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１１０８５ ５月１３日 晴 良 （２４東京２）第８日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時０５分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：２１．９
１：２１．５

不良

不良

６１１ サ ル ゴ ン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８２－１２１：２７．４ ２．９�

５１０ シャインブレイザー 牡３黒鹿５６ 横山 典弘杉山 忠国氏 萩原 清 新ひだか 明治牧場 ４７２± ０ 〃 アタマ ３．４�
５９ ア イ ザ ッ ク 牡３鹿 ５６ 内田 博幸村山 忠弘氏 根本 康広 新冠 松田 富士夫 ４７８± ０１：２７．６１� ３７．４�
２４ エーシンスノーマン 牡３芦 ５６ 川須 栄彦�栄進堂 北出 成人 浦河 栄進牧場 ４９６＋ ４１：２７．７クビ ９．３�
６１２ ストロングティラノ 牡３芦 ５６ 田辺 裕信村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４９２－ ８１：２７．８� ５．１�
４７ ベニノツルギ 牡３黒鹿５６ 松岡 正海�紅谷 中川 公成 日高 大沢育成牧場 ４５８＋ ４１：２８．４３� ８．０�
１１ シルクスコーピオン 牡３鹿 ５６ 江田 照男有限会社シルク杉浦 宏昭 日高 ヤナガワ牧場 ４８６ ―１：２８．５� ３９．０	
７１３ ローオブネイチャー 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥池谷 誠一氏 粕谷 昌央 むかわ 上水牧場 ４８４－ ８１：２８．６� ５０．３

８１６ ドリームピース 牡３栗 ５６ 武 豊セゾンレースホース� 松山 康久 安平 追分ファーム ４６６－ ８１：２８．７� １３．４�
７１４ キョウワアーク 牡３鹿 ５６ 津村 明秀�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 ５０４＋ ７１：２８．８� ５６．７
３５ ヒシダンカン 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一阿部雅一郎氏 小笠 倫弘 新冠 カミイスタット B４４４－ ６１：２９．４３� ２１２．６�
４８ セイウンノカナタ 牡３栗 ５６ 武士沢友治西山 茂行氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 ４３８± ０ 〃 クビ １９３．９�
１２ ブルードラゴン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊大久保和夫氏 水野 貴広 日高 厚賀古川牧場 ４９２＋ ８１：２９．６１ ２０４．０�
２３ マ ッ ド パ イ 牡３青鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人井上 久光氏 高市 圭二 浦河 グラストレーニ
ングセンター B４７８－ ４１：２９．８１� １１２．１�

８１５ オースマート 牝３芦 ５４ 小野寺祐太大谷 和彦氏 小桧山 悟 新ひだか 静内白井牧場 ４１２－ ４１：３０．６５ ２４０．２�

（１５頭）
３６ サトノジューク 牡３鹿 ５６ 田中 勝春里見 治氏 小島 太 千歳 社台ファーム ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １７，８６０，５００円 複勝： ３０，１４３，７００円 枠連： １４，５２６，８００円

馬連： ５４，３３２，６００円 馬単： ３７，６８１，９００円 ワイド： ２２，８３０，０００円

３連複： ６６，９２６，７００円 ３連単： １１２，２９１，８００円 計： ３５６，５９４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � ６１０円 枠 連（５－６） ２６０円

馬 連 �� ４２０円 馬 単 �� ７６０円

ワ イ ド �� １９０円 �� １，２５０円 �� １，２３０円

３ 連 複 ��� ３，２００円 ３ 連 単 ��� １１，０８０円

票 数

単勝票数 計 １７８６０５ 的中 � ４８９６８（１番人気）
複勝票数 計 ３０１４３７ 的中 � ８０６８９（１番人気）� ６５９２８（２番人気）� ７８１８（７番人気）
枠連票数 計 １４５２６８ 的中 （５－６） ４２４０２（１番人気）
馬連票数 計 ５４３３２６ 的中 �� ９６７２３（１番人気）
馬単票数 計 ３７６８１９ 的中 �� ３７０３０（１番人気）
ワイド票数 計 ２２８３００ 的中 �� ３９８４５（１番人気）�� ３７８９（１５番人気）�� ３８５５（１４番人気）
３連複票数 計 ６６９２６７ 的中 ��� １５４７７（１０番人気）
３連単票数 計１１２２９１８ 的中 ��� ７４８１（２３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．９―２４．６―３７．３―５０．３―１：０２．６―１：１４．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ル ゴ ン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２０１２．３．１０ 中山２着

２００９．５．１２生 牡３鹿 母 スウィートデジャヴ 母母 Nureyev’s Park ４戦１勝 賞金 １０，１５０，０００円
〔出走取消〕 サトノジューク号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 アイザック号の調教師根本康広は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００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 エムエムベレッタ号

１１０８６ ５月１３日 晴 良 （２４東京２）第８日 第２競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

１１ リアライズクレア 牝３栗 ５４ 内田 博幸工藤 圭司氏 加藤 征弘 池田（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５３４＋ ６１：３９．６ １．５�

８１６ トゥルーマートル 牝３黒鹿５４ 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４２６＋ ４１：４０．１３ ８．８�
２４ パリーナチャン 牝３鹿 ５４ 北村 宏司�松栄牧場 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 ４４２－ ４１：４０．２� ３４．７�
４７ レインボーカムカム 牝３栗 ５４ 三浦 皇成飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 ４４２± ０１：４０．３クビ ９５．５�
５９ ジャンピングタワー 牝３鹿 ５４ 福永 祐一田和 廣通氏 矢野 照正 日高 ナカノファーム ４５０－ ４ 〃 ハナ ２０．７�
５１０ ヴィルトゥオーサ 牝３栗 ５４ 四位 洋文 �キャロットファーム 小島 太 安平 ノーザンファーム ４８８ ―１：４０．５１� ２０．７�
６１２ ゴ ウ イ モ ン 牝３鹿 ５４ 津村 明秀井門 敏雄氏 南田美知雄 日高 坂 牧場 ４１６－ ８１：４０．９２� ４２９．８	
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 ４７４－ ２ 〃 ハナ ２１．８

７１４ スマートブライト 牝３栗 ５４ 武 豊大川 徹氏 鹿戸 雄一 新ひだか 岡田スタツド ４６８＋ ８１：４１．２１� １９．６�
４８ 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 ４３６－ ４１：４１．３� ２１０．７�
６１１ レイナデアブリル 牝３黒鹿５４ C．ウィリアムズ 丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４９４ ―１：４１．５１� １４．２

（豪）

１２ ジャストザハピネス 牝３黒鹿５４ 石橋 脩ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４３０＋ ４１：４２．０３ ７．０�
２３ ピンクバード 牝３鹿 ５４ 武士沢友治 �三石川上牧場 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 ４２６－ ４１：４２．３２ ３８３．２�
３５ タケデンザビエル 牝３栗 ５４ 柴山 雄一武市 進吾氏 嶋田 潤 浦河 安藤牧場 ４５４＋ ８ 〃 ハナ ５３．３�
７１３ ストロベリーフィズ 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４５０＋ ６１：４２．９３� ２９８．１�
８１５ ニシノドルチェ 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 ５１０ ―１：４４．６大差 １３１．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，６１４，５００円 複勝： ６２，１９４，４００円 枠連： １５，２５１，１００円

馬連： ４８，０６４，６００円 馬単： ４４，６７４，０００円 ワイド： ２２，５８８，５００円

３連複： ６４，４４２，５００円 ３連単： １２９，９２８，７００円 計： ４０７，７５８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ２１０円 � ３６０円 枠 連（１－８） ４２０円

馬 連 �� ５３０円 馬 単 �� ７００円

ワ イ ド �� ２９０円 �� ５００円 �� １，９１０円

３ 連 複 ��� ３，２２０円 ３ 連 単 ��� ７，４４０円

票 数

単勝票数 計 ２０６１４５ 的中 � １０８５４６（１番人気）
複勝票数 計 ６２１９４４ 的中 � ４２２１９０（１番人気）� ３６１０９（３番人気）� １６５５２（５番人気）
枠連票数 計 １５２５１１ 的中 （１－８） ２７３９０（２番人気）
馬連票数 計 ４８０６４６ 的中 �� ６７２８７（２番人気）
馬単票数 計 ４４６７４０ 的中 �� ４７５３７（２番人気）
ワイド票数 計 ２２５８８５ 的中 �� ２１７９４（２番人気）�� １１０６３（４番人気）�� ２５６５（２２番人気）
３連複票数 計 ６４４４２５ 的中 ��� １４７７４（１２番人気）
３連単票数 計１２９９２８７ 的中 ��� １２８９８（１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．６―３５．５―４７．６―１：００．２―１：１３．３―１：２６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リアライズクレア �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１２．２．２５ 中山５着

２００９．４．１０生 牝３栗 母 ストレイキャット 母母 ローミンレイチェル ３戦１勝 賞金 ７，６００，０００円
※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 アンゲルスノーヴス号・クラウンミストラル号・トーアラビリンス号
※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。

第２回 東京競馬 第８日



１１０８７ ５月１３日 晴 良 （２４東京２）第８日 第３競走 ��１，３００�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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

４７ コーリンギデオン 牡３鹿 ５６ 津村 明秀伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 ４５８－ ４１：１９．８ １２．９�

８１５ ジュドポーム 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４４８－ ４１：２０．２２� １２．５�
３５ フラッシュパッカー 牡３栗 ５６ 内田 博幸魚住 啓市氏 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 ４８６＋ ６１：２０．３� ２．４�
２３ ブラックモア 牡３黒鹿５６ 吉田 豊宮崎 金造氏 石栗 龍彦 新冠 競優牧場 ４５２＋ ８１：２０．５１� ４６．９�
２２ ジ ョ ー イ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘磯波 勇氏 高木 登 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６８－１４ 〃 クビ １６．５�
６１１ フクノサンデー 牡３黒鹿５６ 田中 勝春小沼 博氏 田中 剛 新ひだか 沖田 忠幸 ４６４－ ２１：２０．７１� １１．０�
３４ ワイルドアイザック 牡３栗 ５６ 柴田 善臣保坂 義貞氏 菅原 泰夫 日高 下河辺牧場 ４６４－ ６１：２０．８� ３．２	
１１ サロンドクイーン 牝３鹿 ５４ 武士沢友治山田美喜男氏 小桧山 悟 白老 社台牧場 ４２２＋ ２１：２１．１１� ２２８．２

４６ ウエスタンスマイル 牡３鹿 ５６ 武 豊西川 賢氏 松山 康久 新ひだか ウエスタンファーム ５３８＋ ６１：２１．３１� ６．０�
７１３ メルクリオス 牡３鹿 ５６ 江田 照男芹澤 精一氏 田中 清隆 平取 中川 隆 B４５６± ０ 〃 ハナ １８９．７�
６１０ ジグパルティード 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一�樽さゆり氏 田中 剛 浦河 斉藤 政志 ４７６－ ６１：２１．６１� ３８１．７
５９ シルクフュージョン 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜有限会社シルク古賀 史生 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７０＋ ２ 〃 クビ ２０４．１�

５８ ワ ラ ビ ラ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成�大樹ファーム 大竹 正博 新冠 パカパカ
ファーム ４４０－ ６１：２３．２１０ １８７．９�

７１２ ハワイアンミント 牝３栗 ５４ 北村 宏司�大樹ファーム 伊藤 圭三 大樹 大樹ファーム ４３４－ ４ 〃 アタマ １０７．７�

（１４頭）
８１４ ワイルドベガ 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦三浦 一泰氏 松山 将樹 新冠 武田牧場 ４５８± ０ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２３，０５１，４００円 複勝： ３７，３０９，５００円 枠連： １８，３０６，２００円

馬連： ５４，４４７，２００円 馬単： ３８，８２７，３００円 ワイド： ２３，４４０，５００円

３連複： ６７，３６１，２００円 ３連単： １２２，２３３，１００円 計： ３８４，９７６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２９０円 複 勝 � ２３０円 � ２９０円 � １３０円 枠 連（４－８） ２，６１０円

馬 連 �� ５，９２０円 馬 単 �� １１，１８０円

ワ イ ド �� １，４４０円 �� ５３０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� ３，５８０円 ３ 連 単 ��� ４１，４６０円

票 数

単勝票数 差引計 ２３０５１４（返還計 １８７１） 的中 � １４１３９（６番人気）
複勝票数 差引計 ３７３０９５（返還計 ３０８４） 的中 � ３６７４２（４番人気）� ２６７４９（６番人気）� １０５９１６（１番人気）
枠連票数 差引計 １８３０６２（返還計 ８４８） 的中 （４－８） ５１７７（８番人気）
馬連票数 差引計 ５４４４７２（返還計 １０４３８） 的中 �� ６７９２（１９番人気）
馬単票数 差引計 ３８８２７３（返還計 ６４５４） 的中 �� ２５６５（３６番人気）
ワイド票数 差引計 ２３４４０５（返還計 ６３５１） 的中 �� ３７６９（１８番人気）�� １１４８３（５番人気）�� １０２１４（７番人気）
３連複票数 差引計 ６７３６１２（返還計 ２３７５７） 的中 ��� １３８８７（１３番人気）
３連単票数 差引計１２２２３３１（返還計 ４３０８０） 的中 ��� ２１７６（１３０番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１８．１―２９．６―４１．８―５４．３―１：０６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．２―３F３８．０
３ ４（５，６）３，１２，２（７，１１）１５，１（１０，１３）－（８，９） ４ ４（５，６）３（２，１２，７）（１，１５，１１）１３，１０，９，８

勝馬の
紹 介

コーリンギデオン �
�
父 オンファイア �

�
母父 ミシックトライブ デビュー ２０１１．１１．６ 東京７着

２００９．４．２３生 牡３鹿 母 コーリンラヴィアン 母母 コーリンビビアン ６戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔競走除外〕 ワイルドベガ号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。
※出走取消馬 トーアタマテバコ号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※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 スカッシュアゲン号・ドリームテンペスト号

１１０８８ ５月１３日 晴 良 （２４東京２）第８日 第４競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１１時３０分 （芝・左）

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

中央レコード

１：１９．８
１：１９．０

良

良

３５ ミヤコライジング 牝３鹿 ５４ 田中 勝春吉田都枝江氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム ４３８＋１０１：２２．４ ８１．２�

１１ ド ウ デ ス 牡３栗 ５６ C．ウィリアムズ 星野 壽市氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 ５１２－ ４１：２２．５� ４．０�
（豪）

５９ レディインラヴ 牝３黒鹿５４ 武 豊�橋 信博氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４２８－ ４１：２２．８２ ７．６�
４７ デルマジュロウジン �３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人浅沼 廣幸氏 尾関 知人 日高 ファニーヒルファーム ４２２＋ ２１：２２．９� ４．９�
５１０ セイウングーノネ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海西山 茂行氏 武藤 善則 新冠 競優牧場 ４６６－ ４１：２３．０クビ ７．１�
３６ クラウンザショパン 牝３黒鹿５４ 池添 謙一矢野 恭裕氏 天間 昭一 新冠 大栄牧場 ４５０－ ６ 〃 クビ ５１．４�
６１２ トウショウテイスト 牡３鹿 ５６ 武士沢友治トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６４－ ６１：２３．１クビ １６８．０	
７１３ ライズアゲイン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４８０－ ４１：２３．３１ ３．２

７１４ ドラゴンネスト 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成窪田 康志氏 高柳 瑞樹 様似 �村 伸一 ４５０＋ ２ 〃 クビ ２１．１�
８１６ オリエンタルポリー 牝３鹿 ５４ 北村 宏司棚網 基己氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 ４５０－ ２１：２３．５１� ３６．４�
４８ 	 コスモペルフェット 牡３青鹿５４ 津村 明秀 ビッグレッドファーム 清水 英克 新 T E Jamison ４８０ ―１：２３．７１� ６０．４�
６１１ コスモラヴバニー 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜 ビッグレッドファーム 松山 将樹 浦河 不二牧場 ４６８＋ ２１：２３．８� ４８．２�
８１７ エメラルポケット 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣高橋 勉氏 土田 稔 新ひだか 坂本 春雄 ４２４－ ６ 〃 クビ ２５２．７�
２３ シャポードゥマス 牝３栗 ５４ 鈴来 直人上田 忠男氏 畠山 重則 新冠 越湖ファーム ４０８＋ ４１：２３．９クビ ５０１．１�
２４ ゼロレイテンシ 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 駿河牧場 ４５８－１６ 〃 クビ ３０．８�
１２ サクラネオドリーム 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 ４６２ ―１：２４．４３ １００．６�
７１５ オウシュウジャパン 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一西村 專次氏 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 ４５８＋ ６１：２４．５
 ２７１．６�
８１８ アミフジガガ 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥内藤 好江氏 菅原 泰夫 茨城 内藤牧場 ４３４± ０１：２４．８１
 １０９．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，９５３，８００円 複勝： ３４，４６５，１００円 枠連： １８，１５５，５００円

馬連： ６０，０３４，３００円 馬単： ３８，７０４，５００円 ワイド： ２４，０９１，８００円

３連複： ６９，２９８，７００円 ３連単： １１５，５６３，５００円 計： ３８３，２６７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８，１２０円 複 勝 � １，６８０円 � ２２０円 � ２９０円 枠 連（１－３） ５，８８０円

馬 連 �� １５，７７０円 馬 単 �� ５４，１００円

ワ イ ド �� ４，６９０円 �� ６，２２０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� ３３，７２０円 ３ 連 単 ��� ４１８，０７０円

票 数

単勝票数 計 ２２９５３８ 的中 � ２２３０（１２番人気）
複勝票数 計 ３４４６５１ 的中 � ４３３０（１２番人気）� ４９２４１（４番人気）� ３３０４４（５番人気）
枠連票数 計 １８１５５５ 的中 （１－３） ２２７９（１８番人気）
馬連票数 計 ６００３４３ 的中 �� ２８１０（３９番人気）
馬単票数 計 ３８７０４５ 的中 �� ５２８（９４番人気）
ワイド票数 計 ２４０９１８ 的中 �� １２３０（４３番人気）�� ９２４（５１番人気）�� ８００８（１０番人気）
３連複票数 計 ６９２９８７ 的中 ��� １５１７（８２番人気）
３連単票数 計１１５５６３５ 的中 ��� ２０４（７５４番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．９―１２．３―１１．４―１１．４―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．４―３５．３―４７．６―５９．０―１：１０．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミヤコライジング �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２０１１．１０．１０ 東京６着

２００９．３．９生 牝３鹿 母 グロンシャール 母母 ポールトゥウィン ７戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 ライズアゲイン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 ウインターストーム号・オークブラフ号・ガッテンラヴ号
※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。



１１０８９ ５月１３日 晴 良 （２４東京２）第８日 第５競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１２時２０分 （芝・左）

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

中央レコード

１：５６．１
１：５６．１

良

良

６１１ トウショウバラード 牡３青鹿５６ 吉田 豊トウショウ産業� 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 ４５８－ ６２：０３．５ ２．７�

２３ ダイワプライム 牡３栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B５０２＋ ４２：０３．６� ４．２�
８１６ ライフハッカー 牡３栗 ５６ 柴田 善臣橋本 忠雄氏 高橋 祥泰 日高 門別牧場 ４６８± ０ 〃 ハナ ４６．８�
５１０ アポロテイスト 牡３栗 ５６ 田辺 裕信アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 山際牧場 ４９８－１０ 〃 ハナ ９．３�
６１２ ザッツフォエヴァー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 新冠 若林牧場 ５３０＋ ２２：０４．１３ １０．８�
７１４ ケイアイジーニアス 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 新ひだか 折手牧場 ４５４－ ６２：０４．７３� ４５．６�
３６ ハンサムボーイ 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４４４－ ２２：０４．８� ５．８	
３５ タニノハービービー 牡３鹿 ５６ 武士沢友治谷水 雄三氏 小桧山 悟 新ひだか カントリー牧場 ４５６－ ２２：０５．１１� ４８．１

２４ 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 ４９０－１０２：０５．２� １４．９�
５９ アートカフェ 牡３青鹿５６ 田中 勝春吉田 和美氏 田中 剛 洞爺湖 メジロ牧場 ５４６－ ６２：０５．４１� ７０．８�
７１３ シャイニーパルス 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義小林 昌志氏 田中 清隆 平取 雅 牧場 ５１６－ ４２：０５．７２ １０７．３
１２ クレバーシリウス 牡３鹿 ５６ 津村 明秀田� 正明氏 加藤 和宏 浦河 山本牧場 ４２６＋ ２２：０５．８クビ ２６３．２�
１１ ジョウノバトラー 牡３青鹿５６ 三浦 皇成小川 義勝氏 武藤 善則 日高 三城牧場 ４７８－ ２ 〃 クビ １４６．５�
８１５ アイアイエンデバー 牡３黒鹿５６ C．ウィリアムズ 齊藤 敬氏 小島 茂之 新冠 つつみ牧場 ４５０－ ４ 〃 ハナ １１．６�

（豪）

４８ カシマシンセイ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海松浦 一久氏 松山 康久 浦河 大西ファーム ４８２－ ６ 〃 ハナ ７１．３�
４７ クリノエルヴィス 牡３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか 斉藤スタッド B４７８－ ８２：０５．９クビ ２２６．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，７０７，４００円 複勝： ３４，８７６，８００円 枠連： ２０，３５６，６００円

馬連： ６１，５４８，７００円 馬単： ３９，４９５，１００円 ワイド： ２４，８１９，４００円

３連複： ７３，６３９，４００円 ３連単： １２２，０７３，２００円 計： ４０１，５１６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １４０円 � １８０円 � ４４０円 枠 連（２－６） ４１０円

馬 連 �� ６１０円 馬 単 �� １，０３０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� １，４３０円 �� １，９００円

３ 連 複 ��� ５，０７０円 ３ 連 単 ��� ２１，４４０円

票 数

単勝票数 計 ２４７０７４ 的中 � ７４５２１（１番人気）
複勝票数 計 ３４８７６８ 的中 � ９２４５６（１番人気）� ５２１５３（２番人気）� １４５９３（８番人気）
枠連票数 計 ２０３５６６ 的中 （２－６） ３７００５（１番人気）
馬連票数 計 ６１５４８７ 的中 �� ７４５７８（１番人気）
馬単票数 計 ３９４９５１ 的中 �� ２８３７０（１番人気）
ワイド票数 計 ２４８１９４ 的中 �� ２２３３９（２番人気）�� ３９８８（１８番人気）�� ２９６１（２６番人気）
３連複票数 計 ７３６３９４ 的中 ��� １０７２１（１５番人気）
３連単票数 計１２２０７３２ 的中 ��� ４２０３（６０番人気）

ハロンタイム １３．３―１２．２―１２．９―１２．８―１３．１―１２．８―１２．６―１１．４―１０．９―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．３―２５．５―３８．４―５１．２―１：０４．３―１：１７．１―１：２９．７―１：４１．１―１：５２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．４―３F３３．８

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

勝馬の
紹 介

トウショウバラード �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ニツポーテイオー デビュー ２０１２．１．２９ 東京２着

２００９．４．５生 牡３青鹿 母 スパークトウショウ 母母 リバーフエイム ５戦１勝 賞金 １０，７００，０００円
〔発走状況〕 クリノエルヴィス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１１０９０ ５月１３日 晴 良 （２４東京２）第８日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１２時５０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

１：２１．９
１：２１．５

不良

不良

４４ � ダブルスター 牡３栗 ５６ 内田 博幸�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４８８± ０１：２４．４ １．３�

３３ デルマダイコク 牡３栗 ５６ 福永 祐一浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム ５０８＋１０１：２５．５７ ８．５�
６９ ミヤビリファイン 牡３青鹿５６ 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 新ひだか 高橋 修 ４７６＋ ２１：２５．８１� １２．９�
２２ ナムラケイオス 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 ４９８＋ ６１：２６．１１� ３１．０�
６８ ラブリースター 牝３栃栗５４ 武 豊長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム ４５２＋ ２１：２６．３１� １２．２�
５６ エスペランサシチー 牡３芦 ５６ 石橋 脩 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 千代田牧場 ４９４＋１０１：２６．４	 １７．４	
１１ トウショウブーム 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一トウショウ産業� 阿部 新生 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５０６＋ ４１：２６．９３ ２３．２

４５ ツクバヤマノオー 牡３青 ５６

５３ ▲杉原 誠人荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５２２－ ６１：２７．０	 ７９．４�
８１３ エイコオハヤテ 牡３栗 ５６

５５ ☆高倉 稜木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 ４７２± ０１：２７．５３ １８４．３�
８１２ クレバーオーロラ 牝３芦 ５４ 田辺 裕信田 正明氏 加藤 和宏 日高 日高大洋牧場 ４４８± ０１：２７．７１� ６１．３�
５７ � クラウンビースト 牡３黒鹿５６ 武士沢友治矢野 悦三氏 松永 康利 日高 山田 政宏 ４４２＋ ４１：２７．９� ２２４．４�
７１０ アードバーク 牡３鹿 ５６ 川須 栄彦石川 幸司氏 保田 一隆 浦河 三栄牧場 ４６０－ ２１：２９．１７ ３１５．３�
７１１ シ ム ー ン 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 市川フアーム ４８４－１０１：２９．８４ ４９．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３２，１６８，２００円 複勝： ９３，０９９，９００円 枠連： ２２，０４１，０００円

馬連： ６１，０１６，７００円 馬単： ５６，０８５，５００円 ワイド： ２８，６１９，９００円

３連複： ７７，３９７，５００円 ３連単： １８５，８５４，６００円 計： ５５６，２８３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � １７０円 枠 連（３－４） ４２０円

馬 連 �� ４４０円 馬 単 �� ５５０円

ワ イ ド �� ２００円 �� ２４０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� ９６０円 ３ 連 単 ��� ２，３２０円

票 数

単勝票数 計 ３２１６８２ 的中 � ２０１５８０（１番人気）
複勝票数 計 ９３０９９９ 的中 � ６６２２２８（１番人気）� ５９６９２（２番人気）� ５５６６７（３番人気）
枠連票数 計 ２２０４１０ 的中 （３－４） ３８９０１（２番人気）
馬連票数 計 ６１０１６７ 的中 �� １０３９９８（１番人気）
馬単票数 計 ５６０８５５ 的中 �� ７６３６８（１番人気）
ワイド票数 計 ２８６１９９ 的中 �� ４２７８０（１番人気）�� ３０６１４（３番人気）�� ９６４２（８番人気）
３連複票数 計 ７７３９７５ 的中 ��� ５９７０４（２番人気）
３連単票数 計１８５８５４６ 的中 ��� ５９１２５（２番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．４―１２．２―１２．４―１２．７―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．２―３４．６―４６．８―５９．２―１：１１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ダブルスター �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ア サ テ ィ ス

２００９．３．２１生 牡３栗 母 ダッシングハニー 母母 ラストヒット ５戦１勝 賞金 １４，５００，０００円
地方デビュー ２０１１．６．２９ 門別

〔タイムオーバーによる出走制限〕 シムーン号は，平成２４年６月１３日まで平地競走に出走できない。



１１０９１ ５月１３日 晴 良 （２４東京２）第８日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１３時２０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 ダイワフェリス 牝３栗 ５４ 横山 典弘大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ５１４± ０１：３３．７ ５．６�

４４ スーパームーン 牡３青鹿５６ 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９６－ ４１：３３．８� ５．７�
８９ ファイナルフォーム 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム ５３０－ ２ 〃 クビ １．５�
３３ コスモパルダ 牡３青鹿５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム ４８０－ ４１：３４．２２� ３２．７�
５５ ステージナーヴ 牡３黒鹿５６ 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４１８－ ６ 〃 ハナ １２．１�
２２ キープビリービング 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜�ミルファーム 菊川 正達 新ひだか 畑端牧場 ４７２－ ４１：３４．３クビ １０８．９�
７７ ヴュルデバンダム 牝３青鹿５４ 武士沢友治山科 統氏 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 ４４８± ０１：３４．９３� ４０．０	
８１０ キ ン ラ ン 牡３栗 ５６ 田辺 裕信熊谷 貴之氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８４－ ２１：３５．１１� １５．９

７８ � フクノツール 牡３鹿 ５６ 北村 宏司小川 敏夫氏 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 ４６６－ ６１：３５．３１� ２０７．８�
１１ エムアイチャンドラ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一礒川 正明氏 松永 康利 日高 下河辺牧場 ４５８＋ ２１：３６．１５ １３２．４�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３３，２１４，５００円 複勝： ８２，０３９，４００円 枠連： １３，５０４，４００円

馬連： ６０，６２２，１００円 馬単： ５９，８５５，８００円 ワイド： ２５，２４９，５００円

３連複： ６９，２６６，７００円 ３連単： ２１７，４２４，０００円 計： ５６１，１７６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � １１０円 枠 連（４－６） １，４２０円

馬 連 �� １，３６０円 馬 単 �� ３，２１０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� １７０円 �� １６０円

３ 連 複 ��� ４３０円 ３ 連 単 ��� ７，４９０円

票 数

単勝票数 計 ３３２１４５ 的中 � ４７１０８（２番人気）
複勝票数 計 ８２０３９４ 的中 � ７８３１９（２番人気）� ７５７０２（３番人気）� ５５２９０２（１番人気）
枠連票数 計 １３５０４４ 的中 （４－６） ７０２８（５番人気）
馬連票数 計 ６０６２２１ 的中 �� ３２９５０（５番人気）
馬単票数 計 ５９８５５８ 的中 �� １３７８９（１１番人気）
ワイド票数 計 ２５２４９５ 的中 �� １５４１８（５番人気）�� ４０７５２（２番人気）�� ４３８９８（１番人気）
３連複票数 計 ６９２６６７ 的中 ��� １２１５３７（１番人気）
３連単票数 計２１７４２４０ 的中 ��� ２１４４１（２４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．１―３５．７―４７．５―５９．５―１：１１．１―１：２２．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワフェリス 
�
父 タニノギムレット 

�
母父 スペシャルウィーク デビュー ２０１１．１１．５ 東京４着

２００９．３．１２生 牝３栗 母 ダイワベルタ 母母 サンシャワーキッス ８戦２勝 賞金 １６，６５０，０００円
〔騎手変更〕 キープビリービング号の騎手小野寺祐太は，負傷のため高倉稜に変更。
〔発走状況〕 エムアイチャンドラ号は，発進不良〔出遅れ〕。

１１０９２ ５月１３日 晴 良 （２４東京２）第８日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系４歳以上
発走１３時５０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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

４４ ミエノキセキ 牡４栗 ５７ 内田 博幸里見美惠子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ５７６＋ ６１：４８．８ ４．３�

５７ ランパスインベガス 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４９０－ ４１：４９．０１� ３．８�
８１３ トモロマイスター 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義戸賀 智子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４４６－ ２１：４９．２１� ３．２�
７１１ ベストアンサー 牡５鹿 ５７ 福永 祐一青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム B４６２＋１０１：４９．３� １０．６�
５６ カシノスターライト 牝５鹿 ５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中村農場 ４９８± ０ 〃 アタマ ２５１．９�
２２ ラバンガルド �５栗 ５７ 武士沢友治岡田 牧雄氏 清水 美波 むかわ 市川牧場 ４６６－ ４ 〃 ハナ １３．９�
７１０ トキノサコン 牡４栗 ５７ 江田 照男田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川上 悦夫 ４８２＋ ４１：４９．４� ７．１�
４５ 	 マイネローレライ 牝４青鹿５５ 津村 明秀 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新ひだか 田中 裕之 ４７２－１０１：４９．５クビ ５８．６

１１ 	 バイザルーマー 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信吉田 勝己氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 ４７２＋ ４１：４９．７１� ２１．９�
６９ シルバーブリオン 牡４栗 ５７ 田中 勝春 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４８０＋ ２１：４９．９１� ５１．６
３３ 	 エイトプリンス 牡４栗 ５７

５４ ▲杉原 誠人河合良太郎氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４２４＋ ２１：５０．１１ ２７．５�
８１２ オルレアンノオトメ 牝５鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜�ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 B４６４＋１２１：５０．８４ ７２．０�
６８ 	 モンテローザ 牝５鹿 ５５ 大庭 和弥前迫 義幸氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム ４５８＋ ２１：５１．７５ ２４３．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２８，４１８，６００円 複勝： ３９，８６９，９００円 枠連： １９，１０８，２００円

馬連： ７７，６６９，８００円 馬単： ５０，５３６，８００円 ワイド： ２７，０４７，３００円

３連複： ８４，２９２，２００円 ３連単： １５８，２２０，５００円 計： ４８５，１６３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １５０円 � １３０円 � １３０円 枠 連（４－５） ７３０円

馬 連 �� ７４０円 馬 単 �� １，５８０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� ３４０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ８８０円 ３ 連 単 ��� ４，６８０円

票 数

単勝票数 計 ２８４１８６ 的中 � ５２４５８（３番人気）
複勝票数 計 ３９８６９９ 的中 � ６５０４４（３番人気）� ８３３８３（２番人気）� ９２３３３（１番人気）
枠連票数 計 １９１０８２ 的中 （４－５） １９５８３（３番人気）
馬連票数 計 ７７６６９８ 的中 �� ７７８６０（２番人気）
馬単票数 計 ５０５３６８ 的中 �� ２３６３０（５番人気）
ワイド票数 計 ２７０４７３ 的中 �� １９０８５（４番人気）�� １９３６７（３番人気）�� ２７６８９（１番人気）
３連複票数 計 ８４２９２２ 的中 ��� ７１２８０（１番人気）
３連単票数 計１５８２２０５ 的中 ��� ２４９６４（６番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．４―１１．９―１３．０―１３．０―１２．９―１１．８―１０．８―１１．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．４―３６．３―４９．３―１：０２．３―１：１５．２―１：２７．０―１：３７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．５―３F３３．６

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

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

勝馬の
紹 介

ミエノキセキ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１０．１７ 東京３着

２００８．４．３０生 牡４栗 母 スプリングソネット 母母 エイプリルソネット ４戦２勝 賞金 １４，０００，０００円



１１０９３ ５月１３日 晴 良 （２４東京２）第８日 第９競走 ��２，０００�
ち ち ぶ

秩 父 特 別
発走１４時２５分 （芝・左）

牝，４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５５�
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 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

６７ イイデステップ 牝４鹿 ５５ C．ウィリアムズ �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 山岡ファーム B４８８＋ ４２：０１．０ ５．１�
（豪）

２２ ソウルフルヴォイス 牝５鹿 ５５ 内田 博幸吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４５６＋ ２２：０１．４２� ２．３�
７９ クラックシード 牝５黒鹿５５ 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３０－ ２２：０１．５� ３．５�
３３ エバーシャイニング 牝５黒鹿５５ 柴田 善臣宇田 豊氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ５１２＋ ６２：０１．６クビ １２９．２�
６６ ユメノトキメキ 牝５鹿 ５５ 北村 宏司諸江 幸祐氏 勢司 和浩 浦河 多田 善弘 ４８８＋ ２２：０１．９１� ４０．５�
５５ キンショーオトヒメ 牝７栗 ５５ 池添 謙一礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 ４５０－ ２２：０２．０� １０７．２	
４４ トレノエンジェル 牝５栗 ５５ 田辺 裕信廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ５０８＋ ２２：０２．１クビ ７．５

１１ メジロスプレンダー 牝６黒鹿５５ 三浦 皇成岩� 伸道氏 尾形 充弘 洞爺 メジロ牧場 ４７６－ ６ 〃 ハナ ３４．３�
８１１ アプレレクール 牝４青鹿５５ 藤岡 佑介 �グリーンファーム 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ４５０＋ ６２：０２．３１� ６５．２�
８１０ ヤマニンリップル 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４７０－ ８２：０２．５１ １１．１
７８ マイネルナロッサ 牝５黒鹿５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４６０± ０２：０３．３５ ３９．３�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３６，０３７，５００円 複勝： ４８，６１９，２００円 枠連： ２１，８６２，８００円

馬連： １０３，１２９，０００円 馬単： ６８，７７９，１００円 ワイド： ３５，５７３，５００円

３連複： １１６，８９４，７００円 ３連単： ２５９，４１５，３００円 計： ６９０，３１１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � １３０円 枠 連（２－６） ５８０円

馬 連 �� ６７０円 馬 単 �� １，４３０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ３８０円 �� １６０円

３ 連 複 ��� ５９０円 ３ 連 単 ��� ４，１８０円

票 数

単勝票数 計 ３６０３７５ 的中 � ５６１４８（３番人気）
複勝票数 計 ４８６１９２ 的中 � ６７３１６（３番人気）� １５４８８４（１番人気）� ９４５２２（２番人気）
枠連票数 計 ２１８６２８ 的中 （２－６） ２８１５４（２番人気）
馬連票数 計１０３１２９０ 的中 �� １１５０３３（２番人気）
馬単票数 計 ６８７７９１ 的中 �� ３５５３９（５番人気）
ワイド票数 計 ３５５７３５ 的中 �� ３０８４９（２番人気）�� １９６７５（５番人気）�� ６７９７５（１番人気）
３連複票数 計１１６８９４７ 的中 ��� １４６６２１（２番人気）
３連単票数 計２５９４１５３ 的中 ��� ４５８７７（９番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．５―１１．８―１２．９―１３．６―１２．７―１２．３―１１．３―１０．８―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．３―３６．１―４９．０―１：０２．６―１：１５．３―１：２７．６―１：３８．９―１：４９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４５．７―３F３３．４

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

勝馬の
紹 介

イイデステップ �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 シアトルダンサーⅡ デビュー ２０１０．１１．６ 京都５着

２００８．４．５生 牝４鹿 母 パレガルニエ 母母 ダービーベター １４戦３勝 賞金 ３６，４０３，０００円
※マイネルナロッサ号は，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。

１１０９４ ５月１３日 晴 良 （２４東京２）第８日 第１０競走 ��
��１，４００�

り っ か

立夏ステークス
発走１５時００分 （ダート・左）
４歳以上，１，６００万円以下，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 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

１：２１．９
１：２１．５

不良

不良

３６ スティールパス 牝５黒鹿５３ 福永 祐一飯田 正剛氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 ４６４＋ ６１：２３．１ １．８�

８１６ トーホウプリンセス 牝５栗 ５５ C．ウィリアムズ 東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社
吉田ファーム ４８２＋ ２１：２３．７３� １０．２�

（豪）

６１２ アドマイヤサガス 牡４青 ５７ 横山 典弘近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５０６＋ ２１：２４．１２� １０．０�
７１４ オリオンザポラリス 牡５黒鹿５４ 杉原 誠人平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 大塚牧場 ４６２± ０１：２４．２� ２６．０�
７１３ フィールドシャイン 牡５栗 ５６ 柴田 善臣地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４７６± ０１：２４．３� ５４．２�
３５ � チョイワルグランパ 牡６黒鹿５４ 蓑島 靖典�グランプリ 森 秀行 千歳 社台ファーム B５０８＋ ２１：２４．６１� ３０８．１�
６１１ トシギャングスター 牡５芦 ５７．５ 藤岡 佑介田畑 利彦氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ４７６－ ６１：２４．７� ８．１	
２３ 	 エーシンリードオー 牝６黒鹿５２ 川須 栄彦�栄進堂 小崎 憲 米 Winches-

ter Farm B４９０＋１０１：２４．８� １５８．１

４７ ファンドリカップ 牡６芦 ５５ 柴山 雄一水戸眞知子氏 高橋 義忠 浦河 有限会社

松田牧場 ５００± ０１：２４．９クビ ５４．７�
５９ レッドヴァンクール 牡６鹿 ５４ 四位 洋文 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ５３４－ ６１：２５．２１� ３４．７�
５１０ カリスマサンスカイ 牡４鹿 ５５ 高倉 稜畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 B５２０± ０１：２５．３� ８．２
８１５ ノボレインボー 牝６芦 ５２ 二本柳 壮�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 ５０８＋ ６１：２５．４� ２５７．０�
４８ ヤマニンバッスル 牡６鹿 ５４ 北村 宏司土井 肇氏 黒岩 陽一 浦河 廣田 伉助 ４８０＋ ４ 〃 クビ ２６８．９�
１２ � モエレジュンキン 牡５鹿 ５４ 石橋 脩鈴木 照雄氏 武市 康男 浦河 藤坂 秋雄 ４６４＋ ６１：２５．９３ ２２．５�
２４ キョウエイカルラ 牝５栗 ５３ 吉田 豊田中 晴夫氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム ４７８± ０ 〃 ハナ ４５．２�
１１ アキノモーグル 牡４栗 ５５ 田辺 裕信穐吉 正孝氏 中村 均 新ひだか 加野牧場 ５１６＋ ４１：２８．１大差 １９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５５，９８４，７００円 複勝： ６８，６１０，７００円 枠連： ４２，６５８，４００円

馬連： １７７，６１０，９００円 馬単： １０５，５１６，１００円 ワイド： ５５，５８８，６００円

３連複： １８８，１０８，１００円 ３連単： ３７３，０７０，６００円 計： １，０６７，１４８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � ２４０円 � ２８０円 枠 連（３－８） ８１０円

馬 連 �� ７７０円 馬 単 �� １，０９０円

ワ イ ド �� ３８０円 �� ４１０円 �� １，３５０円

３ 連 複 ��� ２，４３０円 ３ 連 単 ��� ６，７９０円

票 数

単勝票数 計 ５５９８４７ 的中 � ２５８０００（１番人気）
複勝票数 計 ６８６１０７ 的中 � ２２６５２７（１番人気）� ６０８８３（４番人気）� ４９４２０（５番人気）
枠連票数 計 ４２６５８４ 的中 （３－８） ３９２８０（４番人気）
馬連票数 計１７７６１０９ 的中 �� １７０５２６（２番人気）
馬単票数 計１０５５１６１ 的中 �� ７１５８０（２番人気）
ワイド票数 計 ５５５８８６ 的中 �� ３８０７３（３番人気）�� ３５３８７（４番人気）�� ９１８０（１４番人気）
３連複票数 計１８８１０８１ 的中 ��� ５７１７９（５番人気）
３連単票数 計３７３０７０６ 的中 ��� ４０５５１（１０番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．３―１２．０―１２．２―１２．１―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．２―３４．５―４６．５―５８．７―１：１０．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スティールパス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．１２．５ 阪神１着

２００７．５．７生 牝５黒鹿 母 ロイヤルペルラ 母母 スターマイライフ １６戦５勝 賞金 ７８，１１３，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔騎手変更〕 ヤマニンバッスル号の騎手小野寺祐太は，負傷のため北村宏司に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１６頭 アイディンパワー号・ウォータールルド号・キッズアプローズ号・コパノカチーノ号・サダムグランジュテ号・

ジートップキセキ号・スノードラゴン号・ダンシングマオ号・トキノエクセレント号・トップオブパンチ号・
トラバント号・パワースポット号・ハンマープライス号・マイネルエルドラド号・メイショウツチヤマ号・
メトロノース号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２レース目



１１０９５ ５月１３日 晴 良 （２４東京２）第８日 第１１競走 ��
��１，６００�第７回ヴィクトリアマイル（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （芝・左）

牝，４歳以上；負担重量は，５５�
日本馬主協会連合会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 ９０，０００，０００円 ３６，０００，０００円 ２３，０００，０００円 １４，０００，０００円 ９，０００，０００円
付 加 賞 ３，８２２，０００円 １，０９２，０００円 ５４６，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

レースレコード

１：３１．４
１：３１．４
１：３１．９

良

良

良

６１２ ホエールキャプチャ 牝４芦 ５５ 横山 典弘嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 ４７０± ０１：３２．４ ７．２�

８１６ ドナウブルー 牝４鹿 ５５ C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４３２＋１２１：３２．５� １４．０�
（豪）

１１ マルセリーナ 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４４８＋ ２１：３２．７１� ６．８�
２３ キョウワジャンヌ 牝４栗 ５５ 柴田 善臣�協和牧場 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４６４＋ ２ 〃 ハナ ４１．８�
４７ ア パ パ ネ 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４９８－ ６１：３２．８	 ４．０�
２４ マイネイサベル 牝４鹿 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 高橋 修 ４７８＋１０１：３２．９クビ ３２．８	
４８ クィーンズバーン 牝４黒鹿５５ 内田 博幸林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４４４－ ４１：３３．０	 ２４．１

７１３ チャームポット 牝６栗 ５５ 柴山 雄一タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４５８－ ２１：３３．１� １１８．６�
１２ レディアルバローザ 牝５鹿 ５５ 福永 祐一 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ４７８－１２ 〃 クビ ２３．２�
７１５
 エーシンハーバー 牝４芦 ５５ 武 豊�栄進堂 藤岡 健一 米

Hopewell Invest-
ments LLC &
Nick Bentley

４５８－ ２１：３３．２クビ ８５．３
３５ アニメイトバイオ 牝５栗 ５５ 北村 宏司バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４７２－ ６ 〃 クビ ５７．２�
８１７ レインボーダリア 牝５栗 ５５ 石橋 脩田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４６０＋ ２１：３３．３	 １０５．５�
３６ スプリングサンダー 牝５鹿 ５５ 四位 洋文�グランド牧場 昆 貢 新ひだか グランド牧場 ４５２＋１０１：３３．４	 ６４．６�
８１８ アスカトップレディ 牝５黒鹿５５ 川須 栄彦上野 武氏 須貝 尚介 新ひだか 藤井 益美 ４７４－ ２１：３３．６１� ５８．４�
５１０ フミノイマージン 牝６鹿 ５５ 池添 謙一谷 二氏 本田 優 日高 シンコーファーム ４７２－１０ 〃 クビ ７．６�
７１４ オールザットジャズ 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介市川 義美氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム ４４４± ０１：３３．７クビ ５．１�
５９ グランプリエンゼル 牝６栃栗５５ 三浦 皇成北側 雅司氏 矢作 芳人 三石 上村 清志 ４５２＋ ４１：３３．９１ ５３．４�
６１１ アプリコットフィズ 牝５黒鹿５５ 田中 勝春 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４４２＋ ２１：３４．１１� １１．７�

（１８頭）

売 得 金
単勝： ４０４，４５９，２００円 複勝： ５３２，０２５，５００円 枠連： ４３９，５６０，２００円 馬連： １，９４７，１８０，７００円 馬単： ９６９，００５，０００円

ワイド： ５７９，８９７，７００円 ３連複： ２，７３９，９８９，９００円 ３連単： ５，１１９，８６１，１００円 ５重勝： ７９２，２０５，２００円 計： １３，５２４，１８４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２２０円 � ４００円 � ２４０円 枠 連（６－８） ２，７４０円

馬 連 �� ５，５１０円 馬 単 �� １０，７２０円

ワ イ ド �� １，５７０円 �� ７８０円 �� １，５４０円

３ 連 複 ��� １０，７９０円 ３ 連 単 ��� ７５，３２０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����� １，２０２，９８０円

票 数

単勝票数 計４０４４５９２ 的中 � ４４５９３１（４番人気）
複勝票数 計５３２０２５５ 的中 � ６９０５５３（３番人気）� ３１２５４６（７番人気）� ６２７６６７（４番人気）
枠連票数 計４３９５６０２ 的中 （６－８） １１８５００（１３番人気）
馬連票数 計１９４７１８０７ 的中 �� ２６０８３８（２０番人気）
馬単票数 計９６９００５０ 的中 �� ６６７１３（３７番人気）
ワイド票数 計５７９８９７７ 的中 �� ８９６７６（１８番人気）�� １８９４４０（７番人気）�� ９１５９４（１７番人気）
３連複票数 計２７３９９８９９ 的中 ��� １８７５６１（３１番人気）
３連単票数 計５１１９８６１１ 的中 ��� ５０１６９（２１０番人気）
５重勝票数 差引計７９２２０５２（返還計７７９０５４） 的中 ����� ４８６

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．３―１２．０―１１．８―１１．５―１１．２―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．１―３４．４―４６．４―５８．２―１：０９．７―１：２０．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．２
３ ８，１６（１２，１５）（２，３，１３）（４，７，９，１７）１８（１，５，１０，１１，１４）６ ４ ８，１６（１２，１５）（３，１３）（２，１７）（７，９）（４，１１）（１，５，１８）（１０，１４）６

勝馬の
紹 介

ホエールキャプチャ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．７．３ 函館２着

２００８．２．２４生 牝４芦 母 グローバルピース 母母 エミネントガール １３戦５勝 賞金 ３５４，９１７，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 アカンサス号・エーシンリターンズ号・リトルダーリン号
※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。

１１０９６ ５月１３日 晴 良 （２４東京２）第８日 第１２競走 ��
��２，１００�

こ れ ま さ

是 政 特 別
発走１６時２５分 （ダート・左）

４歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０６．７
２：０５．９

良

良

６１２ ト リ ノ 牡４栗 ５７ 高倉 稜北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム ４９２＋１０２：１４．６ ２０．２�

７１４ クラブトゥギャザー 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４９６－１０２：１４．７� ２．４�
５９ � イーサンジャンパー 牡６栗 ５７ 蛯名 正義国本 勇氏 境 直行 鵡川 上水牧場 ５００± ０２：１４．９１	 ２５．８�
３５ ゲルマンシチー 牡４青 ５７ 北村 宏司 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 幌村牧場 ４６０± ０２：１５．０
 ５．７�
５１０ アサクサマリンバ 牡５鹿 ５７ 武 豊田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６６－ ６ 〃 アタマ １９．５�
８１５ アールシネマスタア 牡４栗 ５７ 内田 博幸星野 良二氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 ４８４± ０２：１５．１� ９．２	
７１３ グッドカレラ 牡５青 ５７ 石橋 脩杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ハクツ牧場 ５１４－ ２２：１５．３１� ２６．６

６１１ キングオブフェイス 牡４栗 ５７ 藤岡 佑介西浦 和男氏 土田 稔 浦河 丸幸小林牧場 ５０４－ ２２：１５．４クビ １３０．９�
４８ パ ン ジ ャ 牡４青鹿５７ 松岡 正海深澤 朝房氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ５１２＋ ６ 〃 クビ ６．７�
４７ ビービーアックス 牡４鹿 ５７ 津村 明秀坂東牧場 手塚 貴久 新冠 中本牧場 ４７８± ０２：１５．８２� １８５．４�
３６ マイネルティンラン 牡４栗 ５７ 田辺 裕信 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム ４５０＋ ４２：１６．０１	 １５８．１�
８１６� フォンテーヌブロー 牡４黒鹿５７ 横山 典弘村野 康司氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド ４９４± ０２：１６．１� ６．０�
２４ � アルファオリオン 牡９鹿 ５７ 田中 勝春�貴悦 小島 茂之 平取 赤石牧場 ４７２－ ４ 〃 クビ １４８．５�
１２ クールドリオン 牡７栗 ５７ 福永 祐一広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４７６＋ ４２：１６．４１
 １２４．１�
１１ ファーストグロース 牡５鹿 ５７ 吉田 豊吉田 千津氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４７８－ ４２：１６．６
 ５１．５�
２３ キンショーダンデー 牡５栗 ５７ 川須 栄彦礒野日出夫氏 中村 均 浦河 馬道 繁樹 ４８０＋ ２２：１６．８１� ６６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７３，５４４，９００円 複勝： １０５，４１３，３００円 枠連： ６８，２３９，２００円

馬連： ２３４，１８４，９００円 馬単： １３８，７３５，６００円 ワイド： ９０，２２２，１００円

３連複： ２８５，５４５，７００円 ３連単： ５９４，５６７，４００円 計： １，５９０，４５３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０２０円 複 勝 � ４６０円 � １４０円 � ４１０円 枠 連（６－７） １，６５０円

馬 連 �� １，９２０円 馬 単 �� ５，９２０円

ワ イ ド �� ９４０円 �� ４，０５０円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� １１，３５０円 ３ 連 単 ��� ８０，４１０円

票 数

単勝票数 計 ７３５４４９ 的中 � ２８８１３（７番人気）
複勝票数 計１０５４１３３ 的中 � ４７０２５（８番人気）� ３０３９５１（１番人気）� ５４２３６（６番人気）
枠連票数 計 ６８２３９２ 的中 （６－７） ３０６３５（８番人気）
馬連票数 計２３４１８４９ 的中 �� ９０４３６（５番人気）
馬単票数 計１３８７３５６ 的中 �� １７３１８（２４番人気）
ワイド票数 計 ９０２２２１ 的中 �� ２４２３４（１１番人気）�� ５２６０（３７番人気）�� ２２９０１（１２番人気）
３連複票数 計２８５５４５７ 的中 ��� １８５７４（３１番人気）
３連単票数 計５９４５６７４ 的中 ��� ５４５７（２２１番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．８―１３．０―１３．４―１３．３―１３．５―１３．１―１２．９―１２．１―１２．０―１２．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１８．９―３１．９―４５．３―５８．６―１：１２．１―１：２５．２―１：３８．１―１：５０．２―２：０２．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ト リ ノ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Rahy デビュー ２０１０．１１．７ 京都１２着

２００８．５．４生 牡４栗 母 エンジェルマインド 母母 ウ ェ ル デ ン １８戦３勝 賞金 ３３，２９９，０００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。
（非当選馬） ３頭 キクノキセキ号・ジーガートップ号・マヤノゴクウ号
（非抽選馬） ３頭 スマイルミッキー号・ティアモブリーオ号・メジロオマリー号

５レース目



（２４東京２）第８日 ５月１３日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７６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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

３４５，８７０，０００円
２，０８０，０００円
７，０００，０００円
６，９００，０００円
３１，８６０，０００円
６２，２５５，５００円
５，２４２，０００円
１，６８９，６００円

勝馬投票券売得金
７７３，０１５，２００円
１，１６８，６６７，４００円
７１３，５７０，４００円
２，９３９，８４１，５００円
１，６４７，８９６，７００円
９５９，９６８，８００円
３，９０３，１６３，３００円
７，５１０，５０３，８００円
７９２，２０５，２００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
５ 重 勝
計 ２０，４０８，８３２，３００円

総入場人員 ５０，００７名 （有料入場人員 ４７，７９２名）


