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11013 4月24日 曇 良 （4東京2） 第2日 第1競走 1，400�3歳未勝利
発走10時10分 （ダート・左）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

59 ランコントル 牝3鹿 54 M．デムーロ井山 登氏 矢野 英一 日高 日高大洋牧場 444－ 21：26．3 1．7�
816 ル チ ア 牝3鹿 54 戸崎 圭太�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492＋ 21：26．72� 3．7�
36 ビッグロジールーフ 牝3黒鹿54 津村 明秀大屋 高広氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 434＋ 21：26．8� 181．7�
47 ランパデール 牝3鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 和田 雄二 安平 ノーザンファーム B418－ 41：27．0� 5．2�
24 ファームラヴ 牝3鹿 54 吉田 隼人ゴドルフィン 辻 哲英 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458＋ 6 〃 クビ 37．3	
48 メイリトルラバー 牝3鹿 54 横山 和生千明牧場 水野 貴広 日高 千明牧場 462＋ 2 〃 ハナ 12．1

510 カ リ カ 牝3芦 54 吉田 豊平岡 茂樹氏 小西 一男 むかわ 平岡牧場 462－181：27．11 38．4�
713 ベストスマイル 牝3鹿 54 伊藤 工真保坂 和孝氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 438－161：27．2クビ 46．3�
35 ステラレギア 牝3青鹿 54

52 △永野 猛蔵 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 稲垣 幸雄 日高 アイズスタッド株式会社 430－121：27．3� 121．8

611 プレミアムマンゴー 牝3鹿 54 杉原 誠人田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 大滝 康晴 446－201：27．83 152．1�
11 モ ヒ ー ト 牝3鹿 54 大野 拓弥�須野牧場 伊藤 大士 日高 新井 昭二 452＋ 41：28．33 132．3�
12 エスカペード 牝3鹿 54 丸田 恭介佐藤 壽男氏 宗像 義忠 新ひだか 本桐牧場 448－ 6 〃 ハナ 307．0�
612 レンヌメファ 牝3栗 54 石川裕紀人手嶋 康雄氏 尾形 和幸 新ひだか 矢野牧場 416－ 81：28．51� 156．3�
23 パ ー チ ル 牝3鹿 54 内田 博幸飯田 正剛氏 宮田 敬介 新ひだか 千代田牧場 420－ 21：28．92� 105．0�
815 ラブヴァケーション 牝3鹿 54 武士沢友治川崎 賢二氏 天間 昭一 新冠 北星村田牧場 464 ―1：29．32� 259．2�
714 エリーピコット 牝3黒鹿54 木幡 巧也谷川 正純氏 岩戸 孝樹 新ひだか 中田 英樹 490－101：29．4クビ 174．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，379，200円 複勝： 122，113，000円 枠連： 16，612，300円
馬連： 70，371，400円 馬単： 42，504，900円 ワイド： 68，403，800円
3連複： 123，181，400円 3連単： 180，208，300円 計： 665，774，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 150円 � 1，110円 枠 連（5－8） 310円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 220円 �� 2，360円 �� 3，790円

3 連 複 ��� 6，500円 3 連 単 ��� 13，640円

票 数

単勝票数 計 423792 的中 � 197229（1番人気）
複勝票数 計1221130 的中 � 832420（1番人気）� 99469（2番人気）� 7271（10番人気）
枠連票数 計 166123 的中 （5－8） 40945（2番人気）
馬連票数 計 703714 的中 �� 174159（1番人気）
馬単票数 計 425049 的中 �� 62551（1番人気）
ワイド票数 計 684038 的中 �� 99144（2番人気）�� 6474（21番人気）�� 3997（27番人気）
3連複票数 計1231814 的中 ��� 14210（16番人気）
3連単票数 計1802083 的中 ��� 9572（42番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―36．5―49．4―1：01．8―1：13．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ランコントル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Bernardini デビュー 2021．7．31 新潟5着

2019．3．26生 牝3鹿 母 ドルドラムズ 母母 Appealing Storm 8戦1勝 賞金 12，610，000円
〔制裁〕 ステラレギア号の騎手永野猛蔵は，4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：11番）

パーチル号の騎手内田博幸は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

11014 4月24日 曇 良 （4東京2） 第2日 第2競走 ��1，600�3歳未勝利
発走10時40分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

816 テイエムオードリー 牝3青鹿54 大野 拓弥竹園 正繼氏 加藤 和宏 新冠 樋渡 志尚 466＋ 81：39．0 6．4�
713 グロリアスヒーロー 牡3栗 56

54 △永野 猛蔵 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 500－ 61：39．85 68．6�

612 グリーンダイヤル 牡3黒鹿56 C．ルメール 吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：40．01� 2．5�
11 サンマルディライト 牡3栗 56 戸崎 圭太相馬 勇氏 和田 勇介 新ひだか 佐竹 学 452± 01：40．1クビ 4．0�
24 ベッサスタージル 牡3鹿 56 横山 和生西森 功氏 小野 次郎 日高 ヤスナカファーム 500－ 21：40．42 7．0�
510 キタノステート 牝3青 54 武士沢友治北所 直人氏 石栗 龍彦 新冠 プログレスファーム 406± 01：40．5� 534．8	
35 コパノカールトン 牡3栗 56 内田 博幸小林 祥晃氏 手塚 貴久 新ひだか 伊藤 敏明 B530－ 21：40．71 11．1

611 スズヴァレット 牡3黒鹿56 津村 明秀森 達郎氏 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 546－121：40．8� 99．2�
36 タカラライナー 牡3栗 56 吉田 豊村山 義男氏 村田 一誠 新冠 大栄牧場 444－ 41：40．9� 63．0�
48 ブレーヴジャーニー 牡3鹿 56 吉田 隼人 社台レースホース古賀 慎明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472 ― 〃 ハナ 30．3�
59 ヤマニンエピュレ 牝3黒鹿54 丸田 恭介土井 肇氏 稲垣 幸雄 新冠 錦岡牧場 440＋ 2 〃 クビ 127．0�
815 ケイツークローナ 牡3栗 56 木幡 巧也楠本 勝美氏 深山 雅史 新ひだか 斉藤スタッド 464± 01：41．0� 546．8�
23 ヤマニンフェリクス 牡3栗 56 田辺 裕信土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 444＋ 21：41．21 8．4�
714 ミ ザ ー ル 牡3鹿 56 野中悠太郎畑佐 博氏 伊藤 大士 日高 石原牧場 468－121：41．3� 260．3�
12 アイアンポート 牝3芦 54 杉原 誠人池上 一馬氏 南田美知雄 新ひだか グローリーファーム 456－ 81：41．83 367．0�
47 ムーランアルザン 牝3栗 54

52 △山田 敬士村上 卓史氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 494＋ 41：42．75 72．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，855，800円 複勝： 55，779，000円 枠連： 15，248，400円
馬連： 69，122，500円 馬単： 31，260，300円 ワイド： 63，470，200円
3連複： 106，077，400円 3連単： 116，576，800円 計： 500，390，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 260円 � 880円 � 150円 枠 連（7－8） 12，410円

馬 連 �� 13，630円 馬 単 �� 18，950円

ワ イ ド �� 2，690円 �� 500円 �� 2，160円

3 連 複 ��� 14，090円 3 連 単 ��� 132，680円

票 数

単勝票数 計 428558 的中 � 53150（3番人気）
複勝票数 計 557790 的中 � 51999（5番人気）� 11950（9番人気）� 135217（1番人気）
枠連票数 計 152484 的中 （7－8） 952（24番人気）
馬連票数 計 691225 的中 �� 3929（27番人気）
馬単票数 計 312603 的中 �� 1237（43番人気）
ワイド票数 計 634702 的中 �� 5798（23番人気）�� 35072（4番人気）�� 7252（18番人気）
3連複票数 計1060774 的中 ��� 5645（36番人気）
3連単票数 計1165768 的中 ��� 637（315番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―12．1―12．7―12．8―12．6―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．6―35．7―48．4―1：01．2―1：13．8―1：26．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムオードリー �
�
父 シルバーステート �

�
母父 スターリングローズ デビュー 2021．10．31 新潟3着

2019．4．3生 牝3青鹿 母 サマーコード 母母 スーパーラヴァー 7戦1勝 賞金 9，000，000円
〔発走状況〕 ブレーヴジャーニー号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔3走成績による出走制限〕 ミザール号・アイアンポート号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年6月24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 キタノホマレボシ号・キョウエイラー号・ライクアパール号

第２回 東京競馬 第２日



11015 4月24日 曇 良 （4東京2） 第2日 第3競走 ��1，400�3歳未勝利
発走11時10分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

818 マンドローネ 牝3青鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 442＋141：22．2 2．5�
713 ニューレトロ 牡3鹿 56 杉原 誠人�明栄商事 武藤 善則 新ひだか 静内フジカワ牧場 450－ 61：22．62� 172．1�
59 ヴァイオレットベガ 牝3鹿 54 野中悠太郎堀口 晴男氏 中川 公成 日高 日西牧場 480 ― 〃 クビ 244．3�
817 テンコウバヒ 牡3青鹿56 横山 武史酒井 喜生氏 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 452－ 41：22．7クビ 13．0�
714 コスモエクスプレス 牡3芦 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ハシモトフアーム 468＋161：22．8� 60．6	
510 サクラオーラ 牝3鹿 54 武 豊�さくらコマース田中 博康 新ひだか 谷岡牧場 426－ 6 〃 クビ 2．4

36 プリティバレリーナ 牝3芦 54 木幡 巧也横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 浦河 木村牧場 460＋ 2 〃 アタマ 37．4�
611 アントウェルペン 牡3鹿 56

54 △永野 猛蔵堀 祥子氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 478＋ 61：22．9クビ 13．6�
48 � イエローベリル 牝3鹿 52 石川裕紀人吉田 和美氏 加藤士津八 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

436 ―1：23．11� 26．2
11 パパリーヌキャスト 牝3青鹿54 丸田 恭介山科 統氏 大竹 正博 新ひだか 有限会社石川牧場 472＋101：23．2� 160．6�
816 タッカーステート 牡3黒鹿56 津村 明秀小松崎 孝氏 鈴木 伸尋 新冠 つつみ牧場 448± 0 〃 クビ 87．3�
23 ラ パ ル マ 牡3鹿 56 吉田 豊�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 500 ―1：23．41 8．7�
24 リュウキュウカリー 牡3鹿 56 田中 勝春棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか 北洋牧場 454± 01：23．61� 72．1�
715 カンタベリープリマ 牝3鹿 54 江田 照男峰 哲馬氏 伊藤 伸一 浦河 グラストレーニ

ングセンター 390＋ 21：24．23� 450．8�
35 オーケーキャンティ 牝3黒鹿 54

52 △山田 敬士小野 建氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 448＋ 2 〃 クビ 600．9�
12 ラインオンザトップ 牡3栗 56 内田 博幸大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 青森 伊藤牧場 444－ 41：24．3� 175．7�
47 コスモマスティフ 牡3栗 56 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 石田牧場 438－ 61：24．83 530．8�
612 カフェクリスタ 牝3鹿 54 田辺 裕信西川 光一氏 和田 勇介 浦河 太陽牧場 444 ― 〃 ハナ 21．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 44，920，700円 複勝： 54，972，100円 枠連： 17，393，200円
馬連： 69，910，400円 馬単： 34，374，800円 ワイド： 63，695，200円
3連複： 105，977，600円 3連単： 128，632，900円 計： 519，876，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 170円 � 1，810円 � 3，000円 枠 連（7－8） 2，990円

馬 連 �� 15，140円 馬 単 �� 19，220円

ワ イ ド �� 3，880円 �� 6，540円 �� 89，990円

3 連 複 ��� 516，120円 3 連 単 ��� 2，027，360円

票 数

単勝票数 計 449207 的中 � 143364（2番人気）
複勝票数 計 549721 的中 � 121537（2番人気）� 6438（13番人気）� 3812（15番人気）
枠連票数 計 173932 的中 （7－8） 4501（10番人気）
馬連票数 計 699104 的中 �� 3578（31番人気）
馬単票数 計 343748 的中 �� 1341（44番人気）
ワイド票数 計 636952 的中 �� 4275（30番人気）�� 2518（46番人気）�� 181（130番人気）
3連複票数 計1059776 的中 ��� 154（359番人気）
3連単票数 計1286329 的中 ��� 46（1584番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．8―35．8―47．9―59．0―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マンドローネ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2021．12．26 中山5着

2019．3．7生 牝3青鹿 母 マ ン ド ゥ ラ 母母 Mandellicht 2戦1勝 賞金 5，900，000円
〔3走成績による出走制限〕 パパリーヌキャスト号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年6月24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 ドキ号

11016 4月24日 小雨 良 （4東京2） 第2日 第4競走 1，800�3歳未勝利
発走11時40分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．8

良
良

714 スパイダーゴールド 牡3栗 56 C．ルメール 村木 隆氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 478－101：47．3 1．9�
48 サイモンバロン 牡3鹿 56 戸崎 圭太澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 新井 昭二 470－161：47．51� 2．8�
816 ア ル テ ラ 牡3芦 56 武士沢友治武田 茂男氏 深山 雅史 浦河 まるとみ冨岡牧場 416－ 21：47．71� 18．6�
12 ナンベイコー 牝3鹿 54 吉田 隼人陳 立文氏 尾形 和幸 苫小牧 アスラン 420－ 41：47．8� 68．2�
611 ラッフルズプレース 牡3黒鹿56 石橋 脩保坂 和孝氏 林 徹 新冠 長浜牧場 444－ 81：48．01 107．9�
510 エ ル イ エ ロ 牡3栗 56 田中 勝春小谷津延弘氏 畠山 吉宏 新ひだか 谷岡牧場 454－ 4 〃 クビ 354．6�
47 エコロデュエル 牡3青鹿56 石川裕紀人原村 正紀氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 472± 01：48．53 42．8	
59 ナ ム ラ ロ ロ 牡3栗 56 江田 照男奈村 睦弘氏 石栗 龍彦 様似 林 時春 424－ 21：48．6� 107．4

713 コスモテンペスタ 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 小笠 倫弘 新冠 松浦牧場 444－ 21：49．02� 368．9�
36 マイネルカグラ 牡3鹿 56 横山 武史 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム B488－ 61：49．21� 13．0�
815 ウインマカナ 牝3青鹿54 津村 明秀ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 462－ 21：49．52 30．6�
35 コッカラッス 牡3鹿 56

54 △山田 敬士大田 恭充氏 小手川 準 新冠 中山 高鹿康 470－ 41：49．71� 292．6�
23 ウインドエラ 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 新ひだか 水丸牧場 446＋ 41：50．65 483．8�
612 シ ゲ ル ト ラ 牡3鹿 56

54 △永野 猛蔵森中 蕃氏 中野 栄治 新冠 大林ファーム 520 ―1：50．7クビ 182．6�
817 ロジマスタング 牝3芦 54 内田 博幸久米田正明氏 大竹 正博 新冠 アラキフアーム 460＋ 21：51．65 238．3�
24 マ ク レ ー ン 牡3栗 56 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 516－ 21：51．81� 444．4�
11 ミヤコプレジール 牡3栗 56 M．デムーロ吉田喜代司氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 546＋101：53．07 7．0�

（17頭）

売 得 金
単勝： 49，167，100円 複勝： 65，256，200円 枠連： 17，600，800円
馬連： 68，312，200円 馬単： 38，314，000円 ワイド： 62，944，100円
3連複： 107，699，200円 3連単： 141，939，100円 計： 551，232，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 120円 � 200円 枠 連（4－7） 290円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 170円 �� 380円 �� 540円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 2，750円

票 数

単勝票数 計 491671 的中 � 200441（1番人気）
複勝票数 計 652562 的中 � 248516（1番人気）� 134473（2番人気）� 47897（5番人気）
枠連票数 計 176008 的中 （4－7） 45864（1番人気）
馬連票数 計 683122 的中 �� 182985（1番人気）
馬単票数 計 383140 的中 �� 58574（1番人気）
ワイド票数 計 629441 的中 �� 118935（1番人気）�� 37358（5番人気）�� 24904（7番人気）
3連複票数 計1076992 的中 ��� 91411（3番人気）
3連単票数 計1419391 的中 ��� 37334（4番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．4―12．1―12．2―12．4―12．0―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―35．5―47．6―59．8―1：12．2―1：24．2―1：35．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．1

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

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

勝馬の
紹 介

スパイダーゴールド �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Candy Ride デビュー 2021．12．12 中山2着

2019．4．16生 牡3栗 母 シュガーショック 母母 Enthusiastically 4戦1勝 賞金 10，750，000円
〔発走状況〕 ウインマカナ号は，枠入り不良。

ウインマカナ号は，枠入りの際に放馬。馬体検査。発走時刻7分遅延。
〔その他〕 ミヤコプレジール号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

マクレーン号・スパイダーゴールド号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，マクレーン号は「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〕 ロジマスタング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月24日まで平地競走
に出走できない。

〔鼻出血による出走制限〕 マクレーン号・スパイダーゴールド号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年5月24日まで出走で
きない。

※出走取消馬 ニルヴァーナ号（疾病〔右後肢跛行〕のため）
※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 ハグミーモア号
（非抽選馬） 2頭 セルリアンルネッタ号・ミッキーワンダー号



11017 4月24日 小雨 良 （4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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

47 ワープスピード 牡3鹿 56 横山 武史山田 弘氏 高木 登 安平 ノーザンファーム 486± 02：27．1 2．3�
59 ビーウォーター 牡3栗 56 田辺 裕信和泉 憲一氏 小西 一男 新ひだか 北洋牧場 494＋ 22：27．73� 10．4�
815 ルヴェルディ 牡3鹿 56 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 470± 02：27．91� 2．5�
58 コスモダークナイト 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 鹿戸 雄一 浦河 小島牧場 B500＋ 22：28．21� 130．1�
22 ビーアンビシャス 牡3栗 56 戸崎 圭太千明牧場 尾関 知人 新冠 新冠橋本牧場 520＋ 22：28．73 11．1�
712 ス ズ ナ ミ 牡3鹿 56

54 △永野 猛蔵 	グリーンファーム林 徹 千歳 社台ファーム 402－ 82：28．91 20．6

713 サトノソラーレ 牡3鹿 56 藤岡 佑介 	サトミホースカンパニー 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 440－142：29．11� 12．4�
23 キ ュ ビ ズ ム 牡3青鹿56 福永 祐一加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 鎌田 正嗣 480＋10 〃 ハナ 12．9�
34 ナ イ キ グ ロ 牡3芦 56 野中悠太郎 �ビッグレッドファーム 深山 雅史 新冠 ビッグレッドファーム 466－ 4 〃 クビ 65．3
11 シ ャ ン ダ ス 牡3栗 56 木幡 巧也西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 オカモトファーム 466＋ 62：29．62� 141．9�
610 シルバーサドル 牡3鹿 56

54 △山田 敬士 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 418－ 22：29．92 478．3�
611 ノーブルキャナル 牡3青 56 杉原 誠人吉木 伸彦氏 田村 康仁 新冠 ハシモトフアーム 436－ 62：30．1� 618．5�
46 チ ェ ル キ オ 牡3鹿 56 宮崎 北斗 	京都ホースレーシング 鈴木慎太郎 新ひだか 棚川 光男 B464－ 62：30．2� 472．9�
814 ジュンバレット 牡3黒鹿56 丸田 恭介河合 純二氏 伊坂 重信 新冠 川上牧場 460± 02：30．62� 361．6�
35 ギンザデノムオトコ 牡3青鹿56 横山 和生小田切 光氏 西田雄一郎 浦河 木村牧場 496－ 62：32．7大差 294．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 47，240，700円 複勝： 54，605，100円 枠連： 17，717，700円
馬連： 73，340，800円 馬単： 35，657，500円 ワイド： 64，697，800円
3連複： 112，514，600円 3連単： 148，966，300円 計： 554，740，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 190円 � 110円 枠 連（4－5） 1，020円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 290円 �� 150円 �� 410円

3 連 複 ��� 650円 3 連 単 ��� 3，350円

票 数

単勝票数 計 472407 的中 � 157799（1番人気）
複勝票数 計 546051 的中 � 178573（1番人気）� 41967（4番人気）� 141574（2番人気）
枠連票数 計 177177 的中 （4－5） 13383（5番人気）
馬連票数 計 733408 的中 �� 50251（2番人気）
馬単票数 計 356575 的中 �� 15956（3番人気）
ワイド票数 計 646978 的中 �� 49403（2番人気）�� 146650（1番人気）�� 32172（5番人気）
3連複票数 計1125146 的中 ��� 129076（1番人気）
3連単票数 計1489663 的中 ��� 32202（8番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．4―13．0―12．6―12．8―13．1―12．7―12．4―11．1―11．5―12．1

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―35．8―48．8―1：01．4―1：14．2―1：27．3―1：40．0―1：52．4―2：03．5―2：15．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワープスピード �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．7．4 福島4着

2019．2．14生 牡3鹿 母 ディープラヴ 母母 シーズインクルーデッド 8戦1勝 賞金 14，550，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ギンザデノムオトコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月24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〕 ノーブルキャナル号・チェルキオ号・ジュンバレット号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年

6月24日まで平地競走に出走できない。
※キュビズム号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

11018 4月24日 小雨 良 （4東京2） 第2日 第6競走 1，400�3歳1勝クラス
発走13時00分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
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
1：21．5
1：20．3

重
不良

714 レッドゲイル 牡3栗 56 C．ルメール �東京ホースレーシング 手塚 貴久 浦河 信岡牧場 464± 01：24．2 1．6�
48 イ グ ザ ル ト 牡3黒鹿56 津村 明秀青山 洋一氏 田中 剛 日高 シンボリ牧場 490＋ 2 〃 クビ 9．0�
11 セブンダートオー 牡3黒鹿56 石川裕紀人前迫 義幸氏 奥村 武 むかわ 上水牧場 490＋ 21：25．26 30．7�
59 ウォームライト 牡3青鹿56 藤岡 佑介窪田 芳郎氏 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 494－ 2 〃 クビ 16．2�
713 サカエショウ 牡3鹿 56 石橋 脩齊藤 栄一氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 512－ 21：25．51� 16．0�
816 マサノパドゥシャ 牡3鹿 56 武 豊中村 時子氏 小島 茂之 新冠 有限会社 大

作ステーブル 486± 01：25．71� 22．8	
23 ミ ラ ビ リ ス 牝3芦 54 内田 博幸石井 輝昭氏 斎藤 誠 浦河 栄進牧場 444－ 21：26．23 41．9

24 � ドラゴンゴクウ 牡3黒鹿56 野中悠太郎福本 次雄氏 根本 康広 日高 福本 次雄 466－ 61：26．31 53．1�
47 タイセイジャスパー 牡3栗 56 田辺 裕信田中 成奉氏 伊藤 圭三 新冠 カミイスタット 496± 01：26．51� 6．1�
36 ル ワ ン ジ ュ 牡3鹿 56 江田 照男 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 上原 博之 新ひだか 岡田スタツド B484＋ 31：26．92� 165．0
611 バンドールロゼ 牡3栗 56

54 △山田 敬士 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 468－ 41：27．22 231．8�

510 ニ シ ノ ア ナ 牝3鹿 54 杉原 誠人西山 茂行氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 452－ 8 〃 ハナ 182．3�
612 ナックドロップス 牝3鹿 54 木幡 巧也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 松本牧場 456± 01：28．15 35．9�
35 ボルタドマール 牡3鹿 56 田中 勝春今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 516－ 6 〃 クビ 80．3�
815 ショウナンワオン 牝3鹿 54 吉田 隼人�湘南 武市 康男 日高 木村牧場 458－ 61：28．2� 96．9�
12 ニシノアンドレア 牡3鹿 56

54 △永野 猛蔵西山 茂行氏 伊藤 圭三 新冠 中本牧場 B506－ 61：28．73 20．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 48，460，600円 複勝： 197，248，600円 枠連： 22，861，800円
馬連： 81，156，800円 馬単： 52，131，500円 ワイド： 80，568，000円
3連複： 130，564，500円 3連単： 193，840，600円 計： 806，832，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 210円 � 480円 枠 連（4－7） 250円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 290円 �� 920円 �� 3，050円

3 連 複 ��� 5，710円 3 連 単 ��� 12，440円

票 数

単勝票数 計 484606 的中 � 239173（1番人気）
複勝票数 計1972486 的中 � 1418602（1番人気）� 85579（3番人気）� 28897（10番人気）
枠連票数 計 228618 的中 （4－7） 69748（1番人気）
馬連票数 計 811568 的中 �� 96747（2番人気）
馬単票数 計 521315 的中 �� 52547（2番人気）
ワイド票数 計 805680 的中 �� 82357（1番人気）�� 21316（8番人気）�� 6047（30番人気）
3連複票数 計1305645 的中 ��� 17125（21番人気）
3連単票数 計1938406 的中 ��� 11292（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―34．2―46．7―59．3―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドゲイル �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2021．10．9 東京1着

2019．4．1生 牡3栗 母 マ レ ー ナ 母母 ウィストラム 4戦2勝 賞金 19，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノアンドレア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月24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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アポロマジェスティ号・ウィンダミア号・プリーチトヤーン号・ベアグッジョブ号



11019 4月24日 雨 良 （4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 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

44 キングスフィリア 牝4黒鹿55 吉田 隼人 �社台レースホース萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 424－ 61：37．7 1．6�

11 エレボアブランシュ 牝4芦 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 加藤士津八 安平 ノーザンファーム 432－ 21：37．91� 5．1�
55 � ダイナストーン 牝4栗 55 武 豊山本又一郎氏 蛯名 正義 新ひだか 岡田牧場 536＋ 41：38．0クビ 7．8�
66 メイショウホオズキ 牝4鹿 55 吉田 豊松本 好雄氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 B478－ 2 〃 アタマ 11．7�
811 クーファイザナミ 牝5鹿 55 田中 勝春大迫久美子氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 416－ 41：38．1� 19．8�
79 タマダイヤモンド 牝4青鹿55 津村 明秀玉井 鶴枝氏 相沢 郁 日高 本間牧場 484± 01：38．31� 13．8	
33 クインズミモザ 牝4鹿 55 野中悠太郎 
ケイアイスタリオン 池上 昌和 新冠 隆栄牧場 516＋ 21：38．4� 10．5�
67 マダムシュシュ 牝4鹿 55 藤岡 佑介
ラ・メール 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 474± 01：39．14 67．8�
78 エアーレジーナ 牝4鹿 55 内田 博幸遠藤 良一氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B496＋ 21：39．31 77．5
22 � ジークリンデ 牝5鹿 55

53 △永野 猛蔵村野 康司氏 畠山 吉宏 日高 下河辺牧場 486＋ 41：39．93� 299．4�
810 タイセイルージュ 牝4栗 55 杉原 誠人田中 成奉氏 伊藤 大士 浦河 バンブー牧場 B470－ 21：40．0� 209．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 45，248，900円 複勝： 101，386，100円 枠連： 13，224，200円
馬連： 67，450，800円 馬単： 38，751，000円 ワイド： 61，573，300円
3連複： 100，164，500円 3連単： 170，445，400円 計： 598，244，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 140円 � 180円 枠 連（1－4） 340円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 160円 �� 280円 �� 460円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 1，860円

票 数

単勝票数 計 452489 的中 � 213282（1番人気）
複勝票数 計1013861 的中 � 602251（1番人気）� 101986（2番人気）� 62783（4番人気）
枠連票数 計 132242 的中 （1－4） 29295（1番人気）
馬連票数 計 674508 的中 �� 147515（1番人気）
馬単票数 計 387510 的中 �� 53374（1番人気）
ワイド票数 計 615733 的中 �� 118603（1番人気）�� 50860（3番人気）�� 28107（7番人気）
3連複票数 計1001645 的中 ��� 108367（1番人気）
3連単票数 計1704454 的中 ��� 66308（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．7―35．6―47．8―1：00．0―1：11．9―1：24．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングスフィリア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2021．3．28 中京16着

2018．3．4生 牝4黒鹿 母 マエストラーレ 母母 オータムブリーズ 9戦2勝 賞金 24，665，000円
〔発走状況〕 エアーレジーナ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 エアーレジーナ号は，発走調教再審査。

11020 4月24日 雨 良 （4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 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

710 ココリホウオウ 牡4鹿 57 横山 和生美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 高橋フアーム 472－101：34．7 6．3�
68 � アルファウェーブ �5栗 57 杉原 誠人吉田 勝己氏 辻 哲英 愛 Athassel House

Stud Ltd B534－121：35．01� 41．1�
812 ベッラノーヴァ 牝4鹿 55 福永 祐一 �シルクレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 408± 01：35．1� 5．4�
44 セラフィナイト 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 450± 01：35．2� 1．8�
22 ヴ ル カ ー ノ 牡4鹿 57 武 豊宮田 守氏 稲垣 幸雄 青森 大西興産 488－ 61：35．41	 6．0�
79 ラッシュアップ �5青鹿57 吉田 隼人 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 538－101：35．61	 14．3	
55 
 モンサンラディウス 牡4鹿 57 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 B508＋ 21：35．81� 146．2

56 シゲルオテンバ 牝4鹿 55 内田 博幸森中 蕃氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム B440± 01：36．0� 31．2�
33 
 サンセットオーラ 牡7鹿 57

55 △永野 猛蔵 N.S.R.C 村田 一誠 新冠 サンローゼン 456－ 4 〃 クビ 154．5�
11 
 トロワシャルム �5青鹿57 横山 武史村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 454－101：36．21	 16．4
811 グランエクセレント 牡5鹿 57 丸田 恭介田畑 利彦氏 石毛 善彦 浦河 高昭牧場 524－ 61：36．73 248．2�
67 
 メイショウムート 牡4鹿 57 宮崎 北斗松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 浦河 本巣 敦 440－ 21：39．1大差 283．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 45，055，600円 複勝： 63，606，300円 枠連： 14，769，400円
馬連： 82，032，500円 馬単： 42，621，800円 ワイド： 63，217，000円
3連複： 116，830，000円 3連単： 204，967，000円 計： 633，099，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 220円 � 740円 � 220円 枠 連（6－7） 6，300円

馬 連 �� 12，010円 馬 単 �� 18，370円

ワ イ ド �� 2，150円 �� 590円 �� 2，870円

3 連 複 ��� 15，390円 3 連 単 ��� 126，900円

票 数

単勝票数 計 450556 的中 � 56446（4番人気）
複勝票数 計 636063 的中 � 81289（3番人気）� 18263（8番人気）� 83097（2番人気）
枠連票数 計 147694 的中 （6－7） 1816（16番人気）
馬連票数 計 820325 的中 �� 5290（24番人気）
馬単票数 計 426218 的中 �� 1740（40番人気）
ワイド票数 計 632170 的中 �� 7353（21番人気）�� 29329（7番人気）�� 5454（25番人気）
3連複票数 計1168300 的中 ��� 5690（36番人気）
3連単票数 計2049670 的中 ��� 1171（236番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．3―36．8―49．1―1：01．2―1：12．2―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F33．5
3 10，11（8，12）4（2，5，9）1，6（7，3） 4 10，11（8，12）（4，9）（2，5）（1，6）－（7，3）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ココリホウオウ �
�
父 ワールドエース �

�
母父 ファンタスティックライト デビュー 2020．10．17 東京7着

2018．2．17生 牡4鹿 母 フレイムミーティア 母母 レディクローリス 12戦2勝 賞金 23，770，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウムート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月24日まで平地競走

に出走できない。



11021 4月24日 雨 良 （4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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．8

良
良

11 � ドンナセレーノ 牝4鹿 55 横山 和生原 �子氏 安田 翔伍 英 Hara Reiko
Racing Co. Ltd B418－ 41：46．4 11．3�

810 ボ ー デ ン 牡4鹿 57 C．ルメール 吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 494± 0 〃 クビ 1．7�
78 カランドゥーラ 牡4鹿 57 田辺 裕信窪田 芳郎氏 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム 488－ 21：46．72 5．3�
89 トゥルーヴィル 牡5鹿 57 横山 武史 �キャロットファーム 小林 真也 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：46．8� 13．6�
77 モンテディオ 牡4鹿 57 武 豊毛利 元昭氏 四位 洋文 千歳 社台ファーム 476＋ 21：47．01	 3．4�
22 ミ ト ロ ジ ー 
6栗 57 大野 拓弥 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 476－ 61：47．31� 41．3	
44 マリノジュリア 牝6黒鹿55 木幡 巧也
クラウン 稲垣 幸雄 日高 クラウン日高牧場 458＋ 41：47．72� 68．5�
33 エクレアスピード 
6鹿 57 江田 照男李 柱坤氏 大和田 成 新冠 イワミ牧場 470－ 8 〃 クビ 93．1�
55 � ルフィアンキック 牡6鹿 57 石川裕紀人 KICレーシング 小島 茂之 新冠 新冠伊藤牧場 472＋ 41：48．23 363．1
66 ニシノガブリヨリ 牡4鹿 57 内田 博幸西山 茂行氏 村田 一誠 浦河 ガーベラパー

クスタツド 496－ 61：48．51� 221．0�
（10頭）

売 得 金
単勝： 71，088，900円 複勝： 126，817，300円 枠連： 19，903，500円
馬連： 103，970，000円 馬単： 63，155，500円 ワイド： 77，980，200円
3連複： 145，307，400円 3連単： 310，895，500円 計： 919，118，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 170円 � 110円 � 140円 枠 連（1－8） 650円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 2，430円

ワ イ ド �� 260円 �� 490円 �� 180円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 8，900円

票 数

単勝票数 計 710889 的中 � 50198（4番人気）
複勝票数 計1268173 的中 � 78340（4番人気）� 808110（1番人気）� 109608（3番人気）
枠連票数 計 199035 的中 （1－8） 23711（2番人気）
馬連票数 計1039700 的中 �� 108095（3番人気）
馬単票数 計 631555 的中 �� 19441（9番人気）
ワイド票数 計 779802 的中 �� 76224（3番人気）�� 33397（7番人気）�� 131397（1番人気）
3連複票数 計1453074 的中 ��� 129388（3番人気）
3連単票数 計3108955 的中 ��� 25312（30番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．6―11．6―11．7―11．9―11．8―11．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―35．5―47．1―58．8―1：10．7―1：22．5―1：34．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．7

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

勝馬の
紹 介

�ドンナセレーノ �
�
父 Lord Kanaloa �

�
母父 Heart’s Cry デビュー 2020．10．25 東京3着

2018．3．10生 牝4鹿 母 Nuovo Record 母母 Omega Spirit 11戦3勝 賞金 36，185，000円

11022 4月24日 雨 稍重 （4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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

48 � レモンポップ 牡4栗 57 戸崎 圭太ゴドルフィン 田中 博康 米 Mr. & Mrs.
Oliver S. Tait 518＋ 81：22．8 1．4�

816 ファシネートゼット 牝5栗 55 横山 和生吉田 和美氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 476－ 61：23．86 70．9�
612 ブ ッ チ ー ニ 牝6白 55 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 448＋10 〃 クビ 6．6�
11 ゴ ダ イ リ キ 牡4鹿 57 内田 博幸青山 洋一氏 牧浦 充徳 新ひだか グランド牧場 502－ 61：24．22	 30．3�
510 ゼンノジャスタ 牡5黒鹿57 田中 勝春大迫久美子氏 中村 直也 新冠 川島牧場 468＋ 21：24．31 122．7�
59 フィールザファラオ 牡7黒鹿57 野中悠太郎櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 B476－ 21：24．61	 58．3	
611 サイファーシチー 牡4栗 57 永野 猛蔵 �友駿ホースクラブ 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B480－ 8 〃 クビ 47．2

12 � アメリカンファクト 牡7栗 57 武 豊 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 Nesco II Ltd. B516± 01：24．7クビ 98．7�
815 ダイシンイナリ 牡5鹿 57 柴田 大知大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 516－101：25．01
 22．4�
23 ジ ュ リ オ 牡4黒鹿57 C．ルメール シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 508－ 4 〃 クビ 11．9�
714 フィルストバーン �6黒鹿57 吉田 隼人�G1レーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 468－ 41：25．1	 57．1�
35 デピュティプライム �9栗 57 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 484± 01：25．31	 189．5�
47 カ ル リ ー ノ 牡6鹿 57 福永 祐一 �Gリビエール・

レーシング 高橋 裕 浦河 松栄牧場 B516－ 61：25．4	 29．3�
713 ローレルジャック 牡9黒鹿57 武士沢友治 �ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 504＋ 4 〃 クビ 219．6�
24 オーマイガイ 牡9栗 57 横山 武史廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 470－ 6 〃 ハナ 23．3�
36 イ デ ィ オ ム 牡4栗 57 石川裕紀人小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 486＋ 41：26．03	 10．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 76，973，300円 複勝： 202，900，100円 枠連： 38，200，000円
馬連： 183，836，600円 馬単： 96，990，700円 ワイド： 133，715，700円
3連複： 268，542，100円 3連単： 408，176，200円 計： 1，409，334，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 650円 � 150円 枠 連（4－8） 790円

馬 連 �� 3，320円 馬 単 �� 3，960円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 210円 �� 3，490円

3 連 複 ��� 5，160円 3 連 単 ��� 18，030円

票 数

単勝票数 計 769733 的中 � 412509（1番人気）
複勝票数 計2029001 的中 � 1354202（1番人気）� 21954（12番人気）� 178596（2番人気）
枠連票数 計 382000 的中 （4－8） 37020（4番人気）
馬連票数 計1838366 的中 �� 42901（11番人気）
馬単票数 計 969907 的中 �� 18325（14番人気）
ワイド票数 計1337157 的中 �� 27316（13番人気）�� 207773（1番人気）�� 8261（34番人気）
3連複票数 計2685421 的中 ��� 38967（18番人気）
3連単票数 計4081762 的中 ��� 16408（49番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F35．6
3 2，8（1，11）（4，16）（3，12）（6，14）10，13，7，15（5，9） 4 2，8（1，11）（3，4，16）12（10，14）6，13，7（5，15，9）

勝馬の
紹 介

�レモンポップ �
�
父 Lemon Drop Kid �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2020．11．7 東京1着

2018．2．15生 牡4栗 母 Unreachable 母母 Harpia 6戦4勝 賞金 63，586，000円
※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） 2頭 オルクリスト号・ドラグーンシチー号
（非抽選馬） 3頭 アーデンフォレスト号・スズカコーズマンボ号・メイショウラビエ号

２レース目



11023 4月24日 雨 良 （4東京2） 第2日 第11競走 ��
��2，000�第57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 1，050，000円 300，000円 150，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

22 エリカヴィータ 牝3青 54 田辺 裕信三木 正浩氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 442＋ 42：00．4 13．6�
23 パーソナルハイ 牝3鹿 54 吉田 豊�G1レーシング 矢作 芳人 安平 追分ファーム 456－ 22：00．5� 7．0�
814 シンシアウィッシュ 牝3青鹿54 M．デムーロ前田 幸大氏 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 428－ 4 〃 ハナ 33．1�
46 マイシンフォニー 牝3青鹿54 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 460－ 42：00．81� 14．5�
11 ルージュエヴァイユ 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 444－ 6 〃 クビ 4．5�
59 ラ ス ー ル 牝3鹿 54 C．ルメール 	シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 474＋ 22：00．9� 3．8

610 ホウオウバニラ 牝3栗 54 横山 和生小笹 芳央氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 416－102：01．22 21．1�
58 キタサンシュガー 牝3鹿 54 大野 拓弥	大野商事 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 448＋ 22：01．3� 28．1�
815 ヴァンルーラー 牝3鹿 54 藤岡 佑介サイプレスホール

ディングス合同会社 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 440－ 4 〃 ハナ 66．5
34 ストキャスティーク 牝3栗 54 石川裕紀人藤田 岳彦氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446± 02：01．4� 58．0�
35 エバーハンティング 牝3鹿 54 内田 博幸宇田 豊氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 410－ 22：01．5� 111．9�
47 ゴールデンアワー 牝3鹿 54 横山 武史藤本 栄史氏 加藤士津八 新ひだか 広田牧場 490＋ 42：01．6� 44．2�
712 モチベーション 牝3鹿 54 永野 猛蔵石川 秀守氏 清水 英克 新ひだか 水丸牧場 430＋ 2 〃 クビ 319．7�
611 ト ゥ ー サ ン 牝3黒鹿54 津村 明秀合同会社雅苑興業 吉岡 辰弥 新ひだか グランド牧場 436－ 62：01．7� 183．4�
713 ルージュスティリア 牝3鹿 54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 白老 社台牧場 464－102：01．8アタマ 3．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 403，264，100円 複勝： 406，076，600円 枠連： 166，497，100円 馬連： 928，430，800円 馬単： 342，335，200円
ワイド： 713，845，300円 3連複： 1，662，334，900円 3連単： 2，168，536，100円 5重勝： 745，294，200円 計： 7，536，614，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 380円 � 270円 � 610円 枠 連（2－2） 6，180円

馬 連 �� 5，710円 馬 単 �� 13，240円

ワ イ ド �� 1，940円 �� 6，130円 �� 3，100円

3 連 複 ��� 46，490円 3 連 単 ��� 258，710円

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

キャリーオーバー なし����� 3，622，950円

票 数

単勝票数 計4032641 的中 � 236787（5番人気）
複勝票数 計4060766 的中 � 275398（5番人気）� 441619（4番人気）� 159251（8番人気）
枠連票数 計1664971 的中 （2－2） 20875（23番人気）
馬連票数 計9284308 的中 �� 125827（21番人気）
馬単票数 計3423352 的中 �� 19387（44番人気）
ワイド票数 計7138453 的中 �� 102009（21番人気）�� 31542（51番人気）�� 63068（29番人気）
3連複票数 計16623349 的中 ��� 26813（126番人気）
3連単票数 計21685361 的中 ��� 6077（636番人気）
5重勝票数 計7452942 的中 ����� 144

ハロンタイム 12．9―11．6―11．4―11．8―12．5―12．6―12．8―11．6―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．5―35．9―47．7―1：00．2―1：12．8―1：25．6―1：37．2―1：48．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F34．8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エリカヴィータ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2021．10．16 東京1着

2019．2．3生 牝3青 母 マルシアーノ 母母 ケルトシャーン 3戦2勝 賞金 60，050，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりエリカヴィータ号・パーソナルハイ号は，優駿牝馬（GⅠ）競走に優先出走できる。

11024 4月24日 雨 稍重 （4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 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

714 グランツアーテム 牡4鹿 57 宮崎 北斗西森 功氏 中川 公成 様似 髙村 伸一 498＋ 21：35．9 3．6�
815� アイリッシュセンス 牡4鹿 57 M．デムーロ KRジャパン 杉山 晴紀 米 Normandy

Farm LLC 476－ 21：36．0	 7．3�
35 ラブリーエンジェル 牝5栗 55 木幡 巧也長谷川光司氏 鈴木慎太郎 浦河 ヒダカフアーム 456± 01：36．31
 82．6�
611 アラゴナイト 牝4黒鹿55 田辺 裕信重松 國建氏 加藤 和宏 日高 横井 哲 456± 01：36．72	 5．8�
816 ヴィクトリオーソ 牡5鹿 57

55 △永野 猛蔵 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 日高 賀張中川牧場 514－121：37．01	 250．1�

36 フォーヴィスム 牡4栗 57 C．ルメール 	キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 528－10 〃 ハナ 4．5

713 ユ ウ ゲ ン 牡5鹿 57 内田 博幸林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 498－101：37．21	 41．7�
23 テ ン ピ ン 牡5黒鹿57 藤岡 佑介 MOMOレーシング 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 506＋16 〃 ハナ 45．0�
48 ジェロボーム 牝5栗 55 横山 和生長谷川祐司氏 古賀 慎明 新ひだか チャンピオンズファーム 510－ 41：37．51	 16．4
612 タイセイアンシェル 牡4鹿 57 大野 拓弥田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 木下牧場 428＋101：38．35 222．0�
11 ベイサイドブルー 牡5鹿 57 石橋 脩 	シルクレーシング 高橋 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 550± 0 〃 ハナ 68．5�
59 アサクサマヤ 牝6鹿 55 吉田 豊櫻井 素子氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 488＋ 6 〃 クビ 281．3�
510� ロードリッチ 6鹿 57 野中悠太郎宇田 豊氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 512－101：38．72	 94．1�
12 � ロードオブザチェコ 牡4栗 57 丸田 恭介谷脇智恵子氏 石栗 龍彦 新ひだか 織田 正敏 504＋ 61：38．8クビ 41．5�
24 � キャリアリズム 牡4鹿 57 福永 祐一グリーンフィールズ� 藤原 英昭 米 Golden Pedi-

gree LLC B502－ 61：38．9	 5．8�
47 ロンゴノット 牡5青 57 吉田 隼人ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B510－ 21：40．510 10．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 150，775，000円 複勝： 185，398，700円 枠連： 53，483，800円
馬連： 284，278，700円 馬単： 103，864，500円 ワイド： 237，765，800円
3連複： 426，518，100円 3連単： 507，587，400円 計： 1，949，672，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 250円 � 1，070円 枠 連（7－8） 1，100円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 540円 �� 2，860円 �� 5，840円

3 連 複 ��� 16，840円 3 連 単 ��� 50，460円

票 数

単勝票数 計1507750 的中 � 334184（1番人気）
複勝票数 計1853987 的中 � 363931（1番人気）� 195937（5番人気）� 33773（11番人気）
枠連票数 計 534838 的中 （7－8） 37474（3番人気）
馬連票数 計2842787 的中 �� 188430（2番人気）
馬単票数 計1038645 的中 �� 38284（2番人気）
ワイド票数 計2377658 的中 �� 122602（4番人気）�� 20646（24番人気）�� 9962（50番人気）
3連複票数 計4265181 的中 ��� 18989（43番人気）
3連単票数 計5075874 的中 ��� 7292（169番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．0―12．2―12．7―12．7―12．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―22．5―33．5―45．7―58．4―1：11．1―1：23．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランツアーテム �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．8．30 新潟5着

2018．4．4生 牡4鹿 母 オクシペタルム 母母 エアウイングス 10戦3勝 賞金 34，400，000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 サイモンジルバ号

５レース目



（4東京2）第2日 4月24日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 178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

276，950，000円
3，020，000円
25，870，000円
2，340，000円
35，990，000円
78，665，000円
5，150，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
1，067，429，900円
1，636，159，100円
413，512，200円
2，082，213，500円
921，961，700円
1，691，876，400円
3，405，711，700円
4，680，771，600円
745，294，200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 16，644，930，300円

総入場人員 12，931名 （有料入場人員 12，544名）
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