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11013 4月25日 晴 良 （3東京2） 第2日 第1競走 ��1，600�3歳未勝利
発走10時10分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

713 サンエルセントロ 牡3黒鹿56 柴田 善臣 �加藤ステーブル 中舘 英二 日高 シンボリ牧場 450＋ 61：39．1 3．7�
612� ショベルヘッド �3鹿 56 C．ルメール 長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Siena

Farms LLC B458＋ 21：39．31� 7．3�
48 グランドライズ 牡3黒鹿56 野中悠太郎田畑 利彦氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 470－121：39．51 107．7�
816 ラ ン ス ル ー 牡3栗 56 三浦 皇成前田 晋二氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 544＋ 41：39．81� 5．4�
23 セイウンオードリー 牡3鹿 56 武藤 雅西山 茂行氏 深山 雅史 むかわ 宇南山牧場 504－ 6 〃 アタマ 14．6�
59 ニシノカタパルト 牡3栗 56 岩部 純二西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 松本牧場 B476－ 81：40．11� 28．4	
12 イ ワ ナ 牡3鹿 56 田辺 裕信越村 哲男氏 久保田貴士 日高 新井 昭二 476± 01：40．31	 21．0

714 ヤサカキングチャン 牡3栗 56 上野 翔志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 514＋ 41：40．83 244．3�
35 コ カ ゲ 牡3鹿 56

53 ▲横山 琉人油木 大樹氏 勢司 和浩 新ひだか 西川富岡牧場 474－10 〃 アタマ 293．3�
24 ダノンヴェロシティ 牡3鹿 56 戸崎 圭太�ダノックス 萩原 清 浦河 三嶋牧場 450＋ 41：40．9� 3．0
611 ヴィグルズマン 牡3栗 56 内田 博幸 KAJIMOTOホー

ルディングス� 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 B442－ 21：41．11	 301．8�
11 ユイノダンディズム 牡3鹿 56 石川裕紀人由井健太郎氏 竹内 正洋 青森 諏訪牧場 470 ―1：41．95 11．1�
47 ラシャトレーン 牝3黒鹿54 吉田 豊加藤 徹氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 460± 0 〃 ハナ 49．4�
36 アスクローンウルフ 牡3黒鹿56 和田 竜二廣崎利洋HD� 田村 康仁 平取 清水牧場 468－ 41：42．0� 43．7�
815 ア ジ リ テ ィ 牝3栗 54 木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 芳住 鉄兵 B482＋ 21：44．5大差 36．5�
510 ハッピーモンチャン 牝3鹿 54

51 ▲原 優介大田 恭充氏 根本 康広 日高 山田 政宏 432－ 81：44．6クビ 421．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，689，000円 複勝： 61，272，900円 枠連： 14，692，800円
馬連： 75，976，200円 馬単： 35，566，900円 ワイド： 66，376，900円
3連複： 115，481，000円 3連単： 121，626，500円 計： 532，682，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 200円 � 1，500円 枠 連（6－7） 1，580円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 2，960円

ワ イ ド �� 500円 �� 4，520円 �� 7，360円

3 連 複 ��� 35，160円 3 連 単 ��� 117，250円

票 数

単勝票数 計 416890 的中 � 88710（2番人気）
複勝票数 計 612729 的中 � 129253（1番人気）� 81643（4番人気）� 7401（12番人気）
枠連票数 計 146928 的中 （6－7） 7202（8番人気）
馬連票数 計 759762 的中 �� 39226（6番人気）
馬単票数 計 355669 的中 �� 9002（11番人気）
ワイド票数 計 663769 的中 �� 37400（4番人気）�� 3607（39番人気）�� 2199（49番人気）
3連複票数 計1154810 的中 ��� 2463（84番人気）
3連単票数 計1216265 的中 ��� 752（323番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．8―12．4―13．7―12．8―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―35．3―47．7―1：01．4―1：14．2―1：26．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．4―3F37．7
3 9（6，11）－13，2（12，15）1（7，14）3（4，16）（10，8）－5 4 ・（9，11）13（6，2，12，15）（1，3，7，14）（16，8）－（10，4）5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サンエルセントロ �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2020．10．31 東京4着

2018．3．4生 牡3黒鹿 母 ハイデルベーレ 母母 ウォートルベリー 5戦1勝 賞金 6，200，000円
〔その他〕 ハッピーモンチャン号は，発走後まもなく他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アジリティ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月25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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クリノグリゴロス号・スズカラブローズ号
（非抽選馬） 4頭 シャークウォーニン号・センナリ号・ナリノストーム号・ランカンカン号

11014 4月25日 晴 良 （3東京2） 第2日 第2競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10時40分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

611 アオイカツマ 牡3鹿 56 M．デムーロ新谷 幸義氏 古賀 慎明 新ひだか タイヘイ牧場 468－ 21：21．1 4．9�
24 アークライト 牡3鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 520－ 41：21．2� 2．0�
36 � バラードインミラノ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 伊

Colombo Carlo and Rz
Vedano Di Litta Modig-
nani Picozzi Alfonso

424± 01：21．52 7．9�
47 ペガサステソーロ 牡3鹿 56 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 伊坂 重信 日高 藤本ファーム 436－161：21．81� 125．5�
11 シャドウアルテミス 牝3青鹿54 田辺 裕信飯塚 知一氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 432＋ 2 〃 アタマ 15．7	
35 タンキエットゥ 牝3芦 54

51 ▲原 優介岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 原 弘之 500＋14 〃 アタマ 424．5


510 ララマカロン 牝3鹿 54 戸崎 圭太フジイ興産� 田中 博康 千歳 社台ファーム 470＋ 2 〃 ハナ 10．0�
（法942）

612 ブラックハート 牝3黒鹿54 松田 大作�髙昭牧場 松永 康利 浦河 高昭牧場 404－ 81：21．9� 35．6�
23 トミケンサルタール 牝3黒鹿54 大野 拓弥佐野 信幸氏 尾形 和幸 新ひだか 片山牧場 448－141：22．11� 78．2
817 レープハフト 牝3鹿 54

51 ▲永野 猛蔵山本 剛士氏 宮田 敬介 新冠 新冠橋本牧場 462－ 41：22．2クビ 127．8�
59 カズノオジョウ 牝3青 54 吉田 豊鈴木 可一氏 小笠 倫弘 新冠 新冠橋本牧場 462＋ 41：22．51� 425．8�
715 ロ ジ プ リ ン 牝3鹿 54 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 412－ 6 〃 クビ 50．3�
816 ニシノソメイノ 牝3黒鹿54 武藤 雅西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 ガーベラパー

クスタツド 416＋ 21：22．6� 10．9�
714 ド ナ テ ッ ラ 牝3鹿 54 石川裕紀人 �ローレルレーシング 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 458－ 41：22．7クビ 209．8�
818 サイタオフェーリア 牝3青 54

51 ▲横山 琉人サイタグローバル 杉浦 宏昭 新冠 柏木 一則 432－18 〃 クビ 587．2�
12 ハービッグハロー 牡3鹿 56 江田 照男吉田 照哉氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム B480－ 21：22．9� 12．6�
713 ブ レ リ ア 牝3青鹿 54

51 ▲小林 脩斗 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 438－14 〃 アタマ 189．0�

（17頭）
48 ピュアシークレット 牝3黒鹿54 野中悠太郎山口 春夫氏 和田正一郎 新冠 柏木 一則 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 51，901，500円 複勝： 70，021，300円 枠連： 13，652，600円
馬連： 77，412，200円 馬単： 38，304，300円 ワイド： 69，879，500円
3連複： 112，700，800円 3連単： 137，773，400円 計： 571，645，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 140円 � 110円 � 170円 枠 連（2－6） 420円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 220円 �� 490円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 6，740円

票 数

単勝票数 計 519015 的中 � 83561（2番人気）
複勝票数 計 700213 的中 � 116888（2番人気）� 214276（1番人気）� 78373（3番人気）
枠連票数 計 136526 的中 （2－6） 25049（1番人気）
馬連票数 計 774122 的中 �� 127753（1番人気）
馬単票数 計 383043 的中 �� 20897（3番人気）
ワイド票数 計 698795 的中 �� 89912（1番人気）�� 32198（6番人気）�� 53210（2番人気）
3連複票数 計1127008 的中 ��� 74412（1番人気）
3連単票数 計1377734 的中 ��� 14807（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―34．9―46．5―57．7―1：09．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アオイカツマ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．8．8 新潟12着

2018．3．11生 牡3鹿 母 サウンドオブハート 母母 シンメイミネルバ 7戦1勝 賞金 9，420，000円
〔出走取消〕 ピュアシークレット号は，疾病〔左前肢跛行〕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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ライングローリー号
（非抽選馬） 2頭 ハクサンスウィープ号・レッティングゴー号

第２回 東京競馬 第２日



11015 4月25日 晴 良 （3東京2） 第2日 第3競走 1，400�3歳1勝クラス
発走11時10分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

714 グランパラディーゾ 牝3鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 452－ 21：24．7 1．8�
36 ノ ー リ ス 牡3黒鹿56 田辺 裕信榊原源一郎氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 522－ 21：24．91� 4．4�
611 コモレビキラリ 牝3青鹿54 野中悠太郎亀岡 和彦氏 根本 康広 千歳 社台ファーム 456＋ 61：25．0クビ 25．7�
11 フ ク ウ ン 牡3黒鹿56 横山 典弘西村 專次氏 鈴木 伸尋 新ひだか 静内フジカワ牧場 458－ 61：25．21� 6．9�
35 トップヴィヴィット 牡3栗 56 和田 竜二紅露 純氏 中川 公成 新冠 細川農場 508＋101：25．41� 47．7�
47 カズカポレイ 牡3鹿 56 戸崎 圭太合同会社雅苑興業 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 504＋ 41：25．5クビ 9．3	
816 サッビアマーゴ 牡3栗 56 石橋 脩西森 功氏 高橋 裕 新冠 オリエント牧場 538± 01：25．6� 129．8

48 リワードマレンゴ 牡3芦 56 横山 武史宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 466＋ 41：25．7� 14．6�
612 ミ カ ン サ ン 牝3鹿 54

51 ▲永野 猛蔵是枝 浩平氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 464＋ 6 〃 クビ 79．3�
24 アラカザーム 牝3栗 54 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 村上牧場 442－101：26．12� 65．8
510 アウリガテソーロ 牡3青鹿 56

53 ▲原 優介了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム B504－ 21：26．2クビ 207．1�

23 ジェイケイマクフィ 牝3鹿 54 内田 博幸小谷野次郎氏 堀井 雅広 新冠 村上 欽哉 468－ 21：26．51� 390．5�
713 ピクトルテソーロ 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 脩斗了德寺健二ホール
ディングス� 田中 博康 日高 船越牧場 478－ 41：26．82 98．1�

12 フェスティヴノンノ 牝3栗 54 江田 照男臼井義太郎氏 天間 昭一 新冠 細川農場 456＋ 61：27．01� 216．6�
59 ノットイェット 牝3鹿 54 武藤 雅�GET NEXT 武藤 善則 日高 日高大洋牧場 480－ 21：27．1� 134．8�
815 パ ル デ ン ス 牡3鹿 56 M．デムーロ山本三津子氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 488－ 41：28．69 35．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 66，009，700円 複勝： 89，047，900円 枠連： 16，304，700円
馬連： 84，747，200円 馬単： 42，061，400円 ワイド： 88，957，000円
3連複： 132，362，800円 3連単： 160，179，000円 計： 679，669，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 140円 � 300円 枠 連（3－7） 320円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 200円 �� 630円 �� 990円

3 連 複 ��� 2，470円 3 連 単 ��� 6，550円

票 数

単勝票数 計 660097 的中 � 293071（1番人気）
複勝票数 計 890479 的中 � 259771（1番人気）� 160576（2番人気）� 48902（6番人気）
枠連票数 計 163047 的中 （3－7） 38510（1番人気）
馬連票数 計 847472 的中 �� 146813（1番人気）
馬単票数 計 420614 的中 �� 50742（1番人気）
ワイド票数 計 889570 的中 �� 136674（1番人気）�� 32215（7番人気）�� 19784（11番人気）
3連複票数 計1323628 的中 ��� 40169（6番人気）
3連単票数 計1601790 的中 ��� 17710（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．4―35．7―48．2―1：00．2―1：12．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．5
3 ・（11，16）7（5，10）（6，14）3（9，13，15）2，12（4，8）＝1 4 ・（11，16）（5，7）（6，10）（3，14）（9，13，15）（2，12，8）－4－1

勝馬の
紹 介

グランパラディーゾ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2020．10．3 中山3着

2018．1．28生 牝3鹿 母 ラ ル ケ ッ ト 母母 ア ズ サ ユ ミ 4戦2勝 賞金 14，970，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）10頭 カツノサンキュウ号・キャンディキューブ号・ゴデレッチョ号・コパノジャンピング号・ショウナンアストラ号・

セントポーリア号・タマダイヤモンド号・ニシノライトニング号・ファイアダンサー号・プルスウルトラ号

11016 4月25日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （3東京2） 第2日 第4競走 3，000�障害4歳以上未勝利

発走11時40分 （芝・ダート）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：17．5良・良

55 イーグルフェザー �8鹿 60 小野寺祐太 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 480＋ 23：26．6 16．9�
811 トーアコルレオーネ 牡5鹿 60 黒岩 悠高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 442＋ 23：27．12� 34．2�
22 トランスポーター 牡5芦 60 上野 翔安原 浩司氏 戸田 博文 日高 春木ファーム 500± 03：27．2� 28．4�
66 アポロアベリア 牡4栗 59 五十嵐雄祐アポロサラブレッドクラブ 武藤 善則 日高 三輪 幸子 548＋ 63：27．3� 5．0�
67 バイオレントブロー �6黒鹿60 白浜 雄造 �キャロットファーム 佐々木晶三 むかわ 上水牧場 488＋ 43：27．51� 6．5	
44 レッドローゼス 牡7鹿 60 石神 深一 �東京ホースレーシング 国枝 栄 平取 坂東牧場 490± 0 〃 アタマ 1．9

79 � カーブドシール 牡5鹿 60 中村 将之前田 幸治氏 浜田多実雄 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496－ 23：28．56 38．3�
33 シゲルベンガルトラ 牡7栗 60 草野 太郎森中 蕃氏 和田 勇介 新冠 石田牧場 486－ 63：28．71� 4．4�
11 � セイウンクロクモ 牡4青鹿59 伴 啓太西山 茂行氏 中野 栄治 浦河 谷川牧場 486＋ 43：29．55 130．0
78 ダ ウ ラ ギ リ 牡4芦 59 高野 和馬 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 506± 03：30．56 303．7�
810� オノーレペスカ 牝5青 58 大江原 圭三岡 陽氏 小桧山 悟 浦河 三嶋牧場 432＋14 （競走中止） 99．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 27，067，700円 複勝： 32，808，800円 枠連： 9，193，600円
馬連： 38，369，600円 馬単： 26，086，300円 ワイド： 33，381，600円
3連複： 64，013，900円 3連単： 125，579，800円 計： 356，501，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，690円 複 勝 � 400円 � 610円 � 750円 枠 連（5－8） 9，330円

馬 連 �� 14，800円 馬 単 �� 34，320円

ワ イ ド �� 2，690円 �� 3，680円 �� 5，360円

3 連 複 ��� 61，940円 3 連 単 ��� 595，060円

票 数

単勝票数 計 270677 的中 � 12795（5番人気）
複勝票数 計 328088 的中 � 23114（5番人気）� 13840（6番人気）� 11032（7番人気）
枠連票数 計 91936 的中 （5－8） 763（17番人気）
馬連票数 計 383696 的中 �� 2008（25番人気）
馬単票数 計 260863 的中 �� 570（48番人気）
ワイド票数 計 333816 的中 �� 3218（22番人気）�� 2337（26番人気）�� 1596（30番人気）
3連複票数 計 640139 的中 ��� 775（77番人気）
3連単票数 計1255798 的中 ��� 153（460番人気）
上り 1マイル 1：48．7 4F 52．4－3F 38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→	」
1
�
3－9＝7（6，4）（2，11）5（10，8）－1
3－9，11（4，2）5，7，6－8－1

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

勝馬の
紹 介

イーグルフェザー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 El Corredor デビュー 2015．11．23 東京1着

2013．4．27生 �8鹿 母 アーリーアメリカン 母母 アメリカンマンボ 障害：7戦1勝 賞金 11，890，000円
〔競走中止〕 オノーレペスカ号は，2周目7号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



11017 4月25日 晴 良 （3東京2） 第2日 第5競走 2，400�3歳未勝利
発走12時30分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

11 フォルテデイマルミ 牡3黒鹿56 C．ルメール 金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 安平 追分ファーム 478－ 62：29．2 1．4�

33 レキオノユメ 牡3黒鹿56 和田 竜二多田 賢司氏 中川 公成 日高 出口牧場 476－ 4 〃 クビ 10．1�
710 ジュエルケイヴ 牝3栗 54 大野 拓弥水上 行雄氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 450－ 22：29．62� 174．9�
79 モンサンラディウス 牡3鹿 56 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 498± 02：29．81� 8．4�
68 ベルウッドエオ 牡3鹿 56 吉田 豊鈴木 照雄氏 高橋 文雅 浦河 桑田牧場 464－ 42：29．9クビ 5．4�
812 ガ ガ ク 牝3黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 和田 勇介 新冠 飛渡牧場 418＋ 22：30．11� 455．1	

44 レ ナ ト ゥ ス 牡3鹿 56 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 尾関 知人 新冠 小泉 学 444－ 8 〃 ハナ 14．5

56 ティエドゥール 牝3鹿 54 柴田 大知加藤 誠氏 森田 直行 洞�湖 レイクヴィラファーム 478＋ 22：30．21� 400．9�
811 カフェファンタスト 牡3栗 56

53 ▲小林 脩斗西川 恭子氏 和田 雄二 様似 猿倉牧場 490－ 6 〃 アタマ 178．5�
67 ゴールドベレー 牡3栗 56 横山 典弘居城 寿与氏 青木 孝文 新冠 北勝ファーム 458＋ 12：30．3� 31．8
22 ヤマタケヴォランテ 牝3栗 54

51 ▲原 優介山中 和子氏 萱野 浩二 新ひだか チャンピオンズファーム 422＋ 42：30．61� 70．1�
55 オブザーバー 牝3芦 54 武藤 雅望月 雅博氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 398＋ 62：32．5大差 230．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 42，104，500円 複勝： 157，758，900円 枠連： 9，526，300円
馬連： 56，023，200円 馬単： 42，620，500円 ワイド： 50，560，500円
3連複： 84，601，600円 3連単： 197，626，000円 計： 640，821，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 220円 � 1，940円 枠 連（1－3） 690円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 320円 �� 2，820円 �� 10，010円

3 連 複 ��� 16，640円 3 連 単 ��� 35，850円

票 数

単勝票数 計 421045 的中 � 240244（1番人気）
複勝票数 計1577589 的中 � 1223204（1番人気）� 52887（5番人気）� 4243（9番人気）
枠連票数 計 95263 的中 （1－3） 10564（4番人気）
馬連票数 計 560232 的中 �� 64863（3番人気）
馬単票数 計 426205 的中 �� 35488（4番人気）
ワイド票数 計 505605 的中 �� 47888（3番人気）�� 4248（20番人気）�� 1176（33番人気）
3連複票数 計 846016 的中 ��� 3813（30番人気）
3連単票数 計1976260 的中 ��� 3996（82番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．9―13．6―13．0―13．4―13．0―12．4―12．3―11．2―11．0―11．8

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―24．6―37．5―51．1―1：04．1―1：17．5―1：30．5―1：42．9―1：55．2―2：06．4―2：17．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フォルテデイマルミ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Le Havre デビュー 2020．8．2 札幌2着

2018．2．11生 牡3黒鹿 母 シーフロント 母母 Freedom Herself 9戦1勝 賞金 17，800，000円

11018 4月25日 晴 良 （3東京2） 第2日 第6競走 2，000�3歳未勝利
発走13時00分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

712 グランオフィシエ 牡3鹿 56 大野 拓弥 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 460＋ 61：59．5 2．4�
46 テ イ デ 牡3鹿 56 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 472＋ 42：00．67 2．5�
58 ソルフィネット 牝3鹿 54 戸崎 圭太水上ふじ子氏 田中 克典 浦河 笠松牧場 418＋ 22：00．81� 11．2�
57 ラップリーダー 牡3栗 56 内田 博幸吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 458－ 22：01．01� 63．7�
11 デルマケゴン 牝3芦 54

51 ▲原 優介浅沼 廣幸氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 392± 02：01．1� 127．0	
813 ヤマノグリッターズ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行澤村 敏雄氏 田中 清隆 浦河 猿橋 義昭 488－ 8 〃 クビ 23．8

33 シグナステソーロ 牡3青鹿56 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 新ひだか 片山牧場 474－ 2 〃 ハナ 183．5�
45 マイネルキュリアス 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 478－ 2 〃 クビ 104．1�
22 アルマブレイド 牡3青鹿56 吉田 豊コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 小島牧場 480－ 22：01．31� 15．6
711 シルバーファーン 牡3芦 56

53 ▲永野 猛蔵 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 478－ 6 〃 ハナ 180．3�

34 ルタピヴォラン 牡3鹿 56 柴田 善臣岡田 壮史氏 菊川 正達 日高 長谷部牧場 B470－ 42：01．62 197．6�
610 ウインマイソウル 牡3栗 56 武藤 雅�ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 420＋ 22：01．91� 87．4�
69 サ フ ァ ル 牡3黒鹿56 C．ルメール �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 560 ―2：04．8大差 5．7�
814 マジカルサンデー 牡3栗 56 和田 竜二岡田 牧雄氏 中川 公成 様似 スイートフアーム 494－ 4 （競走中止） 58．2�
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売 得 金
単勝： 45，933，100円 複勝： 51，245，800円 枠連： 12，244，300円
馬連： 73，220，400円 馬単： 37，089，700円 ワイド： 60，388，100円
3連複： 115，154，800円 3連単： 172，781，200円 計： 568，057，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 110円 � 210円 枠 連（4－7） 300円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 160円 �� 360円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 3，430円

票 数

単勝票数 計 459331 的中 � 151205（1番人気）
複勝票数 計 512458 的中 � 144647（1番人気）� 134988（2番人気）� 38046（4番人気）
枠連票数 計 122443 的中 （4－7） 31014（1番人気）
馬連票数 計 732204 的中 �� 190389（1番人気）
馬単票数 計 370897 的中 �� 47684（2番人気）
ワイド票数 計 603881 的中 �� 120375（1番人気）�� 37768（5番人気）�� 22704（8番人気）
3連複票数 計1151548 的中 ��� 74012（3番人気）
3連単票数 計1727812 的中 ��� 36494（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．1―35．7―47．9―1：01．0―1：13．5―1：25．6―1：36．8―1：47．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．0―3F33．9

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

勝馬の
紹 介

グランオフィシエ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2021．1．24 中山4着

2018．4．17生 牡3鹿 母 マーブルカテドラル 母母 ヘルスウォール 3戦1勝 賞金 8，000，000円
〔競走中止〕 マジカルサンデー号は，競走中に疾病〔右第2指関節脱臼〕を発症したため向正面で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サファル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年5月25日まで平地競走に出

走できない。
〔3走成績による出走制限〕 シルバーファーン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年6月25日まで平地競走に出走で

きない。
※ソルフィネット号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



11019 4月25日 晴 良 （3東京2） 第2日 第7競走 1，600�4歳以上1勝クラス
発走13時30分 （ダート・左）

牝；負担重量は，55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

77 ジェロボーム 牝4栗 55 三浦 皇成長谷川祐司氏 古賀 慎明 新ひだか チャンピオンズファーム 500＋141：37．8 3．2�
66 シ ャ ー レ 牝4鹿 55 石橋 脩�GET NEXT 武市 康男 新冠 須崎牧場 468＋ 81：38．01� 2．4�
810 アサクサマヤ 牝5鹿 55 田辺 裕信蛭田 素子氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 504＋ 21：38．21� 5．2�
22 エレガントチャーム 牝4鹿 55 横山 典弘�G1レーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 476－ 6 〃 ハナ 5．7�
78 � コウユーモテモテ 牝4鹿 55

52 ▲原 優介加治屋貞光氏 竹内 正洋 新ひだか 福岡 駿弥 480－201：38．62� 19．5�
44 � ココリジャスミン 牝5栗 55 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 田上 徹 482± 01：39．02� 121．2	
11 ゴ ム マ リ 牝6黒鹿55 内田 博幸田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 坂東ファーム 500＋121：39．31� 39．7

89 ルミナスナイト 牝4栗 55

52 ▲永野 猛蔵岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 500－161：40．04 16．8�
33 ミユキダイアモンド 牝5鹿 55 野中悠太郎長井 純一氏 小西 一男 新ひだか 木村 秀則 452－121：40．42� 78．6�
55 タマノジュメイラ 牝5鹿 55 木幡 巧也玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 B492＋ 61：42．7大差 45．6

（10頭）

売 得 金
単勝： 41，075，900円 複勝： 53，145，900円 枠連： 9，913，300円
馬連： 62，398，200円 馬単： 34，025，200円 ワイド： 50，775，600円
3連複： 94，888，200円 3連単： 163，226，800円 計： 509，449，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連（6－7） 320円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 150円 �� 240円 �� 210円

3 連 複 ��� 450円 3 連 単 ��� 1，880円

票 数

単勝票数 計 410759 的中 � 100261（2番人気）
複勝票数 計 531459 的中 � 119407（2番人気）� 164752（1番人気）� 87943（3番人気）
枠連票数 計 99133 的中 （6－7） 23368（1番人気）
馬連票数 計 623982 的中 �� 153925（1番人気）
馬単票数 計 340252 的中 �� 36803（2番人気）
ワイド票数 計 507756 的中 �� 97545（1番人気）�� 48121（3番人気）�� 56442（2番人気）
3連複票数 計 948882 的中 ��� 157958（1番人気）
3連単票数 計1632268 的中 ��� 62721（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―22．9―34．0―46．1―59．2―1：12．3―1：25．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジェロボーム �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．10．5 東京7着

2017．2．16生 牝4栗 母 ワイメアビーチ 母母 リキマドレード 15戦2勝 賞金 29，950，000円

11020 4月25日 晴 良 （3東京2） 第2日 第8競走 ��1，600�4歳以上1勝クラス
発走14時00分 （芝・左）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

11 チアチアクラシカ 牝4鹿 55 吉田 豊藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 500＋141：33．4 5．0�
46 トライフォーリアル �4栗 57 木幡 巧也 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム B494－121：33．61� 36．0�
611 マイネルプリンチペ 牡6黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 478＋14 〃 ハナ 10．0�
815� クィーンビー 牝8鹿 55 野中悠太郎�和田牧場 松永 康利 新冠 対馬 正 B516＋ 41：33．7クビ 133．1�
712 カフェサンドリヨン 牝4芦 55 北村 宏司西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 504＋ 41：33．8� 4．8	
22 コスモミローディア 牡5黒鹿 57

54 ▲永野 猛蔵 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 日高 道見牧場 B474＋ 81：33．9� 40．2

34 タイキスウォード 牡4栗 57 M．デムーロ�大樹ファーム 高橋 祥泰 新ひだか 木村 秀則 462－ 2 〃 アタマ 7．5�
35 � ヴィクトワールメイ 牝5黒鹿55 三浦 皇成山口謙太郎氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 450＋ 8 〃 クビ 63．1�
610 シ ベ ー ル 牝4鹿 55 横山 武史 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 452± 01：34．0	 23．8
58 � レ ゴ リ ス �5黒鹿57 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 辻 哲英 新ひだか 村上牧場 482＋ 21：34．1クビ 106．8�
814 レッドラルジュ 牝4黒鹿55 C．ルメール �東京ホースレーシング 木村 哲也 新ひだか 矢野牧場 486＋ 6 〃 ハナ 2．8�
47 � パラティーノヒル 牝4栗 55

52 ▲横山 琉人Mr．ホース 南田美知雄 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B422＋24 〃 クビ 326．8�

713 ハローキャンディ 牝4鹿 55
52 ▲小林 脩斗中西 純穂氏 久保田貴士 浦河 浦河小林牧場 444＋ 61：34．2	 21．6�

59 アイワナビリーヴ 牝5黒鹿55 丸山 元気 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 476－ 41：34．41
 12．5�
23 � ラグローリア 牝4黒鹿 55

52 ▲原 優介ライオンレースホース� 辻 哲英 浦河 中村 雅明 448－ 81：35．46 210．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 56，383，400円 複勝： 94，918，200円 枠連： 19，121，900円
馬連： 110，727，200円 馬単： 41，386，100円 ワイド： 89，219，900円
3連複： 156，811，000円 3連単： 175，153，900円 計： 743，721，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 220円 � 850円 � 260円 枠 連（1－4） 6，830円

馬 連 �� 5，980円 馬 単 �� 11，550円

ワ イ ド �� 1，760円 �� 940円 �� 4，190円

3 連 複 ��� 17，470円 3 連 単 ��� 89，670円

票 数

単勝票数 計 563834 的中 � 89773（3番人気）
複勝票数 計 949182 的中 � 125282（3番人気）� 24258（9番人気）� 98781（5番人気）
枠連票数 計 191219 的中 （1－4） 2168（21番人気）
馬連票数 計1107272 的中 �� 14336（20番人気）
馬単票数 計 413861 的中 �� 2687（40番人気）
ワイド票数 計 892199 的中 �� 12964（19番人気）�� 25375（10番人気）�� 5329（39番人気）
3連複票数 計1568110 的中 ��� 6729（58番人気）
3連単票数 計1751539 的中 ��� 1416（300番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．7―12．1―12．0―11．1―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―34．9―47．0―59．0―1：10．1―1：21．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チアチアクラシカ �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 Siphon デビュー 2019．9．1 新潟2着

2017．1．21生 牝4鹿 母 シベリアンクラシカ 母母 Cheer Cheer 14戦2勝 賞金 24，710，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



11021 4月25日 曇 良 （3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，2勝クラス；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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

810 ダイワクンナナ 牝4鹿 55 田辺 裕信大城 正一氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 494± 01：47．9 2．5�
89 クロワドフェール 牝4鹿 55 M．デムーロ �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：48．0� 6．3�
77 クールウォーター 牝5鹿 55 C．ルメール 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 424＋ 81：48．31� 4．6�
55 ミ ト ロ ジ ー 牡5栗 57 横山 武史 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 490＋ 4 〃 アタマ 4．1�
33 ミモザイエロー 牝5栗 55 吉田 豊青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 472± 01：48．51� 19．1	
66 フェアリーグルーヴ 牝4鹿 55 丸山 元気 �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 442＋ 21：48．6� 13．3

44 ピースディオン 牡4鹿 57 和田 竜二久米田正平氏 大竹 正博 新冠 秋田牧場 496＋ 2 〃 クビ 27．5�
22 コ ー カ ス �7鹿 57 三浦 皇成ゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508－ 41：49．02 16．1�
11 アドマイヤシナイ 牡7鹿 57 北村 宏司近藤 旬子氏 柄崎 孝 洞	湖 レイクヴィラファーム B452－ 41：49．21
 82．2
78 ヴァンベールシチー �7栗 57 大野 拓弥 �友駿ホースクラブ 辻 哲英 新ひだか 幌村牧場 420＋ 41：49．31
 161．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 61，469，500円 複勝： 89，534，300円 枠連： 16，539，100円
馬連： 113，802，800円 馬単： 52，576，500円 ワイド： 85，982，000円
3連複： 156，149，000円 3連単： 247，244，400円 計： 823，297，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 180円 � 170円 枠 連（8－8） 810円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 340円 �� 290円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 5，370円

票 数

単勝票数 計 614695 的中 � 192957（1番人気）
複勝票数 計 895343 的中 � 212073（1番人気）� 116193（4番人気）� 119795（3番人気）
枠連票数 計 165391 的中 （8－8） 15775（3番人気）
馬連票数 計1138028 的中 �� 98124（3番人気）
馬単票数 計 525765 的中 �� 29100（4番人気）
ワイド票数 計 859820 的中 �� 64372（3番人気）�� 78460（2番人気）�� 49058（6番人気）
3連複票数 計1561490 的中 ��� 110183（3番人気）
3連単票数 計2472444 的中 ��� 33324（11番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―12．1―12．6―12．3―12．3―11．4―11．1―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―37．0―49．6―1：01．9―1：14．2―1：25．6―1：36．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．0―3F33．7

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

勝馬の
紹 介

ダイワクンナナ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．11．10 東京1着

2017．2．21生 牝4鹿 母 ダイワスカーレット 母母 スカーレットブーケ 11戦3勝 賞金 36，224，000円

11022 4月25日 曇 良 （3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，3勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減

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
1：21．5
1：20．3

重
不良

59 � ピ ン シ ャ ン 牡4栗 57 川田 将雅冨士井直哉氏 森 秀行 米 Dream With
Me Stables Inc. 466± 01：23．7 2．2�

48 バンブトンハート 牝5青鹿55 柴田 大知樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 500＋ 2 〃 ハナ 16．2�
12 エピックアン 牡6芦 57 田辺 裕信 TURFレーシング 大和田 成 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B504－ 8 〃 アタマ 5．7�
23 エアコンヴィーナ 牝6黒鹿55 三浦 皇成 �ラッキーフィールド大竹 正博 様似 猿倉牧場 468± 01：24．23 11．0�
35 � フォルツァエフ 牡6鹿 57 丸山 元気大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Jim R. Wells

& Janie Wells 484－ 21：24．52 21．6�
11 アイアムハヤスギル 牡5黒鹿57 小林 脩斗堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 476＋ 81：24．6クビ 47．1	
815 ガ ン ケ ン 牡5黒鹿57 中村 将之岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 B546－ 41：25．13 10．1

612 アサカディスタンス 牡7鹿 57 田中 勝春浅川 昌彦氏 笹田 和秀 新冠 協和牧場 468－ 6 〃 ハナ 40．6�
24 ホウオウスクラム 牡6栗 57 大野 拓弥小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 526－ 6 〃 クビ 60．3�
611 サンタナブルー 牡9黒鹿57 柴田 未崎 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 490＋ 61：25．2クビ 301．9
816 スズカコーズマンボ 牡4鹿 57 江田 照男永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B482－ 21：25．3	 21．2�
510 アフターバーナー 
7鹿 57 永野 猛蔵ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B520± 01：25．4� 120．9�
714 アスクジョーダン 
9鹿 57 横山 琉人廣崎 利洋氏 野中 賢二 日高 Shall Farm B486－101：25．61� 91．6�
47  ロードアブソルート 牡5鹿 57 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 吉岡 辰弥 新ひだか ケイアイファーム 442± 01：26．23� 15．5�
713 ブリッツアウェイ 牝5黒鹿55 武藤 雅吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 466± 01：26．41� 165．7�
36 プロヴィデンス 牡4栗 57 内田 博幸藤本 栄史氏 加藤士津八 日高 槇本牧場 488＋ 21：26．51 7．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 67，752，700円 複勝： 95，078，100円 枠連： 30，084，600円
馬連： 164，452，100円 馬単： 63，187，800円 ワイド： 125，494，500円
3連複： 251，173，700円 3連単： 288，613，500円 計： 1，085，837，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 340円 � 180円 枠 連（4－5） 840円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 630円 �� 350円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 3，310円 3 連 単 ��� 13，130円

票 数

単勝票数 計 677527 的中 � 242104（1番人気）
複勝票数 計 950781 的中 � 245697（1番人気）� 53457（7番人気）� 129253（2番人気）
枠連票数 計 300846 的中 （4－5） 27736（3番人気）
馬連票数 計1644521 的中 �� 72105（6番人気）
馬単票数 計 631878 的中 �� 18132（7番人気）
ワイド票数 計1254945 的中 �� 50202（5番人気）�� 99506（1番人気）�� 25611（14番人気）
3連複票数 計2511737 的中 ��� 56909（6番人気）
3連単票数 計2886135 的中 ��� 15931（24番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―12．0―12．4―12．1―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―35．0―47．4―59．5―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ピ ン シ ャ ン �
�
父 Speightstown �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2019．7．27 小倉3着

2017．3．14生 牡4栗 母 Beauty and Light 母母 Gaudete 12戦3勝 賞金 47，530，000円
［他本会外：1戦1勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の25頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）25頭 アプルーヴァル号・イッシン号・エクリリストワール号・オーバーディリバー号・キタサンタイドー号・

ケイアイビリジアン号・コウユークロガヨカ号・ゴールドラグーン号・サトノユニゾン号・サンライズナイト号・
シェパードボーイ号・シャドウハンター号・シャンデリアムーン号・スズカフェスタ号・ダイシンイナリ号・
ターゲリート号・トップオブメジャー号・トラストロン号・フィールザファラオ号・ペイシャエヴァー号・
ホッコーライデン号・マッスルビーチ号・メイショウサチシオ号・ラティーンセイル号・ロジペルレスト号

２レース目



11023 4月25日 曇 良 （3東京2） 第2日 第11競走 ��
��2，000�第56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 1，190，000円 340，000円 170，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

815 クールキャット 牝3青鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 奥村 武 洞�湖 レイクヴィラファーム 506－ 21：59．4 11．8�
612 ス ラ イ リ ー 牝3鹿 54 石川裕紀人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 日高 白井牧場 422－ 81：59．61 88．3�
23 ユーバーレーベン 牝3青鹿54 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 454－10 〃 ハナ 3．5�
47 メイサウザンアワー 牝3鹿 54 石橋 脩千明牧場 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 496＋14 〃 クビ 13．6�
11 ウインアグライア 牝3鹿 54 和田 竜二�ウイン 和田 雄二 新冠 コスモヴューファーム 458－ 42：00．02� 15．1	
59 パープルレディー 牝3鹿 54 田辺 裕信井山 登氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 414－ 42：00．1	 7．2

24 レッジャードロ 牝3栗 54 柴田 善臣大谷 正嗣氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 430－ 42：00．2� 163．3�
48 オ ヌ ー ル 牝3黒鹿54 川田 将雅 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 404－ 8 〃 アタマ 3．3�

510 ララサンスフル 牝3黒鹿54 大野 拓弥フジイ興産� 大竹 正博 新ひだか グランド牧場 492＋ 82：00．3	 49．2
（法942）

817 エトワールマタン 牝3鹿 54 内田 博幸丹羽久一郎氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 424± 0 〃 ハナ 147．5�
12 グローリアスサルム 牝3青鹿54 吉田 豊日下部勝德氏 小島 茂之 新冠 有限会社 大

作ステーブル 434－10 〃 クビ 76．6�
36 ル ー ス 牝3栗 54 横山 典弘山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 488± 02：00．4� 42．9�
816 アンフィニドール 牝3鹿 54 川島 信二前原 敏行氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 478＋ 2 〃 ハナ 11．6�
714 オメガロマンス 牝3黒鹿54 横山 武史原 
子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 436－10 〃 ハナ 28．8�
611 スノーハレーション 牝3芦 54 丸山 元気�レッドマジック金成 貴史 安平 ノーザンファーム 410± 02：00．61� 95．3�
713 ジェニーアムレット 牝3鹿 54 三浦 皇成 �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 462± 0 〃 ハナ 20．1�
35 スノークォーツ 牝3芦 54 戸崎 圭太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 矢野牧場 460＋ 62：00．81� 22．0�
（17頭）

売 得 金
単勝： 335，037，500円 複勝： 418，815，200円 枠連： 151，596，200円 馬連： 978，980，500円 馬単： 311，791，500円
ワイド： 625，502，400円 3連複： 1，745，123，000円 3連単： 2，079，037，900円 5重勝： 782，398，100円 計： 7，428，282，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 320円 � 1，530円 � 170円 枠 連（6－8） 8，430円

馬 連 �� 41，500円 馬 単 �� 73，210円

ワ イ ド �� 11，790円 �� 740円 �� 4，750円

3 連 複 ��� 40，940円 3 連 単 ��� 362，070円

5 重 勝
対象競走：阪神10R／東京10R／新潟11R／阪神11R／東京11R

キャリーオーバー なし����� 235，660円

票 数

単勝票数 計3350375 的中 � 226622（5番人気）
複勝票数 計4188152 的中 � 324951（5番人気）� 54446（14番人気）� 847580（1番人気）
枠連票数 計1515962 的中 （6－8） 13923（27番人気）
馬連票数 計9789805 的中 �� 19457（76番人気）
馬単票数 計3117915 的中 �� 3194（143番人気）
ワイド票数 計6255024 的中 �� 13181（83番人気）�� 232720（4番人気）�� 32993（50番人気）
3連複票数 計17451230 的中 ��� 31968（122番人気）
3連単票数 計20790379 的中 ��� 4163（939番人気）
5重勝票数 差引計7823981（返還計105236） 的中 ����� 2324

ハロンタイム 12．5―11．4―11．3―12．1―12．9―12．8―12．6―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�
12．5―23．9―35．2―47．3―1：00．2―1：13．0―1：25．6―1：36．9―1：47．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F33．8

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

勝馬の
紹 介

クールキャット �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．6．20 東京1着

2018．2．21生 牝3青鹿 母 メジロトンキニーズ 母母 メジロクロヒメ 5戦2勝 賞金 66，590，000円
〔制裁〕 メイサウザンアワー号の騎手石橋脩は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠

金10，000円。（被害馬：16番）
スライリー号の騎手石川裕紀人は，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：7番）

※一般事項Ⅴ－2の（4）によりクールキャット号・スライリー号は，優駿牝馬（GⅠ）競走に優先出走できる。

11024 4月25日 晴 良 （3東京2） 第2日 第12競走 ��
��1，600�4歳以上2勝クラス

発走16時25分 （ダート・左）
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
1：33．8
1：33．3

重
良

11 デュアライズ 牡5黒鹿57 横山 典弘高橋 文男氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 452＋ 21：36．5 34．1�
714 ウインドジャマー �4鹿 57 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤澤 昭勝 B508－ 41：36．71	 5．4�
816 ス ペ ロ デ ア 牝4栗 55

52 ▲永野 猛蔵 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新冠 長浜 秀昭 462－ 21：36．8クビ 17．0�

48 スズカゴウケツ 牡4鹿 57
54 ▲小林 脩斗永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B480＋ 41：37．12 18．8�

510 モ レ ッ キ �7黒鹿57 川田 将雅 �サンデーレーシング 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 486－ 41：37．21 5．4	
611 ファイヴレター 牡4青鹿57 北村 宏司熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 454－ 41：37．3アタマ 21．8

35 
 ロッシュローブ 牡4青鹿57 戸崎 圭太水上 行雄氏 田中 克典 浦河 笠松牧場 496＋ 8 〃 クビ 47．4�
12 セイヴァリアント 牡5黒鹿57 三浦 皇成金田 成基氏 岩戸 孝樹 日高 本間牧場 518± 01：37．51	 5．3�
24 チュウワフライヤー 牝5栗 55 和田 竜二中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 514＋ 21：37．71	 54．0
815 グロリアスホープ 牡5鹿 57 江田 照男�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 B518＋141：37．91� 56．2�
47 ストラトフォード 牝5鹿 55 木幡 初也下河邉 博氏 竹内 正洋 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター B496± 0 〃 ハナ 197．4�
612 テーオーポシブル �5鹿 57 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 466± 01：38．0� 19．0�
59 ヤマニンバンタジオ �7栗 57 嘉藤 貴行土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 540－ 21：38．1クビ 51．5�
36 クリノプレミアム 牝4栗 55 M．デムーロ栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 有限会社

吉田ファーム 470－ 41：38．63 3．8�
23 ダノンアレー 牡4黒鹿57 横山 武史�ダノックス 安田 隆行 新ひだか 矢野牧場 506＋ 41：38．92 9．1�
713 ヴァンドゥメール �4青鹿57 木幡 巧也 �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 490－ 81：39．22 181．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 143，674，800円 複勝： 220，844，100円 枠連： 53，163，200円
馬連： 289，597，100円 馬単： 103，373，100円 ワイド： 270，432，500円
3連複： 475，397，800円 3連単： 552，624，200円 計： 2，109，106，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，410円 複 勝 � 930円 � 240円 � 470円 枠 連（1－7） 1，260円

馬 連 �� 8，890円 馬 単 �� 23，210円

ワ イ ド �� 3，690円 �� 7，730円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 36，560円 3 連 単 ��� 280，370円

票 数

単勝票数 計1436748 的中 � 33665（10番人気）
複勝票数 計2208441 的中 � 54907（10番人気）� 280357（3番人気）� 119024（7番人気）
枠連票数 計 531632 的中 （1－7） 32678（3番人気）
馬連票数 計2895971 的中 �� 25243（30番人気）
馬単票数 計1033731 的中 �� 3339（77番人気）
ワイド票数 計2704325 的中 �� 18786（44番人気）�� 8881（67番人気）�� 43900（18番人気）
3連複票数 計4753978 的中 ��� 9752（120番人気）
3連単票数 計5526242 的中 ��� 1429（849番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．3―35．2―47．6―59．8―1：11．9―1：23．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デュアライズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Pleasantly Perfect デビュー 2019．5．25 東京3着

2016．5．31生 牡5黒鹿 母 コージーロージー 母母 Felidia 13戦3勝 賞金 40，486，000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 シルバーストーン号・ストームガスト号

５レース目



（3東京2）第2日 4月25日（日曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 170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

279，580，000円
3，020，000円
22，420，000円
2，560，000円
33，500，000円
72，330，000円
5，613，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
980，099，300円
1，434，491，400円
356，032，600円
2，125，706，700円
828，069，300円
1，616，950，500円
3，503，857，600円
4，421，466，600円
782，398，100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 16，049，072，100円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第2回東京競馬第2日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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