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12037 4月30日 晴 良 （29東京2）第4日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走9時55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

35 チ ェ ス 牝3黒鹿54 大野 拓弥諸岡 慶氏 久保田貴士 日高 北田 剛 446－ 41：26．8 4．7�
510 スカイソング 牝3芦 54 内田 博幸西村 專次氏 古賀 史生 浦河 グラストレーニ

ングセンター 468－ 21：27．12 3．4�
612 ハミングパッション 牝3青鹿54 石橋 脩髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 476± 01：27．41� 7．5�
48 デルマカゼタチヌ 牝3栗 54 戸崎 圭太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 446＋ 21：27．5クビ 4．6�
12 ロックンルージュ 牝3鹿 54 柴山 雄一堀口 晴男氏 中川 公成 日高 日西牧場 490－101：27．71� 10．4�
714 ワガミヨニフル 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎内田 玄祥氏 松山 将樹 新ひだか 上村 清志 488＋ 41：27．8� 54．3�
24 ハートブレイク 牝3鹿 54 田中 勝春髙橋照比古氏 土田 稔 浦河 王蔵牧場 414＋ 61：28．22� 74．9	
815 キョウエイビアンコ 牝3青鹿54 松岡 正海田中 晴夫氏 伊藤 伸一 日高 春木 昭雄 428－ 21：28．3クビ 39．6

611 フェスティヴドレス 牝3栗 54 柴田 善臣臼井義太郎氏 本間 忍 新冠 細川農場 420＋ 41：28．4� 188．6�
36 ヤマニンレナータ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 452± 01：28．61� 155．2�
59 ビオンデッツァ 牝3栗 54

51 ▲武藤 雅程田 真司氏 高橋 文雅 浦河 市川フアーム 442± 01：28．7� 51．0
23 ネコフッピー 牝3鹿 54 吉田 豊桐谷 茂氏 星野 忍 新冠 須崎牧場 412－ 2 〃 クビ 25．2�
11 サーブルエトワール 牝3青鹿 54

51 ▲木幡 育也岡田 牧雄氏 大江原 哲 宮城 早坂牧場 444＋ 41：28．8クビ 52．0�
713 トップシークレット 牝3栗 54 北村 宏司井手 慶祐氏 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 21：28．9� 144．7�
47 ハッピークイン 牝3黒鹿54 江田 照男平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上 悦夫 486－121：29．11� 50．4�
816 コンカドール 牝3鹿 54 藤岡 佑介草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 B436＋ 21：30．58 7．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，927，200円 複勝： 25，701，700円 枠連： 12，777，400円
馬連： 54，996，400円 馬単： 26，385，300円 ワイド： 30，087，500円
3連複： 77，108，000円 3連単： 95，392，100円 計： 342，375，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 140円 � 260円 枠 連（3－5） 770円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 330円 �� 690円 �� 690円

3 連 複 ��� 2，440円 3 連 単 ��� 12，070円

票 数

単勝票数 計 199272 的中 � 33634（3番人気）
複勝票数 計 257017 的中 � 41951（3番人気）� 54411（2番人気）� 20104（5番人気）
枠連票数 計 127774 的中 （3－5） 12727（2番人気）
馬連票数 計 549964 的中 �� 52731（2番人気）
馬単票数 計 263853 的中 �� 12149（4番人気）
ワイド票数 計 300875 的中 �� 25539（2番人気）�� 10653（6番人気）�� 10643（7番人気）
3連複票数 計 771080 的中 ��� 23685（7番人気）
3連単票数 計 953921 的中 ��� 5728（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．1―36．2―48．8―1：01．4―1：14．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．6―3F38．0
3 12，14（2，10）（7，13）5（4，6，15）3，1（8，16）9－11 4 12，14（2，10）（5，13）（7，15）6，4，3（1，8）9（11，16）

勝馬の
紹 介

チ ェ ス �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2016．9．3 新潟12着

2014．5．1生 牝3黒鹿 母 スズオリヅル 母母 スズマイヒメ 8戦1勝 賞金 9，000，000円
〔発走状況〕 ハッピークイン号は，集合合図時に放馬。馬体検査。発走時刻5分遅延。
〔制裁〕 コンカドール号の調教師久保田貴士は，馬場入場後に同馬の左手綱の尾錠が外れたことについて過怠金10，000円。

12038 4月30日 晴 良 （29東京2）第4日 第2競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走10時25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
1：33．8
1：33．3

重
良

46 � ストロボスコープ 牡3鹿 56 戸崎 圭太 H.H．シェイク・モハメド 藤沢 和雄 米
Fred W. Hertrich
III & John D.
Fielding

480＋121：39．7 2．1�
23 リパーカッション 牡3鹿 56 柴田 大知石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 杵臼牧場 510－ 61：40．33� 5．1�
11 フクノシャングリラ 牡3芦 56 武士沢友治福島 祐子氏 萱野 浩二 浦河 浦河小林牧場 B436－ 4 〃 クビ 140．4�
58 レ イ ダ ー 牡3鹿 56 石橋 脩石川 達絵氏 堀 宣行 安平 追分ファーム 520 ―1：40．51	 3．5�
34 サウンドベティ 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅増田 雄一氏 水野 貴広 新冠 新冠伊藤牧場 436＋ 2 〃 ハナ 60．5�
59 マイネルエフォート 牡3鹿 56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 41：40．71	 22．4	
47 アスヘノキボウ 牝3鹿 54 江田 照男
ミルファーム 谷原 義明 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 436＋ 21：41．12� 60．3�
815 ショウナンハドル 牡3黒鹿56 内田 博幸国本 哲秀氏 勢司 和浩 新ひだか 松本牧場 464－ 21：41．41
 5．5�
712 コ ロ リ ズ ム 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新冠 シンユウフアーム 448＋ 41：42．04 107．6
35 セ イ ギ 牡3栗 56 宮崎 北斗江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 486＋ 81：42．42 307．6�
713 フ リ ヴ ォ ル 牡3鹿 56 菅原 隆一田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 坂本牧場 472－ 81：42．93 324．0�
610 プルメリアワン 牝3鹿 54

51 ▲森 裕太朗助川 啓一氏 尾形 和幸 新ひだか 本桐牧場 448－ 81：43．64 169．6�
22 リワードクラング �3栗 56 嘉藤 貴行宮崎忠比古氏 田中 清隆 浦河 有限会社

リワード 454＋ 2 〃 クビ 205．3�
611 チチブリュウセイ 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎�明栄商事 松山 将樹 浦河 バンブー牧場 B536± 01：44．23� 51．4�
814 プリンセスジーナ 牝3鹿 54 岩部 純二 
ダイヤモンドファーム 浅野洋一郎 浦河 北俣牧場 446＋ 4 （競走中止） 228．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，339，500円 複勝： 37，534，500円 枠連： 13，361，600円
馬連： 59，180，200円 馬単： 37，596，700円 ワイド： 30，919，300円
3連複： 71，704，800円 3連単： 128，640，100円 計： 406，276，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 160円 � 1，620円 枠 連（2－4） 490円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 250円 �� 3，430円 �� 5，360円

3 連 複 ��� 13，430円 3 連 単 ��� 35，730円

票 数

単勝票数 計 273395 的中 � 100767（1番人気）
複勝票数 計 375345 的中 � 149489（1番人気）� 53444（4番人気）� 2932（10番人気）
枠連票数 計 133616 的中 （2－4） 20851（3番人気）
馬連票数 計 591802 的中 �� 105415（1番人気）
馬単票数 計 375967 的中 �� 40052（2番人気）
ワイド票数 計 309193 的中 �� 39076（2番人気）�� 2053（24番人気）�� 1304（31番人気）
3連複票数 計 717048 的中 ��� 4004（29番人気）
3連単票数 計1286401 的中 ��� 2610（85番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―35．9―48．7―1：02．0―1：14．7―1：27．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F37．7
3 6（8，10）（3，9）（2，7，12）－15，14（4，13）1－11－5 4 6（8，10）（3，9）（7，12）2（4，15，13）1＝11－5＝14

勝馬の
紹 介

�ストロボスコープ �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2016．10．16 東京6着

2014．3．25生 牡3鹿 母 Glimmering 母母 Mahrah 5戦1勝 賞金 7，750，000円
〔競走中止〕 プリンセスジーナ号は，競走中に疾病〔心不全〕を発症したため4コーナーで競走中止。
※出走取消馬 ヤマニンリュネビル号（疾病〔右前肢跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 デリツィエ号

第２回 東京競馬 第４日



12039 4月30日 晴 良 （29東京2）第4日 第3競走 ��1，300�サラブレッド系3歳
発走10時55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
1：16．1
1：16．1

重
重

59 キンイロジャッカル 牡3栗 56 津村 明秀石瀬 浩三氏 相沢 郁 日高 出口牧場 524＋ 41：19．6 1．5�
47 ミラクルゲート 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 育也関 駿也氏 宗像 義忠 日高 スマイルファーム 442＋ 61：20．34 18．9�
714 サウスギガパワー 牡3鹿 56 北村 宏司南波 壽氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B460± 0 〃 クビ 5．0�
611 アントレーン 牝3栗 54 柴山 雄一鹽田 久義氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 静子 430＋ 4 〃 アタマ 11．1�
24 クードゥシャポー 牡3栗 56 大野 拓弥栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 中神牧場 500＋101：21．57 78．0�
510 シゲルハリネズミ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行森中 蕃氏 蛯名 利弘 新ひだか 坂本牧場 B462－121：21．81� 161．9�
23 セクイアデンドロン 牡3鹿 56

53 ▲森 裕太朗塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 456± 01：21．9クビ 171．6	
36 ブライトンピア 牡3栗 56 村田 一誠浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B454± 0 〃 クビ 32．8

815 ロバリーゴー 牡3黒鹿56 内田 博幸木村 廣太氏 尾形 和幸 新ひだか 本桐牧場 486＋ 41：22．0� 19．8�
713 カシノジャック 牡3黒鹿56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 馬道 隆 488＋ 2 〃 クビ 204．0�
48 キングアスリート 牡3鹿 56 田中 勝春長谷川清英氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 468± 01：22．1クビ 63．4
35 サンデトロイト 牡3青鹿56 岩部 純二 �加藤ステーブル 萱野 浩二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478± 01：22．2� 171．8�
12 ジ ッ テ 牡3鹿 56 宮崎 北斗山上 和良氏 的場 均 浦河 中島牧場 460－ 81：22．62� 135．6�
816 ハロウィンスター 牝3栗 54 江田 照男 Him Rock Racing 的場 均 日高 タバタファーム 464± 01：23．23� 102．6�
11 バルバスバウ �3鹿 56

53 ▲野中悠太郎岡田 牧雄氏 池上 昌和 青森 織笠 時男 416＋ 4 〃 クビ 301．7�
612 フェスティヴオオジ 牡3栗 56 松岡 正海臼井義太郎氏 蛯名 利弘 日高 高柳 隆男 490＋ 41：23．51� 8．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，670，000円 複勝： 78，209，300円 枠連： 18，215，000円
馬連： 63，861，000円 馬単： 40，337，100円 ワイド： 37，068，500円
3連複： 80，235，300円 3連単： 136，279，900円 計： 482，876，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 230円 � 140円 枠 連（4－5） 850円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 380円 �� 190円 �� 760円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 4，490円

票 数

単勝票数 計 286700 的中 � 145374（1番人気）
複勝票数 計 782093 的中 � 539784（1番人気）� 26814（5番人気）� 62766（2番人気）
枠連票数 計 182150 的中 （4－5） 16415（3番人気）
馬連票数 計 638610 的中 �� 50054（4番人気）
馬単票数 計 403371 的中 �� 24522（5番人気）
ワイド票数 計 370685 的中 �� 23377（4番人気）�� 61168（1番人気）�� 10416（9番人気）
3連複票数 計 802353 的中 ��� 54094（3番人気）
3連単票数 計1362799 的中 ��� 21975（9番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．2―18．3―29．4―41．6―54．4―1：06．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．2―3F38．0
3 ・（12，14）－9，15（11，13）－2－（4，8）1（3，7）16（6，10）－5 4 12，14（9，15）11，13－2－8，4，7，1（3，16）（6，10）－5

勝馬の
紹 介

キンイロジャッカル �
�
父 バトルプラン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．3．12 中山4着

2014．3．13生 牡3栗 母 マルフィーザ 母母 フローラルレディ 3戦1勝 賞金 7，750，000円
〔その他〕 フェスティヴオオジ号は，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 キチロクエンパイア号

12040 4月30日 晴 良 （29東京2）第4日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時25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
1：31．3
1：30．7

良
良

23 ジェイケイオジョウ 牝3鹿 54 戸崎 圭太小谷野次郎氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 450－101：34．3 4．3�
714 レ ロ ー ヴ 牝3鹿 54 内田 博幸今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 480± 01：34．72� 4．9�
816 アシュランス 牝3栗 54 宮崎 北斗 �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 416± 0 〃 クビ 44．4�
47 ナムラムラサキ 牝3鹿 54 津村 明秀奈村 睦弘氏 岩戸 孝樹 日高 いとう牧場 420＋ 21：34．8� 16．4�
59 ネオヴィットーリア 牝3黒鹿54 吉田 豊小林 仁幸氏 古賀 史生 日高 メイプルファーム 460－ 41：34．9� 10．0�
612 フレスコパスト 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 404－ 21：35．0クビ 135．4	
36 ハイヤーアプシス 牝3黒鹿54 松岡 正海吉田 晴哉氏 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 408－ 21：35．1� 3．4

35 トミケンタルモ 牝3鹿 54 柴山 雄一冨樫 賢二氏 上原 博之 浦河 ガーベラパー

クスタツド B448－ 61：35．2� 24．1�
715 タイムトラベル 牝3鹿 54 岩部 純二島川 �哉氏 萱野 浩二 日高 有限会社 エ

スティファーム 480 ―1：35．3� 17．2
11 アクロスザシャイン 牝3鹿 54 北村 宏司森 保彦氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 418－ 2 〃 アタマ 25．6�
24 プーカローズ 牝3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 日高 中前牧場 424－ 3 〃 アタマ 54．3�
510 ハツラツニッコウ 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎西村新一郎氏 伊藤 伸一 新ひだか 田原橋本牧場 426＋ 2 〃 ハナ 146．6�
818 ス ト レ ヌ ア 牝3黒鹿54 石橋 脩鈴木 慈雄氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 426＋ 61：35．93� 9．1�
817 エスプリドゥルミエ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也髙橋 貴士氏 武藤 善則 新ひだか 松田牧場 428 ―1：36．22 172．0�
48 エ メ ラ イ ン 牝3黒鹿54 田中 勝春中辻 明氏 武井 亮 浦河 バンブー牧場 458－101：36．62� 30．4�
12 キョウモバライロ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 424± 0 〃 アタマ 291．2�
611 シュプレーム 牝3栗 54 大野 拓弥�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 434 ―1：37．87 101．4�
713 ディプロマシー 牝3鹿 54 江田 照男庄野 昭彦氏 中川 公成 日高 庄野牧場 464 ―1：38．01� 74．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 31，487，800円 複勝： 48，050，200円 枠連： 19，721，000円
馬連： 76，566，500円 馬単： 33，713，600円 ワイド： 45，376，100円
3連複： 95，635，000円 3連単： 114，462，800円 計： 465，013，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 170円 � 780円 枠 連（2－7） 900円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 480円 �� 3，120円 �� 2，440円

3 連 複 ��� 11，810円 3 連 単 ��� 48，100円

票 数

単勝票数 計 314878 的中 � 58570（2番人気）
複勝票数 計 480502 的中 � 78859（3番人気）� 86759（2番人気）� 11446（11番人気）
枠連票数 計 197210 的中 （2－7） 16850（3番人気）
馬連票数 計 765665 的中 �� 49347（3番人気）
馬単票数 計 337136 的中 �� 11282（6番人気）
ワイド票数 計 453761 的中 �� 26476（3番人気）�� 3550（35番人気）�� 4579（30番人気）
3連複票数 計 956350 的中 ��� 6071（38番人気）
3連単票数 計1144628 的中 ��� 1725（134番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．2―47．1―59．0―1：10．4―1：22．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジェイケイオジョウ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．7．10 福島9着

2014．4．16生 牝3鹿 母 ツルマルオジョウ 母母 ツルマルガール 11戦1勝 賞金 11，350，000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。
（非抽選馬） 1頭 サンマルスイート号



12041 4月30日 晴 良 （29東京2）第4日 第5競走 ��
��2，300�サラブレッド系3歳

発走12時15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
2：18．5
2：18．3

良
良

611 トータルソッカー 牡3栗 56 戸崎 圭太渡邊 隆氏 尾形 充弘 新ひだか 真歌田中牧場 494± 02：21．5 3．8�
714 メイプルストロング 牡3鹿 56 内田 博幸節 英司氏 高市 圭二 平取 スガタ牧場 500－ 42：21．81� 10．1�
23 サンデームーティエ 牡3栗 56 吉田 豊戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 436－ 42：22．01� 16．7�
35 マイネルクラース 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 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 22：22．1� 11．8�
12 フリージングレイン 牡3鹿 56 北村 宏司 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 504－ 2 〃 クビ 2．4	
36 ピンクスパイダー 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎 Him Rock Racing 和田 雄二 日高 北田 剛 422＋ 42：22．41� 44．6

11 レンジャックマン 牡3鹿 56 藤岡 佑介田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 438－ 82：22．82	 5．4�
510 ロンギングアリーナ 牝3青鹿54 石橋 脩坂本 浩一氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 498 ―2：22．9	 36．7�
47 タイセイレイザー 牡3青鹿56 松岡 正海田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 千代田牧場 B470＋102：23．11	 58．7
815 アルミランテ 牡3黒鹿56 柴山 雄一金山 敏也氏 尾関 知人 むかわ 上水牧場 466－ 22：23．31� 89．1�
59 ダンスアラウンド 牡3鹿 56 田中 勝春 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 516－102：23．4クビ 115．6�
48 ポートキャンベル 牝3鹿 54 嘉藤 貴行嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム 414－102：23．5� 320．1�
816 ミツカネマジック 牝3黒鹿54 江田 照男小山田 満氏 本間 忍 新冠 秋田牧場 456－ 42：23．6� 208．7�
24 ブラックマイスター 牡3青鹿56 小牧 太山口 敦広氏 清水 久詞 新ひだか 城地 清満 464－ 82：23．81 129．8�
612 クリノカエサル 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 木村牧場 488＋ 2 〃 クビ 389．1�
713 ジュンマシュウ 牡3黒鹿56 大野 拓弥河合 純二氏 斎藤 誠 洞
湖 レイクヴィラファーム 520＋ 62：24．33 18．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，409，500円 複勝： 41，698，900円 枠連： 22，291，800円
馬連： 70，443，800円 馬単： 34，518，800円 ワイド： 42，599，100円
3連複： 91，376，900円 3連単： 117，360，700円 計： 448，699，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 280円 � 300円 枠 連（6－7） 1，170円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 2，680円

ワ イ ド �� 620円 �� 700円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 5，860円 3 連 単 ��� 22，070円

票 数

単勝票数 計 284095 的中 � 58560（2番人気）
複勝票数 計 416989 的中 � 84856（2番人気）� 34568（4番人気）� 31942（5番人気）
枠連票数 計 222918 的中 （6－7） 14644（6番人気）
馬連票数 計 704438 的中 �� 31870（7番人気）
馬単票数 計 345188 的中 �� 9627（10番人気）
ワイド票数 計 425991 的中 �� 18384（6番人気）�� 15808（9番人気）�� 5466（19番人気）
3連複票数 計 913769 的中 ��� 11685（20番人気）
3連単票数 計1173607 的中 ��� 3855（70番人気）

ハロンタイム 7．0―11．4―12．3―13．2―13．0―12．8―13．1―12．6―12．1―11．2―11．1―11．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100�
7．0―18．4―30．7―43．9―56．9―1：09．7―1：22．8―1：35．4―1：47．5―1：58．7―2：09．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．1―3F34．0
1
3
11（3，12）16（2，6）8（1，5，14）（4，13，15）9，10，7
11（12，16）3，6（2，8）（5，14）1，13，4（9，15）10，7

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

勝馬の
紹 介

トータルソッカー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 サツカーボーイ デビュー 2016．10．16 東京9着

2014．4．4生 牡3栗 母 ウェンブリー 母母 クラウンアスリート 10戦1勝 賞金 14，350，000円
〔制裁〕 ロンギングアリーナ号の騎手石橋脩は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）

12042 4月30日 晴 良 （29東京2）第4日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時45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

812 エメラルスター 牡3黒鹿56 石橋 脩高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 450－ 41：34．1 12．8�
33 ラーナアズーラ 牝3栗 54 柴山 雄一 �グランデオーナーズ 畠山 吉宏 日高 アイズスタッド株式会社 470± 01：34．31� 10．2�
44 マ ン ハ イ ム 牝3栗 54 津村 明秀 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 428＋ 2 〃 ハナ 5．6�
11 ブ リ ラ ー レ 牡3栗 56 戸崎 圭太早野 誠氏 斉藤 崇史 洞�湖 レイクヴィラファーム 454－ 41：34．51� 2．3�
710 ド ウ デ ィ 牡3鹿 56 大野 拓弥 e馬主組合 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 482－ 6 〃 クビ 4．0	
22 	 バスカヴィル 牡3鹿 56 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 米

Tenth Street
Stables, LLC &
Darley

468－ 41：34．71� 10．9

55 クイントゥープル 牝3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 428± 01：34．91� 34．5�
79 メモリーミネルバ 牝3鹿 54 吉田 豊島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 418－ 6 〃 クビ 100．1
811
 マッシュクール 牡3黒鹿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 494＋ 41：35．0� 27．4�
67 グ リ ト ニ ル 牡3鹿 56 北村 宏司杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 424± 01：35．1� 21．1�
68 クインズコースト 牡3鹿 56 田中 勝春亀田 和弘氏 加藤 征弘 新ひだか 大滝 康晴 464± 01：35．42 167．5�
56 エムオービーナス 牝3栗 54 柴田 善臣大浅 貢氏 鹿戸 雄一 日高 門別牧場 464± 01：36．14 124．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 41，133，500円 複勝： 49，550，300円 枠連： 17，531，600円
馬連： 88，787，000円 馬単： 47，301，500円 ワイド： 48，321，200円
3連複： 109，217，000円 3連単： 164，151，900円 計： 565，994，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 370円 � 300円 � 240円 枠 連（3－8） 4，350円

馬 連 �� 6，100円 馬 単 �� 12，730円

ワ イ ド �� 1，760円 �� 1，040円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 9，950円 3 連 単 ��� 68，390円

票 数

単勝票数 計 411335 的中 � 25544（6番人気）
複勝票数 計 495503 的中 � 32368（6番人気）� 43508（4番人気）� 57831（3番人気）
枠連票数 計 175316 的中 （3－8） 3121（18番人気）
馬連票数 計 887870 的中 �� 11267（21番人気）
馬単票数 計 473015 的中 �� 2786（41番人気）
ワイド票数 計 483212 的中 �� 6917（20番人気）�� 12032（13番人気）�� 11964（14番人気）
3連複票数 計1092170 的中 ��� 8229（34番人気）
3連単票数 計1641519 的中 ��� 1740（232番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．5―47．2―59．4―1：11．0―1：22．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エメラルスター �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．2．4 東京10着

2014．4．12生 牡3黒鹿 母 セトウチソーラー 母母 サマーヴォヤージュ 3戦2勝 賞金 12，200，000円



12043 4月30日 晴 良 （29東京2）第4日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走13時15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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

47 ハルクンノテソーロ 牡3黒鹿56 大野 拓弥了德寺健二氏 高木 登 新冠 長浜牧場 474－ 21：25．7 3．2�
59 アシャカセルクル 牡3黒鹿56 吉田 豊吉冨 学氏 小笠 倫弘 日高 豊洋牧場 504± 01：25．91� 11．5�
713 スズカゴーディー 牡3黒鹿56 内田 博幸永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 486＋ 81：26．0� 5．0�
714 ララベスラーナ 牝3栗 54

51 ▲森 裕太朗ディアレストクラブ� 高橋 義忠 浦河 ディアレスト
クラブ 464－101：26．42	 51．9�

612
 アニマルインミー 牡3鹿 56 柴田 大知田記 正規氏 小島 茂之 米 Linda Lee
Schroetlin 486－ 6 〃 ハナ 24．5�

510 ミ ス パ イ ロ 牝3黒鹿54 柴山 雄一村田 哲朗氏 浅野洋一郎 日高 戸川牧場 468＋ 2 〃 アタマ 8．8	
815 リトルレグルス 牡3鹿 56 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 498－ 21：26．5クビ 14．8

611 サウンドストリート 牡3鹿 56 戸崎 圭太増田 雄一氏 和田 正道 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448－16 〃 クビ 9．5�
36 � ギ ン チ ャ ン 牝3鹿 54 武士沢友治阿部榮乃進氏 星野 忍 厚真 阿部 栄乃進 442± 01：26．6	 109．0�
48 シルバーストーン 牡3芦 56 嘉藤 貴行峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 482－ 61：26．7	 70．5
11 ル ア 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 育也榊原 浩一氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 61：26．91	 58．4�
816 イエローマジック 牡3芦 56 田中 勝春村井 良孝氏 小島 茂之 日高 新井 昭二 446－ 21：28．07 41．3�
23 ク テ ィ ノ ス 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎金山 敏也氏 栗田 徹 新冠 樋渡 志尚 496＋301：28．1クビ 65．1�
12 タイセイマルス 牡3黒鹿56 小牧 太田中 成奉氏 栗田 徹 新ひだか 野坂牧場 450－ 61：28．52	 88．2�
35 レッドオーガー 牡3鹿 56 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 平取 坂東牧場 480± 01：28．6	 14．4�
24 シーエーパイロット 牝3黒鹿54 柴田 善臣小林 弘明氏 勢司 和浩 平取 坂東牧場 474± 01：28．92 6．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，241，900円 複勝： 61，482，100円 枠連： 24，405，100円
馬連： 99，100，900円 馬単： 40，206，100円 ワイド： 59，180，300円
3連複： 126，431，000円 3連単： 144，464，900円 計： 591，512，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 280円 � 170円 枠 連（4－5） 770円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 2，520円

ワ イ ド �� 760円 �� 360円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 3，330円 3 連 単 ��� 16，890円

票 数

単勝票数 計 362419 的中 � 89152（1番人気）
複勝票数 計 614821 的中 � 138973（1番人気）� 44119（6番人気）� 91473（2番人気）
枠連票数 計 244051 的中 （4－5） 24539（1番人気）
馬連票数 計 991009 的中 �� 40585（4番人気）
馬単票数 計 402061 的中 �� 11943（6番人気）
ワイド票数 計 591803 的中 �� 19370（6番人気）�� 45827（1番人気）�� 12629（13番人気）
3連複票数 計1264310 的中 ��� 28465（7番人気）
3連単票数 計1444649 的中 ��� 6201（27番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．4―13．0―12．5―11．8―12．0

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハルクンノテソーロ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2016．7．23 福島2着

2014．3．11生 牡3黒鹿 母 トウカイベルタ 母母 トウカイティアラ 7戦2勝 賞金 16，800，000円
〔制裁〕 クティノス号の騎手野中悠太郎は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番・8番）
※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 インフルエンサー号・カンバンムスメ号・コロニアルスタイル号・スプリングゲイル号・マツリダダイキチ号

12044 4月30日 晴 良 （29東京2）第4日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走13時45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
1：33．8
1：33．3

重
良

712 ニシノクラッチ 牡5黒鹿 57
54 ▲野中悠太郎成田 隆好氏 尾形 和幸 浦河 高昭牧場 488－121：39．1 38．3�

58 サンウィノナ 牝5鹿 55 武士沢友治 �加藤ステーブル 粕谷 昌央 日高 シンボリ牧場 472± 0 〃 クビ 40．1�
814 ナイアガラモンロー 牝5鹿 55 田中 勝春塩田 清氏 堀井 雅広 浦河 �川 啓一 498－ 41：39．2	 8．9�
711 マイネルネッツ 牡5鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 赤石 久夫 490± 0 〃 アタマ 2．0�
57 
 キ ン グ リ オ 牡5鹿 57 小牧 太窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 508± 0 〃 ハナ 12．1�
69 ポ ン ト ス 牡5鹿 57 柴山 雄一	ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか キヨタケ牧場 B470－ 41：39．3クビ 11．8

610
 オ ケ ア ノ ス 牡5鹿 57 岩部 純二清水 敏氏 南田美知雄 浦河 ミルファーム 518± 0 〃 クビ 4．8�
11 ラインフェルス 牡5栗 57 石橋 脩村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 484± 01：39．4クビ 7．6�
46 ビレッジエンパイア 牡4鹿 57 大野 拓弥村山 浩伸氏 土田 稔 新ひだか 嶋田牧場 482± 01：39．82	 35．3
813
 クリノダイシャリン 牡5栗 57

54 ▲木幡 育也栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 佐藤 信広 504＋ 41：39．9� 106．6�
33 ガルガンチュア 牡4栗 57 吉田 豊渡邊 隆氏 尾形 充弘 苫小牧 藤澤 昭勝 434＋121：40．53	 26．6�
34 
 アドラビリティ 牝5青鹿55 松岡 正海藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 498± 01：41．24 61．5�
45 ブルーガーディアン 牡5黒鹿57 江田 照男 �ブルーマネジメント星野 忍 新ひだか 加野牧場 496＋301：41．62	 146．8�
22 
 ア ナ ト リ ア 牡4鹿 57

54 ▲武藤 雅藤田 在子氏 蛯名 利弘 日高 天羽 禮治 476± 01：41．92 104．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 32，813，700円 複勝： 40，557，100円 枠連： 22，585，900円
馬連： 83，857，800円 馬単： 42，105，600円 ワイド： 44，193，800円
3連複： 106，485，300円 3連単： 154，439，700円 計： 527，038，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，830円 複 勝 � 750円 � 880円 � 400円 枠 連（5－7） 790円

馬 連 �� 60，680円 馬 単 �� 136，110円

ワ イ ド �� 10，290円 �� 4，530円 �� 5，340円

3 連 複 ��� 194，310円 3 連 単 ��� 1，646，590円

票 数

単勝票数 計 328137 的中 � 6845（9番人気）
複勝票数 計 405571 的中 � 13943（8番人気）� 11692（9番人気）� 29165（6番人気）
枠連票数 計 225859 的中 （5－7） 22029（3番人気）
馬連票数 計 838578 的中 �� 1071（66番人気）
馬単票数 計 421056 的中 �� 232（126番人気）
ワイド票数 計 441938 的中 �� 1103（59番人気）�� 2530（41番人気）�� 2138（44番人気）
3連複票数 計1064853 的中 ��� 411（198番人気）
3連単票数 計1544397 的中 ��� 68（1266番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．9―48．8―1：01．6―1：14．3―1：26．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノクラッチ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2014．7．12 福島12着

2012．2．25生 牡5黒鹿 母 ニ シ ノ マ オ 母母 ニシノボナリー 19戦2勝 賞金 27，446，000円
〔制裁〕 サンウィノナ号の騎手武士沢友治は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：10番）
※アドラビリティ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



12045 4月30日 晴 良 （29東京2）第4日 第9競走 ��
��2，400�

じ ん ば

陣 馬 特 別
発走14時15分 （芝・左）
4歳以上，1，000万円以下，28．4．30以降29．4．23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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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

56 ウインヴォラーレ 牡4黒鹿55 松岡 正海�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 454± 02：25．9 4．9�
812 サウンドメモリー 牡6鹿 54 柴山 雄一嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 490－ 82：26．0� 8．0�
33 アグリッパーバイオ 牡6黒鹿56 内田 博幸バイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 456± 0 〃 ハナ 9．3�
11 ジュンスパーヒカル 牡5鹿 57 戸崎 圭太河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 464－ 22：26．1クビ 4．0�
44 シークレットパス 牡6芦 54 木幡 初広岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド B456＋ 42：26．2� 30．5�
68 マイネルフレスコ 牡6栗 55 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 478－ 22：26．41	 6．9	
710 コスモジャーベ 牡4黒鹿56 宮崎 北斗 
ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 坂本 智広 472＋ 8 〃 アタマ 10．2�
67 
 セルリアンラビット 牡8鹿 53 太宰 啓介
イクタ 飯田 雄三 池田 高橋 正三 458± 0 〃 ハナ 134．2�
22 マイネルクラフト 牡4黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム B478－ 42：26．61� 3．9
811 エアポートメサ 牡9栗 52 野中悠太郎新木 鈴子氏 加藤 和宏 日高 ナカノファーム 470± 02：26．81	 121．6�
55 イスズブライト 牡4鹿 54 吉田 豊
イスズ牧場 相沢 郁 浦河 イスズ牧場 B480－ 42：26．9� 56．1�
79 ヘイローフォンテン 牡7鹿 52 江田 照男吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 B524－ 62：27．96 96．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 36，980，400円 複勝： 53，198，700円 枠連： 20，979，600円
馬連： 122，604，400円 馬単： 51，308，900円 ワイド： 55，868，400円
3連複： 141，436，000円 3連単： 205，510，000円 計： 687，886，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 190円 � 230円 � 260円 枠 連（5－8） 1，790円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 3，560円

ワ イ ド �� 650円 �� 610円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 5，500円 3 連 単 ��� 30，820円

票 数

単勝票数 計 369804 的中 � 60159（3番人気）
複勝票数 計 531987 的中 � 82116（3番人気）� 58136（5番人気）� 49917（6番人気）
枠連票数 計 209796 的中 （5－8） 9055（8番人気）
馬連票数 計1226044 的中 �� 49832（9番人気）
馬単票数 計 513089 的中 �� 10784（17番人気）
ワイド票数 計 558684 的中 �� 22413（8番人気）�� 24002（7番人気）�� 12743（19番人気）
3連複票数 計1414360 的中 ��� 19253（26番人気）
3連単票数 計2055100 的中 ��� 4834（149番人気）

ハロンタイム 13．2―11．6―12．4―12．5―12．0―11．9―12．1―12．1―12．2―11．7―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―24．8―37．2―49．7―1：01．7―1：13．6―1：25．7―1：37．8―1：50．0―2：01．7―2：13．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインヴォラーレ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2015．11．21 東京4着

2013．5．15生 牡4黒鹿 母 コスモチェーロ 母母 Shorwon 15戦3勝 賞金 42，902，000円

12046 4月30日 晴 良 （29東京2）第4日 第10競走 ��
��1，400�

ばんしゅん

晩春ステークス
発走14時50分 （芝・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 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：19．6
1：19．0

良
良

67 ビップライブリー 牡4栗 57 大野 拓弥鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 450± 01：20．1 2．4�
11 ネオスターダム 牡5黒鹿57 内田 博幸一村 哲也氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 474－14 〃 クビ 16．5�
810 スマートカルロス 牡5鹿 57 小牧 太大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 472－10 〃 ハナ 14．1�
811 ツィンクルソード 牡6芦 57 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 482－12 〃 アタマ 23．1�
78 オースミナイン 牡7鹿 57 太宰 啓介�オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 480＋ 41：20．2クビ 21．7	
79 ノットフォーマル 牝5黒鹿55 江田 照男芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 千代田牧場 B474＋ 41：20．3� 72．7

33 マテンロウハピネス 牡5鹿 57 田中 勝春寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 446－ 81：20．4� 9．9�
44 テ ラ ノ ヴ ァ 牝4芦 55 戸崎 圭太 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 486－ 61：20．61	 3．9�
66 ラベンダーヴァレイ 牝4鹿 55 柴山 雄一金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 424－14 〃 アタマ 5．2
55 ユキノアイオロス 
9鹿 57 北村 宏司井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 482＋ 61：21．02� 39．3�
22 ウエスタンメルシー 牝6鹿 55 松岡 正海西川 賢氏 奥村 武 新ひだか ウエスタンファーム 464＋ 21：21．74 30．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 50，329，600円 複勝： 63，905，700円 枠連： 34，445，800円
馬連： 154，950，800円 馬単： 73，149，900円 ワイド： 70，534，500円
3連複： 189，009，100円 3連単： 325，343，000円 計： 961，668，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 400円 � 330円 枠 連（1－6） 1，700円

馬 連 �� 2，400円 馬 単 �� 3，350円

ワ イ ド �� 950円 �� 660円 �� 2，650円

3 連 複 ��� 6，790円 3 連 単 ��� 28，030円

票 数

単勝票数 計 503296 的中 � 165811（1番人気）
複勝票数 計 639057 的中 � 190202（1番人気）� 31192（7番人気）� 39871（5番人気）
枠連票数 計 344458 的中 （1－6） 15656（7番人気）
馬連票数 計1549508 的中 �� 50012（7番人気）
馬単票数 計 731499 的中 �� 16376（10番人気）
ワイド票数 計 705345 的中 �� 19087（9番人気）�� 28681（5番人気）�� 6524（30番人気）
3連複票数 計1890091 的中 ��� 20875（25番人気）
3連単票数 計3253430 的中 ��� 8413（88番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―34．1―45．5―56．7―1：08．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．6
3 9，11（3，7）（1，4，5，6）－（2，10）8 4 9，11（1，3，7）（2，4，5，6）（10，8）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ビップライブリー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2016．2．14 京都1着

2013．3．12生 牡4栗 母 フローラルグリーン 母母 フローラルマジック 12戦4勝 賞金 75，053，000円

１レース目



12047 4月30日 晴 良 （29東京2）第4日 第11競走 ��
��1，800�スイートピーステークス

発走15時30分 （オークストライアル） （芝・左）
牝，3歳；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

47 ブラックスビーチ 牝3鹿 54 北村 宏司山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 440－ 41：47．4 6．4�
35 カリビアンゴールド 牝3黒鹿54 田中 勝春 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 458－ 2 〃 クビ 18．4�
611 ムーンザムーン 牝3鹿 54 藤岡 佑介林 正道氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 454－ 21：47．5クビ 9．7�
818 ウインシャトレーヌ 牝3栗 54 内田 博幸�ウイン 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 6 〃 ハナ 5．4�
817 ポールヴァンドル 牝3芦 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム 534－ 2 〃 クビ 5．0	
510 ヒ ス ト リ ア 牝3鹿 54 大野 拓弥山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 440± 0 〃 アタマ 16．4

612 ニシノストーリー 牝3黒鹿54 松岡 正海西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 村上 欽哉 404＋ 21：47．81� 56．5�
59 ブラックオニキス 牝3青鹿54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 広富牧場 410＋101：47．9� 60．4�
12 シーズララバイ 牝3栗 54 柴田 善臣吉田 千津氏 竹内 正洋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422± 01：48．0� 8．0
48 メイショウオワラ 牝3鹿 54 太宰 啓介松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 440－ 4 〃 アタマ 13．0�
36 ハートオブスワロー 牝3黒鹿54 吉田 豊�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 418－ 4 〃 クビ 21．8�
24 アンネリース 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 474＋ 61：48．21� 11．4�
713 トーホウアイレス 牝3青鹿54 津村 明秀東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 460－ 81：48．3	 50．5�
715 エバープリンセス 牝3栗 54 江田 照男宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 434－ 6 〃 クビ 30．7�
11 エンパイアガール 牝3黒鹿54 小牧 太太田珠々子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 454－ 81：48．4� 32．7�
714 エミットライト 牝3黒鹿54 石橋 脩�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 476＋ 81：48．71	 84．6�
23 ミ ザ イ 牝3芦 54 熊沢 重文山住 勲氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 480－ 61：49．65 85．2�
816 キュイキュイ 牝3栗 54 柴山 雄一 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 450＋ 21：49．81� 52．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 82，066，400円 複勝： 109，896，800円 枠連： 91，079，100円
馬連： 353，719，800円 馬単： 133，642，700円 ワイド： 142，082，800円
3連複： 496，224，500円 3連単： 666，611，600円 計： 2，075，323，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 260円 � 600円 � 270円 枠 連（3－4） 2，470円

馬 連 �� 7，920円 馬 単 �� 13，340円

ワ イ ド �� 2，440円 �� 990円 �� 3，460円

3 連 複 ��� 23，780円 3 連 単 ��� 122，660円

票 数

単勝票数 計 820664 的中 � 102376（3番人気）
複勝票数 計1098968 的中 � 117881（3番人気）� 41653（10番人気）� 115155（4番人気）
枠連票数 計 910791 的中 （3－4） 28529（12番人気）
馬連票数 計3537198 的中 �� 34583（27番人気）
馬単票数 計1336427 的中 �� 7511（49番人気）
ワイド票数 計1420828 的中 �� 14825（30番人気）�� 38173（8番人気）�� 10353（45番人気）
3連複票数 計4962245 的中 ��� 15650（80番人気）
3連単票数 計6666116 的中 ��� 3940（383番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―36．1―48．4―1：00．9―1：13．3―1：24．9―1：35．9

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

勝馬の
紹 介

ブラックスビーチ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kingmambo デビュー 2016．11．13 京都6着

2014．3．3生 牝3鹿 母 ビジュアルショック 母母 Reach for the Moon 5戦2勝 賞金 28，392，000円
〔制裁〕 カリビアンゴールド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：4番）

カリビアンゴールド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戒告。（被害馬：13番・15番）
ポールヴァンドル号の騎手戸崎圭太は，決勝線手前での御法（右鐙を踏み外した）について戒告。

※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 ハナレイムーン号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりブラックスビーチ号・カリビアンゴールド号は，優駿牝馬（GⅠ）競走に優先出走できる。

12048 4月30日 晴 良 （29東京2）第4日 第12競走 ��2，100�サラブレッド系4歳以上
発走16時10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
2：06．7
2：05．9

良
良

815 サ ラ セ ニ ア 牡4芦 57 吉田 豊平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 476± 02：12．0 4．3�
510 ラテールプロミーズ 牡4青鹿57 藤岡 佑介ディアレストクラブ� 田村 康仁 新冠 イワミ牧場 506＋ 2 〃 アタマ 85．7�
23 ピアシングステア 牡5栗 57 柴田 大知水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 500± 0 〃 クビ 18．4�
35 クールエイジア 牡5鹿 57 柴田 善臣�山王飯店 鈴木 伸尋 浦河 成隆牧場 472＋ 22：12．95 12．0�
48 メ ゾ ン リ ー 牡4黒鹿57 戸崎 圭太西野 晴夫氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 62：13．0� 3．5�
59 サンホッブズ 牡4鹿 57 松岡 正海 �加藤ステーブル 中舘 英二 浦河 日の出牧場 476－ 42：13．1クビ 6．4	
611 テイエムコンドル 牡6鹿 57 嘉藤 貴行竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 468－ 62：13．2� 66．4

816 ナ ス カ ザ ン 牝5鹿 55 武士沢友治小山田 満氏 鈴木 伸尋 日高 日高大洋牧場 B488± 02：13．73 28．2�
612 チ ャ オ �6芦 57

54 ▲木幡 育也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 460－ 42：13．91 165．8�

11 	 リゼコーフィー 牡6黒鹿 57
54 ▲武藤 雅飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場 478－182：14．0� 67．4

714 ウォーターシャウト 牡4青鹿57 柴山 雄一山岡 良一氏 安田 隆行 新ひだか タイヘイ牧場 488－ 62：14．1� 26．8�
36 ヴ ァ ッ ハ ウ 牡5鹿 57 田中 勝春�ラ・メール 田村 康仁 新冠 赤石 久夫 506＋ 22：14．31� 58．6�
713 ク ロ ー ク ス 牡4栗 57 北村 宏司 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 458－162：15．15 74．1�
12 リキサンダイオー 牡4黒鹿57 大野 拓弥 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 B464＋102：16．05 6．2�
24 ディライトフル �6鹿 57 小牧 太�ノースヒルズ 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－102：17．48 29．3�
47 アオイオンリーワン 牡5栗 57 内田 博幸新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 518± 02：19．2大差 9．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 63，894，300円 複勝： 87，233，200円 枠連： 50，201，700円
馬連： 197，622，200円 馬単： 77，236，700円 ワイド： 95，989，500円
3連複： 260，647，400円 3連単： 370，023，000円 計： 1，202，848，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 1，470円 � 450円 枠 連（5－8） 1，170円

馬 連 �� 17，160円 馬 単 �� 25，260円

ワ イ ド �� 4，820円 �� 1，120円 �� 10，380円

3 連 複 ��� 60，260円 3 連 単 ��� 260，450円

票 数

単勝票数 計 638943 的中 � 117039（2番人気）
複勝票数 計 872332 的中 � 168514（1番人気）� 12386（14番人気）� 45469（7番人気）
枠連票数 計 502017 的中 （5－8） 33146（4番人気）
馬連票数 計1976222 的中 �� 8924（43番人気）
馬単票数 計 772367 的中 �� 2293（71番人気）
ワイド票数 計 959895 的中 �� 5061（43番人気）�� 22965（12番人気）�� 2329（71番人気）
3連複票数 計2606474 的中 ��� 3244（152番人気）
3連単票数 計3700230 的中 ��� 1030（691番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．2―30．7―43．5―56．3―1：09．1―1：21．6―1：34．0―1：46．6―1：59．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．0
1
3
4（7，13）（2，8，9）（6，12）－（1，10）3，15－11－5－14，16・（4，13）9（7，8）10，12（2，3）6（15，5）（1，11）－16，14

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

勝馬の
紹 介

サ ラ セ ニ ア �
�
父 ワイルドワンダー �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2015．8．16 新潟5着

2013．3．10生 牡4芦 母 オービーレディー 母母 デュークソブリン 13戦3勝 賞金 41，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アオイオンリーワン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月31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 ダンディーレイ号・ヤマニンシルフ号

４レース目



（29東京2）第4日 4月30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 180頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

208，810，000円
5，060，000円
14，200，000円
1，280，000円
23，020，000円
72，528，000円
4，680，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
479，293，800円
697，018，500円
347，595，600円
1，425，690，800円
637，502，900円
702，221，000円
1，845，510，300円
2，622，679，700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 8，757，512，600円

総入場人員 54，243名 （有料入場人員 51，944名）
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