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12001 4月20日 晴 良 （31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
1：20．3

重
不良

714 ベリッシモファルコ 牝3栗 54 内田 博幸岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 真歌田中牧場 B454± 01：27．2 15．0�
816 ペイシャコリンナ 牝3黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星北所 直人氏 土田 稔 新冠 隆栄牧場 470± 01：27．62� 12．2�
36 ナイスプリンセス 牝3鹿 54 武士沢友治田畑 利彦氏 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 450－ 21：27．92 2．3�
612 サイファリス 牝3黒鹿54 田辺 裕信水上 行雄氏 武市 康男 浦河 笠松牧場 436－ 61：28．0� 3．9�
11 デルマヴェルサイユ 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 494－ 41：28．1� 33．3�
23 ダ ル メ イ ン 牝3芦 54 三浦 皇成�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 498＋141：28．73� 21．0	
12 アースエアブリーズ 牝3鹿 54 田中 勝春松山 増男氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 456－ 21：28．8クビ 51．4

47 ダ ン カ ー コ 牝3芦 54 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 浦河 辻 牧場 442－ 21：28．9� 70．8�
713 プリマヴォルタ 牝3鹿 54

52 △野中悠太郎ディアレストクラブ� 矢野 英一 新冠 松浦牧場 420－ 21：29．21� 5．2�
611 フェアリースキップ 牝3鹿 54 柴田 大知 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 林 徹 新ひだか タイヘイ牧場 412± 01：29．41� 45．5
24 ヤマニングレナデン 牝3栗 54 江田 照男土井 肇氏 蛯名 利弘 浦河 廣田 光夫 454± 01：30．25 131．7�
48 クリノリトルスター 牝3栗 54 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 日高 増尾牧場 410＋ 21：30．3� 371．2�
815 エメラルドアゲン 牝3栗 54

53 ☆武藤 雅浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 浦河 大樹ファーム B452－161：30．51 61．8�
35 カワイイスイーパー 牝3黒鹿54 荻野 極國分 純氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 460－ 41：30．71 21．4�
59 ノーブルルーナ 牝3黒鹿 54

51 ▲大塚 海渡吉木 伸彦氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム 422＋ 21：30．8� 71．2�
510 トッケンリスク 牝3青鹿54 原田 和真福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 及川 幸夫 420 ―1：32．39 166．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，748，700円 複勝： 38，841，300円 枠連： 15，344，200円
馬連： 54，020，800円 馬単： 26，499，900円 ワイド： 39，948，800円
3連複： 80，395，100円 3連単： 92，717，000円 計： 375，515，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 300円 � 290円 � 130円 枠 連（7－8） 1，620円

馬 連 �� 6，240円 馬 単 �� 11，060円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 530円 �� 610円

3 連 複 ��� 4，200円 3 連 単 ��� 45，110円

票 数

単勝票数 計 277487 的中 � 14750（5番人気）
複勝票数 計 388413 的中 � 25535（5番人気）� 27356（4番人気）� 116027（1番人気）
枠連票数 計 153442 的中 （7－8） 7316（5番人気）
馬連票数 計 540208 的中 �� 6709（19番人気）
馬単票数 計 264999 的中 �� 1797（34番人気）
ワイド票数 計 399488 的中 �� 7247（13番人気）�� 20116（4番人気）�� 16917（5番人気）
3連複票数 計 803951 的中 ��� 14329（12番人気）
3連単票数 計 927170 的中 ��� 1490（122番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―12．2―12．6―12．4―12．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．1―36．3―48．9―1：01．3―1：14．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベリッシモファルコ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2018．6．23 函館5着

2016．3．24生 牝3栗 母 シェーナビアンカ 母母 グッドセイラー 11戦1勝 賞金 6，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トッケンリスク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月20日まで平地競走

に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ヤマニングレナデン号・ノーブルルーナ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月20日

まで平地競走に出走できない。

12002 4月20日 晴 良 （31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

33 ワンダーヴァレッタ 牡3栗 56 C．ルメール 山口 正行氏 中野 栄治 新冠 村上牧場 442± 02：16．6 10．8�
58 ペイシャラトゥール 牡3鹿 56 嘉藤 貴行北所 直人氏 高市 圭二 浦河 恵比寿牧場 490＋ 22：16．7� 56．5�
46 リンガスビャクヤ 牡3芦 56 三浦 皇成伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 三木田牧場 500± 02：16．8� 5．2�
712 メメランタン 牡3芦 56 M．デムーロ本谷 惠氏 武 幸四郎 日高 沖田牧場 514－14 〃 アタマ 2．4�
34 レアフィード 牡3鹿 56 川田 将雅 �シルクレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 546－ 42：17．33 5．6�
814 ジェイケイエース 牡3鹿 56 内田 博幸小谷野次郎氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 532－ 22：17．4� 4．1	
69 ローズギフト 牝3鹿 54 大野 拓弥和泉 憲一氏 田中 博康 新ひだか 北洋牧場 476－ 8 〃 クビ 19．6

11 タッカーブルー 牡3青鹿56 石川裕紀人小松崎 孝氏 鈴木 伸尋 厚真 大川牧場 490－ 62：17．5� 181．0�
610 タイセイグリード 牡3栗 56

54 △野中悠太郎田中 成奉氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B452－ 62：18．24 83．2�
57 アイトマコト 牝3芦 54

53 ☆坂井 瑠星前田 葉子氏 高橋 康之 新冠 株式会社
ノースヒルズ B464－ 82：18．3� 43．4

22 ク リ ム ト ゥ 牡3栗 56 菅原 隆一�ミルファーム 小野 次郎 浦河 猿橋 義昭 516＋ 62：18．62 97．4�
45 ガ ル ラ バ ン 牡3鹿 56

55 ☆武藤 雅 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 小西 一男 浦河 栄進牧場 516± 02：18．81 225．8�

711 ヴェリートレビアン 牡3鹿 56
53 ▲藤田菜七子嶋田 賢氏 大和田 成 新冠 大栄牧場 460－ 62：20．410 84．8�

813 エムティーカイザ 牡3鹿 56 酒井 学�門別牧場 加藤士津八 新ひだか 木村 秀則 B498－142：22．8大差 75．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 30，909，200円 複勝： 45，153，100円 枠連： 13，494，100円
馬連： 56，022，600円 馬単： 29，479，400円 ワイド： 41，312，200円
3連複： 78，157，400円 3連単： 103，281，100円 計： 397，809，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 280円 � 840円 � 200円 枠 連（3－5） 4，180円

馬 連 �� 17，690円 馬 単 �� 25，820円

ワ イ ド �� 3，680円 �� 730円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 21，630円 3 連 単 ��� 212，120円

票 数

単勝票数 計 309092 的中 � 22740（5番人気）
複勝票数 計 451531 的中 � 41590（5番人気）� 11362（7番人気）� 71767（3番人気）
枠連票数 計 134941 的中 （3－5） 2498（13番人気）
馬連票数 計 560226 的中 �� 2453（31番人気）
馬単票数 計 294794 的中 �� 856（51番人気）
ワイド票数 計 413122 的中 �� 2788（30番人気）�� 15303（9番人気）�� 5403（17番人気）
3連複票数 計 781574 的中 ��� 2709（49番人気）
3連単票数 計1032811 的中 ��� 353（380番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．6―31．6―45．1―58．3―1：11．3―1：24．4―1：37．2―1：49．9―2：03．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．4
1
3
10，3，9，8－（1，13）（4，7）11（2，6，14）－5，12・（10，3）（8，9）（4，13，12）1（7，6，14）2，5－11

2
4

・（10，3）（8，9）（4，13）（1，7）（2，6，11）14－5，12・（10，3）（8，9）（1，4，12）（7，14）6，13（2，5）＝11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ワンダーヴァレッタ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．10．27 東京4着

2016．3．28生 牡3栗 母 イムディーナ 母母 マルターズヒート 9戦1勝 賞金 9，650，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エムティーカイザ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月20日まで平地

競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ヴェリートレビアン号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月20日まで平地競走に出走

できない。

第２回 東京競馬 第１日



12003 4月20日 晴 良 （31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 ニシノアマタ 牝3栗 54
52 △野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 浦河 谷川牧場 442＋ 21：20．8 97．6�

714 ラブヴィサージュ 牝3栗 54
53 ☆坂井 瑠星 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 452－ 4 〃 クビ 87．7�

24 タマモキャペリン 牝3鹿 54
53 ☆武藤 雅タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 444± 01：21．33 8．5�

11 ハンターテソーロ 牡3芦 56 大野 拓弥了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 前田ファーム 466－ 61：21．4� 8．5�

12 グレートリープ 牡3黒鹿56 武士沢友治伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 540± 01：21．61� 14．7	
35 タイセイガニアン 牡3鹿 56 内田 博幸田中 成奉氏 池上 昌和 浦河 藤春 修二 494－ 2 〃 アタマ 14．2

510 アイアンゾーン 牝3芦 54 江田 照男池上 一馬氏 南田美知雄 新ひだか 原口牧場 438＋ 61：21．8� 187．0�
23 セイクリッドキング 牡3鹿 56 M．デムーロ K.S．ヤップ氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 518－ 61：22．01� 4．4�
59 セイカアミダイケ 牝3芦 54 荻野 極久米 大氏 小野 次郎 新冠 シンユウフアーム 420－ 41：22．42� 73．0
611 タイガーストライプ 牡3芦 56 岩部 純二�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 458－101：22．61 505．0�
815 ペイシャカノープス 牝3栗 54 嘉藤 貴行北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 440± 01：22．81� 22．0�
47 ヴァニラシェイク 牝3黒鹿54 三浦 皇成程田 真司氏 田中 博康 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 464－ 21：23．22� 1．8�
36 フルヒロブラック �3青鹿56 吉田 豊古岡 宏仁氏 田中 清隆 平取 清水牧場 B442－101：23．41� 396．8�
816 オールフォーワン 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 460－ 4 〃 クビ 133．5�
612 セ イ ス ピ カ 牝3黒鹿54 石川裕紀人金田 成基氏 中川 公成 新冠 松本 信行 436－ 41：24．14 45．4�
713 カシマヌアージ 牡3青鹿56 田中 勝春松浦 一久氏 伊藤 伸一 浦河 信成牧場 B450－ 21：26．5大差 339．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，335，800円 複勝： 57，502，200円 枠連： 17，890，000円
馬連： 57，590，600円 馬単： 33，949，900円 ワイド： 44，845，000円
3連複： 81，524，500円 3連単： 116，826，500円 計： 443，464，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，760円 複 勝 � 2，280円 � 2，330円 � 280円 枠 連（4－7） 5，250円

馬 連 �� 176，410円 馬 単 �� 431，560円

ワ イ ド �� 36，190円 �� 5，790円 �� 7，870円

3 連 複 ��� 315，170円 3 連 単 ��� 4，033，290円

票 数

単勝票数 計 333358 的中 � 2731（11番人気）
複勝票数 計 575022 的中 � 6049（10番人気）� 5911（11番人気）� 63914（3番人気）
枠連票数 計 178900 的中 （4－7） 2639（14番人気）
馬連票数 計 575906 的中 �� 253（85番人気）
馬単票数 計 339499 的中 �� 59（164番人気）
ワイド票数 計 448450 的中 �� 318（79番人気）�� 2009（35番人気）�� 1473（41番人気）
3連複票数 計 815245 的中 ��� 194（219番人気）
3連単票数 計1168265 的中 ��� 21（1662番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．4―30．4―43．1―55．5―1：07．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノアマタ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2018．7．21 福島14着

2016．3．9生 牝3栗 母 ニ シ ノ ワ ン 母母 サ ビ ア ー レ 7戦1勝 賞金 5，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシマヌアージ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月20日まで平地競

走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 カシマヌアージ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月20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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アムルーズ号・オールドロマン号・ドラゴンエナジー号

12004 4月20日 晴 良 （31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

45 ドンヒューズ 牡3栗 56 川田 将雅山本又一郎氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 508－ 81：39．8 1．6�
46 � マ キ 牡3鹿 56 荻野 極吉田 和美氏 手塚 貴久 米 WinStar

Farm, LLC B532－ 41：40．11� 6．5�
58 エヌワイパフューム 牝3鹿 54 大野 拓弥サンアンドコム 武井 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502± 01：40．42 18．2�
57 � ファインスティール 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星岡田 牧雄氏 高柳 大輔 米
Wynnstay LLC,
Greg Baer &
Deann Baer

498－ 21：40．5	 38．2�
34 シゲルグリンダイヤ 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子森中 蕃氏 中野 栄治 安平 追分ファーム 470－ 8 〃 ハナ 7．2�
11 マカルーテソーロ 牡3鹿 56 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 乾 皆雄 B488－ 41：40．92	 21．1	
610 サ ン タ コ マ 牡3鹿 56

55 ☆武藤 雅 �加藤ステーブル 青木 孝文 新冠 山岡ファーム 470＋ 61：41．64 195．0

22 リワードプロキオン 牡3鹿 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 B500－121：41．81
 437．5�
712 ハーモニーロータス 牡3栗 56 酒井 学日下部勝德氏 牧 光二 日高 川端 正博 472－ 21：42．11� 210．5�
33 レッドゼニス 牡3鹿 56 C．ルメール �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 478－ 41：42．52	 5．8
711 ドゥーワンズベスト 牡3鹿 56 武士沢友治西森 鶴氏 清水 久詞 日高 日西牧場 482 ―1：42．82 113．0�
813 ヤ シ ャ ジ ン 牡3鹿 56

53 ▲大塚 海渡内藤 好江氏 勢司 和浩 日高 中館牧場 528－101：43．43	 315．3�
69 エンパワーメント �3鹿 56

54 △野中悠太郎吉田 照哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 438－ 41：43．71� 84．7�
814 イ ジ ェ ン 牡3鹿 56 菅原 隆一�ミルファーム 大和田 成 新冠 坂元 芳春 488－ 61：44．76 183．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 37，138，300円 複勝： 108，675，600円 枠連： 19，398，100円
馬連： 57，731，000円 馬単： 36，861，400円 ワイド： 45，479，800円
3連複： 78，176，500円 3連単： 144，262，300円 計： 527，723，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 140円 � 280円 枠 連（4－4） 420円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 190円 �� 420円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 2，060円 3 連 単 ��� 4，510円

票 数

単勝票数 計 371383 的中 � 183846（1番人気）
複勝票数 計1086756 的中 � 779247（1番人気）� 80917（2番人気）� 25744（6番人気）
枠連票数 計 193981 的中 （4－4） 35739（2番人気）
馬連票数 計 577310 的中 �� 111240（1番人気）
馬単票数 計 368614 的中 �� 52499（1番人気）
ワイド票数 計 454798 的中 �� 75018（1番人気）�� 25469（4番人気）�� 8719（13番人気）
3連複票数 計 781765 的中 ��� 28358（8番人気）
3連単票数 計1442623 的中 ��� 23173（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．5―48．2―1：01．1―1：13．6―1：26．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドンヒューズ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．6．23 東京11着

2016．2．19生 牡3栗 母 ヒアーズトウショウ 母母 シーイズトウショウ 7戦1勝 賞金 11，550，000円
〔制裁〕 ヤシャジン号の騎手大塚海渡は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
〔3走成績による出走制限〕 イジェン号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月20日まで平地競走に出走できない。



12005 4月20日 晴 良 （31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

58 ミ ス マ リ ア 牝3鹿 54 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 452－ 62：00．7 1．5�
11 ルイジアナママ 牝3青鹿54 C．ルメール 稲川 一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 446＋ 22：01．01� 6．7�
22 メ イ オ ー ル 牝3鹿 54 大野 拓弥千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 448± 02：01．21� 8．8�
813 ハッピークラッカー 牝3芦 54

51 ▲藤田菜七子�下河辺牧場 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 496＋ 42：01．3� 25．1�
610 ショウナンバビアナ 牝3青鹿54 三浦 皇成国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 482－ 82：01．61� 5．9�
814 グラデュアリー 牝3栗 54

52 △野中悠太郎 �社台レースホース尾形 和幸 安平 追分ファーム 420± 02：01．92 33．9	
711 ノ ア キ セ キ 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星佐山 公男氏 大江原 哲 平取 スガタ牧場 448± 02：02．11� 237．9

69 アナザークイーン 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 42：02．42 33．7�
46 ホワイトショーコ 牝3芦 54 江田 照男臼井義太郎氏 本間 忍 日高 シンボリ牧場 444＋122：02．5� 277．4�
57 カウムディー 牝3黒鹿54 原田 和真加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 462± 02：02．71� 30．1
34 プリンセスシャイン 牝3黒鹿 54

51 ▲大塚 海渡中西 忍氏 林 徹 日高 若林 順一 388± 02：02．8� 294．6�
45 レジーナスミス 牝3鹿 54 荻野 極永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 新ひだか 坂本 春雄 470－ 42：03．01� 229．7�
712 ベルロスセレソス 牝3鹿 54 内田 博幸吉田 晴哉氏 国枝 栄 安平 追分ファーム 432－202：03．85 67．9�
33 スミレヴィオレッタ 牝3黒鹿54 石川裕紀人ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 モトスファーム 476＋ 52：04．86 434．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 43，904，300円 複勝： 154，033，600円 枠連： 17，148，200円
馬連： 66，146，500円 馬単： 44，624，300円 ワイド： 49，225，900円
3連複： 88，021，400円 3連単： 158，560，700円 計： 621，664，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 170円 � 150円 枠 連（1－5） 550円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 250円 �� 220円 �� 560円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 2，520円

票 数

単勝票数 計 439043 的中 � 230122（1番人気）
複勝票数 計1540336 的中 � 1187892（1番人気）� 59942（4番人気）� 74751（3番人気）
枠連票数 計 171482 的中 （1－5） 23806（3番人気）
馬連票数 計 661465 的中 �� 89730（3番人気）
馬単票数 計 446243 的中 �� 43952（3番人気）
ワイド票数 計 492259 的中 �� 53461（3番人気）�� 62319（2番人気）�� 19042（8番人気）
3連複票数 計 880214 的中 ��� 67228（3番人気）
3連単票数 計1585607 的中 ��� 45554（6番人気）

ハロンタイム 13．1―12．2―12．3―12．0―12．6―12．0―12．1―11．5―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．3―37．6―49．6―1：02．2―1：14．2―1：26．3―1：37．8―1：49．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F34．4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミ ス マ リ ア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Firebreak デビュー 2018．12．8 中山5着

2016．2．2生 牝3鹿 母 カレドニアレディ 母母 Granuaile O’Malley 3戦1勝 賞金 7，700，000円
〔3走成績による出走制限〕 スミレヴィオレッタ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月20日まで平地競走に出走で

きない。

12006 4月20日 晴 良 （31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 サトノエルドール 牡3鹿 56 川田 将雅 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 追分ファーム 462－ 61：49．2 1．6�
36 ロンリーソルジャー 牡3鹿 56 M．デムーロ吉田 千津氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 492 ―1：49．3� 9．3�
48 カナロアガール 牝3鹿 54 大野 拓弥広尾レース� 田村 康仁 平取 清水牧場 456－ 21：49．4クビ 6．4�
817 サクラデュエル 牡3鹿 56 横山 典弘�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 486＋101：49．61� 20．5�
713 スズロザーナ 牝3栗 54 三浦 皇成森 達郎氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 420－ 21：49．7� 41．7�
35 アースドラゴン 牡3鹿 56

54 △野中悠太郎松山 増男氏 根本 康広 浦河 アイオイファーム 478－ 2 〃 クビ 15．1	
11 ブルーザリオン 牡3鹿 56 吉田 豊小林 哲之氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 432＋ 6 〃 ハナ 53．2

12 プ ロ ー ス 牡3栗 56 武士沢友治ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 470＋ 61：49．8クビ 234．0�
611 ミラキュラスパワー 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 佐竹 学 428－ 51：49．9� 273．6�
24 カミノシルヴィ 牝3鹿 54 内田 博幸村上 正喜氏 浅野洋一郎 青森 ワールドファーム 436－ 2 〃 クビ 98．2
47 オ ー レ ア 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子 �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 440＋ 41：50．11� 80．6�
816 レッドクレオス 牡3栗 56 C．ルメール �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 458 ―1：50．2� 5．5�
510 ジェラーニオ 牡3黒鹿 56

55 ☆武藤 雅 �シルクレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 470± 01：50．41� 82．4�
815 デュオビギン 牝3栗 54 酒井 学小國 和紀氏 牧 光二 新冠 上井農場 408＋ 41：51．57 288．5�
59 キングアゲン 牡3黒鹿56 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 506－ 21：51．6� 226．5�
612 サツキミラクル 牝3鹿 54

51 ▲大塚 海渡小野 博郷氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 B454－ 61：51．81� 504．1�
714 デルマガルニエ 牡3芦 56 伴 啓太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 516 ―1：52．75 322．9�

（17頭）

売 得 金
単勝： 43，676，300円 複勝： 122，221，200円 枠連： 20，234，600円
馬連： 74，691，000円 馬単： 42，826，700円 ワイド： 52，522，000円
3連複： 100，636，100円 3連単： 151，133，600円 計： 607，941，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 200円 � 160円 枠 連（2－3） 460円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 310円 �� 190円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 3，570円

票 数

単勝票数 計 436763 的中 � 207579（1番人気）
複勝票数 計1222212 的中 � 835780（1番人気）� 54623（5番人気）� 82660（2番人気）
枠連票数 計 202346 的中 （2－3） 33996（3番人気）
馬連票数 計 746910 的中 �� 82092（3番人気）
馬単票数 計 428267 的中 �� 33242（3番人気）
ワイド票数 計 525220 的中 �� 41102（4番人気）�� 83500（1番人気）�� 18216（7番人気）
3連複票数 計1006361 的中 ��� 70040（4番人気）
3連単票数 計1511336 的中 ��� 30626（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―36．9―49．7―1：02．3―1：15．0―1：26．7―1：37．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．2

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

勝馬の
紹 介

サトノエルドール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Fasliyev デビュー 2018．8．25 新潟3着

2016．4．21生 牡3鹿 母 ミゼリコルデ 母母 Match Point 7戦1勝 賞金 14，700，000円
〔3走成績による出走制限〕 オーレア号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月20日まで平地競走に出走できない。



12007 4月20日 晴 良 （31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
1：20．3

重
不良

714 ハヤブサレジェンド 牡4黒鹿57 田辺 裕信�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 496－ 41：25．4 3．6�
59 デルマシャンパン 牝4黒鹿55 石川裕紀人浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 458＋ 61：26．14 164．0�
611 ヤマニンリュシオル 牝4芦 55 伊藤 工真土井 肇氏 蛯名 利弘 新冠 錦岡牧場 472± 01：26．31� 29．3�
47 � ミッキーハイド 牡4鹿 57 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 498－ 41：26．4� 4．1�
24 グリズリダンス 牝4鹿 55

54 ☆武藤 雅石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 470－ 41：26．61� 119．5�
12 ホ マ レ 牝4鹿 55

52 ▲藤田菜七子 	ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 奥村 武 新ひだか 増本 良孝 464－ 2 〃 ハナ 9．5


36 ケイアイマリブ 牡4鹿 57
55 △野中悠太郎亀田 和弘氏 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 480＋ 21：26．7� 10．2�

612 ディーエスバズーカ 牡4黒鹿57 荻野 極秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 508＋ 41：26．8	 19．8�
23 メイショウアテン 牝5鹿 55 吉田 豊松本 好雄氏 和田 勇介 様似 中脇 一幸 474＋ 41：26．9	 37．4
35 ヤマイチジャスティ 牝6鹿 55 田中 勝春菊地 祐司氏 高市 圭二 浦河 信岡牧場 494＋181：27．11 11．6�
48 ジェイケイマッチョ 
4鹿 57 三浦 皇成小谷野次郎氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 B476－ 6 〃 ハナ 27．4�
815 オープンザウェイ 
7栗 57

56 ☆坂井 瑠星	ラ・メール 田村 康仁 日高 沖田牧場 B470＋ 81：27．2� 10．7�
11 プ タ ハ 牡4鹿 57 大野 拓弥髙瀬 真尚氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B524－ 21：27．41� 6．3�
713 レンズフルパワー 牡7鹿 57 武士沢友治田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 宮内牧場 514＋ 41：27．61� 32．7�
510 トウショウデュエル 牡7栗 57 酒井 学トウショウ産業	 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 534－ 21：28．23	 148．4�

（15頭）
816� エルポルラド 牡4鹿 57 江田 照男加藤 裕司氏 武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 40，125，700円 複勝： 59，472，000円 枠連： 23，872，900円
馬連： 86，997，500円 馬単： 34，919，800円 ワイド： 60，836，600円
3連複： 121，608，900円 3連単： 125，086，900円 計： 552，920，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 200円 � 2，800円 � 700円 枠 連（5－7） 10，370円

馬 連 �� 35，170円 馬 単 �� 54，110円

ワ イ ド �� 9，740円 �� 2，250円 �� 23，520円

3 連 複 ��� 233，260円 3 連 単 ��� 1，066，910円

票 数

単勝票数 差引計 401257（返還計 472） 的中 � 87396（1番人気）
複勝票数 差引計 594720（返還計 848） 的中 � 99667（2番人気）� 4596（14番人気）� 20204（10番人気）
枠連票数 差引計 238729（返還計 79） 的中 （5－7） 1784（27番人気）
馬連票数 差引計 869975（返還計 2252） 的中 �� 1917（71番人気）
馬単票数 差引計 349198（返還計 899） 的中 �� 484（125番人気）
ワイド票数 差引計 608366（返還計 1904） 的中 �� 1600（71番人気）�� 7097（27番人気）�� 660（98番人気）
3連複票数 差引計1216089（返還計 5910） 的中 ��� 391（309番人気）
3連単票数 差引計1250869（返還計 6779） 的中 ��� 85（1670番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―24．2―36．7―49．0―1：01．0―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハヤブサレジェンド �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2017．6．4 東京5着

2015．2．8生 牡4黒鹿 母 イチゴイチエ 母母 アイチェックユー 6戦2勝 賞金 17，100，000円
〔出走取消〕 エルポルラド号は，疾病〔外傷性鼻出血〕のため出走取消。

12008 4月20日 晴 良 （31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

11 ラスティユース 牡4栗 57 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 482－ 21：38．9 26．4�
67 トーセンヴィータ 牡4青鹿57 内田 博幸島川 �哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ

スティファーム B542－ 21：39．0� 4．7�
811 ポップアップスター 牡5青鹿57 田辺 裕信 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 512－ 8 〃 アタマ 2．8�
55 ヨクエロマンボ 	6芦 57 横山 典弘平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 458＋ 61：39．21
 15．8�
56 � ヒロノブシドウ 牡4黒鹿57 岩部 純二小野 博郷氏 浅野洋一郎 新冠 長浜牧場 494－ 41：39．3� 321．4	
22 サ ン ペ ド ロ 牡6栗 57 江田 照男
ラ・メール 田村 康仁 日高 豊洋牧場 472－ 6 〃 クビ 170．3�
44 キ ル ロ ー ド 牡4鹿 57 三浦 皇成エンジェルレーシング
 田村 康仁 日高 天羽 禮治 498－ 41：39．4クビ 2．9�
33 トーセンゼロス 牡4黒鹿 57

55 △野中悠太郎島川 �哉氏 池上 昌和 新ひだか 下屋敷牧場 B478＋ 41：40．14 34．1
79 ベルクカッツェ 牡4青鹿 57

54 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 水丸牧場 478± 0 〃 クビ 39．6�
710 キョウワスピネル 牡4栗 57 菅原 隆一�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 B502－ 21：40．63 285．0�
812 ダノンテアトロ 牡4鹿 57 石川裕紀人
ダノックス 高橋 康之 新ひだか ケイアイファーム 458－161：41．13 43．6�
68 ウェストブルック 	4黒鹿57 C．ルメール �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 486－201：42．37 6．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 40，506，900円 複勝： 45，642，800円 枠連： 17，418，200円
馬連： 81，497，700円 馬単： 38，424，400円 ワイド： 46，682，500円
3連複： 98，701，900円 3連単： 150，869，700円 計： 519，744，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，640円 複 勝 � 350円 � 150円 � 130円 枠 連（1－6） 3，120円

馬 連 �� 4，180円 馬 単 �� 11，130円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 690円 �� 270円

3 連 複 ��� 2，660円 3 連 単 ��� 33，330円

票 数

単勝票数 計 405069 的中 � 12264（6番人気）
複勝票数 計 456428 的中 � 23319（6番人気）� 84005（3番人気）� 107467（1番人気）
枠連票数 計 174182 的中 （1－6） 4315（11番人気）
馬連票数 計 814977 的中 �� 15091（14番人気）
馬単票数 計 384244 的中 �� 2589（32番人気）
ワイド票数 計 466825 的中 �� 10700（12番人気）�� 16215（8番人気）�� 49884（3番人気）
3連複票数 計 987019 的中 ��� 27795（9番人気）
3連単票数 計1508697 的中 ��� 3281（101番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．5―48．3―1：01．0―1：13．2―1：25．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラスティユース �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2017．11．25 東京3着

2015．4．22生 牡4栗 母 ボーンザスカイ 母母 クイーンゴーラン 17戦2勝 賞金 27，450，000円



12009 4月20日 晴 良 （31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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
2：18．5
2：18．3

良
良

11 パラダイスリーフ 牡3黒鹿56 川田 将雅 �シルクレーシング 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 492－ 62：19．3 2．4�

22 エ デ リ ー 牡3鹿 56 C．ルメールゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 520± 0 〃 クビ 3．9�

33 ツクバソヴァール 牡3黒鹿56 大野 拓弥細谷 武史氏 杉浦 宏昭 伊達 高橋農場 464－ 42：20．36 33．4�
44 アイスブラスト 牡3鹿 56 武藤 雅 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 新ひだか 沖田 哲夫 490± 02：20．51� 5．9�
88 マイネルステレール 牡3鹿 56 野中悠太郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 468± 0 〃 クビ 28．1	
66 レ オ 牡3芦 56 三浦 皇成ニッシンレーシング 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 512－10 〃 ハナ 16．2

55 テイエムバリバリ 牡3黒鹿56 横山 典弘竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 村上 雅規 454＋ 42：20．6� 40．9�
77 アールコンセンサス 牡3黒鹿56 M．デムーロ前原 敏行氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 432± 02：20．7クビ 3．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 56，862，400円 複勝： 50，862，700円 枠連： 発売なし
馬連： 90，461，300円 馬単： 45，408，600円 ワイド： 51，411，500円
3連複： 96，746，900円 3連単： 206，954，700円 計： 598，708，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 140円 � 510円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，180円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 3，800円 3 連 単 ��� 10，940円

票 数

単勝票数 計 568624 的中 � 184970（1番人気）
複勝票数 計 508627 的中 � 121569（1番人気）� 102658（2番人気）� 16255（8番人気）
馬連票数 計 904613 的中 �� 138765（1番人気）
馬単票数 計 454086 的中 �� 38687（2番人気）
ワイド票数 計 514115 的中 �� 65726（1番人気）�� 10013（14番人気）�� 10110（12番人気）
3連複票数 計 967469 的中 ��� 19083（12番人気）
3連単票数 計2069547 的中 ��� 13713（34番人気）

ハロンタイム 6．9―10．8―12．5―13．1―12．7―12．4―12．3―11．9―12．0―11．6―11．4―11．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100�
6．9―17．7―30．2―43．3―56．0―1：08．4―1：20．7―1：32．6―1：44．6―1：56．2―2：07．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パラダイスリーフ 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．2．23 中山1着

2016．5．28生 牡3黒鹿 母 シルキーラグーン 母母 シーヴィーナス 2戦2勝 賞金 16，203，000円

12010 4月20日 晴 良 （31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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

78 ダノンキングダム 牡5栗 57 川田 将雅�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 480－ 61：58．3 3．1�
811 シンギュラリティ 牡5鹿 57 横山 典弘吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 498－ 21：58．4� 4．9�
67 ケンホファヴァルト 牡6鹿 57 荻野 極中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 462－ 21：58．5� 92．3�
79 	 スパイラルダイブ 牡5青鹿57 C．ルメール �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 444＋ 4 〃 アタマ 4．6�
22 サトノケンシロウ 牡6黒鹿57 田辺 裕信 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B462＋ 21：58．6
 19．0�
11 ジ ナ ン ボ ー 牡4黒鹿57 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 472－ 41：58．91
 3．2	
810 ルネイション 牝6黒鹿55 三浦 皇成ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458＋201：59．11� 29．1

33 シャルルマーニュ 牡4鹿 57 田中 勝春 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 494－ 8 〃 クビ 89．0�
55 パイオニアバイオ 牝4鹿 55 内田 博幸バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 434－ 6 〃 ハナ 15．3�
44 サトノグラン �5青鹿57 坂井 瑠星 �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 476－ 81：59．52
 38．9
66 ショウナンマルシェ �8青鹿57 大野 拓弥国本 哲秀氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 41：59．82 96．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 70，378，100円 複勝： 97，068，600円 枠連： 29，264，700円
馬連： 162，913，400円 馬単： 66，224，500円 ワイド： 94，713，900円
3連複： 201，119，200円 3連単： 311，701，700円 計： 1，033，384，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 170円 � 1，260円 枠 連（7－8） 430円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 270円 �� 4，210円 �� 4，520円

3 連 複 ��� 17，180円 3 連 単 ��� 59，910円

票 数

単勝票数 計 703781 的中 � 177635（1番人気）
複勝票数 計 970686 的中 � 222161（1番人気）� 165544（3番人気）� 12823（11番人気）
枠連票数 計 292647 的中 （7－8） 52162（2番人気）
馬連票数 計1629134 的中 �� 179818（2番人気）
馬単票数 計 662245 的中 �� 37899（4番人気）
ワイド票数 計 947139 的中 �� 110470（1番人気）�� 5159（35番人気）�� 4797（38番人気）
3連複票数 計2011192 的中 ��� 8775（44番人気）
3連単票数 計3117017 的中 ��� 3772（163番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―11．7―11．9―12．3―11．7―11．9―11．4―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．4―36．1―48．0―1：00．3―1：12．0―1：23．9―1：35．3―1：46．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F34．4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンキングダム �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Azamour デビュー 2016．12．11 中京1着

2014．2．9生 牡5栗 母 ヴィヤダーナ 母母 Visor 18戦5勝 賞金 93，822，000円



12011 4月20日 晴 良 （31東京2）第1日 第11競走
ウインズ新宿開設70周年記念

��
��1，600�オアシスステークス（Ｌ）

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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000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

713 ア ル ク ト ス 牡4鹿 56 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 新冠 須崎牧場 546－ 41：36．7 6．3�
714	 ドリームキラリ 牡7青 59 坂井 瑠星ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Colts Neck

Stables LLC B494＋ 21：36．91
 30．8�
35 スマートダンディー 牡5鹿 57 横山 典弘大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 496± 01：37．53� 4．9�
816 タガノディグオ 牡5黒鹿56 川島 信二八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 530－ 81：37．6クビ 100．2�
510 サ ン グ ラ ス 牡8青鹿57 M．デムーロ玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 B504－ 6 〃 アタマ 9．1�
24 マリームーン 牝4栃栗54 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤澤 昭勝 476＋ 81：37．92 5．0	
36 アンデスクイーン 牝5栗 54 田中 勝春 �グリーンファーム西園 正都 安平 ノーザンファーム 492－ 2 〃 アタマ 60．1

12 ダノングッド 牡7栗 57 荻野 極�ダノックス 村山 明 浦河 三嶋牧場 B526＋ 61：38．0� 84．4�
611 エレクトロポップ 牡6青鹿56 大野 拓弥 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 502＋101：38．1� 20．0
612 ドライヴナイト 牡6黒鹿57 三浦 皇成桂土地� 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 510－ 6 〃 クビ 135．4�
48 ダンツゴウユウ 牡5栗 56 酒井 学山元 哲二氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 466－ 41：38．3� 10．2�
23 サトノアッシュ 牡7鹿 56 内田 博幸 �サトミホースカンパニー 中竹 和也 日高 下河辺牧場 488－ 2 〃 ハナ 89．0�
815 クインズサターン 牡6芦 57 四位 洋文亀田 和弘氏 野中 賢二 新ひだか 佐竹 学 B470－ 61：38．51
 3．5�
47 ローズプリンスダム 牡5青鹿56 石川裕紀人岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 登別 ユートピア牧場 466＋101：38．81� 36．5�
59 ブラゾンドゥリス 牡7鹿 58 野中悠太郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 浦河 村下 清志 B524－ 81：39．22� 194．7�
11 アメリカズカップ 牡5黒鹿56 柴田 大知谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 446－ 81：39．62� 36．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 117，044，000円 複勝： 165，250，600円 枠連： 66，808，700円
馬連： 359，466，800円 馬単： 131，952，600円 ワイド： 198，248，700円
3連複： 546，030，200円 3連単： 666，283，400円 計： 2，251，085，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 230円 � 610円 � 170円 枠 連（7－7） 8，570円

馬 連 �� 8，670円 馬 単 �� 13，470円

ワ イ ド �� 2，040円 �� 650円 �� 2，060円

3 連 複 ��� 12，230円 3 連 単 ��� 82，570円

票 数

単勝票数 計1170440 的中 � 148535（4番人気）
複勝票数 計1652506 的中 � 185784（4番人気）� 55610（8番人気）� 303636（2番人気）
枠連票数 計 668087 的中 （7－7） 6038（27番人気）
馬連票数 計3594668 的中 �� 32132（24番人気）
馬単票数 計1319526 的中 �� 7345（43番人気）
ワイド票数 計1982487 的中 �� 24267（23番人気）�� 83434（6番人気）�� 24080（24番人気）
3連複票数 計5460302 的中 ��� 33478（38番人気）
3連単票数 計6662834 的中 ��� 5850（244番人気）

ハロンタイム 11．9―11．1―12．1―12．5―12．4―12．1―11．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
11．9―23．0―35．1―47．6―1：00．0―1：12．1―1：23．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ル ク ト ス �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．10．14 東京2着

2015．5．2生 牡4鹿 母 ホシニイノリヲ 母母 コンキスタドレス 10戦5勝 賞金 76，375，000円
〔その他〕 ブラゾンドゥリス号は，発走後まもなく外側に逃避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16頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）16頭 アンコールプリュ号・イーグルフェザー号・カフェリュウジン号・コスモカナディアン号・ザイディックメア号・

ジュンヴァルカン号・ストロングバローズ号・タイセイプライド号・タムロミラクル号・ノーブルサターン号・
ハーベストムーン号・ハーレムライン号・ヒロブレイブ号・ファッショニスタ号・メイショウワダイコ号・
ワークアンドラブ号

12012 4月20日 晴 良 （31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 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．5
1：19．0

良
良

22 ダノンディーヴァ 牝5黒鹿55 四位 洋文�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 464－ 41：20．5 3．1�
811 アンリミット 牝4青鹿55 内田 博幸前原 敏行氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 478－10 〃 クビ 6．0�
33 アバルラータ 牝5鹿 55 川田 将雅安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 448－ 21：20．71� 6．3�
812 ツ ヅ ク 牝5鹿 55 大野 拓弥清水 敏氏 伊藤 大士 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 21：20．91� 23．1�
79 ハ ト ホ ル 牝4鹿 55 三浦 皇成髙瀬 真尚氏 本間 忍 浦河 中脇 満 466－ 41：21．0クビ 17．4�
11 スズカアーチスト 牝4黒鹿 55

53 △野中悠太郎永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B468－ 2 〃 クビ 50．4	
710 ト ン ボ イ 牝4栗 55 酒井 学幅田 京子氏 西園 正都 浦河 大北牧場 424－ 81：21．1クビ 62．2

56 シグナライズ 牝4鹿 55 M．デムーロ �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 492± 0 〃 クビ 17．2�
67 オーヴォドーロ 牝4黒鹿55 田辺 裕信諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 464＋ 2 〃 ハナ 26．2�
55 ラストプリマドンナ 牝4鹿 55 C．ルメール シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 442－ 21：21．2� 3．7�
68 ディアサルファー 牝4栗 55 荻野 極ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ 478＋ 41：21．51	 63．8�
44 ユアスイスイ 牝5栗 55

52 ▲藤田菜七子ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B492＋ 21：21．92� 11．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 86，920，500円 複勝： 107，509，900円 枠連： 37，569，100円
馬連： 174，584，900円 馬単： 74，818，400円 ワイド： 116，648，000円
3連複： 228，986，400円 3連単： 331，255，500円 計： 1，158，292，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 180円 � 180円 枠 連（2－8） 910円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 360円 �� 390円 �� 720円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 7，480円

票 数

単勝票数 計 869205 的中 � 222764（1番人気）
複勝票数 計1075099 的中 � 234569（1番人気）� 144909（3番人気）� 136170（4番人気）
枠連票数 計 375691 的中 （2－8） 31888（3番人気）
馬連票数 計1745849 的中 �� 143906（3番人気）
馬単票数 計 748184 的中 �� 34124（4番人気）
ワイド票数 計1166480 的中 �� 87631（2番人気）�� 78715（4番人気）�� 38632（7番人気）
3連複票数 計2289864 的中 ��� 89882（3番人気）
3連単票数 計3312555 的中 ��� 32069（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．1―34．4―45．9―57．4―1：08．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンディーヴァ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．10．10 京都3着

2014．5．15生 牝5黒鹿 母 ダノンプリマドンナ 母母 ゴーカロライナ 21戦4勝 賞金 57，239，000円
〔制裁〕 ダノンディーヴァ号の騎手四位洋文は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成31年4月27日から平成31年

5月4日まで騎乗停止。（被害馬：3番）
※ディアサルファー号・トンボイ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（31東京2）第1日 4月20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 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
厩務員出走奨励金

204，220，000円
5，180，000円
20，680，000円
1，140，000円
22，520，000円
67，222，000円
4，264，000円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
628，550，200円
1，052，233，600円
278，442，800円
1，322，124，100円
605，989，900円
841，874，900円
1，800，104，500円
2，558，933，100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 9，088，253，100円

総入場人員 28，910名 （有料入場人員 27，564名）
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