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12013 4月23日 晴 重 （29東京2）第2日 第1競走 ��1，400�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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

816 シュエットヌーベル 牝3栗 54 田辺 裕信 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド B452＋ 41：25．8 25．4�

24 ソートアフター 牝3鹿 54 吉田 豊大谷 正嗣氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 464 ―1：26．01� 11．4�
35 キ ュ ン メ ル 牝3栗 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 上原 博之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450± 01：26．1� 1．9�
713 ガ チ コ 牝3鹿 54 和田 竜二�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 446－ 4 〃 クビ 31．5�
59 トモジャプリマ 牝3黒鹿54 石川裕紀人吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前谷 武志 442± 0 〃 ハナ 17．0	
815 ア ヤ シ 牝3黒鹿54 北村 宏司木村 廣太氏 勢司 和浩 新ひだか 本桐牧場 488－ 21：26．2クビ 34．4

714 ハニーポット 牝3栗 54 蛯名 正義平田 修氏 中川 公成 日高 ヤナガワ牧場 426－101：26．41� 5．7�
36 ヤマニンイリザブル 牝3鹿 54 村田 一誠土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 428± 01：26．5� 17．0�
612 ハッピーパーティー 牝3芦 54

51 ▲野中悠太郎田頭 勇貴氏 小西 一男 浦河 笹地牧場 436－ 61：26．92� 29．3
11 オリジナルデザイン 牝3栗 54 大野 拓弥�明栄商事 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム 506＋ 4 〃 クビ 21．3�
23 ブライトエピローグ 牝3栗 54 横山 典弘 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム 440－ 21：27．11� 8．5�
48 ア ー ガ マ 牝3鹿 54 田中 勝春外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 452 ― 〃 クビ 39．3�
12 ペイシャデック 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也北所 直人氏 土田 稔 新冠 カミイスタット 492＋ 81：28．16 268．2�
611 ピ リ ナ 牝3鹿 54 藤岡 康太 �フジワラ・ファーム 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 444＋ 61：28．52� 55．4�
510 プラムブロッサム 牝3鹿 54 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 岩見牧場 532 ―1：28．81� 47．0�
47 メリルフォンテン 牝3鹿 54 岩部 純二吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 446 ―1：29．22� 218．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，783，100円 複勝： 43，039，900円 枠連： 20，855，900円
馬連： 68，820，400円 馬単： 35，672，800円 ワイド： 43，418，500円
3連複： 94，962，800円 3連単： 120，169，200円 計： 457，722，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，540円 複 勝 � 550円 � 310円 � 130円 枠 連（2－8） 2，910円

馬 連 �� 15，650円 馬 単 �� 38，270円

ワ イ ド �� 5，000円 �� 1，110円 �� 620円

3 連 複 ��� 9，900円 3 連 単 ��� 129，070円

票 数

単勝票数 計 307831 的中 � 9684（8番人気）
複勝票数 計 430399 的中 � 14629（9番人気）� 29445（5番人気）� 126334（1番人気）
枠連票数 計 208559 的中 （2－8） 5554（10番人気）
馬連票数 計 688204 的中 �� 3408（41番人気）
馬単票数 計 356728 的中 �� 699（96番人気）
ワイド票数 計 434185 的中 �� 2115（53番人気）�� 10028（8番人気）�� 18992（3番人気）
3連複票数 計 949628 的中 ��� 7187（28番人気）
3連単票数 計1201692 的中 ��� 675（359番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．3―47．8―1：00．5―1：12．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．5―3F38．0
3 11（2，4）－（5，10）（1，14）－6－16（8，12）9（13，15）－3＝7 4 ・（11，4）2（5，10）（1，14）（6，16）－（8，12）（13，9）－15，3＝7

勝馬の
紹 介

シュエットヌーベル �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2016．9．4 新潟9着

2014．3．6生 牝3栗 母 クイックメール 母母 タニノメール 5戦1勝 賞金 5，750，000円
［他本会外：2戦0勝］

※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 ヒカリダイヤグラム号

12014 4月23日 晴 重 （29東京2）第2日 第2競走 ��
��2，100�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
2：06．7
2：05．9

良
良

22 トーホウカンタール 牡3鹿 56 蛯名 正義東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 山際牧場 B518－ 22：11．7 2．2�
44 ブルックリンソウル 牡3鹿 56 池添 謙一村田 裕子氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 490－ 22：12．44 3．4�
810 アリストレジェンド 牡3栗 56 岩田 康誠 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 500 ―2：12．61 7．4�
78 ア オ ス タ 牡3栗 56 内田 博幸吉田 和美氏 古賀 慎明 新ひだか 仲野牧場 500－ 62：12．7� 6．3�
33 シンボリラピッド 牡3黒鹿56 和田 竜二シンボリ牧場 斎藤 誠 様似 様似渡辺牧場 B480－ 82：13．76 17．1	
77 ファイトエルフ 牡3青鹿56 戸崎 圭太西村 健氏 森 秀行 むかわ 市川牧場 436－ 62：14．12� 9．3

55 ブルーループス 牡3芦 56

54 △荻野 極�山紫水明 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 470＋ 42：14．2クビ 54．9�
89 アスカショウダイ 牡3栗 56 柴山 雄一上野 武氏 本間 忍 新ひだか 藤原牧場 430－102：14．41	 57．5�
11 ム ッ ク ン 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也菊地 祐司氏 大江原 哲 新ひだか 矢野牧場 498－102：16．4大差 49．4
66 ビーバップルーラー 牝3栗 54 武士沢友治北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 450－ 42：18．7大差 108．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 21，337，300円 複勝： 26，512，200円 枠連： 15，272，200円
馬連： 48，590，400円 馬単： 27，186，400円 ワイド： 23，811，400円
3連複： 60，343，900円 3連単： 113，434，500円 計： 336，488，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 130円 � 180円 枠 連（2－4） 330円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 180円 �� 380円 �� 560円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 2，790円

票 数

単勝票数 計 213373 的中 � 74572（1番人気）
複勝票数 計 265122 的中 � 90516（1番人気）� 49350（2番人気）� 26067（5番人気）
枠連票数 計 152722 的中 （2－4） 35665（2番人気）
馬連票数 計 485904 的中 �� 111975（1番人気）
馬単票数 計 271864 的中 �� 34092（1番人気）
ワイド票数 計 238114 的中 �� 41378（1番人気）�� 14471（5番人気）�� 9255（8番人気）
3連複票数 計 603439 的中 ��� 50064（3番人気）
3連単票数 計1134345 的中 ��� 29442（6番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．8―31．4―44．4―57．3―1：10．0―1：22．6―1：35．0―1：47．3―1：59．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．7
1
3
3（4，8）1，2，7（6，9）10－5・（3，4）（8，2）（7，10）（1，9）5－6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トーホウカンタール �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．8．7 新潟6着

2014．4．25生 牡3鹿 母 ミルクトーレル 母母 ミスワキジャパン 10戦1勝 賞金 11，550，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビーバップルーラー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月23日まで平

地競走に出走できない。
※ブルックリンソウル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第２回 東京競馬 第２日



12015 4月23日 晴 重 （29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 （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

510 ホッコーライデン 牡3黒鹿56 北村 宏司北幸商事� 松永 康利 日高 川端 正博 504－101：36．6 3．6�
714 フォーハンドレッド 牡3黒鹿56 大野 拓弥窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 476－ 61：37．34 39．6�
47 エスポワールパレス 牡3鹿 56

54 △荻野 極小林 量氏 清水 久詞 新冠 秋田牧場 494－ 21：37．4� 16．5�
59 レッドコマチ 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎金山 敏也氏 竹内 正洋 新冠 川上牧場 446－ 21：37．82� 7．2�
815 ゲンパチマサムネ 牡3鹿 56 柴山 雄一平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか 三石橋本牧場 498－ 41：38．01� 3．4�
816 パルナッソス �3芦 56 内田 博幸 	キャロットファーム 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム B484－101：38．1クビ 19．7

48 エルドールサージュ 牡3栗 56 田辺 裕信原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 460－ 2 〃 クビ 5．1�
611 ア リ ス カ ン 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行髙瀬 真尚氏 田島 俊明 日高 本間牧場 500－101：38．95 119．2�
12 アリスパイレーツ 牝3鹿 54 蛯名 正義�NICKS 鹿戸 雄一 日高 スマイルファーム 436－ 41：39．21� 78．7
713 メイショウデーゲン 牡3黒鹿56 藤岡 康太松本 好�氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 512－ 41：39．51� 116．0�
23 イノデザイヤ 牝3栗 54 柴田 善臣井上 久光氏 柴田 政人 新ひだか 山際牧場 450－101：39．6クビ 181．7�
24 ポルタヴィオン 牡3鹿 56 吉田 豊 	社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム 472 ―1：39．7� 13．8�
35 エイシンスパンキー �3栗 56 池添 謙一�栄進堂 今野 貞一 浦河 高野牧場 512－ 41：39．91	 16．2�
36 トリックコンボ 牡3黒鹿56 村田 一誠松尾 正氏 藤原 辰雄 秋田 松尾 豊 474－ 61：40．32� 126．5�
612 ラッシュワールド 牡3栗 56 岩田 康誠小林 哲之氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム 480＋ 21：41．04 34．9�
11 ミスターロマンス 牡3栗 56 石川裕紀人齋藤 秀昭氏 勢司 和浩 日高 シンボリ牧場 494＋ 21：42．59 86．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，016，400円 複勝： 47，594，100円 枠連： 21，261，400円
馬連： 73，576，200円 馬単： 34，077，400円 ワイド： 42，570，000円
3連複： 97，354，400円 3連単： 123，480，000円 計： 468，929，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 180円 � 920円 � 450円 枠 連（5－7） 4，370円

馬 連 �� 9，430円 馬 単 �� 13，910円

ワ イ ド �� 2，610円 �� 970円 �� 8，760円

3 連 複 ��� 26，890円 3 連 単 ��� 120，000円

票 数

単勝票数 計 290164 的中 � 63504（2番人気）
複勝票数 計 475941 的中 � 87261（2番人気）� 11155（9番人気）� 25378（6番人気）
枠連票数 計 212614 的中 （5－7） 3764（14番人気）
馬連票数 計 735762 的中 �� 6046（26番人気）
馬単票数 計 340774 的中 �� 1837（45番人気）
ワイド票数 計 425700 的中 �� 4155（26番人気）�� 11807（9番人気）�� 1215（54番人気）
3連複票数 計 973544 的中 ��� 2715（65番人気）
3連単票数 計1234800 的中 ��� 746（302番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．7―12．0―12．5―12．9―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．1―34．8―46．8―59．3―1：12．2―1：24．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホッコーライデン �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．12．11 中山3着

2014．6．2生 牡3黒鹿 母 ホッコーエクレール 母母 ホッコーシャープ 4戦1勝 賞金 8，300，000円
〔発走状況〕 メイショウデーゲン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミスターロマンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月23日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 サクセスエナジー号

12016 4月23日 晴 稍重 （29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

714 ベストティアーズ 牝3青 54 田辺 裕信 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小島 太 むかわ 上水牧場 480－ 41：23．8 9．8�

612� コスモペリドット 牡3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新 Chouxmaani In-
vestments Ltd 456＋ 6 〃 クビ 34．1�

12 ペイシャブルー 牝3黒鹿54 大野 拓弥北所 直人氏 高橋 裕 日高 中川 欽一 426＋ 2 〃 アタマ 51．9�
47 � パ ル ト ゥ ー 牝3鹿 52 内田 博幸吉田 和美氏 田村 康仁 豪 Strawberry

Hill Stud 510± 01：23．9� 7．3�
11 グラスルアー 牡3青鹿56 和田 竜二半沢� 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 458－ 6 〃 クビ 10．0	
36 クープデュモンド 牡3芦 56 岩田 康誠�G1レーシング 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－ 2 〃 ハナ 97．0

611 ロジキャロル 牡3栗 56 田中 勝春久米田正明氏 新開 幸一 浦河 栄進牧場 440－ 81：24．0クビ 22．6�
715 ケイティクロス 牝3栗 54 吉田 豊�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 438＋ 4 〃 クビ 105．3�
35 ルックアットミー 牝3鹿 54 的場 勇人髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 454－ 61：24．1� 24．1
23 サトノジーガー 牡3鹿 56 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 日高 下河辺牧場 408－ 61：24．2クビ 3．2�
818 スカーレットラバー 牡3鹿 56 柴山 雄一村島 昭男氏 大和田 成 新冠 カミイスタット 472－ 61：24．3� 30．2�
713 シゲルタイガー 牡3鹿 56 北村 宏司森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506＋ 4 〃 クビ 22．5�
59 スマイルメロディー 牝3栗 54 大庭 和弥堀口 晴男氏 蛯名 利弘 日高 日西牧場 432＋ 41：24．4� 214．8�
816� フローラデマリポサ 牝3鹿 52 戸崎 圭太吉田 和美氏 堀 宣行 豪 Cressfield 478 ―1：24．5� 2．9�
48 アビラウンケン 牡3鹿 56 岩部 純二�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 482± 01：24．6	 87．8�
817 ピーナッツバター 牝3鹿 54 石川裕紀人吉澤 克己氏 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 446 ―1：25．13 147．8�
510 コーリンスライム 牡3鹿 56 柴田 善臣伊藤 恵子氏 柴田 政人 日高 今井牧場 476 ― 〃 アタマ 133．6�
24 アルファリンクス 牡3青鹿56 藤岡 康太�貴悦 畠山 吉宏 新冠 石郷岡 雅樹 466＋ 21：25．95 283．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 36，659，300円 複勝： 50，087，400円 枠連： 22，335，500円
馬連： 76，859，500円 馬単： 39，307，600円 ワイド： 49，227，400円
3連複： 107，308，000円 3連単： 135，130，000円 計： 516，914，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 340円 � 770円 � 1，200円 枠 連（6－7） 2，930円

馬 連 �� 11，490円 馬 単 �� 23，850円

ワ イ ド �� 2，860円 �� 6，390円 �� 10，130円

3 連 複 ��� 155，660円 3 連 単 ��� 689，920円

票 数

単勝票数 計 366593 的中 � 29711（4番人気）
複勝票数 計 500874 的中 � 43998（5番人気）� 16477（8番人気）� 10157（11番人気）
枠連票数 計 223355 的中 （6－7） 5895（13番人気）
馬連票数 計 768595 的中 �� 5183（33番人気）
馬単票数 計 393076 的中 �� 1236（68番人気）
ワイド票数 計 492274 的中 �� 4490（29番人気）�� 1981（54番人気）�� 1245（71番人気）
3連複票数 計1073080 的中 ��� 517（259番人気）
3連単票数 計1351300 的中 ��� 142（1246番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．7―12．8―11．4―10．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．3―37．0―49．8―1：01．2―1：12．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F34．0
3 ・（6，7）（2，15）（11，12）（5，3，13）（1，16）（8，17）（9，14）－18，4－10 4 6（7，15）（2，12）11（5，13，16）3（1，8，14，17）（9，18）（4，10）

勝馬の
紹 介

ベストティアーズ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Storm Boot デビュー 2016．9．18 中山2着

2014．4．24生 牝3青 母 ベストブート 母母 Bright Tiara 5戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 ベストティアーズ号の騎手田辺裕信は，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：16番）

ベストティアーズ号の騎手田辺裕信は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）



12017 4月23日 晴 良 （29東京2）第2日 第5競走 ��2，000�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
1：56．1
1：56．1

良
良

713 スターフラッシュ 牡3栗 56
54 △荻野 極中西 功氏 武井 亮 日高 高山牧場 456－ 42：05．2 26．0�

58 リフトトゥヘヴン 牡3鹿 56 岩田 康誠丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 476 ―2：05．3� 3．5�
11 ベストプライド 牡3黒鹿56 大野 拓弥堀口 晴男氏 松山 将樹 日高 日西牧場 434＋ 42：05．4� 4．0�
712 シングンマイケル 牡3鹿 56 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 460＋ 6 〃 ハナ 6．2�
815 ロイヤルシーロード 牝3栗 54 田辺 裕信吉田 晴哉氏 尾形 和幸 安平 追分ファーム 478－ 82：05．61� 24．6�
59 ミヤビエメライン 牝3黒鹿54 池添 謙一村上 義勝氏 小島 茂之 新ひだか 静内白井牧場 422＋ 22：05．81� 11．5�
47 コスモストレンジ 牡3栗 56 嘉藤 貴行岡田ゆりか氏 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 470－ 8 〃 クビ 59．6	
23 コスモアルメナーラ 牡3栗 56 柴田 大知 
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 468－ 62：05．9� 15．6�
22 ゴールドステイト 牝3芦 54 北村 宏司田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 412－12 〃 ハナ 8．0�
46 マックスハート 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 平野牧場 422± 0 〃 クビ 29．6
34 アズレージョ 牝3鹿 54 内田 博幸吉田 和美氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 460－ 82：06．11� 7．9�
35 バトルセキトバ 牡3栗 56 柴田 善臣宮川 秋信氏 牧 光二 新ひだか 前田ファーム 496－182：06．74 97．3�
814 クリノハリウッド 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也栗本 博晴氏 高橋 義博 新ひだか 築紫 洋 448＋ 42：07．33� 232．8�
611 ディープサミット 牡3栗 56 藤岡 康太深見 敏男氏 水野 貴広 新ひだか 田中 裕之 B404－102：07．93� 123．2�
610 プリンセスジーナ 牝3鹿 54 柴山 雄一 
ダイヤモンドファーム 浅野洋一郎 浦河 北俣牧場 442＋ 22：08．75 88．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，541，000円 複勝： 43，567，400円 枠連： 19，898，500円
馬連： 63，767，700円 馬単： 30，807，800円 ワイド： 38，218，900円
3連複： 81，325，000円 3連単： 101，336，800円 計： 408，463，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，600円 複 勝 � 500円 � 170円 � 160円 枠 連（5－7） 790円

馬 連 �� 7，050円 馬 単 �� 18，840円

ワ イ ド �� 2，170円 �� 1，460円 �� 430円

3 連 複 ��� 8，080円 3 連 単 ��� 85，620円

票 数

単勝票数 計 295410 的中 � 9069（9番人気）
複勝票数 計 435674 的中 � 16518（9番人気）� 71556（2番人気）� 81705（1番人気）
枠連票数 計 198985 的中 （5－7） 19282（2番人気）
馬連票数 計 637677 的中 �� 7007（24番人気）
馬単票数 計 308078 的中 �� 1226（59番人気）
ワイド票数 計 382189 的中 �� 4258（29番人気）�� 6433（21番人気）�� 25256（1番人気）
3連複票数 計 813250 的中 ��� 7541（27番人気）
3連単票数 計1013368 的中 ��� 858（281番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．8―38．2―51．1―1：04．3―1：17．6―1：30．7―1：42．7―1：53．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

スターフラッシュ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2017．2．12 東京10着

2014．5．26生 牡3栗 母 ファーマペニー 母母 ミスチバスペニー 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 スターフラッシュ号の騎手荻野極は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：8番・1番）

12018 4月23日 晴 良 （29東京2）第2日 第6競走 ��
��2，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時00分（番組第7競走を順序変更） （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
2：22．1
2：22．1

良
良

22 ハイドロフォイル 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B484－ 62：25．9 6．1�
77 ユークリッド 牡4栗 57 北村 宏司 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 追分ファーム 504＋ 62：26．64 23．8�
55 ウインカートゥーン 牡4黒鹿57 柴田 大知�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 474－ 62：26．92 7．2�
66 マコトギンスバーグ 牡5鹿 57 吉田 豊�ディアマント 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 468－ 82：27．0� 5．3�
33 カ マ ク ラ 牝4黒鹿55 岩田 康誠市川義美ホール

ディングス� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 456－ 22：27．31	 1．8	
44 インザサイレンス 牡4芦 57 柴田 善臣岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田 猛 458－ 6 〃 アタマ 22．3

11 アスコットチャンプ 牡4栗 57 大野 拓弥星野 �男氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 466－ 62：27．93� 7．5�
88 
 ロードサンダー 牡4黒鹿57 柴山 雄一 �ロードホースクラブ 藤原 辰雄 新ひだか ケイアイファーム 478－ 42：28．43 68．1

（8頭）

売 得 金
単勝： 30，222，200円 複勝： 36，173，000円 枠連： 発売なし
馬連： 56，967，800円 馬単： 33，930，300円 ワイド： 29，887，500円
3連複： 55，603，400円 3連単： 143，654，500円 計： 386，438，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 250円 � 670円 � 220円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 4，730円 馬 単 �� 9，210円

ワ イ ド �� 1，660円 �� 690円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 10，080円 3 連 単 ��� 79，320円

票 数

単勝票数 計 302222 的中 � 39111（3番人気）
複勝票数 計 361730 的中 � 39434（5番人気）� 11876（7番人気）� 47082（3番人気）
馬連票数 計 569678 的中 �� 9333（14番人気）
馬単票数 計 339303 的中 �� 2762（27番人気）
ワイド票数 計 298875 的中 �� 4526（20番人気）�� 11567（11番人気）�� 4718（19番人気）
3連複票数 計 556034 的中 ��� 4135（31番人気）
3連単票数 計1436545 的中 ��� 1313（183番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―12．5―12．4―12．3―12．3―12．7―12．2―12．1―11．4―11．5―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�
13．0―24．5―37．0―49．4―1：01．7―1：14．0―1：26．7―1：38．9―1：51．0―2：02．4―2：13．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．9
1
3
2－5－7，8－4，6，3，1
2，5，7－8＝4，6－3，1

2
4
2－5，7－8－4－6－3，1
2，5，7－8－（4，6）－3，1

勝馬の
紹 介

ハイドロフォイル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2016．1．5 京都8着

2013．3．9生 牡4鹿 母 レースウィング 母母 レ ー ス 12戦2勝 賞金 15，600，000円



12019 4月23日 晴 稍重 （29東京2）第2日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時30分（番組第6競走を順序変更） （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

611 サ ノ サ マ ー 牡3栗 56 戸崎 圭太佐野 信幸氏 中舘 英二 浦河 日の出牧場 464－ 21：36．4 2．7�
11 ロッキーバローズ 牡3鹿 56 内田 博幸猪熊 広次氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 514－ 81：36．61 17．2�
816 ダノンロッソ 牡3青鹿56 岩田 康誠�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 432－ 61：36．92 14．0�
35 シャムロック 牡3栗 56 吉田 豊諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 494－101：37．0� 79．7�
815 アルーフクライ 牡3鹿 56 田辺 裕信 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 454－ 4 〃 ハナ 4．0	
12 コトブキホーク 牡3黒鹿56 横山 典弘尾上 松壽氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 472－101：37．1クビ 17．6

714 フィアマロッサ 牝3栗 54

52 △荻野 極 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 504－ 61：37．31� 16．2�
36 フ ィ ス キ オ 牡3栗 56 北村 宏司�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 平山牧場 464－ 6 〃 ハナ 36．5�
612 ロージズバード 牡3黒鹿56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 松田牧場 508± 01：37．51� 5．9
47 タイセイブレーク 牡3栗 56 池添 謙一田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 498－121：37．92	 12．4�
59 
 リードザフィールド 牡3栗 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 米 Brereton C. Jones

& B. Ned Jones 454－ 41：38．53	 23．0�
510 マイネルレンカ 牡3黒鹿56 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 B452＋ 41：38．92	 122．5�
23 マイネルエパティカ 牡3栗 56 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 438－ 2 〃 クビ 225．0�
713 エドノライト 牝3栗 54 武士沢友治遠藤 喜松氏 萱野 浩二 新ひだか 沖田 忠幸 506± 01：39．21� 152．0�
24 ブ ロ ッ シ ェ 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 470＋ 61：40．15 121．4�
48 バリンジャー 牡3栗 56 和田 竜二金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 日高 日高大洋牧場 438－ 81：40．31	 31．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，762，800円 複勝： 55，125，800円 枠連： 31，818，100円
馬連： 91，066，900円 馬単： 40，086，600円 ワイド： 54，314，400円
3連複： 118，136，500円 3連単： 148，452，300円 計： 577，763，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 410円 � 330円 枠 連（1－6） 650円

馬 連 �� 2，230円 馬 単 �� 3，300円

ワ イ ド �� 980円 �� 790円 �� 2，780円

3 連 複 ��� 8，530円 3 連 単 ��� 32，050円

票 数

単勝票数 計 387628 的中 � 113342（1番人気）
複勝票数 計 551258 的中 � 122576（1番人気）� 28565（8番人気）� 37825（4番人気）
枠連票数 計 318181 的中 （1－6） 37500（2番人気）
馬連票数 計 910669 的中 �� 31565（6番人気）
馬単票数 計 400866 的中 �� 9107（9番人気）
ワイド票数 計 543144 的中 �� 14375（7番人気）�� 18280（4番人気）�� 4829（32番人気）
3連複票数 計1181365 的中 ��� 10378（27番人気）
3連単票数 計1484523 的中 ��� 3358（96番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．4―34．7―46．6―59．2―1：11．7―1：24．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ノ サ マ ー �
�
父 サマーバード �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．7．16 福島7着

2014．4．19生 牡3栗 母 パ ピ ュ ラ 母母 ノースフライト 9戦2勝 賞金 24，608，000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 タイセイマルス号

12020 4月23日 晴 良 （29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 （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
1：31．3
1：30．7

良
良

11 エ ン ジ ニ ア 牡4鹿 57 柴田 善臣髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社
吉田ファーム 486＋ 21：33．8 3．2�

813 ショウナンアンセム 牡4芦 57 内田 博幸�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 476＋ 41：34．01� 3．5�
812 ロンバルディア 牡5鹿 57 戸崎 圭太村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 476＋ 21：34．1� 5．7�
711 スターファセット 牝5鹿 55

53 △荻野 極吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 462± 01：34．2� 16．8�
56 アポロオスカー 牝4鹿 55 大野 拓弥アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 浦河 大北牧場 442± 01：34．3� 25．0�
69 ウェルブレッド 牡5黒鹿57 岩田 康誠 �サンデーレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446± 0 〃 ハナ 8．6	
710 ア オ イ ソ ラ 牡4鹿 57 和田 竜二�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 496－ 81：34．72� 37．2

33 ブ ル ロ ー ネ 牝5黒鹿55 柴田 大知山口 敦広氏 和田正一郎 新ひだか 小河 豊水 484－ 41：34．91� 107．3�
22 アークアーセナル 牡4鹿 57

54 ▲野中悠太郎小阪 優友氏 国枝 栄 洞	湖 レイクヴィラファーム 478＋ 41：35．21� 31．8�
68 ナイアガラモンロー 牝5鹿 55 柴山 雄一塩田 清氏 堀井 雅広 浦河 
川 啓一 502－ 21：35．3クビ 26．6
45 サンシャインベビー 牝4黒鹿55 的場 勇人野村 茂雄氏 的場 均 新ひだか 松本牧場 472＋ 21：35．51� 133．6�
57 イマジンザット 牡4鹿 57 田辺 裕信林 正道氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 436－ 21：35．6� 30．2�
44 マルターズゲイル 牡4青鹿57 武士沢友治藤田 在子氏 松山 将樹 日高 天羽 禮治 486＋ 21：35．7� 8．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 35，488，000円 複勝： 55，431，200円 枠連： 28，390，500円
馬連： 94，447，000円 馬単： 42，740，200円 ワイド： 53，113，000円
3連複： 113，841，500円 3連単： 160，542，800円 計： 583，994，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 140円 � 160円 枠 連（1－8） 310円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 240円 �� 430円 �� 370円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 3，080円

票 数

単勝票数 計 354880 的中 � 86530（1番人気）
複勝票数 計 554312 的中 � 113572（1番人気）� 109779（2番人気）� 78232（3番人気）
枠連票数 計 283905 的中 （1－8） 70334（1番人気）
馬連票数 計 944470 的中 �� 134185（1番人気）
馬単票数 計 427402 的中 �� 32187（1番人気）
ワイド票数 計 531130 的中 �� 61228（1番人気）�� 29486（3番人気）�� 35658（2番人気）
3連複票数 計1138415 的中 ��� 98878（1番人気）
3連単票数 計1605428 的中 ��� 37739（1番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．3―11．7―11．9―11．9―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―34．5―46．2―58．1―1：10．0―1：21．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ン ジ ニ ア �
�
父 Sea The Stars �

�
母父 Oratorio デビュー 2015．6．27 東京3着

2013．3．6生 牡4鹿 母 ロリーフォードリー 母母 Heart Stopping 13戦2勝 賞金 26，240，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



12021 4月23日 晴 良 （29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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

44 ニシノジャーニー 牡4青鹿57 和田 竜二西山 茂行氏 根本 康広 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 444± 01：47．1 46．7�

711 サトノキングダム 牡4鹿 57 戸崎 圭太里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 474－ 41：47．2� 1．4�
22 シングンジョーカー 牡6黒鹿57 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 476－ 2 〃 クビ 26．8�
45 コスモナインボール 牡5鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 大典牧場 482＋ 21：47．3クビ 16．8�
56 フジマサエンペラー 	8黒鹿57 柴田 善臣藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 502－ 21：47．51
 23．1�
68 フォワードカフェ 牡5黒鹿57 藤岡 康太西川 恭子氏 小島 太 むかわ 上水牧場 544－ 41：47．6� 27．9	
69 キミノナハセンター 牡6鹿 57 田辺 裕信山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 490＋ 2 〃 アタマ 10．2

710� サトノダヴィンチ 牡5鹿 57 北村 宏司里見 治氏 宗像 義忠 日高 下河辺牧場 478－ 91：47．81
 43．7�
11 ラインハーディー 牝6栗 55 横山 典弘大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 506＋ 21：47．9
 26．6�
812 スパーブデイ 牡6鹿 57 田中 勝春藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 526－ 41：48．0
 36．3
33 コパノマリーン 牝4鹿 55 吉田 豊小林 祥晃氏 斎藤 誠 日高 ヤナガワ牧場 442± 01：48．1
 30．2�
57 アムネスティ 牡4鹿 57 岩田 康誠窪田 康志氏 戸田 博文 安平 追分ファーム 502－ 41：48．41� 17．0�
813 ロ ゼ リ ー ナ 牝4栗 55 蛯名 正義 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 448＋181：49．99 14．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 49，037，600円 複勝： 193，032，500円 枠連： 32，260，000円
馬連： 137，303，200円 馬単： 76，484，400円 ワイド： 73，070，400円
3連複： 174，585，800円 3連単： 336，719，100円 計： 1，072，493，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，670円 複 勝 � 520円 � 110円 � 410円 枠 連（4－7） 960円

馬 連 �� 3，260円 馬 単 �� 11，960円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 6，240円 �� 780円

3 連 複 ��� 12，610円 3 連 単 ��� 143，260円

票 数

単勝票数 計 490376 的中 � 8390（13番人気）
複勝票数 計1930325 的中 � 23960（11番人気）� 1479072（1番人気）� 31531（9番人気）
枠連票数 計 322600 的中 （4－7） 25778（4番人気）
馬連票数 計1373032 的中 �� 32588（12番人気）
馬単票数 計 764844 的中 �� 4793（25番人気）
ワイド票数 計 730704 的中 �� 15824（12番人気）�� 2877（65番人気）�� 25006（8番人気）
3連複票数 計1745858 的中 ��� 10377（55番人気）
3連単票数 計3367191 的中 ��� 1704（323番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―11．9―12．6―11．7―11．7―11．5―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―35．7―48．3―1：00．0―1：11．7―1：23．2―1：34．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．4

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

勝馬の
紹 介

ニシノジャーニー �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2015．8．9 新潟2着

2013．4．15生 牡4青鹿 母 ピュアーフレーム 母母 Throttle 10戦3勝 賞金 34，381，000円
〔発走状況〕 コパノマリーン号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔制裁〕 コパノマリーン号の騎手吉田豊は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。
〔調教再審査〕 コパノマリーン号は，発走調教再審査。

12022 4月23日 晴 稍重 （29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，28．4．23以降29．4．16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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

36 アキトクレッセント 牡5鹿 57 荻野 極岡田 昭利氏 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498－101：23．0 3．8�

59 � チェリーサマー 牡5鹿 54 野中悠太郎櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 イーストファーム 520± 0 〃 クビ 15．0�
48 クワドループル 牡5黒鹿54 柴田 善臣 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－ 2 〃 アタマ 27．5�
35 ナンヨーマーク 牡6青鹿54 柴山 雄一中村 德也氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 B510－101：23．21� 27．1�
816 ペプチドウォヘッド 牡5鹿 54 横山 典弘沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 462－ 61：23．51	 14．7�
11 
 ルグランフリソン 牡4鹿 56 岩田 康誠前田 幸治氏 中竹 和也 米 Green Lantern

Stables, LLC 474－ 41：23．6	 5．2�
510 ア チ ー ヴ 牡7黒鹿53 大野 拓弥前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 480＋ 41：23．7	 40．5	
12 シュテルングランツ 牡6黒鹿55 内田 博幸 
グリーンファーム須貝 尚介 千歳 社台ファーム B492－ 4 〃 クビ 3．7�
47 � フレンドスイート 牝6鹿 52 武士沢友治横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 464＋ 61：23．8	 51．1�
714 ヨ シ オ 牡4鹿 54 蛯名 正義仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 466－ 41：24．01� 12．1
612 リュクサンブール �6鹿 54 田中 勝春村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 470－ 2 〃 クビ 19．5�
815 メジャーフォルム 牝5栗 51 木幡 初広 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム 474＋101：24．32 34．9�
611 ジャコカッテ 牡6栗 53 国分 恭介晴間 芳次氏 高橋 義忠 新冠 カミイスタット 506＋121：24．4	 76．7�
24 ヒラボクレジェンド 牡6栗 53 和田 竜二
平田牧場 寺島 良 浦河 辻 牧場 B516－ 6 〃 ハナ 36．0�
23 � トレジャーステイト 牝5鹿 52 北村 宏司 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 468＋ 2 〃 クビ 16．5�
713 ディアマイダーリン 牝5鹿 54 石川裕紀人窪田 康志氏 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 482－ 61：25．14 80．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，692，500円 複勝： 70，499，500円 枠連： 46，114，500円
馬連： 166，841，700円 馬単： 67，618，600円 ワイド： 82，683，500円
3連複： 222，224，800円 3連単： 299，064，800円 計： 1，004，739，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 350円 � 590円 枠 連（3－5） 2，410円

馬 連 �� 3，090円 馬 単 �� 4，970円

ワ イ ド �� 970円 �� 1，630円 �� 3，860円

3 連 複 ��� 18，740円 3 連 単 ��� 66，500円

票 数

単勝票数 計 496925 的中 � 103649（2番人気）
複勝票数 計 704995 的中 � 127632（2番人気）� 48063（5番人気）� 26266（10番人気）
枠連票数 計 461145 的中 （3－5） 14801（12番人気）
馬連票数 計1668417 的中 �� 41807（9番人気）
馬単票数 計 676186 的中 �� 10186（13番人気）
ワイド票数 計 826835 的中 �� 22632（7番人気）�� 13042（16番人気）�� 5364（44番人気）
3連複票数 計2222248 的中 ��� 8889（57番人気）
3連単票数 計2990648 的中 ��� 3260（189番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―34．9―46．9―58．8―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アキトクレッセント �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．10．19 東京4着

2012．4．3生 牡5鹿 母 ティックルピンク 母母 ブラッシングプリンセス 12戦5勝 賞金 74，081，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 エルフィンコーブ号・ゲマインシャフト号・ゴールドスーク号・ショウナンカサロ号・ビービーサレンダー号

２レース目



12023 4月23日 晴 良 （29東京2）第2日 第11競走 ��
��2，000�第52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 1，260，000円 360，000円 180，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

11 モズカッチャン 牝3黒鹿54 和田 竜二 �キャピタル・システム �島 一歩 日高 目黒牧場 468± 02：01．3 37．2�
47 ヤマカツグレース 牝3栗 54 横山 典弘山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 448± 0 〃 クビ 32．2�
714 フローレスマジック 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 452－ 4 〃 アタマ 4．1�
36 タガノアスワド 牝3黒鹿54 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492－122：01．61� 11．5�
816 レッドコルディス 牝3黒鹿54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 高橋 義忠 浦河 富田牧場 460－ 8 〃 クビ 36．2	
713 アロンザモナ 牝3鹿 54 柴田 善臣ディアレストクラブ� 西浦 勝一 新ひだか 広田牧場 466＋ 42：01．81 128．9

59 アドマイヤローザ 牝3芦 54 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 458－ 22：01．9	 12．6�
35 ホウオウパフューム 牝3栗 54 田辺 裕信小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 480± 0 〃 ハナ 2．1�
611 ビルズトレジャー 牝3鹿 54 田中 勝春島井新一郎氏 田中 剛 洞
湖 レイクヴィラファーム 468－ 4 〃 クビ 30．3
715 ニシノアモーレ 牝3栗 54 大野 拓弥西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 藤原牧場 B424－ 42：02．0クビ 63．6�
12 ザ ク イ ー ン 牝3黒鹿54 池添 謙一�NICKS 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 478± 0 〃 クビ 14．8�
23 キャナルストリート 牝3黒鹿54 蛯名 正義村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 446－ 82：02．1	 29．8�
48 ドリームマジック 牝3鹿 54 石川裕紀人堀口 晴男氏 中川 公成 浦河 高岸 順一 454－ 42：02．2クビ 85．0�
612 ディーパワンサ 牝3栗 54 内田 博幸 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 438－ 22：02．41� 15．5�
24 レッドミラベル 牝3芦 54 吉田 豊 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 446－ 62：02．5� 18．8�
818 ピスカデーラ 牝3鹿 54 荻野 極名古屋友豊� 池添 学 安平 ノーザンファーム 446－12 〃 クビ 229．8�
817 ラ ユ ロ ッ ト 牝3黒鹿54 木幡 育也多田 信尊氏 藤沢 和雄 浦河 田中スタッド 496＋ 62：02．7� 151．4�
510 メイショウササユリ 牝3黒鹿54 武士沢友治松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 482－ 22：03．44 258．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 216，537，500円 複勝： 264，287，500円 枠連： 169，453，500円 馬連： 795，211，800円 馬単： 334，762，100円
ワイド： 344，570，300円 3連複： 1，220，331，400円 3連単： 1，939，722，800円 5重勝： 563，612，300円 計： 5，848，489，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，720円 複 勝 � 730円 � 730円 � 200円 枠 連（1－4） 6，640円

馬 連 �� 32，010円 馬 単 �� 67，650円

ワ イ ド �� 6，640円 �� 2，640円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 35，940円 3 連 単 ��� 397，370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����� 24，658，030円

票 数

単勝票数 計2165375 的中 � 46508（12番人気）
複勝票数 計2642875 的中 � 83002（11番人気）� 83114（10番人気）� 446951（2番人気）
枠連票数 計1694535 的中 （1－4） 19775（23番人気）
馬連票数 計7952118 的中 �� 20490（67番人気）
馬単票数 計3347621 的中 �� 3711（138番人気）
ワイド票数 計3445703 的中 �� 13173（64番人気）�� 33703（26番人気）�� 49988（17番人気）
3連複票数 計12203314 的中 ��� 25463（111番人気）
3連単票数 計19397228 的中 ��� 3539（952番人気）
5重勝票数 計5636123 的中 ����� 16

ハロンタイム 13．0―12．1―12．0―11．8―12．6―12．8―12．3―11．5―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―25．1―37．1―48．9―1：01．5―1：14．3―1：26．6―1：38．1―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F34．7

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

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

勝馬の
紹 介

モズカッチャン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．12．24 阪神6着

2014．2．27生 牝3黒鹿 母 サイトディーラー 母母 ベストブート 5戦3勝 賞金 66，760，000円
〔制裁〕 タガノアスワド号の騎手国分恭介は，2コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番・4番）
※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） 4頭 アンネリース号・ブラックスビーチ号・ムーンザムーン号・ワラッチャウヨネ号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりモズカッチャン号・ヤマカツグレース号・フローレスマジック号は，優駿牝馬（GⅠ）競走に優先出走できる。

12024 4月23日 晴 稍重 （29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

35 レッドオルバース 牡5栗 57 内田 博幸 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 500＋ 81：35．6 6．7�
59 シュナウザー 牡4黒鹿57 田辺 裕信村木 隆氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 480＋ 41：35．7� 4．0�
36 ク ラ シ コ 牡5鹿 57 戸崎 圭太林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 520＋ 41：36．23 2．6�
12 ベバスカーン 牡4鹿 57 石川裕紀人千明牧場 勢司 和浩 浦河 田中スタッド 540－ 21：36．3	 20．1�
816 ディアコンチェルト 牡5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 460＋ 81：36．4クビ 19．2�
611 デジタルフラッシュ 牡6栗 57 柴田 善臣 	シルクレーシング 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 478－ 6 〃 クビ 101．3

510 ダイワインパルス 牡5鹿 57 田中 勝春大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 484－ 61：36．5クビ 9．4�
48 ピントゥリッキオ 牝4鹿 55 和田 竜二大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 有限会社

松田牧場 456＋ 41：36．6� 40．4�
23 ダ ン カ ン 牡5鹿 57 国分 恭介杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 452＋ 4 〃 ハナ 103．4
815
 ラ テ ラ ス 牝5鹿 55 北村 宏司吉田 和美氏 高柳 瑞樹 米 Mrs. Ger-

ald Nielsen 484＋ 2 〃 クビ 6．6�
713 ブラウンアニマート 牡4黒鹿57 吉田 豊キャピタルクラブ 武藤 善則 日高 株式会社カ

ネツ牧場 476＋101：36．81� 114．7�
714� プレスアテンション 牡6栗 57 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 534－ 41：37．11	 24．1�
47 オウケンゴールド 牡6栃栗57 柴田 大知福井 明氏 斉藤 崇史 浦河 浦河小林牧場 B482－101：38．27 151．2�
11 ニシノオタケビ 牡5鹿 57

54 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 480－ 81：39．58 94．0�
24 � スフバータル 牡4栗 57

55 △荻野 極	和田牧場 和田 正道 新ひだか 城市 公 482＋ 61：40．13� 183．6�
612 スパーキングジョイ 牡4栗 57 藤岡 康太幅田 京子氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 486－10 〃 ハナ 142．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 101，120，600円 複勝： 126，963，400円 枠連： 76，936，100円
馬連： 276，083，300円 馬単： 115，475，500円 ワイド： 138，079，700円
3連複： 358，554，200円 3連単： 613，889，400円 計： 1，807，102，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 190円 � 160円 � 120円 枠 連（3－5） 350円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 4，490円

ワ イ ド �� 650円 �� 400円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，520円 3 連 単 ��� 14，210円

票 数

単勝票数 計1011206 的中 � 119478（4番人気）
複勝票数 計1269634 的中 � 142277（4番人気）� 197681（2番人気）� 324435（1番人気）
枠連票数 計 769361 的中 （3－5） 169934（1番人気）
馬連票数 計2760833 的中 �� 112441（7番人気）
馬単票数 計1154755 的中 �� 19281（17番人気）
ワイド票数 計1380797 的中 �� 48948（7番人気）�� 86820（3番人気）�� 144699（1番人気）
3連複票数 計3585542 的中 ��� 175806（3番人気）
3連単票数 計6138894 的中 ��� 31305（39番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―11．8―12．2―12．1―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．0―34．3―46．1―58．3―1：10．4―1：22．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドオルバース �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エアジハード デビュー 2014．10．5 新潟1着

2012．4．26生 牡5栗 母 アグネスラズベリ 母母 アグネスミネルバ 17戦3勝 賞金 50，892，000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 タイマツリ号・トーセンミッション号

５レース目



（29東京2）第2日 4月23日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 175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
15，860，000円
2，730，000円
32，620，000円
72，000，000円
4，856，000円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
668，198，300円
1，012，313，900円
484，596，200円
1，949，535，900円
878，149，700円
972，965，000円
2，704，571，700円
4，235，596，200円
563，612，300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 13，469，539，200円

総入場人員 36，960名 （有料入場人員 35，065名）
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