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12025 4月27日 曇 稍重 （31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

22 ブルーコーラル 牝3栗 54 三浦 皇成 �ローレルレーシング 清水 英克 新冠 ハクツ牧場 428－ 41：40．1 1．5�
811 ワンダーマンボ 牝3黒鹿54 福永 祐一草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 458－ 41：40．31 4．0�
79 ケ イ ス タ ー 牝3栗 54 木幡 初也桑野 克己氏 杉浦 宏昭 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 458－ 21：41．47 138．7�
44 ノーブルフューチャ 牝3栗 54 A．シュタルケ 吉木 伸彦氏 高柳 瑞樹 浦河 小葉松 幸雄 454－ 21：41．61� 15．5�

（独）

11 コ ー ラ ル 牝3青鹿54 嘉藤 貴行鈴木美江子氏 田島 俊明 新冠 新冠橋本牧場 422－ 4 〃 クビ 148．3�
710 シントークロヒメ 牝3青鹿 54

52 △菊沢 一樹中野 辰三氏 小島 茂之 新ひだか 静内山田牧場 448± 01：41．92 187．4	
56 アクトオネストリー 牝3黒鹿 54

52 △野中悠太郎 
サンデーレーシング 武井 亮 安平 追分ファーム B462＋ 21：42．0� 45．5�
67 ウエスタンカッター 牝3黒鹿54 荻野 極山本弥恵子氏 田中 剛 新ひだか ウエスタンファーム 422－ 21：42．1クビ 57．0�
812 シ ャ ン テ 牝3青 54

51 ▲菅原 明良平本 敏夫氏 大江原 哲 浦河 山口 義彦 426－ 21：42．42 113．3
55 インオンザレイク 牝3鹿 54 和田 竜二中村 祐子氏 中舘 英二 新冠 富本 茂喜 476± 01：42．82� 50．3�
68 マ リ ー 牝3青鹿54 伴 啓太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 新ひだか 藤原牧場 476± 01：43．22� 188．0�
33 ゴールドアクション 牝3鹿 54 大野 拓弥居城 寿与氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム 482＋ 2 （競走中止） 5．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 42，935，200円 複勝： 152，786，000円 枠連： 14，486，700円
馬連： 65，759，700円 馬単： 51，973，200円 ワイド： 50，196，500円
3連複： 97，201，900円 3連単： 211，245，200円 計： 686，584，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 120円 � 940円 枠 連（2－8） 280円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 410円

ワ イ ド �� 160円 �� 1，720円 �� 2，790円

3 連 複 ��� 4，890円 3 連 単 ��� 10，170円

票 数

単勝票数 計 429352 的中 � 227292（1番人気）
複勝票数 計1527860 的中 � 1198192（1番人気）� 117966（2番人気）� 6350（9番人気）
枠連票数 計 144867 的中 （2－8） 38854（2番人気）
馬連票数 計 657597 的中 �� 177422（1番人気）
馬単票数 計 519732 的中 �� 94025（2番人気）
ワイド票数 計 501965 的中 �� 115800（1番人気）�� 5901（16番人気）�� 3576（22番人気）
3連複票数 計 972019 的中 ��� 14883（11番人気）
3連単票数 計2112452 的中 ��� 15052（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．3―37．1―50．2―1：03．3―1：15．7―1：27．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルーコーラル �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2019．2．16 東京4着

2016．3．29生 牝3栗 母 カクテルラウンジ 母母 ランニングヒロイン 4戦1勝 賞金 9，900，000円
〔競走中止〕 ゴールドアクション号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出走取消馬 シットリ号（疾病〔左前肢跛行〕のため）
※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。

12026 4月27日 曇 稍重 （31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
1：20．3

重
不良

23 ジ ー ニ ー 牡3鹿 56 三浦 皇成ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 丸幸小林牧場 490 ―1：27．3 3．2�
510 カーリングストーン 牡3鹿 56

54 △菊沢 一樹國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 458－ 8 〃 ハナ 66．3�
713 イサチルダイチ 牡3鹿 56 松岡 正海小坂 功氏 竹内 正洋 新冠 八島 夕起子 500± 01：27．72� 4．8�
612 アサクサマヤ 牝3鹿 54 横山 典弘蛭田 素子氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 482＋ 41：27．91 8．6�
12 ロンリーウェイ 牡3青鹿56 戸崎 圭太小原準一郎氏 田島 俊明 新冠 有限会社 大

作ステーブル 476－ 2 〃 クビ 3．4�
815 ジ ェ イ コ ブ 牡3鹿 56 福永 祐一市川義美ホール

ディングス� 中舘 英二 千歳 社台ファーム 484＋101：28．0クビ 15．7	
24 ドラゴンエナジー 牡3鹿 56 伴 啓太田頭 勇貴氏 大江原 哲 日高 株式会社カ

ネツ牧場 B460＋ 2 〃 クビ 79．5

11 ローレルジェイド 牡3鹿 56

53 ▲菅原 明良 �ローレルレーシング 斎藤 誠 新冠 新冠橋本牧場 B496＋ 41：28．31� 22．5�
611 デルマジュベルニー 牡3黒鹿56 菅原 隆一浅沼 廣幸氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 480 ―1：28．83 20．1�
36 フォワードプッシュ 牡3鹿 56 柴田 大知鈴木 正浩氏 伊藤 大士 新ひだか 静内フジカワ牧場 446± 01：28．9� 36．0
48 オリバーヴォーグ 牡3青鹿 56

55 ☆武藤 雅志村 幸彦氏 尾形 和幸 日高 千葉飯田牧場 498＋ 4 〃 ハナ 14．6�
816 ビザージュミニョン 牝3鹿 54 和田 竜二松尾 勝裕氏 粕谷 昌央 浦河 ヒダカフアーム 472＋141：29．11 86．0�
714 プラピルーン 牡3鹿 56 岩部 純二田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 赤石 久夫 438－ 21：29．2� 331．6�
47 ダイゴリュウ 牡3青鹿56 武士沢友治長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 454 ―1：30．05 63．7�
59 グリームロータス 牝3黒鹿 54

52 △野中悠太郎 �YGGホースクラブ 根本 康広 浦河 浦河小林牧場 428－101：30．21� 104．0�
35 クラウンキング 牡3栗 56 酒井 学�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 498 ―1：30．73 106．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，215，100円 複勝： 53，234，900円 枠連： 19，027，800円
馬連： 76，782，300円 馬単： 38，108，900円 ワイド： 58，996，600円
3連複： 113，449，100円 3連単： 126，847，900円 計： 526，662，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 170円 � 1，110円 � 190円 枠 連（2－5） 6，830円

馬 連 �� 16，840円 馬 単 �� 20，210円

ワ イ ド �� 4，780円 �� 550円 �� 4，260円

3 連 複 ��� 25，120円 3 連 単 ��� 164，220円

票 数

単勝票数 計 402151 的中 � 99807（1番人気）
複勝票数 計 532349 的中 � 96137（2番人気）� 8863（10番人気）� 82955（3番人気）
枠連票数 計 190278 的中 （2－5） 2156（22番人気）
馬連票数 計 767823 的中 �� 3532（41番人気）
馬単票数 計 381089 的中 �� 1414（58番人気）
ワイド票数 計 589966 的中 �� 3038（45番人気）�� 29853（4番人気）�� 3416（37番人気）
3連複票数 計1134491 的中 ��� 3386（68番人気）
3連単票数 計1268479 的中 ��� 560（414番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．5―13．0―12．2―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．4―36．9―49．9―1：02．1―1：14．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ ー ニ ー �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2016．5．16生 牡3鹿 母 サンフラワーガール 母母 ランバダスタイル 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ドラゴンエナジー号の騎手伴啓太は，後検量について注意義務を怠り過怠金50，000円。
※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） 3頭 アムルーズ号・アーチンガイ号・ホームチーム号
（非抽選馬） 1頭 イワネコゴシキ号

第２回 東京競馬 第３日



12027 4月27日 曇 稍重 （31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

813 タマノカイザー 牡3栗 56 大野 拓弥玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 508＋ 22：14．1 1．6�
812 ベルウッドカザン 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 市川フアーム 488± 02：14．73� 35．5�
45 ケイティクラウン �3栗 56

54 △野中悠太郎瀧本 和義氏 清水 英克 日高 中館牧場 B476－ 42：14．8� 18．5�
710 タイセイシャトル 牡3栗 56 戸崎 圭太田中 成奉氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B470－ 22：15．43� 5．6�
44 フィールオーケー 牡3黒鹿 56

55 ☆武藤 雅吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム B470－102：15．5	 114．3�
33 ホワイトストーム 牡3芦 56 菅原 隆一西村 專次氏 小野 次郎 浦河 グラストレーニ

ングセンター 464＋ 42：15．71
 15．5�
56 シントーキング 牡3栗 56 内田 博幸中野 辰三氏 小島 茂之 むかわ 上水牧場 528＋ 42：17．08 18．2	
69 ク ロ ヒ ョ ウ 牡3青鹿56 田辺 裕信河内 孝夫氏 小西 一男 日高 坂 牧場 478＋ 4 〃 クビ 6．9

68 トゥービーシック 牝3黒鹿54 横山 和生西森 鶴氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 444＋182：17．1	 35．6�
711 フェイスフルベン 牡3鹿 56

53 ▲菅原 明良石瀬 浩三氏 大竹 正博 日高 いとう牧場 B490± 02：17．63 243．6�
11 サクラパルジファル 牡3黒鹿56 横山 典弘さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 522 ―2：18．45 19．5�
57 ローガンテソーロ 牡3黒鹿56 和田 竜二了德寺健二ホール

ディングス 畠山 吉宏 新ひだか 広田牧場 512± 02：18．71	 81．0�
22 ショーペイシャンス 牡3鹿 56 石川裕紀人吉冨 学氏 加藤 和宏 日高 シンボリ牧場 554 ―2：20．6大差 83．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 40，317，800円 複勝： 119，280，400円 枠連： 17，884，100円
馬連： 74，766，100円 馬単： 48，467，300円 ワイド： 58，848，200円
3連複： 107，231，200円 3連単： 163，411，500円 計： 630，206，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 470円 � 320円 枠 連（8－8） 1，580円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 1，820円

ワ イ ド �� 650円 �� 600円 �� 3，170円

3 連 複 ��� 6，390円 3 連 単 ��� 19，400円

票 数

単勝票数 計 403178 的中 � 197393（1番人気）
複勝票数 計1192804 的中 � 758377（1番人気）� 25022（8番人気）� 39937（5番人気）
枠連票数 計 178841 的中 （8－8） 8720（6番人気）
馬連票数 計 747661 的中 �� 38569（5番人気）
馬単票数 計 484673 的中 �� 19927（6番人気）
ワイド票数 計 588482 的中 �� 23691（7番人気）�� 26187（6番人気）�� 4454（31番人気）
3連複票数 計1072312 的中 ��� 12579（22番人気）
3連単票数 計1634115 的中 ��� 6106（59番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．7―31．1―43．7―57．3―1：10．3―1：23．3―1：36．6―1：49．0―2：01．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タマノカイザー �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．1．6 中山2着

2016．2．13生 牡3栗 母 トーホウシャイン 母母 ホークズフォーチュン 4戦1勝 賞金 9，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショーペイシャンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月27日まで平地

競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 フェイスフルベン号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月27日まで平地競走に出走で

きない。

12028 4月27日 曇 稍重 （31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

816 イ サ ク 牡3青鹿56 戸崎 圭太ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 470＋ 41：48．7 4．0�

815 トーセングラン 牡3鹿 56 三浦 皇成島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ
スティファーム 424－ 61：48．8� 3．2�

611 フィリアーノ 牡3芦 56 C．ルメール 吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 454＋ 6 〃 クビ 3．1�
23 ショウナンランナー 牡3黒鹿56 松山 弘平国本 哲秀氏 国枝 栄 新ひだか 静内フアーム 488－ 61：49．11� 74．6�
36 ベルレガッタ 牝3鹿 54 福永 祐一山本又一郎氏 鹿戸 雄一 新ひだか 矢野牧場 444＋ 4 〃 ハナ 6．6�
35 ディザイアソング 牝3鹿 54 横山 典弘尾上 寿夫氏 金成 貴史 日高 いとう牧場 428－ 21：49．41� 15．6	
713 ミラキュラスパワー 牝3鹿 54

52 △野中悠太郎 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 佐竹 学 432＋ 4 〃 ハナ 66．9�

59 ミ カ エ ラ 牝3黒鹿54 伴 啓太海谷 幸司氏 高橋 義博 浦河 中村 雅明 414＋ 41：49．61� 211．2�
48 レパルスベイ 牝3黒鹿54 吉田 豊谷口 悦一氏 高橋 文雅 日高 戸川牧場 432－ 21：49．7� 245．1
11 ニシノプレジール 牝3鹿 54 大野 拓弥西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 本桐牧場 404－ 41：49．91� 14．9�
12 ハードエイム 牡3栗 56 原田 和真新井 衛氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 438± 01：50．0� 95．6�
24 マーストファクト 牡3芦 56 和田 竜二岡田甲子男氏 清水 久詞 新ひだか 坂本牧場 514－ 61：50．1� 38．9�
612 ウシェーランケー 牡3黒鹿56 荻野 極瀬谷 �雄氏 上原 博之 浦河 秋場牧場 426± 01：50．2� 181．0�
47 ハーンハリーリ 牝3黒鹿54 菅原 隆一�ミルファーム 中川 公成 浦河 斉藤英牧場 430－ 81：50．41� 448．8�
714 アテンフェアリー 牝3黒鹿54 岩部 純二齊藤 直信氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 454＋ 41：50．82� 272．4�
510 ビュレットベリー 牡3青鹿56 石川裕紀人 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 槇本牧場 476－ 61：50．9� 157．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，086，600円 複勝： 67，958，100円 枠連： 25，550，700円
馬連： 87，726，000円 馬単： 47，518，900円 ワイド： 61，641，600円
3連複： 122，688，900円 3連単： 168，363，200円 計： 624，534，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 130円 � 120円 � 110円 枠 連（8－8） 860円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 270円 �� 250円 �� 220円

3 連 複 ��� 520円 3 連 単 ��� 3，530円

票 数

単勝票数 計 430866 的中 � 84457（3番人気）
複勝票数 計 679581 的中 � 116964（3番人気）� 156590（2番人気）� 167478（1番人気）
枠連票数 計 255507 的中 （8－8） 22860（4番人気）
馬連票数 計 877260 的中 �� 89426（3番人気）
馬単票数 計 475189 的中 �� 23939（6番人気）
ワイド票数 計 616416 的中 �� 54899（3番人気）�� 60912（2番人気）�� 73828（1番人気）
3連複票数 計1226889 的中 ��� 174819（1番人気）
3連単票数 計1683632 的中 ��� 34574（5番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．1―12．5―12．6―12．6―11．6―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―36．5―49．0―1：01．6―1：14．2―1：25．8―1：37．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

イ サ ク �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Gone West デビュー 2018．9．23 中山4着

2016．4．3生 牡3青鹿 母 ブ リ ク セ ン 母母 Danish 6戦1勝 賞金 10，150，000円
〔3走成績による出走制限〕 ハードエイム号・レパルスベイ号は，「3走成績による出走制限」のため，平成31年6月27日まで平地競

走に出走できない。
※出走取消馬 アレミティ号（疾病〔右前挫跖〕のため）



12029 4月27日 曇 稍重 （31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
1：19．5
1：19．0

良
良

36 コールザチューン 牝3鹿 54 田辺 裕信 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 478－ 61：21．9 3．3�
12 ホーリーライン 牝3青鹿54 戸崎 圭太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 新冠 スカイビーチステーブル 428＋ 2 〃 クビ 32．9�
816 コスモエスパーダ 牡3青 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新ひだか 静内酒井牧場 466－ 21：22．0� 6．6�
47 フジマサディープ 牡3鹿 56

54 △野中悠太郎藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 山岸 康 490－ 4 〃 アタマ 19．7�
611 ゴールデンゾーン 牡3鹿 56 D．レーン 星野 祐介氏 相沢 郁 日高 碧雲牧場 484± 01：22．1� 3．6	

（豪）

713 ヴ ォ ア ラ 牝3黒鹿54 大野 拓弥�ミルファーム 新開 幸一 浦河 杵臼牧場 474－ 21：22．2� 30．3

510 ホットスタンプ 牝3栗 54 江田 照男岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 石郷岡 雅樹 B448－ 41：22．41� 231．6�
818 ミヤビペルラ 牝3黒鹿54 吉田 豊村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 高橋 修 430－ 81：22．61� 186．2�
24 トーセンジンライム 牡3青 56 藤岡 佑介島川 哉氏 古賀 史生 新冠 競優牧場 442－ 6 〃 クビ 14．8�
59 チャーチスクエア 牝3鹿 54 石橋 脩 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 462－121：23．02� 4．1�
35 スターアイランド 牝3鹿 54 内田 博幸荒井 眞澄氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 408－ 21：23．1� 29．4�
714 ニシノテンカラット 牝3黒鹿 54

53 ☆武藤 雅西山 茂行氏 武市 康男 浦河 桑田牧場 400＋ 21：23．31� 89．9�
817 フ レ エ ル 牝3栗 54 三浦 皇成水上 行雄氏 萩原 清 浦河 笠松牧場 430 ―1：23．4� 65．2�
48 エンジェルズライン 牝3青鹿54 荻野 極島井新一郎氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 434± 0 〃 クビ 413．6�
23 トランスアクスル 牡3鹿 56 松山 弘平 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 490＋ 21：23．61� 55．7�
612 オトリコミチュウ 牝3青鹿 54

52 △菊沢 一樹内田 玄祥氏 奥平 雅士 新ひだか 飛野牧場 442－ 21：23．81 271．9�
715 サクラテゾーロ 牝3青鹿54 横山 典弘�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 416＋ 41：24．22� 110．6�
11 ルーナフォンテン 牝3鹿 54 岩部 純二吉橋 興生氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 450－ 61：24．83� 539．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 50，982，200円 複勝： 79，173，800円 枠連： 25，024，600円
馬連： 96，694，500円 馬単： 45，901，200円 ワイド： 70，430，500円
3連複： 131，783，100円 3連単： 154，648，800円 計： 654，638，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 670円 � 170円 枠 連（1－3） 3，490円

馬 連 �� 4，520円 馬 単 �� 6，270円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 420円 �� 2，470円

3 連 複 ��� 7，970円 3 連 単 ��� 40，300円

票 数

単勝票数 計 509822 的中 � 121849（1番人気）
複勝票数 計 791738 的中 � 154627（1番人気）� 21624（8番人気）� 135454（3番人気）
枠連票数 計 250246 的中 （1－3） 5552（14番人気）
馬連票数 計 966945 的中 �� 16559（14番人気）
馬単票数 計 459012 的中 �� 5485（20番人気）
ワイド票数 計 704305 的中 �� 13412（14番人気）�� 47096（3番人気）�� 6857（25番人気）
3連複票数 計1317831 的中 ��� 12398（24番人気）
3連単票数 計1546488 的中 ��� 2782（109番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．5―35．5―47．7―58．9―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コールザチューン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．11．18 東京10着

2016．5．10生 牝3鹿 母 グッドチョイス 母母 ワインアンドローズ 4戦1勝 賞金 7，000，000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 パドゥバスク号
※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。

12030 4月27日 曇 稍重 （31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

59 アシャカトブ 牡3栗 56
55 ☆武藤 雅吉冨 学氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田牧場 492－101：38．0 4．9�

713 ロマンティコ 牡3鹿 56 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 新冠 若林牧場 540± 01：38．21� 1．7�
610 バンブトンハート 牝3青鹿54 田中 勝春樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 490－101：38．3� 16．7�
46 レトロフィット 牝3鹿 54 戸崎 圭太吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 484－ 41：39．04 12．1�
815 ブリッツェンシチー 牡3鹿 56 内田 博幸 �友駿ホースクラブ 古賀 慎明 浦河 桑田牧場 522－ 41：39．1� 37．5�
22 タイセイビルダー 牡3栗 56 松岡 正海田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 498－ 8 〃 アタマ 37．0	
58 ハ ツ セ 牝3鹿 54 柴田 善臣林 弘之氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 480± 01：39．2� 154．7

35 リ ー ヴ ル 牡3栗 56 三浦 皇成�G1レーシング 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484± 01：39．51� 11．0�
47 セイカヤマノ 牡3黒鹿56 大野 拓弥久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 490± 0 〃 ハナ 51．4�
814� スズカユース 牝3栗 54

52 △菊沢 一樹永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 444－ 41：39．81� 148．6
712 ボンドロール 牝3鹿 54 江田 照男ディアレストクラブ� 矢野 英一 浦河 不二牧場 468＋101：40．01� 56．9�
611 キングスバレイ 牡3栗 56 A．シュタルケ 村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 508－ 41：40．2� 8．9�

（独）

23 トリヴォルテソーロ 牡3栗 56
53 ▲菅原 明良了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 浦河 浦河土肥牧場 482－ 6 〃 クビ 341．1�
34 ネオレインボウ 牡3鹿 56

54 △野中悠太郎西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 484－ 21：40．94 63．5�
11 ローリエテソーロ 牡3栗 56 田辺 裕信了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 浦河 辻 牧場 506－ 81：41．11 65．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 59，068，700円 複勝： 93，990，600円 枠連： 25，368，600円
馬連： 101，514，700円 馬単： 56，945，300円 ワイド： 85，276，300円
3連複： 143，038，900円 3連単： 191，470，800円 計： 756，673，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 170円 � 110円 � 340円 枠 連（5－7） 520円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，080円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 12，400円

票 数

単勝票数 計 590687 的中 � 95881（2番人気）
複勝票数 計 939906 的中 � 127739（2番人気）� 319708（1番人気）� 44709（6番人気）
枠連票数 計 253686 的中 （5－7） 37805（2番人気）
馬連票数 計1015147 的中 �� 139569（1番人気）
馬単票数 計 569453 的中 �� 24661（6番人気）
ワイド票数 計 852763 的中 �� 86839（1番人気）�� 17976（14番人気）�� 45431（5番人気）
3連複票数 計1430389 的中 ��� 54167（4番人気）
3連単票数 計1914708 的中 ��� 11186（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―36．3―48．7―1：01．2―1：13．3―1：25．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アシャカトブ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．11．4 東京4着

2016．3．12生 牡3栗 母 ヴェリタスマリコ 母母 アサクサコンソメ 5戦2勝 賞金 16，600，000円
〔発走状況〕 ロマンティコ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※スズカユース号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



12031 4月27日 曇 稍重 （31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

55 ベストティアーズ 牝5青 55 B．アヴドゥラ �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 むかわ 上水牧場 476＋ 41：35．4 12．2�

（豪）

79 バルトフォンテン 牡4栗 57 石橋 脩吉橋 興生氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 510± 0 〃 クビ 4．2�
44 ジーナスイート 牝4芦 55 D．レーン �シルクレーシング 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 452＋281：35．5クビ 22．3�

（豪）

66 キングリッド 牡5鹿 57 M．デムーロ吉田 安惠氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 452± 01：35．6� 1．5�
67 アピールバイオ 牝5鹿 55 松山 弘平バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 462＋ 6 〃 クビ 31．9	
811 カ レ ン 牝5栗 55 武士沢友治�ミルファーム 深山 雅史 新ひだか 藤沢牧場 488－ 21：35．7クビ 56．0

33 レーヌジャルダン 牝5鹿 55 三浦 皇成 �グリーンファーム高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 452＋ 2 〃 クビ 7．2�
78 トウショウビクター 牡6黒鹿57 木幡 初也トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 460－121：36．23 138．6�
22 � ディーズエフォート 牝4栗 55

52 ▲小林 凌大�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 458＋ 61：36．51� 383．0
810 ロジヒューズ 牝4鹿 55 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 新冠 オリエント牧場 478＋ 21：36．6� 66．4�
11 � シンボリピカソ 牡4芦 57

56 ☆武藤 雅飯田 正剛氏 小野 次郎 日高 シンボリ牧場 B476＋ 71：37．34 88．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 48，693，800円 複勝： 138，917，200円 枠連： 17，159，500円
馬連： 78，726，000円 馬単： 56，014，100円 ワイド： 55，728，800円
3連複： 104，330，100円 3連単： 254，143，400円 計： 753，712，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 690円 � 320円 � 1，130円 枠 連（5－7） 2，460円

馬 連 �� 2，730円 馬 単 �� 6，320円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，860円 �� 910円

3 連 複 ��� 10，290円 3 連 単 ��� 74，200円

票 数

単勝票数 計 486938 的中 � 31674（4番人気）
複勝票数 計1389172 的中 � 50959（4番人気）� 130190（2番人気）� 29814（5番人気）
枠連票数 計 171595 的中 （5－7） 5385（8番人気）
馬連票数 計 787260 的中 �� 22322（7番人気）
馬単票数 計 560141 的中 �� 6645（15番人気）
ワイド票数 計 557288 的中 �� 22379（6番人気）�� 7395（17番人気）�� 15870（9番人気）
3連複票数 計1043301 的中 ��� 7602（22番人気）
3連単票数 計2541434 的中 ��� 2483（125番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―12．2―12．3―12．5―11．5―11．1―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．5―36．7―49．0―1：01．5―1：13．0―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F33．9
3 7，10（6，9）（3，5）4（1，2，11）－8 4 ・（7，10）6，9（3，5）（1，2，4）11，8

勝馬の
紹 介

ベストティアーズ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Storm Boot デビュー 2016．9．18 中山2着

2014．4．24生 牝5青 母 ベストブート 母母 Bright Tiara 21戦2勝 賞金 21，300，000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。

12032 4月27日 雨 稍重 （31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
1：20．3

重
不良

815 タイセイマルス 牡5黒鹿57 荻野 極田中 成奉氏 栗田 徹 新ひだか 野坂牧場 B492＋ 41：24．9 4．9�
816� クリップスプリンガ 牡5鹿 57 戸崎 圭太山下 良子氏 岩戸 孝樹 新冠 ヤマタケ牧場 450＋ 21：25．11	 7．8�
23 キタノユウキ 牡4鹿 57 石橋 脩河内 孝夫氏 相沢 郁 日高 増尾牧場 B546＋ 6 〃 クビ 5．9�
48 キタノナシラ 
4鹿 57 黛 弘人北所 直人氏 深山 雅史 新冠 村上 欽哉 B474－10 〃 アタマ 25．4�
12 サトノユニゾン 
4鹿 57 松山 弘平 �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 490－ 6 〃 ハナ 5．0�
713 オレノマニラ 牡4栗 57 柴田 善臣諸岡 慶氏 土田 稔 日高 北田 剛 432－ 41：25．31	 15．5	
47 � レ ヴ ァ ン テ 牡4栗 57 横山 典弘寺田 寿男氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488± 01：25．72� 7．2

36 スマートアムール 牝5栗 55 横山 和生大川 徹氏 粕谷 昌央 浦河 杵臼牧場 456－ 61：26．01� 79．1�
59 セイウンデルレイ 牡4鹿 57 武士沢友治西山 茂行氏 深山 雅史 新ひだか 藤巻 則弘 500± 01：26．31� 94．3�
714 アースコレクション 牡6鹿 57 M．デムーロ �グリーンファーム尾関 知人 米

Nancy L. Terhune, Ern-
est Frohboese & The Un-
bridled’s Song Syndicate

526－ 3 〃 クビ 8．4
612 サンマルライバル 牡5青鹿57 和田 竜二相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 B486＋101：26．4� 219．8�
611� スズカアポロ 牡8黒鹿 57

55 △菊沢 一樹永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 480＋ 61：27．57 282．5�
11 � ス テ イ タ ス 
4黒鹿57 柴田 大知ニッシンレーシング 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 486－12 〃 ハナ 152．5�
510 シ ー ク エ ル 牝4芦 55 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 新ひだか 岡田スタツド 528＋ 41：27．92� 19．7�
24 ド ナ プ リ モ 牝4青鹿55 三浦 皇成山田 貢一氏 高木 登 日高 日西牧場 460＋ 61：28．43 33．9�
35 スズカハイルーラー 牡6栗 57 田辺 裕信永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B464＋ 81：30．6大差 13．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，254，600円 複勝： 83，598，800円 枠連： 35，148，100円
馬連： 123，067，200円 馬単： 50，087，400円 ワイド： 88，762，900円
3連複： 179，482，000円 3連単： 191，667，200円 計： 802，068，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 170円 � 220円 � 210円 枠 連（8－8） 1，510円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 3，410円

ワ イ ド �� 600円 �� 600円 �� 910円

3 連 複 ��� 3，750円 3 連 単 ��� 20，380円

票 数

単勝票数 計 502546 的中 � 82043（1番人気）
複勝票数 計 835988 的中 � 143253（1番人気）� 94178（5番人気）� 98692（3番人気）
枠連票数 計 351481 的中 （8－8） 17941（6番人気）
馬連票数 計1230672 的中 �� 51878（4番人気）
馬単票数 計 500874 的中 �� 11012（6番人気）
ワイド票数 計 887629 的中 �� 38756（2番人気）�� 38209（3番人気）�� 24249（9番人気）
3連複票数 計1794820 的中 ��� 35802（6番人気）
3連単票数 計1916672 的中 ��� 6816（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．1―46．8―59．1―1：11．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F38．1
3 ・（2，3）10（7，15）（1，8）4，16（11，13，14）－9（6，12）＝5 4 3－2（7，10）（15，8）（1，4）16（11，13，14）（12，9）6＝5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイセイマルス �
�
父 バトルプラン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．8．6 札幌4着

2014．5．20生 牡5黒鹿 母 アイノココロ 母母 マイバレンタイン 22戦2勝 賞金 29，350，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカハイルーラー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成31年5月27日まで平

地競走に出走できない。

追 加 記 事（第 3回京都競馬第 2日第 2競走）
〔その他〕　　カフジパール号は，競走中に疾病〔左第３手根骨板状骨折〕を発症。なお，同

馬は「タイムオーバーによる出走制限」・「３走成績による出走制限」の適用を除外。



12033 4月27日 雨 稍重 （31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

810 トラストケンシン 牡4鹿 57 三浦 皇成菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 462－141：33．5 14．4�
22 ビーカーリー 牝5黒鹿55 戸崎 圭太馬場 祥晃氏 西村 真幸 新ひだか 沼田 照秋 468＋ 2 〃 アタマ 15．3�
811 フォックスクリーク 牡4黒鹿57 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 478－ 41：33．6� 2．2�
79 ショワドゥロワ 牡5黒鹿57 A．シュタルケ 村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 508± 01：33．81� 36．5�

（独）

78 エイムアンドエンド 牡4鹿 57 浜中 俊 �キャロットファーム 奥村 武 安平 追分ファーム 488± 0 〃 クビ 7．3	
55 	 エ ミ ー リ オ 牡5鹿 57 田中 勝春加藤 誠氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 496＋ 2 〃 ハナ 18．9

33 ベストリゾート 牡5鹿 57 D．レーン 保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 482－ 21：34．01
 65．8�

（豪）

66 アドマイヤシナイ 牡5鹿 57 田辺 裕信近藤 利一氏 上原 博之 洞�湖 レイクヴィラファーム 474± 01：34．1クビ 29．9�
44 ランウェイデビュー 牝4鹿 55 石橋 脩吉田 勝己氏 奥村 武 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 504＋ 21：34．31
 12．8
67 ヴェロニカグレース 牝4黒鹿55 石川裕紀人 �シルクレーシング 武市 康男 安平 ノーザンファーム 486－ 6 〃 クビ 41．9�
11 アルトリウス �5鹿 57 C．ルメール �G1レーシング 藤沢 和雄 安平 追分ファーム B470＋ 81：34．51
 3．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 68，937，800円 複勝： 98，323，300円 枠連： 27，887，100円
馬連： 147，153，800円 馬単： 64，329，800円 ワイド： 94，376，600円
3連複： 193，811，400円 3連単： 284，882，900円 計： 979，702，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，440円 複 勝 � 300円 � 250円 � 120円 枠 連（2－8） 1，250円

馬 連 �� 8，070円 馬 単 �� 15，170円

ワ イ ド �� 2，020円 �� 530円 �� 630円

3 連 複 ��� 4，780円 3 連 単 ��� 52，990円

票 数

単勝票数 計 689378 的中 � 38161（5番人気）
複勝票数 計 983233 的中 � 61060（6番人気）� 76588（4番人気）� 331551（1番人気）
枠連票数 計 278871 的中 （2－8） 17207（4番人気）
馬連票数 計1471538 的中 �� 14126（26番人気）
馬単票数 計 643298 的中 �� 3179（45番人気）
ワイド票数 計 943766 的中 �� 11191（25番人気）�� 47882（4番人気）�� 39465（6番人気）
3連複票数 計1938114 的中 ��� 30386（15番人気）
3連単票数 計2848829 的中 ��� 3897（171番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．2―34．7―46．5―58．6―1：10．1―1：21．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．9
3 7，8（1，6，4）（5，11）（3，9）2，10 4 7，8，4（1，6）11，5（2，3，9）10

勝馬の
紹 介

トラストケンシン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2017．11．19 東京7着

2015．5．23生 牡4鹿 母 アフェランドラ 母母 グレートキャティ 14戦3勝 賞金 45，481，000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。

12034 4月27日 小雨 稍重 （31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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

56 サ ノ サ マ ー 牡5栗 57 内田 博幸佐野 信幸氏 中舘 英二 浦河 日の出牧場 478± 02：11．0 10．3�
33 オメガドラクロワ 牡5青鹿57 D．レーン 原 �子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 460－ 42：11．31	 20．2�

（豪）

812 ナンヨープルートー 牡5鹿 57 C．ルメール 中村 德也氏 松永 幹夫 新ひだか 桜井牧場 514＋ 22：11．72
 5．8�
711 レッドアトゥ 牝5栗 55 松山 弘平 �東京ホースレーシング 松田 国英 日高 下河辺牧場 456＋ 22：12．01	 4．5�
710 ピアシングステア 牡7栗 57 戸崎 圭太水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 502＋ 42：12．21� 61．0�
44 シ ロ ニ イ 牡5白 57 B．アヴドゥラ 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 B496－ 8 〃 クビ 8．8	

（豪）

11 マイネルアンファン 牡4栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 510－ 82：12．83
 21．8


813 デザートスネーク �5鹿 57 三浦 皇成石瀬 浩三氏 武井 亮 日高 出口牧場 490＋ 2 〃 クビ 2．1�
68 ローレルリーベ 牡5栗 57 嘉藤 貴行 �ローレルレーシング 奥平 雅士 日高 リコーファーム 508－ 62：12．9クビ 75．5�
57 メイショウマトイ 牡5鹿 57 石川裕紀人松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 482－ 42：13．32
 30．1
22 ラテールプロミーズ �6青鹿57 和田 竜二ディアレストクラブ� 田村 康仁 新冠 イワミ牧場 B506－ 42：13．72
 51．0�
45 マイネルトゥラン 牡6黒鹿57 野中悠太郎 �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 B506＋ 22：15．6大差 176．7�
（12頭）

69 ジュンスパーヒカル �7鹿 57 A．シュタルケ 河合 純二氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）
（独）

売 得 金
単勝： 72，707，300円 複勝： 98，634，400円 枠連： 35，797，100円
馬連： 176，074，300円 馬単： 77，716，500円 ワイド： 103，717，300円
3連複： 236，208，500円 3連単： 342，681，100円 計： 1，143，536，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 290円 � 570円 � 260円 枠 連（3－5） 5，290円

馬 連 �� 7，900円 馬 単 �� 15，330円

ワ イ ド �� 2，060円 �� 820円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 13，670円 3 連 単 ��� 108，530円

票 数

単勝票数 計 727073 的中 � 56131（5番人気）
複勝票数 計 986344 的中 � 91651（4番人気）� 39796（7番人気）� 109842（3番人気）
枠連票数 計 357971 的中 （3－5） 5243（15番人気）
馬連票数 計1760743 的中 �� 17252（24番人気）
馬単票数 計 777165 的中 �� 3801（45番人気）
ワイド票数 計1037173 的中 �� 12651（24番人気）�� 33865（8番人気）�� 15632（18番人気）
3連複票数 計2362085 的中 ��� 12955（42番人気）
3連単票数 計3426811 的中 ��� 2289（273番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．3―30．7―43．4―56．4―1：09．1―1：21．1―1：33．4―1：45．6―1：58．1

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

サ ノ サ マ ー �
�
父 サマーバード �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．7．16 福島7着

2014．4．19生 牡5栗 母 パ ピ ュ ラ 母母 ノースフライト 25戦5勝 賞金 97，016，000円
〔出走取消〕 ジュンスパーヒカル号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。
※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27日 小雨 稍重 （31東京2）第3日 第11競走 ��
��2，400�第26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 1，120，000円 320，000円 160，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

12 リオンリオン 牡3鹿 56 横山 典弘寺田千代乃氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 480＋ 42：25．0 10．5�
23 ランフォザローゼス 牡3鹿 56 C．ルメール 窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 488－ 6 〃 ハナ 3．3�
35 ピースワンパラディ 牡3鹿 56 戸崎 圭太長谷川成利氏 大竹 正博 日高 高山牧場 452± 02：25．32 6．7�
815 キタサンバルカン 牡3鹿 56 大野 拓弥�大野商事 奥村 武 安平 ノーザンファーム 436－ 42：25．51� 13．4�
816 サトノラディウス 牡3鹿 56 三浦 皇成 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 482－ 82：25．6� 14．2	
713 マコトジュズマル 牡3栗 56 D．レーン �ディアマント 	島 一歩 安平 ノーザンファーム 474－ 42：25．81 80．2


（豪）

24 セ ン ト ウ ル 牡3黒鹿56 B．アヴドゥラ 中西 宏彰氏 森 秀行 新ひだか タイヘイ牧場 466± 02：26．01� 170．1�
（豪）

714 バラックパリンカ 牡3黒鹿56 和田 竜二 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 434± 0 〃 クビ 104．3�
11 アドマイヤスコール 牡3鹿 56 M．デムーロ近藤 利一氏 加藤 征弘 洞
湖 レイクヴィラファーム 476－ 4 〃 ハナ 7．3
48 ピ ン シ ェ ル 牡3鹿 56 吉田 豊岩﨑 伸道氏 高橋 文雅 洞
湖 レイクヴィラファーム 522± 02：26．1� 49．3�
611 カウディーリョ 牡3黒鹿56 石橋 脩 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 440－ 42：26．2� 13．8�
36 ウ ー リ リ 牡3鹿 56 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 494＋ 2 〃 クビ 4．8�
510 ディバインフォース 牡3鹿 56 松山 弘平吉田 晴哉氏 寺島 良 安平 追分ファーム 440－ 22：26．41 138．7�
59 タイセイモナーク 牡3鹿 56 A．シュタルケ 田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 464－ 82：26．5� 79．1�

（独）

612 ア ル マ マ 牡3芦 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 千代田牧場 438± 02：26．92� 85．1�
47 トーセンカンビーナ 牡3鹿 56 藤岡 佑介島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 448－ 62：27．22 13．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 220，942，700円 複勝： 330，177，400円 枠連： 148，659，200円
馬連： 697，663，800円 馬単： 237，101，600円 ワイド： 409，031，800円
3連複： 1，102，224，800円 3連単： 1，370，307，100円 計： 4，516，108，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 270円 � 150円 � 250円 枠 連（1－2） 730円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 5，400円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，490円 �� 720円

3 連 複 ��� 5，490円 3 連 単 ��� 42，980円

票 数

単勝票数 計2209427 的中 � 168049（5番人気）
複勝票数 計3301774 的中 � 281666（5番人気）� 708938（1番人気）� 301179（4番人気）
枠連票数 計1486592 的中 （1－2） 156023（3番人気）
馬連票数 計6976638 的中 �� 269400（5番人気）
馬単票数 計2371016 的中 �� 32875（17番人気）
ワイド票数 計4090318 的中 �� 164962（3番人気）�� 67555（21番人気）�� 146937（4番人気）
3連複票数 計11022248 的中 ��� 150415（14番人気）
3連単票数 計13703071 的中 ��� 23114（133番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―23．9―35．8―47．9―59．9―1：11．7―1：24．0―1：36．2―1：48．7―2：00．3―2：12．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リオンリオン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．8．19 札幌2着

2016．1．28生 牡3鹿 母 ア ゲ ヒ バ リ 母母 トゥザヴィクトリー 8戦3勝 賞金 82，210，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりリオンリオン号・ランフォザローゼス号は，東京優駿（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

12036 4月27日 曇 稍重 （31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 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
1：21．5
1：20．3

重
不良

815 ラ レ ー タ 牡5栗 57 福永 祐一�G1レーシング 林 徹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472－ 81：24．3 4．7�

713 スズカゴーディー 牡5黒鹿57 石橋 脩永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B482＋ 4 〃 クビ 11．7�
816� バスカヴィル 牡5鹿 57 M．デムーロゴドルフィン 加藤 征弘 米

Tenth Street
Stables, LLC &
Darley

482＋ 41：24．62 4．3�
35 エングローサー 牡4鹿 57 戸崎 圭太中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 498－ 61：24．81 3．0�
48 クリムズンフラッグ 牡4黒鹿57 宮崎 北斗加藤 徹氏 青木 孝文 新冠 大狩部牧場 528－ 4 〃 クビ 33．1�
611 ニシノジャガーズ 牡4鹿 57 岩部 純二西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 清水ファーム 478－ 61：24．9クビ 17．4	
11 フィールザファラオ 牡4黒鹿57 内田 博幸櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 458＋ 21：25．0	 31．4

47 ローレルジャック 牡6黒鹿57 荻野 極 �ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 496± 01：25．21
 67．4�
714 ララパルーザ 牡6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 536＋ 2 〃 ハナ 55．9�
12 トークフレンドリー 牡4芦 57 和田 竜二吉田 千津氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 486± 01：25．41 57．1
612 サクレディーヴァ 牝6芦 55 D．レーン K.S．ヤップ氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 530＋14 〃 アタマ 12．2�

（豪）

510 ドライバーズハイ 牡6鹿 57 長岡 禎仁藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 444－101：25．5� 114．3�
23 アンプラグド �8芦 57

56 ☆武藤 雅諸江 幸祐氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 498± 01：25．71 254．0�
36 ノーモアゲーム 牡6鹿 57

55 △野中悠太郎内藤 好江氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 B478＋ 6 〃 クビ 50．6�
59 ケルティックソード 牡6栗 57 C．ルメール 吉田 晴哉氏 須貝 尚介 浦河 笠松牧場 B484＋ 61：26．01� 9．7�
24 サンデュランゴ 牝5栗 55 蛯名 正義 �加藤ステーブル 蛯名 利弘 新ひだか 三石川上牧場 482＋ 41：26．53 309．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 101，756，800円 複勝： 143，272，700円 枠連： 64，735，000円
馬連： 228，971，300円 馬単： 98，584，600円 ワイド： 165，667，500円
3連複： 340，548，200円 3連単： 448，290，600円 計： 1，591，826，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 250円 � 180円 枠 連（7－8） 1，020円

馬 連 �� 2，980円 馬 単 �� 4，390円

ワ イ ド �� 790円 �� 420円 �� 850円

3 連 複 ��� 3，710円 3 連 単 ��� 23，480円

票 数

単勝票数 計1017568 的中 � 172721（3番人気）
複勝票数 計1432727 的中 � 232199（2番人気）� 129970（4番人気）� 223902（3番人気）
枠連票数 計 647350 的中 （7－8） 48768（3番人気）
馬連票数 計2289713 的中 �� 59426（10番人気）
馬単票数 計 985846 的中 �� 16812（13番人気）
ワイド票数 計1656675 的中 �� 52142（7番人気）�� 109081（3番人気）�� 48386（9番人気）
3連複票数 計3405482 的中 ��� 68736（8番人気）
3連単票数 計4482906 的中 ��� 13841（64番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．5―47．8―1：00．2―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ レ ー タ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Candy Ride デビュー 2016．9．4 小倉3着

2014．2．18生 牡5栗 母 エヴィータアルゼンティーナ 母母 Jealous Wildcat 24戦3勝 賞金 47，256，000円
〔発走状況〕 ニシノジャガーズ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ニシノジャガーズ号は，平成31年4月28日から平成31年5月27日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アルマユディト号・カレンガリアード号
※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。



（31東京2）第3日 4月27日（土曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 172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

277，690，000円
21，400，000円
2，360，000円
33，240，000円
70，747，000円
4，744，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
839，898，600円
1，459，347，600円
456，728，500円
1，954，899，700円
872，748，800円
1，302，674，600円
2，871，998，100円
3，907，959，700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 13，666，255，600円

総入場人員 33，799名 （有料入場人員 32，108名）
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