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12001 4月25日 晴 良 （27東京2）第1日 第1競走 ��1，400�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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

24 ゼ ン ザ イ 牝3栗 54 内田 博幸 Him Rock Racing 上原 博之 新冠 ハクツ牧場 402－ 41：26．5 16．2�
12 イ ク シ ア 牝3芦 54 江田 照男 �シルクレーシング 栗田 徹 平取 坂東牧場 454± 01：26．71 3．7�
816 リリーグランツ 牝3鹿 54 吉田 豊森岡 幸人氏 矢野 英一 新ひだか 前川 正美 B436＋ 61：26．91� 1．9�
36 コンコルダンス 牝3芦 54 蛯名 正義 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 486－ 61：27．11 6．5�
59 イ ロ ジ カ ケ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 星野 忍 新冠 前川 隆範 458± 01：27．84 36．6�
611 プラチナムスタング 牝3芦 54 田辺 裕信竹森 幹雄氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 456－ 41：27．9� 14．1	
23 パ ル ミ エ 牝3黒鹿54 秋山真一郎井上 修一氏 浅野洋一郎 新ひだか 元茂牧場 438－ 61：28．11� 97．9

47 パパラヴズマンボ 牝3青鹿54 大野 拓弥�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 428± 01：28．41� 87．5�
612 オンユアマーク 牝3青鹿54 三浦 皇成髙樽 優也氏 新開 幸一 浦河 杵臼斉藤牧場 448＋181：28．61� 17．0�
714 ブルーポピー 牝3青 54 岩部 純二楠本 勝美氏 中川 公成 新冠 パカパカ

ファーム 430± 01：28．91� 153．7
510 コウユーココロザシ 牝3鹿 54 木幡 初広加治屋貞光氏 松永 康利 新ひだか 武岡農場 492± 01：29．0� 39．2�
815 マンハッタンガビー 牝3青鹿54 柴山 雄一菅原 広隆氏 根本 康広 様似 猿倉牧場 442－ 21：29．63� 351．4�
48 マザーファンネル 牝3黒鹿54 松岡 正海西山 茂行氏 古賀 史生 新冠 川上牧場 462－ 21：30．13 78．5�
35 ソングトゥソール 牝3鹿 54 武士沢友治石瀬 浩三氏 尾形 和幸 日高 鹿戸 武光 416－20 〃 ハナ 212．6�
11 ユ キ ン コ 牝3白 54 戸崎 圭太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 日高 ファニーヒルファーム 420－ 21：30．52� 40．5�
713 モ モ 牝3黒鹿 54

52 △岩崎 翼森 恭彦氏 武井 亮 新冠 ヤマタケ牧場 444 ―1：31．03 130．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，063，900円 複勝： 57，042，700円 枠連： 15，360，700円
馬連： 59，042，400円 馬単： 37，808，400円 ワイド： 34，096，500円
3連複： 77，223，200円 3連単： 120，106，400円 計： 427，744，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，620円 複 勝 � 210円 � 130円 � 110円 枠 連（1－2） 2，380円

馬 連 �� 2，870円 馬 単 �� 7，360円

ワ イ ド �� 670円 �� 350円 �� 180円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 16，260円

票 数

単勝票数 計 270639 的中 � 13301（5番人気）
複勝票数 計 570427 的中 � 31313（4番人気）� 76078（2番人気）� 301535（1番人気）
枠連票数 計 153607 的中 （1－2） 4993（7番人気）
馬連票数 計 590424 的中 �� 15890（8番人気）
馬単票数 計 378084 的中 �� 3848（19番人気）
ワイド票数 計 340965 的中 �� 10712（7番人気）�� 22588（3番人気）�� 60996（1番人気）
3連複票数 計 772232 的中 ��� 49613（2番人気）
3連単票数 計1201064 的中 ��� 5355（45番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―35．7―48．2―1：00．8―1：13．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．8―3F38．3
3 ・（4，16）（2，12）－（1，9）11，8（7，6，10）－（5，14）－（3，15）－13 4 ・（4，16）（2，12）－9，11，1（8，6）7，10（5，14）－（3，15）＝13

勝馬の
紹 介

ゼ ン ザ イ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー 2015．1．12 中山6着

2012．3．26生 牝3栗 母 シ ラ タ マ 母母 カンコウバイ 4戦1勝 賞金 5，500，000円
〔発走状況〕 パパラヴズマンボ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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 イヌイジェニー号

12002 4月25日 晴 良 （27東京2）第1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

611 スールキートス 牝3黒鹿54 吉田 豊�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 472－121：20．5 4．4�
35 シュネルシュタルク 牡3鹿 56 木幡 初広岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新冠 飛渡牧場 498－ 8 〃 ハナ 10．5�
816 ヴ ァ ッ ハ ウ 牡3鹿 56 三浦 皇成�ラ・メール 田村 康仁 新冠 赤石 久夫 476－ 2 〃 ハナ 1．4�
47 ケイアイトレジャー 牡3芦 56 柴山 雄一亀田 和弘氏 畠山 吉宏 日高 アイズスタッド株式会社 494＋10 〃 アタマ 33．8�
612 ワールドハーモニー 牡3鹿 56 武 豊日下部勝德氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル B470－ 21：21．45 18．7	
510 シゲルナマハゲ 牡3鹿 56 江田 照男森中 蕃氏 蛯名 利弘 浦河 王蔵牧場 430－ 6 〃 クビ 55．1

48 スマートガール 牝3芦 54 内田 博幸西村 專次氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 452－ 21：21．5� 141．1�
815 サトノピスケス 牡3栗 56 秋山真一郎里見 治氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 474－ 21：21．71 22．7�
36 ヴ ァ ー サ ス 牡3青鹿56 大野 拓弥�本桐牧場 天間 昭一 新ひだか 本桐牧場 448± 0 〃 ハナ 33．0
59 キョウワデューク 牡3栗 56 村田 一誠�協和牧場 的場 均 新冠 協和牧場 490± 0 〃 クビ 172．6�
11 ココクイーン 牝3黒鹿54 田辺 裕信深澤 朝房氏 根本 康広 浦河 大道牧場 428－ 21：21．8クビ 113．5�
12 サクラエアスター 牡3黒鹿56 戸崎 圭太�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 高橋 修 490 ―1：22．11� 26．6�
714 レオアジリティー 牡3栗 56 岩部 純二�レオ 萱野 浩二 浦河 鎌田 正嗣 450± 0 〃 クビ 141．3�
713 ア テ イ ン 牝3栗 54 大庭 和弥紙透 一雄氏 高橋 義博 日高 千葉飯田牧場 446＋ 61：22．2クビ 535．3�
23 シゲルハダカボウ 牡3栗 56

54 △岩崎 翼森中 蕃氏 小野 次郎 日高 新井 昭二 450＋ 81：22．83� 199．2�
24 ローエンナルビー 牡3黒鹿56 松岡 正海 �グランデオーナーズ 星野 忍 浦河 馬道 隆 434－ 81：23．22� 243．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，639，400円 複勝： 103，374，800円 枠連： 17，839，000円
馬連： 55，549，300円 馬単： 38，907，700円 ワイド： 30，114，800円
3連複： 62，909，300円 3連単： 116，512，500円 計： 452，846，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 120円 � 160円 � 110円 枠 連（3－6） 1，480円

馬 連 �� 2，850円 馬 単 �� 5，060円

ワ イ ド �� 570円 �� 150円 �� 300円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 9，640円

票 数

単勝票数 計 276394 的中 � 49916（2番人気）
複勝票数 計1033748 的中 � 72856（2番人気）� 39555（3番人気）� 799902（1番人気）
枠連票数 計 178390 的中 （3－6） 9301（4番人気）
馬連票数 計 555493 的中 �� 15103（8番人気）
馬単票数 計 389077 的中 �� 5757（14番人気）
ワイド票数 計 301148 的中 �� 10479（7番人気）�� 67015（1番人気）�� 22708（2番人気）
3連複票数 計 629093 的中 ��� 55837（1番人気）
3連単票数 計1165125 的中 ��� 8756（25番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．3―30．5―43．3―55．9―1：07．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スールキートス �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．8．3 新潟18着

2012．3．25生 牝3黒鹿 母 プライムウィッシュ 母母 プライムオブユース 6戦1勝 賞金 9，050，000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 タマモヴィオーラ号・マルカメテオ号

第２回 東京競馬 第１日



12003 4月25日 晴 良 （27東京2）第1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
1：34．1
1：33．3

不良
良

12 ベルウッドケルン 牡3栗 56 吉田 豊鈴木 照雄氏 本間 忍 伊達 高橋農場 474－ 61：39．1 21．7�
24 スループオブウォー 牡3栗 56 三浦 皇成�G1レーシング 伊藤 大士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 41：39．31� 5．7�
47 ウイズキッド 牡3黒鹿56 松岡 正海井上 一郎氏 武藤 善則 日高 いとう牧場 510± 01：39．72� 28．1�
816 ティムシェル 牡3鹿 56 戸崎 圭太諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 496± 0 〃 アタマ 8．5�
36 コ マ ク サ 牡3黒鹿56 武士沢友治江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 森田 芳男 462－ 21：40．02 13．5�
815 セイウンアサヒ 牡3鹿 56 田辺 裕信西山 茂行氏 松山 将樹 新冠 パカパカ

ファーム 488－ 21：40．1� 65．0	
611 ブラックブリーズ 牡3青鹿56 柴山 雄一臼倉 勲氏 斎藤 誠 新冠 石郷岡 雅樹 B454－10 〃 クビ 4．6

48 ナムラレジェンド 牡3栗 56 嘉藤 貴行奈村 信重氏 岩戸 孝樹 日高 中前牧場 484＋ 21：40．2� 12．6�
59 メイショウヒルガオ 牝3鹿 54 秋山真一郎松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 446－ 21：40．73 44．1�
11 ナンゴクオージ 牡3黒鹿56 江田 照男平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 486± 01：40．8� 220．6
510 デルマハチゴロウ 牡3鹿 56 木幡 初広浅沼 廣幸氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム 472－ 41：41．11� 461．9�
35 ヒロノドラム 牡3黒鹿56 内田 博幸田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 元茂牧場 462－ 41：41．31 127．1�
713 キ ン グ リ オ 牡3鹿 56 蛯名 正義窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム B506－26 〃 クビ 3．0�
612 ゼロレボルシオン 牡3鹿 56 武 豊広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 474＋ 21：41．4� 7．8�
23 トーアムーンリバー 牡3栗 56 村田 一誠高山ランド� 上原 博之 豊浦トーア牧場 442－ 81：42．67 391．0�
714 ハクサンゲイン 牡3栗 56

54 △岩崎 翼篠﨑 恒雄氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム 446＋ 31：42．92 452．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，081，900円 複勝： 41，659，800円 枠連： 18，151，700円
馬連： 62，715，500円 馬単： 33，839，500円 ワイド： 32，000，500円
3連複： 71，388，200円 3連単： 101，843，300円 計： 388，680，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，170円 複 勝 � 490円 � 220円 � 850円 枠 連（1－2） 6，100円

馬 連 �� 4，520円 馬 単 �� 10，220円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 6，830円 �� 2，140円

3 連 複 ��� 34，670円 3 連 単 ��� 237，410円

票 数

単勝票数 計 270819 的中 � 9968（8番人気）
複勝票数 計 416598 的中 � 20935（8番人気）� 59826（2番人気）� 11157（9番人気）
枠連票数 計 181517 的中 （1－2） 2306（20番人気）
馬連票数 計 627155 的中 �� 10731（19番人気）
馬単票数 計 338395 的中 �� 2483（43番人気）
ワイド票数 計 320005 的中 �� 5765（21番人気）�� 1182（50番人気）�� 3871（26番人気）
3連複票数 計 713882 的中 ��� 1544（99番人気）
3連単票数 計1018433 的中 ��� 311（605番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．1―12．2―12．7―12．3―12．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．3―36．4―48．6―1：01．3―1：13．6―1：26．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベルウッドケルン �
�
父 サイレントディール �

�
母父 Thunder Gulch デビュー 2015．1．31 東京5着

2012．5．4生 牡3栗 母 モ ー ジ ョ 母母 ティッパートゥー 3戦1勝 賞金 5，600，000円
〔その他〕 ハクサンゲイン号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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 シンゼンライカー号

12004 4月25日 晴 良 （27東京2）第1日 第4競走 ��
��2，100�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
2：06．7
2：05．9

良
良

44 トラキアンコード �3芦 56 戸崎 圭太原 �子氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド B476－ 82：15．9 4．9�
811 ジョッセルフェルト 牡3鹿 56 柴山 雄一 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 478－122：16．0	 2．3�
710 トーセンテレマーク 牡3青鹿56 吉田 豊島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 490－ 22：16．21
 20．5�
812 ク ピ ド 牡3鹿 56 蛯名 正義�ミルファーム 伊藤 伸一 新ひだか 友田牧場 448－ 22：16．41
 14．9�
67 エンカウンター 牡3鹿 56 江田 照男	ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 536± 0 〃 アタマ 4．7

68 テイエムソラトブ 牡3栗 56 秋山真一郎竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 若林 武雄 464＋ 42：17．03	 53．9�
22 ケイジーオプティー �3黒鹿56 松岡 正海鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 412－ 42：17．53 10．1�
11 ヤマニンフライハイ 牡3栗 56 大野 拓弥土井 肇氏 池上 昌和 新冠 錦岡牧場 486＋ 62：17．92	 112．3
55 クリノダイシャリン 牡3栗 56 内田 博幸栗本 博晴氏 天間 昭一 新冠 佐藤 信広 490－ 22：18．0� 10．4�
56 ドリームシューター 牡3青鹿56 三浦 皇成セゾンレースホース	 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 436－ 42：18．1クビ 18．9�
79 ダイゴマサムネ 牡3栗 56 武士沢友治長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 478－ 62：18．73	 51．4�
33 カリエンテス 牡3鹿 56 村田 一誠島川 利子氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 462－ 22：25．9大差 151．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 24，949，300円 複勝： 34，467，900円 枠連： 16，462，100円
馬連： 51，465，900円 馬単： 31，841，400円 ワイド： 27，446，700円
3連複： 59，396，000円 3連単： 103，887，100円 計： 349，916，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 180円 � 130円 � 370円 枠 連（4－8） 390円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，630円 �� 700円

3 連 複 ��� 3，300円 3 連 単 ��� 15，170円

票 数

単勝票数 計 249493 的中 � 40193（3番人気）
複勝票数 計 344679 的中 � 46442（3番人気）� 91544（1番人気）� 17008（7番人気）
枠連票数 計 164621 的中 （4－8） 32428（2番人気）
馬連票数 計 514659 的中 �� 64585（2番人気）
馬単票数 計 318414 的中 �� 16487（5番人気）
ワイド票数 計 274467 的中 �� 29853（1番人気）�� 3845（19番人気）�� 9474（9番人気）
3連複票数 計 593960 的中 ��� 13481（10番人気）
3連単票数 計1038871 的中 ��� 4964（44番人気）

ハロンタイム 7．2―11．0―12．8―13．5―13．9―13．6―13．7―13．3―12．4―12．0―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．2―31．0―44．5―58．4―1：12．0―1：25．7―1：39．0―1：51．4―2：03．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トラキアンコード �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Red Ransom デビュー 2014．11．24 東京5着

2012．5．19生 �3芦 母 レッドルンバ 母母 Rumba Azul 4戦1勝 賞金 5，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カリエンテス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年5月25日まで平地競走

に出走できない。



12005 4月25日 曇 良 （27東京2）第1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

816� キャンベルジュニア 牡3鹿 54 内田 博幸吉田 和美氏 堀 宣行 豪
Katom, Chelsaus, Wynaus &
China Horse Club Investment
Holdings Ltd

518 ―2：02．0 1．7�
510 マコトギンスバーグ 牡3鹿 56 戸崎 圭太�ディアマント 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 446－ 22：02．21� 5．6�
24 ベ ル メ ー ル 牝3鹿 54

52 △岩崎 翼畑佐 博氏 水野 貴広 新冠 細川農場 488－ 4 〃 クビ 14．6�
815� ヌ ー ナ 牝3黒鹿54 田辺 裕信岡田 牧雄氏 小島 茂之 米

Frank McEn-
tee & Frank-
fort Park Farm

510 ―2：02．3クビ 60．3�
47 ウインブルーローズ 牡3鹿 56 松岡 正海�ウイン 高橋 祥泰 浦河 鎌田 正嗣 470＋ 42：02．61	 18．6�
713 クインズマルシアノ 牡3鹿 56 柴山 雄一 �クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 新冠 隆栄牧場 488－ 42：02．7	 16．0	
36 ブ リ ア ン ナ 牝3鹿 54 大野 拓弥中辻 明氏 武井 亮 浦河 岡部牧場 474－ 22：02．91
 89．2

23 トップインパクト 牡3鹿 56 吉田 豊�コオロ 萱野 浩二 新冠 森永 聡 424± 0 〃 アタマ 12．5�
612 マイネルリアン 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 青森 マルシチ牧場 502＋ 42：03．0	 25．0
12 ダイワガーランド 牝3芦 54 村田 一誠大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 472－ 42：03．1	 388．1�
11 ブラヴューラ 牡3鹿 56 大庭 和弥田所 英子氏 小笠 倫弘 新冠 高橋 忍 458－ 42：03．2� 111．7�
59 オ ラ ン ピ ア 牝3黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 日高 出口牧場 426＋ 22：03．3� 394．2�
48 レッドサヴァージ 牡3青鹿56 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 二ノ宮敬宇 浦河 大道牧場 466 ―2：03．51 7．3�
714 フロイラインシチー 牝3鹿 54 木幡 初広 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 飛野牧場 434－ 62：03．71
 387．6�
817 イナズマイーリス 牝3鹿 54 秋山真一郎小泉 賢悟氏 金成 貴史 新冠 小泉牧場 434－ 82：04．97 185．1�
611 ニシノベッサー 牝3栗 54 武士沢友治西山 茂行氏 竹内 正洋 新ひだか 岡田牧場 398－ 22：05．43 434．3�
35 リ ガ ド ー ル 牝3栗 54 江田 照男 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高柳 瑞樹 新ひだか 服部 牧場 450－ 6 〃 アタマ 205．1�
（17頭）

売 得 金
単勝： 34，642，000円 複勝： 42，117，100円 枠連： 20，137，300円
馬連： 64，505，700円 馬単： 39，920，900円 ワイド： 34，054，100円
3連複： 74，101，700円 3連単： 118，349，500円 計： 427，828，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 150円 � 250円 枠 連（5－8） 520円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 300円 �� 500円 �� 920円

3 連 複 ��� 2，220円 3 連 単 ��� 6，240円

票 数

単勝票数 計 346420 的中 � 159512（1番人気）
複勝票数 計 421171 的中 � 136503（1番人気）� 70044（2番人気）� 27990（6番人気）
枠連票数 計 201373 的中 （5－8） 29645（2番人気）
馬連票数 計 645057 的中 �� 76063（1番人気）
馬単票数 計 399209 的中 �� 37454（1番人気）
ワイド票数 計 340541 的中 �� 32344（1番人気）�� 17214（4番人気）�� 8566（12番人気）
3連複票数 計 741017 的中 ��� 24941（4番人気）
3連単票数 計1183495 的中 ��� 13742（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．8―37．1―49．5―1：02．3―1：14．7―1：27．2―1：39．0―1：50．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F34．8

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

勝馬の
紹 介

�キャンベルジュニア �
�
父 Encosta De Lago �

�
母父 Redoute’s Choice 初出走

2012．7．27生 牡3鹿 母 Melito 母母 Cloister 1戦1勝 賞金 5，000，000円
※イナズマイーリス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

12006 4月25日 曇 良 （27東京2）第1日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時05分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

22 ノ ボ バ カ ラ 牡3栗 56 武 豊�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 488－ 81：38．7 1．9�
89 ブラインドタッチ 牡3青 56 内田 博幸村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 470＋ 41：39．23 24．3�
88 ギ ン パ リ 牡3青鹿56 武士沢友治新井原 博氏 小桧山 悟 新冠 守矢牧場 482－ 2 〃 クビ 23．0�
55 オトメチャン 牝3鹿 54 三浦 皇成島田 久氏 高柳 瑞樹 新ひだか 野坂牧場 498－ 41：39．3クビ 6．8�
11 ニシノクラッチ 牡3黒鹿56 田辺 裕信西山 茂行氏 尾形 和幸 浦河 高昭牧場 484－101：39．83 7．5�
77 クロフネビームス 牝3芦 54 吉田 豊古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 B454± 01：39．9� 32．7	
44 プ エ ル ト 牡3鹿 56 戸崎 圭太池谷 誠一氏 大竹 正博 洞�湖 レイクヴィラファーム 536＋121：40．11	 3．2

66 トゥルーウインド 牡3栗 56 江田 照男 �社台レースホース田中 剛 安平 追分ファーム 456－ 41：40．31	 50．1�
33 
 カシノマラドーナ 牡3栗 56 松岡 正海柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 佐藤 静子 442－ 21：40．72� 148．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 38，440，700円 複勝： 66，392，700円 枠連： 12，349，300円
馬連： 62，326，400円 馬単： 46，790，400円 ワイド： 35，020，000円
3連複： 73，976，300円 3連単： 181，669，200円 計： 516，965，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 300円 � 360円 枠 連（2－8） 710円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 560円 �� 550円 �� 2，270円

3 連 複 ��� 4，930円 3 連 単 ��� 17，160円

票 数

単勝票数 計 384407 的中 � 161468（1番人気）
複勝票数 計 663927 的中 � 371593（1番人気）� 28745（5番人気）� 22804（6番人気）
枠連票数 計 123493 的中 （2－8） 13449（4番人気）
馬連票数 計 623264 的中 �� 32288（7番人気）
馬単票数 計 467904 的中 �� 16479（8番人気）
ワイド票数 計 350200 的中 �� 16648（7番人気）�� 17021（6番人気）�� 3673（21番人気）
3連複票数 計 739763 的中 ��� 11241（16番人気）
3連単票数 計1816692 的中 ��� 7673（58番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．6―12．9―13．1―12．0―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．7―37．3―50．2―1：03．3―1：15．3―1：26．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F35．4
3 3，2，9（1，4，6）－5，8，7 4 ・（3，2）（9，6）（1，4）5，8，7

勝馬の
紹 介

ノ ボ バ カ ラ �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．10．11 東京4着

2012．4．8生 牡3栗 母 ノ ボ キ ッ ス 母母 ライズキッス 7戦2勝 賞金 20，000，000円



12007 4月25日 曇 良 （27東京2）第1日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走13時35分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

712 サーストンコラルド 牡4鹿 57 武 豊齊藤 宣勝氏 戸田 博文 新ひだか 藤沢牧場 464－ 22：00．8 3．4�
610 マンインザムーン 牡5芦 57 田辺 裕信 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 496－102：01．11� 22．1�
58 ディールフロー 牡4鹿 57 柴山 雄一 �シルクレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋ 22：01．42 40．1�
46 タイセイグルーヴィ 牡6鹿 57 内田 博幸田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 470＋ 2 〃 クビ 23．8�
11 マクベスバローズ 牡5黒鹿57 吉田 豊猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B456－ 82：01．5クビ 64．2�
815 プロレタリアト 牝4鹿 55 蛯名 正義田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 424± 0 〃 ハナ 5．8	
35 スパーブデイ 牡4鹿 57 松岡 正海藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 524－ 8 〃 クビ 5．0

34 ナイフリッジ 牡4栗 57 武士沢友治 �シルクレーシング 古賀 史生 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 22：01．6	 8．8�
814 ウマンマミーア 牡4鹿 57 江田 照男野崎 宗信氏 菅原 泰夫 登別 登別上水牧場 B438＋ 2 〃 ハナ 49．2�
23 タイダルベイスン 牡5栗 57 戸崎 圭太桑畑 信氏 大竹 正博 新ひだか タイヘイ牧場 506－122：01．7	 5．0�
47 ブリリアント 牡5鹿 57 三浦 皇成野谷 美千氏 武市 康男 新冠 タニグチ牧場 464－ 22：02．01� 29．7�
59 ビ オ レ ン ト 牝4栗 55 大野 拓弥細谷 典幸氏 金成 貴史 日高 木村牧場 472＋182：02．1	 82．4�
22 
 マリーナベイ 牡4青鹿56 秋山真一郎保坂 和孝氏 斎藤 誠 豪

Valeata Bloodstock
Pty Ltd, Cap
Jaluca Pty Ltd

B480－ 22：02．2� 16．3�
611 マイネルピクトル 牡4鹿 57

55 △岩崎 翼 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菅原 泰夫 新ひだか 大典牧場 500－ 42：02．3	 101．6�

713 ダークサイド 牡4黒鹿57 木幡 初広星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 466± 02：02．51	 59．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 31，345，100円 複勝： 49，117，800円 枠連： 22，556，400円
馬連： 76，333，800円 馬単： 38，588，600円 ワイド： 38，201，600円
3連複： 89，734，100円 3連単： 126，164，300円 計： 472，041，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 660円 � 820円 枠 連（6－7） 3，490円

馬 連 �� 4，170円 馬 単 �� 7，450円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 2，370円 �� 9，180円

3 連 複 ��� 50，900円 3 連 単 ��� 198，840円

票 数

単勝票数 計 313451 的中 � 72293（1番人気）
複勝票数 計 491178 的中 � 114816（1番人気）� 15949（9番人気）� 12485（10番人気）
枠連票数 計 225564 的中 （6－7） 4999（12番人気）
馬連票数 計 763338 的中 �� 14176（12番人気）
馬単票数 計 385886 的中 �� 3882（23番人気）
ワイド票数 計 382016 的中 �� 6321（13番人気）�� 4157（26番人気）�� 1051（71番人気）
3連複票数 計 897341 的中 ��� 1322（138番人気）
3連単票数 計1261643 的中 ��� 460（563番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．6―36．2―48．1―1：00．7―1：13．3―1：26．0―1：37．7―1：49．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F34．8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サーストンコラルド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Lost Soldier デビュー 2014．2．2 東京8着

2011．5．9生 牡4鹿 母 シークレットコサージュ 母母 Slew’s Corsage 9戦2勝 賞金 19，750，000円

12008 4月25日 曇 良 （27東京2）第1日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走14時05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
1：34．1
1：33．3

不良
良

22 レイヨンヴェール 牝4黒鹿55 大野 拓弥 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 486－101：38．0 10．0�
78 イデアオブクィーン 牝4芦 55 秋山真一郎益田 修一氏 石栗 龍彦 浦河 大道牧場 400－ 41：38．85 38．5�
55 センセーション 牝4鹿 55 三浦 皇成田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 B466＋ 1 〃 ハナ 3．7�
810 グランドエンジェル 牝4鹿 55 戸崎 圭太�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 442＋ 21：39．01� 4．1�
67 エルシェロアスール 牝5栗 55 松岡 正海山下 恭茂氏 伊藤 伸一 浦河 山下 恭茂 480－ 2 〃 クビ 2．6	
44 デルマサリーチャン 牝4鹿 55 吉田 豊浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 474± 01：39．32 65．9

66 ドリームティアラ 牝4栗 55 武士沢友治吉田 和子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 518－ 21：39．4� 7．2�
11 コウセイマユヒメ 牝4鹿 55 内田 博幸杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 456－ 2 〃 ハナ 16．2�
79 ビッグダージリン 牝5鹿 55 柴山 雄一関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 484－ 11：39．82� 83．6
33 � ウマクイクトオモウ 牝4栗 55 江田 照男小田切有一氏 本間 忍 日高 下河辺牧場 438－ 21：40．65 95．7�
811 フルーツガーデン 牝5青鹿55 村田 一誠田頭 勇貴氏 武井 亮 浦河 谷口牧場 454－161：41．34 168．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 28，365，700円 複勝： 38，244，900円 枠連： 15，613，300円
馬連： 69，952，400円 馬単： 39，330，700円 ワイド： 30，015，200円
3連複： 71，881，000円 3連単： 138，557，400円 計： 431，960，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 330円 � 800円 � 200円 枠 連（2－7） 9，620円

馬 連 �� 19，270円 馬 単 �� 31，750円

ワ イ ド �� 3，840円 �� 750円 �� 2，340円

3 連 複 ��� 17，950円 3 連 単 ��� 168，540円

票 数

単勝票数 計 283657 的中 � 22612（5番人気）
複勝票数 計 382449 的中 � 29105（6番人気）� 10284（7番人気）� 62046（2番人気）
枠連票数 計 156133 的中 （2－7） 1257（16番人気）
馬連票数 計 699524 的中 �� 2813（29番人気）
馬単票数 計 393307 的中 �� 929（52番人気）
ワイド票数 計 300152 的中 �� 1946（25番人気）�� 10891（9番人気）�� 3238（19番人気）
3連複票数 計 718810 的中 ��� 3002（45番人気）
3連単票数 計1385574 的中 ��� 596（296番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．1―36．4―48．9―1：01．4―1：13．3―1：25．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レイヨンヴェール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2013．6．15 東京4着

2011．3．13生 牝4黒鹿 母 オッティマルーチェ 母母 Leading Light 12戦2勝 賞金 19，150，000円
［他本会外：1戦0勝］



12009 4月25日 曇 良 （27東京2）第1日 第9競走 ��
��2，300�

しんりょく

新 緑 賞
発走14時35分 （芝・左）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
2：18．5
2：18．3

良
良

11 マッサビエル 牡3栗 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 小笠 倫弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 506－ 82：21．6 2．0�
22 ミ コ ラ ソ ン 牡3鹿 56 武 豊松島 正昭氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 462－ 42：21．92 5．9�
33 サブライムカイザー 牡3鹿 56 三浦 皇成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 490－ 62：22．0� 15．2�
88 ラブアポロン 牡3芦 56 田辺 裕信 M・

Kenichiホールディング� 尾関 知人 浦河 酒井牧場 464－102：22．31	 10．0�
89 コアプライド 牡3鹿 56 蛯名 正義前田 幸治氏 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508－ 62：22．4� 8．9	
66 ラウレアブルーム 牡3鹿 56 秋山真一郎横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 476－ 8 〃 ハナ 4．2

55 プレイヤーハウス 牡3鹿 56 村田 一誠嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 448－ 22：22．82� 30．3�
44 ニシノマジック 牡3黒鹿56 内田 博幸西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 川上牧場 480－ 42：22．9	 36．7�
77 サージェントバッジ 牡3黒鹿56 柴山 雄一大塚 亮一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B482－ 42：24．17 39．5

（9頭）

売 得 金
単勝： 41，288，400円 複勝： 53，498，100円 枠連： 17，538，900円
馬連： 92，954，200円 馬単： 52，717，800円 ワイド： 40，849，300円
3連複： 96，803，800円 3連単： 213，915，900円 計： 609，566，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 200円 � 270円 枠 連（1－2） 700円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 280円 �� 450円 �� 990円

3 連 複 ��� 1，880円 3 連 単 ��� 5，330円

票 数

単勝票数 計 412884 的中 � 160345（1番人気）
複勝票数 計 534981 的中 � 158709（1番人気）� 59532（4番人気）� 37641（6番人気）
枠連票数 計 175389 的中 （1－2） 19168（3番人気）
馬連票数 計 929542 的中 �� 102375（2番人気）
馬単票数 計 527178 的中 �� 41638（2番人気）
ワイド票数 計 408493 的中 �� 41994（2番人気）�� 23001（5番人気）�� 9375（16番人気）
3連複票数 計 968038 的中 ��� 38578（7番人気）
3連単票数 計2139159 的中 ��� 29048（12番人気）

ハロンタイム 7．2―11．9―12．7―12．8―12．5―12．7―13．1―12．4―12．2―11．3―11．4―11．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100�
7．2―19．1―31．8―44．6―57．1―1：09．8―1：22．9―1：35．3―1：47．5―1：58．8―2：10．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マッサビエル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．12．27 中山1着

2012．5．3生 牡3栗 母 メジロルルド 母母 メジロドーベル 3戦2勝 賞金 21，311，000円

12010 4月25日 曇 良 （27東京2）第1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，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 3，650，000
3，650，000

円
円 1，820，000円

付 加 賞 406，000円 116，000円 29，000
29，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

714 カーティスバローズ 牡5鹿 57 田辺 裕信猪熊 広次氏 中竹 和也 浦河 大北牧場 502± 01：24．5 9．4�
36 ランドマーキュリー 牡5栗 57 秋山真一郎木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 516－ 6 〃 クビ 21．5�
24 キングズガード 牡4鹿 57 内田 博幸�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 432－ 41：24．6� 2．4�
47 	 クリノエリザベス 牝4鹿 55 三浦 皇成栗本 博晴氏 須貝 尚介 新ひだか タイヘイ牧場 492＋ 4 〃 同着 15．9�
612 バーディーイーグル 牡5鹿 57 柴山 雄一里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 486－12 〃 クビ 51．5�
713 メイショウゾンビ 牡6鹿 57 岩部 純二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 494－ 6 〃 アタマ 315．1	
816 ビッグリバティ 牡6青鹿57 嘉藤 貴行�杵臼牧場 大和田 成 浦河 杵臼牧場 518－ 21：24．7クビ 26．5

59 	 ク ロ タ カ 牝6黒鹿55 武士沢友治�槇本牧場 手塚 貴久 日高 槇本牧場 500－ 21：24．8� 267．3�
611
 チャーリーブレイヴ �5鹿 57 蛯名 正義林 正道氏 尾関 知人 米 Mike

Abraham 498－ 81：25．01� 4．5�
815 シンゼンレンジャー 牡6黒鹿57 大庭 和弥原 司郎氏 飯田 祐史 日高 インターナショ

ナル牧場 496－ 21：25．21 54．1
12 メイショウワコン 牡4栗 57 岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 508＋101：25．3� 23．6�
48 サルバドールハクイ 牡5鹿 57 戸崎 圭太則武 輝一氏 相沢 郁 浦河 北俣ファーム B458－ 81：25．4� 7．7�
35 トーセンマイティ 牡4鹿 57 武 豊島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 506－ 8 〃 クビ 7．2�
11 アルベルティ 牡7鹿 57 江田 照男 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508－ 21：25．5クビ 159．8�
510 コーリンギデオン 牡6鹿 57 木幡 初広伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 482－ 2 〃 アタマ 95．1�
23 
 ローレンルーナ 牡6鹿 57 松岡 正海林 正道氏 田村 康仁 米 Yoichi

Aoyama 484－ 41：25．71� 144．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 49，760，600円 複勝： 77，240，500円 枠連： 34，319，800円
馬連： 166，347，500円 馬単： 77，386，500円 ワイド： 66，767，400円
3連複： 188，664，600円 3連単： 303，334，500円 計： 963，821，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 190円 � 360円 �
�

110円
240円 枠 連（3－7） 3，240円

馬 連 �� 11，150円 馬 単 �� 20，900円

ワ イ ド �� 1，600円 ��
��

300円
1，050円

��
��

710円
2，810円

3 連 複 ���
���

3，600円
18，730円 3 連 単 ���

���
34，070円
122，900円

票 数

単勝票数 計 497606 的中 � 42163（5番人気）
複勝票数 計 772405 的中 �

�
71918
48007

（5番人気）
（6番人気）

� 27917（8番人気）� 220041（1番人気）

枠連票数 計 343198 的中 （3－7） 8191（14番人気）
馬連票数 計1663475 的中 �� 11552（28番人気）
馬単票数 計 773865 的中 �� 2776（51番人気）
ワイド票数 計 667674 的中 ��

��
6026
14394

（28番人気）
（12番人気）

��
��

40900
3360
（4番人気）
（46番人気）

�� 9421（21番人気）

3連複票数 計1886646 的中 ��� 19786（19番人気）��� 3745（94番人気）
3連単票数 計3033345 的中 ��� 3229（201番人気） ��� 894（559番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．4―47．7―59．7―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カーティスバローズ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Dixieland Band デビュー 2013．2．10 東京3着

2010．3．10生 牡5鹿 母 ベルベットスマイル 母母 Velvet Touch 24戦5勝 賞金 88，466，000円
〔制裁〕 メイショウゾンビ号の騎手岩部純二は，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10，000円。（被害馬：4番）
※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 ショウナンダイラ号・シンキングマシーン号・ダンシングミッシー号



12011 4月25日 小雨 良 （27東京2）第1日 第11競走 ��
��2，400�メトロポリタンステークス

発走15時45分 （芝・左）
4歳以上，26．4．26以降27．4．19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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

22 ムスカテール 牡7黒鹿57 吉田 豊吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 482－122：24．8 18．8�
68 ニューダイナスティ 牡6鹿 55 内田 博幸 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 4 〃 ハナ 6．1�
11 ヴァーゲンザイル �7黒鹿54 田辺 裕信 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 448± 0 〃 クビ 7．4�
55 マイネルメダリスト 牡7鹿 56 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 新冠伊藤牧場 492－ 62：24．9� 49．1�
44 ヴィクトリースター 牡7鹿 52 秋山真一郎 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム 462－ 82：25．0クビ 48．4	
79 ホーカーテンペスト 牡6栗 55 柴山 雄一 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 502± 0 〃 アタマ 10．6

710 エックスマーク 牡6鹿 56 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 484－ 62：25．1� 2．9�
56 	 ヒ ュ ウ マ 牡5鹿 54 武 豊林 正道氏 斎藤 誠 米 Aaron Sones 510－ 22：25．2
 5．8�
67 リ ベ ル タ ス 牡7鹿 54 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 498－ 62：25．3
 5．2
812 ノ ー ス テ ア �7栗 55 三浦 皇成山本 英俊氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 546＋ 4 〃 クビ 26．1�
811 フレージャパン 牡6栗 53 松岡 正海難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 462－122：25．4� 59．9�
33 メイショウウズシオ 牡8黒鹿53 村田 一誠松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 486＋ 42：26．35 109．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 75，072，100円 複勝： 100，371，700円 枠連： 57，754，200円
馬連： 276，424，800円 馬単： 127，712，700円 ワイド： 100，469，400円
3連複： 326，082，200円 3連単： 591，429，200円 計： 1，655，316，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，880円 複 勝 � 480円 � 210円 � 250円 枠 連（2－6） 3，330円

馬 連 �� 6，070円 馬 単 �� 13，390円

ワ イ ド �� 1，860円 �� 2，700円 �� 980円

3 連 複 ��� 16，450円 3 連 単 ��� 125，370円

票 数

単勝票数 計 750721 的中 � 31855（7番人気）
複勝票数 計1003717 的中 � 47095（7番人気）� 137809（3番人気）� 106997（5番人気）
枠連票数 計 577542 的中 （2－6） 13418（12番人気）
馬連票数 計2764248 的中 �� 35255（19番人気）
馬単票数 計1277127 的中 �� 7152（43番人気）
ワイド票数 計1004694 的中 �� 13805（20番人気）�� 9390（28番人気）�� 27086（11番人気）
3連複票数 計3260822 的中 ��� 14861（52番人気）
3連単票数 計5914292 的中 ��� 3420（353番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．0―12．0―11．7―12．1―12．4―12．0―12．3―12．0―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．2―36．2―48．2―59．9―1：12．0―1：24．4―1：36．4―1：48．7―2：00．7―2：12．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ムスカテール �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．12．5 阪神1着

2008．4．18生 牡7黒鹿 母 シ ェ リ ー ル 母母 ジェドゥーザムール 26戦7勝 賞金 219，693，000円
［他本会外：4戦0勝］

12012 4月25日 小雨 良 （27東京2）第1日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走16時25分 （芝・左）

牝，1000万円以下；負担重量は，55�
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

510 アンジェリック 牝4鹿 55 田辺 裕信 �シルクレーシング 大和田 成 浦河 杵臼牧場 462－201：21．5 4．6�
11 マリーズケイ 牝4鹿 55 戸崎 圭太冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田 陽介 468－ 21：21．6� 3．1�
815� シーギリヤガール 牝5栗 55 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 清水 英克 日高 新生ファーム 464± 01：21．7� 70．7�
24 ア メ リ 牝5栗 55 内田 博幸 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 462＋ 8 〃 ハナ 25．1�
36 ベルプラージュ 牝4黒鹿55 吉田 豊 �キャロットファーム 尾形 充弘 安平 追分ファーム 444－ 61：21．8� 15．8�
23 コスモエルデスト 牝4鹿 55 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 鳥井 征士 452－ 2 〃 アタマ 4．5	
612 ニシノミチシルベ 牝4鹿 55 村田 一誠西山 茂行氏 手塚 貴久 新冠 川上牧場 B462－ 41：22．01 31．2

611 スマイルシャワー 牝4鹿 55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 482± 0 〃 ハナ 58．1�
48 マ レ ー ナ 牝4黒鹿55 武士沢友治山本 英俊氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 476－101：22．1� 19．8�
12 ヤ ヤ ラ ー ラ 牝6鹿 55 大野 拓弥星野 壽市氏 相沢 郁 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442＋ 2 〃 クビ 26．2
35 � クレアドール 牝4青鹿55 武 豊 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 484－121：22．2クビ 14．0�
59 シニョリーナ 牝4青鹿55 江田 照男髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 小島牧場 B450± 0 〃 クビ 18．8�
714 ピッツネイル 牝4芦 55

53 △岩崎 翼 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 河内 洋 新ひだか カントリー牧場 504－ 7 〃 アタマ 184．3�

816 ナオミノユメ 牝6鹿 55 三浦 皇成塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 440－ 41：22．3クビ 30．1�
47 グリサージュ 牝4芦 55 秋山真一郎吉田 哲哉氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 476＋ 21：22．51	 55．7�
713 レッドマニッシュ 牝5黒鹿55 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 502± 0 〃 クビ 15．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 73，238，300円 複勝： 108，832，700円 枠連： 51，804，200円
馬連： 193，336，800円 馬単： 81，217，400円 ワイド： 93，787，400円
3連複： 239，510，800円 3連単： 354，542，100円 計： 1，196，269，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 190円 � 190円 � 1，100円 枠 連（1－5） 820円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 540円 �� 4，820円 �� 4，470円

3 連 複 ��� 23，040円 3 連 単 ��� 83，150円

票 数

単勝票数 計 732383 的中 � 125320（3番人気）
複勝票数 計1088327 的中 � 168859（3番人気）� 175175（2番人気）� 18903（15番人気）
枠連票数 計 518042 的中 （1－5） 48631（3番人気）
馬連票数 計1933368 的中 �� 123043（3番人気）
馬単票数 計 812174 的中 �� 29544（4番人気）
ワイド票数 計 937874 的中 �� 48209（3番人気）�� 4785（59番人気）�� 5169（53番人気）
3連複票数 計2395108 的中 ��� 7794（71番人気）
3連単票数 計3545421 的中 ��� 3091（229番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．2―46．9―58．4―1：09．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンジェリック �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．9．21 中山2着

2011．3．6生 牝4鹿 母 タガノアイリス 母母 マルカアイリス 13戦3勝 賞金 36，880，000円



（27東京2）第1日 4月25日（土曜日） 晴後曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 165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

207，340，000円
2，080，000円
6，980，000円
1，290，000円
18，870，000円
66，954，000円
4，290，000円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
478，887，400円
772，360，700円
299，886，900円
1，230，954，700円
646，062，000円
562，822，900円
1，431，671，200円
2，470，311，400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 7，892，957，200円

総入場人員 27，879名 （有料入場人員 26，478名）
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