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１１０７３ ５月１２日 晴 良 （２４東京２）第７日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：２１．９
１：２１．５

不良

不良

５１０ ピオニエトウショウ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４２０－ ４１：２７．０ １０．０�

７１３ シャングリラ 牝３栗 ５４ 吉田 豊田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４１８－ ６１：２７．２１� ５．４�
４７ ア ナ コ ン ダ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治辻 大作氏 小桧山 悟 平取 高橋 幸男 ４４６± ０１：２８．１５ ４．５�
８１６ ジュリエットソング 牝３青 ５４ 松岡 正海�ターフ・スポート尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４８０＋１２ 〃 クビ １０．０�
３５ ドキドキガール 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信藤井 謙氏 小西 一男 浦河 日東牧場 ５００－ ４１：２８．２クビ １０．０�
１１ タカオキセキ 牝３栗 ５４ 柴田 善臣�寺田工務店 田中 剛 新ひだか 澤田 嘉隆 ４６６－ ４ 〃 クビ ４．２	
８１５ シャドウフェアリー 牝３鹿 ５４ 北村 宏司飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 ４５２＋ ２１：２８．４１� １１．０

１２ カシノコスモス 牝３青 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 中村 雅明 ４５０－ ２１：２８．９３ １４６．６�
６１２ フ リ ポ ン ヌ 牝３栗 ５４ 大庭 和弥�ターフ・スポート松永 康利 浦河 大北牧場 ４３０＋ ２１：２９．３２� １６３．７�
４８ リワードパルファン 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 信成牧場 ４５４－１２１：２９．４� １０．４
６１１ アッシュベリー 牝３栗 ５４ 丸山 元気 H.H．シェイク・ハムダン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９４－ ４１：２９．５� ２１．５�
２４ シャコウプリンセス 牝３鹿 ５４ 江田 照男大崎 幸路氏 岩戸 孝樹 日高 大江牧場 ４６６＋ ２１：２９．７� １０２．７�
２３ アンジェリカシード 牝３栗 ５４ 藤岡 康太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田正一郎 新ひだか 藤原牧場 ４４２－ ４１：３０．１２� ６７．４�
３６ トーセングリーン 牝３鹿 ５４ 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４６０ ―１：３０．６３ ４２．６�
７１４ ローカルソング 牝３黒鹿５４ 中谷 雄太西村 專次氏 古賀 史生 浦河 山口 義彦 ４５６－１２１：３１．０２� １６３．１�
５９ スマイルグラス 牝３芦 ５４

５１ ▲杉原 誠人下河�行雄氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４２８ ―１：３４．８大差 １０３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，６８７，２００円 複勝： ３０，９２２，４００円 枠連： １５，８２３，２００円

馬連： ４７，９３５，６００円 馬単： ３０，３２４，２００円 ワイド： ２１，６０４，６００円

３連複： ６２，２０７，７００円 ３連単： ９５，９６７，６００円 計： ３１９，４７２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０００円 複 勝 � ２７０円 � １６０円 � １６０円 枠 連（５－７） ２，８７０円

馬 連 �� ３，０１０円 馬 単 �� ７，３７０円

ワ イ ド �� ９３０円 �� ９４０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ４，０３０円 ３ 連 単 ��� ３２，７２０円

票 数

単勝票数 計 １４６８７２ 的中 � １１５９４（６番人気）
複勝票数 計 ３０９２２４ 的中 � ２４４９３（４番人気）� ５５７３１（３番人気）� ５９６９９（２番人気）
枠連票数 計 １５８２３２ 的中 （５－７） ４０６９（１３番人気）
馬連票数 計 ４７９３５６ 的中 �� １１７６０（１５番人気）
馬単票数 計 ３０３２４２ 的中 �� ３０３７（３７番人気）
ワイド票数 計 ２１６０４６ 的中 �� ５５７０（１４番人気）�� ５４８６（１５番人気）�� １２４５８（３番人気）
３連複票数 計 ６２２０７７ 的中 ��� １１４１１（１２番人気）
３連単票数 計 ９５９６７６ 的中 ��� ２１６５（１０２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．９―３６．２―４８．８―１：０１．４―１：１４．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピオニエトウショウ �
�
父 デュランダル �

�
母父 Nureyev デビュー ２０１２．３．１７ 中山３着

２００９．６．１１生 牝３鹿 母 キートウショウ 母母 Key Up ３戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スマイルグラス号は，平成２４年６月１２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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 スノークラフト号
（非抽選馬） ２頭 ダーリンアイ号・マイネベルヴィ号

１１０７４ ５月１２日 晴 良 （２４東京２）第７日 第２競走 ��
��２，１００�サラブレッド系３歳

発走１０時３５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

７１１ オパールパワー 牡３芦 ５６ 丸山 元気居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム ５４０－ ２２：１５．４ ４．４�

３４ ダッシュファイアー 牡３栗 ５６ 田中 勝春山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 B５４６－１０２：１５．９３ １．９�
１１ ホクレアポパイ 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成萱場 博史氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 ４１０－ ２２：１６．５３� １１．１�
６９ クレバーエンペラー 牡３栗 ５６ 田辺 裕信田� 正明氏 小西 一男 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B４８４± ０ 〃 アタマ ７．８�
８１４ コ メ ッ ク ス 牡３鹿 ５６ 松岡 正海堤 賢一氏 武市 康男 日高 下河辺牧場 ４７８＋ ４２：１７．０３ ５４．２�
５８ タイセイハリケーン 牡３鹿 ５６ C．ウィリアムズ 田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 ４８２－ ４２：１７．１クビ ７．８�

（豪）

８１３ ドリームスパート 牡３黒鹿５６ 藤岡 康太青山 洋一氏 村山 明 日高 野島牧場 ４９８± ０ 〃 クビ １５２．５	
４６ トーセンビジュー 牡３鹿 ５６ 岩部 純二島川 
哉氏 萱野 浩二 日高 田端牧場 ４５８－ ８２：１７．４２ １７．８�
５７ ゴールドルーキー 牡３栗 ５６ 柴田 大知居城 要氏 加藤 和宏 新冠 北勝ファーム ４９２＋ ４２：１７．７２ ２２２．２�
４５ � スノーウエーブ 牡３芦 ５６ 吉田 豊吉澤 克己氏 中竹 和也 米

Haras Santa Ma-
ria de Araras S. A.
& Adena Springs

５２６－ ４２：１８．３３� １３６．６
７１２ レッドローラン 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４５４－ ６２：１８．４� ６０．３�
２２ グラスマテリアル 牡３黒鹿５６ 武士沢友治半沢� 柄崎 孝 日高 ヤナガワ牧場 B４７４＋ ６ 〃 ハナ １９８．４�
３３ ジャングルスター 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太冨沢 敦子氏 畠山 重則 日高 石原牧場 ５５２＋１２２：１９．３５ ２１６．５�
６１０ シルクスノーマン 牡３芦 ５６

５３ ▲杉原 誠人有限会社シルク牧 光二 新ひだか タツヤファーム ４５６－ ２２：２１．４大差 ７０．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，４６７，２００円 複勝： ４４，１２４，１００円 枠連： １１，９００，２００円

馬連： ４３，８００，９００円 馬単： ３４，９８０，９００円 ワイド： ２１，４８７，２００円

３連複： ５７，２６７，０００円 ３連単： １０９，４７６，７００円 計： ３４３，５０４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � ２１０円 枠 連（３－７） ３１０円

馬 連 �� ３３０円 馬 単 �� ９５０円

ワ イ ド �� １８０円 �� ５００円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ７３０円 ３ 連 単 ��� ３，６８０円

票 数

単勝票数 計 ２０４６７２ 的中 � ３７５０２（２番人気）
複勝票数 計 ４４１２４１ 的中 � ８０１３１（２番人気）� ２１２３８０（１番人気）� ２８１８９（４番人気）
枠連票数 計 １１９００２ 的中 （３－７） ２８５７６（１番人気）
馬連票数 計 ４３８００９ 的中 �� ９８４４９（１番人気）
馬単票数 計 ３４９８０９ 的中 �� ２７４２１（３番人気）
ワイド票数 計 ２１４８７２ 的中 �� ３７９３６（１番人気）�� ８８９４（７番人気）�� １６１４６（４番人気）
３連複票数 計 ５７２６７０ 的中 ��� ５８６９０（２番人気）
３連単票数 計１０９４７６７ 的中 ��� ２１９７２（７番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．５―１２．７―１３．０―１２．９―１３．１―１２．５―１２．６―１３．２―１３．１―１３．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．２―１８．７―３１．４―４４．４―５７．３―１：１０．４―１：２２．９―１：３５．５―１：４８．７―２：０１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．５―３F３９．９
１
３
１３，１１，６－８，４，１２（１，９，１０）１４，３，５，２，７・（１３，１１）１４（１２，８）－（６，４）（１，９，１０，５）３－２－７

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

勝馬の
紹 介

オパールパワー �
�
父 フ ィ ガ ロ �

�
母父 キョウワアリシバ デビュー ２０１２．２．１８ 東京３着

２００９．３．２３生 牡３芦 母 サ サ ブ エ 母母 ホクショウマリー ５戦１勝 賞金 ９，７５０，０００円
※スノーウエーブ号・タイセイハリケーン号は，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，主として騎乗中の国名を表示している。

第２回 東京競馬 第７日



１１０７５ ５月１２日 晴 良 （２４東京２）第７日 第３競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１１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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

３６ シルクエルドール 牡３栗 ５６ 内田 博幸有限会社シルク堀 宣行 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０６ ―１：３９．６ ３５．８�

４７ ピ ラ ミ ッ ド 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 H.H．シェイク・ハムダン 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４９８－ ４ 〃 クビ ２．４�

５９ � 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 ５２４＋ ２１：３９．９１� ５．５�

３５ ケイエスファントム 牡３鹿 ５６ C．ウィリアムズ キヨシサービス� 高橋 義忠 日高 高柳 隆男 ５０６－ ２１：４０．２２ ５．２�
（豪）

２４ ワイワイガヤガヤ 牡３栗 ５６ 吉田 豊小田切有一氏 粕谷 昌央 日高 大江牧場 ５２６± ０１：４０．３� ５．３�
７１４ ニューアルゴノーツ 牡３青鹿５６ 武士沢友治釘田 秀一氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４７４－ ２１：４０．７２� ６５．６�
１２ アポロダッシュ 牡３栗 ５６ 福永 祐一アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 三輪 幸子 ４５２－ ４１：４０．８クビ ３０．３	
８１５ クライフォザムーン 牡３青鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人ディアレスト 田村 康仁 浦河 上山牧場 ４５８＋ ２ 〃 クビ ２８．５

２３ ウインサンドロ 牡３黒鹿５６ 武 豊�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 村上 欽哉 ４３８± ０ 〃 ハナ １３．６�
５１０ エーシンクイチャー 牡３黒鹿５６ 横山 典弘�栄進堂 畠山 吉宏 浦河 栄進牧場 ４７８＋２０１：４１．１１� ７０．８�
６１２ コンドッティエーレ 牡３栗 ５６ 田中 勝春村野 康司氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド ４６４＋ ４１：４１．４１� １０８．０
４８ � 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 ４７２－１２ 〃 クビ ４６．７�
７１３ ハナズフルムーン 牡３鹿 ５６ 丸山 元気M．タバート氏 牧浦 充徳 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６８－ ２１：４１．８２� １９９．７�
１１ キネオアイアン 牡３栗 ５６ 三浦 皇成ジャパンフードビジネス� 伊藤 大士 千歳 社台ファーム ４９８－ ２１：４２．３３ ４２．９�
８１６ アンタイトルド 牡３栗 ５６ 松岡 正海丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４７８ ―１：４２．９３� １１３．２�
６１１ フェアリーズサン 牡３栃栗５６ 中谷 雄太河村 �平氏 高橋 義博 浦河 多田 善弘 ４５６± ０１：４３．５３� ２３８．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，４９８，９００円 複勝： ４０，２５５，８００円 枠連： １５，５１４，３００円

馬連： ５２，７８９，８００円 馬単： ３５，９２６，１００円 ワイド： ２４，７８５，０００円

３連複： ７１，２６４，１００円 ３連単： １１３，２５６，５００円 計： ３７６，２９０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，５８０円 複 勝 � ８９０円 � １５０円 � １９０円 枠 連（３－４） ６００円

馬 連 �� ５，５３０円 馬 単 �� １６，７１０円

ワ イ ド �� １，９２０円 �� ２，８３０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ９，５１０円 ３ 連 単 ��� １０７，９９０円

票 数

単勝票数 計 ２２４９８９ 的中 � ４９６６（８番人気）
複勝票数 計 ４０２５５８ 的中 � ８１２５（８番人気）� ９１１０６（１番人気）� ６１３２８（４番人気）
枠連票数 計 １５５１４３ 的中 （３－４） １９１０６（１番人気）
馬連票数 計 ５２７８９８ 的中 �� ７０５５（１７番人気）
馬単票数 計 ３５９２６１ 的中 �� １５８７（４６番人気）
ワイド票数 計 ２４７８５０ 的中 �� ２９９９（２０番人気）�� ２００５（３１番人気）�� １８５０８（２番人気）
３連複票数 計 ７１２６４１ 的中 ��� ５５３６（３０番人気）
３連単票数 計１１３２５６５ 的中 ��� ７７４（２８６番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．１―１２．３―１２．２―１２．６―１２．７―１３．２―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．０―２３．１―３５．４―４７．６―１：００．２―１：１２．９―１：２６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５２．０―３F３９．４
３ １（４，９）（２，５）（８，１１）７－（３，１３）－（１４，１２）＝（１０，６）＝１５，１６ ４ ・（１，４）９（２，５）（８，７）１１，１３（３，１２）（１４，６）－１０＝１５，１６

勝馬の
紹 介

シルクエルドール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００９．１．７生 牡３栗 母 ヴァルパライソ 母母 ト コ ピ ジ ャ １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 キネオアイアン号の騎手三浦皇成は，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（４番・８番への進路影

響）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 キネオアイアン号は，発走後まもなく外側に逃避したことについて平成２４年５月１３日から平成２４年

６月３日まで出走停止。停止期間の満了後に平地調教再審査。
※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。
（非当選馬） ２頭 ザオウドウ号・トーホウドラクロワ号
（非抽選馬） ３頭 クレバータイガー号・ブリッサ号・ミッドナイトシップ号
※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。

１１０７６ ５月１２日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４東京２）第７日 第４競走 ��３，０００�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時３５分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，４歳５９�５歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

３３ ビービースカット 牡５青鹿６０ 柴田 大知�坂東牧場 田中 剛 日高 森本牧場 ５１６－ ８３：２３．８ ５．１�

５７ トーセンドンファン 牡５黒鹿６０ 五十嵐雄祐島川 �哉氏 菅原 泰夫 浦河 バンブー牧場 ４７２－ ２ 〃 クビ ２．２�
５８ フェバリットアワー 牡５鹿 ６０ 金子 光希�ターフ・スポート松山 康久 浦河 酒井牧場 ５１８－ ４３：２３．９� ７．５�
８１４ スーパーティチャー 牝５鹿 ５８ 草野 太郎福島 実氏 嶋田 功 日高 三輪 幸子 ４８４－ ２３：２４．７５ １０．０�
７１１ マ サ デ パ ン 牡４黒鹿５９ 平沢 健治加藤 信之氏 清水 美波 浦河 津島 優治 ４７８－ ８３：２４．８� ２８．３�
４５ ジュヌドラゴン 牡５黒鹿６０ 山本 康志諸江 幸祐氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４８４－ ６３：２５．９７ ４．７	
３４ ノーブルエース 牝５鹿 ５８

５７ ▲高嶋 活士
原 秀雄氏 菅原 泰夫 日高 合資会社カ
ネツ牧場 ４１８－ ２ 〃 アタマ ５７．３�

７１２ ミスターロックマン 牡４黒鹿５９ 江田 勇亮岡 浩二氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４３６－ ８ 〃 ハナ ６９．６�
８１３ スマイルフォンテン 牝４栗 ５７ 大江原 圭吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド ４７８＋ ４３：２７．０７ １３４．９
６１０ メジロテンニョ 牝４鹿 ５７ 石神 深一岩� 伸道氏 菅原 泰夫 洞爺湖 メジロ牧場 ４９４＋ ２３：２７．６３� ６１．３�
１１ ソニックスパーク 牡５鹿 ６０ 蓑島 靖典関 駿也氏 武市 康男 宮城 関兵牧場 ４９２－ ２３：２８．２３� ２６．４�
６９ � スズヨシーズン 牡７鹿 ６０ 穂苅 寿彦鈴木与四郎氏 浅野洋一郎 浦河 川越ファーム ４７４－ ９３：３１．４大差 １０１．０�
２２ マドモアゼルノン 牝５黒鹿５８ 高野 和馬�ミルファーム 畠山 重則 日高 小西ファーム ４６０＋ ２３：３８．８大差 ６１．２�
４６ アナタノネガイ 牝５栗 ５８ 小野寺祐太村田 哲朗氏 坂本 勝美 新ひだか 藤沢牧場 ４８２＋ ６ （競走中止） １５６．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，７６５，１００円 複勝： ２１，４３８，３００円 枠連： １２，１０１，５００円

馬連： ３４，７０５，６００円 馬単： ２６，２９７，５００円 ワイド： １６，２２２，４００円

３連複： ４９，９９２，３００円 ３連単： ８７，７８２，１００円 計： ２６３，３０４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １８０円 � １２０円 � ２１０円 枠 連（３－５） ４３０円

馬 連 �� ６３０円 馬 単 �� １，５７０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ５９０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� １，３３０円 ３ 連 単 ��� ７，３９０円

票 数

単勝票数 計 １４７６５１ 的中 � ２３２１９（３番人気）
複勝票数 計 ２１４３８３ 的中 � ２７５９３（３番人気）� ６６８９７（１番人気）� ２１２９９（５番人気）
枠連票数 計 １２１０１５ 的中 （３－５） ２０７７５（２番人気）
馬連票数 計 ３４７０５６ 的中 �� ４１０２４（２番人気）
馬単票数 計 ２６２９７５ 的中 �� １２３９４（６番人気）
ワイド票数 計 １６２２２４ 的中 �� １３１０９（２番人気）�� ６３５３（８番人気）�� １１４８７（３番人気）
３連複票数 計 ４９９９２３ 的中 ��� ２７７６０（４番人気）
３連単票数 計 ８７７８２１ 的中 ��� ８７６９（１８番人気）

上り １マイル １：４６．７ ４F ５２．２－３F ３９．３
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビービースカット �
�
父 トーセンダンス �

�
母父 キンググローリアス デビュー ２００９．７．５ 札幌７着

２００７．５．１５生 牡５青鹿 母 ゴールデングリン 母母 ミサキオーギ 障害：１３戦１勝 賞金 ２２，５００，０００円
〔競走中止〕 アナタノネガイ号は，２周目７号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 オリオンザアルファ号



１１０７７ ５月１２日 晴 良 （２４東京２）第７日 第５競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１２時２５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

１：５６．１
１：５６．１

良

良

１１ アンスポークン 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 �社台レースホース戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５２－ ６２：０２．１ ３．８�

８１４ ユーアーマイン 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成吉田 和子氏 萩原 清 新ひだか 前川 正美 ４５８ ―２：０２．２� ８．０�
６１１ マイネカメリア 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B４００－ ４ 〃 クビ ２６．１�
４６ カーテンレイザー 牝３黒鹿５４ 吉田 豊大原 詔宏氏 嶋田 潤 浦河 有限会社

大原ファーム ４５２ ―２：０２．６２� １０３．６�
５９ ジョウノカーラ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司小川 義勝氏 藤沢 和雄 日高 三城牧場 ４６２＋ ８ 〃 ハナ ９．２�
７１２ ラインシルビア 牝３黒鹿５４ 石橋 脩大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４４８－ ２ 〃 クビ １７．１	
３４ ケイツークロート 牝３栗 ５４ 江田 照男楠本 勝美氏 高橋 義博 日高 ナカノファーム ４５０± ０ 〃 ハナ ９２．１

４７ クラールハイト 牝３鹿 ５４ C．ウィリアムズ 吉田 和美氏 奥平 雅士 洞爺湖 メジロ牧場 ４６０－ ６ 〃 アタマ ５．７�

（豪）

６１０ ブ リ ッ サ 牝３鹿 ５４ 田中 博康�ミルファーム 畠山 重則 新冠 新冠伊藤牧場 B４６４－ ４２：０２．８１� １８１．２�
５８ テイエムアカキリ 牝３栗 ５４ 藤岡 康太竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 ４１２＋ ２２：０２．９クビ １８２．３
２２ イットーオジョウ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信熊坂 俊一氏 大竹 正博 新冠 村上 欽哉 ４６０－ ２２：０３．３２� １８４．２�
２３ リネンムーン 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人戸山 光男氏 蛯名 利弘 新ひだか 片山牧場 ４０６－ ２２：０３．４� １５５．６�
８１５ カハラビスティー 牝３黒鹿５４ 内田 博幸備前島敏子氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 ４８８＋ ８２：０３．５� ２．８�
３５ ベルベットメドウ 牝３青鹿５４ 川須 栄彦藤井 謙氏 松山 将樹 浦河 日東牧場 ４４８－ ８２：０３．７１� １１４．６�
７１３ コスモバルバラ 牝３黒鹿５４ 松岡 正海 �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 ４２０－ ６ 〃 ハナ １２．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，０９６，２００円 複勝： ３３，１３６，３００円 枠連： １５，８７８，３００円

馬連： ５１，１３０，８００円 馬単： ３５，７６２，５００円 ワイド： ２１，５２８，８００円

３連複： ６３，９８５，６００円 ３連単： １０６，５７５，６００円 計： ３４８，０９４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １９０円 � ２８０円 � ５６０円 枠 連（１－８） ５１０円

馬 連 �� ２，１５０円 馬 単 �� ３，４６０円

ワ イ ド �� ８９０円 �� １，４４０円 �� ２，５６０円

３ 連 複 ��� １５，８００円 ３ 連 単 ��� ６０，０５０円

票 数

単勝票数 計 ２００９６２ 的中 � ４２２１８（２番人気）
複勝票数 計 ３３１３６３ 的中 � ５５１２９（２番人気）� ３１００９（５番人気）� １３１４１（８番人気）
枠連票数 計 １５８７８３ 的中 （１－８） ２３３４９（１番人気）
馬連票数 計 ５１１３０８ 的中 �� １７５５２（９番人気）
馬単票数 計 ３５７６２５ 的中 �� ７６３３（１３番人気）
ワイド票数 計 ２１５２８８ 的中 �� ６１５０（１０番人気）�� ３６７３（１９番人気）�� ２０１４（２６番人気）
３連複票数 計 ６３９８５６ 的中 ��� ２９８９（４３番人気）
３連単票数 計１０６５７５６ 的中 ��� １３１０（１８６番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．５―１２．１―１２．９―１２．８―１１．５―１２．４―１１．９―１１．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．５―３６．６―４９．５―１：０２．３―１：１３．８―１：２６．２―１：３８．１―１：４９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．３―３F３５．９

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

勝馬の
紹 介

アンスポークン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 エアジハード デビュー ２０１２．１．９ 中山３着

２００９．３．１２生 牝３鹿 母 キープクワイエット 母母 ビーサイレント ５戦１勝 賞金 ６，５００，０００円
※ブリッサ号は，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，主として騎乗中の国名を表示している。

１１０７８ ５月１２日 晴 良 （２４東京２）第７日 第６競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１２時５５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

６１１ ブライアンズオーラ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 友田牧場 ４７２＋ ２１：３９．６ ６．９�

２３ ローレルクラウド 牡３栗 ５６ 蛯名 正義 �ローレルレーシング 大竹 正博 日高 天羽 禮治 ５００－ ６１：３９．８１� ３．３�
７１２ ピグマリオン 牡３鹿 ５６ 横山 典弘 �キャロットファーム 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 ４６４＋ ２１：４０．０１ ３．４�
６１０ スズカヴィグラス 牡３鹿 ５６ 江田 照男永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 B４６８－ ２１：４０．１� ２３．４�
３４ ヴェイグストーリー 牝３栗 ５４ 丸山 元気 �社台レースホース中川 公成 千歳 社台ファーム ４９８＋１４１：４０．２� １４．２�
１１ アシェンライト 牡３栗 ５６ 内田 博幸�G１レーシング 伊藤 正徳 日高 待兼牧場 ５１６＋ ２ 〃 ハナ １０．０	
２２ ヴァンヌーヴォー 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介 H.H．シェイク・ハムダン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９０－１０ 〃 ハナ ７．０

８１４ ハードロッカー 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４５０－ ２１：４０．４１ １７．８�
４７ プリュキエール 牡３青鹿５６ 武 豊 �サンデーレーシング 本間 忍 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４８０± ０１：４０．５� ２７．１�
４６ ドリームリーグ 牡３栗 ５６ 柴田 大知セゾンレースホース� 畠山 吉宏 浦河 駿河牧場 ５１０－ ４１：４０．６クビ ９１．３
８１５ シンボリスウィフト 牡３黒鹿５６ 吉田 豊シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 ４７０＋ ４ 〃 クビ １５７．９�
５８ � カンタベリーナイト 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦峰 哲馬氏 佐藤 全弘 新ひだか 藤吉牧場 ４７４± ０１：４１．０２� １８７．１�
７１３ パーフェクトダイヤ 牡３青鹿５６ 三浦 皇成青山 洋一氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 ４７８＋ ４ 〃 ハナ ３６．７�
３５ � 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± ０１：４１．２１ １０３．９�
５９ クレバーバラード 牡３芦 ５６ 北村 宏司田� 正明氏 岩戸 孝樹 浦河 川越ファーム ４８２＋ ２１：４２．０５ ７３．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２３，７３２，３００円 複勝： ３９，０６４，３００円 枠連： １７，８０６，２００円

馬連： ６０，５２６，９００円 馬単： ３７，３２９，３００円 ワイド： ２４，４５６，６００円

３連複： ７５，０４８，２００円 ３連単： １１６，０２０，０００円 計： ３９３，９８３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ２３０円 � １３０円 � １６０円 枠 連（２－６） ７１０円

馬 連 �� １，６５０円 馬 単 �� ３，２６０円

ワ イ ド �� ５７０円 �� ６６０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� １，９２０円 ３ 連 単 ��� １３，３２０円

票 数

単勝票数 計 ２３７３２３ 的中 � ２７１８１（３番人気）
複勝票数 計 ３９０６４３ 的中 � ３４５８５（４番人気）� ９８６９５（１番人気）� ６９１１４（２番人気）
枠連票数 計 １７８０６２ 的中 （２－６） １８７５５（２番人気）
馬連票数 計 ６０５２６９ 的中 �� ２７１０３（６番人気）
馬単票数 計 ３７３２９３ 的中 �� ８４６７（１１番人気）
ワイド票数 計 ２４４５６６ 的中 �� ９８３８（５番人気）�� ８３３９（６番人気）�� ２９２６２（１番人気）
３連複票数 計 ７５０４８２ 的中 ��� ２８８８３（３番人気）
３連単票数 計１１６０２００ 的中 ��� ６４２９（２６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．０―３６．７―５０．１―１：０３．４―１：１５．８―１：２７．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブライアンズオーラ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 エンドスウィープ デビュー ２０１１．９．２５ 中山３着

２００９．３．２０生 牡３鹿 母 イ リ ゼ 母母 レインボークイーン ７戦２勝 賞金 １４，８００，０００円
〔その他〕 ローレルクラウド号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。



１１０７９ ５月１２日 晴 良 （２４東京２）第７日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時２５分 （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

１：１９．８
１：１９．０

良

良

４８ エアワンピース 牝４栗 ５５ 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４８２＋ ４１：２１．９ ５．５�

８１６ ファントムロード 牡４鹿 ５７ 内田 博幸�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４７６－１４１：２２．０� ４．５�
７１３ クィンビークイーン 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信竹森 幹雄氏 小西 一男 浦河 大成牧場 ４４６－ ２１：２２．６３� １２．９�
６１２ ポピュラーストック 牡４栗 ５７ 柴田 善臣 �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 ４８０± ０１：２２．７� １８．７�
４７ ジ ャ ー ビ ス 牡４鹿 ５７ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 ４９０＋ ４１：２２．８� ２．４�
７１４ メロークーミス 牝４鹿 ５５

５２ ▲高嶋 活士井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 パカパカ
ファーム ４５８＋ ６１：２２．９� ２９９．１	

７１５ サーストンサブリナ 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介齊藤 宣勝氏 的場 均 浦河 中村 雅明 ４６０－ ８ 〃 クビ ４６．８

３５ プ ロ ポ ー ズ 牝５鹿 ５５ 北村 宏司河村 祥史氏 高橋 義博 浦河 吉田 又治 ４７２－ ２ 〃 ハナ ３７．９�
５９ ロジフェローズ 牝５青鹿５５ 武 豊久米田正明氏 大竹 正博 日高 日高大洋牧場 ４４４－１０１：２３．０クビ ８．６�
２３ 	 ルーナピエーナ 牝４栗 ５５

５２ ▲杉原 誠人�樽さゆり氏 新開 幸一 日高 川島 良一 ４４４－ ２１：２３．２１
 １１２．７
２４ ブルースター 牡４栗 ５７ 田中 勝春 �三石川上牧場 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 ４５８± ０１：２３．３� ５６．８�
６１１ ハワイアンシュガー 牡４黒鹿５７ 岩部 純二四方堂第五郎氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 誠次 ４３６＋ ２ 〃 クビ ２１．２�
５１０ メジロガストン 牡７青鹿５７ 吉田 豊岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 B４９４＋ ２１：２３．４クビ ６４．６�
１２ 	 ティルトウイング 牝４鹿 ５５ 三浦 皇成 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４２６± ０ 〃 クビ １０３．３�
１１ 	 トルピドトウショウ 牝４鹿 ５５ 柴田 大知トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４４２＋１２１：２４．２５ ９６．４�
８１８	 プレミアムカード �４鹿 ５７ 川須 栄彦青芝商事� 清水 英克 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６－ ４１：２４．３� ５７．３�
３６ 	 ノッティングガール 牝４鹿 ５５ 鈴来 直人加藤 信之氏 清水 英克 日高 有限会社

ケイズ ４９０＋ ６１：２４．４クビ ７９．２�
８１７	 ガ イ ー ヌ 牝５栗 ５５ 藤岡 康太永田 和彦氏 石栗 龍彦 安平 ノーザンファーム ４１８－ ４１：２４．６１
 ３６９．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，１５２，７００円 複勝： ３５，８８３，８００円 枠連： ２０，３８９，４００円

馬連： ６８，６３７，２００円 馬単： ４１，８５３，１００円 ワイド： ２５，７７１，６００円

３連複： ７６，１５９，７００円 ３連単： １２３，８７７，０００円 計： ４１５，７２４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ２１０円 � １８０円 � ３１０円 枠 連（４－８） ４２０円

馬 連 �� １，４４０円 馬 単 �� ３，２１０円

ワ イ ド �� ５７０円 �� １，０２０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� ４，９１０円 ３ 連 単 ��� ２５，４１０円

票 数

単勝票数 計 ２３１５２７ 的中 � ３３２３９（３番人気）
複勝票数 計 ３５８８３８ 的中 � ４７６７４（３番人気）� ６２８８９（２番人気）� ２６１３２（５番人気）
枠連票数 計 ２０３８９４ 的中 （４－８） ３６６４７（１番人気）
馬連票数 計 ６８６３７２ 的中 �� ３５１８１（４番人気）
馬単票数 計 ４１８５３１ 的中 �� ９６２７（１０番人気）
ワイド票数 計 ２５７７１６ 的中 �� １１７０３（４番人気）�� ６１０８（１０番人気）�� ６９５９（９番人気）
３連複票数 計 ７６１５９７ 的中 ��� １１４５８（１２番人気）
３連単票数 計１２３８７７０ 的中 ��� ３５９８（５８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．０―１１．４―１２．０―１１．９―１１．４―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．７―３５．１―４７．１―５９．０―１：１０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．８―３F３４．８
３ ・（１，６，１８）－１４－８，１６－（２，１３）（３，１２）５（４，１０，１５）（７，１７）－９－１１ ４ ・（１，６，１８）１４－８，１６，１３（２，１２）（３，５）（１０，１５）４，７，１７，９－１１

勝馬の
紹 介

エアワンピース �
�
父 ロックオブジブラルタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１．２２ 京都６着

２００８．３．１４生 牝４栗 母 エアメサイア 母母 エアデジャヴー １１戦２勝 賞金 １９，２５０，０００円
〔発走状況〕 ハワイアンシュガー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ジャービス号の騎手横山典弘は，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。（１０番への進路影響）
〔調教再審査〕 ハワイアンシュガー号は，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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 マシラ号

１１０８０ ５月１２日 晴 良 （２４東京２）第７日 第８競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時００分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

４７ マコトローゼンボー 牡４黒鹿５７ 松岡 正海尾田左知子氏 矢作 芳人 様似 出口 繁夫 ４５０－１０１：３８．７ ５．４�

１２ ダテノスイミー 牡５栗 ５７ 蛯名 正義関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 ４４６－ ６ 〃 クビ ６．１�
８１６� サンマルヴィエント 牡４栗 ５７ 田中 勝春相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４７２－ ６１：３８．８クビ １５．９�
７１４ ビットプレスト 牡４鹿 ５７ 江田 照男礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム B４６２＋ ４ 〃 クビ １１３．９�
６１２ トリニティチャーチ �４鹿 ５７ 柴田 大知 �サンデーレーシング 本間 忍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４± ０ 〃 ハナ ３１．６�
２４ � モウカリマッカー 牡４鹿 ５７ 中谷 雄太疾風組合 大和田 成 新冠 川越 省蔵 ４４８－ ２１：３８．９	 ２４．２�
５１０
 ガルビスティー 牡５鹿 ５７ 北村 宏司備前島敏子氏 伊藤 大士 愛 Janus Blood-

stock Inc ４９２＋ ２１：３９．０クビ ３．０	
３５ スリープレシャス 牡４青 ５７

５４ ▲杉原 誠人永井商事
 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４５４－ ４ 〃 ハナ ５９．６�
７１３ グランマルシェ 牡４鹿 ５７ 内田 博幸 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ５１６－ ２１：３９．２１� １０．９�
８１５
� クールヴェント 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信櫻井 盛夫氏 久保田貴士 米 Grade１

Bloodstock Inc. ５１０－１５１：３９．７３ ５．３
５９ サトノホクト 牡５栗 ５７ 武 豊里見 治氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 B５００＋ ８１：３９．８	 ３５．８�
４８ タマモウイッシュ 牡４青 ５７ 藤岡 康太タマモ
 清水 英克 新冠 対馬 正 ４１６－ ４１：４０．０１	 ５０．０�
１１ � カイカセンゲン 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲高嶋 活士�宮内牧場 蛯名 利弘 浦河 宮内牧場 ４３２－ ２１：４１．３８ １０２．７�
３６ ボンジュールリュウ 牡４栗 ５７ 三浦 皇成田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 武田 修一 B４６０＋１４１：４１．７２	 ４９．８�
２３ � キタノサイレンス �５鹿 ５７ 丸山 元気�木村牧場 高橋 裕 新ひだか 矢野牧場 ４５４± ０１：４２．０２ ２２６．２�
６１１ テラノコブラ 牡４栗 ５７ 川須 栄彦寺田 寿男氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７０－１２１：４２．２１	 １９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，４７２，２００円 複勝： ３８，３９４，２００円 枠連： ２０，１１９，６００円

馬連： ７１，３８５，７００円 馬単： ４３，３７７，７００円 ワイド： ２７，７７７，４００円

３連複： ８２，４８９，９００円 ３連単： １３４，０７３，３００円 計： ４４１，０９０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ２１０円 � ２１０円 � ３５０円 枠 連（１－４） ８７０円

馬 連 �� ９１０円 馬 単 �� １，７７０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� １，３５０円 �� １，１７０円

３ 連 複 ��� ４，７８０円 ３ 連 単 ��� １７，０１０円

票 数

単勝票数 計 ２３４７２２ 的中 � ３４４４７（３番人気）
複勝票数 計 ３８３９４２ 的中 � ５３２８６（３番人気）� ５３６５９（２番人気）� ２５０６６（６番人気）
枠連票数 計 ２０１１９６ 的中 （１－４） １７１７９（４番人気）
馬連票数 計 ７１３８５７ 的中 �� ５８５３１（３番人気）
馬単票数 計 ４３３７７７ 的中 �� １８１８８（４番人気）
ワイド票数 計 ２７７７７４ 的中 �� ２４８５５（１番人気）�� ４６９０（１５番人気）�� ５４６５（１３番人気）
３連複票数 計 ８２４８９９ 的中 ��� １２７５６（１４番人気）
３連単票数 計１３４０７３３ 的中 ��� ５８２０（３７番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１２．０―１２．５―１２．７―１２．６―１２．６―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．３―３５．３―４７．８―１：００．５―１：１３．１―１：２５．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マコトローゼンボー �
�
父 アグネスフライト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．９．１２ 札幌１３着

２００８．４．２４生 牡４黒鹿 母 マコトコーラン 母母 ビットオブフェイス １７戦２勝 賞金 １９，１１０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔制裁〕 スリープレシャス号の騎手杉原誠人は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（２番への進路影響）



１１０８１ ５月１２日 晴 良 （２４東京２）第７日 第９競走 ��
��２，０００�

な つ こ だ ち

夏 木 立 賞
発走１４時３５分 （芝・左）

３歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ９，５００，０００円 ３，８００，０００円 ２，４００，０００円 １，４００，０００円 ９５０，０００円
付 加 賞 ２５２，０００円 ７２，０００円 ３６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５６．１
１：５６．１

良

良

８１０ ロードアクレイム 牡３鹿 ５６ C．ウィリアムズ �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム ４５４＋ ６１：５９．９ ５．０�
（豪）

７９ ナリタポセイドン 牡３鹿 ５６ 武士沢友治�オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム ４６８－ ６２：００．０� １０．８�
７８ � レッドシャンクス 牡３鹿 ５６ 横山 典弘 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 愛 Robert Power

Bloodstock Ltd ５０２－ ２２：００．２１� ２．２�
４４ ロジサンデー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか 田中 裕之 ４６６－ ４ 〃 クビ ６．３�
５５ ビームライフル 牡３青鹿５６ 田辺 裕信西山 茂行氏 須貝 尚介 新ひだか 本桐牧場 ４６４－ ２２：００．４１� １０．２�
６６ マイネルヴェリタス 牡３栗 ５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 浦河 荻伏三好フ
アーム ４８６－ ２２：０１．０３� ９．３�

３３ 	 コパノモーニング 
３栗 ５６ 丸山 元気小林 祥晃氏 田所 秀孝 新冠 ムラカミファーム ４８２－ ８２：０１．６３� １０２．０	
２２ キーエキスパート 牡３栗 ５６ 川須 栄彦北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 ４６０± ０２：０２．２３� ９３．７

８１１ ショウナンタケル 牡３栗 ５６ 三浦 皇成国本 哲秀氏 北出 成人 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０４＋ ６２：０２．７３ １０．９�
６７ 	 フ リ ー マ ン 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 浦河 丸幸小林牧場 ４９０± ０２：０３．２３ １５８．０
１１ � コスモアネクドート 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 愛 Mogeely Stud B４４４－ ２ （競走中止） ４２．２�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３４，９１８，１００円 複勝： ５６，２８９，６００円 枠連： ２１，９２２，３００円

馬連： １０１，９８７，３００円 馬単： ６０，２０１，９００円 ワイド： ３４，８１５，４００円

３連複： １０２，５４０，３００円 ３連単： ２１５，３２４，５００円 計： ６２７，９９９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １７０円 � ２３０円 � １３０円 枠 連（７－８） ３００円

馬 連 �� ２，９６０円 馬 単 �� ４，９２０円

ワ イ ド �� ７６０円 �� ２５０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� １，９２０円 ３ 連 単 ��� １６，５２０円

票 数

単勝票数 計 ３４９１８１ 的中 � ５５４６１（２番人気）
複勝票数 計 ５６２８９６ 的中 � ８３４３１（２番人気）� ５１６２５（５番人気）� １５６３７４（１番人気）
枠連票数 計 ２１９２２３ 的中 （７－８） ５５１００（１番人気）
馬連票数 計１０１９８７３ 的中 �� ２５４７７（１６番人気）
馬単票数 計 ６０２０１９ 的中 �� ９０４３（２１番人気）
ワイド票数 計 ３４８１５４ 的中 �� １０１２１（１３番人気）�� ４０１７６（１番人気）�� １８１４５（６番人気）
３連複票数 計１０２５４０３ 的中 ��� ３９５１２（６番人気）
３連単票数 計２１５３２４５ 的中 ��� ９６２１（５５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．７―１１．４―１１．９―１１．９―１２．２―１２．３―１２．０―１１．８―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．４―３５．８―４７．７―５９．６―１：１１．８―１：２４．１―１：３６．１―１：４７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．８

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

勝馬の
紹 介

ロードアクレイム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１２．１．２９ 京都１着

２００９．５．１１生 牡３鹿 母 レディパステル 母母 ピンクタートル ５戦２勝 賞金 １７，０５２，０００円
〔競走中止〕 コスモアネクドート号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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。

１１０８２ ５月１２日 晴 良 （２４東京２）第７日 第１０競走 ��
��１，６００�

た ち か わ

立 川 特 別
発走１５時１０分 （芝・左）
４歳以上，１，０００万円以下，２３．５．１４以降２４．５．６まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．４
１：３１．４

良

良

５１０ コルノグランデ 牡４青鹿５５ 三浦 皇成吉田 勝己氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム ４６２± ０１：３３．３ ９．０�

１２ � スナイプビッド 牡４鹿 ５６ 福永 祐一 �社台レースホース大久保龍志 米 Fontainebleau
Farm Inc. ４９０－ ８ 〃 クビ １９．５�

７１４ ロードエフォール 牡４黒鹿５５ 田中 勝春 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 成隆牧場 ４８６± ０１：３３．５１ １４０．４�
４８ ヒラボクインパクト 牡４鹿 ５５ 北村 宏司�平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４７８－ ４ 〃 ハナ １１．４�
７１３ ハングリージャック 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８８－ ２ 〃 ハナ ２．２�
２４ オメガブレイン 牡４鹿 ５５ 内田 博幸原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４５６＋ ２１：３３．６� ８．４	
３６ エーシンミズーリ 牡４黒鹿５７ 石橋 脩�栄進堂 坂口 正則 浦河 小島牧場 ４６６± ０１：３３．７	 ７．７

４７ 
 シークレットベース 牝４鹿 ５２ 川須 栄彦山口 春夫氏 和田正一郎 日高 旭 牧場 ４２８－ ６１：３４．０２ ６３．４�
８１５ ザッハトルテ 牝５芦 ５１ 江田 照男永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 ４３０± ０１：３４．１� ４４．９�
３５ ローレルエルヴェル 牡７鹿 ５４ 田辺 裕信 �ローレルレーシング 小西 一男 静内 池田牧場 ４５４－ ２１：３４．２クビ ３０．７
２３ ヴ ィ ジ ャ イ 牡４鹿 ５５ C．ウィリアムズ 金子真人ホールディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５０６－ ２ 〃 アタマ ７．４�

（豪）

８１６
 リビングストン 牡６青鹿５４ 松岡 正海 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム ５１４＋ ８１：３４．６２� ６０．４�
５９ ジェネスサンキュー 牡４芦 ５４ 吉田 豊山口 真吾氏 田島 俊明 日高 藤本ファーム ４５６＋ ４ 〃 アタマ ２０８．６�
６１２ ザクリエイション 牡６黒鹿５４ 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 ５０６－ ４１：３４．７クビ ２４．３�
１１ マ ヤ ノ マ ヤ 牝６鹿 ５３ 丸山 元気田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 ４９０－ ２１：３５．３３� ３８．３�
６１１
 ミウラリチャード 牡８鹿 ５０ 石神 深一佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 前川 隆範 B５４６＋ ２１：３５．４� ４８５．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４１，４９４，０００円 複勝： ６８，８３０，５００円 枠連： ３５，２５０，１００円

馬連： １４５，９９２，７００円 馬単： ７８，９２５，７００円 ワイド： ４９，３８３，０００円

３連複： １６０，８８６，８００円 ３連単： ２８１，８６６，６００円 計： ８６２，６２９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９００円 複 勝 � ３８０円 � ７４０円 � ３，０２０円 枠 連（１－５） ６，４７０円

馬 連 �� １１，７９０円 馬 単 �� １８，５６０円

ワ イ ド �� ３，７５０円 �� １０，９７０円 �� ３１，３３０円

３ 連 複 ��� ３０６，０２０円 ３ 連 単 ��� １，２９２，０４０円

票 数

単勝票数 計 ４１４９４０ 的中 � ３６６７７（５番人気）
複勝票数 計 ６８８３０５ 的中 � ５３２６７（６番人気）� ２４３９０（８番人気）� ５４４３（１４番人気）
枠連票数 計 ３５２５０１ 的中 （１－５） ４０２６（２４番人気）
馬連票数 計１４５９９２７ 的中 �� ９１４２（３６番人気）
馬単票数 計 ７８９２５７ 的中 �� ３１３９（５７番人気）
ワイド票数 計 ４９３８３０ 的中 �� ３２８１（３６番人気）�� １１０５（７３番人気）�� ３８５（９８番人気）
３連複票数 計１６０８８６８ 的中 ��� ３８８（３２４番人気）
３連単票数 計２８１８６６６ 的中 ��� １６１（１６３６番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１１．２―１１．５―１１．６―１１．８―１１．９―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．３―３４．５―４６．０―５７．６―１：０９．４―１：２１．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コルノグランデ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．７．１８ 新潟４着

２００８．３．２７生 牡４青鹿 母 ベネヴェント 母母 ダイナシユート ６戦３勝 賞金 ２８，７７８，０００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。



１１０８３ ５月１２日 晴 良 （２４東京２）第７日 第１１競走 ��
��１，４００�第５７回京王杯スプリングカップ（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （芝・左）
４歳以上；負担重量は，５６�，牝馬２�減，２３．５．１４以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�
増，２３．５．１３以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を
除く）

京王電鉄株式会社賞（１着）
賞 品

本 賞 ５５，０００，０００円 ２２，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，３００，０００円 ５，５００，０００円
付 加 賞 １，１０６，０００円 ３１６，０００円 １５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．８
１：１９．０

良

良

７１２ サダムパテック 牡４鹿 ５６ C．ウィリアムズ 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 ５０６＋ ８１：２０．１ ７．２�

（豪）

３４ レオプライム 牡５鹿 ５６ 三浦 皇成�レオ 友道 康夫 浦河 酒井牧場 ４６４－ ８１：２０．２� ４１．２�
７１３ インプレスウィナー 牡５青 ５６ 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 ４５６＋ ２ 〃 クビ ６４．４�
５８ ストロングリターン 牡６鹿 ５７ 福永 祐一吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５１８＋ ２１：２０．４１� ６．３�
４７ ヤマカツハクリュウ 牡５芦 ５６ 川須 栄彦山田 博康氏 松田 博資 浦河 鮫川 啓一 ４８４－ ４ 〃 クビ １２．５�
４６ エーシンホワイティ 牡５鹿 ５６ 蛯名 正義�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 ４９６－ ２１：２０．５クビ １１．０�
８１４ グランプリボス 牡４鹿 ５７ 内田 博幸�グランプリ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４９６－ ２１：２０．６	 ８．９	
３５ タマモナイスプレイ 牡７黒鹿５６ 武士沢友治タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 B４７６－ ２ 〃 アタマ １６４．１

６１０ スペシャルハート 牡７栗 ５６ 北村 宏司芹澤 精一氏 勢司 和浩 三石 片山 修 ４９６± ０１：２０．７クビ ６０．１�
２２ サ ン カ ル ロ 牡６黒鹿５７ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９８－ ６１：２０．８� ４．０
６１１ ジョーカプチーノ 牡６芦 ５７ 藤岡 康太上田けい子氏 中竹 和也 浦河 ハッピーネ

モファーム ５２６－ ６１：２０．９	 ６．３�
５９ シセイカグヤ 牝６鹿 ５４ 柴田 善臣猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４７４＋ ６ 〃 クビ ２６６．５�
２３ 
 オセアニアボス 牡７青鹿５６ 藤岡 佑介�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry

Hill Stud ４９４－１０ 〃 ハナ １７．５�
１１ アグネスウイッシュ 牡４黒鹿５６ 武 豊渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４９６－ ４１：２１．２２ １３．０�
８１５ サクラゴスペル 牡４黒鹿５６ 横山 典弘�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 山田牧場 ４７２－ ４１：２１．３クビ １４．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１９，５２８，１００円 複勝： ２０４，５１１，７００円 枠連： １０４，６２１，５００円

馬連： ５４１，５７２，８００円 馬単： ２５５，４３８，５００円 ワイド： １７７，０６０，６００円

３連複： ６９８，７６１，３００円 ３連単： １，２０６，１９４，０００円 計： ３，３０７，６８８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２９０円 � １，２１０円 � １，８６０円 枠 連（３－７） １１，８６０円

馬 連 �� ２２，５９０円 馬 単 �� ３６，６２０円

ワ イ ド �� ６，１３０円 �� ７，９７０円 �� １２，２６０円

３ 連 複 ��� ３２７，４２０円 ３ 連 単 ��� １，７９４，７００円

票 数

単勝票数 計１１９５２８１ 的中 � １３１７５３（４番人気）
複勝票数 計２０４５１１７ 的中 � ２２４１２３（４番人気）� ４１０８７（１１番人気）� ２６１１５（１３番人気）
枠連票数 計１０４６２１５ 的中 （３－７） ６５１５（３１番人気）
馬連票数 計５４１５７２８ 的中 �� １７６９３（５８番人気）
馬単票数 計２５５４３８５ 的中 �� ５１４９（１０３番人気）
ワイド票数 計１７７０６０６ 的中 �� ７１２８（５８番人気）�� ５４６６（６８番人気）�� ３５４４（７６番人気）
３連複票数 計６９８７６１３ 的中 ��� １５７５（３３１番人気）
３連単票数 計１２０６１９４０ 的中 ��� ４９６（１８２３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．４―１１．７―１１．３―１１．３―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．８―３４．２―４５．９―５７．２―１：０８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３４．２
３ １０（５，１１）－（２，１５）７（６，１２）９，１３（１，４，８）１４－３ ４ １０（５，１１）（２，１５）（６，７）１２，１３（１，９）８（４，１４）３
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サダムパテック �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２０１０．１０．１７ 京都２着

２００８．３．３０生 牡４鹿 母 サマーナイトシティ 母母 ダイアモンドシティ １３戦４勝 賞金 ２５０，０９８，０００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。

１１０８４ ５月１２日 晴 良 （２４東京２）第７日 第１２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２０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

６１２� 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 ４７２＋ ２１：２５．２ ２．３�

８１６ エイコオウイング 牝４鹿 ５５ 横山 典弘木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 ４７４＋ ２ 〃 アタマ １０．４�
２３ � カネトシイナーシャ 牡４黒鹿５７ 内田 博幸兼松 利男氏 白井 寿昭 米 JMJ Racing

Stables, LLC ４７４＋ ２１：２５．８３� ４．６�
７１３ ダイワモービル 牡４黒鹿５７ 大庭 和弥大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 ５１８－ ２１：２５．９� ５８．０�
３６ 	 モエレデフィニット 牡５青鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 長手 猛 ４８８－ ４ 〃 クビ １１．２�
７１４	 アランルース 
４栃栗５７ 武 豊�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 ４３６＋ ２１：２６．０クビ １６．４�
８１５	 サーストンサラ 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信齊藤 宣勝氏 高橋 裕 新ひだか 平野牧場 ４７６± ０ 〃 アタマ ５９．５	
１１ キングジャズ 牡４栗 ５７ 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス
 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム ４５４－ ２１：２６．２１� ６．４�
６１１ ガリレオシチー 牡６黒鹿５７ 吉田 豊 
友駿ホースクラブ 嶋田 功 日高 幾千世牧場 ５１６－ ２ 〃 クビ １３７．７�
３５ ワンモアジョー 牡５鹿 ５７ 松岡 正海河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 ４７６± ０ 〃 ハナ ２２．０
５９ ナムラエメラルド 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 ４６２＋ ４１：２６．３クビ ３２．８�
２４ フ ォ ー ミ ー 牝４鹿 ５５ 川須 栄彦 
アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４７２－ ４ 〃 クビ １５３．８�
１２ 	 シャイニイチカ 牝５鹿 ５５ 藤岡 佑介冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 ４２８＋ ４１：２６．５１� １７２．１�
５１０ ミッキーオリーブ 牝５鹿 ５５ 丸山 元気野田みづき氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４８８－ ６ 〃 アタマ ５２．６�
４８ レッドジョーカー 牡４黒鹿５７ 北村 宏司 
東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 水上 習孝 ５３８＋ ６１：２６．６クビ ２６．３�
４７ ギムレットアイ 牡７鹿 ５７ 柴田 大知小野 博郷氏 浅野洋一郎 門別 浜本牧場 ４６０－ ４１：２７．３４ ２３３．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５０，０９９，４００円 複勝： ７９，３８０，０００円 枠連： ４０，８６４，７００円

馬連： １５５，８２９，８００円 馬単： ９０，９７４，６００円 ワイド： ５８，２１５，３００円

３連複： １７５，４７７，８００円 ３連単： ３４６，８１０，７００円 計： ９９７，６５２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � ２３０円 � １５０円 枠 連（６－８） ７３０円

馬 連 �� ８９０円 馬 単 �� １，３６０円

ワ イ ド �� ４００円 �� ２３０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� １，３６０円 ３ 連 単 ��� ５，５４０円

票 数

単勝票数 計 ５００９９４ 的中 � １７９２７９（１番人気）
複勝票数 計 ７９３８００ 的中 � ２２９１３４（１番人気）� ６８４５０（４番人気）� １３９１１６（２番人気）
枠連票数 計 ４０８６４７ 的中 （６－８） ４１４５２（２番人気）
馬連票数 計１５５８２９８ 的中 �� １２９８０９（３番人気）
馬単票数 計 ９０９７４６ 的中 �� ４９６５６（４番人気）
ワイド票数 計 ５８２１５３ 的中 �� ３５１１２（３番人気）�� ７３６３２（１番人気）�� １７６８９（７番人気）
３連複票数 計１７５４７７８ 的中 ��� ９５３９２（２番人気）
３連単票数 計３４６８１０７ 的中 ��� ４６２５３（５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１１．７―１２．６―１２．５―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．９―３５．６―４８．２―１：００．７―１：１２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．６―３F３７．０
３ ・（１０，１６）１３（１２，１４）４（８，１５）（３，６）１１（５，９）－１，７，２ ４ １０，１６（１３，１２）（４，８，１４）（３，６，１５）（９，１１）５，１，２，７

勝馬の
紹 介

�インディーズゲーム �
�
父 Indian Charlie �

�
母父 Machiavellian デビュー ２０１１．４．２３ 東京１着

２００８．３．１１生 牡４鹿 母 Bellini Sunrise 母母 Harbour Club ８戦３勝 賞金 ２９，５００，０００円
※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 セイウンリファイン号・ダイヤモンドムーン号・ドリームバロン号
（非抽選馬） １頭 ビレッジペガサス号



（２４東京２）第７日 ５月１２日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８２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

２６０，３６０，０００円
５，１８０，０００円
２，４８０，０００円
２３，７８０，０００円
６３，８１２，５００円
５，６６１，８００円
１，７４７，２００円

勝馬投票券売得金
４０８，９１１，４００円
６９２，２３１，０００円
３３２，１９１，３００円
１，３７６，２９５，１００円
７７１，３９２，０００円
５０３，１０７，９００円
１，６７６，０８０，７００円
２，９３７，２２４，６００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 ８，６９７，４３４，０００円

総入場人員 ３１，７１３名 （有料入場人員 ２９，８３７名）


