
１１０１１ ４月２３日 小雨 重 （２３東京２）第１日 第１１競走 ��
��２，０００�第４６回サンケイスポーツ賞フローラステークス（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （オークストライアル） （芝・左）

牝，３歳；負担重量は，馬齢重量
サンケイスポーツ賞（１着）

賞 品
本 賞 ５２，０００，０００円 ２１，０００，０００円 １３，０００，０００円 ７，８００，０００円 ５，２００，０００円
付 加 賞 １，２４６，０００円 ３５６，０００円 １７８，０００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

１：５７．２
１：５６．４

良

良

４８ バウンシーチューン 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成 �グリーンファーム 田島 俊明 千歳 社台ファーム ４１２－ ６２：０３．３ ２６．９�

１１ マイネソルシエール 牝３栗 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム ４４８＋ ２ 〃 アタマ １９９．１�

３５ ピュアブリーゼ 牝３栗 ５４ 内田 博幸 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４３４± ０ 〃 クビ ５．１�
７１４ ハッピーグラス 牝３鹿 ５４ 松田 大作下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４４８± ０２：０３．４� １９．２�
７１３ マイネイサベル 牝３鹿 ５４ 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 ４４８＋ ２２：０３．５� ５．０	
２３ モスカートローザ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司吉田 勝己氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４４８± ０２：０３．７１ ３４．８

３６ フレンドサンポウ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一横尾 晴人氏 清水 美波 新冠 斉藤 安行 ４６０± ０ 〃 クビ ４５２．７�
２４ マ ヒ ナ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 �キャロットファーム 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４５２＋ ６２：０３．９１� ６．２�
１２ セレブリティ 牝３鹿 ５４ 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４５４－ ６ 〃 アタマ １３．１
８１６ マリアビスティー 牝３黒鹿５４ 吉田 豊備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４５２－１４２：０４．０クビ １０８．８�
５９ アドマイヤセプター 牝３栗 ５４ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４３６－ ２ 〃 クビ ９．９�
５１０ メロウメロディ 牝３鹿 ５４ 松山 弘平吉田 和子氏 鈴木 孝志 日高 小西ファーム ４８０＋ ８２：０４．１� ３４１．６�
６１２ ダンスファンタジア 牝３鹿 ５４ 横山 典弘 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４５２＋ ４２：０４．３１� ３．８�
６１１ カトルズリップス 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B４７０＋ ２２：０４．４クビ ７９．６�
８１５ サトノフローラ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４２２± ０ 〃 クビ １０．８�
４７ メジロミドウ 牝３黒鹿５４ 黛 弘人�メジロ牧場 萱野 浩二 洞爺湖 メジロ牧場 ４３６± ０２：０４．６１� １５１．１�
８１７ リトルダーリン 牝３黒鹿５４ 田中 勝春金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 えりも エクセルマネジメント ４１４－ ４２：０４．８� ６３．３�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ８９，６６９，９００円 複勝： １４５，３２６，５００円 枠連： ７３，１４６，１００円

馬連： ４０４，６１４，２００円 馬単： １９０，４３８，１００円 ワイド： １２１，０８２，８００円

３連複： ４８３，５９０，０００円 ３連単： ８３１，１２９，３００円 計： ２，３３８，９９６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，６９０円 複 勝 � ７８０円 � ４，３２０円 � ２１０円 枠 連（１－４） ６，２９０円

馬 連 �� １０３，５４０円 馬 単 �� １６１，５５０円

ワ イ ド �� ２１，８５０円 �� １，６００円 �� ８，９２０円

３ 連 複 ��� １７９，１７０円 ３ 連 単 ��� １，１３１，６９０円

票 数

単勝票数 計 ８９６６９９ 的中 � ２６３１４（９番人気）
複勝票数 計１４５３２６５ 的中 � ４４１６９（９番人気）� ７３５１（１５番人気）� ２３３７６８（２番人気）
枠連票数 計 ７３１４６１ 的中 （１－４） ８５９４（２６番人気）
馬連票数 計４０４６１４２ 的中 �� ２８８４（９７番人気）
馬単票数 計１９０４３８１ 的中 �� ８７０（１８３番人気）
ワイド票数 計１２１０８２８ 的中 �� １３４１（９３番人気）�� １９２０３（２２番人気）�� ３３０２（６５番人気）
３連複票数 計４８３５９００ 的中 ��� １９９２（２６３番人気）
３連単票数 計８３１１２９３ 的中 ��� ５４２（１４７２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．８―３５．７―４７．７―１：００．４―１：１３．１―１：２５．５―１：３７．５―１：５０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F５０．２―３F３７．８

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

勝馬の
紹 介

バウンシーチューン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．１．９ 中山３着

２００８．４．１９生 牝３鹿 母 リーインフォースト 母母 テ ィ ア ラ ５戦２勝 賞金 ６２，５９６，０００円
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりバウンシーチューン号・マイネソルシエール号・ピュアブリーゼ号は，優駿牝馬（GⅠ）競走に優先出走でき
る。

１１０１２ ４月２３日 小雨 不良 （２３東京２）第１日 第１２競走 ��２，１００�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 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：０６．７
２：０５．９

良

良

６９ メジロティモン 牡６栗 ５７ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 B５１４＋ ２２：１２．２ ５１．３�

３３ ソルモンターレ 牡５鹿 ５７ 黛 弘人�ターフ・スポート矢作 芳人 浦河 谷川牧場 B４５０－ ８２：１２．３� １２．９�
５８ メイショウシンドウ 牡５鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太松本 好雄氏 武田 博 静内 千代田牧場 ４８６－１０ 〃 アタマ ３７．３�
８１４ グラスブラスト 牡６青鹿５７ 石橋 脩半沢� 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５０６－ ６ 〃 ハナ １７．０�
２２ ニシノスローン 牡４鹿 ５７ 北村 宏司西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ４９６－ ２２：１２．５１� ２４．９�
４５ ネオレボルーション �５青鹿５７ 横山 典弘 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４９４－ ４２：１２．７１ ５．０�
１１ トップオブパンチ 牡５鹿 ５７ 松岡 正海横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ５０２－ ６２：１２．９１� ５．０	
７１１ メイクセンス 牡６栗 ５７ 内田 博幸平田 修氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４９２－ ８２：１３．２１� ３．５

３４ トウカイキアーロ 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義内村 正則氏 中村 均 日高 福満牧場 ４９６± ０２：１３．４１� ４３．５�
６１０ カンマビード 牝４栗 ５５ 後藤 浩輝石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 ムラカミファーム B４７２＋ ２２：１３．６１ ３９．６�
７１２	 アルファオリオン 牡８鹿 ５７ 三浦 皇成貴悦 小島 茂之 平取 赤石牧場 B４６４± ０２：１４．１３ １６．３�
８１３	 ワンダーティンバー 牡７栗 ５７

５６ ☆松山 弘平山本 信行氏 阿部 新生 新冠 村上牧場 ４８０＋ ６２：１４．７３� ２７４．１�
５７ 	 ミウラリチャード 牡７鹿 ５７ 大庭 和弥佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 前川 隆範 B５２４＋ ２２：１５．３３� １９６．５�
４６ カシマストロング 牡４鹿 ５７ 田中 勝春カシマ 高市 圭二 浦河 中山牧場 ４８８± ０２：２４．６大差 ４．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３９，６４５，２００円 複勝： ５９，５８６，５００円 枠連： ３７，４３４，６００円

馬連： １３１，５４１，７００円 馬単： ７５，１６９，７００円 ワイド： ４９，８０６，３００円

３連複： １５２，２３５，４００円 ３連単： ２９６，４９８，９００円 計： ８４１，９１８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，１３０円 複 勝 � １，１４０円 � ４００円 � ７６０円 枠 連（３－６） ６，３４０円

馬 連 �� ２０，７４０円 馬 単 �� ５２，６４０円

ワ イ ド �� ５，２２０円 �� ６，９３０円 �� ３，８９０円

３ 連 複 ��� １０２，９８０円 ３ 連 単 ��� ７２４，５６０円

票 数

単勝票数 計 ３９６４５２ 的中 � ６０９９（１２番人気）
複勝票数 計 ５９５８６５ 的中 � １２９８７（１１番人気）� ４２６４１（６番人気）� ２０３７４（９番人気）
枠連票数 計 ３７４３４６ 的中 （３－６） ４３５８（２２番人気）
馬連票数 計１３１５４１７ 的中 �� ４６８２（４９番人気）
馬単票数 計 ７５１６９７ 的中 �� １０５４（１０２番人気）
ワイド票数 計 ４９８０６３ 的中 �� ２３５０（５０番人気）�� １７６３（５７番人気）�� ３１６６（４２番人気）
３連複票数 計１５２２３５４ 的中 ��� １０９１（１７９番人気）
３連単票数 計２９６４９８９ 的中 ��� ３０２（１０８３番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．２―１２．８―１２．９―１２．２―１２．３―１２．９―１２．７―１２．４―１２．６―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１８．３―３１．１―４４．０―５６．２―１：０８．５―１：２１．４―１：３４．１―１：４６．５―１：５９．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メジロティモン �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００７．１２．８ 中山５着

２００５．３．５生 牡６栗 母 メジロビクトリア 母母 メジロディッシュ ２７戦４勝 賞金 ４４，１８６，０００円
〔調教再審査〕 カシマストロング号は，最後の直線コースで異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 カシマストロング号は，最後の直線コースで異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。


