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12025 4月29日 晴 良 （29東京2）第3日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時15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
1：33．8
1：33．3

重
良

36 プロディジャス 牝3鹿 54 内田 博幸�G1レーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 450－ 81：39．7 5．4�
48 マースチェル 牝3栗 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 436＋ 61：40．12� 8．4�
47 フラワーズブルーム 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 494＋ 21：40．2� 4．7�
59 ペイシャリサ 牝3栗 54 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 様似 髙村 伸一 484＋ 81：40．41� 59．5�
713 ア モ ー レ 牝3鹿 54 岩田 康誠大塚 亮一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム B452－ 41：40．61� 64．0�
611 スターズインヘヴン 牝3鹿 54 吉田 豊 	キャロットファーム 田村 康仁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460± 01：40．7� 12．2

11 オーシャンケリー 牝3鹿 54 柴田 大知高橋 佑吉氏 中川 公成 浦河 地興牧場 438－ 21：40．8クビ 20．4�
23 エアセリーナ 牝3栗 54 戸崎 圭太 �ラッキーフィールド高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 462－ 21：40．9� 15．3�
35 コ ン パ ー ニ 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也藤田 孟司氏 天間 昭一 新冠 株式会社
ノースヒルズ 478－ 61：41．0クビ 204．2

612 メイスンブルーム 牝3黒鹿54 田辺 裕信梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 本巣 一敏 440－12 〃 クビ 2．3�
714 スティーレナハト 牝3鹿 54 大野 拓弥加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 454 ―1：41．32 34．7�
12 ニシノヒスイ 牝3青 54 江田 照男西山 茂行氏 星野 忍 新ひだか 田原安田牧場 496＋ 21：41．4� 141．3�
24 ヒカリダイヤグラム 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ヒカリクラブ 池上 昌弘 新ひだか 三木田牧場 442－ 21：41．5� 171．6�
510 キ ャ ル フ 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 462－161：41．6� 220．4�
815 ピクニックランチ 牝3鹿 54 柴山 雄一吉田 千津氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 422－121：42．23� 38．6�
816 ブラックモトヒメ 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子黒澤 尚氏 柴田 政人 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 454＋161：42．83� 139．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，595，000円 複勝： 45，663，300円 枠連： 20，771，400円
馬連： 75，026，100円 馬単： 39，144，900円 ワイド： 42，659，100円
3連複： 105，287，000円 3連単： 133，250，900円 計： 491，397，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 190円 � 210円 � 170円 枠 連（3－4） 800円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 2，970円

ワ イ ド �� 520円 �� 440円 �� 630円

3 連 複 ��� 2，410円 3 連 単 ��� 13，510円

票 数

単勝票数 計 295950 的中 � 43322（3番人気）
複勝票数 計 456633 的中 � 60197（3番人気）� 53442（4番人気）� 77603（2番人気）
枠連票数 計 207714 的中 （3－4） 20072（3番人気）
馬連票数 計 750261 的中 �� 31186（7番人気）
馬単票数 計 391449 的中 �� 9863（11番人気）
ワイド票数 計 426591 的中 �� 20992（6番人気）�� 25846（4番人気）�� 16758（8番人気）
3連複票数 計1052870 的中 ��� 32726（5番人気）
3連単票数 計1332509 的中 ��� 7150（41番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．7―36．0―48．6―1：01．6―1：14．1―1：26．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．1―3F38．1
3 ・（6，8）15（3，12）13（5，7）（2，9，16）4，11－10－1－14 4 ・（6，8）（3，15）（12，13，9）5，7，11（2，4，16）10，1，14

勝馬の
紹 介

プロディジャス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Forestry デビュー 2016．7．31 新潟7着

2014．5．4生 牝3鹿 母 ロジャーズスー 母母 Fabulous 6戦1勝 賞金 6，800，000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 ノリミ号

12026 4月29日 晴 良 （29東京2）第3日 第2競走 ��2，100�サラブレッド系3歳
発走10時45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

810 オ ー ル デ ン 牡3鹿 56 田辺 裕信金山 敏也氏 小西 一男 浦河 金成吉田牧場 442－ 42：15．0 2．2�
67 ウイントリニティー 牡3鹿 56 松岡 正海�ウイン 高橋 祥泰 浦河 大北牧場 484＋ 22：15．31� 30．6�
11 ワンナイトインパリ 牡3鹿 56 C．ルメール 青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B490－ 42：15．4� 2．5�
66 メイショウシエロ 牡3鹿 56 蛯名 正義松本 好雄氏 千田 輝彦 新ひだか 三木田 明仁 490－ 82：15．93 19．8�
55 ベストダンス 牡3黒鹿56 岩田 康誠平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 486± 02：16．32� 78．9�
79 ワイルドソング 牡3鹿 56 柴田 善臣西村 專次氏 古賀 史生 新ひだか 静内フジカワ牧場 536－ 22：16．83 6．8	
33 ロードギブソン 牡3栗 56 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 奥村 豊 浦河 斉藤 政志 476－ 42：17．01� 59．6

811 ブラックヘルト 牡3鹿 56 柴山 雄一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 518＋ 62：17．32 10．8�
78 トゥザキングダム 牡3青鹿56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 田島 俊明 安平 追分ファーム 470－ 22：17．93� 24．4
22 ラ バ ブ ル 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎小林竜太郎氏 中川 公成 浦河 上山牧場 454－ 42：18．22 227．5�
44 ゴロウマルウィン 牡3芦 56 内田 博幸上羽 浩平氏 栗田 徹 日高 シンボリ牧場 502－102：18．41� 29．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 30，431，300円 複勝： 38，229，200円 枠連： 15，253，700円
馬連： 60，422，500円 馬単： 34，854，500円 ワイド： 35，458，400円
3連複： 78，933，500円 3連単： 127，887，600円 計： 421，470，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 440円 � 130円 枠 連（6－8） 1，080円

馬 連 �� 2，860円 馬 単 �� 3，810円

ワ イ ド �� 830円 �� 190円 �� 890円

3 連 複 ��� 2，050円 3 連 単 ��� 11，110円

票 数

単勝票数 計 304313 的中 � 105898（1番人気）
複勝票数 計 382292 的中 � 104117（1番人気）� 12859（7番人気）� 91120（2番人気）
枠連票数 計 152537 的中 （6－8） 10892（4番人気）
馬連票数 計 604225 的中 �� 16334（10番人気）
馬単票数 計 348545 的中 �� 6850（13番人気）
ワイド票数 計 354584 的中 �� 9438（10番人気）�� 60932（1番人気）�� 8694（11番人気）
3連複票数 計 789335 的中 ��� 28756（7番人気）
3連単票数 計1278876 的中 ��� 8341（30番人気）

ハロンタイム 7．4―11．7―13．4―13．2―13．3―13．1―12．7―12．6―12．5―12．3―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．4―19．1―32．5―45．7―59．0―1：12．1―1：24．8―1：37．4―1：49．9―2：02．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オ ー ル デ ン �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Alhaarth デビュー 2016．11．26 東京4着

2014．4．8生 牡3鹿 母 ビ シ ャ ー ラ 母母 Majmu 6戦1勝 賞金 9，350，000円

第２回 東京競馬 第３日



12027 4月29日 晴 良 （29東京2）第3日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時15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

24 ワイルドグラス 牡3鹿 56 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 浦河 宮内牧場 466－ 81：27．1 108．7�
713 マーブルフラッシュ 牡3栗 56 吉田 豊西村 專次氏 田島 俊明 平取 赤石牧場 448－ 81：27．63 14．6�
816 ウォーターメロン 牡3鹿 56 大野 拓弥大島有志生氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B514± 01：27．7� 2．2�
35 コパノジャクソン 牡3栗 56 田辺 裕信小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 健太郎 462－ 4 〃 クビ 8．1�
714 フォレルスケット 牝3鹿 54 蛯名 正義�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 412－181：27．8クビ 25．9�
36 リバーサルフィルム 牡3芦 56 C．ルメール �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム B496－ 61：27．9� 4．3	
11 サンカーメル 牝3鹿 54 松岡 正海 
加藤ステーブル 粕谷 昌央 日高 浦新 徳司 432－ 4 〃 クビ 165．1�
12 フォーエバースカイ 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也岡田 牧雄氏 大江原 哲 浦河 上山牧場 376－ 41：28．21� 120．4�
510 コンプレアンノ 牝3鹿 54 江田 照男柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 420－ 41：28．41� 129．4
23 ワ カ バ 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 418± 01：28．5� 114．3�
48 シンボリスーマラン 牡3鹿 56 木幡 初広シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 474＋ 2 〃 ハナ 14．4�
611 レ イ バ ッ ク 牡3鹿 56 柴山 雄一
Basic 池上 昌和 平取 赤石牧場 B452－ 41：28．6� 47．1�
612 マーケットレイズン 牝3芦 54 柴田 善臣峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 456－ 81：28．7� 236．9�
815 ジャンティーユ 牝3栗 54 柴田 大知伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 B444－ 21：29．02 34．8�
59 パルクールダンサー 牝3青鹿54 石川裕紀人前迫 義幸氏 奥村 武 新冠 村上 雅規 472－141：29．53 127．0�
47 ニシノマッハ 牡3鹿 56 戸崎 圭太西山 茂行氏 中舘 英二 新冠 村上 欽哉 466＋ 41：29．71� 5．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，750，400円 複勝： 38，438，300円 枠連： 18，919，800円
馬連： 61，888，800円 馬単： 34，736，700円 ワイド： 38，019，900円
3連複： 84，142，800円 3連単： 112，370，500円 計： 415，267，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，870円 複 勝 � 1，440円 � 300円 � 140円 枠 連（2－7） 12，610円

馬 連 �� 52，020円 馬 単 �� 156，000円

ワ イ ド �� 10，670円 �� 3，540円 �� 480円

3 連 複 ��� 27，670円 3 連 単 ��� 415，650円

票 数

単勝票数 計 267504 的中 � 1967（10番人気）
複勝票数 計 384383 的中 � 4788（10番人気）� 29513（5番人気）� 105738（1番人気）
枠連票数 計 189198 的中 （2－7） 1162（25番人気）
馬連票数 計 618888 的中 �� 922（57番人気）
馬単票数 計 347367 的中 �� 167（127番人気）
ワイド票数 計 380199 的中 �� 864（57番人気）�� 2636（31番人気）�� 22399（3番人気）
3連複票数 計 841428 的中 ��� 2280（65番人気）
3連単票数 計1123705 的中 ��� 196（642番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―36．3―49．1―1：02．0―1：14．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．8―3F38．0
3 ・（4，5）（2，12）6，14（7，15）（8，10，16）11，13，9，1，3 4 ・（4，5）12（2，6）14（7，15）16（8，10，11）（13，9）－（1，3）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ワイルドグラス �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ブラックホーク デビュー 2016．11．13 東京11着

2014．3．30生 牡3鹿 母 タムロウイング 母母 ノーブルエターナル 5戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タネノオー号

12028 4月29日 晴 良 （29東京2）第3日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時45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

715 マツリダウメキチ 牡3鹿 56 戸崎 圭太髙橋 文枝氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B476－ 41：49．4 3．1�
510 コンカーアゲン 牡3黒鹿 56

53 ▲武藤 雅浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 502－ 8 〃 アタマ 43．5�

611 クリップスプリンガ 牡3鹿 56 田中 勝春山下 良子氏 的場 均 新冠 ヤマタケ牧場 426± 01：49．5� 13．2�
59 ブラックギムレット 牡3黒鹿56 岩田 康誠黒澤 尚氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 442－ 21：49．6クビ 23．0�
48 パ ー リ オ 牡3鹿 56 田辺 裕信吉田 安惠氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 534 ― 〃 ハナ 15．9�
47 エンジェルドンキ 牝3黒鹿54 北村 宏司廣崎利洋HD� 青木 孝文 新ひだか 藤原牧場 472－ 2 〃 クビ 6．8	
23 エンターティナー 牡3黒鹿56 M．デムーロ諸江 幸祐氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 488－ 2 〃 ハナ 4．1

714 ウィードスピリット 牡3栗 56 蛯名 正義落合 幸弘氏 武藤 善則 新ひだか チャンピオンズファーム 464－ 21：49．7クビ 6．4�
35 ボクハチャーリー �3青鹿 56

53 ▲川又 賢治原 	子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 470－ 4 〃 クビ 185．1�
12 メモリーリング 牝3鹿 54 吉田 豊島川 哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 478＋ 21：49．8クビ 55．4�
11 サ ン シ ロ ウ 牡3鹿 56 柴山 雄一合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 502－12 〃 アタマ 35．6�
612 ロイヤルアイザック 牡3栗 56 大野 拓弥保坂 義貞氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 460－ 41：49．9
 27．3�
817 リ ュ イ ザ ン 牡3栗 56 柴田 善臣�G1レーシング 二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 416－141：50．22 66．2�
713 マイネルハドソン 牡3青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 504－10 〃 ハナ 44．3�
36 ショウナンアリスト 牡3黒鹿56 内田 博幸国本 哲秀氏 上原 博之 新ひだか 田中 裕之 490－ 21：50．3クビ 82．9�
816 ナンヨーサターン 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎中村 德也氏 宗像 義忠 新ひだか 平野牧場 414＋ 41：50．51
 235．7�
24 ウラドラブルース 牡3栗 56

53 ▲藤田菜七子�向別牧場 根本 康広 新冠 森永 聡 430－ 41：50．6� 120．5�
818 クオリティスタート 牝3栗 54 石川裕紀人大谷 正嗣氏 尾形 和幸 平取 坂東牧場 502－ 41：50．91� 30．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 35，601，300円 複勝： 53，051，000円 枠連： 25，386，900円
馬連： 75，659，000円 馬単： 36，451，800円 ワイド： 48，964，800円
3連複： 99，131，100円 3連単： 117，094，500円 計： 491，340，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 800円 � 300円 枠 連（5－7） 1，240円

馬 連 �� 8，230円 馬 単 �� 13，260円

ワ イ ド �� 2，380円 �� 500円 �� 4，860円

3 連 複 ��� 19，880円 3 連 単 ��� 108，690円

票 数

単勝票数 計 356013 的中 � 91362（1番人気）
複勝票数 計 530510 的中 � 115273（1番人気）� 13239（11番人気）� 43324（5番人気）
枠連票数 計 253869 的中 （5－7） 15783（5番人気）
馬連票数 計 756590 的中 �� 7121（24番人気）
馬単票数 計 364518 的中 �� 2061（43番人気）
ワイド票数 計 489648 的中 �� 5079（24番人気）�� 27528（3番人気）�� 2452（52番人気）
3連複票数 計 991311 的中 ��� 3739（58番人気）
3連単票数 計1170945 的中 ��� 781（312番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―35．9―48．9―1：01．6―1：14．3―1：26．1―1：37．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．1

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マツリダウメキチ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Pleasantly Perfect デビュー 2016．12．24 中山4着

2014．3．4生 牡3鹿 母 コージーロージー 母母 Felidia 5戦1勝 賞金 9，450，000円



12029 4月29日 晴 良 （29東京2）第3日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12時35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
1：19．6
1：19．0

良
良

36 ベストアクター 牡3芦 56 蛯名 正義 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 452 ―1：21．9 9．9�
48 タックボーイ 牡3鹿 56 柴田 大知 �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± 01：22．21� 5．0�
11 オーロラエンブレム 牝3鹿 54 M．デムーロ �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 424± 01：22．3� 2．9�
35 ファイブフォース 牝3鹿 54 田辺 裕信�サンライズ 栗田 徹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 466＋ 8 〃 クビ 13．5�
47 サクラメジャー 牝3鹿 54 戸崎 圭太�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 438－ 2 〃 アタマ 14．1	
713 ホーププラウド 牡3鹿 56 横山 典弘岡田 勇氏 柴田 政人 日高 千葉飯田牧場 456－ 21：22．4� 12．0

510 コパカバーナ 牝3栗 54 大野 拓弥�ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 室田 千秋 482－101：22．5クビ 37．0�
715 スズレジーム 牝3鹿 54 吉田 豊森 達郎氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 430 ― 〃 クビ 91．0�
816 ティナカヌメ 牝3黒鹿54 内田 博幸澤田 孝之氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田牧場 460＋ 41：22．92� 12．9
611 ピ オ ニ エ 牝3鹿 54 菅原 隆一田頭 勇貴氏 的場 均 新ひだか 岡田スタツド 408± 01：23．0� 334．8�
12 ショウナンアルマー 牝3青鹿54 柴山 雄一国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 454－ 81：23．21� 14．1�
817 ニシノキッカセキ 牡3鹿 56 松岡 正海西山 茂行氏 手塚 貴久 浦河 谷川牧場 460－ 81：23．3クビ 10．1�
714 ダブルディライト 牡3栗 56 石川裕紀人山口 正行氏 武市 康男 新冠 小泉牧場 468＋ 41：23．51� 51．2�
612 シーソルティキッス 牝3鹿 54 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 安平 ノーザンファーム 410－ 21：23．71� 27．0�
23 キョウエイハッチ 牡3鹿 56

53 ▲武藤 雅田中 晴夫氏 武藤 善則 新冠 坂元牧場 472－101：23．8クビ 232．7�
24 ブルーリゲル 牡3黒鹿56 田中 勝春藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 490－ 21：24．22� 38．9�
59 レッドティフォン 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎 �東京ホースレーシング 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 424－ 21：24．73 217．8�
818 ライズユアフラッグ 牡3青鹿56 嘉藤 貴行西城 公雄氏 松永 康利 日高 メイプルファーム 452 ―1：26．29 186．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 38，672，200円 複勝： 55，033，600円 枠連： 26，565，200円
馬連： 85，908，700円 馬単： 38，396，100円 ワイド： 54，292，500円
3連複： 108，917，300円 3連単： 126，028，700円 計： 533，814，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 300円 � 160円 � 160円 枠 連（3－4） 1，100円

馬 連 �� 2，800円 馬 単 �� 5，850円

ワ イ ド �� 930円 �� 890円 �� 420円

3 連 複 ��� 3，370円 3 連 単 ��� 21，870円

票 数

単勝票数 計 386722 的中 � 31087（3番人気）
複勝票数 計 550336 的中 � 37108（6番人気）� 103324（1番人気）� 98349（2番人気）
枠連票数 計 265652 的中 （3－4） 18619（5番人気）
馬連票数 計 859087 的中 �� 23763（11番人気）
馬単票数 計 383961 的中 �� 4922（23番人気）
ワイド票数 計 542925 的中 �� 14366（10番人気）�� 15031（8番人気）�� 35642（1番人気）
3連複票数 計1089173 的中 ��� 24237（4番人気）
3連単票数 計1260287 的中 ��� 4176（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．0―46．8―58．5―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベストアクター �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2014．2．28生 牡3芦 母 ベストロケーション 母母 ダイナアクトレス 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 ライズユアフラッグ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔調教再審査〕 ライズユアフラッグ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ライズユアフラッグ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月29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 アテンウズメ号・クリノナポレオン号

12030 4月29日 晴 良 （29東京2）第3日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走13時05分（番組第8競走を順序変更） （芝・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
1：56．1
1：56．1

良
良

88 ブラックプラチナム 牡4青鹿57 戸崎 圭太吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 490－ 62：00．7 1．6�
66 キングオブアームズ 牡4鹿 57 C．ルメール 窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 472± 02：00．91 4．8�
22 マツリダバッハ 牡4青鹿57 蛯名 正義髙橋 文枝氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B490－ 22：01．11 7．6�
55 コスモピクシス 牝4黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 416＋122：01．2� 6．8�
89 	 レオクイック 牡5鹿 57 江田 照男坂田 行夫氏 天間 昭一 浦河 田中スタッド 458－ 42：01．51
 102．0�
33 ワイルドゲーム 牡4鹿 57 松岡 正海合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 新ひだか 水丸牧場 494± 0 〃 ハナ 53．1	
77 	 レッドベリンダ 牝5鹿 55 北村 宏司 
東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B464± 02：02．03 12．3�
11 クラウンマグマ 牡4黒鹿57 吉田 豊矢野 恭裕氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 482＋14 〃 アタマ 23．2�
44 エドノジョンソン �5鹿 57

54 ▲野中悠太郎遠藤 喜松氏 小西 一男 浦河 高松牧場 456－ 42：03．49 95．3
（9頭）

売 得 金
単勝： 36，831，300円 複勝： 72，172，500円 枠連： 11，700，900円
馬連： 62，545，300円 馬単： 44，036，400円 ワイド： 33，060，900円
3連複： 68，836，700円 3連単： 180，999，400円 計： 510，183，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 120円 � 130円 枠 連（6－8） 330円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 170円 �� 180円 �� 330円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 1，460円

票 数

単勝票数 計 368313 的中 � 177397（1番人気）
複勝票数 計 721725 的中 � 455417（1番人気）� 71544（2番人気）� 63304（3番人気）
枠連票数 計 117009 的中 （6－8） 26814（1番人気）
馬連票数 計 625453 的中 �� 129058（1番人気）
馬単票数 計 440364 的中 �� 64112（1番人気）
ワイド票数 計 330609 的中 �� 55775（1番人気）�� 49214（2番人気）�� 20624（5番人気）
3連複票数 計 688367 的中 ��� 89570（1番人気）
3連単票数 計1809994 的中 ��� 89402（1番人気）

ハロンタイム 13．3―12．2―11．8―12．1―12．1―11．9―11．7―11．4―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．5―37．3―49．4―1：01．5―1：13．4―1：25．1―1：36．5―1：48．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．6

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

勝馬の
紹 介

ブラックプラチナム �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2015．11．1 東京1着

2013．3．11生 牡4青鹿 母 クーデグレイス 母母 グレイスルーマー 4戦2勝 賞金 14，500，000円



12031 4月29日 曇 良 （29東京2）第3日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走13時35分（番組第6競走を順序変更） （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，馬齢重量
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
1：33．8
1：33．3

重
良

816 アンティノウス 牡3黒鹿56 C．ルメール �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 524－ 61：37．2 14．2�
47 ペルランヴェール 牡3鹿 56 M．デムーロ吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 518－ 21：37．94 2．2�
48 サンチェサピーク 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �加藤ステーブル 加藤 征弘 新冠 芳住 鉄兵 524＋ 41：38．0� 3．9�
36 サ ノ ヘ ッ ド 牡3黒鹿56 田辺 裕信佐野 信幸氏 栗田 徹 日高 豊洋牧場 490－ 81：38．1� 12．5�
510 クリノフウジン 牡3栗 56 内田 博幸栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 476± 01：38．2クビ 19．3	
59 アポロミッション 牡3鹿 56 蛯名 正義アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 454－ 21：38．3� 116．8

714 ライデンバローズ 牡3芦 56 戸崎 圭太猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富菜牧場 536＋ 61：38．72� 29．4�
35 ハッスルバッスル 牡3黒鹿56 吉田 豊吉澤 克己氏 戸田 博文 新ひだか タイヘイ牧場 480－10 〃 ハナ 72．6�
713 ダイワドノヴァン 牡3黒鹿56 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 520－ 41：39．02 23．0
11 エグジットラック 牡3栗 56 柴山 雄一戸賀 智子氏 田村 康仁 平取 清水牧場 498＋ 2 〃 ハナ 35．1�
23 サンマルライバル 牡3青鹿56 横山 典弘相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 476－ 41：39．32 22．0�
815 ティーラウレア 牡3鹿 56 松岡 正海深見 富朗氏 伊藤 伸一 浦河 村下 清志 528－ 61：39．51� 7．4�
12 リアンヴェリテ 牡3鹿 56 石川裕紀人加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442－ 8 〃 ハナ 75．0�
24 � ビービーアルボーレ 牡3青鹿56 柴田 善臣�坂東牧場 中舘 英二 平取 坂東牧場 482－ 21：40．56 66．4�
611 ジ ョ ワ イ ユ 牝3鹿 54 大野 拓弥�ラ・メール 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 464＋ 41：41．24 99．0�
612 サリーバットマン 牡3栗 56 秋山真一郎黒須不二男氏 鈴木 伸尋 新ひだか 中田 浩美 500－ 81：42．9大差 170．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，825，000円 複勝： 65，332，800円 枠連： 31，530，700円
馬連： 98，126，500円 馬単： 47，328，700円 ワイド： 60，074，800円
3連複： 122，279，700円 3連単： 161，986，800円 計： 632，485，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 300円 � 130円 � 150円 枠 連（4－8） 340円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 5，490円

ワ イ ド �� 580円 �� 770円 �� 220円

3 連 複 ��� 2，080円 3 連 単 ��� 22，150円

票 数

単勝票数 計 458250 的中 � 25694（5番人気）
複勝票数 計 653328 的中 � 39472（5番人気）� 154651（1番人気）� 121527（2番人気）
枠連票数 計 315307 的中 （4－8） 70972（1番人気）
馬連票数 計 981265 的中 �� 42848（4番人気）
馬単票数 計 473287 的中 �� 6459（17番人気）
ワイド票数 計 600748 的中 �� 24408（4番人気）�� 17594（7番人気）�� 81060（1番人気）
3連複票数 計1222797 的中 ��� 43938（3番人気）
3連単票数 計1619868 的中 ��� 5300（50番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．8―12．5―12．8―12．5―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．1―34．9―47．4―1：00．2―1：12．7―1：24．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F37．0
3 2，6，16（10，8）14（9，11）（4，5，15）3－7（13，12）1 4 ・（2，6）16（10，8）9，14（4，5，11）（15，13）（3，7）1，12

勝馬の
紹 介

アンティノウス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2016．6．5 東京8着

2014．2．22生 牡3黒鹿 母 ミクロコスモス 母母 ユーアンミー 6戦2勝 賞金 14，200，000円
〔その他〕 サリーバットマン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 サリーバットマン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年5月29日まで出走できない。

12032 4月29日 晴 良 （29東京2）第3日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走14時05分（番組第7競走を順序変更） （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

611 フローラルダンサー 牝5鹿 55 内田 博幸岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 若林牧場 538＋ 81：25．3 26．9�
816 スールキートス 牝5黒鹿55 吉田 豊�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 498＋ 61：25．51� 14．1�
48 アオイサンシャイン 牝4黒鹿55 C．ルメール 新谷 幸義氏 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512－ 61：25．71� 1．9�
815 アキノバレリーナ 牝4栗 55 柴田 大知穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 484－ 41：25．8クビ 15．5�
713 フ ラ マ ブ ル 牝4栗 55 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448＋121：25．9� 6．1�
11 ハッピーサークル 牝5黒鹿55 戸崎 圭太西村 專次氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 478＋ 2 〃 アタマ 17．9	
47 リンガスヴィグラス 牝5鹿 55 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 474－ 41：26．0� 11．2

612 スモモチャン 牝4栗 55 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 444＋ 2 〃 アタマ 85．3�
59 � コパノディール 牝4黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子小林 照弘氏 尾形 充弘 むかわ 市川牧場 432＋ 4 〃 ハナ 73．1�
24 レアファインド 牝4鹿 55 大野 拓弥G1レーシング 田村 康仁 千歳 社台ファーム 470－ 41：26．1クビ 21．8�
714 ジョリガーニャント 牝4鹿 55

52 ▲武藤 雅井上 一郎氏 矢野 英一 新冠 須崎牧場 B466－ 41：26．73� 13．2�
36 キョウワクロニクル 牝4栗 55 岩田 康誠�協和牧場 和田正一郎 新冠 協和牧場 472＋ 21：26．8� 107．8�
35 コットンパール 牝4鹿 55 柴山 雄一�ミルファーム 高市 圭二 日高 前野牧場 454＋ 81：26．9クビ 191．4�
510� ミ ス ユ ー 牝4黒鹿55 江田 照男�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 450＋ 21：27．11� 101．8�
23 リチュアルローズ 牝4鹿 55 田中 勝春 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 470＋ 41：27．2� 12．3�
12 タイキマロン 牝4鹿 55

52 ▲野中悠太郎�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 466± 01：27．83� 72．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，113，200円 複勝： 52，441，000円 枠連： 31，764，800円
馬連： 95，862，900円 馬単： 46，340，900円 ワイド： 53，737，500円
3連複： 115，085，600円 3連単： 154，536，100円 計： 585，882，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，690円 複 勝 � 640円 � 310円 � 130円 枠 連（6－8） 6，720円

馬 連 �� 15，720円 馬 単 �� 37，090円

ワ イ ド �� 4，320円 �� 1，290円 �� 650円

3 連 複 ��� 12，300円 3 連 単 ��� 140，220円

票 数

単勝票数 計 361132 的中 � 10733（10番人気）
複勝票数 計 524410 的中 � 15302（10番人気）� 36743（5番人気）� 147475（1番人気）
枠連票数 計 317648 的中 （6－8） 3662（17番人気）
馬連票数 計 958629 的中 �� 4724（45番人気）
馬単票数 計 463409 的中 �� 937（93番人気）
ワイド票数 計 537375 的中 �� 3052（46番人気）�� 10652（11番人気）�� 22293（5番人気）
3連複票数 計1150856 的中 ��� 7015（38番人気）
3連単票数 計1545361 的中 ��� 799（390番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．1―36．2―48．3―1：00．6―1：12．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F37．0
3 ・（2，11）13（1，5，8）15（6，7）4（3，9，14）（12，16）－10 4 ・（2，11）13（1，5，8）（6，7，15）4（3，14）9（12，16）－10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

フローラルダンサー �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2014．10．19 東京11着

2012．5．23生 牝5鹿 母 ラインクラージュ 母母 シュガーエンジェル 23戦2勝 賞金 27，110，000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 アドラビリティ号



12033 4月29日 晴 良 （29東京2）第3日 第9競走 ��
��1，600�

ち ち ぶ

秩 父 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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

811 マコトサダイジン �6栗 57 蛯名 正義�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 446－ 81：34．2 20．2�
22 アヴニールマルシェ �5鹿 57 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 488－ 8 〃 クビ 1．7�
67 サ ン ク ロ ワ 牡4栗 57 戸崎 圭太�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 468－ 6 〃 アタマ 5．6�
55 ディープウェーブ 牡7青鹿57 岩田 康誠万波 健二氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－ 81：34．3	 39．7�
66 レーヌドブリエ 牝5栗 55 M．デムーロ �シルクレーシング 矢作 芳人 洞
湖 レイクヴィラファーム 440－ 41：34．4	 4．5	
810 アドマイヤツヨシ 牡7鹿 57 内田 博幸近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 476＋ 6 〃 ハナ 37．3

78 � バウトナカヤマ 牡5黒鹿57 柴田 善臣�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 522－ 21：34．71� 94．3�
33 ニシノカブケ 牡5栗 57 松岡 正海西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 496± 0 〃 クビ 18．0�
79 ド ゥ ー カ 牡4栗 57 田辺 裕信 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三枝牧場 482－ 81：34．91 13．5
44 タニノタキシード �7黒鹿57 野中悠太郎谷水 雄三氏 小桧山 悟 新ひだか カントリー牧場 488－ 21：35．11 125．4�
11 � アポロノホウリン 牡4鹿 57 北村 宏司アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 日高 天羽 禮治 488＋ 61：35．42 33．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 44，612，700円 複勝： 95，621，000円 枠連： 27，222，700円
馬連： 107，067，500円 馬単： 63，577，300円 ワイド： 55，715，000円
3連複： 138，064，900円 3連単： 273，266，100円 計： 805，147，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，020円 複 勝 � 290円 � 110円 � 160円 枠 連（2－8） 930円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 5，040円

ワ イ ド �� 580円 �� 1，120円 �� 250円

3 連 複 ��� 2，390円 3 連 単 ��� 27，460円

票 数

単勝票数 計 446127 的中 � 17660（6番人気）
複勝票数 計 956210 的中 � 33626（6番人気）� 571135（1番人気）� 82614（3番人気）
枠連票数 計 272227 的中 （2－8） 22672（2番人気）
馬連票数 計1070675 的中 �� 51205（6番人気）
馬単票数 計 635773 的中 �� 9450（15番人気）
ワイド票数 計 557150 的中 �� 23230（6番人気）�� 11209（15番人気）�� 67168（2番人気）
3連複票数 計1380649 的中 ��� 43219（8番人気）
3連単票数 計2732661 的中 ��� 7213（88番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．8―47．8―59．8―1：11．1―1：22．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マコトサダイジン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．9．1 小倉8着

2011．3．29生 �6栗 母 マコトマンリョウ 母母 マイサクセション 14戦3勝 賞金 31，509，000円

12034 4月29日 曇 良 （29東京2）第3日 第10競走 ��
��2，100�

しゅんこう

春光ステークス
発走15時10分 （ダート・左）
4歳以上，1，600万円以下，28．4．30以降29．4．23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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

47 デビルズハーツ 牡7鹿 54 岩田 康誠安原 浩司氏 戸田 博文 浦河 辻 牧場 506＋ 62：11．9 45．5�
24 ウインユニファイド 牡5黒鹿55 柴田 大知�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 512－ 6 〃 クビ 4．2�
510� シャイニービーム 牡5鹿 55 M．デムーロ小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 440－12 〃 ハナ 8．5�
816 プリンシアコメータ 牝4黒鹿52 横山 典弘芳川 貴行氏 矢野 英一 新冠 ベルモント

ファーム B474＋ 6 〃 アタマ 28．0�
23 クラウンシャイン 牡5栗 56 石川裕紀人�クラウン 蛯名 利弘 浦河 富塚ファーム 480＋ 22：12．32 14．1�
36 スリータイタン �8黒鹿53 大野 拓弥永井商事� 村山 明 新ひだか グランド牧場 454－ 82：12．61	 13．4	
713 クリノリトミシュル 牝4鹿 54 C．ルメール 栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 492－ 22：12．7クビ 2．9

12 バイオンディップス 牡5黒鹿54 田中 勝春丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム B526＋ 4 〃 ハナ 11．6�
815 ケンベストカフェ 牡5黒鹿54 蛯名 正義中西 健氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 472－ 82：12．8	 37．1�
611
 セ セ リ 牡6栗 54 川又 賢治冨士井直哉氏 森 秀行 米 William Paca

Beatson Jr. 512－ 62：13．11	 26．8
48 ワトソンクリック 牡5鹿 53 内田 博幸本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 メイプルファーム 508－ 8 〃 クビ 126．9�
35 セイカフォルテ 牡9鹿 53 吉田 豊久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 466± 02：13．73� 92．2�
714 ルファルシオン 牡6芦 54 柴山 雄一 �グリーンファーム松田 国英 千歳 社台ファーム 514－ 62：14．02 53．5�
59 � エアカーディナル 牡6鹿 54 田辺 裕信 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 486＋ 42：14．42 33．8�
11 アドマイヤロケット 牡5青鹿55 戸崎 圭太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478－102：16．3大差 8．4�
612 キングルアウ 牡5鹿 54 松岡 正海 �社台レースホース奥村 豊 安平 追分ファーム B498－ 42：17．47 40．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，213，200円 複勝： 76，248，700円 枠連： 46，737，600円
馬連： 162，800，100円 馬単： 66，118，800円 ワイド： 86，229，300円
3連複： 220，301，900円 3連単： 280，620，800円 計： 992，270，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，550円 複 勝 � 770円 � 190円 � 330円 枠 連（2－4） 5，710円

馬 連 �� 9，540円 馬 単 �� 25，650円

ワ イ ド �� 2，800円 �� 4，350円 �� 800円

3 連 複 ��� 16，070円 3 連 単 ��� 220，180円

票 数

単勝票数 計 532132 的中 � 9353（13番人気）
複勝票数 計 762487 的中 � 21217（10番人気）� 125761（2番人気）� 58849（5番人気）
枠連票数 計 467376 的中 （2－4） 6336（21番人気）
馬連票数 計1628001 的中 �� 13215（32番人気）
馬単票数 計 661188 的中 �� 1933（77番人気）
ワイド票数 計 862293 的中 �� 7774（31番人気）�� 4958（45番人気）�� 28982（6番人気）
3連複票数 計2203019 的中 ��� 10281（48番人気）
3連単票数 計2806208 的中 ��� 924（628番人気）

ハロンタイム 7．2―11．5―12．6―12．1―12．0―11．9―12．4―12．8―12．6―13．3―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．7―31．3―43．4―55．4―1：07．3―1：19．7―1：32．5―1：45．1―1：58．4

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

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

・（15，16）（1，14）（11，12）3，8，10，4，13，2，7，5（6，9）・（15，16）14（11，3，12）10（1，8，4）（2，13）5，7，9，6
勝馬の
紹 介

デビルズハーツ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2013．3．10 阪神3着

2010．4．29生 牡7鹿 母 セルリアンブルー 母母 プレイリークイーン 29戦4勝 賞金 70，542，000円
〔発走状況〕 バイオンディップス号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。



12035 4月29日 晴 良 （29東京2）第3日 第11競走 ��
��2，400�第24回テレビ東京杯青葉賞（ＧⅡ）

発走15時45分 （ダービートライアル） （芝・左）
3歳；負担重量は，馬齢重量

テレビ東京賞（1着）
賞 品

本 賞 54，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，100，000円 5，400，000円
付 加 賞 882，000円 252，000円 126，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

710 アドミラブル 牡3鹿 56 M．デムーロ近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 510－ 42：23．6 1．5�
79 � ベストアプローチ 牡3栗 56 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 英 Car Colston

Hall Stud 468－ 82：24．02� 11．7�
56 アドマイヤウイナー 牡3黒鹿56 秋山真一郎近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 490－ 22：24．21	 20．2�
44 ポポカテペトル 牡3芦 56 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474－ 8 〃 ハナ 9．1�
22 サーレンブラント 牡3鹿 56 柴山 雄一窪田 芳郎氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 444－ 42：24．51
 55．4�
55 ダノンキングダム 牡3栗 56 内田 博幸�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 480＋ 42：25．24 15．0	
811 トリコロールブルー 牡3青鹿56 戸崎 圭太 
シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474－102：25．51
 7．6�
812 イ ブ キ 牡3黒鹿56 田辺 裕信井山 登氏 奥村 武 新冠 岩見牧場 470－ 22：25．71	 17．3�
67 マイネルスフェーン 牡3栗 56 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 446＋ 42：26．02 12．6
68 タガノアシュラ 牡3黒鹿56 北村 宏司八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 500－ 82：26．1
 49．1�
11 スズカロング 牡3鹿 56 蛯名 正義永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 480± 02：26．52� 190．8�
33 アグネスウイン 牡3鹿 56 川又 賢治畑佐 博氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 488－ 62：27．03 320．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 185，280，800円 複勝： 281，893，000円 枠連： 76，184，500円
馬連： 541，478，500円 馬単： 250，171，500円 ワイド： 249，083，100円
3連複： 710，836，800円 3連単： 1，440，321，000円 計： 3，735，249，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 210円 � 280円 枠 連（7－7） 800円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 320円 �� 460円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 3，190円 3 連 単 ��� 8，440円

票 数

単勝票数 計1852808 的中 � 927484（1番人気）
複勝票数 計2818930 的中 � 1435916（1番人気）� 202894（5番人気）� 135949（7番人気）
枠連票数 計 761845 的中 （7－7） 73336（5番人気）
馬連票数 計5414785 的中 �� 564986（3番人気）
馬単票数 計2501715 的中 �� 194434（3番人気）
ワイド票数 計2490831 的中 �� 217960（2番人気）�� 139362（5番人気）�� 34723（25番人気）
3連複票数 計7108368 的中 ��� 167072（14番人気）
3連単票数 計14403210 的中 ��� 123602（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―23．7―35．5―47．3―59．7―1：12．1―1：24．4―1：36．5―1：48．4―2：00．2―2：11．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F35．2
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

アドミラブル �
�
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 2016．9．25 阪神9着

2014．3．23生 牡3鹿 母 スカーレット 母母 グレースアドマイヤ 4戦3勝 賞金 70，071，000円
〔制裁〕 アドミラブル号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：9番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりアドミラブル号・ベストアプローチ号は，東京優駿（GⅠ）競走に優先出走できる。

12036 4月29日 晴 良 （29東京2）第3日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

612 オニノシタブル 牡6栗 57 柴田 大知青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B490± 01：24．5 5．7�
23 メリートーン 牝4鹿 55 柴山 雄一水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 442－ 21：24．82 12．5�
815 ウサギノカケアシ 牡5芦 57

54 ▲野中悠太郎桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 大滝 康晴 498± 01：25．01� 41．5�
12 クイーンズターフ 牝5青鹿55 内田 博幸合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 安平 ノーザンファーム 480－ 2 〃 アタマ 32．3�
24 ウェイトアンドシー 	6黒鹿57 岩田 康誠岡田 牧雄氏 新開 幸一 浦河 高村牧場 490－ 41：25．1
 16．6�
713 トミケンキルカス 牡5栗 57 石川裕紀人冨樫 賢二氏 大和田 成 新ひだか 飯岡牧場 494－14 〃 ハナ 36．7�
35 ララパルーザ 牡4鹿 57 大野 拓弥 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 浦河 大柳ファーム 520－ 21：25．3� 37．6

816 イダクァイマ 牡5栗 57 松岡 正海張 一達氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B514－ 61：25．51� 18．5�
11 シアーライン 牡4鹿 57 C．ルメール 吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 514－ 21：25．6クビ 2．8�
714 ラミアカーサ 牝5栗 55

52 ▲藤田菜七子藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 442＋ 21：26．55 35．2

36 � カフジオリオン 牡5鹿 57 蛯名 正義加藤 守氏 中竹 和也 米 Lester Kwok &
Dr. Naoya Yoshida 474－ 6 〃 クビ 9．2�

59 ハリケーンリリー 	6鹿 57 吉田 豊山上 和良氏 中川 公成 浦河 木村牧場 512－ 21：26．82 160．7�
48 サトノスピードオー 牡4青鹿57 戸崎 圭太里見 治氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 522－ 41：27．22
 4．1�
611 ネオビッグバン 牡4鹿 57 嘉藤 貴行関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 464－ 61：27．3クビ 170．2�
510 タニセンジャッキー 牡8鹿 57 田中 勝春染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 482－ 41：27．51� 48．8�
47 � ディプロムソング 牡6芦 57 柴田 善臣林 正道氏 的場 均 米 Southern Equine

Stables, LLC 506＋ 81：28．35 117．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 72，347，300円 複勝： 105，379，200円 枠連： 50，165，700円
馬連： 199，975，200円 馬単： 90，965，500円 ワイド： 115，164，600円
3連複： 269，342，000円 3連単： 391，683，400円 計： 1，295，022，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 210円 � 360円 � 750円 枠 連（2－6） 1，970円

馬 連 �� 3，060円 馬 単 �� 5，980円

ワ イ ド �� 840円 �� 2，650円 �� 5，450円

3 連 複 ��� 30，100円 3 連 単 ��� 145，470円

票 数

単勝票数 計 723473 的中 � 100482（3番人気）
複勝票数 計1053792 的中 � 160814（2番人気）� 74453（5番人気）� 31073（11番人気）
枠連票数 計 501657 的中 （2－6） 19731（8番人気）
馬連票数 計1999752 的中 �� 50588（9番人気）
馬単票数 計 909655 的中 �� 11398（20番人気）
ワイド票数 計1151646 的中 �� 36889（7番人気）�� 11022（32番人気）�� 5280（47番人気）
3連複票数 計2693420 的中 ��� 6709（93番人気）
3連単票数 計3916834 的中 ��� 1952（429番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．7―12．2―12．1―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．2―47．4―59．5―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オニノシタブル �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2013．10．6 東京13着

2011．4．10生 牡6栗 母 マジックミラージュ 母母 Missy’s Mirage 29戦4勝 賞金 56，670，000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） 4頭 シゲルヒラマサ号・タニガワ号・トモトモリバー号・フィラーレ号
（非抽選馬） 1頭 ヴェゼール号



（29東京2）第3日 4月29日 （祝日） 晴時々曇 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

276，640，000円
15，400，000円
2，110，000円
33，140，000円
71，435，000円
4，754，000円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
635，273，700円
979，503，600円
382，203，900円
1，626，761，100円
792，123，100円
872，459，900円
2，121，159，300円
3，500，045，800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 10，909，530，400円

総入場人員 45，615名 （有料入場人員 43，683名）
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