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12001 4月21日 晴 良 （30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
1：21．5
1：21．5

重
不良

510 キョウエイソフィア 牝3鹿 54
52 △武藤 雅田中 晴夫氏 萱野 浩二 新ひだか 藤沢牧場 444＋ 41：25．7 4．0�

714 テトラクォーク 牝3鹿 54 石橋 脩 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 416＋ 21：26．55 11．6�
713 ベ リ ン ダ 牝3栗 54 三浦 皇成�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 426－ 81：26．81� 11．7�
815 ペイシャディア 牝3黒鹿54 田中 勝春北所 直人氏 土田 稔 新冠 カミイスタット 430± 0 〃 クビ 46．3�
611 ユーフォルビア 牝3鹿 54 江田 照男ディアレストクラブ� 矢野 英一 日高 野島牧場 436－ 21：27．22� 29．4	
23 カシマフウリン 牝3栗 54 内田 博幸松浦 一久氏 奥村 武 新ひだか 金舛 幸夫 470＋ 21：27．62� 11．3

36 レインボーボニート 牝3鹿 54 戸崎 圭太�三嶋牧場 菊沢 隆徳 浦河 三嶋牧場 452－ 81：27．91� 9．3�
24 デルマベリーニ 牝3青鹿54 横山 和生浅沼 廣幸氏 勢司 和浩 日高 ファニーヒルファーム 436－221：28．32� 122．6�
59 フ ル ネ ス 牝3鹿 54 柴田 善臣西村 專次氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 454＋ 4 〃 クビ 2．1
11 ミ テ ル テ 牝3鹿 54 柴田 大知山田 裕仁氏 伊藤 大士 日高 モリナガファーム 458＋ 21：28．4クビ 26．8�
47 エスパージョー 牝3栗 54 武士沢友治泉 一郎氏 根本 康広 新ひだか 沖田 哲夫 434－ 81：29．14 218．9�
35 アミュレットカフェ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行西川 恭子氏 田中 清隆 様似 猿倉牧場 466 ―1：29．31� 136．3�
48 ナムラファルネーゼ 牝3鹿 54 大野 拓弥奈村 睦弘氏 岩戸 孝樹 日高 いとう牧場 450－161：30．36 119．7�
12 グローリアスダイナ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也日下部勝德氏 小野 次郎 新ひだか 木田 晶範 472－141：30．72� 371．2�
612 ノ ヴ ァ 牝3鹿 54 福永 祐一加藤 晃央氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 440 ―1：31．02 18．7�
816 トーアクリスティー 牝3黒鹿54 松岡 正海高山ランド� 柴田 政人 豊浦トーア牧場 388 ―1：32．27 267．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，100，200円 複勝： 40，675，100円 枠連： 15，861，200円
馬連： 56，041，700円 馬単： 27，356，500円 ワイド： 41，193，200円
3連複： 76，655，000円 3連単： 92，920，100円 計： 377，803，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 330円 � 330円 枠 連（5－7） 430円

馬 連 �� 2，590円 馬 単 �� 4，430円

ワ イ ド �� 940円 �� 840円 �� 2，210円

3 連 複 ��� 8，960円 3 連 単 ��� 36，000円

票 数

単勝票数 計 271002 的中 � 53093（2番人気）
複勝票数 計 406751 的中 � 76386（2番人気）� 28189（6番人気）� 29038（5番人気）
枠連票数 計 158612 的中 （5－7） 28278（1番人気）
馬連票数 計 560417 的中 �� 16722（9番人気）
馬単票数 計 273565 的中 �� 4629（15番人気）
ワイド票数 計 411932 的中 �� 11367（10番人気）�� 12944（9番人気）�� 4629（24番人気）
3連複票数 計 766550 的中 ��� 6413（29番人気）
3連単票数 計 929201 的中 ��� 1871（114番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―35．8―48．2―1：00．8―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウエイソフィア �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 イーグルカフェ デビュー 2017．10．28 東京6着

2015．4．9生 牝3鹿 母 キョウエイトリガー 母母 ハイフレンドソウル 6戦1勝 賞金 8，800，000円
〔発走状況〕 ミテルテ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

グローリアスダイナ号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノヴァ号・トーアクリスティー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月21日

まで平地競走に出走できない。

12002 4月21日 晴 良 （30東京2）第1日 第2競走 ��2，100�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
2：06．7
2：05．9

良
良

510 ミラクルヒッター 牡3芦 56 田中 勝春丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム 496－ 42：17．1 9．6�
816 ショーンガウアー 牡3栗 56 福永 祐一 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 498－102：17．2� 4．7�
611 デルマバラライカ 牡3黒鹿 56

54 △武藤 雅浅沼 廣幸氏 天間 昭一 千歳 社台ファーム 522＋ 8 〃 アタマ 19．9�
47 モダンジャイブ 牡3鹿 56 大野 拓弥 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム B526－ 6 〃 ハナ 1．6�
815 ロ ブ ラ リ ア 牝3栗 54 三浦 皇成ディアレストクラブ� 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 42：17．3� 18．6	
11 シングンオフビート 牡3黒鹿56 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 日高 広富牧場 454＋ 42：18．78 31．0

612 ネ コ マ ヒ カ 牡3栗 56 江田 照男桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 原 弘之 526＋ 22：19．55 14．3�
713 ピンクダイキリ 牝3鹿 54 戸崎 圭太髙橋 大氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 446＋ 22：19．6� 18．7�
23 ルナティック 牡3芦 56

53 ▲木幡 育也片山 浄見氏 田中 博康 新ひだか 千代田牧場 B508＋ 42：19．7クビ 166．7
35 フレンドリーム 牡3鹿 56 長岡 禎仁横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 日の出牧場 480－ 62：20．12� 299．4�
24 ウサギノパンチ 牡3鹿 56 松岡 正海桐谷 茂氏 堀井 雅広 平取 中川 隆 456＋ 2 〃 クビ 45．8�
714 ターフィーキング 牡3黒鹿56 岩部 純二田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新ひだか 漆原 武男 422－ 22：20．31 456．0�
59 トリコロールライト 牡3栗 56 柴田 善臣 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 478＋ 22：20．51� 184．2�
12 スノービスケット 牝3鹿 54 嘉藤 貴行吉川 朋宏氏 竹内 正洋 日高 スマイルファーム 464－ 22：20．92� 349．8�
36 ジャストザホマレ 牡3青 56 杉原 誠人ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 新ひだか 前田ファーム 460± 02：22．07 454．0�
48 ショウナンカマクラ 牡3鹿 56 横山 和生国本 哲秀氏 蛯名 利弘 新ひだか 高橋 義浩 482＋ 22：24．0大差 30．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，936，200円 複勝： 44，227，800円 枠連： 14，592，500円
馬連： 49，894，300円 馬単： 28，268，800円 ワイド： 33，814，400円
3連複： 64，371，200円 3連単： 92，289，700円 計： 353，394，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 250円 � 290円 � 600円 枠 連（5－8） 1，450円

馬 連 �� 2，450円 馬 単 �� 5，820円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，840円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 10，790円 3 連 単 ��� 61，040円

票 数

単勝票数 計 259362 的中 � 21416（3番人気）
複勝票数 計 442278 的中 � 49708（2番人気）� 41549（3番人気）� 16873（7番人気）
枠連票数 計 145925 的中 （5－8） 7752（6番人気）
馬連票数 計 498943 的中 �� 15781（8番人気）
馬単票数 計 282688 的中 �� 3641（19番人気）
ワイド票数 計 338144 的中 �� 13818（7番人気）�� 4586（22番人気）�� 5933（18番人気）
3連複票数 計 643712 的中 ��� 4474（38番人気）
3連単票数 計 922897 的中 ��� 1096（171番人気）

ハロンタイム 7．1―11．6―13．5―13．8―13．7―13．5―13．5―13．1―12．2―12．0―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．7―32．2―46．0―59．7―1：13．2―1：26．7―1：39．8―1：52．0―2：04．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミラクルヒッター �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2018．2．3 東京14着

2015．5．23生 牡3芦 母 アーダーチャリス 母母 シルバービオレ 3戦1勝 賞金 5，500，000円
〔その他〕 ショウナンカマクラ号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除

外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ヴィーヴルサヴィ号

第２回 東京競馬 第１日



12003 4月21日 晴 良 （30東京2）第1日 第3競走 ��1，300�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
1：16．1
1：16．1

重
重

48 ディアバビアナ 牝3栗 54 戸崎 圭太ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 松栄牧場 476＋ 21：19．8 1．5�
714 スリーミニオン 牡3栗 56 長岡 禎仁永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 B464－ 41：20．22� 13．0�
12 ゴ ウ ノ モ ノ 牡3青鹿56 横山 和生岡 浩二氏 的場 均 新ひだか 福岡 駿弥 474± 01：20．41� 18．2�
611 テンポディヴァルス 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也�ターフ・スポート矢野 英一 新ひだか 高橋 義浩 444± 01：20．5� 4．2�
35 アスクヴェリウェル 牡3鹿 56 松岡 正海廣崎利洋HD� 中舘 英二 新冠 川上牧場 446－101：20．71� 14．5	
23 シゲルニンジン 牡3黒鹿56 柴田 善臣森中 蕃氏 和田 勇介 日高 スウィング

フィールド牧場 448＋ 21：21．01� 132．6

24 クォーターイモン 牡3鹿 56 内田 博幸井門 敏雄氏 小西 一男 浦河 グラストレーニ

ングセンター 450－ 21：21．42� 22．8�
510 シゲルピーマン �3鹿 56 嘉藤 貴行森中 蕃氏 粕谷 昌央 新ひだか 神垣 道弘 450＋ 21：21．93 125．9�
11 ゾディアック 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 田中 清隆 浦河 北俣 牧夫 420－ 41：22．0クビ 422．0
36 トーセンシャーク 牡3栗 56 江田 照男島川 �哉氏 田中 博康 日高 有限会社 エ

スティファーム 448－ 2 〃 クビ 48．7�
59 カンタルベルン 牡3黒鹿56 大庭 和弥四本 昭弘氏 杉浦 宏昭 日高 日高大洋牧場 450－ 41：22．1� 87．5�
612 クールフォール 牝3芦 54 柴田 未崎田畑 利彦氏 石毛 善彦 日高 Shall Farm 478＋ 41：22．63 356．5�
816 プリプリクインダム 牝3栗 54 武士沢友治澤田 孝之氏 菊沢 隆徳 新冠 石郷岡 雅樹 464－ 2 〃 ハナ 162．8�
47 ムーンフォース 牡3黒鹿56 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 平取 北島牧場 496－ 61：22．7� 36．7�
713 オ ビ シ ャ 牡3鹿 56 岩部 純二内藤 好江氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 472－ 41：23．12� 377．3�
815 ヴィヴァマリアンヌ 牝3栗 54

52 △武藤 雅井上 一郎氏 武藤 善則 様似 中脇 一幸 454± 0 〃 ハナ 55．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，839，400円 複勝： 104，052，800円 枠連： 13，464，000円
馬連： 49，578，200円 馬単： 34，330，400円 ワイド： 33，654，800円
3連複： 62，939，800円 3連単： 103，414，200円 計： 423，273，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 270円 � 290円 枠 連（4－7） 820円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 370円 �� 470円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 3，050円 3 連 単 ��� 7，140円

票 数

単勝票数 計 218394 的中 � 115571（1番人気）
複勝票数 計1040528 的中 � 788952（1番人気）� 26899（4番人気）� 24427（6番人気）
枠連票数 計 134640 的中 （4－7） 12613（3番人気）
馬連票数 計 495782 的中 �� 41658（3番人気）
馬単票数 計 343304 的中 �� 23900（4番人気）
ワイド票数 計 336548 的中 �� 25204（2番人気）�� 18923（4番人気）�� 4197（16番人気）
3連複票数 計 629398 的中 ��� 15432（11番人気）
3連単票数 計1034142 的中 ��� 10492（19番人気）

ハロンタイム 7．1―11．2―11．5―12．3―12．6―12．0―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．3―29．8―42．1―54．7―1：06．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディアバビアナ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ショウナンカンプ デビュー 2017．6．17 函館2着

2015．5．13生 牝3栗 母 アイリスモレア 母母 ユアアディクト 13戦1勝 賞金 22，650，000円

12004 4月21日 晴 良 （30東京2）第1日 第4競走 ��
��1，600�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
1：33．8
1：33．3

重
良

713 ディーエスバズーカ 牡3黒鹿56 三浦 皇成秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 492－ 21：40．3 14．3�
23 プローシブル 牡3栗 56 横山 典弘伊東 純一氏 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 496＋ 81：40．72� 9．4�
714 シ モ ン ズ 牡3芦 56 柴田 善臣嶋田 賢氏 和田 勇介 新ひだか 山口 忠彦 458－ 41：40．8クビ 13．7�
816 トーセンモナルカ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 482± 0 〃 クビ 2．1�
12 ボスアンルーリー 牡3黒鹿56 石橋 脩佐々木幸弘氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 476± 01：41．22� 15．8�
24 スターオンザヒル 牡3黒鹿56 武士沢友治飯田総一郎氏 南田美知雄 日高 千葉飯田牧場 492－101：41．3クビ 53．2	
48 ラインアスコット 牡3栗 56

54 △武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 B512＋ 2 〃 アタマ 79．2

36 スガノブリランテ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行菅原富美子氏 清水 英克 新ひだか 沖田 哲夫 452＋ 2 〃 ハナ 34．8�
59 マ ン ト ラ 牝3栗 54 長岡 禎仁�ミルファーム 的場 均 日高 天羽牧場 B452± 01：41．61� 213．2
35 ジェイケイマッチョ 牡3鹿 56 田中 勝春小谷野次郎氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 486± 01：41．81� 130．6�
47 スピットバンク 牡3栗 56 江田 照男吉田 勝己氏 久保田貴士 平取 坂東牧場 506－ 41：42．01	 25．6�
510
 ワイルドリーク 牡3鹿 54 内田 博幸吉田 和美氏 高柳 瑞樹 豪 Jananth

Pty Ltd 516 ―1：44．2大差 3．2�
611 アウトバウンド 牡3鹿 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 山際セントラルスタッド 502 ―1：44．62� 150．9�
815 メ ル ズ ー ガ 牡3栗 56

53 ▲木幡 育也岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 原 弘之 B472－ 61：45．23� 627．6�
11 ヤギリベスト 牡3栗 56 柴田 大知内田ヤエ子氏 小西 一男 新ひだか 千代田牧場 530 ―1：45．94 162．1�
612 コールドターキー 牡3栗 56 杉原 誠人薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 日高 下川 茂広 440＋ 8 （競走中止） 23．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，714，400円 複勝： 37，153，100円 枠連： 16，123，500円
馬連： 58，239，700円 馬単： 34，171，200円 ワイド： 40，489，800円
3連複： 75，294，100円 3連単： 102，684，700円 計： 392，870，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 350円 � 330円 � 270円 枠 連（2－7） 2，070円

馬 連 �� 5，670円 馬 単 �� 11，390円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 1，010円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 10，980円 3 連 単 ��� 77，140円

票 数

単勝票数 計 287144 的中 � 15980（5番人気）
複勝票数 計 371531 的中 � 26533（6番人気）� 29458（4番人気）� 37892（3番人気）
枠連票数 計 161235 的中 （2－7） 6018（8番人気）
馬連票数 計 582397 的中 �� 7950（18番人気）
馬単票数 計 341712 的中 �� 2249（34番人気）
ワイド票数 計 404898 的中 �� 6952（14番人気）�� 10479（10番人気）�� 9175（12番人気）
3連複票数 計 752941 的中 ��� 5141（35番人気）
3連単票数 計1026847 的中 ��� 965（229番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．9―36．5―49．4―1：01．9―1：14．7―1：27．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディーエスバズーカ �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．2．17 東京9着

2015．3．26生 牡3黒鹿 母 グラマトフィラム 母母 フ ァ ヴ ォ リ 4戦1勝 賞金 5，750，000円
〔競走中止〕 コールドターキー号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため決勝線手前で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤギリベスト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月21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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 アトス号



12005 4月21日 晴 良 （30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）

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
1：56．1
1：56．1

良
良

813 サクラレイメイ 牝3黒鹿54 横山 典弘�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 460＋ 62：02．4 2．8�
11 シ ン デ レ ラ 牝3鹿 54 三浦 皇成エンジェルレーシング� 尾関 知人 浦河 村下農場 436－ 82：02．61� 7．5�
57 ウィナーポイント 牝3黒鹿 54

52 △武藤 雅岡田 牧雄氏 栗田 博憲 日高 出口牧場 400± 0 〃 クビ 10．7�
711 ボリュームラベル 牝3鹿 54 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 466＋ 22：02．7� 30．3�
33 パスティエーラ 牝3鹿 54 内田 博幸 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 432 ― 〃 アタマ 6．4	
22 ソリフロール 牝3黒鹿54 武士沢友治�ヤブウチ 萱野 浩二 新ひだか 田中 裕之 B448＋122：02．8� 42．8

814 ニシノミストレス 牝3鹿 54 松岡 正海西山 茂行氏 竹内 正洋 浦河 高昭牧場 436－ 22：02．9クビ 3．7�
712 サーフィンサファリ 牝3鹿 54 大野 拓弥金子真人ホール

ディングス� 大和田 成 千歳 社台ファーム 452± 0 〃 クビ 15．0�
45 キスオンザグリーン 牝3鹿 54 柴田 善臣髙嶋 祐子氏 伊藤 大士 浦河 有限会社

吉田ファーム 430－ 4 〃 ハナ 19．5
34 オークレール 牝3栗 54 横山 和生村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 408 ―2：03．0� 85．0�
69 ケイツーレアル 牝3鹿 54 嘉藤 貴行楠本 勝美氏 柴田 政人 新ひだか 山野牧場 450－ 42：03．31� 53．4�
610 ライトページェント 牝3青鹿 54

51 ▲木幡 育也 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム 460＋ 42：03．4� 240．2�
46 ラ ル ー ナ 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 新冠 ビッグレッドファーム 466－ 22：03．61� 30．0�
58 ホクセンジョウオー 牝3黒鹿54 江田 照男大野 裕氏 松山 将樹 日高 佐々木 康治 460－16 〃 クビ 283．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 30，156，700円 複勝： 42，134，700円 枠連： 18，613，300円
馬連： 62，184，400円 馬単： 30，153，700円 ワイド： 39，291，000円
3連複： 79，021，800円 3連単： 96，641，400円 計： 398，197，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 180円 � 270円 枠 連（1－8） 610円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 490円 �� 730円 �� 810円

3 連 複 ��� 3，660円 3 連 単 ��� 14，600円

票 数

単勝票数 計 301567 的中 � 85908（1番人気）
複勝票数 計 421347 的中 � 84672（1番人気）� 61219（3番人気）� 33218（6番人気）
枠連票数 計 186133 的中 （1－8） 23441（3番人気）
馬連票数 計 621844 的中 �� 36899（2番人気）
馬単票数 計 301537 的中 �� 11442（3番人気）
ワイド票数 計 392910 的中 �� 21158（2番人気）�� 13647（6番人気）�� 12140（10番人気）
3連複票数 計 790218 的中 ��� 16189（10番人気）
3連単票数 計 966414 的中 ��� 4797（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．1―36．8―49．1―1：02．5―1：15．7―1：28．4―1：39．9―1：51．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F34．0

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

・（14，11）－（3，6）5－（1，8）（2，9）－（7，12）（4，13）10・（11，14）（3，6，5，1）13（2，9）（4，7，8，12）10
勝馬の
紹 介

サクラレイメイ �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2018．3．18 中山4着

2015．4．3生 牝3黒鹿 母 サクラアカツキ 母母 サクラハツユキ 2戦1勝 賞金 5，750，000円

12006 4月21日 晴 良 （30東京2）第1日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走13時05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
1：44．2
1：43．9

良
良

23 ミッキーバード 牡3鹿 56 横山 典弘野田みづき氏 尾関 知人 洞�湖 レイクヴィラファーム 514＋101：47．0 6．4�
612 マイネルプリンチペ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 448－ 21：47．42� 2．1�
714 レッドオールデン 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 492＋201：47．5� 23．6�
816 デルマウオッカ 牡3鹿 56 松岡 正海浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 492＋ 21：47．71� 12．3�
715 フォーチュンリング 牝3鹿 54 大野 拓弥 �グリーンファーム奥村 武 安平 ノーザンファーム 454＋101：47．8� 4．5�
47 ミスターオーネット 牡3栗 56 内田 博幸醍醐 伸之氏 小野 次郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438± 0 〃 クビ 88．2	
12 ウェディングベール 牝3芦 54 江田 照男岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 432－ 41：48．01� 261．6

713 コスモオーヴェル 牡3鹿 56 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 ビッグレッドファーム 448－ 21：48．21 276．6�
48 ベ リ ー タ 牝3栗 54

52 △武藤 雅 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 440＋ 61：48．3� 109．3

11 オペラサンデー 牡3栗 56 三浦 皇成戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 432± 0 〃 クビ 161．6�
611 サ ノ サ ン 牡3黒鹿56 戸崎 圭太佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 460－ 21：48．51� 9．6�
510 オ オ イ リ 牡3鹿 56 石橋 脩古川 智洋氏 中川 公成 浦河 丸幸小林牧場 490± 01：48．81� 7．4�
818 リ ブ ラ ン 牝3青鹿54 横山 和生小泉 修氏 相沢 郁 浦河 信成牧場 426± 01：49．33 201．4�
35 ソウラセブン 牝3青鹿54 武士沢友治村田 滋氏 柄崎 孝 浦河 ディアレスト

クラブ B430－101：50．15 438．0�
817 アーコサンティ 牝3青鹿54 杉原 誠人田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 長田ファーム 430－ 41：50．52� 588．6�
36 ヒナクイックワン 牡3鹿 56 大庭 和弥西村 亮二氏 高橋 文雅 新冠 川島牧場 480 ―1：50．82 260．4�
59 トーシンバルゲルド 牡3鹿 56 岩部 純二長井 純一氏 的場 均 日高 三輪牧場 454－ 21：52．7大差 539．9�
24 シンボリソウル �3青鹿56 長岡 禎仁シンボリ牧場 尾形 和幸 浦河 高村牧場 434－ 61：53．02 496．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 35，099，100円 複勝： 55，052，300円 枠連： 17，481，000円
馬連： 71，411，100円 馬単： 36，123，000円 ワイド： 45，259，200円
3連複： 87，616，700円 3連単： 120，369，800円 計： 468，412，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 180円 � 110円 � 460円 枠 連（2－6） 620円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，940円 �� 900円

3 連 複 ��� 3，370円 3 連 単 ��� 16，630円

票 数

単勝票数 計 350991 的中 � 43786（3番人気）
複勝票数 計 550523 的中 � 59070（3番人気）� 235306（1番人気）� 16407（7番人気）
枠連票数 計 174810 的中 （2－6） 21774（2番人気）
馬連票数 計 714111 的中 �� 83775（2番人気）
馬単票数 計 361230 的中 �� 15499（7番人気）
ワイド票数 計 452592 的中 �� 45908（2番人気）�� 5389（18番人気）�� 12219（12番人気）
3連複票数 計 876167 的中 ��� 19461（12番人気）
3連単票数 計1203698 的中 ��� 5246（56番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―35．3―47．6―1：00．0―1：12．3―1：24．0―1：35．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F34．7

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキーバード �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 メジロライアン デビュー 2017．12．28 中山5着

2015．2．2生 牡3鹿 母 メジロルバート 母母 メジロラモーヌ 3戦1勝 賞金 6，450，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕トーシンバルゲルド号・シンボリソウル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年

5月21日まで平地競走に出走できない。



12007 4月21日 晴 良 （30東京2）第1日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時35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
1：21．5
1：21．5

重
不良

713 ロードナカヤマ 牝4鹿 55 嘉藤 貴行�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 472－ 61：25．9 5．7�
24 � ノートルスウェ 牡5栗 57 長岡 禎仁�ヒダカファーム竹内 正洋 浦河 ヒダカフアーム 534－ 9 〃 クビ 42．3�
35 ジ ョ ワ イ ユ 牝4鹿 55 江田 照男�ラ・メール 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 468－ 21：26．32� 69．1�
11 クインズラミントン 牡4鹿 57 大野 拓弥亀田 和弘氏 池上 昌和 新冠 新冠橋本牧場 474－ 21：26．51� 4．1�
510� ロードブレイク 牡4栗 57

55 △武藤 雅 �ロードホースクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか ケイアイファーム B488－ 21：26．6� 5．9	
12 リリーグランツ 牝6鹿 55 三浦 皇成 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 新ひだか 前川 正美 B458－ 41：26．81� 15．6

611� ヘルデンレーベン 牡4鹿 57 内田 博幸 �社台レースホース中舘 英二 千歳 社台ファーム 500－ 4 〃 アタマ 9．6�
48 � ショウナンハドル 牡4黒鹿57 横山 和生国本 哲秀氏 勢司 和浩 新ひだか 松本牧場 466－ 21：26．9� 222．3�
714� ア イ ー ダ 牝4鹿 55 武士沢友治 �ローレルレーシング 浅野洋一郎 青森 ワールドファーム 452－ 21：27．0クビ 248．8
816 バナナボート 牡4栗 57

54 ▲木幡 育也田頭 勇貴氏 柴田 政人 新冠 坂元 芳春 430＋ 4 〃 クビ 17．5�
23 エ ン パ シ ー 牡4青鹿57 戸崎 圭太岡 浩二氏 中川 公成 新ひだか カタオカフアーム 478－101：27．53 4．2�
612� ス ト ラ ボ 牡5青鹿57 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 浦河 笹島 智則 482－ 81：27．6クビ 164．2�
815� フレンドリトル 牡5芦 57 杉原 誠人戸山 昌彦氏 加藤 和宏 日高 前川 義則 456＋ 81：28．02� 357．6�
59 � ソルサリエンテ 牡4栗 57 柴田 大知西森 鶴氏 清水 英克 新冠 オリエント牧場 496± 01：28．74 11．4�
36 タイセイエピローグ 牡4栗 57 松岡 正海田中 成奉氏 池上 昌和 新ひだか 下屋敷 登

喜夫 472－ 21：29．12� 16．9�
47 マイネルヘミニス 牡4黒鹿57 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 470＋ 61：29．52� 181．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，430，400円 複勝： 41，772，400円 枠連： 18，862，400円
馬連： 70，188，500円 馬単： 29，920，000円 ワイド： 40，835，100円
3連複： 84，004，200円 3連単： 97，895，600円 計： 411，908，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 220円 � 980円 � 1，490円 枠 連（2－7） 1，190円

馬 連 �� 10，330円 馬 単 �� 18，400円

ワ イ ド �� 2，750円 �� 3，810円 �� 23，010円

3 連 複 ��� 187，500円 3 連 単 ��� 876，220円

票 数

単勝票数 計 284304 的中 � 39292（3番人気）
複勝票数 計 417724 的中 � 63241（2番人気）� 10011（10番人気）� 6384（11番人気）
枠連票数 計 188624 的中 （2－7） 12278（6番人気）
馬連票数 計 701885 的中 �� 5265（38番人気）
馬単票数 計 299200 的中 �� 1219（69番人気）
ワイド票数 計 408351 的中 �� 3875（34番人気）�� 2770（41番人気）�� 452（73番人気）
3連複票数 計 840042 的中 ��� 336（202番人気）
3連単票数 計 978956 的中 ��� 81（1055番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．0―12．1―12．3―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．1―36．1―48．2―1：00．5―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードナカヤマ �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2016．10．2 中山3着

2014．4．23生 牝4鹿 母 リファールナカヤマ 母母 マルノシラオキ 14戦2勝 賞金 28，350，000円
〔制裁〕 マイネルヘミニス号の騎手柴田未崎は，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：3番・

15番）
※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。
（非当選馬） 2頭 アーススカイ号・ウエスタンボルト号

12008 4月21日 晴 良 （30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）
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

36 セガールモチンモク �4栗 57 戸崎 圭太小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 B478± 01：37．6 4．2�
48 リ ア リ ス ト 牡5鹿 57 石橋 脩吉澤 克己氏 相沢 郁 安平 ノーザンファーム B480＋ 41：37．81	 8．3�
510 バトルスピリッツ 牡4鹿 57

54 ▲木幡 育也山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 三石川上牧場 520－ 21：38．33 3．0�
12 ハイアーグラウンド 牡4鹿 57 柴田 善臣小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 504＋ 61：38．4	 10．8�
59 
 コスモトゥイーク 牡4黒鹿57 江田 照男松谷 翔太氏 石栗 龍彦 新冠 ビッグレッドファーム 504＋ 21：38．72 43．9�
713 フ ィ ス キ オ 牡4栗 57 三浦 皇成�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 平山牧場 472－ 41：39．01	 5．4	
47 � サバンナロード �5鹿 57 柴田 大知吉田 和美氏 武井 亮 米 Michael

Sucher B528＋14 〃 アタマ 120．5

11 シトラスクーラー �5鹿 57 大野 拓弥�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 472＋ 61：39．1	 14．8�
714 ディアライゼ 牡4栗 57

55 △武藤 雅ディアレストクラブ� 伊藤 圭三 浦河 小島牧場 524± 01：39．2� 8．9�
815 コスモクウェンチ 牡4鹿 57 嘉藤 貴行 ビッグレッドファーム 中川 公成 新冠 ビッグレッドファーム 490－ 11：39．62	 71．3�
23 ダ イ フ ク 牡5黒鹿57 武士沢友治小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 前田 宗将 B484－ 61：40．02	 62．4�
35 トミケンカリム 牡4栗 57 杉原 誠人冨樫 賢二氏 小西 一男 浦河 信岡牧場 472＋ 41：40．53 359．4�
612 ヨクエロマンボ �5芦 57 内田 博幸平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 444－101：40．71	 29．2�
611 レッドコマチ 牡4栗 57 長岡 禎仁金山 敏也氏 竹内 正洋 新冠 川上牧場 448－101：40．8クビ 149．9�
816
 ナンヨーウラヌス 牡4黒鹿57 田中 勝春中村 德也氏 杉浦 宏昭 浦河 三好牧場 440－ 41：41．12 107．0�
24 ビービーパドル 牡4鹿 57 松岡 正海坂東 勝彦氏 中舘 英二 新ひだか 中橋 清 468＋ 21：41．63 355．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，077，400円 複勝： 56，889，300円 枠連： 23，107，900円
馬連： 87，971，300円 馬単： 37，455，200円 ワイド： 50，710，200円
3連複： 104，845，800円 3連単： 131，918，500円 計： 528，975，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 210円 � 130円 枠 連（3－4） 1，710円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 3，080円

ワ イ ド �� 550円 �� 320円 �� 580円

3 連 複 ��� 1，920円 3 連 単 ��� 10，930円

票 数

単勝票数 計 360774 的中 � 67298（2番人気）
複勝票数 計 568893 的中 � 97403（2番人気）� 56579（4番人気）� 134688（1番人気）
枠連票数 計 231079 的中 （3－4） 10438（9番人気）
馬連票数 計 879713 的中 �� 39671（5番人気）
馬単票数 計 374552 的中 �� 9110（10番人気）
ワイド票数 計 507102 的中 �� 22764（4番人気）�� 43699（1番人気）�� 21238（5番人気）
3連複票数 計1048458 的中 ��� 40879（2番人気）
3連単票数 計1319185 的中 ��� 8747（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．9―36．2―48．1―1：00．4―1：12．7―1：24．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セガールモチンモク �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2016．7．10 福島15着

2014．5．10生 �4栗 母 モットヒカリヲ 母母 メ ロ ン パ ン 23戦2勝 賞金 33，250，000円
〔発走状況〕 フィスキオ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。
（非抽選馬） 1頭 ワンダープレジール号



12009 4月21日 晴 良 （30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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
2：18．5
2：18．3

良
良

88 グレートウォリアー 牡3鹿 56 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 494－ 62：22．5 1．7�
33 スマートモノリス 牡3黒鹿56 武 豊大川 徹氏 角居 勝彦 浦河 桑田牧場 450－10 〃 クビ 4．3�
77 ロ ジ テ ィ ナ 牡3黒鹿56 大野 拓弥久米田正明氏 新開 幸一 新冠 新冠橋本牧場 520－ 42：22．82 6．9�
55 マイネルキラメキ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 432± 02：23．01� 8．5�
11 ロードジパング 牡3栗 56 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 444－ 42：23．31� 25．7	
44 フラットレー 牡3青鹿56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 484－ 22：23．62 7．1

22 トモジャタイクーン 牡3鹿 56 武藤 雅吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 486－ 82：23．7	 121．3�
66 カイトチャン 牡3黒鹿56 江田 照男本田 恒雄氏 武市 康男 日高 滝本 健二 B470＋102：23．91� 93．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 50，339，100円 複勝： 103，035，500円 枠連： 発売なし
馬連： 88，368，500円 馬単： 53，679，200円 ワイド： 43，797，200円
3連複： 90，808，700円 3連単： 268，305，100円 計： 698，333，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 160円 �� 210円 �� 380円

3 連 複 ��� 640円 3 連 単 ��� 1，430円

票 数

単勝票数 計 503391 的中 � 227109（1番人気）
複勝票数 計1030355 的中 � 673645（1番人気）� 112548（2番人気）� 85054（3番人気）
馬連票数 計 883685 的中 �� 215579（1番人気）
馬単票数 計 536792 的中 �� 80921（1番人気）
ワイド票数 計 437972 的中 �� 82867（1番人気）�� 53325（2番人気）�� 23222（7番人気）
3連複票数 計 908087 的中 ��� 106215（3番人気）
3連単票数 計2683051 的中 ��� 135918（3番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100�
7．0―18．5―31．3―44．2―57．2―1：10．7―1：24．0―1：36．8―1：48．9―2：00．1―2：11．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．7―3F33．6
1
3
3－1，7，4，8－6，2－5
3（7，1）8（4，5）6，2

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

勝馬の
紹 介

グレートウォリアー 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Proud Citizen デビュー 2018．1．21 京都3着

2015．2．14生 牡3鹿 母 プラウドスペル 母母 Pacific Spell 4戦2勝 賞金 20，766，000円

12010 4月21日 晴 良 （30東京2）第1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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

22 グリュイエール 牡6芦 57 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 486－ 21：58．8 4．6�

33 ショウナンマルシェ �7青鹿57 三浦 皇成国本 哲秀氏 和田 勇介 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476－ 21：58．9	 11．4�

44 エ ン ジ ニ ア 牡5鹿 57 石橋 脩髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社
吉田ファーム 482－ 2 〃 アタマ 3．6�

811 サンティール 牝4鹿 55 戸崎 圭太吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：59．0	 2．4�
79 クラウンディバイダ 牡5黒鹿57 大野 拓弥�クラウン 斎藤 誠 浦河 日の出牧場 472－ 2 〃 ハナ 34．6�
55 ウインテンダネス 牡5栗 57 内田 博幸�ウイン 杉山 晴紀 新冠 アサヒ牧場 502± 0 〃 ハナ 18．6	
11 オウケンブラック 牡7鹿 57 江田 照男福井 明氏 田中 剛 洞
湖 レイクヴィラファーム 474－101：59．31� 57．6

812 マイネルラフレシア 牡5栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 470± 01：59．62 86．2�
710 サトノグラン 牡4青鹿57 武 豊 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 480－ 21：59．7	 8．5�
56 デルマサリーチャン 牝7鹿 55 武士沢友治浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 492＋ 61：59．8クビ 218．6
67 ネイチャーレット 牡5鹿 57 松岡 正海井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 藤原牧場 468－ 22：00．01	 35．0�
68 タブレットピーシー 牡7芦 57 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 490＋ 42：00．1クビ 273．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 52，769，200円 複勝： 63，779，900円 枠連： 25，758，200円
馬連： 135，924，100円 馬単： 61，861，800円 ワイド： 65，459，700円
3連複： 156，035，500円 3連単： 251，328，200円 計： 812，916，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 180円 � 240円 � 150円 枠 連（2－3） 2，170円

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 3，200円

ワ イ ド �� 650円 �� 470円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，850円 3 連 単 ��� 15，430円

票 数

単勝票数 計 527692 的中 � 91403（3番人気）
複勝票数 計 637799 的中 � 90132（3番人気）� 59470（5番人気）� 130520（2番人気）
枠連票数 計 257582 的中 （2－3） 9195（10番人気）
馬連票数 計1359241 的中 �� 52073（8番人気）
馬単票数 計 618618 的中 �� 14492（12番人気）
ワイド票数 計 654597 的中 �� 25276（8番人気）�� 37170（4番人気）�� 27262（7番人気）
3連複票数 計1560355 的中 ��� 40965（9番人気）
3連単票数 計2513282 的中 ��� 11806（48番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―25．3―37．0―48．8―1：01．2―1：13．1―1：24．8―1：36．1―1：47．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．7―3F34．0

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

勝馬の
紹 介

グリュイエール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2014．10．14 京都2着

2012．4．1生 牡6芦 母 ウィンターコスモス 母母 ミスパスカリ 13戦5勝 賞金 77，384，000円



12011 4月21日 晴 良 （30東京2）第1日 第11競走 ��
��1，600�オアシスステークス

発走15時45分 （ダート・左）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

816	 ルグランフリソン 牡5鹿 56 福永 祐一前田 幸治氏 中竹 和也 米 Green Lantern
Stables, LLC 480－ 81：36．7 10．7�

23 サンライズノヴァ 牡4栗 58 戸崎 圭太松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 526－10 〃 クビ 1．8�
611	 ドリームキラリ 牡6青 57 三浦 皇成ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Colts Neck

Stables LLC B492－ 81：36．8
 6．8�
47 コパノチャーリー 牡6栗 57 柴田 大知小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 522＋ 21：37．12 151．7�
48 	 ゴールデンバローズ 牡6栗 56 石橋 脩猪熊 広次氏 堀 宣行 米 Crossed Sa-

bres Farm 538－ 6 〃 クビ 14．4�
11 タガノディグオ 牡4黒鹿56 大野 拓弥八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 526－ 61：37．2クビ 45．4	
510 タムロミラクル 牡6青鹿57 柴田 善臣谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 474＋ 4 〃 クビ 224．3

12 ブライトンロック 牡4黒鹿56 田中 勝春坂巻 勝彦氏 田中 清隆 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458＋ 61：37．3クビ 7．9�
36 エ ポ ッ ク 牡5黒鹿56 内田 博幸吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 504－ 2 〃 クビ 63．9�
24 サ ン グ ラ ス 牡7青鹿56 松岡 正海玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 B496－101：37．51� 164．5
612 オールマンリバー 牡6黒鹿56 武 豊三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 508－ 2 〃 クビ 7．9�
713 カフェリュウジン 牡8鹿 56 武士沢友治西川 恭子氏 和田 雄二 新ひだか 三石橋本牧場 542－ 21：37．92
 315．6�
35 サトノファンタシー 牡5鹿 57 武藤 雅 �サトミホースカンパニー 松田 国英 日高 下河辺牧場 482＋ 21：38．11 13．7�
59 サウンドスカイ 牡5栗 56 岡田 祥嗣増田 雄一氏 高柳 大輔 新ひだか フジワラフアーム 504＋ 61：38．41� 480．7�
714 キョウエイアシュラ 牡11鹿 58 江田 照男田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 462± 01：39．14 492．6�
815 トラキチシャチョウ 牡7鹿 57 黒岩 悠 �ミキハウスHKサービス 服部 利之 新冠 村上 欽哉 504－ 61：39．42 314．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 99，336，500円 複勝： 130，955，300円 枠連： 68，999，400円
馬連： 310，374，900円 馬単： 141，133，200円 ワイド： 151，053，200円
3連複： 411，181，600円 3連単： 686，244，400円 計： 1，999，278，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 220円 � 120円 � 180円 枠 連（2－8） 1，120円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 3，070円

ワ イ ド �� 430円 �� 770円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 14，770円

票 数

単勝票数 計 993365 的中 � 73838（5番人気）
複勝票数 計1309553 的中 � 114529（5番人気）� 414878（1番人気）� 155859（3番人気）
枠連票数 計 689994 的中 （2－8） 47363（5番人気）
馬連票数 計3103749 的中 �� 235385（5番人気）
馬単票数 計1411332 的中 �� 34400（10番人気）
ワイド票数 計1510532 的中 �� 90488（5番人気）�� 46298（8番人気）�� 121997（2番人気）
3連複票数 計4111816 的中 ��� 166836（5番人気）
3連単票数 計6862444 的中 ��� 33683（46番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―12．1―12．5―12．4―12．1―11．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―35．6―48．1―1：00．5―1：12．6―1：24．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

	ルグランフリソン �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Theatrical デビュー 2015．8．2 新潟1着

2013．3．21生 牡5鹿 母 Leaning Tower 母母 Valse Musette 26戦6勝 賞金 132，568，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 アングライフェン号・サノイチ号・タガノゴールド号・テイエムヒッタマゲ号・トウシンモンステラ号・トラスト号・

バンズーム号・リーゼントロック号・ワンミリオンス号

12012 4月21日 晴 良 （30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

47 キラービューティ 牝4栗 55 石橋 脩 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 452－ 41：20．6 5．2�
35 ディメンシオン 牝4鹿 55 福永 祐一広尾レース� 藤原 英昭 新ひだか 木村 秀則 440－ 8 〃 ハナ 5．8�
611 キョウワゼノビア 牝5黒鹿55 内田 博幸�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 482＋ 21：20．81 6．5�
36 サバイバルポケット 牝5鹿 55

53 △武藤 雅福田 光博氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482＋ 2 〃 アタマ 52．5�

713 ワールドフォーラブ 牝4黒鹿55 武 豊吉澤 克己氏 音無 秀孝 様似 様似渡辺牧場 440± 01：21．22� 5．8	
510 ツ ヅ ク 牝4鹿 55 杉原 誠人清水 敏氏 伊藤 大士 新ひだか 岡田スタツド 438－ 2 〃 クビ 98．4

59 コーラルプリンセス 牝4芦 55 戸崎 圭太吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 526－ 41：21．41� 6．9�
816 リ ナ ー テ 牝4黒鹿55 横山 典弘 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 468－ 2 〃 クビ 5．9�
48 � レインボーラヴラヴ 牝7青鹿55 大野 拓弥飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 460＋ 61：21．5	 25．1
23 シンフォニア 牝6栗 55 岡田 祥嗣安原 浩司氏 戸田 博文 浦河 辻 牧場 494－ 4 〃 クビ 238．9�
815 トロピカルガーデン 牝6鹿 55 嘉藤 貴行田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 486－ 21：21．6� 421．4�
12 エ ク ス シ ア 牝7鹿 55 江田 照男岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 須崎牧場 438± 0 〃 クビ 243．4�
24 シンボリバーグ 牝4芦 55

52 ▲木幡 育也シンボリ牧場 藤沢 和雄 日高 シンボリ牧場 500－ 21：21．7� 8．0�
714 ラ ブ タ ー ボ 牝5鹿 55 武士沢友治田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 西村 和夫 432－ 41：21．8クビ 297．8�
612 シルヴァーコード 牝6芦 55 柴田 大知田上 雅春氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 21：22．12 34．2�
11 ジェイケイオジョウ 牝4鹿 55 松岡 正海小谷野次郎氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 458＋ 21：22．63 87．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 72，487，300円 複勝： 99，704，100円 枠連： 38，087，000円
馬連： 180，133，000円 馬単： 71，102，400円 ワイド： 107，753，300円
3連複： 227，914，800円 3連単： 303，688，500円 計： 1，100，870，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 220円 � 200円 枠 連（3－4） 1，440円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 4，370円

ワ イ ド �� 810円 �� 520円 �� 840円

3 連 複 ��� 3，660円 3 連 単 ��� 23，410円

票 数

単勝票数 計 724873 的中 � 111487（1番人気）
複勝票数 計 997041 的中 � 131890（2番人気）� 113928（5番人気）� 128287（3番人気）
枠連票数 計 380870 的中 （3－4） 20415（5番人気）
馬連票数 計1801330 的中 �� 67720（8番人気）
馬単票数 計 711024 的中 �� 12190（24番人気）
ワイド票数 計1077533 的中 �� 33451（11番人気）�� 55057（1番人気）�� 32217（14番人気）
3連複票数 計2279148 的中 ��� 46645（8番人気）
3連単票数 計3036885 的中 ��� 9405（86番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―11．5―11．6―11．2―11．1―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．8―35．3―46．9―58．1―1：09．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F33．7
3 ・（6，7）（1，4，8）（5，12）（2，11）（3，13，14）（9，10）15－16 4 ・（6，7）（1，4，8）12（2，5）11（3，13，14）（9，10）15－16

勝馬の
紹 介

キラービューティ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Congaree デビュー 2016．10．29 京都2着

2014．3．3生 牝4栗 母 キラーグレイシス 母母 Heatherdoesntbluff 13戦3勝 賞金 35，044，000円



（30東京2）第1日 4月21日（土曜日） 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

201，170，000円
5，180，000円
17，280，000円
1，170，000円
22，210，000円
71，948，000円
4，680，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
508，285，900円
819，432，300円
270，950，400円
1，220，309，700円
585，555，400円
693，311，100円
1，520，689，200円
2，347，700，200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 7，966，234，200円

総入場人員 28，529名 （有料入場人員 26，966名）
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