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12037 4月29日 晴 良 （30東京2）第4日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走9時55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
1：21．5
1：21．5

重
不良

815 ウィンターパレス 牝3青鹿54 内田 博幸 H.R.H．プリンセス・ハヤ 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 486＋ 21：27．4 6．8�

714 レッドアネラ 牝3鹿 54 大野 拓弥 �東京ホースレーシング 加藤 征弘 平取 坂東牧場 486 ―1：27．61� 9．9�
23 チビノオリヴィア 牝3青鹿54 北村 宏司梅澤 明氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 446－ 81：27．81� 1．9�
59 サムシングクール 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也桜井 忠隆氏 中川 公成 苫小牧 藤澤 昭勝 424＋ 61：28．22� 47．9�
510 ベ リ ッ シ マ 牝3青鹿54 横山 典弘磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 464＋ 4 〃 アタマ 45．9�
611 カプリロマン 牝3鹿 54 武士沢友治小川 敏夫氏 小桧山 悟 浦河 不二牧場 426－ 31：28．3� 172．7	
24 コ ト ブ キ 牝3黒鹿54 伊藤 工真江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 浦河 信岡牧場 458＋ 61：28．51� 13．7

612 ア イ リ ス ト 牝3鹿 54 的場 勇人柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 新ひだか 藤本牧場 438 ―1：28．6� 159．7�
12 ファインドザウェイ 牝3栗 54 松岡 正海堀口 晴男氏 松山 将樹 浦河 市川牧場 438± 01：29．23� 60．6�
48 シ ガ ー ル 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ブルースターズファーム 田中 清隆 新ひだか 藤沢牧場 B474＋ 71：29．3クビ 110．0
35 ル リ エ フ 牝3芦 54

52 △武藤 雅�菅井牧場 竹内 正洋 浦河 木戸口牧場 470＋ 61：29．4� 13．9�
816 ブ チ ャ コ 牝3青鹿54 石橋 脩西村 和夫氏 牧 光二 新冠 山岡ファーム 502± 01：29．5� 6．3�
36 ムテキノオジョウ 牝3芦 54 津村 明秀國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 452＋ 81：29．6� 19．7�
47 サンズエーガル 牝3栗 54 嘉藤 貴行天堀 忠博氏 岩戸 孝樹 新ひだか 武 牧場 468－ 61：29．81� 33．8�
713 ノーブルプロスパー 牝3青鹿54 柴田 善臣ホースアディクト加藤 和宏 新ひだか 元茂牧場 448－ 21：32．0大差 131．9�
11 キンゲショウ 牝3栗 54 江田 照男�グランド牧場 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440－ 61：34．1大差 60．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，710，700円 複勝： 31，353，900円 枠連： 17，560，500円
馬連： 52，667，000円 馬単： 26，310，300円 ワイド： 33，826，200円
3連複： 78，019，700円 3連単： 94，782，800円 計： 355，231，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 190円 � 260円 � 120円 枠 連（7－8） 1，500円

馬 連 �� 3，680円 馬 単 �� 7，330円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 360円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，410円 3 連 単 ��� 24，030円

票 数

単勝票数 計 207107 的中 � 24018（3番人気）
複勝票数 計 313539 的中 � 36530（3番人気）� 22561（6番人気）� 101750（1番人気）
枠連票数 計 175605 的中 （7－8） 9060（5番人気）
馬連票数 計 526670 的中 �� 11062（11番人気）
馬単票数 計 263103 的中 �� 2689（25番人気）
ワイド票数 計 338262 的中 �� 7191（12番人気）�� 26420（2番人気）�� 15498（5番人気）
3連複票数 計 780197 的中 ��� 24210（6番人気）
3連単票数 計 947828 的中 ��� 2859（64番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．7―35．5―48．3―1：01．3―1：14．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウィンターパレス �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Dubai Millennium デビュー 2017．9．16 中山5着

2015．4．24生 牝3青鹿 母 ラシアンレヴォリューション 母母 Russian Snows 6戦1勝 賞金 8，950，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キンゲショウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月29日まで平地競走

に出走できない。

12038 4月29日 晴 良 （30東京2）第4日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時25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

35 キ ル ロ ー ド 牡3鹿 56 戸崎 圭太エンジェルレーシング� 田村 康仁 日高 天羽 禮治 496＋ 21：40．2 2．3�
34 シャンボールナイト 牡3青鹿56 横山 典弘 �グリーンファーム武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 476－12 〃 クビ 9．7�
47 ア カ ツ キ 牡3鹿 56 武士沢友治中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 456± 01：40．73 13．9�
610 ヒラボクプレミアム 牡3青 56 津村 明秀�平田牧場 国枝 栄 日高 下河辺牧場 466－ 21：40．91� 4．5�
814 ラスティユース 牡3栗 56 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 470± 01：41．43 4．8�
23 タケショウエリック 牡3青鹿56 石川裕紀人	ナイト商事 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 428＋ 4 〃 アタマ 67．2

712 ハ ン ド リ ー 牝3栗 54 大野 拓弥大倉 佑介氏 青木 孝文 青森 諏訪牧場 436＋101：41．5� 27．8�
22 ショウナンカルロ 牡3鹿 56

54 △武藤 雅	湘南 古賀 史生 平取 稲原牧場 532± 01：41．6クビ 20．9�
11 ユーロジャイズ 牡3栗 56 北村 宏司水上 行雄氏 竹内 正洋 浦河 笠松牧場 450＋ 21：42．23� 23．4
611 ショウナンマボロシ 牡3鹿 56 田辺 裕信国本 哲秀氏 大竹 正博 新冠 森永 聡 456 ―1：42．62� 22．1�
815 チャオドリン 牡3栗 56 江田 照男加藤 誠氏 田中 剛 新ひだか グランド牧場 462＋ 41：42．81 258．4�
58 ペイシャレイズ 牡3芦 56

53 ▲木幡 育也北所 直人氏 本間 忍 様似 林 時春 494＋341：43．22� 216．2�
46 タイセイブラック 牡3栗 56 柴田 大知田中 成奉氏 林 徹 新冠 佐藤牧場 460＋ 21：43．62� 76．7�
59 ターメンテアーモ 牡3黒鹿56 柴田 善臣平井 裕氏 田村 康仁 日高 白井牧場 468－ 81：44．55 173．2�
713 サンビリングス 牡3黒鹿56 松岡 正海 �加藤ステーブル 大和田 成 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456± 01：44．6� 225．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 33，280，900円 複勝： 49，874，200円 枠連： 16，546，500円
馬連： 69，390，200円 馬単： 34，121，700円 ワイド： 42，769，700円
3連複： 88，108，000円 3連単： 109，261，400円 計： 443，352，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 150円 � 330円 � 240円 枠 連（3－3） 1，310円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 630円 �� 530円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 4，370円 3 連 単 ��� 13，410円

票 数

単勝票数 計 332809 的中 � 115553（1番人気）
複勝票数 計 498742 的中 � 114285（1番人気）� 32319（5番人気）� 48127（4番人気）
枠連票数 計 165465 的中 （3－3） 9778（5番人気）
馬連票数 計 693902 的中 �� 39186（4番人気）
馬単票数 計 341217 的中 �� 15554（4番人気）
ワイド票数 計 427697 的中 �� 17892（6番人気）�� 21451（4番人気）�� 5189（22番人気）
3連複票数 計 881080 的中 ��� 15109（17番人気）
3連単票数 計1092614 的中 ��� 5907（31番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．5―13．1―13．0―12．8―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―36．3―49．4―1：02．4―1：15．2―1：27．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キ ル ロ ー ド �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．7．29 札幌2着

2015．3．3生 牡3鹿 母 キルシュワッサー 母母 ナ ミ ビ ア 7戦1勝 賞金 13，600，000円

第２回 東京競馬 第４日



12039 4月29日 晴 良 （30東京2）第4日 第3競走 ��
��1，300�サラブレッド系3歳

発走10時55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

23 トラストロン 牝3黒鹿54 田中 勝春菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 森永 聡 424－101：20．1 10．8�
12 ド ナ プ リ モ 牝3青鹿54 横山 典弘山田 貢一氏 高木 登 日高 日西牧場 452－ 4 〃 ハナ 39．9�
59 ナムラファラー 牡3黒鹿56 北村 宏司奈村 信重氏 谷原 義明 様似 林 時春 470± 01：20．2� 6．2�
815 ラヴィーズロマーン 牡3黒鹿56 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 B452± 01：21．15 14．2�
36 クレバージェット 牡3栗 56 江田 照男田畑 利彦氏 牧 光二 浦河 高昭牧場 514－ 2 〃 ハナ 1．5�
612 ルコンセール 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �グリーンファーム伊藤 大士 千歳 社台ファーム 456＋101：21．41� 10．6	
48 ツ キ ミ ザ ケ 牝3栗 54 伊藤 工真江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 418＋ 21：21．5� 139．2

611 リネンオーカン 牝3黒鹿54 内田 博幸戸山 光男氏 武市 康男 日高 前川 義則 484－ 21：21．6クビ 139．0�
713 クリームヒルト 牝3黒鹿54 津村 明秀 �サンデーレーシング 和田 勇介 安平 ノーザンファーム 464－ 21：21．7� 31．8
510 フ チ コ マ 牡3栗 56

54 △武藤 雅ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 小島牧場 498＋ 21：21．8� 54．8�
714 スマートリゲル 牡3栗 56 武士沢友治トニー倶楽部 星野 忍 浦河 杵臼牧場 488－ 2 〃 クビ 45．1�
47 アストロローグ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 武井 亮 新ひだか 岡田牧場 B506＋ 81：22．11� 57．1�

35 ラ プ チ ュ ア 牝3栗 54 嘉藤 貴行グリーンスウォード伊藤 伸一 新冠 アサヒ牧場 438－ 21：22．31	 277．4�
816 ハードファクト 牡3鹿 56

53 ▲西村 淳也伊東 純一氏 大江原 哲 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 440－141：23．04 46．5�

11 トーアエグレット 牝3鹿 54 柴田 善臣高山ランド� 勢司 和浩 豊浦トーア牧場 484＋ 61：24．38 82．7�
24 グレートシングス 牡3栗 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 478 ―1：27．8大差 98．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，111，900円 複勝： 123，995，000円 枠連： 16，140，700円
馬連： 64，334，700円 馬単： 40，561，200円 ワイド： 43，046，200円
3連複： 84，772，500円 3連単： 140，475，900円 計： 545，438，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 730円 � 1，830円 � 370円 枠 連（1－2） 7，120円

馬 連 �� 10，970円 馬 単 �� 24，040円

ワ イ ド �� 2，420円 �� 720円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 15，050円 3 連 単 ��� 126，510円

票 数

単勝票数 計 321119 的中 � 23612（4番人気）
複勝票数 計1239950 的中 � 44279（5番人気）� 16459（8番人気）� 97840（2番人気）
枠連票数 計 161407 的中 （1－2） 1756（18番人気）
馬連票数 計 643347 的中 �� 4543（24番人気）
馬単票数 計 405612 的中 �� 1265（45番人気）
ワイド票数 計 430462 的中 �� 4456（22番人気）�� 16083（5番人気）�� 5802（17番人気）
3連複票数 計 847725 的中 ��� 4222（42番人気）
3連単票数 計1404759 的中 ��� 805（263番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．2―29．8―42．2―54．9―1：07．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トラストロン �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Saint Ballado デビュー 2017．8．12 札幌6着

2015．5．8生 牝3黒鹿 母 セイントブルック 母母 Royal Brook 6戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーアエグレット号・グレートシングス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年

5月29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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 デカルコマニー号・トップギア号・ミスジーナ号

12040 4月29日 晴 良 （30東京2）第4日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時25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
1：31．3
1：30．7

良
良

47 アヴィオール 牝3鹿 54 石橋 脩吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 450 ―1：34．5 6．8�
36 シンボリティアラ 牝3芦 54 戸崎 圭太シンボリ牧場 菊川 正達 新ひだか 増本 良孝 450＋ 21：34．71� 7．4�
510 フライハイト 牝3青鹿54 内田 博幸 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 450－ 61：34．91� 5．1�
713 イルーシヴゴールド 牝3芦 54 大野 拓弥 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 478－ 21：35．0� 5．8�
612 ラヴァーズインメイ 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 むかわ 市川牧場 456－ 21：35．21� 54．0	
714 デンセツノマジョ 牝3黒鹿54 田辺 裕信國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 448－ 2 〃 クビ 3．8

11 セントリフュージ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也ゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 490 ― 〃 ハナ 80．4�

24 ゴールドシスター 牝3栗 54 田中 勝春居城 寿与氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム 426－ 8 〃 ハナ 14．9�
818 スプレンジーナ 牝3栗 54 津村 明秀�長浜牧場 大和田 成 千歳 社台ファーム 410＋ 41：35．3� 83．8
715 リンディーホップ 牝3青鹿54 横山 典弘 �社台レースホース金成 貴史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 8 〃 ハナ 16．5�
23 ラグビーガール 牝3鹿 54 柴田 善臣齋藤 秀昭氏 勢司 和浩 日高 シンボリ牧場 466＋ 61：35．61� 28．0�
59 ジェイケイバスター 牝3鹿 54 松岡 正海小谷野次郎氏 柴田 政人 新冠 村上 欽哉 446± 0 〃 ハナ 12．3�
611 メダリオンモチーフ 牝3黒鹿54 石川裕紀人吉田 和美氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 424－10 〃 アタマ 34．6�
48 ア ビ リ テ ィ 牝3鹿 54 的場 勇人西村 專次氏 的場 均 浦河 グラストレーニ

ングセンター 462＋ 41：35．7� 201．3�
35 コントラスト 牝3鹿 54 武士沢友治田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 トド岩高原銀河農

場物語有限会社 450－ 61：36．55 208．1�
816 パトリツィア 牝3鹿 54 江田 照男ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 418－ 41：37．45 213．2�
817 ビジョナデシコ 牝3鹿 54

52 △武藤 雅谷 賢臣氏 中野 栄治 新ひだか 矢野牧場 428－ 61：38．89 200．2�
12 ショウナンマジー 牝3鹿 54 北村 宏司国本 哲秀氏 国枝 栄 新冠 アラキフアーム 432－101：40．410 109．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 31，433，900円 複勝： 49，595，700円 枠連： 23，920，100円
馬連： 69，778，800円 馬単： 31，992，800円 ワイド： 46，548，800円
3連複： 96，169，800円 3連単： 108，281，200円 計： 457，721，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 230円 � 240円 � 190円 枠 連（3－4） 3，860円

馬 連 �� 3，520円 馬 単 �� 7，510円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 920円 �� 690円

3 連 複 ��� 5，930円 3 連 単 ��� 35，780円

票 数

単勝票数 計 314339 的中 � 36813（4番人気）
複勝票数 計 495957 的中 � 54465（4番人気）� 51763（5番人気）� 71823（2番人気）
枠連票数 計 239201 的中 （3－4） 4800（15番人気）
馬連票数 計 697788 的中 �� 15321（16番人気）
馬単票数 計 319928 的中 �� 3192（31番人気）
ワイド票数 計 465488 的中 �� 9335（17番人気）�� 13019（9番人気）�� 17789（5番人気）
3連複票数 計 961698 的中 ��� 12143（16番人気）
3連単票数 計1082812 的中 ��� 2194（96番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．6―47．7―59．7―1：11．4―1：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F34．8
3 6，10（7，12）（8，9，15）1（3，11，16）（4，18）5（14，17）2，13 4 6，10（7，12）（1，8，9，15）（3，16）11（4，5，18）（14，17）（2，13）

勝馬の
紹 介

アヴィオール �
�
父 Redoute’s Choice �

�
母父 Observatory 初出走

2015．2．15生 牝3鹿 母 ヴ ェ ル ダ 母母 Viavigoni 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 ショウナンマジー号は，枠入り不良。
〔制裁〕 セントリフュージ号の騎手木幡育也は，決勝線手前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）
〔その他〕 ショウナンマジー号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

ビジョナデシコ号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除
外。

〔鼻出血による出走制限〕 ビジョナデシコ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年6月29日まで出走できない。



12041 4月29日 晴 良 （30東京2）第4日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時15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
1：56．1
1：56．1

良
良

57 タンタフエルサ 牡3鹿 56 戸崎 圭太�G1レーシング 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446－ 62：00．9 4．5�

68 ステラーインパクト 牝3鹿 54 石橋 脩 C．フィプケ氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 444－ 22：01．11� 2．1�
11 ゴールドパッキャオ 牡3栗 56 内田 博幸増田 和啓氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 466＋ 22：01．42 3．8�
69 ナリノレーヴドール 牡3鹿 56 田辺 裕信成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 438－ 42：01．61 10．5�
22 マイネルアーリー 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 武田牧場 502－ 42：01．92 7．6�
56 ウインリベロ 牡3栗 56 松岡 正海�ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 422＋ 42：02．0� 39．2	
813 ケイアイムーンバ 牡3鹿 56 西村 太一亀田 和弘氏 加藤 征弘 浦河 富田牧場 488－ 22：02．21� 189．3

710 ウサギノパンチ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行桐谷 茂氏 堀井 雅広 平取 中川 隆 456± 02：02．94 131．6�
45 エンパイヤアーサー 牡3黒鹿 56

54 △武藤 雅�大島牧場 黒岩 陽一 浦河 大島牧場 516－ 8 〃 クビ 94．6
812 ヤマタケクッキー 牝3鹿 54 武士沢友治山中 和子氏 萱野 浩二 日高 川端 正博 488－ 22：03．11 131．2�
33 リネンマンファス 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也戸山 昌彦氏 加藤 和宏 新ひだか 高橋 修 474－ 42：03．95 243．0�
44 ジ ョ ー カ ー 牝3芦 54 大野 拓弥 Him Rock Racing 武市 康男 日高 タバタファーム 440－ 42：04．0	 93．1�
711 パワースピネル 牝3鹿 54 田中 勝春田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 増本牧場 408－ 42：05．48 117．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 32，623，200円 複勝： 37，509，000円 枠連： 15，491，100円
馬連： 60，407，100円 馬単： 33，969，100円 ワイド： 33，776，500円
3連複： 72，634，900円 3連単： 132，016，700円 計： 418，427，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 130円 � 110円 � 130円 枠 連（5－6） 340円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 200円 �� 260円 �� 190円

3 連 複 ��� 450円 3 連 単 ��� 2，530円

票 数

単勝票数 計 326232 的中 � 57090（3番人気）
複勝票数 計 375090 的中 � 65445（2番人気）� 107106（1番人気）� 64282（3番人気）
枠連票数 計 154911 的中 （5－6） 35222（1番人気）
馬連票数 計 604071 的中 �� 105965（1番人気）
馬単票数 計 339691 的中 �� 24505（4番人気）
ワイド票数 計 337765 的中 �� 42796（2番人気）�� 30340（3番人気）�� 46989（1番人気）
3連複票数 計 726349 的中 ��� 118427（1番人気）
3連単票数 計1320167 的中 ��� 37722（3番人気）

ハロンタイム 13．2―12．2―12．1―12．2―12．5―12．3―12．0―11．3―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．4―37．5―49．7―1：02．2―1：14．5―1：26．5―1：37．8―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．4

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

勝馬の
紹 介

タンタフエルサ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Stuka デビュー 2018．3．31 中山7着

2015．5．10生 牡3鹿 母 タンタスエルテ 母母 Trapial 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔その他〕 ゴールドパッキャオ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ゴールドパッキャオ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年5月29日まで出走できない。

12042 4月29日 晴 良 （30東京2）第4日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時45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
1：21．5
1：21．5

重
不良

816 ザ イ オ ン 牡3鹿 56 田辺 裕信小泉 修氏 相沢 郁 新ひだか 米田牧場 458－ 61：26．4 6．5�
48 ド リ ュ ウ 牡3栗 56 大野 拓弥�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 440± 0 〃 クビ 6．7�
23 イイコトズクシ 牡3鹿 56 柴田 善臣小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 474－101：26．5� 15．7�
59 ケイアイマリブ 牡3鹿 56 石川裕紀人亀田 和弘氏 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 460＋ 41：26．6クビ 13．7�
713 グラスルーナ 牝3栗 54 横山 典弘半沢� 杉浦 宏昭 新ひだか タツヤファーム 488＋ 21：26．91� 39．9�
47 � フォルツァエフ 牡3鹿 56

53 ▲西村 淳也大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Jim R. Wells
& Janie Wells 470－ 81：27．11	 19．4	

11 ラ ン パ ク 牡3芦 56 津村 明秀一村 哲也氏 高木 登 新冠 ハクツ牧場 490－ 21：27．31	 4．3

12 ラインギャラント 牝3芦 54

52 △武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 440± 01：27．4� 39．1�
24 エスシーハンコック 牝3栗 54 武士沢友治工藤 圭司氏 松山 将樹 浦河 高松牧場 456＋ 61：27．61	 239．5�
612 グ ラ ス レ オ 牡3黒鹿56 松岡 正海半沢� 尾形 和幸 日高 ヤナガワ牧場 490＋ 21：28．13 5．5
510 ナイツブリッジ 牡3黒鹿56 田中 勝春村野 康司氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 490－101：28．2
 7．9�
714 キョウエイオビエド 牡3芦 56 北村 宏司田中 晴夫氏 勢司 和浩 浦河 山口 義彦 468－ 21：28．3
 14．7�
611 マサノカバーガール 牝3栗 54 石橋 脩中村 時子氏 小笠 倫弘 新冠 有限会社 大

作ステーブル B454＋ 41：28．4� 61．8�
36 ダ ニ エ ル 牡3黒鹿56 伊藤 工真ゴドルフィン 金成 貴史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498－ 81：28．5クビ 15．0�
815 クラウンエンジニア 牡3栗 56 的場 勇人矢野 恭裕氏 田島 俊明 日高 クラウン日高牧場 482＋101：28．92
 230．3�
35 メルムサール 牡3青鹿56 江田 照男�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 438± 01：29．43 50．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，280，300円 複勝： 61，387，700円 枠連： 22，614，800円
馬連： 93，100，500円 馬単： 40，378，600円 ワイド： 59，085，700円
3連複： 117，527，500円 3連単： 132，696，400円 計： 567，071，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 220円 � 180円 � 490円 枠 連（4－8） 1，680円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 3，570円

ワ イ ド �� 530円 �� 2，010円 �� 2，160円

3 連 複 ��� 13，590円 3 連 単 ��� 70，580円

票 数

単勝票数 計 402803 的中 � 49417（3番人気）
複勝票数 計 613877 的中 � 73779（3番人気）� 105225（1番人気）� 26106（9番人気）
枠連票数 計 226148 的中 （4－8） 10424（8番人気）
馬連票数 計 931005 的中 �� 38138（3番人気）
馬単票数 計 403786 的中 �� 8470（6番人気）
ワイド票数 計 590857 的中 �� 30896（1番人気）�� 7263（30番人気）�� 6754（31番人気）
3連複票数 計1175275 的中 ��� 6482（48番人気）
3連単票数 計1326964 的中 ��� 1363（226番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．1―36．7―49．3―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4F49．7―3F37．1
3 4，9（3，13）（1，14）（12，11）（6，7）（2，5）（10，16）（8，15） 4 4，9（3，13）（1，14）（12，7，11）（6，2，5，16）（8，10）15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ザ イ オ ン �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 プリサイスエンド デビュー 2017．9．3 新潟6着

2015．3．26生 牡3鹿 母 レッドジュピター 母母 ハタノプリエ 7戦2勝 賞金 15，000，000円
〔制裁〕 ラインギャラント号の騎手武藤雅は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）

イイコトズクシ号の騎手柴田善臣は，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）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 スーパーアキラ号・ミコジェンヌ号・ラプターゲイル号・レーヌダンス号・ロジヒューズ号



12043 4月29日 晴 良 （30東京2）第4日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時15分 （芝・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
1：31．3
1：30．7

良
良

68 ランウェイデビュー 牝3鹿 54 石橋 脩吉田 勝己氏 奥村 武 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 484＋ 41：33．3 7．7�
56 キューグレーダー 牡3栗 56 戸崎 圭太 �シルクレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 514＋ 4 〃 クビ 4．3�
22 ゴールドギア 牡3黒鹿 56

54 △武藤 雅有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 三嶋牧場 466－ 41：33．4クビ 2．4�
711 リープフラウミルヒ 牝3黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 420＋ 41：33．5� 123．8�
57 ハ ト ホ ル 牝3鹿 54 津村 明秀髙瀬 真尚氏 本間 忍 浦河 中脇 満 450± 01：33．71� 8．0	
69 グットクルサマー 牡3栗 56 北村 宏司 �アフロin El Paso 国枝 栄 千歳 社台ファーム 484－ 81：33．9� 9．6

710 シナモンフレイバー 牡3鹿 56 大野 拓弥尾田 信夫氏 久保田貴士 浦河 丸幸小林牧場 494－ 21：34．22 7．7�
812 モルフェオルフェ 牝3鹿 54 柴田 善臣並河賢一郎氏 大江原 哲 浦河 宮内牧場 420－ 21：34．3� 16．7�
33 	 ハ ナ ザ カ リ 牝3黒鹿54 江田 照男岡田 壮史氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田牧場 476± 01：34．51� 85．5
11 	 トーセンスーリヤ 牡3栗 56 田中 勝春島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 470± 01：34．6クビ 24．2�
45 マルブツインパルス 牡3栗 56

53 ▲木幡 育也大澤 利久氏 杉浦 宏昭 浦河 岡本牧場 408± 01：35．55 347．3�
44 ドラゴンハート 牡3栗 56 松岡 正海スリースターズレーシング 小西 一男 新ひだか 平野牧場 442± 01：35．6� 194．4�
813 パ ッ セ 牝3栗 54 武士沢友治�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 492－ 81：35．81� 355．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 45，680，900円 複勝： 61，375，900円 枠連： 22，529，400円
馬連： 97，121，400円 馬単： 47，891，800円 ワイド： 53，773，700円
3連複： 113，029，400円 3連単： 167，704，600円 計： 609，107，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 180円 � 140円 � 130円 枠 連（5－6） 540円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 3，980円

ワ イ ド �� 460円 �� 330円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 10，480円

票 数

単勝票数 計 456809 的中 � 47396（3番人気）
複勝票数 計 613759 的中 � 74388（4番人気）� 110299（2番人気）� 140974（1番人気）
枠連票数 計 225294 的中 （5－6） 31962（3番人気）
馬連票数 計 971214 的中 �� 43775（7番人気）
馬単票数 計 478918 的中 �� 9016（17番人気）
ワイド票数 計 537737 的中 �� 27958（5番人気）�� 42345（2番人気）�� 51636（1番人気）
3連複票数 計1130294 的中 ��� 64293（1番人気）
3連単票数 計1677046 的中 ��� 11595（27番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．8―12．0―12．1―11．1―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―35．2―47．2―59．3―1：10．4―1：21．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．0
3 11，12－（3，8）6，9，10，2（5，7）（1，13）－4 4 11，12－8（3，6）9，10（5，2）7（1，13）4

勝馬の
紹 介

ランウェイデビュー �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2017．8．13 新潟10着

2015．2．13生 牝3鹿 母 デビュートウショウ 母母 タバサトウショウ 6戦2勝 賞金 16，950，000円

12044 4月29日 晴 良 （30東京2）第4日 第8競走 ��2，100�サラブレッド系4歳以上
発走13時45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
2：06．7
2：05．9

良
良

44 � フレンドミラクル 牡5栗 57 内田 博幸横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 458－ 42：15．1 9．8�
710 ジャコバイティズム 牡6青鹿57 田辺 裕信野本 巧氏 田村 康仁 新冠 須崎牧場 482－ 4 〃 クビ 8．8�
69 � マイネルツィール 牡5鹿 57 横山 典弘杉浦 和也氏 的場 均 新ひだか 田湯牧場 482± 02：15．3� 5．4�
57 ハルカノテソーロ 牡4鹿 57 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新ひだか 服部 健太郎 514－ 42：15．51� 10．7�
22 イージーマネー 牡4芦 57 大野 拓弥丸山 担氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 478－ 82：15．81� 20．1�
56 イルフォーコン 牡5黒鹿57 戸崎 圭太 H.F Association 武市 康男 浦河 福田牧場 464＋ 8 〃 ハナ 2．4	
33 ジェイケイライジン 牡4栗 57 松岡 正海小谷野次郎氏 柴田 政人 浦河 富塚ファーム 476＋ 2 〃 クビ 31．6

812� サトノギャラクシー 牡6青鹿 57

54 ▲木幡 育也 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B540－ 22：15．9	 108．0�
813 バンダムザブラッド 牡5黒鹿 57

55 △武藤 雅山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 476＋ 22：16．0	 12．4�
45 オペラハット 牡7鹿 57 田中 勝春小菅 定雄氏 森 秀行 平取 高橋 啓 468－ 42：16．21 18．2
711 ダイワチャーチル 牡5鹿 57 北村 宏司大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B496－142：16．62	 11．2�
11 � フッカツノノロシ 牡5黒鹿 57

54 ▲西村 淳也福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 前田 宗将 506＋ 42：17．23	 63．7�
68 セ ラ フ ァ ン 牝4鹿 55 石川裕紀人小野 建氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 496＋ 22：19．5大差 56．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 37，153，600円 複勝： 59，157，800円 枠連： 23，054，300円
馬連： 95，479，900円 馬単： 42，664，900円 ワイド： 57，442，800円
3連複： 119，632，100円 3連単： 152，675，600円 計： 587，261，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 290円 � 250円 � 220円 枠 連（4－7） 1，620円

馬 連 �� 5，250円 馬 単 �� 9，370円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 850円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 8，540円 3 連 単 ��� 57，290円

票 数

単勝票数 計 371536 的中 � 30037（4番人気）
複勝票数 計 591578 的中 � 49695（5番人気）� 60941（3番人気）� 72656（2番人気）
枠連票数 計 230543 的中 （4－7） 11003（8番人気）
馬連票数 計 954799 的中 �� 14075（18番人気）
馬単票数 計 426649 的中 �� 3415（35番人気）
ワイド票数 計 574428 的中 �� 8504（17番人気）�� 17682（8番人気）�� 14816（11番人気）
3連複票数 計1196321 的中 ��� 10499（35番人気）
3連単票数 計1526756 的中 ��� 1932（207番人気）

ハロンタイム 7．3―12．2―12．8―13．2―13．1―13．3―13．2―12．6―12．2―12．5―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―19．5―32．3―45．5―58．6―1：11．9―1：25．1―1：37．7―1：49．9―2：02．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．4
1
3

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

�フレンドミラクル �
�
父 バ ゴ �

�
母父 フ ジ キ セ キ

2013．5．3生 牡5栗 母 タ ツ キ セ キ 母母 パ シ ア ン 21戦2勝 賞金 26，790，000円
初出走 JRA



12045 4月29日 晴 良 （30東京2）第4日 第9競走 ��
��2，400�

じ ん ば

陣 馬 特 別
発走14時15分 （芝・左）
4歳以上，1，000万円以下，29．4．29以降30．4．22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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

56 コウキチョウサン 牡5鹿 54 北村 宏司�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 462－ 22：25．2 7．4�
68 コスモジャーベ 牡5黒鹿55 武藤 雅 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 坂本 智広 478＋ 2 〃 ハナ 9．8�
67 ニーマルサンデー 牡4青鹿54 大野 拓弥板橋 秋氏 田村 康仁 新ひだか 畠山牧場 470－ 22：25．3� 16．0�
22 � イ チ ダ イ 牡5鹿 57 戸崎 圭太合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 530＋ 4 〃 ハナ 5．3�
33 サンデームーティエ 牡4栗 55 内田 博幸戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 442－ 4 〃 クビ 8．9	
710 ヴ ィ ッ セ ン 牡7鹿 54 石川裕紀人 �シルクレーシング 斉藤 崇史 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 82：25．4	 79．9

812 マイネルカレッツァ 牡6黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中舘 英二 日高 白井牧場 514＋ 62：25．61
 9．6�
55 フォイヤーヴェルク 牡5青鹿56 石橋 脩 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 440－ 4 〃 クビ 2．4�
79 プレイヤーハウス 牡6鹿 54 松岡 正海嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 468－ 82：25．81
 80．5
811 シークレットパス 牡7芦 54 江田 照男岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 462± 02：26．11	 196．9�
11 プレシャスブルー 牡4鹿 54 田辺 裕信石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 438－ 4 〃 クビ 10．0�
44 コスモピクシス 牝5黒鹿53 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 432＋142：26．63 55．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 48，520，300円 複勝： 63，883，300円 枠連： 26，223，300円
馬連： 129，106，400円 馬単： 57，074，100円 ワイド： 67，517，700円
3連複： 154，616，800円 3連単： 226，427，100円 計： 773，369，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 240円 � 300円 � 460円 枠 連（5－6） 830円

馬 連 �� 3，070円 馬 単 �� 5，190円

ワ イ ド �� 910円 �� 1，670円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 11，790円 3 連 単 ��� 58，940円

票 数

単勝票数 計 485203 的中 � 51956（3番人気）
複勝票数 計 638833 的中 � 77984（3番人気）� 56450（6番人気）� 32844（8番人気）
枠連票数 計 262233 的中 （5－6） 24273（4番人気）
馬連票数 計1291064 的中 �� 32530（15番人気）
馬単票数 計 570741 的中 �� 8247（19番人気）
ワイド票数 計 675177 的中 �� 19471（11番人気）�� 10244（25番人気）�� 10947（24番人気）
3連複票数 計1546168 的中 ��� 9830（47番人気）
3連単票数 計2264271 的中 ��� 2785（226番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．2―12．6―12．3―12．3―12．3―12．3―11．8―11．3―11．9―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―24．2―36．4―49．0―1：01．3―1：13．6―1：25．9―1：38．2―1：50．0―2：01．3―2：13．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．2
1
3
3，12－（5，7）－10，2，8（6，11）＝1（4，9）
3，12（5，7）（2，10）8（6，11）（1，9）4

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

勝馬の
紹 介

コウキチョウサン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．7．26 福島4着

2013．4．28生 牡5鹿 母 シャドウシルエット 母母 ユーワジョイナー 28戦4勝 賞金 58，875，000円

12046 4月29日 晴 良 （30東京2）第4日 第10競走 ��
��1，400�

ばんしゅん

晩春ステークス
発走14時50分 （芝・左）
4歳以上，1，600万円以下，29．4．29以降30．4．22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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

35 リライアブルエース 牡5黒鹿55 田辺 裕信 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490± 01：20．2 6．1�

611 バ リ ス 牡7栗 55 内田 博幸杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 小泉牧場 490－ 4 〃 クビ 5．7�
817 クライムメジャー 牡4栗 56 戸崎 圭太 �シルクレーシング 池江 泰寿 洞�湖 レイクヴィラファーム 512＋ 2 〃 アタマ 4．5�
715 レインボーフラッグ 牡5鹿 56．5 石橋 脩 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 464－ 41：20．3� 4．3�
23 ロワアブソリュー 牡5鹿 56 石川裕紀人 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 506± 01：20．4クビ 11．6	
818 ショウナンライズ 牡5栗 55 北村 宏司国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 466－ 81：20．5	 19．1

816 オブリゲーション 牡5鹿 54 田中 勝春�辻牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 468－ 4 〃 ハナ 50．4�
11 ド ー ヴ ァ ー 牡5栗 56 大野 拓弥ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504＋ 2 〃 クビ 14．1�
59 ボーダーオブライフ 牡4鹿 55 横山 典弘�レッドマジック金成 貴史 千歳 社台ファーム 494－ 41：20．6クビ 17．6
48 
 エルフィンコーブ 牝5鹿 51 武士沢友治吉田 和子氏 池添 学 米

John David O’Far-
rell & J. Michael
O’Farrell, Jr.

516－ 61：20．92 60．3�
12 レッドリーガル 牡6鹿 54 伊藤 工真 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム B500＋ 2 〃 ハナ 106．0�
714 シーズララバイ 牝4栗 52 柴田 善臣吉田 千津氏 竹内 正洋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 21：21．0クビ 71．4�
713 カシノピカチュウ 牡8鹿 54 江田 照男柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 506＋10 〃 クビ 188．5�
36 クリノコマチ 牝7栗 50 木幡 育也栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 464＋ 41：21．31	 129．4�
24 クラウンアイリス 牝7栗 52 武藤 雅�クラウン 天間 昭一 大分 クラウンファーム 410± 01：21．62 123．5�
612 アルマエルナト �7栗 54 柴田 大知コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 468－ 41：21．91� 40．1�
47 パルティトゥーラ 牝4黒鹿53 津村 明秀 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 480＋101：22．43 11．4�
510 ウエスタンメルシー 牝7鹿 53 松岡 正海西川 賢氏 奥村 武 新ひだか ウエスタンファーム 456－ 81：22．82	 146．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 62，461，200円 複勝： 92，584，200円 枠連： 39，539，000円
馬連： 185，817，700円 馬単： 70，830，600円 ワイド： 96，479，200円
3連複： 236，366，400円 3連単： 297，891，100円 計： 1，081，969，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 220円 � 200円 � 170円 枠 連（3－6） 1，640円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 3，590円

ワ イ ド �� 730円 �� 660円 �� 610円

3 連 複 ��� 3，150円 3 連 単 ��� 18，680円

票 数

単勝票数 計 624612 的中 � 81347（4番人気）
複勝票数 計 925842 的中 � 100847（4番人気）� 119521（3番人気）� 159248（2番人気）
枠連票数 計 395390 的中 （3－6） 18670（6番人気）
馬連票数 計1858177 的中 �� 75570（6番人気）
馬単票数 計 708306 的中 �� 14784（11番人気）
ワイド票数 計 964792 的中 �� 33523（6番人気）�� 37795（5番人気）�� 41117（3番人気）
3連複票数 計2363664 的中 ��� 56103（4番人気）
3連単票数 計2978911 的中 ��� 11561（28番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．1―11．4―11．3―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．1―45．5―56．8―1：08．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．7
3 2，3（1，4）（7，12）（6，10）（11，17，18）（5，9）（8，13，15）16，14 4 2，3（1，7，4，12）6（11，10，18）（5，17，9）－（8，13，15）16，14

勝馬の
紹 介

リライアブルエース �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unusual Heat デビュー 2016．4．16 阪神3着

2013．1．13生 牡5黒鹿 母 ゴールデンドックエー 母母 Penpont 10戦4勝 賞金 54，384，000円
〔制裁〕 リライアブルエース号の騎手田辺裕信は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

１レース目



12047 4月29日 晴 良 （30東京2）第4日 第11競走 ��
��1，800�スイートピーステークス

発走15時30分 （オークストライアル） （芝・左）
牝，3歳；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

811� ラ ン ド ネ 牝3鹿 54 戸崎 圭太合同会社小林英一
ホールディングス 角居 勝彦 米 Winches-

ter Farm 498－121：47．7 8．2�
33 ミュージアムヒル 牝3鹿 54 津村 明秀吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 462－ 21：47．91� 2．0�
67 ゴージャスランチ 牝3黒鹿54 横山 典弘吉田 千津氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 492＋ 6 〃 ハナ 4．0�
810 ダンシングチコ 牝3鹿 54 大野 拓弥石瀬 浩三氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 464－ 61：48．0クビ 14．7�
55 ロフティフレーズ 牝3黒鹿54 柴田 大知水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 434－ 41：48．21	 7．7�
44 サヤカチャン 牝3鹿 54 西村 淳也瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 新ひだか 棚川 光男 B454－ 4 〃 ハナ 40．9	
79 ノーブルアース 牝3黒鹿54 内田 博幸吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 462－ 41：48．41	 13．2

66 ジョブックコメン 牝3黒鹿54 田中 勝春�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 414－ 21：48．61� 45．7�
78 ギンコイエレジー 牝3黒鹿54 北村 宏司飯田 吉哉氏 南井 克巳 新冠 有限会社 大

作ステーブル 440－ 81：48．81	 18．8
11 ハーツフェルト 牝3栗 54 田辺 裕信林 正道氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 444＋ 81：49．22� 40．9�
22 
 フレンドアリス 牝3栗 54 柴田 善臣横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 452± 01：50．79 277．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 82，930，400円 複勝： 115，797，400円 枠連： 46，799，800円
馬連： 251，657，900円 馬単： 125，110，300円 ワイド： 103，495，600円
3連複： 299，160，300円 3連単： 598，789，100円 計： 1，623，740，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 200円 � 110円 � 140円 枠 連（3－8） 510円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 380円 �� 580円 �� 190円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 7，830円

票 数

単勝票数 計 829304 的中 � 80689（4番人気）
複勝票数 計1157974 的中 � 82082（4番人気）� 542465（1番人気）� 156638（2番人気）
枠連票数 計 467998 的中 （3－8） 70529（2番人気）
馬連票数 計2516579 的中 �� 217284（3番人気）
馬単票数 計1251103 的中 �� 38630（8番人気）
ワイド票数 計1034956 的中 �� 64400（3番人気）�� 38888（7番人気）�� 170367（1番人気）
3連複票数 計2991603 的中 ��� 218350（2番人気）
3連単票数 計5987891 的中 ��� 55428（19番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―11．8―12．5―12．4―12．2―11．5―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―36．4―48．9―1：01．3―1：13．5―1：25．0―1：36．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．2

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

勝馬の
紹 介

�ラ ン ド ネ �
�
父 Blame �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2018．2．18 東京2着

2015．4．29生 牝3鹿 母 Loure 母母 Loving Pride 4戦2勝 賞金 26，694，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりランドネ号は，優駿牝馬（GⅠ）競走に優先出走できる。

12048 4月29日 晴 良 （30東京2）第4日 第12競走 ��2，100�サラブレッド系4歳以上
発走16時10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
2：06．7
2：05．9

良
良

611 ピアシングステア 牡6栗 57 内田 博幸水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 502＋ 62：13．5 5．2�
815 サ ラ セ ニ ア 牡5芦 57 戸崎 圭太平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 476－ 22：13．81� 4．8�
23 ウォーターマーズ 牡4芦 57 松岡 正海山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 B520－ 6 〃 ハナ 20．5�
22 ラ バ ピ エ ス 牡4鹿 57 大野 拓弥 �シルクレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 500－ 6 〃 クビ 6．1�
712 バ レ ッ テ ィ �4鹿 57 田辺 裕信 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 500－122：14．01� 3．4�
59 アバオアクー 牡6鹿 57 津村 明秀外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B502－ 42：14．42	 27．4	
11 オメガドラクロワ 牡4青鹿57 石橋 脩原 
子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B452－10 〃 クビ 18．9

58 スズカロング 牡4鹿 57 北村 宏司永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 480± 02：15．25 6．6�
35 コスモバーダン 牡6鹿 57

55 △武藤 雅 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 浦河 大西ファーム 518＋ 62：15．41� 26．0�
814 クールエイジア 牡6鹿 57 柴田 善臣山王飯店 鈴木 伸尋 浦河 成隆牧場 472＋ 42：16．03	 44．7�
610 デアリングアイデア 牡4鹿 57

54 ▲西村 淳也宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 452＋ 22：16．21	 206．2�
713� コ ス モ ス 牡4栗 57 柴田 大知 �コスモヴューファーム 中村 均 浦河 中神牧場 484＋ 82：16．41	 112．5�
34 レインオーバー �7青鹿57 江田 照男 グリーンファーム田中 剛 千歳 社台ファーム 452＋ 22：17．78 251．8�
46 レコンキスタ 牡4栗 57 田中 勝春村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B496＋ 62：19．29 143．3�
47 ダウンザライン 牡4芦 57

54 ▲木幡 育也Basic 小野 次郎 新冠 ラツキー牧場 B470－ 62：21．6大差 34．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 67，108，900円 複勝： 82，182，200円 枠連： 43，426，400円
馬連： 178，234，300円 馬単： 73，223，400円 ワイド： 92，608，200円
3連複： 229，437，100円 3連単： 328，058，100円 計： 1，094，278，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 190円 � 470円 枠 連（6－8） 1，200円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，400円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，460円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 7，870円 3 連 単 ��� 31，710円

票 数

単勝票数 計 671089 的中 � 102732（3番人気）
複勝票数 計 821822 的中 � 114722（3番人気）� 124833（2番人気）� 36845（9番人気）
枠連票数 計 434264 的中 （6－8） 28023（6番人気）
馬連票数 計1782343 的中 �� 107666（3番人気）
馬単票数 計 732234 的中 �� 22840（7番人気）
ワイド票数 計 926082 的中 �� 49154（4番人気）�� 15768（13番人気）�� 13159（20番人気）
3連複票数 計2294371 的中 ��� 21850（20番人気）
3連単票数 計3280581 的中 ��� 7500（84番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―19．0―32．1―45．5―57．5―1：09．8―1：22．1―1：34．8―1：47．5―2：00．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ピアシングステア �
�
父 バトルプラン �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2015．3．22 中山1着

2012．3．14生 牡6栗 母 プレシャスエルフ 母母 プレシャスフラワー 25戦4勝 賞金 67，002，000円
〔その他〕 ダウンザライン号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

４レース目



（30東京2）第4日 4月29日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176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

208，810，000円
7，780，000円
17，500，000円
1，350，000円
23，020，000円
71，391，500円
4，576，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
534，296，200円
828，696，300円
313，845，900円
1，347，095，900円
624，128，800円
730，370，300円
1，689，474，500円
2，489，060，000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 8，556，967，900円

総入場人員 54，781名 （有料入場人員 52，238名）
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