
１２０１３ ４月２６日 晴 不良 （２１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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

６１１ ユングフラウヨシコ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義下田穰一郎氏 鹿戸 雄一 新冠 大栄牧場 ４７８＋ ４１：３８．９ １．６�

１２ ムーンライトソング 牝３鹿 ５４
５１ ▲伊藤 工真�松栄牧場 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 ４５２－ ２ 〃 クビ ２８．５�

２４ マルターズクリス 牝３黒鹿５４ 武 豊藤田 在子氏 堀井 雅広 門別 天羽 禮治 ４７０± ０１：３９．１１ ５．１�
５１０ ユメヒマワリ 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太�浜本牧場 矢作 芳人 日高 浜本牧場 ４８８± ０１：３９．６３ ５１．５�
５９ スーパーオアシス 牝３鹿 ５４ 津村 明秀福島 実氏 嶋田 功 日高 沖田牧場 ４４６＋ ２１：３９．７� １４２．０�
７１３ ミラクルポケット 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太 �グリーンファーム 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４５８ ― 〃 クビ １７．３	

（大井）

６１２ キャッツテイル 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥�橋 信博氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４１６＋ ４１：３９．８クビ ８５．６

２３ マスターギラティナ 牝３栗 ５４ 北村 宏司�坂東牧場 古賀 慎明 新冠 芳住 革二 ４４０－ ４１：４０．０１� １０．６�
８１６ ゴールドラプソディ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成阿部雅一郎氏 小林 常泰 浦河 中村 雅明 ４４２± ０１：４０．１� １４．６�
３６ ブラストルピナス 牝３青 ５４ 岩田 康誠村中 徳広氏 伊藤 伸一 新冠 川上 悦夫 ４６０＋１０ 〃 ハナ ４０．１
３５ メイクボックス 牝３黒鹿５４ 内田 博幸大迫久美子氏 大竹 正博 新冠 村上 欽哉 ４７４ ―１：４０．４１� １８．７�
１１ デルマネフティス 牝３栗 ５４ 左海 誠二浅沼 廣幸氏 石栗 龍彦 門別 ファニーヒルファーム ４９４± ０１：４０．５� １５６．９�

（船橋）

７１４ スプリングポピー 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹加藤 春夫氏 柴田 政人 様似 堀 弘康 ４６０＋ ２１：４１．０３ ２５３．４�
８１５ サワヤカトウショウ 牝３栗 ５４ 田辺 裕信トウショウ産業� 浅野洋一郎 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４７６ ―１：４１．８５ ８０．４�
４８ デルマイシス 牝３栗 ５４ 江田 照男浅沼 廣幸氏 中川 公成 日高 ファニーヒルファーム ４３８ ―１：４２．２２� １９９．７�
４７ スズカラベンダー 牝３黒鹿５４ 吉田 豊永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 ４１０ ―１：４３．４７ ７９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，３２０，３００円 複勝： ５４，１４３，１００円 枠連： ２３，２２４，３００円

普通馬連： ６２，８２２，０００円 馬単： ５８，０４５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，６４０，０００円

３連複： ７５，７７６，７００円 ３連単： １３２，６３６，６００円 計： ４５０，６０８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ４００円 � １６０円 枠 連（１－６） １，６７０円

普通馬連 �� １，４８０円 馬 単 �� １，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５４０円 �� ２２０円 �� １，２９０円

３ 連 複 ��� ２，１００円 ３ 連 単 ��� ８，８００円

票 数

単勝票数 計 ２０３２０３ 的中 � １０５０２３（１番人気）
複勝票数 計 ５４１４３１ 的中 � ３７０５６５（１番人気）� １１６２５（７番人気）� ４４４３４（２番人気）
枠連票数 計 ２３２２４３ 的中 （１－６） １０３１０（５番人気）
普通馬連票数 計 ６２８２２０ 的中 �� ３１４９０（６番人気）
馬単票数 計 ５８０４５２ 的中 �� ２３２３６（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３６４００ 的中 �� １０２２６（５番人気）�� ３２０９４（１番人気）�� ３８５３（１４番人気）
３連複票数 計 ７５７７６７ 的中 ��� ２６６４２（６番人気）
３連単票数 計１３２６３６６ 的中 ��� １１１２９（１９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．５―３５．６―４７．９―１：００．３―１：１２．５―１：２５．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．０―３F３８．６
３ ３，１０，４，５（１２，６）（１，２，１４）１１（１６，７）（９，１５）１３＝８ ４ ３，１０，４（５，１２）（１，６，１４）２（１６，１１）７，９，１３，１５＝８

勝馬の
紹 介

ユングフラウヨシコ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００８．１２．２０ 中山１６着

２００６．２．１７生 牝３栗 母 ヴ ィ エ ス テ 母母 Queen Guinevere ７戦１勝 賞金 １１，７５０，０００円
※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。
（非抽選馬） ２頭 クロスグランマ号・ビービーグレイナー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１２０１４ ４月２６日 晴 不良 （２１東京２）第２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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

７１３ ダノンマイスター 牡３鹿 ５６ 武 豊�ダノックス 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６６± ０１：１８．１ ５．２�

３６ アントルシャカトル 牝３栗 ５４ 戸崎 圭太�ミルファーム 保田 一隆 新ひだか 下村 繁正 ４８０± ０１：１８．８４ ４．５�
（大井）

５１０ ギンザフロンティア 牡３栗 ５６ 北村 宏司有馬 博文氏 小島 太 静内 千代田牧場 ４６６－ ２１：１９．１１� ３６．５�
６１１ アフィリエイト 牡３栗 ５６ 柴田 善臣青山 洋一氏 戸田 博文 白老 追分ファーム ５３０－ ６１：１９．２� ３．１�
８１５ キンシスター 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 金 宏二 ４６４－ ４１：１９．５１� １４．６�
４８ シ ブ ン 牡３栗 ５６ 三浦 皇成今 秀幸氏 水野 貴広 三石 萩澤 泰博 ４４６－ ６１：２０．１３� ６．０	
５９ ケージーカチボシ 牡３鹿 ５６ 左海 誠二川井 五郎氏 嶋田 功 新冠 岩見牧場 ５３６＋１０ 〃 ハナ ３７．９


（船橋）

４７ キャラバンシチー 牡３鹿 ５６
５３ ▲伊藤 工真 �友駿ホースクラブ 崎山 博樹 日高 幾千世牧場 ４６０± ０１：２０．２� ７３．０�

７１４ ネ リ ネ 牝３栗 ５４ 吉田 豊ディアレスト 畠山 吉宏 平取 高橋 幸男 ４２４＋ ２１：２０．５２ ６７．８�
３５ キングデザート 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹�� 義氏 成島 英春 平取 高橋 啓 ５００－ ６１：２０．６クビ １８．９�
８１６ サイクロンボーイ 牡３鹿 ５６ 横山 典弘�グランド牧場 高松 邦男 静内 グランド牧場 ４６０＋ ２１：２０．８１ ２７．５�
２４ シルクプレジデント 牡３栗 ５６ 田辺 裕信有限会社シルク矢作 芳人 静内 千代田牧場 ４９０ ―１：２１．１２ ３９．２�
１１ ガッツアップ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義�グランド牧場 鹿戸 雄一 静内 グランド牧場 ４９０ ―１：２２．７１０ ７３．８�
１２ スカールシチー 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥 �友駿ホースクラブ 成島 英春 浦河 山春牧場 ４９４ ―１：２４．３１０ １２９．４�
２３ ジョイフルポート 牝３栗 ５４ 江田 照男小林 英一氏 杉浦 宏昭 日高 出口牧場 ４６６ ―１：２４．６２ １５．９�
６１２ トップガンウイング 牡３栗 ５６ 津村 明秀大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 酒井 源市 ４４４ ― 〃 アタマ ３６４．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，２２３，６００円 複勝： ３３，３１６，６００円 枠連： ２２，７９９，１００円

普通馬連： ６８，５５２，６００円 馬単： ４８，８１２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，８７２，４００円

３連複： ７７，９０２，７００円 ３連単： １１０，７７０，２００円 計： ４０６，２５０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � ２１０円 � １８０円 � ８６０円 枠 連（３－７） ８８０円

普通馬連 �� １，１８０円 馬 単 �� ２，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５１０円 �� ３，６９０円 �� ２，７２０円

３ 連 複 ��� １３，７３０円 ３ 連 単 ��� ５１，１９０円

票 数

単勝票数 計 ２０２２３６ 的中 � ３０９０２（３番人気）
複勝票数 計 ３３３１６６ 的中 � ４６７３１（３番人気）� ６０３６９（２番人気）� ７５９４（１０番人気）
枠連票数 計 ２２７９９１ 的中 （３－７） １９３１４（３番人気）
普通馬連票数 計 ６８５５２６ 的中 �� ４３００６（４番人気）
馬単票数 計 ４８８１２９ 的中 �� １６２７８（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３８７２４ 的中 �� １２７７８（５番人気）�� １５１４（４１番人気）�� ２０７３（３２番人気）
３連複票数 計 ７７９０２７ 的中 ��� ４１８８（４５番人気）
３連単票数 計１１０７７０２ 的中 ��� １５９７（１５５番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．５―１１．０―１１．５―１２．４―１２．６―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１７．５―２８．５―４０．０―５２．４―１：０５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．６―３F３８．１
３ ・（１１，１３）－６（１０，１５）４，８（９，１４）５－７＝１６＝１－（３，１２）２ ４ １１，１３－６（１０，１５）（４，８，９，１４）＝（５，７）－１６＝１－３（２，１２）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンマイスター �
�
父 Gone West �

�
母父 Mt. Livermore デビュー ２００９．３．２２ 中山５着

２００６．５．１生 牡３鹿 母 マウンテンエンジェル 母母 All An Angel ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ガッツアップ号・スカールシチー号・ジョイフルポート号・トップガンウイング号は，平成２１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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 サニングキャプテン号・スイートヴァランス号・デウィデウィ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１２０１５ ４月２６日 晴 不良 （２１東京２）第２日 第３競走 ��
��２，１００�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

２：０６．７
２：０５．９

良

良

１１ フナベンケイ �３栗 ５６ 左海 誠二橘 倍男氏 高橋 義博 浦河 ミルファーム ４５８－ ４２：１４．３ ２４．９�
（船橋）

８８ ウォーエレファント 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新冠 平山牧場 ４７２－１６２：１４．４クビ ３．６�
５５ ベルウッドローツェ 牡３栗 ５６ 吉田 豊鈴木 照雄氏 小島 茂之 浦河 浦河土肥牧場 ４６４－ ４ 〃 ハナ ８．１�
３３ ヴィーヴァジョーコ 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太芹澤 精一氏 佐藤 吉勝 三石 広田牧場 ４３０± ０２：１４．５� ９．９�

（大井）

２２ オンワードイデア 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲伊藤 工真�オンワード牧場 清水 利章 浦河 オンワード牧場 ４８８－ ２２：１５．８８ ５９．２�

４４ マタハリクー �３鹿 ５６ 五十嵐雄祐坂田 行夫氏 藤原 辰雄 新冠 村上牧場 ４５４－ ６２：１６．０� ５３．９�
７７ ザ リ ー サ ス 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信鈴木 照雄氏 中川 公成 静内 藤平 和実 ４５８－ ４２：１６．４２� ８２．１	
８９ ジェネラルノブレス 牡３栗 ５６ 内田 博幸横手 信一氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４８２－ ２２：１６．７２ １．６

６６ ミスハナウメノサト 牝３鹿 ５４ 武士沢友治田上 雅春氏 矢野 英一 静内 岡田スタツド B４７８＋ ２２：１７．４４ ６９．８�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２０，１００，１００円 複勝： ４４，３２７，１００円 枠連： １５，６０８，０００円

普通馬連： ４９，０４１，０００円 馬単： ５３，８１７，８００円 ワイド【拡大馬連】： １７，７７３，０００円

３連複： ５５，１５４，６００円 ３連単： １６２，５１１，４００円 計： ４１８，３３３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４９０円 複 勝 � ６１０円 � ２１０円 � ３００円 枠 連（１－８） ８６０円

普通馬連 �� ３，２３０円 馬 単 �� １０，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７１０円 �� １，１１０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ４，３６０円 ３ 連 単 ��� ５２，１００円

票 数

単勝票数 計 ２０１００１ 的中 � ６３８５（５番人気）
複勝票数 計 ４４３２７１ 的中 � １６４７４（５番人気）� ６４１０９（２番人気）� ３９５４１（３番人気）
枠連票数 計 １５６０８０ 的中 （１－８） １３４５４（４番人気）
普通馬連票数 計 ４９０４１０ 的中 �� １１２１１（８番人気）
馬単票数 計 ５３８１７８ 的中 �� ３７７７（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７７７３０ 的中 �� ６０３５（８番人気）�� ３６８７（１０番人気）�� １３６９４（４番人気）
３連複票数 計 ５５１５４６ 的中 ��� ９３３７（１１番人気）
３連単票数 計１６２５１１４ 的中 ��� ２３０２（９７番人気）

ハロンタイム ７．４―１２．１―１２．９―１２．８―１２．６―１２．４―１２．５―１２．８―１２．４―１２．９―１３．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．４―１９．５―３２．４―４５．２―５７．８―１：１０．２―１：２２．７―１：３５．５―１：４７．９―２：００．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３８．８
１
３

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

勝馬の
紹 介

フナベンケイ �

父 フレンチデピュティ �


母父 ジェニュイン デビュー ２００８．８．２ 新潟１８着

２００６．３．１９生 �３栗 母 ヨシワラスズメ 母母 トロピカルメイク １０戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 ジェネラルノブレス号の騎手内田博幸は，１コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（７番への進路影響）
〔その他〕 ジェネラルノブレス号は，１コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１２０１６ ４月２６日 晴 不良 （２１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 （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
１：２１．９

不良

重

２２ ウルスラグナ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 安田 隆行 えりも エクセルマネジメント ４７２ ―１：２４．７ ６．５�

５７ � マルターズデライト 牡３鹿 ５６ 武 豊藤田 在子氏 堀井 雅広 米 Yoshio Fujita ５０４－ ２ 〃 クビ １．３�
７１１ ワーズワース 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣池谷 誠一氏 大竹 正博 むかわ 上水牧場 ４９６ ―１：２４．８クビ ３２．４�
４４ コスモカサブランカ 牝３黒鹿５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 静内 千代田牧場 ４７０＋１０１：２６．１８ ６７．４�
５６ � コスモナダル 牡３黒鹿５４ 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 豪

Milburn Creek
Thoroughbred
Stud

４５８＋ ２１：２６．３１� １０．６�
４５ カントリードーター 牝３栗 ５４ 小林 淳一�協和牧場 斎藤 宏 新冠 協和牧場 ４６６－ ６ 〃 ハナ ３７．１�
６８ アクロスザボード 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太吉田 和美氏 尾関 知人 早来 ノーザンファーム ４５６ ―１：２６．５１ ９８．６	

（大井）

８１２ ストロングネオ 牡３栗 ５６ 北村 宏司村木 篤氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 ４９６± ０１：２７．１３� ７３．６

７１０ マチカネチハヤ 牡３鹿 ５６ 鮫島 良太細川 益男氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ５２４－ ８１：２７．７３� ２４．８�
１１ コ ー ド 牡３鹿 ５６ 柴田 大知松平 正樹氏 高松 邦男 日高 山際 辰夫 ４６６＋ ２１：２７．８� ２９６．２�
６９ � ア ル ダ レ ス 牡３芦 ５６

５３ ▲伊藤 工真伊達 敏明氏 高橋 祥泰 米 Hidekazu
Date ４６０＋ ８１：２８．１２ ２３９．７

８１３ デンコウヤマト 牡３栗 ５６ 吉田 豊田中 康弘氏 小島 太 浦河 辻 牧場 ４７０－ ２１：２８．３１� ２４．１�
３３ � コスモディマシュク 牝３栗 ５２ 梶 晃啓 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 豪

Arrowleave Joint
Venture, Belford
Productions

４０８－ ４１：２９．１５ ３３０．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２９，２８１，２００円 複勝： ７３，６１４，６００円 枠連： １９，８６０，３００円

普通馬連： ６４，０６９，９００円 馬単： ６９，７８３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，０３１，４００円

３連複： ７１，８９２，７００円 ３連単： １７６，３９９，５００円 計： ５２７，９３３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � ４２０円 枠 連（２－５） ３２０円

普通馬連 �� ３７０円 馬 単 �� １，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� １，４５０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ２，１６０円 ３ 連 単 ��� １５，０８０円

票 数

単勝票数 計 ２９２８１２ 的中 � ３５６１０（２番人気）
複勝票数 計 ７３６１４６ 的中 � ４８３７４（３番人気）� ５４０８４３（１番人気）� １３０６８（７番人気）
枠連票数 計 １９８６０３ 的中 （２－５） ４６３５９（１番人気）
普通馬連票数 計 ６４０６９９ 的中 �� １２９８０７（２番人気）
馬単票数 計 ６９７８３４ 的中 �� ３６２４０（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３０３１４ 的中 �� ３５２７６（２番人気）�� ３２５４（１６番人気）�� ９８３９（７番人気）
３連複票数 計 ７１８９２７ 的中 ��� ２４６４０（９番人気）
３連単票数 計１７６３９９５ 的中 ��� ８６３４（５１番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．５―１１．２―１２．４―１２．４―１２．６―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２２．９―３４．１―４６．５―５８．９―１：１１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウルスラグナ �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

２００６．３．１７生 牡３栗 母 エリモアテナ 母母 エリモパッション １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１２０１７ ４月２６日 晴 稍重 （２１東京２）第２日 第５競走 ��
��１，６００�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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

３５ オルトリンデ 牝３栗 ５４ 田中 勝春 �グリーンファーム 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４５４＋ ２１：３７．３ ３．３�

８１７ コスモエルベン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 静内 漆原 武男 ４９２＋ ４１：３７．６２ ４．０�
６１１ バイタルシチー 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 浦河 アイオイファーム ４５０＋ ８１：３７．７� ８３．６�
２４ ジャグラーキング 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義栗本 良明氏 矢作 芳人 様似 様似渡辺牧場 ４３０－ ８１：３７．８� ６．２�
５１０ クロスロード �３鹿 ５６ 北村 宏司吉田 和子氏 後藤 由之 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６４ ― 〃 クビ ４８．５�
６１２ シャドウノート 牝３黒鹿５４ 戸崎 圭太飯塚 知一氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B４６０－ ８１：３８．１１� ５９．７	

（大井）

４７ 	 アンティックドール 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣吉田 千津氏 鹿戸 雄一 米 Fontainebleau
Farm Inc. ４０６ ― 〃 クビ １９．９


８１６	 ド ス ラ イ ス 牡３栗 ５６ 武 豊小田 吉男氏 森 秀行 米 WinStar
Farm, LLC ５１４ ―１：３８．２クビ ５．８�

１１ ナカヨキコト 牝３鹿 ５４ 左海 誠二江川 伸夫氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド ４１０＋ ２ 〃 クビ １９０．９�
（船橋）

１２ 	 ローランウィンド 牡３栗 ５６ 江田 照男斉藤 敏博氏 水野 貴広 英 T. Saito ４５６－ ４ 〃 ハナ １６．８
３６ アルセーヌシチー 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 浦河 アイオイファーム ４８０－ ２１：３８．３� ２３．１�
７１３	 コスモシャンガン 牡３黒鹿５４ 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 豪 S & J

Leszczewicz ４６６－ ８１：３８．４� ２０８．０�
８１８ プロミスウェル 牝３黒鹿５４ 内田 博幸吉田 和子氏 斎藤 誠 浦河 杵臼牧場 ４６４＋ ４１：３８．５クビ ５５．３�
４８ マキノワールド 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠島宮 萬喜氏 土田 稔 静内 井高牧場 B４６０＋ ６１：３８．６� ４４．４�
７１４ ホリデイスクリーン 牝３鹿 ５４ 吉田 豊岡田 牧雄氏 田村 康仁 新冠 富本 茂喜 ４５４－ ４ 〃 クビ ３１．１�
５９ ラークフライト 牡３黒鹿５６ 横山 典弘 �キャロットファーム 松山 康久 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６４－１８１：３８．９１� １３．９�
２３ ファーストレーン 牡３栗 ５６ 津村 明秀安達 允彦氏 根本 康広 新ひだか 中橋 清 ４５６－１４１：３９．２１� １１２．６�
７１５ トウカイバリュー 牡３青鹿５６ 田辺 裕信内村 正則氏 萱野 浩二 新冠 長浜牧場 B４３２－ ８１：４０．３７ ３１２．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，６１９，８００円 複勝： ３５，５７０，９００円 枠連： ２７，８１０，５００円

普通馬連： ８１，１８７，８００円 馬単： ５６，９０１，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，００８，４００円

３連複： ９３，５７０，８００円 ３連単： １４５，５２０，９００円 計： ４９１，１９０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １５０円 � １５０円 � ９８０円 枠 連（３－８） ３４０円

普通馬連 �� ６００円 馬 単 �� １，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ３，０１０円 �� ２，９５０円

３ 連 複 ��� １３，６４０円 ３ 連 単 ��� ５３，０４０円

票 数

単勝票数 計 ２２６１９８ 的中 � ５５５０１（１番人気）
複勝票数 計 ３５５７０９ 的中 � ７８３７５（１番人気）� ７２１２１（２番人気）� ６０８２（１０番人気）
枠連票数 計 ２７８１０５ 的中 （３－８） ６２１０３（１番人気）
普通馬連票数 計 ８１１８７８ 的中 �� １０１３１９（１番人気）
馬単票数 計 ５６９０１２ 的中 �� ３７９２７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８００８４ 的中 �� ３１３２６（１番人気）�� ２０５６（３６番人気）�� ２０９５（３５番人気）
３連複票数 計 ９３５７０８ 的中 ��� ５０６３（４１番人気）
３連単票数 計１４５５２０９ 的中 ��� ２０２５（１５２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．２―３６．４―４８．７―１：０１．４―１：１３．６―１：２５．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．６―３F３５．９
３ ・（６，１７）（１４，１８）（４，１１）（２，１６）（１，８）１３（１２，５）９，１０，３，７－１５ ４ ・（６，１７）（１１，１８）（１４，１６）（４，２，８，１３，５）１（１２，１０）（９，３，７）－１５

勝馬の
紹 介

オルトリンデ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２００９．３．１ 中山２着

２００６．２．１生 牝３栗 母 オスティエンセ 母母 オステアアンティカ ３戦１勝 賞金 ９，１００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３１分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１２０１８ ４月２６日 晴 稍重 （２１東京２）第２日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時００分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

８１４ アウトオブオーダー 牡３鹿 ５６ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４８４－ ２１：２３．２ ２０．８�

３５ ワールドコンパス 牡３鹿 ５６ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４６８－ ４ 〃 アタマ ３．４�
４６ ショウナンアルディ 牡３栗 ５６ 柴田 善臣国本 哲秀氏 上原 博之 静内 神垣 道弘 ４６８± ０ 〃 クビ ４．１�
７１３� レ ン デ ィ ル 牡３芦 ５６ 北村 宏司広尾レース� 藤沢 和雄 愛 Rockhart

Trading Ltd ４８８－ ４１：２３．３クビ ２．７�
４７ クイックハンター 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真櫻井 正氏 相沢 郁 日高 中川牧場 B４３０－ ４１：２３．５１� ４３．９�
８１５ ス ペ ッ ク 牡３鹿 ５６ 吉田 豊山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 澤田 嘉隆 ４５２－ ４１：２３．７１� １２．０�
７１２ マルタカハンター 牡３栗 ５６ 大庭 和弥高橋 義和氏 清水 美波 浦河 大野牧場 B４３８－ ４１：２３．９１� ３７．３	
２３ コスモブリーズ 牝３栗 ５４ 三浦 皇成 
ビッグレッドファーム 阿部 新生 三石 飯岡牧場 ４２８＋ ２１：２４．１１� ５７．１�
５９ ハニーインチーフ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信中村 政勝氏 松永 康利 三石 タツヤファーム ４３８＋ ２ 〃 クビ ９４．２�
２２ 	 プ レ ミ ア ム 牝３栗 ５４ 左海 誠二
上水牧場 岡林 光浩 鵡川 上水牧場 B４４８± ０ 〃 ハナ ２５．７

（船橋） （船橋）

３４ エレガントステージ 牝３栗 ５４ 津村 明秀 �グリーンファーム 田中 清隆 千歳 社台ファーム ４２２－１２１：２４．２クビ １４２．８�
１１ ドゥミポワント 牝３栗 ５４ 鮫島 良太
ミルファーム 斎藤 誠 新ひだか 前谷 武志 ４５４＋ ６ 〃 クビ １１０．９�
６１１ フローラルパターン 牝３鹿 ５４ 江田 照男岡田 牧雄氏 高橋 義博 新ひだか 斉藤スタッド ４１６＋ ２１：２４．８３� １０６．６�
５８ 	 ナイスクラップ 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太粳田 祐司氏 山越 光 新冠 森田 芳男 ４８４＋ ４１：２４．９� ８０．５�

（浦和） （大井）

６１０� カフェアラジン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹西川 恭子氏 松山 康久 米 Spooky Hollow
Racing, Inc. ４９０± ０１：２５．２２ １７．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２３，０９２，１００円 複勝： ３３，８６２，１００円 枠連： ２２，７４４，１００円

普通馬連： ８２，８６５，２００円 馬単： ５８，６５９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，０１４，１００円

３連複： ８４，４６１，５００円 ３連単： １５６，２６２，８００円 計： ４８７，９６１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０８０円 複 勝 � ３８０円 � １４０円 � １６０円 枠 連（３－８） １，１５０円

普通馬連 �� ２，９００円 馬 単 �� ８，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１７０円 �� １，３４０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ３，５１０円 ３ 連 単 ��� ３８，５６０円

票 数

単勝票数 計 ２３０９２１ 的中 � ８７７９（６番人気）
複勝票数 計 ３３８６２１ 的中 � １６６３８（６番人気）� ８４１９４（１番人気）� ５８８３６（３番人気）
枠連票数 計 ２２７４４１ 的中 （３－８） １４７０４（５番人気）
普通馬連票数 計 ８２８６５２ 的中 �� ２１０９９（１０番人気）
馬単票数 計 ５８６５９５ 的中 �� ５３９４（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６０１４１ 的中 �� ５１１６（１３番人気）�� ４４３１（１５番人気）�� ２３４６７（３番人気）
３連複票数 計 ８４４６１５ 的中 ��� １７７６２（１１番人気）
３連単票数 計１５６２６２８ 的中 ��� ２９９１（１０３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．４―１１．９―１１．５―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．２―３４．６―４６．５―５８．０―１：１０．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アウトオブオーダー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Out of Place デビュー ２００８．１０．２６ 東京９着

２００６．４．１６生 牡３鹿 母 ダークサファイア 母母 Darkest Star ３戦２勝 賞金 １２，０００，０００円
〔発走状況〕 ナイスクラップ号は，枠入り不良。

カフェアラジン号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔制裁〕 アウトオブオーダー号の騎手田中勝春は，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。（１３番・１５番

への進路影響）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１２０１９ ４月２６日 晴 重 （２１東京２）第２日 第７競走 ��
��１，６００�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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

５１０�� タイガーマスク 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Stonerside
Stable ５０８＋ ８１：３６．５ ４．５�

２４ クラッカージャック 牡５鹿 ５７ 松岡 正海齊藤四方司氏 土田 稔 門別 下河辺牧場 B４９０－ ２１：３７．０３ ９．２�
８１５� マルターズマゼル 牡５鹿 ５７ 戸崎 圭太藤田 在子氏 天間 昭一 米 Yoshio Fujita ４４４＋ ８１：３７．１	 １０．３�

（大井）

６１２� ファイトスピリッツ 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信草間 庸文氏 久保田貴士 米 Hill ’n’
Dale Farm ４８２＋ ４１：３７．３１
 ４．１�

７１３� サーチリザルト 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 松山 将樹 早来 ノーザンファーム ４７８＋ ６ 〃 ハナ ２８．５�
４８ � セクシーザムライ 牝５栗 ５５ 横山 典弘�コオロ 萱野 浩二 米 Payson

Stud Inc ４７６＋ ２１：３７．４� ２１．５�
１１ �� ホウショウアマネ 牝４芦 ５５ 武 豊芳賀 吉孝氏 武藤 善則 米 Green

Gates Farm ４８０－ ７１：３７．７１	 ８．８	
６１１ コスモビースト 牡４栗 ５７ 蛯名 正義 �ビッグレッドファーム 清水 美波 浦河 伏木田牧場 ４７６＋ ６ 〃 ハナ １８．３

５９ キ ク ジ ロ ウ 牡４青鹿５７ 江田 照男陣内 孝則氏 高市 圭二 静内 キヨミネ牧場 B５１０－ ４ 〃 クビ １２５．５�
７１４ ケンメイオウ 牡５鹿 ５７ 内田 博幸中西 健造氏 森 秀行 早来 ノーザンファーム ４８４＋ ２ 〃 ハナ ９．５�
４７ メジロオマリー 牡４黒鹿５７ 吉田 豊�メジロ牧場 奥平 雅士 洞爺 メジロ牧場 ４６４± ０１：３７．９１ ７．０
３６ シルキーチーフ 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹有限会社シルク成島 英春 新冠 武田 修一 ４６２± ０１：３８．１１
 ２９．０�
８１６� トーセンステルス 牡４青鹿５７ 田中 勝春島川 �哉氏 古賀 慎明 米 Mrs. C. Wilson

McNeely III ４７０－ ４１：３８．７３� ６４．２�
３５ � メイショウローター 牡５青鹿５７ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４８６＋ ２１：３９．０１	 ２３４．５�
２３ � エクラヴァンクール 牡５栗 ５７ 北村 宏司野島 春男氏 畠山 吉宏 門別 野島牧場 ５０４＋ １１：３９．１� ８５．４�
１２ メジロラルゴ 牝６青鹿５５ 武士沢友治�メジロ牧場 保田 一隆 洞爺 メジロ牧場 ４３８＋ ２１：３９．２クビ ４９．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，３８９，３００円 複勝： ５０，８５４，１００円 枠連： ２８，９０８，２００円

普通馬連： １０８，０３８，６００円 馬単： ６３，４６７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，００１，０００円

３連複： １１２，６３２，０００円 ３連単： １７９，６１０，０００円 計： ６０３，９００，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � ２２０円 � ２６０円 � ２４０円 枠 連（２－５） ２，６００円

普通馬連 �� ３，０１０円 馬 単 �� ５，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３７０円 �� １，１６０円 �� １，０４０円

３ 連 複 ��� １０，６８０円 ３ 連 単 ��� ４６，０９０円

票 数

単勝票数 計 ２６３８９３ 的中 � ４６５００（２番人気）
複勝票数 計 ５０８５４１ 的中 � ６２８９６（２番人気）� ５０５６４（５番人気）� ５８２３３（４番人気）
枠連票数 計 ２８９０８２ 的中 （２－５） ８２１２（１５番人気）
普通馬連票数 計１０８０３８６ 的中 �� ２６５６１（１４番人気）
馬単票数 計 ６３４６７６ 的中 �� ９３４１（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４００１０ 的中 �� ６０５４（１８番人気）�� ７２７６（１４番人気）�� ８１３１（１２番人気）
３連複票数 計１１２６３２０ 的中 ��� ７７８８（３８番人気）
３連単票数 計１７９６１００ 的中 ��� ２８７６（１３７番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１１．３―１１．７―１２．３―１２．３―１２．６―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．０―３４．３―４６．０―５８．３―１：１０．６―１：２３．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
タイガーマスク �

�
父 Kingmambo �

�
母父 Kris S.

２００４．３．１１生 牡５鹿 母 Krisada 母母 Funistrada ７戦２勝 賞金 １６，８００，０００円
初出走 JRA

※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 スマートキャスター号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１２０２０ ４月２６日 晴 稍重 （２１東京２）第２日 第８競走 ��２，０００�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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．２
１：５６．４

良

良

４８ レジームチェンジ 牡４鹿 ５７ 横山 典弘吉田 和美氏 鹿戸 雄一 早来 ノーザンファーム B４７６± ０２：０１．５ ３．９�

３６ エナージバイオ 牡４栗 ５７ 武 豊バイオ� 梅田 智之 門別 日高大洋牧場 ４５８－ ４２：０１．７１� ４．４�
３５ � ブルーアンビシャス 牡４青鹿５７ 岩田 康誠 �ブルーマネジメント森 秀行 三石 加野牧場 ４９０－１２２：０１．８� ３８．２�
１１ スマイルオンザラン 牡４鹿 ５７ 北村 宏司小林 英一氏 藤沢 和雄 静内 千代田牧場 ４６６－ ８２：０２．０１� １０．５�
６１１ ヒシクローザー 牡４青 ５７ 蛯名 正義阿部雅一郎氏 加藤 和宏 静内 谷岡 正次 ５２４－ ２２：０２．２１� ６．３�
２４ トップウィーク 牡５鹿 ５７ 内田 博幸横瀬 兼二氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B５３２－ ６２：０２．３� ９．６�
７１３ ニシノシュテルン 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成西山 茂行氏 河野 通文 鵡川 西山牧場 ４９０＋１６２：０２．４� ２４．２	
７１４ エイシンフレンチ 牡４栗 ５７ 吉田 豊平井 豊光氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B５１０－ ６２：０２．５� ９．２

８１６ アポロクイック 牝４芦 ５５ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 浦河 日田牧場 ４６２＋ ６２：０３．１３� １６．０�
５９ ダイワコルベット 牡４黒鹿５７ 武士沢友治大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B５０６＋１６ 〃 ハナ ３８．１�
５１０� カレンナオンナ 牝４栗 ５５ 戸崎 圭太北所 直人氏 大竹 正博 三石 土田農場 ４６８＋ ２ 〃 クビ １７２．９

（大井）

１２ � エクストラポイント 	４鹿 ５７ 松岡 正海 �サンデーレーシング 斎藤 誠 新冠 追分ファーム ４７４± ０２：０３．２クビ ３６．０�
８１５ マルタカインプレス 牡４栗 ５７ 田中 勝春高橋 義和氏 清水 美波 浦河 高松牧場 ５３０－ ６２：０３．３� ７６．０�
４７ � リバートーマス 牡５栗 ５７ 小林 淳一河越 武治氏 郷原 洋行 門別 小岩ファーム ４８６± ０ 〃 ハナ ２７７．８�
８１７ ティアップアライブ 牡４栗 ５７ 左海 誠二田中 昇氏 堀 宣行 早来 ノーザンファーム B４９０－ ２ 〃 ハナ ２１．９�

（船橋）

６１２ ステラポラリス 牡４栗 ５７ 江田 照男山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 三石 山際牧場 ５１８－ ６２：０３．７２� １９．７�
２３ � シ デ ン カ イ 牡４青 ５７

５４ ▲伊藤 工真柳橋 俊昭氏 高松 邦男 様似 徳永 春夫 ４４８＋ ４２：０４．０１� ３０６．７�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２６，２２７，６００円 複勝： ４３，０１７，９００円 枠連： ３４，５２５，９００円

普通馬連： １１２，８９１，１００円 馬単： ６８，１９８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，７２６，１００円

３連複： １１７，３３９，７００円 ３連単： １８７，２５７，４００円 計： ６２３，１８４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １６０円 � １８０円 � ７４０円 枠 連（３－４） ７７０円

普通馬連 �� ８６０円 馬 単 �� １，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ２，３２０円 �� ２，４４０円

３ 連 複 ��� １０，０２０円 ３ 連 単 ��� ３５，２８０円

票 数

単勝票数 計 ２６２２７６ 的中 � ５３９４３（１番人気）
複勝票数 計 ４３０１７９ 的中 � ９０２２１（１番人気）� ６９２２３（２番人気）� １０７０９（１１番人気）
枠連票数 計 ３４５２５９ 的中 （３－４） ３３２５７（１番人気）
普通馬連票数 計１１２８９１１ 的中 �� ９７７６２（１番人気）
馬単票数 計 ６８１９８７ 的中 �� ３１６７９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３７２６１ 的中 �� ２６９１３（１番人気）�� ３３３８（３０番人気）�� ３１７０（３２番人気）
３連複票数 計１１７３３９７ 的中 ��� ８６４６（２８番人気）
３連単票数 計１８７２５７４ 的中 ��� ３９１８（８２番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．４―１１．９―１２．５―１２．３―１２．１―１２．０―１１．８―１２．２―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．４―３６．３―４８．８―１：０１．１―１：１３．２―１：２５．２―１：３７．０―１：４９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．３―３F３６．３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

レジームチェンジ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Nureyev デビュー ２００８．７．１９ 小倉１０着

２００５．４．９生 牡４鹿 母 ダ リ ン ダ 母母 Daloma １１戦２勝 賞金 ２１，３６０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１２０２１ ４月２６日 晴 稍重 （２１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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

３４ � レッドシューター 牡４鹿 ５７ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 Epona Blood-
stock Ltd ５２６＋１０１：４６．５ ２．５�

７１２� エックスダンス 牡４鹿 ５７ 武 豊吉田 和美氏 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ５１２－ ４１：４６．９２	 ５．７�
６１１ ダブルヒーロー 牡５鹿 ５７ 戸崎 圭太臼井義太郎氏 天間 昭一 浦河 北光牧場 ５２６＋ ４１：４７．３２	 ６．２�

（大井）

５８ メイショウマリア 牝４青 ５５ 柴田 善臣松本 和子氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４７８－ ２１：４７．５１
 １６．６�
５９ ア ク シ オ ン 牡６鹿 ５７ 内田 博幸中田 徹氏 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ５３６＋ ８ 〃 クビ １０．１�
２３ コスモオースティン 牡７鹿 ５７ 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 三石 坂本牧場 ４８２＋ ２１：４７．９２	 ４５．９�
２２ プ ジ ュ リ 牝６栗 ５５ 吉田 豊長山 尚義氏 清水 利章 平取 坂東牧場 ４５６－ ８ 〃 ハナ ７１．７	
８１５ ラヴォランテ �４青鹿５７ 横山 典弘 �サンデーレーシング 後藤 由之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４０－１２１：４８．３２	 ２３．２

１１ アップグレーデッド 牡５芦 ５７ 蛯名 正義�大樹ファーム 加藤 和宏 新冠 パカパカ

ファーム ４７６－ ８１：４８．５� １１．６�
３５ シャイニーボーイ 牡６青鹿５７ 松岡 正海小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 ５１２－ ２１：４８．６	 ６．７�
８１４� グレイスフルソング 牝４鹿 ５５ 津村 明秀広尾レース 国枝 栄 愛 NT Blood-

stock ４４２－ ２ 〃 アタマ ６１．１�
４６ � ミウラリチャード 牡５鹿 ５７ 左海 誠二佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 前川 隆範 B４９６－１２１：４８．９１� ２９９．７�

（船橋）

６１０ ダークフラッシュ 牡７鹿 ５７ 岩田 康誠吉澤 克己氏 伊藤 伸一 静内 グランド牧場 ４６８－１６ 〃 アタマ ９４．１�
７１３� フレーミングライフ 牡６鹿 ５７ 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 坂本 勝美 浦河 木戸口 昌治 ５０４± ０１：４９．７５ １６３．６�
４７ ダッシュアキチャン 牝４黒鹿５５ 田中 勝春遠藤 喜松氏 牧 光二 三石 沖田 忠幸 ４５２＋ ６１：４９．９１ １６９．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４０，０４２，３００円 複勝： ５３，４５５，１００円 枠連： ４０，４７９，６００円

普通馬連： １６２，２１８，９００円 馬単： １０２，４９５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，４０９，２００円

３連複： １５３，０８４，２００円 ３連単： ３０３，６８３，２００円 計： ８９５，８６７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １４０円 � ２００円 � １７０円 枠 連（３－７） ６４０円

普通馬連 �� ９７０円 馬 単 �� １，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ３８０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� １，９００円 ３ 連 単 ��� ７，６１０円

票 数

単勝票数 計 ４００４２３ 的中 � １３０４３２（１番人気）
複勝票数 計 ５３４５５１ 的中 � １２９２２７（１番人気）� ６０２７２（４番人気）� ８３８４９（２番人気）
枠連票数 計 ４０４７９６ 的中 （３－７） ４６８１６（２番人気）
普通馬連票数 計１６２２１８９ 的中 �� １２３５３９（２番人気）
馬単票数 計１０２４９５３ 的中 �� ５０４８９（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０４０９２ 的中 �� ２３２０１（４番人気）�� ２７７２６（１番人気）�� １５９７１（５番人気）
３連複票数 計１５３０８４２ 的中 ��� ５９６５２（２番人気）
３連単票数 計３０３６８３２ 的中 ��� ２９４７５（４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．１―１１．７―１１．９―１２．１―１１．８―１２．３―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．０―３４．１―４５．８―５７．７―１：０９．８―１：２１．６―１：３３．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．８―３F３６．７

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

勝馬の
紹 介

�レッドシューター �
�
父 Red Ransom �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００８．２．２ 東京１着

２００５．３．３１生 牡４鹿 母 Aspiration 母母 La Meilleure ４戦３勝 賞金 ３４，３３５，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１２０２２ ４月２６日 晴 稍重 （２１東京２）第２日 第１０競走 ��
��１，６００�

よこはま

横浜ステークス
発走１５時１０分 （ダート・左）
４歳以上，１，６００万円以下，２０．４．２６以降２１．４．１９まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

３６ マチカネニホンバレ 牡４鹿 ５７ 北村 宏司細川 益男氏 藤沢 和雄 門別 待兼牧場 ５２４＋ ２１：３５．３ １．５�

４８ � クイックリープ 牡４栗 ５５ 柴田 善臣松平 正樹氏 柴田 光陽 浦河（有）ビクトリーホース
ランチ 荻野 豊 ４７６－ ６１：３５．６１� ４４．６�

３５ ハードランナー 牡５鹿 ５４ 戸崎 圭太芹澤 精一氏 阿部 新生 静内 岡田牧場 ４９０＋ ２１：３５．７� １９．５�
（大井）

２４ � ダイイチミラクル �９芦 ５３ 柴田 大知�ミルファーム 菊川 正達 三石 ダイイチ牧場 B４８６± ０１：３５．８� １０４．４�
１１ ワンダーポデリオ 牡５鹿 ５７ 内田 博幸山本 信行氏 藤岡 範士 新冠 アラキフアーム ４６８＋ ２１：３６．０１ ５．４�
２３ ゼンノトレヴィ 牡７黒鹿５４ 武士沢友治大迫久美子氏 藤沢 則雄 千歳 社台ファーム ５５２－１２１：３６．１	 １３４．６�
５９ パピヨンシチー 牡６黒鹿５７ 松岡 正海 	友駿ホースクラブ 相沢 郁 静内 カタオカフアーム ４４０－ ４ 〃 ハナ １３．２

８１６ ノーリプライ �５芦 ５７ 横山 典弘�瀬 真尚氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４８２± ０１：３６．５２	 １０．６�
８１５ ダノンジュピター 牡４栗 ５４ 勝浦 正樹	ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４８４－ ２ 〃 アタマ ３４．６�
７１３
� トップディアマンテ 牡６鹿 ５６ 武 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 米 Green Wil-

low Farms ４４６－ ４１：３６．６クビ ３０．３
６１２ フルブラッサム 牡７鹿 ５５ 三浦 皇成臼田 浩義氏 牧 光二 門別 日高大洋牧場 ４９２＋ ２１：３６．７	 ４１．５�
４７ 
 デイフラッシュ 牡７鹿 ５４ 津村 明秀清進電設	 戸田 博文 米 Nancy C.

Shuford ４９８－ ２１：３６．９１	 １８７．４�
１２ ゴールドマイン 牡５鹿 ５２ 江田 照男吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４７８－１２１：３７．３２	 １０５．８�
６１１ オシャレキング 牡４鹿 ５４ 田中 勝春松岡 隆雄氏 崎山 博樹 門別 ヤナガワ牧場 ５００＋１２１：３７．７２	 ２９．８�
７１４ バルバレスコ 牡６鹿 ５２ 高野 和馬北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 ４７０＋ ６１：４０．３大差 ３２７．７�

（１５頭）
５１０
 セ レ ス ケ イ 牡６鹿 ５５ 吉田 豊岡 浩二氏 和田 正道 米

Hillcrest Farm
Equine Hold-
ings LLC

― （出走取消）

売 得 金

単勝： ４８，４７５，３００円 複勝： ７２，４７９，９００円 枠連： ４５，７６１，９００円

普通馬連： ２０１，５７３，１００円 馬単： １４８，３４８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ５６，７３４，１００円

３連複： １９７，１８８，７００円 ３連単： ４８０，１８３，０００円 計： １，２５０，７４４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ５５０円 � ３６０円 枠 連（３－４） ２，４６０円

普通馬連 �� ３，１９０円 馬 単 �� ４，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２７０円 �� ６３０円 �� ４，３５０円

３ 連 複 ��� １１，８６０円 ３ 連 単 ��� ４２，７４０円

票 数

単勝票数 計 ４８４７５３ 的中 � ２６０５２０（１番人気）
複勝票数 計 ７２４７９９ 的中 � ２９９５７４（１番人気）� ２１５８０（９番人気）� ３５９９５（５番人気）
枠連票数 計 ４５７６１９ 的中 （３－４） １３７５９（１０番人気）
普通馬連票数 計２０１５７３１ 的中 �� ４６７５０（１１番人気）
馬単票数 計１４８３４８１ 的中 �� ２６６０２（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５６７３４１ 的中 �� １０９２８（１２番人気）�� ２３６１１（４番人気）�� ３０５４（４１番人気）
３連複票数 計１９７１８８７ 的中 ��� １２２７５（３７番人気）
３連単票数 計４８０１８３０ 的中 ��� ８２９２（１１２番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１１．２―１１．８―１２．４―１２．１―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．０―３４．２―４６．０―５８．４―１：１０．５―１：２２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．３―３F３６．９
３ ３，６（４，８）（５，１１）１４（２，１，１６，１５）（７，１３）９，１２ ４ ３，６（４，８，１１）（５，１４）（２，１６，１５）１（７，１２，１３，９）

勝馬の
紹 介

マチカネニホンバレ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Deputy Minister デビュー ２００８．６．１４ 東京１４着

２００５．４．２６生 牡４鹿 母 マチカネチコウヨレ 母母 Alysbelle ８戦４勝 賞金 ４４，９９９，０００円
〔出走取消〕 セレスケイ号は，疾病〔左肩跛行〕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２１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２１頭 アクセルファイヤー号・アポロダヴィンチ号・イチライタッチ号・ウエスタンマックス号・クリールパッション号・

サンワードラン号・スターボイジャー号・スマートブレード号・セイウンプレジャー号・タイキシルバー号・
タマモグレアー号・ハードシーキング号・ビッグポパイ号・ブリリアントタイム号・プリンシペデルソル号・
マルブツクロス号・ミスターモナルコス号・ミダースタッチ号・リオサンバシチー号・リフレックス号・
リボンノキシ号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１２０２３ ４月２６日 晴 良 （２１東京２）第２日 第１１競走 ��
��２，０００�第４４回サンケイスポーツ賞フローラステークス（ＪｐｎⅡ）

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 １，３１６，０００円 ３７６，０００円 １８８，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：５７．２
１：５６．４

良

良

８１６ ディアジーナ 牝３芦 ５４ 内田 博幸ディアレスト 田村 康仁 浦河 南部 功 ４８４＋ ４２：０２．２ ４．２�

６１２ ワイドサファイア 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠幅田 昌伸氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４７０－ ４２：０２．５２ ４．８�
７１５ ハシッテホシーノ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４４４－ ４ 〃 ハナ ６．９�
２３ アイアムネオ 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４７６＋ ６２：０２．７１� １６．９�

（大井）

２４ エオリアンハープ 牝３栗 ５４ 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４２２－１０２：０２．８クビ ４１．３�
８１８ イイデエース 牝３鹿 ５４ 左海 誠二 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 武田牧場 ４４２－ ８２：０２．９� １３９．３	

（船橋）

１２ リ ュ シ オ ル 牝３鹿 ５４ 横山 典弘吉田 勝己氏 小島 太 早来 ノーザンファーム ４４６－ ２２：０３．０� １７．５

７１３ ピースオブラック 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義泉 俊二氏 石毛 善彦 厚真 大川牧場 ４６８＋ ２ 〃 ハナ ３７．６�
３６ ラークキャロル 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 菊川 正達 早来 ノーザンファーム ３９２－ ８ 〃 アタマ １４．７�
４８ リ コ リ ス 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信横手 信一氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４８２－ ２２：０３．１� １０４．１
５１０ ピースエンブレム 牝３鹿 ５４ 津村 明秀 �キャロットファーム 小島 茂之 早来 ノーザンファーム ４８２－ ４ 〃 アタマ ２６．１�
７１４ マイティースルー 牝３芦 ５４ 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４８０＋１０２：０３．２� ２９．４�
３５ 	 ベイビーローズ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成広尾レース� 小崎 憲 愛 Rockhart

Traping Ltd ４５８－ ６ 〃 アタマ ９７．６�
４７ ミクロコスモス 牝３鹿 ５４ 武 豊 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ４２：０３．３� ３．９�
５９ テーオーティアラ 牝３鹿 ５４ 鮫島 良太小笹 公也氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４５０＋ ６２：０３．４� １７．３�
６１１ マイファーストラヴ 牝３青鹿５４ 柴田 善臣廣村 茂一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４２４－ ８２：０４．０３� ９４．０�
８１７ シルクプロミス 牝３栗 ５４ 小林 淳一有限会社シルク佐藤 吉勝 新冠 中本牧場 ４１６＋ ２２：０４．１クビ ２７１．４�
１１ ピエナリリー 牝３鹿 ５４ 江田 照男本谷 兼三氏 萱野 浩二 安平 ノーザンファーム ４２０－ ２２：０４．２� １８７．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６９，９７８，８００円 複勝： ２５３，０６４，６００円 枠連： １８６，９７２，５００円

普通馬連： １，０２８，９０５，９００円 馬単： ５３３，０３１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２４６，９４３，４００円

３連複： １，１２７，６１７，９００円 ３連単： ２，３５４，５５７，６００円 計： ５，９０１，０７２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １５０円 � １７０円 � ２１０円 枠 連（６－８） １，１００円

普通馬連 �� １，０１０円 馬 単 �� ２，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� ５５０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� ２，３２０円 ３ 連 単 ��� １０，７９０円

票 数

単勝票数 計１６９９７８８ 的中 � ３２１３７６（２番人気）
複勝票数 計２５３０６４６ 的中 � ５０８４３３（１番人気）� ４００７１３（３番人気）� ２８０１４４（４番人気）
枠連票数 計１８６９７２５ 的中 （６－８） １２６４７５（３番人気）
普通馬連票数 計１０２８９０５９ 的中 �� ７５３９６３（１番人気）
馬単票数 計５３３０３１８ 的中 �� １８２１１１（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２４６９４３４ 的中 �� １５１３１５（２番人気）�� １１１６９２（４番人気）�� ８１２７６（５番人気）
３連複票数 計１１２７６１７９ 的中 ��� ３５８９６７（３番人気）
３連単票数 計２３５４５５７６ 的中 ��� １６１０５２（１０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．２―３６．０―４８．１―１：００．６―１：１３．２―１：２５．９―１：３８．０―１：４９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．３

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

勝馬の
紹 介

ディアジーナ �
�
父 メジロマックイーン �

�
母父 ビシヨツプボブ デビュー ２００８．６．２８ 函館３着

２００６．６．２生 牝３芦 母 アイネスターキン 母母 ジユウジターキン １０戦４勝 賞金 １３２，９７１，０００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。
（非当選馬） ３頭 エストシャイン号・ボンバルリーナ号・メイショウボナール号
※一般事項Ⅴ－２の（４）によりディアジーナ号・ワイドサファイア号・ハシッテホシーノ号は，優駿牝馬（JpnⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



１２０２４ ４月２６日 晴 稍重 （２１東京２）第２日 第１２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系４歳以上

発走１６時２０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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

６１２ フェイムロバリー 牡４鹿 ５７ 戸崎 圭太広尾レース� 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 ４９６＋ ２１：２４．６ ２０．２�
（大井）

８１５ ディオスクロイ 牡５栗 ５７ 松岡 正海 �サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４９２± ０ 〃 ハナ ４．２�
８１６ スカーレットライン 牡４栗 ５７ 横山 典弘 �グリーンファーム 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４８０＋ ４１：２４．８１� ５．５�
１１ スナークユーチャン 牡５黒鹿５７ 内田 博幸杉本仙次郎氏 嶋田 潤 静内 見上牧場 ４８２＋ ８１：２４．９クビ ５．４�
７１３� カロンセギュール 牝５鹿 ５５ 吉田 豊吉田 和子氏 戸田 博文 米 Sequel０１（Tho-

mas/Lakin/Kintz） ４５４± ０１：２５．１１	 １９．７�
５９ ホワイトヴェール 牝５芦 ５５ 勝浦 正樹下河辺隆行氏 小西 一男 門別 下河辺牧場 ４５６＋ ４１：２５．２クビ ２７．１	
７１４ グリンガレット 牡７鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真�ターフ・スポート粕谷 昌央 静内 聖心台牧場 ４８０－ ８ 〃 ハナ ５７．６

３６ � スパークキャンドル 牡４栗 ５７ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Robert Lewis &

Beverly Lewis ４８８－ ４ 〃 アタマ ４８．９�
２３ レッツゴーヒチョリ 牡４鹿 ５７ 田中 勝春飯田 正剛氏 高橋 祥泰 静内 千代田牧場 ５５０＋ ６１：２５．３	 ３６．０�
２４ � エ イ ワ ナ ギ 牡６鹿 ５７ 蛯名 正義永井公太郎氏 松山 康久 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. ５２４－１０ 〃 アタマ ２１．６
４７ ソロソログランプリ 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成�グランプリ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４７４＋ ８１：２５．５１	 ５．６�
６１１ エイシンイッテン 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠平井 豊光氏 藤岡 健一 門別 戸川牧場 ５０８－ ４ 〃 クビ ６．４�
３５ ダノンブライアン 牡５鹿 ５７ 左海 誠二�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５１２± ０１：２５．９２	 １５．２�

（船橋）

１２ オープンザゲート 牡５鹿 ５７ 小林 淳一�樽さゆり氏 田村 康仁 新冠 松浦牧場 ４８０± ０１：２６．０クビ ２４７．１�
５１０ ナンヨーウエスト 牝５鹿 ５５ 武士沢友治中村 �也氏 柴田 政人 浦河 梅田牧場 ４５６＋ ８１：２６．３２ ３１１．５�

（１５頭）
４８ ディープリンク 牡４栗 ５７ 武 豊中村 昭博氏 堀井 雅広 門別 本間牧場 ４６４－ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： ４３，５１９，１００円 複勝： ６４，６２０，７００円 枠連： ６６，６３１，３００円

普通馬連： １９６，８２２，３００円 馬単： １０８，２１２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５２，８８６，６００円

３連複： １９６，６３４，２００円 ３連単： ３９６，２１９，９００円 計： １，１２５，５４６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０２０円 複 勝 � ５７０円 � １６０円 � ２１０円 枠 連（６－８） ６７０円

普通馬連 �� ５，８１０円 馬 単 �� １２，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９５０円 �� ２，０９０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ８，５３０円 ３ 連 単 ��� ６１，０６０円

票 数

単勝票数 差引計 ４３５１９１（返還計 ２５３７９） 的中 � １６９８３（８番人気）
複勝票数 差引計 ６４６２０７（返還計 ３９９２８） 的中 � ２２５１３（１０番人気）� １３１２９７（１番人気）� ８２８５８（３番人気）
枠連票数 差引計 ６６６３１３（返還計 １１２９３） 的中 （６－８） ７３９５６（２番人気）
普通馬連票数 差引計１９６８２２３（返還計２２９６２３） 的中 �� ２５０１６（２４番人気）
馬単票数 差引計１０８２１２３（返還計１２４５８０） 的中 �� ６１９３（５０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ５２８８６６（返還計 ６５６０６） 的中 �� ６３７１（２７番人気）�� ５９４９（３１番人気）�� ３１０７２（２番人気）
３連複票数 差引計１９６６３４２（返還計３６９９６９） 的中 ��� １７０２３（２４番人気）
３連単票数 差引計３９６２１９９（返還計７４７５７４） 的中 ��� ４７８９（１９２番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．６―１２．２―１２．３―１２．１―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．３―３４．９―４７．１―５９．４―１：１１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フェイムロバリー �
�
父 ジェイドロバリー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．６．２３ 阪神８着

２００５．４．２０生 牡４鹿 母 フ ァ モ ー ザ 母母 ボーンフェイマス １２戦３勝 賞金 ３３，６７１，０００円
〔競走除外〕 ディープリンク号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻３分遅延。
〔制裁〕 オープンザゲート号の調教師田村康仁は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００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） １頭 バリオン号
（非抽選馬） ３頭 オリエンタルヨーク号・トラベルシチー号・ブロックバスター号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（２１東京２）第２日 ４月２６日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
不良後重後稍重

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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２７０，３４０，０００円
２，１３０，０００円
２８，６８０，０００円
２，９３０，０００円
２８，１６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６５，９２８，０００円
５，０６４，０００円
１，８１１，７００円

勝馬投票券売得金
４９０，２６９，５００円
８１２，３２６，７００円
５３５，３２５，７００円
２，２１８，９８８，４００円
１，３６９，７７３，８００円
６０７，０３９，７００円
２，３６３，２５５，７００円
４，７８５，６１２，５００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 １３，１８２，５９２，０００円

総入場人員 ５２，２７６名 （有料入場人員 ）




