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12025 4月27日 晴 稍重 （25東京2）第3日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時10分 （ダート・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

24 ビーインラプチャー 牝3栗 54 田中 勝春吉田 千津氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 430－ 21：40．6 7．7�
713 アウレオーラ 牝3黒鹿54 吉田 豊有限会社シルク大久保洋吉 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B516± 01：40．91� 4．3�
816 キ ャ ラ 牝3黒鹿54 三浦 皇成諸江 幸祐氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 516± 01：41．22 63．3�
11 ソフトライム 牝3黒鹿54 田辺 裕信吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B464＋ 6 〃 クビ 43．9�
59 コウジンコラボ 牝3鹿 54 江田 照男加藤 興一氏 畠山 吉宏 新ひだか 山野牧場 456 ―1：41．3クビ 261．7�
47 ウエスタンアタック 牝3鹿 54 北村 友一 �ウエスタンファーム 根本 康広 新冠 競優牧場 448＋ 21：41．4� 44．2	
815 アネモステラス 牝3鹿 54 高倉 稜有限会社シルク松山 将樹 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：41．61� 22．6

612 ホーリーチャリス 牝3鹿 54 北村 宏司吉田 勝己氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 476－16 〃 アタマ 4．3�
36 エターナルスター 牝3栗 54 C．デムーロ 下河�行雄氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 486＋101：41．7クビ 2．3

（伊）

23 コンシェルジュ 牝3鹿 54 松山 弘平細谷 典幸氏 金成 貴史 日高 木村牧場 472＋ 2 〃 クビ 272．4�
48 パルトゥーラ 牝3栗 54 柴田 大知加藤 誠氏 田中 剛 洞爺湖 メジロ牧場 442＋ 61：41．8� 76．7�
35 サーストンララア 牝3鹿 54 福永 祐一齊藤 宣勝氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 430－ 81：42．33 39．9�
510 ペッパーベリー 牝3鹿 54 内田 博幸原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 452－ 2 〃 アタマ 25．2�
611 ニューファンタジア 牝3鹿 54 柴田 善臣�G1レーシング 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 450－ 21：44．0大差 32．1�
12 ウエスタンルナ 牝3鹿 54 石橋 脩西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか ウエスタンファーム 420 ―1：44．74 181．5�

（15頭）
714 エルシェロアスール 牝3栗 54 戸崎 圭太山下 恭茂氏 伊藤 伸一 浦河 山下 恭茂 460± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 18，561，100円 複勝： 36，036，900円 枠連： 13，988，200円
馬連： 39，988，400円 馬単： 27，939，200円 ワイド： 19，629，400円
3連複： 45，194，700円 3連単： 74，161，100円 計： 275，499，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 200円 � 150円 � 750円 枠 連（2－7） 1，030円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，800円

ワ イ ド �� 390円 �� 4，590円 �� 2，530円

3 連 複 ��� 15，800円 3 連 単 ��� 65，160円

票 数

単勝票数 差引計 185611（返還計 12373） 的中 � 19106（4番人気）
複勝票数 差引計 360369（返還計 34569） 的中 � 50259（4番人気）� 80834（2番人気）� 8980（9番人気）
枠連票数 差引計 139882（返還計 5384） 的中 （2－7） 10104（5番人気）
馬連票数 差引計 399884（返還計 92490） 的中 �� 24711（5番人気）
馬単票数 差引計 279392（返還計 63235） 的中 �� 7380（10番人気）
ワイド票数 差引計 196294（返還計 44694） 的中 �� 14251（4番人気）�� 977（39番人気）�� 1799（31番人気）
3連複票数 差引計 451947（返還計199804） 的中 ��� 2112（47番人気）
3連単票数 差引計 741611（返還計317012） 的中 ��� 840（197番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．3―36．3―49．4―1：02．3―1：14．9―1：27．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビーインラプチャー �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．2．3 東京7着

2010．4．2生 牝3栗 母 アイシーサイレンス 母母 アイシーゴーグル 4戦1勝 賞金 7，050，000円
〔競走除外〕 エルシェロアスール号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 ビーインラプチャー号の騎手田中勝春は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：7

番）
※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。

12026 4月27日 晴 稍重 （25東京2）第3日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時40分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

816 フィリーズカレン 牝3鹿 54 柴田 善臣野﨑 昭夫氏 畠山 吉宏 豊浦 飯原牧場 480－ 61：26．9 13．6�
35 メテオーラビアンカ 牡3鹿 56 田辺 裕信 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 502－ 21：27．0� 8．3�
611 エビスグレイト 牡3黒鹿56 C．デムーロ 加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 474＋ 21：27．1� 3．9�

（伊）

12 メイスンウォー 牡3鹿 56 三浦 皇成梅村 浩氏 小島 茂之 平取（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460－14 〃 アタマ 8．5�

815 マキャヴェッリ 牡3栗 56 戸崎 圭太伊達 敏明氏 萱野 浩二 日高 サンシャイン
牧場 444± 01：27．2� 4．2�

23 グラマラスグロウ 牝3鹿 54 村田 一誠首藤 徳氏 蛯名 利弘 新ひだか グランド牧場 B448－101：27．3� 55．9	
713 アキノアッパー 牡3栗 56 石橋 脩穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 畑端牧場 454＋ 41：27．51� 7．2

612 ルイジアナビバップ 牡3鹿 56 江田 照男阿部 幸暉氏 星野 忍 新冠 武田 修一 456－ 6 〃 ハナ 300．6�
59 クルトメッシュ 牡3黒鹿56 蛯名 正義�G1レーシング 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 496＋101：27．71� 19．5
510 トーホウノブナガ 牡3青鹿56 吉田 豊東豊物産� 高橋 裕 日高 竹島 幸治 452＋101：27．91� 58．0�
48 テ ッ シ ン 牡3青鹿56 勝浦 正樹益田 修一氏 中野 栄治 日高 野島牧場 420＋ 61：28．11 98．7�
11 トウカイマスター 牡3栗 56 田中 勝春内村 正則氏 栗田 博憲 日高 福満牧場 472± 01：28．31� 61．3�
714 ショウワダンディ 牡3鹿 56 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 安平 有限会社 ノー

ザンレーシング 498 ―1：28．4クビ 14．5�
47 ヒラボクロマンス 牝3栗 54 内田 博幸�平田牧場 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 486＋101：28．61� 8．3�
36 サチノコンゴウリキ 牡3鹿 56 大庭 和弥佐藤 幸彦氏 石毛 善彦 浦河 中村 雅明 492－ 21：29．23� 257．0�
24 ラプティウルス 牝3栗 54 北村 宏司飯田 正剛氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 B470＋ 81：31．5大差 275．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，585，400円 複勝： 42，023，100円 枠連： 16，277，700円
馬連： 57，254，100円 馬単： 33，515，700円 ワイド： 25，663，500円
3連複： 67，614，500円 3連単： 98，765，900円 計： 362，699，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 440円 � 210円 � 190円 枠 連（3－8） 1，190円

馬 連 �� 3，690円 馬 単 �� 7，380円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 1，340円 �� 940円

3 連 複 ��� 6，850円 3 連 単 ��� 51，010円

票 数

単勝票数 計 215854 的中 � 12577（7番人気）
複勝票数 計 420231 的中 � 20851（8番人気）� 57452（3番人気）� 67225（2番人気）
枠連票数 計 162777 的中 （3－8） 10105（4番人気）
馬連票数 計 572541 的中 �� 11456（18番人気）
馬単票数 計 335157 的中 �� 3356（35番人気）
ワイド票数 計 256635 的中 �� 3992（21番人気）�� 4699（17番人気）�� 6920（10番人気）
3連複票数 計 676145 的中 ��� 7288（24番人気）
3連単票数 計 987659 的中 ��� 1429（178番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．1―35．8―48．5―1：01．3―1：14．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フィリーズカレン �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2012．10．14 東京5着

2010．4．20生 牝3鹿 母 フラワーサークル 母母 レッドパメラ 6戦1勝 賞金 5，700，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 クリノエルブルース号・ケイツーアレス号・トミケンジェスト号
（非抽選馬） 1頭 アンサーソング号
※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。

第２回 東京競馬 第３日



12027 4月27日 晴 稍重 （25東京2）第3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
1：34．4
1：33．3

重
良

714 ベールグリーン 牡3黒鹿56 柴田 善臣斎藤 光政氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 482＋ 81：40．8 182．3�
59 ローランズソング 牡3栗 56 田中 勝春有限会社シルク栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 526＋ 41：41．01� 108．3�
47 カラダドリーム 牡3鹿 56 田辺 裕信子安 裕樹氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

松田牧場 484＋ 2 〃 クビ 130．8�
815 シュガーパイン 牡3鹿 56 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484－ 81：41．21� 1．4�

11 ダイワフォスター 牡3鹿 56 柴田 大知大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 428－ 41：41．94 31．0�
713 ハイフロンティア 牡3鹿 56 福永 祐一 	社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 496 ―1：42．0� 18．7

612 デ ル マ ベ ム 牡3栗 56 勝浦 正樹浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 456＋101：42．2� 178．6�
816 オ ン ラ イ ン 牡3鹿 56 松山 弘平重松 國建氏 佐藤 吉勝 新ひだか 沼田 照秋 478＋ 21：42．41� 74．9�
23 ミッキータイム 牡3鹿 56 横山 典弘野田みづき氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 514＋ 81：42．5� 5．9
24 ニューワールド 牡3鹿 56 内田 博幸近藤 英子氏 小島 茂之 浦河 辻 牧場 492－ 6 〃 ハナ 8．3�
35 サイドスティック 牡3鹿 56 三浦 皇成広尾レース� 鹿戸 雄一 日高 戸川牧場 510－ 4 〃 クビ 233．4�
510 カシノマインド 牡3鹿 56 江田 照男柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 470－ 41：42．6� 505．6�
36 プリーズドンテル 牡3鹿 56 武士沢友治サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 522＋ 21：42．91� 67．0�
48 ドミナスイオン 牝3黒鹿54 北村 宏司阿部 紀子氏 斎藤 誠 浦河 大道牧場 384＋ 2 〃 ハナ 333．5�
12 キ ン シ バ イ 牡3鹿 56 高倉 稜山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 シンボリ牧場 504± 01：43．11� 404．6�
611 ジェイサクセス �3栃栗56 C．デムーロ	リーヴァ 矢野 英一 千歳 社台ファーム B474－ 21：49．8大差 10．1�

（伊）

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，087，800円 複勝： 97，840，400円 枠連： 17，453，000円
馬連： 55，181，900円 馬単： 44，572，500円 ワイド： 26，106，300円
3連複： 63，285，100円 3連単： 141，792，000円 計： 476，319，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 18，230円 複 勝 � 4，400円 � 4，070円 � 3，950円 枠 連（5－7） 22，210円

馬 連 �� 185，120円 馬 単 �� 463，310円

ワ イ ド �� 22，690円 �� 16，570円 �� 24，050円

3 連 複 ��� 1，729，800円 3 連 単 ��� 11，626，950円

票 数

単勝票数 計 300878 的中 � 1301（12番人気）
複勝票数 計 978404 的中 � 5847（11番人気）� 6316（9番人気）� 6519（8番人気）
枠連票数 計 174530 的中 （5－7） 580（24番人気）
馬連票数 計 551819 的中 �� 220（82番人気）
馬単票数 計 445725 的中 �� 71（166番人気）
ワイド票数 計 261063 的中 �� 283（74番人気）�� 388（62番人気）�� 267（79番人気）
3連複票数 計 632851 的中 ��� 27（416番人気）
3連単票数 計1417920 的中 ��� 9（2500番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．5―13．6―13．7―12．5―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―36．7―50．3―1：04．0―1：16．5―1：28．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．5―3F36．8
3 ・（7，9）（1，14）（10，15）（12，5，13）（8，6，16）（3，4）2＝11 4 ・（7，9）（1，10，14）（12，15）13（8，5）（6，16）（2，3，4）＝11

勝馬の
紹 介

ベールグリーン �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 リ ズ ム デビュー 2012．9．30 中山12着

2010．5．19生 牡3黒鹿 母 リズムエンゼル 母母 イビノオフク 8戦1勝 賞金 6，300，000円
〔制裁〕 デルマベム号の騎手勝浦正樹は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番・2番）
〔その他〕 ジェイサクセス号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕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。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スキャットマン号
※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。

12028 4月27日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（25東京2）第3日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード3：17．5良・良

711 ナ イ ク 牡4鹿 59 江田 勇亮加藤 信之氏 高橋 文雅 新ひだか 林 祐二 B488＋ 83：20．6 14．0�
813 ガ ニ オ ン 牡4栗 59 金子 光希広尾レース� 二ノ宮敬宇 浦河 福田牧場 466＋ 43：20．7� 3．2�
33 ビービーマイセン 牡4青鹿59 山本 康志�坂東牧場 松山 康久 平取 坂東牧場 486± 03：22．08 20．5�
34 � アスターコリント 牡4黒鹿59 林 満明加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. C.

W. McNeely III 532－ 23：22．21 4．9�
45 ランブリングローズ 牝6鹿 58 石神 深一草野 仁氏 田中 剛 新ひだか 千代田牧場 486＋ 23：22．41� 14．2	
46 サニーサイレンス 牡4栗 59 高野 和馬宮﨑 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 472± 03：22．93 19．5

69 カワキタバルク 牡4青鹿59 鈴木 慶太川島 吉男氏 大和田 成 日高 細川牧場 474－ 43：24．07 217．8�
814 アミフジガガ 牝4黒鹿57 小野寺祐太内藤 好江氏 菅原 泰夫 茨城 内藤牧場 B452＋ 83：25．49 79．6�
57 ア セ ン ト 	5鹿 60 浜野谷憲尚馬目 卓氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 464＋ 23：25．5クビ 113．9
58 イルテアトリーノ 牝4黒鹿57 大江原 圭岡田 牧雄氏 大江原 哲 浦河 杵臼牧場 502－ 63：25．92� 104．4�
22 スターマックス 牡4黒鹿59 蓑島 靖典池住 安信氏 南田美知雄 浦河 高野牧場 490－ 23：27．510 295．8�
712
 トウカイチェッカー 	4鹿 59 上野 翔内村 正則氏 的場 均 浦河 鎌田 正嗣 446＋ 83：32．8大差 244．7�
610 ムジャウハラート 牝4黒鹿57 草野 太郎�辻牧場 伊藤 圭三 浦河 辻 牧場 476＋ 63：34．5大差 157．8�
11 ブレイクチャンス 	6鹿 60 五十嵐雄祐齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 500＋ 6 （競走中止） 2．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，594，500円 複勝： 24，011，900円 枠連： 13，481，100円
馬連： 37，429，900円 馬単： 28，007，900円 ワイド： 16，214，800円
3連複： 49，663，300円 3連単： 86，968，800円 計： 275，372，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 300円 � 190円 � 410円 枠 連（7－8） 1，820円

馬 連 �� 2，110円 馬 単 �� 4，980円

ワ イ ド �� 690円 �� 1，590円 �� 940円

3 連 複 ��� 7，880円 3 連 単 ��� 55，430円

票 数

単勝票数 計 195945 的中 � 11092（4番人気）
複勝票数 計 240119 的中 � 20019（5番人気）� 41889（2番人気）� 13513（7番人気）
枠連票数 計 134811 的中 （7－8） 5479（9番人気）
馬連票数 計 374299 的中 �� 13098（9番人気）
馬単票数 計 280079 的中 �� 4156（22番人気）
ワイド票数 計 162148 的中 �� 6017（8番人気）�� 2436（19番人気）�� 4289（14番人気）
3連複票数 計 496633 的中 ��� 4657（27番人気）
3連単票数 計 869688 的中 ��� 1158（155番人気）
上り 1マイル 1：46．3 4F 53．2－3F 40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�
13－10－11－（7，4，5）－3－9，6，14－8，2＝12
13－（11，4）＝5－3＝9－（7，6）10－14，8＝2＝12

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

勝馬の
紹 介

ナ イ ク �
�
父 ソングオブウインド �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2011．10．29 京都7着

2009．4．1生 牡4鹿 母 シャーリング 母母 デライトスライト 障害：6戦1勝 賞金 10，500，000円
〔競走中止〕 ブレイクチャンス号は，3号障害〔竹柵〕着地時に転倒したため競走中止。



12029 4月27日 晴 良 （25東京2）第3日 第5競走 ��
��1，400�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
1：19．6
1：19．0

良
良

611 サクラダムール 牡3鹿 56 戸崎 圭太�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 西村 和夫 466－ 21：22．8 8．8�
612 インキュベーター 牡3鹿 56 石橋 脩吉澤 克己氏 相沢 郁 日高 下河辺牧場 492＋ 61：22．9� 34．0�
818 イヴピアジェ 牝3青鹿54 福永 祐一�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446－ 41：23．0� 3．3�
817 クロイゼリンチャン 牝3鹿 54 内田 博幸 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 北田 剛 430－ 4 〃 ハナ 3．1�
714 スマートオリオン 牡3栗 56 三浦 皇成大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 いとう牧場 490－10 〃 クビ 15．3�
12 ドリームサンサン 牝3黒鹿54 北村 宏司ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 452－ 21：23．32 13．3	
11 ニューハウン 牡3鹿 56 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 日高 日高大洋牧場 524 ―1：23．51� 31．1

510 マイネライムライト 牝3鹿 54 C．デムーロ �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 天間 昭一 新冠 コスモヴューファーム 436＋ 8 〃 ハナ 16．8�
（伊）

715 オーペドアンジョ 牡3青 56 江田 照男桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 422± 01：23．6クビ 33．3�
713 カネトシエスプリ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹兼松 利男氏 水野 貴広 日高 森永牧場 444－12 〃 クビ 193．8
23 セイウンアカネイロ 牝3鹿 54 武士沢友治西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 岡田牧場 424－ 6 〃 アタマ 240．8�
59 イフウドウドウ 牡3栗 56 田中 勝春西村新一郎氏 天間 昭一 平取 高橋 啓 462＋ 4 〃 ハナ 7．0�
47 トキノロブロイ 牡3黒鹿56 高倉 稜田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 464－ 81：23．7クビ 28．3�
36 トーセンハナミズキ 牝3鹿 54 北村 友一島川 �哉氏 菅原 泰夫 安平 ノーザンファーム 472 ―1：24．02 148．9�
24 フィリグリー 牝3鹿 54 柴田 善臣 H.H．シェイク・ハムダン 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 400－ 41：24．53 89．1�
816� ドラゴンフロント 牡3黒鹿56 柴田 大知窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 米 C. Kidder, N.

Cole & B. Kidder 442＋ 81：24．71� 201．8�
35 リズミックスター 牝3鹿 54 松山 弘平小林 久義氏 中川 公成 池田 新田牧場 472 ―1：26．19 166．6�
48 ニシノビスチェ 牝3鹿 54 大庭 和弥西山 茂行氏 加藤 和宏 新ひだか 本桐牧場 416 ―1：26．84 258．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，936，600円 複勝： 44，044，000円 枠連： 23，492，500円
馬連： 56，317，000円 馬単： 35，033，100円 ワイド： 28，119，700円
3連複： 69，029，100円 3連単： 110，310，000円 計： 392，282，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 290円 � 780円 � 170円 枠 連（6－6） 13，270円

馬 連 �� 13，410円 馬 単 �� 23，940円

ワ イ ド �� 4，170円 �� 900円 �� 2，760円

3 連 複 ��� 28，150円 3 連 単 ��� 185，450円

票 数

単勝票数 計 259366 的中 � 23358（4番人気）
複勝票数 計 440440 的中 � 38554（4番人気）� 11503（10番人気）� 90711（2番人気）
枠連票数 計 234925 的中 （6－6） 1307（24番人気）
馬連票数 計 563170 的中 �� 3100（37番人気）
馬単票数 計 350331 的中 �� 1080（67番人気）
ワイド票数 計 281197 的中 �� 1619（42番人気）�� 8086（8番人気）�� 2469（30番人気）
3連複票数 計 690291 的中 ��� 1810（81番人気）
3連単票数 計1103100 的中 ��� 439（457番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．2―36．2―48．3―59．7―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクラダムール �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．2．3 東京12着

2010．3．12生 牡3鹿 母 サクラジュノー 母母 リビエールボレアール 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 スマートオリオン号の騎手三浦皇成は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：18番・17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） 1頭 スワンボート号
（非抽選馬） 3頭 パルムドールロゼ号・ベルゲンクライ号・マリンレイ号
※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。

12030 4月27日 晴 良 （25東京2）第3日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走13時00分 （芝・左）

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

中央レコード
1：44．2
1：44．1

良
良

44 インプロヴァイズ 牡3青 56 戸崎 圭太有限会社シルク堀 宣行 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454－ 41：47．4 2．0�

11 マイネルイルミナル 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 日高 富川田中牧場 454－ 81：47．72 89．2�

89 エデンロック 牡3鹿 56 C．デムーロ 田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 464－ 4 〃 アタマ 2．8�
（伊）

55 ヒカルエリントン 牡3鹿 56 内田 博幸髙橋 京子氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 530± 01：47．8� 5．3�
33 ヒカルハノハノ 牡3黒鹿56 横山 典弘高橋 光氏 古賀 史生 登別 青藍牧場 482± 01：48．54 10．6�
77 ラ シ ー マ 牡3鹿 56 江田 照男桐谷 茂氏 星野 忍 新冠 高瀬牧場 492＋141：48．71� 19．1	
66 エフティシリウス 牡3青鹿56 蛯名 正義吉野 英子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B446－ 61：49．33� 32．2

22 イ ク ラ ン 牡3栗 56 上野 翔�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 460＋ 21：49．51� 193．4�

（8頭）
88 トウショウプライド 牡3栗 56 高倉 稜トウショウ産業� 武市 康男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 31，383，800円 複勝： 46，322，800円 枠連： 9，641，200円
馬連： 46，986，200円 馬単： 42，109，900円 ワイド： 19，464，700円
3連複： 50，027，100円 3連単： 164，273，400円 計： 410，209，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 810円 � 140円 枠 連（1－4） 6，530円

馬 連 �� 6，910円 馬 単 �� 9，150円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 160円 �� 1，880円

3 連 複 ��� 4，600円 3 連 単 ��� 33，090円

票 数

単勝票数 差引計 313838（返還計 2281） 的中 � 129388（1番人気）
複勝票数 差引計 463228（返還計 6022） 的中 � 229207（1番人気）� 6096（7番人気）� 77877（2番人気）
枠連票数 差引計 96412（返還計 824） 的中 （1－4） 1091（13番人気）
馬連票数 差引計 469862（返還計 18300） 的中 �� 5025（14番人気）
馬単票数 差引計 421099（返還計 12538） 的中 �� 3397（21番人気）
ワイド票数 差引計 194647（返還計 6557） 的中 �� 2549（15番人気）�� 42892（1番人気）�� 2010（16番人気）
3連複票数 差引計 500271（返還計 33177） 的中 ��� 8036（12番人気）
3連単票数 差引計1642734（返還計 81195） 的中 ��� 3664（78番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―36．4―48．8―1：01．0―1：13．3―1：24．7―1：35．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．1

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

勝馬の
紹 介

インプロヴァイズ 
�
父 ウォーエンブレム 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．8．18 新潟3着

2010．2．26生 牡3青 母 カ デ ン ツ ァ 母母 ビ ー モ ル 7戦2勝 賞金 24，678，000円
〔出走取消〕 トウショウプライド号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※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。



12031 4月27日 晴 良 （25東京2）第3日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時30分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

69 エンドレスノット 牝4鹿 55 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 482－ 21：25．0 1．7�

22 ピオニエトウショウ 牝4鹿 55 内田 博幸トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 428＋14 〃 クビ 11．5�
68 ラブリースター 牝4栃栗55 福永 祐一長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 466＋141：25．32 10．0�
57 ピュアマインド 牝5栗 55 戸崎 圭太吉田 照哉氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 450± 01：25．5� 10．1�
710 ベルストーリー 牝4鹿 55 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 高岸 順一 514＋ 81：25．6� 90．1�
812 アポロパレス 牝4鹿 55 柴田 善臣小林 量氏 白井 寿昭 浦河 笹島 政信 464－ 61：25．7� 7．6	
44 メテオレイン 牝4鹿 55 田辺 裕信亀井 哲也氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム 460± 0 〃 ハナ 85．6

45 フランスギャル 牝4黒鹿55 吉田 豊菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 沖田 哲夫 470－ 21：25．8クビ 8．1�
11 デリケートアーチ 牝4栃栗55 C．デムーロ �社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム B460＋ 41：26．33 30．3

（伊）

33 レッドティムール 牝4青鹿55 北村 宏司 �東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 528＋401：26．62 16．3�
711 ク ナ ン ガ ン 牝6黒鹿55 上野 翔坂田 行夫氏 高市 圭二 日高 いとう牧場 484± 01：26．81� 367．8�
56 	 サンタンジェロ 牝5黒鹿55 田中 勝春村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 462＋221：27．01 157．8�
813	 オギノシュタイン 牝5黒鹿55 村田 一誠荻野 亮氏 大和田 成 新ひだか 静内白井牧場 488＋ 81：27．85 351．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 35，932，800円 複勝： 73，659，100円 枠連： 17，056，500円
馬連： 68，766，000円 馬単： 51，358，600円 ワイド： 33，806，800円
3連複： 85，408，900円 3連単： 173，116，100円 計： 539，104，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 230円 � 200円 枠 連（2－6） 740円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 350円 �� 310円 �� 910円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 6，060円

票 数

単勝票数 計 359328 的中 � 168709（1番人気）
複勝票数 計 736591 的中 � 384599（1番人気）� 47165（6番人気）� 61380（2番人気）
枠連票数 計 170565 的中 （2－6） 17221（4番人気）
馬連票数 計 687660 的中 �� 61689（5番人気）
馬単票数 計 513586 的中 �� 33551（5番人気）
ワイド票数 計 338068 的中 �� 25415（5番人気）�� 28838（3番人気）�� 8145（14番人気）
3連複票数 計 854089 的中 ��� 40383（5番人気）
3連単票数 計1731161 的中 ��� 21085（17番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―11．9―12．5―12．4―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．1―36．0―48．5―1：00．9―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エンドレスノット �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2011．10．16 東京2着

2009．1．28生 牝4鹿 母 ウィキウィキ 母母 リアルナンバー 9戦2勝 賞金 25，500，000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。

12032 4月27日 晴 良 （25東京2）第3日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走14時00分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
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
1：34．4
1：33．3

重
良

46 マルブツビアン 牡5黒鹿57 田辺 裕信大澤 素子氏 杉浦 宏昭 浦河 松田 憲一 516－ 41：37．6 2．8�
712 キングジャズ 牡5栗 57 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 464＋ 81：38．34 10．7�
58 � バルダメンテ 牡4青鹿57 C．デムーロ 前田 幸治氏 和田正一郎 米 Marion G.

Montanari 518± 01：38．72	 7．5�
（伊）

610 カントリースノー 
6黒鹿57 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B516＋ 4 〃 ハナ 10．5�
45 アールデュラン 
4鹿 57 三浦 皇成星野 紀子氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 472－ 41：38．91	 25．7�
57 エバーグリーン 牡5青 57 田中 勝春吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 494± 01：39．32	 4．0	
813 ドンビザッツウェイ 牡6鹿 57 戸崎 圭太田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 494－ 61：39．4クビ 15．3

33 フェアブレシア 牡4鹿 57 北村 宏司岡田 牧雄氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 524－ 4 〃 ハナ 6．8�
814 スリープレシャス 牡5青 57 北村 友一永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B462± 01：39．5	 209．8�
11 シンボリプロント 牡4黒鹿57 江田 照男シンボリ牧場 牧 光二 新ひだか シンボリ牧場 454＋16 〃 クビ 44．3
69 コスモパルダ 牡4青鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 488± 01：39．92	 28．9�
22 � ラッキースター 牡5鹿 57 勝浦 正樹副島 義久氏 高市 圭二 浦河 モトスファーム 486± 01：40．0	 183．5�
711�� ピューマティック 牡5鹿 57 松山 弘平林 正道氏 栗田 徹 米 Lazy Lane

Farms, Inc. B532－ 81：40．42	 162．7�
34 � スガノタイトル 牡4栗 57 高倉 稜菅原 光博氏 田村 康仁 新ひだか 沖田 哲夫 452－ 2 〃 アタマ 225．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，262，700円 複勝： 50，935，400円 枠連： 23，209，600円
馬連： 86，448，500円 馬単： 49，269，300円 ワイド： 33，912，700円
3連複： 100，027，100円 3連単： 166，475，400円 計： 542，540，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 280円 � 200円 枠 連（4－7） 1，150円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 570円 �� 390円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 2，510円 3 連 単 ��� 9，390円

票 数

単勝票数 計 322627 的中 � 90999（1番人気）
複勝票数 計 509354 的中 � 151380（1番人気）� 36670（6番人気）� 59834（3番人気）
枠連票数 計 232096 的中 （4－7） 15007（5番人気）
馬連票数 計 864485 的中 �� 58669（5番人気）
馬単票数 計 492693 的中 �� 18344（6番人気）
ワイド票数 計 339127 的中 �� 14804（5番人気）�� 23049（2番人気）�� 6128（17番人気）
3連複票数 計1000271 的中 ��� 29465（8番人気）
3連単票数 計1664754 的中 ��� 13085（19番人気）

ハロンタイム 12．2―11．5―11．9―12．8―13．2―12．4―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．7―35．6―48．4―1：01．6―1：14．0―1：25．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルブツビアン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2011．1．10 中山4着

2008．2．29生 牡5黒鹿 母 クインキャスト 母母 キオイキャスト 13戦3勝 賞金 40，311，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 エバーグリーン号の騎手田中勝春は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：13番）
※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。



12033 4月27日 晴 良 （25東京2）第3日 第9競走 ��
��2，400�

じ ん ば

陣 馬 特 別
発走14時35分 （芝・左）
4歳以上，1，000万円以下，24．4．28以降25．4．21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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

815 ステラウインド 牡4黒鹿56 蛯名 正義前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 466－ 42：26．2 3．7�
713� レオプログレス 牡8青 55 田辺 裕信�レオ 萱野 浩二 様似 清水 誠一 464± 02：26．3� 7．3�
58 スーサングレート 牡5栗 56 松山 弘平林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B510± 0 〃 ハナ 19．9�
23 カ ム フ ィ ー 牡4黒鹿56 横山 典弘清水 二朗氏 鈴木 康弘 池田 新田牧場 462－ 22：26．4クビ 5．0�
34 � ファルスター 牡5鹿 55 内田 博幸佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 494－ 4 〃 クビ 3．1�
46 ドリームゴスペル 牡6鹿 55 武士沢友治セゾンレースホース� 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 532－ 42：26．72 40．3	
47 マイネルリヒト 牡4鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 日高 山際 辰夫 476＋ 42：27．02 26．0

610 ハ イ リ リ ー 牝4栗 53 三浦 皇成�G1レーシング 尾形 充弘 安平 追分ファーム 452＋ 22：27．1クビ 11．2�
11 ラクリモーサ 牝4青鹿52 戸崎 圭太 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 432＋ 2 〃 クビ 17．5�
712 ヤマニンアーマー 牡5鹿 53 高倉 稜土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 458－ 62：27．2	 95．2
35 � カンタベリーナイト 牡4鹿 54 江田 照男峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 494± 02：27．3クビ 76．9�
22 ロードアイアン 牡7鹿 54 福永 祐一 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新冠 赤石 久夫 486－102：27．4	 171．7�
814 ウインフロレゾン 牝4黒鹿52 吉田 豊�ウイン 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム 464＋ 42：27．5� 30．0�
59 マイネルナロッサ 牝6黒鹿50 酒井 学 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 22：28．13	 242．3�
611 ブリリアントシチー 牡6栗 52 村田 一誠 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 浦河 今井 秀樹 524± 02：30．6大差 430．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 42，794，900円 複勝： 68，348，700円 枠連： 25，286，800円
馬連： 112，386，900円 馬単： 63，558，100円 ワイド： 45，104，400円
3連複： 131，266，300円 3連単： 225，655，800円 計： 714，401，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 200円 � 220円 � 590円 枠 連（7－8） 930円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，530円

ワ イ ド �� 580円 �� 1，690円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 8，540円 3 連 単 ��� 33，130円

票 数

単勝票数 計 427949 的中 � 91700（2番人気）
複勝票数 計 683487 的中 � 107483（3番人気）� 89337（4番人気）� 24258（8番人気）
枠連票数 計 252868 的中 （7－8） 20206（4番人気）
馬連票数 計1123869 的中 �� 61171（5番人気）
馬単票数 計 635581 的中 �� 18603（8番人気）
ワイド票数 計 451044 的中 �� 20453（6番人気）�� 6361（25番人気）�� 6386（24番人気）
3連複票数 計1312663 的中 ��� 11352（32番人気）
3連単票数 計2256558 的中 ��� 5028（91番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．6―12．5―12．6―12．5―12．5―12．6―13．1―12．2―11．5―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�
12．3―23．3―34．9―47．4―1：00．0―1：12．5―1：25．0―1：37．6―1：50．7―2：02．9―2：14．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ステラウインド �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2012．1．5 中山4着

2009．3．1生 牡4黒鹿 母 ビーウインド 母母 ビクトリーマッハ 10戦3勝 賞金 50，790，000円

12034 4月27日 晴 良 （25東京2）第3日 第10競走 ��
��1，600�

しゅんこう

春光ステークス
発走15時10分 （ダート・左）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

714 サンライズブレット 牡5栗 57 松山 弘平松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム 470－ 61：36．6 3．3�
23 オールドパサデナ 牝4鹿 55 横山 典弘吉田 照哉氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 508＋ 81：36．7� 2．3�
47 ビンテージチャート 牡7栗 57 勝浦 正樹 �キャロットファーム 上原 博之 早来 ノーザンファーム 524± 0 〃 クビ 19．7�
510 スズカヴィグラス 牡4鹿 57 蛯名 正義永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 B496＋ 61：36．8	 5．4�
48 
 ダブルスター 牡4栗 57 柴田 善臣�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 506＋ 61：36．9クビ 11．5�
59 
 タイガースラム �7栗 57 田辺 裕信吉田 和美氏 高野 友和 新冠 柏木 一則 572－ 41：37．43 27．0	
36 ディーエスコンドル 牡5鹿 57 江田 照男秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 462－ 61：37．5� 54．4

35 �
 クリュギスト 牡7鹿 57 内田 博幸吉田 和美氏 吉田 直弘 豪 Arrowleave

Joint Venture 526＋ 41：37．81� 18．7�
612 イチエイクリッパー 牡6鹿 57 柴田 大知栃本 實氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 524＋12 〃 クビ 486．1�
713� サトノデートナ 牡5鹿 57 高倉 稜里見 治氏 国枝 栄 米

Barbara Nel-
son & Richard
Lugovich Jr.

498＋101：37．9クビ 90．8
11 レッドヴァンクール 牡7鹿 57 吉田 豊 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 530± 01：38．21� 169．2�
611� パルラメンターレ �6鹿 57 武士沢友治藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita 474－ 61：38．3クビ 79．8�
816 ニシノヴァンクール 牡6青鹿57 村田 一誠西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 西山牧場 510－ 41：38．51	 77．4�
12 エンジョイタイム 牡5鹿 57 酒井 学前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント 482－121：38．92	 46．9�
815 ミカエルビスティー 牡6黒鹿57 三浦 皇成備前島敏子氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 490＋ 81：39．0� 44．4�
24 
 クールバニヤン 牡9青鹿57 江田 勇亮�フジレーシング 高橋 文雅 門別 藤本ファーム 434－ 41：39．95 657．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，162，200円 複勝： 70，830，400円 枠連： 33，252，000円
馬連： 152，398，900円 馬単： 85，418，900円 ワイド： 51，250，200円
3連複： 168，382，300円 3連単： 319，802，200円 計： 930，497，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 120円 � 280円 枠 連（2－7） 420円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 230円 �� 880円 �� 710円

3 連 複 ��� 2，560円 3 連 単 ��� 10，660円

票 数

単勝票数 計 491622 的中 � 118237（2番人気）
複勝票数 計 708304 的中 � 143157（2番人気）� 199187（1番人気）� 45815（5番人気）
枠連票数 計 332520 的中 （2－7） 59040（1番人気）
馬連票数 計1523989 的中 �� 249163（1番人気）
馬単票数 計 854189 的中 �� 57777（3番人気）
ワイド票数 計 512502 的中 �� 69566（1番人気）�� 12779（9番人気）�� 16029（7番人気）
3連複票数 計1683823 的中 ��� 48719（5番人気）
3連単票数 計3198022 的中 ��� 22144（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．5―34．9―46．4―58．8―1：11．2―1：23．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズブレット �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2010．12．18 阪神4着

2008．4．2生 牡5栗 母 オスティエンセ 母母 オステアアンティカ 11戦4勝 賞金 58，618，000円
〔発走状況〕 パルラメンターレ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 パルラメンターレ号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 ガリレオバローズ号・コルポディヴェント号・スズカセクレターボ号・タマブラックホール号・

ナリタスーパーワン号・ルグランヴォヤージ号・ロンギングスター号



12035 4月27日 晴 良 （25東京2）第3日 第11競走 ��
��2，400�第20回テレビ東京杯青葉賞（ＧⅡ）

発走15時45分 （ダービートライアル） （芝・左）
3歳；負担重量は，馬齢重量

テレビ東京賞（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 1，330，000円 380，000円 190，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

35 ヒラボクディープ 牡3黒鹿56 蛯名 正義�平田牧場 国枝 栄 日高 下河辺牧場 486＋ 42：26．2 24．6�
23 � アポロソニック 牡3鹿 56 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 IEAH Stables &

Andrew Cohen 530± 0 〃 アタマ 48．2�
47 ラストインパクト 牡3青鹿56 北村 友一有限会社シルク松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 4 〃 クビ 6．1�
510 サトノノブレス 牡3黒鹿56 北村 宏司里見 治氏 池江 泰寿 洞爺湖 メジロ牧場 482－ 82：26．41� 9．3�
713� アウォーディー 牡3鹿 56 松山 弘平前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills

Management B500＋ 82：26．5クビ 48．4�
612 アルヴェロン 牡3黒鹿56 三浦 皇成 	社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 484－ 62：26．71	 75．4

818 アドマイヤスピカ 牡3栗 56 福永 祐一近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 478－ 22：26．8	 14．5�
714 アウトオブシャドウ 牡3栗 56 戸崎 圭太飯塚 知一氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 454－ 62：26．9クビ 25．8�
24 トウシンモンステラ 牡3黒鹿56 酒井 学�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 474± 02：27．0
 18．0
11 テイエムブシドー 牡3鹿 56 吉田 豊竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 オリエント牧場 452＋ 42：27．21� 196．2�
715� レッドレイヴン 牡3青鹿56 内田 博幸 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 米 Richard Santulli

& Bobby Flay 502＋ 4 〃 クビ 1．8�
817 ダービーフィズ 牡3栗 56 C．デムーロ 	社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 448－ 62：27．41� 8．0�

（伊）

611 マイネルマエストロ 牡3青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム 478＋ 2 〃 クビ 117．7�

48 カフェリュウジン 牡3鹿 56 石橋 脩西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 512－ 62：27．61� 66．3�
816� バ ン デ 牡3鹿 56 田中 勝春林 正道氏 矢作 芳人 愛 Kildaragh

Stud 496－ 42：27．81� 94．6�
36 カリスマサンタイム 牡3黒鹿56 高倉 稜畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 492－ 62：28．43	 597．0�
12 ヘイローフォンテン 牡3鹿 56 柴田 善臣吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 504± 02：28．71
 215．3�
59 ツクバローレル 牡3黒鹿56 横山 典弘荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 青森 ワールドファーム 500－ 42：29．55 269．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 170，230，600円 複勝： 244，224，400円 枠連： 107，418，700円
馬連： 549，189，200円 馬単： 290，536，000円 ワイド： 194，590，200円
3連複： 679，408，200円 3連単： 1，260，894，000円 計： 3，496，491，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，460円 複 勝 � 580円 � 1，120円 � 210円 枠 連（2－3） 7，500円

馬 連 �� 30，590円 馬 単 �� 71，140円

ワ イ ド �� 7，640円 �� 1，250円 �� 2，870円

3 連 複 ��� 40，730円 3 連 単 ��� 428，430円

票 数

単勝票数 計1702306 的中 � 54605（7番人気）
複勝票数 計2442244 的中 � 101710（7番人気）� 48783（11番人気）� 386106（2番人気）
枠連票数 計1074187 的中 （2－3） 10579（21番人気）
馬連票数 計5491892 的中 �� 13250（58番人気）
馬単票数 計2905360 的中 �� 3014（121番人気）
ワイド票数 計1945902 的中 �� 6127（62番人気）�� 39691（13番人気）�� 16582（29番人気）
3連複票数 計6794082 的中 ��� 12311（106番人気）
3連単票数 計12608940 的中 ��� 2172（868番人気）

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

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―24．1―36．6―49．3―1：01．9―1：14．8―1：27．3―1：39．6―1：51．5―2：02．9―2：14．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．6―3F34．7
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒラボクディープ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2012．10．27 東京1着

2010．4．26生 牡3黒鹿 母 キャットアリ 母母 Careless Kitten 5戦3勝 賞金 71，468，000円
〔制裁〕 ラストインパクト号の騎手北村友一は，後検量に遅れたことについて戒告。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりヒラボクディープ号・アポロソニック号は，東京優駿（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。

12036 4月27日 晴 良 （25東京2）第3日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走16時20分 （芝・左）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

610 ニジブルーム 牡5芦 57 蛯名 正義横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム 492－ 21：33．1 7．4�
814 ミエノゴーゴー 牡5黒鹿57 戸崎 圭太里見美惠子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 466－14 〃 ハナ 6．6�
34 � キョウエイバサラ 牡5芦 57 内田 博幸田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock 516－ 2 〃 アタマ 5．0�
46 ヴァリアシオン 牡4鹿 57 福永 祐一 �サンデーレーシング 西園 正都 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500－ 21：33．31	 2．8�
59 ローレルソラン 牡5鹿 57 田辺 裕信 �ローレルレーシング 奥平 雅士 新冠 樋渡 信義 462－121：33．4
 7．8	
11 ラヴェルソナタ �5鹿 57 横山 典弘 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 516－101：33．5� 7．4

58 ルネッタアスール 牝4鹿 55 C．デムーロ 青木 照吉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 462－101：34．03 16．5�

（伊）

22 シンボリカージナル 牡7鹿 57 江田 照男シンボリ牧場 高橋 祥泰 静内 シンボリ牧場 506＋ 41：34．1� 345．5�
713 ヤマニンパソドブル 牝6青鹿55 酒井 学土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 484－ 21：34．42 329．4
47 クレーンズラヴァー 牝6栗 55 高倉 稜�本桐牧場 清水 英克 新ひだか 本桐牧場 452＋ 41：35．03
 127．0�
23 タガノグーフォ �4黒鹿57 松山 弘平八木 良司氏 松田 国英 新冠 八木牧場 470－ 21：35．1� 21．6�
611 オルレアンノオトメ 牝6鹿 55 武士沢友治�ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 B470－101：35．31 95．7�
35 カシノピストン 牡6芦 57 大庭 和弥柏木 務氏 和田 雄二 熊本 竹原 孝昭 468± 0 〃 クビ 415．7�
815 ダノンボルケーノ 牡6栗 57 石橋 脩�ダノックス 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：35．93
 182．0�
712 マ イ ヨ ー ル 牡7芦 57 柴田 大知岡田 繁幸氏 清水 美波 新ひだか 乾 皆雄 B500－ 21：36．96 80．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 55，539，800円 複勝： 75，152，800円 枠連： 33，165，400円
馬連： 139，284，900円 馬単： 79，239，100円 ワイド： 53，656，000円
3連複： 157，626，100円 3連単： 309，193，200円 計： 902，857，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 200円 � 190円 � 170円 枠 連（6－8） 2，030円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 4，070円

ワ イ ド �� 760円 �� 640円 �� 540円

3 連 複 ��� 3，160円 3 連 単 ��� 19，930円

票 数

単勝票数 計 555398 的中 � 59755（4番人気）
複勝票数 計 751528 的中 � 99728（4番人気）� 106957（3番人気）� 122264（2番人気）
枠連票数 計 331654 的中 （6－8） 12116（11番人気）
馬連票数 計1392849 的中 �� 45829（11番人気）
馬単票数 計 792391 的中 �� 14399（17番人気）
ワイド票数 計 536560 的中 �� 17172（10番人気）�� 20699（8番人気）�� 25353（6番人気）
3連複票数 計1576261 的中 ��� 36824（10番人気）
3連単票数 計3091932 的中 ��� 11450（62番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．2―11．5―11．9―11．9―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．1―34．3―45．8―57．7―1：09．6―1：21．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニジブルーム �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Caerleon デビュー 2010．10．3 阪神2着

2008．4．26生 牡5芦 母 タヤスブルーム 母母 ゲイロレンヌ 33戦4勝 賞金 52，309，000円
※ダノンボルケーノ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



（25東京2）第3日 4月27日（土曜日） 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 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 手 当

270，910，000円
2，080，000円
5，660，000円
2，930，000円
24，750，000円
66，062，000円
5，608，800円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
533，072，200円
873，429，900円
333，722，700円
1，401，631，900円
830，558，300円
547，518，700円
1，666，932，700円
3，131，407，900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 9，318，274，300円

総入場人員 39，849名 （有料入場人員 38，240名）
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