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12001 4月26日 晴 良 （26東京2）第1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）

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

35 オ ク リ モ ノ 牝3栗 54 柴田 大知�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 480＋ 21：27．3 9．5�
48 デルマアラレチャン 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーヒルファーム 450± 0 〃 クビ 3．4�
11 コートリーラッシュ 牝3黒鹿54 蛯名 正義広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 下屋敷牧場 434－161：27．4� 6．8�
12 シゲルイシカリ 牝3栗 54 A．シュタルケ 森中 蕃氏 佐藤 吉勝 新冠 タニグチ牧場 420＋ 21：27．5クビ 7．7�

（独）

36 ヒ ラ リ ア ス 牝3鹿 54 田辺 裕信岡田 牧雄氏 木村 哲也 新ひだか 本桐牧場 456＋ 41：27．6� 4．9	
59 ヒメスズラン 牝3栗 54 三浦 皇成岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 488＋ 2 〃 ハナ 7．9

611 マ イ カ イ 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真橋口 博氏 高木 登 浦河 林 孝輝 442＋ 21：27．81 132．1�
510 ツリーチャイム 牝3鹿 54 北村 宏司 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466－101：27．9� 19．2�
612 ヴィヴァルディ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行飯田 正剛氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 430± 01：28．0� 273．4
713 ラブウィスパー 牝3青鹿54 内田 博幸増田 陽一氏 和田 雄二 むかわ 市川牧場 438－ 41：28．31� 33．6�
714 トロージャンアート 牝3栗 54 横山 典弘吉田 千津氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 420± 01：28．51� 9．0�
47 アウラグリーン 牝3鹿 54 武士沢友治斎藤 光政氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 410＋ 21：28．82 173．1�
23 スノーレパード 牝3黒鹿54 横山 和生 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462 ―1：29．01� 68．6�
816 クツワホームラン 牝3栗 54 伊藤 工真芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 440－121：29．21� 124．8�
815 ベンディシオン 牝3芦 54

51 ▲井上 敏樹岡田 壮史氏 的場 均 新ひだか 岡田スタツド 456± 01：29．3� 74．1�
24 ワイルドデショ 牝3栗 54 杉原 誠人内田 玄祥氏 星野 忍 新冠 競優牧場 450－111：31．0大差 343．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，804，300円 複勝： 44，083，600円 枠連： 15，480，000円
馬連： 47，741，500円 馬単： 27，868，400円 ワイド： 23，149，200円
3連複： 62，719，100円 3連単： 93，436，600円 計： 334，282，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 230円 � 150円 � 240円 枠 連（3－4） 640円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 3，490円

ワ イ ド �� 580円 �� 1，230円 �� 680円

3 連 複 ��� 4，050円 3 連 単 ��� 25，810円

票 数

単勝票数 計 198043 的中 � 16493（7番人気）
複勝票数 計 440836 的中 � 46680（3番人気）� 96575（1番人気）� 43520（5番人気）
枠連票数 計 154800 的中 （3－4） 18050（3番人気）
馬連票数 計 477415 的中 �� 24237（5番人気）
馬単票数 計 278684 的中 �� 5909（13番人気）
ワイド票数 計 231492 的中 �� 10147（4番人気）�� 4434（18番人気）�� 8553（9番人気）
3連複票数 計 627191 的中 ��� 11450（16番人気）
3連単票数 計 934366 的中 ��� 2672（93番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．2―37．0―49．8―1：01．9―1：14．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オ ク リ モ ノ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2013．6．22 函館6着

2011．4．7生 牝3栗 母 エバープレゼント 母母 エヴァーバンダム 13戦1勝 賞金 8，100，000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 ゴールドアスール号
※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。

12002 4月26日 晴 良 （26東京2）第1日 第2競走 ��1，600�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
1：34．4
1：33．3

重
良

59 メガオパールカフェ 牡3栗 56 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 512－ 41：39．7 7．4�
815 バ リ ス 牡3栗 56 横山 典弘杉澤 光雄氏 小野 次郎 新冠 小泉牧場 476－ 4 〃 クビ 2．2�
47 エストゥペンド 牡3鹿 56 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上 悦夫 496＋ 41：39．8� 2．9�
713 エンリルバローズ 牡3鹿 56 A．シュタルケ 猪熊 広次氏 牧 光二 新ひだか タイヘイ牧場 488± 01：40．22� 7．8�

（独）

35 コスモチャイム 牡3黒鹿56 柴田 大知岡田 繁幸氏 金成 貴史 浦河 市川フアーム B476－ 21：40．3� 139．0�
11 アントファガスタ 牡3鹿 56 三浦 皇成�G1レーシング 二ノ宮敬宇 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 526± 01：40．72� 17．9	
23 ディアヴォーグ 牡3栗 56 武士沢友治ディアレスト 石栗 龍彦 浦河 金石牧場 476＋14 〃 アタマ 17．4

510 フ ユ ハ ナ ビ 牡3鹿 56 杉原 誠人大久保與志雄氏 杉浦 宏昭 新冠 競優牧場 B448＋ 21：41．02 704．3�
12 プラウドワンダー 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真伊東 純一氏 大江原 哲 日高 メイプルファーム 456± 01：41．1クビ 274．8�
714 ハードマティーニ 牡3鹿 56 横山 和生芹澤 精一氏 勢司 和浩 新ひだか 岡田牧場 498－ 21：41．31� 41．3
611 カネトシモナカ 牡3黒鹿56 村田 一誠兼松 利男氏 水野 貴広 浦河 梅田牧場 B464－ 21：41．4� 519．4�
24 ワイルドビューティ 牡3青鹿 56

53 ▲長岡 禎仁花野 友象氏 菊沢 隆徳 新ひだか 千代田牧場 452± 01：41．71� 433．7�
612 ラッシュレイン 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行ニットー商事� 伊藤 大士 新冠 斉藤 安行 B472＋ 61：41．8� 340．6�
48 サイプリペディウム 牝3芦 54 大庭 和弥�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 422＋ 21：42．54 242．7�
816 グロリアスヴァレー 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか カントリー牧場 384± 01：44．8大差 548．2�

36 ディアキンカク 牡3栗 56 蛯名 正義ディアレスト 矢野 英一 浦河 小島牧場 488－ 21：45．22� 45．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，362，900円 複勝： 45，429，100円 枠連： 12，499，000円
馬連： 48，087，100円 馬単： 37，563，900円 ワイド： 25，870，700円
3連複： 62，867，100円 3連単： 113，592，000円 計： 372，271，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 180円 � 110円 � 110円 枠 連（5－8） 970円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，910円

ワ イ ド �� 340円 �� 260円 �� 140円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 7，060円

票 数

単勝票数 計 263629 的中 � 28084（3番人気）
複勝票数 計 454291 的中 � 43487（4番人気）� 124794（2番人気）� 143067（1番人気）
枠連票数 計 124990 的中 （5－8） 9577（5番人気）
馬連票数 計 480871 的中 �� 28926（5番人気）
馬単票数 計 375639 的中 �� 9532（12番人気）
ワイド票数 計 258707 的中 �� 14928（5番人気）�� 21782（2番人気）�� 63585（1番人気）
3連複票数 計 628671 的中 ��� 83090（1番人気）
3連単票数 計1135920 的中 ��� 11881（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．6―35．9―48．8―1：01．9―1：14．2―1：26．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メガオパールカフェ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2014．1．11 中山5着

2011．3．4生 牡3栗 母 カフェピノコ 母母 ピノシェット 4戦1勝 賞金 5，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グロリアスヴァレー号・ディアキンカク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年

5月26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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 クリスタルコブラ号
※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１日



12003 4月26日 晴 良 （26東京2）第1日 第3競走 ��
��2，100�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
2：06．7
2：05．9

良
良

47 クールジャイロ 牡3栗 56 三浦 皇成川上 哲司氏 矢野 英一 日高 田中 元寿 B500± 02：13．8 17．3�
58 オペラハット 牡3鹿 56 横山 典弘小菅 定雄氏 森 秀行 平取 高橋 啓 438－ 42：14．22� 12．0�
713 キネオフォルツァ 牡3芦 56 北村 宏司吉田 千津氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 510－14 〃 クビ 2．8�
23 マッチレスヒーロー 牡3栗 56 蛯名 正義�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 472－ 42：15．69 4．0�
22 スカイダイヴァー 牡3黒鹿56 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518－ 62：15．7� 9．7�
35 リトルキング 牡3鹿 56 嘉藤 貴行�大北牧場 佐藤 吉勝 浦河 大北牧場 428＋ 22：16．23 43．6	
34 ブラウンサターン 牡3青鹿56 内田 博幸キャピタルクラブ 小西 一男 新冠 北星村田牧場 460± 02：16．62� 12．6

610 タイセイデューク 牡3鹿 56 田辺 裕信田中 成奉氏 斎藤 誠 日高 白井牧場 B482－102：16．7クビ 31．3�
814 ディーエスマインド 牡3鹿 56 横山 和生秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 462＋ 42：17．44 142．1�
11 ディープフォンテン 牡3栗 56 杉原 誠人吉橋 計氏 戸田 博文 新ひだか 田中 裕之 462± 02：17．5クビ 80．7
611 ビビッドレッド 牡3黒鹿56 岩部 純二武田 茂男氏 萱野 浩二 浦河 まるとみ冨岡牧場 B460－ 2 〃 同着 54．4�
712 タケルムーン 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真森 保彦氏 田村 康仁 平取 びらとり牧場 452－ 2 〃 ハナ 354．6�
59 カガグレイハート 牡3芦 56

53 ▲長岡 禎仁香川 憲次氏 高市 圭二 新ひだか マークリ牧場 444＋ 62：17．81� 79．1�
46 チョチョイノチョイ 牡3鹿 56 武士沢友治�ターフ・スポート高柳 瑞樹 浦河 成隆牧場 464± 02：18．43� 215．4�
815 フクノブリューナク 牡3栗 56 松岡 正海福島 実氏 高橋 文雅 新ひだか 米田 和子 478－ 6 〃 アタマ 4．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，495，100円 複勝： 37，577，800円 枠連： 13，559，700円
馬連： 43，389，100円 馬単： 29，555，300円 ワイド： 20，779，800円
3連複： 57，731，100円 3連単： 96，919，700円 計： 322，007，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，730円 複 勝 � 510円 � 310円 � 160円 枠 連（4－5） 6，120円

馬 連 �� 10，140円 馬 単 �� 20，180円

ワ イ ド �� 2，470円 �� 700円 �� 600円

3 連 複 ��� 7，590円 3 連 単 ��� 79，570円

票 数

単勝票数 計 224951 的中 � 10251（7番人気）
複勝票数 計 375778 的中 � 15688（7番人気）� 29511（5番人気）� 82568（1番人気）
枠連票数 計 135597 的中 （4－5） 1636（18番人気）
馬連票数 計 433891 的中 �� 3160（28番人気）
馬単票数 計 295553 的中 �� 1081（51番人気）
ワイド票数 計 207798 的中 �� 1951（25番人気）�� 7497（8番人気）�� 9006（5番人気）
3連複票数 計 577311 的中 ��� 5615（24番人気）
3連単票数 計 969197 的中 ��� 899（226番人気）

ハロンタイム 7．2―11．9―12．9―13．4―13．2―12．1―12．8―13．3―12．2―12．0―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―19．1―32．0―45．4―58．6―1：10．7―1：23．5―1：36．8―1：49．0―2：01．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．0
1
3
7（5，11）3，14（1，15）（4，13）（8，9）－12－10－6－2・（7，8）11，14（3，9，13）－（5，15）（1，12）4，10－2＝6

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

勝馬の
紹 介

クールジャイロ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Mujtahid デビュー 2013．12．15 中山12着

2011．5．31生 牡3栗 母 レディピーチ 母母 Jenny Lake 5戦1勝 賞金 5，000，000円

12004 4月26日 晴 良 （26東京2）第1日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時35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
1：44．2
1：44．1

良
良

714 レッドシェリール 牝3鹿 54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B468－ 61：48．5 2．1�
24 エリーフェアリー 牝3鹿 54 内田 博幸谷川 正純氏 岩戸 孝樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 476－ 21：48．71� 10．1�
12 プロレタリアト 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 416＋ 21：48．8� 9．9�
612 コスモハルカチャン 牝3鹿 54 松岡 正海岡田 繁幸氏 相沢 郁 別海 野付ライディ

ングファーム 456± 01：49．11� 219．4�
510 イデアオブクィーン 牝3芦 54 杉原 誠人益田 修一氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 384－181：49．2� 107．1�
816 トゥルーモーション 牝3青鹿54 田辺 裕信 	キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 478＋201：49．3� 33．8

713 デ ュ エ ッ ト 牝3鹿 54 村田 一誠吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 434－ 6 〃 アタマ 60．0�
818 アンジュドボヌール 牝3栗 54 A．シュタルケ 杉山 忠国氏 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 500± 0 〃 クビ 30．3�
（独）

817 サンマルホウセキ 牝3鹿 54 蛯名 正義相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 442＋ 81：49．4クビ 3．1
23 トーセンオーキッド 牝3鹿 54 三浦 皇成島川 �哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 450－101：50．03� 46．7�
11 レッドハミング 牝3黒鹿54 伊藤 工真グリーンスウォード尾形 和幸 新冠 ムラカミファーム 406＋ 6 〃 クビ 359．4�
715 クイーンラズベリ 牝3栗 54 横山 和生 �グリーンファーム加藤 和宏 千歳 社台ファーム 442± 01：50．1クビ 37．5�
35 コスモミヅハノメ 牝3黒鹿54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 418－ 6 〃 クビ 153．4�
47 トキメキブンブン 牝3黒鹿54 岩部 純二片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 432± 01：50．2� 355．9�
59 エスティルージュ 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 428－16 〃 アタマ 433．2�

48 ミラクルステイ 牝3黒鹿54 横山 典弘	協和牧場 的場 均 新冠 協和牧場 430－ 61：50．51� 13．6�
36 アルカンシエル 牝3青鹿54 武士沢友治�ラ・メール 新開 幸一 日高 スマイルファーム 508－ 21：50．82 125．8�
611 ス ク ノ ー ド 牝3栗 54 大庭 和弥石瀬 浩三氏 奥平 雅士 洞�湖 レイクヴィラファーム 450－161：51．54 99．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，088，900円 複勝： 50，618，300円 枠連： 16，068，600円
馬連： 50，004，800円 馬単： 36，314，300円 ワイド： 26，271，300円
3連複： 65，848，300円 3連単： 115，990，800円 計： 389，205，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 210円 � 240円 枠 連（2－7） 660円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 350円 �� 400円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 2，480円 3 連 単 ��� 8，390円

票 数

単勝票数 計 280889 的中 � 109886（1番人気）
複勝票数 計 506183 的中 � 180876（1番人気）� 49300（3番人気）� 40753（5番人気）
枠連票数 計 160686 的中 （2－7） 18204（2番人気）
馬連票数 計 500048 的中 �� 39963（2番人気）
馬単票数 計 363143 的中 �� 20560（3番人気）
ワイド票数 計 262713 的中 �� 19792（2番人気）�� 16680（3番人気）�� 5785（12番人気）
3連複票数 計 658483 的中 ��� 19644（7番人気）
3連単票数 計1159908 的中 ��� 10203（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―36．1―48．5―1：00．9―1：13．5―1：24．8―1：36．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．0

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

勝馬の
紹 介

レッドシェリール �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Lahib デビュー 2014．2．1 東京2着

2011．5．5生 牝3鹿 母 マ ン ダ ラ ラ 母母 Madiriya 5戦1勝 賞金 11，200，000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。
（非抽選馬） 1頭 コスモチョコレイ号
※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。



12005 4月26日 晴 良 （26東京2）第1日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時25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
1：31．3
1：30．7

良
良

612 ベストドリーム 牡3鹿 56 三浦 皇成堀口 晴男氏 高橋 文雅 日高 日西牧場 442－ 61：34．9 5．1�
611 ダブルコーク 牡3黒鹿56 蛯名 正義�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 474－ 8 〃 クビ 8．2�
714 スイートルイーズ 牝3鹿 54 田辺 裕信シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 436＋ 21：35．0� 101．0�
12 アンリキャトル 牡3黒鹿56 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 468－ 61：35．1� 6．7�
815 ジュエルプラネット 牡3鹿 56 田中 勝春山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 454－ 41：35．2� 2．1�
24 コスモヨウヘイ 牡3栗 56 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 高柳 瑞樹 新冠 ビッグレッドファーム 522＋ 61：35．3� 26．5

48 ショウナンマンボ 牡3鹿 56 杉原 誠人国本 哲秀氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 454＋ 21：35．51	 174．4�
510 ヤマニンボレアル 牡3黒鹿56 武士沢友治土井 肇氏 蛯名 利弘 浦河 廣田 伉助 B504＋ 61：35．71 151．3�
36 アプレイザル 牡3黒鹿56 A．シュタルケ 	サンデーレーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム B478－ 6 〃 クビ 8．0

（独）

713 ミュゼタイフーン 牡3鹿 56 嘉藤 貴行髙橋 仁氏 大江原 哲 新冠 須崎牧場 478－ 61：36．01� 256．2�
816 ノーワンズレシピ 牡3栗 56 横山 和生 �コロンバスサークル 和田正一郎 千歳 社台ファーム 460－ 61：36．42� 297．6�
59 ニシノラヴリー 牝3栗 54 村田 一誠西山 茂行氏 上原 博之 新冠 川上牧場 448＋ 81：36．5� 369．5�
35 ドリームマーチ 牝3鹿 54 内田 博幸ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 B416－141：36．71	 107．8�
817 ロジシーカー 牡3栗 56 松岡 正海久米田正明氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 410 ―1：36．91� 72．2�
23 ミヤビホークアイ 牡3鹿 56 伊藤 工真村上 義勝氏 大久保洋吉 浦河 大成牧場 496－101：37．0クビ 13．6�
47 ウェルカムレイン 牝3鹿 54 岩部 純二山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－ 61：37．1� 471．2�
11 リックダンサー 牡3黒鹿 56

53 ▲長岡 禎仁山邉 浩氏 清水 英克 新ひだか 中田 浩美 434－ 61：45．0大差 320．9�
（17頭）

売 得 金
単勝： 27，565，500円 複勝： 48，963，700円 枠連： 17，208，800円
馬連： 50，504，200円 馬単： 37，362，600円 ワイド： 24，699，100円
3連複： 63，990，800円 3連単： 111，298，300円 計： 381，593，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 200円 � 270円 � 1，400円 枠 連（6－6） 1，930円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 3，390円

ワ イ ド �� 660円 �� 4，360円 �� 5，000円

3 連 複 ��� 32，870円 3 連 単 ��� 122，420円

票 数

単勝票数 計 275655 的中 � 43366（2番人気）
複勝票数 計 489637 的中 � 79537（2番人気）� 50040（5番人気）� 7163（8番人気）
枠連票数 計 172088 的中 （6－6） 6610（10番人気）
馬連票数 計 505042 的中 �� 20866（8番人気）
馬単票数 計 373626 的中 �� 8138（13番人気）
ワイド票数 計 246991 的中 �� 9989（8番人気）�� 1348（28番人気）�� 1172（31番人気）
3連複票数 計 639908 的中 ��� 1437（61番人気）
3連単票数 計1112983 的中 ��� 671（262番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．4―47．3―59．6―1：11．5―1：22．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベストドリーム �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 サニーブライアン デビュー 2013．10．19 東京5着

2011．3．12生 牡3鹿 母 ダービーゾーン 母母 ダービーキングダム 4戦1勝 賞金 7，700，000円
〔その他〕 ロジシーカー号は，3コーナーから最後の直線コースにかけて外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リックダンサー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年5月26日まで平地競

走に出走できない。
※出走取消馬 ポートサイドカフェ号（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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ダイメイグリン号・トドロキバクシン号・プラチナジュエリー号
※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。

12006 4月26日 晴 良 （26東京2）第1日 第6競走 ��
��1，600�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 7，200，000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
1：34．4
1：33．3

重
良

33 ストロングサウザー 牡3鹿 56 北村 宏司村木 篤氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 458－ 41：38．0 1．6�
77 プレジールシチー 牡3黒鹿56 内田 博幸 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 日高 幾千世牧場 482－ 81：38．21� 4．9�
89 トップアドバンス 牡3鹿 56 横山 和生柳内 正基氏 勢司 和浩 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 460－ 61：38．73 6．0�
88 ラシアンカウボーイ 牡3栗 56 柴田 大知�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 488＋ 4 〃 アタマ 34．6�
22 マックスユーキャン 牝3栗 54 横山 典弘 �キャロットファーム 鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 21：39．12� 8．8	
44 メイプルレジェンド 牡3鹿 56 田中 勝春青木 基秀氏 宗像 義忠 新冠 カミイスタット B482＋ 41：39．84 71．0

66 サンマルウィーク 牡3青鹿 56

53 ▲長岡 禎仁相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 田端牧場 432－161：40．33 92．4�
11 アイアピール 牡3鹿 56 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 日高 モリナガファーム 488± 01：40．62 21．5�
55 トーアコナユキ 牝3芦 54 嘉藤 貴行高山ランド� 畠山 吉宏 豊浦トーア牧場 476± 01：40．81 25．9

（9頭）

売 得 金
単勝： 33，817，500円 複勝： 98，010，400円 枠連： 10，622，400円
馬連： 48，836，800円 馬単： 45，866，200円 ワイド： 24，005，500円
3連複： 60，394，100円 3連単： 186，279，600円 計： 507，832，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 130円 � 150円 枠 連（3－7） 300円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 180円 �� 190円 �� 330円

3 連 複 ��� 460円 3 連 単 ��� 1，310円

票 数

単勝票数 計 338175 的中 � 170958（1番人気）
複勝票数 計 980104 的中 � 622858（1番人気）� 112735（2番人気）� 83809（3番人気）
枠連票数 計 106224 的中 （3－7） 26640（1番人気）
馬連票数 計 488368 的中 �� 112872（1番人気）
馬単票数 計 458662 的中 �� 75117（1番人気）
ワイド票数 計 240055 的中 �� 39064（1番人気）�� 32809（2番人気）�� 14778（4番人気）
3連複票数 計 603941 的中 ��� 98919（1番人気）
3連単票数 計1862796 的中 ��� 105120（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．8―48．1―1：00．5―1：12．8―1：25．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F37．5
3 ・（6，7）4（5，2）（1，8）9，3 4 ・（6，7）4（5，2）（1，8）（3，9）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ストロングサウザー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Lear Fan デビュー 2013．9．15 中山4着

2011．1．28生 牡3鹿 母 エヴァンタイユ 母母 Felicita 6戦2勝 賞金 17，100，000円



12007 4月26日 晴 良 （26東京2）第1日 第7競走 ��1，400�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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

24 ブルーイングリーン 牡5栗 57 三浦 皇成青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 486± 01：25．7 5．5�
611� パトロクロス 牡4栗 57 内田 博幸村野 康司氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 456－ 81：25．8� 13．1�
23 ナムラケイオス 牝5鹿 55 田中 勝春奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 524－ 21：25．9� 6．3�
35 ハルズハッピー 牡4芦 57 蛯名 正義田中 昇氏 小野 次郎 新ひだか 橋本牧場 B496－10 〃 ハナ 3．5�
11 ウォースピリッツ 牡4黒鹿57 北村 宏司有限会社シルク武井 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 41：26．0クビ 5．8�
36 ザショットアロー 牡4鹿 57 大庭 和弥	ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下牧場 494± 0 〃 クビ 35．5

59 クレバーカイオウ 牡4鹿 57 田辺 裕信	岡崎牧場 小西 一男 新冠 長浜牧場 460＋ 41：26．21	 15．5�
12 ヘイハチスカイ 牡5鹿 57 松岡 正海伊藤 貴憲氏 和田 正道 浦河 オンワード牧場 460－ 61：26．3クビ 20．2�
815 アポロヌリー 
4芦 57

54 ▲長岡 禎仁アポロサラブレッドクラブ 小島 茂之 日高 下河辺牧場 448＋ 21：26．4� 145．3
612� ハッピーチャート 牝4芦 55 柴田 大知 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 新ひだか 桜井牧場 462＋16 〃 クビ 17．3�
713 ヴェルフェン 牡4芦 57 武士沢友治�Basic 田村 康仁 新冠 村本牧場 496－ 61：26．5クビ 24．9�
47 メテオーラビアンカ 牡4鹿 57 伊藤 工真 	社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 506－ 2 〃 ハナ 15．7�
48 ターゲットゾーン 牡4栗 57 横山 和生畑佐 博氏 水野 貴広 日高 天羽牧場 498－ 61：26．6� 183．4�
714� ロクイチスマイル 牝5芦 55 杉原 誠人栗本 博晴氏 星野 忍 新冠 川上 悦夫 494＋ 41：26．7クビ 41．4�
510� シゲルアボカド 牡5鹿 57 A．シュタルケ 森中 蕃氏 佐藤 吉勝 新冠 土井牧場 484＋ 21：26．8� 30．8�

（独）

816� アプローチミー 牡7黒鹿57 岩部 純二吉澤 克己氏 萱野 浩二 浦河 駿河牧場 490＋ 41：26．9� 74．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，461，400円 複勝： 47，942，900円 枠連： 22，395，500円
馬連： 68，839，300円 馬単： 38，299，000円 ワイド： 34，733，500円
3連複： 90，082，300円 3連単： 135，385，500円 計： 463，139，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 200円 � 320円 � 220円 枠 連（2－6） 1，050円

馬 連 �� 3，570円 馬 単 �� 8，510円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 680円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 7，180円 3 連 単 ��� 53，010円

票 数

単勝票数 計 254614 的中 � 36737（2番人気）
複勝票数 計 479429 的中 � 70089（2番人気）� 35689（5番人気）� 60534（3番人気）
枠連票数 計 223955 的中 （2－6） 15816（4番人気）
馬連票数 計 688393 的中 �� 14261（11番人気）
馬単票数 計 382990 的中 �� 3323（29番人気）
ワイド票数 計 347335 的中 �� 6399（14番人気）�� 13081（5番人気）�� 6094（16番人気）
3連複票数 計 900823 的中 ��� 9263（16番人気）
3連単票数 計1353855 的中 ��� 1885（150番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．9―35．8―47．9―59．9―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルーイングリーン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2011．8．27 札幌7着

2009．3．8生 牡5栗 母 レイズアンドコール 母母 モーリストンベル 20戦2勝 賞金 22，230，000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。
（非抽選馬） 1頭 アスターフレンチ号
※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。

12008 4月26日 晴 良 （26東京2）第1日 第8競走 ��
��1，800�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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：44．1

良
良

48 イレプレイスブル 牡4黒鹿57 横山 和生�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 472＋ 21：47．4 17．8�
59 ベルゲンクライ 牡4芦 57

54 ▲原田 和真大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社
大原ファーム 480± 0 〃 クビ 16．9�

510� エスオンマイチェス 牡4黒鹿57 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B542－12 〃 アタマ 10．5�
11 ボーイフレンド 牡5栗 57 横山 典弘北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 444－ 41：47．5	 7．5�
12 タイセイグルーヴィ 牡5鹿 57 松岡 正海田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 468＋ 41：47．6	 36．5�
47 � コンドッティエーレ 牡5栗 57 杉原 誠人村野 康司氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 2 〃 ハナ 425．3	
23 ロンギングゴールド 牡4黒鹿57 三浦 皇成坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 460－101：47．7クビ 4．2

24 プライドイズメシア 牡4鹿 57 A．シュタルケ 三枝 栄二氏 高橋 文雅 浦河 バンブー牧場 524＋ 2 〃 クビ 11．9�

（独）

816 スーパーマダム 牝4鹿 55 田辺 裕信原 
子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 472－ 41：47．8クビ 44．6�
35 マイネルイルミナル 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 富川田中牧場 460－ 4 〃 クビ 3．3
815 インプレザリオ 牡6栗 57 内田 博幸青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム 484－ 81：48．01� 11．7�
612 アードバーク 牡5鹿 57 武士沢友治石川 幸司氏 南田美知雄 浦河 三栄牧場 478－ 4 〃 クビ 324．4�
714 マイネルランスタン 牡4栗 57 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム B452－ 61：48．1クビ 235．0�
713 ユキノユウダン 牡4栗 57 蛯名 正義馬場 幸廣氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 424± 01：48．42 7．7�
611 オータムカラー 牝5栗 55

52 ▲長岡 禎仁 �社台レースホース小島 茂之 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B486＋ 41：48．5� 143．0�

36 ファーストエバー 牡4鹿 57 田中 勝春吉田 照哉氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 454＋ 81：49．24 127．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，298，600円 複勝： 60，021，600円 枠連： 21，311，900円
馬連： 79，821，700円 馬単： 42，361，800円 ワイド： 35，039，600円
3連複： 94，233，300円 3連単： 149，432，000円 計： 515，520，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，780円 複 勝 � 400円 � 440円 � 410円 枠 連（4－5） 5，820円

馬 連 �� 10，260円 馬 単 �� 18，940円

ワ イ ド �� 2，410円 �� 2，650円 �� 2，750円

3 連 複 ��� 37，880円 3 連 単 ��� 194，160円

票 数

単勝票数 計 332986 的中 � 14772（9番人気）
複勝票数 計 600216 的中 � 40193（6番人気）� 36074（9番人気）� 38819（8番人気）
枠連票数 計 213119 的中 （4－5） 2705（20番人気）
馬連票数 計 798217 的中 �� 5745（38番人気）
馬単票数 計 423618 的中 �� 1651（73番人気）
ワイド票数 計 350396 的中 �� 3597（34番人気）�� 3257（35番人気）�� 3140（37番人気）
3連複票数 計 942333 的中 ��� 1836（108番人気）
3連単票数 計1494320 的中 ��� 568（594番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―36．2―48．4―1：00．5―1：12．5―1：23．7―1：35．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

イレプレイスブル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．2．2 東京6着

2010．4．24生 牡4黒鹿 母 ライブリーダンス 母母 ステイトリーダンス 11戦2勝 賞金 18，704，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 ロンギングゴールド号の騎手三浦皇成は，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10，000円。（被害馬：4

番・15番）
ロンギングゴールド号の騎手三浦皇成は，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。（被害馬：4
番）

※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。



12009 4月26日 晴 良 （26東京2）第1日 第9競走 ��
��2，300�

しんりょく

新 緑 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 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
2：18．5
2：18．3

良
良

66 ハギノハイブリッド 牡3栗 56 三浦 皇成日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 444± 02：20．1 2．5�
810 フェスティヴイェル 牡3黒鹿56 北村 宏司臼井義太郎氏 畠山 吉宏 むかわ 上水牧場 492± 02：20．63 37．3�
11 デルカイザー 牡3黒鹿56 田中 勝春山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 460－16 〃 ハナ 9．0�
33 オリハルコン 牡3黒鹿56 蛯名 正義�G1レーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 516－ 22：20．81 2．9�
44 キネオワールド 牡3黒鹿56 内田 博幸吉田 千津氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 474－102：20．9� 20．6�
78 ウインミラグロス 牡3栗 56 田辺 裕信�ウイン 黒岩 陽一 むかわ ヤマイチ牧場 456＋ 2 〃 クビ 42．8	
22 テスタメント 牡3鹿 56 松岡 正海田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 416－102：21．21� 9．6

67 アンジュデュバン 牝3黒鹿54 横山 和生後藤 英成氏 武市 康男 日高 荒井ファーム 438－ 62：21．3� 24．5�
811 サヴァティアーノ 牡3黒鹿56 A．シュタルケ 有限会社シルク萩原 清 安平 ノーザンファーム 506－ 42：21．4� 7．5�

（独）

55 ユニバーサルビーチ 牝3青 54 柴田 大知古川 嘉治氏 加藤 和宏 新ひだか 千代田牧場 496－ 22：23．3大差 134．3
79 クラウンデピュティ 牡3芦 56 横山 典弘矢野 恭裕氏 金成 貴史 新ひだか 高橋 修 486－ 22：24．47 61．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 40，265，100円 複勝： 63，504，600円 枠連： 17，516，000円
馬連： 95，901，400円 馬単： 58，411，100円 ワイド： 35，353，300円
3連複： 104，297，200円 3連単： 232，403，300円 計： 647，652，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 640円 � 220円 枠 連（6－8） 840円

馬 連 �� 5，100円 馬 単 �� 7，570円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 410円 �� 2，670円

3 連 複 ��� 8，880円 3 連 単 ��� 46，610円

票 数

単勝票数 計 402651 的中 � 129393（1番人気）
複勝票数 計 635046 的中 � 161332（2番人気）� 18582（8番人気）� 73211（3番人気）
枠連票数 計 175160 的中 （6－8） 15563（2番人気）
馬連票数 計 959014 的中 �� 13879（16番人気）
馬単票数 計 584111 的中 �� 5702（27番人気）
ワイド票数 計 353533 的中 �� 7448（15番人気）�� 23954（2番人気）�� 3030（28番人気）
3連複票数 計1042972 的中 ��� 8675（28番人気）
3連単票数 計2324033 的中 ��� 3680（132番人気）

ハロンタイム 7．0―11．4―11．8―12．1―11．9―12．1―12．8―12．6―12．2―11．8―12．2―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100�
7．0―18．4―30．2―42．3―54．2―1：06．3―1：19．1―1：31．7―1：43．9―1：55．7―2：07．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハギノハイブリッド �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．9．15 阪神5着

2011．2．21生 牡3栗 母 ハッピーペインター 母母 サイレントハピネス 8戦2勝 賞金 24，062，000円
※アンジュデュバン号は，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。

12010 4月26日 晴 良 （26東京2）第1日 第10競走 ��
��1，400�ウインズ新宿リニューアルオープン記念

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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

12 カチューシャ 牝5栃栗55 三浦 皇成窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 476－ 41：24．2 6．7�
11 コスタアレグレ 牡4栗 57 A．シュタルケ 安原 浩司氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田牧場 462－ 21：24．62� 9．2�

（独）

35 デザートオアシス 牡6鹿 57 松岡 正海 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 504－121：24．91	 4．5�

48 パワースポット 牝6鹿 55 横山 典弘�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 468＋ 81：25．11
 5．9�
611 マ ラ ネ ロ �5黒鹿57 北村 宏司 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 544＋121：25．2	 6．5�
47 コウセイコタロウ 牡5黒鹿57 柴田 大知杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 堤 牧場 486＋ 41：25．3	 10．3	
36 スズヨストラ 牡4栗 57 杉原 誠人鈴木与四郎氏 松永 康利 新ひだか 岡田スタツド 464± 01：25．4クビ 14．8

59 ディアセルヴィス 牡4鹿 57 武士沢友治ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 476－ 4 〃 クビ 114．6�
510 ミッキーヘネシー 牡5栃栗57 蛯名 正義野田みづき氏 橋口弘次郎 新冠 秋田牧場 472－141：25．61� 5．7�
23 フォルテリコルド 牡5鹿 57 内田 博幸 �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 540－ 21：25．7クビ 27．3
713 エステーラブ 牝7青鹿55 大庭 和弥齋藤 宏明氏 萱野 浩二 新冠 平山牧場 452－ 4 〃 クビ 88．4�
714� ツルオカハチマン 牡5鹿 57 横山 和生居城 要氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム 510± 01：25．8� 21．6�
612 エ ス カ ー ダ 牡7青鹿57 梶 晃啓山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 476＋ 41：25．9	 260．5�
816 グローリールピナス 牝8栃栗55 原田 和真大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 474－161：26．0クビ 448．9�
815 ユジェニックブルー 牡7黒鹿57 村田 一誠 �ブルーマネジメント森 秀行 新冠 川上牧場 514－141：27．27 266．9�

（15頭）
24 デルマヌラリヒョン 牡4鹿 57 田辺 裕信浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 39，759，400円 複勝： 77，507，000円 枠連： 31，692，000円
馬連： 134，315，500円 馬単： 66，799，400円 ワイド： 48，954，300円
3連複： 153，549，400円 3連単： 253，703，700円 計： 806，280，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 210円 � 250円 � 160円 枠 連（1－1） 3，010円

馬 連 �� 3，080円 馬 単 �� 5，490円

ワ イ ド �� 830円 �� 430円 �� 710円

3 連 複 ��� 3，840円 3 連 単 ��� 23，680円

票 数

単勝票数 計 397594 的中 � 46989（5番人気）
複勝票数 計 775070 的中 � 95029（3番人気）� 74297（5番人気）� 156269（1番人気）
枠連票数 計 316920 的中 （1－1） 7780（13番人気）
馬連票数 計1343155 的中 �� 32250（15番人気）
馬単票数 計 667994 的中 �� 8990（27番人気）
ワイド票数 計 489543 的中 �� 13996（12番人気）�� 30235（1番人気）�� 16753（7番人気）
3連複票数 計1535494 的中 ��� 29547（10番人気）
3連単票数 計2537037 的中 ��� 7907（58番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．8―36．1―48．5―1：00．4―1：12．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F35．7
3 2，5（1，11）12（6，9）15（3，7）13（8，14）（16，10） 4 2，5（1，11）12（6，9）15（3，7）（8，13）（16，14）10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カチューシャ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2012．3．17 阪神2着

2009．2．19生 牝5栃栗 母 ロマンスプレゼント 母母 ビューチフルロマン 20戦5勝 賞金 89，088，000円
〔出走取消〕 デルマヌラリヒョン号は，疾病〔右肩跛行〕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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ダノンハラショー号
※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。



12011 4月26日 晴 良 （26東京2）第1日 第11競走 ��
��2，400�メトロポリタンステークス

発走15時45分 （芝・左）
4歳以上，25．4．20以降26．4．20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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

78 ラブリーデイ 牡4黒鹿56 A．シュタルケ 金子真人ホールディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 482± 02：25．2 3．0�
（独）

811 プロモントーリオ 牡4鹿 54 田辺 裕信水上 行雄氏 萩原 清 日高 道見牧場 492＋ 42：25．52 11．5�
22 アドマイヤバラード 牡5栗 53 北村 宏司近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 528± 0 〃 クビ 6．9�
810 ダービーフィズ 牡4栗 54 田中 勝春 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 448－ 42：25．6クビ 5．5�
33 サトノアポロ 牡6黒鹿57 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 506＋ 22：25．92 3．3	
66 メイショウウズシオ 牡7黒鹿54 横山 典弘松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 478－ 2 〃 ハナ 76．9

79 エクスペディション 牡7栗 57 内田 博幸 �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋ 22：26．11� 17．2�
44 ミキノバンジョー 牡7鹿 55 柴田 大知谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 512－10 〃 クビ 57．9�
11 コウエイオトメ 牝6鹿 52 三浦 皇成西岡 静男氏 松元 茂樹 新冠 石郷岡 雅樹 484± 02：26．2クビ 15．5
67 トップカミング �8黒鹿52 岩部 純二�コオロ 萱野 浩二 浦河 木戸口牧場 458± 0 〃 クビ 192．2�
55 マイネルジェイド 牡4鹿 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 コスモヴューファーム 450－ 42：26．62	 26．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 77，861，100円 複勝： 118，521，400円 枠連： 47，813，800円
馬連： 254，089，800円 馬単： 140，690，100円 ワイド： 88，385，100円
3連複： 294，366，900円 3連単： 656，569，700円 計： 1，678，297，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 250円 � 190円 枠 連（7－8） 510円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 570円 �� 410円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，910円 3 連 単 ��� 13，600円

票 数

単勝票数 計 778611 的中 � 210933（1番人気）
複勝票数 計1185214 的中 � 289278（1番人気）� 104831（5番人気）� 161607（3番人気）
枠連票数 計 478138 的中 （7－8） 69725（2番人気）
馬連票数 計2540898 的中 �� 121354（6番人気）
馬単票数 計1406901 的中 �� 43773（7番人気）
ワイド票数 計 883851 的中 �� 38187（6番人気）�� 56062（3番人気）�� 27474（9番人気）
3連複票数 計2943669 的中 ��� 74795（9番人気）
3連単票数 計6565697 的中 ��� 35650（39番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―23．9―36．4―49．3―1：01．7―1：14．1―1：26．4―1：38．6―1：50．2―2：01．3―2：12．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．6―3F35．0
1
3
4－2－3（8，9）11，5，10，6－（1，7）
4，2（3，9）（5，8）（6，10，11）（1，7）

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

勝馬の
紹 介

ラブリーデイ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2012．8．19 小倉1着

2010．1．30生 牡4黒鹿 母 ポップコーンジャズ 母母 グレイスルーマー 13戦3勝 賞金 112，783，000円
〔制裁〕 ラブリーデイ号の騎手A．シュタルケは，向正面での御法（前の馬に接触した）について戒告。（被害馬：3番）

ラブリーデイ号の騎手A．シュタルケは，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。（被害馬：9番・
10番・11番）

※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。

12012 4月26日 晴 良 （26東京2）第1日 第12競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走16時25分 （芝・左）

牝，1000万円以下；負担重量は，55�
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

55 チェリーヒロイン 牝5栗 55 横山 典弘伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 416± 01：33．5 5．1�
67 ガーネットチャーム 牝5鹿 55 蛯名 正義 �社台レースホース鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 426－ 41：33．82 2．5�
78 ブルーバレット 牝4黒鹿 55

52 ▲長岡 禎仁泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 454＋ 21：33．9クビ 24．8�
810 チェリーメドゥーサ 牝5青鹿55 田辺 裕信櫻井 悦朗氏 小西 一男 新ひだか 中田 浩美 454＋ 6 〃 クビ 12．1�
22 オーキッドレイ 牝4鹿 55 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 464－ 41：34．0クビ 7．8	
44 タイキソレイユ 牝5黒鹿55 松岡 正海�大樹ファーム 作田 誠二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 458＋ 4 〃 ハナ 19．9

66 ダイワフェリス 牝5栗 55 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 520＋ 6 〃 アタマ 6．6�
11 ボンジュールココロ 牝4鹿 55 田中 勝春田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 476＋ 2 〃 アタマ 12．9�
33 スリーカーニバル 牝4鹿 55 武士沢友治永井商事� 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 464－ 61：34．1� 17．9
811 プロスペラスマム 牝7鹿 55

52 ▲原田 和真本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 524－ 61：34．31� 175．9�
79 ナオミノユメ 牝5鹿 55 A．シュタルケ 塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 434－ 21：34．72� 15．6�

（独）

（11頭）

売 得 金
単勝： 59，030，600円 複勝： 88，138，700円 枠連： 30，970，900円
馬連： 136，485，000円 馬単： 85，069，900円 ワイド： 62，907，600円
3連複： 162，465，200円 3連単： 365，754，300円 計： 990，822，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 160円 � 130円 � 340円 枠 連（5－6） 370円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 250円 �� 2，050円 �� 690円

3 連 複 ��� 5，700円 3 連 単 ��� 25，320円

票 数

単勝票数 計 590306 的中 � 92624（2番人気）
複勝票数 計 881387 的中 � 156783（2番人気）� 246955（1番人気）� 45833（8番人気）
枠連票数 計 309709 的中 （5－6） 62878（1番人気）
馬連票数 計1364850 的中 �� 200771（1番人気）
馬単票数 計 850699 的中 �� 54557（2番人気）
ワイド票数 計 629076 的中 �� 74053（1番人気）�� 6563（32番人気）�� 21332（9番人気）
3連複票数 計1624652 的中 ��� 21046（21番人気）
3連単票数 計3657543 的中 ��� 10663（72番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．6―11．4―11．5―11．2―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―35．0―46．4―57．9―1：09．1―1：21．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．6
3 8－11，5，9（1，6）7－（3，10）4，2 4 8－11，5（6，9）7（1，3，10）（4，2）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

チェリーヒロイン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．11．20 東京3着

2009．2．7生 牝5栗 母 エイプリルヒロイン 母母 クイーンソネット 19戦4勝 賞金 59，736，000円
〔発走状況〕 ナオミノユメ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ナオミノユメ号の騎手A．シュタルケは，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番・1番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ナオミノユメ号は，平成26年4月27日から平成26年5月26日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
※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。



（26東京2）第1日 4月26日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 171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

203，960，000円
6，700，000円
1，270，000円
18，540，000円
66，515，000円
4，446，000円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
433，810，400円
780，319，100円
257，138，600円
1，058，016，200円
646，162，000円
450，149，000円
1，272，544，800円
2，510，765，500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 7，408，905，600円

総入場人員 29，414名 （有料入場人員 27，890名）
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