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11001 4月25日 晴 良 （2東京2） 第1日 第1競走 1，600�3歳未勝利
発走10時10分 （ダート・左）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

712 シ ャ ー レ 牝3鹿 54 石橋 脩東海林貴大氏 武市 康男 新冠 須崎牧場 448－ 61：39．7 1．5�
713 ソ ヨ ギ 牝3青鹿54 吉田 豊海谷 幸司氏 粕谷 昌央 日高 春木ファーム 462± 01：39．8� 8．4�
815 ダイユウローズ 牝3鹿 54 木幡 巧也大友 靖岐氏 松永 康利 新ひだか 藤沢牧場 514＋141：40．22� 16．9�
46 ユウチャファスト 牝3鹿 54 北村 宏司長谷川祐司氏 中舘 英二 新ひだか チャンピオンズファーム 456＋10 〃 クビ 4．4�
814 シャランドール 牝3青鹿54 大野 拓弥湊 義明氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 468＋ 81：40．51� 16．2�
35 キアナポラリス 牝3栗 54 野中悠太郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 宮田 敬介 日高 日高大洋牧場 B442＋ 61：40．6� 100．4	
34 ロッソビアンコ 牝3鹿 54 三浦 皇成平田 修氏 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 432－ 4 〃 ハナ 18．5

22 リ ン ド ウ 牝3黒鹿54 宮崎 北斗千葉 正人氏 中川 公成 新ひだか 前川 勝春 430± 01：40．81� 173．4�
59 キイエクスプロード 牝3黒鹿54 田辺 裕信安田嘉太郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 424＋ 21：41．01 48．6�
611 スマートクレイン 牝3栗 54 横山 武史大川 徹氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 500－10 〃 クビ 89．9
47 クインズモモナ 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗亀田 和弘氏 奥平 雅士 日高 ヤナガワ牧場 492 ―1：41．2� 59．8�
23 アオイサンゴショウ 牝3栗 54 武藤 雅芹澤 精一氏 田中 清隆 むかわ 市川牧場 428－ 21：41．3� 244．4�
11 プラズマテイル 牝3青鹿54 嘉藤 貴行岡田 牧雄氏 大和田 成 浦河 カケハムポニークラブ 400－141：42．15 197．4�
610 クインズウィッシュ 牝3鹿 54 江田 照男吉田 千津氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 414－ 21：42．31� 64．4�
58 ピュアサンクス 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士田畑 利彦氏 伊藤 伸一 浦河 浦河日成牧場 412－ 41：42．51 75．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 33，732，900円 複勝： 90，069，600円 枠連： 12，706，600円
馬連： 57，680，700円 馬単： 32，734，200円 ワイド： 51，993，100円
3連複： 97，590，400円 3連単： 123，696，100円 計： 500，203，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 220円 � 380円 枠 連（7－7） 580円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 340円 �� 430円 �� 2，130円

3 連 複 ��� 2，750円 3 連 単 ��� 7，730円

票 数

単勝票数 計 337329 的中 � 170098（1番人気）
複勝票数 計 900696 的中 � 589171（1番人気）� 45508（3番人気）� 21132（6番人気）
枠連票数 計 127066 的中 （7－7） 16876（3番人気）
馬連票数 計 576807 的中 �� 77935（2番人気）
馬単票数 計 327342 的中 �� 30730（2番人気）
ワイド票数 計 519931 的中 �� 42141（2番人気）�� 32237（4番人気）�� 5525（22番人気）
3連複票数 計 975904 的中 ��� 26579（7番人気）
3連単票数 計1236961 的中 ��� 11595（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―23．4―36．1―48．8―1：01．5―1：13．8―1：26．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ ャ ー レ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Malibu Moon デビュー 2019．11．2 東京4着

2017．5．6生 牝3鹿 母 マリブウィン 母母 Sea Jamie Win 5戦1勝 賞金 9，500，000円

11002 4月25日 晴 良 （2東京2） 第1日 第2競走 1，400�3歳未勝利
発走10時40分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

47 グローサーベア �3芦 56 C．ルメール �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 466± 01：26．1 2．5�
24 カッチョカバロ 牡3栗 56 津村 明秀平田 修氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド B492－ 61：26．31� 5．2�
23 ペガサスターボ 牡3鹿 56 横山 和生千明牧場 勢司 和浩 浦河 千明牧場 512＋ 4 〃 ハナ 95．6�
11 ノーブルウルフ 牡3鹿 56 横山 武史吉木 伸彦氏 久保田貴士 浦河 高村牧場 486± 01：26．93� 13．7�
611 シャークスコーブ 牡3鹿 56 D．レーン �シルクレーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム 468＋ 61：27．21� 3．3�

（豪）

714 タ シ ロ 牡3栗 56 岩部 純二�ミルファーム 的場 均 浦河 ミルファーム 526＋20 〃 ハナ 176．5	
816 マニールリッヒ 牡3鹿 56 石橋 脩吉田 勝己氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 484 ―1：27．3� 19．8

12 ロ ン グ イ 牡3鹿 56 野中悠太郎佐久間拓士氏 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 480－121：27．62 301．6�
35 タイキスピネル 牡3鹿 56 L．ヒューイットソン �大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 464－ 81：27．81� 40．9�
（南ア）

48 マロンジェム 牡3栗 56 田辺 裕信フロンティア 稲垣 幸雄 浦河 ヒダカフアーム B488＋ 41：28．22� 15．1�
36 ド ル レ ア ン 牡3黒鹿56 内田 博幸 �シルクレーシング 池上 昌和 安平 有限会社 ノー

ザンレーシング B476－14 〃 アタマ 67．2�
59 ハッピーミニスター 牡3黒鹿56 大野 拓弥堀 祥子氏 池上 昌和 新ひだか 萩澤 泰博 462± 01：28．41� 9．6�
713 キセキガクル 牡3黒鹿56 吉田 豊田畑 利彦氏 加藤士津八 浦河 笹島 政信 B484－ 41：28．5� 282．2�
612 ゴールドスナイパー 牡3鹿 56 木幡 巧也馬目 卓氏 田中 剛 新冠 アラキフアーム 474－ 4 〃 クビ 169．6�
510 エンパイアブレイズ 牡3栗 56 井上 敏樹小原準一郎氏 田島 俊明 日高 槇本牧場 B428－ 81：29．35 359．7�
815 タ チ 牡3栗 56

53 ▲山田 敬士中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 452＋ 21：29．93� 560．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，398，300円 複勝： 63，883，700円 枠連： 11，614，700円
馬連： 72，440，700円 馬単： 33，070，800円 ワイド： 62，043，800円
3連複： 107，206，800円 3連単： 117，352，400円 計： 511，011，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 210円 � 1，580円 枠 連（2－4） 650円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 380円 �� 4，010円 �� 4，870円

3 連 複 ��� 17，360円 3 連 単 ��� 51，650円

票 数

単勝票数 計 433983 的中 � 138132（1番人気）
複勝票数 計 638837 的中 � 157931（1番人気）� 78033（3番人気）� 7030（11番人気）
枠連票数 計 116147 的中 （2－4） 13726（2番人気）
馬連票数 計 724407 的中 �� 75626（2番人気）
馬単票数 計 330708 的中 �� 20407（3番人気）
ワイド票数 計 620438 的中 �� 47206（2番人気）�� 3720（28番人気）�� 3049（34番人気）
3連複票数 計1072068 的中 ��� 4629（45番人気）
3連単票数 計1173524 的中 ��� 1647（159番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．6―48．2―1：00．4―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グローサーベア �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2019．7．20 福島8着

2017．4．10生 �3芦 母 シュテルンターラー 母母 トゥースペシャル 6戦1勝 賞金 8，210，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第２回 東京競馬 第１日



11003 4月25日 晴 良 （2東京2） 第1日 第3競走 2，100�3歳未勝利
発走11時10分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

58 サンチャップリン 牡3鹿 56 内田 博幸 �加藤ステーブル 中舘 英二 平取 坂東牧場 B560－ 62：14．8 162．8�
610 シュバルツイェガー 牡3黒鹿56 大野 拓弥西森 功氏 高木 登 浦河 梅田牧場 480－ 62：14．9� 18．8�
46 ロドルフォブレイン 牡3鹿 56 石橋 脩エンジェルレーシング� 尾関 知人 浦河 信岡牧場 532＋ 62：15．0� 3．9�
69 トップリーチ 牡3黒鹿56 横山 和生紅露 純氏 萱野 浩二 日高 庄野牧場 434＋ 2 〃 クビ 25．7�
33 ゲンキチボン 牡3栗 56 木幡 巧也荒井 元明氏 堀井 雅広 日高 スマイルファーム B472± 02：15．1� 38．1�
34 メジャーブレイク 牡3栗 56 C．ルメール 吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 526－ 42：15．31� 1．6	
45 キークラウン 牡3栗 56 野中悠太郎北前孔一郎氏 黒岩 陽一 浦河 赤田牧場 496＋ 22：15．5� 132．7

22 ワンダーサーイター 牡3青鹿56 菅原 隆一山本 能成氏 畠山 吉宏 新ひだか 米田牧場 450± 0 〃 クビ 233．1�
11 ファクトベース 牡3鹿 56 L．ヒューイットソン �社台レースホース久保田貴士 安平 追分ファーム 494－ 22：15．71 8．7

（南ア）

814 ソ イ チ ー ノ �3芦 56 岩部 純二�ミルファーム 中川 公成 浦河 ミルファーム 498－ 42：16．33� 505．2�
712 トキメキナイス 牡3鹿 56 江田 照男片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 日高 門別牧場 462＋ 22：16．4� 47．7�
813 ショウナンアクア 牡3栗 56 三浦 皇成国本 哲秀氏 古賀 史生 新冠 ムラカミファーム B470± 0 〃 ハナ 8．4�
57 ノーブルフローラ 牝3鹿 54 武士沢友治吉木 伸彦氏 武藤 善則 平取 スガタ牧場 486± 02：18．1大差 425．1�
711 マイネルエピキュア 牡3栗 56 横山 武史 �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 480－ 22：18．52� 83．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 38，525，400円 複勝： 149，771，400円 枠連： 11，277，500円
馬連： 57，581，100円 馬単： 37，410，200円 ワイド： 53，455，300円
3連複： 93，240，800円 3連単： 153，047，700円 計： 594，309，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 16，280円 複 勝 � 6，280円 � 1，130円 � 300円 枠 連（5－6） 20，180円

馬 連 �� 79，830円 馬 単 �� 222，670円

ワ イ ド �� 15，480円 �� 6，170円 �� 930円

3 連 複 ��� 90，110円 3 連 単 ��� 1，681，200円

票 数

単勝票数 計 385254 的中 � 1893（11番人気）
複勝票数 計1497714 的中 � 5602（11番人気）� 32852（6番人気）� 155358（2番人気）
枠連票数 計 112775 的中 （5－6） 433（22番人気）
馬連票数 計 575811 的中 �� 559（48番人気）
馬単票数 計 374102 的中 �� 126（100番人気）
ワイド票数 計 534553 的中 �� 865（54番人気）�� 2185（34番人気）�� 15519（9番人気）
3連複票数 計 932408 的中 ��� 776（95番人気）
3連単票数 計1530477 的中 ��� 66（825番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．6―31．7―45．2―58．1―1：10．8―1：23．6―1：36．3―1：49．0―2：01．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンチャップリン �
�
父 エスケンデレヤ �

�
母父 コ マ ン ズ デビュー 2020．4．4 中山10着

2017．3．4生 牡3鹿 母 カリビアンロマンス 母母 サバナパディーダ 2戦1勝 賞金 5，100，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

11004 4月25日 晴 良 （2東京2） 第1日 第4競走 2，000�3歳未勝利
発走11時40分 （芝・左）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

56 レッドペルーシュ 牝3鹿 54 田中 勝春 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 新ひだか 三石川上牧場 408± 02：01．8 6．5�
811 コトブキテティス 牝3黒鹿54 武藤 雅尾上 松壽氏 田島 俊明 新ひだか 斉藤スタッド 426－ 82：01．9� 2．0�
68 トクシーズファー 牝3青鹿54 吉田 豊 AIレーシング 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 438＋ 8 〃 アタマ 81．0�
22 バルバレスコ 牝3鹿 54 L．ヒューイットソン �シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 478± 02：02．43 8．2�

（南ア）

79 レットミーアウト 牝3黒鹿54 横山 武史 �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 472－ 42：02．5� 6．7	

67 ココリミネルヴァ 牝3黒鹿54 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 酒井 秀紀 418－ 6 〃 アタマ 54．8

812 マリノソフィア 牝3黒鹿54 津村 明秀矢野 恭裕氏 奥平 雅士 日高 クラウン日高牧場 458＋ 42：02．6� 6．1�
710 フレッシュスタート 牝3鹿 54 石川裕紀人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 浦河 目名太山口
牧場 422＋ 42：02．81� 115．0�

11 キミノミラクル 牝3栃栗54 野中悠太郎平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 500－ 62：02．9� 139．2
44 ペ ル ー ジ ュ 牝3鹿 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 418－ 62：03．0� 29．0�
55 モアナグレイス 牝3鹿 54 木幡 巧也日下 幸徳氏 和田 雄二 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 410－ 6 〃 アタマ 303．9�
33 ラストエクセル 牝3栗 54 M．デムーロ �ニッシンホールディングス 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 452＋162：03．32 11．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 51，371，700円 複勝： 77，005，400円 枠連： 11，659，400円
馬連： 70，511，700円 馬単： 31，833，400円 ワイド： 59，938，200円
3連複： 90，826，200円 3連単： 122，110，900円 計： 515，256，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 190円 � 120円 � 810円 枠 連（5－8） 480円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 300円 �� 2，630円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 9，360円 3 連 単 ��� 36，560円

票 数

単勝票数 計 513717 的中 � 62341（3番人気）
複勝票数 計 770054 的中 � 96939（4番人気）� 235072（1番人気）� 15437（8番人気）
枠連票数 計 116594 的中 （5－8） 18469（2番人気）
馬連票数 計 705117 的中 �� 82424（1番人気）
馬単票数 計 318334 的中 �� 14307（6番人気）
ワイド票数 計 599382 的中 �� 58991（3番人気）�� 5314（25番人気）�� 8714（21番人気）
3連複票数 計 908262 的中 ��� 7274（29番人気）
3連単票数 計1221109 的中 ��� 2421（135番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―25．3―37．4―49．8―1：02．7―1：15．2―1：27．3―1：38．7―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―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

レッドペルーシュ �
�
父 スピルバーグ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2019．10．14 東京11着

2017．1．21生 牝3鹿 母 ボールルーム 母母 Virginia Waters 5戦1勝 賞金 7，100，000円
※フレッシュスタート号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



11005 4月25日 晴 良 （2東京2） 第1日 第5競走 1，400�3歳未勝利
発走12時30分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

714 グ ル ア ー ブ 牝3鹿 54 C．ルメール �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 林 徹 新ひだか 岡田スタツド 422－ 81：21．4 2．6�

818 クァンタムリープ 牡3鹿 56 田辺 裕信 �シルクレーシング 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 472± 0 〃 アタマ 15．3�
59 ホイッスルヴォイス 牝3鹿 54 横山 武史藤田 岳彦氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－ 4 〃 ハナ 6．0�
24 ト ル ニ 牝3鹿 54 吉田 豊水上ふじ子氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 456＋ 21：21．61� 3．8�
47 エリーストーム 牝3黒鹿54 野中悠太郎谷川 正純氏 本間 忍 新冠 小泉 学 422－ 81：22．23� 34．5	
36 フィーユレヴーズ 牝3栗 54 M．デムーロ小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 440－ 21：22．3� 35．5

612 ブ ン ロ ー ト 牡3鹿 56 石橋 脩石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 プログレスファーム B516－ 41：23．25 5．7�
817 モノポリーアイズ 牝3黒鹿54 横山 典弘吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 442＋ 21：23．3� 18．3�
12 ヤエノロータス 牡3鹿 56

53 ▲小林 脩斗柳田 英子氏 天間 昭一 青森 一山育成牧場 462－ 4 〃 ハナ 308．6
35 サクラジマテソーロ 牡3鹿 56 L．ヒューイットソン 了德寺健二ホールディングス� 加藤 和宏 新ひだか チャンピオンズファーム 460＋141：23．4� 38．7�

（南ア）

611 グリエクレール 牝3芦 54
51 ▲山田 敬士 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 浦河 梅田牧場 438－14 〃 クビ 102．5�
510 プエンテデグロリア 牝3青鹿54 北村 宏司谷口 祐人氏 勢司 和浩 新ひだか 今 牧場 436± 01：23．5クビ 160．5�
11 ダ ニ ュ ー ブ 牝3栗 54 内田 博幸ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460－ 81：23．71� 79．0�
715 サントマリー 牝3栗 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 442－ 21：24．01� 55．2�
816 ト モ エ タ カ 牡3鹿 56 田中 勝春石井 義孝氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 420＋ 21：24．32 193．9�
23 ノアエリザベス 牝3黒鹿54 武士沢友治佐山 公男氏 古賀 史生 新冠 ハシモトフアーム 406－101：24．61� 355．0�
713 セイアフェクト 牡3黒鹿56 石川裕紀人金田 成基氏 中野 栄治 白老 習志野牧場 420－101：25．24 474．4�
48 リディアンスケール 牡3鹿 56 江田 照男グリーンスウォード伊藤 伸一 新冠 アサヒ牧場 486＋ 41：25．51� 330．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 51，122，700円 複勝： 68，062，400円 枠連： 16，210，900円
馬連： 73，450，900円 馬単： 30，416，400円 ワイド： 64，879，400円
3連複： 106，841，200円 3連単： 106，590，900円 計： 517，574，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 400円 � 180円 枠 連（7－8） 950円

馬 連 �� 2，630円 馬 単 �� 4，310円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 410円 �� 940円

3 連 複 ��� 4，270円 3 連 単 ��� 22，360円

票 数

単勝票数 計 511227 的中 � 157149（1番人気）
複勝票数 計 680624 的中 � 157920（1番人気）� 32081（6番人気）� 97882（4番人気）
枠連票数 計 162109 的中 （7－8） 13127（4番人気）
馬連票数 計 734509 的中 �� 21597（7番人気）
馬単票数 計 304164 的中 �� 5290（14番人気）
ワイド票数 計 648794 的中 �� 15862（9番人気）�� 43748（3番人気）�� 16971（8番人気）
3連複票数 計1068412 的中 ��� 18728（12番人気）
3連単票数 計1065909 的中 ��� 3455（56番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．5―11．8―11．2―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．0―34．5―46．3―57．5―1：09．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．1
3 12－（6，7）9，4，11（13，14，17）（1，2，5，18）8（3，15）（10，16） 4 12（6，7）－9，4，11（14，18）13（1，17）（3，2，5）（15，16）－8，10

勝馬の
紹 介

グ ル ア ー ブ �
�
父 トーセンラー �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2019．12．7 中山3着

2017．5．21生 牝3鹿 母 タニノジュレップ 母母 タニノディオーネ 5戦1勝 賞金 12，200，000円
〔制裁〕 トルニ号の騎手吉田豊は，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：7番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイアフェクト号・リディアンスケール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月

25日まで平地競走に出走できない。
ノアエリザベス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月25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 ジュネスドール号・リーディングレディ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

11006 4月25日 晴 良 （2東京2） 第1日 第6競走 1，800�3歳未勝利
発走13時05分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

68 グレイトオーサー 牡3栗 56 D．レーン �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 516 ―1：49．0 2．4�
（豪）

67 イ ル ミ ナ ル 牝3鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 420＋ 2 〃 クビ 1．8�
812 トロワシャルム 牡3青鹿56 L．ヒューイットソン 村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 468＋ 41：49．31� 12．4�

（南ア）

56 エ ナ ミ ル ク 牝3鹿 54 木幡 巧也宮原 廣伸氏 伊藤 大士 新ひだか 山際牧場 482± 01：49．83 100．9�
22 スワーヴカエサル 牡3鹿 56 横山 典弘�NICKS 田中 博康 千歳 社台ファーム 532 ―1：50．12 11．1	
811 エースインザハート 牡3黒鹿56 江田 照男西村 
平氏 大江原 哲 日高 三輪牧場 B446－ 61：50．2クビ 111．7�
33 アトラクトボイス 牡3鹿 56 吉田 豊大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社

大原ファーム 426＋ 61：50．51� 78．4�
710 パ セ オ 牡3鹿 56 三浦 皇成ゴドルフィン 加藤 征弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 520 ―1：50．71� 25．9
44 ト リ ッ タ ウ 牝3鹿 54 武藤 雅ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 464 ― 〃 ハナ 114．7�
55 トウカイラルゴ 牡3黒鹿56 田辺 裕信内村 正則氏 栗田 徹 日高 碧雲牧場 494 ―1：51．44 25．1�
79 ジョブックコラード 牡3黒鹿 56

53 ▲山田 敬士�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 452－ 81：51．5� 263．5�
11 ゴールドブション 牡3栗 56 宮崎 北斗廣崎利洋HD� 青木 孝文 平取 清水牧場 B498± 01：51．92� 282．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 62，663，900円 複勝： 88，488，900円 枠連： 14，968，100円
馬連： 72，317，300円 馬単： 43，929，700円 ワイド： 45，762，000円
3連複： 93，367，900円 3連単： 170，469，500円 計： 591，967，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 110円 � 140円 枠 連（6－6） 180円

馬 連 �� 170円 馬 単 �� 330円

ワ イ ド �� 130円 �� 360円 �� 240円

3 連 複 ��� 460円 3 連 単 ��� 1，320円

票 数

単勝票数 計 626639 的中 � 208285（2番人気）
複勝票数 計 884889 的中 � 163522（2番人気）� 495363（1番人気）� 67291（3番人気）
枠連票数 計 149681 的中 （6－6） 64215（1番人気）
馬連票数 計 723173 的中 �� 318827（1番人気）
馬単票数 計 439297 的中 �� 97710（1番人気）
ワイド票数 計 457620 的中 �� 116213（1番人気）�� 24445（4番人気）�� 42766（2番人気）
3連複票数 計 933679 的中 ��� 150219（1番人気）
3連単票数 計1704695 的中 ��� 93065（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―36．9―49．4―1：01．7―1：13．9―1：25．7―1：37．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

グレイトオーサー �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2017．3．7生 牡3栗 母 ディアデラノビア 母母 ポトリザリス 1戦1勝 賞金 5，100，000円
〔発走状況〕 エースインザハート号は，発進不良〔内側に逃避〕。
〔3走成績による出走制限〕 ゴールドブション号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年6月25日まで平地競走に出走で

きない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



11007 4月25日 晴 良 （2東京2） 第1日 第7競走 ��1，400�3歳1勝クラス
発走13時35分 （ダート・左）（500万円以下）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

510� レッチェバロック 牝3鹿 54 C．ルメール 吉田 和美氏 藤沢 和雄 米 MMM
Stables 486＋ 21：23．6 1．5�

23 アストロブレイク 牡3栗 56 三浦 皇成吉澤 克己氏 相沢 郁 日高 川端 正博 490± 01：25．09 12．7�
714 タイキラッシュ 牡3黒鹿56 D．レーン �大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 510＋ 2 〃 ハナ 3．9�
（豪）

612 プ リ マ ジ ア 牡3鹿 56 田辺 裕信藤沼 利夫氏 金成 貴史 平取 スガタ牧場 454－ 21：25．1クビ 6．5�
36 ファイヴレター 牡3青鹿56 江田 照男熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 444－ 41：25．31� 152．6�
35 トーアリュウジン �3栗 56 村田 一誠高山ランド	 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 472－10 〃 クビ 178．4

12 ク ロ ッ チ �3黒鹿56 大野 拓弥 	リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 リトルブルーファーム 452－ 21：25．61� 47．4�
815 メモワールミノル 牡3芦 56 石川裕紀人吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 462－ 41：25．92 127．0�
611 ケイアイピハ 牡3栗 56 北村 宏司亀田 和弘氏 池上 昌和 新冠 新冠橋本牧場 440－ 6 〃 クビ 75．9
713 カ イ ア ワ セ 牝3栗 54 武士沢友治内田 玄祥氏 星野 忍 日高 オリオンファーム 434－ 21：26．0� 59．1�
48 サトノポーラスター 牡3栗 56 内田 博幸 	サトミホースカンパニー 大和田 成 千歳 社台ファーム 498－141：26．42� 118．9�
47 ネイチャーカレン 牡3黒鹿56 野中悠太郎井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 高橋 修 454＋ 41：27．03� 134．3�
11 デルマガーネット 牝3黒鹿54 武藤 雅浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 新ひだか 藤巻 則弘 442＋ 41：27．1クビ 148．5�
24 コパノビアンカ 牝3青鹿 54

51 ▲山田 敬士小林 祥晃氏 林 徹 新冠 武田牧場 434＋ 2 〃 アタマ 243．2�
59 コーリングローリー 牡3栗 56 石橋 脩伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 田端牧場 438－ 61：27．2� 98．3�
816	 フジヤマテキサス 牡3栗 56 宮崎 北斗 IHR 根本 康広 浦河 村下農場 484－ 41：27．51� 410．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 69，547，800円 複勝： 142，118，100円 枠連： 15，186，400円
馬連： 90，301，600円 馬単： 54，014，600円 ワイド： 74，650，500円
3連複： 140，139，400円 3連単： 238，350，500円 計： 824，308，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 160円 � 120円 枠 連（2－5） 770円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 270円 �� 150円 �� 410円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 2，350円

票 数

単勝票数 計 695478 的中 � 363929（1番人気）
複勝票数 計1421181 的中 � 864450（1番人気）� 93771（4番人気）� 176397（2番人気）
枠連票数 計 151864 的中 （2－5） 15166（4番人気）
馬連票数 計 903016 的中 �� 90699（3番人気）
馬単票数 計 540146 的中 �� 43012（4番人気）
ワイド票数 計 746505 的中 �� 61998（3番人気）�� 165109（1番人気）�� 36458（5番人気）
3連複票数 計1401394 的中 ��� 158499（2番人気）
3連単票数 計2383505 的中 ��� 73446（4番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．2―11．8―12．1―12．1―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．2―46．0―58．1―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�レッチェバロック �
�
父 Uncle Mo �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2020．2．8 東京1着

2017．1．14生 牝3鹿 母 My Fast One 母母 Twenty One A. C. 2戦2勝 賞金 13，300，000円
※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 ウインアクティーボ号・ニルカンタテソーロ号・ペイシャチャーム号・メタルスパーク号・ワンチーム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

11008 4月25日 晴 良 （2東京2） 第1日 第8競走 ��1，600�4歳以上1勝クラス
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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

59 オーシャンビュー 牡7鹿 57 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 八木 明広 462＋101：38．0 64．9�
610 キ ュ ア ン �4鹿 57 伊藤 工真松谷 翔太氏 林 徹 千歳 社台ファーム 500－ 41：38．1� 31．6�
713 エグジットラック 牡6栗 57 江田 照男戸賀 智子氏 田村 康仁 平取 清水牧場 516－ 2 〃 クビ 8．4�
58 セイカヤマノ 牡4黒鹿57 三浦 皇成久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム B500＋ 61：38．2クビ 3．2�
815 ミッキーセオリー 牡4鹿 57 大野 拓弥野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 448－ 6 〃 クビ 5．3�
22 ロジカルガール 牝4栗 55 津村 明秀平川 浩之氏 大和田 成 新ひだか 千代田牧場 464－ 81：38．41� 87．1�
611 ジョイナイト 牡4鹿 57 横山 和生西村 亮二氏 武市 康男 日高 下河辺牧場 504＋ 2 〃 ハナ 145．0	
34 ベンガラグンジョウ 牡4鹿 57 L．ヒューイットソン 諸江 幸祐氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム B514± 01：38．5	 15．4


（南ア）

23 
 アッシュドール 牡4鹿 57 北村 宏司西 浩明氏 勢司 和浩 新ひだか 桜井牧場 498＋ 21：38．6	 4．1�
712 マーベラスアゲン 牡4鹿 57 古川 吉洋浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 笠松牧場 478－ 21：39．02	 15．6�
47 
 スズカアポロ 牡9黒鹿57 村田 一誠永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B482－ 4 〃 ハナ 123．8
11 オープンザウェイ �8栗 57 木幡 巧也ディアレストクラブ� 菊川 正達 日高 沖田牧場 474＋ 2 〃 ハナ 57．2�
814
 ケイティマドンナ 牝4栗 55 野中悠太郎瀧本 和義氏 勢司 和浩 新ひだか 岡野牧場 458－141：39．42	 27．7�
35 スプレーモゲレイロ �7鹿 57

54 ▲山田 敬士 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 石栗 龍彦 新ひだか 岡田牧場 454＋ 41：40．03	 104．5�

46 マイネルレンカ 牡6黒鹿57 横山 武史 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 472± 01：40．95 7．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 42，095，500円 複勝： 65，599，500円 枠連： 15，407，100円
馬連： 80，361，900円 馬単： 31，056，900円 ワイド： 64，248，300円
3連複： 111，604，000円 3連単： 114，853，500円 計： 525，226，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，490円 複 勝 � 1，790円 � 730円 � 350円 枠 連（5－6） 5，080円

馬 連 �� 73，610円 馬 単 �� 145，570円

ワ イ ド �� 17，060円 �� 6，390円 �� 2，890円

3 連 複 ��� 127，980円 3 連 単 ��� 1，206，790円

票 数

単勝票数 計 420955 的中 � 5188（11番人気）
複勝票数 計 655995 的中 � 8849（12番人気）� 23175（9番人気）� 54746（5番人気）
枠連票数 計 154071 的中 （5－6） 2350（16番人気）
馬連票数 計 803619 的中 �� 846（77番人気）
馬単票数 計 310569 的中 �� 160（157番人気）
ワイド票数 計 642483 的中 �� 963（80番人気）�� 2588（51番人気）�� 5812（30番人気）
3連複票数 計1116040 的中 ��� 654（199番人気）
3連単票数 計1148535 的中 ��� 69（1434番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．4―12．0―12．5―12．9―13．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．1―34．5―46．5―59．0―1：11．9―1：24．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．5―3F39．0
3 ・（6，7）＝（5，14）（2，15）（4，11）（3，9）12（10，13）－1，8 4 ・（6，7）＝（5，14）（2，15）（4，11）（3，9）12（10，13）8，1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

オーシャンビュー �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．8．9 新潟5着

2013．5．18生 牡7鹿 母 アスコットビコー 母母 スタンピード 39戦3勝 賞金 40，746，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



11009 4月25日 晴 良 （2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，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000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

33 ブラックマジック 牡3青鹿56 L．ヒューイットソン 窪田 芳郎氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 440± 02：21．3 14．5�
（南ア）

66 リ ス ペ ク ト 牡3鹿 56 D．レーン 石川 達絵氏 奥村 武 日高 白井牧場 460＋ 22：21．4� 3．9�
（豪）

77 ダノングロワール 牡3栗 56 C．ルメール�ダノックス 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 488± 02：21．61� 1．5�
44 ウインキートス 牝3黒鹿54 津村 明秀�ウイン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム 448± 02：21．81� 7．6�
88 マイネルインパクト 牡3鹿 56 三浦 皇成 �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 486± 02：22．01� 12．7�
55 ダルムシュタット 牡3鹿 56 田中 勝春村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム B470＋ 42：22．42� 89．4	
22 ナスノフォルテ 牝3黒鹿54 横山 典弘
須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 462－ 42：22．72 37．7�
11 クロスザルビコン 牡3青鹿56 田辺 裕信小村アセットM� 大和田 成 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436＋ 22：23．65 31．3�
（8頭）

売 得 金
単勝： 64，010，400円 複勝： 156，160，700円 枠連： 発売なし
馬連： 87，972，000円 馬単： 59，071，000円 ワイド： 56，939，900円
3連複： 107，720，800円 3連単： 309，126，100円 計： 841，000，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 190円 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，540円 馬 単 �� 6，300円

ワ イ ド �� 470円 �� 330円 �� 140円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 14，440円

票 数

単勝票数 計 640104 的中 � 35288（5番人気）
複勝票数 計1561607 的中 � 50101（5番人気）� 198076（2番人気）� 1095140（1番人気）
馬連票数 計 879720 的中 �� 26807（8番人気）
馬単票数 計 590710 的中 �� 7029（16番人気）
ワイド票数 計 569399 的中 �� 23804（7番人気）�� 37110（6番人気）�� 140923（1番人気）
3連複票数 計1077208 的中 ��� 111259（3番人気）
3連単票数 計3091261 的中 ��� 15511（44番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100�
7．1―18．8―31．1―44．1―56．8―1：09．3―1：22．3―1：35．1―1：47．3―1：58．6―2：09．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．2―3F34．0
1
3

・（2，3）5，7（4，6）（1，8）
3，5，2，7（4，6）（1，8）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブラックマジック 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Sholokhov デビュー 2019．10．27 東京5着

2017．4．29生 牡3青鹿 母 ナイトマジック 母母 Night Woman 5戦2勝 賞金 18，096，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

11010 4月25日 晴 良 （2東京2） 第1日 第10競走 1，400�
ふ ち ゅ う

府 中 特 別
発走15時10分 （芝・左）

牝，4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，55�
府中市長賞（1着）

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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

35 ア ビ ー ム 牝5青鹿55 C．ルメール �ローレルレーシング 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 474＋ 41：20．2 2．2�
11 ハ ト ホ ル 牝5鹿 55 津村 明秀髙瀬 真尚氏 本間 忍 浦河 中脇 満 470＋ 8 〃 アタマ 35．5�
12 ココフィーユ 牝4鹿 55 田辺 裕信 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 444＋ 41：20．62� 11．8�
510 スズカアーチスト 牝5黒鹿55 江田 照男永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B470± 01：20．81� 14．2�
48 ルイジアナママ 牝4青鹿55 大野 拓弥稲川 一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 448＋ 21：20．9� 6．5�
816 ミモザイエロー 牝4栗 55 吉田 豊青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 460＋ 2 〃 ハナ 25．9	
713 ハ ウ ナ ニ 牝5白 55 石橋 脩 
シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 504± 01：21．11� 52．8�
817 オジョーノキセキ 牝5鹿 55 D．レーン 前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 508± 0 〃 クビ 6．7�

（豪）

23 シュエットヌーベル 牝6栗 55 横山 和生 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 小西 一男 新ひだか 岡田スタツド 480＋12 〃 クビ 140．2

714 レッドルチア 牝6黒鹿55 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 426± 01：21．2� 32．0�
36 イチゴミルフィーユ 牝4鹿 55 伊藤 工真保坂 和孝氏 林 徹 浦河 林 孝輝 442± 01：21．3クビ 56．1�
612 スイートセント 牝4鹿 55 北村 宏司 
シルクレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 442＋ 4 〃 クビ 8．1�
59 ク リ ッ パ ー 牝5青鹿55 L．ヒューイットソン 吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：21．61� 22．1�

（南ア）

24 ツ ヅ ク 牝6鹿 55 木幡 巧也清水 敏氏 伊藤 大士 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 6 〃 クビ 173．9�
47 ア ゴ ベ イ 牝4鹿 55 M．デムーロゴドルフィン 尾関 知人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444＋ 21：21．81� 36．0�
815� シルヴェーヌ 牝5鹿 55 内田 博幸西田 順彦氏 伊藤 伸一 新冠 飯島 功典 458＋ 4 〃 クビ 203．0�
611 ア ド レ 牝4鹿 55 岩部 純二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 456± 01：22．86 207．2�
（17頭）

売 得 金
単勝： 78，362，000円 複勝： 112，198，900円 枠連： 30，384，500円
馬連： 152，285，000円 馬単： 57，262，100円 ワイド： 115，497，500円
3連複： 229，709，900円 3連単： 238，200，700円 計： 1，013，900，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 850円 � 270円 枠 連（1－3） 1，130円

馬 連 �� 5，070円 馬 単 �� 7，490円

ワ イ ド �� 1，840円 �� 560円 �� 3，430円

3 連 複 ��� 11，700円 3 連 単 ��� 54，440円

票 数

単勝票数 計 783620 的中 � 278213（1番人気）
複勝票数 計1121989 的中 � 279575（1番人気）� 24624（11番人気）� 100098（5番人気）
枠連票数 計 303845 的中 （1－3） 20799（5番人気）
馬連票数 計1522850 的中 �� 23273（18番人気）
馬単票数 計 572621 的中 �� 5730（22番人気）
ワイド票数 計1154975 的中 �� 15659（20番人気）�� 57317（4番人気）�� 8264（41番人気）
3連複票数 計2297099 的中 ��� 14718（39番人気）
3連単票数 計2382007 的中 ��� 3172（153番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．5―45．7―56．8―1：08．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．5
3 ・（5，7）（13，15）（2，8）10（1，6，14）－（3，9）12（4，17）16－11 4 ・（5，7）（2，13）（1，8，15）10（6，14）－3（9，12）（4，17，16）－11

勝馬の
紹 介

ア ビ ー ム �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．8．26 札幌2着

2015．4．18生 牝5青鹿 母 ジ タ ー ナ 母母 マ ル バ イ ユ 16戦3勝 賞金 55，138，000円
※シュエットヌーベル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



11011 4月25日 晴 良 （2東京2） 第1日 第11競走 ��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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

23 ブルベアイリーデ 牡4鹿 56 M．デムーロ �ブルアンドベア 杉山 晴紀 浦河 フクオカファーム 490－ 21：35．9 8．7�
612 バ レ ッ テ ィ �6鹿 56 横山 典弘 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム B508＋ 41：36．11� 8．5�
815 メモリーコウ 牝5栗 55 古川 吉洋�シンザンクラブ 松永 幹夫 浦河 大北牧場 462－ 4 〃 クビ 15．3�
816 ド リ ュ ウ 牡5栗 56 田辺 裕信�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 452＋ 61：36．31� 13．7�
714 コズミックフォース 牡5鹿 56 L．ヒューイットソン �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 480－ 81：36．4	 39．3	

（南ア）

36 ロードグラディオ 牡4黒鹿56 津村 明秀 �ロードホースクラブ 西浦 勝一 新ひだか ケイアイファーム 488＋ 2 〃 ハナ 32．3

24 ブレスジャーニー 牡6鹿 56 三浦 皇成島川 �哉氏 佐々木晶三 新冠 競優牧場 466－141：36．5
 5．4�
35 ア ー ド ラ ー 牡6鹿 57 石橋 脩吉澤 克己氏 音無 秀孝 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 482± 01：36．6クビ 32．7
47 ダイメイフジ 牡6鹿 58 北村 宏司宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 530＋ 21：36．81 7．0�
48 ゴ ラ イ ア ス 牡5青鹿56 C．ルメール �サンデーレーシング 高木 登 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 506＋ 21：36．9
 2．6�
611 ア ル ド ー レ 牡5栗 56 田中 勝春安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 476－14 〃 クビ 62．2�
59 タマモカトレア 牝5鹿 54 吉田 豊タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 478－121：37．0クビ 132．9�
510 イーグルフェザー �7鹿 56 大野 拓弥 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 488－ 61：37．21� 90．3�
12 アウトライアーズ 牡6鹿 56 武藤 雅丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム B496－ 21：37．51
 77．8�
713 マジカルスペル 牡6芦 56 岡田 祥嗣吉田 勝己氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 536－101：37．71
 25．1�
11 アップクォーク �7黒鹿56 石川裕紀人 �キャロットファーム 中川 公成 安平 ノーザンファーム 492－ 41：38．23 158．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 104，615，100円 複勝： 131，750，000円 枠連： 61，628，400円
馬連： 258，246，500円 馬単： 87，621，700円 ワイド： 160，017，200円
3連複： 416，727，100円 3連単： 439，621，600円 計： 1，660，227，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 290円 � 250円 � 440円 枠 連（2－6） 1，500円

馬 連 �� 3，190円 馬 単 �� 7，580円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 2，140円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 15，710円 3 連 単 ��� 95，940円

票 数

単勝票数 計1046151 的中 � 95792（5番人気）
複勝票数 計1317500 的中 � 121763（4番人気）� 148368（3番人気）� 70996（7番人気）
枠連票数 計 616284 的中 （2－6） 31707（6番人気）
馬連票数 計2582465 的中 �� 62715（10番人気）
馬単票数 計 876217 的中 �� 8662（28番人気）
ワイド票数 計1600172 的中 �� 34411（10番人気）�� 19056（25番人気）�� 24333（21番人気）
3連複票数 計4167271 的中 ��� 19887（50番人気）
3連単票数 計4396216 的中 ��� 3322（296番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―12．0―12．2―12．2―11．9―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．1―35．1―47．3―59．5―1：11．4―1：23．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルベアイリーデ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ストーミングホーム デビュー 2018．8．4 小倉4着

2016．4．6生 牡4鹿 母 シルクシンフォニー 母母 クイーンオブタイム 19戦5勝 賞金 100，452，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 レピアーウィット号
（非抽選馬） 9頭 エレクトロポップ号・クロスケ号・サフランハート号・サーブルオール号・ジョルジュサンク号・

ジョーダンキング号・ニシノラッシュ号・ハットラブ号・ボールライトニング号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

11012 4月25日 晴 良 （2東京2） 第1日 第12競走 ��1，400�4歳以上2勝クラス
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 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
1：21．5
1：20．3

重
不良

612� リトルモンスター 牝4鹿 55 D．レーン 吉田 千津氏 武井 亮 米
Off The Hook Part-
ners LLC & Farm III
Enterprises LLC

478＋ 41：23．7 6．4�
（豪）

59 � ボストンテソーロ 牝4鹿 55 L．ヒューイットソン 了德寺健二ホールディングス� 田中 博康 米 Spendthrift
Farm LLC 492＋ 61：24．12� 9．9�

（南ア）

35 プ レ ゼ ン ス �6黒鹿57 武藤 雅 �社台レースホース田中 博康 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B490－ 61：24．2クビ 101．7�

714 フクノグリュック 牡8鹿 57 横山 典弘福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社
ケイズ B526± 0 〃 アタマ 17．9�

47 スズカゴーディー 牡6黒鹿57 田辺 裕信永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B484－ 21：24．52 4．3	
815 グラデュエイト 牡5青鹿57 C．ルメール 阿部 友弘氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 516＋ 2 〃 ハナ 2．5

611 ホウオウジャッジ 牡5鹿 57 大野 拓弥小笹 芳央氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 466－ 41：25．03 26．6�
713	 ミフトゥーロ 牝5鹿 55 武士沢友治藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 474＋ 81：25．1� 63．9�
48 	 シゲルルビー 牝4黒鹿 55

52 ▲山田 敬士森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 490± 01：25．2� 49．7
24 ベイオブコトル 牡4鹿 57 三浦 皇成ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448＋ 41：25．3� 6．8�
23 プロトイチバンボシ 牡4栗 57 北村 宏司飯田 真也氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 506＋ 21：25．4
 50．6�
12 グ ラ ン サ ム �5栗 57 内田 博幸 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B466－ 4 〃 ハナ 50．7�
36 � ワシントンテソーロ 牡4黒鹿57 古川 吉洋了德寺健二ホール

ディングス� 斎藤 誠 米 Waymore
LLC 500＋141：25．82� 108．7�

11 ブラックアウト 牡4黒鹿57 木幡 巧也 �エクワインレーシング 岩戸 孝樹 新冠 安達 洋生 478－ 41：25．9
 58．4�
510 サウンドストリート 牡6鹿 57 吉田 豊増田 雄一氏 和田正一郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454－ 61：26．32� 144．3�
816 ラヴアンドポップ 牡7鹿 57 津村 明秀ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478± 01：26．72� 107．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 120，057，500円 複勝： 150，289，400円 枠連： 38，254，700円
馬連： 195，881，600円 馬単： 83，972，100円 ワイド： 157，403，200円
3連複： 292，437，800円 3連単： 360，453，600円 計： 1，398，749，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 240円 � 340円 � 2，090円 枠 連（5－6） 2，520円

馬 連 �� 3，360円 馬 単 �� 6，410円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 10，640円 �� 15，800円

3 連 複 ��� 118，100円 3 連 単 ��� 456，070円

票 数

単勝票数 計1200575 的中 � 148292（3番人気）
複勝票数 計1502894 的中 � 189435（3番人気）� 117182（5番人気）� 15627（13番人気）
枠連票数 計 382547 的中 （5－6） 11756（11番人気）
馬連票数 計1958816 的中 �� 45097（11番人気）
馬単票数 計 839721 的中 �� 9820（20番人気）
ワイド票数 計1574032 的中 �� 34835（11番人気）�� 3747（68番人気）�� 2518（81番人気）
3連複票数 計2924378 的中 ��� 1857（207番人気）
3連単票数 計3604536 的中 ��� 573（875番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．5―47．7―59．9―1：11．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F36．0
3 1（9，12）（2，13）（6，8）15（3，11）5－（7，10）14－4－16 4 1（9，12）（2，13）（6，8，15）（3，11，5）（7，10）14，4－16

勝馬の
紹 介

�リトルモンスター �
�
父 Into Mischief �

�
母父 Pentelicus デビュー 2018．7．14 福島8着

2016．3．7生 牝4鹿 母 Pashmina 母母 Heir D’ Mint 15戦3勝 賞金 39，750，000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。
（非当選馬） 1頭 オールウェイズゼア号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（2東京2）第1日 4月25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 175頭 本 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

198，780，000円
24，220，000円
1，340，000円
23，180，000円
73，190，000円
4，812，500円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
759，503，200円
1，295，398，000円
239，298，300円
1，269，031，000円
582，393，100円
966，828，400円
1，887，412，300円
2，493，873，500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 9，493，737，800円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第2回東京競馬第1日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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