
12121 5月30日 晴 良 （27東京2）第11日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時10分 （ダート・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

59 ニシノプレシャス 牝3栗 54 吉田 豊西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 川上牧場 442＋ 21：39．6 13．9�
714 ヘッドドレス 牝3鹿 54 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 B450＋ 2 〃 クビ 26．3�
23 ショーラファール 牝3鹿 54 田辺 裕信吉冨 学氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 484＋ 21：40．34 15．1�
35 カスミチャン 牝3芦 54

51 ▲石川裕紀人吉田 勝利氏 奥村 武 新ひだか 前田牧場 420＋ 21：40．4� 4．0�
612 シンキングジョリー 牝3鹿 54 戸崎 圭太佐藤 雄司氏 田島 俊明 新冠 浜口牧場 496＋ 81：40．61� 5．1�
12 ファストクリス 牝3鹿 54 武士沢友治飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 434－ 8 〃 クビ 10．1�
816 ナンヨーチーク 牝3栗 54 田中 勝春中村 德也氏 畠山 吉宏 浦河 三好牧場 496－ 21：41．45 161．5	
24 ヒメフジサクラ 牝3鹿 54 柴田 大知岡田 勇氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 490± 0 〃 クビ 93．4

47 プロセルピナ 牝3栗 54 江田 照男清水 敏氏 奥平 雅士 様似 澤井 義一 440＋ 61：41．61 19．4�
815 セレスティーヌ 牝3黒鹿54 大野 拓弥�G1レーシング 田中 清隆 千歳 社台ファーム B414－ 61：41．7� 6．3
611 チャーミングウイン 牝3鹿 54 丸田 恭介�宮内牧場 石栗 龍彦 浦河 平成ファーム 496＋121：41．91 94．9�
713 ボンヌヴェル 牝3鹿 54 M．デムーロ堀 祥子氏 小島 太 千歳 社台ファーム 468－ 41：42．11� 3．7�
48 ファニーガール 牝3栗 54

51 ▲井上 敏樹水谷八重子氏 柴田 政人 日高 白井牧場 448＋ 21：42．2クビ 292．6�
510 ブルーライトクロス 牝3鹿 54 内田 博幸佐々木 徹氏 土田 稔 新冠 シンユウフアーム 494＋ 41：42．94 134．8�
11 ジュンアカネ 牝3黒鹿54 L．オールプレス 河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 458± 01：43．21� 54．5�

（旧姓 L．マンビー） （新）

36 ティアップセッター 牝3栗 54
51 ▲木幡 初也田中 昇氏 小野 次郎 浦河 高昭牧場 460－ 8 〃 ハナ 287．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，411，400円 複勝： 41，522，100円 枠連： 16，712，100円
馬連： 71，052，700円 馬単： 36，132，900円 ワイド： 34，387，000円
3連複： 88，093，000円 3連単： 111，259，300円 計： 422，570，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 460円 � 670円 � 460円 枠 連（5－7） 2，430円

馬 連 �� 13，570円 馬 単 �� 19，050円

ワ イ ド �� 3，290円 �� 2，620円 �� 5，470円

3 連 複 ��� 62，920円 3 連 単 ��� 373，430円

票 数

単勝票数 計 234114 的中 � 13445（6番人気）
複勝票数 計 415221 的中 � 24259（7番人気）� 15640（8番人気）� 24527（6番人気）
枠連票数 計 167121 的中 （5－7） 5309（10番人気）
馬連票数 計 710527 的中 �� 4317（33番人気）
馬単票数 計 361329 的中 �� 1422（61番人気）
ワイド票数 計 343870 的中 �� 2703（33番人気）�� 3415（29番人気）�� 1610（40番人気）
3連複票数 計 880930 的中 ��� 1050（116番人気）
3連単票数 計1112593 的中 ��� 216（684番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―36．3―49．0―1：01．7―1：14．3―1：26．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノプレシャス �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．10．11 東京6着

2012．3．14生 牝3栗 母 ニシノナースコール 母母 ノーブルドノール 7戦1勝 賞金 5，500，000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。

12122 5月30日 晴 良 （27東京2）第11日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時40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

612 バルブランシュ 牡3芦 56 北村 宏司 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 504＋141：26．8 9．1�
48 シンボリセザンヌ 牡3鹿 56 三浦 皇成シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 B488＋ 4 〃 アタマ 3．7�
611 ニシノフクオトコ 牡3芦 56 内田 博幸西山 茂行氏 斎藤 誠 新ひだか 本桐牧場 464＋ 21：27．11� 12．0�
12 クリールランペイジ 牡3鹿 56 津村 明秀横山 修二氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 486 ― 〃 アタマ 63．2�
23 ハーモニーノヴェル 牡3芦 56 柴田 大知日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 畠山牧場 510－ 21：27．31� 5．5�
24 シュピーゲル 牡3黒鹿56 田辺 裕信水上ふじ子氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 B468＋ 4 〃 ハナ 6．8	
59 ナモンブライアン 牡3青 56 吉田 豊
南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 488＋ 2 〃 クビ 5．2�
714 キ ー タ イ プ 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 444 ―1：27．4クビ 28．8�
11 シゲルユカタマツリ 牡3芦 56 L．オールプレス 森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 中橋 清 482＋ 21：28．25 108．7

（旧姓 L．マンビー） （新）

35 サンタイラー 牝3栗 54
51 ▲井上 敏樹加藤 信之氏 竹内 正洋 浦河 浦河小林牧場 432－ 41：28．73 158．2�

36 スティーヴカフェ 牡3栗 56 蛯名 正義西川 恭子氏 小島 太 新冠 浜口牧場 560 ―1：28．8� 21．7�
47 カシノエキスプレス 牡3栗 56 大庭 和弥柏木 務氏 蛯名 利弘 浦河 村下 清志 B460＋121：29．11� 310．8�
815 ワイルドテイスト 牡3栗 56 柴山 雄一
G1レーシング 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 502－ 21：29．41� 7．8�
816 デピュートアゲン 牡3鹿 56 嘉藤 貴行浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 B492＋101：29．61� 37．9�
510 パルパルムツミ 牝3黒鹿54 吉田 隼人内田 玄祥氏 金成 貴史 新ひだか 田中 裕之 428－ 81：30．55 190．8�

（15頭）
713 クリノテツマン 牡3栗 56 丸田 恭介栗本 博晴氏 石毛 善彦 新冠 堤 牧場 440－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 24，405，400円 複勝： 40，112，000円 枠連： 19，344，600円
馬連： 65，320，100円 馬単： 31，465，800円 ワイド： 31，302，400円
3連複： 71，764，400円 3連単： 93，643，700円 計： 377，358，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 320円 � 160円 � 340円 枠 連（4－6） 900円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 3，620円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，530円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 6，480円 3 連 単 ��� 37，780円

票 数

単勝票数 差引計 244054（返還計 1155） 的中 � 21309（6番人気）
複勝票数 差引計 401120（返還計 2005） 的中 � 28237（6番人気）� 86189（1番人気）� 25833（7番人気）
枠連票数 差引計 193446（返還計 140） 的中 （4－6） 16583（3番人気）
馬連票数 差引計 653201（返還計 7213） 的中 �� 31855（5番人気）
馬単票数 差引計 314658（返還計 3925） 的中 �� 6514（17番人気）
ワイド票数 差引計 313024（返還計 5009） 的中 �� 12793（5番人気）�� 5099（21番人気）�� 7978（13番人気）
3連複票数 差引計 717644（返還計 16390） 的中 ��� 8301（24番人気）
3連単票数 差引計 936437（返還計 21749） 的中 ��� 1797（145番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―36．5―49．0―1：01．0―1：13．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バルブランシュ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．8．17 新潟6着

2012．3．23生 牡3芦 母 マストビーラヴド 母母 ダイナシユート 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走除外〕 クリノテツマン号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 シンボリセザンヌ号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

バルブランシュ号の騎手北村宏司は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
シンボリセザンヌ号の騎手三浦皇成は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11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。

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

第２回 東京競馬 第11日



12123 5月30日 晴 良 （27東京2）第11日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時10分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

12 シャドウスペル 牝3鹿 54 M．デムーロ飯塚 知一氏 新開 幸一 浦河 成隆牧場 490± 01：21．8 8．1�
611 サウザンリーブス 牝3鹿 54 吉田 隼人 �ビクトリーホースランチ 高木 登 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 440－ 2 〃 クビ 29．9�
816 ゴールドサーベラス 牡3栗 56

53 ▲井上 敏樹田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 原田 久司 444＋121：21．9クビ 164．6�
35 ボンボンキャスト 牝3黒鹿54 北村 宏司山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 492＋101：22．11 1．9�
817 ティムシェル 牡3鹿 56 戸崎 圭太諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 488－ 4 〃 クビ 22．2�
612 ノワールギャルソン 牡3黒鹿56 勝浦 正樹ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 432＋ 21：22．2クビ 18．7	
48 ディープフォレスト 牡3鹿 56 吉田 豊窪田 康志氏 戸田 博文 安平 追分ファーム 452＋ 21：22．3� 18．4

11 スズヨサムソン 牝3黒鹿54 田中 勝春鈴木与四郎氏 松永 康利 浦河 杵臼牧場 462＋ 8 〃 クビ 79．2�
715 スティンライクビー 牡3青鹿56 横山 典弘 �ローレルレーシング 尾関 知人 青森 ワールドファーム 460＋ 41：22．51� 17．1
24 	 ミ タ イ ナ 牝3黒鹿52 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 豪 Mr R Gorton 516＋ 21：22．81� 75．5�
47 ラインチャーミー 牝3栗 54 的場 勇人大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 新冠 村上 欽哉 452＋121：22．9� 250．2�
713 ハネムーンソング 牝3鹿 54 L．オールプレス 岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 412－ 41：23．0クビ 71．0�

（旧姓 L．マンビー） （新）

36 	 カーニバルダクス 牝3鹿 54 柴山 雄一吉田 和美氏 古賀 慎明 米 Brushwood
Stable 436 ―1：23．1
 20．5�

714 マダムヤッコ 牝3鹿 54 大野 拓弥森 保彦氏 武市 康男 むかわ 市川牧場 444＋ 21：23．84 5．5�
818 クールオボロ 牝3青鹿54 田辺 裕信川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 久井牧場 436－ 2 〃 アタマ 67．5�
59 サーストンカインド 牝3鹿 54 蛯名 正義齊藤 宣勝氏 天間 昭一 新冠 タニグチ牧場 478＋ 6 〃 アタマ 14．9�
510 プリエルトウショウ 牝3黒鹿54 石橋 脩トウショウ産業� 柴田 政人 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 464± 01：25．5大差 261．4�
23 	 ホワイトソックス 牝3青鹿 54

51 ▲木幡 初也山住 勲氏 矢野 英一 米 Mr. & Mrs. Char-
les McGinnes 406 ―1：25．6� 203．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，223，400円 複勝： 56，720，900円 枠連： 20，980，900円
馬連： 73，078，000円 馬単： 39，880，300円 ワイド： 38，097，200円
3連複： 86，228，800円 3連単： 121，577，800円 計： 468，787，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 310円 � 710円 � 6，490円 枠 連（1－6） 4，210円

馬 連 �� 11，070円 馬 単 �� 18，550円

ワ イ ド �� 2，500円 �� 27，770円 �� 36，350円

3 連 複 ��� 653，240円 3 連 単 ��� 3，147，990円

票 数

単勝票数 計 322234 的中 � 31621（3番人気）
複勝票数 計 567209 的中 � 56449（3番人気）� 20423（8番人気）� 2031（15番人気）
枠連票数 計 209809 的中 （1－6） 3860（14番人気）
馬連票数 計 730780 的中 �� 5445（30番人気）
馬単票数 計 398803 的中 �� 1612（49番人気）
ワイド票数 計 380972 的中 �� 3998（25番人気）�� 351（100番人気）�� 268（114番人気）
3連複票数 計 862288 的中 ��� 99（471番人気）
3連単票数 計1215778 的中 ��� 28（2341番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．4―34．6―46．3―57．8―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャドウスペル �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Cozzene デビュー 2014．11．30 東京7着

2012．4．24生 牝3鹿 母 シャドウエルフ 母母 Peau de Soie 5戦1勝 賞金 5，500，000円
〔制裁〕 ティムシェル号の騎手戸崎圭太は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。（被

害馬：9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 メテオユニバンス号
※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。

12124 5月30日 晴 良 （27東京2）第11日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時40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
1：34．1
1：33．3

不良
良

59 サードグラッド 牡3黒鹿56 内田 博幸吉岡 泰治氏 松山 将樹 森 笹川大晃牧場 488± 01：39．0 21．2�
510 ハイアーヴォルト 牡3鹿 56 勝浦 正樹伊東 純一氏 尾形 充弘 浦河 昭和牧場 466－101：39．1� 8．7�
612 トーセンリバティ 牡3鹿 56 武士沢友治島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 500－ 61：39．31� 24．7�
35 レイズユアハンズ 牡3鹿 56 L．オールプレス �ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 B504－ 41：39．4� 8．4�

（旧姓 L．マンビー） （新）

24 サンマルバロン �3栗 56 蛯名 正義相馬 勇氏 小島 太 日高 三城牧場 456＋ 4 〃 アタマ 3．0	
23 ウイズキッド 牡3黒鹿 56

53 ▲石川裕紀人井上 一郎氏 武藤 善則 日高 いとう牧場 508－ 21：40．14 4．0

611 サルバドールガロ 牡3鹿 56 村田 一誠 H.F Association 尾形 和幸 浦河 福田牧場 440－ 81：40．2クビ 55．0�
816 ブレイブトーラス 牡3芦 56 木幡 初広石山 嘉七氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム B478－ 41：40．73 243．1�
36 ハクサンゲイン 牡3栗 56 丸田 恭介篠﨑 恒雄氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム 448＋ 21：40．8� 109．4
12 ラブアストン 牡3青鹿 56

53 ▲木幡 初也 M・
Kenichiホールディング� 小島 茂之 日高 モリナガファーム 436－ 21：40．9� 135．9�

714 バ イ カ 牡3黒鹿56 松岡 正海西森 鶴氏 高橋 義博 新ひだか ニシケンフアーム 528－ 21：41．32� 10．0�
48 ブロッサムヒル 牡3鹿 56 吉田 隼人小國 和紀氏 牧 光二 新冠 川島牧場 B488＋ 41：41．4クビ 10．4�
713 アイケービューティ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行池田 皓介氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 450＋ 21：41．61� 237．4�
47 ラブレジェンド 牡3栗 56 黛 弘人 M・

Kenichiホールディング� 奥平 雅士 浦河 駿河牧場 456± 01：43．09 78．6�
11 ダイワガーランド 牝3芦 54 大野 拓弥大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 482＋101：43．53 82．5�
815 ワイルディング 牝3黒鹿54 田辺 裕信飯田 正剛氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 458 ―1：44．35 10．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，918，600円 複勝： 38，890，500円 枠連： 20，000，200円
馬連： 63，134，200円 馬単： 31，352，700円 ワイド： 33，065，200円
3連複： 75，371，900円 3連単： 98，403，600円 計： 384，136，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，120円 複 勝 � 510円 � 270円 � 500円 枠 連（5－5） 9，710円

馬 連 �� 9，120円 馬 単 �� 18，030円

ワ イ ド �� 2，090円 �� 4，100円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 24，230円 3 連 単 ��� 133，600円

票 数

単勝票数 計 239186 的中 � 9003（8番人気）
複勝票数 計 388905 的中 � 18960（9番人気）� 41665（3番人気）� 19303（8番人気）
枠連票数 計 200002 的中 （5－5） 1596（24番人気）
馬連票数 計 631342 的中 �� 5707（30番人気）
馬単票数 計 313527 的中 �� 1304（62番人気）
ワイド票数 計 330652 的中 �� 4075（25番人気）�� 2041（37番人気）�� 6516（15番人気）
3連複票数 計 753719 的中 ��� 2333（76番人気）
3連単票数 計 984036 的中 ��� 534（412番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．1―12．0―12．5―12．4―12．6―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．9―36．0―48．0―1：00．5―1：12．9―1：25．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．5
3 3（9，10，16）－（6，13）（4，7）5（2，1，8，12）－11－14－15 4 3（9，10）－16，6（13，5）（4，12）（7，1）2，11（14，8）＝15

勝馬の
紹 介

サードグラッド �
�
父 バ ゴ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．2．28 阪神12着

2012．4．11生 牡3黒鹿 母 エスワイジュピター 母母 グラールホーリー 4戦1勝 賞金 5，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワイルディング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アラビアンハート号
（非抽選馬） 3頭 カシノフレンジー号・クロスザボーダー号・リナシータ号
※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。



12125 5月30日 晴 良 （27東京2）第11日 第5競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走12時30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
2：22．1
2：22．1

良
良

11 ア ル タ ー �3栗 56 柴山 雄一吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 502－ 22：25．6 47．8�
55 デバイスドライバー 牡3栗 56 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 520＋242：26．02� 6．2�
66 ソールインパクト 牡3芦 56 戸崎 圭太窪田 康志氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 82：26．1	 1．5�
44 ボ ル ド ネ ス 牡3鹿 56 M．デムーロ�G1レーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 494＋102：26．41	 7．5�
33 シグナルアロー 牡3鹿 56 嶋田 純次榊原源一郎氏 手塚 貴久 新冠 オリエント牧場 460± 02：26．82� 67．9�
77 パワーウーマン 牝3栗 54 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 498＋ 2 〃 ハナ 9．3	
78 ニシノカブケ 牡3栗 56 江田 照男西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 480－ 4 〃 クビ 19．1

89 コートオブアームズ 牡3鹿 56 蛯名 正義 �シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 440－ 82：26．9� 13．2�
22 フ ォ ル サ 牡3黒鹿56 吉田 隼人桐谷 茂氏 堀井 雅広 新ひだか 落合 一巳 498＋ 22：27．0クビ 25．8
810 マスタープラマー 牡3栗 56

53 ▲井上 敏樹岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 452± 0 〃 アタマ 50．3�
（10頭）

売 得 金
単勝： 40，511，900円 複勝： 66，567，500円 枠連： 14，555，300円
馬連： 75，790，900円 馬単： 45，976，100円 ワイド： 36，830，500円
3連複： 83，302，200円 3連単： 173，862，900円 計： 537，397，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，780円 複 勝 � 570円 � 170円 � 110円 枠 連（1－5） 9，640円

馬 連 �� 11，380円 馬 単 �� 25，520円

ワ イ ド �� 2，290円 �� 1，090円 �� 250円

3 連 複 ��� 4，280円 3 連 単 ��� 62，930円

票 数

単勝票数 計 405119 的中 � 6776（8番人気）
複勝票数 計 665675 的中 � 12975（9番人気）� 71447（2番人気）� 339979（1番人気）
枠連票数 計 145553 的中 （1－5） 1169（21番人気）
馬連票数 計 757909 的中 �� 5490（25番人気）
馬単票数 計 459761 的中 �� 1351（52番人気）
ワイド票数 計 368305 的中 �� 3626（25番人気）�� 7957（15番人気）�� 44851（1番人気）
3連複票数 計 833022 的中 ��� 14571（15番人気）
3連単票数 計1738629 的中 ��� 2003（179番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．5―12．6―12．5―12．5―12．4―11．8―11．7―11．5―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�
12．8―24．3―36．8―49．4―1：01．9―1：14．4―1：26．8―1：38．6―1：50．3―2：01．8―2：13．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．3
1
3
7－2－（1，4，9）6（3，5）（8，10）
7（2，4）（6，9）（1，8）（5，10）3

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

勝馬の
紹 介

ア ル タ ー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．9．21 新潟3着

2012．2．15生 �3栗 母 ロレットチャペル 母母 サンタフェトレイル 5戦2勝 賞金 14，000，000円

12126 5月30日 晴 良 （27東京2）第11日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走13時00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
1：44．2
1：43．9

良
良

11 キングカラカウア 牡3黒鹿56 M．デムーロ窪田 芳郎氏 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 486－ 41：46．8 1．7�
58 エニグマバリエート 牡3青鹿56 戸崎 圭太平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 476± 01：47．01� 5．0�
815 アルパーシャン 牡3栗 56 横山 典弘�エーティー 昆 貢 新ひだか 武 牧場 454± 01：47．1� 5．8�
22 ラブユアマン 牡3栗 56 田中 勝春 M・

Kenichiホールディング� 尾関 知人 新ひだか タガミファーム 448－ 4 〃 クビ 18．0�
59 レッドルモンド 牡3青鹿56 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 532＋28 〃 ハナ 11．7	
34 シンキングロージス 牡3黒鹿56 三浦 皇成佐藤 雄司氏 鹿戸 雄一 新冠 浜口牧場 458－ 61：47．41� 23．9

712 パイナワレア 牝3栗 54 大野 拓弥山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 464＋ 81：47．5� 99．6�
611� ヘブンズゲート 牡3青鹿56 内田 博幸杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 522＋121：47．6� 163．0�
35 ジェイケイライアン 牡3鹿 56 田辺 裕信小谷野次郎氏 古賀 慎明 新ひだか 藤川フアーム 474＋ 41：47．8� 26．2
46 カボスチャン 牝3黒鹿54 吉田 隼人ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 420－ 41：48．01� 122．8�
713 ス ク ワ ー ル 牡3青 56 柴山 雄一 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452－ 4 〃 クビ 55．2�
23 アイファーサンディ 牡3鹿 56 松岡 正海中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 454± 01：48．21� 103．8�
610 カスクストレングス 牡3黒鹿56 蛯名 正義芹澤 精一氏 田中 清隆 新ひだか 棚川 光男 482＋ 21：48．41 65．9�
47 � ポッドライジング 牡3鹿 56

53 ▲石川裕紀人小川眞査雄氏 武市 康男 新冠 川上牧場 440－ 51：50．010 314．1�
（14頭）

814 ステラスターライト 牝3鹿 54 石橋 脩�G1レーシング 堀 宣行 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 43，075，600円 複勝： 69，060，700円 枠連： 26，423，500円
馬連： 92，997，000円 馬単： 50，496，300円 ワイド： 41，715，500円
3連複： 90，155，800円 3連単： 162，494，800円 計： 576，419，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 120円 � 130円 枠 連（1－5） 260円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 170円 �� 210円 �� 360円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 1，470円

票 数

単勝票数 差引計 430756（返還計 3215） 的中 � 202628（1番人気）
複勝票数 差引計 690607（返還計 3697） 的中 � 336144（1番人気）� 97276（2番人気）� 79662（3番人気）
枠連票数 差引計 264235（返還計 569） 的中 （1－5） 77775（1番人気）
馬連票数 差引計 929970（返還計 16905） 的中 �� 215806（1番人気）
馬単票数 差引計 504963（返還計 8137） 的中 �� 77685（1番人気）
ワイド票数 差引計 417155（返還計 6348） 的中 �� 73597（1番人気）�� 49809（2番人気）�� 24106（3番人気）
3連複票数 差引計 901558（返還計 33598） 的中 ��� 120509（1番人気）
3連単票数 差引計1624948（返還計 50752） 的中 ��� 79642（1番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．7―12．0―12．1―12．4―11．5―11．3―11．7

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

キングカラカウア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．12．28 中山2着

2012．4．20生 牡3黒鹿 母 ジ タ ー ナ 母母 マ ル バ イ ユ 6戦2勝 賞金 23，130，000円
〔出走取消〕 ステラスターライト号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
※ステラスターライト号・パイナワレア号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



12127 5月30日 晴 良 （27東京2）第11日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走13時30分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

818� レインボーラヴラヴ 牝4青鹿55 内田 博幸飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 450－ 21：33．4 16．3�
36 ウインオリアート 牝4黒鹿55 戸崎 圭太�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 436－ 21：33．5	 2．4�
817 ウインスラッガー 牡6栗 57 大野 拓弥�ウイン 畠山 吉宏 浦河 バンダム牧場 512± 0 〃 アタマ 61．5�
612 ロッカバラード 牡4青鹿57 L．オールプレス �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 446－ 4 〃 クビ 7．1�

（旧姓 L．マンビー） （新）

715 エスユーハリケーン 
5鹿 57 津村 明秀楳津 繁氏 高橋 祥泰 新ひだか 上村 清志 472± 01：33．6クビ 27．9	
713 ツクバアスナロ 牝4鹿 55 吉田 豊荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 洞�湖 レイクヴィラファーム 462－ 6 〃 アタマ 5．6

24 ヒシワイルド 牡6鹿 57 吉田 隼人阿部 雅英氏 尾形 和幸 新冠 飛渡牧場 478－ 4 〃 クビ 26．2�
48 サンタレジーナ 牝4栗 55 田辺 裕信吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム B482－ 61：33．7� 58．6�
12 ネルトスグアサ 牡5黒鹿57 原田 和真福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 中脇 満 456－ 41：33．91 65．3
47 ラインカグラ 牝4黒鹿 55

52 ▲木幡 初也大澤 繁昌氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 436＋121：34．22 89．9�
23 サ グ レ ス 牝4黒鹿55 柴山 雄一 �キャロットファーム 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：34．3� 8．7�
35 ハプスブルク 牡5鹿 57 二本柳 壮片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 458＋ 41：34．4� 83．3�
510 マイネシーア 牝4鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 434＋121：34．61 12．3�
59 サ ト ノ オ ー 牡7芦 57 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 470＋ 41：34．7クビ 31．9�
11 ラ ド ゥ ガ 牝5鹿 55

52 ▲井上 敏樹�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 452＋ 21：34．91 73．5�
816 ヒラボクレジーナ 牝4鹿 55

52 ▲石川裕紀人�平田牧場 大竹 正博 日高 下河辺牧場 474＋ 81：35．22 27．1�
714 スイートガーデン 牝4鹿 55 松岡 正海田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 落合 一巳 508＋101：35．73 35．9�
611� シャトールージュ 牝4栗 55 丸田 恭介村山 卓也氏 鈴木 伸尋 浦河 荻伏三好フ

アーム 506＋ 61：35．91 196．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 34，030，200円 複勝： 57，739，600円 枠連： 26，695，700円
馬連： 95，208，300円 馬単： 44，279，800円 ワイド： 48，061，600円
3連複： 108，561，200円 3連単： 146，821，500円 計： 561，397，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，630円 複 勝 � 360円 � 130円 � 1，530円 枠 連（3－8） 1，060円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 4，850円

ワ イ ド �� 640円 �� 9，660円 �� 2，990円

3 連 複 ��� 30，260円 3 連 単 ��� 212，040円

票 数

単勝票数 計 340302 的中 � 16669（6番人気）
複勝票数 計 577396 的中 � 33168（5番人気）� 178193（1番人気）� 6567（15番人気）
枠連票数 計 266957 的中 （3－8） 19419（5番人気）
馬連票数 計 952083 的中 �� 44565（5番人気）
馬単票数 計 442798 的中 �� 6846（13番人気）
ワイド票数 計 480616 的中 �� 20824（4番人気）�� 1225（77番人気）�� 4025（29番人気）
3連複票数 計1085612 的中 ��� 2690（86番人気）
3連単票数 計1468215 的中 ��� 502（561番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．1―11．4―11．9―11．9―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．1―34．2―45．6―57．5―1：09．4―1：21．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�レインボーラヴラヴ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 マンハッタンカフェ （1戦0勝 賞金 0円）

2011．4．21生 牝4青鹿 母 レインボーマグナム 母母 レインボーアルファ 13戦1勝 賞金 20，965，000円
地方デビュー 2013．9．27 船橋

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 クイックスパイダー号・コスモツケマ号・チェーザレ号・フリュクティドール号・マダムジルウェット号・

リックバナード号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

12128 5月30日 晴 良 （27東京2）第11日 第8競走 ��
��2，100�サラブレッド系4歳以上

発走14時00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
2：06．7
2：05．9

良
良

35 ドラゴンズタイム 牡4鹿 57 吉田 豊窪田 康志氏 高橋 文雅 日高 三城牧場 428－ 42：13．3 3．8�
11 キネオフライト 牡4栗 57 勝浦 正樹吉田 千津氏 中舘 英二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 524－ 22：14．04 5．5�
510� ペイシャゴンジセ 牡4鹿 57

54 ▲井上 敏樹北所 直人氏 本間 忍 新冠 隆栄牧場 502± 02：14．1	 44．3�
24 � エルドリッジ 牡5青鹿57 大野 拓弥一村 哲也氏 高木 登 むかわ 桑原牧場 518－ 62：14．41	 8．9�
59 レッドグルック 牡4鹿 57 津村 明秀 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム B488－ 22：14．5クビ 7．0�
48 ガ ヤ ル ド 牡4鹿 57 内田 博幸佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 452± 02：14．92
 8．5	
612 ステージジャンプ 牡5鹿 57 M．デムーロ 合同会社小林英一ホールディングス 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 506± 02：15．43 4．7

815 デルマカマイタチ 牡5黒鹿57 武士沢友治浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B484－ 6 〃 アタマ 30．1�
36 リムショット 牡4栗 57 黛 弘人松尾 正氏 藤原 辰雄 新ひだか 大塚牧場 466± 02：15．61� 45．9�
714 バ ン ク シ ー 牡5鹿 57 柴山 雄一渡邊 隆氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 496＋ 22：16．23
 33．3
816 ランドントウォーク 牡4青鹿57 L．オールプレス 井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 B496± 02：16．62
 65．5�

（旧姓 L．マンビー） （新）

47 アカデミックドレス �4青鹿57 吉田 隼人 �社台レースホース和田正一郎 千歳 社台ファーム 458－ 62：16．81� 115．0�
12 � ジャックポット 牡4鹿 57 江田 照男�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 470－ 62：17．22
 31．2�
713 リースリング 牝4栗 55 北村 宏司池谷 誠一氏 竹内 正洋 新ひだか 桜井牧場 446＋ 42：17．3
 22．2�
611 ターフデザイナー 牝4芦 55 柴田 大知�Basic 畠山 吉宏 米

Patterson Bloodstock,
Bellepoint Management
& Taylor Made Farm

496＋ 22：17．61	 191．1�
23 � ミルノワール 牝4青鹿55 田中 勝春 �グリーンファーム奥村 武 千歳 社台ファーム 466＋122：18．23
 69．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，032，700円 複勝： 51，096，900円 枠連： 20，911，800円
馬連： 91，696，900円 馬単： 39，130，200円 ワイド： 39，926，200円
3連複： 101，902，100円 3連単： 130，933，500円 計： 504，630，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 200円 � 1，700円 枠 連（1－3） 830円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 400円 �� 4，700円 �� 8，380円

3 連 複 ��� 28，520円 3 連 単 ��� 116，180円

票 数

単勝票数 計 290327 的中 � 60688（1番人気）
複勝票数 計 510969 的中 � 124903（1番人気）� 67090（2番人気）� 5149（14番人気）
枠連票数 計 209118 的中 （1－3） 19501（2番人気）
馬連票数 計 916969 的中 �� 73448（2番人気）
馬単票数 計 391302 的中 �� 18714（1番人気）
ワイド票数 計 399262 的中 �� 28708（1番人気）�� 2052（47番人気）�� 1142（64番人気）
3連複票数 計1019021 的中 ��� 2679（83番人気）
3連単票数 計1309335 的中 ��� 817（349番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―13．2―13．3―12．9―12．5―12．2―12．4―12．2―13．0―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．4―31．6―44．9―57．8―1：10．3―1：22．5―1：34．9―1：47．1―2：00．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．4
1
3
10（2，3）8（4，12）（11，16）9（6，7，13，15）－（5，14）－1
10，8（2，16，15）（3，4）12，9，11（6，7，5，13）14，1

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

勝馬の
紹 介

ドラゴンズタイム �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．3．16 中山3着

2011．4．23生 牡4鹿 母 ジョウノオーロラ 母母 ミヤビサクラコ 14戦2勝 賞金 24，840，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 ドラゴンズタイム号の騎手吉田豊は，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：4番・1番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アワフレイム号・グッドタイムロール号
※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。



12129 5月30日 晴 良 （27東京2）第11日 第9競走 ��
��1，600�

は や ま

葉 山 特 別
発走14時35分 （芝・左）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

812 ヘイジームーン 牝4黒鹿55 三浦 皇成窪田 康志氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 486± 01：33．6 1．8�
56 ノーブルコロネット 牝5鹿 55 M．デムーロ�G1レーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 486－ 61：33．7� 6．2�
33 ラテラルアーク 牡4栗 57 横山 典弘 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか カントリー牧場 B484± 0 〃 アタマ 11．6�
811 パワースラッガー 牡4鹿 57 田中 勝春丸岡 啓一氏 菊川 正達 安平 吉田牧場 482＋ 2 〃 クビ 94．8�
67 コスモミレネール 牝6鹿 55 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 442－ 81：33．8� 64．1	
710 タガノエンブレム 牡5青鹿57 戸崎 圭太八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 41：33．9� 9．1

55 アドマイヤコリン 牡7青鹿57 北村 宏司近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 438－ 21：34．0	 18．5�
11 マイネルコランダム 牡6青鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 コスモヴューファーム 482＋ 41：34．21
 18．6�
79 ロジプリンセス 牝5青 55 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 470＋10 〃 クビ 13．2
68 ナムラショウリ 牡5鹿 57 田辺 裕信奈村 信重氏 大和田 成 新ひだか 武 牧場 452± 01：34．3クビ 76．0�
44 ショウナンラムジ 牡6鹿 57 大野 拓弥国本 哲秀氏 矢作 芳人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 504－ 8 〃 クビ 40．3�
22 ア ラ フ ジ 牝4黒鹿55 吉田 豊�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 464＋ 4 （競走中止） 8．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 49，744，500円 複勝： 92，363，400円 枠連： 28，583，200円
馬連： 145，506，500円 馬単： 78，199，800円 ワイド： 60，696，900円
3連複： 148，337，700円 3連単： 281，981，200円 計： 885，413，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 170円 � 270円 枠 連（5－8） 390円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 240円 �� 530円 �� 870円

3 連 複 ��� 2，080円 3 連 単 ��� 4，790円

票 数

単勝票数 計 497445 的中 � 211487（1番人気）
複勝票数 計 923634 的中 � 453898（1番人気）� 92637（3番人気）� 45370（6番人気）
枠連票数 計 285832 的中 （5－8） 56793（1番人気）
馬連票数 計1455065 的中 �� 188266（1番人気）
馬単票数 計 781998 的中 �� 72598（1番人気）
ワイド票数 計 606969 的中 �� 74560（1番人気）�� 27444（6番人気）�� 15753（11番人気）
3連複票数 計1483377 的中 ��� 53335（3番人気）
3連単票数 計2819812 的中 ��� 42632（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―35．7―47．1―58．7―1：10．2―1：21．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヘイジームーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2014．2．23 東京2着

2011．3．6生 牝4黒鹿 母 アスクレピアス 母母 リザーブシート 11戦3勝 賞金 51，757，000円
〔競走中止〕 アラフジ号は，競走中に疾病〔左第3手根骨粉砕骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

12130 5月30日 晴 良 （27東京2）第11日 第10競走 ��
��1，400�

くんぷう

薫風ステークス
発走15時10分 （ダート・左）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

816 シンキングマシーン �6黒鹿57 内田 博幸佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 498＋ 21：24．5 23．1�
714 イースターパレード �6栗 57 柴田 大知�G1レーシング 平田 修 新ひだか 追分ファーム 508－ 8 〃 クビ 27．7�
36 グランフィデリオ 牡4青鹿57 井上 敏樹飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場 432± 01：24．6クビ 35．0�
815 トーセンマイティ 牡4鹿 57 柴山 雄一島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 508＋ 2 〃 アタマ 16．3�
35 バーディーイーグル 牡5鹿 57 田中 勝春里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 500＋14 〃 クビ 13．3	
47 ゴーインググレート 牡5栗 57 大野 拓弥田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 482＋ 4 〃 ハナ 5．7

611 ゲマインシャフト 牡5鹿 57 北村 宏司丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 506－ 6 〃 ハナ 12．1�
48 プラントハンター 牡5黒鹿57 蛯名 正義吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 454＋ 21：24．7	 30．9�
24 マヤノオントロジー 牡6黒鹿57 M．デムーロ田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 494－ 21：24．8クビ 10．4
713 ランドマーキュリー 牡5栗 57 三浦 皇成木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 522－ 2 〃 ハナ 15．5�
510 オビーディエント 牡6黒鹿57 江田 照男�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 448－ 6 〃 ハナ 17．2�
59 
 モエレジュンキン 牡8鹿 57 嘉藤 貴行鈴木 照雄氏 武市 康男 浦河 藤坂 秋雄 476± 01：25．0� 196．9�
612 シグナルプロシード 牡5鹿 57 松岡 正海髙樽さゆり氏 高橋 義忠 新ひだか 元道牧場 510－ 4 〃 クビ 9．7�
11 ワンダーロード 牡5青鹿57 吉田 豊伊東 純一氏 尾形 充弘 新冠 隆栄牧場 478＋ 41：25．21� 3．7�
23 ダンシングミッシー 牝6鹿 55 勝浦 正樹伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 482＋ 81：25．3クビ 14．2�
12 ロードヴォルケーノ 牡4鹿 57 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 474－ 6 （競走中止） 17．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，569，000円 複勝： 82，454，200円 枠連： 50，688，200円
馬連： 198，560，500円 馬単： 72，350，300円 ワイド： 80，170，800円
3連複： 224，150，600円 3連単： 289，181，000円 計： 1，046，124，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，310円 複 勝 � 720円 � 1，070円 � 870円 枠 連（7－8） 3，880円

馬 連 �� 47，430円 馬 単 �� 83，480円

ワ イ ド �� 10，330円 �� 10，970円 �� 10，210円

3 連 複 ��� 377，780円 3 連 単 ��� 2，075，800円

票 数

単勝票数 計 485690 的中 � 16756（12番人気）
複勝票数 計 824542 的中 � 30976（11番人気）� 20059（15番人気）� 25084（13番人気）
枠連票数 計 506882 的中 （7－8） 10117（20番人気）
馬連票数 計1985605 的中 �� 3453（103番人気）
馬単票数 計 723503 的中 �� 650（207番人気）
ワイド票数 計 801708 的中 �� 2005（103番人気）�� 1886（104番人気）�� 2028（101番人気）
3連複票数 計2241506 的中 ��� 445（493番人気）
3連単票数 計2891810 的中 ��� 101（2889番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．3―47．2―59．1―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンキングマシーン �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 Gilded Time デビュー 2011．11．27 東京2着

2009．4．2生 �6黒鹿 母 フサイチジェット 母母 Long Distance 25戦5勝 賞金 84，943，000円
〔競走中止〕 ロードヴォルケーノ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 アルベルティ号・エリモフェザー号・キタサンミカヅキ号・ゲンパチメジャー号・コリンブレッセ号・

サクセスフェイト号・サルバドールハクイ号・スノーモンキー号・スペシャルギフト号・テムジン号・ノウレッジ号・
プリサイスエース号・メイショウワコン号



12131 5月30日 晴 良 （27東京2）第11日 第11競走 ��
��1，400�

けやき

欅 ス テ ー ク ス
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 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

611 レッドアルヴィス 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 508＋ 21：23．0 2．2�
816 アンズチャン 牝4鹿 54 三浦 皇成ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 472＋ 21：23．32 9．5�
12 キョウエイアシュラ 牡8鹿 57 内田 博幸田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 468－ 2 〃 ハナ 71．9�
35 	 タ ー ル タ ン 牡7芦 57 吉田 豊グリーンフィールズ� 吉村 圭司 米 George Waggoner

Stables Inc. 490－101：23．4クビ 7．5�
713 エ ア ウ ル フ 牡8栗 57 M．デムーロ �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム B492＋ 21：23．72 6．0�
612 ワンダーコロアール 牡6黒鹿56 大野 拓弥山本 信行氏 河内 洋 新ひだか フクダファーム 472－121：23．8
 15．9	
47 マキャヴィティ 牡4栗 56 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 千歳 社台ファーム 510＋ 61：24．43� 43．7

24 ネオザウイナー 牡7青鹿56 田中 勝春小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B504＋ 41：24．5� 78．2�
510 シセイオウジ 牡8栗 56 丸田 恭介猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 458＋ 21：24．71� 93．6�
36 ロ ン グ ロ ウ 牡8芦 56 蛯名 正義吉田 和子氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 538－121：24．8� 144．9
714 デザートオアシス 牡7鹿 56 勝浦 正樹 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 538－ 41：24．9
 80．2�
815 ラヴィアンクレール 牡7黒鹿56 田辺 裕信 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 462＋ 21：25．0クビ 25．9�
23 メイショウツチヤマ 牡8鹿 56 松岡 正海松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 494＋ 81：25．21� 293．4�
48 アメージングタクト 牡5鹿 56 石橋 脩 �サンデーレーシング 浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 81：25．41� 25．1�
11 ガ ン ジ ス 牡6栗 57 柴山 雄一林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 514± 01：25．71
 37．1�
59 ヒ メ サ ク ラ 牝5鹿 54 柴田 大知岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 458＋ 21：26．87 6．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 88，827，400円 複勝： 143，250，700円 枠連： 73，610，600円
馬連： 355，988，100円 馬単： 145，362，200円 ワイド： 139，410，600円
3連複： 411，846，900円 3連単： 645，680，900円 計： 2，003，977，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 290円 � 1，070円 枠 連（6－8） 760円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 640円 �� 2，430円 �� 9，880円

3 連 複 ��� 35，820円 3 連 単 ��� 96，990円

票 数

単勝票数 計 888274 的中 � 309080（1番人気）
複勝票数 計1432507 的中 � 404185（1番人気）� 109908（5番人気）� 23926（13番人気）
枠連票数 計 736106 的中 （6－8） 75038（2番人気）
馬連票数 計3559881 的中 �� 183535（5番人気）
馬単票数 計1453622 的中 �� 51256（6番人気）
ワイド票数 計1394106 的中 �� 59514（5番人気）�� 14441（23番人気）�� 3469（68番人気）
3連複票数 計4118469 的中 ��� 8622（97番人気）
3連単票数 計6456809 的中 ��� 4826（295番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．4―11．8―12．1―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―34．5―46．3―58．4―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドアルヴィス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Grindstone デビュー 2013．7．20 中京2着

2011．2．14生 牡4鹿 母 チャールストンハーバー 母母 Penny’s Valentine 13戦5勝 賞金 102，844，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の20頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）20頭 アスコットシチー号・エールブリーズ号・カーティスバローズ号・キクノストーム号・クラシカルノヴァ号・

サンライズブレット号・ジョヴァンニ号・タイセイファントム号・タガノトネール号・ダブルスター号・
ニシケンモノノフ号・ニシノビークイック号・ヒラボクプリンス号・ピンポン号・マウントシャスタ号・
マジェスティハーツ号・マルカバッケン号・メイケイペガスター号・メイショウオセアン号・レッドグランザ号

12132 5月30日 晴 良 （27東京2）第11日 第12競走 ��1，600�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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

611 クラシックメタル 牡4鹿 57 L．オールプレス 吉田 勝己氏 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 494－ 61：37．8 6．2�
（旧姓 L．マンビー） （新）

48 スマートラファエル 牡6黒鹿57 M．デムーロ大川 徹氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 466－ 81：37．9� 6．0�
815 ムードティアラ 牝5鹿 55 田辺 裕信�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 480－ 21：38．0クビ 4．6�
35 オニノシタブル 牡4栗 57 江田 照男青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B470± 0 〃 クビ 16．8�
59 ヴィルトグラーフ �5鹿 57 内田 博幸 �シルクレーシング 牧 光二 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 526＋ 21：38．21� 31．6�
713 メイショウドゥーマ 牡5黒鹿57 横山 典弘松本 好	氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム 480± 0 〃 ハナ 12．4

510 タガノプリンス 牡7鹿 57 田中 勝春八木 秀之氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 462＋ 41：38．3	 37．4�
24 
 ベ ッ ク 牡4栗 57 蛯名 正義細川祐季子氏 牧浦 充徳 平取 稲原牧場 494＋ 21：38．4� 2．9�
714 シュガーヒル 牡6芦 57 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 492＋ 21：38．5	 35．5�
816 ネヴァーハーツ 牝6栃栗55 柴山 雄一廣崎 玲子氏 野中 賢二 新冠 川上牧場 476± 01：38．6	 32．7�
47 ヤマチョウフェア 牡7黒鹿 57

54 ▲石川裕紀人長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 480± 01：39．02	 24．3�
11 トリニティチャーチ �7鹿 57 村田 一誠 �サンデーレーシング 本間 忍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500－ 41：39．1	 93．1�
36 アートフェスタ 牡4黒鹿 57

54 ▲井上 敏樹森山 進氏 本間 忍 浦河 丸幸小林牧場 500± 0 〃 クビ 188．7�
23 ナスノアオバ 牡4鹿 57 丸田 恭介�須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 534＋ 21：39．2クビ 67．8�
12 タマモマズルカ 牡4黒鹿57 吉田 隼人タマモ 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 520－ 8 〃 ハナ 46．4�
612 クロスカップリング �6青鹿57 戸崎 圭太諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 470＋ 6 〃 クビ 64．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 65，983，900円 複勝： 107，177，800円 枠連： 48，864，700円
馬連： 220，459，200円 馬単： 86，498，500円 ワイド： 100，155，600円
3連複： 242，417，600円 3連単： 369，794，300円 計： 1，241，351，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 220円 � 190円 � 160円 枠 連（4－6） 1，890円

馬 連 �� 2，560円 馬 単 �� 4，950円

ワ イ ド �� 890円 �� 660円 �� 520円

3 連 複 ��� 3，680円 3 連 単 ��� 24，200円

票 数

単勝票数 計 659839 的中 � 84596（4番人気）
複勝票数 計1071778 的中 � 112812（4番人気）� 142710（3番人気）� 200108（2番人気）
枠連票数 計 488647 的中 （4－6） 19962（9番人気）
馬連票数 計2204592 的中 �� 70876（8番人気）
馬単票数 計 864985 的中 �� 13093（14番人気）
ワイド票数 計1001556 的中 �� 27911（8番人気）�� 39010（5番人気）�� 51367（3番人気）
3連複票数 計2424176 的中 ��� 49359（7番人気）
3連単票数 計3697943 的中 ��� 11074（53番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．1―36．3―48．9―1：01．2―1：13．5―1：25．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クラシックメタル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．30 中山14着

2011．4．19生 牡4鹿 母 ネオクラシック 母母 バレークイーン 12戦3勝 賞金 33，120，000円
〔制裁〕 スマートラファエル号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000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） 1頭 トキノセレブ号
（非抽選馬） 3頭 ニットウビクトリー号・ビットアレグロ号・リヴァロ号
※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。



（27東京2）第11日 5月30日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 183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

217，310，000円
6，380，000円
1，430，000円
19，950，000円
72，848，000円
4，758，000円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
503，734，000円
846，956，300円
367，370，800円
1，548，792，400円
701，124，900円
683，819，500円
1，732，132，200円
2，625，634，500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 9，009，564，600円

総入場人員 59，057名 （有料入場人員 ）
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