
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

12013 4月21日 晴 良 （31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）

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

612 プリモダヴィンチ 牝3黒鹿54 松岡 正海�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 464＋ 61：39．9 4．9�
816 ストラトフォード 牝3鹿 54 内田 博幸下河邉 博氏 竹内 正洋 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター B482＋121：40．0� 4．1�
59 ミユキダイアモンド 牝3鹿 54 田辺 裕信長井 純一氏 小西 一男 新ひだか 木村 秀則 440－ 61：40．63� 6．6�
48 メルキュール 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460＋ 21：40．81� 4．8�

23 ランドスケープ 牝3黒鹿54 岩田 康誠 �社台レースホース武井 亮 千歳 社台ファーム 498＋ 41：41．01� 51．8�
714 サクラトスカーナ 牝3鹿 54 戸崎 圭太	さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 464 ―1：41．21� 3．9

35 フロラシオン 牝3栗 54

52 △野中悠太郎 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 加藤士津八 新冠 ビッグレッドファーム 418＋ 61：41．62� 76．8�

36 シャインオンアテナ 牝3黒鹿 54
51 ▲藤田菜七子芳賀 滿男氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム 406－ 61：41．92 101．4�

815 ツウカイステラ 牝3鹿 54 石川裕紀人木村 直樹氏 小笠 倫弘 新ひだか 萩澤 泰博 B456－ 21：42．0� 35．1
12 ティライズキセキ 牝3鹿 54 江田 照男田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 434 ―1：42．53 116．8�
24 ア オ カ チ 牝3鹿 54 柴田 大知松田 整二氏 高柳 瑞樹 浦河 小島牧場 500－121：42．71� 133．8�
611 パラダイスキャット 牝3黒鹿54 武士沢友治石瀬 浩三氏 石栗 龍彦 新冠 大栄牧場 428± 01：42．8� 38．6�
510 スペロラルーチェ 牝3栗 54 秋山真一郎岡田 牧雄氏 中野 栄治 新冠 八木 明広 444－101：42．9� 210．8�
713 アルチェーレ 牝3黒鹿54 伊藤 工真吉田 晴哉氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440 ―1：43．0� 35．4�
47 カトレアテソーロ 牝3鹿 54 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス	 和田 雄二 新ひだか 中田 英樹 456＋ 11：43．1� 127．5�
11 プッシーウィロー 牝3鹿 54 和田 竜二田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 藤本ファーム 408± 01：44．9大差 22．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，093，900円 複勝： 46，953，000円 枠連： 15，972，800円
馬連： 66，450，800円 馬単： 32，064，800円 ワイド： 47，082，800円
3連複： 95，386，700円 3連単： 111，093，800円 計： 445，098，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 170円 � 160円 � 190円 枠 連（6－8） 990円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，260円

ワ イ ド �� 470円 �� 630円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，100円 3 連 単 ��� 10，720円

票 数

単勝票数 計 300939 的中 � 48971（4番人気）
複勝票数 計 469530 的中 � 70961（4番人気）� 80147（3番人気）� 61735（5番人気）
枠連票数 計 159728 的中 （6－8） 12483（5番人気）
馬連票数 計 664508 的中 �� 44654（6番人気）
馬単票数 計 320648 的中 �� 10625（8番人気）
ワイド票数 計 470828 的中 �� 26311（7番人気）�� 18576（10番人気）�� 25741（8番人気）
3連複票数 計 953867 的中 ��� 33936（7番人気）
3連単票数 計1110938 的中 ��� 7512（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―24．1―36．3―48．6―1：01．2―1：13．9―1：26．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリモダヴィンチ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 シアトルスズカ デビュー 2018．7．29 札幌5着

2016．2．9生 牝3黒鹿 母 グランドホイッスル 母母 ク チ ブ エ 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔3走成績による出走制限〕 プッシーウィロー号・カトレアテソーロ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月21日まで

平地競走に出走できない。

12014 4月21日 晴 良 （31東京2）第2日 第2競走 ��1，400�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
1：21．5
1：20．3

重
不良

12 ナ ム ラ ブ ル 牡3鹿 56 横山 典弘奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 森 政巳 472＋ 21：26．9 18．7�
816 ファイナルマズル 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 476－ 21：27．11� 42．4�

815 サンロアノーク 牡3黒鹿56 松岡 正海 �加藤ステーブル 新開 幸一 日高 株式会社
ケイズ 466－ 41：27．2� 5．1�

611 コマノゼニト 牡3鹿 56 内田 博幸長谷川芳信氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 B468± 01：27．94 1．9�
713 テクノドリーム 牡3鹿 56 大野 拓弥西村 健氏 田中 博康 浦河 笹地牧場 466＋ 8 〃 クビ 11．9�
23 ロジフェーヴル 牡3栗 56 戸崎 圭太久米田正明氏 萩原 清 安平 追分ファーム 468＋ 21：28．11� 17．3	
35 ラインジュピター 牡3鹿 56

55 ☆武藤 雅大澤 繁昌氏 武藤 善則 浦河 酒井牧場 444－181：28．2� 162．6

714 テンノウザン 牡3黒鹿56 田中 勝春長谷川清英氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 454＋ 21：28．83� 41．6�
510 アルファフレイム 牡3栗 56 伊藤 工真�貴悦 和田正一郎 新冠 松浦牧場 452± 01：28．9� 78．7�
11 イデアエルピス 牡3鹿 56 岩田 康誠益田 修一氏 勢司 和浩 平取 中川 隆 502± 01：29．11� 226．0
24 インターロード 牡3黒鹿56 三浦 皇成本間 茂氏 伊藤 伸一 新冠 オリエント牧場 468－ 21：29．2� 5．2�
47 サステイナビリティ �3鹿 56 柴田 大知ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452－ 8 〃 クビ 396．4�
48 ア プ ラ ウ ス 牝3黒鹿54 吉田 豊�ノースヒルズ 上原 博之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 396＋ 21：29．51� 220．9�
59 オ キ ミ ヤ ゲ 牝3鹿 54

52 △野中悠太郎福田 光博氏 根本 康広 日高 日高大洋牧場 444± 01：29．71� 272．8�
36 ハーモニーソード 牡3黒鹿56 石川裕紀人日下部勝德氏 土田 稔 平取 坂東牧場 B524± 01：29．91� 32．3�
612 シゲルスギライト 牝3鹿 54 江田 照男森中 蕃氏 高橋 裕 日高 スウィング

フィールド牧場 478＋ 61：30．0� 19．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，243，900円 複勝： 52，292，300円 枠連： 16，247，500円
馬連： 63，841，500円 馬単： 31，695，300円 ワイド： 45，873，800円
3連複： 89，488，700円 3連単： 112，943，100円 計： 446，626，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，870円 複 勝 � 660円 � 1，340円 � 210円 枠 連（1－8） 4，260円

馬 連 �� 28，910円 馬 単 �� 65，480円

ワ イ ド �� 7，920円 �� 1，550円 �� 3，270円

3 連 複 ��� 52，800円 3 連 単 ��� 399，430円

票 数

単勝票数 計 342439 的中 � 14586（6番人気）
複勝票数 計 522923 的中 � 18761（7番人気）� 8772（10番人気）� 80438（2番人気）
枠連票数 計 162475 的中 （1－8） 2951（12番人気）
馬連票数 計 638415 的中 �� 1711（45番人気）
馬単票数 計 316953 的中 �� 363（88番人気）
ワイド票数 計 458738 的中 �� 1468（46番人気）�� 7798（16番人気）�� 3599（29番人気）
3連複票数 計 894887 的中 ��� 1271（94番人気）
3連単票数 計1129431 的中 ��� 205（619番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．2―36．6―49．8―1：02．3―1：14．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナ ム ラ ブ ル �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．11．4 東京4着

2016．5．5生 牡3鹿 母 トップレディスター 母母 フラワーゼット 5戦1勝 賞金 6，100，000円
〔制裁〕 コマノゼニト号の騎手内田博幸は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
〔3走成績による出走制限〕 ハーモニーソード号・サステイナビリティ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月21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 フォワードプッシュ号・ホームチーム号

第２回 東京競馬 第２日



12015 4月21日 晴 良 （31東京2）第2日 第3競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走11時10分（番組第5競走を順序変更） （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
2：20．6
2：20．6

良
良

55 プ ル ク ラ 牡3栗 56 石橋 脩金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 476 ―2：27．1 2．7�

89 オセアグレイト 牡3鹿 56
54 △野中悠太郎 IHR 菊川 正達 新ひだか 下屋敷牧場 486± 02：27．2� 1．5�

88 ジェイケイブラック 牡3青鹿56 田中 勝春小谷野次郎氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 488＋ 22：27．83� 14．6�
66 ロ ネ ガ ン 牡3黒鹿56 原田 和真田島榮二郎氏 和田 雄二 日高 坂 牧場 512＋ 22：28．11� 14．4�
44 ダークオブザナイト 牡3鹿 56 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド 490－ 42：28．31	 60．7�
77 トライアンフ 牡3鹿 56 嶋田 純次 Him Rock Racing

ホールディングス� 武市 康男 日高 北田 剛 434＋ 42：29．04 117．0	
33 メガディスカバリー 
3鹿 56

55 ☆武藤 雅有馬 博文氏 水野 貴広 新冠 新冠橋本牧場 446－122：29．74 29．0

11 アシベツヨウヘイ 牡3栗 56 岩部 純二�前川企画 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B482－ 82：30．23 131．8�
22 タイムレスワールド 牡3黒鹿56 江田 照男飯田 正剛氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 478＋ 6 〃 クビ 20．4�

（9頭）

売 得 金
単勝： 30，598，100円 複勝： 92，589，500円 枠連： 10，962，000円
馬連： 48，358，500円 馬単： 36，832，900円 ワイド： 29，991，000円
3連複： 58，069，000円 3連単： 155，354，700円 計： 462，755，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 100円 � 140円 枠 連（5－8） 160円

馬 連 �� 170円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 130円 �� 400円 �� 190円

3 連 複 ��� 390円 3 連 単 ��� 1，640円

票 数

単勝票数 計 305981 的中 � 88434（2番人気）
複勝票数 計 925895 的中 � 66878（2番人気）� 731147（1番人気）� 37301（3番人気）
枠連票数 計 109620 的中 （5－8） 52275（1番人気）
馬連票数 計 483585 的中 �� 213377（1番人気）
馬単票数 計 368329 的中 �� 60883（2番人気）
ワイド票数 計 299910 的中 �� 76420（1番人気）�� 13605（6番人気）�� 38352（2番人気）
3連複票数 計 580690 的中 ��� 111039（1番人気）
3連単票数 計1553547 的中 ��� 68311（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．3―37．0―49．9―1：02．4―1：14．7―1：27．1―1：39．5―1：52．2―2：03．9―2：15．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F34．9
1
3
8，3（4，5，9）－（2，6）－7－1・（8，3）－（5，9）4，6－2（7，1）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

プ ル ク ラ 
�
父 ジャスタウェイ 

�
母父 Monsun 初出走

2016．5．14生 牡3栗 母 ピ リ カ 母母 Paita 1戦1勝 賞金 5，000，000円

12016 4月21日 晴 良 （31東京2）第2日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時40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
1：19．5
1：19．0

良
良

611 ビッグブルー 牡3鹿 56 M．デムーロ�レッドマジック金成 貴史 日高 下河辺牧場 488＋ 21：21．3 4．3�
24 マーヴェラスクイン 牝3鹿 54 内田 博幸山本又一郎氏 古賀 慎明 新ひだか 木村 秀則 414＋ 41：21．51� 19．4�
816 ス ト イ ク ス 牝3黒鹿54 戸崎 圭太阿部 友弘氏 加藤 征弘 日高 下河辺牧場 416＋ 8 〃 クビ 11．8�
510 ラインコマンダー 牡3鹿 56 和田 竜二大澤 繁昌氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 450－ 81：21．71� 4．6�
817 ハルシオンデイズ 牡3黒鹿56 田中 勝春ゴドルフィン 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－ 21：22．12� 18．7�
11 エ コ ロ ト ム 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子原村 正紀氏 根本 康広 浦河 東栄牧場 454－ 8 〃 クビ 30．4	
23 ア マ ポ ー ラ 牝3栗 54 石橋 脩村野 康司氏 大和田 成 日高 下河辺牧場 422＋ 21：22．2クビ 21．9

59 ダーリンボウイ 牡3栗 56 柴田 大知薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 日高 下川 茂広 440－ 61：22．3� 329．1�
815 マ カ リ カ 牝3鹿 54 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 426－ 6 〃 クビ 4．5�
713 ナムラナマステ 牝3栗 54 江田 照男奈村 信重氏 石栗 龍彦 日高 いとう牧場 394－ 21：22．4� 89．2
612	 ダラステソーロ 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 米 Christiana

Stables LLC 468＋ 2 〃 ハナ 7．5�
47 ヴィクトリアループ 牝3黒鹿54 岩田 康誠 IHR 小島 茂之 新ひだか カタオカフアーム 476 ―1：22．61� 58．7�
12 モリトイナセ 牡3栗 56 武士沢友治石橋 忠之氏 堀井 雅広 新ひだか 藤原牧場 B464± 0 〃 ハナ 101．6�
714 シャイニーホワイト 牡3芦 56 伊藤 工真小林 昌志氏 田島 俊明 平取 清水牧場 498－101：23．34 209．2�
48 ナンヨーシンゲツ 牡3黒鹿56 石川裕紀人中村 德也氏 杉浦 宏昭 浦河 三好牧場 B468－ 6 〃 アタマ 32．1�
36 サイモンセレナーデ 牝3芦 54 大野 拓弥澤田 昭紀氏 勢司 和浩 安平 追分ファーム 502 ―1：24．04 94．1�
35 プレンフルール 牝3鹿 54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B432± 01：24．21� 10．2�

（17頭）

売 得 金
単勝： 30，732，200円 複勝： 44，631，800円 枠連： 21，852，100円
馬連： 64，831，400円 馬単： 28，791，800円 ワイド： 45，075，600円
3連複： 88，475，000円 3連単： 94，840，400円 計： 419，230，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 190円 � 420円 � 300円 枠 連（2－6） 1，580円

馬 連 �� 5，390円 馬 単 �� 7，830円

ワ イ ド �� 1，710円 �� 1，100円 �� 2，500円

3 連 複 ��� 15，300円 3 連 単 ��� 87，590円

票 数

単勝票数 計 307322 的中 � 56779（1番人気）
複勝票数 計 446318 的中 � 74821（2番人気）� 24135（7番人気）� 36403（6番人気）
枠連票数 計 218521 的中 （2－6） 10661（7番人気）
馬連票数 計 648314 的中 �� 9309（21番人気）
馬単票数 計 287918 的中 �� 2756（27番人気）
ワイド票数 計 450756 的中 �� 6745（18番人気）�� 10801（11番人気）�� 4559（33番人気）
3連複票数 計 884750 的中 ��� 4337（50番人気）
3連単票数 計 948404 的中 ��� 785（284番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．2―11．6―11．6―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．4―46．0―57．6―1：09．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビッグブルー �
�
父 タートルボウル �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．10．8 東京15着

2016．4．25生 牡3鹿 母 ビッグマリーン 母母 ドラゴンマリーン 5戦1勝 賞金 6，800，000円
※出走取消馬 オビワンズドーン号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため）
※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。
（非抽選馬） 5頭 コールザチューン号・サバイバルトリック号・ニシノテンカラット号・ホットスタンプ号・ミヤビペルラ号



12017 4月21日 晴 良 （31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（番組第3競走を順序変更） （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

612 ポ ル ー ニ ン 牡3鹿 56
55 ☆武藤 雅吉澤 克己氏 戸田 博文 新ひだか 中田 英樹 470－ 61：33．8 9．0�

36 ギフトオブアート 牝3鹿 54 三浦 皇成ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 484± 01：33．9� 5．7�

24 トランスナショナル 牡3栗 56 M．デムーロ吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 476－ 2 〃 アタマ 1．8�
715 コマノヴァンドール 牝3鹿 54 江田 照男長谷川芳信氏 菊川 正達 むかわ 新井牧場 472＋ 2 〃 クビ 60．8�
510 ロ ザ ム ー ル 牝3栗 54 松岡 正海栗山 良子氏 上原 博之 新ひだか 静内坂本牧場 472＋ 41：34．0クビ 66．2�
11 ショウナンバニラ 牝3鹿 54 和田 竜二�湘南 武市 康男 日高 中原牧場 418－ 61：34．21� 21．0	
611 テ ィ タ ー ヌ 牡3鹿 56 田辺 裕信
Shadow 栗田 徹 千歳 社台ファーム 450＋ 41：34．3� 102．3�
817 ケイアイネイビー 牡3栗 56

54 △野中悠太郎亀田 和弘氏 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 434－ 8 〃 同着 70．2�
714 カンパーニャ 牡3栗 56 戸崎 圭太村野 康司氏 畠山 吉宏 日高 下河辺牧場 440± 0 〃 クビ 4．8
35 ゴールドエクセル 牝3栗 54 武士沢友治居城 寿与氏 深山 雅史 新冠 北勝ファーム 428 ―1：34．61� 129．2�
47 ディオミーオ 牝3鹿 54 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 468－ 41：34．7� 50．4�
59 テ ミ ス 牝3青 54 内田 博幸 
カナヤマホール

ディングス 黒岩 陽一 日高 モリナガファーム 438± 01：35．23 63．6�
713 クリノイヴァンカ 牝3鹿 54 横山 典弘栗本 博晴氏 天間 昭一 新ひだか タイヘイ牧場 452＋ 21：35．3� 33．7�
12 トーホウボッカ 牡3黒鹿56 蛯名 正義東豊物産
 田中 清隆 日高 竹島 幸治 502－ 81：35．4クビ 194．0�
23 ラブイズテーラー 牡3栗 56 黛 弘人中西 浩一氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 488± 01：35．61� 547．0�
816 グ ッ ト ラ ン 牝3鹿 54 嶋田 純次江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 424－ 41：35．81� 496．8�
48 マヨルカフレイバー 牡3鹿 56 大野 拓弥尾田 信夫氏 久保田貴士 浦河 富田牧場 488－ 41：35．9クビ 42．6�
818 ピュアデボーション 牝3鹿 54 石川裕紀人 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 444± 01：37．17 100．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 43，350，100円 複勝： 70，374，400円 枠連： 19，468，900円
馬連： 76，768，600円 馬単： 41，918，700円 ワイド： 60，591，400円
3連複： 109，803，600円 3連単： 148，814，500円 計： 571，090，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 180円 � 150円 � 110円 枠 連（3－6） 2，410円

馬 連 �� 2，410円 馬 単 �� 5，360円

ワ イ ド �� 700円 �� 360円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 14，190円

票 数

単勝票数 計 433501 的中 � 38136（4番人気）
複勝票数 計 703744 的中 � 70258（4番人気）� 98239（3番人気）� 264391（1番人気）
枠連票数 計 194689 的中 （3－6） 6237（9番人気）
馬連票数 計 767686 的中 �� 24661（8番人気）
馬単票数 計 419187 的中 �� 5856（16番人気）
ワイド票数 計 605914 的中 �� 19513（7番人気）�� 42938（3番人気）�� 71447（2番人気）
3連複票数 計1098036 的中 ��� 73131（3番人気）
3連単票数 計1488145 的中 ��� 7602（36番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―11．9―12．3―11．7―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―34．8―46．7―59．0―1：10．7―1：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F34．8
3 10，18，1，15，17（3，9）6，4（7，11）（12，14）－16，2（5，13）8 4 10，18，1，15（3，17）（9，6）（4，7，11）（12，14）（2，16，13）5，8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ポ ル ー ニ ン �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．6．3 東京7着

2016．5．5生 牡3鹿 母 モルトフェリーチェ 母母 レンドフェリーチェ 6戦1勝 賞金 8，250，000円
〔その他〕 クリノイヴァンカ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 クリノイヴァンカ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成31年5月21日まで出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 グットラン号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月21日まで平地競走に出走できない。

12018 4月21日 晴 良 （31東京2）第2日 第6競走 ��
��1，600�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 7，200，000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

812� カフェクラウン 牡3鹿 56 M．デムーロ西川 光一氏 堀 宣行 米
Jason Litt, Litt Fam-
ily Horse Trust &
Alex Solis II

516± 01：39．2 1．1�
710 ラ ー ジ ヒ ル 牡3鹿 56 大野 拓弥�リーヴァ 林 徹 新ひだか 三石橋本牧場 470＋ 61：39．52 14．0�
33 グラスミルキー 牝3鹿 54 戸崎 圭太半沢� 尾形 和幸 新ひだか 静内フジカワ牧場 494－ 4 〃 クビ 30．9�
711 セイヴァリアント 牡3黒鹿56 岩田 康誠金田 成基氏 中川 公成 日高 本間牧場 480± 01：39．71� 47．8�
68 ノ ヴ ェ ッ ラ 牝3栗 54 三浦 皇成ゴドルフィン 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470－ 81：39．8クビ 29．6�
813 ミ ヤ ケ 牡3鹿 56 田辺 裕信小林 祥晃氏 和田 勇介 新ひだか 服部 牧場 476＋ 61：40．11	 48．1	
69 オーヴェルニュ 牡3鹿 56 内田 博幸杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 438－101：40．31� 52．2

57 スパンキーワールド 牡3栗 56 藤岡 康太大塚 亮一氏 友道 康夫 浦河 杵臼牧場 B504－10 〃 アタマ 22．5�
44 エ ル ピ ド 牡3青鹿56 和田 竜二ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 460－ 41：40．51
 186．9
56 シュバルツバルト 牡3青鹿56 江田 照男村野 康司氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 494＋ 21：40．81	 123．9�
22 タイセイレオーネ 牡3栗 56 松岡 正海田中 成奉氏 松下 武士 浦河 川越ファーム 466－ 81：42．18 268．2�
11 シゲルアコヤガイ 牝3芦 54

53 ☆武藤 雅森中 蕃氏 水野 貴広 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 422± 01：42．2	 229．1�

45 ハナブショウ 牝3鹿 54 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 440－ 21：46．0大差 108．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 90，218，200円 複勝： 198，353，700円 枠連： 18，457，300円
馬連： 81，201，900円 馬単： 65，055，900円 ワイド： 67，930，600円
3連複： 105，768，200円 3連単： 253，012，300円 計： 879，998，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 180円 � 230円 枠 連（7－8） 350円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 570円

ワ イ ド �� 280円 �� 330円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 3，190円

票 数

単勝票数 計 902182 的中 � 704875（1番人気）
複勝票数 計1983537 的中 � 1579800（1番人気）� 73528（3番人気）� 49473（5番人気）
枠連票数 計 184573 的中 （7－8） 40813（1番人気）
馬連票数 計 812019 的中 �� 137419（1番人気）
馬単票数 計 650559 的中 �� 85136（2番人気）
ワイド票数 計 679306 的中 �� 66819（2番人気）�� 53767（4番人気）�� 14528（12番人気）
3連複票数 計1057682 的中 ��� 52879（4番人気）
3連単票数 計2530123 的中 ��� 57422（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―23．7―36．0―48．9―1：01．9―1：14．3―1：26．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�カフェクラウン �
�
父 Mineshaft �

�
母父 Indian Charlie デビュー 2019．1．27 東京1着

2016．3．13生 牡3鹿 母 Two Trail Sioux 母母 Quiet Trail 2戦2勝 賞金 13，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハナブショウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月21日まで平地競走

に出走できない。



12019 4月21日 晴 良 （31東京2）第2日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走13時30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
1：56．1
1：56．1

良
良

68 モンテグロッソ 牡4青鹿57 石橋 脩ゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 506＋ 22：01．4 2．4�

79 ヘブンリーデイズ 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444± 02：01．61� 7．0�

55 	 クリノオスマン 
5栗 57 嶋田 純次栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 日西牧場 458－ 2 〃 ハナ 125．1�
44 ラ レ ゾ ン 牝5黒鹿55 大野 拓弥 �社台レースホース高木 登 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－ 22：01．91� 4．4�
811 ライトカラカゼ 牡4鹿 57 吉田 豊星野 壽市氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 474＋ 2 〃 クビ 3．6�
56 アサクサスポット 牡4鹿 57

56 ☆武藤 雅田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 518＋ 22：02．11� 41．0	
33 	 ベルウッドミライ 牡5黒鹿57 和田 竜二鈴木 照雄氏 伊藤 大士 浦河 市川フアーム 468－ 4 〃 アタマ 74．9

11 ゴールデンフィジー 牝4鹿 55 岩田 康誠吉田 照哉氏 牧 光二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432＋ 82：02．31 24．2�
710 ニシノベースマン 牡4黒鹿57 内田 博幸西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 藤原牧場 448± 0 〃 ハナ 80．1�
812 ロマンテソーロ 牝4青鹿55 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 448－142：02．51� 18．3�
22 イイコトズクシ 牡4鹿 57

55 △野中悠太郎小田切有一氏 本間 忍 浦河 木村牧場 B492＋ 6 〃 クビ 24．3�
67 	 コンゴウトシオー 牡5青鹿57 松岡 正海田畑 利彦氏 伊藤 伸一 浦河 梅田牧場 468－ 42：03．77 111．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 34，551，800円 複勝： 45，478，400円 枠連： 16，930，600円
馬連： 77，737，700円 馬単： 36，919，200円 ワイド： 50，218，200円
3連複： 97，892，200円 3連単： 145，579，300円 計： 505，307，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 150円 � 200円 � 2，170円 枠 連（6－7） 670円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 410円 �� 4，480円 �� 10，180円

3 連 複 ��� 22，570円 3 連 単 ��� 63，960円

票 数

単勝票数 計 345518 的中 � 111615（1番人気）
複勝票数 計 454784 的中 � 106792（1番人気）� 61409（4番人気）� 3606（12番人気）
枠連票数 計 169306 的中 （6－7） 19496（3番人気）
馬連票数 計 777377 的中 �� 70800（4番人気）
馬単票数 計 369192 的中 �� 21651（4番人気）
ワイド票数 計 502182 的中 �� 34991（4番人気）�� 2717（32番人気）�� 1184（48番人気）
3連複票数 計 978922 的中 ��� 3252（51番人気）
3連単票数 計1455793 的中 ��� 1650（170番人気）

ハロンタイム 13．0―12．1―12．2―12．0―12．8―13．2―12．6―11．2―10．9―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―25．1―37．3―49．3―1：02．1―1：15．3―1：27．9―1：39．1―1：50．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．1―3F33．5

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

勝馬の
紹 介

モンテグロッソ �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 Singspiel デビュー 2017．12．24 中山5着

2015．3．13生 牡4青鹿 母 ア ド ニ ー タ 母母 Anna Palariva 7戦2勝 賞金 26，300，000円

12020 4月21日 晴 良 （31東京2）第2日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走14時00分 （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
1：33．8
1：33．3

重
良

68 アポロマーキュリー 牝5栗 55 田辺 裕信アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 三輪 幸子 482＋101：40．0 3．2�
11 リンガスビンゴ 牝4黒鹿55 内田 博幸伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 522± 01：40．42� 11．3�
22 ラプターゲイル 牝4黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新ひだか 中田 英樹 B444＋ 21：40．61� 135．6�
56 タツオウカランブ 牝4栗 55 吉田 豊鈴木 髙幸氏 古賀 史生 浦河トラストスリーファーム 488－ 41：40．7� 45．4�
812 カグラヤルージュ 牝4黒鹿55 横山 典弘西村 亮二氏 奥平 雅士 日高 浜本牧場 474＋ 4 〃 クビ 5．4�
33 トラストマヴィア 牝6黒鹿55 荻野 琢真菅波 雅巳氏 羽月 友彦 新冠 松浦牧場 482－ 61：40．91 89．0	
44 ジェイエルノブレス 牝4鹿 55

53 △野中悠太郎橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 448－ 21：41．0� 14．9

710 イ セ ベ ル 牝4鹿 55 三浦 皇成谷掛 龍夫氏 大江原 哲 新ひだか 片山牧場 460＋ 21：41．1クビ 2．4�
55 	 トモジャプリマ 牝5黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前谷 武志 462＋101：41．63 31．2�
811 クロフネプリンセス 牝4栗 55 石川裕紀人サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 424＋ 41：42．34 129．4
79 レ ロ ー ヴ 牝5鹿 55

54 ☆武藤 雅今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 508＋ 6 〃 クビ 9．0�
（11頭）

67 	 ヒ ス イ 牝5鹿 55 岩部 純二清水 敏氏 加藤士津八 新冠 有限会社 大
作ステーブル ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 43，537，400円 複勝： 55，769，200円 枠連： 19，433，700円
馬連： 90，881，800円 馬単： 45，392，500円 ワイド： 54，529，600円
3連複： 117，834，500円 3連単： 173，772，200円 計： 601，150，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 170円 � 260円 � 1，670円 枠 連（1－6） 1，830円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 2，600円

ワ イ ド �� 590円 �� 3，290円 �� 6，200円

3 連 複 ��� 32，070円 3 連 単 ��� 120，670円

票 数

単勝票数 差引計 435374（返還計 96） 的中 � 108192（2番人気）
複勝票数 差引計 557692（返還計 40） 的中 � 110340（2番人気）� 54275（4番人気）� 6483（10番人気）
枠連票数 差引計 194337（返還計 11） 的中 （1－6） 8225（7番人気）
馬連票数 差引計 908818（返還計 230） 的中 �� 41069（7番人気）
馬単票数 差引計 453925（返還計 79） 的中 �� 13048（11番人気）
ワイド票数 差引計 545296（返還計 191） 的中 �� 25405（6番人気）�� 4122（27番人気）�� 2166（37番人気）
3連複票数 差引計1178345（返還計 722） 的中 ��� 2755（64番人気）
3連単票数 差引計1737722（返還計 813） 的中 ��� 1044（258番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―25．0―38．0―50．7―1：03．4―1：15．7―1：27．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アポロマーキュリー �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 グランドオペラ デビュー 2016．8．13 新潟13着

2014．3．31生 牝5栗 母 キタノオペラ 母母 デーエスローマン 15戦2勝 賞金 26，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔出走取消〕 ヒスイ号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。



12021 4月21日 晴 良 （31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 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
1：44．2
1：43．9

良
良

811 ヒ ス ト リ ア 牝5鹿 55 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 472－ 61：46．3 3．7�
33 �	 モズダディー 牡4栗 57 藤岡 康太北側 雅勝氏 藤岡 健一 米 Mr. & Mrs.

Oliver S. Tait B484± 0 〃 クビ 4．2�
11 アイスストーム 牡4鹿 57 岩田 康誠ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518－101：46．51
 5．5�
810� アーチキング �6鹿 57 石橋 脩 �シルクレーシング 木村 哲也 米 Spendthrift

Farm, LLC 520－ 2 〃 ハナ 17．3�
78 シュバルツボンバー 牡4鹿 57 三浦 皇成�桑田牧場 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 524－ 61：46．6クビ 8．6�
79 ダイワギャバン 牡4鹿 57 大野 拓弥大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 476＋ 21：46．7
 30．2	
66 サトノルーラー 牡5黒鹿57 横山 典弘里見 治紀氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 516＋ 21：46．8� 3．7

44 ウインシトリン 牝5黒鹿55 松岡 正海�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 452＋101：47．43
 59．5�
22 ヴェルテアシャフト 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 500－ 21：47．5クビ 15．4
67 セガールモチンモク �5栗 57 江田 照男小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 B490－ 21：47．71 188．6�
55 ビオラフォーエバー �8栗 57 柴田 大知熊澤 浩樹氏 加藤士津八 新ひだか 岡田スタツド B464－101：48．55 296．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 57，372，200円 複勝： 73，089，300円 枠連： 23，398，200円
馬連： 130，557，800円 馬単： 55，619，400円 ワイド： 71，250，900円
3連複： 148，441，200円 3連単： 224，391，400円 計： 784，120，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 130円 � 150円 � 140円 枠 連（3－8） 710円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 350円 �� 360円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 7，640円

票 数

単勝票数 計 573722 的中 � 123815（1番人気）
複勝票数 計 730893 的中 � 151371（1番人気）� 121458（4番人気）� 126374（3番人気）
枠連票数 計 233982 的中 （3－8） 25535（2番人気）
馬連票数 計1305578 的中 �� 110904（2番人気）
馬単票数 計 556194 的中 �� 20939（7番人気）
ワイド票数 計 712509 的中 �� 52502（2番人気）�� 50120（4番人気）�� 47223（5番人気）
3連複票数 計1484412 的中 ��� 79420（3番人気）
3連単票数 計2243914 的中 ��� 21271（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―35．6―48．0―1：00．3―1：12．4―1：23．5―1：34．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．0―3F33．9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒ ス ト リ ア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2016．9．18 中山1着

2014．2．6生 牝5鹿 母 ア ル ヴ ィ ス 母母 Extraterrestral 17戦4勝 賞金 69，123，000円

12022 4月21日 晴 良 （31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，1，600万円以下，30．4．21以降31．4．14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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

47 フュージョンロック 牡5栗 56 三浦 皇成金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 492－ 21：24．7 3．4�

612 ハルクンノテソーロ 牡5黒鹿56 和田 竜二了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 新冠 長浜牧場 478± 01：24．91� 4．7�

713 グロワールシチー 牡5鹿 54 戸崎 圭太 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 464－ 6 〃 ハナ 7．0�
36 ド リ ュ ウ 牡4栗 55 大野 拓弥�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 446± 0 〃 アタマ 6．0�
48 ノーフィアー 牡5栗 54 内田 博幸平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 500－ 2 〃 クビ 22．8	
35 ルッジェーロ 牡4黒鹿55 M．デムーロ村木 隆氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 516－ 41：25．11� 7．3

24 バーンフライ 牡4黒鹿54 石川裕紀人�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492－ 8 〃 ハナ 35．0�
12 ビックリシタナモー 牡5黒鹿55 藤田菜七子小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 506± 01：25．2クビ 30．7�
815 プリサイスエース 牡8栗 54 田辺 裕信井山 登氏 奥村 武 新冠 芳住 鉄兵 514－ 4 〃 クビ 43．0
714� ターゲリート 牡6黒鹿54 岩田 康誠�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 492＋ 21：25．41 42．3�
611 ミックベンハー 牡4栗 55 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 494＋ 6 〃 クビ 15．7�
59 マイネルラック 牡6鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 494－ 4 〃 クビ 33．7�
816 タイセイプレシャス 	7栗 55 松岡 正海田中 成奉氏 池上 昌和 新ひだか 前谷 武志 478＋ 2 〃 ハナ 92．6�
23 � スティンライクビー 	7青鹿53 江田 照男 �ローレルレーシング 竹内 正洋 青森 ワールドファーム 472＋121：25．82
 45．0�
11 メガオパールカフェ 牡8栗 53 田中 勝春西川 光一氏 和田 勇介 日高 ヤナガワ牧場 542－ 21：26．0� 91．8�
510� フランシスコダイゴ 牡4鹿 54 横山 典弘 Him Rock Racing

ホールディングス� 武市 康男 日高 タバタファーム 470＋ 41：26．1
 51．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 64，882，100円 複勝： 107，978，200円 枠連： 45，293，300円
馬連： 185，204，300円 馬単： 70，817，500円 ワイド： 118，022，000円
3連複： 266，858，200円 3連単： 313，324，900円 計： 1，172，380，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 150円 � 200円 枠 連（4－6） 610円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 310円 �� 460円 �� 580円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 6，240円

票 数

単勝票数 計 648821 的中 � 148440（1番人気）
複勝票数 計1079782 的中 � 198677（1番人気）� 196423（2番人気）� 120004（4番人気）
枠連票数 計 452933 的中 （4－6） 57414（2番人気）
馬連票数 計1852043 的中 �� 165514（1番人気）
馬単票数 計 708175 的中 �� 36126（1番人気）
ワイド票数 計1180220 的中 �� 103856（1番人気）�� 63847（3番人気）�� 49081（5番人気）
3連複票数 計2668582 的中 ��� 114788（2番人気）
3連単票数 計3133249 的中 ��� 36399（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．7―35．4―47．8―59．9―1：12．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F36．9
3 3，7，12（8，13）（4，5，14）（1，11）（6，9）－10－2－16，15 4 3，7（8，12）13（4，5）（1，11，14）（10，6，9）2（15，16）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

フュージョンロック �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Kornado デビュー 2016．6．12 東京3着

2014．2．2生 牡5栗 母 シ ャ ピ ー ラ 母母 Semplice 17戦4勝 賞金 68，992，000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） 6頭 アンティノウス号・ヴォーガ号・カラクプア号・ケイマ号・サザンヴィグラス号・ディープオーパス号

２レース目



12023 4月21日 晴 良 （31東京2）第2日 第11競走 ��
��2，000�第54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 1，274，000円 364，000円 182，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

24 ウィクトーリア 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 466－ 41：59．5 6．7�
12 シャドウディーヴァ 牝3黒鹿54 岩田 康誠�Shadow 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 464－ 2 〃 ハナ 5．4�
59 ジ ョ デ ィ ー 牝3鹿 54 武藤 雅小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 478＋ 61：59．6� 28．3�
48 パッシングスルー 牝3鹿 54 石橋 脩 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 468＋ 4 〃 アタマ 10．6�
818 フェアリーポルカ 牝3鹿 54 和田 竜二山本 剛士氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 ハナ 6．7	
35 ペ レ 牝3黒鹿54 大野 拓弥�NICKS 奥村 武 安平 ノーザンファーム 434－ 21：59．91� 20．4

36 ウインゼノビア 牝3栗 54 松岡 正海�ウイン 青木 孝文 新冠 村本牧場 468＋ 8 〃 クビ 38．0�
47 ア モ レ ッ タ 牝3鹿 54 三浦 皇成ゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466－142：00．0� 35．5�
816 クラサーヴィツァ 牝3栗 54 秋山真一郎椎名 節氏 武井 亮 洞	湖 レイクヴィラファーム 444＋12 〃 ハナ 112．5
612 エ ア ジ ー ン 牝3鹿 54 M．デムーロ �ラッキーフィールド堀 宣行 安平 ノーザンファーム 438－102：00．1� 11．3�
713 フォークテイル 牝3鹿 54 田辺 裕信 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 440± 02：00．41� 10．1�
714 イノセントミューズ 牝3鹿 54 蛯名 正義 �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム 460－ 62：00．5� 129．6�
817 レオンドーロ 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 456－ 2 〃 ハナ 67．9�
510 セ ラ ピ ア 牝3芦 54 藤岡 康太吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 480－ 4 〃 クビ 4．0�
23 エ ト ワ ー ル 牝3栗 54 内田 博幸近藤 英子氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 474± 02：00．6クビ 29．6�
715
 ヴィエナブロー 牝3黒鹿54 藤田菜七子吉田 千津氏 林 徹 仏 Mr Hubert

Mazeaud 440－ 22：00．91� 86．0�
611 ネ リ ッ サ 牝3鹿 54 石川裕紀人木村 廣太氏 勢司 和浩 浦河 大島牧場 418＋ 42：01．0� 177．8�
11 ローズテソーロ 牝3青鹿54 黛 弘人了德寺健二ホール

ディングス� 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 430－182：01．64 49．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 292，489，300円 複勝： 393，075，800円 枠連： 186，088，000円 馬連： 956，221，900円 馬単： 310，854，400円
ワイド： 497，848，800円 3連複： 1，639，294，600円 3連単： 2，017，923，200円 5重勝： 650，186，800円 計： 6，943，982，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 270円 � 180円 � 540円 枠 連（1－2） 1，210円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 3，480円

ワ イ ド �� 670円 �� 2，580円 �� 1，840円

3 連 複 ��� 13，580円 3 連 単 ��� 57，340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����� 12，300，830円

票 数

単勝票数 計2924893 的中 � 347427（3番人気）
複勝票数 計3930758 的中 � 373057（4番人気）� 675312（1番人気）� 155509（9番人気）
枠連票数 計1860880 的中 （1－2） 118288（1番人気）
馬連票数 計9562219 的中 �� 463179（2番人気）
馬単票数 計3108544 的中 �� 66980（7番人気）
ワイド票数 計4978488 的中 �� 202475（3番人気）�� 48085（33番人気）�� 67996（22番人気）
3連複票数 計16392946 的中 ��� 90494（40番人気）
3連単票数 計20179232 的中 ��� 25512（169番人気）
5重勝票数 計6501868 的中 ����� 37

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．3―35．9―48．1―1：00．6―1：13．0―1：25．3―1：37．0―1：48．0

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

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

勝馬の
紹 介

ウィクトーリア �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2018．7．22 函館1着

2016．3．27生 牝3鹿 母 ブラックエンブレム 母母 ヴァンドノワール 5戦3勝 賞金 68，474，000円
〔制裁〕 シャドウディーヴァ号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過

怠金30，000円。（被害馬：9番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりウィクトーリア号・シャドウディーヴァ号は，優駿牝馬（GⅠ）競走に優先出走できる。

12024 4月21日 晴 良 （31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25分 （ダート・左）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

714 ミッキーワイルド 牡4鹿 57 M．デムーロ野田みづき氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 504－ 81：37．4 2．2�
48 エピックアン 牡4芦 57 田辺 裕信 TURFレーシング 大和田 成 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B504－ 21：37．5� 26．7�
23 フ ィ ス キ オ 牡5栗 57 戸崎 圭太�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 平山牧場 484－ 21：37．6クビ 5．6�
815 クリノフウジン 牡5栗 57 藤岡 康太栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 500－121：38．02	 35．4�
47 マサキノテソーロ 牡5栗 57 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新冠 山岡牧場 520－ 81：38．32 14．7�
11 シャムロック 牡5栗 57 石橋 脩諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 494－ 41：38．61� 8．9	
816 トレンドライン 牡5栗 57 三浦 皇成 
サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 480－ 21：38．81 4．3�
36 クレディブル 牡4芦 57 内田 博幸清水 二朗氏 萩原 清 新ひだか グランド牧場 498＋ 21：38．9� 32．5�
24 ワンダープラヤアン 牡5栗 57

56 ☆武藤 雅山本 能成氏 森田 直行 浦河 藤春 修二 482＋ 2 〃 ハナ 172．0
510 キングラディウス 牡6栗 57 原田 和真菅原 広隆氏 南田美知雄 新冠 新冠橋本牧場 B474－ 81：39．11
 322．6�
59 サイモンジルバ 牝4鹿 55

52 ▲藤田菜七子澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 三嶋牧場 452＋121：39．41	 61．2�
713 テイエムテツジン 牡7栗 57 松岡 正海竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 バンブー牧場 452－ 8 〃 クビ 179．6�
611 プリエンプト 牝5栗 55 和田 竜二 
社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 480－ 61：39．5クビ 146．7�
612 プレイヤーサムソン 牡6鹿 57 蛯名 正義嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 476＋ 21：40．56 27．3�
12 ピンキージョーンズ 牝5栗 55 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 31：40．92	 229．2�
35 � テンタマユキノブ 牡4栗 57

55 △野中悠太郎澤田 孝之氏 尾形 和幸 浦河 村下 清志 442－ 91：41．22 27．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 123，667，100円 複勝： 146，695，900円 枠連： 63，612，100円
馬連： 283，961，300円 馬単： 126，343，700円 ワイド： 183，956，000円
3連複： 408，479，100円 3連単： 625，596，600円 計： 1，962，311，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 410円 � 170円 枠 連（4－7） 940円

馬 連 �� 2，280円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 790円 �� 250円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 3，180円 3 連 単 ��� 15，350円

票 数

単勝票数 計1236671 的中 � 447389（1番人気）
複勝票数 計1466959 的中 � 425939（1番人気）� 60408（7番人気）� 219893（2番人気）
枠連票数 計 636121 的中 （4－7） 52294（3番人気）
馬連票数 計2839613 的中 �� 96391（6番人気）
馬単票数 計1263437 的中 �� 30355（9番人気）
ワイド票数 計1839560 的中 �� 55280（8番人気）�� 225695（1番人気）�� 30342（17番人気）
3連複票数 計4084791 的中 ��� 96243（9番人気）
3連単票数 計6255966 的中 ��� 29533（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．4―35．3―47．7―1：00．5―1：12．9―1：25．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F36．9
3 5，7，11（2，10）14（3，15，16）（8，4，12）－6（1，9）－13 4 5，7（2，10，11）14（3，15，16）8（4，12）（1，6，9）13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキーワイルド �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2017．12．3 中京1着

2015．2．4生 牡4鹿 母 ワイルドラズベリー 母母 ディアアドマイヤ 11戦3勝 賞金 46，910，000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 ダイワインパルス号

５レース目



（31東京2）第2日 4月21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 173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

273，190，000円
2，590，000円
20，360，000円
2，680，000円
32，720，000円
71，816，500円
4，804，000円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
875，736，300円
1，327，281，500円
457，716，500円
2，126，017，500円
882，306，100円
1，272，370，700円
3，225，791，000円
4，376，646，400円
650，186，800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
5 重 勝
計 15，194，052，800円

総入場人員 51，573名 （有料入場人員 ）
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