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12037 5月3日 晴 良 （27東京2）第4日 第1競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走9時55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

612 ジャジャンケン 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 神垣 道弘 506＋ 61：38．9 10．8�
816� ソルティコメント 牡3栗 56 柴田 善臣窪田 康志氏 藤沢 和雄 米 Craig B.

Singer 450± 0 〃 アタマ 3．6�
35 � ベイビータピット 牡3栗 54 石橋 脩吉田 和美氏 斎藤 誠 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Spend-
thrift Farm

466 ―1：39．32� 4．2�
23 トーセンモバイル 牡3鹿 56 江田 照男島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 482－ 21：40．68 3．5�
714� 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 514 ―1：41．13 34．4	
59 フ ェ ル マ ー 牡3栗 56 松岡 正海池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新ひだか 西村 和夫 B520 ― 〃 クビ 90．1

47 トーセンハイアー 牡3青 56 菅原 隆一島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 520－121：41．41	 14．8�
510 シュンクルーズ 牡3黒鹿56 二本柳 壮村田 滋氏 本間 忍 新冠 パカパカ

ファーム 454＋ 41：41．5クビ 152．7�
36 キョウワクラウド 牡3黒鹿 56

53 ▲井上 敏樹�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 452－121：41．6� 44．5
48 サトノコスミック 牡3黒鹿56 藤田 伸二里見 治氏 的場 均 安平 追分ファーム 460－ 6 〃 同着 15．6�
11 ヴィクトリーアスカ 牝3黒鹿54 木幡 初広古賀 慎一氏 尾形 和幸 新ひだか 前川 正美 452＋ 81：41．7	 94．4�
12 クリノトイトイ 牡3栗 56 村田 一誠栗本 博晴氏 大江原 哲 青森 藤森 亮二 430－ 21：42．12� 253．4�
713 グリーンザナドゥ 牡3栗 56 丸田 恭介 �グリーンファーム武藤 善則 安平 ノーザンファーム 452 ―1：42．52� 95．9�
611 ラスティハーツ 牡3栗 56 和田 竜二 Him Rock Racing 田村 康仁 新冠 有限会社 大

作ステーブル 470 ―1：42．71� 8．9�
815 ロドリゴユッキ 牡3鹿 56 杉原 誠人チームユッキレーシング 高市 圭二 新ひだか 筒井 征文 B486± 01：43．33� 165．0�
24 フライガイザー 牡3黒鹿56 伊藤 工真簗詰 貴彦氏 本間 忍 新冠 カミイスタット B460－101：43．5	 46．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 14，668，500円 複勝： 22，892，700円 枠連： 13，503，900円
馬連： 47，623，200円 馬単： 24，518，200円 ワイド： 21，629，000円
3連複： 58，527，200円 3連単： 74，216，400円 計： 277，579，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 240円 � 150円 � 180円 枠 連（6－8） 870円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 4，570円

ワ イ ド �� 730円 �� 980円 �� 470円

3 連 複 ��� 3，690円 3 連 単 ��� 28，050円

票 数

単勝票数 計 146685 的中 � 10847（5番人気）
複勝票数 計 228927 的中 � 21062（5番人気）� 47728（1番人気）� 31779（3番人気）
枠連票数 計 135039 的中 （6－8） 11988（4番人気）
馬連票数 計 476232 的中 �� 18980（8番人気）
馬単票数 計 245182 的中 �� 4023（19番人気）
ワイド票数 計 216290 的中 �� 7457（7番人気）�� 5414（12番人気）�� 12279（3番人気）
3連複票数 計 585272 的中 ��� 11878（11番人気）
3連単票数 計 742164 的中 ��� 1918（89番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―36．0―48．6―1：01．5―1：14．1―1：26．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャジャンケン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2014．7．6 函館4着

2012．4．25生 牡3黒鹿 母 デライトシーン 母母 エクラドール 9戦1勝 賞金 8，700，000円
※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 エンパイアサンデー号・サクラデスティーノ号・フォルサ号

12038 5月3日 晴 良 （27東京2）第4日 第2競走 ��1，300�サラブレッド系3歳
発走10時25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

612 トミケンキルカス 牡3栗 56 三浦 皇成冨樫 賢二氏 大和田 成 新ひだか 飯岡牧場 498－ 41：20．2 4．4�
23 ウサギノカケアシ 牡3芦 56 江田 照男桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 大滝 康晴 464± 01：20．41 3．7�
713 ヴェイルドスケール 牡3鹿 56 藤岡 康太 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 524－ 4 〃 クビ 5．3�
24 サーストンカインド 牝3鹿 54 柴田 善臣齊藤 宣勝氏 天間 昭一 新冠 タニグチ牧場 472＋ 21：20．5クビ 4．0�
12 ダークグリーン 牡3青鹿56 伊藤 工真�須野牧場 尾関 知人 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 448－ 61：20．6� 12．6	
48 タイセイプレシャス 牡3栗 56 吉田 豊田中 成奉氏 池上 昌弘 新ひだか 前谷 武志 466－ 21：20．81� 14．1

815 ランドザスターズ 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B446－ 41：20．9� 107．2�

36 ヤマニンピエドール 牡3黒鹿56 柴田 大知土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 466± 01：21．0� 12．0
11 アイスイモン 牝3芦 54 柴田 未崎井門 敏雄氏 和田 雄二 日高 坂 牧場 428＋ 41：21．21� 49．5�
611 フ ロ ッ ケ 牡3栗 56 田中 勝春 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム B442－ 21：21．3� 25．6�
59 ユニコーンスター 牡3栗 56 木幡 初広田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 聖心台牧場 446－ 21：21．51� 224．6�
35 プ ル メ リ ア 牝3青鹿54 丸田 恭介北駿競走馬組合 和田 雄二 新冠 若林牧場 440－ 41：21．92� 147．5�
816 コマアルカンシエル 牡3鹿 56 大野 拓弥 �笹川大晃牧場 金成 貴史 森 笹川大晃牧場 452± 01：22．0� 212．9�
714 イ チ ゴ ッ チ 牝3鹿 54 杉原 誠人合同会社ノルディック小桧山 悟 日高 碧雲牧場 438＋ 21：22．1クビ 384．5�
510 ウイニングハート 牝3鹿 54 菅原 隆一堀口 晴男氏 石栗 龍彦 安平 橋本 善太 446－ 21：24．9大差 323．6�

（15頭）
47 キョウエイボサツ 牝3栗 54 武士沢友治田中 晴夫氏 古賀 史生 浦河 山口 義彦 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 21，485，500円 複勝： 34，005，600円 枠連： 17，979，200円
馬連： 61，103，800円 馬単： 32，189，300円 ワイド： 29，245，600円
3連複： 71，888，700円 3連単： 99，608，300円 計： 367，506，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 140円 � 160円 枠 連（2－6） 350円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 290円 �� 400円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 6，230円

票 数

単勝票数 計 214855 的中 � 38956（3番人気）
複勝票数 計 340056 的中 � 56967（2番人気）� 66191（1番人気）� 52979（4番人気）
枠連票数 計 179792 的中 （2－6） 38954（1番人気）
馬連票数 計 611038 的中 �� 63245（1番人気）
馬単票数 計 321893 的中 �� 15618（3番人気）
ワイド票数 計 292456 的中 �� 27010（2番人気）�� 18200（4番人気）�� 17347（5番人気）
3連複票数 計 718887 的中 ��� 42249（2番人気）
3連単票数 計 996083 的中 ��� 11588（8番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．5―30．4―42．7―55．1―1：07．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トミケンキルカス �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2014．6．14 東京8着

2012．2．22生 牡3栗 母 サウンドアメニティ 母母 バ ジ ー 6戦1勝 賞金 7，750，000円
〔出走取消〕 キョウエイボサツ号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウイニングハート号は，「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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サンギルロイ号
（非抽選馬） 1頭 サルバドールガロ号

第２回 東京競馬 第４日



12039 5月3日 晴 良 （27東京2）第4日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時55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

510 アンジェリー 牝3黒鹿54 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 454＋ 21：35．9 10．1�
11 ロイヤルスピリッツ 牝3鹿 54 三浦 皇成下河�行雄氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 486＋ 21：36．0� 3．4�
611 パ ン デ イ ア 牝3青 54 石橋 脩 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 420－ 6 〃 クビ 2．2�
59 ジェンツィアーナ 牝3黒鹿54 柴田 大知坂巻 勝彦氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 434± 01：36．1� 9．2�
713 マ イ ヒ レ ン 牝3鹿 54 藤岡 康太井上 一郎氏 矢野 英一 浦河 三嶋牧場 402－ 6 〃 クビ 21．0	
816 ポップスキャット 牝3黒鹿54 吉田 豊 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 442－ 81：36．2クビ 8．2

817 ワンディトウショウ 牝3黒鹿54 武士沢友治トウショウ産業� 天間 昭一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 458＋ 4 〃 クビ 34．3�
47 フォアニーム 牝3栗 54 丸田 恭介 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472－ 81：36．3クビ 21．9
815 ワンダーセーハ 牝3栗 54 嘉藤 貴行�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 448＋101：36．51� 184．8�
23 ゼイロングトゥビー 牝3青鹿54 田中 勝春加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 416＋ 41：36．81� 33．1�
35 アサクサフルート 牝3鹿 54 大野 拓弥山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 シンボリ牧場 444＋ 41：37．43� 446．3�
12 サ ン セ ド ナ 牝3栗 54 村田 一誠加藤 信之氏 伊藤 伸一 新ひだか 漆原 武男 B454＋121：37．82� 241．0�
612 チーキーデヴィル 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹平賀 久枝氏 南田美知雄 日高 中原牧場 412 ―1：37．9� 133．0�
36 メイショウメラボシ 牝3鹿 54 四位 洋文松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 440± 0 〃 クビ 241．0�
48 ブラウンルランシー 牝3鹿 54 杉原 誠人キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 金石牧場 472＋ 6 〃 アタマ 192．8�
24 アラマサメーカー 牝3黒鹿54 松岡 正海�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 472＋14 〃 ハナ 241．2�
714 ランベルティ 牝3鹿 54 伊藤 工真庄野 宏志氏 中川 公成 日高 庄野牧場 406 ―1：38．32� 170．3�

（17頭）

売 得 金
単勝： 28，680，500円 複勝： 41，026，900円 枠連： 19，262，600円
馬連： 67，025，900円 馬単： 39，728，700円 ワイド： 32，599，300円
3連複： 77，717，800円 3連単： 117，063，900円 計： 423，105，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 220円 � 140円 � 120円 枠 連（1－5） 830円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 4，250円

ワ イ ド �� 540円 �� 420円 �� 210円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 11，690円

票 数

単勝票数 計 286805 的中 � 22670（5番人気）
複勝票数 計 410269 的中 � 34182（5番人気）� 78171（2番人気）� 108911（1番人気）
枠連票数 計 192626 的中 （1－5） 17849（4番人気）
馬連票数 計 670259 的中 �� 29970（7番人気）
馬単票数 計 397287 的中 �� 7008（18番人気）
ワイド票数 計 325993 的中 �� 13682（6番人気）�� 18125（5番人気）�� 47128（1番人気）
3連複票数 計 777178 的中 ��� 53077（2番人気）
3連単票数 計1170639 的中 ��� 7256（31番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．1―11．6―12．4―12．6―12．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．2―34．3―45．9―58．3―1：10．9―1：23．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．6
3 2＝10，15（1，5，11）13（7，17）9，6，16－4（8，14）3－12 4 2＝10（1，15）（5，11）（7，13，17）（6，9，16）4（3，8，14）＝12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アンジェリー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 More Than Ready デビュー 2014．9．13 新潟10着

2012．3．10生 牝3黒鹿 母 レディトゥプリーズ 母母 Guilty Pleasure 6戦1勝 賞金 7，750，000円
※出走取消馬 パスレル号（疾病〔左肩跛行〕のため）

12040 5月3日 晴 良 （27東京2）第4日 第4競走 ��
��2，300�サラブレッド系3歳

発走11時25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
2：18．5
2：18．3

良
良

610 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 484－ 62：22．3 5．6�
45 マイネルフレッチャ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 438± 02：22．4� 3．2�
22 トリプルミッション 牝3鹿 54 田中 勝春吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 520－ 2 〃 クビ 7．5�
57 インスタントリー 牡3黒鹿56 大野 拓弥岡 浩二氏 小笠 倫弘 えりも エクセルマネジメント 466＋ 42：22．5クビ 17．3�
11 トドロキキシボジン 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹原田昭太郎氏 古賀 史生 新冠 コスモヴューファーム 506± 0 〃 クビ 87．9�
814 アドラビリティ 牝3青鹿54 松岡 正海藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 476＋ 2 〃 アタマ 24．6	
712 サトノファンタス 牡3鹿 56 藤田 伸二里見 治氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 422－ 42：22．71� 29．0

46 エレガントソング 牝3黒鹿54 吉田 豊 �シルクレーシング 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 470－ 62：22．8� 24．6�
58 スマートアロー 牡3鹿 56 和田 竜二大川 徹氏 武井 亮 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 454－ 8 〃 クビ 36．5

34 メイショウミツボシ 牡3鹿 56 藤岡 康太松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 468－ 22：23．01� 57．3�
813 ウインスペクトル 牡3鹿 56 三浦 皇成�ウイン 宗像 義忠 日高 賀張中川牧場 456± 02：23．42� 2．5�
711 キンノシャチホコ 牡3栗 56 村田 一誠田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 小倉 光博 468－ 42：24．25 388．4�
33 ハギノカイザー 牡3栗 56 石橋 脩安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 B436± 0 〃 クビ 108．7�
69 デルマハチゴロウ 牡3鹿 56 木幡 初広浅沼 廣幸氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム 474＋ 22：24．83� 143．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 27，286，500円 複勝： 34，020，200円 枠連： 16，514，200円
馬連： 64，045，800円 馬単： 37，991，400円 ワイド： 29，408，800円
3連複： 75，576，300円 3連単： 119，086，000円 計： 403，929，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 170円 � 130円 � 170円 枠 連（4－6） 770円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 410円 �� 860円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，890円 3 連 単 ��� 11，900円

票 数

単勝票数 計 272865 的中 � 38500（3番人気）
複勝票数 計 340202 的中 � 49377（3番人気）� 75479（1番人気）� 45762（4番人気）
枠連票数 計 165142 的中 （4－6） 16565（3番人気）
馬連票数 計 640458 的中 �� 48248（3番人気）
馬単票数 計 379914 的中 �� 13926（7番人気）
ワイド票数 計 294088 的中 �� 18928（3番人気）�� 8174（8番人気）�� 17775（4番人気）
3連複票数 計 755763 的中 ��� 29950（5番人気）
3連単票数 計1190860 的中 ��� 7253（32番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100�
6．9―17．9―30．1―43．1―55．8―1：08．4―1：21．4―1：34．2―1：46．9―1：58．7―2：10．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニシノカブケ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．1．31 東京中止

2012．5．23生 牡3栗 母 ニシノタカラヅカ 母母 デユプリシト 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 ウインスペクトル号は，枠内駐立不良〔突進〕。



12041 5月3日 晴 良 （27東京2）第4日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時15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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

11 オメガハイヌーン 牡3鹿 56 石橋 脩原 �子氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 464－ 41：25．8 6．9�
24 グラスエトワール 牝3鹿 54 木幡 初広半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 468＋ 21：26．01� 28．8�
816 カ ネ ー タ 牡3黒鹿56 三浦 皇成髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 496＋ 41：26．1� 2．3�
59 タケルラグーン 牡3鹿 56 和田 竜二森 保彦氏 池上 昌弘 平取 びらとり牧場 458± 01：26．52� 26．9�
47 ノーフェイト 牝3栗 54 田中 勝春髙樽さゆり氏 栗田 徹 浦河 小島牧場 452－ 2 〃 ハナ 32．7�
612 カシノトラダマシイ 牡3黒鹿56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 柏木 一則 460＋ 61：26．6� 77．8	
611 ア サ マ 牡3黒鹿56 武士沢友治江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 474＋ 21：26．7	 4．9

23 ツクバインパクト 牡3黒鹿56 柴田 善臣荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 440＋ 41：26．8クビ 11．7�
36 センコウノマイヒメ 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹ホースアディクト杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 496＋ 2 〃 クビ 93．9�
713 トーセンメリッサ 牝3青 54 伊藤 工真島川 哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 456± 01：27．33 209．2�
12 サンクタリリアス 牝3芦 54 村田 一誠�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 464－ 41：27．4� 46．9�
35 ケモノタイプ 牡3栗 56 杉原 誠人副島 義久氏 高市 圭二 様似 猿倉牧場 474－ 41：27．5クビ 62．3�
714 コンドルヒデオ 牡3鹿 56 大野 拓弥 Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 小島牧場 484－ 4 〃 ハナ 7．0�
815 ランバイワイルド 牡3鹿 56 江田 照男佐藤 力治氏 池上 昌弘 青森 ワールドファーム 438± 01：27．6	 44．4�
510
 ガルノーヴァ 牝3鹿 54 柴田 未崎�槇本牧場 的場 均 日高 槇本牧場 450± 01：28．23� 438．1�
48 ワンラヴワンハート 牡3青鹿56 藤田 伸二山住 勲氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 472－ 21：28．51	 17．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，930，400円 複勝： 45，850，300円 枠連： 20，301，800円
馬連： 83，889，300円 馬単： 41，513，100円 ワイド： 39，808，100円
3連複： 93，294，800円 3連単： 125，291，300円 計： 481，879，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 230円 � 490円 � 130円 枠 連（1－2） 2，130円

馬 連 �� 7，300円 馬 単 �� 17，500円

ワ イ ド �� 2，120円 �� 510円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 9，060円 3 連 単 ��� 70，910円

票 数

単勝票数 計 319304 的中 � 36596（3番人気）
複勝票数 計 458503 的中 � 45413（4番人気）� 17292（8番人気）� 128618（1番人気）
枠連票数 計 203018 的中 （1－2） 7377（9番人気）
馬連票数 計 838893 的中 �� 8897（24番人気）
馬単票数 計 415131 的中 �� 1779（55番人気）
ワイド票数 計 398081 的中 �� 4574（26番人気）�� 21315（3番人気）�� 8850（10番人気）
3連複票数 計 932948 的中 ��� 7721（32番人気）
3連単票数 計1252913 的中 ��� 1281（223番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．3―12．8―12．5―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．1―36．4―49．2―1：01．7―1：13．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オメガハイヌーン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Songandaprayer デビュー 2014．10．11 東京1着

2012．4．27生 牡3鹿 母 レッドシルフィア 母母 ウィンドサイレンス 5戦2勝 賞金 14，200，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 オーロラッシュ号・カシノキングダム号・クワドループル号・チェリーサマー号・リンガスヴィグラス号

12042 5月3日 晴 良 （27東京2）第4日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時45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

612 プルメリアスター 牝3鹿 54 松岡 正海 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 402－ 81：21．4 21．2�
35 トゥルームーン 牝3鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 牧 光二 日高 荒井ファーム 466± 01：21．71� 13．2�
48 リターンストローク 牡3鹿 56 藤田 伸二 �スピードファーム和田 正道 新ひだか 土田 和男 498－ 8 〃 クビ 18．6�
36 エ イ ム ハ イ 牡3鹿 56 藤岡 康太前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478＋ 6 〃 ハナ 1．9�
816 ニーマルキング 牡3鹿 56 江田 照男板橋 秋氏 田村 康仁 新ひだか 折手牧場 452－ 21：21．8� 12．7�
47 エイブルボス 牡3黒鹿56 三浦 皇成中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 452± 01：22．01	 5．3	
12 アミーキティア 牝3栗 54 丸田 恭介
ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456＋ 6 〃 クビ 8．8�
817 ド ル メ ロ 牡3黒鹿56 四位 洋文
NICKS 庄野 靖志 浦河 高村牧場 458＋ 21：22．1� 13．4�
714 シンラバンショウ 牝3鹿 54 大野 拓弥 
グリーンファーム新開 幸一 安平 ノーザンファーム 412± 01：22．2� 66．3
510 ショウナンライコウ 牡3鹿 56 和田 竜二国本 哲秀氏 古賀 史生 日高 シンボリ牧場 472± 0 〃 クビ 65．7�
23 セラフィーナ 牝3青鹿54 柴田 大知矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 B434＋ 41：22．3クビ 127．3�
59 
 キモンイーグル 牝3栗 54 嘉藤 貴行小林 祥晃氏 尾形 充弘 新ひだか 伊藤 敏明 416－ 6 〃 ハナ 204．8�
11 ヤマニンシャンデル 牝3栗 54 田中 勝春土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 438＋ 2 〃 クビ 28．1�
24 コーリンバロック �3栗 56 村田 一誠伊藤 恵子氏 小野 次郎 平取 中川 隆 448－141：22．4� 374．7�
713 アルマエルモ 牝3芦 54 吉田 豊コウトミックレーシング 高橋 文雅 新冠 イワミ牧場 418－ 41：23．03� 73．6�
815 ホームゲーム 牝3栗 54 伊藤 工真平川 浩之氏 蛯名 利弘 新ひだか 畠山牧場 476＋ 6 〃 クビ 163．5�
611 ヒマラヤテンカ 牝3青 54

51 ▲井上 敏樹辻 大作氏 小桧山 悟 熊本 片山 建治 474＋ 31：23．32 369．4�
（17頭）

売 得 金
単勝： 36，112，900円 複勝： 53，921，700円 枠連： 24，422，600円
馬連： 84，104，300円 馬単： 46，015，900円 ワイド： 42，124，700円
3連複： 95，513，000円 3連単： 142，863，300円 計： 525，078，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，120円 複 勝 � 620円 � 420円 � 550円 枠 連（3－6） 1，510円

馬 連 �� 10，000円 馬 単 �� 21，730円

ワ イ ド �� 2，670円 �� 3，770円 �� 2，690円

3 連 複 ��� 42，380円 3 連 単 ��� 290，940円

票 数

単勝票数 計 361129 的中 � 13600（8番人気）
複勝票数 計 539217 的中 � 22479（8番人気）� 35647（5番人気）� 25477（7番人気）
枠連票数 計 244226 的中 （3－6） 12497（6番人気）
馬連票数 計 841043 的中 �� 6517（30番人気）
馬単票数 計 460159 的中 �� 1588（61番人気）
ワイド票数 計 421247 的中 �� 4086（26番人気）�� 2864（39番人気）�� 4049（29番人気）
3連複票数 計 955130 的中 ��� 1690（106番人気）
3連単票数 計1428633 的中 ��� 356（630番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．4―11．9―11．7―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―34．9―46．8―58．5―1：09．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プルメリアスター �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 American Post デビュー 2014．8．9 新潟5着

2012．1．29生 牝3鹿 母 リ リ サ イ ド 母母 Miller’s Lily 6戦2勝 賞金 13，900，000円



12043 5月3日 晴 良 （27東京2）第4日 第7競走 ��
��2，100�サラブレッド系4歳以上

発走13時15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

55 オリオンザムーン 牡5栗 57 田中 勝春平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 512－ 22：14．0 8．7�
33 キネオフライト 牡4栗 57 柴田 善臣吉田 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 526＋ 62：14．32 8．4�
78 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 B490－ 62：14．51 134．0�
810 プレジールシチー 牡4黒鹿57 江田 照男 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 日高 幾千世牧場 490－ 2 〃 アタマ 2．6�
77 � 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 524－ 62：14．6	 3．0�
66 ランドントウォーク 牡4青鹿57 柴田 大知井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 B496＋ 22：15．13 58．3	
44 バ ン ク シ ー 牡5鹿 57

54 ▲井上 敏樹渡邊 隆氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 494－ 22：15．42 8．6

22 ゲンパチケンザン 牡4栗 57 松岡 正海平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 加野牧場 500－ 42：15．61
 15．2�
11 リムショット 牡4栗 57 和田 竜二松尾 正氏 藤原 辰雄 新ひだか 大塚牧場 468－ 22：15．92 26．6�
89 � ピ ー キ ー 牡4鹿 57 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新冠 村上 欽哉 472－ 22：16．21� 13．0
（10頭）

売 得 金
単勝： 26，468，300円 複勝： 30，671，000円 枠連： 14，430，600円
馬連： 69，771，500円 馬単： 37，587，100円 ワイド： 29，938，000円
3連複： 73，209，400円 3連単： 135，324，500円 計： 417，400，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 260円 � 300円 � 2，770円 枠 連（3－5） 3，620円

馬 連 �� 3，250円 馬 単 �� 6，860円

ワ イ ド �� 990円 �� 7，370円 �� 12，520円

3 連 複 ��� 70，210円 3 連 単 ��� 332，570円

票 数

単勝票数 計 264683 的中 � 24182（5番人気）
複勝票数 計 306710 的中 � 34965（4番人気）� 28019（5番人気）� 2384（10番人気）
枠連票数 計 144306 的中 （3－5） 3086（14番人気）
馬連票数 計 697715 的中 �� 16593（15番人気）
馬単票数 計 375871 的中 �� 4109（30番人気）
ワイド票数 計 299380 的中 �� 8195（14番人気）�� 1025（38番人気）�� 601（42番人気）
3連複票数 計 732094 的中 ��� 782（91番人気）
3連単票数 計1353245 的中 ��� 295（460番人気）

ハロンタイム 7．2―12．3―13．6―13．3―12．5―12．7―12．5―12．3―12．2―12．4―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―19．5―33．1―46．4―58．9―1：11．6―1：24．1―1：36．4―1：48．6―2：01．0

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

オリオンザムーン �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2013．2．23 中山9着

2010．5．6生 牡5栗 母 トーヨーサンバ 母母 サンダードーム 25戦3勝 賞金 31，360，000円

12044 5月3日 晴 良 （27東京2）第4日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走13時45分 （芝・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
1：31．3
1：30．7

良
良

35 オコレマルーナ 牡6青鹿57 石橋 脩金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 448＋ 41：33．2 3．0�

58 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＋ 21：33．51� 2．6�
34 サトノスティング 牡4青鹿57 藤田 伸二里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム 458± 0 〃 ハナ 10．9�
59 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 478－ 21：33．81� 43．3�
11 キネオピューマ 牡6鹿 57 吉田 豊吉田 千津氏 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 464＋ 41：33．9	 17．8�
814 ウインフェニックス 牡4鹿 57 松岡 正海�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 458－12 〃 クビ 6．4	
713 ダイワアクシス 牡6黒鹿57 大野 拓弥大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 452－ 4 〃 アタマ 19．8

611 ダイワストリーム 牝5栗 55 丸田 恭介大城 敬三氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム 472－ 41：34．0クビ 119．3�
46 タマモネイヴィー 牡4鹿 57 藤岡 康太タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 B500＋ 4 〃 クビ 14．0�
610 チェリーメドゥーサ 牝6青鹿55 柴田 善臣櫻井 悦朗氏 小西 一男 新ひだか 中田 浩美 452－ 61：34．1クビ 64．4
47 コスモミレネール 牝6鹿 55 嘉藤 貴行 �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 450－ 41：34．42 70．8�
23 ヴァリアシオン 牡6鹿 57 田中 勝春 �サンデーレーシング 西園 正都 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－ 21：34．61
 30．2�
712 モンプレジール 牡5鹿 57 江田 照男平田 修氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 B452± 0 〃 アタマ 303．0�
22 バルタザール 牡5鹿 57 伊藤 工真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 520－ 81：34．7� 172．5�
815 リルバイリル �7鹿 57 和田 竜二小林 薫氏 栗田 博憲 様似 富田 恭司 478± 01：35．33	 69．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 40，194，600円 複勝： 53，038，900円 枠連： 25，411，800円
馬連： 113，365，700円 馬単： 53，888，800円 ワイド： 47，807，700円
3連複： 121，203，900円 3連単： 193，004，300円 計： 647，915，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 120円 � 260円 枠 連（3－5） 310円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 210円 �� 640円 �� 790円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 9，450円

票 数

単勝票数 計 401946 的中 � 106129（2番人気）
複勝票数 計 530389 的中 � 113533（2番人気）� 132877（1番人気）� 36455（6番人気）
枠連票数 計 254118 的中 （3－5） 61667（1番人気）
馬連票数 計1133657 的中 �� 224758（1番人気）
馬単票数 計 538888 的中 �� 40649（2番人気）
ワイド票数 計 478077 的中 �� 71015（1番人気）�� 17278（5番人気）�� 13527（11番人気）
3連複票数 計1212039 的中 ��� 40611（5番人気）
3連単票数 計1930043 的中 ��� 14796（18番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．1―11．9―12．7―11．4―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．1―34．2―46．1―58．8―1：10．2―1：21．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F34．4
3 6－7＝4－5（10，15）8（2，13）（1，3，14）11（12，9） 4 6，7（10，4）（5，15）（8，13）（2，3，14）（1，11）（12，9）

勝馬の
紹 介

オコレマルーナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Woodman デビュー 2011．10．9 東京3着

2009．3．2生 牡6青鹿 母 ラスリングカプス 母母 Fieldy 20戦4勝 賞金 72，285，000円



12045 5月3日 晴 良 （27東京2）第4日 第9競走 ��
��1，400�

ばんしゅん

晩春ステークス
発走14時15分 （芝・左）
4歳以上，1，600万円以下，26．5．3以降27．4．26まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

59 � エイシンスパルタン 牡4芦 56 藤岡 康太�栄進堂 藤岡 健一 米
Hill ’n’ Dale Equine
Haldings, Inc., Heilig-
brodt Racing Stable, et al

494＋ 21：20．0 2．4�
36 マジックタイム 牝4黒鹿54 杉原 誠人 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 468－ 81：20．42� 8．7�
23 マルタカシクレノン 牡7青鹿55 和田 竜二國立 治氏 山内 研二 浦河 細道牧場 502－ 8 〃 ハナ 28．3�
47 シンデレラボーイ 牡5鹿 55 柴田 大知田畑 利彦氏 矢作 芳人 浦河 高昭牧場 498＋ 2 〃 クビ 19．7�
611 マンボネフュー 牡5青 56 四位 洋文金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 492＋ 61：20．5クビ 7．1	

12 ネオウィズダム 牡5鹿 57 松岡 正海 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 492＋ 4 〃 ハナ 17．9

48 セイクレットレーヴ 牡6鹿 56 柴田 善臣嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム 470＋121：20．71	 38．7�
35 エターナルムーン 牝5鹿 53 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 浦河 櫛桁牧場 488－ 21：20．8� 50．5�
510 ゴーハンティング 
7黒鹿56 石橋 脩 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 498－16 〃 クビ 80．3
24 プレイズエターナル 牡5黒鹿57．5 大野 拓弥 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B488＋ 6 〃 ハナ 37．9�
713 メドウヒルズ 牡4栗 55 吉田 豊�G1レーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 450－121：20．9クビ 15．4�
815 ロ ノ 牡6黒鹿55 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 470－ 21：21．0� 23．0�
11 マ カ ハ 牡6鹿 56 藤田 伸二広尾レース� 小崎 憲 大樹 大樹ファーム 468－ 41：21．1クビ 4．9�
816 コレクターアイテム 牝5黒鹿52 村田 一誠�G1レーシング 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 474＋ 2 〃 クビ 63．3�
714� タマモマーブル 
7栗 54 武士沢友治タマモ� 南井 克巳 新ひだか 前田牧場 484－ 41：21．31� 83．6�
612� デ ン フ ァ レ 牝8栗 50 井上 敏樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 浦河 宮内牧場 488＋ 61：21．93� 184．8�
817 サンマルホウセキ 牝4鹿 52 田中 勝春相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 438＋ 41：22．11� 62．9�

（17頭）

売 得 金
単勝： 46，470，900円 複勝： 66，753，500円 枠連： 34，390，500円
馬連： 143，946，400円 馬単： 65，449，800円 ワイド： 65，314，200円
3連複： 166，802，500円 3連単： 237，304，000円 計： 826，431，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 150円 � 220円 � 420円 枠 連（3－5） 810円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，170円 �� 3，010円

3 連 複 ��� 7，540円 3 連 単 ��� 21，140円

票 数

単勝票数 計 464709 的中 � 153010（1番人気）
複勝票数 計 667535 的中 � 147756（1番人気）� 73740（3番人気）� 32133（8番人気）
枠連票数 計 343905 的中 （3－5） 32572（2番人気）
馬連票数 計1439464 的中 �� 103007（3番人気）
馬単票数 計 654498 的中 �� 30795（4番人気）
ワイド票数 計 653142 的中 �� 36539（3番人気）�� 14028（8番人気）�� 5251（31番人気）
3連複票数 計1668025 的中 ��� 16580（21番人気）
3連単票数 計2373040 的中 ��� 8136（47番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．1―11．2―11．0―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．4―45．6―56．6―1：07．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エイシンスパルタン �
�
父 Zensational �

�
母父 Mutakddim デビュー 2013．12．8 阪神3着

2011．2．23生 牡4芦 母 Lady Tak 母母 Star of My Eye 8戦4勝 賞金 56，930，000円

12046 5月3日 晴 良 （27東京2）第4日 第10競走 ��
��1，600�オアシスステークス

発走14時50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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

710 カチューシャ 牝6栃栗55 伊藤 工真窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 488＋ 31：35．9 26．4�
811 サトノプライマシー 	6鹿 56 石橋 脩里見 治氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 534＋ 8 〃 アタマ 17．8�
56 サウンドトゥルー 	5栗 56 大野 拓弥山田 弘氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 476± 01：36．11
 2．7�
79 ヒラボクプリンス 牡5鹿 56 柴田 大知�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 492－ 2 〃 クビ 26．5�
812� タ ー ル タ ン 牡7芦 57 三浦 皇成グリーンフィールズ� 吉村 圭司 米 George Waggoner

Stables Inc. 500－ 21：36．41� 9．7�
33 クライスマイル 牡4黒鹿56 丸田 恭介小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 454－181：36．61 6．6	
11 タイセイファントム 牡7鹿 57 吉田 豊田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 460＋ 4 〃 アタマ 74．9

44 � サトノプリンシパル 牡5鹿 57 松岡 正海里見 治氏 矢作 芳人 米 Dr. Masa-

take Iida B552－ 41：36．81 8．2�
68 グラッツィア 牡7鹿 57 四位 洋文山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 492－ 61：37．01
 62．8�
55 キョウエイアシュラ 牡8鹿 57 武士沢友治田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 466－ 41：37．63 47．8
22 フリートストリート 牡6芦 58 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510－ 61：38．45 29．3�
67 � シンボリエンパイア 牡6黒鹿56 柴田 善臣シンボリ牧場 藤沢 和雄 米 Takahiro

Wada 528－ 4 （競走中止） 3．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 54，230，600円 複勝： 64，738，500円 枠連： 30，133，400円
馬連： 161，334，200円 馬単： 80，269，800円 ワイド： 60，072，900円
3連複： 179，962，900円 3連単： 322，267，900円 計： 953，010，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，640円 複 勝 � 470円 � 470円 � 150円 枠 連（7－8） 2，700円

馬 連 �� 18，800円 馬 単 �� 48，350円

ワ イ ド �� 3，520円 �� 1，270円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 16，310円 3 連 単 ��� 259，890円

票 数

単勝票数 計 542306 的中 � 16401（7番人気）
複勝票数 計 647385 的中 � 29474（6番人気）� 29164（7番人気）� 154528（1番人気）
枠連票数 計 301334 的中 （7－8） 8641（11番人気）
馬連票数 計1613342 的中 �� 6649（38番人気）
馬単票数 計 802698 的中 �� 1245（86番人気）
ワイド票数 計 600729 的中 �� 4267（37番人気）�� 12280（14番人気）�� 15120（10番人気）
3連複票数 計1799629 的中 ��� 8273（44番人気）
3連単票数 計3222679 的中 ��� 899（533番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．6―12．1―12．2―12．1―11．9―12．5

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カチューシャ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2012．3．17 阪神2着

2009．2．19生 牝6栃栗 母 ロマンスプレゼント 母母 ビューチフルロマン 23戦6勝 賞金 110，396，000円
［他本会外：3戦0勝］

〔競走中止〕 シンボリエンパイア号は，競走中に疾病〔左第3中手骨々折〕を発症したため3コーナーで競走中止。

１レース目



12047 5月3日 晴 良 （27東京2）第4日 第11競走 ��
��1，800�スイートピーステークス

発走15時30分 （オークストライアル） （芝・左）
牝，3歳；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

34 ディープジュエリー 牝3鹿 54 柴田 善臣吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 488＋ 41：47．4 2．0�
47 トーセンナチュラル 牝3黒鹿54 井上 敏樹島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 422± 0 〃 ハナ 164．4�
23 ロッカフラベイビー 牝3黒鹿54 田中 勝春山田 弘氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 430＋ 81：47．5� 6．8�
46 テルメディカラカラ 牝3黒鹿54 藤田 伸二小林 薫氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 440－ 21：47．71� 73．2�
712 ブ ル ロ ー ネ 牝3黒鹿54 吉田 豊山口 敦広氏 清水 久詞 新ひだか 小河 豊水 468＋ 6 〃 ハナ 65．0�
815 フローレスダンサー 牝3鹿 54 藤岡 康太 	社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム 480－ 4 〃 ハナ 10．9

59 ホワイトウインド 牝3芦 54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 清水 英克 むかわ 真壁 信一 454＋ 2 〃 ハナ 12．9�
35 ダイワミランダ 牝3栗 54 三浦 皇成大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 488－ 61：47．8クビ 5．8�
610 ゴールデンハープ 牝3栗 54 伊藤 工真窪田 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 458＋ 21：47．9� 29．9
58 シ ャ ル ー ル 牝3栗 54 四位 洋文 	キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440＋ 21：48．0� 6．9�
611 エクストラファイン 牝3黒鹿54 大野 拓弥 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 446＋ 21：48．31� 39．4�
814 エバーキュート 牝3栗 54 石橋 脩宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 436± 01：48．51	 107．1�
22 エヴァンジル 牝3黒鹿54 江田 照男岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 奥山 博 448－ 41：48．71� 96．4�
11 ハ ナ モ モ 牝3黒鹿54 武士沢友治藤沼 利夫氏 金成 貴史 新ひだか 金 宏二 452＋ 21：48．8� 155．4�
713 ギンザヴィクトリア 牝3黒鹿54 松岡 正海有馬 博文氏 水野 貴広 新冠 新冠橋本牧場 430＋ 41：49．11� 97．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 82，637，400円 複勝： 101，227，300円 枠連： 64，301，600円
馬連： 299，864，600円 馬単： 152，284，600円 ワイド： 97，105，700円
3連複： 339，341，300円 3連単： 661，838，100円 計： 1，798，600，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 1，490円 � 190円 枠 連（3－4） 2，880円

馬 連 �� 12，610円 馬 単 �� 15，160円

ワ イ ド �� 3，770円 �� 340円 �� 8，970円

3 連 複 ��� 24，930円 3 連 単 ��� 135，960円

票 数

単勝票数 計 826374 的中 � 323161（1番人気）
複勝票数 計1012273 的中 � 315283（1番人気）� 10507（14番人気）� 130540（3番人気）
枠連票数 計 643016 的中 （3－4） 17251（10番人気）
馬連票数 計2998646 的中 �� 18428（29番人気）
馬単票数 計1522846 的中 �� 7532（41番人気）
ワイド票数 計 971057 的中 �� 6133（31番人気）�� 83417（3番人気）�� 2553（60番人気）
3連複票数 計3393413 的中 ��� 10206（62番人気）
3連単票数 計6618381 的中 ��� 3529（305番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―11．8―12．6―12．1―11．9―11．1―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―36．2―48．8―1：00．9―1：12．8―1：23．9―1：35．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

ディープジュエリー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2015．2．8 東京1着

2012．5．16生 牝3鹿 母 ジュエルオブザナイト 母母 Jeweled Lady 3戦3勝 賞金 35，567，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりディープジュエリー号・トーセンナチュラル号は，優駿牝馬（GⅠ）競走に優先出走できる。

12048 5月3日 晴 良 （27東京2）第4日 第12競走 ��2，100�サラブレッド系4歳以上
発走16時10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
2：06．7
2：05．9

良
良

46 トーセンハルカゼ 牡5鹿 57
54 ▲井上 敏樹島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 484－ 62：12．1 4．7�
610 ゲルマンシチー 牡7青 57 和田 竜二 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 幌村牧場 476－ 22：13．05 47．2�
34 � ヤマカツポセイドン 牡6黒鹿57 丸田 恭介山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 466＋ 2 〃 アタマ 4．6�
712 エンキンドル 牡4青 57 藤岡 康太 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 B564＋102：13．1クビ 5．8�
35 ツクバホシノオー 牡4鹿 57 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 504－ 4 〃 クビ 13．6	
815 メイショウビザン 牝4栗 55 藤田 伸二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 488－ 4 〃 ハナ 7．6

22 ケツァルコアトル 牡5青鹿57 武士沢友治�ミルファーム 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 506－ 22：13．2クビ 121．0�
59 キネオフォルツァ 牡4芦 57 柴田 大知吉田 千津氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 522－ 62：13．41� 11．6
58 オリハルコン 牡4黒鹿57 三浦 皇成�G1レーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 524－ 2 〃 ハナ 5．7�
23 スリータイタン �6黒鹿57 大野 拓弥永井商事� 村山 明 新ひだか グランド牧場 B458± 0 〃 ハナ 47．3�
713� リゼコーフィー 牡4黒鹿57 田中 勝春飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場 474－ 62：13．5	 26．6�
47 コスモマイギフト 牡6黒鹿57 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 日田牧場 B494＋ 22：13．6クビ 230．4�
611 リーゼントブルース 牡6芦 57 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 B488＋ 8 〃 クビ 25．4�
814 ガ ム ラ ン �7青鹿57 杉原 誠人 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 534＋ 22：13．7クビ 38．3�
11 グレートヴァリュー 牡7黒鹿57 石橋 脩小林竜太郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 454－ 2 〃 ハナ 35．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 55，817，900円 複勝： 75，540，600円 枠連： 41，629，600円
馬連： 168，829，300円 馬単： 71，369，800円 ワイド： 70，673，900円
3連複： 198，068，500円 3連単： 309，580，200円 計： 991，509，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 960円 � 170円 枠 連（4－6） 3，690円

馬 連 �� 9，840円 馬 単 �� 16，480円

ワ イ ド �� 2，370円 �� 430円 �� 3，410円

3 連 複 ��� 13，810円 3 連 単 ��� 72，870円

票 数

単勝票数 計 558179 的中 � 94734（2番人気）
複勝票数 計 755406 的中 � 120142（2番人気）� 14665（13番人気）� 135487（1番人気）
枠連票数 計 416296 的中 （4－6） 8727（15番人気）
馬連票数 計1688293 的中 �� 13285（35番人気）
馬単票数 計 713698 的中 �� 3248（59番人気）
ワイド票数 計 706739 的中 �� 7270（29番人気）�� 47339（1番人気）�� 5014（41番人気）
3連複票数 計1980685 的中 ��� 10754（44番人気）
3連単票数 計3095802 的中 ��� 3080（244番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．4―31．3―44．1―56．4―1：09．3―1：22．2―1：34．8―1：47．4―1：59．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーセンハルカゼ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．12．22 中山3着

2010．3．23生 牡5鹿 母 トーセンハピネス 母母 リッジフィールド 22戦4勝 賞金 59，153，000円

４レース目



（27東京2）第4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 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

230，610，000円
5，480，000円
1，490，000円
21，210，000円
71，841，500円
4，654，000円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
465，984，000円
623，687，200円
322，281，800円
1，364，904，000円
682，806，500円
565，727，900円
1，551，106，300円
2，537，448，200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 8，113，945，900円

総入場人員 60，471名 （有料入場人員 57，693名）
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