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12013 4月27日 晴 良 （26東京2）第2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

47 アンジュシュエット 牝3黒鹿54 後藤 浩輝有限会社シルク伊藤 大士 浦河 桑田牧場 470－ 21：38．6 3．2�
612 アネラノヘア 牝3鹿 54 浜中 俊山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 488 ― 〃 クビ 13．3�
36 リンガスアリュール 牝3栗 54 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 504－ 21：38．7クビ 7．0�
48 レッドクラリス 牝3栗 54 内田 博幸 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 448－ 21：39．23 7．6�
24 タカラフローリック 牝3芦 54 蛯名 正義村山 義男氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 468－101：39．62� 3．9�
12 サウザンドオークス 牝3栗 54 江田 照男岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 440＋ 6 〃 アタマ 15．3	
510 テイエムペガサス 牝3黒鹿54 武士沢友治竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 長浜牧場 B444＋ 21：40．02� 269．5

816 セイントローズバド 牝3鹿 54 田辺 裕信内海 正章氏 斎藤 誠 様似 清水スタッド 482＋ 41：40．31� 18．6�
35 グレイトフル 牝3黒鹿54 横山 和生 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514－ 61：40．62 22．7�
713 セイウンコレット 牝3黒鹿54 北村 宏司西山 茂行氏 鈴木 伸尋 日高 メイプルファーム 474± 01：40．7クビ 42．2
815 スプレンダー 牝3栗 54 三浦 皇成 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472＋101：40．8� 11．3�
714 ケイツーエマー 牝3黒鹿54 戸崎 圭太楠本 勝美氏 菅原 泰夫 新ひだか 築紫 洋 452＋ 41：41．22� 48．5�
59 ファイナルカヨ 牝3栗 54

51 ▲井上 敏樹泉 一郎氏 和田 雄二 日高 戸川牧場 436－ 21：41．3クビ 98．9�
23 マ ナ ス ル 牝3黒鹿54 勝浦 正樹岡田 壮史氏 加藤 和宏 浦河 市川フアーム 444－ 21：41．4� 362．4�
611 マンディスキュア 牝3黒鹿54 松岡 正海�広富牧場 高市 圭二 日高 広富牧場 436＋ 21：42．89 50．4�
11 バゴラグーン 牝3栗 54 柴田 大知 M・

Kenichiホールディング� 尾関 知人 千歳 社台ファーム 400± 01：43．11� 224．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，787，100円 複勝： 47，640，900円 枠連： 16，432，800円
馬連： 60，451，400円 馬単： 37，144，300円 ワイド： 28，621，100円
3連複： 79，993，200円 3連単： 125，028，800円 計： 420，099，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 370円 � 220円 枠 連（4－6） 1，310円

馬 連 �� 2，230円 馬 単 �� 3，490円

ワ イ ド �� 880円 �� 450円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 5，520円 3 連 単 ��� 25，660円

票 数

単勝票数 計 247871 的中 � 62954（1番人気）
複勝票数 計 476409 的中 � 137474（1番人気）� 25170（6番人気）� 52621（3番人気）
枠連票数 計 164328 的中 （4－6） 9262（5番人気）
馬連票数 計 604514 的中 �� 20015（8番人気）
馬単票数 計 371443 的中 �� 7876（11番人気）
ワイド票数 計 286211 的中 �� 7896（10番人気）�� 17202（2番人気）�� 3215（26番人気）
3連複票数 計 799932 的中 ��� 10701（14番人気）
3連単票数 計1250288 的中 ��� 3597（59番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．4―35．1―47．4―1：00．1―1：12．6―1：25．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンジュシュエット �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．8．11 新潟12着

2011．5．9生 牝3黒鹿 母 ショウナンガッド 母母 シ ャ ン ラ ン 6戦1勝 賞金 9，750，000円
※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。
（非抽選馬） 3頭 イニシアチブバイオ号・コンフォータブル号・ミヤセイリュー号

12014 4月27日 晴 良 （26東京2）第2日 第2競走 ��1，300�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
1：16．4
1：16．4

重
重

47 モントボーゲン 牝3鹿 54 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 牧 光二 安平 ノーザンファーム 462－ 61：20．7 3．4�
510 ハ ブ ー ブ �3芦 56 村田 一誠 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 468＋ 21：21．02 35．2�
35 スカイグランジャー 牡3鹿 56 内田 博幸小林 久義氏 中川 公成 えりも エクセルマネジメント 506－ 61：21．1クビ 26．1�
713 ディアジースター 牡3栗 56 藤岡 康太ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか タイヘイ牧場 446－ 21：21．2� 61．7�
816 プレフェリート 牡3鹿 56 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 新ひだか 千代田牧場 504－ 81：21．41� 4．5	
24 スピリットチャイム 牡3栗 56 松岡 正海 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 大西ファーム B490－ 2 〃 アタマ 226．1

59 コスモピンチョス 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 長浜 秀昭 484± 01：21．5� 16．0�
611 クラスタディケイ 牡3鹿 56 横山 和生池谷 誠一氏 本間 忍 新ひだか マークリ牧場 488＋14 〃 クビ 10．0�
12 ゴールデンスピード 牡3芦 56 田辺 裕信野口 弘司氏 小西 一男 浦河 三好牧場 464－ 41：21．6� 2．6
714 ローレルパシオン 牡3鹿 56 北村 宏司 �ローレルレーシング 菊川 正達 新冠 村田牧場 450－ 21：21．81 74．9�
815 デジタルアゲン 牡3鹿 56 武士沢友治浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 512＋ 4 〃 ハナ 20．4�
36 ドクターシェイド 牝3鹿 54 柴田 善臣松岡 悟氏 柴田 政人 日高 庄野牧場 438＋ 41：22．54 363．7�
23 ミスティックナイト 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真平本 敏夫氏 松永 康利 新ひだか 藤川フアーム B480＋ 2 〃 ハナ 306．4�
612 ブラウンネプチュー 牡3栗 56 大庭 和弥キャピタルクラブ 加藤 和宏 浦河 カナイシスタッド 440－ 2 〃 ハナ 375．7�
11 パ ル メ ッ ト 牝3鹿 54 勝浦 正樹 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448＋ 41：22．6� 55．0�
48 ベルウッドマカルー 牡3鹿 56 江田 照男鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 田中 春美 498－ 71：22．92 498．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，934，200円 複勝： 41，732，200円 枠連： 14，998，000円
馬連： 55，197，700円 馬単： 36，956，200円 ワイド： 27，388，500円
3連複： 73，104，800円 3連単： 124，902，500円 計： 400，214，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 730円 � 520円 枠 連（4－5） 1，760円

馬 連 �� 5，960円 馬 単 �� 10，740円

ワ イ ド �� 1，970円 �� 1，310円 �� 6，590円

3 連 複 ��� 31，010円 3 連 単 ��� 147，490円

票 数

単勝票数 計 259342 的中 � 61469（2番人気）
複勝票数 計 417322 的中 � 89630（2番人気）� 12286（8番人気）� 18165（7番人気）
枠連票数 計 149980 的中 （4－5） 6291（8番人気）
馬連票数 計 551977 的中 �� 6837（18番人気）
馬単票数 計 369562 的中 �� 2541（35番人気）
ワイド票数 計 273885 的中 �� 3431（19番人気）�� 5290（14番人気）�� 998（43番人気）
3連複票数 計 731048 的中 ��� 1740（77番人気）
3連単票数 計1249025 的中 ��� 625（359番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．4―30．5―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4F50．2―3F37．6
3 1（7，9）（2，10）8（11，13）（6，12，16）14（3，15）（5，4） 4 1（7，9）（2，10）（6，8，13）（12，11，16，4）（3，14，15）5

勝馬の
紹 介

モントボーゲン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．6．2 東京3着

2011．1．16生 牝3鹿 母 レーゲンボーゲン 母母 レインボーファスト 7戦1勝 賞金 10，550，000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 マヤステファニー号

第２回 東京競馬 第２日



12015 4月27日 晴 良 （26東京2）第2日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

510 ゴールデンスピン 牡3栗 56 田辺 裕信田島榮二郎氏 大江原 哲 新ひだか 元茂牧場 484－ 21：38．7 4．0�
816 ウインヴォイジャー 牡3芦 56 内田 博幸�ウイン 清水 英克 日高 シンボリ牧場 514＋ 41：39．23 6．2�
12 キネオレジェンド 牡3鹿 56 北村 宏司吉田 千津氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 546－ 61：39．52 2．4�
23 サトノバセロン 牡3青鹿56 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 490－ 41：39．81� 19．8�
612 フ ァ ビ ン 牝3鹿 54 田中 勝春桐谷 茂氏 大和田 成 新ひだか 大滝 康晴 462＋ 2 〃 クビ 35．6�
714 エ ー ス ワ ン 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹榊原 秀雄氏 菅原 泰夫 新冠 中地 義次 484＋ 41：39．9クビ 123．8	
59 フクノトリアイナ 牡3鹿 56 松岡 正海福島 実氏 小野 次郎 平取 協栄組合 476－ 61：40．0� 55．9

11 トーセンエンブレム 牡3栗 56 江田 照男島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 516－ 4 〃 アタマ 8．8�
815 オ ニ ガ イ 牡3黒鹿56 杉原 誠人副島 義久氏 高市 圭二 浦河 モトスファーム 484＋ 21：40．21 64．8
713 テイエムコンドル 牡3鹿 56 嶋田 純次竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 448－ 41：40．3� 397．0�
35 ジャックポット 牡3鹿 56 武士沢友治�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 464＋ 2 〃 クビ 16．4�
47 ハワイアンブロー 牡3栗 56 戸崎 圭太有限会社シルク大竹 正博 安平 ノーザンファーム 534 ―1：40．4クビ 17．2�
48 フ リ メ ー ル 牝3栗 54 大庭 和弥�ミルファーム 畠山 重則 えりも エクセルマネジメント 424± 01：40．82� 331．4�
24 ダイワナッティー 牝3青 54 後藤 浩輝大城 敬三氏 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 482－ 41：40．9� 19．0�
611 ミラクルヴォーグ 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 482－ 41：41．32� 248．0�
36 ヴ ィ ヴ ェ ク 牡3鹿 56 三浦 皇成田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 464＋ 4 （競走中止） 115．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，019，700円 複勝： 57，867，900円 枠連： 18，319，500円
馬連： 62，810，700円 馬単： 42，139，700円 ワイド： 30，309，400円
3連複： 79，381，800円 3連単： 133，338，600円 計： 454，187，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 140円 � 180円 � 120円 枠 連（5－8） 1，420円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 3，110円

ワ イ ド �� 490円 �� 220円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 9，670円

票 数

単勝票数 計 300197 的中 � 60242（2番人気）
複勝票数 計 578679 的中 � 109241（2番人気）� 69124（4番人気）� 162001（1番人気）
枠連票数 計 183195 的中 （5－8） 9560（6番人気）
馬連票数 計 628107 的中 �� 27629（6番人気）
馬単票数 計 421397 的中 �� 10011（11番人気）
ワイド票数 計 303094 的中 �� 13804（6番人気）�� 39371（1番人気）�� 17249（3番人気）
3連複票数 計 793818 的中 ��� 48460（2番人気）
3連単票数 計1333386 的中 ��� 10181（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．2―34．9―47．5―1：00．6―1：13．1―1：25．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンスピン �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 カリズマティック デビュー 2013．11．24 東京5着

2011．5．18生 牡3栗 母 ステッバイステップ 母母 オ ル ビ タ ル 8戦1勝 賞金 11，650，000円
〔競走中止〕 ヴィヴェク号は，競走中に疾病〔右第1指関節開放性脱臼〕を発症し，最後の直線コースで騎手が落馬したため競走

中止。

12016 4月27日 晴 良 （26東京2）第2日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時40分 （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

59 グラスワイルド �3栗 56 柴田 大知半沢� 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 500 ―1：26．7 115．8�
58 アルディバイン 牡3鹿 56 北村 宏司髙樽さゆり氏 古賀 慎明 浦河 山下 恭茂 482＋141：26．91 4．2�
46 ジュガンティーヤ 牡3青 56 田辺 裕信�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 B518－ 21：27．32� 11．3�
713 トラストマティーニ 牡3鹿 56 蛯名 正義菅波 雅巳氏 田村 康仁 新冠 有限会社 大

作ステーブル 450 ― 〃 クビ 38．7�
47 オールデフィート 牡3鹿 56 田中 勝春�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 笹地牧場 470＋ 41：27．4クビ 7．4�
35 ディアポジション 牡3黒鹿56 戸崎 圭太ディアレスト 新開 幸一 青森 石田 英機 476＋ 61：27．71	 2．0	
712 パ ロ パ ロ 牡3栗 56 松岡 正海
LS.M 小野 次郎 新ひだか 井高牧場 492＋ 41：28．65 19．6�
815 デモクラシー 牡3鹿 56 武士沢友治藤田 在子氏 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 B460＋ 4 〃 ハナ 29．3�
814
 ヒシサブリナ 牝3鹿 54 内田 博幸阿部 雅英氏 牧 光二 米 Masa-

ichiro Abe 474＋12 〃 ハナ 16．8
611 シゲルリュウキュウ 牡3鹿 56 江田 照男森中 蕃氏 佐藤 吉勝 浦河 中村 雅明 458 ―1：30．5大差 153．7�
22 ニシノスコーピオン 牡3黒鹿56 村田 一誠西山 茂行氏 加藤 和宏 浦河 高昭牧場 468＋ 6 〃 ハナ 104．6�
23 サトノバイタル 牡3栗 56 秋山真一郎里見 治氏 成島 英春 新ひだか 矢野牧場 500－ 61：30．6	 223．8�
34 キャラメルソング 牡3芦 56 横山 典弘
ビリオンスター水野 貴広 千歳 社台ファーム 462－ 81：30．7クビ 12．2�
610 カシノリーベ 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹柏木 務氏 二本柳俊一 日高 藤本ファーム B498＋ 21：31．55 341．3�
11 カ ノ ー プ ス 牝3芦 54 横山 和生岡田 牧雄氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド B440＋ 41：32．99 167．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，449，000円 複勝： 48，677，600円 枠連： 16，756，500円
馬連： 57，890，300円 馬単： 43，550，600円 ワイド： 28，520，500円
3連複： 75，003，400円 3連単： 142，943，300円 計： 442，791，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，580円 複 勝 � 1，870円 � 180円 � 310円 枠 連（5－5） 14，120円

馬 連 �� 17，550円 馬 単 �� 48，190円

ワ イ ド �� 3，740円 �� 11，250円 �� 580円

3 連 複 ��� 55，750円 3 連 単 ��� 490，670円

票 数

単勝票数 計 294490 的中 � 2005（11番人気）
複勝票数 計 486776 的中 � 5263（10番人気）� 90651（2番人気）� 41345（4番人気）
枠連票数 計 167565 的中 （5－5） 876（22番人気）
馬連票数 計 578903 的中 �� 2435（35番人気）
馬単票数 計 435506 的中 �� 667（76番人気）
ワイド票数 計 285205 的中 �� 1814（31番人気）�� 594（54番人気）�� 13123（6番人気）
3連複票数 計 750034 的中 ��� 993（98番人気）
3連単票数 計1429433 的中 ��� 215（655番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グラスワイルド �
�
父 オペラハウス �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2011．3．4生 �3栗 母 シルクリンケージ 母母 エンスラーリング 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔騎手変更〕 カノープス号の騎手三浦皇成は，第3競走での落馬による検査のため横山和生に変更。
〔制裁〕 カノープス号の騎手横山和生は，発走後の御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カノープス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年5月27日まで平地競走に

出走できない。
※出走取消馬 ベック号（疾病〔左寛跛行〕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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ライクアラヴァー号



12017 4月27日 晴 良 （26東京2）第2日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時30分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

48 ネオリアリズム 牡3栗 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 504－ 42：03．0 2．0�
612 レッドレギオン 牡3鹿 56 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B474－ 22：03．1� 3．9�
36 バスティード 牡3栗 56 田辺 裕信古川 智洋氏 小笠 倫弘 新冠 ムラカミファーム 456－122：03．52� 10．1�
510 ロンギングケイシー 牡3黒鹿56 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 472± 02：03．6� 29．5�
611 レッドボルゲーゼ 牡3栗 56 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 454－ 2 〃 ハナ 22．2	
816 ギブアンドテイク 牡3栗 56 柴田 善臣嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 浦河 昭和牧場 476－202：03．7クビ 11．6

47 カンタベリーマーチ 牡3栗 56 藤岡 康太峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 荒谷 輝和 476＋ 42：04．02 149．1�
11 パイストロピカル 牝3鹿 54 大庭 和弥�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 430＋ 22：04．1クビ 150．3�
23 ブ リ ー ジ ョ 牡3黒鹿56 岩田 康誠星野 壽市氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 516＋ 22：04．42 18．2
714 ケセラストーン 牡3鹿 56 横山 和生�Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 448－ 2 〃 クビ 27．0�
12 ドルチェメンテ 牝3鹿 54 浜中 俊村野 康司氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 472 ―2：04．61	 19．0�
817 ラフィンテール 牝3芦 54 武士沢友治吉田 和子氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 426± 02：04．7� 313．3�
818 デルママツタロウ 牡3黒鹿56 蛯名 正義浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 466＋ 22：04．9� 21．9�
713 ノーブルスワン 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 448－ 22：05．21� 472．5�
35 ディーエスプロパー 牡3栗 56 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 464＋12 〃 ハナ 165．7�
715 ノーブルレッド 牝3黒鹿54 松岡 正海吉木 伸彦氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 430＋ 22：05．51� 407．1�
59 タカミルシエル 牝3鹿 54 二本柳 壮村田 滋氏 畠山 重則 日高 賀張三浦牧場 426± 02：06．13� 331．7�
24 フォックスデール 牝3鹿 54 柴田 大知吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 482－12 （競走中止） 249．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 36，574，700円 複勝： 61，893，200円 枠連： 18，678，700円
馬連： 68，347，500円 馬単： 48，830，500円 ワイド： 33，996，300円
3連複： 82，875，200円 3連単： 149，357，900円 計： 500，554，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 120円 � 190円 枠 連（4－6） 280円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 160円 �� 390円 �� 460円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 2，310円

票 数

単勝票数 計 365747 的中 � 148744（1番人気）
複勝票数 計 618932 的中 � 232158（1番人気）� 130406（2番人気）� 55447（3番人気）
枠連票数 計 186787 的中 （4－6） 50298（1番人気）
馬連票数 計 683475 的中 �� 159969（1番人気）
馬単票数 計 488305 的中 �� 74307（1番人気）
ワイド票数 計 339963 的中 �� 70298（1番人気）�� 18839（2番人気）�� 15252（4番人気）
3連複票数 計 828752 的中 ��� 65844（1番人気）
3連単票数 計1493579 的中 ��� 47818（1番人気）

ハロンタイム 13．5―12．5―11．8―12．5―13．0―12．7―12．6―11．5―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．5―26．0―37．8―50．3―1：03．3―1：16．0―1：28．6―1：40．1―1：51．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F34．4

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

勝馬の
紹 介

ネオリアリズム �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Meadowlake デビュー 2014．2．24 東京13着

2011．3．22生 牡3栗 母 トキオリアリティー 母母 What a Reality 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 フォックスデール号は，競走中に疾病〔左第1趾骨粉砕骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 グッドマッチ号・ケイクエスト号・プレストウィック号・マイネルレパード号・レテルノアモーレ号

12018 4月27日 晴 良 （26東京2）第2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 7，200，000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
1：44．2
1：44．1

良
良

33 サトノフェラーリ 牡3鹿 56 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 460± 01：49．6 1．8�
66 グランドサッシュ 牡3黒鹿56 横山 典弘有限会社シルク武市 康男 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋ 41：49．91� 10．9�
89 ウインリバティ 牝3黒鹿54 柴田 大知�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 428－ 2 〃 ハナ 9．7�
88 レッドグルック 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 478－ 41：50．11� 6．4�
55 ラインハーディー 牝3栗 54 蛯名 正義大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 476－ 4 〃 クビ 25．9�
77 スパーブデイ 牡3鹿 56 松岡 正海藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 512＋ 21：50．2クビ 6．5	
44 ブライティアスター 牝3黒鹿54 江田 照男小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 454＋12 〃 クビ 8．4

11 カ ッ テ 牝3黒鹿54 田中 勝春田中 春美氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 438± 01：50．83� 86．0�
22 ディアイッセイ 牡3鹿 56 石橋 脩ディアレスト 奥平 雅士 新冠 武田牧場 492± 01：50．9� 78．2�

（9頭）

売 得 金
単勝： 35，219，400円 複勝： 70，228，800円 枠連： 13，363，600円
馬連： 58，447，800円 馬単： 49，260，800円 ワイド： 27，808，100円
3連複： 66，587，200円 3連単： 185，807，100円 計： 506，722，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 240円 � 200円 枠 連（3－6） 890円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 290円 �� 300円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 1，670円 3 連 単 ��� 5，240円

票 数

単勝票数 計 352194 的中 � 160406（1番人気）
複勝票数 計 702288 的中 � 339732（1番人気）� 47033（6番人気）� 61227（5番人気）
枠連票数 計 133636 的中 （3－6） 11190（4番人気）
馬連票数 計 584478 的中 �� 50655（5番人気）
馬単票数 計 492608 的中 �� 30575（5番人気）
ワイド票数 計 278081 的中 �� 26041（3番人気）�� 24777（4番人気）�� 5863（15番人気）
3連複票数 計 665872 的中 ��� 29446（9番人気）
3連単票数 計1858071 的中 ��� 26219（18番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―12．5―12．9―12．8―12．4―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―24．9―37．4―50．3―1：03．1―1：15．5―1：26．9―1：38．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F34．1

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

勝馬の
紹 介

サトノフェラーリ 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Danehill デビュー 2013．7．20 函館1着

2011．2．17生 牡3鹿 母 サトノアマゾネス 母母 Prawn Cocktail 7戦2勝 賞金 25，484，000円
※ウインリバティ号・ブライティアスター号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



12019 4月27日 晴 良 （26東京2）第2日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走13時30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
1：19．6
1：19．0

良
良

810 リーサルウェポン 牝3鹿 54 戸崎 圭太 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 タバタファーム 424－ 41：21．5 2．7�
78 コスモエルデスト 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 鳥井 征士 436± 01：21．6� 3．8�
22 ダイワジャスト 牡3鹿 56 後藤 浩輝大城 敬三氏 田中 剛 新ひだか 折手牧場 518－ 61：21．81� 6．7�
33 サフランスカイ 牡3鹿 56 岩田 康誠海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 456－ 2 〃 クビ 10．7�
67 	 トルセドール 牡3鹿 56 田辺 裕信窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 米 Cloverleaf

Farms II, Inc. 466＋ 6 〃 アタマ 3．9�
44 ウインイルソーレ 牡3鹿 56 石橋 脩	ウイン 高橋 祥泰 新冠 北星村田牧場 490＋101：22．11
 18．1

79 オリエンタルダガー 牡3鹿 56 江田 照男棚網 基己氏 大江原 哲 浦河 小林 仁 430－ 61：22．42 23．2�
811 カシノレント 牡3黒鹿56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 488＋ 41：22．71
 140．2�
66 シゲルトオトウミ 牝3栗 54 勝浦 正樹森中 蕃氏 武市 康男 浦河 鎌田 正嗣 440± 01：22．8� 102．3
55 シャインシュラーク 牡3栗 56 武士沢友治岡田 牧雄氏 天間 昭一 新ひだか 斉藤スタッド 454－ 41：23．22� 221．8�
11 デサフィナード 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 420－ 21：23．3� 239．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 35，459，900円 複勝： 48，287，200円 枠連： 15，587，800円
馬連： 71，012，100円 馬単： 47，083，300円 ワイド： 29，930，700円
3連複： 78，363，500円 3連単： 174，856，800円 計： 500，581，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 130円 � 170円 枠 連（7－8） 360円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 210円 �� 320円 �� 390円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 2，990円

票 数

単勝票数 計 354599 的中 � 104816（1番人気）
複勝票数 計 482872 的中 � 110407（1番人気）� 105003（2番人気）� 66222（4番人気）
枠連票数 計 155878 的中 （7－8） 32187（1番人気）
馬連票数 計 710121 的中 �� 109550（1番人気）
馬単票数 計 470833 的中 �� 41160（1番人気）
ワイド票数 計 299307 的中 �� 41942（1番人気）�� 22014（4番人気）�� 17241（5番人気）
3連複票数 計 783635 的中 ��� 67603（2番人気）
3連単票数 計1748568 的中 ��� 43162（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―35．4―47．2―58．5―1：09．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リーサルウェポン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Gold Legend デビュー 2013．11．10 東京2着

2011．5．29生 牝3鹿 母 クイックコマンド 母母 Jet Route 5戦2勝 賞金 17，000，000円

12020 4月27日 晴 良 （26東京2）第2日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走14時00分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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
1：34．4
1：33．3

重
良

813 スパークオンアイス 牝5鹿 55 岩田 康誠西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 482－ 41：38．8 9．4�
11 ショウリノウタゲ 牝4鹿 55 三浦 皇成平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 川端 正博 516± 01：39．22� 6．5�
711 ヤマトダイアンサス 牝4栃栗55 北村 宏司みの商事� 大竹 正博 日高 山際 辰夫 478＋121：39．3クビ 5．4�
22 � オ フ シ ョ ア 牝5鹿 55 内田 博幸 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム B444＋ 41：39．4� 12．0�
33 フルーツガーデン 牝4青鹿55 江田 照男田頭 勇貴氏 武井 亮 浦河 谷口牧場 468－ 61：39．82� 88．5	
57 プリンセスカママル 牝4鹿 55 後藤 浩輝 P.G．ファッジ氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 430－101：39．9� 2．0

812 リアライズクレア 牝5栗 55 浜中 俊工藤 圭司氏 加藤 征弘 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 534± 0 〃 ハナ 9．8�
710� ラ ノ ラ ラ ク 牝4栗 55 柴田 大知�ミルファーム 畠山 重則 浦河 バンダム牧場 480＋ 81：40．11� 212．3�
68 � メイショウポピュラ 牝4栗 55 藤岡 康太松本 好雄氏 中野 栄治 浦河 日の出牧場 420－161：40．3� 36．1
44 ソフトライム 牝4黒鹿55 田中 勝春吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 468± 01：40．51� 147．3�
69 アポロレジーナ 牝4鹿 55 田辺 裕信アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 480± 01：40．92� 27．2�
56 カカアデンカ 牝4栗 55 嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B464＋101：41．1� 174．0�
45 ポイントキセキ 牝4栗 55 勝浦 正樹小林 英一氏 岩戸 孝樹 日高 出口牧場 494± 01：41．41� 62．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 36，306，700円 複勝： 58，968，500円 枠連： 22，262，800円
馬連： 83，044，700円 馬単： 57，580，500円 ワイド： 35，400，200円
3連複： 99，910，100円 3連単： 211，204，000円 計： 604，677，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 270円 � 210円 � 190円 枠 連（1－8） 1，490円

馬 連 �� 3，580円 馬 単 �� 7，530円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 770円 �� 640円

3 連 複 ��� 5，920円 3 連 単 ��� 43，570円

票 数

単勝票数 計 363067 的中 � 30702（4番人気）
複勝票数 計 589685 的中 � 52302（6番人気）� 75763（3番人気）� 88683（2番人気）
枠連票数 計 222628 的中 （1－8） 11069（7番人気）
馬連票数 計 830447 的中 �� 17124（14番人気）
馬単票数 計 575805 的中 �� 5644（27番人気）
ワイド票数 計 354002 的中 �� 8505（16番人気）�� 11382（8番人気）�� 14068（6番人気）
3連複票数 計 999101 的中 ��� 12474（22番人気）
3連単票数 計2112040 的中 ��� 3578（131番人気）

ハロンタイム 12．0―11．2―12．3―12．7―12．8―12．3―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―23．2―35．5―48．2―1：01．0―1：13．3―1：25．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スパークオンアイス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2011．9．11 札幌7着

2009．3．10生 牝5鹿 母 ア ゲ ヒ バ リ 母母 トゥザヴィクトリー 15戦2勝 賞金 24，420，000円
［他本会外：7戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



12021 4月27日 晴 良 （26東京2）第2日 第9競走 ��
��1，800�

い さ わ

石 和 特 別
発走14時35分 （芝・左）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：44．1

良
良

89 モンストール 牡5鹿 57 柴田 善臣前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 村下農場 476－ 61：47．5 7．9�
33 エバーグリーン 牡6青 57 横山 典弘吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 488－161：47．71� 9．8�
22 ビームライフル 牡5青鹿57 戸崎 圭太西山 茂行氏 須貝 尚介 新ひだか 本桐牧場 472－ 21：47．8クビ 12．4�
88 ダイワアクシス 牡5黒鹿57 後藤 浩輝大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 450＋ 2 〃 クビ 4．9�
44 ショウナンラムジ 牡5鹿 57 松岡 正海国本 哲秀氏 矢作 芳人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 502－ 21：47．9	 11．6�
77 シャドウウィザード 
4黒鹿57 内田 博幸飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 454＋ 61：48．11 40．1�
11 ミエノキセキ 牡6栗 57 北村 宏司里見美惠子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 590＋ 2 〃 クビ 1．8	
55 ノーヒッター 牡4黒鹿57 勝浦 正樹島田 久氏 小野 次郎 浦河 江谷 重雄 468－ 21：48．41	 14．9

66 ミレニアムゴールド 牡5芦 57 蛯名 正義 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 追分ファーム 454－101：49．14 99．2�

（9頭）

売 得 金
単勝： 53，637，600円 複勝： 79，934，100円 枠連： 24，213，900円
馬連： 110，747，000円 馬単： 76，776，300円 ワイド： 46，552，900円
3連複： 120，752，900円 3連単： 302，678，500円 計： 815，293，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 300円 � 300円 � 380円 枠 連（3－8） 1，440円

馬 連 �� 3，030円 馬 単 �� 6，270円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 1，020円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 10，160円 3 連 単 ��� 52，780円

票 数

単勝票数 計 536376 的中 � 54050（3番人気）
複勝票数 計 799341 的中 � 72928（4番人気）� 72102（5番人気）� 53645（6番人気）
枠連票数 計 242139 的中 （3－8） 12496（6番人気）
馬連票数 計1107470 的中 �� 27028（11番人気）
馬単票数 計 767763 的中 �� 9037（23番人気）
ワイド票数 計 465529 的中 �� 10806（14番人気）�� 11322（13番人気）�� 8804（18番人気）
3連複票数 計1207529 的中 ��� 8778（36番人気）
3連単票数 計3026785 的中 ��� 4233（167番人気）

ハロンタイム 13．2―11．5―11．6―12．6―12．8―12．1―10．9―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．7―36．3―48．9―1：01．7―1：13．8―1：24．7―1：35．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．8―3F33．7

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

モンストール 
�
父 アドマイヤマックス 

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2011．7．16 新潟1着

2009．4．8生 牡5鹿 母 イソノスワロー 母母 イソノルーブル 20戦3勝 賞金 79，239，000円

12022 4月27日 晴 良 （26東京2）第2日 第10競走 ��
��2，000�府中市市制施行60周年記念

発走15時10分 （芝・左）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

府中市長賞（1着）
賞 品

本 賞 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

44 � グランデスバル 牡6栗 57 杉原 誠人 �グランデオーナーズ 星野 忍 浦河 鵜木 唯義 492＋ 42：03．0 9．4�
810 リ ベ ル タ ス 牡6鹿 57 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 494－142：03．21 6．4�
67 カネトシマーシャル 牡6鹿 57 藤岡 康太兼松 利男氏 五十嵐忠男 新ひだか 静内酒井牧場 506－ 42：03．3	 36．6�
79 リラコサージュ 牝4栗 55 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 424＋102：03．51
 8．8�
11 ブリッジクライム 牝5鹿 55 横山 典弘吉田 照哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 458－142：03．71
 7．4�
66 ロジサンデー 牡5鹿 57 田辺 裕信久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか 田中 裕之 474＋ 4 〃 クビ 42．8	
78 ガ チ バ ト ル 牡4栗 57 田中 勝春吉田喜代司氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 466＋ 42：03．8	 14．2

55 ネオブラックダイヤ 牡6青鹿57 北村 宏司小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－14 〃 クビ 106．7�
811 シャドウバンガード 牡5黒鹿57 戸崎 圭太飯塚 知一氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 432－ 4 〃 ハナ 3．2�
33 ヘルデンテノール 牡4鹿 57 柴田 善臣 社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504－ 4 〃 アタマ 3．5�
22 ジャングルハヤテ 牡7黒鹿57 後藤 浩輝伊藤 誠吉氏 大和田 成 新ひだか グランド牧場 492－ 2 （競走中止） 72．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 51，844，000円 複勝： 83，971，400円 枠連： 34，885，100円
馬連： 154，249，700円 馬単： 79，793，100円 ワイド： 53，006，900円
3連複： 166，575，600円 3連単： 332，695，000円 計： 957，020，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 250円 � 250円 � 680円 枠 連（4－8） 840円

馬 連 �� 2，520円 馬 単 �� 5，430円

ワ イ ド �� 910円 �� 3，140円 �� 2，420円

3 連 複 ��� 20，880円 3 連 単 ��� 132，290円

票 数

単勝票数 計 518440 的中 � 43655（6番人気）
複勝票数 計 839714 的中 � 95157（5番人気）� 97704（3番人気）� 27535（8番人気）
枠連票数 計 348851 的中 （4－8） 30826（4番人気）
馬連票数 計1542497 的中 �� 45248（12番人気）
馬単票数 計 797931 的中 �� 10857（27番人気）
ワイド票数 計 530069 的中 �� 14930（12番人気）�� 4062（33番人気）�� 5319（27番人気）
3連複票数 計1665756 的中 ��� 5890（68番人気）
3連単票数 計3326950 的中 ��� 1856（357番人気）

ハロンタイム 13．6―12．7―12．5―12．7―12．8―12．3―12．3―11．3―11．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．6―26．3―38．8―51．5―1：04．3―1：16．6―1：28．9―1：40．2―1：51．2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�グランデスバル �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 ホークアタック

2008．3．31生 牡6栗 母 ミルフォードスバル 母母 グリーンサムナー 21戦3勝 賞金 69，193，000円
初出走 JRA

〔発走状況〕 グランデスバル号は，枠入り不良。
〔競走中止〕 ジャングルハヤテ号は，最後の直線コースで，外側に斜行した「リラコサージュ」号に触れ，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 リラコサージュ号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成26年5月3日から平成26年5月

11日まで騎乗停止。（被害馬：2番）
※リラコサージュ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

２レース目



12023 4月27日 晴 良 （26東京2）第2日 第11競走 ��
��2，000�第49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 50，000，000円 20，000，000円 13，000，000円 7，500，000円 5，000，000円
付 加 賞 1，344，000円 384，000円 192，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

12 サングレアル 牝3青鹿54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 414－ 42：00．0 9．1�
35 ブランネージュ 牝3鹿 54 秋山真一郎 �社台レースホース藤岡 健一 安平 追分ファーム 458－ 4 〃 アタマ 10．1�
817 マイネオーラム 牝3鹿 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 42：00．21� 91．9�
715 マローブルー 牝3鹿 54 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 日高 日高大洋牧場 432－ 62：00．3クビ 21．0�
713 ニシノアカツキ 牝3栗 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 高昭牧場 448－ 4 〃 ハナ 84．7	
47 マジックタイム 牝3黒鹿54 杉原 誠人 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 454－ 4 〃 クビ 2．8

816 イ サ ベ ル 牝3鹿 54 浜中 俊近藤 英子氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 450－ 62：00．51� 5．6�
48 マイネグレヴィル 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 458－ 62：00．6� 7．6�
11 デルフィーノ 牝3青鹿54 横山 典弘 �ロードホースクラブ 牧 光二 新ひだか ケイアイファーム 442－ 82：00．7クビ 20．1
36 ハピネスダンサー 牝3鹿 54 藤岡 康太前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 452－142：00．91� 9．6�
24 ヤマニンアリエッタ 牝3黒鹿54 横山 和生土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 492－102：01．0� 112．5�
510 プレミアステイタス 牝3黒鹿54 柴田 善臣 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 460－102：01．21� 121．3�
23 プ ロ ク リ ス 牝3栗 54 内田 博幸 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 470± 02：01．3	 15．9�
611 ムードスウィングス 牝3黒鹿54 北村 宏司 �サンデーレーシング 斎藤 誠 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－ 22：01．4� 22．8�
818 スペランツァデーア 牝3黒鹿54 蛯名 正義吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 420－182：02．14 90．3�
612 シャドウカラーズ 牝3鹿 54 村田 一誠飯塚 知一氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 458＋ 22：02．31� 228．6�
59 パナシュドール 牝3鹿 54 田辺 裕信落合 幸弘氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 438＋102：02．83 144．8�
714 シードオブハピネス 牝3黒鹿54 石橋 脩�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 418－ 62：03．01� 216．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 198，641，400円 複勝： 305，595，200円 枠連： 175，414，100円 馬連： 715，226，900円 馬単： 373，699，700円
ワイド： 252，404，400円 3連複： 1，030，436，900円 3連単： 1，916，695，200円 5重勝： 687，171，500円 計： 5，655，285，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 340円 � 320円 � 1，710円 枠 連（1－3） 1，530円

馬 連 �� 5，970円 馬 単 �� 13，510円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 13，460円 �� 10，890円

3 連 複 ��� 189，600円 3 連 単 ��� 1，088，940円

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

キャリーオーバー なし����� 72，447，510円

票 数

単勝票数 計1986414 的中 � 172441（4番人気）
複勝票数 計3055952 的中 � 255968（5番人気）� 269504（4番人気）� 40606（12番人気）
枠連票数 計1754141 的中 （1－3） 84956（6番人気）
馬連票数 計7152269 的中 �� 88528（21番人気）
馬単票数 計3736997 的中 �� 20422（48番人気）
ワイド票数 計2524044 的中 �� 33099（21番人気）�� 4560（83番人気）�� 5645（73番人気）
3連複票数 計10304369 的中 ��� 4011（290番人気）
3連単票数 計19166952 的中 ��� 1299（1500番人気）
5重勝票数 計6871715 的中 ����� 7

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．7―36．4―48．4―1：00．7―1：12．7―1：24．5―1：36．0―1：47．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．5

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

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

勝馬の
紹 介

サングレアル �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Caerleon デビュー 2013．11．30 阪神1着

2011．5．8生 牝3青鹿 母 ビ ワ ハ イ ジ 母母 ア グ サ ン 3戦2勝 賞金 59，844，000円
〔騎手変更〕 マジックタイム号の騎手後藤浩輝は，第10競走での落馬負傷のため杉原誠人に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アンジュデュバン号・ウインリバティ号・ブライティアスター号・ヘイジームーン号・マリアライト号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりサングレアル号・ブランネージュ号・マイネオーラム号は，優駿牝馬（GⅠ）競走に優先出走できる。

12024 4月27日 晴 良 （26東京2）第2日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走16時25分 （ダート・左）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

612 オリオンザジャパン 牡4芦 57 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 武 牧場 478± 01：38．2 6．6�
48 � サンタクローチェ 牝4青鹿55 田中 勝春村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 474± 01：38．41 69．8�
713 バーディーイーグル 牡4鹿 57 戸崎 圭太里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 470－16 〃 クビ 3．7�
35 ラヴェルソナタ 	6鹿 57 柴田 善臣 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 524－ 21：38．72 12．9�
12 オメガスパーキング 牡5鹿 57 北村 宏司原 
子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B486＋ 81：38．8� 3．4�
510� バルダメンテ 牡5青鹿57 浜中 俊前田 幸治氏 和田正一郎 米 Marion G.

Montanari 526－ 81：39．01 7．3	
816 メイスンウォー 牡4鹿 57 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－ 61：39．1� 7．8

36 アルデグロリア 牝4栗 55 石橋 脩井上 修一氏 浅野洋一郎 新ひだか 元茂牧場 482± 0 〃 クビ 46．5�
11 � ビットアレグロ 牡5栗 57 江田 照男礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム B480－ 61：39．2� 49．2�
815 ク ロ ス ボ ウ 牡4黒鹿 57

54 ▲原田 和真 �サンデーレーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム 506－10 〃 ハナ 18．0
47 アルセーヌシチー 牡8鹿 57

54 ▲井上 敏樹 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 浦河 アイオイファーム 506＋ 21：39．73 54．4�
714 ツクババンドーオー 牡5鹿 57 横山 和生荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 496＋ 21：40．12� 25．7�
611 アップルハウス 牡4青鹿57 藤岡 康太新木 鈴子氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム 438＋ 41：40．52� 84．2�
23 ダノンアイガー 牡4芦 57 蛯名 正義�ダノックス 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 502－ 2 〃 クビ 123．8�
59 マジカルポケット 牡6鹿 57 武士沢友治榊原源一郎氏 手塚 貴久 日高 森永牧場 480－ 41：41．35 269．4�
24 スイングエンジン 牡8栗 57 内田 博幸平井 裕氏 森 秀行 浦河 岡部牧場 462－121：41．61� 129．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 78，347，300円 複勝： 122，288，000円 枠連： 56，490，800円
馬連： 221，538，800円 馬単： 120，184，000円 ワイド： 90，239，600円
3連複： 282，045，800円 3連単： 549，980，800円 計： 1，521，115，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 220円 � 1，440円 � 180円 枠 連（4－6） 10，670円

馬 連 �� 22，590円 馬 単 �� 39，340円

ワ イ ド �� 5，420円 �� 500円 �� 3，640円

3 連 複 ��� 24，570円 3 連 単 ��� 164，460円

票 数

単勝票数 計 783473 的中 � 94642（3番人気）
複勝票数 計1222880 的中 � 160248（3番人気）� 16265（12番人気）� 228626（2番人気）
枠連票数 計 564908 的中 （4－6） 3910（27番人気）
馬連票数 計2215388 的中 �� 7238（51番人気）
馬単票数 計1201840 的中 �� 2255（88番人気）
ワイド票数 計 902396 的中 �� 3889（46番人気）�� 49007（3番人気）�� 5833（35番人気）
3連複票数 計2820458 的中 ��� 8473（69番人気）
3連単票数 計5499808 的中 ��� 2468（422番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．5―37．0―49．7―1：02．3―1：14．3―1：26．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F35．9
3 10，5（4，8）（13，12）（7，16，15）（2，6，11）（1，14）3，9 4 10，5（4，8）（13，12）（7，16，15）（2，6，11）14，1，3，9

勝馬の
紹 介

オリオンザジャパン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．8．11 札幌4着

2010．2．27生 牡4芦 母 パーシャンブルー 母母 スプリングコート 14戦3勝 賞金 39，420，000円
〔騎手変更〕 バルダメンテ号の騎手後藤浩輝は，第10競走での落馬負傷のため浜中俊に変更。
〔制裁〕 ツクババンドーオー号の騎手横山和生は，発馬機内での御法（突進された）について過怠金10，000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） 2頭 ヴァルディヴィア号・タガノトネール号
（非抽選馬） 2頭 コスモパルダ号・トリニティチャーチ号

５レース目



（26東京2）第2日 4月27日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 168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

266，530，000円
2，080，000円
7，000，000円
2，630，000円
24，410，000円
66，221，000円
4，648，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
636，221，000円
1，027，085，000円
427，403，600円
1，718，964，600円
1，012，999，000円
684，178，600円
2，235，030，400円
4，349，488，500円
687，171，500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 12，778，542，200円

総入場人員 40，421名 （有料入場人員 38，596名）
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