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12025 4月28日 晴 稍重 （30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 ヤマニンリュシオル 牝3芦 54 伊藤 工真土井 肇氏 蛯名 利弘 新冠 錦岡牧場 464＋ 61：40．3 398．3�
612 シネマソングス 牝3黒鹿54 C．ルメール �グリーンファーム小笠 倫弘 浦河 有限会社

吉田ファーム 430± 01：40．4� 4．6�
24 ジャンティエス 牝3栗 54 江田 照男落合 幸弘氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 460± 01：40．5クビ 23．2�
23 イ セ ベ ル 牝3鹿 54 吉田 隼人谷掛 龍夫氏 大江原 哲 新ひだか 片山牧場 450＋ 2 〃 ハナ 1．8�
35 カ プ ア 牝3栗 54 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 千歳 社台ファーム 466＋ 21：40．81� 15．9�
815 ゴールデンライラ 牝3栗 54 石橋 脩 H.F Association 高橋 文雅 新ひだか 増本牧場 456－ 81：41．12 23．6	
611 セレブレイトダンス 牝3栗 54 古川 吉洋 
シルクレーシング 竹内 正洋 平取 坂東牧場 432＋11 〃 ハナ 143．9�
713 マインクイーン 牝3鹿 54 岩部 純二峰 哲馬氏 萱野 浩二 新ひだか 藤吉牧場 406＋ 61：41．2� 166．0�
816 アルファルミナス 牝3黒鹿54 田辺 裕信�貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 460＋ 21：41．3� 63．1
47 イ ー リ ス 牝3栗 54 大野 拓弥
谷岡牧場 菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 468－101：41．4� 16．0�
59 ペイシャガンセ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也北所 直人氏 本間 忍 新冠 隆栄牧場 482± 01：41．71� 212．7�
11 ボニータミノル 牝3鹿 54 和田 竜二吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 446＋101：42．23 60．3�
48 フジノシャイン 牝3鹿 54

52 △武藤 雅遠藤 良一氏 和田 雄二 新ひだか カタオカフアーム 464＋ 41：42．41� 17．2�
714 メジャードリーム 牝3鹿 54 三浦 皇成田畑 憲士氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 486－ 41：43．57 5．8�
510 ピーチファービー 牝3鹿 54 武士沢友治
ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 450－ 21：43．71 233．7�
12 スーパーヴュー 牝3黒鹿54 田中 勝春藤田 在子氏 伊藤 伸一 日高 天羽 禮治 414＋ 61：46．7大差 300．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，931，400円 複勝： 64，178，800円 枠連： 16，328，400円
馬連： 65，693，800円 馬単： 35，424，800円 ワイド： 43，525，200円
3連複： 88，349，100円 3連単： 124，496，800円 計： 466，928，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 39，830円 複 勝 �10，030円 � 250円 � 770円 枠 連（3－6） 3，950円

馬 連 �� 144，630円 馬 単 �� 435，550円

ワ イ ド �� 21，250円 �� 40，400円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 556，820円 3 連 単 ��� 10，028，900円

票 数

単勝票数 計 289314 的中 � 581（16番人気）
複勝票数 計 641788 的中 � 1441（16番人気）� 81729（2番人気）� 20721（8番人気）
枠連票数 計 163284 的中 （3－6） 3200（14番人気）
馬連票数 計 656938 的中 �� 352（74番人気）
馬単票数 計 354248 的中 �� 61（164番人気）
ワイド票数 計 435252 的中 �� 518（68番人気）�� 272（93番人気）�� 9829（10番人気）
3連複票数 計 883491 的中 ��� 119（292番人気）
3連単票数 計1244968 的中 ��� 9（2331番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―35．2―47．5―1：00．2―1：13．5―1：26．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．8―3F40．1
3 ・（3，4）（14，5）（1，6）（8，12）2（7，10）（13，15）9，11，16 4 ・（3，4）14（1，6，5）8－12（2，7，10）（13，15）（9，11，16）

勝馬の
紹 介

ヤマニンリュシオル �
�
父 キャプテントゥーレ �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2018．4．8 福島12着

2015．4．2生 牝3芦 母 ヤマニンマドレーヌ 母母 ヤマニンジュエリー 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 マインクイーン号の調教師萱野浩二は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スーパーヴュー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月28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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ナリノリリー号

12026 4月28日 晴 稍重 （30東京2）第3日 第2競走 ��1，400�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
1：21．5
1：21．5

重
不良

24 タイキメサイア 牡3栗 56 内田 博幸�大樹ファーム 高橋 祥泰 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 506－ 81：26．6 5．0�

47 サノノタテヤマ 牡3鹿 56 C．ルメール 佐野 信幸氏 中舘 英二 日高 豊洋牧場 452－ 41：26．7� 5．9�
714 バットオールソー 牡3栗 56 田辺 裕信久保田 定氏 大和田 成 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋ 21：27．33� 2．9�
815 キーサンダー 牡3栗 56

54 △武藤 雅北前孔一郎氏 黒岩 陽一 日高 高澤 俊雄 492－ 81：27．4クビ 25．3�
23 ミルトボード 牡3芦 56 和田 竜二永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 新冠 浜口牧場 460－ 81：27．82� 26．0�
36 ミツオサウスポー 牡3栗 56 吉田 隼人菊地 祐司氏 大江原 哲 むかわ 上水牧場 508－ 21：28．01 6．8	
510 ミスティカル 牡3鹿 56 横山 典弘
Basic 田村 康仁 新ひだか 小倉 光博 462－ 4 〃 アタマ 6．0�
35 アーキトレーヴ �3栗 56 田中 勝春
G1レーシング 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 452－141：28．1� 31．9�
12 ディスクメディア 牡3鹿 56 横山 和生村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 450± 01：28．2クビ 281．3
11 インペリアルエア 牡3黒鹿56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 492 ―1：28．3� 70．6�
713 コンノートヒューズ 牡3栗 56 戸崎 圭太浜野順之助氏 谷原 義明 新冠 石郷岡 雅樹 500－ 21：28．51� 48．4�
59 トーアスサノオー 牡3栗 56 江田 照男高山ランド
 星野 忍 豊浦トーア牧場 452± 01：29．45 41．8�
816 カラフルワールド 牡3栗 56 松岡 正海窪田 芳郎氏 久保田貴士 浦河 有限会社

吉田ファーム 426＋ 81：30．14 17．2�
612 ビッグジュジュ 牝3鹿 54 古川 吉洋�ビッグ 石栗 龍彦 新冠 五丸農場 402± 01：30．3� 321．8�
48 シ ョ ウ カ ク 牝3栗 54 武士沢友治中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 428 ―1：30．83 171．8�
611 ログインアイディー 牡3栗 56 伊藤 工真薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 460－ 41：32．18 264．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，485，200円 複勝： 48，410，400円 枠連： 14，879，600円
馬連： 62，806，600円 馬単： 27，793，000円 ワイド： 39，794，000円
3連複： 80，166，200円 3連単： 93，938，700円 計： 396，273，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 170円 � 170円 � 140円 枠 連（2－4） 1，250円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 3，110円

ワ イ ド �� 650円 �� 370円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 10，850円

票 数

単勝票数 計 284852 的中 � 44868（2番人気）
複勝票数 計 484104 的中 � 66486（5番人気）� 67112（4番人気）� 105405（1番人気）
枠連票数 計 148796 的中 （2－4） 9214（6番人気）
馬連票数 計 628066 的中 �� 27344（7番人気）
馬単票数 計 277930 的中 �� 6685（11番人気）
ワイド票数 計 397940 的中 �� 14562（8番人気）�� 28351（3番人気）�� 30734（2番人気）
3連複票数 計 801662 的中 ��� 38391（2番人気）
3連単票数 計 939387 的中 ��� 6274（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．4―36．1―48．5―1：00．9―1：13．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイキメサイア �
�
父 ハードスパン �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2018．1．27 東京3着

2015．3．6生 牡3栗 母 タイキエイワン 母母 ヤエノジョオー 3戦1勝 賞金 6，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ログインアイディー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年5月28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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 テイエムベアッコ号

第２回 東京競馬 第３日



12027 4月28日 晴 稍重 （30東京2）第3日 第3競走 ��
��2，100�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
2：06．7
2：05．9

良
良

35 ド ー フ ァ ン 牡3鹿 56 和田 竜二 �シルクレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 520－ 22：14．9 12．4�
23 エールブラン 牡3芦 56

54 △武藤 雅 �キャロットファーム 上原 博之 新ひだか 井高牧場 500－ 6 〃 クビ 65．2�
11 リキサンゴルト 牡3鹿 56 内田 博幸 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 490－102：15．32� 6．3�
816 トキメキジュピター 牡3黒鹿56 柴田 善臣片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 浦河 室田 千秋 488－ 62：16．04 6．0�
713 ユ メ ノ サ キ 牡3栗 56 大野 拓弥山田 和正氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B524－ 4 〃 アタマ 6．0�
24 クリノバルテュス 牡3鹿 56 松岡 正海栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 木村牧場 482± 02：16．42 69．2	
48 サクラトップタイム 牡3鹿 56 江田 照男
トップフェロウ武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B480± 02：16．82� 138．0�
714 マイネルトワイス 牡3栗 56 戸崎 圭太 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 村上 雅規 496± 02：17．01� 4．5�
510 ア ル ジ 牡3鹿 56 岩田 康誠増田 和啓氏 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B494－ 22：17．31	 31．4
815 マイネルミシシッピ 牡3鹿 56 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 浦河 栄進牧場 496＋ 2 〃 アタマ 6．3�
12 モリトディライト 牡3栗 56 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 日高 木村牧場 B516＋ 42：17．83 36．9�
36 オーフルテソーロ 牡3鹿 56 吉田 隼人了德寺健二ホール

ディングス
 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 518－ 82：18．22� 48．1�
611 ヘッドスタート 牡3芦 56 三浦 皇成山田 弘氏 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 458－ 22：18．41� 6．4�
59 ト サ イ チ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也林 啓二氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 444± 02：18．61� 276．4�
612 フラッシュテソーロ 牡3黒鹿56 田辺 裕信了德寺健二ホール

ディングス
 金成 貴史 安平 ノーザンファーム B468－ 22：19．02� 42．4�
47 イ ェ ー イ 牡3栗 56 田中 勝春山下 良子氏 的場 均 新冠 石田牧場 B460－ 22：20．17 187．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，780，900円 複勝： 49，493，300円 枠連： 20，880，000円
馬連： 61，704，800円 馬単： 28，059，200円 ワイド： 39，551，500円
3連複： 80，872，900円 3連単： 90，777，000円 計： 398，119，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 430円 � 2，080円 � 240円 枠 連（2－3） 15，130円

馬 連 �� 52，890円 馬 単 �� 105，750円

ワ イ ド �� 11，540円 �� 1，590円 �� 7，350円

3 連 複 ��� 87，390円 3 連 単 ��� 678，480円

票 数

単勝票数 計 267809 的中 � 17265（7番人気）
複勝票数 計 494933 的中 � 29795（7番人気）� 5260（13番人気）� 63872（3番人気）
枠連票数 計 208800 的中 （2－3） 1069（26番人気）
馬連票数 計 617048 的中 �� 904（68番人気）
馬単票数 計 280592 的中 �� 199（132番人気）
ワイド票数 計 395515 的中 �� 871（68番人気）�� 6571（20番人気）�� 1373（55番人気）
3連複票数 計 808729 的中 ��� 694（165番人気）
3連単票数 計 907770 的中 ��� 97（1073番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―18．9―31．7―44．5―57．1―1：10．2―1：23．3―1：36．0―1：49．1―2：01．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ド ー フ ァ ン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．9．24 中山10着

2015．3．21生 牡3鹿 母 シャルロットノアル 母母 ウィッチズハット 3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。
（非抽選馬） 1頭 ディキディキ号

12028 4月28日 晴 良 （30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

815 エピキュリアン �3鹿 56 H．ボウマン 村野 康司氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 490－ 61：48．5 4．7�
（豪）

713 ラヴベローナ 牝3鹿 54 蛯名 正義菅原 広隆氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 456－ 4 〃 クビ 6．3�
35 グラマラスライフ 牝3黒鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 470＋141：48．81� 3．4�
36 ソーラーフレア 牡3鹿 56 田辺 裕信ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444－ 41：49．01� 4．6�
12 オートヴィル 牡3鹿 56 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 和田 勇介 新ひだか 岡田スタツド 490± 01：49．1クビ 132．5	
612 マイネルビーラヴド 牡3栗 56 嘉藤 貴行 �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 B468± 0 〃 クビ 199．9

59 イ ベ リ ア 牡3黒鹿56 岩田 康誠森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 484－ 81：49．2� 3．6�
817 クイーンズムーヴ 牝3鹿 54 和田 竜二ゴドルフィン 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468－ 81：49．73 77．5�
47 ハピネスメーカー 牝3鹿 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 428－ 21：50．12� 49．2
611 ニシノラヴコール 牝3黒鹿54 戸崎 圭太西山 茂行氏 武藤 善則 新冠 村上 欽哉 438＋ 21：50．2� 34．7�
23 ピュアココロ 牝3青鹿54 横山 和生鶴見 芳子氏 青木 孝文 新冠 村上 欽哉 446± 0 〃 ハナ 284．5�
714 ヴィヴァマリアンヌ 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也井上 一郎氏 武藤 善則 様似 中脇 一幸 452－ 21：50．41� 276．9�
11 マイネルセボン 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム 516－ 61：50．82� 166．3�
816 ジョーカーワイルド 牡3鹿 56 武士沢友治 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 502－101：50．9クビ 368．7�
24 シバノキャンドル 牝3鹿 54 江田 照男柴 一男氏 星野 忍 新ひだか 竹内 良一 428＋ 61：51．32� 331．1�
510 セイウングラッパ 牡3黒鹿 56

54 △武藤 雅西山 茂行氏 伊藤 圭三 日高 長谷川 一男 442± 01：51．5� 222．2�
48 ククリナイフ 牡3黒鹿56 岩部 純二田頭 勇貴氏 谷原 義明 日高 豊洋牧場 434－ 41：51．71� 500．1�

（17頭）

売 得 金
単勝： 40，197，000円 複勝： 53，819，500円 枠連： 17，434，700円
馬連： 66，651，400円 馬単： 35，143，400円 ワイド： 39，906，600円
3連複： 78，698，100円 3連単： 113，873，900円 計： 445，724，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 140円 � 140円 枠 連（7－8） 1，620円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，530円

ワ イ ド �� 430円 �� 320円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 10，370円

票 数

単勝票数 計 401970 的中 � 67972（4番人気）
複勝票数 計 538195 的中 � 83897（5番人気）� 97878（2番人気）� 104243（1番人気）
枠連票数 計 174347 的中 （7－8） 8296（7番人気）
馬連票数 計 666514 的中 �� 35538（10番人気）
馬単票数 計 351434 的中 �� 10398（15番人気）
ワイド票数 計 399066 的中 �� 22813（9番人気）�� 32781（2番人気）�� 23933（8番人気）
3連複票数 計 786981 的中 ��� 34891（8番人気）
3連単票数 計1138739 的中 ��� 7961（48番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―36．7―49．5―1：02．0―1：14．3―1：25．9―1：37．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F34．2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エピキュリアン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 バ ゴ デビュー 2017．9．24 中山3着

2015．2．19生 �3鹿 母 イ オ ス 母母 チ ュ ー ニ ー 4戦1勝 賞金 7，550，000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。



12029 4月28日 晴 良 （30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

817 サンメイコン 牝3黒鹿54 松岡 正海 �加藤ステーブル 鹿戸 雄一 日高 有限会社
ケイズ 446－ 61：21．2 6．4�

12 プレイズラン 牝3栗 54 的場 勇人岡村 善行氏 牧 光二 日高 天羽牧場 444－ 41：21．41 133．1�
59 ダ ジ ボ ー グ 牡3黒鹿56 石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 428－ 8 〃 ハナ 17．2�
36 アートシュアリー 牝3黒鹿 54

52 △武藤 雅森山 進氏 本間 忍 千歳 社台ファーム 402－ 81：21．72 20．7�
23 スリーマグナム 牡3鹿 56 江田 照男永井商事� 田中 剛 新ひだか 城地牧場 494± 01：21．91� 19．6�
715 ラブリランテ 牝3鹿 54 柴田 善臣 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 竹内 正洋 平取 船越 伸也 464－ 21：22．43 7．9	
510 シルフィウム 牡3黒鹿56 大野 拓弥 
シルクレーシング 手塚 貴久 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 41：22．5� 6．4�
35 デルマコニャック 牝3鹿 54 武士沢友治浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 434－ 41：22．6� 6．6�
816 テリングブロウ 牡3鹿 56 三浦 皇成ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋ 21：22．7� 27．5
713 ケイディーズネイル 牝3栗 54 北村 宏司田島 大史氏 青木 孝文 新冠 長浜牧場 416± 01：22．8� 7．1�
611 ブラウンシュシュ 牝3栗 54 岩田 康誠キャピタルクラブ 武藤 善則 浦河 カナイシスタッド 408－ 81：23．01� 105．8�
48 コーラルフィーユ 牝3栗 54 内田 博幸 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 新ひだか 三石川上牧場 426＋ 41：23．21� 58．0�
612 マイネルマンデリン 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新ひだか 山野牧場 496 ― 〃 クビ 42．0�
47 ホウオウシックス 牡3栗 56 田辺 裕信小笹 芳央氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 450－ 61：23．62� 4．2�
11 ヴィーヴァマーレ 牡3青 56

53 ▲木幡 育也芹澤 精一氏 勢司 和浩 新ひだか 原口牧場 466 ― 〃 アタマ 97．7�
818 ブライトホープ 牝3黒鹿54 石橋 脩ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444－141：23．7� 112．0�
24 ヒマラヤアクア 牡3鹿 56 田中 勝春辻 大作氏 小桧山 悟 浦河 グランデファーム 444－ 2 〃 クビ 114．4�
714 ア キ ヒ メ 牝3鹿 54 横山 和生桐谷 茂氏 松永 康利 新冠 高瀬牧場 404± 01：24．12� 83．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，035，300円 複勝： 53，189，500円 枠連： 21，421，700円
馬連： 76，514，000円 馬単： 32，104，900円 ワイド： 49，507，000円
3連複： 94，967，500円 3連単： 102，194，700円 計： 462，934，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 280円 � 3，190円 � 640円 枠 連（1－8） 11，950円

馬 連 �� 38，100円 馬 単 �� 68，790円

ワ イ ド �� 10，790円 �� 2，350円 �� 10，780円

3 連 複 ��� 123，440円 3 連 単 ��� 740，910円

票 数

単勝票数 計 330353 的中 � 40677（3番人気）
複勝票数 計 531895 的中 � 57705（5番人気）� 3848（17番人気）� 21246（8番人気）
枠連票数 計 214217 的中 （1－8） 1389（27番人気）
馬連票数 計 765140 的中 �� 1556（73番人気）
馬単票数 計 321049 的中 �� 350（146番人気）
ワイド票数 計 495070 的中 �� 1174（81番人気）�� 5534（25番人気）�� 1175（80番人気）
3連複票数 計 949675 的中 ��� 577（263番人気）
3連単票数 計1021947 的中 ��� 100（1547番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．3―11．7―11．3―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．5―46．2―57．5―1：09．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．0
3 3，5（2，17）（7，13）（9，11，18）（6，10）16－（8，12）4－14，15－1 4 3，5（2，17）（9，7，11，13）（6，10，18）－16－12－（4，8）（15，14）＝1

勝馬の
紹 介

サンメイコン �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．12．28 中山9着

2015．4．24生 牝3黒鹿 母 シ ナ ル 母母 イブキスタイリスト 5戦1勝 賞金 9，600，000円
〔発走状況〕 ケイディーズネイル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 バトルガニアン号

12030 4月28日 晴 良 （30東京2）第3日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走13時05分 （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

12 ミックベンハー 牡3栗 56
54 △武藤 雅�キラット・ワン 畠山 吉宏 清水 リトルブルーファーム 474－ 81：38．4 12．8�

35 コスモロブロイ 牡3青鹿56 松岡 正海岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 富本 茂喜 B522＋ 4 〃 クビ 17．3�
510 ケールダンセール 牝3芦 54 福永 祐一名古屋友豊� 池添 学 安平 ノーザンファーム 486－101：38．71� 2．0�
11 メリッサーニ 牝3鹿 54 C．ルメール �G1レーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 494－ 41：38．8クビ 7．1�
48 ディサーニング 牡3鹿 56 H．ボウマンゴドルフィン 加藤 征弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512＋16 〃 クビ 16．2	
（豪）

611 カグラヤルージュ 牝3黒鹿54 横山 典弘西村 亮二氏 奥平 雅士 日高 浜本牧場 466－ 21：38．9クビ 11．7

714 ヤマタケパンチ 牡3青鹿56 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 高野牧場 482－ 2 〃 ハナ 112．7�
816 フレッシビレ 牝3栗 54 江田 照男�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 488＋ 4 〃 ハナ 186．5�
23 レンジストライク 牡3黒鹿56 蛯名 正義 �サンデーレーシング 武井 亮 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518＋101：39．0� 7．5
713 アークカンパネラ 牡3青鹿56 三浦 皇成酒井 喜生氏 矢野 英一 新冠 川上牧場 B474＋ 61：39．42� 33．3�
24 フェンドオフ 牡3芦 56 岩田 康誠杉田 周作氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 472－101：39．93 21．9�
815 ミ ズ カ ゼ 牡3栗 56 和田 竜二村田 裕子氏 小崎 憲 新ひだか 前田牧場 468－ 41：40．0クビ 80．7�
612 コウエイアンカ �3鹿 56 田中 勝春伊東 政清氏 森 秀行 日高 浜本牧場 460－101：41．38 157．2�
59 サトノユニゾン 牡3鹿 56 北村 宏司 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 新ひだか グランド牧場 500＋ 21：41．4� 25．1�
47 � トウカイベリンダ 牝3黒鹿54 大野 拓弥内村 正則氏 栗田 徹 平取 二風谷ファーム 446－161：42．03� 164．2�
36 ミラクルブラッド 牝3鹿 54 戸崎 圭太芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 B436＋ 41：42．1� 20．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，874，800円 複勝： 57，792，400円 枠連： 21，862，500円
馬連： 78，025，400円 馬単： 38，593，000円 ワイド： 54，980，000円
3連複： 105，653，400円 3連単： 125，639，300円 計： 524，420，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 270円 � 320円 � 130円 枠 連（1－3） 1，540円

馬 連 �� 7，470円 馬 単 �� 15，870円

ワ イ ド �� 1，940円 �� 590円 �� 590円

3 連 複 ��� 4，270円 3 連 単 ��� 53，990円

票 数

単勝票数 計 418748 的中 � 26139（5番人気）
複勝票数 計 577924 的中 � 46270（4番人気）� 36400（6番人気）� 157457（1番人気）
枠連票数 計 218625 的中 （1－3） 10983（7番人気）
馬連票数 計 780254 的中 �� 8093（23番人気）
馬単票数 計 385930 的中 �� 1823（47番人気）
ワイド票数 計 549800 的中 �� 6820（20番人気）�� 24785（4番人気）�� 24467（5番人気）
3連複票数 計1056534 的中 ��� 18557（9番人気）
3連単票数 計1256393 的中 ��� 1687（170番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．7―12．1―12．7―13．2―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
11．9―22．7―34．4―46．5―59．2―1：12．4―1：25．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．9―3F39．2
3 12－（9，5）10（2，6）1，4（8，13）11，16－14－3－15－7 4 12（10，5）9（1，2）6（8，4，13）（11，16）（14，3）－15＝7

勝馬の
紹 介

ミックベンハー �
�
父 スマートボーイ �

�
母父 スパイキュール デビュー 2017．9．10 中山2着

2015．3．7生 牡3栗 母 クロエチャン 母母 トレローニー 7戦2勝 賞金 20，858，000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。



12031 4月28日 晴 良 （30東京2）第3日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走13時35分 （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
1：31．3
1：30．7

良
良

11 キングリッド 牡4鹿 57 C．ルメール 吉田 安惠氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 444－ 41：33．9 2．2�
48 クワトロガッツ 牡7黒鹿57 和田 竜二ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム B460＋ 61：34．0� 10．3�
35 スーパーブレイク 牡4黒鹿57 岩田 康誠堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 458－ 41：34．42� 4．3�
24 パンドラフォンテン 牝4栗 55 内田 博幸吉橋 興生氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 458＋10 〃 ハナ 14．3�
59 アルチレイロ �4青鹿57 石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 448－ 4 〃 クビ 23．8�
818 パ フ ォ ー ム 牝4鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 454± 01：34．5� 20．9	
12 ルックアットミー 牝4鹿 55 的場 勇人髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 464＋ 21：34．81� 42．0

23 タックボーイ 牡4鹿 57 松岡 正海 �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 454＋ 6 〃 クビ 44．7�
714 ナイアガラモンロー 牝6鹿 55 嘉藤 貴行塩田 清氏 堀井 雅広 浦河 	川 啓一 506－121：34．9� 49．7�
510
 アストロブレーム 牡5鹿 57 北村 宏司木村 廣太氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 454＋ 21：35．0� 122．7
47 ラ ソ 牝4黒鹿55 大野 拓弥西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 村上 欽哉 430－ 6 〃 クビ 70．5�
713
 マサノホウオウ 牡4黒鹿 57

54 ▲木幡 育也古賀 禎彦氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 480＋ 21：35．1クビ 110．9�
816 ディーグランデ 牡4鹿 57 蛯名 正義嶋田 賢氏 和田 勇介 新ひだか 服部 牧場 474＋ 21：35．2� 5．7�
612
 フィールザサンダー 牡4鹿 57 田辺 裕信櫻井 正氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 452± 0 〃 クビ 44．7�
817 ステイウィズアンナ 牝4黒鹿55 田中 勝春吉田 千津氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 396＋ 61：35．41� 253．7�
36 バトルサンバ 牡4栗 57 横山 和生山科 統氏 尾形 和幸 浦河 高昭牧場 B514－ 61：35．5クビ 179．9�
715
 リュウシンローズ 牝4黒鹿55 武士沢友治�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 456＋ 21：35．71� 402．1�
611 イエローマジック �4芦 57

55 △武藤 雅村井 良孝氏 小島 茂之 日高 新井 昭二 434＋ 4 〃 アタマ 164．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 35，490，400円 複勝： 46，149，700円 枠連： 21，852，800円
馬連： 76，664，300円 馬単： 37，491，000円 ワイド： 48，901，800円
3連複： 94，677，800円 3連単： 121，838，100円 計： 483，065，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 230円 � 160円 枠 連（1－4） 910円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 390円 �� 260円 �� 780円

3 連 複 ��� 1，590円 3 連 単 ��� 6，330円

票 数

単勝票数 計 354904 的中 � 128711（1番人気）
複勝票数 計 461497 的中 � 120783（1番人気）� 39275（4番人気）� 71545（2番人気）
枠連票数 計 218528 的中 （1－4） 18428（3番人気）
馬連票数 計 766643 的中 �� 66815（3番人気）
馬単票数 計 374910 的中 �� 21270（3番人気）
ワイド票数 計 489018 的中 �� 31436（3番人気）�� 52545（1番人気）�� 14183（7番人気）
3連複票数 計 946778 的中 ��� 44493（2番人気）
3連単票数 計1218381 的中 ��� 13937（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．2―35．2―47．7―59．8―1：11．2―1：22．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングリッド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2016．11．5 東京2着

2014．2．7生 牡4鹿 母 イングリッド 母母 ア ン チ ョ 10戦2勝 賞金 27，814，000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 グリニッチヴィレジ号・チカノワール号

12032 4月28日 晴 良 （30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 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

重
不良

510 エレクトロポップ 牡5青鹿57 C．ルメール �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 504－141：25．4 1．5�
714� クワッドアーチ 牡5鹿 57 石橋 脩 �シルクレーシング 池上 昌和 米 Woodford

Thoroughbreds B552＋ 61：25．5	 11．5�
36 � ウォリアーズクロス 牡5鹿 57 H．ボウマン �シルクレーシング 国枝 栄 米

B & B Blood-
stock, Inc &
Marty Hughes

546－ 2 〃 アタマ 7．7�
（豪）

815 ポ ン ト ス 牡6鹿 57 大野 拓弥�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか キヨタケ牧場 B480＋101：25．71
 141．4�
35 � ユアザスター 牡5鹿 57 北村 宏司西村 專次氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B502－ 41：26．02 32．5�
611 サンマルバロン �6栗 57 蛯名 正義相馬 勇氏 和田 勇介 日高 三城牧場 472－ 61：26．31 81．8	
23 ファインダッシュ 牡6黒鹿57 横山 典弘井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 B524－101：26．4 19．3

59 � リアリゾンルレーヴ 牝5鹿 55 松岡 正海吉田 和子氏 池上 昌和 米

Robert B. Trus-
sell Jr. & John
T.L. Jones III

B470－ 81：26．5	 144．6�
48 フォーティプリンス 牡4栗 57 岩田 康誠ホースアディクト小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 476＋ 61：26．71 12．7�
24 ブレヴェスト 牡5黒鹿57 田辺 裕信平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 480＋ 21：27．01 31．4
713 カワキタピリカ 牡5鹿 57 江田 照男川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 木田牧場 B508＋ 2 〃 クビ 37．0�
612 タイキダイヤモンド 牡4青鹿 57

55 △武藤 雅�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム 472－ 41：27．1	 34．7�

816 オ ー ル イ ン 牡4鹿 57 吉田 隼人菊地 祐司氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 444＋121：27．2クビ 139．7�
47 モンスターキング �5鹿 57 三浦 皇成林 正道氏 武井 亮 新冠 柏木 一則 474－ 61：27．51 12．8�
11 タ ニ ガ ワ 牡5鹿 57 田中 勝春江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 468＋ 2 〃 アタマ 63．5�

（15頭）
12 � バスカヴィル 牡4鹿 57 戸崎 圭太ゴドルフィン 加藤 征弘 米

Tenth Street
Stables, LLC &
Darley

474－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 32，008，900円 複勝： 78，174，900円 枠連： 23，813，600円
馬連： 56，571，400円 馬単： 30，334，300円 ワイド： 38，654，400円
3連複： 54，853，200円 3連単： 84，305，600円 計： 398，716，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 230円 � 190円 枠 連（5－7） 730円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 320円 �� 290円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ��� 4，490円

票 数

単勝票数 差引計 320089（返還計 64513） 的中 � 168711（1番人気）
複勝票数 差引計 781749（返還計112682） 的中 � 489557（1番人気）� 35415（5番人気）� 48859（2番人気）
枠連票数 差引計 238136（返還計 1332） 的中 （5－7） 25160（3番人気）
馬連票数 差引計 565714（返還計333989） 的中 �� 65844（1番人気）
馬単票数 差引計 303343（返還計179171） 的中 �� 26042（2番人気）
ワイド票数 差引計 386544（返還計194814） 的中 �� 32262（3番人気）�� 36179（1番人気）�� 6976（12番人気）
3連複票数 差引計 548532（返還計552004） 的中 ��� 22721（2番人気）
3連単票数 差引計 843056（返還計865947） 的中 ��� 13587（3番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エレクトロポップ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Trempolino デビュー 2015．10．4 中山4着

2013．3．7生 牡5青鹿 母 ロリポップガール 母母 Icy Pop 15戦3勝 賞金 36，920，000円
〔競走除外〕 バスカヴィル号は，発走地点で他の馬に蹴られ，疾病〔右前腕部挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻6分遅延。
〔制裁〕 タニガワ号の調教師小桧山悟は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000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。



12033 4月28日 晴 良 （30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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

79 エイシンスレイマン 牡4鹿 57 M．デムーロ�栄進堂 西園 正都 浦河 多田 善弘 472－121：33．3 2．2�
44 アオイシンゴ 牡4芦 57 内田 博幸新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 488－ 8 〃 クビ 3．5�
22 � アーチキング 	5鹿 57 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 米 Spendthrift

Farm, LLC 514－ 81：33．51
 6．9�
67 コスモヨハネ 牡6栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 492－ 2 〃 クビ 13．8�
66 ジークカイザー 牡5鹿 57 H．ボウマン �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 482＋ 61：33．71
 4．6	

（豪）

33 ジェネラルゴジップ 牡6青鹿57 福永 祐一 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 476－121：33．8クビ 25．0

78 ルナプロスペクター 牡6鹿 57 伊藤 工真 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：34．22� 50．6�
810 ダイナミックウオー 牡8黒鹿57 武士沢友治小川 勲氏 作田 誠二 浦河 駿河牧場 512－121：34．3� 322．1�
11 ジ ャ ッ キ ー 牡4栗 57 北村 宏司小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 488± 01：34．4� 98．4
55 ダイワドレッサー 牝5鹿 55 石川裕紀人大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 466± 0 〃 クビ 75．1�
811 ストーミング 牡7栗 57 古川 吉洋栗坂 崇氏 柄崎 孝 浦河 中神牧場 496± 01：37．0大差 366．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 54，249，800円 複勝： 76，822，600円 枠連： 20，028，200円
馬連： 115，348，000円 馬単： 59，881，000円 ワイド： 63，562，300円
3連複： 132，853，600円 3連単： 262，358，700円 計： 785，104，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連（4－7） 360円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 150円 �� 270円 �� 340円

3 連 複 ��� 610円 3 連 単 ��� 1，990円

票 数

単勝票数 計 542498 的中 � 193761（1番人気）
複勝票数 計 768226 的中 � 261590（1番人気）� 173579（2番人気）� 86136（4番人気）
枠連票数 計 200282 的中 （4－7） 42985（1番人気）
馬連票数 計1153480 的中 �� 248903（1番人気）
馬単票数 計 598810 的中 �� 70177（1番人気）
ワイド票数 計 635623 的中 �� 134460（1番人気）�� 53884（3番人気）�� 40034（5番人気）
3連複票数 計1328536 的中 ��� 160803（2番人気）
3連単票数 計2623587 的中 ��� 95303（2番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．0―11．9―11．6―11．1―11．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―36．2―48．1―59．7―1：10．8―1：21．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F33．6
3 ・（5，7）（3，8）（4，9）2，6（1，10）－11 4 ・（5，7）8（3，4，9）（2，10）6，1－11

勝馬の
紹 介

エイシンスレイマン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 King’s Best デビュー 2016．12．23 阪神2着

2014．4．6生 牡4鹿 母 エーシンスペリアー 母母 Politesse 14戦3勝 賞金 59，816，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時40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。

12034 4月28日 晴 良 （30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；負担重量は，57�，牝馬2�減

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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

612 マイネルクラース 牡4鹿 57 柴田 大知 �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 460＋ 22：12．3 5．8�

23 トウカイエントリー 牡7栗 57 大野 拓弥内村 正則氏 栗田 徹 浦河 王蔵牧場 502－ 22：12．51 15．2�
35 バイタルフォース �6鹿 57 岩田 康誠前田 幸治氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502－ 6 〃 クビ 25．6�
12 レッドサバス 牡6黒鹿57 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム B478＋ 2 〃 アタマ 8．2�
611 シ ロ ニ イ 牡4白 57 H．ボウマン 金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 500－ 22：12．81	 22．1�
（豪）

24 リヴェルディ 牡4鹿 57 吉田 隼人	佐藤牧場 中川 公成 平取 スガタ牧場 510－ 8 〃 アタマ 8．8

（法634）

36 
 ロードアルペジオ 牡5栗 57 C．ルメール �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 488－162：13．0	 4．6�
48 サトノプライム 牡4鹿 57 古川 吉洋 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 502± 02：13．21 21．6�
815 メイプルレインボー 牡6栗 57 和田 竜二節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 484－102：13．41� 52．8
816 スマートボムシェル 牡6栗 57 石橋 脩大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 492－ 42：13．5� 41．8�
47 ラテールプロミーズ 牡5青鹿57 三浦 皇成ディアレストクラブ� 田村 康仁 新冠 イワミ牧場 B508－ 42：13．6	 5．5�
510 デジタルフラッシュ 牡7栗 57 北村 宏司 	シルクレーシング 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 474± 02：13．81� 50．3�
11 ワトソンクリック 牡6鹿 57 江田 照男本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 メイプルファーム 516＋ 82：13．9� 240．2�
714 コアレスキング 牡8鹿 57 武士沢友治小林 昌志氏 伊藤 正徳 平取 コアレススタッド 540－ 42：14．21	 213．9�
59 ストライクイーグル 牡5青鹿57 内田 博幸 	キャロットファーム 杉山 晴紀 新ひだか 前田 宗将 498－ 8 （競走中止） 5．5�

（15頭）
713 ソリティール 牡5栗 57 M．デムーロ�G1レーシング 斉藤 崇史 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 48，930，500円 複勝： 82，989，700円 枠連： 35，770，800円
馬連： 127，058，500円 馬単： 45，998，300円 ワイド： 70，866，900円
3連複： 152，271，900円 3連単： 171，935，800円 計： 735，822，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 250円 � 360円 � 610円 枠 連（2－6） 1，610円

馬 連 �� 4，710円 馬 単 �� 7，980円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 2，090円 �� 3，310円

3 連 複 ��� 29，930円 3 連 単 ��� 141，970円

票 数

単勝票数 差引計 489305（返還計 62482） 的中 � 66772（4番人気）
複勝票数 差引計 829897（返還計 90814） 的中 � 97999（4番人気）� 60791（7番人気）� 31799（8番人気）
枠連票数 差引計 357708（返還計 543） 的中 （2－6） 17138（10番人気）
馬連票数 差引計1270585（返還計336798） 的中 �� 20876（19番人気）
馬単票数 差引計 459983（返還計122873） 的中 �� 4322（35番人気）
ワイド票数 差引計 708669（返還計157328） 的中 �� 12092（20番人気）�� 8722（24番人気）�� 5438（39番人気）
3連複票数 差引計1522719（返還計646304） 的中 ��� 3815（105番人気）
3連単票数 差引計1719358（返還計786554） 的中 ��� 878（517番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―18．9―31．8―44．8―57．1―1：09．7―1：21．9―1：34．2―1：46．7―1：59．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルクラース �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．6．12 東京4着

2014．3．22生 牡4鹿 母 マイネヌーヴェル 母母 マイネプリテンダー 15戦4勝 賞金 58，135，000円
〔競走除外〕 ソリティール号は，馬場入場後に転倒し，疾病〔左腕節部挫創〕を発症したため競走除外。
〔競走中止〕 ストライクイーグル号は，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 マイネルビクトリー号
※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。



12035 4月28日 晴 良 （30東京2）第3日 第11競走 ��
��2，400�第25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 1，260，000円 360，000円 180，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

59 ゴーフォザサミット 牡3黒鹿56 蛯名 正義山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 矢野牧場 496－ 42：24．4 14．6�
715 エ タ リ オ ウ 牡3青鹿56 石橋 脩 �Gリビエール・

レーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B450－ 62：24．72 19．6�
510 スーパーフェザー 牡3鹿 56 福永 祐一�KTレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 470－ 4 〃 ハナ 3．7�
817 モンテグロッソ 牡3青鹿56 北村 宏司ゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－ 82：25．01� 168．1�
611 トラストケンシン 牡3鹿 56 柴田 大知菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 456＋ 2 〃 ハナ 88．8�
818 サトノソルタス 牡3芦 56 M．デムーロ �サトミホースカンパニー 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 480－ 8 〃 ハナ 4．6	
47 ミッキーポジション 牡3鹿 56 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 486－ 82：25．1� 97．6

612 ダノンマジェスティ 牡3鹿 56 内田 博幸�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 470＋ 22：25．2クビ 8．2�
11 カフジバンガード 牡3鹿 56 古川 吉洋加藤 守氏 松元 茂樹 浦河 酒井牧場 478＋ 4 〃 クビ 32．9�
36 ディープインラヴ 牡3鹿 56 岩田 康誠�フクキタル 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 464± 02：25．51� 10．1
48 オブセッション 牡3鹿 56 C．ルメール �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 514－ 42：25．81� 4．1�
713 ノストラダムス 牡3鹿 56 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 484－ 82：25．9� 39．7�
23 スズカテイオー 牡3鹿 56 田辺 裕信永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 502± 02：26．32� 22．7�
12 ユウセイフラッシュ 牡3青鹿56 三浦 皇成清進電設� 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 454＋ 22：26．61� 174．9�
714 テトラルキア 牡3鹿 56 柴田 善臣吉田 照哉氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 478－ 6 〃 クビ 448．1�
35 マイネルサリューエ 牡3栗 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 秋田牧場 500＋ 42：27．66 438．5�
816 クレディブル 牡3芦 56 大野 拓弥清水 二朗氏 萩原 清 新ひだか グランド牧場 496－ 8 〃 クビ 269．6�
24 ダブルフラット 牡3黒鹿56 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 488－ 42：28．13 21．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 253，100，700円 複勝： 346，058，500円 枠連： 121，918，500円
馬連： 771，496，200円 馬単： 279，423，800円 ワイド： 395，185，100円
3連複： 1，097，915，000円 3連単： 1，531，738，600円 計： 4，796，836，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，460円 複 勝 � 320円 � 410円 � 150円 枠 連（5－7） 1，710円

馬 連 �� 10，940円 馬 単 �� 19，390円

ワ イ ド �� 2，810円 �� 890円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 10，910円 3 連 単 ��� 101，530円

票 数

単勝票数 計2531007 的中 � 137809（6番人気）
複勝票数 計3460585 的中 � 247081（5番人気）� 180023（7番人気）� 762318（1番人気）
枠連票数 計1219185 的中 （5－7） 55227（7番人気）
馬連票数 計7714962 的中 �� 58152（35番人気）
馬単票数 計2794238 的中 �� 10806（65番人気）
ワイド票数 計3951851 的中 �� 34926（34番人気）�� 116729（8番人気）�� 95288（9番人気）
3連複票数 計10979150 的中 ��� 75433（35番人気）
3連単票数 計15317386 的中 ��� 10937（329番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―24．4―36．2―48．4―1：00．8―1：13．5―1：25．8―1：38．0―1：50．0―2：01．6―2：12．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．4―3F34．4
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ゴーフォザサミット �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2017．8．20 札幌5着

2015．4．2生 牡3黒鹿 母 ラグジャリー 母母 Alleged Devotion 6戦3勝 賞金 76，856，000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 シルヴァンシャー号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりゴーフォザサミット号・エタリオウ号は，東京優駿（GⅠ）競走に優先出走できる。

12036 4月28日 晴 良 （30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
1：21．5
1：21．5

重
不良

36 アンティノウス 牡4黒鹿57 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 526－ 41：25．1 2．2�
815 サ ン キ ュ ー 牡5栗 57 M．デムーロ 市川義美ホールディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 健太郎 506－121：25．31� 5．2�
23 アーバンイェーガー 牡4黒鹿57 岩田 康誠西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 506＋ 61：25．51� 38．2�
714 フクノグリュック 牡6鹿 57 横山 和生福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社

ケイズ B514－ 2 〃 ハナ 44．0�
816 ロードヴォルケーノ 牡7鹿 57 福永 祐一 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 488－ 21：25．6	 28．3	
11 ダブルコーク 牡7黒鹿57 三浦 皇成�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 488－ 21：26．02	 6．7

12 キンイロジャッカル 牡4栗 57 石川裕紀人石瀬 浩三氏 相沢 郁 日高 出口牧場 506＋ 61：26．31
 11．1�
48 メンデンホール 牝5黒鹿55 横山 典弘ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488－ 41：26．51� 22．9�
612 リスペクトアース 牡5黒鹿57 江田 照男 �グリーンファーム小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 554－ 8 〃 アタマ 18．0
510 エメラルエナジー 牡6栗 57 石橋 脩高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 B502－ 8 〃 ハナ 14．8�
47 プッシュアゲン 牡5栗 57

55 △武藤 雅浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 笠松牧場 506－101：26．81
 44．4�
35 レッドオーガー 牡4鹿 57

54 ▲木幡 育也 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 平取 坂東牧場 476－101：27．22	 30．9�
713 スズカフューラー 牡4栗 57 和田 竜二永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 430＋ 61：27．41� 29．6�
611 コロニアルスタイル 牝4栗 55 松岡 正海吉田 照哉氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 462＋ 21：27．93 132．4�
24 ケンコンイッテキ 牡5青鹿57 吉田 隼人 �CHEVAL AT-

TACHE 田島 俊明 新冠 ハシモトフアーム 514± 0 〃 ハナ 35．4�
59 ホ ノ カ 牝4鹿 55 蛯名 正義�KTレーシング 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 480－ 61：28．0	 116．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 87，042，300円 複勝： 120，914，600円 枠連： 52，291，800円
馬連： 200，256，500円 馬単： 86，268，000円 ワイド： 132，272，300円
3連複： 271，037，400円 3連単： 367，817，600円 計： 1，317，900，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 220円 � 600円 枠 連（3－8） 630円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，130円 �� 3，370円

3 連 複 ��� 6，360円 3 連 単 ��� 18，520円

票 数

単勝票数 計 870423 的中 � 305977（1番人気）
複勝票数 計1209146 的中 � 335401（1番人気）� 131110（3番人気）� 35793（11番人気）
枠連票数 計 522918 的中 （3－8） 63887（2番人気）
馬連票数 計2002565 的中 �� 208604（2番人気）
馬単票数 計 862680 的中 �� 60130（2番人気）
ワイド票数 計1322723 的中 �� 106023（2番人気）�� 28815（9番人気）�� 9246（36番人気）
3連複票数 計2710374 的中 ��� 31951（15番人気）
3連単票数 計3678176 的中 ��� 14393（34番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．1
3 ・（4，10，15）5（3，6，11）2（1，16）（8，13）（14，7，12）9 4 ・（4，10，15）（5，6，11）（3，2，16）1（8，13，12）－（14，7）－9

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4黒鹿 母 ミクロコスモス 母母 ユーアンミー 9戦3勝 賞金 27，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アメリカントップ号・ララパルーザ号
（非抽選馬） 4頭 ウサギノカケアシ号・ゴールドブラッド号・スズカゴーディー号・フジゴウカイ号



（30東京2）第3日 4月28日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 192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
18，900，000円
2，660，000円
33，140，000円
77，645，500円
5，298，000円
1，843，200円

勝馬投票券売得金
710，127，200円
1，077，993，900円
388，482，600円
1，758，790，900円
736，514，700円
1，016，707，100円
2，332，316，100円
3，190，914，800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 11，211，847，300円

総入場人員 40，432名 （有料入場人員 38，475名）
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