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12025 5月3日 晴 良 （26東京2）第3日 第1競走 ��1，300�サラブレッド系3歳
発走10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
1：16．4
1：16．4

重
重

23 デ ュ ナ ト ス 牡3青鹿56 松岡 正海 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 新ひだか グランド牧場 B494± 01：19．2 7．5�

12 ブラックメイプル 牡3鹿 56 内田 博幸松田 整二氏 高柳 瑞樹 新ひだか 水丸牧場 508± 0 〃 アタマ 5．1�
714 ドスコイサーファー 牡3鹿 56 田辺 裕信稻井田安史氏 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 442－ 21：19．3� 17．4�
47 ジギースンナー 牝3青鹿54 吉田 豊佐藤 雄司氏 粕谷 昌央 新冠 浜口牧場 462＋ 21：19．51� 15．5�
36 ベルウッドタイガ 牡3黒鹿56 武士沢友治鈴木 照雄氏 田島 俊明 浦河 駿河牧場 506＋ 41：19．6� 4．1�
816 ナムラヒラリー 牝3青鹿54 三浦 皇成奈村 信重氏 大和田 成 新ひだか 武 牧場 448＋161：19．7クビ 7．7	
59 マイネルボルソー 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 452± 0 〃 クビ 17．6

35 ラインシャドー 牡3黒鹿56 横山 和生大澤 繁昌氏 根本 康広 新ひだか 飛野牧場 496－ 21：20．55 43．9�
815 オーガスタウインド 牡3鹿 56 嘉藤 貴行吉田 好雄氏 高橋 義博 新冠 山岡牧場 416± 01：20．6� 341．8�
48 ダイワランクアップ 牡3黒鹿56 大庭 和弥大城 敬三氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 482－ 4 〃 アタマ 170．1
24 ミスティックヨハネ 牡3栗 56 戸崎 圭太平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 436＋ 21：20．81 3．6�
510 ブルーウィステリア 牝3黒鹿54 田中 博康桜井 欣吾氏 田村 康仁 新ひだか 飛野牧場 410－ 4 〃 アタマ 389．2�
11 フジサンマーケット 牡3栗 56 田中 勝春藤田 秀行氏 高橋 祥泰 浦河トラストスリーファーム 422－ 21：21．86 62．2�
611 リ ト ル 牝3鹿 54 柴田 未崎柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 428＋ 21：22．43� 396．2�
612 ノーブルドリーム 牡3黒鹿56 秋山真一郎吉木 伸彦氏 松永 康利 新ひだか 松田牧場 458＋ 41：22．61� 255．8�
713 コウギョウバクシン 牡3栗 56 北村 宏司菊地 捷士氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 448－181：24．3大差 24．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，423，400円 複勝： 44，653，200円 枠連： 17，305，900円
馬連： 63，293，300円 馬単： 38，251，600円 ワイド： 29，073，700円
3連複： 81，340，900円 3連単： 125，727，300円 計： 422，069，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 250円 � 230円 � 400円 枠 連（1－2） 600円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 4，120円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，770円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 7，920円 3 連 単 ��� 48，430円

票 数

単勝票数 計 224234 的中 � 23610（4番人気）
複勝票数 計 446532 的中 � 48727（4番人気）� 57339（3番人気）� 26600（6番人気）
枠連票数 計 173059 的中 （1－2） 21568（2番人気）
馬連票数 計 632933 的中 �� 24636（8番人気）
馬単票数 計 382516 的中 �� 6857（18番人気）
ワイド票数 計 290737 的中 �� 11213（7番人気）�� 3925（21番人気）�� 6036（17番人気）
3連複票数 計 813409 的中 ��� 7583（28番人気）
3連単票数 計1257273 的中 ��� 1916（172番人気）

ハロンタイム 6．9―11．2―11．4―12．1―11．9―12．5―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
6．9―18．1―29．5―41．6―53．5―1：06．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デ ュ ナ ト ス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2013．9．14 中山14着

2011．2．17生 牡3青鹿 母 ダンスカーニバル 母母 ジグズアンドリールズ 6戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 マイネルボルソー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 コウギョウバクシン号の騎手北村宏司は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コウギョウバクシン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年6月3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） 4頭 デルマヨッチャン号・ドナカンパニュラ号・リオヴェラ号・リネンプルーフ号

12026 5月3日 晴 良 （26東京2）第3日 第2競走 ��
��1，600�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
1：34．4
1：33．3

重
良

612� コスモナチュラル 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 米 Margaux
Farm LLC 480－101：38．7 54．8�

12 チャンピオンリング 牡3栗 56
53 ▲井上 敏樹 �キャロットファーム 本間 忍 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 554＋ 61：38．91� 54．9�

59 キネオストレッタ 牡3栗 56 田辺 裕信吉田 千津氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム 458± 0 〃 ハナ 7．2�
714 マウントマズル 牡3鹿 56 柴田 善臣中沢 春吉氏 浅野洋一郎 浦河 細道牧場 476－ 41：39．0	 13．9�
23 プラネットマジック 牡3芦 56 戸崎 圭太原 
子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 502－181：39．42	 17．7�
47 トーアキヨモリ 牡3鹿 56 武士沢友治高山ランド	 星野 忍 豊浦トーア牧場 526± 01：39．5	 56．3

11 フェイトアゲン 牡3鹿 56 的場 勇人浅川 皓司氏 高木 登 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 448－ 4 〃 クビ 30．5�
36 ダンディゴールド 牡3鹿 56 吉田 豊鈴木 可一氏 尾形 充弘 新冠 柏木 一則 454－101：39．6� 36．1�
35 � グランミリュー 牡3鹿 56 三浦 皇成前田 葉子氏 萩原 清 米

Pauls Mill Livestock Co.,
Dr. K. K. Jayaraman & V.
Devi Jayaraman

518± 01：39．81 112．2
510 リ キ マ ル 牡3鹿 56 嘉藤 貴行北所 直人氏 高橋 義博 日高 高柳 隆男 490＋ 21：40．43	 82．3�
713 デ ュ ー イ 牡3栗 56 松岡 正海 �天羽
治牧場 高橋 文雅 日高 天羽 禮治 454－ 41：40．93 2．6�
815 チョココロネ 牝3鹿 54 秋山真一郎田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 藤沢牧場 468－121：41．0クビ 74．7�
48 フローラルパレード 牡3栗 56 北村 宏司 �サンデーレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－12 〃 アタマ 3．3�
24 アビエイター 牡3栗 56 内田 博幸 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大竹 正博 新ひだか 広田牧場 532＋ 41：41．1	 7．6�
816 ヴィンセンツイヤー 牡3栗 56 田中 勝春 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 458－ 81：41．73	 54．9�
611 ローツェフェイス 牡3黒鹿56 田中 博康藤井 謙氏 高橋 文雅 浦河 日東牧場 532 ―1：42．44 267．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，996，800円 複勝： 44，686，000円 枠連： 17，561，500円
馬連： 60，056，700円 馬単： 40，035，900円 ワイド： 29，007，500円
3連複： 73，953，400円 3連単： 115，085，900円 計： 406，383，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，480円 複 勝 � 1，110円 � 1，410円 � 270円 枠 連（1－6） 24，640円

馬 連 �� 119，790円 馬 単 �� 227，290円

ワ イ ド �� 24，580円 �� 4，800円 �� 4，930円

3 連 複 ��� 228，360円 3 連 単 ��� 3，145，690円

票 数

単勝票数 計 259968 的中 � 3740（9番人気）
複勝票数 計 446860 的中 � 9711（10番人気）� 7503（11番人気）� 52422（3番人気）
枠連票数 計 175615 的中 （1－6） 526（32番人気）
馬連票数 計 600567 的中 �� 370（91番人気）
馬単票数 計 400359 的中 �� 130（182番人気）
ワイド票数 計 290075 的中 �� 288（92番人気）�� 1495（41番人気）�� 1454（43番人気）
3連複票数 計 739534 的中 ��� 239（278番人気）
3連単票数 計1150859 的中 ��� 27（2082番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．1―34．6―47．1―1：00．1―1：12．6―1：25．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�コスモナチュラル �
�
父 Pure Prize �

�
母父 Gulch デビュー 2014．2．10 東京4着

2011．3．4生 牡3鹿 母 Estilhaam 母母 Mamlakah 4戦1勝 賞金 5，900，000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） 4頭 キタサンダイチ号・コクシブルース号・モークン号・レッドローズキング号

第２回 東京競馬 第３日

追 加 記 事（第 3回中山競馬第 8日第 1競走）
〔その他〕　　メルヘンハート号は，競走中に疾病〔左第３手根骨々折〕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。



12027 5月3日 晴 良 （26東京2）第3日 第3競走 ��1，400�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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

24 プ ロ ト コ ル 牡3栗 56 的場 勇人石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 510－ 81：26．3 5．9�
48 マハーシュリー 牝3黒鹿54 横山 典弘高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 土田 扶美子 434± 01：26．4� 8．3�
12 ユキノビリーブ 牝3黒鹿54 秋山真一郎井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 450－ 61：27．03� 47．1�
713 ウ ラ レ ナ 牡3鹿 56 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B498－ 21：27．21� 3．1�
612 クイックデピュティ 牡3栗 56 田中 勝春櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 貞広 賢治 460＋ 2 〃 クビ 70．1�
611 インスタイル 牡3鹿 56 蛯名 正義岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 470± 01：27．3クビ 3．4	
59 ワ ン ハ ー ト 牝3栗 54 戸崎 圭太 �グランデオーナーズ 和田正一郎 平取 船越 伸也 484＋ 2 〃 ハナ 17．2

714 セイユウパワー 牡3青鹿56 松岡 正海松岡 正二氏 鈴木 伸尋 新冠 長浜牧場 B464＋ 41：27．83 86．7�
23 ドゥーイット 牡3栗 56 嘉藤 貴行�ヒダカファーム堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 448＋ 61：27．9� 48．2
11 ヴ ァ ー ノ ン 牡3栗 56 田中 博康�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 484 ―1：28．22 133．5�
36 ベニノラブリー 牝3青鹿54 大庭 和弥�紅谷 粕谷 昌央 新冠 川上 悦夫 428± 01：28．3� 107．8�
35 ヴィジオネール 牝3黒鹿54 松田 大作加藤 誠氏 田中 剛 千歳 社台ファーム B414－ 61：28．61� 20．1�
47 プリサイスタイム 牝3青鹿54 武士沢友治杉山 忠国氏 古賀 史生 新ひだか 明治牧場 484－ 41：28．81� 17．0�
815 エクセレントミノル 牡3鹿 56 三浦 皇成吉岡 實氏 尾形 和幸 新ひだか フジワラフアーム 476－101：30．18 11．3�
510 クリスタルキー 牡3鹿 56 石神 深一北前孔一郎氏 南田美知雄 浦河 村下農場 456－ 21：30．52� 247．5�
816 ス ト ン プ 牡3栗 56 柴田 未崎グリーンスウォード高市 圭二 浦河 高野牧場 442－ 61：31．24 206．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，531，800円 複勝： 47，280，000円 枠連： 15，599，800円
馬連： 56，597，900円 馬単： 36，354，500円 ワイド： 29，433，300円
3連複： 67，604，900円 3連単： 101，088，200円 計： 379，490，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 220円 � 260円 � 870円 枠 連（2－4） 1，480円

馬 連 �� 2，690円 馬 単 �� 5，820円

ワ イ ド �� 880円 �� 4，080円 �� 4，980円

3 連 複 ��� 34，680円 3 連 単 ��� 192，280円

票 数

単勝票数 計 255318 的中 � 34305（3番人気）
複勝票数 計 472800 的中 � 67668（3番人気）� 50769（4番人気）� 11611（9番人気）
枠連票数 計 155998 的中 （2－4） 7789（6番人気）
馬連票数 計 565979 的中 �� 15541（11番人気）
馬単票数 計 363545 的中 �� 4612（22番人気）
ワイド票数 計 294333 的中 �� 8675（9番人気）�� 1739（36番人気）�� 1417（40番人気）
3連複票数 計 676049 的中 ��� 1439（90番人気）
3連単票数 計1010882 的中 ��� 388（491番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―36．4―49．1―1：01．4―1：13．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プ ロ ト コ ル �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Nureyev デビュー 2014．2．2 東京11着

2011．4．19生 牡3栗 母 ヴィーナスコロニー 母母 Magna of Illusions 5戦1勝 賞金 8，000，000円
〔制裁〕 セイユウパワー号の調教師鈴木伸尋は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

セイユウパワー号の騎手松岡正海は，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：7番）
※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） 2頭 シガーロス号・ダイヤハート号
（非抽選馬） 3頭 カットキタイネン号・クリスタルコブラ号・サンアナハイム号

12028 5月3日 晴 良 （26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
1：44．1

良
良

24 ニシノカンザシ 牝3鹿 54 松岡 正海西山 茂行氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 418± 01：48．7 30．3�
714 ケイクエスト 牡3栗 56 内田 博幸山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 日高大洋牧場 B494－ 6 〃 クビ 7．8�
612 ナカヤマジョーイ 牡3栗 56 三浦 皇成和泉 憲一氏 二ノ宮敬宇 浦河 昭和牧場 448－ 4 〃 アタマ 3．8�
12 タ ケ シ ク ン 牡3鹿 56 田中 勝春吉田都枝江氏 堀井 雅広 新ひだか 岡田スタツド 450± 01：48．8クビ 21．8�
11 サプライズレナ 牝3鹿 54 田辺 裕信平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 444－101：49．12 72．1�
817 パリーアーク 牡3鹿 56 A．シュタルケ �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 476＋ 4 〃 クビ 2．6	

（独）

48 ボビンレース 牝3栗 54 横山 和生 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 466－ 61：49．2クビ 47．3

47 ブルーロータス 牝3鹿 54 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 千歳 社台ファーム B466－ 6 〃 クビ 12．2�
23 マルケットリー 牡3鹿 56 的場 勇人野村 茂雄氏 的場 均 新冠 須崎牧場 B478－ 21：49．3� 111．4
715 ノリノリハッピー 牡3栗 56 戸崎 圭太足立 範子氏 斎藤 誠 新冠 シンユウフアーム 464－ 4 〃 ハナ 10．9�
818 ロイヤルベビー 牝3黒鹿54 武士沢友治�北島牧場 松山 将樹 平取 北島牧場 442－101：49．4クビ 241．5�
510 パワーショット 牡3鹿 56 田中 博康江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 榊原 光子 454＋ 81：49．61� 298．0�
36 シュターツオーパー �3鹿 56 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B466－ 8 〃 クビ 6．6�
611 カ ツ ラ オ ー 牡3栗 56

53 ▲井上 敏樹篠木 俊二氏 菅原 泰夫 茨城 篠木牧場 434＋ 21：50．02� 232．8�
59 グリーンソード 牝3鹿 54 嘉藤 貴行中脇 満氏 蛯名 利弘 浦河 笹地牧場 B426－ 8 〃 クビ 542．8�
713 ジャーサンプラーン 牝3鹿 54 柴田 善臣本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 422－101：50．1クビ 252．6�
816 ユキノプリンス 牡3黒鹿56 松田 大作井上 基之氏 小野 次郎 新ひだか 服部 牧場 454＋ 6 〃 クビ 128．4�
35 ニシノシオン 牝3鹿 54 大庭 和弥西山 茂行氏 小桧山 悟 新ひだか 岡田牧場 444－ 21：50．2� 292．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，515，100円 複勝： 51，298，500円 枠連： 18，243，000円
馬連： 60，040，900円 馬単： 39，235，600円 ワイド： 28，089，400円
3連複： 71，040，300円 3連単： 112，369，300円 計： 410，832，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，030円 複 勝 � 550円 � 190円 � 170円 枠 連（2－7） 3，240円

馬 連 �� 6，070円 馬 単 �� 16，980円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 1，300円 �� 460円

3 連 複 ��� 7，460円 3 連 単 ��� 88，130円

票 数

単勝票数 計 305151 的中 � 7947（8番人気）
複勝票数 計 512985 的中 � 18341（8番人気）� 79753（3番人気）� 97787（2番人気）
枠連票数 計 182430 的中 （2－7） 4161（14番人気）
馬連票数 計 600409 的中 �� 7308（21番人気）
馬単票数 計 392356 的中 �� 1706（48番人気）
ワイド票数 計 280894 的中 �� 3768（22番人気）�� 5154（18番人気）�� 16382（3番人気）
3連複票数 計 710403 的中 ��� 7035（26番人気）
3連単票数 計1123693 的中 ��� 941（248番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―35．7―47．9―1：00．4―1：13．3―1：24．8―1：36．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．3―3F35．4

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

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

ニシノカンザシ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2013．9．8 中山2着

2011．3．27生 牝3鹿 母 ニシノフジムスメ 母母 ブランドアート 6戦1勝 賞金 9，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 レテルノアモーレ号
（非抽選馬） 1頭 マイネルゲール号
※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。



12029 5月3日 晴 良 （26東京2）第3日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時35分 （芝・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
1：31．3
1：30．7

良
良

47 フライングスキップ 牝3栗 54 三浦 皇成 �社台レースホース萩原 清 千歳 社台ファーム 450－ 21：35．0 3．6�
816 コスモラパン 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 門別牧場 396－ 4 〃 クビ 17．5�
12 ミュゼミランダ 牝3栗 54 田辺 裕信髙橋 仁氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 410＋ 21：35．1クビ 6．0�
818 ローゼクヴァルツ 牝3青 54 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 434－12 〃 クビ 97．8�
510 ジェイケイカルミア 牝3鹿 54 柴田 善臣小谷野次郎氏 鹿戸 雄一 新ひだか 藤川フアーム 416－101：35．2� 66．2�
36 ハートオブクラリス 牝3黒鹿54 田中 勝春 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 むかわ 上水牧場 448－ 6 〃 クビ 25．9

817 バトルジェジェジェ 牝3鹿 54 蛯名 正義宮川 秋信氏 尾形 和幸 新冠 飛渡牧場 456＋161：35．3� 6．8�
612 エンジェルフォース 牝3鹿 54 吉田 豊 M・

Kenichiホールディング	 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 426－ 81：35．51� 49．3�
35 リクエストアワー 牝3栗 54 内田 博幸 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 440－ 61：35．6� 5．7
48 ウインアプローズ 牝3黒鹿54 松岡 正海	ウイン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム 400－ 2 〃 ハナ 70．1�
24 リ ヴ ィ ダ ス 牝3鹿 54 横山 和生池谷 誠一氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム 452＋ 61：35．7� 35．9�
23 シャドウマスク 牝3青鹿54 石橋 脩飯塚 知一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 448± 01：35．8� 61．7�
713 カ レ ー ニ ナ 牝3鹿 54 横山 典弘近藤 英子氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 454＋ 21：35．9クビ 5．6�
715 グランドエンジェル 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 444＋ 81：36．21� 268．5�
611 プリュヴィオーズ 牝3鹿 54 二本柳 壮�ミルファーム 畠山 重則 浦河 福田牧場 458＋12 〃 クビ 280．0�
714 ナイスクオリア 牝3栗 54 武士沢友治福田 光博氏 根本 康広 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 438＋101：36．41 240．0�
11 コウヨウハート 牝3栗 54 秋山真一郎寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 456－181：36．72 40．4�
59 サクラフォンテーヌ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太	さくらコマース菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 444＋ 81：36．8クビ 13．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，873，900円 複勝： 54，589，500円 枠連： 20，094，500円
馬連： 65，489，900円 馬単： 37，239，500円 ワイド： 32，995，500円
3連複： 82，347，900円 3連単： 121，196，500円 計： 443，827，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 430円 � 200円 枠 連（4－8） 920円

馬 連 �� 2，920円 馬 単 �� 4，790円

ワ イ ド �� 990円 �� 500円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 4，760円 3 連 単 ��� 27，880円

票 数

単勝票数 計 298739 的中 � 66531（1番人気）
複勝票数 計 545895 的中 � 117770（1番人気）� 25881（7番人気）� 72389（3番人気）
枠連票数 計 200945 的中 （4－8） 16245（3番人気）
馬連票数 計 654899 的中 �� 16588（12番人気）
馬単票数 計 372395 的中 �� 5745（21番人気）
ワイド票数 計 329955 的中 �� 8000（11番人気）�� 17413（2番人気）�� 7764（12番人気）
3連複票数 計 823479 的中 ��� 12781（12番人気）
3連単票数 計1211965 的中 ��� 3209（77番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．4―35．4―47．4―59．7―1：11．2―1：22．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フライングスキップ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2013．10．14 東京2着

2011．2．28生 牝3栗 母 フライングカラーズ 母母 オオミシヤダイ 6戦1勝 賞金 12，550，000円
〔制裁〕 フライングスキップ号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースで蛇行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番・12番）
※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 クツワホームラン号

12030 5月3日 晴 良 （26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
1：34．4
1：33．3

重
良

34 ペ ア ン 牡3黒鹿56 内田 博幸上野 直樹氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム 510＋101：37．2 4．0�
813 リ ッ カ ル ド 牡3芦 56 蛯名 正義岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 490＋ 61：37．3� 4．3�
814 ハイアーレート 牡3黒鹿56 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム 484－101：37．51� 2．9�
33 スマートダイバー 牡3栗 56 戸崎 圭太大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 472－ 61：38．03 8．9�
58 タマモマズルカ 牡3黒鹿56 柴田 大知タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 506－ 21：38．32 53．0	
45 チ ェ ー ザ レ 牡3黒鹿56 北村 宏司丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 514－ 41：38．83 6．8

69 インペリアルブルー 牡3栗 56 横山 和生 �ブルーマネジメント牧田 和弥 新ひだか 本桐牧場 440－ 61：39．11� 61．9�
22 ロマンシーズ 牡3鹿 56 柴田 善臣菅 實氏 石毛 善彦 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 502－12 〃 クビ 74．6�
610 スズトラッド 牡3鹿 56 田中 勝春小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 山際セントラルスタッド 488－ 61：39．2クビ 51．1
711 チャンスメイク 牡3青 56 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 460＋ 81：40．05 80．1�
712 ファーストオーサー 牡3黒鹿56 大庭 和弥石橋 英郎氏 勢司 和浩 新冠 小泉牧場 466－101：40．42� 175．2�
46 キービスケット 牝3黒鹿54 松田 大作北前孔一郎氏 高橋 文雅 安平 追分ファーム 464－101：41．14 95．3�
11 デグニティクローズ 牡3鹿 56 秋山真一郎�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502－ 6 （競走中止） 65．8�
57 セイウンクロス 牡3鹿 56 三浦 皇成西山 茂行氏 武藤 善則 新ひだか へいはた牧場 424－ 4 （競走中止） 20．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，136，600円 複勝： 54，480，500円 枠連： 22，885，600円
馬連： 71，214，000円 馬単： 43，658，000円 ワイド： 32，584，700円
3連複： 88，915，500円 3連単： 155，266，900円 計： 502，141，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 140円 � 120円 枠 連（3－8） 260円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 440円 �� 300円 �� 250円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 7，080円

票 数

単勝票数 計 331366 的中 � 66563（2番人気）
複勝票数 計 544805 的中 � 80347（3番人気）� 98456（2番人気）� 141216（1番人気）
枠連票数 計 228856 的中 （3－8） 65016（1番人気）
馬連票数 計 712140 的中 �� 42602（5番人気）
馬単票数 計 436580 的中 �� 12629（9番人気）
ワイド票数 計 325847 的中 �� 16717（5番人気）�� 27448（2番人気）�� 34630（1番人気）
3連複票数 計 889155 的中 ��� 75742（1番人気）
3連単票数 計1552669 的中 ��� 16199（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．4―35．7―48．3―1：01．0―1：13．2―1：25．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F36．2
3 4，13（3，5，14）12（8，6）（9，10）（7，2）11 4 4，13（3，14）（5，12）（8，6，10）（7，9）2，11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ペ ア ン �
�
父 ハイアーゲーム �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2013．9．29 中山3着

2011．3．4生 牡3黒鹿 母 トウカイユウユウ 母母 トウカイシャネル 6戦2勝 賞金 17，898，000円
〔発走状況〕 デグニティクローズ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔競走中止〕 デグニティクローズ号は，発走直後に急に外側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。

セイウンクロス号は，競走中に疾病〔右第1指関節開放性脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 デグニティクローズ号は，平成26年5月4日から平成26年6月2日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。



12031 5月3日 晴 良 （26東京2）第3日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時35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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

814�	 ツインプラネット 牡4鹿 57 戸崎 圭太窪田 康志氏 中川 公成 米
Hertrich/McCarthy Live-
stock LLC, Fred W. Her-
trich III & John D. Fieldi

516－111：25．5 3．7�
610 サウスマキシム 牡4鹿 57 柴田 善臣南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 512－ 41：26．03 10．6�
34 クロスカップリング 
5青鹿57 北村 宏司諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 468± 01：26．21� 4．1�
22 モリトブイコール 
6栗 57 横山 和生石橋 忠之氏 小桧山 悟 平取 スガタ牧場 480＋ 41：26．41� 47．5�
712 フェアリーガーデン 牝5鹿 55 大庭 和弥田頭 勇貴氏 武藤 善則 豊浦 飯原牧場 B450－ 41：26．5� 132．8�
46 マグナムボーイ 牡4鹿 57 内田 博幸古賀 禎彦氏 大江原 哲 新ひだか 増本牧場 510＋ 4 〃 ハナ 9．1�
35 アスターフレンチ 牡4栗 57 田中 博康加藤 久枝氏 南井 克巳 新冠 村田牧場 502－ 41：26．6� 56．3	
23 � トゥールモンド 
4栗 57 吉田 豊 
サンデーレーシング 尾形 充弘 仏 Mr Raphael

Verspieren 464＋ 41：26．91 3．9�
713 マスタープラチナム 牝4栗 55 武士沢友治
谷岡牧場 栗田 徹 新ひだか 谷岡牧場 450－ 4 〃 ハナ 66．5�
815 ハートアンドハート 牝4青鹿55 柴田 大知村井 良孝氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 480－ 61：27．0 251．5
11 ショウナンアポロン 牡4鹿 57 松田 大作国本 哲秀氏 古賀 史生 洞�湖 メジロ牧場 492－ 81：27．32 37．0�
611 シンボリプロント 
5黒鹿57 的場 勇人シンボリ牧場 牧 光二 新ひだか シンボリ牧場 B442± 01：27．4クビ 193．7�
47 クリーンオトコギ 牡4栗 57 秋山真一郎石橋 和夫氏 清水 英克 様似 猿倉牧場 448－ 81：28．46 79．0�
59 クラウンビション 牝4栗 55 松岡 正海�クラウン 伊藤 伸一 新ひだか 仲野牧場 462＋ 61：29．78 299．8�
58 	 ビームマシンガン 牡4栗 57 蛯名 正義西山 茂行氏 水野 貴広 新ひだか 本桐牧場 486－ 4 （競走中止） 5．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，531，400円 複勝： 51，096，100円 枠連： 16，971，100円
馬連： 76，332，100円 馬単： 46，702，500円 ワイド： 32，022，600円
3連複： 90，300，000円 3連単： 152，782，600円 計： 497，738，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 190円 � 250円 � 160円 枠 連（6－8） 2，230円

馬 連 �� 2，920円 馬 単 �� 3，950円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 470円 �� 630円

3 連 複 ��� 3，770円 3 連 単 ��� 18，710円

票 数

単勝票数 計 315314 的中 � 67617（1番人気）
複勝票数 計 510961 的中 � 72082（4番人気）� 45461（6番人気）� 103649（1番人気）
枠連票数 計 169711 的中 （6－8） 5630（13番人気）
馬連票数 計 763321 的中 �� 19298（14番人気）
馬単票数 計 467025 的中 �� 8734（20番人気）
ワイド票数 計 320226 的中 �� 6854（15番人気）�� 17684（5番人気）�� 12688（9番人気）
3連複票数 計 903000 的中 ��� 17704（14番人気）
3連単票数 計1527826 的中 ��� 6028（62番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．4―12．7―12．1―12．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．0―36．4―49．1―1：01．2―1：13．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
	
ツインプラネット �

�
父 Street Sense �

�
母父 Forestry

2010．3．16生 牡4鹿 母 Autumnal 母母 Marie J 2戦1勝 賞金 7，500，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 ビームマシンガン号は，競走中に疾病〔左第1指骨粉砕骨折〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔制裁〕 アスターフレンチ号の騎手田中博康は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13番・

1番）

12032 5月3日 晴 良 （26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 （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
1：19．6
1：19．0

良
良

24 エ ポ ワ ス �6鹿 57 柴田 善臣多田 信尊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 488± 01：22．8 3．8�
611 ダノンビーナス 牝4鹿 55 横山 和生�ダノックス 国枝 栄 日高 日高大洋牧場 412－121：23．01	 31．6�
12 
 レーヴドプランス 牡4鹿 57 松田 大作岡田 牧雄氏 森田 直行 浦河 ガーベラパー

クスタツド 478－121：23．1� 14．7�
815 プレイアップ 牝4鹿 55 田辺 裕信 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428＋ 2 〃 ハナ 19．5�
47 エスユーハリケーン 牡4鹿 57 田中 勝春楳津 繁氏 高橋 祥泰 新ひだか 上村 清志 478＋ 21：23．2� 9．9	
816 ファイアマーシャル 牝4鹿 55 蛯名 正義 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 454－ 2 〃 クビ 20．9

714 シュリメジャー �4黒鹿57 石橋 脩星野 壽市氏 相沢 郁 新冠 若林牧場 462＋121：23．3クビ 61．1�
35 カ ケ ダ シ 牡4鹿 57 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 492－ 2 〃 クビ 13．9�
48 ロングシャドウ 牡4青鹿57 三浦 皇成飯塚 知一氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 494－ 61：23．4クビ 4．9
36 ヤサカオディール 牝5黒鹿55 武士沢友治志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 434－ 21：23．61	 195．7�
59 
 ムーンベックカフェ 牡5栗 57

54 ▲井上 敏樹西川 恭子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 500－ 6 〃 クビ 31．8�
11 インステイト 牡5栗 57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 522－ 41：23．81� 3．8�
510 ジョアンシーピン 牝4黒鹿55 北村 宏司西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 岡田牧場 458＋ 61：24．01� 31．5�
23 ポイントキセキ 牝4栗 55 嘉藤 貴行小林 英一氏 岩戸 孝樹 日高 出口牧場 494± 01：24．1� 121．5�
612 ミラクルラヴィ 牝4栗 55 松岡 正海藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 480＋ 2 〃 クビ 17．6�
713
 ゼニガタセージ �4栗 57 吉田 豊松田 整二氏 奥村 武 新ひだか 飯岡牧場 416± 0 〃 アタマ 208．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，427，800円 複勝： 51，402，100円 枠連： 26，708，700円
馬連： 85，456，500円 馬単： 46，529，800円 ワイド： 37，230，600円
3連複： 99，499，500円 3連単： 160，391，400円 計： 535，646，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 190円 � 960円 � 380円 枠 連（2－6） 2，470円

馬 連 �� 6，390円 馬 単 �� 9，530円

ワ イ ド �� 2，200円 �� 1，260円 �� 5，440円

3 連 複 ��� 27，500円 3 連 単 ��� 141，090円

票 数

単勝票数 計 284278 的中 � 60221（1番人気）
複勝票数 計 514021 的中 � 90926（2番人気）� 11497（12番人気）� 33655（6番人気）
枠連票数 計 267087 的中 （2－6） 7992（13番人気）
馬連票数 計 854565 的中 �� 9875（25番人気）
馬単票数 計 465298 的中 �� 3607（33番人気）
ワイド票数 計 372306 的中 �� 4162（27番人気）�� 7457（11番人気）�� 1648（56番人気）
3連複票数 計 994995 的中 ��� 2671（88番人気）
3連単票数 計1603914 的中 ��� 839（412番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―12．3―12．4―11．3―10．9―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．5―36．8―49．2―1：00．5―1：11．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F33．6
3 4，14，16（2，11）（1，10，7）（6，15）（9，12）（8，13）5－3 4 4（14，16）（2，11，7）（1，10，15）12（6，9）（5，8）13－3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エ ポ ワ ス �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．4．2 阪神1着

2008．5．21生 �6鹿 母 マニックサンデー 母母 バブルプロスペクター 7戦3勝 賞金 21，200，000円



12033 5月3日 晴 良 （26東京2）第3日 第9競走 ��
��2，400�

じ ん ば

陣 馬 特 別
発走14時35分 （芝・左）
4歳以上，1，000万円以下，25．4．27以降26．4．27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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

22 オリジナルスマイル �4鹿 54 蛯名 正義 �社台レースホース和田 正道 千歳 社台ファーム 494－ 42：25．1 11．2�
58 � アンバサドゥール 牡5鹿 53 柴田 善臣伊藤 元庸氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 462－ 22：25．31	 65．8�
45 ピュアソルジャー 牡4鹿 55 吉田 豊鶴見 芳子氏 大久保洋吉 新ひだか 千代田牧場 472＋ 4 〃 アタマ 17．0�
46 ヴァーティカルサン 牡4青鹿54 田辺 裕信 �キャロットファーム 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 534－142：25．4
 6．8�
814 トルークマクト 牡4鹿 55 武士沢友治�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 448＋ 2 〃 クビ 19．7�
813 ランフォージン 牡5黒鹿54 三浦 皇成 �社台レースホース高橋 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446－ 82：25．72 17．5	
34 ニシノボレロ 牡5青鹿55 横山 典弘西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 488－ 42：25．8クビ 6．2

610 タイセイドリーム 牡4鹿 56 松岡 正海田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 526－122：25．9
 3．6�
11 � ファルスター 牡6鹿 56 内田 博幸佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492－ 42：26．0� 6．2�
712 ブライトボーイ 牡5鹿 55 戸崎 圭太古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 478－ 82：26．32 9．8
33 ロードランパート 牡6鹿 55 A．シュタルケ �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 480－ 22：26．4クビ 35．1�

（独）

69 グッドカフェ �6青鹿55 柴田 大知杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 474－102：27．03
 16．4�
711 ショウナンバーズ 牡6鹿 55 北村 宏司国本 哲秀氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 506－ 22：27．1
 65．5�
57 ネヴァーハーツ 牝5栃栗51 横山 和生廣崎 玲子氏 野中 賢二 新冠 川上牧場 454－162：34．4大差 28．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 36，273，500円 複勝： 66，917，200円 枠連： 29，790，300円
馬連： 118，629，600円 馬単： 58，633，500円 ワイド： 47，023，900円
3連複： 143，936，800円 3連単： 221，877，900円 計： 723，082，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 400円 � 1，530円 � 430円 枠 連（2－5） 9，280円

馬 連 �� 35，080円 馬 単 �� 49，690円

ワ イ ド �� 9，670円 �� 2，300円 �� 8，430円

3 連 複 ��� 110，770円 3 連 単 ��� 685，130円

票 数

単勝票数 計 362735 的中 � 25670（6番人気）
複勝票数 計 669172 的中 � 47714（6番人気）� 10399（14番人気）� 42949（7番人気）
枠連票数 計 297903 的中 （2－5） 2370（30番人気）
馬連票数 計1186296 的中 �� 2496（78番人気）
馬単票数 計 586335 的中 �� 871（127番人気）
ワイド票数 計 470239 的中 �� 1187（82番人気）�� 5123（39番人気）�� 1362（80番人気）
3連複票数 計1439368 的中 ��� 959（261番人気）
3連単票数 計2218779 的中 ��� 239（1470番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．9―12．0―11．8―11．8―12．3―12．3―12．4―11．7―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―23．7―35．6―47．6―59．4―1：11．2―1：23．5―1：35．8―1：48．2―1：59．9―2：12．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F36．9
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

オリジナルスマイル �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2012．7．21 新潟5着

2010．5．18生 �4鹿 母 エミーズスマイル 母母 エミスフェール 10戦3勝 賞金 32，206，000円
〔制裁〕 トルークマクト号の騎手武士沢友治は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ネヴァーハーツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年6月3日まで平地競

走に出走できない。
※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 5月3日 晴 良 （26東京2）第3日 第10競走 ��
��1，600�

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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

711 メイショウコロンボ 牡5青 57 秋山真一郎松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 中島 俊明 472－161：36．4 8．3�
34 スズカヴィグラス 牡5鹿 57 内田 博幸永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 B494－ 2 〃 ハナ 14．9�
46 ハコダテナイト 牡4栗 57 田辺 裕信河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 508＋ 81：36．5� 11．5�
57 	 シンボリエンパイア 牡5黒鹿57 三浦 皇成シンボリ牧場 藤沢 和雄 米 Takahiro

Wada 530＋ 81：36．6
 3．3�
11 キタサンイナズマ 牡4青鹿57 横山 典弘�大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 502－ 21：36．81� 2．3�
33 オメガブレイン 牡6鹿 57 北村 宏司原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 460－ 6 〃 クビ 162．7	
814 フミノメモリー 牡4黒鹿57 石橋 脩谷 二氏 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 528＋ 61：37．11� 40．1

610 セイカフォルテ 牡6鹿 57 吉田 豊久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 452＋ 2 〃 クビ 94．9�
58 ダノンハラショー 牡7栗 57 蛯名 正義�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 462－ 21：37．2
 212．9
45 ケンブリッジサン 牡4鹿 57 横山 和生中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 486＋ 21：37．51� 17．2�
22 フラアンジェリコ 牡6栗 57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 506± 0 〃 ハナ 11．4�
69 デルマイザナミ 牝5鹿 55 松岡 正海浅沼 廣幸氏 高野 友和 日高 ファニーヒルファーム 458＋ 4 〃 クビ 209．0�
813 コスモイーチタイム 牡6栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 452± 01：37．6� 78．0�
712 ランブリングマン 牡4鹿 57 田中 勝春スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 530＋ 61：37．8� 36．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 50，351，400円 複勝： 80，124，400円 枠連： 32，512，800円
馬連： 161，685，800円 馬単： 87，558，800円 ワイド： 58，170，200円
3連複： 181，263，600円 3連単： 342，753，700円 計： 994，420，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 290円 � 380円 � 260円 枠 連（3－7） 3，940円

馬 連 �� 5，610円 馬 単 �� 9，010円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 1，160円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 14，270円 3 連 単 ��� 73，050円

票 数

単勝票数 計 503514 的中 � 48175（3番人気）
複勝票数 計 801244 的中 � 73911（5番人気）� 52424（6番人気）� 85255（3番人気）
枠連票数 計 325128 的中 （3－7） 6100（14番人気）
馬連票数 計1616858 的中 �� 21284（18番人気）
馬単票数 計 875588 的中 �� 7173（28番人気）
ワイド票数 計 581702 的中 �� 10120（15番人気）�� 12542（13番人気）�� 9764（16番人気）
3連複票数 計1812636 的中 ��� 9377（39番人気）
3連単票数 計3427537 的中 ��� 3463（209番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―12．5―12．4―12．3―11．7―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―22．9―35．4―47．8―1：00．1―1：11．8―1：23．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウコロンボ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー 2012．1．14 小倉2着

2009．3．19生 牡5青 母 メイショウハーブ 母母 ル ハ ビ ー 14戦5勝 賞金 68，649，000円
※デルマイザナミ号・フミノメモリー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



12035 5月3日 晴 良 （26東京2）第3日 第11競走 ��
��2，400�第21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 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
2：22．1
2：22．1

良
良

611 ショウナンラグーン 牡3黒鹿56 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 洞�湖 レイクヴィラファーム 478＋ 62：26．5 53．1�
12 ワールドインパクト 牡3鹿 56 A．シュタルケ 有限会社シルク友道 康夫 安平 ノーザンファーム 496＋ 2 〃 アタマ 2．6�

（独）

713 ヤマノウィザード 牡3鹿 56 戸崎 圭太山泉 恵宥氏 山内 研二 新冠 高瀬牧場 462－ 22：26．6� 10．0�
510 ゴールドアクター 牡3青鹿56 石橋 脩居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム 474＋ 6 〃 クビ 22．5�
36 ピ オ ネ ロ 牡3鹿 56 蛯名 正義 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 478＋ 22：26．7クビ 13．2�
23 マイネルフロスト 牡3芦 56 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 競優牧場 486± 0 〃 アタマ 6．5

816	 エイシンエルヴィン 牡3鹿 56 秋山真一郎	栄進堂 中尾 秀正 愛 K. K. Ei-

shindo 488－ 82：26．8� 50．5�
59 ウインマーレライ 牡3黒鹿56 松岡 正海	ウイン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 492－ 2 〃 ハナ 77．6�
715 マテンロウボス 牡3黒鹿56 松田 大作寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 上村 清志 466－ 2 〃 クビ 246．6
47 ファーガソン 牡3鹿 56 武士沢友治林 正道氏 松田 国英 新ひだか 橋本牧場 B500± 02：26．9� 68．6�
35 ラ ン グ レ ー 牡3鹿 56 北村 宏司 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 474＋ 2 〃 アタマ 3．2�
48 ナンヨーマーク 牡3青鹿56 柴田 善臣中村 德也氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 504－ 62：27．11 179．4�
817 シャンパーニュ 牡3芦 56 内田 博幸 	グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 476－ 42：27．63 36．1�
24 テオドリーコ 牡3芦 56 田辺 裕信吉田 和美氏 木村 哲也 新ひだか 乾 皆雄 476± 02：28．34 176．5�
612 ナスノアオバ 牡3鹿 56 三浦 皇成�須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 526－ 22：29．04 57．0�
11 タイセイクルーズ 牡3栗 56 田中 勝春田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 494－202：29．53 355．7�
818 アドミラルシップ 牡3栗 56 横山 典弘吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 504± 02：31．5大差 18．6�
714 ケンブリッジベスト 牡3黒鹿56 大庭 和弥中西 宏彰氏 森 秀行 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 444－142：32．88 549．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 164，479，700円 複勝： 266，172，600円 枠連： 105，594，400円
馬連： 529，045，700円 馬単： 288，403，100円 ワイド： 203，472，900円
3連複： 739，155，900円 3連単： 1，399，443，200円 計： 3，695，767，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，310円 複 勝 � 730円 � 150円 � 320円 枠 連（1－6） 3，010円

馬 連 �� 4，990円 馬 単 �� 19，460円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 4，270円 �� 550円

3 連 複 ��� 12，190円 3 連 単 ��� 138，430円

票 数

単勝票数 計1644797 的中 � 24435（10番人気）
複勝票数 計2661726 的中 � 71938（8番人気）� 680753（1番人気）� 194792（4番人気）
枠連票数 計1055944 的中 （1－6） 25900（14番人気）
馬連票数 計5290457 的中 �� 78339（15番人気）
馬単票数 計2884031 的中 �� 10942（52番人気）
ワイド票数 計2034729 的中 �� 31949（14番人気）�� 11106（40番人気）�� 98583（4番人気）
3連複票数 計7391559 的中 ��� 44756（36番人気）
3連単票数 計13994432 的中 ��� 7461（352番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．4―12．6―13．0―12．6―13．1―12．5―12．1―11．8―11．1―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�
12．5―23．4―35．8―48．4―1：01．4―1：14．0―1：27．1―1：39．6―1：51．7―2：03．5―2：14．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F34．8
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ショウナンラグーン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2013．8．4 函館7着

2011．2．23生 牡3黒鹿 母 メジロシャレード 母母 メジロドーベル 7戦2勝 賞金 66，269，000円
〔制裁〕 ヤマノウィザード号の騎手戸崎圭太は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番）
※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 メイクアップ号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりショウナンラグーン号・ワールドインパクト号は，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 5月3日 晴 良 （26東京2）第3日 第12競走 ��2，100�サラブレッド系4歳以上
発走16時25分 （ダート・左）

1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

47 ナリタポセイドン 牡5鹿 57 武士沢友治�オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム 486－102：11．8 3．3�
11 ポッドスター 牡4栗 57 A．シュタルケ 小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 飛野牧場 500－ 22：12．12 32．1�

（独）

48 ローマンエンブレム 牡5栗 57 田中 勝春�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 B526－ 42：12．63 16．0�
713 ホワイトフリート 牡4芦 57 内田 博幸 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 466－ 2 〃 クビ 10．7�
36 ブライトジェム 牡6栗 57 松岡 正海栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 待兼牧場 488－122：12．7クビ 87．6	
24 ダヴィンチバローズ 牡6鹿 57 石橋 脩猪熊 広次氏 武田 博 新冠 秋田牧場 478＋ 22：12．8� 48．4

611 メイショウシャイン 牡7鹿 57 田中 博康松本 好雄氏 中内田充正 浦河 林 孝輝 464－ 6 〃 同着 7．2�
714 ハードロッカー �5黒鹿57 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 434－ 62：12．9� 7．5�
612 トニーポケット 牡5鹿 57 吉田 豊藤田 浩一氏 矢作 芳人 新冠 ロイヤルファー

ム新冠支場 468± 02：13．22 21．0
12 � マイネルボンド 牡5青鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム B512± 02：13．3クビ 13．3�
59 バ ン ク シ ー 牡4鹿 57

54 ▲井上 敏樹渡邊 隆氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 476－ 42：13．61	 29．2�
35 ネオヴェリーブル �7鹿 57 三浦 皇成小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－ 22：13．91	 24．5�
510 ポルスターシャイン 牡4鹿 57 横山 和生平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 482＋ 42：14．32� 211．2�
816 ダイワフォスター 牡4鹿 57 蛯名 正義大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 440± 02：15．68 33．2�
23 � チャンピオンブルー 牡6青鹿57 横山 典弘 �ブルーマネジメント森 秀行 新冠 川上 悦夫 484± 02：17．210 4．8�
815 ディープルマン 牡6鹿 57 松田 大作深見 敏男氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 500－ 62：18．47 46．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，989，100円 複勝： 99，983，300円 枠連： 48，414，500円
馬連： 171，450，900円 馬単： 88，985，800円 ワイド： 72，919，800円
3連複： 218，904，500円 3連単： 371，461，100円 計： 1，130，109，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 180円 � 760円 � 560円 枠 連（1－4） 1，530円

馬 連 �� 5，560円 馬 単 �� 8，630円

ワ イ ド �� 1，940円 �� 1，310円 �� 6，830円

3 連 複 ��� 25，700円 3 連 単 ��� 120，820円

票 数

単勝票数 計 579891 的中 � 140468（1番人気）
複勝票数 計 999833 的中 � 190224（1番人気）� 29008（11番人気）� 41662（9番人気）
枠連票数 計 484145 的中 （1－4） 23366（7番人気）
馬連票数 計1714509 的中 �� 22765（21番人気）
馬単票数 計 889858 的中 �� 7616（30番人気）
ワイド票数 計 729198 的中 �� 9279（22番人気）�� 14044（13番人気）�� 2562（68番人気）
3連複票数 計2189045 的中 ��� 6288（90番人気）
3連単票数 計3714611 的中 ��� 2269（393番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．4―19．1―31．8―44．4―56．9―1：09．9―1：22．5―1：34．9―1：47．2―1：59．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナリタポセイドン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Private Account デビュー 2011．11．27 京都4着

2009．2．4生 牡5鹿 母 マチカネハツシマダ 母母 Yousefia 23戦3勝 賞金 39，236，000円
〔制裁〕 ローマンエンブレム号の騎手田中勝春は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディープルマン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年6月3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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 エルマンボ号・ケイジータイタン号・タイセイローマン号
※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。



（26東京2）第3日 5月3日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 191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 手 当

270，560，000円
2，080，000円
6，300，000円
2，720，000円
24，840，000円
74，723，500円
5，272，000円
1，833，600円

勝馬投票券売得金
536，530，500円
912，683，400円
371，682，100円
1，519，293，300円
851，588，600円
632，024，100円
1，938，263，200円
3，379，444，000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 10，141，509，200円

総入場人員 49，431名 （有料入場人員 47，800名）
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