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12001 4月22日 曇 良 （29東京2）第1日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10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
1：33．8
1：33．3

重
良

23 エレクトリイオネ 牝3黒鹿54 村田 一誠 �コスモヴューファーム 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 472＋ 41：39．6 10．4�
713 ミンネザング 牝3鹿 54 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 476＋ 81：39．81� 1．8�
59 オーシャンティ 牝3黒鹿54 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 464± 01：40．22� 5．8�
24 メイキャロル 牝3鹿 54 大野 拓弥千明牧場 勢司 和浩 浦河 千明牧場 454－ 61：40．62� 145．5	
47 ショーカノン 牝3鹿 54 石川裕紀人吉冨 学氏 鈴木 伸尋 日高 オリオンファーム B500－ 61：40．81� 40．5

815 モ ガ ド ー ル 牝3栗 54 江田 照男�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 464－ 21：40．9� 69．4�
36 ベ ッ キ ー 牝3青鹿54 丸田 恭介由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 434－ 21：41．0� 23．5�
612 ナムラアヴィ 牝3栗 54 横山 典弘奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 476± 0 〃 アタマ 4．1
11 エスペレラヴニール 牝3鹿 54 和田 竜二藤井 亮輔氏 粕谷 昌央 浦河 ヒダカフアーム B448－ 41：41．21� 160．0�
35 ルーセントオーデ 牝3鹿 54 柴田 善臣吉岡 泰治氏 松山 将樹 日高 三輪牧場 464－141：41．3クビ 61．1�
816 ラ バ ブ ル 牝3鹿 54 杉原 誠人小林竜太郎氏 中川 公成 浦河 上山牧場 458＋ 4 〃 クビ 345．7�
611 レディビギン 牝3鹿 54 柴田 大知岡村 善行氏 牧 光二 新ひだか 桜井牧場 438－ 81：41．61� 46．7�
12 ジャポニウム 牝3黒鹿54 吉田 豊安原 浩司氏 高橋 文雅 浦河 三嶋牧場 462－201：41．92 72．5�
714 クリノタブマン 牝3青鹿54 的場 勇人栗本 博晴氏 高橋 義博 青森 佐々木牧場 398－ 41：42．43 477．1�
48 オーブルージュ 牝3鹿 54 内田 博幸 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 532 ― 〃 ハナ 22．2�
510 ラストステージ 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎福田 光博氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 416－ 51：43．03� 392．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，584，500円 複勝： 43，261，300円 枠連： 14，977，800円
馬連： 53，443，100円 馬単： 30，975，100円 ワイド： 33，486，100円
3連複： 75，222，300円 3連単： 104，304，300円 計： 381，254，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 230円 � 110円 � 180円 枠 連（2－7） 1，140円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 2，970円

ワ イ ド �� 440円 �� 780円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 12，410円

票 数

単勝票数 計 255845 的中 � 19575（4番人気）
複勝票数 計 432613 的中 � 28107（4番人気）� 204684（1番人気）� 39374（3番人気）
枠連票数 計 149778 的中 （2－7） 10160（4番人気）
馬連票数 計 534431 的中 �� 38372（3番人気）
馬単票数 計 309751 的中 �� 7800（10番人気）
ワイド票数 計 334861 的中 �� 19628（4番人気）�� 10086（6番人気）�� 29330（2番人気）
3連複票数 計 752223 的中 ��� 32434（4番人気）
3連単票数 計1043043 的中 ��� 6090（32番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―12．7―12．9―12．9―12．5―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．0―36．7―49．6―1：02．5―1：15．0―1：27．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．1
3 6，3（7，13）（1，9）11，5（10，16）（15，4）（2，12，8）14 4 6，3（7，13）9（1，11）（5，16）（15，10，4）12（2，8）－14

勝馬の
紹 介

エレクトリイオネ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．7．9 函館8着

2014．1．24生 牝3黒鹿 母 マイネサンサン 母母 スプライトパッサー 11戦1勝 賞金 10，850，000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 アモーレ号・ヤマニンレナータ号・ラインアストロ号

12002 4月22日 曇 良 （29東京2）第1日 第2競走 ��1，300�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
1：16．1
1：16．1

重
重

815 エンセラダス 牡3黒鹿56 蛯名 正義嶋田 賢氏 手塚 貴久 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 476＋ 41：19．8 2．0�

24 ロマンスマジック 牝3栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 奥平 雅士 新ひだか 松本牧場 442－ 21：19．9� 20．4�
59 エ ニ グ マ 牡3鹿 56 吉田 豊石瀬 浩三氏 高橋 文雅 日高 いとう牧場 500± 01：20．11� 3．8�
12 リワードミニヨン 牝3芦 54 横山 典弘宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード 472± 01：20．42 26．4�
23 サンナッシュビル 牡3栗 56 武士沢友治 �加藤ステーブル 清水 英克 新冠 畔柳 作次 496＋261：20．5� 28．9	
11 ギャラクシーキング 牡3芦 56

53 ▲木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 新ひだか 藤本牧場 454－ 21：20．6クビ 9．1

510 シゲルインパラ 牝3鹿 54 和田 竜二森中 蕃氏 伊藤 正徳 新冠 大林ファーム 428± 01：20．81� 21．7�
714 デルマイヨマンテ 牡3栗 56 田中 勝春浅沼 廣幸氏 的場 均 日高 ファニーヒルファーム 450± 01：21．01� 152．0�
611 ディアシトリン 牝3栗 54 大野 拓弥ディアレストクラブ� 伊藤 圭三 新ひだか 荒木 貴宏 430＋ 21：21．1� 32．7
816 スズカバランス 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 450－ 81：21．31� 15．9�
47 ジュピターステラ 牝3栗 54 村田 一誠島川 �哉氏 柴田 政人 日高 有限会社 エ

スティファーム 424－ 21：21．51� 318．4�
713 ユメチョキン 牝3栗 54 丸田 恭介上田 忠男氏 浅野洋一郎 新ひだか 中田 浩美 454＋ 4 〃 アタマ 20．0�
48 キ ヌ ヌ ウ 牝3鹿 54 江田 照男村田 滋氏 柄崎 孝 日高 木村牧場 484－ 41：21．71� 153．2�
35 フェザーリング 牝3鹿 54 石川裕紀人 �社台レースホース青木 孝文 千歳 社台ファーム B434－101：21．91� 79．3�
612 キタサングラシアス 牝3青鹿54 内田 博幸�大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 464－ 81：22．0� 22．2�
36 リボンナイト 牡3鹿 56 木幡 初広田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新冠 ハクツ牧場 442± 01：22．31� 131．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，452，200円 複勝： 38，918，400円 枠連： 17，346，500円
馬連： 55，067，500円 馬単： 28，900，400円 ワイド： 35，490，700円
3連複： 73，451，100円 3連単： 97，561，000円 計： 369，187，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 350円 � 120円 枠 連（2－8） 1，200円

馬 連 �� 2，110円 馬 単 �� 3，040円

ワ イ ド �� 700円 �� 170円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 2，460円 3 連 単 ��� 12，650円

票 数

単勝票数 計 224522 的中 � 87423（1番人気）
複勝票数 計 389184 的中 � 141757（1番人気）� 14702（7番人気）� 81478（2番人気）
枠連票数 計 173465 的中 （2－8） 11115（4番人気）
馬連票数 計 550675 的中 �� 20155（6番人気）
馬単票数 計 289004 的中 �� 7110（8番人気）
ワイド票数 計 354907 的中 �� 11051（6番人気）�� 69301（1番人気）�� 6022（17番人気）
3連複票数 計 734511 的中 ��� 22393（7番人気）
3連単票数 計 975610 的中 ��� 5590（29番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．3―30．1―42．7―55．0―1：07．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エンセラダス �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．10．15 東京11着

2014．3．9生 牡3黒鹿 母 ニイガッタメール 母母 ロイヤルティアラ 5戦1勝 賞金 8，300，000円
※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） 3頭 カシノジャック号・サンデトロイト号・ハミングパッション号
（非抽選馬） 1頭 コンプレアンノ号

第２回 東京競馬 第１日



12003 4月22日 曇 良 （29東京2）第1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）

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
1：33．8
1：33．3

重
良

713 ラ レ ー タ 牡3栗 56 C．ルメール �G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454－101：38．6 3．1�

23 フォーティプリンス 牡3栗 56
53 ▲野中悠太郎ホースアディクト小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 472－ 21：39．34 13．3�

611 サーデューク 牡3黒鹿56 内田 博幸吉田 和美氏 竹内 正洋 浦河 鎌田 正嗣 502＋ 61：39．62 4．1�
36 エターナルフレイム 牡3栗 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 折手牧場 512－ 21：40．45 2．3�
714 ユ メ ノ ユ メ 牡3青鹿56 嘉藤 貴行�前川企画 奥平 雅士 新ひだか 坂本 春雄 458－141：41．03� 35．7	
11 デ リ ツ ィ エ 牝3栗 54 田中 勝春 �二風谷ファーム 田島 俊明 平取 びらとり牧場 414－ 41：41．1クビ 47．2

24 センターシティ 牝3鹿 54 畑端 省吾�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 428－ 61：41．2� 59．5�
47 ロットワイラー 牡3鹿 56 丸田 恭介村木 隆氏 宗像 義忠 日高 下河辺牧場 456± 01：41．51� 54．0�
35 グラスリーケット �3栗 56 武士沢友治加藤 徹氏 松永 康利 新ひだか 畠山牧場 488± 0 〃 ハナ 96．7
510 ルートフォーミー 牝3黒鹿54 和田 竜二前田 晋二氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448＋ 41：41．82 23．3�
815 キチロクエンパイア 牝3黒鹿54 的場 勇人山本 正美氏 二本柳俊一 新冠 村田牧場 454± 01：41．9クビ 70．1�
816 シャインアップ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也 �グランデオーナーズ 松永 康利 浦河 グランデファーム 448± 01：42．22 209．9�
59 テンノイチゲキ 牡3栗 56 木幡 初広天白 泰司氏 牧 光二 浦河 杵臼牧場 450－ 41：42．51� 215．6�
612 ジ ン ダ イ 牡3鹿 56 村田 一誠樋口 稔氏 二ノ宮敬宇 新冠 タニグチ牧場 460－10 〃 クビ 291．2�
12 バイカルフォンテン 牡3栗 56 吉田 豊吉橋 計氏 高橋 裕 登別 登別上水牧場 464 ―1：42．6クビ 88．2�
48 ラファーガラーゼン 牡3栗 56 江田 照男ホースアディクト杉浦 宏昭 新ひだか 見上牧場 426＋ 41：45．0大差 272．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，589，800円 複勝： 32，672，600円 枠連： 14，222，200円
馬連： 54，317，800円 馬単： 28，792，600円 ワイド： 30，817，400円
3連複： 70，518，900円 3連単： 97，898，300円 計： 352，829，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 170円 � 230円 � 160円 枠 連（2－7） 1，620円

馬 連 �� 2，220円 馬 単 �� 3，240円

ワ イ ド �� 700円 �� 320円 �� 680円

3 連 複 ��� 2，030円 3 連 単 ��� 9，880円

票 数

単勝票数 計 235898 的中 � 60587（2番人気）
複勝票数 計 326726 的中 � 53968（3番人気）� 30851（4番人気）� 58536（2番人気）
枠連票数 計 142222 的中 （2－7） 6786（5番人気）
馬連票数 計 543178 的中 �� 18878（5番人気）
馬単票数 計 287926 的中 �� 6649（9番人気）
ワイド票数 計 308174 的中 �� 10687（6番人気）�� 27516（3番人気）�� 10939（5番人気）
3連複票数 計 705189 的中 ��� 25969（4番人気）
3連単票数 計 978983 的中 ��� 7182（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．7―37．3―49．9―1：02．6―1：14．9―1：26．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F36．0
3 13（14，6，11）（3，15）9（4，8）10，1，16（7，12）－（2，5） 4 13，6（14，11）3－（4，15）（1，9）（10，8）7，16，12（2，5）

勝馬の
紹 介

ラ レ ー タ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Candy Ride デビュー 2016．9．4 小倉3着

2014．2．18生 牡3栗 母 エヴィータアルゼンティーナ 母母 Jealous Wildcat 8戦1勝 賞金 9，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラファーガラーゼン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月22日まで平地

競走に出走できない。

12004 4月22日 曇 良 （29東京2）第1日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

59 � ラグプリンセス 牝3鹿 54 横山 典弘吉田 和子氏 金成 貴史 米 Northwest
Farms LLC 482－ 21：25．8 2．9�

611 ホ ノ カ 牝3鹿 54 内田 博幸�KTレーシング 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 61：26．11� 36．9�
47 シャドウウォリアー 牡3鹿 56 C．ルメール 飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 470＋ 21：26．42 1．9�
36 ワ ッ ハ ッ ハ 牡3黒鹿56 柴田 大知小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 468－ 4 〃 アタマ 19．5�
11 ユメノカガヤキ 牝3鹿 54 和田 竜二小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 前田ファーム 452－ 61：26．5クビ 19．5�
612 グラスブルース 牡3鹿 56 木幡 初広半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 512 ― 〃 ハナ 17．1	
815 フォルテメンテ 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 桑嶋 峰雄 502＋101：27．35 37．4

48 サンマルアルティマ 牡3黒鹿56 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 浦河 中村 雅明 472－ 81：27．4	 27．9�
23 フ ァ ヴ ー ル 牡3黒鹿56 江田 照男島川 �哉氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 474± 01：27．61
 59．5
24 ディアヴイーバル 牡3栗 56 大野 拓弥ディアレストクラブ� 新開 幸一 浦河 桑田 正己 454－10 〃 アタマ 17．2�
35 ポルトゲーザ 牡3鹿 56 丸田 恭介二口 雅一氏 土田 稔 新冠 ヤマタケ牧場 498＋121：28．02	 111．7�
713 ラヴタクティクス 牝3栗 54 柴田 善臣岡田 牧雄氏 天間 昭一 日高 若林 順一 478－ 61：28．63	 37．1�
12 ク レ ム フ カ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 矢野 英一 日高 奥山 博 B456－ 81：28．81
 54．2�

714 ロ ゼ マ ッ ハ 牡3鹿 56 的場 勇人髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 470＋ 61：28．9� 144．6�
510 サンシアトル 牝3黒鹿54 蛯名 正義 �加藤ステーブル 竹内 正洋 新冠 芳住 鉄兵 460＋ 61：29．0クビ 279．1�
816 ミスターボースン 牡3栗 56 石川裕紀人吉田 喬氏 二ノ宮敬宇 日高 千葉飯田牧場 488± 01：30．27 136．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，088，200円 複勝： 37，052，200円 枠連： 16，400，800円
馬連： 59，982，100円 馬単： 33，807，000円 ワイド： 39，390，000円
3連複： 83，147，700円 3連単： 109，222，200円 計： 407，090，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 540円 � 110円 枠 連（5－6） 2，420円

馬 連 �� 8，120円 馬 単 �� 11，150円

ワ イ ド �� 1，870円 �� 150円 �� 990円

3 連 複 ��� 3，300円 3 連 単 ��� 31，200円

票 数

単勝票数 計 280882 的中 � 75870（2番人気）
複勝票数 計 370522 的中 � 86668（2番人気）� 9285（10番人気）� 114155（1番人気）
枠連票数 計 164008 的中 （5－6） 5248（10番人気）
馬連票数 計 599821 的中 �� 5721（21番人気）
馬単票数 計 338070 的中 �� 2274（31番人気）
ワイド票数 計 393900 的中 �� 4146（21番人気）�� 93893（1番人気）�� 8096（12番人気）
3連複票数 計 831477 的中 ��� 18850（8番人気）
3連単票数 計1092222 的中 ��� 2538（85番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―36．0―48．3―1：00．4―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ラグプリンセス �
�
父 Union Rags �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2016．11．27 東京6着

2014．4．12生 牝3鹿 母 Exogenetic 母母 Tangled Up in Blue 3戦1勝 賞金 6，300，000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 ターシャフォンテン号



12005 4月22日 曇 良 （29東京2）第1日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時30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
1：43．9

良
良

12 サ ッ チ ン 牝3鹿 54 大野 拓弥由井健太郎氏 古賀 慎明 新ひだか 上村 清志 432－ 21：48．1 17．1�
815 ディスパーション 牝3栗 54 C．ルメール 村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 464－ 41：48．2� 2．3�
36 レーヌジャルダン 牝3鹿 54 石川裕紀人 �グリーンファーム高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 442－121：48．3� 3．3�
47 コイヲダキシメヨウ 牝3鹿 54 武士沢友治�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 482＋ 6 〃 クビ 6．6�
510 サ ン セ リ テ 牝3黒鹿54 丸田 恭介�下河辺牧場 大竹 正博 日高 下河辺牧場 466 ―1：48．4� 52．5	
714 メイショウユーコン 牝3黒鹿54 蛯名 正義松本 好雄氏 小島 太 様似 猿倉牧場 438－ 61：48．5� 72．5

816 クインズゴールド 牝3鹿 54 吉田 豊亀田 和弘氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 430－ 21：48．71� 9．8�
23 レッドアメリア 牝3鹿 54 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 新ひだか 乾 皆雄 448± 01：48．8クビ 15．1�
24 ヌンジュリエット 牝3黒鹿54 和田 竜二ヌンクラブ� 清水 英克 日高 ナカノファーム 464± 01：48．9� 45．0
612 ミ ラ グ レ 牝3鹿 54 内田 博幸�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 470 ―1：49．0� 16．9�
35 ミニマルプラン 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 404± 01：49．31� 129．7�

713 テ ィ ラ ー ル 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 新冠 アラキフアーム 440± 01：49．62 48．2�

48 ディーズフリッカー 牝3栗 54
51 ▲木幡 育也秋谷 壽之氏 柴田 政人 日高 浜本牧場 418＋ 21：49．7� 278．7�

817 リードフルート 牝3鹿 54 村田 一誠 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム B472＋ 2 〃 ハナ 300．4�
59 カシノポルカ 牝3栗 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 菊地牧場 440－ 21：49．8クビ 322．1�
611 サンオースティン 牝3黒鹿54 江田 照男 �加藤ステーブル 杉浦 宏昭 日高 碧雲牧場 404－ 6 〃 ハナ 367．3�
11 ベルベールダンス 牝3青 54 田中 勝春吉田 千津氏 青木 孝文 千歳 社台ファーム 456 ―1：51．6大差 163．5�

（17頭）

売 得 金
単勝： 31，773，100円 複勝： 42，945，700円 枠連： 20，185，600円
馬連： 66，492，000円 馬単： 32，184，400円 ワイド： 42，314，100円
3連複： 85，797，500円 3連単： 111，036，400円 計： 432，728，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，710円 複 勝 � 270円 � 130円 � 130円 枠 連（1－8） 1，360円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 5，320円

ワ イ ド �� 720円 �� 880円 �� 250円

3 連 複 ��� 2，710円 3 連 単 ��� 25，110円

票 数

単勝票数 計 317731 的中 � 14795（7番人気）
複勝票数 計 429457 的中 � 29548（5番人気）� 94274（2番人気）� 94886（1番人気）
枠連票数 計 201856 的中 （1－8） 11462（6番人気）
馬連票数 計 664920 的中 �� 26457（8番人気）
馬単票数 計 321844 的中 �� 4533（20番人気）
ワイド票数 計 423141 的中 �� 13731（7番人気）�� 11063（10番人気）�� 51803（1番人気）
3連複票数 計 857975 的中 ��� 23701（6番人気）
3連単票数 計1110364 的中 ��� 3205（70番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．5―12．4―12．3―12．7―12．0―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―35．0―47．4―59．7―1：12．4―1：24．4―1：36．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．4―3F35．7

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

サ ッ チ ン �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2016．7．23 福島4着

2014．3．7生 牝3鹿 母 ベ ラ ル ー ナ 母母 エンジェルインザモーニング 8戦1勝 賞金 8，100，000円
〔発走状況〕 リードフルート号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 レッドアメリア号の騎手杉原誠人は，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30，000円。（被害馬：9番）

12006 4月22日 曇 良 （29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05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

12 ディーグランデ 牡3鹿 56 蛯名 正義嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 462＋ 61：34．6 2．4�
714 サイレントサード 牡3栗 56 石川裕紀人三田 昌宏氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田牧場 472－ 61：34．7� 3．7�
817 スペリオルシチー 牡3鹿 56 C．ルメール �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 448＋ 21：34．91� 7．7�
24 アオイシンゴ 牡3芦 56 内田 博幸新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 474－ 21：35．0� 4．2�
815 マイネルプラヌール 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 422± 0 〃 クビ 52．2�
612 ナンヨーウラヌス 牡3黒鹿56 柴田 善臣中村 德也氏 杉浦 宏昭 浦河 三好牧場 454 ―1：35．63� 12．9	
816 ショウナンダリア 牝3青鹿54 和田 竜二国本 哲秀氏 高橋 文雅 新冠 ムラカミファーム 460－141：35．7クビ 86．5

713 ア ギ シ ャ ン 牝3鹿 54 丸田 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 422± 0 〃 クビ 37．4�
510 ミ ナ ミ カ ゼ 牝3黒鹿54 吉田 豊�辻牧場 青木 孝文 浦河 辻 牧場 456＋ 21：36．01� 70．9
23 ラインアストロ 牝3鹿 54 武士沢友治大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 土田 扶美子 442－ 6 〃 ハナ 35．4�
36 サ ノ リ ュ ウ 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎佐野 信幸氏 堀井 雅広 浦河 鎌田 正嗣 460－ 8 〃 ハナ 192．8�
47 キミノタイヨウ 牝3黒鹿54 田中 勝春平田友里恵氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 418－ 21：36．63� 226．2�
59 セ レ ナ ー タ 牝3栗 54 大野 拓弥 H.H．シェイク・モハメド 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466 ―1：36．7� 68．7�
48 ターシャフォンテン 牝3黒鹿54 江田 照男吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 440－ 2 〃 クビ 515．3�
35 ロクモンセン 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也福田 光博氏 根本 康広 日高 高山牧場 468± 01：36．8クビ 369．2�
611 カシノレビン 牡3黒鹿56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 日西牧場 414－10 〃 ハナ 428．7�
11 チュウワカレント 牡3芦 56 嘉藤 貴行中西 忍氏 栗田 徹 日高 若林 順一 486－ 81：37．22� 201．9�

（17頭）

売 得 金
単勝： 31，244，500円 複勝： 37，848，500円 枠連： 18，827，700円
馬連： 69，494，000円 馬単： 34，299，000円 ワイド： 35，676，500円
3連複： 78，244，200円 3連単： 111，447，800円 計： 417，082，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 140円 � 160円 枠 連（1－7） 330円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 190円 �� 360円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 3，300円

票 数

単勝票数 計 312445 的中 � 102297（1番人気）
複勝票数 計 378485 的中 � 122928（1番人気）� 62183（3番人気）� 44432（4番人気）
枠連票数 計 188277 的中 （1－7） 43731（1番人気）
馬連票数 計 694940 的中 �� 126229（1番人気）
馬単票数 計 342990 的中 �� 31502（1番人気）
ワイド票数 計 356765 的中 �� 58815（1番人気）�� 23240（4番人気）�� 17151（5番人気）
3連複票数 計 782442 的中 ��� 53554（2番人気）
3連単票数 計1114478 的中 ��� 24439（3番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．9―11．6―12．0―11．8―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―35．8―47．4―59．4―1：11．2―1：22．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディーグランデ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．12．17 中山6着

2014．5．28生 牡3鹿 母 エルメスティアラ 母母 シンコウエルメス 5戦1勝 賞金 9，500，000円
※ターシャフォンテン号・ラインアストロ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



12007 4月22日 曇 良 （29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35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

510 レ レ マ ー マ 牡5栗 57 C．ルメール 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 534－ 81：24．2 1．9�

713 ダ イ フ ク 牡4黒鹿57 大野 拓弥小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 前田 宗将 480＋ 21：25．26 19．0�
11 エグランティエ 牝5栗 55 吉田 豊�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 442－ 21：25．51� 34．2�
47 タイセイプレシャス 	5栗 57 内田 博幸田中 成奉氏 池上 昌弘 新ひだか 前谷 武志 464－ 6 〃 アタマ 3．3�
611 イデアオブダンディ 牡4栗 57 村田 一誠益田 修一氏 柄崎 孝 日高 山田 政宏 482± 0 〃 クビ 96．8	
59 カ イ マ ノ ア 牡5栗 57 石川裕紀人山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 小林 仁 B502± 01：25．92
 10．4

612 オープンザウェイ 牡5栗 57 和田 竜二�ラ・メール 田村 康仁 日高 沖田牧場 468± 0 〃 ハナ 26．1�
35 �� オーバーウェルム 牡5黒鹿57 丸田 恭介�Basic 池上 昌和 加 Ballycroy

Training Centre B444－12 〃 ハナ 32．7�
23 � インスタイル 	6鹿 57 柴田 大知岡田 牧雄氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 498－ 61：26．21
 54．3
12 � キキズブルーム 牝4鹿 55 的場 勇人加藤 徹氏 小桧山 悟 新冠 大狩部牧場 450－ 61：26．73 320．7�
48 スズカハイルーラー 牡4栗 57

54 ▲野中悠太郎永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 458＋ 61：27．02 54．5�
815� ティアップサンダー 牡5黒鹿57 江田 照男田中 昇氏 小野 次郎 浦河 高昭牧場 486－ 4 〃 ハナ 11．4�
24 � リネンジェット 牡4青鹿57 木幡 初広戸山 光男氏 南田美知雄 日高 前川 義則 486± 01：27．1クビ 374．1�
36 ジーアイウォーカー 牡5黒鹿57 田中 勝春岩崎 充利氏 谷原 義明 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 478± 0 〃 クビ 122．3�
816� ワンダーウノ 	4芦 57

54 ▲木幡 育也岡田 牧雄氏 大江原 哲 米 John R. Penn 488－ 21：27．31 72．4�
714 デルマチカラ 牡4黒鹿57 蛯名 正義浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 492± 0 〃 クビ 36．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，509，800円 複勝： 42，886，300円 枠連： 19，022，100円
馬連： 66，318，800円 馬単： 37，944，600円 ワイド： 42，134，600円
3連複： 87，438，900円 3連単： 130，315，000円 計： 455，570，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 370円 � 570円 枠 連（5－7） 760円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 2，280円

ワ イ ド �� 750円 �� 1，380円 �� 4，930円

3 連 複 ��� 11，520円 3 連 単 ��� 28，190円

票 数

単勝票数 計 295098 的中 � 121444（1番人気）
複勝票数 計 428863 的中 � 139734（1番人気）� 22881（5番人気）� 13597（8番人気）
枠連票数 計 190221 的中 （5－7） 19291（3番人気）
馬連票数 計 663188 的中 �� 29012（5番人気）
馬単票数 計 379446 的中 �� 12480（5番人気）
ワイド票数 計 421346 的中 �� 15044（6番人気）�� 7857（13番人気）�� 2109（41番人気）
3連複票数 計 874389 的中 ��� 5689（33番人気）
3連単票数 計1303150 的中 ��� 3351（71番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―35．6―47．2―59．0―1：11．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F37．0
3 10（2，13）（14，16）（3，15）（6，7，8）（1，9）－12，4－11－5 4 10＝13（2，14）16（3，15）（6，7）（1，9，8）－12，4，11，5

勝馬の
紹 介

レ レ マ ー マ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．11．8 東京1着

2012．2．1生 牡5栗 母 ウィキウィキ 母母 リアルナンバー 6戦2勝 賞金 18，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 デスマッチ号

12008 4月22日 曇 良 （29東京2）第1日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走14時05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
1：33．8
1：33．3

重
良

610 ボールドアテンプト 牝4黒鹿55 大野 拓弥�G1レーシング 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454－ 21：37．7 112．4�

46 スケールアップ 牡4黒鹿57 石川裕紀人髙岡 義雄氏 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 B494－121：37．91� 2．6�
23 コパノビジン 牝4鹿 55 内田 博幸小林 祥晃氏 手塚 貴久 日高 ヤナガワ牧場 B460－ 61：38．0� 6．9�
814 レオイノセント 牡4芦 57 嘉藤 貴行�レオ 牧 光二 新冠 飛渡牧場 506＋ 81：38．31� 40．7�
11 ヨクエロマンボ �4芦 57 蛯名 正義平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 452± 01：38．61� 4．5�
35 キングドラゴン �4鹿 57 C．ルメール 窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 494－20 〃 アタマ 7．8	
59 ト ゥ ル ッ リ 牡5芦 57 柴田 善臣�ラ・メール 田村 康仁 新冠 パカパカ

ファーム 494＋ 4 〃 ハナ 11．8

611	 トキメキユキチャン 牝4青鹿55 丸田 恭介片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 438－ 21：38．91� 163．6�
815 カズノテイオー 牡4黒鹿57 吉田 豊鈴木 可一氏 田村 康仁 浦河 大道牧場 480± 01：39．11� 9．1�
713 フィンガーポスト 牡4鹿 57 杉原 誠人伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 488－ 21：39．42 49．2
47 オヒアレフア 牝4青鹿55 村田 一誠�錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 436－ 61：39．5クビ 42．9�
712 シ ト ロ ン 牝4鹿 55 江田 照男�ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 見上牧場 B438± 01：39．81� 155．6�
58 ナンヨーアイリッド 牡5栗 57 和田 竜二中村 德也氏 斎藤 誠 浦河 三好牧場 490－ 41：39．9
 58．8�
22 サ ノ マ ル 牡4栗 57

54 ▲野中悠太郎佐野 信幸氏 中舘 英二 新冠 ハクツ牧場 506＋101：40．85 197．4�
34 サノノカガヤキ 牡4鹿 57 柴田 大知佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 496－ 41：40．9
 12．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，159，300円 複勝： 45，863，100円 枠連： 19，335，900円
馬連： 79，820，700円 馬単： 37，146，200円 ワイド： 44，837，600円
3連複： 97，968，100円 3連単： 131，451，700円 計： 486，582，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，240円 複 勝 � 2，220円 � 160円 � 200円 枠 連（4－6） 5，660円

馬 連 �� 24，480円 馬 単 �� 58，650円

ワ イ ド �� 6，760円 �� 8，830円 �� 420円

3 連 複 ��� 44，020円 3 連 単 ��� 614，850円

票 数

単勝票数 計 301593 的中 � 2145（12番人気）
複勝票数 計 458631 的中 � 3669（13番人気）� 96493（1番人気）� 64001（3番人気）
枠連票数 計 193359 的中 （4－6） 2646（17番人気）
馬連票数 計 798207 的中 �� 2527（46番人気）
馬単票数 計 371462 的中 �� 475（100番人気）
ワイド票数 計 448376 的中 �� 1601（49番人気）�� 1223（54番人気）�� 30966（2番人気）
3連複票数 計 979681 的中 ��� 1669（96番人気）
3連単票数 計1314517 的中 ��� 155（869番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―34．8―46．9―59．4―1：11．9―1：24．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．8―3F38．3
3 6－（7，9）14，4－（5，2）（13，12）（10，15）－（1，3）11，8 4 6（7，9）（5，14）4，2（10，13，12）15（1，3）－（8，11）

勝馬の
紹 介

ボールドアテンプト �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．1．23 中山5着

2013．1．22生 牝4黒鹿 母 タイムトラベリング 母母 ジョリーザザ 9戦2勝 賞金 12，300，000円



12009 4月22日 雨 良 （29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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
2：18．5
2：18．3

良
良

11 ビービーガウディ 牡3栗 56 大野 拓弥�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 468－ 42：24．0 17．1�
44 ミッキーロイヤル 牡3鹿 56 蛯名 正義野田みづき氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 480－ 4 〃 クビ 23．1�
55 ショワドゥロワ 牡3黒鹿56 田中 勝春村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 488－ 22：24．1� 13．8�
812 レジェンドセラー 牡3鹿 56 C．ルメール �G1レーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 520－ 62：24．2� 3．5�
79 アイアムノーブル 牡3鹿 56 江田 照男堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 466＋ 2 〃 ハナ 51．2	
811 アダマンティン 牡3鹿 56 吉田 豊�G1レーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 530－ 4 〃 ハナ 24．2

68 サトノルーラー 牡3黒鹿56 横山 典弘里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 506－142：24．4� 3．7�
22 ウインイクシード 牡3黒鹿56 柴田 大知�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 478－ 22：24．5� 5．6�
33 ニシノオラクル 牡3栗 56 和田 竜二西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 ガーベラパー

クスタツド 442－ 22：24．6クビ 102．5
67 エンドゲーム 牡3鹿 56 丸田 恭介 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 新冠 パカパカ

ファーム 488－ 82：24．7� 28．2�
710 アサギリジョー 牡3鹿 56 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 484± 0 〃 クビ 4．3�
56 ワラッチャウヨネ 牝3黒鹿54 木幡 初広�渡辺牧場 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 410－ 82：25．44 88．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 39，031，200円 複勝： 58，774，800円 枠連： 19，283，000円
馬連： 100，981，700円 馬単： 44，233，500円 ワイド： 49，792，900円
3連複： 119，082，300円 3連単： 171，533，800円 計： 602，713，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，710円 複 勝 � 430円 � 640円 � 380円 枠 連（1－4） 12，200円

馬 連 �� 12，760円 馬 単 �� 23，910円

ワ イ ド �� 2，950円 �� 2，290円 �� 2，660円

3 連 複 ��� 38，940円 3 連 単 ��� 225，290円

票 数

単勝票数 計 390312 的中 � 18242（6番人気）
複勝票数 計 587748 的中 � 36124（6番人気）� 22918（8番人気）� 42244（5番人気）
枠連票数 計 192830 的中 （1－4） 1224（25番人気）
馬連票数 計1009817 的中 �� 6129（30番人気）
馬単票数 計 442335 的中 �� 1387（60番人気）
ワイド票数 計 497929 的中 �� 4331（30番人気）�� 5638（27番人気）�� 4819（28番人気）
3連複票数 計1190823 的中 ��� 2293（92番人気）
3連単票数 計1715338 的中 ��� 552（510番人気）

ハロンタイム 7．1―12．0―13．0―13．1―13．0―13．1―13．5―12．9―12．4―11．3―11．0―11．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100�
7．1―19．1―32．1―45．2―58．2―1：11．3―1：24．8―1：37．7―1：50．1―2：01．4―2：12．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．3―3F33．9
1
3
9（3，5）（4，7）（1，10，12）2，8，6－11
9，5（3，4）1（10，7）（6，12）8（11，2）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ビービーガウディ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．7．24 函館5着

2014．5．19生 牡3栗 母 エルフィンフェザー 母母 ダイナカール 7戦2勝 賞金 23，815，000円
［他本会外：1戦0勝］

※ワラッチャウヨネ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

12010 4月22日 曇 良 （29東京2）第1日 第10競走 ��
��2，000�

ふちゅう

府中ステークス
発走15時10分 （芝・左）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

府中市長賞（1着）
賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：56．1
1：56．1

良
良

811 レ ア リ ス タ 牡5栗 57 C．ルメール �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 490＋161：59．2 1．8�
22 ヴ ォ ー ジ ュ 牡4青鹿57 内田 博幸杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 506－26 〃 クビ 6．5�
79 パワースラッガー 牡6鹿 57 柴田 善臣丸岡 啓一氏 菊川 正達 安平 吉田牧場 490－ 41：59．51� 7．1�
44 	 レッドルーファス 牡7栗 57 大野 拓弥 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 米 Charles

H. Wacker 508± 01：59．71
 14．7�
55 ネイチャーレット 牡4鹿 57 野中悠太郎井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 藤原牧場 464－ 2 〃 クビ 9．4	
810 ウインオリアート 牝6黒鹿55 石川裕紀人�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 444＋ 81：59．91
 92．7

33 サンライズタイセイ 牡7鹿 57 柴田 大知松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 468－142：00．0� 80．2�
78 シャドウウィザード �7黒鹿57 田中 勝春飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 484－ 22：00．31� 13．0�
11 リスペクトアース 牡4黒鹿57 横山 典弘 �グリーンファーム小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社須野牧場 546＋ 22：00．93� 12．9�
67 ロ ス カ ボ ス 牡4黒鹿57 和田 竜二吉田 照哉氏 高野 友和 千歳 社台ファーム B498－142：01．22 20．1�
66 ロングシャドウ 牡7青鹿57 江田 照男飯塚 知一氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 518＋ 22：01．3� 55．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 50，315，100円 複勝： 61，022，500円 枠連： 26，860，900円
馬連： 123，619，500円 馬単： 65，128，700円 ワイド： 59，133，000円
3連複： 148，167，500円 3連単： 274，950，500円 計： 809，197，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 180円 � 160円 枠 連（2－8） 660円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 340円 �� 300円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 3，750円

票 数

単勝票数 計 503151 的中 � 217001（1番人気）
複勝票数 計 610225 的中 � 211205（1番人気）� 63827（3番人気）� 79444（2番人気）
枠連票数 計 268609 的中 （2－8） 31149（2番人気）
馬連票数 計1236195 的中 �� 148659（1番人気）
馬単票数 計 651287 的中 �� 53510（2番人気）
ワイド票数 計 591330 的中 �� 45003（4番人気）�� 53066（1番人気）�� 22568（7番人気）
3連複票数 計1481675 的中 ��� 83375（1番人気）
3連単票数 計2749505 的中 ��� 53050（1番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―11．3―11．4―12．4―12．8―12．2―11．6―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．2―35．5―46．9―59．3―1：12．1―1：24．3―1：35．9―1：47．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F34．9

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

勝馬の
紹 介

レ ア リ ス タ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Meadowlake デビュー 2015．5．17 東京1着

2012．4．23生 牡5栗 母 トキオリアリティー 母母 What a Reality 9戦5勝 賞金 63，806，000円
※ウインオリアート号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



12011 4月22日 曇 良 （29東京2）第1日 第11競走 ��
��1，600�オアシスステークス

発走15時45分 （ダート・左）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

713 ア ル タ イ ル 牡5栗 56 田中 勝春藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 B484－ 41：35．3 7．3�
12 センチュリオン 牡5黒鹿56 内田 博幸窪田 康志氏 田村 康仁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530± 01：35．4	 5．5�
611 ポイントブランク 牡7栗 56 蛯名 正義 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 538－ 41：35．82	 38．9�
47 カ ゼ ノ コ 牡6鹿 57 横山 典弘
嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 456－ 81：35．9	 24．9�
816 マッチレスヒーロー 牡6栗 56 武士沢友治�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 B486＋ 61：36．32	 24．0�
612 ジェベルムーサ 牡7鹿 58 吉田 豊 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 566± 0 〃 アタマ 35．9	
36 � ベストマッチョ 牡4黒鹿56 C．ルメール 馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米

Fredericka V.
Caldwell &
Mitchel Skolnick

492± 01：36．5� 3．3

24 スーサンジョイ 牡5鹿 57 和田 竜二林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 510－141：36．6	 12．0�
59 サ ノ イ チ 牡6鹿 56 柴田 大知佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 B476－ 8 〃 クビ 56．9�
23 グレナディアーズ 牡6鹿 56 大野 拓弥 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B492－121：36．7クビ 74．9
35 イースターパレード 8栗 56 藤懸 貴志�G1レーシング 平田 修 新ひだか 追分ファーム 514－101：36．8	 254．8�
11 タイセイファントム 牡9鹿 57 江田 照男田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 バンダム牧場 456－ 6 〃 クビ 285．2�
48 ディアデルレイ 牡6栗 57 柴田 善臣 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム B506－ 41：37．11� 3．8�
815 メイショウヒコボシ 牡6鹿 56 村田 一誠松本 和子氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 522－181：37．31	 59．7�
510 ブライトアイディア 牡7栗 56 丸田 恭介小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B516－161：37．61� 106．2�
714� ストロングバローズ 牡4鹿 56 石川裕紀人猪熊 広次氏 堀 宣行 米 Fox

Straus KY 550＋201：37．7	 10．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 93，474，400円 複勝： 132，313，000円 枠連： 65，963，800円
馬連： 319，675，300円 馬単： 125，131，700円 ワイド： 147，917，500円
3連複： 428，892，300円 3連単： 622，726，000円 計： 1，936，094，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 240円 � 220円 � 830円 枠 連（1－7） 1，450円

馬 連 �� 2，280円 馬 単 �� 4，720円

ワ イ ド �� 800円 �� 4，290円 �� 3，130円

3 連 複 ��� 21，300円 3 連 単 ��� 149，540円

票 数

単勝票数 計 934744 的中 � 101775（4番人気）
複勝票数 計1323130 的中 � 156708（4番人気）� 177270（3番人気）� 33837（9番人気）
枠連票数 計 659638 的中 （1－7） 35115（6番人気）
馬連票数 計3196753 的中 �� 108251（9番人気）
馬単票数 計1251317 的中 �� 19873（17番人気）
ワイド票数 計1479175 的中 �� 50013（7番人気）�� 8628（39番人気）�� 11901（31番人気）
3連複票数 計4288923 的中 ��� 15100（63番人気）
3連単票数 計6227260 的中 ��� 3019（410番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．2―11．5―12．1―12．3―12．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．0―34．2―45．7―57．8―1：10．1―1：22．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ル タ イ ル �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 Grand Slam デビュー 2014．7．19 福島5着

2012．4．24生 牡5栗 母 トップオブドーラ 母母 Maltese Dianne 27戦6勝 賞金 132，292，000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） 1頭 キクノソル号
（非抽選馬） 5頭 アメリカンウィナー号・バスタータイプ号・フィールザスマート号・ボールライトニング号・ミュゼエイリアン号

12012 4月22日 曇 良 （29東京2）第1日 第12競走 ��1，400�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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

68 ディープジュエリー 牝5鹿 55 C．ルメール 吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 500± 01：22．1 2．6�
44 スマートプラネット 牝5鹿 55 大野 拓弥田島榮二郎氏 和田 雄二 浦河 大柳ファーム 466－ 21：22．2� 21．0�
812 マ ユ キ 牝6栗 55 柴田 善臣稻井田安史氏 森 秀行 新ひだか タガミファーム 480－ 8 〃 クビ 70．1�
33 カービングパス 牝5鹿 55 杉原 誠人 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 486＋101：22．3クビ 15．1�
79 クリーンファンキー 牝4栗 55 横山 典弘石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 486± 0 〃 ハナ 5．7�
811 スノーレパード 牝6黒鹿 55

52 ▲野中悠太郎 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 458－ 61：22．4� 40．8	

67 ピュアコンチェルト 牝4鹿 55 和田 竜二吉田 照哉氏 寺島 良 千歳 社台ファーム 426－10 〃 クビ 80．2

22 リヴィエール 牝6芦 55 吉田 豊杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 480＋ 41：22．61� 4．9�
11 � テ ン テ マ リ 牝6黒鹿55 蛯名 正義合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B450＋ 61：22．7	 26．7�
56 � レインボーラヴラヴ 牝6青鹿55 内田 博幸飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 454－ 41：22．8� 8．2
710 カトルラポール 牝4鹿 55 丸田 恭介石井 義孝氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 476＋ 21：22．9	 7．8�
55 ヒ ル ダ 牝4栗 55 石川裕紀人吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 466－181：23．53� 23．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 62，662，800円 複勝： 91，266，100円 枠連： 34，768，600円
馬連： 165，224，300円 馬単： 75，216，900円 ワイド： 93，002，800円
3連複： 202，247，700円 3連単： 332，169，400円 計： 1，056，558，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 510円 � 1，210円 枠 連（4－6） 2，600円

馬 連 �� 2，730円 馬 単 �� 3，380円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 3，530円 �� 12，010円

3 連 複 ��� 46，840円 3 連 単 ��� 160，120円

票 数

単勝票数 計 626628 的中 � 190971（1番人気）
複勝票数 計 912661 的中 � 220887（1番人気）� 38871（7番人気）� 14964（11番人気）
枠連票数 計 347686 的中 （4－6） 10336（9番人気）
馬連票数 計1652243 的中 �� 46877（11番人気）
馬単票数 計 752169 的中 �� 16650（14番人気）
ワイド票数 計 930028 的中 �� 25077（11番人気）�� 6705（36番人気）�� 1939（61番人気）
3連複票数 計2022477 的中 ��� 3238（116番人気）
3連単票数 計3321694 的中 ��� 1504（451番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．0―12．1―11．5―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．6―47．7―59．2―1：10．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F34．4
3 9，12（2，6）（1，3，10）5，7，4，11－8 4 ・（9，12）6（2，3，10）（1，7，5）（11，4）8

勝馬の
紹 介

ディープジュエリー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2015．2．8 東京1着

2012．5．16生 牝5鹿 母 ジュエルオブザナイト 母母 Jeweled Lady 10戦4勝 賞金 46，067，000円
〔制裁〕 ディープジュエリー号の騎手C．ルメールは，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて

戒告。（被害馬：2番）



（29東京2）第1日 4月22日（土曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 180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
厩務員出走奨励金

201，170，000円
5，060，000円
14，690，000円
1，330，000円
22，210，000円
72，764，000円
4，680，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
467，884，900円
664，824，500円
287，194，900円
1，214，436，800円
573，760，100円
653，993，200円
1，550，178，500円
2，294，616，400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 7，706，889，300円

総入場人員 25，998名 （有料入場人員 24，503名）
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