
１４０２３ ５月２２日 雨 良 （２３東京３）第２日 第１１競走 ��
��２，４００�優 駿 牝 馬（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （第７２回オークス） （芝・左）

牝，３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，５５�
内閣総理大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 ９７，０００，０００円 ３９，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，７００，０００円
付 加 賞 ３０，６１１，０００円 ８，７４６，０００円 ４，３７３，０００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

２：２２．１
２：２２．１
２：２５．３

良

良

良

２４ エリンコート 牝３黒鹿５５ 後藤 浩輝吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４５６－ ２２：２５．７ ３７．２�

８１８ ピュアブリーゼ 牝３栗 ５５ 柴田 善臣 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４３６＋ ２ 〃 クビ ３９．８�
６１２ ホエールキャプチャ 牝３芦 ５５ 池添 謙一嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 ４５２－ ２ 〃 ハナ ３．０�
５９ マルセリーナ 牝３鹿 ５５ 安藤 勝己 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４５２± ０２：２６．１２� ２．２�
７１４ スピードリッパー 牝３栗 ５５ 蛯名 正義吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４５６± ０２：２６．２クビ ９６．２�
８１７ マイネイサベル 牝３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 ４５４＋ ６ 〃 ハナ ３５．８	
６１１ ア カ ン サ ス 牝３青 ５５ 北村 宏司魚住 啓市氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４２６－ ２ 〃 クビ ４３．５

７１５ ハッピーグラス 牝３鹿 ５５ 松田 大作下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４４２－ ６２：２６．４� １５３．１�
１１ ハブルバブル 牝３鹿 ５５ C．ウィリアムズ 金子真人ホールディングス� 池江 泰寿 新冠 パカパカ

ファーム ４４６＋ ６ 〃 クビ １０．９
（豪）

５１０ デルマドゥルガー 牝３鹿 ５５ N．ピンナ 浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム ４８２＋１２２：２６．７１� ４４．１�
（伊）

１２ メ デ タ シ 牝３鹿 ５５ 浜中 俊小田切有一氏 音無 秀孝 新冠 アサヒ牧場 ４２６＋ ６ 〃 ハナ ４１．０�
４８ マイネソルシエール 牝３栗 ５５ 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 ４４０－ ８２：２６．９１	 １４０．５�
４７ ライステラス 牝３芦 ５５ 丸田 恭介 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４５４－ ６ 〃 アタマ ６１．３�
８１６ グルヴェイグ 牝３黒鹿５５ 四位 洋文 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４４２± ０２：２７．１� １０．４�
３６ サイレントソニック 牝３黒鹿５５ 田中 勝春細谷 典幸氏 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 ４４４－ ２２：２７．３１� １２３．３�
３５ カ ル マ ー ト 牝３黒鹿５５ 吉田 豊 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４－ ４２：２７．５１� ２４１．２�
２３ バウンシーチューン 牝３鹿 ５５ 三浦 皇成 �グリーンファーム 田島 俊明 千歳 社台ファーム ４１６＋ ４２：２８．６７ １５．８�
７１３ シシリアンブリーズ 牝３鹿 ５５ 藤岡 佑介 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４５２－ ６ 〃 クビ ７２．１�

（１８頭）

売 得 金
単勝： ３９９，３６６，４００円 複勝： ４０４，８１１，３００円 枠連： ４８９，７４０，３００円 馬連： １，８４１，１６９，７００円 馬単： １，１７６，３１７，１００円

ワイド： ５００，５６５，９００円 ３連複： ２，５３２，８６５，５００円 ３連単： ６，０２８，５８１，１００円 ５重勝： １，１９３，９０３，３００円 計： １４，５６７，３２０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，７２０円 複 勝 � ８００円 � ７８０円 � １４０円 枠 連（２－８） ２，７７０円

馬 連 �� ４２，７５０円 馬 単 �� １０４，４６０円

ワ イ ド �� ９，５１０円 �� １，７２０円 �� １，８１０円

３ 連 複 ��� ４５，１２０円 ３ 連 単 ��� ５４８，１９０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����� １４６，８５０，１１０円

票 数

単勝票数 計３９９３６６４ 的中 � ８４８１６（７番人気）
複勝票数 計４０４８１１３ 的中 � １０１３２８（９番人気）� １０４８３９（７番人気）� １１３９０６８（２番人気）
枠連票数 計４８９７４０３ 的中 （２－８） １３０５４９（９番人気）
馬連票数 計１８４１１６９７ 的中 �� ３１７９０（６４番人気）
馬単票数 計１１７６３１７１ 的中 �� ８３１１（１２８番人気）
ワイド票数 計５００５６５９ 的中 �� １２６５３（６４番人気）�� ７２５３２（１５番人気）�� ６８９２７（１９番人気）
３連複票数 計２５３２８６５５ 的中 ��� ４１４３６（９３番人気）
３連単票数 計６０２８５８１１ 的中 ��� ８１１６（８１９番人気）
５重勝票数 差引計１１９３９０３３（返還計１４８９１４） 的中 ����� ６

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．９―２４．１―３５．９―４８．３―１：００．７―１：１２．９―１：２５．７―１：３７．９―１：５０．４―２：０２．２―２：１３．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エリンコート �
�
父 デュランダル �

�
母父 Bluebird デビュー ２０１０．７．２５ 函館３着

２００８．３．１０生 牝３黒鹿 母 エリンバード 母母 Maid of Erin ９戦４勝 賞金 １６４，６８２，０００円
〔制裁〕 エリンコート号の騎手後藤浩輝は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金７０，０００円。（１４番への進路影

響）
〔その他〕 エリンコート号は，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。
※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 サクラプリエール号・センティラシオン号・フレンチボウ号
※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。

１４０２４ ５月２２日 雨 稍重 （２３東京３）第２日 第１２競走
被災地支援競走

��
��１，４００�の ぞ み 賞

発走１６時２５分 （芝・左）
４歳以上，１，６００万円以下，２２．５．２２以降２３．５．１５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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．８
１：１９．０

良

良

５９ スペシャルハート 牡６栗 ５６ 浜中 俊芹澤 精一氏 勢司 和浩 三石 片山 修 ４８４－１０１：２０．７ １１．２�

２３ シャドークロス 牡６栗 ５６ 柴田 善臣�サンコウ牧場 清水 英克 静内 サンコウ牧場 ４８４－ ６１：２０．９１� ６．２�
３５ � ブルーデインヒル 牡６鹿 ５５ 後藤 浩輝 �ブルーマネジメント加藤 征弘 米 Britton House

Stud Ltd. ４８０＋ ４１：２１．１１� １３．８�
８１６	 レジェトウショウ 牝５栗 ５４ 吉田 豊トウショウ産業� 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 ４７２＋ ２ 〃 クビ １０．０�
２４ ドリームゼロワン 牡６栗 ５４ C．ウィリアムズ セゾンレースホース� 加用 正 静内 サンコウ牧場 ５１６－ ２１：２１．２� ４．４�

（豪）

１１ タイガーストーン 牡５鹿 ５６ 四位 洋文百万 武夫氏 坂口 正則 静内 タイヘイ牧場 ５０８＋ ４ 〃 クビ ３８．３	
５１０ サクラミモザ 牝５黒鹿５５ 北村 宏司�さくらコマース畠山 吉宏 新ひだか 原 光彦 ４７２＋ ２１：２１．３クビ ７．５

７１４ レオプライム 牡４鹿 ５４ N．ピンナ �レオ 友道 康夫 浦河 酒井牧場 ４６０± ０ 〃 クビ ３３．６�

（伊）

６１２ ウインブシドウ 牡４黒鹿５５ 田中 勝春�ウイン 千田 輝彦 新冠 松浦牧場 ４９４＋ ６１：２１．４クビ ２０．７�
１２ ダノンブライアン 
７鹿 ５６ 石橋 脩�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５０４－ ２１：２１．５� １７．３
４８ 	 アラマサローズ 牝５鹿 ５４ 丸田 恭介�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４５４＋ ６ 〃 クビ ５１．３�
４７ カゼノグッドボーイ 牡５栗 ５５ 蛯名 正義深井 孟氏 中野 栄治 早来 吉田 浩三 ４４２＋ ２１：２１．８１� １０．３�
６１１ ヒカルジョディー 牡５栗 ５６ 松岡 正海�橋 京子氏 中尾 秀正 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８－ ４１：２１．９� ４１．０�
３６ レインスティック 牡４栗 ５６ 三浦 皇成 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４４８－ ４１：２２．１１� ６．８�
８１５� ロードバロック 牡６鹿 ５４ 池添 謙一 �ロードホースクラブ 田中 清隆 愛 K.I. Farm ４３２－ ８１：２２．３１� ５４．０�
７１３ ノーワンエルス 牡４芦 ５４ 藤岡 佑介 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ５１２－ ４１：２３．３６ １０６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７５，４８９，２００円 複勝： １１３，２３８，１００円 枠連： ８１，１２４，７００円

馬連： ２５９，３９０，３００円 馬単： １３７，１４２，８００円 ワイド： ９４，１７１，６００円

３連複： ３３４，２６８，１００円 ３連単： ５８３，５９６，４００円 計： １，６７８，４２１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１２０円 複 勝 � ３２０円 � ２４０円 � ４３０円 枠 連（２－５） ６１０円

馬 連 �� ３，５５０円 馬 単 �� ８，３２０円

ワ イ ド �� １，４００円 �� ３，１８０円 �� １，７４０円

３ 連 複 ��� ２１，８００円 ３ 連 単 ��� １２９，９３０円

票 数

単勝票数 計 ７５４８９２ 的中 � ５３２３０（７番人気）
複勝票数 計１１３２３８１ 的中 � ９２９６４（６番人気）� １４２９６０（２番人気）� ６３９２７（８番人気）
枠連票数 計 ８１１２４７ 的中 （２－５） ９９１３４（１番人気）
馬連票数 計２５９３９０３ 的中 �� ５３９５１（１３番人気）
馬単票数 計１３７１４２８ 的中 �� １２１７５（３３番人気）
ワイド票数 計 ９４１７１６ 的中 �� １６８９１（１４番人気）�� ７１６３（４３番人気）�� １３３６１（２２番人気）
３連複票数 計３３４２６８１ 的中 ��� １１３２１（８０番人気）
３連単票数 計５８３５９６４ 的中 ��� ３３１５（４５６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．３―３５．６―４７．１―５８．２―１：０９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．１―３F３３．６
３ ９，１６，４（８，１２）（２，１３）１０（３，１１，１５）（５，７）（６，１４）－１ ４ ９，１６，４（２，１２）８，１０（５，３，１３）（７，１１，１５）（６，１４）１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スペシャルハート �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 ラツキーソブリン デビュー ２００８．７．２０ 新潟２着

２００５．４．１０生 牡６栗 母 ラビットボール 母母 タニノベンチヤ １８戦５勝 賞金 ７５，５４３，０００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。

５レース目


