
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

11025 4月30日 晴 不良 （4東京2） 第3日 第1競走 1，400�3歳未勝利
発走10時15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
1：21．5
1：20．3

重
不良

713 ジェイエルエース 牝3栗 54 田辺 裕信橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 476± 01：24．5 4．2�
24 クルールデュヴァン 牝3鹿 54 D．レーン 吉田 和美氏 竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 474－ 21：24．92 1．9�

（豪）

612 フ ィ ー カ 牝3鹿 54 岩田 望来�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 480＋10 〃 アタマ 16．9�
23 エスシーカリファ 牝3鹿 54 丸田 恭介工藤 圭司氏 宗像 義忠 浦河 高松牧場 458＋161：25．01 6．4�
12 ディオアステリア 牝3芦 54 横山 和生 �YGGホースクラブ 小野 次郎 むかわ 市川牧場 464＋ 81：25．21� 12．1	
714 ブライティアコバ 牝3栗 54

51 ▲水沼 元輝小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 442－141：25．73 503．8

816 ハクサンセレーネ 牝3栗 54 大野 拓弥河﨑 五市氏 新開 幸一 浦河 谷口牧場 428＋ 61：25．8� 178．4�
47 カ ヤ コ 牝3芦 54 木幡 巧也細川 勝也氏 勢司 和浩 新ひだか 岡田牧場 456＋ 41：26．11� 252．1�
35 キタノブルーアレツ 牝3鹿 54

52 △永野 猛蔵北所 直人氏 本間 忍 新冠 中本牧場 466＋ 61：26．2� 292．0
48 サイキョウノオンナ 牝3栗 54 内田 博幸山本 精一氏 松山 将樹 新冠 対馬 正 466＋ 41：26．41� 13．8�
11 シンデレラサリサ 牝3鹿 54 伊藤 工真田畑 利彦氏 清水 英克 浦河 秋場牧場 452－ 21：26．5� 252．9�
510 ミッテルライン 牝3栗 54 �島 克駿 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 424± 0 〃 ハナ 30．2�
36 エイシンドゥルガー 牝3青鹿54 松岡 正海�栄進堂 田中 剛 浦河 栄進牧場 480＋ 21：27．03 12．5�
59 ヴェルーリヤ 牝3青鹿54 菅原 明良 �ローレルレーシング 尾関 知人 新冠 松浦牧場 418± 01：27．2� 145．7�
611 マリノモマンドール 牝3黒鹿54 岩部 純二�クラウン 奥平 雅士 日高 クラウン日高牧場 426－121：27．62� 402．7�
815 デルマヴィリア 牝3青 54 的場 勇人浅沼 廣幸氏 的場 均 日高 ファニーヒルファーム 440＋ 61：28．87 498．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，436，200円 複勝： 75，852，000円 枠連： 16，290，300円
馬連： 81，879，300円 馬単： 37，913，500円 ワイド： 72，931，400円
3連複： 123，032，700円 3連単： 143，771，300円 計： 600，106，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 120円 � 110円 � 250円 枠 連（2－7） 320円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 190円 �� 550円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，230円 3 連 単 ��� 6，300円

票 数

単勝票数 計 484362 的中 � 90788（2番人気）
複勝票数 計 758520 的中 � 164756（2番人気）� 248926（1番人気）� 44867（6番人気）
枠連票数 計 162903 的中 （2－7） 38845（1番人気）
馬連票数 計 818793 的中 �� 148878（1番人気）
馬単票数 計 379135 的中 �� 26049（2番人気）
ワイド票数 計 729314 的中 �� 121053（1番人気）�� 29203（9番人気）�� 34604（5番人気）
3連複票数 計1230327 的中 ��� 74680（3番人気）
3連単票数 計1437713 的中 ��� 16540（14番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジェイエルエース �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2022．1．29 東京3着

2019．3．2生 牝3栗 母 ホウライビクトリア 母母 ホウライサンデー 4戦1勝 賞金 8，780，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマヴィリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年5月31日まで平地競

走に出走できない。
※ヴェルーリヤ号は，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。

11026 4月30日 晴 不良 （4東京2） 第3日 第2競走 1，600�3歳未勝利
発走10時45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
1：33．8
1：33．3

重
良

36 ロードバルドル 牡3青鹿56 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 稲垣 幸雄 新冠 対馬 正 474－ 41：36．6 12．3�

24 ララエフォール 牡3鹿 56 菅原 明良フジイ興産� 和田 雄二 平取 清水牧場 484－ 6 〃 アタマ 3．2�
（法942）

612 ミラクルランバック 牡3鹿 56 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 524± 01：37．23� 7．7�
11 ロードオブシャドウ 牡3鹿 56 大野 拓弥飯塚 知一氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 514－ 21：37．41� 38．6�
611 キタノホマレボシ 牡3黒鹿56 柴田 大知北所 直人氏 粕谷 昌央 日高 道見牧場 428＋ 21：37．51 256．4�
12 アウゲンブリック 牡3黒鹿56 C．ルメールライオンレースホース� 堀内 岳志 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 492＋ 41：37．6� 3．9	
816 ドリームビリーバー 牡3鹿 56 横山 和生平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 450－ 61：37．91� 6．5

59 クインズジョイフル 牝3栗 54 田辺 裕信 �ケイアイスタリオン 小島 茂之 新冠 ハシモトフアーム 438＋ 6 〃 アタマ 65．3�
510 パフオブウインド 牡3栗 56 戸崎 圭太西森 功氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド 472－ 21：38．53� 5．3�
714 リゼレインボー 牡3栗 56 内田 博幸飯田 訓大氏 松山 将樹 浦河 高松牧場 482＋ 21：39．03 17．0
23 ム ジ ョ ウ 牡3黒鹿56 木幡 巧也 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 浦河 野表 俊一 B510－ 21：39．21� 185．6�
35 ジャスティンダイヤ 牡3鹿 56 岩田 望来三木 正浩氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B490－ 61：39．31 60．4�
713 フィアーミー 牡3青 56 酒井 学�ターフ・スポート小野 次郎 新ひだか 静内フアーム 506± 01：39．61� 125．2�
815 キョウエイラー �3鹿 56 岩部 純二田中 晴夫氏 萱野 浩二 新ひだか 藤沢牧場 478＋ 21：40．34 641．4�
47 ライクアパール 牝3青鹿54 武士沢友治畑佐 博氏 蛯名 利弘 浦河 中神牧場 460± 01：40．51� 501．3�
48 ガンスリンガー 牡3栗 56 菅原 隆一西森 功氏 深山 雅史 浦河 山春牧場 500－ 21：40．6クビ 320．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，167，900円 複勝： 61，355，600円 枠連： 11，814，800円
馬連： 73，121，500円 馬単： 29，336，400円 ワイド： 62，372，400円
3連複： 109，774，100円 3連単： 113，141，300円 計： 501，084，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 420円 � 150円 � 270円 枠 連（2－3） 1，640円

馬 連 �� 2，230円 馬 単 �� 5，110円

ワ イ ド �� 930円 �� 1，780円 �� 410円

3 連 複 ��� 5，280円 3 連 単 ��� 28，660円

票 数

単勝票数 計 401679 的中 � 25930（6番人気）
複勝票数 計 613556 的中 � 30364（7番人気）� 134984（1番人気）� 54977（5番人気）
枠連票数 計 118148 的中 （2－3） 5558（8番人気）
馬連票数 計 731215 的中 �� 25370（8番人気）
馬単票数 計 293364 的中 �� 4300（22番人気）
ワイド票数 計 623724 的中 �� 16768（11番人気）�� 8434（21番人気）�� 42009（4番人気）
3連複票数 計1097741 的中 ��� 15570（16番人気）
3連単票数 計1131413 的中 ��� 2862（96番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．6―35．4―47．3―59．9―1：12．1―1：24．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードバルドル �
�
父 トーセンラー �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2021．7．31 新潟11着

2019．3．31生 牡3青鹿 母 シルクヴァルキリー 母母 シルクフレアー 5戦1勝 賞金 7，270，000円
〔3走成績による出走制限〕 ライクアパール号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年6月30日まで平地競走に出走でき

ない。

第２回 東京競馬 第３日



11027 4月30日 晴 不良 （4東京2） 第3日 第3競走 ��1，300�3歳未勝利
発走11時15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
1：16．1
1：16．1

重
重

47 ヒメカミノイタダキ 牡3栗 56 石橋 脩國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 480－ 21：19．2 2．7�
714 オフレッシュ 牡3鹿 56 田辺 裕信 K.S．ヤップ氏 尾形 和幸 苫小牧 アスラン 506－ 41：19．3� 4．0�
816 セ イ タ ー ド 牡3栗 56 菅原 明良 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊坂 重信 新冠 松浦牧場 454－ 2 〃 クビ 7．5�
11 ペイシャワキア 牡3栗 56 武士沢友治北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 赤石牧場 438－ 21：19．4� 4．7�
59 ルージュブラゾン 牝3黒鹿54 内田 博幸 �東京ホースレーシング 小島 茂之 千歳 社台ファーム B474＋ 21：19．61 21．1�
23 ブラックラスター 牡3青鹿56 津村 明秀田代 洋己氏 鈴木 伸尋 新ひだか 有限会社石川牧場 510＋ 21：19．7� 24．9	
612 カンタベリーホープ 牡3栗 56 的場 勇人峰 哲馬氏 的場 均 新ひだか 荒谷 輝和 442＋ 6 〃 クビ 80．8

36 ミスターサマンサ 牡3鹿 56

54 △永野 猛蔵是枝 浩平氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B486＋ 41：19．8� 9．2�
713 ミラーレイク 牝3鹿 54 大野 拓弥 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 444＋ 81：19．9� 174．7
48 ピンクペッパー 牡3青 56 酒井 学松本 有啓氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 B488－ 2 〃 ハナ 176．1�
510 チャクシンアリ 牝3栗 54 木幡 初也由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 門別 敏朗 456 ―1：20．11� 114．7�
35 � フウジンショウジョ 牝3栗 54 岩田 望来�レッドマジック田島 俊明 米

John D. Gunther,
Eurowest Bloodstock
& Tony Chedraoui

480－ 61：20．63 20．3�
12 アストラガルス 牡3黒鹿56 大庭 和弥田頭 勇貴氏 松永 康利 浦河 株式会社 森

本スティーブル 458＋ 81：21．12� 198．1�
815 ジャパンナイト 牡3黒鹿56 丸田 恭介森口 聡氏 杉浦 宏昭 浦河 チェスナット

ファーム B456＋ 21：21．52� 340．1�
611 ミストーザイ 牝3鹿 54 吉田 豊村田 哲朗氏 勢司 和浩 浦河 王蔵牧場 422－ 81：22．24 453．1�
24 ミキノチョキンバコ 牡3青鹿56 岩部 純二谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 502 ― 〃 ハナ 230．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，101，900円 複勝： 42，623，300円 枠連： 10，458，600円
馬連： 58，437，900円 馬単： 25，244，000円 ワイド： 48，779，700円
3連複： 84，965，000円 3連単： 95，741，200円 計： 400，351，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 160円 � 180円 枠 連（4－7） 660円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 340円 �� 400円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 6，960円

票 数

単勝票数 計 341019 的中 � 100589（1番人気）
複勝票数 計 426233 的中 � 109272（1番人気）� 64736（3番人気）� 51474（4番人気）
枠連票数 計 104586 的中 （4－7） 12253（2番人気）
馬連票数 計 584379 的中 �� 62159（2番人気）
馬単票数 計 252440 的中 �� 12517（4番人気）
ワイド票数 計 487797 的中 �� 38977（2番人気）�� 31537（3番人気）�� 18408（6番人気）
3連複票数 計 849650 的中 ��� 33992（4番人気）
3連単票数 計 957412 的中 ��� 9966（11番人気）

ハロンタイム 6．9―11．4―11．8―12．8―12．1―11．8―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
6．9―18．3―30．1―42．9―55．0―1：06．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒメカミノイタダキ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2021．12．25 中山3着

2019．3．30生 牡3栗 母 ファミリズム 母母 セニョラージェ 6戦1勝 賞金 11，980，000円
〔3走成績による出走制限〕 ピンクペッパー号・アストラガルス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年6月30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） 1頭 バリアンス号
（非抽選馬） 1頭 クラウンシューター号

11028 4月30日 晴 稍重 （4東京2） 第3日 第4競走 1，600�3歳未勝利
発走11時45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
1：30．5
1：30．3

良
良

44 エターナルタイム 牝3青鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 480－ 21：34．7 2．5�
22 ルージュエクレール 牝3鹿 54 川田 将雅 �東京ホースレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 420－ 61：34．91� 2．2�
812 ジャスミンフローラ 牝3黒鹿54 津村 明秀 �シルクレーシング 辻 哲英 安平 ノーザンファーム 428＋101：35．01 75．8�
68 コズミックフロスト 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 452＋ 21：35．31� 9．8�
56 ノアチェリー 牝3黒鹿54 横山 和生佐山 公男氏 大江原 哲 新冠 長浜牧場 B466＋ 21：35．41 22．6	
45 ミュステーリオン 牝3栗 54

52 △永野 猛蔵 �ビッグレッドファーム 伊坂 重信 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 81：35．61� 76．2

69 スペースシャワー 牝3芦 54 吉田 豊日下部勝德氏 小島 茂之 新冠 有限会社 大

作ステーブル 440± 01：35．7クビ 43．0�
57 コ ネ イ ブ ル 牝3鹿 54 岩田 望来�テシオ 矢野 英一 浦河 大道牧場 454＋ 41：35．8� 29．5�
33 ホウオウカグヤ 牝3黒鹿54 横山 武史小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 438 ―1：36．54 22．7
11 ラブストーリー 牝3鹿 54 菅原 明良安原 浩司氏 高橋 文雅 日高 浜本牧場 436－ 61：36．81� 184．4�
711 ル ナ ソ ル 牝3鹿 54 池添 謙一 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 488 ―1：37．01� 7．4�
813 ベアフィールド 牝3鹿 54 松岡 正海熊木 浩氏 杉浦 宏昭 新冠 秋田牧場 494－ 41：37．31� 194．8�
710 トーアリバティー 牝3鹿 54 内田 博幸高山ランド� 村田 一誠 豊浦トーア牧場 494－ 21：37．4� 243．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 52，586，000円 複勝： 79，822，100円 枠連： 13，609，800円
馬連： 70，408，200円 馬単： 37，460，000円 ワイド： 66，835，300円
3連複： 114，480，000円 3連単： 167，041，800円 計： 602，243，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 110円 � 870円 枠 連（2－4） 210円

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 140円 �� 1，960円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 3，190円 3 連 単 ��� 9，120円

票 数

単勝票数 計 525860 的中 � 162929（2番人気）
複勝票数 計 798221 的中 � 204629（2番人気）� 276058（1番人気）� 10362（10番人気）
枠連票数 計 136098 的中 （2－4） 48512（1番人気）
馬連票数 計 704082 的中 �� 259271（1番人気）
馬単票数 計 374600 的中 �� 66818（2番人気）
ワイド票数 計 668353 的中 �� 184556（1番人気）�� 6420（22番人気）�� 7595（20番人気）
3連複票数 計1144800 的中 ��� 26901（8番人気）
3連単票数 計1670418 的中 ��� 13265（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．7―48．0―1：00．6―1：12．2―1：23．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エターナルタイム �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2022．2．5 東京3着

2019．4．7生 牝3青鹿 母 マジックタイム 母母 タイムウィルテル 2戦1勝 賞金 6，700，000円
〔3走成績による出走制限〕 トーアリバティー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年6月30日まで平地競走に出走でき

ない。



11029 4月30日 晴 稍重 （4東京2） 第3日 第5競走 2，000�3歳未勝利
発走12時35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
1：56．1
1：56．1

良
良

11 ポッドヴァイン 牡3鹿 56 横山 和生小川眞査雄氏 小野 次郎 新ひだか 下屋敷牧場 416± 02：01．2 4．8�
56 ロ ム レ ー ン 牡3黒鹿56 D．レーン 金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 500＋162：01．41� 1．9�
（豪）

813 フォーユーランラン 牝3鹿 54
52 △永野 猛蔵村田 滋氏 粕谷 昌央 日高 奥山 博 428－ 22：02．35 373．2�

68 ブキャナンテソーロ 牡3黒鹿56 津村 明秀了德寺健二ホール
ディングス� 深山 雅史 新ひだか 米田牧場 500＋ 6 〃 クビ 67．2�

22 ア カ カ ゲ 牡3黒鹿56 田辺 裕信 XIAOジャパン 菊川 正達 新ひだか 沖田 博志 496－102：02．4クビ 29．3�
44 カガギムレット 牡3鹿 56 丸田 恭介香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 西村牧場 426± 0 〃 クビ 146．5	
69 アプリシティー 牡3鹿 56 C．ルメール 
シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 466 ―2：02．5クビ 3．4�
57 ラッフルズプレース 牡3黒鹿56 石橋 脩保坂 和孝氏 林 徹 新冠 長浜牧場 444± 02：02．6� 14．0�
710 セピアーチェ 牝3栃栗54 �島 克駿�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440－ 62：03．02� 15．6
812 ベアビリーブ 牝3青 54 木幡 巧也熊木 浩氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 22：03．21 62．5�
45 イシュキック 牝3鹿 54 酒井 学西森 功氏 小笠 倫弘 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 454－ 6 〃 クビ 184．3�
711 エコロガナドール 牡3鹿 56 嶋田 純次原村 正紀氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B434－ 42：03．52 61．2�
33 コスモシルバニア 牝3栗 54 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 加藤士津八 新ひだか チャンピオンズファーム 430＋ 12：04．35 261．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 46，845，300円 複勝： 57，257，700円 枠連： 11，709，300円
馬連： 58，258，000円 馬単： 34，259，700円 ワイド： 59，765，900円
3連複： 95，826，600円 3連単： 143，143，600円 計： 507，066，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 150円 � 110円 � 2，960円 枠 連（1－5） 370円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 220円 �� 11，270円 �� 5，280円

3 連 複 ��� 27，300円 3 連 単 ��� 145，750円

票 数

単勝票数 計 468453 的中 � 77694（3番人気）
複勝票数 計 572577 的中 � 94469（2番人気）� 211677（1番人気）� 2439（13番人気）
枠連票数 計 117093 的中 （1－5） 23907（2番人気）
馬連票数 計 582580 的中 �� 109416（1番人気）
馬単票数 計 342597 的中 �� 18946（6番人気）
ワイド票数 計 597659 的中 �� 87714（2番人気）�� 1168（51番人気）�� 2513（37番人気）
3連複票数 計 958266 的中 ��� 2632（60番人気）
3連単票数 計1431436 的中 ��� 712（278番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．8―36．7―48．4―1：00．7―1：13．2―1：25．9―1：37．7―1：49．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

ポッドヴァイン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．7．3 函館4着

2019．3．29生 牡3鹿 母 ポッドクヒオ 母母 ヴァインバッハ 9戦1勝 賞金 7，330，000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。

11030 4月30日 晴 重 （4東京2） 第3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

67 � ジ ュ タ ロ ウ 牡3黒鹿56 武 豊芳賀美知子氏 河内 洋 米 Breffni Farm 476＋ 81：34．8 3．9�
22 イエヴァンポルッカ 牡3芦 56

54 △永野 猛蔵ライオンレースホース� 伊藤 圭三 浦河 浦河日成牧場 482＋ 81：35．54 19．6�
78 ジ ョ イ ス 牡3鹿 56 横山 武史林 正道氏 斎藤 誠 浦河 三嶋牧場 512－ 2 〃 ハナ 1．7�
810 パワーブローキング 牡3鹿 56 田辺 裕信ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 520－ 61：36．03 45．2�
55 キボウノホシ 牡3鹿 56 池添 謙一堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 480－ 61：36．21� 113．2�
33 コースタルテラス 牡3黒鹿56 D．レーン 吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 504＋ 41：36．73 4．8	

（豪）

66 ラ フ シ ー 牡3青鹿56 戸崎 圭太ゴドルフィン 大竹 正博 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 534－ 41：37．23 14．7


811 セイカフォルゴーレ 牡3栗 56 石川裕紀人久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 498± 01：37．3� 44．0�
44 グ ロ ー リ ー 牡3鹿 56 丸田 恭介平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 466± 01：37．61� 176．8�
79 � ピンクダイヤ 牡3芦 56 菅原 明良木村 久子氏 森 秀行 米 Robert

Schaedle 468＋ 31：38．45 70．2
11 マイネルサハラ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 浦河 金石牧場 466＋ 21：38．61� 58．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 68，966，300円 複勝： 156，934，500円 枠連： 12，632，800円
馬連： 75，761，200円 馬単： 44，690，400円 ワイド： 79，537，500円
3連複： 127，458，800円 3連単： 196，229，200円 計： 762，210，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 300円 � 110円 枠 連（2－6） 4，380円

馬 連 �� 5，670円 馬 単 �� 8，200円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 200円 �� 570円

3 連 複 ��� 2，680円 3 連 単 ��� 22，680円

票 数

単勝票数 計 689663 的中 � 138185（2番人気）
複勝票数 計1569345 的中 � 124101（3番人気）� 39073（5番人気）� 1073234（1番人気）
枠連票数 計 126328 的中 （2－6） 2234（10番人気）
馬連票数 計 757612 的中 �� 10339（13番人気）
馬単票数 計 446904 的中 �� 4086（20番人気）
ワイド票数 計 795375 的中 �� 12510（15番人気）�� 123517（2番人気）�� 32598（5番人気）
3連複票数 計1274588 的中 ��� 35636（8番人気）
3連単票数 計1962292 的中 ��� 6271（67番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
11．9―23．1―34．7―46．3―58．1―1：10．0―1：22．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ジ ュ タ ロ ウ �
�
父 Arrogate �

�
母父 Mineshaft デビュー 2021．11．13 阪神1着

2019．2．17生 牡3黒鹿 母 Bodacious Babe 母母 Blossomed 4戦2勝 賞金 17，500，000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。



11031 4月30日 晴 稍重 （4東京2） 第3日 第7競走 ��2，400�4歳以上1勝クラス
発走13時35分 （芝・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
2：20．6
2：20．6

良
良

33 シ ル ブ ロ ン 牡4鹿 57 D．レーン �シルクレーシング 稲垣 幸雄 平取 坂東牧場 486－ 22：26．0 5．7�
（豪）

66 ヒシシュシュ 牝4鹿 55 田辺 裕信阿部 雅英氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 414＋12 〃 ハナ 4．4�
22 レ ベ ラ ン ス 牡4鹿 57 川田 将雅 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B454－ 42：26．21� 3．0�
44 カ タ リ ー ナ 牝4鹿 55 C．ルメール 近藤 英子氏 武 英智 洞�湖 レイクヴィラファーム 450＋ 8 〃 クビ 6．8�
11 ゲンパチリベロ 牡4芦 57 武 豊平野 武志氏 西田雄一郎 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 502＋ 42：26．73 2．7�
55 � ル リ オ ウ 牡4芦 57 	島 克駿大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 500＋ 22：28．310 80．2	
（6頭）

売 得 金
単勝： 48，247，000円 複勝： 34，913，200円 枠連： 発売なし
馬連： 51，483，900円 馬単： 31，879，900円 ワイド： 32，276，300円
3連複： 65，296，900円 3連単： 184，767，000円 計： 448，864，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 340円 � 230円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 420円 �� 380円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，290円 3 連 単 ��� 8，500円

票 数

単勝票数 計 482470 的中 � 67214（4番人気）
複勝票数 計 349132 的中 � 37898（5番人気）� 64212（4番人気）
馬連票数 計 514839 的中 �� 29967（8番人気）
馬単票数 計 318799 的中 �� 11837（11番人気）
ワイド票数 計 322763 的中 �� 18551（9番人気）�� 21028（7番人気）�� 35210（3番人気）
3連複票数 計 652969 的中 ��� 37795（7番人気）
3連単票数 計1847670 的中 ��� 15754（45番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―25．1―36．6―48．4―1：00．4―1：12．7―1：26．2―1：39．2―1：51．3―2：02．5―2：14．0

コーナー
通過順位

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

2
4
5＝4－3，1（2，6）・（5，4，2）（1，3）6

勝馬の
紹 介

シ ル ブ ロ ン 

�
父 トーセンジョーダン 


�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．11．22 東京3着

2018．4．28生 牡4鹿 母 グレイシアブルー 母母 ブルーラスター 11戦2勝 賞金 21，270，000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。

11032 4月30日 晴 重 （4東京2） 第3日 第8競走 ��1，600�4歳以上1勝クラス
発走14時05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
1：33．8
1：33．3

重
良

11 � ナイトフローリック �4鹿 57 C．ルメール 保坂 和孝氏 木村 哲也 米 Woodford
Thoroughbreds 510± 01：37．9 3．2�

69 ボ マ イ ェ 牡6鹿 57 岩田 望来 �カナヤマホール
ディングス 清水 久詞 日高 下河辺牧場 528－ 61：38．32� 2．2�

57 マーベラスアゲン 牡6鹿 57
54 ▲水沼 元輝浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 笠松牧場 480－ 41：38．4クビ 75．6�

813 ホウオウヴォーヌ 牡4栗 57 石川裕紀人小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド B486＋ 41：38．5� 55．6�
58 セイシェルノユウヒ 牡5芦 57 吉田 豊宮城 寛也氏 高橋 文雅 新冠 スカイビーチステーブル 478－ 41：38．61 12．7�
46 	 ブーケドフルール 牝4青鹿55 大野 拓弥村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 422± 0 〃 ハナ 61．0	
22 テイエムダイアタリ 牡4黒鹿57 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 上井農場 526± 01：38．7クビ 251．1

712 トランセンドパスト 牡4鹿 57 
島 克駿簗詰 貴彦氏 田中 剛 日高 ヤナガワ牧場 462± 01：38．91� 36．4�
45 	 ストロングカレント 牡4鹿 57 菅原 明良 �CHEVAL AT-

TACHE 伊坂 重信 新冠 村上牧場 480－ 21：39．0� 13．0�
33 セイカヤマノ 牡6黒鹿57 内田 博幸久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム B506± 01：39．1クビ 112．5
610 ス レ プ ト ン 牡5鹿 57 三浦 皇成 �社台レースホース大和田 成 安平 追分ファーム B464＋ 21：39．2� 16．4�
34 ワイドモーゼ 牡4青鹿 57

55 △永野 猛蔵幅田 昌伸氏 武井 亮 新ひだか 乾 皆雄 488± 0 〃 � 32．7�
711 デルマジゾウ 牡4芦 57 横山 和生浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 494－ 41：40．05 51．0�
814 セイハロートゥユー 牡4黒鹿57 木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 千歳 社台ファーム B504± 01：44．5大差 6．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 44，890，600円 複勝： 59，493，300円 枠連： 19，691，400円
馬連： 82，341，700円 馬単： 34，804，200円 ワイド： 69，263，700円
3連複： 125，785，100円 3連単： 148，249，000円 計： 584，519，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 130円 � 750円 枠 連（1－6） 420円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 240円 �� 2，600円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 5，650円 3 連 単 ��� 16，380円

票 数

単勝票数 計 448906 的中 � 109110（2番人気）
複勝票数 計 594933 的中 � 114745（2番人気）� 152316（1番人気）� 12490（10番人気）
枠連票数 計 196914 的中 （1－6） 35743（1番人気）
馬連票数 計 823417 的中 �� 146345（1番人気）
馬単票数 計 348042 的中 �� 26100（2番人気）
ワイド票数 計 692637 的中 �� 89498（1番人気）�� 5987（31番人気）�� 11266（18番人気）
3連複票数 計1257851 的中 ��� 16672（16番人気）
3連単票数 計1482490 的中 ��� 6558（38番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―36．4―49．3―1：02．2―1：14．4―1：25．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F35．7
3 11，12（5，13）（6，9）1（7，14）（2，8，10）（3，4） 4 ・（11，12，13）（5，6，9）1（7，14）（2，8，10）（3，4）

勝馬の
紹 介

�ナイトフローリック �
�
父 Into Mischief �

�
母父 Vindication デビュー 2020．10．31 東京6着

2018．4．25生 �4鹿 母 Frolic’s Revenge 母母 Stormy Frolic 9戦2勝 賞金 18，670，000円
〔その他〕 セイハロートゥユー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 セイハロートゥユー号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年5月31日まで出走できない。

追 加 記 事（第 2回東京競馬第 2日第 12 競走）
〔その他〕　　ベイサイドブルー号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕　　ベイサイドブルー号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和 4

年 6月24日まで出走できない。



11033 4月30日 晴 重 （4東京2） 第3日 第9競走

ウインズ横浜開設70周年記念

��
��2，100�

よこはま

横浜ステークス
発走14時35分 （ダート・左）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減

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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

610 ウシュバテソーロ 牡5鹿 57 横山 和生了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 522－ 22：08．1 15．6�

69 ペプチドナイル 牡4鹿 57 武 豊沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 526＋ 22：08．84 3．2�
11 メイショウフンジン 牡4黒鹿57 酒井 学松本 好雄氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 508－ 22：09．01 9．2�
45 ナリタフォルテ 牡4鹿 57 岩田 望来�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 574－102：09．42� 37．7�
711 シュルードアイズ 牡4栗 57 津村 明秀水上 行雄氏 牧 光二 日高 日西牧場 514－ 22：09．5クビ 24．1�
814 ヴィアメント 	5栗 57 C．ルメール 	社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B480－ 82：09．71
 4．8

46 ホウオウエーデル 牡6鹿 57 D．レーン 小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 502＋102：09．8� 14．3�

（豪）

58 アイファーキングズ 牡6黒鹿57 内田 博幸中島 稔氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 508－ 4 〃 アタマ 50．1�
57 ラヴォラーレ 牡4鹿 57 田辺 裕信 �ローレルレーシング 武市 康男 浦河 津島 優治 530＋ 82：10．11� 4．1
712 ダ ッ チ マ ン 	5青鹿57 菅原 明良小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 466＋ 2 〃 ハナ 27．0�
813 ベルジュネス 	6鹿 57 永野 猛蔵岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新冠 坂元 芳春 B472＋ 82：10．63� 69．9�
34  コパノリッチマン 牡5栃栗57 戸崎 圭太小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 前谷 武志 514－ 42：10．91� 31．7�
22 ミステリオーソ 牡5黒鹿57 �島 克駿 	シルクレーシング 武 幸四郎 浦河 笹地牧場 486＋ 42：11．75 14．2�
33 デッドアヘッド 	6鹿 57 大野 拓弥 	社台レースホース牧 光二 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B466－ 42：13．08 96．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 60，129，400円 複勝： 95，045，400円 枠連： 22，313，800円
馬連： 122，178，300円 馬単： 44，225，800円 ワイド： 102，521，800円
3連複： 196，664，800円 3連単： 194，396，200円 計： 837，475，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，560円 複 勝 � 480円 � 170円 � 300円 枠 連（6－6） 4，830円

馬 連 �� 4，740円 馬 単 �� 10，730円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 3，460円 �� 690円

3 連 複 ��� 12，350円 3 連 単 ��� 90，110円

票 数

単勝票数 計 601294 的中 � 30775（7番人気）
複勝票数 計 950454 的中 � 43225（7番人気）� 177415（2番人気）� 78126（4番人気）
枠連票数 計 223138 的中 （6－6） 3573（20番人気）
馬連票数 計1221783 的中 �� 19951（17番人気）
馬単票数 計 442258 的中 �� 3091（39番人気）
ワイド票数 計1025218 的中 �� 16500（17番人気）�� 7333（42番人気）�� 40281（5番人気）
3連複票数 計1966648 的中 ��� 11936（39番人気）
3連単票数 計1943962 的中 ��� 1564（289番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―17．7―29．7―42．2―54．7―1：07．7―1：20．8―1：33．0―1：45．0―1：56．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウシュバテソーロ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．8．25 新潟5着

2017．3．4生 牡5鹿 母 ミルフィアタッチ 母母 シジェームサン 23戦4勝 賞金 68，608，000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。

11034 4月30日 晴 良 （4東京2） 第3日 第10競走 ��
��2，000�

ふちゅう

府中ステークス
発走15時10分 （芝・左）
4歳以上，3勝クラス；負担重量は，57�，牝馬2�減

府中市長賞（1着）
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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

714 バ ジ オ ウ 牡4鹿 57 戸崎 圭太鈴木 剛史氏 田中 博康 千歳 社台ファーム 478＋ 41：58．1 5．9�
59 � サトノセシル 牝6鹿 55 D．レーン �サトミホースカンパニー 堀 宣行 英 Faisal Meshrf

Alqahtani 474－ 2 〃 ハナ 10．5�
（豪）

24 プレイイットサム 牡4芦 57 M．デムーロゴドルフィン 藤岡 健一 日高 広富牧場 512± 0 〃 クビ 16．3�
818 グランオフィシエ 牡4鹿 57 川田 将雅 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 464－ 2 〃 アタマ 3．4�
612	 シ ン ボ 牡5鹿 57 武 豊�龍光 小崎 憲 新冠 長浜 忠 470－141：58．31 18．6	
611 マイネルミュトス 牡6青 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム B478＋ 21：58．4
 158．5

47 プリュムドール 牝4栗 55 岩田 望来 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 豊 新ひだか 岡田スタツド 464－ 21：58．5� 16．5�
11 クロノメーター 牡5黒鹿57 菅原 明良 �サンデーレーシング 尾形 和幸 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 21：58．71� 36．1�
713 カーディナル 牡4鹿 57 C．ルメール �キャロットファーム 林 徹 安平 ノーザンファーム 504± 01：58．8クビ 2．4
816 スパングルドスター 牝5鹿 55 田辺 裕信 �社台レースホース蛯名 正義 千歳 社台ファーム 436＋ 21：58．9
 70．6�
12 バイマイサイド 牡7栗 57 内田 博幸�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム B482± 0 〃 クビ 304．5�
35 スーパーブレイク 牡8黒鹿57 嶋田 純次堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 478－ 61：59．21
 444．0�
715 サ ペ ラ ヴ ィ 牡5鹿 57 島 克駿伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 B482－ 41：59．41� 176．3�
510 リ ノ キ ア ナ 牝5鹿 55 大野 拓弥松岡 雅昭氏 谷 潔 日高 アイズスタッド株式会社 450＋ 41：59．61� 163．6�
48 ロードトゥフェイム 牡4鹿 57 木幡 巧也岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 492± 01：59．81� 73．6�
36 イ ロ ゴ ト シ 牡5鹿 57 津村 明秀内田 玄祥氏 牧田 和弥 熊本 本田 土寿 464－102：00．01� 98．7�
23 キタサンバルカン 牡6鹿 57 永野 猛蔵�大野商事 奥村 武 安平 ノーザンファーム 448－ 82：00．1
 229．2�
817 モリノカンナチャン 牝4鹿 55 横山 和生森 和久氏 大江原 哲 登別 青藍牧場 442－ 2 〃 ハナ 52．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 91，630，500円 複勝： 127，352，600円 枠連： 37，765，400円
馬連： 169，202，800円 馬単： 63，774，500円 ワイド： 143，691，100円
3連複： 268，646，500円 3連単： 285，340，400円 計： 1，187，403，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 230円 � 340円 � 370円 枠 連（5－7） 1，050円

馬 連 �� 3，660円 馬 単 �� 6，920円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 1，650円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 15，800円 3 連 単 ��� 82，610円

票 数

単勝票数 計 916305 的中 � 122384（3番人気）
複勝票数 計1273526 的中 � 160738（3番人気）� 95464（4番人気）� 84551（6番人気）
枠連票数 計 377654 的中 （5－7） 27778（2番人気）
馬連票数 計1692028 的中 �� 35785（12番人気）
馬単票数 計 637745 的中 �� 6904（22番人気）
ワイド票数 計1436911 的中 �� 30453（12番人気）�� 22360（15番人気）�� 20030（16番人気）
3連複票数 計2686465 的中 ��� 12752（37番人気）
3連単票数 計2853404 的中 ��� 2504（214番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．1―35．4―46．8―58．7―1：10．5―1：22．5―1：34．1―1：45．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．6

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バ ジ オ ウ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ハービンジャー デビュー 2020．8．23 新潟2着

2018．4．14生 牡4鹿 母 フローレスダンサー 母母 ダンスインザムード 9戦3勝 賞金 56，555，000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。



11035 4月30日 晴 良 （4東京2） 第3日 第11競走 ��
��2，400�第29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 1，022，000円 292，000円 146，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

33 プ ラ ダ リ ア 牡3鹿 56 池添 謙一名古屋友豊� 池添 学 新冠 オリエント牧場 456＋ 22：24．2 6．9�
57 ロードレゼル 牡3青鹿56 川田 将雅 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 504－ 82：24．3� 5．3�
712 エターナルビクトリ 牡3鹿 56 武 豊�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 450＋ 42：24．4� 10．1�
814 グランシエロ 牡3鹿 56 三浦 皇成フィールドレーシング 武井 亮 安平 追分ファーム 514－102：24．61� 6．9�
711 レヴァンジル 牡3黒鹿56 D．レーン �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 478＋ 22：24．92 2．6	

（豪）

46 アスクヴィヴァユー 牡3芦 56 菅原 明良廣崎利洋HD� 藤原 英昭 新ひだか 千代田牧場 500－ 42：25．43 118．8

58 ロンギングエーオ 牡3黒鹿56 石橋 脩坂本 浩一氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 486± 0 〃 クビ 154．6�
11 クワイエットホーク 牡3青鹿56 岩田 望来金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 528＋ 22：25．61 60．7�
22 サンライズエース 牡3黒鹿56 大野 拓弥�ライフハウス 河内 洋 浦河 富田牧場 480－ 42：25．81� 65．3
34 メイショウウネビ 牡3鹿 56 松岡 正海松本 好雄氏 本田 優 浦河 宮内牧場 462± 02：26．22 112．0�
813 ジャスティンスカイ 牡3鹿 56 横山 武史三木 正浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 528－ 62：26．3� 6．7�
69 オウケンボルト 牡3青鹿56 M．デムーロ福井 明氏 土田 稔 浦河 辻 牧場 448－ 42：27．89 22．5�
610 ディライトバローズ 牡3鹿 56 戸崎 圭太猪熊 広次氏 杉山 晴紀 日高 下河辺牧場 514－ 62：30．3大差 20．8�

（13頭）
45 ダノンギャラクシー 牡3鹿 56 C．ルメール�ダノックス 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 265，860，200円 複勝： 341，972，200円 枠連： 101，932，800円
馬連： 632，152，000円 馬単： 233，607，300円 ワイド： 514，520，700円
3連複： 1，120，620，200円 3連単： 1，386，295，400円 計： 4，596，960，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 240円 � 210円 � 320円 枠 連（3－5） 1，600円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 3，530円

ワ イ ド �� 690円 �� 1，220円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 5，490円 3 連 単 ��� 26，680円

票 数

単勝票数 計2658602 的中 � 306073（4番人気）
複勝票数 計3419722 的中 � 383709（5番人気）� 471926（3番人気）� 256165（6番人気）
枠連票数 計1019328 的中 （3－5） 49260（9番人気）
馬連票数 計6321520 的中 �� 288315（6番人気）
馬単票数 計2336073 的中 �� 49590（13番人気）
ワイド票数 計5145207 的中 �� 209902（6番人気）�� 112200（16番人気）�� 123206（15番人気）
3連複票数 計11206202 的中 ��� 152936（21番人気）
3連単票数 計13862954 的中 ��� 37661（94番人気）

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

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―24．0―35．5―47．0―58．9―1：11．2―1：23．9―1：36．3―1：48．7―2：00．4―2：12．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F35．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

プ ラ ダ リ ア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2022．1．15 中京2着

2019．4．3生 牡3鹿 母 シャッセロール 母母 ポ ポ ラ ス 4戦2勝 賞金 64，722，000円
〔出走取消〕 ダノンギャラクシー号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔その他〕 ディライトバローズ号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱断裂〕を発症。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりプラダリア号・ロードレゼル号は，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。

11036 4月30日 晴 重 （4東京2） 第3日 第12競走 ��2，100�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
2：06．7
2：05．9

良
良

46 キ ス ラ ー 牡6青鹿57 武 豊�キーファーズ 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 482－ 22：10．2 18．4�
610 ダノンブレット 牡4栗 57 内田 博幸�ダノックス 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B512± 02：10．41� 14．9�
69 � ディクテオン �4黒鹿57 横山 武史�G1レーシング 吉岡 辰弥 安平 追分ファーム 504－ 22：10．61� 6．3�
712 ショウナンアーチー 牡4鹿 57 岩田 望来国本 哲秀氏 松下 武士 日高 下河辺牧場 496－ 22：10．7	 5．1�
45 シルバーエース 牡5芦 57 
島 克駿林 正道氏 橋口 慎介 日高 白井牧場 462－ 4 〃 ハナ 12．2�
34 � フジマサインパクト 牡4鹿 57 M．デムーロ藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 422－102：11．12	 6．9	
57 スズノイナズマ 牡4青鹿57 柴田 大知小紫 嘉之氏 深山 雅史 新ひだか 本桐牧場 490± 02：11．2	 100．6

33 ローズボウル 牡4鹿 57 D．レーン �グリーンファーム林 徹 千歳 社台ファーム 512＋14 〃 クビ 3．0�

（豪）

58 キングサーガ �5黒鹿57 菅原 明良 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 470－162：11．4� 8．0
711 メ ラ ー キ 牡5青鹿57 横山 和生大塚 亮一氏 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 494＋ 2 〃 クビ 14．1�
813 ピースマッチング �4芦 57 石川裕紀人 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 458－122：11．82	 181．8�
814 トップリーチ 牡5黒鹿 57

55 △永野 猛蔵紅露 純氏 萱野 浩二 日高 庄野牧場 464＋ 62：12．01� 132．5�
22 スクリーンプロセス �4青鹿57 大野 拓弥 �社台レースホース中川 公成 千歳 社台ファーム B532－ 22：12．1クビ 177．9�
11 ダルムシュタット �5鹿 57 丸田 恭介村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 470－ 6 〃 ハナ 214．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 113，206，900円 複勝： 161，472，700円 枠連： 49，313，800円
馬連： 210，887，000円 馬単： 83，288，000円 ワイド： 187，141，500円
3連複： 317，543，300円 3連単： 385，877，900円 計： 1，508，731，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，840円 複 勝 � 430円 � 360円 � 300円 枠 連（4－6） 1，940円

馬 連 �� 9，900円 馬 単 �� 25，040円

ワ イ ド �� 2，410円 �� 2，330円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 24，370円 3 連 単 ��� 204，650円

票 数

単勝票数 計1132069 的中 � 49211（9番人気）
複勝票数 計1614727 的中 � 94915（8番人気）� 119358（6番人気）� 146273（5番人気）
枠連票数 計 493138 的中 （4－6） 19690（10番人気）
馬連票数 計2108870 的中 �� 16497（35番人気）
馬単票数 計 832880 的中 �� 2494（71番人気）
ワイド票数 計1871415 的中 �� 19835（33番人気）�� 20513（32番人気）�� 36809（19番人気）
3連複票数 計3175433 的中 ��� 9770（77番人気）
3連単票数 計3858779 的中 ��� 1367（532番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．6―31．6―44．6―57．3―1：09．7―1：22．4―1：34．9―1：46．7―1：58．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キ ス ラ ー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2019．2．3 東京1着

2016．5．14生 牡6青鹿 母 シャンパンドーロ 母母 Champagne Glow 16戦3勝 賞金 52，174，000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。



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

稍重後良
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 164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

287，780，000円
5，620，000円
26，600，000円
2，440，000円
36，060，000円
74，454，000円
4，731，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
915，068，200円
1，294，094，600円
307，532，800円
1，686，111，800円
700，483，700円
1，439，637，300円
2，750，094，000円
3，443，994，300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 12，537，016，700円

総入場人員 13，233名 （有料入場人員 12，950名）
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