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12013 4月22日 晴 良 （30東京2）第2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

24 レ ユ シ ッ ト 牝3黒鹿54 戸崎 圭太落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 川島牧場 B454＋ 41：39．8 3．8�
35 ディーズファクター 牝3青鹿 54

52 △武藤 雅秋谷 壽之氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B462＋141：40．12 8．5�
36 ミラーマッチ 牝3鹿 54 北村 宏司吉田 照哉氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 468＋ 41：40．31 19．4�
816 アイサンクダディー 牝3黒鹿54 内田 博幸大塚 亮一氏 伊藤 大士 浦河 杵臼牧場 422＋ 41：40．4� 8．2�
47 エアコンヴィーナ 牝3黒鹿54 大野 拓弥 �ラッキーフィールド大竹 正博 様似 猿倉牧場 448 ―1：40．72 17．9�
11 オスカーレーヴ 牝3鹿 54 田辺 裕信森 保彦氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 456＋ 8 〃 アタマ 16．8	
48 フィールグッド 牝3鹿 54 横山 典弘小林竜太郎氏 土田 稔 日高 奥山 博 438＋ 21：40．91 7．1

815 シーザライト 牝3鹿 54 池添 謙一広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 木村 秀則 488－121：41．0� 4．8�
23 ニシノエクレール 牝3黒鹿54 三浦 皇成西山 茂行氏 小西 一男 新ひだか 本桐牧場 444－ 41：41．21� 97．0�
612 アポロエレノア 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也アポロサラブレッドクラブ 菊沢 隆徳 日高 天羽 禮治 466－ 41：41．3� 189．1
714 ブ ラ ー ノ 牝3鹿 54 石橋 脩 �サンデーレーシング 古賀 慎明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋ 21：41．4� 7．0�
12 サルーバアスール 牝3鹿 54 松岡 正海�アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 480＋ 2 〃 アタマ 28．7�
510 サンダルース 牝3鹿 54 西村 太一 �加藤ステーブル 清水 英克 新冠 石田牧場 468＋ 41：42．25 85．0�
713 ターキッシュバン 牝3鹿 54 柴田 大知岡田 牧雄氏 田島 俊明 新ひだか 折手牧場 422－ 81：42．52 55．4�
611 タッカーライン 牝3黒鹿54 藤岡 康太小松崎 孝氏 鈴木 伸尋 新ひだか 乾 皆雄 464 ―1：42．81� 118．2�
59 タイムスリップ 牝3栗 54 北村 友一佐々木 徹氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 466－ 61：42．9クビ 116．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，080，100円 複勝： 42，766，700円 枠連： 20，282，400円
馬連： 65，007，700円 馬単： 29，297，900円 ワイド： 42，136，800円
3連複： 93，337，900円 3連単： 102，618，400円 計： 421，527，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 190円 � 310円 � 590円 枠 連（2－3） 1，470円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 3，440円

ワ イ ド �� 840円 �� 1，630円 �� 3，180円

3 連 複 ��� 12，880円 3 連 単 ��� 39，050円

票 数

単勝票数 計 260801 的中 � 54791（1番人気）
複勝票数 計 427667 的中 � 68566（1番人気）� 34831（6番人気）� 15892（9番人気）
枠連票数 計 202824 的中 （2－3） 10661（7番人気）
馬連票数 計 650077 的中 �� 25294（9番人気）
馬単票数 計 292979 的中 �� 6370（9番人気）
ワイド票数 計 421368 的中 �� 13477（9番人気）�� 6598（20番人気）�� 3308（39番人気）
3連複票数 計 933379 的中 ��� 5432（49番人気）
3連単票数 計1026184 的中 ��� 1905（116番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―35．8―48．5―1：01．2―1：14．0―1：26．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レ ユ シ ッ ト �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 テ ン ビ ー デビュー 2017．7．30 新潟4着

2015．3．18生 牝3黒鹿 母 タッソーニー 母母 プリヴィレッジ 7戦1勝 賞金 7，400，000円

12014 4月22日 晴 良 （30東京2）第2日 第2競走 ��1，400�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
1：21．5
1：21．5

重
不良

35 デュアルマンデート 牡3青鹿56 北村 宏司池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 510± 01：26．3 2．7�
815 フィールザファラオ 牡3黒鹿56 内田 博幸櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 448－ 21：26．72� 15．2�
23 ディナミーデン 牡3芦 56 横山 典弘ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 458－ 21：26．8� 30．8�
713 クラウンクラシック 牡3芦 56 三浦 皇成矢野 恭裕氏 斎藤 誠 日高 クラウン日高牧場 486＋ 8 〃 クビ 6．3�
36 エ ナ グ リ ン 牡3栗 56 M．デムーロ宮原 廣伸氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 474＋ 4 〃 アタマ 3．8�
59 ヒューリスティクス �3鹿 56 大野 拓弥池谷 誠一氏 竹内 正洋 むかわ 上水牧場 B498－14 〃 ハナ 17．1	
11 フクノヴァランス 牡3鹿 56 松岡 正海福島 祐子氏 清水 英克 日高 松平牧場 B468＋ 41：27．22 121．2

714 クエントアスール 牡3黒鹿 56

54 △武藤 雅�アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 B512± 01：27．52 16．7�
510 フジワンタイフーン 牡3鹿 56 武士沢友治�富士開発 古賀 史生 新冠 川島牧場 B482－ 41：27．82 345．1�
47 シ シ ハ ク ト 牡3鹿 56 戸崎 圭太�イージス 加藤 征弘 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 490＋ 21：28．54 5．2
12 セイウングラッパ 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 育也西山 茂行氏 伊藤 圭三 日高 長谷川 一男 B442－ 21：29．13� 228．2�
48 トモジャスティス 牡3黒鹿56 柴田 大知吉冨 学氏 鈴木 伸尋 千葉 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 498 ―1：29．42 73．8�
816 パ ス イ 牡3栗 56 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 486＋ 81：30．35 498．7�
24 スズランムスメ 牝3鹿 54 柴田 善臣村田 哲朗氏 勢司 和浩 新ひだか 岡田スタツド 436＋ 61：30．61� 532．8�
612 レコンキスタシチー 牡3栗 56 田辺 裕信 �友駿ホースクラブ 金成 貴史 浦河 桑田牧場 474 ―1：30．81� 72．5�
611 ゴールドエントリー 牡3鹿 56 田中 勝春居城 寿与氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム B486－ 61：31．97 64．3�
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売 得 金
単勝： 34，036，300円 複勝： 49，064，400円 枠連： 18，454，600円
馬連： 67，710，800円 馬単： 34，113，300円 ワイド： 43，145，500円
3連複： 92，391，900円 3連単： 113，516，700円 計： 452，433，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 340円 � 610円 枠 連（3－8） 1，040円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 640円 �� 1，120円 �� 4，480円

3 連 複 ��� 11，690円 3 連 単 ��� 36，080円

票 数

単勝票数 計 340363 的中 � 98014（1番人気）
複勝票数 計 490644 的中 � 110513（1番人気）� 33382（6番人気）� 16481（8番人気）
枠連票数 計 184546 的中 （3－8） 13727（4番人気）
馬連票数 計 677108 的中 �� 32481（6番人気）
馬単票数 計 341133 的中 �� 10749（9番人気）
ワイド票数 計 431455 的中 �� 18163（7番人気）�� 9934（13番人気）�� 2350（35番人気）
3連複票数 計 923919 的中 ��� 5923（32番人気）
3連単票数 計1135167 的中 ��� 2281（112番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．8―12．7―12．9―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．6―35．4―48．1―1：01．0―1：13．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．9―3F38．2
3 ・（5，10）11，14－（9，15，8）（3，7，13，16）－6－1＝（4，2）＝12 4 ・（5，10）－11（9，14）（3，15，8）13（6，7，16）－1－2＝4＝12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

デュアルマンデート �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2017．11．5 東京6着

2015．3．9生 牡3青鹿 母 ヒシシルバーメイド 母母 Hishi Amazon 4戦1勝 賞金 5，750，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時45分に変更。
〔騎手変更〕 トモジャスティス号の騎手藤岡康太は，第1競走での入線後の落馬による検査のため柴田大知に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールドエントリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月22日まで平地

競走に出走できない。

第２回 東京競馬 第２日



12015 4月22日 晴 良 （30東京2）第2日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時10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

24 ラ カ ー ジ ェ 牡3黒鹿56 M．デムーロ�G1レーシング 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 508＋ 21：33．8 2．2�

23 ブラックキングダム 牡3青鹿56 横山 典弘草間 庸文氏 尾形 和幸 日高 シンボリ牧場 468－ 41：34．01� 6．5�
47 ミッキーボニータ 牡3鹿 56 三浦 皇成野田みづき氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 454＋101：34．42� 12．1�
48 マリノエクスプレス 牝3黒鹿 54

52 △武藤 雅矢野まり子氏 小野 次郎 日高 クラウン日高牧場 430＋ 41：34．61� 38．6�
713 コスモビッグハート 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 浦河 市川フアーム 480＋ 61：34．81 48．3	
611 トーセンクロノス 牡3鹿 56 内田 博幸島川 
哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 片岡 博 420－ 41：34．9� 25．1�
510 ペトロシネッラ 牝3青鹿54 田辺 裕信ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442－ 4 〃 クビ 8．2�
59 ジョーダンエース 牝3鹿 54 松岡 正海廣崎利洋HD� 久保田貴士 日高 Shall Farm 422－101：35．0クビ 118．5
35 ホッコーエレノア 牝3芦 54 戸崎 圭太北幸商事� 戸田 博文 日高 川端 正博 498± 01：35．31� 3．8�
36 シトワイアン 牡3栗 56 大野 拓弥髙橋 貴士氏 尾関 知人 浦河 小島牧場 428－ 41：35．4� 92．8�
714 フ ィ エ ー ル 牝3鹿 54 江田 照男田畑 利彦氏 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 452－ 4 〃 クビ 216．0�
815 ク ク ル カ ン 牡3鹿 56 池添 謙一金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 日高 日高大洋牧場 462－ 81：35．5クビ 39．4�
612 マインプリンセス 牝3鹿 54 北村 友一峰 哲馬氏 的場 均 日高 宝寄山 忠則 390＋ 41：36．13� 320．5�
11 デルママティーニ 牡3栗 56 武士沢友治浅沼 廣幸氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B526－ 41：36．31 439．8�
12 サンタフェサン 牡3鹿 56 酒井 学田島榮二郎氏 和田 雄二 様似 中村 勝則 454－ 41：36．4� 450．9�
816 ベ ー 牡3栗 56 北村 宏司北山 敏
氏 木村 哲也 浦河 ヒダカフアーム 480＋ 21：37．03� 23．8�
817 グローリアススワン 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也日下部勝德氏 黒岩 陽一 新冠 有限会社 大
作ステーブル 428＋ 61：37．32 249．9�

（17頭）

売 得 金
単勝： 35，459，400円 複勝： 49，956，300円 枠連： 18，922，900円
馬連： 68，734，200円 馬単： 36，595，600円 ワイド： 46，250，400円
3連複： 89，800，600円 3連単： 118，849，800円 計： 464，569，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 160円 � 220円 枠 連（2－2） 620円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 350円 �� 470円 �� 790円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 4，200円

票 数

単勝票数 計 354594 的中 � 125868（1番人気）
複勝票数 計 499563 的中 � 114277（1番人気）� 81739（3番人気）� 47042（5番人気）
枠連票数 計 189229 的中 （2－2） 23580（3番人気）
馬連票数 計 687342 的中 �� 95920（2番人気）
馬単票数 計 365956 的中 �� 33497（2番人気）
ワイド票数 計 462504 的中 �� 35999（2番人気）�� 25395（4番人気）�� 14020（9番人気）
3連複票数 計 898006 的中 ��� 47695（4番人気）
3連単票数 計1188498 的中 ��� 20495（5番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．2―11．6―12．0―11．9―12．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．2―34．4―46．0―58．0―1：09．9―1：21．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ カ ー ジ ェ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．7．23 福島4着

2015．1．15生 牡3黒鹿 母 リトルアマポーラ 母母 リトルハーモニー 3戦1勝 賞金 7，400，000円
〔騎手変更〕 ホッコーエレノア号の騎手藤岡康太は，第1競走での入線後の落馬負傷のため戸崎圭太に変更。
※サンタフェサン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

12016 4月22日 晴 良 （30東京2）第2日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時40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
1：19．6
1：19．0

良
良

11 ニシノジャガーズ 牡3鹿 56 戸崎 圭太西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 清水ファーム 472－ 61：22．2 4．9�
12 バルトフォンテン 牡3栗 56 内田 博幸吉橋 興生氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 490± 01：22．62� 2．5�
47 ユ ウ キ ャ ン 牝3黒鹿54 蛯名 正義道永 幸治氏 田中 剛 新冠 スカイビーチステーブル 458－101：22．91� 75．1�
24 ザスリーサーティ 牡3青鹿56 石橋 脩 �いとはんホール

ディングス 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 466 ―1：23．32� 5．9�
510 ジーアイスピリッツ 牡3鹿 56 田中 勝春岩崎 充利氏 谷原 義明 日高 碧雲牧場 426± 01：23．4� 338．4�
59 ペ テ ィ ヤ ン 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 育也片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 旭 牧場 458＋ 81：23．5� 323．0	
714 ショーコーズ 牝3栗 54 柴田 善臣吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 矢野牧場 436＋ 2 〃 アタマ 39．5

611 エメラルストロング 牝3栗 54 北村 宏司高橋 勉氏 勢司 和浩 浦河 谷川牧場 452 ― 〃 ハナ 113．9�
818 ロイヤルオペラ 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム 448－ 2 〃 ハナ 16．9�
36 	 トーセンロザリオ 牝3栗 54 三浦 皇成島川 哉氏 田村 康仁 愛 Dance For

Fun Syndicate 460－ 81：23．6� 9．3�
713	 ヴォルパンテール 牝3黒鹿54 江田 照男 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 米
Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

448－ 4 〃 クビ 329．8�
612 クイーンダワジャー 牝3鹿 54 大野 拓弥 H.R.H．プリンセス・ハヤ 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472－ 21：23．7� 45．6�
715	 ランプフィーバー 牝3鹿 54 M．デムーロ吉田 和美氏 堀 宣行 米 Cherry Valley

Farm, LLC. 476 ― 〃 クビ 4．5�
817 ユウコニホレタ 牝3青鹿54 北村 友一井上 久光氏 的場 均 安平 吉田牧場 448－ 41：23．8クビ 266．8�
816 ア ル チ ス タ 牝3青鹿 54

52 △武藤 雅�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 412－ 81：24．01
 220．3�
35 デルマベルモット 牡3鹿 56 嘉藤 貴行浅沼 廣幸氏 田中 清隆 日高 ファニーヒルファーム 430－221：24．63� 510．6�
23 キ ッ ク オ フ 牡3黒鹿56 西村 太一�和田牧場 清水 英克 日高 スマイルファーム 438－ 21：24．81� 547．9�
48 スピードウイング 牡3鹿 56 武士沢友治池田 草龍氏 石毛 善彦 新冠 上井農場 458＋ 21：26．8大差 124．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 35，619，700円 複勝： 38，442，500円 枠連： 19，356，000円
馬連： 56，831，800円 馬単： 30，776，800円 ワイド： 37，316，700円
3連複： 76，898，900円 3連単： 102，577，500円 計： 397，819，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 170円 � 130円 � 770円 枠 連（1－1） 450円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 240円 �� 3，400円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 7，810円 3 連 単 ��� 33，480円

票 数

単勝票数 計 356197 的中 � 57409（3番人気）
複勝票数 計 384425 的中 � 57809（2番人気）� 103616（1番人気）� 8283（9番人気）
枠連票数 計 193560 的中 （1－1） 32860（2番人気）
馬連票数 計 568318 的中 �� 100997（1番人気）
馬単票数 計 307768 的中 �� 23887（2番人気）
ワイド票数 計 373167 的中 �� 48621（1番人気）�� 2469（30番人気）�� 4191（21番人気）
3連複票数 計 768989 的中 ��� 7383（24番人気）
3連単票数 計1025775 的中 ��� 2221（103番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．1―36．2―48．3―59．7―1：11．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F33．9
3 10，13（7，14，15）（2，17，18）（1，9，8，12）6（4，3，16）（11，5） 4 ・（10，13）（7，14）（2，15）（1，17，18）（9，8，12）4（6，3，16）（11，5）

勝馬の
紹 介

ニシノジャガーズ �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2017．6．3 東京6着

2015．5．15生 牡3鹿 母 セーヌパリジャンヌ 母母 ビ ー バ ッ プ 7戦1勝 賞金 9，250，000円
〔その他〕 キックオフ号は，3コーナーから4コーナー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〕 スピードウイング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月22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） 1頭 ブラウンシュシュ号
（非抽選馬） 1頭 タイセイブラック号



12017 4月22日 晴 良 （30東京2）第2日 第5競走 ��
��2，400�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
2：22．1
2：22．1

良
良

12 ゼ ー ゲ ン 牡3青鹿56 M．デムーロ�G1レーシング 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 434 ―2：27．4 4．2�

612 ドリームスピリット 牡3鹿 56
54 △武藤 雅落合 幸弘氏 武藤 善則 様似 中村 俊紀 486－122：27．61� 2．5�

611 トーセンニケ 牝3栗 54 石橋 脩島川 �哉氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム B422－ 22：28．13 5．2�
11 ツインクルテソーロ 牡3鹿 56 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 464－ 4 〃 クビ 183．5�
510 シバノモスキー 牝3黒鹿54 大野 拓弥柴 一男氏 清水 英克 新冠 パカパカ

ファーム 436－10 〃 ハナ 73．3	
36 キングジョーカ 牡3鹿 56 田中 勝春�FTU 天間 昭一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474＋ 22：28．31 22．5

714 スナップドラゴン 牝3栗 54 内田 博幸石瀬 浩三氏 武井 亮 日高 下河辺牧場 B438± 02：28．51� 8．2�
48 ロワセレスト 牡3鹿 56 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 日高 長谷川牧場 504－142：28．6� 9．8�
23 ウインスラーヴァ 牡3鹿 56 池添 謙一�ウイン 上原 博之 新冠 中本牧場 466－ 42：28．91	 13．8
24 ア ン ル ヴ ェ 牝3栗 54 戸崎 圭太�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 432 ― 〃 ハナ 17．6�
47 マ カ ロ ン 牝3鹿 54 村田 一誠小林 博雄氏 伊藤 正徳 浦河 絵笛牧場 458－ 22：29．43 455．0�
815 ヘ キ ギ ョ ク 牡3鹿 56 柴田 大知ライオンレースホース� 根本 康広 新ひだか 高橋 修 534＋ 22：29．61� 73．2�
35 ベ レ ッ ト 牝3青鹿 54

51 ▲木幡 育也町田 武氏 小野 次郎 新ひだか 藤川フアーム 452－ 82：30．23� 220．7�
713 ファーマフローラ 牝3青鹿54 武士沢友治中西 功氏 谷原 義明 日高 高山牧場 B422－ 22：31．15 511．1�
59 アシャカータ 牡3黒鹿56 松岡 正海吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 谷川牧場 438－ 32：34．9大差 386．1�
816 マリノフェリス 牝3鹿 54 北村 友一矢野まり子氏 和田 雄二 日高 クラウン日高牧場 436＋ 22：42．0大差 600．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，312，700円 複勝： 45，517，100円 枠連： 19，709，200円
馬連： 73，199，700円 馬単： 35，804，900円 ワイド： 47，492，200円
3連複： 92，654，400円 3連単： 117，405，500円 計： 469，095，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 120円 � 140円 枠 連（1－6） 420円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 300円 �� 500円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 6，070円

票 数

単勝票数 計 373127 的中 � 69479（2番人気）
複勝票数 計 455171 的中 � 59382（3番人気）� 113814（1番人気）� 81812（2番人気）
枠連票数 計 197092 的中 （1－6） 36360（1番人気）
馬連票数 計 731997 的中 �� 93593（1番人気）
馬単票数 計 358049 的中 �� 18207（4番人気）
ワイド票数 計 474922 的中 �� 40731（2番人気）�� 21853（6番人気）�� 49596（1番人気）
3連複票数 計 926544 的中 ��� 57311（2番人気）
3連単票数 計1174055 的中 ��� 14009（8番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．0―13．1―12．8―12．7―12．7―12．4―12．4―12．1―11．6―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．2―36．2―49．3―1：02．1―1：14．8―1：27．5―1：39．9―1：52．3―2：04．4―2：16．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゼ ー ゲ ン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Monsun 初出走

2015．5．9生 牡3青鹿 母 ソ ベ ラ ニ ア 母母 Sasuela 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アシャカータ号・マリノフェリス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月22日

まで平地競走に出走できない。
※ウインスラーヴァ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

12018 4月22日 晴 良 （30東京2）第2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
1：33．8
1：33．3

重
良

57 トキノパイレーツ 牡3鹿 56 北村 友一田中 準市氏 相沢 郁 新冠 川上牧場 452＋ 41：38．0 13．3�
813� アメリカンファクト 牡3栗 56

54 △武藤 雅吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Nesco II Ltd. B490＋ 41：38．1� 15．7�
68 ヴァルディノート 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 464－ 41：38．31	 5．3�
710 エピックアン 牡3芦 56 北村 宏司�TURFILS 大和田 成 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 492± 0 〃 ハナ 8．8�
711 モリトユウブ 牡3鹿 56 蛯名 正義石橋 忠之氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 484－ 2 〃 クビ 20．8	
45 サンティーニ 牡3栗 56 三浦 皇成�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 496＋ 21：38．51 5．6

812 ヴィグラスファイア 牡3鹿 56 田辺 裕信 �シルクレーシング 萩原 清 新ひだか 久井牧場 484＋ 41：39．13
 18．6�
33 ムルシェラゴ 牡3黒鹿56 松岡 正海�KTレーシング 奥村 武 浦河 高岸 順一 522－ 21：39．31	 15．3�
56 シ ー ル ー ト 牡3鹿 56 内田 博幸ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490－ 61：39．4
 6．0
44 エクレアハンター 牡3黒鹿56 石橋 脩李 柱坤氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 452＋ 41：39．82
 35．6�
22 シ メ イ 牡3青鹿56 江田 照男仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 486＋ 21：40．01
 121．1�
69 スターリーウォリア 牡3鹿 56 横山 典弘山口 正行氏 清水 久詞 浦河 田中スタッド 506± 01：41．38 3．8�
11 クリスエステソーロ 牡3鹿 56 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 小崎 憲 新ひだか 大滝 康晴 502－ 2 〃 ハナ 117．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 47，697，200円 複勝： 71，764，000円 枠連： 21，949，200円
馬連： 94，307，700円 馬単： 42，011，900円 ワイド： 59，954，800円
3連複： 116，945，000円 3連単： 145，889，000円 計： 600，518，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 360円 � 530円 � 200円 枠 連（5－8） 2，310円

馬 連 �� 11，500円 馬 単 �� 22，960円

ワ イ ド �� 3，710円 �� 940円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 23，110円 3 連 単 ��� 152，400円

票 数

単勝票数 計 476972 的中 � 28659（6番人気）
複勝票数 計 717640 的中 � 48976（6番人気）� 30999（9番人気）� 110294（2番人気）
枠連票数 計 219492 的中 （5－8） 7348（10番人気）
馬連票数 計 943077 的中 �� 6353（42番人気）
馬単票数 計 420119 的中 �� 1372（80番人気）
ワイド票数 計 599548 的中 �� 4043（43番人気）�� 17029（10番人気）�� 8971（24番人気）
3連複票数 計1169450 的中 ��� 3795（82番人気）
3連単票数 計1458890 的中 ��� 694（521番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．9―12．5―12．5―12．6―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．3―35．2―47．7―1：00．2―1：12．8―1：25．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トキノパイレーツ �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 タヤスツヨシ デビュー 2017．10．1 中山7着

2015．3．16生 牡3鹿 母 エルサフィール 母母 ポルタトーリ 6戦2勝 賞金 14，700，000円



12019 4月22日 晴 良 （30東京2）第2日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走13時30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
1：56．1
1：56．1

良
良

713 ハギノアレス 牡4鹿 57 M．デムーロ安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 516± 02：00．7 3．9�
712 アグレアーブル 牝5青鹿55 大野 拓弥 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 502± 02：00．91	 2．9�
58 サトノクロノス 牡4青鹿57 池添 謙一 �サトミホースカンパニー 田中 博康 日高 シンボリ牧場 B450± 0 〃 クビ 32．5�
815 プレイヤーサムソン 牡5鹿 57 蛯名 正義嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 472－ 42：01．0クビ 9．3�
35 サトノキングダム 牡5鹿 57 内田 博幸 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 474－ 42：01．1
 3．6	
34 ウ ォ ー ブ ル 牝4黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 むかわ 渡辺 隆 476＋ 6 〃 アタマ 86．4

611� ベルウッドミライ 牡4黒鹿57 北村 友一鈴木 照雄氏 伊藤 大士 浦河 市川フアーム 458－ 6 〃 ハナ 268．8�
47 � ホウオウジャンプ 牡4鹿 57 石橋 脩小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 512＋12 〃 クビ 27．5�
22 ミッキーロイヤル 牡4鹿 57 田辺 裕信野田みづき氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 496＋ 42：01．2� 16．4
814 アメリカンヘブン �5鹿 57 三浦 皇成吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Bruce Smart 478＋10 〃 ハナ 78．7�
23 ラブリーアモン 牝5青 55 北村 宏司平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 490＋ 62：01．41	 10．4�
610� マ リ ネ リ ス 牝5鹿 55 酒井 学今中 俊平氏 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 418± 02：01．61 455．6�
11 バレエダンサー 牝5鹿 55 江田 照男前迫 義幸氏 尾関 知人 新冠 的場牧場 462± 02：02．13 124．9�
59 � メルドオール 牡6鹿 57

55 △武藤 雅 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 加藤 和宏 日高 浦新 徳司 B452＋182：02．63 81．9�

46 オウケンダイヤ 牝5黒鹿55 武士沢友治福井 明氏 根本 康広 浦河 辻 牧場 402－122：04．09 550．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 42，773，100円 複勝： 55，065，400円 枠連： 25，287，200円
馬連： 88，082，400円 馬単： 41，435，800円 ワイド： 53，702，300円
3連複： 116，529，800円 3連単： 153，365，700円 計： 576，241，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 160円 � 510円 枠 連（7－7） 660円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，660円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 6，330円 3 連 単 ��� 24，020円

票 数

単勝票数 計 427731 的中 � 87441（3番人気）
複勝票数 計 550654 的中 � 97931（3番人気）� 108147（2番人気）� 20012（8番人気）
枠連票数 計 252872 的中 （7－7） 29389（3番人気）
馬連票数 計 880824 的中 �� 101507（2番人気）
馬単票数 計 414358 的中 �� 22423（4番人気）
ワイド票数 計 537023 的中 �� 48385（3番人気）�� 7721（18番人気）�� 6267（21番人気）
3連複票数 計1165298 的中 ��� 13786（21番人気）
3連単票数 計1533657 的中 ��� 4628（75番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．0―12．2―12．5―12．7―12．4―11．5―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．7―36．7―48．9―1：01．4―1：14．1―1：26．5―1：38．0―1：49．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F34．2

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

勝馬の
紹 介

ハギノアレス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2016．12．24 阪神3着

2014．5．31生 牡4鹿 母 ハギノアーク 母母 ハギノスプレンダー 10戦2勝 賞金 20，770，000円
〔騎手変更〕 アメリカンヘブン号の騎手藤岡康太は，第1競走での入線後の落馬負傷のため三浦皇成に変更。
※バレエダンサー号・マリネリス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

12020 4月22日 晴 良 （30東京2）第2日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走14時00分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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

611 フ ィ ビ ュ ラ 牝5芦 55 田辺 裕信�G1レーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 512± 01：38．9 3．0�
612 ピアノイッチョウ 牝4黒鹿 55

53 △武藤 雅小林 祥晃氏 上原 博之 浦河 中神牧場 534＋ 21：39．0� 3．4�
59 アポロマーキュリー 牝4栗 55 石橋 脩アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 三輪 幸子 468＋ 2 〃 ハナ 5．3�
48 � オ ヒ ナ サ マ 牝4栗 55 三浦 皇成 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 小野瀬 竜馬 480＋ 21：39．42� 115．9�
35 � マジカルウインド 牝5黒鹿55 田中 勝春村野 康司氏 田島 俊明 日高 下河辺牧場 478＋ 81：39．82� 67．5�
714 ジュブリーユ 牝4芦 55 江田 照男岡田 牧雄氏 牧 光二 浦河 宮内牧場 B486＋ 61：40．01 10．2	
11 � プリンセスヨウク 牝4鹿 55 横山 典弘ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 448＋121：40．1� 8．5

816 マイグランクロア 牝5鹿 55 戸崎 圭太吉田 勝利氏 森 秀行 浦河 高松牧場 494＋ 2 〃 クビ 21．7�
510 ウインポプリ 牝4鹿 55 松岡 正海�ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 448－ 41：40．2� 34．6�
36 � ムーンロード 牝4鹿 55 柴田 大知吉田 昭一氏 畠山 吉宏 新ひだか 静内酒井牧場 386－151：40．4� 123．6
713� トモジャプリマ 牝4黒鹿55 北村 宏司吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前谷 武志 458± 01：40．5� 70．5�
24 � マダムストーリー 牝4鹿 55

52 ▲木幡 育也�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 市川フアーム 434－ 41：41．13� 345．7�
47 セイントヘレナ 牝4鹿 55 内田 博幸ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B488＋ 61：41．2� 40．7�
23 リンガスヴィグラス 牝6鹿 55 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 490－ 61：41．62� 37．9�
815� モードザナゲット 牝4黒鹿55 大野 拓弥竹本いずみ氏 高橋 裕 浦河 高昭牧場 520＋ 9 〃 ハナ 104．9�
12 メイショウルミナス 牝4黒鹿55 池添 謙一松本 好雄氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 462－ 61：43．3大差 19．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，994，900円 複勝： 50，412，000円 枠連： 26，861，400円
馬連： 96，644，200円 馬単： 43，385，800円 ワイド： 54，229，900円
3連複： 121，652，600円 3連単： 156，271，900円 計： 586，452，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 130円 � 180円 枠 連（6－6） 620円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 250円 �� 350円 �� 360円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 3，580円

票 数

単勝票数 計 369949 的中 � 96420（1番人気）
複勝票数 計 504120 的中 � 116873（1番人気）� 104402（2番人気）� 59352（3番人気）
枠連票数 計 268614 的中 （6－6） 33548（3番人気）
馬連票数 計 966442 的中 �� 120589（1番人気）
馬単票数 計 433858 的中 �� 32368（1番人気）
ワイド票数 計 542299 的中 �� 59721（1番人気）�� 37783（2番人気）�� 36134（3番人気）
3連複票数 計1216526 的中 ��� 111450（1番人気）
3連単票数 計1562719 的中 ��� 31603（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．6―35．1―47．1―59．6―1：12．4―1：25．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．8―3F39．3
3 14（2，9）15－（10，11）－16（5，13）6（4，12）8，3－1－7 4 ・（14，9）2－（10，15，11）－（16，12）5（6，13）（4，8）3－1＝7

勝馬の
紹 介

フ ィ ビ ュ ラ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．11．28 東京1着

2013．3．2生 牝5芦 母 エイグレット 母母 ノーザンプリンセス 14戦2勝 賞金 32，858，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔騎手変更〕 トモジャプリマ号の騎手藤岡康太は，第1競走での入線後の落馬負傷のため北村宏司に変更。
※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 ノーブルスノー号



12021 4月22日 晴 良 （30東京2）第2日 第9競走 ��
��1，800�

い さ わ

石 和 特 別
発走14時35分 （芝・左）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

55 コ ー カ ス 牡4鹿 57 戸崎 圭太ゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 504± 01：48．4 2．2�

11 エフティスパークル 牡5黒鹿57 蛯名 正義吉野 英子氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 458－ 4 〃 クビ 4．4�
66 ユウチェンジ 牡5黒鹿57 内田 博幸�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 B506＋ 41：48．61� 29．3�
22 マイネルズイーガー 牡4栗 57 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 496－ 21：48．81 10．7�
77 エニグマバリエート 牡6青鹿57 北村 宏司平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B492＋ 2 〃 クビ 4．5�
88 オールドクラシック 牡5青鹿57 M．デムーロ	リーヴァ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 480＋ 41：49．33 4．4

44 	 ウ リ ボ ー 牡6栗 57 武藤 雅冨士井直哉氏 森 秀行 米 Dr. Char-

les S. Giles 524－ 41：49．4� 103．4�
33 シュンクルーズ 牡6黒鹿57 武士沢友治村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 パカパカ

ファーム 460＋ 41：49．5� 178．0�
（8頭）

売 得 金
単勝： 49，221，500円 複勝： 39，725，500円 枠連： 発売なし
馬連： 97，192，200円 馬単： 51，315，700円 ワイド： 41，282，500円
3連複： 89，577，200円 3連単： 233，483，400円 計： 601，798，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 140円 � 310円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 210円 �� 760円 �� 940円

3 連 複 ��� 2，090円 3 連 単 ��� 6，160円

票 数

単勝票数 計 492215 的中 � 171678（1番人気）
複勝票数 計 397255 的中 � 115365（1番人気）� 76796（2番人気）� 20581（6番人気）
馬連票数 計 971922 的中 �� 172273（1番人気）
馬単票数 計 513157 的中 �� 51970（1番人気）
ワイド票数 計 412825 的中 �� 63579（1番人気）�� 12315（11番人気）�� 9789（12番人気）
3連複票数 計 895772 的中 ��� 32000（9番人気）
3連単票数 計2334834 的中 ��� 27462（27番人気）

ハロンタイム 13．1―12．2―12．5―12．6―12．6―12．1―11．2―10．9―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．3―37．8―50．4―1：03．0―1：15．1―1：26．3―1：37．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．4―3F33．3

3 2，4（1，8）（6，3，7）5
2
4
2，4（1，8）（6，7）（3，5）
2，4（1，8，7）（6，3，5）

勝馬の
紹 介

コ ー カ ス 
�
父 ストリートセンス 

�
母父 Diktat デビュー 2016．9．24 阪神1着

2014．4．2生 牡4鹿 母 トークショウ 母母 High Hawk 9戦3勝 賞金 39，425，000円
〔騎手変更〕 エニグマバリエート号の騎手藤岡康太は，第1競走での入線後の落馬負傷のため北村宏司に変更。

12022 4月22日 晴 良 （30東京2）第2日 第10競走 ��
��1，400�

かまくら

鎌倉ステークス
発走15時10分 （ダート・左）
4歳以上，1，600万円以下，29．4．22以降30．4．15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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

重
不良

713� メイショウボンロク 牡7栗 55 池添 謙一松本 好雄氏 松下 武士 浦河 高昭牧場 504＋ 61：24．6 15．4�
36 エ ニ グ マ 牡4鹿 55 柴田 大知石瀬 浩三氏 高橋 文雅 日高 いとう牧場 498＋ 41：24．81� 7．5�
612� スティンライクビー 	6青鹿52 松岡 正海 �ローレルレーシング 竹内 正洋 青森 ワールドファーム 468－ 4 〃 アタマ 252．9�
24 ブラインドサイド 	9鹿 56 横山 典弘 �いとはんホール

ディングス 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B500± 01：24．9クビ 20．6�
815 アシャカダイキ 牝4鹿 53 北村 宏司吉冨 学氏 鈴木 伸尋 安平 ノーザンファーム 490＋ 2 〃 ハナ 8．3	
59 ハルクンノテソーロ 牡4黒鹿55 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新冠 長浜牧場 474－ 21：25．0
 19．3

23 プレシャスエース 牡5鹿 54 江田 照男鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 510± 01：25．1
 32．9�
714 プリサイスエース 牡7栗 55 大野 拓弥井山 登氏 奥村 武 新冠 芳住 鉄兵 504－121：25．31� 9．7�
12 イーグルフェザー 牡5鹿 56 内田 博幸 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 486－ 6 〃 クビ 7．4
611 マイネルエスパス 牡6青鹿54 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新ひだか 木下牧場 528－ 41：25．51 60．7�
35 アデレードヒル 牝5鹿 52 戸崎 圭太吉田 和美氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 492＋ 21：25．81� 11．5�
48 ダノンハイパワー 牡4黒鹿54 村田 一誠�ダノックス 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 498＋ 41：25．9
 29．4�
510 リンガスウーノ 牝5栗 54 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 494＋101：26．0� 41．1�
47 ヤ サ シ サ 牝4鹿 53 武藤 雅佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 494－ 6 〃 アタマ 27．2�
816 トレンドライン 牡4栗 55 石橋 脩 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 466－101：26．1クビ 2．7�
11 � ガーニーフラップ 牡5鹿 52 菅原 隆一横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 川越ファーム 482＋ 21：27．710 352．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，022，700円 複勝： 84，687，200円 枠連： 47，071，500円
馬連： 176，589，900円 馬単： 66，055，400円 ワイド： 94，021，000円
3連複： 229，826，600円 3連単： 281，199，300円 計： 1，035，473，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 460円 � 270円 � 4，960円 枠 連（3－7） 1，250円

馬 連 �� 5，270円 馬 単 �� 12，480円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 41，290円 �� 33，260円

3 連 複 ��� 509，970円 3 連 単 ��� 1，870，360円

票 数

単勝票数 計 560227 的中 � 28962（7番人気）
複勝票数 計 846872 的中 � 48709（7番人気）� 93641（3番人気）� 3824（15番人気）
枠連票数 計 470715 的中 （3－7） 29067（4番人気）
馬連票数 計1765899 的中 �� 25955（23番人気）
馬単票数 計 660554 的中 �� 3967（45番人気）
ワイド票数 計 940210 的中 �� 15121（17番人気）�� 579（102番人気）�� 719（97番人気）
3連複票数 計2298266 的中 ��� 338（406番人気）
3連単票数 計2811993 的中 ��� 109（2185番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―11．9―12．1―12．4―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．0―35．9―48．0―1：00．4―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�メイショウボンロク �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 アグネスデジタル

2011．4．17生 牡7栗 母 ディープセーマ 母母 リアフォーモサ 26戦3勝 賞金 58，026，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 メイショウボンロク号の騎手藤岡康太は，第1競走での入線後の落馬負傷のため池添謙一に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 アフターバーナー号・クワドループル号・タイセイプレシャス号・ダンツゴウユウ号・チェリーサマー号・

トウケイワラウカド号・ハニージェイド号・メリートーン号・ワンダーリーデル号

２レース目



12023 4月22日 晴 良 （30東京2）第2日 第11競走 ��
��2，000�第53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 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

24 サトノワルキューレ 牝3鹿 54 M．デムーロ �サトミホースカンパニー 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 446－ 41：59．5 2．7�
815 パイオニアバイオ 牝3鹿 54 柴田 善臣バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 428＋12 〃 クビ 90．4�
816 ノ ー ム コ ア 牝3芦 54 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 456－ 41：59．6クビ 7．4�
11 サ ラ キ ア 牝3鹿 54 池添 謙一 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 430± 01：59．7� 6．0�
36 ファストライフ 牝3栗 54 大野 拓弥石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 436－ 21：59．91 86．6	
23 ウスベニノキミ 牝3鹿 54 内田 博幸岡 浩二氏 鈴木 孝志 新ひだか 橋本牧場 434＋ 4 〃 ハナ 23．9

612 レッドベルローズ 牝3青鹿54 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 450± 0 〃 ハナ 7．2�
713 ヴェロニカグレース 牝3黒鹿54 柴田 大知 �シルクレーシング 武市 康男 安平 ノーザンファーム 470－ 42：00．0� 27．4�
59 ハ イ ヒ ー ル 牝3鹿 54 武士沢友治石川 達絵氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 430－ 42：00．21	 313．2
47 デュッセルドルフ 牝3栗 54 田辺 裕信保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 456＋ 2 〃 ハナ 96．9�
35 ノーブルカリナン 牝3黒鹿54 横山 典弘 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 418－202：00．3� 23．7�
714 ディアジラソル 牝3鹿 54 武藤 雅ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 土田農場 422－ 62：00．51	 212．7�
12 オスカールビー 牝3鹿 54 蛯名 正義森 保彦氏 矢作 芳人 日高 チャンピオン

ズファーム 482＋ 2 〃 アタマ 25．9�
510 オ ハ ナ 牝3青鹿54 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 416＋ 22：00．6� 6．1�
611 カーサデルシエロ 牝3黒鹿54 北村 友一下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 448± 02：00．7� 20．4�
48 ラブラブラブ 牝3鹿 54 松岡 正海嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 432－ 62：01．87 26．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 252，965，300円 複勝： 321，693，900円 枠連： 138，180，500円 馬連： 818，349，600円 馬単： 308，901，800円
ワイド： 376，596，700円 3連複： 1，244，690，100円 3連単： 1，851，508，300円 5重勝： 597，369，900円 計： 5，910，256，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 1，160円 � 260円 枠 連（2－8） 890円

馬 連 �� 13，300円 馬 単 �� 15，590円

ワ イ ド �� 3，110円 �� 530円 �� 5，070円

3 連 複 ��� 20，750円 3 連 単 ��� 113，290円

5 重 勝
対象競走：京都10R／東京10R／福島11R／京都11R／東京11R

キャリーオーバー なし����� 8，363，170円

票 数

単勝票数 計2529653 的中 � 735680（1番人気）
複勝票数 計3216939 的中 � 780547（1番人気）� 51092（13番人気）� 304861（5番人気）
枠連票数 計1381805 的中 （2－8） 119772（3番人気）
馬連票数 計8183496 的中 �� 50720（41番人気）
馬単票数 計3089018 的中 �� 14854（52番人気）
ワイド票数 計3765967 的中 �� 29888（39番人気）�� 200241（4番人気）�� 18178（50番人気）
3連複票数 計12446901 的中 ��� 44980（68番人気）
3連単票数 計18515083 的中 ��� 11848（365番人気）
5重勝票数 計5973699 的中 ����� 50

ハロンタイム 13．1―12．0―11．8―12．1―12．1―12．0―11．9―11．5―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．1―36．9―49．0―1：01．1―1：13．1―1：25．0―1：36．5―1：47．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

サトノワルキューレ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Roi Normand デビュー 2017．11．18 京都1着

2015．2．2生 牝3鹿 母 ヒアトゥウィン 母母 Ascot Belle 4戦3勝 賞金 72，999，000円
〔騎手変更〕 ノーブルカリナン号の騎手藤岡康太は，第1競走での入線後の落馬負傷のため横山典弘に変更。
〔制裁〕 オハナ号の騎手石橋脩は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金70，000円。（被害馬：5番・3番・2番・1番）
※出走取消馬 アストラサンタン号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりサトノワルキューレ号・パイオニアバイオ号は，優駿牝馬（GⅠ）競走に優先出走できる。

12024 4月22日 晴 良 （30東京2）第2日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走16時25分 （ダート・左）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
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
1：33．8
1：33．3

重
良

815 フォーカード 牡4栗 57 三浦 皇成�KTレーシング 小崎 憲 浦河 バンダム牧場 478± 01：37．1 9．5�
611 パイロキネシスト 牡6黒鹿57 松岡 正海平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B492＋ 41：37．2� 5．6�
816 ジェイケイライアン 牡6鹿 57 M．デムーロ小谷野次郎氏 松永 康利 新ひだか 藤川フアーム B492± 0 〃 クビ 4．4�
59 ダイワインパルス 牡6鹿 57 田中 勝春大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 480－121：37．41 31．5�
48 ゴールデンブレイヴ 牡5栗 57 田辺 裕信保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 498± 01：37．5� 4．6�
35 サクラエンパイア 牡5鹿 57 石橋 脩�さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 464＋ 2 〃 クビ 43．9	
47 ピックミータッチ 	5鹿 57

54 ▲木幡 育也山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 506－101：37．6クビ 11．2

12 アオイサンシャイン 牝5黒鹿55 内田 博幸新谷 幸義氏 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512－ 41：37．91
 13．4�
714 ベバスカーン 牡5鹿 57 北村 宏司千明牧場 勢司 和浩 浦河 田中スタッド 544－ 6 〃 クビ 11．2�
11 ラインフェルス 牡6栗 57

55 △武藤 雅村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 488－ 21：38．0クビ 111．1
24 ディアコンチェルト 牡6黒鹿57 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 新ひだか 八田ファーム 462± 01：38．1� 10．2�
713 ポップアップスター 牡4青鹿57 北村 友一 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 518－101：38．31� 26．7�
510 アポロナイスジャブ 牡5栗 57 江田 照男アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 新ひだか へいはた牧場 440－ 21：38．61
 41．7�
612 ダイチトゥルース 牡7黒鹿57 武士沢友治 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 470± 01：38．7� 52．8�
23 ロゼッタストーン 牡9鹿 57 柴田 大知太田珠々子氏 森田 直行 日高 天羽牧場 468－121：39．23 165．8�
36 ス フ ェ ー ン 牡5鹿 57 戸崎 圭太キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 笹地牧場 454± 01：40．810 38．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 98，478，000円 複勝： 136，003，700円 枠連： 67，430，300円
馬連： 252，584，200円 馬単： 97，340，500円 ワイド： 159，210，300円
3連複： 351，950，300円 3連単： 459，528，000円 計： 1，622，525，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 320円 � 170円 � 190円 枠 連（6－8） 780円

馬 連 �� 2，590円 馬 単 �� 4，870円

ワ イ ド �� 910円 �� 1，000円 �� 410円

3 連 複 ��� 4，120円 3 連 単 ��� 26，750円

票 数

単勝票数 計 984780 的中 � 82836（4番人気）
複勝票数 計1360037 的中 � 91085（7番人気）� 244150（1番人気）� 196814（3番人気）
枠連票数 計 674303 的中 （6－8） 66994（2番人気）
馬連票数 計2525842 的中 �� 75515（5番人気）
馬単票数 計 973405 的中 �� 14976（11番人気）
ワイド票数 計1592103 的中 �� 43349（6番人気）�� 39229（10番人気）�� 108179（1番人気）
3連複票数 計3519503 的中 ��� 63941（6番人気）
3連単票数 計4595280 的中 ��� 12450（59番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―12．0―12．2―12．2―12．4―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．2―35．2―47．4―59．6―1：12．0―1：24．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォーカード �
�
父 サマーバード �

�
母父 Kingmambo デビュー 2016．7．9 中京1着

2014．5．19生 牡4栗 母 キングズラヴ 母母 Love From the Air 7戦3勝 賞金 25，420，000円
〔騎手変更〕 アポロナイスジャブ号の騎手藤岡康太は，第1競走での入線後の落馬負傷のため江田照男に変更。
〔制裁〕 パイロキネシスト号の騎手松岡正海は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000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 キンイロジャッカル号

５レース目



（30東京2）第2日 4月22日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 183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

272，140，000円
2，530，000円
18，780，000円
2，550，000円
32，620，000円
74，490，000円
5，030，000円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
752，660，900円
985，098，700円
423，505，200円
1，955，234，400円
817，035，400円
1，055，339，100円
2，716，255，300円
3，836，213，500円
597，369，900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
5 重 勝
計 13，138，712，400円

総入場人員 52，505名 （有料入場人員 ）
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