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１１０９７ ５月１９日 晴 良 （２４東京２）第９日 第１競走 ��１，３００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０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

３６ フランチャイズ 牡３栗 ５６ 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム ４８６± ０１：１９．７ ３．７�

２３ 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 ４９８－ ４１：１９．９１� ２．１�
２４ ドリームオーシャン 牡３芦 ５６ 江田 照男セゾンレースホース� 田島 俊明 新冠 武田 修一 ５２６＋ ２１：２０．７５ ２１．９�
７１４ 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± ０１：２０．９１� １０．５�
５１０ ト ッ ト ー ト 牝３鹿 ５４ 北村 宏司小田切有一氏 本間 忍 新冠 アサヒ牧場 ４３２－ ４１：２１．２２ １０８．５�
７１３ ホクセツウィン 牡３黒鹿５６ 吉原 寛人平島 尚武氏 白井 寿昭 新ひだか 元道牧場 ４９８＋ ８１：２１．３クビ ５．０	

（川崎）

４８ チャンピオンバージ 牝３芦 ５４ 吉田 豊坪野谷純子氏 谷原 義明 浦河 アイオイファーム ４７８＋ ４ 〃 ハナ ３８．７

１１ エンシェントデイズ 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥山上 和良氏 中川 公成 新冠 イワミ牧場 ４８６＋ ４１：２１．５１� ６８．６�
５９ コスモゴウテン 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新ひだか 前川 隆則 ４６２＋１０１：２１．７１� １８．６�
６１１ サイトカイン 牡３栗 ５６ 横山 義行加藤 徹氏 成島 英春 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４６０－ ２１：２１．９１� ２２５．２
３５ カシノモンスター 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 日東牧場 ４９０＋ ４１：２２．２１� １２８．８�
１２ セレブレートサマー 牝３栗 ５４ 武士沢友治柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４５２－ ４ 〃 クビ ５３．８�
４７ ヒシパレード 牡３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人阿部雅一郎氏 国枝 栄 新冠 カミイスタット ４５０＋ ４１：２２．３クビ １６１．６�
８１５ エ ビ ス リ ラ 牝３鹿 ５４ 丸山 元気加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 ４４４＋ ２１：２２．７２� ３９．２�
８１６ シルクパッキャオ 牡３栗 ５６ 中村 将之有限会社シルク北出 成人 新冠 ハシモトフアーム ４５４－１０ 〃 クビ ９１．７�

（１５頭）
６１２ タイガーキングダム 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 萩原 清 新ひだか 岡田スタツド ― （出走取消）

（大井）

売 得 金

単勝： １５，３７３，６００円 複勝： ２７，９０１，２００円 枠連： １３，６９８，１００円

馬連： ４２，５９６，８００円 馬単： ３２，３１５，５００円 ワイド： １８，５６４，６００円

３連複： ５５，５９５，５００円 ３連単： ９８，３５６，９００円 計： ３０４，４０２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １２０円 � １２０円 � ３８０円 枠 連（２－３） ３１０円

馬 連 �� ３５０円 馬 単 �� ７１０円

ワ イ ド �� １７０円 �� ８２０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� １，６５０円 ３ 連 単 ��� ６，６１０円

票 数

単勝票数 差引計 １５３７３６（返還計 ４２０） 的中 � ３２８１０（２番人気）
複勝票数 差引計 ２７９０１２（返還計 ２８１） 的中 � ７６４００（２番人気）� ８４８２９（１番人気）� １０３９０（７番人気）
枠連票数 差引計 １３６９８１（返還計 １ ） 的中 （２－３） ３３４００（１番人気）
馬連票数 差引計 ４２５９６８（返還計 １４２７） 的中 �� ９２０８３（１番人気）
馬単票数 差引計 ３２３１５５（返還計 １０２５） 的中 �� ３３７２２（２番人気）
ワイド票数 差引計 １８５６４６（返還計 ７２８） 的中 �� ３７７５９（１番人気）�� ４５８６（１０番人気）�� ５７３９（８番人気）
３連複票数 差引計 ５５５９５５（返還計 ４４５３） 的中 ��� ２４９６５（４番人気）
３連単票数 差引計 ９８３５６９（返還計 ６９４４） 的中 ��� １０９８５（１４番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１８．４―２９．８―４１．７―５４．０―１：０６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．９―３F３８．０
３ ・（４，１３）６，２，９，１，１４，７（３，８）１０（５，１１）１６－１５ ４ ・（４，１３）－６（２，９）－（１，１４，３）－（７，８）（５，１０）１１－１６－１５

勝馬の
紹 介

フランチャイズ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 タマモクロス デビュー ２０１１．１１．１２ 東京１２着

２００９．３．２１生 牡３栗 母 ブレスマイソウル 母母 ウ ェ ル デ ン ４戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔出走取消〕 タイガーキングダム号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 シルバースカイ号・スカッシュアゲン号・ツクバライジンオー号・デカントラップ号・ドリームテンペスト号・

ホクテンリンダ号・ユキノベアハート号
※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。

１１０９８ ５月１９日 晴 良 （２４東京２）第９日 第２競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０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

６１１ 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 ５２２－ ４１：３８．９ ３．２�

４７ サトノライトニング 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成里見 治氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ５０２± ０ 〃 クビ ６．４�
２４ ビッグリバティ 牡３青鹿５６ 田辺 裕信�杵臼牧場 大和田 成 浦河 杵臼牧場 ４８４＋ ２１：３９．７５ １５．１�
８１６ リブストロング 牡３芦 ５６ 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 日高 豊洋牧場 ４５０± ０１：４０．１２� ３０．７�
２３ マックスロノ 牡３栗 ５６ 田中 勝春田所 英子氏 高柳 瑞樹 日高 天羽牧場 ４９０ ―１：４０．２� ９７．９�
６１２ イキシアグレイド 牡３青鹿５６ 江田 照男�川島牧場 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４６６－ ２１：４０．３クビ ２８．４	
１２ ハリケーンピサ 牡３青 ５６ 戸崎 圭太市川 義美氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B４３４± ０１：４０．６２ ７３．５


（大井）

４８ バーバラスアゲン 牡３栗 ５６
５３ ▲杉原 誠人浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 由利 徳之 ４５２－１０１：４０．９２ ２２９．６�

８１５ ダイワパーチェス 牡３栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 ５０６＋ ４１：４１．１１ １２．６�
５９ コウズシャイン 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮山本 功士氏 二本柳俊一 浦河 高松牧場 ５００± ０１：４１．２� ３９４．５
７１３ トーホウドラクロワ 牡３鹿 ５６ 嘉藤 貴行東豊物産� 田中 清隆 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ４６４± ０１：４１．５１� １４４．６�
３６ ヒロイックボーイ 牡３青鹿５６ 丸山 元気水上 行雄氏 萩原 清 浦河 笠松牧場 ４９２＋ ４１：４１．７� ８５．２�
１１ オールキャスト 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義前田 晋二氏 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５８－ ２１：４１．８� ３．８�
５１０ バックギャモン �３黒鹿５６ 柴田 善臣吉田 和美氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム ４４０－ ２１：４２．０１� ４．１�
７１４ シーキングベガ 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥池田 豊治氏 石毛 善彦 新ひだか マークリ牧場 ４８２± ０１：４２．７４ ２８０．８�
３５ セイウンヴィオラ 牡３黒鹿５６ 吉原 寛人西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４５４＋ ８１：４５．２大差 １３３．５�
（川崎）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，５２３，４００円 複勝： ２８，７５６，５００円 枠連： １３，８８１，０００円

馬連： ４７，７２３，７００円 馬単： ３１，２９３，４００円 ワイド： ２０，２４３，２００円

３連複： ５９，４２０，５００円 ３連単： ９５，８９６，３００円 計： ３１５，７３８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １６０円 � ２７０円 � ３５０円 枠 連（４－６） １，５４０円

馬 連 �� １，４６０円 馬 単 �� ２，５００円

ワ イ ド �� ６７０円 �� ７７０円 �� １，５７０円

３ 連 複 ��� ５，０９０円 ３ 連 単 ��� ２３，３００円

票 数

単勝票数 計 １８５２３４ 的中 � ４７０７８（１番人気）
複勝票数 計 ２８７５６５ 的中 � ６３８５５（１番人気）� ２６１３７（４番人気）� １７９１７（６番人気）
枠連票数 計 １３８８１０ 的中 （４－６） ６６８２（８番人気）
馬連票数 計 ４７７２３７ 的中 �� ２４２１４（４番人気）
馬単票数 計 ３１２９３４ 的中 �� ９２６１（７番人気）
ワイド票数 計 ２０２４３２ 的中 �� ７７０４（５番人気）�� ６５４９（１０番人気）�� ３０４４（１８番人気）
３連複票数 計 ５９４２０５ 的中 ��� ８６１８（１７番人気）
３連単票数 計 ９５８９６３ 的中 ��� ３０３８（７３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．０―３５．９―４７．９―１：００．２―１：１２．５―１：２５．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．０―３F３８．７
３ １１－４（１，７，１５）（２，１２）（６，１０，１３）５，９，１４－（８，１６）－３ ４ １１－４，７（１，１５）１２，２，１０（６，１３）－５，９，１６，８，１４－３

勝馬の
紹 介

ワイワイガヤガヤ �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２０１１．８．１３ 新潟１４着

２００９．４．２７生 牡３栗 母 タイキディアナ 母母 ダイナアルテミス ９戦１勝 賞金 ８，７５０，０００円
〔発走状況〕 ダイワパーチェス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ダイワパーチェス号は，平成２４年５月２０日から平成２４年６月１０日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイウンヴィオラ号は，平成２４年７月１９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。

第２回 東京競馬 第９日



１１０９９ ５月１９日 晴 良 （２４東京２）第９日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１１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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

８１６ フ ィ ア レ ス 牝３栗 ５４ 江田 照男岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４３２－ ４１：３９．５ ４．９�

４８ ダンスオンザルーフ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸吉田 千津氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４５０± ０１：３９．７１� ４．６�
２３ サイレントクロップ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人 �グリーンファーム 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５０２± ０１：４０．３３� ４．２�
５１０ メルティーキス 牝３栗 ５４ 三浦 皇成草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４２４ ―１：４０．５１� ４．２�
５９ コズミックガール 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥グリーンスウォード 嶋田 潤 新冠 長浜 秀昭 ４１８＋ ２１：４０．７１� ７５．６�
８１５ トランスレイション 牝３栗 ５４ 横山 典弘有限会社シルク鈴木 康弘 新ひだか 追分ファーム ４３８－ ２１：４０．９１� ６．６�
３５ トーアラビリンス 牝３芦 ５４ 吉原 寛人高山ランド� 畠山 吉宏 豊浦トーア牧場 ４３４＋ ２１：４１．０� ５１．３	

（川崎）

６１１ ボクノタカラモノ 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行
大道牧場 伊藤 伸一 新ひだか ダイイチ牧場 ４５２－ ４１：４１．２１� ８９．５�
１１ タケデンサイレント 牝３鹿 ５４ 岩部 純二武市 弘氏 奥平 雅士 新ひだか 久米 和夫 ４５２－ ４１：４１．３クビ ４０．３�
４７ スリーオーシャン 牝３芦 ５４ 石神 深一永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 ４１６－ ８１：４１．５１� ２２６．９
６１２ ダ イ ゴ ミ 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 ４４６－ ２１：４１．７１� ３３．２�

（大井）

７１４ ターフアクトレス 牝３鹿 ５４ 武士沢友治千葉 正人氏 中川 公成 新ひだか 白井 吉美 ４２０± ０１：４２．２３ １０８．２�
３６ セ プ ド ー ル 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣 
キャロットファーム 伊藤 伸一 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９８ ―１：４２．７３ １４．１�
１２ ダイワブルーム 牝３鹿 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 的場 均 新ひだか 千代田牧場 ４３４－ ８１：４３．０１� ７４．７�
７１３ ギムレトウショウ 牝３黒鹿５４ 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 ４２６± ０１：４３．３１� １５７．６�
２４ ロイヤルシフォン 牝３栗 ５４ 丸山 元気
宮内牧場 石栗 龍彦 浦河 宮内牧場 ４８４＋ ４１：４４．６８ １０３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，９５６，０００円 複勝： ３１，６２５，７００円 枠連： １５，５１０，５００円

馬連： ４６，２５３，２００円 馬単： ２９，５７４，６００円 ワイド： １９，８９１，４００円

３連複： ５８，４４６，３００円 ３連単： ８８，９９３，８００円 計： ３０７，２５１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １６０円 � １７０円 � １６０円 枠 連（４－８） ５３０円

馬 連 �� ９５０円 馬 単 �� １，９７０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� ３３０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� １，０６０円 ３ 連 単 ��� ６，６００円

票 数

単勝票数 計 １６９５６０ 的中 � ２７８３４（４番人気）
複勝票数 計 ３１６２５７ 的中 � ５５８３４（１番人気）� ４９３３２（４番人気）� ５２９７１（２番人気）
枠連票数 計 １５５１０５ 的中 （４－８） ２１８８１（１番人気）
馬連票数 計 ４６２５３２ 的中 �� ３６１６５（３番人気）
馬単票数 計 ２９５７４６ 的中 �� １１１３５（６番人気）
ワイド票数 計 １９８９１４ 的中 �� １３２９５（３番人気）�� １５４３５（１番人気）�� １４４９１（２番人気）
３連複票数 計 ５８４４６３ 的中 ��� ４０７８９（１番人気）
３連単票数 計 ８８９９３８ 的中 ��� ９９６２（４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２４．０―３６．８―４９．９―１：０２．７―１：１４．８―１：２７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フ ィ ア レ ス �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー ２０１１．１０．２３ 新潟３着

２００９．５．３生 牝３栗 母 スプリングボード 母母 マイラブクイーン ９戦１勝 賞金 １４，５５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロイヤルシフォン号は，平成２４年６月１９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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 アンゲルスノーヴス号
（非抽選馬） ３頭 アデステフィデレス号・ノーブルガイア号・ヤマニンパニエ号
※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。

１１１００ ５月１９日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４東京２）第９日 第４競走 ��３，１００�サラブレッド系障害４歳以上

発走１１時４０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

７１２ プライドイズハート 牡８鹿 ６２ 山本 康志三枝 栄二氏 伊藤 伸一 浦河 三嶋牧場 B５１２－ ２３：２６．８ ４２．６�

４６ ミラクルオブレナ 牡４黒鹿６０ 高野 和馬平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 ５２４＋ ２３：２７．０１ ３．８�
２２ コスモソユーズ 牡４栗 ５９ 平沢 健治 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか マークリ牧場 ５００± ０ 〃 ハナ ３．９�
３３ トウシンボルト 牡５黒鹿６０ 中村 将之�サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４９０＋ ４３：２７．２１� ８．０�
５７ � トウショウデザイア 牡６鹿 ６０ 白浜 雄造トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５６－ ４３：２７．３クビ ３．２�
８１３ リザーブカード 牡９鹿 ６０ 穂苅 寿彦 �サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ５０６－ ２３：２７．５１� １３．８	
３４ アラタマポケット 牡６鹿 ６０ 林 満明荒木 謙次氏 新川 恵 日高 槇本牧場 ４７４＋ ２ 〃 クビ ３３．４

５８ 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 ４５８－ ２３：２８．０３ ５４．２�
４５ トキノナスティア 牝６黒鹿５９ 浜野谷憲尚田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４６６± ０３：２９．１７ ２９．３�
８１４� クリノテンペスタ 牡５栗 ６０ 大庭 和弥栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 ４７６＋ ２３：３０．１６ １５．３
１１ マーブルジーン 牡８黒鹿６１ 横山 義行下村 直氏 池添 兼雄 静内 マークリ牧場 ４８６－ ６３：３０．５２� ９９．９�
６９ � ブルーデザフィーオ 牡６青 ６０ 蓑島 靖典 �ブルーマネジメント石栗 龍彦 新冠 川上牧場 ４８６－ ６ 〃 クビ ４８．７�
７１１ サンレイランキング 牡５鹿 ６０ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 ４５６－ ４３：３１．３５ ７７．１�
６１０ 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± ０３：３３．５大差 １１７．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，５６９，９００円 複勝： ２１，７６４，１００円 枠連： １３，８１２，８００円

馬連： ３７，３７１，３００円 馬単： ２６，２９２，８００円 ワイド： １６，１７４，７００円

３連複： ５１，３０３，２００円 ３連単： ９０，８５４，５００円 計： ２７２，１４３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，２６０円 複 勝 � ６６０円 � １６０円 � １５０円 枠 連（４－７） ３，９７０円

馬 連 �� ６，７２０円 馬 単 �� １５，４８０円

ワ イ ド �� ２，１００円 �� １，８１０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� ６，５００円 ３ 連 単 ��� ８０，３１０円

票 数

単勝票数 計 １４５６９９ 的中 � ２７０１（９番人気）
複勝票数 計 ２１７６４１ 的中 � ５８０８（８番人気）� ４１５３５（２番人気）� ４６８６８（１番人気）
枠連票数 計 １３８１２８ 的中 （４－７） ２５７３（１３番人気）
馬連票数 計 ３７３７１３ 的中 �� ４１１０（１７番人気）
馬単票数 計 ２６２９２８ 的中 �� １２５４（４４番人気）
ワイド票数 計 １６１７４７ 的中 �� １７１１（２４番人気）�� １９９５（１６番人気）�� １７４４２（１番人気）
３連複票数 計 ５１３０３２ 的中 ��� ５８２８（１７番人気）
３連単票数 計 ９０８５４５ 的中 ��� ８３５（２０３番人気）

上り １マイル １：４６．１ ４F ５３．０－３F ３９．９
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

プライドイズハート �
�
父 キングオブキングス �

�
母父 ダンスホール デビュー ２００６．７．１６ 新潟３着

２００４．３．２７生 牡８鹿 母 オールダンシーズ 母母 オールザイヤーズ 障害：２５戦４勝 賞金 ７１，９５８，０００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） ２頭 アイティゴールド号・ハツカリ号
（非抽選馬） １頭 ハクサン号



１１１０１ ５月１９日 晴 良 （２４東京２）第９日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

８１６ ダイワアクシス 牡３黒鹿５６ 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４４６－ ２１：４７．５ ２．９�

５１０ リングネブラ 牝３黒鹿５４ 戸崎 圭太吉田 勝己氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４５０＋ ２ 〃 ハナ １９．１�
（大井）

４７ エアロケット 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４４６＋ ２１：４７．６� ２．５�
４８ シルキーマーチ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣有限会社シルク星野 忍 新冠 須崎牧場 ４３６－ ８１：４７．８１� ２３．６�
１１ サクラウィンビート 牡３鹿 ５６ 内田 博幸�さくらコマース牧 光二 新ひだか 西村 和夫 ５１４± ０ 〃 クビ １９．７�
５９ ローズジュリエット 牝３鹿 ５４ 武士沢友治杉山 忠国氏 古賀 史生 新ひだか 中村 和夫 ４６６＋ ２ 〃 アタマ ２５１．９�
８１８ シルキーセブン 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信有限会社シルク池上 昌弘 新ひだか タツヤファーム B４９２－ ８１：４７．９� １２７．５	
２４ マ グ メ ル 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 
サンデーレーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム B４４６－ ２１：４８．２１� ７．５�
３６ ジャングルヤマト 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 ４１０＋ ２１：４８．４１� ４０９．５�
１２ ウインブランシュ 牝３栗 ５４ 江田 照男�ウイン 菅原 泰夫 新冠 村上 欽哉 ４５２ ―１：４８．８２� ４１．５
６１２ トウショウキャスト 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥トウショウ産業� 阿部 新生 新ひだか 棚川 光男 ４５０－ ６ 〃 クビ １１９．３�
２３ レオアクトレス 牝３栗 ５４ 三浦 皇成田中 博之氏 萱野 浩二 浦河 金成吉田牧場 ４７２＋ ２１：４８．９� １８．８�
７１３ マイネエミリー 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム ４０４＋ ４１：４９．０クビ ２７．６�
７１５ フューワーズ 牝３黒鹿５４ 丸山 元気吉田 照哉氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム ４７８－ ２１：４９．５３ ２０１．５�
６１１ アースリリア 牝３栗 ５４ 田中 勝春松山 増男氏 宗像 義忠 新ひだか グローリーファーム ４７６－ ６１：４９．８１� ２３８．１�
７１４ ベルウッドブレット 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮鈴木 照雄氏 武市 康男 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４６６－ ２１：５０．３３ ４６８．３�
８１７ サクラテイオー 牡３青鹿５６ 横山 典弘�さくらコマース久保田貴士 新ひだか 谷岡牧場 ４５６－ ２１：５０．８３ １３．１�
３５ マイネファジー 牝３栗 ５４ 岩部 純二 �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 ４２８－ ２１：５４．０大差 １７１．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，９２９，１００円 複勝： ３８，８８０，６００円 枠連： １８，３８１，８００円

馬連： ５６，１４３，６００円 馬単： ３７，９０６，５００円 ワイド： ２４，３８１，７００円

３連複： ６９，０６４，０００円 ３連単： １１４，２８３，７００円 計： ３８０，９７１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １２０円 � ３２０円 � １２０円 枠 連（５－８） １，７６０円

馬 連 �� ２，４００円 馬 単 �� ３，６２０円

ワ イ ド �� ６７０円 �� １６０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� １，４８０円 ３ 連 単 ��� １１，２７０円

票 数

単勝票数 計 ２１９２９１ 的中 � ６０１６７（２番人気）
複勝票数 計 ３８８８０６ 的中 � １０３６５２（２番人気）� １８０４４（５番人気）� １１６５９０（１番人気）
枠連票数 計 １８３８１８ 的中 （５－８） ７７１１（７番人気）
馬連票数 計 ５６１４３６ 的中 �� １７３３４（１０番人気）
馬単票数 計 ３７９０６５ 的中 �� ７７４１（１２番人気）
ワイド票数 計 ２４３８１７ 的中 �� ７３１１（８番人気）�� ５４４３８（１番人気）�� ７７５１（６番人気）
３連複票数 計 ６９０６４０ 的中 ��� ３４５８５（５番人気）
３連単票数 計１１４２８３７ 的中 ��� ７４８９（２４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．４―３５．１―４７．２―５９．６―１：１１．９―１：２３．６―１：３５．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．６

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

勝馬の
紹 介

ダイワアクシス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．１２．１０ 中山５着

２００９．３．５生 牡３黒鹿 母 オレンジジェラート 母母 スマイリングカット ６戦１勝 賞金 ９，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネファジー号は，平成２４年６月１９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 ハーツブラッド号・フジマサアクティブ号
※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。

１１１０２ ５月１９日 晴 良 （２４東京２）第９日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１３時００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

６１１ 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 ４７４－ ２１：２５．８ １．６�

８１５ プ リ ュ ム 牝３栗 ５４ 石橋 脩 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４３４－ ６ 〃 クビ ７．８�
１２ 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 ４５８＋ ６１：２６．４３� １２９．３�
６１２ テイエムシシオー 牡３黒鹿５６ 吉田 豊竹園 正繼氏 清水 久詞 新ひだか グランド牧場 ４４２－ ４１：２６．６１� １５０．５�
７１３ エ リ ク サ ー 牡３栗 ５６ 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４６６＋ ２１：２６．８１ ９．６�
５９ タンブルブルータス 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成ポリッシュホースメイト和田 正道 新冠 �渡 信義 ４８０－ ４ 〃 ハナ ６．７	
７１４ ク リ ム ゾ ン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春田原 邦男氏 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６－ ６１：２６．９� １４．８

５１０ ニットウビクトリー 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣�日東牧場 松山 康久 浦河 日東牧場 ４６８－ ６１：２７．１１� ２１．９�
２３ コウユーサムライ 牡３栗 ５６ 丸山 元気加治屋康雄氏 森 秀行 宮崎 戸田 ゆり子 ４６８－ ４ 〃 ハナ ２９．３�
１１ ラ シ ー ク 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 B４６０－１４１：２７．４２ ５９．５
４８ スズノライジン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 ４９６－ ４１：２７．６� １４６．７�
４７ キ タ ル フ ァ 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 土田 扶美子 ４２４＋ ２１：２７．７� ２７０．４�
３６ � ユ カ ナ 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太中田 和宏氏 渡辺 和雄 平取 有限会社中

田牧場 ４９０－ ６１：２８．０２ ５２．３�
（大井） （大井）

３５ � ビ ナ ム ー ン 牝３栗 ５４ 吉原 寛人栗東総合産業� 坂本 昇 日高 白瀬 明 ４４２－ ４１：２８．６３� １２０．４�
（船橋） （川崎）

８１６� ジェイケイヒーロー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司小谷野次郎氏 本間 忍 浦河 畔高牧場 ４７２－ ６１：２８．８１ １２０．１�
２４ アードバーク 牡３鹿 ５６ 柴田 大知石川 幸司氏 保田 一隆 浦河 三栄牧場 ４６０± ０１：２９．２２� ３１３．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，４４９，１００円 複勝： ８３，７８６，９００円 枠連： １９，０６９，３００円

馬連： ５８，７９２，９００円 馬単： ４９，５９９，８００円 ワイド： ２５，８７３，８００円

３連複： ７３，１６９，８００円 ３連単： １５８，１２１，８００円 計： ４９４，８６３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ２１０円 � ９９０円 枠 連（６－８） ４００円

馬 連 �� ４６０円 馬 単 �� ６２０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� １，８７０円 �� ６，２９０円

３ 連 複 ��� １１，２６０円 ３ 連 単 ��� ２２，６６０円

票 数

単勝票数 計 ２６４４９１ 的中 � １３７０９５（１番人気）
複勝票数 計 ８３７８６９ 的中 � ５６６０４６（１番人気）� ５０１２９（４番人気）� ７２９１（９番人気）
枠連票数 計 １９０６９３ 的中 （６－８） ３５２１９（３番人気）
馬連票数 計 ５８７９２９ 的中 �� ９６１２６（２番人気）
馬単票数 計 ４９５９９８ 的中 �� ５９７８５（２番人気）
ワイド票数 計 ２５８７３８ 的中 �� ２９７７１（２番人気）�� ３０９３（２０番人気）�� ８９１（４２番人気）
３連複票数 計 ７３１６９８ 的中 ��� ４７９８（２６番人気）
３連単票数 計１５８１２１８ 的中 ��� ５１５２（５７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．５―１２．６―１２．５―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．８―３６．３―４８．９―１：０１．４―１：１３．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドゼウス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Gone West デビュー ２０１２．１．１５ 中山２着

２００９．４．７生 牡３黒鹿 母 ソングフォーミー 母母 My Song for You ５戦２勝 賞金 １９，２００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。
〔制裁〕 スズノライジン号の騎手杉原誠人は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１０番への進路影響）
※テイエムシシオー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１１０３ ５月１９日 晴 良 （２４東京２）第９日 第７競走 ��
��２，１００�サラブレッド系４歳以上

発走１３時３０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

２：０６．７
２：０５．９

良

良

４７ � チャンピオンブルー 牡４青鹿５７ 吉原 寛人 �ブルーマネジメント森 秀行 新冠 川上 悦夫 ４７２－ ２２：１４．１ ４．７�
（川崎）

２４ オリオンザアルファ 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 B４７０± ０２：１４．３１� ７０．２�
６１１ アラビアンザサン 牡４鹿 ５７ 北村 宏司吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 大城 康伸 ４７８－ ６２：１４．５１� ７９．１�
１２ リキサンヒーロー 牡５栗 ５７ 江田 照男 �ハイパワー商事 高木 登 新冠 村田牧場 B４７６± ０２：１４．７１	 ６．９�
４８ アカシローレル 牡５黒鹿５７ 田中 勝春臼倉 勲氏 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム ４４８－ ４２：１５．１２	 ５４．０�
８１６ テ ル バ イ ク 牡４栗 ５７ 蛯名 正義加藤 信之氏 小島 茂之 日高 有限会社

ケイズ ４６６－ ６ 〃 クビ ８．３	
５１０ フィルハーマジック 牝４鹿 ５５ 戸崎 圭太�下河辺牧場 野中 賢二 日高 下河辺牧場 ４４８± ０２：１５．２
 ９．６


（大井）

１１ � セッテステラ 牡５栗 ５７ 武士沢友治河合 秀夫氏 高橋 文雅 浦河 鈴木 武蔵 ５１６＋ ５２：１５．３
 ３１８．６�
７１３ ウインシュヴァルツ 牡５青 ５７ 石橋 脩�ウイン 大久保龍志 新冠 村上 欽哉 ４７６＋ ６２：１５．５１� ８．８�
５９ ヤマニンティグル 牡４鹿 ５７ 吉田 豊土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４７８－ ２２：１５．８１
 ７１．３
６１２ ヤマイチタイキ 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣坂本 肇氏 大江原 哲 平取 二風谷ファーム ５０４＋ ６２：１６．０１ ３９．３�
２３ タイソンバローズ 牡４栗 ５７ 内田 博幸猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４６６＋ ４２：１６．２１ ２．８�
３５ � ハギノスピリッツ 牡５鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム B４７０－ ２２：１６．３	 １０３．６�
３６ � ボンドストリート �４鹿 ５７ 丸山 元気岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド ５０６－３０２：１６．５１� １６．５�
７１４� ガリンペイロ 牡５鹿 ５７ 柴田 大知内藤 好江氏 浅野洋一郎 新冠 競優牧場 ４７４± ０２：１７．０３ ２１５．１�
８１５ マツリダジャパン �５青 ５７ 三浦 皇成�橋 文枝氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド ４６６－１０２：１９．７大差 ２９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，５８５，９００円 複勝： ３７，２６５，２００円 枠連： １７，０５９，５００円

馬連： ６６，４４７，９００円 馬単： ３８，９５１，８００円 ワイド： ２６，２３３，３００円

３連複： ７６，６３８，５００円 ３連単： １２５，８３５，４００円 計： ４１０，０１７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � ２３０円 � １，７６０円 � １，４４０円 枠 連（２－４） ６７０円

馬 連 �� １６，５２０円 馬 単 �� ２３，８４０円

ワ イ ド �� ３，６１０円 �� ３，５５０円 �� １８，３９０円

３ 連 複 ��� ２５２，５００円 ３ 連 単 ��� １，０７９，８５０円

票 数

単勝票数 計 ２１５８５９ 的中 � ３６９６５（２番人気）
複勝票数 計 ３７２６５２ 的中 � ５５３８０（２番人気）� ４８６７（１３番人気）� ６０００（１２番人気）
枠連票数 計 １７０５９５ 的中 （２－４） １８８７０（１番人気）
馬連票数 計 ６６４４７９ 的中 �� ２９７０（４０番人気）
馬単票数 計 ３８９５１８ 的中 �� １２０６（６６番人気）
ワイド票数 計 ２６２３３３ 的中 �� １８００（３８番人気）�� １８３２（３７番人気）�� ３４７（８５番人気）
３連複票数 計 ７６６３８５ 的中 ��� ２２４（２８８番人気）
３連単票数 計１２５８３５４ 的中 ��� ８６（１４５５番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．６―１３．３―１３．２―１３．１―１３．２―１２．８―１２．４―１２．２―１２．５―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１８．７―３２．０―４５．２―５８．３―１：１１．５―１：２４．３―１：３６．７―１：４８．９―２：０１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．８―３F３７．４
１
３

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

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

�チャンピオンブルー �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 ブライアンズタイム

２００８．４．８生 牡４青鹿 母 エビスファミリー 母母 エビスベローチエ ５戦１勝 賞金 １１，９００，０００円
初出走 JRA ［他本会外：１戦０勝］

※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。

１１１０４ ５月１９日 晴 良 （２４東京２）第９日 第８競走 ��
��１，６００�サラブレッド系４歳以上

発走１４時００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

１：３１．４
１：３１．４

良

良

２３ ゴールドカルラ 牝４鹿 ５５ 横山 典弘磯波 勇氏 高木 登 新冠 守矢牧場 ５０６＋ ４１：３２．９ １５．２�

１２ ローレルソラン 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣 �ローレルレーシング 宗像 義忠 新冠 �渡 信義 ４５０－ ８１：３３．１１� ５．３�
５１０ レッドクロス 牡５栗 ５７ 内田 博幸 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 三城牧場 ４６０－ ４１：３３．２� ６．４�
６１１ インディーグラブ 牡４鹿 ５７ 戸崎 圭太 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム ４４４－ ６１：３３．４１� ３．７�

（大井）

１１ バトルシュリイマン 牡５鹿 ５７
５４ ▲杉原 誠人宮川 秋信氏 的場 均 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４７２－ ２１：３３．５� ８４．１	
６１２ メジロカトリーヌ 牝５鹿 ５５ 吉田 豊岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４８２＋１０ 〃 ハナ ７．５

２４ ブリージーデイズ 牡５栗 ５７ 三浦 皇成 �グリーンファーム 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４９６－ ４１：３３．６� ３４．８�
８１６ ラ ロ メ リ ア 	４鹿 ５７ 田辺 裕信 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４２２± ０１：３３．８１ ４．５�
４８ ボンジュールメロン 牝５栗 ５５ 柴田 大知田中善次郎氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５１６＋ ６１：３４．０１
 １７．６
７１５ アルアラビアン 牡５鹿 ５７ 石橋 脩�エーティー 昆 貢 新ひだか 岡田牧場 ４８４＋１０１：３４．２１� １００．４�
７１３ バトルレッド 牡５鹿 ５７ 吉原 寛人宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 西村 和夫 ４６８＋ ２１：３４．５２ ２５５．３�

（川崎）

５９ � ダノンアンチョ 牡５芦 ５７ 北村 宏司�ダノックス 高柳 瑞樹 安平 追分ファーム ５２８＋ ２１：３４．６� １２．４�
３６ ア ベ マ リ ア 牝４鹿 ５５ 嘉藤 貴行畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 ４６２＋ ２１：３４．８１� ２１２．６�
７１４ スマイルプライズ 牝５鹿 ５５ 田中 勝春飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 ４３４＋２２１：３４．９クビ ２００．９�
８１７� ルネッサンスマン 牡４栗 ５７ 江田 照男誓山 正伸氏 南田美知雄 様似 清水 誠一 ４４２＋ ２１：３５．３２� １３９．３�
８１８� キャニオンルナ 牝５鹿 ５５ 横山 義行�谷川牧場 菅原 泰夫 浦河 谷川牧場 B５２２＋ ４１：３５．６２ ３９３．４�
４７ � リッカトレジャー 	５鹿 ５７ 丸山 元気立花 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 佐々木 貴博 ４０２－２２１：３８．８大差 ３４１．０�

（１７頭）
３５ チャーリーポイント 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義木浪 巖氏 杉浦 宏昭 新ひだか 西川富岡牧場 ４７４－ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２６，３０４，４００円 複勝： ３９，５１６，７００円 枠連： ２４，１４０，３００円

馬連： ７１，６４９，１００円 馬単： ４１，３９５，０００円 ワイド： ２７，３２８，７００円

３連複： ７２，８５４，８００円 ３連単： １１９，８４２，９００円 計： ４２３，０３１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５２０円 複 勝 � ４００円 � １９０円 � ２２０円 枠 連（１－２） １，５１０円

馬 連 �� ２，９７０円 馬 単 �� ５，７２０円

ワ イ ド �� １，１７０円 �� １，２７０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ５，４３０円 ３ 連 単 ��� ４２，２８０円

票 数

単勝票数 差引計 ２６３０４４（返還計 ４４８６） 的中 � １３６８９（７番人気）
複勝票数 差引計 ３９５１６７（返還計 ９１０８） 的中 � ２１７４３（７番人気）� ６５４７０（２番人気）� ４９５５１（４番人気）
枠連票数 差引計 ２４１４０３（返還計 １６９） 的中 （１－２） １１８１６（７番人気）
馬連票数 差引計 ７１６４９１（返還計 ３５２５９） 的中 �� １７８０９（１４番人気）
馬単票数 差引計 ４１３９５０（返還計 ２１７１１） 的中 �� ５３４２（２７番人気）
ワイド票数 差引計 ２７３２８７（返還計 １７００３） 的中 �� ５６１３（１４番人気）�� ５１７８（１８番人気）�� １２６８３（６番人気）
３連複票数 差引計 ７２８５４８（返還計 ７５０６２） 的中 ��� ９９１８（１８番人気）
３連単票数 差引計１１９８４２９（返還計１２５１８０） 的中 ��� ２０９２（１５３番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．７―１１．０―１１．３―１１．８―１１．６―１１．９―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．３―３４．３―４５．６―５７．４―１：０９．０―１：２０．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドカルラ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１１．１．５ 中山８着

２００８．３．８生 牝４鹿 母 ハッピーマキシマム 母母 カタクラヒメ １０戦２勝 賞金 １５，８５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔競走除外〕 チャーリーポイント号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リッカトレジャー号は，平成２４年６月１９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 キョウエイショウリ号・ジュンノアスカ号
※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。



１１１０５ ５月１９日 晴 良 （２４東京２）第９日 第９競走 ��１，８００�カーネーションカップ
発走１４時３５分 （芝・左）

牝，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 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

３３ ウイングドウィール 牝３黒鹿５４ 田中 勝春 �グリーンファーム 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４６８± ０１：４６．３ ２２．２�

４４ セコンドピアット 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 �社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム ４４４＋ ２１：４６．５１ ２．５�
６６ ブリッジクライム 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣吉田 照哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４４４＋ ４１：４６．６� １０．２�
５５ ミヤコマンハッタン 牝３鹿 ５４ 石橋 脩吉田喜代司氏 土田 稔 浦河 杵臼牧場 ４７２－ ８１：４６．９２ ７．５�
８１０ パストフォリア 牝３鹿 ５４ 横山 典弘 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４６０＋１０ 〃 クビ ５．４�
６７ コスモアンドロメダ 牝３黒鹿５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 コスモヴューファーム ４４０＋ ２１：４７．０� ２５．７	
７８ フェニーチェ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司広尾レース� 加藤 征弘 平取 坂東牧場 ４５４± ０１：４７．１� ３１．７

８１１ ガーネットチャーム 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成 �社台レースホース鹿戸 雄一 安平 追分ファーム ４１８＋ ２１：４７．２クビ ２１．７�
７９ ターフデライト 牝３青 ５４ 戸崎 圭太�須野牧場 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４６６－ ４１：４７．５２ ４．６

（大井）

２２ ヒシマーベラス 牝３青 ５４ 田辺 裕信阿部雅一郎氏 加藤 和宏 浦河 中村 雅明 ４７２＋ ４１：４７．７１� ７０．５�
１１ � ドリームパワー 牝３鹿 ５４ 内田 博幸�大栄牧場 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４１４－ ６１：４８．５５ ２３．８�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３７，７３６，３００円 複勝： ６２，７２３，１００円 枠連： ２１，５８３，４００円

馬連： １１１，４６６，４００円 馬単： ６６，６６２，７００円 ワイド： ３７，７７８，９００円

３連複： １０７，６８９，３００円 ３連単： ２２７，３１９，０００円 計： ６７２，９５９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２２０円 複 勝 � ４００円 � １３０円 � ２８０円 枠 連（３－４） １，９００円

馬 連 �� ２，６８０円 馬 単 �� ７，３３０円

ワ イ ド �� ８００円 �� ２，９８０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� ７，５８０円 ３ 連 単 ��� ６３，１２０円

票 数

単勝票数 計 ３７７３６３ 的中 � １３４３１（７番人気）
複勝票数 計 ６２７２３１ 的中 � ３０４６６（６番人気）� １９８８８８（１番人気）� ４７９６４（５番人気）
枠連票数 計 ２１５８３４ 的中 （３－４） ８４２５（８番人気）
馬連票数 計１１１４６６４ 的中 �� ３０７８５（１０番人気）
馬単票数 計 ６６６６２７ 的中 �� ６７１４（２５番人気）
ワイド票数 計 ３７７７８９ 的中 �� １１７２１（７番人気）�� ２９３６（３２番人気）�� １７１４６（６番人気）
３連複票数 計１０７６８９３ 的中 ��� １０４９４（２６番人気）
３連単票数 計２２７３１９０ 的中 ��� ２６５８（２０１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．８―１２．２―１２．１―１２．０―１１．４―１１．３―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．８―３５．６―４７．８―５９．９―１：１１．９―１：２３．３―１：３４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．４―３F３４．４

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

勝馬の
紹 介

ウイングドウィール �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 タイキシャトル デビュー ２０１１．７．２３ 新潟３着

２００９．５．４生 牝３黒鹿 母 ウイングレット 母母 エアウイングス ８戦２勝 賞金 ２０，３４４，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１１１０６ ５月１９日 晴 良 （２４東京２）第９日 第１０競走 ��
��２，１００�

たんざわ

丹沢ステークス
発走１５時１０分 （ダート・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 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０６．７
２：０５．９

良

良

４８ ドレミファドン 牡４黒鹿５７ 内田 博幸千葉 正人氏 中川 公成 日高 ナカノファーム ４８２± ０２：１０．４ ２．５�

３６ コ ン ノ ー ト 牡４鹿 ５７ 戸崎 圭太浜野順之助氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム ４８２＋ ２２：１０．５� ６．６�
（大井）

２３ サイモントルナーレ 牡６栗 ５７ 柴田 善臣澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 ４５６－ ８ 〃 クビ ９１．４�
５１０ ハジメレンジャー 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成池田 實氏 小野 幸治 日高 新井 昭二 ４７０－ ４２：１１．１３� ２５．３�
１１ ニシノヴァンクール 牡５青鹿５７ 田辺 裕信西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 西山牧場 ５０８－ ４ 〃 ハナ １０．２�
６１２ ミダースタッチ 牡７栗 ５７ 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 静内 グランド牧場 ５５８＋ ４２：１１．２� ７１．６�
８１５ コスタパルメーラ 牡４黒鹿５７ 吉田 豊吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B４７２＋ ４２：１１．４１� １３．４	
３５ ストロングバサラ 牡７黒鹿５７ 蛯名 正義村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４９０－ ６２：１１．７１� ６．５

２４ 	 ダ イ バ ク フ 牡７鹿 ５７ 江田 照男柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 門別 富川牧場 ４８６＋２４ 〃 アタマ ２５３．０�
７１４	 クジュウクシマ 牡５鹿 ５７ 横山 典弘石橋 和夫氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 ４７８＋１４２：１２．０１� ６．７�
８１６ トウカイライフ 牝５黒鹿５５ 大庭 和弥内村 正則氏 成島 英春 日高 広富牧場 ４３６＋ ８ 〃 ハナ １２４．８
５９ キャプテンマジン 牡７黒鹿５７ 石橋 脩佐々木主浩氏 中尾 秀正 静内 岡田牧場 ５１０－１０２：１２．４２� ８３．９�
６１１ ブルースターキング 牡６黒鹿５７ 佐藤 哲三 �ブルーマネジメント山内 研二 新ひだか ダイイチ牧場 ４７０± ０２：１３．１４ １７８．０�
４７ トップオブパンチ 牡６鹿 ５７ 吉原 寛人横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム B５１８＋ ４２：１３．５２� １５０．８�

（川崎）

７１３ マ マ キ ジ ャ 牝４芦 ５５ 嘉藤 貴行北所 直人氏 清水 久詞 新冠 隆栄牧場 ４４０＋ ８２：１４．２４ ８．８�
１２ カネトシコウショウ 牡６青鹿５７ 田中 勝春兼松 利男氏 村山 明 浦河 高昭牧場 ４９２＋１０２：１５．８１０ ５６．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，７７６，５００円 複勝： ５７，７９７，０００円 枠連： ３６，１１６，９００円

馬連： １４１，１２１，９００円 馬単： ７７，７２７，１００円 ワイド： ４７，８９４，１００円

３連複： １５３，８１９，３００円 ３連単： ２８７，８０８，６００円 計： ８４１，０６１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １４０円 � ２６０円 � １，０３０円 枠 連（３－４） ４２０円

馬 連 �� １，０２０円 馬 単 �� １，７２０円

ワ イ ド �� ４２０円 �� ２，５１０円 �� ７，８４０円

３ 連 複 ��� １９，３８０円 ３ 連 単 ��� ５８，２９０円

票 数

単勝票数 計 ３８７７６５ 的中 � １２４３６６（１番人気）
複勝票数 計 ５７７９７０ 的中 � １６８５３５（１番人気）� ５１５７１（５番人気）� １００１０（１１番人気）
枠連票数 計 ３６１１６９ 的中 （３－４） ６４０６６（１番人気）
馬連票数 計１４１１２１９ 的中 �� １０２６５０（３番人気）
馬単票数 計 ７７７２７１ 的中 �� ３３５４１（３番人気）
ワイド票数 計 ４７８９４１ 的中 �� ３１８８０（２番人気）�� ４４６５（２８番人気）�� １３９９（５７番人気）
３連複票数 計１５３８１９３ 的中 ��� ５８６０（５９番人気）
３連単票数 計２８７８０８６ 的中 ��� ３６４４（１８４番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．３―１２．０―１１．９―１２．４―１２．８―１２．８―１２．４―１２．３―１２．６―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１８．４―３０．４―４２．３―５４．７―１：０７．５―１：２０．３―１：３２．７―１：４５．０―１：５７．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドレミファドン �
�
父 スパイキュール �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２０１１．５．１５ 新潟１３着

２００８．４．２７生 牡４黒鹿 母 スターフェスタ 母母 パラダイスムーン １０戦４勝 賞金 ６１，７３６，０００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 アイノカゼ号・アグネスミヌエット号・スギノブレイド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１１１０７ ５月１９日 晴 良 （２４東京２）第９日 第１１競走 ��
��１，８００�メイステークス

発走１５時４５分 （芝・左）

４歳以上，２３．５．２１以降２４．５．１３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 ２２，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，５００，０００円 ３，３００，０００円 ２，２００，０００円
付 加 賞 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

５６ エーシンリターンズ 牝５栗 ５４ 戸崎 圭太�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４５０＋ ２１：４６．４ ７．８�
（大井）

４４ ステラロッサ 牡４栗 ５５ 柴田 善臣 �社台レースホース角居 勝彦 安平 追分ファーム ４９０－ ２ 〃 クビ １．９�
２２ モ ン テ エ ン 牡５鹿 ５５ 内田 博幸毛利 喜昭氏 松山 康久 日高 瀬戸牧場 ４７０－ ２１：４６．６１� ５．３�
５５ アドマイヤコマンド 牡７鹿 ５５ 北村 宏司近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム ４７６－ ４ 〃 ハナ ５８．８�
３３ ア カ ン サ ス 牝４青 ５３ 横山 典弘魚住 啓市氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４３６－ ２１：４７．０２� ７．０�
６８ ホッカイカンティ 牡７鹿 ５６ 石橋 脩�北海牧場 柴田 政人 門別 北海牧場 ５２６－ ４ 〃 ハナ １０３．０	
１１ マヤノライジン 牡１１鹿 ５４ 丸山 元気田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４７８－１８ 〃 ハナ ５３．４

８１２ イケトップガン 牡８栗 ５２ 江田 照男池田 豊治氏 石毛 善彦 三石 村上牧場 ４８０± ０１：４７．３２ １０１．３�
７１０ カ リ バ ー ン 牡５鹿 ５６ 蛯名 正義 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B４９０＋ ４１：４７．４クビ １０．９�
７９ � オセアニアボス 牡７青鹿５７ 吉原 寛人�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry

Hill Stud ４９０－ ４１：４７．５� １８．８
（川崎）

６７ キングストリート 牡６鹿 ５６ 佐藤 哲三河� 五市氏 西園 正都 新ひだか タイヘイ牧場 B４９０± ０１：４７．７１� ２８．１�
８１１ マッハヴェロシティ 牡６青 ５４ 田辺 裕信井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 日の出牧場 ５２８＋ ４１：４８．１２� ５２．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ７４，５１５，２００円 複勝： １０３，３２３，６００円 枠連： ４７，８５６，５００円

馬連： ２４７，１７７，７００円 馬単： １５５，０２２，３００円 ワイド： ８０，８８４，９００円

３連複： ２７５，８７２，４００円 ３連単： ６５８，６３７，４００円 計： １，６４３，２９０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � １９０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（４－５） ７７０円

馬 連 �� ８３０円 馬 単 �� ２，４１０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� ５７０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� １，０２０円 ３ 連 単 ��� ７，８１０円

票 数

単勝票数 計 ７４５１５２ 的中 � ７６０６６（４番人気）
複勝票数 計１０３３２３６ 的中 � １０４５８７（４番人気）� ３３４４８１（１番人気）� １７４１１１（２番人気）
枠連票数 計 ４７８５６５ 的中 （４－５） ４６２７８（４番人気）
馬連票数 計２４７１７７７ 的中 �� ２２００９０（３番人気）
馬単票数 計１５５０２２３ 的中 �� ４７４９６（７番人気）
ワイド票数 計 ８０８８４９ 的中 �� ５６２００（３番人気）�� ２９６７１（７番人気）�� １２４６２３（１番人気）
３連複票数 計２７５８７２４ 的中 ��� ２００１９７（２番人気）
３連単票数 計６５８６３７４ 的中 ��� ６２２９８（１９番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．６―１２．４―１２．４―１２．０―１１．７―１０．９―１０．９―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．６―３７．０―４９．４―１：０１．４―１：１３．１―１：２４．０―１：３４．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４５．０―３F３３．３

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

勝馬の
紹 介

エーシンリターンズ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 キャロルハウス デビュー ２００９．９．２１ 新潟２着

２００７．３．１２生 牝５栗 母 エイシンサンサン 母母 エイシンギヤロツプ １８戦５勝 賞金 １５１，２５６，０００円
〔騎手変更〕 マッハヴェロシティ号の騎手三浦皇成は，第１０競走での入線後の落馬による検査のため田辺裕信に変更。
※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。

１１１０８ ５月１９日 晴 良 （２４東京２）第９日 第１２競走 ��１，４００�サラブレッド系４歳以上
発走１６時２０分 （芝・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

１：１９．８
１：１９．０

良

良

７１３ トゥザサミット 牡５鹿 ５７ 横山 典弘 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム ４４８－ ８１：２０．５ ４．４�

５１０ ダイワスペシャル �４栗 ５７ 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 服部 牧場 ４９６－ ２１：２０．８１� １３．９�
３５ ビップセレブアイ 牡４青鹿５７ 柴田 善臣鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４６６－１２１：２１．０１� １０．９�
２３ オメガブルーライン 牝５芦 ５５ 蛯名 正義原 �子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４３６－ ２ 〃 クビ １９．４�
１１ エフティシュタルク 牡４青鹿５７ 田辺 裕信吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ５２０＋ ６１：２１．１クビ ３７．１�
７１５ レッドストラーダ 牡４鹿 ５７ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 ４８６＋ ２ 〃 クビ １１．２	
１２ ウエストエンド 牡４鹿 ５７ 石橋 脩 H.R.H．プリンセス・ハヤ 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６６－ ４１：２１．３１	 ４．０

８１７ クリノトルネード 牡４栗 ５７

５４ ▲杉原 誠人栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 庫宝牧場 B４７６＋ ２ 〃 クビ ３７．７�
４８ キルシュバウム 牝５栗 ５５ 嘉藤 貴行ディアレスト 加藤 和宏 平取 びらとり牧場 ４３４＋ ４１：２１．４� ９２．７�
６１１ ミスターマスタード 牡４鹿 ５７ 吉原 寛人薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 ４５２－１０１：２１．５	 ２４．５

（川崎）

５９ ユキノアイオロス �４鹿 ５７ 武士沢友治井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム ４６０－ ４１：２１．７１	 １５．８�
３６ 
 フラワーウィンド 牝６黒鹿５５ 柴田 大知川島 吉男氏 成島 英春 三石 下屋敷牧場 ４５２－ ８１：２１．８クビ １１９．４�
６１２ メジロツボネ 牝４芦 ５５ 戸崎 圭太岩� 伸道氏 高木 登 洞爺湖 メジロ牧場 ４３６－ ２１：２１．９	 １０．７�

（大井）

４７ 
 サクラオハナ 牝５栗 ５５ 大庭 和弥�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 原 武久 ４３８－ ４１：２２．２１� ９７．５�
２４ マ ヤ ノ マ ヤ 牝６鹿 ５５ 田中 勝春田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 ４９０± ０ 〃 クビ ４６．５�
８１８ トーセンマドローナ 牡６芦 ５７ 内田 博幸島川 �哉氏 小崎 憲 新ひだか 土田農場 ４９６＋ ２１：２２．３	 ６．９�
８１６ ヒダカアルテミス 牝４栗 ５５ 丸山 元気�辻牧場 栗田 徹 浦河 辻 牧場 ４９０＋ ２１：２２．７２	 ３９．２�
７１４ サマーコード 牝５鹿 ５５ 江田 照男石瀬 浩三氏 嶋田 功 新冠 �渡 信義 ４３６± ０１：２２．９１ １０２．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４９，７１３，２００円 複勝： ６７，０５５，４００円 枠連： ４４，６４２，７００円

馬連： １４０，８１２，５００円 馬単： ７４，０４１，１００円 ワイド： ５５，００１，２００円

３連複： １７４，０６９，９００円 ３連単： ３２２，６７０，４００円 計： ９２８，００６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � ２００円 � ３６０円 � ３７０円 枠 連（５－７） １，０５０円

馬 連 �� ３，０４０円 馬 単 �� ５，４５０円

ワ イ ド �� ９７０円 �� ９９０円 �� ２，５１０円

３ 連 複 ��� １０，３６０円 ３ 連 単 ��� ４６，９４０円

票 数

単勝票数 計 ４９７１３２ 的中 � ８９６６８（２番人気）
複勝票数 計 ６７０５５４ 的中 � １０５２０６（２番人気）� ４５５１１（７番人気）� ４３３７９（８番人気）
枠連票数 計 ４４６４２７ 的中 （５－７） ３１６１３（３番人気）
馬連票数 計１４０８１２５ 的中 �� ３４２９６（１２番人気）
馬単票数 計 ７４０４１１ 的中 �� １００４４（２０番人気）
ワイド票数 計 ５５００１２ 的中 �� １４２３５（８番人気）�� １４００４（９番人気）�� ５２２１（３３番人気）
３連複票数 計１７４０６９９ 的中 ��� １２４０２（３３番人気）
３連単票数 計３２２６７０４ 的中 ��� ５０７４（１１０番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．１―１１．３―１１．２―１２．０―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．０―３４．１―４５．４―５６．６―１：０８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．４―３F３５．１
３ ４，１１，１２（７，１８）１０（５，１７）３（１，６）２，１６，１３（８，１５）９，１４ ４ ４，１１－（７，１２，１８）１０，５（３，１７）（１，６）（２，１６）１３（８，１５）９，１４

勝馬の
紹 介

トゥザサミット �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００９．１０．２４ 東京５着

２００７．２．２生 牡５鹿 母 トゥザスターダム 母母 ムービースクリーン ２８戦３勝 賞金 ４６，７２４，０００円
〔騎手変更〕 キルシュバウム号の騎手三浦皇成は，第１０競走での入線後の落馬負傷のため嘉藤貴行に変更。
※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。



（２４東京２）第９日 ５月１９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 １８５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

２１２，５６０，０００円
５，３６０，０００円
１，２９０，０００円
１９，４９０，０００円
６３，５９９，０００円
５，４８４，８００円
１，７７６，０００円

勝馬投票券売得金
３６２，４３２，６００円
６００，３９６，０００円
２８５，７５２，８００円
１，０６７，５５７，０００円
６６０，７８２，６００円
４００，２５０，５００円
１，２２７，９４３，５００円
２，３８８，６２０，７００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ６，９９３，７３５，７００円

総入場人員 ３０，２５１名 （有料入場人員 ２８，５２８名）


