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12013 4月21日 雨 不良 （25東京2）第2日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10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
1：34．4
1：33．3

重
良

47 ダイアゴナルクロス 牝3鹿 54 三浦 皇成 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 496＋101：37．8 33．2�
35 エターナルヒーロー �3黒鹿56 石橋 脩岡田 牧雄氏 木村 哲也 むかわ 東振牧場 456＋ 41：38．01 157．3�
815 ラルゴスパーダ 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 488＋ 61：38．21� 2．6�
713 ナムラマンジロウ 牡3栗 56 武 豊奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 484－101：38．62� 3．7�
34 トーセンワイルド 牡3青 56 武士沢友治島川 	哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 488＋ 21：38．7� 28．6

58 カフェシリウス 牡3鹿 56 内田 博幸西川 光一氏 松山 康久 新冠 須崎牧場 486＋ 21：39．12� 3．3�
23 マルヨファスリエフ 牡3鹿 56

54 △杉原 誠人野村 春行氏 牧田 和弥 新ひだか 西村 和夫 442－ 6 〃 ハナ 83．6�
814 セイウンミーナ 牝3黒鹿54 吉田 豊西山 茂行氏 水野 貴広 新冠 川上牧場 474－141：39．31� 163．1
610 シャツカストライン 牡3鹿 56 江田 照男古川 智洋氏 佐藤 吉勝 新冠 隆栄牧場 496 ―1：39．61� 217．1�
11 エーシンヒリュー 牡3栗 56 柴田 大知�栄進堂 田中 剛 浦河 栄進牧場 B472＋ 6 〃 ハナ 71．0�
22 タニセンダイナスト 牡3鹿 56 田中 勝春染谷 幸雄氏 萱野 浩二 浦河 杵臼牧場 450－ 41：40．23� 22．0�
46 ターワカチーナ 牝3栗 54 国分 優作吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム 492－221：40．83� 20．7�
59 ドラゴンマッチョ �3芦 56 福永 祐一窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 426 ―1：40．9� 47．8�
611 サクラファイティン 牡3鹿 56 横山 典弘�さくらコマース伊藤 圭三 新ひだか 山田牧場 510 ―1：41．53� 14．5�
712 ダウティーナイト 牡3鹿 56 田辺 裕信吉田 和子氏 伊藤 大士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504－121：42．13� 114．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 23，442，100円 複勝： 37，591，000円 枠連： 15，786，300円
馬連： 57，557，900円 馬単： 39，673，500円 ワイド： 26，534，300円
3連複： 76，596，200円 3連単： 131，880，200円 計： 409，061，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，320円 複 勝 � 560円 � 2，090円 � 140円 枠 連（3－4） 8，340円

馬 連 �� 56，950円 馬 単 �� 134，310円

ワ イ ド �� 17，590円 �� 1，130円 �� 5，150円

3 連 複 ��� 70，050円 3 連 単 ��� 754，480円

票 数

単勝票数 計 234421 的中 � 5564（8番人気）
複勝票数 計 375910 的中 � 14240（8番人気）� 3408（13番人気）� 105368（1番人気）
枠連票数 計 157863 的中 （3－4） 1397（21番人気）
馬連票数 計 575579 的中 �� 746（63番人気）
馬単票数 計 396735 的中 �� 218（132番人気）
ワイド票数 計 265343 的中 �� 362（72番人気）�� 6052（12番人気）�� 1250（41番人気）
3連複票数 計 765962 的中 ��� 807（120番人気）
3連単票数 計1318802 的中 ��� 129（928番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．7―48．3―1：01．3―1：13．6―1：25．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイアゴナルクロス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．3．16 中山6着

2010．4．8生 牝3鹿 母 スペシャルリボン 母母 スカーレットリボン 3戦1勝 賞金 5，000，000円

12014 4月21日 雨 不良 （25東京2）第2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

44 ヴィアレーギア 牡3黒鹿56 吉田 豊伊達 敏明氏 高橋 文雅 日高 サンシャイン
牧場 522＋ 22：12．8 3．8�

56 セプテントリオ 牡3黒鹿56 内田 博幸 �社台レースホース鈴木 康弘 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498± 02：13．01� 2．7�

22 ジオメトリー 牡3栗 56 戸崎 圭太池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新冠 新冠橋本牧場 492＋142：13．1� 8．5�
812 トキメキボーイ 牡3黒鹿56 北村 宏司片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 456＋102：13．31� 3．4�
67 ウインプライズ 牡3鹿 56 三浦 皇成�ウイン 高橋 祥泰 新冠 石田牧場 454＋ 62：13．61� 14．7	
710 グリコーゲン 牡3黒鹿 56

54 △杉原 誠人青芝商事� 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 442－ 8 〃 クビ 32．0

33 レ ア ン デ ル 牡3栗 56 江田 照男山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 田中 春美 474＋ 22：13．91� 52．1�
55 ニコットサンキュー 牡3栗 56 田辺 裕信塩川 和則氏 大和田 成 浦河 久保 昇 510＋ 42：14．11� 56．2�
68 フクノカストル 牡3黒鹿56 村田 一誠福島 実氏 萱野 浩二 新ひだか 中田 浩美 460± 02：14．42 70．2
11 ローレルトレジャー �3鹿 56 武士沢友治 �ローレルレーシング 尾関 知人 新冠 樋渡 信義 466－ 42：15．35 79．9�
811 ウインファイア 牡3鹿 56 柴田 大知�ウイン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 456± 02：15．4� 182．2�
79 ナ ト ゥ ー ラ 牝3鹿 54 福永 祐一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 戸田 博文 日高 オリオンファーム 446＋102：17．3大差 35．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 22，032，800円 複勝： 30，343，700円 枠連： 12，282，800円
馬連： 48，463，200円 馬単： 37，170，800円 ワイド： 22，202，600円
3連複： 62，054，000円 3連単： 127，406，000円 計： 361，955，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 120円 � 120円 � 220円 枠 連（4－5） 510円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 230円 �� 570円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 5，750円

票 数

単勝票数 計 220328 的中 � 46781（3番人気）
複勝票数 計 303437 的中 � 77096（2番人気）� 77983（1番人気）� 24769（4番人気）
枠連票数 計 122828 的中 （4－5） 18073（2番人気）
馬連票数 計 484632 的中 �� 78320（2番人気）
馬単票数 計 371708 的中 �� 24119（4番人気）
ワイド票数 計 222026 的中 �� 28862（2番人気）�� 8515（6番人気）�� 13051（4番人気）
3連複票数 計 620540 的中 ��� 38394（3番人気）
3連単票数 計1274060 的中 ��� 16380（12番人気）

ハロンタイム 7．2―11．3―12．6―12．8―12．9―13．0―12．7―12．9―12．3―12．1―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．5―31．1―43．9―56．8―1：09．8―1：22．5―1：35．4―1：47．7―1：59．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴィアレーギア �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Storm Bird デビュー 2012．11．17 東京12着

2010．4．29生 牡3黒鹿 母 ヌーヴァレジェンダ 母母 Persian Flute 4戦1勝 賞金 7，000，000円

第２回 東京競馬 第２日



12015 4月21日 雨 不良 （25東京2）第2日 第3競走 ��
��1，400�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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

48 スノーモンキー 牡3鹿 56 内田 博幸石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 438± 01：24．3 6．0�
611 メイショウトラクマ 牡3黒鹿56 武 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 512± 0 〃 クビ 5．6�
23 コアレスキング 牡3鹿 56 中谷 雄太小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 コアレススタッド 516± 01：24．61� 3．6�
47 ポ タ ラ カ 牝3黒鹿54 柴田 大知�ミルファーム 斎藤 誠 新ひだか 小野 秀治 436－ 21：25．98 208．0�
11 � リリコレッジェーロ 牡3栗 56 吉田 豊窪田 康志氏 大久保洋吉 米 Masatake

Iida DVM 520 ―1：26．11 21．3�
36 ノーブルシャトル 牝3栗 54 三浦 皇成吉木 伸彦氏 水野 貴広 様似 富田 恭司 450± 01：26．2クビ 73．8	
12 サクラサイクロン 牡3鹿 56 田辺 裕信
さくらコマース上原 博之 新ひだか 谷岡牧場 450－ 4 〃 クビ 90．2�
815� アンナチュラル 牝3鹿 54 北村 宏司�大樹ファーム 古賀 慎明 米

Galleria Blood-
stock & Summer-
hill Bloodstock

456＋ 81：26．51� 13．3�
714 エ グ ゼ ビ ア 牡3黒鹿56 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 526－ 21：26．6	 4．2
816 ロードアストロ 牡3鹿 56 福永 祐一 
ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム 482± 0 〃 クビ 5．7�
35 ヨイチピース 牡3栗 56 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム B450± 01：26．91� 95．0�
59 デルマスナカケババ 牝3黒鹿 54

51 ▲山崎 亮誠浅沼 廣幸氏 大江原 哲 日高 ファニーヒルファーム 470＋ 21：27．32	 138．2�
24 ソ デ フ リ ン 牝3栗 54 武士沢友治下河邉行信氏 小桧山 悟 日高 中前牧場 432－ 81：27．4� 253．0�
713 ヨベルシチー 牡3黒鹿56 国分 優作 
友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 452＋ 81：27．61	 344．4�
612 エイデンヒーロー 牡3青鹿56 石橋 脩永田 清男氏 高木 登 日高 浜本 幸雄 476＋ 21：28．23	 26．9�
510 インジニアス 牡3栗 56

54 △杉原 誠人田中 春美氏 嶋田 潤 新冠 赤石 久夫 474＋ 21：28．4� 295．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，041，000円 複勝： 44，170，900円 枠連： 17，889，500円
馬連： 58，938，000円 馬単： 39，186，700円 ワイド： 26，027，600円
3連複： 76，362，100円 3連単： 119，935，300円 計： 407，551，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 160円 � 160円 � 140円 枠 連（4－6） 1，220円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，830円

ワ イ ド �� 440円 �� 350円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 7，980円

票 数

単勝票数 計 250410 的中 � 33076（5番人気）
複勝票数 計 441709 的中 � 72761（2番人気）� 68791（3番人気）� 92872（1番人気）
枠連票数 計 178895 的中 （4－6） 10854（8番人気）
馬連票数 計 589380 的中 �� 34154（5番人気）
馬単票数 計 391867 的中 �� 10222（10番人気）
ワイド票数 計 260276 的中 �� 14096（5番人気）�� 18919（2番人気）�� 21935（1番人気）
3連複票数 計 763621 的中 ��� 48441（1番人気）
3連単票数 計1199353 的中 ��� 11099（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．4―47．8―1：00．2―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スノーモンキー �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．12．1 中山3着

2010．5．2生 牡3鹿 母 スカラシップ 母母 パワフルレデイ 6戦1勝 賞金 10，100，000円
※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 エーシンザピーク号・ツヤマル号

12016 4月21日 小雨 重 （25東京2）第2日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時40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
1：44．2
1：44．1

良
良

510 パシャドーラ 牝3鹿 54 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 504± 01：51．0 2．8�
47 ヤマニンシェリル 牝3栗 54 内田 博幸土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 438－ 21：51．21� 18．6�
612 アンバードリーム 牝3黒鹿54 三浦 皇成髙橋 大氏 小島 茂之 安平 追分ファーム 486± 01：51．41� 3．3�
48 リボントリコロール 牝3芦 54 福永 祐一 �グリーンファーム菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 452－ 4 〃 クビ 13．6�
713 ミ ュ ー ル 牝3栗 54 田辺 裕信国田 正忠氏 古賀 慎明 新ひだか ヒサイファーム 410＋ 21：51．61� 53．2�
714 エアコダリー 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �ラッキーフィールド堀 宣行 安平 ノーザンファーム 420 ― 〃 アタマ 12．8	
818 ワナビーザベスト 牝3鹿 54 石橋 脩�G1レーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 428－ 4 〃 ハナ 7．4

715 カ ド リ ー ユ 牝3鹿 54 北村 宏司 �キャロットファーム 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 460± 01：51．81� 17．1�
12 リュウノヒゲ 牝3芦 54 武士沢友治山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 田中スタッド 464＋ 61：52．01� 125．3
35 マンハッタンテルス 牝3黒鹿54 蛯名 正義吉田喜代司氏 土田 稔 新冠 川島牧場 470＋ 61：52．1� 22．2�
36 ブロンドバレット 牝3栗 54 田中 勝春河原 義宏氏 新開 幸一 浦河 小島牧場 438－10 〃 ハナ 101．1�
23 アイアイサッチャー 牝3黒鹿54 国分 優作齊藤 敬氏 二ノ宮敬宇 新冠 つつみ牧場 458＋ 81：52．31� 87．6�
816 オペラトップスター 牝3鹿 54

51 ▲山崎 亮誠�信岡牧場 矢野 英一 浦河 信岡牧場 476 ―1：52．4クビ 100．4�
11 オマツリマンボ 牝3鹿 54 中谷 雄太�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか グランド牧場 466＋ 4 〃 アタマ 93．8�
24 マイネリッカ 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 442＋10 〃 クビ 14．4�
611 ダイメイクイーン 牝3黒鹿54 村田 一誠宮本 孝一氏 石栗 龍彦 新ひだか 高橋 修 428＋ 61：52．72 400．1�
59 トーセンジュピター 牝3鹿 54 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 新ひだか ヒサイファーム 444－141：53．23 108．1�
817 ピ ウ ピ ウ 牝3栗 54

52 △杉原 誠人福田 光博氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 418－101：53．62� 563．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 26，296，000円 複勝： 39，845，900円 枠連： 19，691，800円
馬連： 61，672，200円 馬単： 40，324，500円 ワイド： 29，888，200円
3連複： 76，770，100円 3連単： 119，966，700円 計： 414，455，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 400円 � 130円 枠 連（4－5） 1，030円

馬 連 �� 2，380円 馬 単 �� 3，700円

ワ イ ド �� 920円 �� 200円 �� 950円

3 連 複 ��� 2，060円 3 連 単 ��� 13，080円

票 数

単勝票数 計 262960 的中 � 75192（1番人気）
複勝票数 計 398459 的中 � 82719（2番人気）� 16723（8番人気）� 105517（1番人気）
枠連票数 計 196918 的中 （4－5） 14210（3番人気）
馬連票数 計 616722 的中 �� 19136（7番人気）
馬単票数 計 403245 的中 �� 8061（12番人気）
ワイド票数 計 298882 的中 �� 6964（10番人気）�� 47180（1番人気）�� 6705（14番人気）
3連複票数 計 767701 的中 ��� 27593（4番人気）
3連単票数 計1199667 的中 ��� 6770（22番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．1―12．8―13．2―13．3―12．0―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―36．4―49．2―1：02．4―1：15．7―1：27．7―1：39．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．6―3F35．3

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

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

勝馬の
紹 介

パシャドーラ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Candy Stripes デビュー 2012．12．15 中山4着

2010．3．23生 牝3鹿 母 アルゼンチンスター 母母 Diferente 4戦1勝 賞金 7，400，000円
〔発走状況〕 マイネリッカ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



12017 4月21日 小雨 重 （25東京2）第2日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時30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
1：31．3
1：30．7

良
良

47 シーユーアラウンド 牡3黒鹿56 横山 典弘吉田 勝己氏 松山 康久 安平 ノーザンファーム 454－ 21：36．7 8．0�
715 トミケングレンサ 牡3栗 56 村田 一誠冨樫 賢二氏 水野 貴広 日高 戸川牧場 472＋ 21：36．91 26．1�
59 マ デ ュ ー ロ 牡3鹿 56 北村 宏司多田 信尊氏 藤沢 和雄 日高 増尾牧場 466－101：37．11� 5．0�
24 ブラザーウインド 牡3栗 56 福永 祐一 �スピードファーム武藤 善則 新冠 スピードフアーム B480± 01：37．31� 5．2�
612 アイディドゥイット 牡3栗 56 三浦 皇成前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484＋ 2 〃 クビ 17．5�
12 コスモケリア 牝3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 様似 猿倉牧場 460＋ 21：37．4� 24．5	
35 サーマウント 牡3鹿 56 戸崎 圭太前田 幸治氏 古賀 史生 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋ 8 〃 同着 10．2

11 ティアップビクター 牡3黒鹿56 江田 照男田中 昇氏 高木 登 浦河 猿橋 義昭 452＋ 4 〃 クビ 128．3�
48 マルティオス 牝3鹿 54 武 豊藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 ノースヒルズマネジメント 446＋ 21：37．61	 64．8�
714 コ イ コ イ 牡3栗 56 吉田 豊中村 祐子氏 菊川 正達 新冠 小泉牧場 444± 0 〃 アタマ 174．1
611 ガロファニーノ 牝3黒鹿 54

52 △杉原 誠人髙樽さゆり氏 松永 康利 浦河 斉藤英牧場 418－ 41：37．7クビ 366．5�
36 サクセスカーチス 牡3鹿 56 田辺 裕信髙嶋 哲氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 460＋ 41：37．8	 10．0�
816 メ ネ フ ネ 牝3栗 54 武士沢友治藤沼 利夫氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 436＋ 61：38．12 317．1�
23 ケイアイアラシ 牡3栗 56 蛯名 正義亀田 和弘氏 田村 康仁 浦河 富田牧場 496－ 21：38．42 3．1�
817 ボンボニエール 牝3芦 54 中谷 雄太丸岡 啓一氏 菊川 正達 新冠 村田牧場 436＋ 41：38．5クビ 553．0�
510 ウエスタンパピヨン 牝3黒鹿54 石橋 脩 �ウエスタンファーム 加藤 和宏 浦河 中島 俊明 436＋ 4 〃 ハナ 29．0�
713 インパクトレディー 牝3芦 54

51 ▲山崎 亮誠半沢� 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 426＋ 2 〃 アタマ 192．3�
818 テイエムユキダル 
3芦 56 国分 優作竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 436－281：38．71� 279．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，597，200円 複勝： 43，261，800円 枠連： 22，813，900円
馬連： 64，696，300円 馬単： 44，164，400円 ワイド： 31，181，500円
3連複： 86，322，900円 3連単： 144，815，700円 計： 463，853，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 270円 � 620円 � 200円 枠 連（4－7） 6，650円

馬 連 �� 8，940円 馬 単 �� 12，870円

ワ イ ド �� 2，630円 �� 790円 �� 2，210円

3 連 複 ��� 15，100円 3 連 単 ��� 108，510円

票 数

単勝票数 計 265972 的中 � 26369（4番人気）
複勝票数 計 432618 的中 � 43438（4番人気）� 15290（9番人気）� 67513（2番人気）
枠連票数 計 228139 的中 （4－7） 2533（21番人気）
馬連票数 計 646963 的中 �� 5343（33番人気）
馬単票数 計 441644 的中 �� 2534（44番人気）
ワイド票数 計 311815 的中 �� 2847（34番人気）�� 10247（7番人気）�� 3410（28番人気）
3連複票数 計 863229 的中 ��� 4221（54番人気）
3連単票数 計1448157 的中 ��� 985（337番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．9―35．9―48．5―1：01．2―1：13．0―1：24．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F35．5
3 12，16（9，10）17（4，5）（8，7）6，3（2，1，18）15（13，11，14） 4 ・（12，16）（10，7）（9，17）5（4，8）（6，15）3（18，14）1（2，11）13

勝馬の
紹 介

シーユーアラウンド �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．7．28 新潟4着

2010．5．5生 牡3黒鹿 母 シーユーサンデー 母母 シーユースーン 4戦1勝 賞金 6，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 パフォームワンダー号

12018 4月21日 曇 不良 （25東京2）第2日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

714 フミノファルコン 牡3黒鹿56 福永 祐一谷 二氏 目野 哲也 浦河 笹島 政信 528－ 61：23．8 3．7�
815 サンダーオーシャン 牡3鹿 56 横山 典弘千明牧場 松山 康久 日高 千明牧場 502± 01：24．86 7．9�
510 バーディーイーグル 牡3鹿 56 戸崎 圭太里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 480＋ 41：24．9� 4．4�
816� マンボマーチ 牝3青鹿54 梶 晃啓栗本 博晴氏 成島 英春 新ひだか グランド牧場 436－ 61：25．43 302．4�
35 タマノエスペランサ 牝3鹿 54 中谷 雄太玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 新冠 武田牧場 478－ 21：25．61 9．8�
59 モ ン テ ネ オ 牡3黒鹿56 田辺 裕信毛利 喜昭氏 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 476－ 8 〃 クビ 4．7�
612 エ ッ フ ェ ル 牡3栗 56 北村 宏司小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 山本 通則 508＋ 21：25．7クビ 46．2	
11 エメルボヌール 牡3黒鹿56 吉田 豊 
サンデーレーシング 田島 俊明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520－ 2 〃 ハナ 12．1�
611 プリティーキャロル 牝3芦 54 内田 博幸伊東 純一氏 大江原 哲 新ひだか タツヤファーム 446± 0 〃 クビ 18．6�
48 ファイヤーヒース 牝3黒鹿54 村田 一誠ノースヒルズ 田中 剛 新冠 株式会社

ノースヒルズ 426－141：25．91	 110．9�
12 アップルハウス 牡3青鹿56 武士沢友治新木 鈴子氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム 448＋ 21：26．0� 14．8�
23 クリスクリングル 牡3鹿 56

53 ▲山崎 亮誠井上 一郎氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 B500－ 6 〃 アタマ 154．5�
713 キュウシュウソダチ 牡3鹿 56 柴田 大知西村新一郎氏 蛯名 利弘 鹿児島 服部 文明 446＋ 61：26．1
 612．4�
24 アップアンカー 牡3栗 56 蛯名 正義加藤 守氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 516± 01：26．2クビ 61．8�
47 アイネクライネ 牝3芦 54

52 △杉原 誠人田島榮二郎氏 矢野 英一 浦河 有限会社
松田牧場 454＋ 21：26．73 40．4�

36 レモンチャン 牝3栗 54 江田 照男ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 450－ 4 〃 ハナ 31．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，308，300円 複勝： 52，537，200円 枠連： 28，909，900円
馬連： 84，717，800円 馬単： 52，134，100円 ワイド： 38，480，200円
3連複： 106，323，500円 3連単： 176，535，100円 計： 569，946，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 210円 � 160円 枠 連（7－8） 1，650円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 2，940円

ワ イ ド �� 680円 �� 410円 �� 630円

3 連 複 ��� 2，950円 3 連 単 ��� 16，400円

票 数

単勝票数 計 303083 的中 � 65193（1番人気）
複勝票数 計 525372 的中 � 89064（3番人気）� 59279（4番人気）� 94072（1番人気）
枠連票数 計 289099 的中 （7－8） 12994（8番人気）
馬連票数 計 847178 的中 �� 37378（4番人気）
馬単票数 計 521341 的中 �� 13112（7番人気）
ワイド票数 計 384802 的中 �� 13670（6番人気）�� 24561（3番人気）�� 14850（4番人気）
3連複票数 計1063235 的中 ��� 26629（5番人気）
3連単票数 計1765351 的中 ��� 7947（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．5―48．3―1：00．6―1：12．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F35．5
3 6，9（8，11）（5，12）（7，10）14（2，4，3）（1，16）（13，15） 4 6（8，9）（11，12，14，15）（5，10）2（7，3）（1，4，16）13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

フミノファルコン �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2012．10．1 阪神5着

2010．4．30生 牡3黒鹿 母 セキサンジョオウ 母母 セキサンシラオキ 10戦2勝 賞金 18，090，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 カワキタシャウト号・サウンドトゥルー号・ターゲットゾーン号・プリティウイッチ号



12019 4月21日 曇 重 （25東京2）第2日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時30分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

812 ポップジェムズ 牡3鹿 56 三浦 皇成吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 472－ 41：35．6 4．9�
79 カ ケ ダ シ 牡3鹿 56 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 506－ 21：35．7� 4．0�
22 ユキノユウダン 牡3栗 56 戸崎 圭太馬場 幸廣氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 424－ 21：36．33� 10．0�
68 ケンブリッジサン 牡3鹿 56

54 △杉原 誠人中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 466－ 2 〃 ハナ 2．7�

55 ムードティアラ 牝3鹿 54 内田 博幸�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 460－ 21：36．4� 17．3�
11 エスユーハリケーン 牡3鹿 56 江田 照男楳津 繁氏 高橋 祥泰 新ひだか 上村 清志 476＋ 61：36．5� 14．5	
811 ドラグレスク 牡3鹿 56 武 豊村上 憲政氏 本田 優 日高 荒井ファーム 508－ 4 〃 ハナ 11．1

44 ベストブレーン 牡3鹿 56 吉田 豊寺田千代乃氏 清水 久詞 浦河 桑田牧場 484＋ 61：36．6� 32．8�
56 � ファイアキング 牡3鹿 56 国分 優作栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 恵比寿牧場 B440－ 6 〃 クビ 246．1�
33 スズノフウジン 牡3栗 56 田辺 裕信小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 496＋ 41：36．7� 28．3
710 ル ー 牡3鹿 56 北村 宏司武田 茂男氏 大竹 正博 新ひだか 前田 宗将 462－ 2 〃 アタマ 32．1�
67 	 コスモヴィンテージ 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 宗形 竹見 浦河 西田 雄二 450－ 51：36．8
 217．4�

（大井）

（12頭）

売 得 金
単勝： 31，227，700円 複勝： 49，830，000円 枠連： 19，237，500円
馬連： 80，523，800円 馬単： 51，412，000円 ワイド： 35，006，000円
3連複： 93，212，100円 3連単： 179，175，600円 計： 539，624，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 180円 � 160円 � 270円 枠 連（7－8） 620円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 430円 �� 860円 �� 790円

3 連 複 ��� 3，630円 3 連 単 ��� 16，580円

票 数

単勝票数 計 312277 的中 � 50928（3番人気）
複勝票数 計 498300 的中 � 79601（3番人気）� 93750（2番人気）� 41705（4番人気）
枠連票数 計 192375 的中 （7－8） 22981（3番人気）
馬連票数 計 805238 的中 �� 53905（3番人気）
馬単票数 計 514120 的中 �� 14703（9番人気）
ワイド票数 計 350060 的中 �� 21639（3番人気）�� 9755（11番人気）�� 10678（9番人気）
3連複票数 計 932121 的中 ��� 18987（10番人気）
3連単票数 計1791756 的中 ��� 7979（47番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．9―12．2―12．5―11．6―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．8―48．0―1：00．5―1：12．1―1：23．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ポップジェムズ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．10．27 東京2着

2010．3．26生 牡3鹿 母 ポ ッ プ ス 母母 ポツプシンガー 5戦2勝 賞金 16，800，000円
※ベストブレーン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

12020 4月21日 曇 不良 （25東京2）第2日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

35 ザストロンシチー 牡5鹿 57 戸崎 圭太 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 富川田中牧場 484± 01：23．7 3．0�
612� ケイアイヘルメス 牡5黒鹿57 北村 宏司亀田 和弘氏 田村 康仁 米 Morihiro

Kameda 522± 01：24．01	 5．6�
47 デイブレイク 牡5鹿 57 内田 博幸�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム B488－ 21：24．1	 24．4�
713 ビットプレスト 牡5鹿 57 柴田 大知礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 456＋ 21：24．31
 15．8�
36 � ス ペ ク ラ 牡4鹿 57 福永 祐一林 正道氏 田村 康仁 安平 追分ファーム 492－ 2 〃 クビ 35．3	
11 ミラクルミイクン 牡4鹿 57 田辺 裕信内藤 好江氏 矢野 照正 日高 中館牧場 532± 01：24．51
 9．0

611 ステージナーヴ 牡4黒鹿57 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 436± 0 〃 ハナ 43．8�
510� シゲルアボカド 牡4鹿 57 国分 優作森中 蕃氏 佐藤 吉勝 新冠 土井牧場 480＋ 21：25．03 41．5�
48 � フェアエレン 牝4栗 55 蛯名 正義前田 幸治氏 小笠 倫弘 米 WinStar

Farm LLC 470－ 21：25．63� 6．6
23 トーアシシイ 牝5栗 55 江田 照男高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 486＋141：25．7クビ 380．3�
24 フランチャイズ 牡4栗 57

55 △杉原 誠人島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム 508＋ 2 〃 クビ 18．7�
59 � カンタベリーママ 牝4鹿 55

52 ▲山崎 亮誠峰 哲馬氏 蛯名 利弘 新ひだか 藤吉牧場 420＋ 81：25．8� 526．0�
816 ハヤブサフィーバー 牡4栗 57 三浦 皇成武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B482＋ 41：26．22� 43．7�
12 � シベリアンブラック 牡4黒鹿57 石橋 脩藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 526－181：26．3クビ 79．3�
815 ドリームクレド 牡5栗 57 中谷 雄太セゾンレースホース� 根本 康広 浦河 帰山 清貴 502＋ 21：26．4� 54．2�
714 サトノグロリアス 牡4黒鹿57 横山 典弘里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 518＋ 81：26．5	 5．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，710，600円 複勝： 60，941，100円 枠連： 27，124，700円
馬連： 95，161，500円 馬単： 56，913，300円 ワイド： 43，343，500円
3連複： 118，715，900円 3連単： 197，426，300円 計： 635，336，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 220円 � 430円 枠 連（3－6） 950円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 450円 �� 840円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 5，190円 3 連 単 ��� 18，960円

票 数

単勝票数 計 357106 的中 � 95313（1番人気）
複勝票数 計 609411 的中 � 146748（1番人気）� 71970（3番人気）� 28237（8番人気）
枠連票数 計 271247 的中 （3－6） 21251（3番人気）
馬連票数 計 951615 的中 �� 71044（2番人気）
馬単票数 計 569133 的中 �� 25009（2番人気）
ワイド票数 計 433435 的中 �� 26026（2番人気）�� 12519（7番人気）�� 5604（25番人気）
3連複票数 計1187159 的中 ��� 16884（15番人気）
3連単票数 計1974263 的中 ��� 7687（35番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．6―12．2―12．3―11．9―12．3

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ザストロンシチー �
�
父 タップダンスシチー �

�
母父 サンシャインフォーエヴァー デビュー 2010．10．23 東京4着

2008．3．10生 牡5鹿 母 パールピアス 母母 ソブリンドリーム 15戦3勝 賞金 29，970，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※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 リュウシンヒーロー号



12021 4月21日 曇 重 （25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，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：44．1

良
良

811 フェスティヴタロー 牡4栗 57 田中 勝春臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 小倉 光博 486± 01：47．8 4．7�
78 ラスヴェンチュラス 牝4鹿 55 蛯名 正義西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 412＋ 41：47．9� 2．1�
810 ゴールドブライアン 牡5青鹿57 内田 博幸杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 466－ 61：48．11	 12．1�
67 ケルンフォーティー 牡4栗 57 福永 祐一谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育

成牧場 450± 01：48．52
 8．7�
44 シャンギロンゴ 牡6黒鹿57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム 520－ 4 〃 ハナ 10．6�
79 レッドクロス 牡6栗 57 横山 典弘 	東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 三城牧場 464－ 4 〃 アタマ 13．3

22 イ チ ブ ン 牡6青鹿57 田辺 裕信山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 水上 習孝 496－ 41：48．71	 8．8�
55 サンライズマルス 牡5栗 57 石橋 脩松岡 隆雄氏 羽月 友彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 61：49．12
 16．5�
11 グリッドマトリクス 牡7鹿 57 柴田 大知薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 バンダム牧場 510－10 〃 クビ 213．8
33 � マイネルクローバー 牡5栗 57 北村 宏司浜野順之助氏 藤沢 則雄 青森 イズモリファーム 504＋101：49．2
 217．9�
66 � ベルエアメイダン 牝4鹿 55 武 豊榮 義則氏 森 秀行 愛 Sanford R.

Robertson 438－121：49．83
 104．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 44，540，600円 複勝： 68，836，400円 枠連： 26，203，000円
馬連： 121，810，900円 馬単： 80，944，100円 ワイド： 44，596，600円
3連複： 135，967，200円 3連単： 305，431，600円 計： 828，330，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 150円 � 120円 � 240円 枠 連（7－8） 280円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 230円 �� 720円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 9，010円

票 数

単勝票数 計 445406 的中 � 75166（2番人気）
複勝票数 計 688364 的中 � 119567（2番人気）� 210450（1番人気）� 54613（5番人気）
枠連票数 計 262030 的中 （7－8） 70581（1番人気）
馬連票数 計1218109 的中 �� 166458（1番人気）
馬単票数 計 809441 的中 �� 40013（4番人気）
ワイド票数 計 445966 的中 �� 56375（1番人気）�� 13485（11番人気）�� 23627（4番人気）
3連複票数 計1359672 的中 ��� 58057（5番人気）
3連単票数 計3054316 的中 ��� 25034（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．5―36．0―48．2―1：00．4―1：12．9―1：24．5―1：35．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F34．9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フェスティヴタロー �
�
父 ローエングリン �

�
母父 マジックマイルズ デビュー 2011．10．2 中山6着

2009．4．9生 牡4栗 母 アドマイヤゴールド 母母 ツルミダイヤ 15戦3勝 賞金 49，551，000円

12022 4月21日 曇 稍重 （25東京2）第2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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

812 ゴールデングローブ 牝5栗 55 武 豊 H.R.H．プリンセス・ハヤ 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 454－ 62：02．7 30．6�

56 ジェントルマン 牡5黒鹿57 戸崎 圭太近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 482－10 〃 ハナ 5．7�
68 カネトシマーシャル 牡5鹿 57 国分 優作兼松 利男氏 五十嵐忠男 新ひだか 静内酒井牧場 508－ 22：02．8� 11．6�
22 ジョングルール 牡4黒鹿57 蛯名 正義吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 516＋ 42：02．9� 2．2�
45 エックスマーク 牡4鹿 57 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 472－ 62：03．0� 4．1�
711 ネオブラックダイヤ 牡5青鹿57 北村 宏司小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－ 6 〃 クビ 54．9	
710 マーブルデイビー 牡7栗 57 吉田 豊下村 直氏 清水 久詞 三石 三石川上牧場 490－ 22：03．1クビ 83．4

813 ス ノ ー ド ン 牡4黒鹿57 石橋 脩 H.H．シェイク・ハムダン 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478± 0 〃 ハナ 111．2�
69 アロマカフェ 牡6黒鹿57 村田 一誠西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 478－ 2 〃 ハナ 22．7�
33 マイネルグート 牡6鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 520－ 62：03．31	 70．5
11 アドマイヤブルー 牡4鹿 57 内田 博幸近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 494＋ 4 〃 クビ 10．8�
44 ロードラテアート 牡7黒鹿57 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 三石 ケイアイファーム 484＋ 42：03．4� 115．8�
57 ツルミプラチナム 牡6黒鹿57 田中 勝春�鶴見ホース 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 478＋ 82：03．71
 19．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 55，489，000円 複勝： 94，778，800円 枠連： 37，326，700円
馬連： 172，758，600円 馬単： 110，310，000円 ワイド： 66，432，400円
3連複： 214，076，400円 3連単： 455，453，700円 計： 1，206，625，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，060円 複 勝 � 870円 � 220円 � 390円 枠 連（5－8） 3，730円

馬 連 �� 6，490円 馬 単 �� 20，200円

ワ イ ド �� 2，260円 �� 4，150円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 28，680円 3 連 単 ��� 254，450円

票 数

単勝票数 計 554890 的中 � 14315（8番人気）
複勝票数 計 947788 的中 � 24530（8番人気）� 136123（3番人気）� 63086（5番人気）
枠連票数 計 373267 的中 （5－8） 7400（13番人気）
馬連票数 計1727586 的中 �� 19668（19番人気）
馬単票数 計1103100 的中 �� 4032（47番人気）
ワイド票数 計 664324 的中 �� 7227（23番人気）�� 3871（36番人気）�� 12805（14番人気）
3連複票数 計2140764 的中 ��� 5510（68番人気）
3連単票数 計4554537 的中 ��� 1321（461番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．7―37．0―49．8―1：02．6―1：15．3―1：27．9―1：39．5―1：50．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F34．8

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

勝馬の
紹 介

ゴールデングローブ �
�
父 Shamardal �

�
母父 Forty Niner デビュー 2011．2．5 京都4着

2008．4．29生 牝5栗 母 ゴールドサンライズ 母母 Seattle Dawn 17戦5勝 賞金 70，921，000円
〔その他〕 ツルミプラチナム号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。



12023 4月21日 曇 稍重 （25東京2）第2日 第11競走 ��
��2，000�第48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 50，000，000円 20，000，000円 13，000，000円 7，500，000円 5，000，000円
付 加 賞 1，316，000円 376，000円 188，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

612 デニムアンドルビー 牝3鹿 54 内田 博幸金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 432＋ 22：03．9 3．7�

510 エバーブロッサム 牝3鹿 54 戸崎 圭太宇田 豊氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 466＋ 62：04．0� 4．5�
36 ブリュネット 牝3栗 54 福永 祐一 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 462－102：04．1� 25．4�
818 テンシンランマン 牝3鹿 54 田中 勝春 �キャロットファーム 伊藤 伸一 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 466－10 〃 ハナ 8．0�
35 タガノミューチャン 牝3鹿 54 吉田 豊八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 494＋ 22：04．2クビ 51．5	
12 スイートサルサ 牝3栗 54 蛯名 正義シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 462－ 2 〃 ハナ 5．3

47 ナンヨーユナ 牝3芦 54 北村 宏司中村 德也氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 440－10 〃 アタマ 44．3�
24 インカンデセンス 牝3鹿 54 国分 優作 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440＋ 42：04．3� 236．7�
611 セ キ シ ョ ウ 牝3青鹿54 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 482＋ 62：04．4� 16．5
715 ロジプリンセス 牝3青 54 三浦 皇成久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 432－ 6 〃 クビ 21．4�
59 ラ キ シ ス 牝3鹿 54 江田 照男大島 昌也氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 450± 02：04．5� 105．5�
23 イリュミナンス 牝3鹿 54 武 豊中村 昭博氏 松永 幹夫 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 470－ 22：04．6� 6．0�
11 オースミミズホ 牝3鹿 54 柴田 大知�オースミ 荒川 義之 浦河 鮫川 啓一 436± 0 〃 アタマ 185．8�
714 アニマトゥール 牝3黒鹿54 田辺 裕信 �社台レースホース松田 博資 安平 追分ファーム 442－16 〃 ハナ 68．1�
817 エクスパーシヴ 牝3鹿 54 村田 一誠前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 470± 02：04．7クビ 127．6�
816 ブリリアントアスク 牝3鹿 54 武士沢友治廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 434＋ 62：04．8� 87．5�
48 アルマシャウラ 牝3鹿 54 杉原 誠人コウトミックレーシング 鹿戸 雄一 浦河 上山牧場 426± 02：04．9� 394．2�
713 グッドレインボー 牝3鹿 54 石橋 脩杉立 恭平氏 宮 徹 新ひだか 千代田牧場 444－162：05．75 24．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 169，151，900円 複勝： 253，203，500円 枠連： 145，427，100円 馬連： 701，536，300円 馬単： 363，059，100円
ワイド： 220，614，400円 3連複： 958，621，000円 3連単： 1，770，493，500円 5重勝： 0円 計： 4，582，106，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 170円 � 470円 枠 連（5－6） 690円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，410円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 6，880円 3 連 単 ��� 24，620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 なし不成立 100円

票 数

単勝票数 計1691519 的中 � 368480（1番人気）
複勝票数 計2532035 的中 � 454249（2番人気）� 469112（1番人気）� 104251（7番人気）
枠連票数 計1454271 的中 （5－6） 157795（1番人気）
馬連票数 計7015363 的中 �� 598783（1番人気）
馬単票数 計3630591 的中 �� 159846（1番人気）
ワイド票数 計2206144 的中 �� 171629（1番人気）�� 36299（16番人気）�� 31837（20番人気）
3連複票数 計9586210 的中 ��� 102909（18番人気）
3連単票数 計17704935 的中 ��� 53083（61番人気）
5重勝票数 差引計 0 （返還計1587155） 的中なし

ハロンタイム 12．8―12．0―12．4―12．5―13．4―13．3―13．3―11．6―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．8―37．2―49．7―1：03．1―1：16．4―1：29．7―1：41．3―1：52．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F34．2

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

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

勝馬の
紹 介

デニムアンドルビー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2013．2．3 京都2着

2010．1．31生 牝3鹿 母 ベネンシアドール 母母 フェアリードール 4戦2勝 賞金 60，716，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりデニムアンドルビー号・エバーブロッサム号・ブリュネット号は，優駿牝馬（GⅠ）競走に優先出走できる。

12024 4月21日 曇 不良 （25東京2）第2日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走16時20分 （ダート・左）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

816� アンアヴェンジド 牝4黒鹿 55
53 △杉原 誠人�大樹ファーム 藤沢 和雄 米

Dr. William B.
Wilmot & Dr.
Joan M. Taylor

534± 01：34．9 22．7�
11 エアラギオール 牡5黒鹿57 内田 博幸 �ラッキーフィールド藤原 英昭 千歳 社台ファーム 498－ 21：35．22 2．8�
714 タイセイスティング 牡4栗 57 蛯名 正義田中 成奉氏 新開 幸一 浦河 バンダム牧場 522＋ 21：35．51	 4．8�
59 サンリットレイク 牡4鹿 57 北村 宏司吉田 勝己氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 500－ 4 〃 ハナ 13．9�
24 � アメリカンダイナー 
4鹿 57 石橋 脩吉澤 克己氏 相沢 郁 米

Tony Holmes, Wal-
ter Zent & Win-
Star Farm LLC

466－ 41：35．82 19．6	
611� エーシンユリシーズ 牡4栗 57

54 ▲山崎 亮誠�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 B520± 0 〃 ハナ 55．0

36 ニシノゲイナー 牡5鹿 57 戸崎 圭太西山 茂行氏 武藤 善則 むかわ 西山牧場 456± 01：36．0	 7．4�
23 カフェラビリンス 牡6鹿 57 田辺 裕信西川 恭子氏 松山 康久 千歳 社台ファーム 534＋ 2 〃 クビ 52．7�
713 クラリスピンク 牝5青 55 田中 勝春吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム 460± 0 〃 ハナ 65．9
47 ル イ ー ズ 牝5青鹿55 吉田 豊大野 富生氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム B478＋ 4 〃 アタマ 15．2�
510 ゴールドゼウス 牡4黒鹿57 武 豊スター・ホースメンズクラブ 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 488－ 4 〃 アタマ 28．0�
815 ツクババンドーオー 牡4鹿 57 武士沢友治荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 488＋ 21：36．63� 23．4�
12 ブリスコーラ 牡4鹿 57 村田 一誠グリーンスウォード千田 輝彦 日高 長谷川 一男 500＋ 21：36．91	 53．0�
612 ク ロ ー チ ェ 牡4栗 57 福永 祐一 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 506－101：37．11� 7．1�
35 ド ル モ ン 牡4鹿 57 三浦 皇成伊藤 信之氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 B498－ 81：37．31 49．0�
48 � ハヤブサエミネンス 牝6鹿 55 横山 典弘武田 修氏 伊藤 圭三 米 Grand Farm 458＋101：37．62 124．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 72，986，300円 複勝： 115，609，000円 枠連： 61，641，300円
馬連： 220，631，600円 馬単： 119，883，700円 ワイド： 93，458，000円
3連複： 300，104，700円 3連単： 547，461，000円 計： 1，531，775，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，270円 複 勝 � 530円 � 150円 � 180円 枠 連（1－8） 1，670円

馬 連 �� 4，660円 馬 単 �� 13，000円

ワ イ ド �� 1，850円 �� 2，240円 �� 430円

3 連 複 ��� 9，050円 3 連 単 ��� 60，390円

票 数

単勝票数 計 729863 的中 � 25346（8番人気）
複勝票数 計1156090 的中 � 41811（10番人気）� 247795（1番人気）� 185039（2番人気）
枠連票数 計 616413 的中 （1－8） 27400（6番人気）
馬連票数 計2206316 的中 �� 34990（15番人気）
馬単票数 計1198837 的中 �� 6810（45番人気）
ワイド票数 計 934580 的中 �� 11861（20番人気）�� 9691（27番人気）�� 60059（2番人気）
3連複票数 計3001047 的中 ��� 24481（22番人気）
3連単票数 計5474610 的中 ��� 6691（155番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．3―34．8―46．8―59．0―1：10．9―1：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F35．9
3 1（4，11）（2，8，9，14）（6，10，12）－16，3－7－（5，13）15 4 1（4，11）（9，14）（2，8）（10，12）（6，16）3，7－13（5，15）

勝馬の
紹 介

�アンアヴェンジド �
�
父 Empire Maker �

�
母父 Known Fact デビュー 2012．2．26 中山1着

2009．5．18生 牝4黒鹿 母 Naughty Natisha 母母 Noble Natisha 7戦3勝 賞金 24，000，000円
※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 トミケンユークアイ号・ナムラグーテン号
（非抽選馬） 1頭 アメイジングアスク号



（25東京2）第2日 4月21日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
不良

競走回数 12回 出走頭数 181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 手 当

263，240，000円
2，080，000円
6，930，000円
2，760，000円
24，060，000円
68，763，500円
5，012，000円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
562，823，500円
890，949，300円
434，334，500円
1，768，468，100円
1，035，176，200円
677，765，300円
2，305，126，100円
4，275，980，700円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 11，950，623，700円

総入場人員 24，829名 （有料入場人員 23，511名）
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