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11001 4月23日 晴 重 （4東京2） 第1日 第1競走 1，600�3歳未勝利
発走10時10分 （ダート・左）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

816 ラ ズ ラ イ ト 牝3鹿 54 福永 祐一スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 築紫 洋 428－ 41：37．6 3．7�
815 ラブベティー 牝3栗 54 田辺 裕信増田 陽一氏 尾形 和幸 新ひだか 橋本牧場 438－ 81：38．02� 43．3�
510 サクラジェンヌ 牝3栗 54

52 △永野 猛蔵吉田 智氏 和田 勇介 新ひだか 前谷 武志 460－ 61：38．85 158．0�
611 キョウエイパーリオ 牝3黒鹿54 武士沢友治田中 晴夫氏 中川 公成 青森 ワールドファーム 480－ 61：38．91 17．2�
612 フィールザコメット 牝3鹿 54 藤岡 佑介櫻井 正氏 深山 雅史 むかわ 平岡牧場 428－ 21：39．0クビ 24．4�
48 カルヴァドス 牝3黒鹿54 M．デムーロ �ノルマンディーサラブレッドレーシング 加藤 和宏 青森 今川 満良 464－ 61：39．1� 39．0	
24 ニシノカケハシ 牝3芦 54 木幡 巧也西山 茂行氏 松山 将樹 日高 沖田牧場 448＋ 61：39．2クビ 233．5

23 マリノヴィーナス 牝3鹿 54 木幡 初也�クラウン 武市 康男 日高 クラウン日高牧場 456＋101：39．94 188．9�
12 モリノドリーム 牝3鹿 54 江田 照男森 和久氏 大江原 哲 日高 森永牧場 460－ 4 〃 クビ 7．0�
11 ミ レ ー レ 牝3栗 54 横山 武史�フクキタル 大竹 正博 新冠 パカパカ

ファーム 546 ―1：40．64 11．2
59 ウェイクアップ 牝3鹿 54 内田 博幸 �キャロットファーム 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 448± 01：40．91� 120．6�
47 ア マ ゴ 牝3鹿 54 藤懸 貴志越村 哲男氏 田島 俊明 浦河 栄進牧場 444＋ 21：41．11� 70．3�
36 シトラスダル 牝3鹿 54 岩部 純二杉浦 和也氏 浅野洋一郎 浦河 林 孝輝 426－ 21：41．74 511．7�
713 ヤ ヒ メ 牝3鹿 54

52 △山田 敬士�龍光 小桧山 悟 新冠 長浜 忠 420－121：41．8� 388．8�
714 クオーレドーロ 牝3鹿 54 C．ルメール �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 444－ 61：42．43� 1．7�
35 タイセイラヴィング 牝3鹿 54 野中悠太郎田中 成奉氏 伊藤 大士 浦河 谷川牧場 498 ―1：44．4大差 330．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，603，400円 複勝： 81，480，900円 枠連： 17，471，300円
馬連： 64，619，800円 馬単： 34，369，100円 ワイド： 60，146，400円
3連複： 101，099，100円 3連単： 131，232，300円 計： 541，022，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 230円 � 1，000円 � 3，750円 枠 連（8－8） 5，060円

馬 連 �� 3，410円 馬 単 �� 5，530円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 4，740円 �� 23，590円

3 連 複 ��� 82，770円 3 連 単 ��� 261，380円

票 数

単勝票数 計 506034 的中 � 108917（2番人気）
複勝票数 計 814809 的中 � 118550（2番人気）� 19323（8番人気）� 4881（12番人気）
枠連票数 計 174713 的中 （8－8） 2675（12番人気）
馬連票数 計 646198 的中 �� 14683（12番人気）
馬単票数 計 343691 的中 �� 4659（18番人気）
ワイド票数 計 601464 的中 �� 14905（12番人気）�� 3226（36番人気）�� 640（73番人気）
3連複票数 計1010991 的中 ��� 916（124番人気）
3連単票数 計1312323 的中 ��� 364（460番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．4―35．0―47．7―1：00．0―1：12．1―1：24．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ ズ ラ イ ト �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2021．9．12 中山10着

2019．2．16生 牝3鹿 母 ショウナンガッド 母母 シ ャ ン ラ ン 7戦1勝 賞金 6，760，000円
〔制裁〕 フィールザコメット号の騎手藤岡佑介は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・9番）
〔その他〕 タイセイラヴィング号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕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。
〔3走成績による出走制限〕 シトラスダル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年6月23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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 エクセレントジェム号・プレミアムクイーン号・ベルカノア号
（非抽選馬） 1頭 サンマルソムニア号

11002 4月23日 晴 重 （4東京2） 第1日 第2競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10時40分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

36 ダンディジャック 牡3黒鹿56 石橋 脩�サンコウ牧場 佐藤 吉勝 新ひだか サンコウ牧場 478± 01：24．8 11．4�
59 � ウォーカーテソーロ 牝3栗 54 戸崎 圭太了德寺健二ホール

ディングス� 稲垣 幸雄 米 Mr. & Mrs.
Kenji Ryotokuji 428＋ 21：25．11� 2．0�

612 トシギャングスター 牡3鹿 56 伊藤 工真田畑 利彦氏 林 徹 新ひだか 前川 勝春 476＋ 21：25．63 5．6�
11 ケイアイユニバース 牡3鹿 56 内田 博幸 �ケイアイスタリオン 上原 博之 新冠 新冠橋本牧場 466－ 41：25．7� 2．9�
713 ラ ー ル ブ ル 牡3黒鹿 56

54 ◇藤田菜七子 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 488－ 21：26．01� 38．6	

12 イーサンカレラ 牡3鹿 56 岩部 純二国本 勇氏 萱野 浩二 新冠 高瀬牧場 454＋ 6 〃 クビ 37．9

816 ロ デ ム 牡3栗 56

54 △永野 猛蔵�サンコウ牧場 佐藤 吉勝 新ひだか サンコウ牧場 B478－ 2 〃 アタマ 104．3�
510 ハクサンセーラー 牝3栗 54 柴田 大知河﨑 五市氏 菊川 正達 浦河 中村 雅明 432＋ 61：26．1クビ 110．2�
47 キージュピター 牡3鹿 56 大野 拓弥北前孔一郎氏 青木 孝文 新冠 中本牧場 B488－ 2 〃 クビ 20．8
714� エリュシデータ 牡3鹿 56 野中悠太郎�レッドマジック金成 貴史 米 Hakurei

Farm 506＋141：26．41� 37．5�
48 ペイシャフラガール 牝3栗 54

52 △山田 敬士北所 直人氏 松永 康利 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 412－ 21：26．61� 526．8�

24 ビレッジシングル 牡3鹿 56 岩田 康誠村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 元道牧場 454－161：26．7� 106．0�
815 テイエムボーラー 	3鹿 56 江田 照男竹園 正繼氏 加藤 和宏 日高 日高テイエム

牧場株式会社 480＋ 2 〃 アタマ 373．2�
23 ナックファクター 牡3鹿 56 木幡 巧也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 様似 猿倉牧場 B506－ 61：26．91� 477．2�
35 シゲルアリババ 牡3黒鹿56 柴山 雄一森中 蕃氏 松山 将樹 平取 坂東牧場 460＋ 41：27．11� 619．3�
611 ア マ リ リ ス 牝3青鹿54 武士沢友治中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 414－ 41：27．95 671．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，666，600円 複勝： 61，624，200円 枠連： 13，312，800円
馬連： 59，659，000円 馬単： 31，872，000円 ワイド： 56，371，800円
3連複： 94，112，600円 3連単： 120，450，600円 計： 481，069，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 200円 � 110円 � 170円 枠 連（3－5） 790円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 2，770円

ワ イ ド �� 400円 �� 930円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，890円 3 連 単 ��� 15，480円

票 数

単勝票数 計 436666 的中 � 30610（4番人気）
複勝票数 計 616242 的中 � 56171（4番人気）� 231075（1番人気）� 70176（3番人気）
枠連票数 計 133128 的中 （3－5） 12981（3番人気）
馬連票数 計 596590 的中 �� 48225（3番人気）
馬単票数 計 318720 的中 �� 8608（10番人気）
ワイド票数 計 563718 的中 �� 36895（3番人気）�� 14142（11番人気）�� 42752（2番人気）
3連複票数 計 941126 的中 ��� 37309（4番人気）
3連単票数 計1204506 的中 ��� 5640（44番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．3―47．6―59．5―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンディジャック �
�
父 ディーマジェスティ �

�
母父 バトルプラン デビュー 2021．7．25 新潟3着

2019．4．21生 牡3黒鹿 母 ケイティクロス 母母 ヴィヴィアン 8戦1勝 賞金 9，610，000円
〔制裁〕 イーサンカレラ号の騎手岩部純二は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
〔その他〕 ナックファクター号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ナックファクター号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年5月23日まで出走できない。
※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。
（非当選馬） 1頭 オフレッシュ号
（非抽選馬） 1頭 バリアンス号

第２回 東京競馬 第１日



11003 4月23日 晴 重 （4東京2） 第1日 第3競走 2，100�3歳未勝利
発走11時10分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

35 ケイアイグラビティ 牡3栗 56 内田 博幸 �ケイアイスタリオン 加藤 征弘 新冠 隆栄牧場 538－ 42：13．5 9．7�
611 フォアランナー 牡3栗 56 横山 武史 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 514－ 6 〃 クビ 4．1�
48 ブラックピアノ 牡3青鹿56 大野 拓弥井上 久光氏 松永 康利 新冠 大林ファーム 468－ 42：13．6� 1．7�
713 ガンガディン 牡3黒鹿56 C．ルメール 田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 元茂牧場 470＋ 22：14．45 8．2�
12 グールドベルト 牡3鹿 56 石橋 脩�G1レーシング 高橋 文雅 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506－102：14．5� 26．5	
24 トクシースタローン 牡3黒鹿56 木幡 巧也 AIレーシング 辻 哲英 浦河 高村牧場 500＋ 42：14．92� 14．7

815 キングスウェイ 牡3鹿 56 横山 和生江馬 由将氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 472－ 22：15．0� 27．9�
36 メノーグラジオラス 牡3黒鹿56 吉田 豊清進電設� 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 B480± 02：15．53 120．0�
47 ア ド ー ニ ス 牡3鹿 56 江田 照男片野 新一氏 田村 康仁 日高 日高大洋牧場 B446± 02：15．71� 367．1
510 チ ョ ロ ヤ マ 牡3栗 56 野中悠太郎増田 和啓氏 小手川 準 平取 二風谷ファーム B424－ 22：16．01� 172．8�
59 スマイルサキ 牝3栗 54

52 △山田 敬士松野 真一氏 松山 将樹 日高 白瀬 盛雄 436－ 62：16．74 440．2�
612 テンクウノツバサ 牡3鹿 56 田辺 裕信廣崎 双葉氏 中舘 英二 平取 清水牧場 486－ 62：17．23 21．6�
23 ウ イ ン ダ 牡3鹿 56

54 △永野 猛蔵高橋 文男氏 中舘 英二 新ひだか ゴールドアップカンパニー B486＋ 22：17．52 155．1�
11 ミツカネラブリー 牡3青鹿56 菅原 隆一小山田 満氏 鈴木 伸尋 日高 日高大洋牧場 492＋ 22：17．81� 801．1�
714 ジェイエルジェット 牡3黒鹿56 藤懸 貴志橋元 幸人氏 小西 一男 日高 福満牧場 456－ 62：17．9� 811．4�
816 グラスセービア 牡3鹿 56 嶋田 純次半沢� 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 B486－ 4 〃 クビ 323．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，267，700円 複勝： 65，488，300円 枠連： 12，620，600円
馬連： 68，202，200円 馬単： 32，278，200円 ワイド： 58，942，800円
3連複： 104，524，700円 3連単： 117，061，300円 計： 506，385，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 160円 � 140円 � 110円 枠 連（3－6） 1，160円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 4，990円

ワ イ ド �� 610円 �� 290円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 12，810円

票 数

単勝票数 計 472677 的中 � 38811（4番人気）
複勝票数 計 654883 的中 � 70562（4番人気）� 101808（2番人気）� 245395（1番人気）
枠連票数 計 126206 的中 （3－6） 8411（4番人気）
馬連票数 計 682022 的中 �� 26037（8番人気）
馬単票数 計 322782 的中 �� 4851（18番人気）
ワイド票数 計 589428 的中 �� 21459（9番人気）�� 52574（3番人気）�� 71316（1番人気）
3連複票数 計1045247 的中 ��� 70628（2番人気）
3連単票数 計1170613 的中 ��� 6625（42番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．4―31．6―44．4―57．3―1：10．7―1：23．9―1：36．6―1：48．7―2：00．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケイアイグラビティ �
�
父 Uncaptured �

�
母父 Street Cry デビュー 2021．11．27 東京7着

2019．4．14生 牡3栗 母 ハイワイヤー 母母 Awe That 4戦1勝 賞金 7，020，000円
〔3走成績による出走制限〕 ジェイエルジェット号・グラスセービア号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年6月23日まで

平地競走に出走できない。

11004 4月23日 晴 良 （4東京2） 第1日 第4競走 2，000�3歳未勝利
発走11時40分 （芝・左）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

59 ホーリーエンブレム 牝3鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 418－ 22：00．8 1．3�
816 ソングフォーマーヤ 牝3鹿 54 田辺 裕信嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 山際牧場 450－ 42：01．22� 14．9�
611 オメガオリーブ 牝3芦 54 横山 和生原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 404＋ 2 〃 クビ 14．6�
48 フローレンスハニー 牝3芦 54 横山 武史 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高柳 大輔 日高 白井牧場 420＋ 2 〃 ハナ 5．0�
815 ロンギングママー 牝3黒鹿54 野中悠太郎坂本 浩一氏 黒岩 陽一 新ひだか サカイファーム 456＋ 22：01．3アタマ 15．1	
714 ヴァイオルナ 牝3鹿 54 吉田 豊鈴木 史郎氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 404± 02：01．62 164．3

35 タイニープライド 牝3鹿 54 長岡 禎仁富永 剛氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム B448＋ 62：01．81� 32．5�
36 ニシノジャズ 牝3黒鹿54 木幡 巧也西山 茂行氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 476± 0 〃 クビ 61．6�
24 ブルボンティアラ 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 日高 原田ファーム 418± 02：02．01� 25．6
612 グラジオラス 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田正一郎 新冠 株式会社ブルー

スターズファーム 452＋ 62：02．1� 205．5�
713 ア レ ナ リ ア 牝3青鹿 54

52 △山田 敬士 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 412－12 〃 クビ 472．1�

23 エフティイライザ 牝3芦 54 木幡 初也吉野 英子氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 490－ 22：02．41� 128．1�
510 トーホウグラス 牝3黒鹿54 田中 勝春東豊物産� 高橋 康之 日高 竹島 幸治 424－ 22：03．25 411．6�
11 パリーアーク 牝3鹿 54

52 △永野 猛蔵 �フジワラ・ファーム 稲垣 幸雄 新ひだか フジワラフアーム 432－ 82：03．41� 257．5�
47 シャイニングサン 牝3青鹿54 大野 拓弥吉田 千津氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム B438＋ 22：04．67 54．9�
12 ミ ニ ョ ン 牝3黒鹿54 岩田 康誠落合 幸弘氏 矢野 英一 浦河 富田牧場 442± 02：05．98 217．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，536，900円 複勝： 160，573，300円 枠連： 12，877，200円
馬連： 57，859，000円 馬単： 39，630，600円 ワイド： 55，489，700円
3連複： 90，481，000円 3連単： 157，627，400円 計： 613，075，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 350円 � 290円 枠 連（5－8） 430円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 480円 �� 480円 �� 2，280円

3 連 複 ��� 3，990円 3 連 単 ��� 12，010円

票 数

単勝票数 計 385369 的中 � 220933（1番人気）
複勝票数 計1605733 的中 � 1255398（1番人気）� 28166（6番人気）� 36182（5番人気）
枠連票数 計 128772 的中 （5－8） 22703（2番人気）
馬連票数 計 578590 的中 �� 41562（5番人気）
馬単票数 計 396306 的中 �� 18876（6番人気）
ワイド票数 計 554897 的中 �� 31097（4番人気）�� 31073（5番人気）�� 5687（20番人気）
3連複票数 計 904810 的中 ��� 17004（13番人気）
3連単票数 計1576274 的中 ��� 9511（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―25．2―37．6―50．1―1：02．1―1：14．3―1：26．5―1：37．8―1：49．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

ホーリーエンブレム �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2021．11．20 東京3着

2019．2．1生 牝3鹿 母 メジャーエンブレム 母母 キャッチータイトル 3戦1勝 賞金 9，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミニョン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月23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〕 グラジオラス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年6月23日まで平地競走に出走できな

い。
※出走取消馬 ベルアヴニール号（疾病〔感冒〕のため）
※オメガオリーブ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



11005 4月23日 晴 良 （4東京2） 第1日 第5競走 1，600�3歳未勝利
発走12時30分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

510 シュヴェルトライテ 牝3栗 54 横山 武史 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 436± 01：33．5 2．5�

714 マニカルニカ 牝3栗 54 C．ルメール �シルクレーシング 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486－ 2 〃 クビ 2．5�

612 チューウィー 牝3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 古賀 慎明 浦河 金石牧場 426－101：33．71� 45．1�
23 ウインエイムハイ 牡3黒鹿56 大野 拓弥�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム B476－ 81：34．23 51．2�
818 ダブルダブル 牡3鹿 56 内田 博幸千明牧場 尾関 知人 日高 千明牧場 448＋ 8 〃 ハナ 7．1	
715 ミ ラ モ ン テ 牝3黒鹿54 木幡 巧也西 浩明氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 448－ 21：34．3クビ 17．7

59 ナックフローラ 牝3鹿 54 M．デムーロ小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 476± 01：34．72� 24．2�
35 カナリコッタゲーム 牝3鹿 54 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 422－ 2 〃 ハナ 142．6�
816 ダイゴシンリュウ 牡3芦 56 野中悠太郎長谷川光司氏 清水 英克 浦河 ヒダカフアーム 426－ 41：34．91� 201．1
47 ナンヨーリリー 牝3栗 54 柴山 雄一中村 德也氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 408－ 81：35．0� 204．8�
24 シングンピクシー 牝3黒鹿54 伊藤 工真伊坂 重憲氏 伊坂 重信 日高 広富牧場 482－ 41：35．1� 148．4�
11 サルサロッサ 牝3鹿 54 藤岡 佑介岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 新ひだか タガミファーム 448－ 61：35．21 18．9�
713 ラカンパネラ 牝3鹿 54 木幡 育也髙嶋 祐子氏 菊沢 隆徳 浦河 有限会社

吉田ファーム 380＋ 81：35．51� 377．4�
36 スカイコップス 牡3黒鹿56 田辺 裕信寺田 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 486－ 41：35．71� 11．5�
12 ア カ ネ 牝3黒鹿 54

52 △永野 猛蔵池袋レーシング 武井 亮 日高 株式会社
目黒牧場 472－ 61：36．01� 118．3�

817 アルカンサス 牡3鹿 56 岩田 康誠一村 哲也氏 土田 稔 新冠 守矢牧場 474± 01：36．31� 58．6�
48 キャノンコア 牡3栗 56 江田 照男亀岡 和彦氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 432－ 21：36．61� 413．0�
611 ミステリマスカット 牝3鹿 54

52 △山田 敬士中脇 満氏 上原 博之 浦河 笹地牧場 366－101：37．55 844．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 44，966，900円 複勝： 64，362，500円 枠連： 16，540，500円
馬連： 70，150，200円 馬単： 31，365，300円 ワイド： 65，917，400円
3連複： 102，425，400円 3連単： 117，168，300円 計： 512，896，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 120円 � 510円 枠 連（5－7） 290円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，070円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 2，760円 3 連 単 ��� 8，710円

票 数

単勝票数 計 449669 的中 � 138960（2番人気）
複勝票数 計 643625 的中 � 137135（2番人気）� 177115（1番人気）� 19146（8番人気）
枠連票数 計 165405 的中 （5－7） 42885（1番人気）
馬連票数 計 701502 的中 �� 180114（1番人気）
馬単票数 計 313653 的中 �� 36031（2番人気）
ワイド票数 計 659174 的中 �� 117333（1番人気）�� 13296（13番人気）�� 13236（14番人気）
3連複票数 計1024254 的中 ��� 27764（6番人気）
3連単票数 計1171683 的中 ��� 9744（17番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．3―11．5―12．2―11．6―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．2―34．5―46．0―58．2―1：09．8―1：21．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F35．3
3 ・（1，3）－10，7，14，12（5，15）11（4，18）（13，17）9（6，8，16）－2 4 ・（1，3）（7，10）14（5，12）15（4，11，18）（9，13）17（6，8，16）2

勝馬の
紹 介

シュヴェルトライテ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2021．11．13 東京3着

2019．4．4生 牝3栗 母 シュヴァリエ 母母 タニノカリス 4戦1勝 賞金 9，160，000円
〔3走成績による出走制限〕 ナンヨーリリー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年6月23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 オメガオリーブ号・ブローヴェイス号

11006 4月23日 晴 稍重 （4東京2） 第1日 第6競走 ��1，600�3歳1勝クラス
発走13時05分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
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

816 ヴァルツァーシャル 牡3鹿 56 大野 拓弥西森 功氏 高木 登 浦河 梅田牧場 478－ 21：35．7 3．0�
611 リンクスルーファス 牝3鹿 54 石橋 脩 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 514＋ 61：36．02 25．5�
24 � フィフティシェビー 牡3鹿 56 C．ルメール 長谷川祐司氏 蛯名 正義 米

Three Chimneys
Farm, LLC & Whis-
per Hill Farm, LLC

B484－121：36．53 4．9�
47 エ ル パ ソ 牡3黒鹿56 横山 和生�磯波勇F 武井 亮 日高 天羽 禮治 454－ 81：36．6� 5．5�
714 ム ー ヴ 牡3鹿 56 藤岡 佑介前田 葉子氏 池上 昌和 日高 シンボリ牧場 452＋ 21：36．7� 250．9	
12 イスカンダル 牡3鹿 56 木幡 育也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 元道牧場 450－ 61：36．8� 250．7

612 オクトニオン 牡3鹿 56 横山 武史小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 北星村田牧場 B520± 01：37．54 10．1�
815 バルミュゼット 牡3鹿 56 内田 博幸 �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 増本牧場 506＋ 41：37．81� 23．4�
59 バーリンギャップ 牝3芦 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：38．54 6．7
48 ルミナスフラックス 牡3黒鹿56 吉田 豊ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 490－101：38．81� 187．6�
11 フォトスフィア 牡3栗 56 柴田 大知岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 506± 01：39．01� 28．9�
23 フェズカズマ 牡3栗 56 戸崎 圭太合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 470－141：39．1� 44．4�
35 サ ド ル 牡3栗 56 岩田 康誠エムズレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 484－ 41：39．52� 8．8�
36 パスポートチェック 牡3栗 56

54 △永野 猛蔵ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 500－ 81：39．6� 68．3�

510 デ リ カ テ ス 牡3鹿 56 藤懸 貴志宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 440－161：41．19 115．7�
713 シュガーコルト �3鹿 56 江田 照男飯田 正剛氏 寺島 良 新ひだか 千代田牧場 B484－221：42．48 304．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，466，900円 複勝： 79，872，700円 枠連： 16，705，700円
馬連： 80，941，700円 馬単： 29，662，600円 ワイド： 74，962，500円
3連複： 115，781，700円 3連単： 115，661，600円 計： 562，055，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 490円 � 200円 枠 連（6－8） 950円

馬 連 �� 4，440円 馬 単 �� 6，880円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 440円 �� 2，350円

3 連 複 ��� 7，960円 3 連 単 ��� 43，400円

票 数

単勝票数 計 484669 的中 � 126377（1番人気）
複勝票数 計 798727 的中 � 163147（1番人気）� 31861（8番人気）� 108491（3番人気）
枠連票数 計 167057 的中 （6－8） 13599（3番人気）
馬連票数 計 809417 的中 �� 14111（18番人気）
馬単票数 計 296626 的中 �� 3231（30番人気）
ワイド票数 計 749625 的中 �� 13026（18番人気）�� 47887（2番人気）�� 7739（26番人気）
3連複票数 計1157817 的中 ��� 10905（28番人気）
3連単票数 計1156616 的中 ��� 1932（149番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．6―12．1―12．3―12．3―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―22．9―34．5―46．6―58．9―1：11．2―1：23．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァルツァーシャル �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 エンパイアメーカー デビュー 2021．10．30 東京1着

2019．4．22生 牡3鹿 母 バイカターキン 母母 ア ブ ラ シ オ 4戦2勝 賞金 18，949，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デリカテス号・シュガーコルト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月23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。
（非当選馬） 2頭 パワーブローキング号・ピースファイン号



11007 4月23日 晴 稍重 （4東京2） 第1日 第7競走 ��1，400�4歳以上1勝クラス
発走13時35分 （ダート・左）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

714� ターニングアップ 牡4鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 新冠 中本 隆志 466－171：25．2 58．4�
11 エ レ グ ア 牡4鹿 57 岩田 康誠豊井 義次氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 488－ 2 〃 クビ 14．4�
48 ゾディアックサイン �4青鹿57 福永 祐一 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 478± 0 〃 ハナ 8．1�
24 エストレラブレイン 牡4栗 57 C．ルメール エンジェルレーシング� 田村 康仁 新ひだか 下屋敷牧場 528－ 21：25．3クビ 5．9�
612� タイムモーメント �5鹿 57

55 △永野 猛蔵 �社台レースホース小笠 倫弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464－ 5 〃 ハナ 89．0	

611 サノノヒーロー �4青 57 田中 勝春佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 468－ 4 〃 クビ 53．8

816� ブラックパンサー 牡4鹿 57 横山 和生 Him Rock Racing

ホールディングス� 田村 康仁 日高 タバタファーム 504－ 21：25．4クビ 4．6�
815 インディペンデント 牡4鹿 57 江田 照男高橋 文男氏 武藤 善則 平取 二風谷ファーム 468＋ 21：25．61� 22．2�
12 ライヴクラッカー 牡4黒鹿57 石橋 脩澤田 孝之氏 牧 光二 新冠 守矢牧場 B498－ 21：25．92 35．3
35 グランデモナルカ 牡4黒鹿57 内田 博幸 �サンデーレーシング 奥村 武 安平 ノーザンファーム B474－ 41：26．0クビ 11．3�
59 	 ジッピーレーサー �5鹿 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 米 Monticule 472＋ 21：26．21� 2．7�
23 サザンナイツ �4黒鹿57 伊藤 工真ジャコモ合同会社 林 徹 千歳 社台ファーム 450＋ 61：27．05 253．6�
47 ヴィグルズマン 牡4栗 57 木幡 巧也 KAJIMOTOホー

ルディングス� 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 460± 01：27．53 74．9�
510 ユイノチャッキー 牡4栗 57 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 510± 01：28．13
 16．1�
713 セイウンダイモス 牡4栗 57 田辺 裕信西山 茂行氏 和田 勇介 新ひだか 棚川 光男 482－141：28．41� 44．8�

（15頭）
36 � スカイトライア 牡4鹿 57 戸崎 圭太水上 行雄氏 黒岩 陽一 浦河 笠松牧場 508＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 34，843，800円 複勝： 64，758，700円 枠連： 18，548，700円
馬連： 63，944，700円 馬単： 24，398，900円 ワイド： 60，006，500円
3連複： 90，428，900円 3連単： 84，621，400円 計： 441，551，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，840円 複 勝 � 1，440円 � 470円 � 480円 枠 連（1－7） 12，950円

馬 連 �� 54，220円 馬 単 �� 95，800円

ワ イ ド �� 11，350円 �� 12，130円 �� 2，990円

3 連 複 ��� 242，220円 3 連 単 ��� 1，460，720円

票 数

単勝票数 差引計 348438（返還計 43463） 的中 � 4766（12番人気）
複勝票数 差引計 647587（返還計 53460） 的中 � 11000（12番人気）� 38268（6番人気）� 36748（7番人気）
枠連票数 差引計 185487（返還計 2093） 的中 （1－7） 1110（27番人気）
馬連票数 差引計 639447（返還計134897） 的中 �� 914（78番人気）
馬単票数 差引計 243989（返還計 47397） 的中 �� 191（147番人気）
ワイド票数 差引計 600065（返還計 94487） 的中 �� 1356（70番人気）�� 1269（71番人気）�� 5243（32番人気）
3連複票数 差引計 904289（返還計267468） 的中 ��� 280（282番人気）
3連単票数 差引計 846214（返還計249924） 的中 ��� 42（1670番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．1―36．5―48．8―1：00．7―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ターニングアップ �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 ブライアンズタイム

2018．4．30生 牡4鹿 母 トロピカルタイム 母母 タヒチアンブリーズ 19戦1勝 賞金 20，250，000円
初出走 JRA

〔競走除外〕 スカイトライア号は，馬場入場後に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため競走除外。
※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。
（非当選馬） 1頭 マーベラスアゲン号
（非抽選馬） 1頭 ボマイェ号

11008 4月23日 晴 良 （4東京2） 第1日 第8競走 1，400�4歳以上2勝クラス
発走14時05分 （芝・左）

牝；負担重量は，55�
本 賞 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

11 グリンデルヴァルト 牝5鹿 55 長岡 禎仁藤田 好紀氏 杉山 佳明 新ひだか 前田ファーム 456－ 41：20．8 42．0�
712 カフェサンドリヨン 牝5芦 55 戸崎 圭太西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 500－ 21：21．11� 7．1�
46 アップストリーム 牝4黒鹿55 M．デムーロ下河辺隆行氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 468－ 41：21．2� 3．0�
33 ペイシャフェスタ 牝4栗 55 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 浦河 梅田牧場 480± 01：21．3� 27．1�
610 アンセーニュ 牝4鹿 55 横山 武史吉田 勝己氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 420± 01：21．4クビ 44．4�
34 ウィスパリンホープ 牝5鹿 55 横山 和生�タイヘイ牧場 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 500＋ 2 〃 アタマ 17．8	
45 クープドクール 牝4栗 55 藤岡 佑介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 新ひだか 畠山牧場 466－ 8 〃 クビ 43．0

711 アンブレラデート 牝4鹿 55 福永 祐一吉田 千津氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 462－ 81：21．5� 3．8�
69 イ ン ナ リ オ 牝4鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：21．6クビ 3．5
22 ミモザイエロー 牝6栗 55 吉田 豊青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 472－ 41：21．7� 58．9�
813 ホーリーライン 牝6青鹿55 田辺 裕信 �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 448＋ 8 〃 ハナ 62．2�
58 ダノンボヌール 牝5黒鹿55 江田 照男�ダノックス 村山 明 日高 白井牧場 488± 01：21．8� 91．1�
57 チャイブテソーロ 牝4栗 55

53 △永野 猛蔵了德寺健二ホール
ディングス� 武市 康男 日高 本間牧場 478± 01：21．9クビ 52．5�

814� ドクターデューン 牝7鹿 55 野中悠太郎松岡 悟氏 菊沢 隆徳 新冠 安達 洋生 488＋ 41：22．01 91．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 43，931，600円 複勝： 63，963，700円 枠連： 17，981，300円
馬連： 83，722，000円 馬単： 33，863，500円 ワイド： 66，071，900円
3連複： 117，357，100円 3連単： 143，834，200円 計： 570，725，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，200円 複 勝 � 720円 � 190円 � 150円 枠 連（1－7） 4，660円

馬 連 �� 14，640円 馬 単 �� 35，720円

ワ イ ド �� 3，600円 �� 1，820円 �� 410円

3 連 複 ��� 12，460円 3 連 単 ��� 156，570円

票 数

単勝票数 計 439316 的中 � 8358（7番人気）
複勝票数 計 639637 的中 � 16177（8番人気）� 89256（4番人気）� 144494（1番人気）
枠連票数 計 179813 的中 （1－7） 2990（11番人気）
馬連票数 計 837220 的中 �� 4429（38番人気）
馬単票数 計 338635 的中 �� 711（81番人気）
ワイド票数 計 660719 的中 �� 4413（40番人気）�� 8902（15番人気）�� 45458（3番人気）
3連複票数 計1173571 的中 ��� 7060（41番人気）
3連単票数 計1438342 的中 ��� 666（394番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．1―11．3―11．2―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．2―45．5―56．7―1：08．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グリンデルヴァルト �
�
父 ヴァンセンヌ �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2019．9．16 阪神5着

2017．3．23生 牝5鹿 母 フィールドボニータ 母母 ゴートゥグローリー 18戦3勝 賞金 38，306，000円
※ホーリーライン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



11009 4月23日 晴 良 （4東京2） 第1日 第9競走 ��
��2，300�

しんりょく

新 緑 賞
発走14時35分 （芝・左）
3歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，300，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，030，000円
付 加 賞 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
2：18．4
2：18．3

良
良

66 キ ャ ル レ イ 牡3黒鹿56 横山 武史里見 治紀氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 470－ 22：20．0 4．9�
55 ショウナンダール 牡3青鹿56 M．デムーロ国本 哲秀氏 国枝 栄 新ひだか 静内フジカワ牧場 492－16 〃 クビ 12．3�
77 ゼッフィーロ 牡3鹿 56 横山 和生 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 464－ 62：20．31� 6．3�
33 シャーマンズケイブ 牡3鹿 56 内田 博幸 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 512－122：20．4� 3．1�
89 キ ン ト リ ヒ 牡3芦 56 戸崎 圭太 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 浦河 ディアレスト
クラブ 456± 02：20．5� 5．6	

44 トーセンクレセント 牡3鹿 56 石橋 脩島川 
哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ
スティファーム 476± 02：20．92� 114．6�

22 ジャスティンカツミ 牡3栗 56 C．ルメール 三木 正浩氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 502＋ 82：21．11� 3．9�
11 フリューゲルホルン 牡3黒鹿56 大野 拓弥前田 幸治氏 和田正一郎 新冠 平山牧場 520－ 42：21．41� 23．2
88 ワカミヤプレスト 牡3鹿 56 江田 照男芳川 貴行氏 稲垣 幸雄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516－ 42：22．25 76．4�
（9頭）

売 得 金
単勝： 69，420，700円 複勝： 79，479，800円 枠連： 11，650，300円
馬連： 93，538，200円 馬単： 42，939，800円 ワイド： 71，781，500円
3連複： 118，539，400円 3連単： 208，449，800円 計： 695，799，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 150円 � 390円 � 200円 枠 連（5－6） 3，470円

馬 連 �� 3，150円 馬 単 �� 6，380円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 450円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 4，830円 3 連 単 ��� 30，240円

票 数

単勝票数 計 694207 的中 � 111628（3番人気）
複勝票数 計 794798 的中 � 167613（2番人気）� 40492（6番人気）� 102536（5番人気）
枠連票数 計 116503 的中 （5－6） 2596（13番人気）
馬連票数 計 935382 的中 �� 23002（12番人気）
馬単票数 計 429398 的中 �� 5047（28番人気）
ワイド票数 計 717815 的中 �� 17906（12番人気）�� 44368（6番人気）�� 13087（19番人気）
3連複票数 計1185394 的中 ��� 18369（19番人気）
3連単票数 計2084498 的中 ��� 4996（121番人気）

ハロンタイム 6．9―10．8―12．6―13．3―12．7―12．8―13．0―11．8―11．5―11．1―11．3―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100�
6．9―17．7―30．3―43．6―56．3―1：09．1―1：22．1―1：33．9―1：45．4―1：56．5―2：07．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キ ャ ル レ イ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．9．26 中山11着

2019．2．28生 牡3黒鹿 母 エ ポ キ シ 母母 シ ー ズ ア ン 6戦2勝 賞金 18，883，000円

11010 4月23日 晴 良 （4東京2） 第1日 第10競走 ��1，400�
ばんしゅん

晩春ステークス
発走15時10分 （芝・左）
4歳以上，3勝クラス，3．4．24以降4．4．17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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

611 ビューティフルデイ 牝4鹿 52 戸崎 圭太�タイヘイ牧場 国枝 栄 新ひだか タイヘイ牧場 452± 01：20．0 7．7�
24 テンハッピーローズ 牝4栗 53 横山 武史天白 泰司氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 438－ 61：20．1� 7．4�
47 ソウルトレイン 牡5芦 56 横山 典弘安原 浩司氏 昆 貢 新ひだか フジワラフアーム B484－ 4 〃 アタマ 5．4�
816 ドゥラモンド 牡4黒鹿55 C．ルメール �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：20．31 4．4�
36 サ ト ノ ア イ 牝4青鹿53 M．デムーロ �サトミホースカンパニー 須貝 尚介 浦河 三嶋牧場 438＋ 2 〃 ハナ 11．7	
59 ショウナンアレス 牡4鹿 55 柴山 雄一国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 ノーザンファーム 522－161：20．4� 8．8

818 シュアーヴアリア 牝4黒鹿53 藤岡 佑介ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ B488± 0 〃 ハナ 35．3�
23 オパールシャルム 牝5栗 53 江田 照男落合 幸弘氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 482± 01：20．5� 6．7�
12 ペコリーノロマーノ 牝5鹿 52 吉田 豊平田 修氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 440± 01：20．71� 51．8
35 タイキスウォード 牡5栗 54 福永 祐一�大樹ファーム 橋田 満 新ひだか 木村 秀則 472－ 61：20．8� 13．4�
11 フォワードアゲン �5黒鹿54 岩田 康誠浅川 皓司氏 中野 栄治 新ひだか 信田牧場 430＋ 21：20．9� 86．6�
48 セ ル フ ィ ー 牝5栗 52 内田 博幸�フクキタル 	島 一歩 新冠 パカパカ

ファーム B454－ 8 〃 クビ 49．7�
714 ヤマニンペダラーダ 牡8黒鹿53 大野 拓弥土井 肇氏 中村 直也 新冠 錦岡牧場 480＋ 21：21．21� 78．6�
817 ミスビアンカ 牝5鹿 52 藤懸 貴志 �シルクレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 450－ 61：21．3クビ 75．7�
510 アントリューズ 牡6鹿 55 横山 和生山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 508－ 81：21．51� 25．0�
715 レ ノ ー ア 牝6栗 52 永野 猛蔵畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 B432＋ 41：21．6� 271．2�
612 タガノスカイハイ 牡7鹿 54 竹之下智昭八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 506＋141：21．7� 332．3�
713 ネクストストーリー 牝4芦 52 木幡 巧也�ミルファーム 中川 公成 浦河 ミルファーム 486－141：22．23 179．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 80，752，500円 複勝： 124，272，100円 枠連： 41，859，300円
馬連： 178，891，600円 馬単： 60，350，700円 ワイド： 141，415，500円
3連複： 279，112，000円 3連単： 268，037，700円 計： 1，174，691，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 300円 � 230円 � 220円 枠 連（2－6） 2，280円

馬 連 �� 4，030円 馬 単 �� 7，240円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 960円 �� 840円

3 連 複 ��� 7，490円 3 連 単 ��� 49，520円

票 数

単勝票数 計 807525 的中 � 82927（5番人気）
複勝票数 計1242721 的中 � 101186（6番人気）� 145702（4番人気）� 152424（3番人気）
枠連票数 計 418593 的中 （2－6） 14205（12番人気）
馬連票数 計1788916 的中 �� 34352（17番人気）
馬単票数 計 603507 的中 �� 6249（32番人気）
ワイド票数 計1414155 的中 �� 26597（15番人気）�� 37868（9番人気）�� 43759（6番人気）
3連複票数 計2791120 的中 ��� 27927（20番人気）
3連単票数 計2680377 的中 ��� 3924（155番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．4―11．7―11．0―11．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―34．3―46．0―57．0―1：08．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．0
3 3－（13，17）（7，11，18）（2，4，9，16）12（5，15）6，8，1－（10，14） 4 3（13，17）7（11，18）（2，4，9，16）（5，12，6）（1，15）8（10，14）

勝馬の
紹 介

ビューティフルデイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kingmambo デビュー 2020．11．21 東京2着

2018．3．17生 牝4鹿 母 マ ル ケ サ 母母 Dietrich 11戦4勝 賞金 61，646，000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） 2頭 ウインレフィナード号・グルアーブ号
（非抽選馬） 2頭 カリボール号・ショウナンアオゾラ号



11011 4月23日 晴 稍重 （4東京2） 第1日 第11競走 ��
��1，600�オアシスステークス（Ｌ）

発走15時45分 （ダート・左）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

36 サンダーブリッツ 牡5黒鹿56 田辺 裕信草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 500± 01：35．4 5．2�
23 アドマイヤルプス 	5栗 56 内田 博幸近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 548± 01：35．5クビ 9．6�
47 ブランクチェック 牝5栗 54 大野 拓弥ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486＋ 61：35．71
 6．4�
611� コラルノクターン 牡5鹿 56 福永 祐一グリーンフィールズ� 藤原 英昭 米 Harris Training

Center, LLC 508－ 61：35．8� 16．9�
713 アシャカトブ 牡6栗 57 永野 猛蔵吉冨 学氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田牧場 502－ 4 〃 クビ 72．1�
714 スリーグランド 牡5栗 57 吉田 豊永井商事� 高橋 義忠 新ひだか グランド牧場 474－ 2 〃 ハナ 5．3	
59 サ ヴ ァ 牡4黒鹿56 横山 武史藤田 孟司氏 上村 洋行 浦河 大北牧場 526－ 41：35．9 11．5

12 マテンロウスパーク 牡5黒鹿56 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新冠 松浦牧場 B512＋ 21：36．0クビ 27．2�
11 デュードヴァン 牡5鹿 56 岩田 康誠 �スリーエイチレーシング 池添 学 日高 下河辺牧場 468－10 〃 ハナ 7．5�
815 アッシェンプッテル 牝6鹿 54 城戸 義政 フジワラ・ファーム 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム B512－ 81：36．42� 71．9�
816 ゲンパチフォルツァ 牡4鹿 56 木幡 巧也平野 武志氏 西田雄一郎 新ひだか 飛野牧場 516－ 61：36．5� 34．7�
510� クロパラントゥ 	4黒鹿56 C．ルメール 長谷川祐司氏 蛯名 正義 新ひだか 千代田牧場 B518－ 4 〃 ハナ 5．1�
612 マイラプソディ 牡5青鹿56 藤田菜七子�キーファーズ 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 508－ 41：36．6� 62．5�
48 ホウオウトゥルース 	6栗 56 横山 和生小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 2 〃 ハナ 126．5�
24 ド リ ュ ウ 牡7栗 56 杉原 誠人ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 462－ 61：36．7クビ 99．0�
35 ハーメティキスト 牡6鹿 56 戸崎 圭太 キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 464＋ 61：37．33� 69．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 144，196，800円 複勝： 213，277，500円 枠連： 72，985，600円
馬連： 374，504，300円 馬単： 121，629，500円 ワイド： 266，443，600円
3連複： 626，133，800円 3連単： 638，428，200円 計： 2，457，599，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 170円 � 240円 � 230円 枠 連（2－3） 1，810円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 3，380円

ワ イ ド �� 670円 �� 590円 �� 950円

3 連 複 ��� 3，720円 3 連 単 ��� 18，480円

票 数

単勝票数 計1441968 的中 � 221437（2番人気）
複勝票数 計2132775 的中 � 384118（1番人気）� 208558（6番人気）� 229829（4番人気）
枠連票数 計 729856 的中 （2－3） 31221（10番人気）
馬連票数 計3745043 的中 �� 158439（5番人気）
馬単票数 計1216295 的中 �� 26950（4番人気）
ワイド票数 計2664436 的中 �� 102473（4番人気）�� 117930（2番人気）�� 69768（11番人気）
3連複票数 計6261338 的中 ��� 125982（6番人気）
3連単票数 計6384282 的中 ��� 25034（17番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．5―12．0―12．3―12．3―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．0―34．5―46．5―58．8―1：11．1―1：22．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンダーブリッツ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2019．8．11 新潟5着

2017．4．2生 牡5黒鹿 母 スイートフラッグ 母母 Serengeti Day 21戦5勝 賞金 113，481，000円
〔制裁〕 アッシェンプッテル号の騎手城戸義政は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：12番・11

番・3番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の28頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アヴァンティスト号・グレートウォリアー号
（非抽選馬）26頭 アルドーレ号・アンセッドヴァウ号・ウルトラマリン号・キョウヘイ号・クーファピーカブー号・ケイアイドリー号・

ケイティクレバー号・サダムスキャット号・サンライズラポール号・ショーム号・スピリットワンベル号・
スマッシングハーツ号・スーパーフェザー号・ゼンノアンジュ号・タガノビューティー号・ダンツキャッスル号・
ニュートンテソーロ号・ハギノアトラス号・ヒロイックテイル号・フィールドセンス号・ブラックアーメット号・
ペオース号・ホウオウピースフル号・メイショウウズマサ号・ラーゴム号・ロードマイウェイ号

11012 4月23日 晴 稍重 （4東京2） 第1日 第12競走 ��1，400�4歳以上2勝クラス
発走16時25分 （ダート・左）

負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

47 タイセイサムソン 牡4黒鹿57 横山 和生田中 成奉氏 奥村 武 浦河 日進牧場 510＋ 21：23．7 4．9�
713 ワーズワース 牡4黒鹿57 C．ルメール �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 谷岡牧場 506＋ 21：24．65 5．1�
816 アルメイダミノル 牡4芦 57 横山 典弘吉岡 實氏 北出 成人 洞�湖 レイクヴィラファーム 520－ 41：24．7� 9．1�
612 オレデイイノカ 牡4栗 57 内田 博幸福島 徳佑氏 古賀 慎明 平取 赤石牧場 494－ 61：25．23 5．4�
815 フ ク ウ ン 牡4黒鹿57 横山 武史西村 專次氏 鈴木 伸尋 新ひだか 静内フジカワ牧場 470＋ 6 〃 アタマ 14．3�
510 リュクスウォリアー 牡5鹿 57 藤懸 貴志田畑 憲士氏 平田 修 日高 庄野牧場 B506＋ 41：25．3� 9．1	
36 	 マブストーク 牡4鹿 57 木幡 巧也マブレーシング 牧 光二 浦河 中村 雅明 482－ 8 〃 クビ 51．7

59 フラッフィクラウド 牡5芦 57 江田 照男�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 474＋ 21：25．4クビ 72．8�
12 プレイヤーズハイ 牡6黒鹿57 岩田 康誠藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 452＋ 21：25．61
 67．0�
23 フィールザワールド 牡4鹿 57 藤岡 佑介櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 B474± 0 〃 クビ 5．3
714 スズカゴーディー 牡8黒鹿57 原田 和真永井 啓弍氏 堀内 岳志 平取 稲原牧場 B494－ 61：25．81
 189．5�
48 ロゼキルシュ 牝5栗 55 M．デムーロ�トップフェロウ杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 486－ 41：26．01 19．3�
611 ブリエヴェール 牡4青鹿57 大野 拓弥 �グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 464＋ 6 〃 アタマ 63．8�
11 マイナーズライト 牡4鹿 57

55 △永野 猛蔵吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 464－ 4 〃 クビ 64．0�
24 	 ペガサスターボ 牡5鹿 57 田辺 裕信坪野谷和平氏 勢司 和浩 浦河 千明牧場 518－ 2 〃 アタマ 28．6�
35 フランジヴェント 牝5鹿 55 石橋 脩吉田 勝己氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 480－121：26．1クビ 39．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 110，996，800円 複勝： 177，314，400円 枠連： 49，350，700円
馬連： 225，240，300円 馬単： 75，763，100円 ワイド： 202，917，900円
3連複： 354，649，200円 3連単： 361，545，000円 計： 1，557，777，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 220円 � 210円 � 280円 枠 連（4－7） 1，130円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 3，270円

ワ イ ド �� 690円 �� 900円 �� 930円

3 連 複 ��� 4，060円 3 連 単 ��� 21，790円

票 数

単勝票数 計1109968 的中 � 179010（1番人気）
複勝票数 計1773144 的中 � 213437（4番人気）� 226244（3番人気）� 150515（5番人気）
枠連票数 計 493507 的中 （4－7） 33630（3番人気）
馬連票数 計2252403 的中 �� 106351（5番人気）
馬単票数 計 757631 的中 �� 17365（11番人気）
ワイド票数 計2029179 的中 �� 77175（5番人気）�� 57211（8番人気）�� 55245（9番人気）
3連複票数 計3546492 的中 ��� 65380（5番人気）
3連単票数 計3615450 的中 ��� 12024（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．3―36．8―49．4―1：01．2―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイサムソン �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 バ ゴ デビュー 2021．1．5 中山5着

2018．4．25生 牡4黒鹿 母 マイユクール 母母 キティーパラダイス 8戦3勝 賞金 34，708，000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） 1頭 レイテントロアー号
（非抽選馬） 4頭 サンキーウエスト号・ショウナンアストラ号・バクシン号・パルデンス号



（4東京2）第1日 4月23日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 186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

219，010，000円
28，180，000円
1，420，000円
28，110，000円
81，334，000円
5，115，000円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
757，650，600円
1，236，468，100円
301，904，000円
1，421，273，000円
558，123，300円
1，180，467，500円
2，194，644，900円
2，464，117，800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 10，114，649，200円

総入場人員 10，974名 （有料入場人員 10，742名）
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