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12037 4月28日 晴 稍重 （31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50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
1：20．3

重
不良

48 ニーマルティアラ 牝3栗 54
51 ▲斎藤 新板橋 秋氏 田村 康仁 日高 沖田牧場 432＋101：28．5 8．6�

35 ジューンバラード 牝3青鹿54 武士沢友治吉川 潤氏 堀井 雅広 平取 稲原牧場 422＋ 2 〃 クビ 3．8�
612 ニシノビアンカ 牝3芦 54 内田 博幸西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか ヒサイファーム 460± 01：28．82 6．0�
713 ア ラ ニ 牝3栗 54 丸田 恭介平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 荒木 貴宏 458＋ 2 〃 ハナ 21．7�
816 ラ バ ー ブ 牝3鹿 54 石川裕紀人吉田 勝己氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 430－ 21：29．33 15．0�
36 ファンシーラン 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也岡村 善行氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 428＋ 81：29．4� 5．4�
24 アイルハヴウインズ 牝3鹿 54 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド 492－ 31：29．61 30．1	
714 エイシンオリンピア 牝3栗 54 大野 拓弥
栄進堂 田中 博康 浦河 栄進牧場 464＋ 61：29．7� 4．0�
11 カフェサーバル 牝3鹿 54

52 △西村 淳也西川 光一氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 502＋ 21：29．91 54．2�
47 デュアリティ 牝3鹿 54 柴山 雄一中西 宏彰氏 高橋 義博 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 488± 01：30．0� 65．0
815 アリューカス 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行�ヒダカファーム竹内 正洋 浦河 ヒダカフアーム 422＋ 2 〃 ハナ 92．2�
23 ジーガーローレンス 牝3鹿 54

51 ▲菅原 明良�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 486－ 21：30．1� 22．0�
510 ヤマタケアンジュ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子山中 佳代氏 根本 康広 浦河 高岸 順一 446－ 31：30．2� 60．1�
59 ペイシャアリ 牝3青鹿 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 松永 康利 平取 川向高橋育
成牧場 440－ 61：31．37 260．7�

611 セイユウグリーン 牝3鹿 54
52 △野中悠太郎松岡 正二氏 加藤 和宏 日高 シンボリ牧場 490 ―1：31．93� 61．7�

12 ファーマダイヤ 牝3鹿 54
53 ☆武藤 雅中西 功氏 稲垣 幸雄 日高 木部ファーム 426± 01：33．07 170．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，169，300円 複勝： 45，354，800円 枠連： 19，506，300円
馬連： 70，089，800円 馬単： 34，528，800円 ワイド： 48，820，700円
3連複： 105，040，300円 3連単： 114，670，100円 計： 464，180，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 220円 � 140円 � 180円 枠 連（3－4） 920円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 3，400円

ワ イ ド �� 530円 �� 680円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，290円 3 連 単 ��� 16，700円

票 数

単勝票数 計 261693 的中 � 24328（5番人気）
複勝票数 計 453548 的中 � 44871（5番人気）� 95850（1番人気）� 63376（4番人気）
枠連票数 計 195063 的中 （3－4） 16365（3番人気）
馬連票数 計 700898 的中 �� 37216（7番人気）
馬単票数 計 345288 的中 �� 7613（14番人気）
ワイド票数 計 488207 的中 �� 23368（6番人気）�� 17727（8番人気）�� 31581（3番人気）
3連複票数 計1050403 的中 ��� 34312（5番人気）
3連単票数 計1146701 的中 ��� 4978（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．3―36．9―50．3―1：02．7―1：15．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニーマルティアラ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2018．12．8 中山9着

2016．6．5生 牝3栗 母 ツ ク シ ヒ メ 母母 オペラハナミ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ファーマダイヤ号の騎手武藤雅は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番・16番・9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファーマダイヤ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月28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 キーフェイス号

12038 4月28日 晴 稍重 （31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20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

47 ビービーゲイル 牡3鹿 56 内田 博幸坂東 勝彦氏 中舘 英二 日高 クリアファーム 502－ 61：40．6 21．3�
24 レッドグラティアス 牡3黒鹿56 石橋 脩 �東京ホースレーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 542＋ 61：40．7� 4．7�
611 シ ン テ ィ ラ 牡3鹿 56

55 ☆武藤 雅�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社
ノースヒルズ 494＋141：41．01� 46．7�

510 シービークラーケン 牡3芦 56 津村 明秀千明牧場 鈴木 伸尋 浦河 千明牧場 512 ― 〃 クビ 4．0�
59 ヤサカリベルテ 牡3栗 56 柴田 善臣志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 B452± 01：41．21� 44．2�
714 ラブミフォーエバー 牡3芦 56 大野 拓弥村田 哲朗氏 勢司 和浩 新ひだか 桜井牧場 460＋ 41：41．41� 11．3	
35 ヘルニーニョアキラ 牡3鹿 56 田辺 裕信 Him Rock Racing

ホールディングス� 武市 康男 新ひだか 高橋 義浩 462－ 61：41．93 6．4

11 ナムラガンマン 牡3栗 56 武士沢友治奈村 信重氏 稲垣 幸雄 様似 林 時春 466± 0 〃 クビ 5．6�
815 シ ン ラ イ 牡3芦 56 田中 勝春丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 滝本 健二 470± 01：42．0クビ 4．8�
48 ソルダートダズル 牡3青鹿56 丹内 祐次ディアレストクラブ� 田村 康仁 新ひだか 田上 徹 B478－ 21：43．06 43．7
23 ド ラ ー ド 牡3黒鹿56 江田 照男節 英司氏 南田美知雄 新冠 高瀬牧場 508 ―1：43．53 39．9�
816 ワラウウマザンマイ 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子鈴木 慈雄氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム B434－ 41：43．92� 93．7�
713 ドラジェブルー 牡3青鹿 56

53 ▲小林 凌大吉田 千津氏 小西 一男 千歳 社台ファーム 478－ 21：44．32� 206．4�
12 シオンコタン 牝3鹿 54 村田 一誠村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 61：44．83 326．3�
612 ヨコハマダンディー 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也 �高木競走馬育成牧場 小笠 倫弘 新ひだか 藤原牧場 468 ―1：49．5大差 221．1�
36 グランクリュ 牡3鹿 56 黛 弘人 �カナヤマホール

ディングス 尾関 知人 千歳 社台ファーム 476 ―1：59．0大差 121．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，851，900円 複勝： 61，692，800円 枠連： 16，676，300円
馬連： 80，420，700円 馬単： 38，064，400円 ワイド： 58，768，300円
3連複： 112，505，000円 3連単： 129，106，900円 計： 535，086，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，130円 複 勝 � 620円 � 220円 � 1，230円 枠 連（2－4） 2，850円

馬 連 �� 3，480円 馬 単 �� 8，790円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 7，080円 �� 3，050円

3 連 複 ��� 31，860円 3 連 単 ��� 217，170円

票 数

単勝票数 計 378519 的中 � 14151（7番人気）
複勝票数 計 616928 的中 � 23791（7番人気）� 92184（3番人気）� 11259（10番人気）
枠連票数 計 166763 的中 （2－4） 4531（14番人気）
馬連票数 計 804207 的中 �� 17906（14番人気）
馬単票数 計 380644 的中 �� 3246（33番人気）
ワイド票数 計 587683 的中 �� 12687（15番人気）�� 2094（48番人気）�� 4927（30番人気）
3連複票数 計1125050 的中 ��� 2648（86番人気）
3連単票数 計1291069 的中 ��� 431（529番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―12．3―13．2―13．3―12．8―12．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―35．7―48．9―1：02．2―1：15．0―1：27．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビービーゲイル �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 Jade Robbery デビュー 2018．11．17 東京4着

2016．5．23生 牡3鹿 母 フ ル ー リ ー 母母 Afraah 4戦1勝 賞金 6，100，000円
〔その他〕 ドラジェブルー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヨコハマダンディー号・グランクリュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月

28日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ドラジェブルー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年5月28日まで出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ワラウウマザンマイ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月28日まで平地競走に出走

できない。

第２回 東京競馬 第４日



12039 4月28日 晴 稍重 （31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50分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

815� リトルモンスター 牝3鹿 54
51 ▲藤田菜七子吉田 千津氏 武井 亮 米

Off The Hook Part-
ners LLC & Farm III
Enterprises LLC

476－ 21：20．7 1．5�
48 ホウオウソルジャー 牡3芦 56 大野 拓弥小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 470 ―1：20．91� 21．5�
611 カシノラウト 牡3鹿 56

53 ▲大塚 海渡柏木 務氏 和田 雄二 日高 日西牧場 486＋ 41：21．53� 18．8�
816 ピュアヒカリ 牡3鹿 56 吉田 豊鶴見 芳子氏 竹内 正洋 新冠 村上 欽哉 450＋261：21．82 7．8�
714 メ ン デ ィ 牡3鹿 56 木幡 初也 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 リトルブルーファーム 492＋121：21．9クビ 187．2�
35 アスールプラージャ 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 育也眞保榮 稔氏 田中 博康 新ひだか チャンピオンズファーム 504 ― 〃 クビ 8．9	
11 タイムファクター 牡3栗 56 内田 博幸高橋 文男氏 武藤 善則 様似 髙村 伸一 484＋ 81：22．0� 113．7

612 マースルマン 牡3鹿 56 柴山 雄一キャピタルクラブ 林 徹 新ひだか 田湯牧場 444－ 41：22．53 171．6�
23 ビジュミノル 牝3栗 54

52 △西村 淳也吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 482－ 4 〃 クビ 66．2�
510 チェリーマドンナ 牝3鹿 54

52 △野中悠太郎櫻井 悦朗氏 小西 一男 新冠 飛渡牧場 434－ 21：22．6� 6．0
36 スリーコーズライン 牡3鹿 56

53 ▲菅原 明良永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 460± 01：22．91	 22．8�
12 モンサンスペラーレ 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 B456－ 41：23．11
 48．8�
47 タクティークプラン 牡3鹿 56 江田 照男ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 築紫 洋 472 ―1：24．27 101．7�
59 ヒ ヤ ク 牝3黒鹿54 原田 和真江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 442＋ 61：24．73 333．3�
713 クリスタルボール 牝3黒鹿 54

52 △菊沢 一樹田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 森永牧場 430－ 81：25．44 351．4�
24 コツコツキヨシ 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士西本 資史氏 的場 均 熊本 本田 土寿 486 ―1：26．25 230．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，799，800円 複勝： 145，894，900円 枠連： 23，184，900円
馬連： 80，076，100円 馬単： 53，920，200円 ワイド： 61，501，600円
3連複： 113，704，600円 3連単： 189，667，800円 計： 715，749，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 440円 � 270円 枠 連（4－8） 1，250円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 2，630円

ワ イ ド �� 790円 �� 490円 �� 3，260円

3 連 複 ��� 6，960円 3 連 単 ��� 21，040円

票 数

単勝票数 計 477998 的中 � 239270（1番人気）
複勝票数 計1458949 的中 � 1060436（1番人気）� 24239（7番人気）� 45421（5番人気）
枠連票数 計 231849 的中 （4－8） 14348（5番人気）
馬連票数 計 800761 的中 �� 34051（6番人気）
馬単票数 計 539202 的中 �� 15360（9番人気）
ワイド票数 計 615016 的中 �� 19920（8番人気）�� 34378（4番人気）�� 4501（30番人気）
3連複票数 計1137046 的中 ��� 12249（19番人気）
3連単票数 計1896678 的中 ��� 6535（58番人気）

ハロンタイム 7．2―11．4―11．8―12．7―12．7―12．3―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．2―18．6―30．4―43．1―55．8―1：08．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�リトルモンスター �
�
父 Into Mischief �

�
母父 Pentelicus デビュー 2018．7．14 福島8着

2016．3．7生 牝3鹿 母 Pashmina 母母 Heir D’ Mint 7戦1勝 賞金 13，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリスタルボール号・コツコツキヨシ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年

5月28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。
（非当選馬） 1頭 オールドロマン号

12040 4月28日 晴 良 （31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20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

24 グレイテスト 牝3芦 54 田辺 裕信荒井 元明氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 452＋ 21：33．3 1．9�
11 ミツカネローズ 牝3鹿 54 菱田 裕二小山田 満氏 本間 忍 日高 日高大洋牧場 436＋101：34．25 10．6�
816 シバノテンショウ 牝3栗 54

53 ☆横山 武史柴 一男氏 菊沢 隆徳 新冠 パカパカ
ファーム 474－10 〃 アタマ 217．2�

510 ワイルドタッチ 牝3栗 54 内田 博幸�キヨタケ牧場 黒岩 陽一 新ひだか キヨタケ牧場 B456± 01：34．3� 8．3�
612 サバイバルトリック 牝3黒鹿54 大野 拓弥福田 光博氏 根本 康広 日高 原田牧場 452＋ 4 〃 クビ 33．5�
815 ベストオンアース 牝3栗 54 松山 弘平	須野牧場 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 486＋ 21：34．4クビ 5．6

23 ナンヨーミカヅキ 牝3栗 54 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 386＋ 21：34．61� 7．8�
59 ヒマワリオジョウ 牝3青鹿 54

53 ☆武藤 雅石井 義孝氏 中野 栄治 日高 中館牧場 414－ 61：34．91� 118．6�
611 マリノスピカ 牝3栗 54 石川裕紀人和田 志保氏 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 468± 0 〃 クビ 72．8
36 イルヴェントデーア 牝3鹿 54

51 ▲菅原 明良 �Gリビエール・
レーシング 金成 貴史 浦河 ディアレスト

クラブ 446＋ 21：35．0クビ 28．1�
713 ラヴィングウェイ 牝3黒鹿54 田中 勝春ゴドルフィン 田中 剛 英 Godolphin 460－ 2 〃 ハナ 24．5�
48 セクシイフラワー 牝3黒鹿 54

52 △菊沢 一樹平岡 茂樹氏 稲垣 幸雄 むかわ 平岡牧場 452＋141：35．32 77．9�
47 シゲルスタールビー 牝3鹿 54 江田 照男森中 蕃氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 524± 0 〃 ハナ 54．8�
714 ショウナンハルラ 牝3鹿 54 吉田 豊国本 哲秀氏 古賀 史生 新冠 森永 聡 408± 0 〃 アタマ 153．0�
12 ビームフラッシュ 牝3鹿 54 岩部 純二田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか タガミファーム B446－ 41：35．4クビ 47．5�
35 クリアスカイライン 牝3黒鹿 54

52 △野中悠太郎�G1レーシング 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 424－161：35．82� 51．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，625，000円 複勝： 62，681，100円 枠連： 22，518，500円
馬連： 83，560，100円 馬単： 43，277，800円 ワイド： 63，034，700円
3連複： 119，579，400円 3連単： 149，392，500円 計： 584，669，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 250円 � 4，010円 枠 連（1－2） 740円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 470円 �� 8，210円 �� 34，850円

3 連 複 ��� 84，280円 3 連 単 ��� 216，180円

票 数

単勝票数 計 406250 的中 � 169125（1番人気）
複勝票数 計 626811 的中 � 214306（1番人気）� 53781（5番人気）� 2415（16番人気）
枠連票数 計 225185 的中 （1－2） 23426（4番人気）
馬連票数 計 835601 的中 �� 56579（4番人気）
馬単票数 計 432778 的中 �� 18271（5番人気）
ワイド票数 計 630347 的中 �� 38354（4番人気）�� 1872（59番人気）�� 438（104番人気）
3連複票数 計1195794 的中 ��� 1064（148番人気）
3連単票数 計1493925 的中 ��� 501（482番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．4―11．8―12．2―11．2―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．0―34．4―46．2―58．4―1：09．6―1：21．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F34．9
3 4，6，8（5，7，15）（3，9，12）（2，11，14）10，16（1，13） 4 4，6，8（5，7，15）3（9，12）2（10，11，14）（1，16，13）

勝馬の
紹 介

グレイテスト �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．10．14 東京2着

2016．2．24生 牝3芦 母 コリンシアン 母母 イグザルテーション 7戦1勝 賞金 14，300，000円
〔制裁〕 ナンヨーミカヅキ号の騎手柴田善臣は，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：2番）



12041 4月28日 晴 良 （31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
1：56．1
1：56．1

良
良

810 グルファクシー 牝3栗 54 D．レーン �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 444 ―2：01．6 3．3�

（豪）

33 ハーツイストワール 牡3黒鹿56 田辺 裕信嶋田 賢氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 492 ―2：02．02� 3．2�
44 サンデースクール 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子ゴドルフィン 小島 茂之 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 432－ 8 〃 ハナ 11．1�

77 ゴーアブロード 牡3鹿 56
53 ▲菅原 明良�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 492－ 42：02．31� 131．5�

78 シックガニアン 牡3鹿 56 柴田 大知 �ブルースターズファーム 黒岩 陽一 浦河 山田牧場 456＋ 22：02．51	 32．9	
66 アリスブルー 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 浦河 大北牧場 438＋ 42：02．6� 4．4

11 フォーティラブ 牡3鹿 56 大野 拓弥 H.F Association 杉浦 宏昭 浦河 大島牧場 486＋122：02．92 8．6�
55 サトノプロミネント 
3鹿 56 内田 博幸 �サトミホースカンパニー 的場 均 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－ 82：03．0� 23．5�
22 ジュンダイセツ 牡3黒鹿 56

53 ▲斎藤 新河合 純二氏 斎藤 誠 新冠 川上牧場 B460＋ 42：03．74 63．1
89 フロントランナー 牡3栗 56

53 ▲木幡 育也山口 裕介氏 田村 康仁 新冠 秋田牧場 432＋ 22：05．8大差 8．2�
（10頭）

売 得 金
単勝： 43，724，800円 複勝： 56，892，200円 枠連： 15，619，000円
馬連： 82，246，500円 馬単： 45，202，700円 ワイド： 55，922，000円
3連複： 103，093，500円 3連単： 158，699，500円 計： 561，400，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 140円 � 240円 枠 連（3－8） 480円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 310円 �� 630円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 5，490円

票 数

単勝票数 計 437248 的中 � 103735（2番人気）
複勝票数 計 568922 的中 � 96937（3番人気）� 116714（1番人気）� 50352（6番人気）
枠連票数 計 156190 的中 （3－8） 24765（1番人気）
馬連票数 計 822465 的中 �� 93956（1番人気）
馬単票数 計 452027 的中 �� 28606（1番人気）
ワイド票数 計 559220 的中 �� 49961（1番人気）�� 21525（9番人気）�� 20520（11番人気）
3連複票数 計1030935 的中 ��� 44379（3番人気）
3連単票数 計1586995 的中 ��� 20943（8番人気）

ハロンタイム 13．5―11．9―12．2―12．3―12．7―12．5―12．3―11．2―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．5―25．4―37．6―49．9―1：02．6―1：15．1―1：27．4―1：38．6―1：50．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F34．2

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

勝馬の
紹 介

グルファクシー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2016．2．15生 牝3栗 母 レクレドール 母母 ゴールデンサッシュ 1戦1勝 賞金 5，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

12042 4月28日 晴 良 （31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40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
1：20．3

重
不良

36 ザディファレンス 牡3栗 56
54 △野中悠太郎石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 芳住 鉄兵 472＋ 21：26．1 2．8�

12 アンジェリーブル 牝3栗 54 丸田 恭介�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 436± 01：26．31� 35．6�
48 ダイシンクローバー 牡3黒鹿 56

53 ▲斎藤 新大八木信行氏 安田 隆行 新冠 カミイスタット 468± 0 〃 クビ 4．4�
713 アミュリオン 牡3栗 56 黛 弘人吉澤 克己氏 藤原 辰雄 浦河 栄進牧場 458± 01：26．51� 111．8�
59 ダイメイコスモス 牡3栗 56 �島 克駿宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 474－141：26．6	 69．6�
23 ア ポ ロ ビ ビ 牡3栗 56 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 日高 春木ファーム 470＋ 2 〃 ハナ 13．7	
35 サニークラウド 牡3鹿 56 藤岡 康太髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 506＋ 61：26．81� 28．2

24 キ ン シ ロ ウ 牡3栗 56 津村 明秀岡 浩二氏 岩戸 孝樹 日高 野島牧場 B486－ 41：27．11	 33．0�
815 オールミラージュ 牡3栗 56

53 ▲木幡 育也田頭 勇貴氏 深山 雅史 新冠 スカイビーチステーブル 460＋ 61：27．52 62．7�
714 クイーンズテイスト 牝3黒鹿 54

52 △菊沢 一樹 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 466＋ 21：27．71� 6．2
611 ベルジュネス 牡3鹿 56 石川裕紀人岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新冠 坂元 芳春 462－ 2 〃 クビ 76．4�
47 タイドオブハピネス 牡3黒鹿56 柴田 善臣 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 4 〃 ハナ 156．7�
612 ガ ン ケ ン 牡3黒鹿56 柴山 雄一岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 518－ 21：28．44 5．4�
816 トモジャバロンド 牡3黒鹿56 D．レーン 吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 静内フジカワ牧場 474－ 41：28．93 16．2�

（豪）

510
 スマートグランダム 牝3栗 54 大野 拓弥大川 徹氏 加藤 征弘 加 Josham Farms
Limited 512± 01：29．21	 21．2�

11 キチロクタービン 牡3栗 56 丹内 祐次山本 正美氏 清水 英克 むかわ 桑原牧場 474＋12 〃 クビ 332．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 54，189，100円 複勝： 79，388，300円 枠連： 26，191，100円
馬連： 112，604，800円 馬単： 51，199，000円 ワイド： 82，532，500円
3連複： 163，240，000円 3連単： 181，026，200円 計： 750，371，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 540円 � 160円 枠 連（1－3） 3，400円

馬 連 �� 3，620円 馬 単 �� 5，230円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 320円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 5，620円 3 連 単 ��� 27，390円

票 数

単勝票数 計 541891 的中 � 149920（1番人気）
複勝票数 計 793883 的中 � 195028（1番人気）� 25287（10番人気）� 131803（2番人気）
枠連票数 計 261911 的中 （1－3） 5962（17番人気）
馬連票数 計1126048 的中 �� 24055（12番人気）
馬単票数 計 511990 的中 �� 7342（15番人気）
ワイド票数 計 825325 的中 �� 14679（16番人気）�� 75326（1番人気）�� 10738（23番人気）
3連複票数 計1632400 的中 ��� 21765（16番人気）
3連単票数 計1810262 的中 ��� 4790（69番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．1―12．4―12．2―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―36．1―48．5―1：00．7―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ザディファレンス �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Deputy Commander デビュー 2018．10．14 新潟13着

2016．4．22生 牡3栗 母 ム カ ラ フ ァ 母母 Courtroom Antics 4戦2勝 賞金 13，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）12頭 アンビル号・オルダージュ号・カルロスミノル号・サンライズハイアー号・シゲルスピネル号・スズカユース号・

スポーカンテソーロ号・ノボシュンシュン号・パイロジェン号・プロトイチバンボシ号・ペイシャネガノ号・
ペイシャリルキス号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

追 加 記 事（第 2回東京競馬第 3日第 8競走）
〔その他〕　　スズカハイルーラー号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕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。



12043 4月28日 晴 良 （31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10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

66 ブレイブメジャー 牡3鹿 56 D．レーン �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 488± 01：32．9 2．7�
（豪）

33 ヘイワノツカイ 牡3栗 56 田辺 裕信星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 454＋ 4 〃 クビ 3．1�
11 ナ リ ス 牝3鹿 54 藤岡 康太萩 英男氏 今野 貞一 日高 中川 哲也 466－ 41：33．21� 15．0�
88 マイネルミュトス 牡3青 56

54 △野中悠太郎 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 458－ 41：33．3クビ 4．4�

22 キープオンゴーイン 牝3鹿 54 松山 弘平飯田 正剛氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 484－ 21：33．62 4．6	
44 ウインレフィナード 牡3黒鹿 56

55 ☆横山 武史�ウイン 畠山 吉宏 浦河 猿橋 義昭 440－ 61：33．7� 57．9

77 サトノファイター 牡3栗 56 �島 克駿 �サトミホースカンパニー 高橋 亮 安平 追分ファーム 470－ 21：33．91 34．0�
89 サルウェーテ 牡3鹿 56

53 ▲斎藤 新西森 鶴氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 460－ 21：34．85 51．6�
（8頭）

55 コスモミローディア 牡3黒鹿56 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 清水 英克 日高 道見牧場 456＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 55，982，900円 複勝： 51，627，300円 枠連： 11，736，500円
馬連： 84，549，700円 馬単： 44，813，200円 ワイド： 50，128，300円
3連複： 89，585，100円 3連単： 170，646，700円 計： 559，069，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 130円 � 230円 枠 連（3－6） 380円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 190円 �� 630円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 4，750円

票 数

単勝票数 差引計 559829（返還計 12898） 的中 � 161899（1番人気）
複勝票数 差引計 516273（返還計 21230） 的中 � 124665（1番人気）� 121871（2番人気）� 39490（5番人気）
枠連票数 差引計 117365（返還計 10119） 的中 （3－6） 23335（1番人気）
馬連票数 差引計 845497（返還計 80227） 的中 �� 176379（1番人気）
馬単票数 差引計 448132（返還計 37581） 的中 �� 51308（1番人気）
ワイド票数 差引計 501283（返還計 53809） 的中 �� 84322（1番人気）�� 17607（8番人気）�� 22220（7番人気）
3連複票数 差引計 895851（返還計177893） 的中 ��� 49408（5番人気）
3連単票数 差引計1706467（返還計292285） 的中 ��� 26003（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．0―46．4―58．1―1：09．6―1：20．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブレイブメジャー 
�
父 ダイワメジャー 

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2018．12．23 中山1着

2016．4．2生 牡3鹿 母 シーイズトウショウ 母母 ジェーントウショウ 3戦2勝 賞金 17，100，000円
〔競走除外〕 コスモミローディア号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

12044 4月28日 晴 良 （31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40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

55 ラ ボ ー ナ �5鹿 57 D．レーン �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B534－ 42：14．9 4．0�
（豪）

56 � ワンダーラジャ 牡5栗 57 石橋 脩山本 能成氏 石坂 公一 浦河 秋場牧場 498－102：15．11� 3．3�
67 トモジャタイクーン 牡4鹿 57

56 ☆横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 496－ 42：15．41	 14．3�
79 ジャコバイティズム 牡7青鹿57 大野 拓弥野本 巧氏 田村 康仁 新冠 須崎牧場 B480＋ 4 〃 クビ 35．0�
44 � スプリングボックス 牡5黒鹿 57

55 △野中悠太郎�田 昌久氏 寺島 良 日高 出口牧場 480－ 42：16．03
 46．5	
68 スズノアリュール 牡4鹿 57 武士沢友治新木 鈴子氏 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 480＋ 22：16．21
 14．4

33 ブ ン ゴ 牡4鹿 57

54 ▲斎藤 新江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 杵臼牧場 492＋ 22：16．3
 96．1�
22 クインズウィンダム �5鹿 57 柴山 雄一亀田 和弘氏 奥平 雅士 新冠 隆栄牧場 544－ 4 〃 ハナ 10．8�
812 シンコーマーチャン 牡5鹿 57

54 ▲菅原 明良豊原 正嗣氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 B488－ 42：17．04 48．7
710 ロビンズソング 牡4黒鹿57 内田 博幸吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B536± 02：17．31
 4．7�
811� ロイヤルアフェア 牡4栗 57 石川裕紀人 �シルクレーシング 加藤士津八 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506± 02：17．51� 73．9�
11 サンオークランド 牡5鹿 57 田辺 裕信 �加藤ステーブル 中舘 英二 新ひだか 今 牧場 510＋12 〃 アタマ 6．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 53，861，100円 複勝： 73，251，800円 枠連： 31，238，100円
馬連： 118，626，700円 馬単： 55，842，700円 ワイド： 77，017，800円
3連複： 165，225，400円 3連単： 214，362，500円 計： 789，426，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 140円 � 250円 枠 連（5－5） 660円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 290円 �� 840円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 6，090円

票 数

単勝票数 計 538611 的中 � 105633（2番人気）
複勝票数 計 732518 的中 � 118556（3番人気）� 169487（1番人気）� 60253（6番人気）
枠連票数 計 312381 的中 （5－5） 36265（4番人気）
馬連票数 計1186267 的中 �� 133393（1番人気）
馬単票数 計 558427 的中 �� 30249（2番人気）
ワイド票数 計 770178 的中 �� 76495（1番人気）�� 21447（12番人気）�� 35988（6番人気）
3連複票数 計1652254 的中 ��� 71951（3番人気）
3連単票数 計2143625 的中 ��� 25489（8番人気）

ハロンタイム 7．3―11．9―12．5―13．2―13．1―13．7―13．2―13．0―12．2―12．2―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―19．2―31．7―44．9―58．0―1：11．7―1：24．9―1：37．9―1：50．1―2：02．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．0
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ラ ボ ー ナ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．10．22 東京11着

2014．3．29生 �5鹿 母 ハッピーパス 母母 ハッピートレイルズ 15戦3勝 賞金 33，516，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



12045 4月28日 晴 良 （31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，30．4．28以降31．4．21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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

66 エストスペリオル 牡4鹿 54 D．レーン �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 452± 02：25．0 2．8�
（豪）

44 ミヤジユウダイ 牡5鹿 55 �島 克駿曽我 司氏 川村 禎彦 安平 ノーザンファーム 542＋ 22：25．1� 8．6�
22 ス ヴ ァ ル ナ 牡4黒鹿55 津村 明秀 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 500－ 62：25．31� 2．5�
88 エスティーム 牡5黒鹿55 丹内 祐次岡田 繁幸氏 金成 貴史 浦河 岡本 昌市 526－ 42：25．4クビ 13．5�
11 マイネルクラフト 牡6黒鹿53 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム B486－ 22：25．71	 31．6	
77 メイショウホウトウ 牡8青鹿54 加藤 祥太松本 好雄氏 上村 洋行 浦河 大島牧場 488－202：25．91
 22．3

33 ピッツバーグ �6鹿 54 内田 博幸�ラ・メール 矢作 芳人 日高 戸川牧場 494－ 22：26．11
 4．4�
55 カタヨクノテンシ 牡6鹿 53 西村 淳也�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 498＋ 62：26．31� 67．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 53，042，800円 複勝： 45，116，000円 枠連： 発売なし
馬連： 115，175，700円 馬単： 58，975，500円 ワイド： 53，108，200円
3連複： 119，325，700円 3連単： 267，279，500円 計： 712，023，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 150円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 350円 �� 190円 �� 300円

3 連 複 ��� 740円 3 連 単 ��� 4，210円

票 数

単勝票数 計 530428 的中 � 147293（2番人気）
複勝票数 計 451160 的中 � 84847（2番人気）� 56520（4番人気）� 150781（1番人気）
馬連票数 計1151757 的中 �� 88203（5番人気）
馬単票数 計 589755 的中 �� 29412（7番人気）
ワイド票数 計 531082 的中 �� 34903（5番人気）�� 82586（1番人気）�� 41974（4番人気）
3連複票数 計1193257 的中 ��� 119562（2番人気）
3連単票数 計2672795 的中 ��� 45981（12番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．3―12．7―12．5―12．6―12．8―12．5―12．4―11．3―11．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―23．4―35．7―48．4―1：00．9―1：13．5―1：26．3―1：38．8―1：51．2―2：02．5―2：13．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エストスペリオル 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2017．11．11 東京3着

2015．3．2生 牡4鹿 母 メイキアシー 母母 Gwynn 8戦3勝 賞金 31，296，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

12046 4月28日 晴 良 （31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，30．4．28以降31．4．21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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．5
1：19．0

良
良

11 ラヴィングアンサー 牡5鹿 55 田辺 裕信江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 502± 01：19．5 4．1�
66 ウインフェニックス 牡8鹿 55 柴田 大知�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 B480＋ 21：19．82 30．0�
77 トミケンキルカス 牡7栗 55 荻野 極冨樫 賢二氏 大和田 成 新ひだか 飯岡牧場 B512－ 2 〃 ハナ 20．2�
78 レインボーフラッグ 牡6鹿 56 松山 弘平 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 464± 01：20．01� 6．1�
810 ライラックカラー 牡4黒鹿56 武藤 雅山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 466＋101：20．21� 4．9�
33 ボンセルヴィーソ 牡5栗 56 石橋 脩名古屋友豊� 池添 学 日高 白井牧場 472－ 6 〃 アタマ 4．7	
22 デスティニーソング 牝5鹿 52 藤岡 康太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 454－ 61：20．52 7．5

44 ナンヨーアミーコ 牡6栗 56 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 446＋141：20．92� 7．7�
89 ビックリシタナモー 牡5黒鹿54 藤田菜七子小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 504－ 21：21．32� 37．4�
55 オルレアンローズ 牝6鹿 52 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 新冠 ヒカル牧場 488＋ 41：21．51� 14．8
（10頭）

売 得 金
単勝： 70，263，300円 複勝： 100，458，700円 枠連： 28，307，700円
馬連： 186，902，600円 馬単： 81，452，000円 ワイド： 105，049，000円
3連複： 234，903，600円 3連単： 349，926，000円 計： 1，157，262，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 190円 � 610円 � 550円 枠 連（1－6） 6，930円

馬 連 �� 7，350円 馬 単 �� 10，690円

ワ イ ド �� 2，180円 �� 1，260円 �� 3，850円

3 連 複 ��� 35，760円 3 連 単 ��� 183，300円

票 数

単勝票数 計 702633 的中 � 133853（1番人気）
複勝票数 計1004587 的中 � 180123（1番人気）� 37376（9番人気）� 42137（8番人気）
枠連票数 計 283077 的中 （1－6） 3164（26番人気）
馬連票数 計1869026 的中 �� 19690（29番人気）
馬単票数 計 814520 的中 �� 5713（44番人気）
ワイド票数 計1050490 的中 �� 12393（26番人気）�� 21936（18番人気）�� 6900（37番人気）
3連複票数 計2349036 的中 ��� 4926（89番人気）
3連単票数 計3499260 的中 ��� 1384（472番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―10．9―11．6―11．3―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．7―33．6―45．2―56．5―1：07．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．3
3 5，7＝3－6，4，1－（2，8）10－9 4 5，7＝3（6，4）－1－（2，8）－10－9

勝馬の
紹 介

ラヴィングアンサー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2016．7．3 中京2着

2014．4．8生 牡5鹿 母 ラ ブ レ タ ー 母母 ナショナルポートレイト 18戦5勝 賞金 85，626，000円

２レース目



12047 4月28日 晴 良 （31東京2）第4日 第11競走 ��
��1，800�スイートピーステークス（Ｌ）

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 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

56 カレンブーケドール 牝3鹿 54 津村 明秀鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 464－ 21：47．7 5．1�
22 シングフォーユー 牝3鹿 54 田辺 裕信 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 454＋ 8 〃 クビ 13．5�
67 セ リ ユ ー ズ 牝3鹿 54 石橋 脩 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 500－ 41：47．8� 1．8�
811 レッドアネモス 牝3鹿 54 石川裕紀人 �東京ホースレーシング 友道 康夫 千歳 社台ファーム 470－ 41：48．11� 20．6�
33 アフランシール 牝3鹿 54 	島 克駿前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478－ 2 〃 アタマ 19．3	
55 クールウォーター 牝3鹿 54 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 420± 0 〃 クビ 6．5

812 ラ シ ェ ー ラ 牝3鹿 54 D．レーン ニューワールドレー

シング� 笹田 和秀 浦河 フクオカファーム 444＋ 21：48．2クビ 18．8�
（豪）

44 ウインメルシー 牝3鹿 54 横山 武史�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 464＋10 〃 クビ 55．2�
79 ランペドゥーザ 牝3栗 54 江田 照男�ミルファーム 高市 圭二 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 472± 01：48．41 133．0
11 サムシングジャスト 牝3黒鹿54 松山 弘平 �グリーンファーム松田 国英 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 488± 01：48．5� 15．0�
68 トロイメント 牝3青 54 内田 博幸�G1レーシング 西浦 勝一 安平 追分ファーム 414－141：49．13� 74．7�
710 シャワークライム 牝3黒鹿54 大野 拓弥吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 430± 01：49．2� 25．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 138，934，600円 複勝： 159，018，500円 枠連： 69，763，500円
馬連： 351，971，600円 馬単： 172，858，400円 ワイド： 175，362，000円
3連複： 475，744，600円 3連単： 852，674，200円 計： 2，396，327，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 140円 � 250円 � 110円 枠 連（2－5） 1，870円

馬 連 �� 3，060円 馬 単 �� 5，370円

ワ イ ド �� 800円 �� 200円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，670円 3 連 単 ��� 15，770円

票 数

単勝票数 計1389346 的中 � 217397（2番人気）
複勝票数 計1590185 的中 � 247405（2番人気）� 88357（5番人気）� 677235（1番人気）
枠連票数 計 697635 的中 （2－5） 28779（8番人気）
馬連票数 計3519716 的中 �� 89062（10番人気）
馬単票数 計1728584 的中 �� 24109（15番人気）
ワイド票数 計1753620 的中 �� 47897（10番人気）�� 277094（1番人気）�� 84175（4番人気）
3連複票数 計4757446 的中 ��� 212741（2番人気）
3連単票数 計8526742 的中 ��� 39187（39番人気）

ハロンタイム 12．8―12．2―12．3―12．8―12．3―12．0―11．0―10．9―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．0―37．3―50．1―1：02．4―1：14．4―1：25．4―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．3―3F33．3

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

勝馬の
紹 介

カレンブーケドール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Scat Daddy デビュー 2018．10．8 東京2着

2016．4．23生 牝3鹿 母 ソ ラ リ ア 母母 So Linda 5戦2勝 賞金 34，680，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりカレンブーケドール号は，優駿牝馬（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

12048 4月28日 晴 良 （31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 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

48 アドラメレク 牡5黒鹿57 田辺 裕信�G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466± 02：12．9 18．7�

47 フォースライン 牡5黒鹿57 石橋 脩吉田 勝己氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 506－ 22：13．0� 2．7�
611 ヴィジョンオブラヴ 牡4青鹿57 宮崎 北斗大塚 亮一氏 新開 幸一 新冠 佐藤牧場 488＋ 22：13．85 23．0�
815 ダイワインパルス 牡7鹿 57

55 △菊沢 一樹大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 B490－ 82：13．9� 55．9�
59 アバオアクー 牡7鹿 57 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B518－ 82：14．11� 14．3�
36 ライデンバローズ 牡5芦 57 藤岡 康太猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富菜牧場 B524－ 8 〃 クビ 7．5	
510 カリーニョミノル 牝5鹿 55 松山 弘平吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 490－ 42：14．2� 24．4

24 エムオーグリッタ 牡5鹿 57

55 △野中悠太郎大浅 貢氏 古賀 慎明 安平 	橋本牧場 496－ 42：14．3� 7．8�
23 メトロポリス 牡5青鹿57 内田 博幸堂守 貴志氏 吉村 圭司 新冠 新冠橋本牧場 522－ 42：14．4クビ 5．0�
714 ミラクルヒッター 牡4芦 57 田中 勝春丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム 500± 0 〃 クビ 50．5
713 ハ シ カ ミ 牡6青鹿57 武士沢友治中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 484－ 22：14．61� 40．9�
816 ワイルドゲーム 牡6鹿 57

54 ▲藤田菜七子合同会社小林英一
ホールディングス 石栗 龍彦 新ひだか 水丸牧場 B498＋ 22：14．7クビ 62．3�

612 イルフォーコン 牡6黒鹿57 丹内 祐次 H.F Association 武市 康男 浦河 福田牧場 472＋ 6 〃 クビ 13．9�
11 ウォーターマーズ 
5芦 57 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 520－102：15．02 24．9�
35 フ ラ ン ド ル 
6鹿 57 荻野 極寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B490－ 22：15．63� 32．8�
12 クールエイジア 牡7鹿 57

56 ☆横山 武史�山王飯店 鈴木 伸尋 浦河 成隆牧場 470－ 22：15．92 177．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 82，618，400円 複勝： 127，196，600円 枠連： 72，396，500円
馬連： 233，105，200円 馬単： 94，147，700円 ワイド： 155，353，500円
3連複： 352，327，800円 3連単： 468，940，100円 計： 1，586，085，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，870円 複 勝 � 490円 � 150円 � 530円 枠 連（4－4） 3，030円

馬 連 �� 2，810円 馬 単 �� 6，550円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 5，860円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 20，560円 3 連 単 ��� 133，010円

票 数

単勝票数 計 826184 的中 � 35167（7番人気）
複勝票数 計1271966 的中 � 54302（7番人気）� 317573（1番人気）� 49929（8番人気）
枠連票数 計 723965 的中 （4－4） 18491（13番人気）
馬連票数 計2331052 的中 �� 64219（8番人気）
馬単票数 計 941477 的中 �� 10775（21番人気）
ワイド票数 計1553535 的中 �� 34327（8番人気）�� 6618（62番人気）�� 30146（13番人気）
3連複票数 計3523278 的中 ��� 12851（69番人気）
3連単票数 計4689401 的中 ��� 2556（401番人気）

ハロンタイム 7．1―11．5―12．9―13．3―12．9―12．9―12．9―12．5―12．1―12．2―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．6―31．5―44．8―57．7―1：10．6―1：23．5―1：36．0―1：48．1―2：00．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F36．9
1
3
4（6，7）（5，8）（3，15）（2，10）－1－11（12，14）13－（9，16）
4，6（5，7，8）（2，3，15）（1，10，11）12，14（13，16）＝9

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

勝馬の
紹 介

アドラメレク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Touch Gold デビュー 2016．9．18 阪神6着

2014．1．17生 牡5黒鹿 母 スウィートハース 母母 Sweet Gold 23戦4勝 賞金 52，150，000円

４レース目



（31東京2）第4日 4月28日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 156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

211，660，000円
7，600，000円
20，300，000円
990，000円

23，330，000円
63，832，500円
4，056，000円
1，497，600円

勝馬投票券売得金
705，063，000円
1，008，573，000円
337，138，400円
1，599，329，500円
774，282，400円
986，598，600円
2，154，275，000円
3，246，392，000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 10，811，651，900円

総入場人員 55，549名 （有料入場人員 53，227名）
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