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12061 5月11日 晴 良 （26東京2）第6日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時05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
1：34．4
1：33．3

重
良

24 トーセンミルキー 牝3芦 54 田辺 裕信島川 �哉氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 492－ 21：39．7 6．5�
12 ドリームティアラ 牝3栗 54 戸崎 圭太吉田 和子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 512－ 21：40．01� 3．3�
713 エンドレストライ 牝3黒鹿54 川島 信二飯田 正剛氏 清水 英克 新ひだか 千代田牧場 460 ―1：40．63� 41．5�
23 ソレイユレヴァン 牝3黒鹿54 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 450－ 81：41．02� 58．2�
510 モンレーヴリアン 牝3青鹿54 福永 祐一落合 幸弘氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 460＋ 41：41．21� 18．8�
611 トワノトップガン 牝3栗 54 藤田 伸二永田 清男氏 土田 稔 新ひだか 三石橋本牧場 446－ 41：41．41� 222．4	
612 エンプレスアイル 牝3鹿 54 江田 照男黒岩 晴男氏 藤原 辰雄 平取 高橋 啓 458－ 21：41．5� 55．6

36 アネラノヘア 牝3鹿 54 浜中 俊山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 480－ 8 〃 クビ 1．9�
11 ヤマタケデュック 牝3鹿 54 柴田 善臣山中 佳代氏 根本 康広 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 438－ 41：41．6クビ 159．5�
714 ダイアペイソン 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹吉田 哲哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 442－ 6 〃 クビ 362．4
816 エピソードレディー 牝3栗 54 松岡 正海平本 敏夫氏 小西 一男 浦河 福岡 光夫 444－ 61：41．81� 158．4�
815 コウジンシュリー 牝3鹿 54 和田 竜二加藤 興一氏 松山 将樹 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 41：42．11� 41．2�
48 イニシアチブバイオ 牝3鹿 54 三浦 皇成バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 436－10 〃 ハナ 139．1�
59 ニシノプレリュード 牝3鹿 54 柴田 大知西山 茂行氏 伊藤 大士 新冠 川上牧場 462－161：42．31 161．6�
35 デザートオブムーン 牝3黒鹿54 内田 博幸 �グリーンファーム畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 480＋101：42．93� 16．9�
47 フルオブチャーム 牝3栗 54 C．ウィリアムズ 吉田 和美氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 488 ―1：43．11� 34．0�

（サヨチャン） （豪）

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，334，400円 複勝： 48，470，000円 枠連： 14，406，100円
馬連： 57，022，200円 馬単： 41，375，600円 ワイド： 27，942，200円
3連複： 74，228，300円 3連単： 142，109，000円 計： 430，887，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 220円 � 160円 � 860円 枠 連（1－2） 930円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 2，470円

ワ イ ド �� 460円 �� 2，220円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 9，550円 3 連 単 ��� 44，880円

票 数

単勝票数 計 253344 的中 � 30846（3番人気）
複勝票数 計 484700 的中 � 61619（3番人気）� 98853（2番人気）� 10898（9番人気）
枠連票数 計 144061 的中 （1－2） 11479（3番人気）
馬連票数 計 570222 的中 �� 39071（4番人気）
馬単票数 計 413756 的中 �� 12385（8番人気）
ワイド票数 計 279422 的中 �� 16703（3番人気）�� 2955（21番人気）�� 3111（20番人気）
3連複票数 計 742283 的中 ��� 5738（23番人気）
3連単票数 計1421090 的中 ��� 2337（118番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．5―48．5―1：02．0―1：14．8―1：27．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．2―3F37．7
3 ・（2，8）（6，10）（4，14）（7，15）（5，3，16）（9，12）11，13－1 4 ・（2，8）（6，10）（4，14）（7，15）16（5，3）（9，12）11，13－1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンミルキー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．27 東京10着

2011．3．3生 牝3芦 母 ピンクパピヨン 母母 マリスターⅡ 5戦1勝 賞金 7，500，000円
〔制裁〕 ニシノプレリュード号の騎手柴田大知は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
〔その他〕 アネラノヘア号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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。

12062 5月11日 晴 良 （26東京2）第6日 第2競走 ��1，300�サラブレッド系3歳
発走10時35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

59 メイショウカノン 牡3青鹿56 武 豊松本 好�氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 474－ 41：20．0 1．5�
816 フ ァ ビ ン 牝3鹿 54 北村 宏司桐谷 茂氏 大和田 成 新ひだか 大滝 康晴 462± 01：20．63� 15．0�
48 サ マ ー ラ ヴ 牡3黒鹿56 江田 照男�Basic 田村 康仁 新ひだか カタオカフアーム 450－ 6 〃 クビ 28．1�
35 ダンディーライアン 牡3鹿 56 石橋 脩 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 田原橋本牧場 500－101：20．7� 10．7	
23 ニットギブソン 牡3青鹿56 三浦 皇成水野 英樹氏 和田 正道 日高 増尾牧場 466± 01：20．8� 7．4

815 ワイルドジーク 牡3栗 56 内田 博幸 Him Rock Racing 古賀 慎明 新冠 ハクツ牧場 456＋ 61：21．22� 12．2�
24 ショッキングコート 牡3栗 56 柴田 善臣星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 500－ 61：21．62� 35．1�
714 リネンプルーフ �3栗 56 柴田 大知戸山 光男氏 加藤 和宏 新ひだか 嶋田牧場 478＋ 41：22．02� 194．7
11 デルマアクビチャン 牝3黒鹿54 松岡 正海浅沼 廣幸氏 的場 均 千歳 社台ファーム 414－ 21：22．31� 279．0�
713 ピュアモトヒメ 牝3鹿 54 川島 信二黒澤 尚氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 474－ 41：23．47 59．2�
47 ヤマタケカントウ 牡3芦 56 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 三枝牧場 458± 0 〃 クビ 433．6�
510 ダイヤハート 牝3青鹿54 藤田 伸二大野 數芳氏 柄崎 孝 平取 北島牧場 424± 01：23．61� 114．9�
612 トウショウグレイン �3栗 56

53 ▲井上 敏樹トウショウ産業� 武井 亮 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 396 ―1：24．02� 434．4�
611 クールドゥブルス 牝3黒鹿54 和田 竜二 �サンデーレーシング 田中 剛 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B488－ 21：24．31� 18．7�
36 クリノジパング 牡3青鹿56 的場 勇人栗本 博晴氏 奥平 雅士 日高 横井 哲 464－14 〃 クビ 547．0�
12 デルマヨッチャン 牝3栗 54 浜中 俊浅沼 廣幸氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 468－ 21：25．89 20．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，111，800円 複勝： 88，783，200円 枠連： 14，342，500円
馬連： 53，699，600円 馬単： 43，859，000円 ワイド： 28，976，100円
3連複： 70，256，400円 3連単： 138，653，100円 計： 466，681，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 260円 � 460円 枠 連（5－8） 350円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 380円 �� 620円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 3，000円 3 連 単 ��� 8，150円

票 数

単勝票数 計 281118 的中 � 150897（1番人気）
複勝票数 計 887832 的中 � 589894（1番人気）� 41197（4番人気）� 19398（8番人気）
枠連票数 計 143425 的中 （5－8） 30342（1番人気）
馬連票数 計 536996 的中 �� 51162（3番人気）
馬単票数 計 438590 的中 �� 30627（3番人気）
ワイド票数 計 289761 的中 �� 20376（2番人気）�� 11535（7番人気）�� 4670（18番人気）
3連複票数 計 702564 的中 ��� 17304（10番人気）
3連単票数 計1386531 的中 ��� 12559（17番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．3―18．4―29．7―42．1―54．8―1：07．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウカノン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．2 東京4着

2011．3．16生 牡3青鹿 母 カパルアベイ 母母 カ パ ル ア 7戦1勝 賞金 10，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クールドゥブルス号・クリノジパング号・デルマヨッチャン号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成26年6月11日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 フクノトリアイナ号・ミスティックナイト号

第２回 東京競馬 第６日



12063 5月11日 晴 良 （26東京2）第6日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時05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 ノースエット 牡3黒鹿56 戸崎 圭太平賀 久枝氏 小笠 倫弘 浦河 鎌田 正嗣 510± 01：27．4 9．4�
35 テイエムテンリュウ 牡3芦 56 横山 典弘竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 バンブー牧場 504－ 61：27．71� 36．8�
713 エンリルバローズ 牡3鹿 56 C．ウィリアムズ 猪熊 広次氏 牧 光二 新ひだか タイヘイ牧場 488± 01：27．8� 4．5�

（豪）

11 キネオメジャー �3栗 56 川島 信二吉田 千津氏 武井 亮 千歳 社台ファーム B466＋101：27．9	 55．3�
23 ジュガンティーヤ 牡3青 56 田辺 裕信�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 B514－ 4 〃 ハナ 7．2�
612 カットキタイネン 牡3鹿 56 柴田 大知平本 敏夫氏 加藤 和宏 様似 林 時春 440－ 41：28．32	 114．0	
36 マーキーズシェイプ 牡3鹿 56 石橋 脩 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 486－ 2 〃 クビ 18．7

48 サンアナハイム 牡3黒鹿56 吉田 豊加藤 信之氏 伊藤 伸一 清水 小野瀬 晃司 480－101：28．51
 92．4�
611 ア サ ヤ ケ 牡3黒鹿56 松岡 正海阿部 雅英氏 手塚 貴久 浦河 中村 雅明 560－ 6 〃 ハナ 39．9�
714 クリスタルコブラ 牡3黒鹿56 内田 博幸 Him Rock Racing 上原 博之 日高 タバタファーム 532－ 81：29．13	 37．3
816 ナイルエクスプレス 牡3芦 56

53 ▲井上 敏樹 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 478－ 21：29．2� 16．5�
47 リ オ ヴ ェ ラ �3栗 56 三浦 皇成山口功一郎氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 482－10 〃 ハナ 7．0�
815 スリーロンドン 牡3栗 56 和田 竜二永井商事� 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 B450－ 21：29．83	 176．5�
510� シェードカーテン 牡3黒鹿54 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 豪 Mr R An-

derson 454 ―1：30．22	 6．4�
59 ク ル サ ー ド 牝3栗 54 的場 勇人小林 久義氏 二本柳俊一 新ひだか 藤本牧場 454－101：31．58 567．0�
12 スペクタキュラー 牡3黒鹿56 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490－ 61：32．88 4．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，039，900円 複勝： 44，339，000円 枠連： 15，042，600円
馬連： 60，390，700円 馬単： 37，369，400円 ワイド： 28，366，000円
3連複： 74，136，400円 3連単： 115，857，600円 計： 400，541，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 260円 � 1，220円 � 180円 枠 連（2－3） 2，610円

馬 連 �� 20，980円 馬 単 �� 37，430円

ワ イ ド �� 6，520円 �� 760円 �� 4，590円

3 連 複 ��� 35，210円 3 連 単 ��� 247，120円

票 数

単勝票数 計 250399 的中 � 21089（6番人気）
複勝票数 計 443390 的中 � 46648（5番人気）� 7297（12番人気）� 81332（1番人気）
枠連票数 計 150426 的中 （2－3） 4262（11番人気）
馬連票数 計 603907 的中 �� 2125（53番人気）
馬単票数 計 373694 的中 �� 737（97番人気）
ワイド票数 計 283660 的中 �� 1037（58番人気）�� 9781（9番人気）�� 1479（47番人気）
3連複票数 計 741364 的中 ��� 1554（103番人気）
3連単票数 計1158576 的中 ��� 346（668番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―23．7―35．3―48．1―1：01．1―1：14．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．1―3F39．3
3 ・（1，16）－13－（9，8，11）12，7－2（4，10，3）14，15－5，6 4 ・（1，16）（8，13）11－12，9（7，10）3，4－14，5（15，6）＝2

勝馬の
紹 介

ノースエット �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2013．12．15 中山2着

2011．4．1生 牡3黒鹿 母 ヤサカシーズン 母母 ビーマイコンキスタドール 7戦1勝 賞金 9，550，000円
〔調教再審査〕 スペクタキュラー号は，3コーナーで外側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スペクタキュラー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年6月11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 シャイニーピューマ号・タマユラ号
※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。

12064 5月11日 晴 良 （26東京2）第6日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走11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
1：56．1
1：56．1

良
良

59 サウンドメモリー 牡3鹿 56 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 472＋ 42：00．9 8．6�
611 マリアフィオーレ 牝3黒鹿54 武 豊丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 426＋ 22：01．0� 2．8�
12 サクラプレミア 牡3黒鹿56 横山 典弘�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 木田 祐博 476－ 62：01．42� 3．3�
36 サ ー シ ャ ン 牡3黒鹿56 三浦 皇成吉澤 克己氏 相沢 郁 浦河 三嶋牧場 502± 02：01．5� 9．6�
11 フクノブリューナク 牡3栗 56 松岡 正海福島 実氏 高橋 文雅 新ひだか 米田 和子 470－ 82：01．6クビ 72．8�
612 マイネルゲール 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 むかわ ヤマイチ牧場 498＋ 22：01．91� 24．7	
24 ケセラストーン 牡3鹿 56 小坂 忠士�Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 448± 0 〃 アタマ 101．5

48 ダッシュスライダー 牡3栗 56

53 ▲井上 敏樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 シンボリ牧場 458＋ 4 〃 ハナ 361．1�
818 スプリングアップ 牡3鹿 56 吉田 豊スリースターズレーシング 田村 康仁 新ひだか 増本牧場 476＋ 62：02．0� 13．7�
817 カンタベリーラウス 牝3鹿 54 的場 勇人峰 哲馬氏 蛯名 利弘 浦河 川越牧場 436＋ 42：02．21	 437．1
35 ケイツーエマー 牝3黒鹿54 和田 竜二楠本 勝美氏 菅原 泰夫 新ひだか 築紫 洋 448－ 4 〃 アタマ 420．1�
714 カンタベリーマーチ 牡3栗 56 江田 照男峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 荒谷 輝和 474－ 22：02．3� 71．8�
816 サクラヴィオーラ 牝3栗 54 戸崎 圭太�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡スタット 478－ 4 〃 ハナ 7．8�
47 ミュゼタイフーン 牡3鹿 56 二本柳 壮髙橋 仁氏 大江原 哲 新冠 須崎牧場 B476－ 22：02．4クビ 107．3�
713 レオパイレーツ 牡3鹿 56 川島 信二�レオ 尾形 和幸 新冠 芳住 鉄兵 450± 02：02．72 216．8�
23 ドルチェメンテ 牝3鹿 54 浜中 俊村野 康司氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 466－ 62：03．33� 35．1�
510
 プリンスタラスコン 牡3鹿 56 石橋 脩田所 英子氏 小笠 倫弘 愛 Miss E.

Tadokoro 484 ―2：03．51� 27．1�
715 ビビアンバローズ 牝3鹿 54 北村 宏司猪熊 広次氏 小笠 倫弘 新ひだか 水上 習孝 432 ―2：16．9大差 205．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，397，700円 複勝： 45，501，700円 枠連： 16，603，500円
馬連： 60，036，300円 馬単： 37，617，200円 ワイド： 28，466，300円
3連複： 72，085，200円 3連単： 119，981，500円 計： 407，689，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 180円 � 130円 � 120円 枠 連（5－6） 1，050円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 3，080円

ワ イ ド �� 460円 �� 360円 �� 190円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 8，940円

票 数

単勝票数 計 273977 的中 � 25175（4番人気）
複勝票数 計 455017 的中 � 53414（3番人気）� 96047（2番人気）� 120910（1番人気）
枠連票数 計 166035 的中 （5－6） 11686（5番人気）
馬連票数 計 600363 的中 �� 31701（4番人気）
馬単票数 計 376172 的中 �� 9023（11番人気）
ワイド票数 計 284663 的中 �� 13468（3番人気）�� 17992（2番人気）�� 44245（1番人気）
3連複票数 計 720852 的中 ��� 54062（1番人気）
3連単票数 計1199815 的中 ��� 9905（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―36．0―47．9―1：00．1―1：12．5―1：24．9―1：36．6―1：48．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．4―3F36．0

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

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

勝馬の
紹 介

サウンドメモリー �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2013．10．20 新潟6着

2011．3．16生 牡3鹿 母 イグザンプルスター 母母 Perfect Example 4戦1勝 賞金 5，750，000円
〔発走状況・騎手変更〕 プリンスタラスコン号の騎手田辺裕信は，馬場入場後に落馬。検査のため石橋脩に変更。検量及び装鞍

のやり直しのため発走時刻13分遅延。
〔制裁〕 サクラヴィオーラ号の調教師田島俊明は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビビアンバローズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年6月11日まで平地

競走に出走できない。



12065 5月11日 晴 良 （26東京2）第6日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時25分 （芝・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
1：19．6
1：19．0

良
良

47 � エイシンキサナドゥ 牡3栗 56 福永 祐一�栄進堂 野中 賢二 米
Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

528－ 21：22．0 5．7�
611 ダイワジャスト 牡3鹿 56 北村 宏司大城 敬三氏 田中 剛 新ひだか 折手牧場 522＋ 41：22．21� 4．0�
48 ウインレーベン 牡3青鹿56 C．ウィリアムズ �ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 442－ 61：22．3	 4．9�

（豪）

59 アブソリュカフェ 牡3黒鹿56 武 豊西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 480＋ 6 〃 クビ 5．9�
612 スナークマスカラス 牡3栗 56 石橋 脩杉本 豊氏 川村 禎彦 日高 藤本ファーム 460－ 21：22．51	 26．8�
816 シゲルオオスミ 牝3鹿 54 内田 博幸森中 蕃氏 松永 康利 日高 若林 武雄 444－ 21：22．6
 15．2	
713 コスモドーム 牡3鹿 56 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム 486－ 21：22．7クビ 12．8�
24 シンボリネルソン 牡3黒鹿56 三浦 皇成シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 436＋ 2 〃 クビ 35．6�
714 ライクアラヴァー 牝3栗 54 岩部 純二
ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 真歌田中牧場 414－ 11：22．8	 697．4
815 ヴァイスフェッター 牡3芦 56 蛯名 正義岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 464－ 21：23．22	 54．9�
36 プリュヴィオーズ 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹
ミルファーム 畠山 重則 浦河 福田牧場 456－ 21：23．41	 233．8�
11 パワーショット 牡3鹿 56 川島 信二江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 榊原 光子 456＋ 21：23．5	 246．3�
12 ハ ツ コ イ 牝3鹿 54 横山 典弘内田 玄祥氏 奥平 雅士 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 434－ 8 〃 アタマ 4．8�
35 レッドオラシオン 牡3芦 56 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B456－ 41：23．81
 80．8�
510 ガーネットアイ 牝3鹿 54 二本柳 壮
ミルファーム 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 378－ 81：24．01� 438．1�
23 ラ ブ ゲ ー ム 牝3黒鹿54 的場 勇人増田 陽一氏 蛯名 利弘 日高 門別牧場 408－ 21：25．17 469．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，904，500円 複勝： 47，627，000円 枠連： 17，795，000円
馬連： 63，071，800円 馬単： 38，545，200円 ワイド： 29，595，100円
3連複： 80，255，500円 3連単： 132，318，700円 計： 436，112，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 190円 � 150円 � 160円 枠 連（4－6） 440円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 2，910円

ワ イ ド �� 550円 �� 490円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 12，700円

票 数

単勝票数 計 269045 的中 � 37548（4番人気）
複勝票数 計 476270 的中 � 61821（4番人気）� 90319（1番人気）� 86372（2番人気）
枠連票数 計 177950 的中 （4－6） 30368（1番人気）
馬連票数 計 630718 的中 �� 30222（7番人気）
馬単票数 計 385452 的中 �� 9782（12番人気）
ワイド票数 計 295951 的中 �� 12822（6番人気）�� 14749（5番人気）�� 21852（1番人気）
3連複票数 計 802555 的中 ��� 29982（3番人気）
3連単票数 計1323187 的中 ��� 7695（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．6―47．6―58．6―1：09．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エイシンキサナドゥ �
�
父 Distorted Humor �

�
母父 Devon Lane デビュー 2013．8．17 小倉1着

2011．3．17生 牡3栗 母 River’s Prayer 母母 Cozzy Flyer 6戦2勝 賞金 20，000，000円
〔騎手変更〕 シゲルオオスミ号の騎手田辺裕信は，第4競走での馬場入場後の落馬による検査のため内田博幸に変更。
※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。

12066 5月11日 晴 良 （26東京2）第6日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時55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

812 ジャッカスバーク 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 古賀 慎明 浦河 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B520－ 61：37．3 2．7�

44 フジノゴトク 牡3栗 56 武 豊平本 敏夫氏 小西 一男 浦河 福岡 光夫 500－ 21：37．4� 11．1�
67 トーホウパルサー 牡3栗 56 蛯名 正義東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 516－ 21：37．5� 38．5�
33 アスペンツリー 牡3黒鹿56 北村 宏司 �社台レースホース新開 幸一 安平 追分ファーム 474－ 21：37．71	 3．5�
79 クロフネフリート 牡3鹿 56 福永 祐一平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 528± 01：38．12� 5．1	
710 キョウエイマグマ 牡3鹿 56 内田 博幸田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 沖田 忠幸 470＋ 2 〃 クビ 27．9

55 
 テ ス テ ィ コ 牝3芦 54 石橋 脩吉田 和美氏 木村 哲也 米 Casner

Racing, LP 516＋ 61：38．2クビ 47．7�
11 マーブルケーキ 牝3白 54 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 442± 0 〃 クビ 37．9�
68 クァンタムギア 牡3黒鹿56 川田 将雅廣崎 利洋氏 中内田充正 平取 清水牧場 470－12 〃 アタマ 15．3
22 メジャーステップ 牡3栗 56 C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 476－ 21：38．73 14．2�

（豪）

56 カネコメオスター 牡3栗 56 横山 典弘髙岡 義雄氏 矢野 英一 新ひだか 藤沢牧場 490＋ 81：38．91	 17．5�
811
 ウインゴスペル 牡3栗 56 柴田 大知�ウイン 西園 正都 英 Cheveley Park

Stud Ltd 510± 01：39．75 83．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 33，148，000円 複勝： 57，078，000円 枠連： 16，028，600円
馬連： 72，250，700円 馬単： 45，053，600円 ワイド： 33，418，100円
3連複： 88，090，600円 3連単： 155，355，400円 計： 500，423，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 170円 � 280円 � 790円 枠 連（4－8） 1，660円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，170円

ワ イ ド �� 620円 �� 2，000円 �� 4，430円

3 連 複 ��� 17，370円 3 連 単 ��� 58，980円

票 数

単勝票数 計 331480 的中 � 98029（1番人気）
複勝票数 計 570780 的中 � 116216（2番人気）� 53105（4番人気）� 14815（9番人気）
枠連票数 計 160286 的中 （4－8） 7144（6番人気）
馬連票数 計 722507 的中 �� 37173（4番人気）
馬単票数 計 450536 的中 �� 15363（7番人気）
ワイド票数 計 334181 的中 �� 14326（4番人気）�� 4031（21番人気）�� 1774（41番人気）
3連複票数 計 880906 的中 ��� 3743（52番人気）
3連単票数 計1553554 的中 ��� 1944（168番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―12．0―12．6―12．8―12．1―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―35．4―48．0―1：00．8―1：12．9―1：25．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャッカスバーク �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．10．27 東京1着

2011．1．29生 牡3黒鹿 母 ウェスタリーズ 母母 ウェスタースケルド 6戦2勝 賞金 19，180，000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。



12067 5月11日 晴 良 （26東京2）第6日 第7競走 ��
��2，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時25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
2：22．1
2：22．1

良
良

55 トーセンワープ 牡4鹿 57 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 日高 有限会社 エ
スティファーム B458－ 22：26．5 5．6�

33 ボーイフレンド 牡5栗 57 横山 典弘北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 444± 02：26．82 3．8�
22 タイセイグルーヴィ 牡5鹿 57 松岡 正海田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 466－ 22：27．01� 5．2�
89 マイネルカーミン 牡5黒鹿57 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 田湯牧場 B488＋ 62：27．21	 8．1�
66 マイネルクレイズ 牡4黒鹿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 ハシモトフアーム 478－ 42：27．3
 8．5	
88 ダンシングハバナ 牡5鹿 57 北村 宏司吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 454＋102：27．4	 3．8

44 マイネルイグアス 牡5青鹿57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 日高 日高大洋牧場 456＋ 82：27．5	 55．3�
77 ヴェリタラブ 牝4鹿 55 柴田 善臣山科 統氏 二ノ宮敬宇 浦河 バンダム牧場 454＋12 〃 クビ 20．6�
11 ドラゴンウォー 牡4鹿 57 福永 祐一窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 498－ 42：29．09 21．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 25，007，900円 複勝： 40，120，300円 枠連： 13，347，700円
馬連： 61，683，400円 馬単： 39，413，400円 ワイド： 24，955，600円
3連複： 68，020，800円 3連単： 145，771，600円 計： 418，320，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 180円 � 160円 � 170円 枠 連（3－5） 940円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 410円 �� 450円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 7，570円

票 数

単勝票数 計 250079 的中 � 35483（4番人気）
複勝票数 計 401203 的中 � 58268（4番人気）� 69927（2番人気）� 62841（3番人気）
枠連票数 計 133477 的中 （3－5） 10518（5番人気）
馬連票数 計 616834 的中 �� 47072（2番人気）
馬単票数 計 394134 的中 �� 13586（8番人気）
ワイド票数 計 249556 的中 �� 14839（4番人気）�� 13265（7番人気）�� 20488（1番人気）
3連複票数 計 680208 的中 ��� 38376（2番人気）
3連単票数 計1457716 的中 ��� 14227（13番人気）

ハロンタイム 13．1―11．9―12．6―12．6―12．4―12．3―12．4―12．4―12．4―11．1―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―25．0―37．6―50．2―1：02．6―1：14．9―1：27．3―1：39．7―1：52．1―2：03．2―2：14．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーセンワープ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2012．8．5 新潟2着

2010．3．7生 牡4鹿 母 ピンロックリー 母母 Whist 14戦2勝 賞金 22，270，000円

12068 5月11日 晴 良 （26東京2）第6日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走13時55分 （芝・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
1：56．1
1：56．1

良
良

79 ア ロ ヒ ラ ニ 牡5黒鹿57 C．ウィリアムズ �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム B454＋ 41：58．9 1．9�
（豪）

33 マイネルシュライ 牡6青 57 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B492＋ 21：59．53� 8．5�
811 ロードエフォール 牡6黒鹿57 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 成隆牧場 490＋101：59．71� 29．9�
22 ブルーバレット 牝4黒鹿 55

52 ▲井上 敏樹泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 460＋ 61：59．91	 20．4�
11 リルバイリル 
6鹿 57 北村 宏司小林 薫氏 栗田 博憲 様似 富田 恭司 474－ 82：00．0� 5．3	
55 マ グ メ ル 牡5鹿 57 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム B460－ 2 〃 アタマ 9．7

66 � ユウターウェーヴ 牡7栗 57 江田 照男北前孔一郎氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 484－ 42：00．1クビ 166．2�
810 ラヴェルソナタ 
6鹿 57 蛯名 正義 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 524± 02：00．2� 13．5�
78 ケツァルコアトル 牡4青鹿57 柴田 大知�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 岡田スタツド 520＋ 22：00．52 64．0
67 ネコタイショウ 牡4鹿 57 武 豊桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 442－ 42：00．81� 27．4�
44 トーセンヤマト 牡4栗 57 横山 典弘島川 �哉氏 中川 公成 新ひだか 土田農場 514－ 82：02．9大差 10．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 34，143，400円 複勝： 53，755，500円 枠連： 15，632，300円
馬連： 75，010，800円 馬単： 53，931，800円 ワイド： 32，445，400円
3連複： 88，476，900円 3連単： 195，514，100円 計： 548，910，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 180円 � 340円 枠 連（3－7） 640円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 300円 �� 660円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 9，000円

票 数

単勝票数 計 341434 的中 � 147135（1番人気）
複勝票数 計 537555 的中 � 174657（1番人気）� 73506（3番人気）� 28517（7番人気）
枠連票数 計 156323 的中 （3－7） 18217（2番人気）
馬連票数 計 750108 的中 �� 85443（2番人気）
馬単票数 計 539318 的中 �� 45970（2番人気）
ワイド票数 計 324454 的中 �� 31309（2番人気）�� 11606（7番人気）�� 5705（18番人気）
3連複票数 計 884769 的中 ��� 20078（12番人気）
3連単票数 計1955141 的中 ��� 16049（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．8―36．0―47．2―58．9―1：10．8―1：22．9―1：34．5―1：46．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F36．0

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

勝馬の
紹 介

ア ロ ヒ ラ ニ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．12．3 中山3着

2009．4．20生 牡5黒鹿 母 ファインセラ 母母 ビ ワ ハ イ ジ 17戦3勝 賞金 55，496，000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。



12069 5月11日 晴 良 （26東京2）第6日 第9競走 ��
��1，600�

しょうなん

湘南ステークス
発走14時25分 （芝・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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

815 フルアクセル 牡6栗 57 戸崎 圭太山田 和正氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 474－101：32．8 42．2�
48 ダノンジェラート 牡5鹿 57 三浦 皇成�ダノックス 萩原 清 安平 ノーザンファーム 486＋ 2 〃 アタマ 3．2�
35 ダ ロ ー ネ ガ 牡5鹿 57 内田 博幸 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 490－ 21：33．01� 24．2�
47 チェリーヒロイン 牝5栗 55 横山 典弘伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 420＋ 4 〃 ハナ 15．4�
510 キッズニゴウハン 牡6栗 57 江田 照男瀬谷 	雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 490－ 41：33．1	 83．6

817 ホーカーテンペスト 牡5栗 57 北村 宏司 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B496－ 61：33．2	 6．1�
24 エデンロック 牡4鹿 57 福永 祐一田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 466－ 4 〃 アタマ 17．0�
59 ローレルブレット 牡5黒鹿57 浜中 俊 �ローレルレーシング 今野 貞一 新冠 川島牧場 448± 01：33．3
 30．2
36 キョウエイアシュラ 牡7鹿 57 和田 竜二田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 456－ 61：33．4
 253．6�
714 ドリームトレイン 牡5黒鹿57 吉田 豊前田 幸治氏 谷 潔 新冠 村上牧場 500－ 6 〃 ハナ 28．0�
612 ロードガルーダ 牡5青 57 川田 将雅 �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 502－121：33．5クビ 13．5�
611 ヒラボクインパクト 牡6鹿 57 柴田 大知�平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 488＋ 61：33．71	 73．7�
12 ゼンノルジェロ 牡6青 57 川島 信二大迫久美子氏 飯田 祐史 安平 ノーザンファーム 500－ 41：33．8クビ 84．3�
713 デウスウルト �6黒鹿57 C．ウィリアムズ 吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 454－14 〃 クビ 7．9�

（豪）

23 レッドセシリア 牝4鹿 55 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 428＋ 4 〃 アタマ 3．7�
816 オマワリサン 牡6鹿 57 柴田 善臣小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 534＋141：35．410 125．7�
11 ナ ス ザ ン 牡9鹿 57 井上 敏樹小山田 満氏 高木 登 浦河トラストスリーファーム 496＋ 61：35．72 419．4�

（17頭）

売 得 金
単勝： 48，161，400円 複勝： 86，364，500円 枠連： 32，739，100円
馬連： 137，396，900円 馬単： 72，119，100円 ワイド： 56，028，500円
3連複： 167，454，700円 3連単： 277，927，300円 計： 878，191，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，220円 複 勝 � 1，000円 � 200円 � 680円 枠 連（4－8） 830円

馬 連 �� 8，920円 馬 単 �� 25，220円

ワ イ ド �� 2，880円 �� 10，190円 �� 2，300円

3 連 複 ��� 59，450円 3 連 単 ��� 474，800円

票 数

単勝票数 計 481614 的中 � 9013（11番人気）
複勝票数 計 863645 的中 � 19350（11番人気）� 145701（2番人気）� 29974（8番人気）
枠連票数 計 327391 的中 （4－8） 29282（3番人気）
馬連票数 計1373969 的中 �� 11376（31番人気）
馬単票数 計 721191 的中 �� 2111（74番人気）
ワイド票数 計 560285 的中 �� 4811（32番人気）�� 1334（75番人気）�� 6081（27番人気）
3連複票数 計1674547 的中 ��� 2079（152番人気）
3連単票数 計2779273 的中 ��� 432（1013番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．5―11．5―11．7―11．1―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―34．8―46．3―58．0―1：09．1―1：20．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フルアクセル �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Acatenango デビュー 2011．2．20 東京4着

2008．4．13生 牡6栗 母 アクセラレイション 母母 Whirlwind 21戦5勝 賞金 86，159，000円
〔騎手変更〕 ローレルブレット号の騎手田辺裕信は，第4競走での馬場入場後の落馬負傷のため浜中俊に変更。
〔制裁〕 チェリーヒロイン号の騎手横山典弘は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について過怠金100，000円。
※出走取消馬 ターフェル号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アイムヒアー号・アラフネ号・アールデュラン号・ケイティープライド号・シェルビー号・ハーキュリーズ号・

リヴェレンテ号
※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。

12070 5月11日 晴 良 （26東京2）第6日 第10競走 ��
��2，100�ブリリアントステークス

発走15時00分 （ダート・左）
4歳以上，25．5．4以降26．5．4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 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

712 ヴォーグトルネード 牡5栗 54 福永 祐一深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 468± 02：11．6 4．2�

45 ハートビートソング 牡7栗 57 北村 宏司 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 516＋ 42：11．81� 12．7�
11 ナリタシルクロード 牡7鹿 55 江田 照男�オースミ 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 534－ 4 〃 クビ 49．5�
34 クリソライト 牡4鹿 57 C．ウィリアムズ �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B492－ 22：11．9� 7．4�

（豪）

814 ドコフクカゼ 牡4黒鹿55 川田 将雅國分 純氏 友道 康夫 日高 ファニーフレンズファーム 508－ 42：12．11 2．4	
711 フ ァ イ ヤ ー 牡6青鹿54 横山 典弘深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 520± 02：12．2	 12．7

69 
 ダブルスター 牡5栗 55 戸崎 圭太�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 510＋10 〃 クビ 23．5�
57 クラシカルノヴァ 牡6黒鹿55 小坂 忠士岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 478－ 82：12．3クビ 193．8�
813 トウショウヘイロー 牡5鹿 54 浜中 俊トウショウ産業� 庄野 靖志 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 534± 02：12．51� 17．8
22 シビルウォー 牡9鹿 58．5 内田 博幸 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 478＋112：12．71� 25．0�
58 メテオロロジスト 牡7栗 56 武 豊金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 518－ 22：12．91 37．7�
46 � サトノプリンシパル 牡4鹿 55 柴田 善臣里見 治氏 矢作 芳人 米 Dr. Masa-

take Iida B544＋ 42：13．11� 16．0�
33 グラッツィア 牡6鹿 56 四位 洋文山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 490± 02：13．2	 113．5�
610
 イッシンドウタイ 牡5鹿 55 蛯名 正義�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 510＋ 22：14．810 20．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 62，554，800円 複勝： 99，273，600円 枠連： 42，570，600円
馬連： 180，167，000円 馬単： 89，567，200円 ワイド： 66，975，000円
3連複： 211，106，700円 3連単： 349，491，800円 計： 1，101，706，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 380円 � 990円 枠 連（4－7） 1，060円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 4，140円

ワ イ ド �� 960円 �� 2，720円 �� 6，090円

3 連 複 ��� 40，070円 3 連 単 ��� 164，500円

票 数

単勝票数 計 625548 的中 � 118544（2番人気）
複勝票数 計 992736 的中 � 187874（2番人気）� 64693（5番人気）� 21267（12番人気）
枠連票数 計 425706 的中 （4－7） 29735（5番人気）
馬連票数 計1801670 的中 �� 56621（9番人気）
馬単票数 計 895672 的中 �� 15991（13番人気）
ワイド票数 計 669750 的中 �� 17964（12番人気）�� 5985（35番人気）�� 2634（60番人気）
3連複票数 計2111067 的中 ��� 3889（116番人気）
3連単票数 計3494918 的中 ��� 1568（497番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―12．2―13．2―13．5―13．4―13．0―12．5―12．1―11．8―12．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―17．9―30．1―43．3―56．8―1：10．2―1：23．2―1：35．7―1：47．8―1：59．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴォーグトルネード �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2011．12．3 阪神6着

2009．5．13生 牡5栗 母 スマイルポジション 母母 バンボリーナ 20戦5勝 賞金 95，549，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ハートビートソング号の騎手北村宏司は，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30，000円。（被害馬：13

番）
ナリタシルクロード号の騎手江田照男は，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）

※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。

２レース目



12071 5月11日 晴 良 （26東京2）第6日 第11競走 ��
��1，600�第19回NHKマイルカップ（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・左）
牡・牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，牡馬57�，牝馬55�

NHK杯・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 92，000，000円 37，000，000円 23，000，000円 14，000，000円 9，200，000円
付 加 賞 3，822，000円 1，092，000円 546，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：31．3
1：30．7
1：31．4

良
良
良

510 ミッキーアイル 牡3鹿 57 浜中 俊野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 478＋ 81：33．2 1．9�
12 タガノブルグ 牡3鹿 57 三浦 皇成八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 428－ 6 〃 クビ 114．5�
11 キングズオブザサン 牡3芦 57 蛯名 正義 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 464± 0 〃 ハナ 78．4�
24 ロサギガンティア 牡3青 57 柴田 善臣 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 526－ 21：33．3クビ 8．1�
47 ホウライアキコ 牝3鹿 55 和田 竜二小林 茂行氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム 440－ 2 〃 ハナ 22．9�
35 ショウナンアチーヴ 牡3黒鹿57 戸崎 圭太国本 哲秀氏 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 4 〃 クビ 8．7	
23 ダンツキャンサー 牝3黒鹿55 藤田 伸二山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 466± 01：33．51 196．9

59 ア ト ム 牡3鹿 57 川田 将雅杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 460＋121：33．6	 17．4�
48 サトノルパン 牡3黒鹿57 武 豊里見 治氏 村山 明 えりも エクセルマネジメント 454＋ 6 〃 クビ 8．9�
612 ショウナンワダチ 牡3芦 57 北村 宏司国本 哲秀氏 大竹 正博 新ひだか 静内フアーム 474－ 21：33．7クビ 16．1
714 ウインフェニックス 牡3鹿 57 石橋 脩�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 452＋ 21：33．8
 52．2�
36 ベルルミエール 牝3鹿 55 川島 信二佐々木政充氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 444－ 61：34．01 55．9�
816� エイシンブルズアイ 牡3栗 57 福永 祐一�栄進堂 野中 賢二 米 Elijah Bailey 450－ 2 〃 クビ 13．5�
715 アドマイヤビジン 牝3芦 55 四位 洋文近藤 利一氏 梅田 智之 新ひだか 三石橋本牧場 468－101：34．1
 84．1�
818 ピークトラム 牡3黒鹿57 横山 典弘吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 460－ 41：34．2
 105．0�
817 マイネルディアベル 牡3青鹿57 C．ウィリアムズ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 大和田 成 新冠 ハシモトフアーム 442± 01：34．3
 89．8�

（豪）

713 アルマエルナト 牡3栗 57 吉田 豊コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 466＋ 21：34．51� 55．0�
611 カラダレジェンド 牡3鹿 57 江田 照男子安 裕樹氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 464－ 61：34．82 89．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 534，691，400円 複勝： 624，647，800円 枠連： 393，881，000円 馬連： 1，760，248，500円 馬単： 985，872，400円
ワイド： 611，765，700円 3連複： 2，666，636，800円 3連単： 5，447，060，200円 5重勝： 647，922，400円 計： 13，672，726，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 140円 � 1，940円 � 1，600円 枠 連（1－5） 3，840円

馬 連 �� 14，760円 馬 単 �� 15，860円

ワ イ ド �� 4，020円 �� 3，350円 �� 29，840円

3 連 複 ��� 188，380円 3 連 単 ��� 684，020円

5 重 勝
対象競走：京都10R／東京10R／新潟11R／京都11R／東京11R

キャリーオーバー なし����� 81，760円

票 数

単勝票数 計5346914 的中 � 2327102（1番人気）
複勝票数 計6246478 的中 � 1985242（1番人気）� 60014（17番人気）� 73448（16番人気）
枠連票数 計3938810 的中 （1－5） 75750（16番人気）
馬連票数 計17602485 的中 �� 88060（37番人気）
馬単票数 計9858724 的中 �� 45881（50番人気）
ワイド票数 計6117657 的中 �� 37680（41番人気）�� 45286（35番人気）�� 4984（134番人気）
3連複票数 計26666368 的中 ��� 10447（337番人気）
3連単票数 計54470602 的中 ��� 5877（1267番人気）
5重勝票数 計6479224 的中 ����� 5849

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―23．0―34．6―46．6―58．4―1：09．7―1：21．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキーアイル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2013．9．7 阪神2着

2011．3．12生 牡3鹿 母 スターアイル 母母 Isle de France 6戦5勝 賞金 188，298，000円
〔騎手変更〕 カラダレジェンド号の騎手田辺裕信は，第4競走での馬場入場後の落馬負傷のため江田照男に変更。
〔制裁〕 エイシンブルズアイ号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
※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 キンシノキセキ号・ノボリレジェンド号・リーサルウェポン号・ワードイズボンド号
※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。

12072 5月11日 晴 良 （26東京2）第6日 第12競走 ��
��1，600�

ひ よ し

日 吉 特 別
発走16時25分 （ダート・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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

816 メイショウソラーレ 牡4鹿 57 福永 祐一松本 好雄氏 中内田充正 浦河 太陽牧場 476－ 21：37．7 7．6�
612 アダムスピーク 牡5黒鹿57 浜中 俊 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 474－ 61：37．8� 8．0�
59 ロ ジ テ ー ル 牡5鹿 57 松岡 正海久米田正明氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 478± 01：37．9	 39．3�
23 サウンドトゥルー 牡4栗 57 蛯名 正義山田 弘氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 472－ 61：38．0	 2．9�
47 イッツガナハプン 牡5栗 57 吉田 豊サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 492－18 〃 ハナ 31．1�
36 ヒラボクプリンス 牡4鹿 57 戸崎 圭太	平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 476－14 〃 クビ 8．9

510 ガ ム ラ ン 牡6青鹿57 C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 542－ 61：38．1	 12．5�

（豪）

611 マイネルバウンス 牡5栗 57 柴田 大知 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 488－ 6 〃 アタマ 16．2�

12 
 ライオンズバイツ 牡4鹿 57 四位 洋文黒岩 晴男氏 浜田多実雄 米 Green
Gates Farm 456± 01：38．2	 28．1

713� リバータイキ 牡5栗 57 川田 将雅河越 武治氏 作田 誠二 平取 稲原牧場 514± 01：38．3クビ 22．5�
48 レッドジャクソン 牡5鹿 57 内田 博幸 	東京ホースレーシング 宗像 義忠 浦河 信岡牧場 542－ 61：38．4	 40．5�
815 ヒ シ ョ ウ �6栗 57 川島 信二岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新ひだか 岡田スタツド 456± 01：38．61 159．4�
35 コスモパルダ 牡5青鹿57 北村 宏司 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 482＋ 41：38．92 164．2�
24 ラヴィアンクレール 牡6黒鹿57 三浦 皇成 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 454－ 4 〃 ハナ 4．8�
11 マイネルアウストロ 牡8栗 57 和田 竜二 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム B498－ 41：39．53	 245．2�
714 スパークオンアイス 牝5鹿 55 江田 照男西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：39．71	 51．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 86，178，500円 複勝： 137，015，300円 枠連： 67，660，900円
馬連： 227，135，900円 馬単： 118，195，700円 ワイド： 99，524，900円
3連複： 290，972，100円 3連単： 548，530，600円 計： 1，575，213，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 300円 � 410円 � 910円 枠 連（6－8） 2，790円

馬 連 �� 4，500円 馬 単 �� 9，840円

ワ イ ド �� 1，720円 �� 4，300円 �� 7，670円

3 連 複 ��� 88，780円 3 連 単 ��� 384，450円

票 数

単勝票数 計 861785 的中 � 89969（3番人気）
複勝票数 計1370153 的中 � 136308（3番人気）� 89497（6番人気）� 35386（12番人気）
枠連票数 計 676609 的中 （6－8） 17935（10番人気）
馬連票数 計2271359 的中 �� 37296（16番人気）
馬単票数 計1181957 的中 �� 8869（34番人気）
ワイド票数 計 995249 的中 �� 14531（19番人気）�� 5665（47番人気）�� 3151（67番人気）
3連複票数 計2909721 的中 ��� 2419（201番人気）
3連単票数 計5485306 的中 ��� 1053（912番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．3―12．4―12．6―12．2―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．9―36．2―48．6―1：01．2―1：13．4―1：25．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウソラーレ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2013．1．27 京都9着

2010．4．23生 牡4鹿 母 メイショウシスタス 母母 ブラッシングロマン 22戦3勝 賞金 45，152，000円
〔騎手変更〕 スパークオンアイス号の騎手田辺裕信は，第4競走での馬場入場後の落馬負傷のため江田照男に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）12頭 アルスマルカート号・オメガスパーキング号・コパノウィリアム号・サルバドールハクイ号・サーランスロット号・

タイセイローマン号・トミケンユークアイ号・ビットアレグロ号・メイショウオオカゼ号・ラブリースター号・
ララガニエ号・ロンギングエース号

※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。

５レース目



（26東京2）第6日 5月11日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 179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 手 当

374，680，000円
5，360，000円
7，020，000円
34，820，000円
70，741，000円
5，320，000円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
956，673，700円
1，372，975，900円
660，049，900円
2，808，113，800円
1，602，919，600円
1，068，458，900円
3，951，720，400円
7，768，570，900円
647，922，400円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 20，837，405，500円

総入場人員 47，433名 （有料入場人員 45，345名）
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