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11013 4月26日 晴 良 （2東京2） 第2日 第1競走 ��1，400�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
1：21．5
1：20．3

重
不良

713 トリッチトラッチ 牝3芦 54 田辺 裕信ライオンレースホース� 伊藤 圭三 浦河 浦河日成牧場 B426＋ 21：25．6 3．8�
611 セ ル フ ィ ー 牝3栗 54 C．ルメール�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ

ファーム 452－ 21：26．13 1．6�
11 チャームインレース 牝3鹿 54 横山 武史髙橋 明裕氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 486＋ 61：26．41� 19．4�
510 ロ マ ー シ カ 牝3栗 54 石橋 脩 �シルクレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 454＋ 21：26．61� 33．5�
816 プ ー ラ ン 牝3青鹿54 大野 拓弥梶原 哲朗氏 清水 英克 新ひだか 原 弘之 482＋ 61：26．81� 118．8	
47 ショウイモン 牝3鹿 54 木幡 巧也井門 敏雄氏 松山 将樹 日高 坂 牧場 422＋ 41：26．9� 118．6

24 ペイシャティアラ 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 松永 康利 様似 清水スタッド 452± 01：27．22 52．2�
23 スプリングウェイ 牝3黒鹿54 田中 勝春道永 幸治氏 藤原 辰雄 新ひだか 田中 春美 446 ―1：27．3クビ 174．9�
48 ケイティディライト 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗瀧本 和義氏 小野 次郎 新冠 北星村田牧場 454＋ 21：27．62 101．3
36 アントルドゥメール 牝3黒鹿54 横山 和生村野 康司氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 432－101：27．7クビ 113．9�
714 スルーザリミッツ 牝3黒鹿54 江田 照男岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 新冠 ハシモトフアーム 418＋ 21：27．8� 170．0�
35 デ ル タ 牝3青鹿54 D．レーン 村上 欽哉氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 432＋ 4 〃 クビ 12．8�

（豪）

59 ラルナジェナ 牝3青鹿54 L．ヒューイットソン �サンデーレーシング 奥村 武 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440＋ 61：27．9クビ 24．7�

（南ア）

612 マインヒロイン 牝3栗 54 岩部 純二峰 哲馬氏 萱野 浩二 新ひだか 荒谷 輝和 434＋ 61：28．32� 270．2�
815 タマモエクラン 牝3栗 54 武藤 雅タマモ� 水野 貴広 日高 スマイルファーム 492＋ 21：28．83 10．2�
12 ベストレイドプラン 牝3鹿 54 岡田 祥嗣安藤 晋平氏 和田 勇介 浦河 高昭牧場 406－ 21：29．86 325．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，798，000円 複勝： 147，052，300円 枠連： 13，075，900円
馬連： 72，813，800円 馬単： 43，636，600円 ワイド： 68，783，200円
3連複： 122，411，600円 3連単： 167，605，200円 計： 690，176，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 120円 � 110円 � 250円 枠 連（6－7） 240円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 160円 �� 460円 �� 470円

3 連 複 ��� 960円 3 連 単 ��� 4，530円

票 数

単勝票数 計 547980 的中 � 114163（2番人気）
複勝票数 計1470523 的中 � 158595（2番人気）� 994524（1番人気）� 42357（5番人気）
枠連票数 計 130759 的中 （6－7） 41302（1番人気）
馬連票数 計 728138 的中 �� 217581（1番人気）
馬単票数 計 436366 的中 �� 41482（2番人気）
ワイド票数 計 687832 的中 �� 143994（1番人気）�� 31691（6番人気）�� 31609（7番人気）
3連複票数 計1224116 的中 ��� 95468（3番人気）
3連単票数 計1676052 的中 ��� 26772（9番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―12．3―12．3―12．5―12．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―35．6―47．9―1：00．4―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トリッチトラッチ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2019．12．28 中山2着

2017．5．12生 牝3芦 母 クインポルカ 母母 レイナワルツ 7戦1勝 賞金 14，740，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベストレイドプラン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月26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〕 スルーザリミッツ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年6月26日まで平地競走に出走でき

ない。
※ベストレイドプラン号は，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。

11014 4月26日 晴 良 （2東京2） 第2日 第2競走 ��
��1，600�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 1，035，000
1，035，000

円
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

36 ワンモアエフォート 牡3栗 56 横山 和生内藤 好江氏 勢司 和浩 日高 中館牧場 484＋ 41：38．2 4．6�
11 アイアムイチリュウ 牡3黒鹿56 三浦 皇成堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 510＋ 21：38．3� 3．1�
612 ナックジーニアス 牡3栗 56 田中 勝春小松 欣也氏 宗像 義忠 新冠 守矢牧場 520－ 21：38．61� 32．9�
816 ラグリマスネグラス 	3栗 56 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 新ひだか 飛野牧場 548－ 4 〃 同着 2．5�
23 
 ショウナンマルーン 牡3芦 56 野中悠太郎国本 哲秀氏 上原 博之 愛 John

O’Connor 486－ 21：38．91� 60．0�
24 ジ ュ ズ マ ル 牡3鹿 56 江田 照男山口 裕介氏 田村 康仁 新ひだか 谷岡スタット 494＋ 41：39．32� 11．4�
47 コスモケルビン 牡3鹿 56 石川裕紀人 	ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム B506± 01：39．4� 25．7

510 シゲルガラテア 牡3栗 56 村田 一誠森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 ムラカミファーム B484＋ 2 〃 ハナ 152．1�
48 キリシマダイオウ 牡3栗 56 武士沢友治西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 472＋ 21：39．5クビ 204．3�
714 ミストラルウインド 牡3青鹿56 吉田 豊島川 哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 464－ 81：39．6� 17．3�
815
 アウティスタ 牝3鹿 54 武藤 雅 	ビッグレッドファーム 水野 貴広 米 University

of Kentucky 460＋ 61：39．91� 80．8�
59 ペンタグラム 牡3青 56 田辺 裕信 	社台レースホース栗田 徹 千歳 社台ファーム 460－101：40．43 23．8�
713 メルヴェイユシチー 牡3鹿 56 嘉藤 貴行 �友駿ホースクラブ 田中 清隆 新冠 浜口牧場 532－ 61：40．71� 263．5�
12 トーセンゴーイング 牡3鹿 56 木幡 巧也島川 哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 464－ 21：41．02 224．7�
35 スマーティーアゲン 牡3栃栗56 古川 吉洋浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 梅田牧場 542 ―1：42．17 158．1�
611 ア エ レ オ 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 518＋101：42．2� 97．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，398，900円 複勝： 51，043，100円 枠連： 11，537，300円
馬連： 71，540，300円 馬単： 33，125，800円 ワイド： 60，235，100円
3連複： 113，497，100円 3連単： 122，680，100円 計： 509，057，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 120円 � 110円 �
�

260円
110円 枠 連（1－3） 570円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 180円 ��
��

570円
220円

��
��

450円
180円

3 連 複 ���
���

1，880円
320円 3 連 単 ���

���
7，370円
1，750円

票 数

単勝票数 計 453989 的中 � 78710（3番人気）
複勝票数 計 510431 的中 �

�
83416
108579

（3番人気）
（2番人気）

� 124943（1番人気）� 18530（8番人気）

枠連票数 計 115373 的中 （1－3） 15439（2番人気）
馬連票数 計 715403 的中 �� 97280（1番人気）
馬単票数 計 331258 的中 �� 19704（5番人気）
ワイド票数 計 602351 的中 ��

��
58073
16976

（2番人気）
（12番人気）

��
��

12862
61357

（15番人気）
（1番人気）

�� 43351（3番人気）

3連複票数 計1134971 的中 ��� 20060（13番人気）��� 147549（1番人気）
3連単票数 計1226801 的中 ��� 5936（45番人気）��� 25757（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．5―47．6―1：00．1―1：12．5―1：25．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンモアエフォート �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2019．7．13 中京10着

2017．5．8生 牡3栗 母 ワンモアミイチュー 母母 グリドルボーン 8戦1勝 賞金 8，440，000円
〔発走状況〕 トーセンゴーイング号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 トーセンゴーイング号は，発走調教再審査。
※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 ウインオーサム号・セブンミラクル号

第２回 東京競馬 第２日



11015 4月26日 晴 良 （2東京2） 第2日 第3競走 ��2，400�3歳未勝利
発走11時10分（番組第5競走を順序変更） （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
2：20．6
2：20．6

良
良

44 ウシュバテソーロ 牡3鹿 56 江田 照男了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 508－ 62：28．5 2．3�

11 エドノフェリーチェ 牝3芦 54 津村 明秀遠藤 喜松氏 相沢 郁 新ひだか フジワラフアーム B442－ 42：28．71 9．5�
33 マイロングタイム 牡3鹿 56 村田 一誠佐藤 良二氏 藤原 辰雄 日高 賀張三浦牧場 456± 02：29．02 13．7�
88 ル カ 牡3鹿 56 L．ヒューイットソン 窪田 芳郎氏 戸田 博文 安平 追分ファーム 490± 02：29．1� 2．4�

（南ア）

22 マイネルケイローン 牡3栗 56 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム B432＋ 2 〃 クビ 34．0�

55 ナンヨーユウヤク 牡3鹿 56 M．デムーロ中村 德也氏 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 494＋ 42：29．31� 5．4	
66 フェスティヴスーリ 牡3黒鹿 56

53 ▲山田 敬士臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 三木田牧場 470＋ 42：29．62 43．5

77 ミユキリバタリアン 牡3黒鹿56 武士沢友治長井 純一氏 小手川 準 むかわ 貞広 賢治 478± 02：30．13 118．7�

（8頭）

売 得 金
単勝： 31，136，300円 複勝： 38，060，700円 枠連： 発売なし
馬連： 48，730，100円 馬単： 27，936，100円 ワイド： 31，281，000円
3連複： 65，596，700円 3連単： 148，070，100円 計： 390，811，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 230円 � 240円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 320円 �� 380円 �� 800円

3 連 複 ��� 2，030円 3 連 単 ��� 7，400円

票 数

単勝票数 計 311363 的中 � 105905（1番人気）
複勝票数 計 380607 的中 � 156172（1番人気）� 28956（4番人気）� 27565（5番人気）
馬連票数 計 487301 的中 �� 45651（4番人気）
馬単票数 計 279361 的中 �� 16130（5番人気）
ワイド票数 計 312810 的中 �� 26395（4番人気）�� 21505（5番人気）�� 9065（9番人気）
3連複票数 計 655967 的中 ��� 24146（7番人気）
3連単票数 計1480701 的中 ��� 14501（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．5―26．1―39．5―52．0―1：04．6―1：17．2―1：29．5―1：41．4―1：53．4―2：04．8―2：16．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F35．1
1
3
3，8（2，5）（1，6）－（4，7）・（1，3）8，5，6（2，4）7

2
4
1，3，8－（2，5）－6，4，7
1（3，8）5（4，6）2，7

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウシュバテソーロ �

父 オルフェーヴル �


母父 キングカメハメハ デビュー 2019．8．25 新潟5着

2017．3．4生 牡3鹿 母 ミルフィアタッチ 母母 シジェームサン 7戦1勝 賞金 10，950，000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。

11016 4月26日 晴 良 （2東京2） 第2日 第4競走 ��1，600�3歳未勝利
発走11時40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
1：30．5
1：30．3

良
良

611 ヴィクターバローズ 牡3鹿 56 D．レーン 猪熊 広次氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 482＋161：33．2 1．7�
（豪）

815 コスモテキロ 牡3芦 56 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム 468－ 21：33．94 212．8�
713 ベストユエンモン 牡3鹿 56 木幡 巧也花野 友象氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 468＋ 41：34．11 292．6�
59 ラザフォード 牝3鹿 54 C．ルメール 潘 蘇通氏 藤沢 和雄 新冠 パカパカ

ファーム 432－121：34．2� 2．7�
36 スイートクラス 牡3黒鹿56 石橋 脩保坂 和孝氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 494＋101：34．41 7．4�
24 ヴォールヴィコント 牝3鹿 54 田辺 裕信栗山 良子氏 上原 博之 日高 新井 昭二 488－ 61：34．71� 19．4	
47 トゥゲザーアゲイン 牡3栗 56 江田 照男グリーンスウォード伊藤 伸一 浦河 草薙 利昭 438－ 2 〃 クビ 161．5

11 アテザムール 牝3黒鹿54 石川裕紀人寺田 心平氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 464＋ 21：34．8� 114．6�
48 ソ テ ィ ラ ス 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 加藤士津八 新ひだか 岡田スタツド B424＋ 2 〃 クビ 167．7

714 ゴールドハーレー 牡3芦 56 吉田 豊米津 佳昭氏 尾形 和幸 日高 白井牧場 484－ 21：34．9� 70．3�
35 シンキングムーン 牝3鹿 54 横山 武史佐藤 雄司氏 武市 康男 新冠 浜口牧場 442－ 21：35．0� 179．5�
12 ベルザロイヤル 牝3鹿 54 三浦 皇成子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 426 ―1：35．32 21．7�
612 ヴァルトグリーン 牡3鹿 56 津村 明秀斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 B438＋161：35．93� 53．1�
816 アトムヴェローチェ 牝3鹿 54 北村 宏司永井 廣司氏 勢司 和浩 新冠 隆栄牧場 450－ 41：36．64 346．0�
510 クラップクラップ 牝3鹿 54 L．ヒューイットソン Him Rock Racingホールディングス� 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 436 ―1：37．87 60．2�
（南ア）

23 エイダイサンライズ 牝3芦 54 武士沢友治�東振牧場 小手川 準 むかわ 東振牧場 508 ―1：39．18 209．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 58，831，600円 複勝： 59，621，800円 枠連： 13，613，600円
馬連： 70，822，700円 馬単： 43，014，900円 ワイド： 60，367，200円
3連複： 114，113，700円 3連単： 176，825，100円 計： 597，210，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 120円 � 2，030円 � 3，190円 枠 連（6－8） 7，540円

馬 連 �� 20，820円 馬 単 �� 22，030円

ワ イ ド �� 4，840円 �� 9，220円 �� 105，990円

3 連 複 ��� 590，240円 3 連 単 ��� 2，330，870円

票 数

単勝票数 計 588316 的中 � 265511（1番人気）
複勝票数 計 596218 的中 � 224485（1番人気）� 4952（13番人気）� 3109（15番人気）
枠連票数 計 136136 的中 （6－8） 1399（16番人気）
馬連票数 計 708227 的中 �� 2636（29番人気）
馬単票数 計 430149 的中 �� 1464（36番人気）
ワイド票数 計 603672 的中 �� 3246（29番人気）�� 1690（45番人気）�� 146（114番人気）
3連複票数 計1141137 的中 ��� 145（280番人気）
3連単票数 計1768251 的中 ��� 55（1176番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―22．7―34．3―46．3―58．4―1：10．0―1：21．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴィクターバローズ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．7．13 中京3着

2017．3．5生 牡3鹿 母 モスカートローザ 母母 ローザロバータ 5戦1勝 賞金 10，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クラップクラップ号・エイダイサンライズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年

5月26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〕 ソティラス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年6月26日まで平地競走に出走できない。
※アテザムール号・ゴールドハーレー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



11017 4月26日 晴 良 （2東京2） 第2日 第5競走 ��
��1，400�3歳未勝利

発走12時30分（番組第3競走を順序変更） （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

24 イ ヴ 牝3栗 54 D．レーン 石川 達絵氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B476－ 81：21．6 1．8�
（豪）

510 レリスタット 牝3青鹿54 石橋 脩�下河辺牧場 奥村 武 日高 下河辺牧場 442－ 21：21．92 18．0�
818 ユールファーナ 牝3黒鹿54 M．デムーロ �キャロットファーム 和田 勇介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 414－ 2 〃 クビ 5．1�
11 ビバヴィットーリオ 牡3鹿 56 L．ヒューイットソン 平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 510－ 21：22．11� 6．9�

（南ア）

612 ネオストーリー 牡3青鹿56 武藤 雅藤澤眞佐子氏 林 徹 新冠 スカイビーチステーブル 452－ 61：22．2� 8．1�
715 カガジャスティス 牡3鹿 56 横山 和生香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 土田 和男 512＋ 4 〃 アタマ 25．2	
59 フ ジ コ ウ キ 牡3芦 56 江田 照男荒木 誠氏 大江原 哲 新ひだか 岡田牧場 452－ 81：22．51	 143．6

714 ジ ャ ニ ス 牝3青 54 木幡 巧也矢野 和雅氏 田中 清隆 新冠 カミイスタット 424 ―1：22．71� 62．0�
47 
 サトノグリアン 牡3芦 56 三浦 皇成 �サトミホースカンパニー 鹿戸 雄一 愛 Paget

Bloodstock B482＋ 41：22．8� 25．1
36 マイネルサイプレス 牡3栗 56 横山 武史 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 天間 昭一 新ひだか タツヤファーム 436－ 41：22．9� 112．2�
35 ブ ル ー ベ ル 牡3黒鹿56 岩部 純二�和田牧場 堀井 雅広 新冠 対馬 正 474＋ 41：23．0� 110．4�
48 サンアンティモニー 牝3青鹿54 横山 典弘 �加藤ステーブル 藤原 辰雄 浦河 榊原 敏明 462＋ 41：23．21 57．5�
817 アンブローニュ 牡3鹿 56 内田 博幸 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 482－ 41：23．51� 76．7�
611 フォーハンズプレイ 牡3黒鹿56 津村 明秀松嶋 良治氏 武井 亮 むかわ 上水牧場 B452± 0 〃 ハナ 128．6�
23 ラ ブ オ ー ソ 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 脩斗増田 陽一氏 和田 雄二 新冠 中地 義次 434－ 21：23．92	 135．0�
12 ココリミッション 牡3黒鹿56 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 木下牧場 B442＋ 21：24．1� 43．5�
816 ビ バ ー ナ ム 牝3黒鹿54 野中悠太郎飯田 正剛氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 394－ 81：24．84 89．9�
713 ナススイート 牡3青 56 嘉藤 貴行小山田兼敏氏 田島 俊明 新冠 オリエント牧場 B450－ 61：25．22	 166．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 50，962，100円 複勝： 65，145，700円 枠連： 15，239，200円
馬連： 75，129，900円 馬単： 39，876，200円 ワイド： 66，360，600円
3連複： 117，980，000円 3連単： 136，559，100円 計： 567，252，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 240円 � 170円 枠 連（2－5） 1，160円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 500円 �� 320円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 7，250円

票 数

単勝票数 計 509621 的中 � 215477（1番人気）
複勝票数 計 651457 的中 � 203054（1番人気）� 50114（5番人気）� 85879（2番人気）
枠連票数 計 152392 的中 （2－5） 10122（4番人気）
馬連票数 計 751299 的中 �� 50000（4番人気）
馬単票数 計 398762 的中 �� 21094（4番人気）
ワイド票数 計 663606 的中 �� 33994（4番人気）�� 59005（1番人気）�� 13035（12番人気）
3連複票数 計1179800 的中 ��� 40486（3番人気）
3連単票数 計1365591 的中 ��� 13649（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．4―35．1―47．2―58．4―1：09．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F34．4
3 ・（1，2，7）（5，4）（6，10）（9，12，18）（11，15）（8，13）－3－14－17－16 4 1，2，7（5，4，18）（9，6，10）（11，12）15，13，8－3，14－17－16
市場取引馬

勝馬の
紹 介

イ ヴ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2020．1．26 京都4着

2017．1．21生 牝3栗 母 フローラルグリーン 母母 フローラルマジック 2戦1勝 賞金 6，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビバーナム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年5月26日まで平地競走に

出走できない。
ナススイート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年6月26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〕 ナススイート号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年6月26日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アテザムール号・ゴールドハーレー号
（非抽選馬） 1頭 トマティーナ号
※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。

11018 4月26日 晴 良 （2東京2） 第2日 第6競走 ��1，600�3歳1勝クラス
発走13時00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
1：33．8
1：33．3

重
良

612 フルデプスリーダー 牡3鹿 56 M．デムーロ小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 村田牧場 474＋ 61：37．1 3．4�
611 ラ ス ト マ ン 牡3栗 56 L．ヒューイットソン 堂守 貴志氏 戸田 博文 新冠 カミイスタット 482－ 61：37．42 4．4�

（南ア）

713 ラブリーエンジェル 牝3栗 54 木幡 巧也長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 430－ 81：37．61� 42．0�
816 エメラルホープ 牡3黒鹿56 石川裕紀人高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 512± 01：38．23� 35．2�
510 ハ デ ィ ア 牡3鹿 56 江田 照男�ターフ・スポート粕谷 昌央 新冠 村田牧場 442－121：38．3� 212．4�
714 セイユメアカリ 牡3黒鹿 56

53 ▲山田 敬士金田 成基氏 浅野洋一郎 むかわ 宇南山牧場 446－ 41：38．4クビ 178．6	
23 ショウナンマリオ 牡3黒鹿56 田辺 裕信�湘南 加藤士津八 浦河 高昭牧場 466± 01：38．5� 5．7

47 ペルシャンジュエル 牝3鹿 54 横山 武史深澤 朝房氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 428－ 8 〃 クビ 75．0�
11 サンダーブリッツ 牡3黒鹿56 三浦 皇成草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 482＋ 21：38．82 33．2�
12 バルサミックムーン 牡3鹿 56 吉田 豊高橋 文男氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 506－ 41：38．9� 8．9
815 ア ヴ ァ ニ イ 牝3栗 54 C．ルメール C．チェン氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 514± 01：39．0クビ 5．4�
24 レアリザトゥール 牡3黒鹿56 石橋 脩 �京都ホースレーシング 小手川 準 新ひだか チャンピオンズファーム 470± 01：39．21 72．9�
48 タイキルークス 牡3黒鹿56 横山 和生�大樹ファーム 菊沢 隆徳 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 510± 01：39．3� 23．2�
59 リッターシュラーク 牡3黒鹿56 横山 典弘西森 功氏 中川 公成 新冠 オリエント牧場 484－ 61：39．4� 66．8�
36 スズカコーズマンボ 牡3鹿 56 北村 宏司永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B472＋ 41：39．61� 47．8�
35 ニシノレオニダス 牡3黒鹿56 大野 拓弥西山 茂行氏 中舘 英二 新冠 村上 欽哉 506－ 81：41．6大差 14．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 65，894，600円 複勝： 101，647，600円 枠連： 21，747，000円
馬連： 102，441，500円 馬単： 40，395，200円 ワイド： 92，144，400円
3連複： 154，298，000円 3連単： 150，300，600円 計： 728，868，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 190円 � 710円 枠 連（6－6） 750円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，990円 �� 3，060円

3 連 複 ��� 8，150円 3 連 単 ��� 26，890円

票 数

単勝票数 計 658946 的中 � 152611（1番人気）
複勝票数 計1016476 的中 � 218493（1番人気）� 147373（3番人気）� 26029（11番人気）
枠連票数 計 217470 的中 （6－6） 22381（3番人気）
馬連票数 計1024415 的中 �� 102036（1番人気）
馬単票数 計 403952 的中 �� 21806（1番人気）
ワイド票数 計 921444 的中 �� 63930（2番人気）�� 11312（24番人気）�� 7252（32番人気）
3連複票数 計1542980 的中 ��� 14192（21番人気）
3連単票数 計1503006 的中 ��� 4052（71番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―35．9―48．6―1：00．8―1：12．6―1：24．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フルデプスリーダー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2019．6．15 阪神3着

2017．1．28生 牡3鹿 母 ファーストチェア 母母 マイケイティーズ 5戦2勝 賞金 18，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
※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。



11019 4月26日 晴 良 （2東京2） 第2日 第7競走 ��
��2，000�4歳以上1勝クラス

発走13時30分 （500万円以下） （芝・左）
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
1：56．1
1：56．1

良
良

77 ペ レ 牝4黒鹿55 C．ルメール�NICKS 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 454＋ 42：00．0 1．5�
89 ラ イ ル 牡4鹿 57 D．レーン �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 500＋ 8 〃 クビ 4．6�

（豪）

44 マイネルミュトス 牡4青 57 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 472－ 4 〃 ハナ 3．6�

11 � ホウオウビクトリー 牡4鹿 57 横山 武史小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 22：00．85 37．9�
33 スズロザーナ 牝4栗 55 田辺 裕信森 達郎氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 432＋ 42：00．9クビ 16．3	
55 ナ ミ ブ 	4鹿 57 木幡 巧也�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 440＋ 22：01．43 150．8

66 トーセンギムレット 牡4鹿 57 江田 照男島川 �哉氏 萱野 浩二 日高 有限会社 エ

スティファーム 538－ 62：01．61
 41．9�
88 � ミユキディオニソス 牡4青鹿 57

54 ▲山田 敬士長井 純一氏 小手川 準 新冠 長浜牧場 456＋ 32：02．02� 148．6
22 � メイショウサガノ 牝4鹿 55

52 ▲小林 脩斗三岡 陽氏 小桧山 悟 新ひだか 三木田 明仁 490－ 22：02．85 250．8�
（9頭）

売 得 金
単勝： 51，884，600円 複勝： 127，803，600円 枠連： 7，954，500円
馬連： 57，867，400円 馬単： 48，179，500円 ワイド： 40，008，200円
3連複： 90，832，400円 3連単： 275，539，400円 計： 700，069，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 100円 � 120円 � 100円 枠 連（7－8） 320円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 150円 �� 130円 �� 220円

3 連 複 ��� 230円 3 連 単 ��� 810円

票 数

単勝票数 計 518846 的中 � 263413（1番人気）
複勝票数 計1278036 的中 � 936522（1番人気）� 73475（3番人気）� 152515（2番人気）
枠連票数 計 79545 的中 （7－8） 18856（2番人気）
馬連票数 計 578674 的中 �� 141950（2番人気）
馬単票数 計 481795 的中 �� 79773（2番人気）
ワイド票数 計 400082 的中 �� 70179（2番人気）�� 90947（1番人気）�� 36193（4番人気）
3連複票数 計 908324 的中 ��� 292489（1番人気）
3連単票数 計2755394 的中 ��� 244352（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―25．1―36．4―48．6―1：01．2―1：13．5―1：25．6―1：37．2―1：48．4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ペ レ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Cactus Ridge デビュー 2018．10．8 東京3着

2016．3．4生 牝4黒鹿 母 ホットチャチャ 母母 Reduced Sentence 8戦2勝 賞金 25，200，000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。

11020 4月26日 晴 良 （2東京2） 第2日 第8競走 ��1，400�4歳以上1勝クラス
発走14時00分 （ダート・左）（500万円以下）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000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
1：21．5
1：20．3

重
不良

612 イワネコゴシキ 牡4青鹿57 C．ルメール 丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 514＋ 21：25．0 4．1�
24 コマノゼニト 牡4鹿 57 田辺 裕信長谷川芳信氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 B480＋ 8 〃 アタマ 5．4�
59 � ルミエールソレイユ 牝4栗 55 野中悠太郎岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 464－ 41：25．21� 25．6�
12 � リワードノルン 牝4黒鹿55 津村 明秀宮﨑 冴子氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード 474＋ 21：25．4� 72．0�
714 セイウンデルレイ 牡5鹿 57 江田 照男西山 茂行氏 深山 雅史 新ひだか 藤巻 則弘 496± 01：25．5� 50．1�
611 アースビヨンド 牡5黒鹿57 横山 和生前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム B518＋121：25．6クビ 31．9�
11 オメガドーヴィル 牝4青鹿55 武藤 雅原 	子氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 402－ 21：25．7� 76．0	
35 ジ ー ニ ー 牡4鹿 57 三浦 皇成ディアレストクラブ
 田村 康仁 浦河 丸幸小林牧場 502－ 21：25．8� 6．5�
47 � リネンコジーン 牡5芦 57 吉田 豊戸山 光男氏 南田美知雄 浦河 江谷牧場 494＋ 8 〃 クビ 212．3�
36 クラウンクラシック 牡5芦 57 木幡 巧也矢野 恭裕氏 菊川 正達 日高 クラウン日高牧場 494＋121：26．01 60．2
713 ペイシャリルキス 
4鹿 57

54 ▲山田 敬士北所 直人氏 本間 忍 様似 清水スタッド 482＋ 61：26．1� 6．5�
816 エヌワイパフューム 牝4鹿 55 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 508－ 41：26．2� 31．7�
23 � レイナブローニュ 牝4栗 55 北村 宏司山本又一郎氏 古賀 慎明 新冠 秋田牧場 452＋ 21：26．3� 28．3�
815 メイクアンシー 牡4青鹿57 横山 典弘チームユッキレーシング 小手川 準 日高 広富牧場 452－ 61：27．15 56．2�
510 コトブキハウンド 牡5鹿 57 内田 博幸尾上 松壽氏 金成 貴史 新冠 パカパカ

ファーム 482－ 21：28．69 101．0�
48 ナムラジョニー 牡4芦 57 石橋 脩奈村 信重氏 大和田 成 様似 林 時春 522－ 4 （競走中止） 3．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 63，434，600円 複勝： 94，661，700円 枠連： 19，653，600円
馬連： 118，011，000円 馬単： 47，561，200円 ワイド： 97，468，300円
3連複： 170，745，000円 3連単： 174，865，100円 計： 786，400，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 190円 � 480円 枠 連（2－6） 860円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，770円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 7，900円 3 連 単 ��� 30，140円

票 数

単勝票数 計 634346 的中 � 123117（2番人気）
複勝票数 計 946617 的中 � 181398（1番人気）� 136058（4番人気）� 38787（6番人気）
枠連票数 計 196536 的中 （2－6） 17522（2番人気）
馬連票数 計1180110 的中 �� 76536（3番人気）
馬単票数 計 475612 的中 �� 17781（4番人気）
ワイド票数 計 974683 的中 �� 54957（3番人気）�� 13644（13番人気）�� 11978（19番人気）
3連複票数 計1707450 的中 ��� 16194（15番人気）
3連単票数 計1748651 的中 ��� 4206（68番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．3―47．4―59．6―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イワネコゴシキ �
�
父 グランプリボス �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2018．12．22 中山10着

2016．4．10生 牡4青鹿 母 ストリートパレード 母母 Heart of Joy 15戦1勝 賞金 15，950，000円
［他本会外：2戦1勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔競走中止〕 ナムラジョニー号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 ルミエールソレイユ号の騎手野中悠太郎は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：8番・6

番・4番・3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） 1頭 コスモクウェンチ号
（非抽選馬） 1頭 ヤンチャプリヒメ号



11021 4月26日 晴 良 （2東京2） 第2日 第9競走 ��
��1，800�

い さ わ

石 和 特 別
発走14時35分 （芝・左）
4歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

810 ヒシイグアス 牡4青鹿57 D．レーン 阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 488－ 41：48．0 1．9�
（豪）

55 アップライトスピン 牝4黒鹿55 大野 拓弥 �キャロットファーム 池上 昌和 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470± 01：48．1� 4．8�

78 レッドイリーゼ 牝5青鹿55 M．デムーロ �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 468－ 41：48．2	 24．1�
44 ジョブックコメン 牝5黒鹿55 山田 敬士�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 428－ 4 〃 クビ 16．8�
22 ミ ス マ リ ア 牝4鹿 55 C．ルメール 山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：48．41 3．0	
77 ファストライフ 牝5栗 55 津村 明秀石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 456＋ 41：48．5� 58．0

89 エニグマバリエート 牡8青鹿57 武藤 雅平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B494－ 21：48．71
 114．6�
11 マルーンエンブレム 牝5栗 55 L．ヒューイットソン �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 392－ 21：49．01	 13．9�

（南ア）

66 スズカヴァンガード �9栗 57 古川 吉洋永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 490－ 41：49．32 197．4
33 スワンボート 牡10鹿 57 岩部 純二田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 オンワード牧場 498＋101：50．15 216．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 72，931，000円 複勝： 91，050，400円 枠連： 14，932，800円
馬連： 116，278，700円 馬単： 64，098，900円 ワイド： 71，277，500円
3連複： 157，375，400円 3連単： 335，581，600円 計： 923，526，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 160円 � 310円 枠 連（5－8） 500円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 240円 �� 670円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 2，600円 3 連 単 ��� 5，350円

票 数

単勝票数 計 729310 的中 � 297847（1番人気）
複勝票数 計 910504 的中 � 373327（1番人気）� 119459（3番人気）� 41886（6番人気）
枠連票数 計 149328 的中 （5－8） 23006（2番人気）
馬連票数 計1162787 的中 �� 176085（2番人気）
馬単票数 計 640989 的中 �� 65549（3番人気）
ワイド票数 計 712775 的中 �� 92090（2番人気）�� 25096（9番人気）�� 15110（12番人気）
3連複票数 計1573754 的中 ��� 45326（9番人気）
3連単票数 計3355816 的中 ��� 45449（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．9―37．0―49．5―1：01．8―1：13．7―1：24．9―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒシイグアス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Bernstein デビュー 2018．11．25 東京2着

2016．1．22生 牡4青鹿 母 ラ リ ズ 母母 La Marlene 8戦3勝 賞金 49，093，000円
※ファストライフ号は，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。

11022 4月26日 晴 良 （2東京2） 第2日 第10競走 ��
��1，400�

かまくら

鎌倉ステークス
発走15時10分 （ダート・左）
4歳以上，3勝クラス（1600万円以下），31．4．20以降2．4．19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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

714 カ タ ナ 牡5鹿 54 横山 武史椎名 節氏 上原 博之 新冠 松浦牧場 502－101：23．9 63．4�
48 ハルクンノテソーロ 牡6黒鹿55 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新冠 長浜牧場 478＋ 21：24．22 30．4�
36 ハーグリーブス 牡5芦 55 C．ルメール 水上ふじ子氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 504－ 61：24．3� 5．9�
12 マイウェイアムール 牝5青鹿52 野中悠太郎田畑 利彦氏 林 徹 日高 モリナガファーム B474－101：24．4クビ 31．6�
612� サザンヴィグラス 牡5鹿 56 M．デムーロ村山 忠弘氏 根本 康広 日高 株式会社カ

ネツ牧場 496－ 21：24．5	 6．8�
816� ターゲリート 牡7黒鹿53 武藤 雅�G1レーシング 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B494± 0 〃 ハナ 97．3	
611 ラスティユース 牡5栗 53 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 498－ 41：24．71
 89．9

59 アーバンイェーガー 牡6黒鹿55 田辺 裕信西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 510＋ 21：24．8クビ 12．3�
24 タイセイプレシャス �8栗 54 石川裕紀人田中 成奉氏 池上 昌和 新ひだか 前谷 武志 472－ 21：25．22� 57．9�
815 グッドラックサマー 牡6栗 53 内田 博幸澤田 孝之氏 尾形 和幸 新ひだか 伊藤 敏明 548－ 21：25．3� 164．1
510 グランソヴァール 牡4芦 55 D．レーン 広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 522± 0 〃 ハナ 2．9�

（豪）

713 ヴァイトブリック 牡4青鹿55 L．ヒューイットソン �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 506－ 21：25．72� 6．0�
（南ア）

11 オーヴォドーロ 牝5黒鹿52 北村 宏司諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 468＋ 21：25．8� 56．0�
35 ペイシャネガノ 牝4栗 52 山田 敬士北所 直人氏 深山 雅史 新ひだか 友田牧場 464＋ 61：26．54 23．5�
23 フローラルパーク 牝4栗 53 三浦 皇成髙橋 正雄氏 加藤 征弘 新冠 ムラカミファーム 498＋ 81：27．56 8．7�
47 トウカイパシオン 牝5青 52 江田 照男内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 450± 0 （競走中止） 21．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 71，873，400円 複勝： 106，914，600円 枠連： 27，691，400円
馬連： 173，823，200円 馬単： 61，918，700円 ワイド： 124，132，700円
3連複： 259，767，100円 3連単： 271，036，100円 計： 1，097，157，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，340円 複 勝 � 1，600円 � 610円 � 220円 枠 連（4－7） 3，830円

馬 連 �� 79，140円 馬 単 �� 109，010円

ワ イ ド �� 12，870円 �� 7，280円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 175，990円 3 連 単 ��� 1，301，330円

票 数

単勝票数 計 718734 的中 � 9058（13番人気）
複勝票数 計1069146 的中 � 15010（13番人気）� 43020（8番人気）� 155104（2番人気）
枠連票数 計 276914 的中 （4－7） 5596（17番人気）
馬連票数 計1738232 的中 �� 1702（91番人気）
馬単票数 計 619187 的中 �� 426（161番人気）
ワイド票数 計1241327 的中 �� 2457（84番人気）�� 4363（61番人気）�� 17147（19番人気）
3連複票数 計2597671 的中 ��� 1107（287番人気）
3連単票数 計2710361 的中 ��� 151（1805番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．0―46．8―58．7―1：10．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．1
3 ・（14，8）（1，11）（2，12）（6，13）（5，16）（9，10）－4（3，15） 4 ・（14，8）（1，11）（2，12）（5，6，13）（9，16）10，4（3，15）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カ タ ナ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2017．8．6 新潟5着

2015．4．18生 牡5鹿 母 シ タ ー ル 母母 Rose Park 17戦4勝 賞金 47，024，000円
〔競走中止〕 トウカイパシオン号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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 トラストロン号
※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レース目



11023 4月26日 晴 良 （2東京2） 第2日 第11競走 ��
��2，000�第55回サンケイスポーツ賞フローラステークス（ＧⅡ）

発走15時45分 （オークストライアル） （芝・左）
牝，3歳；負担重量は，馬齢重量

サンケイスポーツ賞（1着）
賞 品

本 賞 52，000，000円 21，000，000円 13，000，000円 7，800，000円 5，200，000円
付 加 賞 1，246，000円 356，000円 178，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

23 ウインマリリン 牝3栗 54 横山 武史�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 450－101：58．7 11．4�
47 ホウオウピースフル 牝3栗 54 D．レーン 小笹 芳央氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 478＋ 2 〃 クビ 4．8�

（豪）

816 フ ア ナ 牝3鹿 54 L．ヒューイットソン 近藤 英子氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 416－ 41：58．8クビ 13．9�
（南ア）

815 ショウナンハレルヤ 牝3鹿 54 田辺 裕信国本 哲秀氏 矢野 英一 新冠 森永 聡 454＋ 41：59．12 22．1�
59 スカイグルーヴ 牝3栗 54 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 430－141：59．31� 2．1	
713 シ ャ レ ー ド 牝3栗 54 岡田 祥嗣寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 494－ 4 〃 クビ 206．5

611 レッドルレーヴ 牝3鹿 54 M．デムーロ �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 438－ 81：59．51� 5．2�
35 ルトロヴァイユ 牝3鹿 54 吉田 豊古川 一弘氏 竹内 正洋 洞�湖 レイクヴィラファーム 462－ 41：59．6	 116．7�
510 ヒューマンコメディ 牝3黒鹿54 武藤 雅野村 茂雄氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 480－ 21：59．7クビ 100．2
612 ヴォリアーモ 牝3鹿 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 460± 0 〃 アタマ 25．7�
11 エレヴァテッツァ 牝3鹿 54 津村 明秀 �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 81：59．8	 19．4�
12 セイウンヴィーナス 牝3青鹿54 野中悠太郎西山 茂行氏 本間 忍 浦河 大柳ファーム 442－ 42：00．0	 57．5�
817 レッドサーシャ 牝3栗 54 石川裕紀人 �東京ホースレーシング 黒岩 陽一 浦河 辻 牧場 468＋12 〃 アタマ 87．6�
714 テイエムフローラ 牝3黒鹿54 古川 吉洋竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 天羽牧場 438－ 22：00．1
 151．4�
24 シャンドフルール 牝3黒鹿54 田中 勝春前田 葉子氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496＋ 42：00．63 93．6�
36 ウィスパリンホープ 牝3鹿 54 横山 典弘�タイヘイ牧場 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 478－14 〃 ハナ 38．8�
48 リヴァージュ 牝3鹿 54 大野 拓弥島川 �哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 474－ 42：00．92 163．6�

（17頭）

売 得 金
単勝： 309，689，700円 複勝： 374，621，900円 枠連： 126，957，400円 馬連： 839，864，300円 馬単： 327，457，800円
ワイド： 534，387，900円 3連複： 1，491，677，900円 3連単： 2，058，266，600円 5重勝： 624，739，000円 計： 6，687，662，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 310円 � 200円 � 370円 枠 連（2－4） 2，600円

馬 連 �� 2，810円 馬 単 �� 6，290円

ワ イ ド �� 980円 �� 2，200円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 12，460円 3 連 単 ��� 71，090円

5 重 勝
対象競走：京都10R／東京10R／福島11R／京都11R／東京11R

キャリーオーバー なし�����
�����

15，618，470円
14，577，240円

票 数

単勝票数 計3096897 的中 � 216557（4番人気）
複勝票数 計3746219 的中 � 302227（4番人気）� 569653（3番人気）� 240522（5番人気）
枠連票数 計1269574 的中 （2－4） 37775（11番人気）
馬連票数 計8398643 的中 �� 245913（9番人気）
馬単票数 計3274578 的中 �� 39033（18番人気）
ワイド票数 計5343879 的中 �� 142724（9番人気）�� 61116（22番人気）�� 99392（13番人気）
3連複票数 計14916779 的中 ��� 89716（36番人気）
3連単票数 計20582666 的中 ��� 20990（197番人気）
5重勝票数 差引計6247390（返還計1355298） 的中 ����� 14 ����� 15

ハロンタイム 12．5―11．3―11．3―11．6―11．9―11．9―12．5―11．8―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―35．1―46．7―58．6―1：10．5―1：23．0―1：34．8―1：46．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．2―3F35．7

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

勝馬の
紹 介

ウインマリリン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2019．12．21 中山1着

2017．5．23生 牝3栗 母 コスモチェーロ 母母 Shorwon 4戦3勝 賞金 71，629，000円
〔制裁〕 フアナ号の騎手L．ヒューイットソンは，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10，000円。（被害馬：15番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりウインマリリン号・ホウオウピースフル号は，優駿牝馬（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。

11024 4月26日 晴 良 （2東京2） 第2日 第12競走 ��
��1，600�4歳以上2勝クラス

発走16時25分 （1000万円以下） （ダート・左）
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
1：33．8
1：33．3

重
良

611 ブランクエンド 牡4鹿 57 横山 武史諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 478＋ 21：37．3 32．6�
59 � イッツリット 牡4栗 57 田辺 裕信�ノースヒルズ 和田正一郎 米

Betz, Burns, Mag-
ers, CoCo Equine
& Terra Racing

486－ 41：37．61	 12．8�
48 フラワーストリーム 
5鹿 57 D．レーン 花村 誠氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B472＋ 81：37．81� 3．5�

（豪）

714 ペイシャムートン 牡4青鹿57 江田 照男北所 直人氏 小笠 倫弘 日高 広中 稔 532＋ 2 〃 クビ 42．5�
36 シセイタケル 牡5栗 57 吉田 豊猪苗代 勇氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 478＋ 61：37．9クビ 13．9�
11 ダイワインパルス 牡8鹿 57 田中 勝春大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 B478－ 2 〃 クビ 26．6	
612 キングテセウス 牡4栗 57 M．デムーロ保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B512－ 4 〃 ハナ 5．8

47 オンザウェイ 牡4栗 57 石橋 脩久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 528± 01：38．0クビ 45．3�
713 カセノウィナー 牡4栗 57 古川 吉洋平川 進氏 土田 稔 新冠 村上 雅規 490－10 〃 ハナ 16．6�
24 トークフレンドリー 牡5芦 57 L．ヒューイットソン 吉田 千津氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 492－ 2 〃 ハナ 9．8

（南ア）

23 ゴールドフレーム 
4栗 57 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 474－ 4 〃 クビ 7．6�
815 シャンボールナイト 
5青鹿57 横山 典弘 �グリーンファーム武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 468＋ 41：38．21� 16．3�
816 ジュニエーブル 牡6鹿 57 横山 和生柴田 洋一氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 B434－161：38．3� 102．4�
510 ミ ス パ イ ロ 牝6黒鹿55 北村 宏司村田 哲朗氏 小野 次郎 日高 戸川牧場 488＋ 21：38．4クビ 16．6�
12 リンガスビンゴ 牝5黒鹿55 内田 博幸伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 532± 01：38．5� 9．3�
35 ミンネザング 牝6鹿 55 津村 明秀金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 488－ 21：38．92� 103．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 146，635，400円 複勝： 195，759，600円 枠連： 63，917，800円
馬連： 302，319，500円 馬単： 109，310，900円 ワイド： 241，798，700円
3連複： 512，628，800円 3連単： 540，848，800円 計： 2，113，219，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，260円 複 勝 � 800円 � 520円 � 180円 枠 連（5－6） 2，330円

馬 連 �� 24，200円 馬 単 �� 52，350円

ワ イ ド �� 7，990円 �� 2，890円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 40，120円 3 連 単 ��� 341，560円

票 数

単勝票数 計1466354 的中 � 35938（12番人気）
複勝票数 計1957596 的中 � 53157（12番人気）� 86834（10番人気）� 368328（1番人気）
枠連票数 計 639178 的中 （5－6） 21247（10番人気）
馬連票数 計3023195 的中 �� 9681（73番人気）
馬単票数 計1093109 的中 �� 1566（152番人気）
ワイド票数 計2417987 的中 �� 7602（80番人気）�� 21389（39番人気）�� 58016（7番人気）
3連複票数 計5126288 的中 ��� 9581（147番人気）
3連単票数 計5408488 的中 ��� 1148（1164番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―22．9―34．7―47．0―59．4―1：11．7―1：23．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブランクエンド �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2018．9．8 中山2着

2016．2．23生 牡4鹿 母 ブルーミンバー 母母 タヤスブルーム 13戦3勝 賞金 37，512，000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。

５レース目



（2東京2）第2日 4月26日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 174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

274，170，000円
3，020，000円
27，730，000円
2，640，000円
32，930，000円
74，344，500円
5，074，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
1，023，470，200円
1，453，383，000円
336，320，500円
2，049，642，400円
886，511，800円
1，488，244，800円
3，370，923，700円
4，558，177，800円
624，739，000円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 15，791，413，200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2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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