 �� ２，８４０円 馬 単 �� ４，３７０円

ワ イ ド �� ９６０円 �� ３００円 �� １，０７０円

３ 連 複 ��� ３，８６０円 ３ 連 単 ��� ２１，９００円

票 数

単勝票数 計 ２６４３１９ 的中 � ９７８８４（１番人気）
複勝票数 計 ３４３４２９ 的中 � ８５７０４（１番人気）� １５９７２（６番人気）� ５３０３０（４番人気）
枠連票数 計 １３２１９０ 的中 （３－６） ３３５１（１０番人気）
馬連票数 計 ６６１５２２ 的中 �� １７１９３（９番人気）
馬単票数 計 ４８５８３８ 的中 �� ８２０５（１４番人気）
ワイド票数 計 ２４３９３６ 的中 �� ５８２０（１２番人気）�� ２３７５４（２番人気）�� ５１９９（１４番人気）
３連複票数 計 ６８８０７８ 的中 ��� １３１８５（１４番人気）
３連単票数 計１６２４８６５ 的中 ��� ５４７７（６９番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．６―１２．０―１２．５―１２．５―１１．５―１１．１―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．４―３６．４―４８．９―１：０１．４―１：１２．９―１：２４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．４―３F３３．９
３ ３（８，９）６，７，１０（１，５，２）４ ４ ３，８（６，９）７（１，１０）（５，２）４

勝馬の
紹 介

ハイクラウン 
�
父 キングカメハメハ 

�
母父 Chief’s Crown デビュー ２０１１．１１．６ 東京１着

２００９．３．１２生 牡３栗 母 クラウンフォレスト 母母 Playmate ６戦２勝 賞金 １７，３８７，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リアルアビリティー号は，平成２４年５月２９日まで平地競走に出走できない。
※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。

１１０４４ ４月２９日 晴 良 （２４東京２）第４日 第８競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１３時４０分（番組第６競走を順序変更） （ダート・左）

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

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

８１４ オールドパサデナ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘吉田 照哉氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４９２－ ８１：３７．６ １０．０�

５８ ゴールドゼウス 牡３黒鹿５６ 内田 博幸スター・ホースメンズクラブ 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４７６－１０１：３８．２３� ４．３�
４６ シュガーヒル 牡３芦 ５６ 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４６８＋ ４１：３８．３� ２．４�
８１３ ローレルクラウド 牡３栗 ５６ 北村 友一 �ローレルレーシング 大竹 正博 日高 天羽 禮治 ５０６± ０ 〃 クビ ４．３�
２２ ローマンエンブレム 牡３栗 ５６ 田中 勝春�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 ５０４－ ８１：３８．４クビ １５．１�
３３ エ リ ク サ ー 牡３栗 ５６ 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４６４－ ８ 〃 クビ ６５．７	
４５ クラウディーハート 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成ディアレスト 田村 康仁 浦河 有限会社

松田牧場 ４６４± ０１：３８．６１� １９．０

７１１� ヤングエンパイア 牡３鹿 ５６ 石神 深一�ターフ・スポート田中 剛 浦河 中島牧場 ４９８－ ４１：３９．０２� １８３．７�
１１ バルスピュール 牝３黒鹿５４ 江田 照男ディアレスト 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 ４５２＋ ４ 〃 ハナ １２５．６�
３４ ヒカルヨコハマ 牡３栗 ５６ 武 幸四郎高橋 光氏 高市 圭二 登別 登別上水牧場 ４８４± ０１：３９．１クビ ５７．２
７１２ ケイアイエレガント 牝３黒鹿５４ 福永 祐一 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 ５００－ ４１：３９．５２� １３．１�
６１０ フォルテリコルド 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１６－ ２１：３９．８１� ３１．６�
６９ � フクノツール 牡３鹿 ５６ 津村 明秀小川 敏夫氏 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 ４７２－１２１：３９．９� ５５７．１�
５７ スズノライジン 牡３黒鹿５６ 丸山 元気小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 ５００－ ４１：４０．０� ２０９．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３６，１２１，４００円 複勝： ６３，０５８，７００円 枠連： ２６，５９７，２００円

馬連： １００，３５７，０００円 馬単： ６１，４４８，４００円 ワイド： ３６，２８４，３００円

３連複： １１０，２１８，７００円 ３連単： １９７，４４１，１００円 計： ６３１，５２６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０００円 複 勝 � ２３０円 � １５０円 � １１０円 枠 連（５－８） ６７０円

馬 連 �� １，５５０円 馬 単 �� ４，２００円

ワ イ ド �� ５７０円 �� ４７０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� １，１３０円 ３ 連 単 ��� １０，８７０円

票 数

単勝票数 計 ３６１２１４ 的中 � ２８５６３（４番人気）
複勝票数 計 ６３０５８７ 的中 � ４５７５６（４番人気）� １００２５５（２番人気）� ２４３７９０（１番人気）
枠連票数 計 ２６５９７２ 的中 （５－８） ２９５５６（３番人気）
馬連票数 計１００３５７０ 的中 �� ４７８６３（６番人気）
馬単票数 計 ６１４４８４ 的中 �� １０８０２（１６番人気）
ワイド票数 計 ３６２８４３ 的中 �� １４１５９（７番人気）�� １７８３４（４番人気）�� ４６１１４（１番人気）
３連複票数 計１１０２１８７ 的中 ��� ７２１５１（２番人気）
３連単票数 計１９７４４１１ 的中 ��� １３４１４（２７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．８―１２．４―１２．８―１２．４―１２．５―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―１：００．０―１：１２．４―１：２４．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オールドパサデナ �
�
父 Empire Maker �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２０１２．１．１４ 京都２着

２００９．３．２８生 牝３鹿 母 オフジオールドブロック 母母 Chip ４戦２勝 賞金 １６，４００，０００円
〔騎手変更〕 ヒカルヨコハマ号の騎手吉田豊は，第３日第７競走での馬場入場後の落馬負傷のため武幸四郎に変更。
※ヒカルヨコハマ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



１１０４５ ４月２９日 晴 良 （２４東京２）第４日 第９競走 ��
��１，４００�

ばんしゅん

晩春ステークス
発走１４時１５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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．８
１：１９．０

良

良

５１０ インプレスウィナー 牡５青 ５７ 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 ４５４－ ２１：２０．７ ３７．５�

３５ シルクウェッジ 牡５青鹿５７ 横山 典弘有限会社シルク和田 正道 新冠 ムラカミファーム ４８４－１４１：２０．８� ３．２�
１１ マイネルカリバーン 牡５黒鹿５７ 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 平山牧場 ５１８－１２１：２１．１２ １５．９�
８１６ プランスデトワール 牡４芦 ５７ 福永 祐一山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４７４＋ ６１：２１．２� ９．１�
２３ ラインジェシカ 牝５栗 ５５ 三浦 皇成大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ４９０－１２ 〃 クビ ５．７�
６１１ トーホウカイザー 牡７黒鹿５７ 北村 宏司東豊物産� 高橋 裕 門別 長谷川 一男 ４９２－ ６１：２１．３クビ ３６．１�
３６ マイネルエデン 牡６鹿 ５７ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 阿部 新生 新冠 飛渡牧場 ５１２－ ２１：２１．５１� ２８．８	
７１３ バンガロール 牡６栗 ５７ 北村 友一吉田 和美氏 佐々木晶三 日高 シンボリ牧場 ４９６－１０ 〃 クビ １１．９

５９ レッドエレンシア 牝４黒鹿５５ 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 浦河 信岡牧場 ４２４＋ ２ 〃 アタマ １７．７�
１２ エ ス カ ー ダ 牡５青鹿５７ 丸山 元気山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 ４６６＋ ６１：２１．６クビ １１７．０�
４７ ミスクリアモン 牝６鹿 ５５ 藤岡 康太平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４８２－ ２ 〃 クビ ４４．０
８１５ マッキーコバルト 牡６鹿 ５７ 太宰 啓介薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 ４５６＋ ２１：２１．７� ７６．０�
６１２ ニジブルーム 牡４芦 ５７ 江田 照男横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ４８０－ ４１：２１．８	 １０６．１�
２４ サザンスターディ 牡６鹿 ５７ 中谷 雄太南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 ５１６－１２１：２１．９� ２１．５�
７１４ ゲットフルマークス 
６鹿 ５７ 黛 弘人�ジェイアール 戸田 博文 浦河 梅田牧場 ４８０＋ ２ 〃 アタマ ３３０．６�
４８ ワ イ ズ リ ー 
４栗 ５７ 内田 博幸前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４５８＋ ６１：２２．０クビ ３．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，３６９，１００円 複勝： ６８，８６２，５００円 枠連： ３０，５２０，６００円

馬連： １３６，２０８，４００円 馬単： ７５，８０２，６００円 ワイド： ４９，６１９，４００円

３連複： １５１，２２２，３００円 ３連単： ２６９，４４１，０００円 計： ８１８，０４５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，７５０円 複 勝 � ７７０円 � １６０円 � ５６０円 枠 連（３－５） ２，１４０円

馬 連 �� ５，６１０円 馬 単 �� １５，６６０円

ワ イ ド �� １，９５０円 �� ７，７１０円 �� １，１７０円

３ 連 複 ��� ２５，４９０円 ３ 連 単 ��� １８４，４６０円

票 数

単勝票数 計 ３６３６９１ 的中 � ７６５６（１１番人気）
複勝票数 計 ６８８６２５ 的中 � １８７８８（１１番人気）� １５８００７（１番人気）� ２７１０２（７番人気）
枠連票数 計 ３０５２０６ 的中 （３－５） １０５５７（８番人気）
馬連票数 計１３６２０８４ 的中 �� １７９２６（２０番人気）
馬単票数 計 ７５８０２６ 的中 �� ３５７４（５２番人気）
ワイド票数 計 ４９６１９４ 的中 �� ６２９０（２０番人気）�� １５４０（６６番人気）�� １０７２１（１０番人気）
３連複票数 計１５１２２２３ 的中 ��� ４３７９（７５番人気）
３連単票数 計２６９４４１０ 的中 ��� １０７８（５００番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．２―１１．３―１１．４―１０．９―１１．４―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．３―３４．６―４６．０―５６．９―１：０８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．１―３F３４．７
３ ・（１，５）１５，４（２，７）－３（６，９，１０）１３（１１，８，１６）－（１２，１４） ４ ・（１，５）（４，１５）（２，７）（３，１０）（６，９）１３（１１，１６）１４（８，１２）

勝馬の
紹 介

インプレスウィナー �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．１１．７ 東京４着

２００７．４．４生 牡５青 母 ケリーズビューティ 母母 ビューティークロス １９戦４勝 賞金 ７６，６５５，０００円
〔騎手変更〕 ミスクリアモン号の騎手吉田豊は，第３日第７競走での馬場入場後の落馬負傷のため安藤勝己に変更したが，安藤勝

己は第７競走での負傷のため更に藤岡康太に変更。
〔発走状況〕 マイネルエデン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 マイネルエデン号は，発走調教再審査。

１１０４６ ４月２９日 晴 良 （２４東京２）第４日 第１０競走 ��
��１，６００�オアシスステークス

発走１４時５０分 （ダート・左）
４歳以上；負担重量は，５５�，牝馬２�減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過額１，１００
万円毎１�増

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 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

６１２ ナムラタイタン 牡６栗 ５８ 太宰 啓介奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 ５１４－ ４１：３５．２ ５．８�

３６ スタッドジェルラン 牡６栗 ５６ 北村 友一久保 博文氏 安田 隆行 三石 鳥井牧場 ４９４－ ６１：３５．８３� １０．６�
８１５ アドマイヤロイヤル 牡５鹿 ５６ 高倉 稜近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５１６± ０ 〃 ハナ ８．４�
４８ ゴールデンチケット 牡６黒鹿５６ 横山 典弘 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ５００－ ８ 〃 クビ １６．８�
２３ バーディバーディ 牡５黒鹿５６ 三浦 皇成里見美惠子氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 B４９４－ ４ 〃 ハナ ３．７�
７１３� エーシンウェズン 牡５鹿 ５６ 内田 博幸�栄進堂 野中 賢二 米 Helen Y.

Painter ５１８－１２１：３６．２２� ６．５	
１２ ヒラボクワイルド 牡６青鹿５８ 藤岡 佑介�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４９４－ ２１：３６．３クビ １８．７

２４ ナニハトモアレ 牡６黒鹿５５ 北村 宏司北側 雅司氏 鮫島 一歩 日高 目黒牧場 ５０４－１８ 〃 クビ ２８．７�
６１１ シルクシュナイダー 牡４黒鹿５６ 福永 祐一有限会社シルク須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５００－ ６１：３６．５１ ４．７�
５９ フラガラッハ 牡５鹿 ５６ 藤岡 康太 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９４＋ ２１：３６．９２� ２５．２
７１４ ボクノタイヨウ 牡７黒鹿５６ 田中 勝春平田 修氏 白井 寿昭 新冠 秋田牧場 ４８４＋ ２１：３７．１	 １７１．０�
５１０� アンダーカウンター 牡７栗 ５６ 本橋 孝太加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. Wayne

L Morris Sr. ５１８－ ４１：３７．２	 ３３１．４�
（船橋）

８１６
 ピースオブパワー 牡６青鹿５６ 丸山 元気田畑 勝彦氏 矢作 芳人 大樹 メムブリーディ
ングシステム ５０２± ０１：３７．３	 ３９６．７�

４７ アーリーロブスト 牡６鹿 ５７ 武 幸四郎�三嶋牧場 本田 優 日高 山際 辰夫 ４９６－ ４ 〃 ハナ ７３．３�
１１ ジェネラルノブレス 牡６栗 ５６ 中谷 雄太諸江 幸祐氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ５０４± ０１：３７．４クビ ６１．５�
３５ オウケンサクラ 牝５鹿 ５４ 津村 明秀福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 ４８６－ ６１：３７．５	 １２７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５４，８７１，９００円 複勝： ９６，２４０，３００円 枠連： ４３，７１１，７００円

馬連： ２０５，９４８，８００円 馬単： １０５，５１５，３００円 ワイド： ７０，１７２，２００円

３連複： ２３４，７６１，１００円 ３連単： ４２３，７１０，２００円 計： １，２３４，９３１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２３０円 � ２７０円 � ２８０円 枠 連（３－６） １，２５０円

馬 連 �� ２，７００円 馬 単 �� ５，１００円

ワ イ ド �� ９５０円 �� ８６０円 �� １，２９０円

３ 連 複 ��� ７，１６０円 ３ 連 単 ��� ３８，３５０円

票 数

単勝票数 計 ５４８７１９ 的中 � ７５５２４（３番人気）
複勝票数 計 ９６２４０３ 的中 � １１８０２６（３番人気）� ９４９２３（５番人気）� ８９０４８（６番人気）
枠連票数 計 ４３７１１７ 的中 （３－６） ２５９１２（４番人気）
馬連票数 計２０５９４８８ 的中 �� ５６４４３（１３番人気）
馬単票数 計１０５５１５３ 的中 �� １５２８４（２４番人気）
ワイド票数 計 ７０１７２２ 的中 �� １８２５５（１２番人気）�� ２０３５８（１０番人気）�� １３１７９（１７番人気）
３連複票数 計２３４７６１１ 的中 ��� ２４２１３（２３番人気）
３連単票数 計４２３７１０２ 的中 ��� ８１５５（１２４番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．７―１２．４―１２．３―１２．０―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．０―２２．７―３４．４―４６．８―５９．１―１：１１．１―１：２３．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラタイタン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Afleet デビュー ２００９．５．１０ 京都１着

２００６．５．２０生 牡６栗 母 ネクストタイム 母母 ジ ャ ビ ラ バ １９戦９勝 賞金 ２０５，０７６，０００円
〔騎手変更〕 アーリーロブスト号の騎手吉田豊は，第３日第７競走での馬場入場後の落馬負傷のため武幸四郎に変更。

アドマイヤロイヤル号の騎手安藤勝己は，第７競走での負傷のため高倉稜に変更。
〔発走状況〕 フラガラッハ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 フラガラッハ号は，発走調教再審査。
※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。
（非抽選馬） ５頭 クリスタルボーイ号・シャイニングアワー号・スリーアリスト号・セイカアレグロ号・プリンセスペスカ号
※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。

１レース目



１１０４７ ４月２９日 晴 良 （２４東京２）第４日 第１１競走 ��１，８００�スイートピーステークス
発走１５時３０分 （芝・左）（オークストライアル）

牝，３歳；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １９，０００，０００円 ７，６００，０００円 ４，８００，０００円 ２，９００，０００円 １，９００，０００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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

４７ ダイワズーム 牝３栗 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４４８± ０１：４８．１ ４．２�

７１４ ココロチラリ 牝３栗 ５４ 横山 典弘�ビリオンスター尾関 知人 千歳 社台ファーム ４６２－ ８１：４８．２� ６．３�
７１３ サトノジュピター 牝３鹿 ５４ 福永 祐一里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４６４－１０１：４８．３� ２．５�
６１１ プレノタート 牝３鹿 ５４ 杉原 誠人有限会社シルク牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 ４４２－ ８１：４８．４� ７．９�
２３ サトノジョリー 牝３青鹿５４ 内田 博幸里見 治氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 ４３０＋１２ 〃 クビ １７．８�
４８ マイネアルナイル 牝３青鹿５４ 丸山 元気 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム ４４８－１２１：４８．５クビ ４９．３�
３６ ハッピーウィーク 牝３栗 ５４ 藤岡 康太小川 勲氏 宮 徹 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２－ ２１：４８．６� ５１．１	
５１０ ア ラ フ ネ 牝３栗 ５４ 田中 勝春
アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４２４± ０１：４８．７� １１６．６�
２４ コ リ ー ヌ 牝３鹿 ５４ 太宰 啓介�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３０－ ８ 〃 クビ １１６．５�
７１５ デルマイザナミ 牝３鹿 ５４ 北村 友一浅沼 廣幸氏 高野 友和 日高 ファニーヒルファーム ４３２－ ２ 〃 アタマ １４７．１
１２ ミサソレムニス 牝３栗 ５４ 高倉 稜吉田 和美氏 高野 友和 洞爺湖 メジロ牧場 ４１６± ０１：４８．８クビ ２２０．６�
８１８ セ シ リ ア 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 ４３６± ０１：４８．９� ５５．７�
８１６ ヴュルデバンダム 牝３青鹿５４ 津村 明秀山科 統氏 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 ４４８－ ２１：４９．１１� ７９．２�
３５ マ ス イ デ ア 牝３黒鹿５４ 江田 照男益田 修一氏 中野 栄治 浦河 福田牧場 ４１８± ０１：４９．２� １００．３�
８１７ ウインフロレゾン 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥�ウイン 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム ４４６－１０ 〃 クビ ３２．９�
５９ ルネッタアスール 牝３鹿 ５４ 本橋 孝太青木 照吉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム ４５８＋ ６１：４９．３クビ １８．０�

（船橋）

１１ モエレマリーア 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 ４３８＋ ２１：４９．５１� ７３．４�
６１２ マンハッタンミート 牝３黒鹿５４ 武 幸四郎
�昭牧場 河内 洋 浦河 高昭牧場 ４８０－ ６ 〃 ハナ １５．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ６８，３３４，３００円 複勝： ８６，３３９，１００円 枠連： ７０，６１９，５００円

馬連： ３２１，２９０，６００円 馬単： １７９，３０３，２００円 ワイド： ８７，７８９，３００円

３連複： ３６２，５１０，２００円 ３連単： ７３５，４２４，２００円 計： １，９１１，６１０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １４０円 � １７０円 � １４０円 枠 連（４－７） ４１０円

馬 連 �� １，０８０円 馬 単 �� ２，０１０円

ワ イ ド �� ４００円 �� ２６０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� １，１００円 ３ 連 単 ��� ５，７１０円

票 数

単勝票数 計 ６８３３４３ 的中 � １３１０６０（２番人気）
複勝票数 計 ８６３３９１ 的中 � １８６２３１（１番人気）� １２０６１３（３番人気）� １８６０５３（２番人気）
枠連票数 計 ７０６１９５ 的中 （４－７） １２９９２７（１番人気）
馬連票数 計３２１２９０６ 的中 �� ２２０６４０（３番人気）
馬単票数 計１７９３０３２ 的中 �� ６５９４８（５番人気）
ワイド票数 計 ８７７８９３ 的中 �� ５１２０９（３番人気）�� ９４４７２（１番人気）�� ５４４９２（２番人気）
３連複票数 計３６２５１０２ 的中 ��� ２４３７６７（１番人気）
３連単票数 計７３５４２４２ 的中 ��� ９５１５３（５番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．０―１１．９―１２．２―１２．３―１２．４―１１．９―１１．６―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．１―３６．０―４８．２―１：００．５―１：１２．９―１：２４．８―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―３F３５．２

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダイワズーム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Capote デビュー ２０１１．１０．８ 東京４着

２００９．２．８生 牝３栗 母 フォルナリーナ 母母 プレイヤーホイール ９戦３勝 賞金 ４３，３９２，０００円
〔騎手変更〕 プレノタート号の騎手安藤勝己は，第７競走での負傷のため杉原誠人に変更。

ヴュルデバンダム号の騎手吉田豊は，第３日第７競走での馬場入場後の落馬負傷のため津村明秀に変更。
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりダイワズーム号・ココロチラリ号は，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。

１１０４８ ４月２９日 晴 良 （２４東京２）第４日 第１２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時１０分 （ダート・左）

１０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．５

不良

不良

７１４ オリオンザポラリス 牡５黒鹿 ５７
５４ ▲杉原 誠人平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 大塚牧場 ４６２－ ４１：２４．２ １４．７�

４８ � インディーズゲーム 牡４鹿 ５７ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Edward A.
Seltzer Trust ４７０－ ８１：２４．３� ４．４�

６１２� カネトシイナーシャ 牡４黒鹿５７ 北村 宏司兼松 利男氏 白井 寿昭 米 JMJ Racing
Stables, LLC ４７２± ０１：２４．６１	 １０．９�

２４ ダイヤモンドムーン 牝５黒鹿５５ 福永 祐一岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 B５１２－ ６１：２４．８１� １．８�
５９ ホクトキングダム 牡４青鹿５７ 太宰 啓介布施 光章氏 本田 優 浦河 上山牧場 B４８８－ ４１：２５．１１	 ８．３�
５１０ ブレーヴゴールド 牡６青鹿５７ 北村 友一磯波 勇氏 高木 登 新冠 平山牧場 B４６０－ ６１：２５．２	 ３０．７�
６１１� セイウンリファイン 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成西山 茂行氏 萱野 浩二 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones B４８２＋ ２１：２５．３� １２８．８�
１２ 
 リラティビティ 牡６鹿 ５７ 大庭 和弥池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 新ひだか 下屋敷牧場 ４８２－ ６１：２５．５１� １０７．１	
８１６ アンジュヴォレ 牝４栗 ５５ 藤岡 康太日下部勝�氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４５６± ０１：２５．６� ２５４．９

４７ レッツゴーマークン 牡４栗 ５７ 本橋 孝太魚住 啓市氏 田島 俊明 日高 ナカノファーム B４３８－１４ 〃 ハナ ３０．６�

（船橋）

３６ ナンヨークイーン 牝６鹿 ５５ 江田 照男中村 �也氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム B４４８＋１０１：２５．７� ３８．６�
８１５ タイキルネサンス 牡７鹿 ５７ 藤岡 佑介大樹ファーム 高木 登 早来 ノーザンファーム ５２４－ ６１：２６．０２ １９．３�
１１ � エ イ ワ ナ ギ 牡９鹿 ５７ 津村 明秀永井公太郎氏 松山 康久 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. ５２６＋ ２１：２６．１� １２９．０�
２３ クレーンズラヴァー 牝５栗 ５５ 中谷 雄太本桐牧場 清水 英克 新ひだか 本桐牧場 ４３６－ ４１：２６．２クビ １０７．５�
７１３
 ケージーアメリカン 牡５栗 ５７ 丸山 元気川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４５２－ ６１：２６．９４ ２６９．１�
３５ マイネルセラーノス 牡５栗 ５７

５６ ☆高倉 稜 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム ４８４± ０１：２７．０	 １９１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６０，２６１，４００円 複勝： ８３，２４５，２００円 枠連： ４５，１９３，４００円

馬連： １８１，１２９，２００円 馬単： １２３，０２９，２００円 ワイド： ６２，０３０，７００円

３連複： ２００，４５０，３００円 ３連単： ４７２，８６５，５００円 計： １，２２８，２０４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４７０円 複 勝 � ３５０円 � １８０円 � ３６０円 枠 連（４－７） ２，７２０円

馬 連 �� ３，０２０円 馬 単 �� ７，２５０円

ワ イ ド �� １，０１０円 �� １，７１０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� ８，３８０円 ３ 連 単 ��� ５５，４４０円

票 数

単勝票数 計 ６０２６１４ 的中 � ３２４９７（５番人気）
複勝票数 計 ８３２４５２ 的中 � ５６０９４（４番人気）� １４８７９７（２番人気）� ５５７３１（５番人気）
枠連票数 計 ４５１９３４ 的中 （４－７） １２２７６（８番人気）
馬連票数 計１８１１２９２ 的中 �� ４４４０９（１０番人気）
馬単票数 計１２３０２９２ 的中 �� １２５３６（２１番人気）
ワイド票数 計 ６２０３０７ 的中 �� １５２６４（１０番人気）�� ８６９２（１７番人気）�� １９５４１（８番人気）
３連複票数 計２００４５０３ 的中 ��� １７６５６（２５番人気）
３連単票数 計４７２８６５５ 的中 ��� ６２９５（１４７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１２．０―１２．４―１１．９―１２．３―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．２―３５．２―４７．６―５９．５―１：１１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３６．６
３ ９，６（４，８）－（５，１６）１５，１４（２，１２）（３，７）－１０－（１，１３）１１ ４ ・（９，６）（４，８）（１６，１５）（５，１２，１４）（２，３，７）（１０，１３）（１，１１）

勝馬の
紹 介

オリオンザポラリス �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー ２００９．７．２５ 新潟４着

２００７．４．２０生 牡５黒鹿 母 オリオンザヴィアン 母母 ファインハッピー ２０戦４勝 賞金 ５０，３１５，０００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） ４頭 コパノカーン号・タケショウカヅチ号・ビレッジペガサス号・マーブルデイビー号
（非抽選馬） １頭 レッドジョーカー号
※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。

４レース目



（２４東京２）第４日 ４月２９日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７３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

２２６，５９０，０００円
５，３８０，０００円
１，７１０，０００円
２０，４４０，０００円
６０，９４２，５００円
５，１２４，６００円
１，６６０，８００円

勝馬投票券売得金
４１３，３５８，０００円
６７２，２０９，５００円
３０９，０４７，１００円
１，３４０，８４９，０００円
８４１，７４３，９００円
４６１，２８８，３００円
１，５１８，０１７，３００円
３，０５１，３５８，３００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 ８，６０７，８７１，４００円

総入場人員 ６０，７９４名 （有料入場人員 ５８，１７７名）


