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12013 4月26日 晴 良 （27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
1：34．1
1：33．3

不良
良

24 パルパルパピヨン 牝3鹿 54 蛯名 正義堀口 晴男氏 尾形 和幸 新ひだか 田中 裕之 468± 01：38．9 3．6�
713 メニーサンクス 牝3鹿 54 村田 一誠吉田 照哉氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 446－101：39．53� 11．2�
611 デイトリッパー 牝3栗 54 横山 典弘�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 444± 01：39．82 11．9�
36 ディスコルディア 牝3青鹿54 柴山 雄一�G1レーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 446± 0 〃 クビ 3．8�
510 ホッコーヴァール 牝3黒鹿54 田辺 裕信矢部 道晃氏 松永 康利 日高 川端 正博 508＋ 21：40．01� 4．1	
11 ニシノプレシャス 牝3栗 54 吉田 豊西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 川上牧場 440－ 61：40．31� 11．9

23 ランデックヒルズ 牝3鹿 54 内田 博幸簗田 満氏 高市 圭二 新冠 川島牧場 448＋ 21：40．72� 67．2�
35 エビスシハーブ 牝3栗 54 武 豊加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 426－121：40．91� 7．4�
59 レ ス ペ ー ト 牝3鹿 54 嘉藤 貴行 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 472－ 81：41．11� 36．7
816 ユ ノ 牝3芦 54 江田 照男�ミルファーム 南田美知雄 新冠 大栄牧場 402－101：41．41� 185．1�
815 ホホエムオンナ 牝3鹿 54 秋山真一郎�大北牧場 佐藤 吉勝 浦河 大北牧場 432－ 21：41．5クビ 260．5�
47 ジュンコアー 牝3黒鹿54 武士沢友治河合 純二氏 勢司 和浩 洞�湖 レイクヴィラファーム 512－181：41．6� 74．0�
12 ファニーガール 牝3栗 54 川島 信二水谷八重子氏 柴田 政人 日高 白井牧場 446＋ 81：42．02� 312．4�
48 ヒメノエルフ 牝3鹿 54 木幡 初広 H.F Association 杉浦 宏昭 新ひだか 高橋 義浩 454＋ 4 〃 ハナ 364．3�
714 キョウエイビジン 牝3鹿 54 柴田 大知田中 晴夫氏 中川 公成 青森 ワールドファーム 412－ 81：42．42� 296．1�
612 スリーミッシー 牝3黒鹿54 大野 拓弥永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 440－ 4 （競走中止） 75．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，504，200円 複勝： 40，163，500円 枠連： 16，399，300円
馬連： 68，517，100円 馬単： 37，762，800円 ワイド： 32，526，400円
3連複： 87，478，000円 3連単： 123，242，100円 計： 431，593，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 260円 � 310円 枠 連（2－7） 2，340円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 3，650円

ワ イ ド �� 690円 �� 720円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 6，640円 3 連 単 ��� 29，710円

票 数

単勝票数 計 255042 的中 � 55776（1番人気）
複勝票数 計 401635 的中 � 79281（2番人気）� 36702（5番人気）� 29238（7番人気）
枠連票数 計 163993 的中 （2－7） 5411（11番人気）
馬連票数 計 685171 的中 �� 24196（10番人気）
馬単票数 計 377628 的中 �� 7751（17番人気）
ワイド票数 計 325264 的中 �� 12432（8番人気）�� 11793（10番人気）�� 4945（20番人気）
3連複票数 計 874780 的中 ��� 9871（23番人気）
3連単票数 計1232421 的中 ��� 3007（108番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．0―36．1―48．4―1：01．2―1：13．7―1：26．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パルパルパピヨン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2014．9．28 新潟4着

2012．4．1生 牝3鹿 母 ビジューブリアン 母母 エナジーストーン 7戦1勝 賞金 10，400，000円
〔競走中止〕 スリーミッシー号は，競走中に疾病〔左第3中手骨開放骨折〕を発症したため4コーナーで競走中止。

12014 4月26日 晴 良 （27東京2）第2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

12 ボナフォルトゥーナ 牡3栗 56 松岡 正海佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか 橋本牧場 486－ 41：27．1 4．1�
612 ダンガンコゾウ 牡3栗 56 内田 博幸海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 41：27．2� 11．3�
714 スリーシスターズ 牝3黒鹿54 石橋 脩 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－ 61：27．3� 4．7�
24 マ ゼ ン タ 牡3鹿 56 三浦 皇成増田 和啓氏 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 436－14 〃 クビ 20．8�
815 マ ン グ ジ 牡3黒鹿56 柴山 雄一 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 486 ―1：27．51� 22．2�
23 ギンガメテオール 牡3芦 56 柴田 善臣森山 進氏 本間 忍 新冠 秋田牧場 514＋121：27．92� 12．1�
48 サルバドールガロ 牡3鹿 56 村田 一誠 H.F Association 尾形 和幸 浦河 福田牧場 444＋ 21：28．0	 211．4	
47 シュピーゲル 牡3黒鹿56 田辺 裕信水上ふじ子氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 464－ 41：28．21� 10．9

611
 オーバーウェルム 牡3黒鹿56 横山 典弘�Basic 田島 俊明 加 Ballycroy

Training Centre 444－ 21：28．52 3．2�
510 エンパイアサンデー 牡3鹿 56 吉田 豊戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 520＋ 4 〃 ハナ 9．2
36 ヨイチフレーム 牝3鹿 54 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 452－ 21：29．99 464．9�
713 グランポルトス �3黒鹿56 蛯名 正義岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新冠 石田牧場 534 ―1：30．11� 127．6�
59 カツノフィフス 牡3鹿 56 川島 信二勝野産業� 伊藤 伸一 新ひだか 岡田牧場 432± 01：30．73� 457．6�
35 アユミドンドン 牝3鹿 54 木幡 初広田頭 勇貴氏 小野 次郎 新ひだか 見上牧場 426－ 21：31．55 372．2�
11 テンザリッチ 牡3青 56 大野 拓弥天白 泰司氏 小西 一男 日高 千葉飯田牧場 462＋ 2 〃 クビ 268．5�
816 ヨシミツクン 牡3鹿 56 嘉藤 貴行田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 468－ 21：31．6クビ 409．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，173，400円 複勝： 45，354，200円 枠連： 17，152，300円
馬連： 74，221，100円 馬単： 38，556，000円 ワイド： 36，878，300円
3連複： 88，338，900円 3連単： 123，430，000円 計： 453，104，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 320円 � 190円 枠 連（1－6） 420円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 4，410円

ワ イ ド �� 790円 �� 510円 �� 790円

3 連 複 ��� 3，940円 3 連 単 ��� 22，820円

票 数

単勝票数 計 291734 的中 � 55766（2番人気）
複勝票数 計 453542 的中 � 81004（2番人気）� 30516（6番人気）� 62258（3番人気）
枠連票数 計 171523 的中 （1－6） 31548（1番人気）
馬連票数 計 742211 的中 �� 22227（11番人気）
馬単票数 計 385560 的中 �� 6547（19番人気）
ワイド票数 計 368783 的中 �� 11739（9番人気）�� 19184（4番人気）�� 11770（8番人気）
3連複票数 計 883389 的中 ��� 16806（13番人気）
3連単票数 計1234300 的中 ��� 3921（78番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．1―36．5―49．3―1：01．7―1：14．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボナフォルトゥーナ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2014．7．19 中京11着

2012．4．16生 牡3栗 母 アレグリアス 母母 インヴァイト 4戦1勝 賞金 6，300，000円
〔発走状況〕 エンパイアサンデー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

第２回 東京競馬 第２日



12015 4月26日 晴 良 （27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
1：34．1
1：33．3

不良
良

612 トーセンラムセス 牡3鹿 56 横山 典弘島川 �哉氏 奥平 雅士 日高 有限会社 エ
スティファーム 494± 01：40．5 2．1�

12 クラウンシャイン 牡3栗 56 三浦 皇成�クラウン 蛯名 利弘 浦河 富塚ファーム 466＋ 41：41．24 4．2�
36 アドマイヤドラゴン 牡3鹿 56 柴田 善臣近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム B472－ 2 〃 アタマ 11．1�
23 トーセンアスリート 牡3鹿 56 菅原 隆一島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 470＋ 21：41．41 149．0�
713 アルファマリニン 牡3鹿 56 田辺 裕信�貴悦 小西 一男 新冠 石郷岡 雅樹 524＋ 21：41．5� 43．5	
24 エメラルエナジー 牡3栗 56 石橋 脩高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 484＋ 2 〃 クビ 15．9

48 アバオアクー 牡3鹿 56 田中 勝春外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B500＋ 41：41．6クビ 25．2�
11 セイウンエオリア 牡3栗 56 村田 一誠西山 茂行氏 萱野 浩二 浦河 高昭牧場 492 ―1：41．7� 58．8�
47 リシーハット 牡3栗 56 松岡 正海小林 薫氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 460＋ 41：41．91� 142．4
714 スタンプラリー 牡3黒鹿56 吉田 豊�BijouRacing 高橋 文雅 日高 長谷川牧場 442± 01：42．11� 16．3�
35 ラヴァーズデイ 牝3黒鹿54 秋山真一郎堀口 晴男氏 谷原 義明 浦河 高岸 順一 448－ 2 〃 クビ 33．0�
59 ミキノブシドウ 牡3鹿 56 川島 信二谷口 久和氏 南田美知雄 新ひだか 本桐牧場 488－ 2 〃 ハナ 488．6�
815 タマモヴィオーラ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行タマモ� 水野 貴広 新ひだか 曾我 博 B468－ 21：42．2� 297．6�
510 チャンピオンムーン 牡3鹿 56 柴山 雄一坪野谷和平氏 勢司 和浩 浦河 アイオイファーム 490－121：42．51� 159．3�
816 アキトホウオウ 牡3栗 56 内田 博幸岡田 昭利氏 伊藤 大士 安平 追分ファーム 464＋ 21：42．92� 5．2�
611 アサケバトル 牡3鹿 56 柴田 大知大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 佐竹 学 524－ 21：44．7大差 186．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，792，200円 複勝： 48，894，000円 枠連： 16，789，700円
馬連： 65，792，100円 馬単： 42，136，700円 ワイド： 34，765，500円
3連複： 79，261，000円 3連単： 125，409，500円 計： 440，840，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 130円 � 180円 枠 連（1－6） 390円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 160円 �� 330円 �� 410円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 2，350円

票 数

単勝票数 計 277922 的中 � 104131（1番人気）
複勝票数 計 488940 的中 � 198965（1番人気）� 76023（2番人気）� 43640（4番人気）
枠連票数 計 167897 的中 （1－6） 32799（1番人気）
馬連票数 計 657921 的中 �� 138338（1番人気）
馬単票数 計 421367 的中 �� 58098（1番人気）
ワイド票数 計 347655 的中 �� 72524（1番人気）�� 23679（3番人気）�� 17968（4番人気）
3連複票数 計 792610 的中 ��� 73831（1番人気）
3連単票数 計1254095 的中 ��� 38689（1番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．3―13．2―13．6―12．9―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．5―36．8―50．0―1：03．6―1：16．5―1：28．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンラムセス �
�
父 トーセンファントム �

�
母父 Halling デビュー 2015．1．31 東京2着

2012．5．2生 牡3鹿 母 スマイルサポート 母母 ホワイトウォーターアフェア 4戦1勝 賞金 10，700，000円
〔発走状況〕 エメラルエナジー号は，発進不良〔外側に逃避〕。
※アサケバトル号・タマモヴィオーラ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

12016 4月26日 晴 良 （27東京2）第2日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時40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
1：31．3
1：30．7

良
良

817 アンタラジー 牡3黒鹿56 柴山 雄一池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 502＋ 61：33．8 1．8�
35 コスモカンプ 牡3鹿 56 柴田 大知岡田 繁幸氏 奥平 雅士 新ひだか 鹿嶋牧場 B484± 01：34．01 10．5�
47 ブレイクエース 牡3鹿 56 武 豊 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 2 〃 クビ 3．6�
23 コスモピンパーネル 牡3鹿 56 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 462－121：34．21� 67．1�
12 トレースオンアイス 牡3鹿 56 横山 典弘 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 460＋ 4 〃 クビ 31．4�
611 マイネルデアデビル 牡3鹿 56 松岡 正海 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 日高 北田 剛 472－ 81：34．41� 49．4

510 レッドアフレイム 牡3鹿 56 田辺 裕信 	東京ホースレーシング 久保田貴士 浦河 有限会社

吉田ファーム 454 ―1：34．5クビ 12．7�
48 ロッソマドンナ 牝3青鹿54 蛯名 正義星野 �男氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 408＋ 2 〃 アタマ 25．7
816 シャドウチェイサー 牡3黒鹿56 田中 勝春飯塚 知一氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 466－ 21：34．6� 28．9�
713 エッケザックス 牡3鹿 56 三浦 皇成 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 442－ 41：35．13 14．0�
818� ハーランズキング 	3鹿 56 内田 博幸 �エム・ケー・ホース武井 亮 米 Machmer

Hall 466－ 81：35．31 71．3�
24 ハヤブサゲッツ 牡3黒鹿56 吉田 豊武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 472 ― 〃 クビ 136．3�
11 ケンブリッジヒカリ 牝3鹿 54 江田 照男中西 宏彰氏 星野 忍 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486＋ 21：35．51 449．3�
59 トーセンコスモ 牡3青 56 菅原 隆一島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 474＋ 41：35．6
 123．3�
36 セイカコムルヴァン 牝3鹿 54 川島 信二久米 大氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 434± 01：36．34 578．8�
612� コスモワンモア 牡3鹿 54 武士沢友治 �ビッグレッドファーム 栗田 徹 豪 Patinack

Farm 484 ― 〃 アタマ 283．0�
715 キンノシャチホコ 牡3栗 56 村田 一誠田頭 勇貴氏 大和田 成 新ひだか 小倉 光博 472± 01：37．25 523．2�
714 ティアップフェイム 牝3栗 54 大野 拓弥田中 昇氏 高木 登 浦河 高昭牧場 442＋ 21：38．26 552．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 40，159，900円 複勝： 54，250，700円 枠連： 19，903，700円
馬連： 78，951，700円 馬単： 49，351，200円 ワイド： 42，241，100円
3連複： 96，480，300円 3連単： 159，458，800円 計： 540，797，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 170円 � 120円 枠 連（3－8） 770円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 320円 �� 160円 �� 340円

3 連 複 ��� 780円 3 連 単 ��� 3，640円

票 数

単勝票数 計 401599 的中 � 177213（1番人気）
複勝票数 計 542507 的中 � 205977（1番人気）� 53775（3番人気）� 100298（2番人気）
枠連票数 計 199037 的中 （3－8） 19779（2番人気）
馬連票数 計 789517 的中 �� 65164（2番人気）
馬単票数 計 493512 的中 �� 27896（3番人気）
ワイド票数 計 422411 的中 �� 29687（2番人気）�� 83393（1番人気）�� 27298（3番人気）
3連複票数 計 964803 的中 ��� 92302（1番人気）
3連単票数 計1594588 的中 ��� 31726（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―34．9―46．4―58．1―1：09．8―1：21．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F35．7
3 11－1（8，18）5（3，12）7，9，4，2，13，16，10（6，15）（14，17） 4 11－1－8，18（3，5）－（7，12）（4，9）2（16，13）（10，17）6－15－14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アンタラジー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2014．10．25 東京2着

2012．3．6生 牡3黒鹿 母 プリティカリーナ 母母 Ile de France 3戦1勝 賞金 9，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ティアップフェイム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年5月26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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 カスクストレングス号・リンガスプライム号



12017 4月26日 晴 良 （27東京2）第2日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時30分 （芝・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
1：44．2
1：43．9

良
良

35 ダイワグローリー 牝3栗 54 田辺 裕信大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 482－101：48．0 5．9�
59 パールヴァティー 牝3黒鹿54 秋山真一郎 �チャンピオンズファーム 伊藤 大士 新ひだか 田上 稔 454± 01：48．1� 14．7�
47 プレシャスメイト 牝3鹿 54 蛯名 正義飯田 正剛氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 438－ 6 〃 ハナ 2．5�
12 レッドマジュール 牝3青鹿54 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 408－ 21：48．2� 5．7�
510 ロ ジ ナ ン 牝3黒鹿54 大野 拓弥久米田正明氏 大竹 正博 新冠 パカパカ

ファーム 436＋ 6 〃 クビ 8．7�
23 コンチャフラメンカ 牝3黒鹿54 柴田 大知金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 新冠 パカパカ
ファーム 434＋ 2 〃 ハナ 6．2	

713 ラセレシオン 牝3鹿 54 柴山 雄一 
社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 516 ― 〃 ハナ 25．5�
816 スターファセット 牝3鹿 54 石橋 脩吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 452＋ 61：48．3� 61．4�
48 ピュールボーテ 牝3黒鹿54 田中 勝春 
キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 458＋ 81：48．51� 81．1
36 ヒューガライゼン 牝3栗 54 三浦 皇成塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 466－ 2 〃 クビ 113．6�
714 マ ロ ン ベ ル 牝3栗 54 村田 一誠 �グリーンファーム大和田 成 千歳 社台ファーム 442－161：48．6� 171．4�
817 カワキタコクリコ 牝3栗 54 嘉藤 貴行川島 吉男氏 高橋 祥泰 新ひだか 藤本牧場 380－241：49．66 339．4�
11 ベストエビデンス 牝3栗 54 江田 照男大塚 亮一氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 420－ 8 〃 ハナ 61．0�
815 コルヌコピア 牝3黒鹿54 吉田 豊池谷 誠一氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 432± 01：49．91� 48．6�
612 クインズアダマン 牝3芦 54 内田 博幸 �クイーンズ・ランチ 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 490 ―1：50．11� 74．2�
24 インクルーシブ 牝3青鹿54 横山 典弘�G1レーシング 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 396 ―1：52．0大差 41．3�
611 ラブグレイス 牝3黒鹿54 松岡 正海 M・

Kenichiホールディング� 栗田 徹 日高 森永牧場 480 ―1：52．42� 102．0�
（17頭）

売 得 金
単勝： 31，183，700円 複勝： 49，810，600円 枠連： 19，719，100円
馬連： 76，320，200円 馬単： 40，064，800円 ワイド： 38，227，900円
3連複： 90，518，400円 3連単： 136，229，800円 計： 482，074，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 190円 � 290円 � 120円 枠 連（3－5） 1，780円

馬 連 �� 4，670円 馬 単 �� 7，780円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 340円 �� 570円

3 連 複 ��� 2，460円 3 連 単 ��� 25，560円

票 数

単勝票数 計 311837 的中 � 41729（3番人気）
複勝票数 計 498106 的中 � 59994（3番人気）� 32258（6番人気）� 151745（1番人気）
枠連票数 計 197191 的中 （3－5） 8545（8番人気）
馬連票数 計 763202 的中 �� 12662（14番人気）
馬単票数 計 400648 的中 �� 3862（26番人気）
ワイド票数 計 382279 的中 �� 6470（16番人気）�� 32151（2番人気）�� 16941（5番人気）
3連複票数 計 905184 的中 ��� 27505（9番人気）
3連単票数 計1362298 的中 ��� 3864（70番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．0―12．3―12．1―12．1―11．3―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―36．4―48．7―1：00．8―1：12．9―1：24．2―1：35．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F35．1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダイワグローリー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Alwuhush デビュー 2014．11．24 東京4着

2012．3．15生 牝3栗 母 マンデルーシュ 母母 Mandelauge 5戦1勝 賞金 6，850，000円
〔その他〕 ラブグレイス号は，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。
※出走取消馬 トラストルシファー号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ワンディトウショウ号
（非抽選馬） 3頭 イナズマイーリス号・ジョウノチェリー号・ダブルフラワー号

12018 4月26日 晴 良 （27東京2）第2日 第6競走 ��
��1，600�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
1：31．3
1：30．7

良
良

22 ダイワエキスパート 牡3芦 56 三浦 皇成大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 432－ 81：35．3 2．9�
66 ダイワダーウィン 牡3栗 56 柴田 善臣大城 敬三氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 466＋ 6 〃 クビ 3．2�
89 ムーンマジェスティ 牡3栗 56 吉田 豊伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 410－ 81：35．4クビ 3．5�
11 ワイルドダンサー 牡3鹿 56 田辺 裕信草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 478－ 2 〃 クビ 9．2�
33 ダブルフラワー 牝3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新ひだか グローリーファーム 472－ 41：35．5� 47．8�
55 アドマイヤゴッド 牡3鹿 56 横山 典弘近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 488± 01：35．71� 6．3	
77 ファインライナー 牡3黒鹿56 石橋 脩井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 438± 01：36．23 132．3

88 アルノルフィーニ 牡3鹿 56 内田 博幸�ミルファーム 高市 圭二 新ひだか 山際セントラルスタッド 448± 01：36．41� 47．8�
44 サンインディアナ 	3鹿 56 松岡 正海加藤 信之氏 伊藤 伸一 浦河 村下 清志 450－ 21：37．35 144．6�

（9頭）

売 得 金
単勝： 31，467，800円 複勝： 31，337，100円 枠連： 11，056，700円
馬連： 61，293，200円 馬単： 40，864，800円 ワイド： 25，915，100円
3連複： 66，936，600円 3連単： 168，951，100円 計： 437，822，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 110円 � 140円 � 110円 枠 連（2－6） 560円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 250円 �� 160円 �� 260円

3 連 複 ��� 400円 3 連 単 ��� 2，430円

票 数

単勝票数 計 314678 的中 � 85243（1番人気）
複勝票数 計 313371 的中 � 85427（1番人気）� 47053（3番人気）� 74733（2番人気）
枠連票数 計 110567 的中 （2－6） 15278（2番人気）
馬連票数 計 612932 的中 �� 77677（2番人気）
馬単票数 計 408648 的中 �� 26546（3番人気）
ワイド票数 計 259151 的中 �� 23659（3番人気）�� 49794（1番人気）�� 22388（4番人気）
3連複票数 計 669366 的中 ��� 123359（1番人気）
3連単票数 計1689511 的中 ��� 50403（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．8―48．8―1：01．2―1：12．6―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワエキスパート 
�
父 スウェプトオーヴァーボード 

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．8．16 新潟2着

2012．2．25生 牡3芦 母 ミュージックアワー 母母 ミ ュ ン シ ー 7戦2勝 賞金 18，880，000円
※ダブルフラワー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

追 加 記 事（第 2回東京競馬第 1日第 4競走）
〔その他〕　　カリエンテス号は，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。



12019 4月26日 晴 良 （27東京2）第2日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走13時30分 （ダート・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
1：34．1
1：33．3

不良
良

45 メガオパールカフェ 牡4栗 57 武 豊西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 534－ 21：37．7 1．9�
46 マッチレスヒーロー 牡4栗 57 横山 典弘�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 B484＋101：38．02 4．3�
610 オニノシタブル 牡4栗 57 江田 照男青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B470－ 21：38．1� 22．5�
22 ルヴァンカー 牡4鹿 57 内田 博幸 �キャロットファーム 小崎 憲 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 21：38．31� 8．1�
69 ロジテースト 牡4鹿 57 松岡 正海久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 442－ 41：38．4クビ 35．9�
33 ダンディーソル 牡5青鹿57 吉田 豊 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 今 牧場 490－ 21：38．72 25．3	
712 ディアグリスター 牡5鹿 57 三浦 皇成ディアレスト 高橋 裕 新冠 松浦牧場 484＋ 2 〃 ハナ 11．9

57 ジョーヌドール 牡5栗 57 柴山 雄一広尾レース� 二ノ宮敬宇 浦河 笠松牧場 466－ 11：39．44 46．8�
11 ウインヤード 牡4鹿 57 川島 信二柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 462－ 61：39．5� 119．4
34 ファイアボール 牡4鹿 57 嘉藤 貴行�Basic 畠山 吉宏 浦河 酒井牧場 518＋ 2 〃 ハナ 261．5�
58 ニシノスタイル 牡6鹿 57 武士沢友治成田 隆好氏 根本 康広 新冠 川上牧場 508－ 61：39．71� 218．8�
813� ケンブリッジアーサ 牡5鹿 57 田中 勝春中西 宏彰氏 森 秀行 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 458－101：40．01� 79．1�
711 メイショウキトラ 牡4栗 57 蛯名 正義松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 磯野牧場 470－101：40．1� 6．8�
814� リネンハイブリット 牡7栗 57 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 462± 01：40．31� 412．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，183，500円 複勝： 57，891，800円 枠連： 24，114，100円
馬連： 81，823，200円 馬単： 47，696，100円 ワイド： 38，521，500円
3連複： 93，737，400円 3連単： 173，723，600円 計： 550，691，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 140円 � 300円 枠 連（4－4） 420円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 200円 �� 520円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 2，150円 3 連 単 ��� 5，180円

票 数

単勝票数 計 331835 的中 � 133783（1番人気）
複勝票数 計 578918 的中 � 257093（1番人気）� 82010（2番人気）� 25199（6番人気）
枠連票数 計 241141 的中 （4－4） 43726（2番人気）
馬連票数 計 818232 的中 �� 145116（1番人気）
馬単票数 計 476961 的中 �� 56472（1番人気）
ワイド票数 計 385215 的中 �� 61746（1番人気）�� 17375（5番人気）�� 7446（14番人気）
3連複票数 計 937374 的中 ��� 32653（6番人気）
3連単票数 計1737236 的中 ��� 24296（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．1―36．2―48．9―1：01．5―1：13．3―1：25．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メガオパールカフェ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2014．1．11 中山5着

2011．3．4生 牡4栗 母 カフェピノコ 母母 ピノシェット 15戦2勝 賞金 29，650，000円
〔発走状況〕 ニシノスタイル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止〕 ニシノスタイル号は，平成27年4月27日から裁定委員会の議定があるまで出走停止。

12020 4月26日 晴 良 （27東京2）第2日 第8競走 ��
��1，300�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 7，500，000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
1：16．4
1：16．4

重
重

612 メイショウカノン 牡4青鹿57 蛯名 正義松本 好�氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 468－ 61：18．6 4．0�
24 � パトロクロス 牡5栗 57 田辺 裕信村野 康司氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 466－ 4 〃 クビ 51．1�
23 フジノゴトク 牡4栗 57 松岡 正海平本 敏夫氏 小西 一男 浦河 福岡 光夫 510－ 61：18．7	 4．3�
59 
 ブルーミーフラワー 牡4鹿 57 武 豊 �クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm 480－ 81：18．8� 4．7�
11 ジャズダンサー 牝5栃栗55 江田 照男	グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 438－ 81：18．9� 92．7

510 ジョブックガーター 牡5青 57 木幡 初広�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 456＋ 2 〃 アタマ 6．8�
36 マ チ ル ダ 牝4栗 55 秋山真一郎萩 英男氏 飯田 雄三 日高 中川 哲也 462－ 61：19．0� 12．9�
12 � チ ー フ テ ン 牡4鹿 57 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 土田 稔 新ひだか 大典牧場 482－ 81：19．63� 16．5
713� ヒミノコンドル 牡5鹿 57 武士沢友治佐々木八郎氏 天間 昭一 新冠 須崎牧場 528－ 21：19．8	 147．7�
815 ア ビ ス コ 牡5芦 57 柴山 雄一金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 白井牧場 490－141：20．11	 28．5�
47 � クイックスパイダー 牡5栗 57 石橋 脩菊池 昭雄氏 萱野 浩二 新ひだか 米田牧場 474－ 81：20．2	 184．7�
816� ファイアキング 牡5鹿 57 村田 一誠栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 恵比寿牧場 B460± 01：20．3クビ 72．7�
611 ブ リ ッ ツ 牡4栗 57 吉田 豊青山 洋一氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 482－ 2 〃 ハナ 15．6�
35 スズカオーショウ 牡4栗 57 大野 拓弥永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 駿河牧場 512± 01：21．36 8．2�
714 ス ペ リ オ ル 牝5黒鹿55 柴田 大知下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B482＋101：21．4� 219．6�

（15頭）
48 デ ュ ナ ト ス 牡4青鹿57 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 新ひだか グランド牧場 B484－ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 28，006，300円 複勝： 44，916，000円 枠連： 26，908，300円
馬連： 77，293，100円 馬単： 36，050，500円 ワイド： 36，265，100円
3連複： 77，807，800円 3連単： 108，624，400円 計： 435，871，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 870円 � 180円 枠 連（2－6） 1，060円

馬 連 �� 12，540円 馬 単 �� 18，970円

ワ イ ド �� 3，390円 �� 470円 �� 2，710円

3 連 複 ��� 15，500円 3 連 単 ��� 109，980円

票 数

単勝票数 差引計 280063（返還計 50890） 的中 � 55887（1番人気）
複勝票数 差引計 449160（返還計 80703） 的中 � 81252（1番人気）� 9585（10番人気）� 72909（2番人気）
枠連票数 差引計 269083（返還計 595） 的中 （2－6） 19513（5番人気）
馬連票数 差引計 772931（返還計268871） 的中 �� 4776（35番人気）
馬単票数 差引計 360505（返還計127052） 的中 �� 1425（61番人気）
ワイド票数 差引計 362651（返還計129928） 的中 �� 2608（36番人気）�� 21696（2番人気）�� 3280（32番人気）
3連複票数 差引計 778078（返還計479387） 的中 ��� 3763（57番人気）
3連単票数 差引計1086244（返還計655526） 的中 ��� 716（375番人気）

ハロンタイム 7．2―11．1―11．5―12．0―12．0―12．1―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．2―18．3―29．8―41．8―53．8―1：05．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウカノン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．2 東京4着

2011．3．16生 牡4青鹿 母 カパルアベイ 母母 カ パ ル ア 13戦2勝 賞金 22，450，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔競走除外〕 デュナトス号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。



12021 4月26日 晴 良 （27東京2）第2日 第9競走

ウインズ石和開設30周年記念

��
��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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

22 カ ナ ロ ア 牡6鹿 57 石橋 脩金子真人ホール
ディングス� 中内田充正 日高 日高大洋牧場 458－ 41：47．4 3．3�

44 シングンジョーカー 牡4黒鹿57 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 468－ 2 〃 クビ 5．6�
810� アメリカンダイナー 	6鹿 57 三浦 皇成吉澤 克己氏 相沢 郁 米

Tony Holmes, Wal-
ter Zent & Win-
Star Farm LLC

478－ 21：47．71
 14．6�
33 ディアデルレイ 牡4栗 57 田辺 裕信 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム 492－ 61：47．8� 3．2�
78 ローズマンブリッジ 牝5鹿 55 武 豊吉田 勝己氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 490－ 61：47．9クビ 7．3	
77 � クリノハッチャン 牝4鹿 55 柴山 雄一栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 454＋ 41：48．22 106．8

89 クワトロガッツ 牡4黒鹿57 内田 博幸ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 454± 01：48．3クビ 4．5�
11 デルマハンニャ 牝5鹿 55 柴田 大知浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 446－ 6 〃 クビ 70．1�
66 リンガスアリュール 牝4栗 55 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 516－ 2 〃 ハナ 96．9
55 � キングクリチャン 牡6栗 57 江田 照男栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B498－ 41：48．51 105．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 40，811，400円 複勝： 45，963，800円 枠連： 20，551，600円
馬連： 111，963，500円 馬単： 63，826，200円 ワイド： 42，948，200円
3連複： 119，201，600円 3連単： 255，232，300円 計： 700，498，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 180円 � 300円 枠 連（2－4） 1，000円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 360円 �� 730円 �� 840円

3 連 複 ��� 2，860円 3 連 単 ��� 10，140円

票 数

単勝票数 計 408114 的中 � 97296（2番人気）
複勝票数 計 459638 的中 � 94520（2番人気）� 68867（4番人気）� 30834（6番人気）
枠連票数 計 205516 的中 （2－4） 15793（5番人気）
馬連票数 計1119635 的中 �� 93807（4番人気）
馬単票数 計 638262 的中 �� 30326（4番人気）
ワイド票数 計 429482 的中 �� 33345（3番人気）�� 14570（11番人気）�� 12462（13番人気）
3連複票数 計1192016 的中 ��� 31159（11番人気）
3連単票数 計2552323 的中 ��� 18235（41番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―12．0―12．3―12．0―11．7―11．4―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．7―36．7―49．0―1：01．0―1：12．7―1：24．1―1：35．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．7

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

勝馬の
紹 介

カ ナ ロ ア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 King’s Best デビュー 2012．1．5 京都2着

2009．4．2生 牡6鹿 母 クイーンカアフマヌ 母母 アルアメント 16戦4勝 賞金 78，949，000円

12022 4月26日 晴 良 （27東京2）第2日 第10競走 ��
��2，000�

ふちゅう

府中ステークス
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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：56．1
1：56．1

良
良

44 ダービーフィズ 牡5栗 57 蛯名 正義 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 460－ 61：59．9 4．7�
67 ア ト ム 牡4鹿 57 内田 博幸杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 466＋102：00．0� 7．1�
810 マイネオーラム 牝4鹿 55 柴田 大知 �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 462＋ 6 〃 クビ 13．6�
79 エバーグリーン 牡7青 57 横山 典弘吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 502－ 62：00．21� 23．2�
55 	 レッドルーファス 牡5栗 57 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 米 Charles

H. Wacker 510＋ 22：00．41
 3．4	
11 ジャーエスペランサ 牡6鹿 57 吉田 豊本間 茂氏 相沢 郁 新ひだか 真歌田中牧場 B480－ 42：00．61
 46．5

78 	 シャドウパーティー 牡6鹿 57 石橋 脩飯塚 知一氏 堀 宣行 愛 Lodge

Park Stud 502－ 22：00．7� 4．9�
33 フェスティヴイェル 牡4黒鹿57 田中 勝春臼井義太郎氏 畠山 吉宏 むかわ 上水牧場 494－10 〃 アタマ 7．9�
22 イタリアンネオ 牡4黒鹿57 田辺 裕信平井 裕氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 536＋14 〃 アタマ 38．4
66 リメインサイレント 牝5鹿 55 柴山 雄一 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 486－ 2 〃 クビ 15．0�
811 セ キ シ ョ ウ 牝5青鹿55 大野 拓弥山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 B504－ 22：00．91
 17．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 51，963，900円 複勝： 73，934，600円 枠連： 33，695，200円
馬連： 171，779，100円 馬単： 78，690，700円 ワイド： 65，526，500円
3連複： 185，480，600円 3連単： 318，152，500円 計： 979，223，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 190円 � 270円 � 330円 枠 連（4－6） 1，530円

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 3，130円

ワ イ ド �� 630円 �� 990円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 8，460円 3 連 単 ��� 35，900円

票 数

単勝票数 計 519639 的中 � 86607（2番人気）
複勝票数 計 739346 的中 � 113607（3番人気）� 67981（5番人気）� 52680（6番人気）
枠連票数 計 336952 的中 （4－6） 16999（9番人気）
馬連票数 計1717791 的中 �� 66970（8番人気）
馬単票数 計 786907 的中 �� 18807（9番人気）
ワイド票数 計 655265 的中 �� 27795（6番人気）�� 16964（10番人気）�� 8738（27番人気）
3連複票数 計1854806 的中 ��� 16442（34番人気）
3連単票数 計3181525 的中 ��� 6424（123番人気）

ハロンタイム 13．2―11．7―11．9―12．1―12．4―12．0―12．0―11．5―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―24．9―36．8―48．9―1：01．3―1：13．3―1：25．3―1：36．8―1：48．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

ダービーフィズ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．10．7 東京2着

2010．2．24生 牡5栗 母 マンハッタンフィズ 母母 サトルチェンジ 23戦4勝 賞金 101，381，000円
※リメインサイレント号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

２レース目



12023 4月26日 晴 良 （27東京2）第2日 第11競走 ��
��2，000�第50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 1，232，000円 352，000円 176，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

35 シングウィズジョイ 牝3青鹿54 内田 博幸 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 450－ 62：01．8 6．0�
36 ディアマイダーリン 牝3鹿 54 横山 典弘窪田 康志氏 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 478－ 8 〃 クビ 3．2�
11 マキシマムドパリ 牝3芦 54 武 豊 �グリーンファーム松元 茂樹 千歳 社台ファーム 432－182：01．9クビ 6．7�
12 ウインアキレア 牝3鹿 54 柴田 大知�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 446－ 82：02．0� 54．4�
510 エバーシャルマン 牝3黒鹿54 石橋 脩宇田 豊氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 452－ 2 〃 クビ 19．5	
611 バ ン ゴ ー ル 牝3鹿 54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 408－162：02．1クビ 30．3

816 ナガラフラワー 牝3鹿 54 川島 信二長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 大島牧場 456＋122：02．2� 7．2�
47 アスカビレン 牝3鹿 54 秋山真一郎神田 紘爾氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 444－14 〃 アタマ 31．9�
713 ゴージャスガール 牝3黒鹿54 大野 拓弥飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 428－ 82：02．41	 66．8
612 フロレットアレー 牝3鹿 54 田辺 裕信 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 416＋ 4 〃 ハナ 7．2�
24 ロックキャンディ 牝3黒鹿54 吉田 豊�Basic 土田 稔 新冠 佐藤 信広 476＋ 62：02．61	 18．2�
714 サダムブルーハワイ 牝3鹿 54 松岡 正海大西 定氏 藤岡 健一 浦河 桑田牧場 476－10 〃 クビ 88．2�
815 グリシーヌシチー 牝3鹿 54 三浦 皇成 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 454＋ 22：02．7クビ 93．4�
48 アドマイヤピンク 牝3栗 54 柴田 善臣近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 450－ 22：02．91	 21．6�
59 リアンドジュエリー 牝3芦 54 蛯名 正義大塚 亮一氏 奥村 武 日高 オリオンファーム 448＋ 2 〃 クビ 14．1�
23 タマモボレロ 牝3鹿 54 江田 照男タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 474＋ 42：03．0� 178．7�
817 レッドカーラ 牝3黒鹿54 武士沢友治 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 418－ 42：03．21 184．7�

（17頭）

売 得 金
単勝： 187，150，900円 複勝： 258，968，600円 枠連： 183，787，200円 馬連： 739，596，300円 馬単： 341，067，900円
ワイド： 279，257，800円 3連複： 1，054，423，100円 3連単： 1，743，912，200円 5重勝： 709，489，600円 計： 5，497，653，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 190円 � 140円 � 230円 枠 連（3－3） 1，130円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 410円 �� 750円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 10，710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����� 2，573，270円

票 数

単勝票数 計1871509 的中 � 247334（2番人気）
複勝票数 計2589686 的中 � 337399（2番人気）� 567716（1番人気）� 253495（5番人気）
枠連票数 計1837872 的中 （3－3） 125466（5番人気）
馬連票数 計7395963 的中 �� 510639（2番人気）
馬単票数 計3410679 的中 �� 94220（6番人気）
ワイド票数 計2792578 的中 �� 180922（1番人気）�� 89830（5番人気）�� 154385（3番人気）
3連複票数 計10544231 的中 ��� 400732（1番人気）
3連単票数 計17439122 的中 ��� 118002（10番人気）
5重勝票数 計7094896 的中 ����� 193

ハロンタイム 13．1―12．0―12．2―12．5―12．8―12．6―12．2―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�
13．1―25．1―37．3―49．8―1：02．6―1：15．2―1：27．4―1：38．9―1：50．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F34．4

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

勝馬の
紹 介

シングウィズジョイ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．7．6 中京2着

2012．2．25生 牝3青鹿 母 シングライクバード 母母 シングライクトーク 8戦3勝 賞金 76，842，000円
〔制裁〕 エバーシャルマン号の騎手石橋脩は，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。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりシングウィズジョイ号・ディアマイダーリン号・マキシマムドパリ号は，優駿牝馬（GⅠ）競走に優先出走で
きる。

12024 4月26日 晴 良 （27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 10，500，000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
1：34．1
1：33．3

不良
良

47 マ ノ ワ ー ル 牡5鹿 57 武 豊�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 448－ 21：37．0 2．2�

612 ラジオデイズ 牡4青鹿57 内田 博幸 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 480＋ 21：37．1� 5．6�
24 サクラルコール 牡4栃栗57 横山 典弘�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 高橋 修 484－101：37．41	 7．4�
816 ラストダンサー 牡4青鹿57 三浦 皇成草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 B446－ 61：37．82� 10．5�
12 タガノプリンス 牡7鹿 57 田中 勝春八木 秀之氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 458－101：37．9	 43．7	
713 ショウリノウタゲ 牝5鹿 55 柴田 善臣平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 川端 正博 522－ 41：38．0� 51．5

48 レンブラント 牡4黒鹿57 川島 信二田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 484＋ 2 〃 クビ 95．0�
35 エイユービリオネア 牡4栗 57 柴田 大知笹部 義則氏 高野 友和 浦河 杵臼牧場 450－ 61：38．1クビ 71．3�
815 アナザーバージョン 牡4鹿 57 田辺 裕信 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム B492－ 41：38．42 5．5
11 
 ポンデザムール 牡5黒鹿57 蛯名 正義岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 沖田 哲夫 524± 01：38．5クビ 17．1�
611 ラブリースター 牝6栃栗55 嘉藤 貴行長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 468－ 21：38．6� 315．5�
23 メリーウィドウ 牝4鹿 55 吉田 豊 �シルクレーシング 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 498－ 6 〃 クビ 18．9�
510 エーペックス 牡6青鹿57 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 日高 川島 良一 512－ 21：38．7	 143．5�
714 チャンスメイク 牡4青 57 武士沢友治平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 440－181：39．02 102．7�
36 エンドレストライ 牝4黒鹿55 江田 照男飯田 正剛氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 458－ 61：39．1クビ 219．2�
59 キョウワリベラル 牡6黒鹿57 秋山真一郎�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 496－ 81：39．42 102．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 88，916，100円 複勝： 113，344，900円 枠連： 66，414，600円
馬連： 271，149，000円 馬単： 142，495，600円 ワイド： 118，571，800円
3連複： 311，582，500円 3連単： 609，927，400円 計： 1，722，401，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 160円 � 180円 枠 連（4－6） 660円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 270円 �� 310円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 4，320円

票 数

単勝票数 計 889161 的中 � 322082（1番人気）
複勝票数 計1133449 的中 � 314067（1番人気）� 169055（2番人気）� 128412（4番人気）
枠連票数 計 664146 的中 （4－6） 77794（3番人気）
馬連票数 計2711490 的中 �� 319594（1番人気）
馬単票数 計1424956 的中 �� 116242（1番人気）
ワイド票数 計1185718 的中 �� 119417（1番人気）�� 100885（2番人気）�� 40752（8番人気）
3連複票数 計3115825 的中 ��� 163516（2番人気）
3連単票数 計6099274 的中 ��� 102170（3番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．5―12．3―12．6―12．3―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―34．8―47．1―59．7―1：12．0―1：24．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F37．3
3 15，7－（9，8）－12（4，10）（3，11，13）－（5，16）（1，6）2，14 4 ・（15，7）－8－（9，12）－（4，10）（3，11，13）16（5，1）6，2－14

勝馬の
紹 介

マ ノ ワ ー ル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．2．2 京都2着

2010．3．24生 牡5鹿 母 ノータブルアート 母母 アンブロジン 20戦4勝 賞金 63，502，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 ヴィルトグラーフ号・シュガーヒル号・セトノプロミス号・トーセンハルカゼ号・フィアレス号・ラブユー号

５レース目



（27東京2）第2日 4月26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 175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

268，640，000円
4，160，000円
7，600，000円
2，500，000円
24，630，000円
69，035，500円
4，839，000円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
615，313，300円
864，829，800円
456，491，800円
1，878，699，600円
958，563，300円
791，645，200円
2，351，246，200円
4，046，293，700円
709，489，600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 12，672，572，500円

総入場人員 38，214名 （有料入場人員 36，211名）
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