
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

12097 5月24日 晴 良 （26東京2）第9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
1：34．4
1：33．3

重
良

714 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 514＋ 21：39．2 1．7�
35 コンフォータブル 牝3青鹿54 村田 一誠石瀬 浩三氏 尾形 和幸 新冠 樋渡 信義 486－ 4 〃 アタマ 424．4�
36 グランドエンジェル 牝3鹿 54 武士沢友治�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 442－ 21：39．41� 364．5�
815 レッドクラリス 牝3栗 54 内田 博幸 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 450＋ 2 〃 ハナ 5．0�
612 エドノプリンセス 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁遠藤 喜松氏 菊沢 隆徳 新ひだか 沖田 忠幸 454－ 61：39．5クビ 29．4	
23 スエヒロフィオーレ 牝3鹿 54 吉田 豊�みどり住宅 金成 貴史 浦河 三枝牧場 446－ 41：39．71� 156．3

816 フルオブプロミス 牝3鹿 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：39．8� 4．4�
24 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 B468＋ 2 〃 クビ 13．4�
59 ダイオプサイド 牝3栗 54 北村 宏司平井 裕氏 田村 康仁 浦河 カナイシスタッド 484－ 6 〃 ハナ 27．5
510 ゴールデンフェザー 牝3栗 54 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 470＋ 21：39．9クビ 30．9�
47 アルミサエル 牝3黒鹿54 的場 勇人冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 434－ 41：40．11� 248．7�
48 オーガンディー 牝3芦 54 柴田 大知栗坂 崇氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 434＋ 61：40．52� 50．0�
12 ボイルトウショウ 牝3栗 54 田中 勝春トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 408－ 41：40．6クビ 55．6�
713 フジマサミラージュ 牝3栗 54 宮崎 北斗藤原 正一氏 南田美知雄 千歳 社台ファーム 446± 01：41．02� 505．5�
611 キ タ ハ ナ 牝3鹿 54 石橋 脩北村 和哉氏 奥平 雅士 青森 北村牧場 458 ―1：41．1� 252．2�
11 クツワホームラン 牝3栗 54 大野 拓弥芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 442＋ 21：43．6大差 318．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，198，100円 複勝： 86，170，900円 枠連： 16，779，600円
馬連： 49，960，900円 馬単： 37，731，600円 ワイド： 25，850，800円
3連複： 68，694，000円 3連単： 129，430，100円 計： 441，816，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 6，000円 � 5，930円 枠 連（3－7） 9，530円

馬 連 �� 24，670円 馬 単 �� 24，520円

ワ イ ド �� 8，810円 �� 8，530円 �� 93，040円

3 連 複 ��� 603，530円 3 連 単 ��� 1，872，930円

票 数

単勝票数 計 271981 的中 � 127835（1番人気）
複勝票数 計 861709 的中 � 543956（1番人気）� 1551（15番人気）� 1569（14番人気）
枠連票数 計 167796 的中 （3－7） 1300（16番人気）
馬連票数 計 499609 的中 �� 1495（35番人気）
馬単票数 計 377316 的中 �� 1136（44番人気）
ワイド票数 計 258508 的中 �� 724（44番人気）�� 748（43番人気）�� 68（111番人気）
3連複票数 計 686940 的中 ��� 84（280番人気）
3連単票数 計1294301 的中 ��� 51（1035番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．4―35．5―48．3―1：01．3―1：14．0―1：26．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドリームティアラ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2013．6．23 東京2着

2011．4．21生 牝3栗 母 ゴールドティアラ 母母 Bright Tiara 5戦1勝 賞金 13，100，000円
※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） 1頭 ヨイチスノー号
（非抽選馬） 6頭 イニシアチブバイオ号・サマードール号・タイキビスタ号・ドルチェメンテ号・トワノトップガン号・

ビビッドフレイム号

12098 5月24日 晴 良 （26東京2）第9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

713 ゼンノブショウ 牡3鹿 56 大野 拓弥大迫久美子氏 高橋 文雅 浦河 杵臼斉藤牧場 438－ 61：25．8 9．9�
48 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 B462＋ 21：26．01 10．7�
612 ドリーミングハート 牡3鹿 56 村田 一誠吉田 千津氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 480 ―1：26．1� 73．7�
510 モリトハリウッド 牡3鹿 56 吉田 豊石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 508＋ 4 〃 クビ 9．4�
12 エ ー ス ワ ン 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹榊原 秀雄氏 菅原 泰夫 新冠 中地 義次 484± 01：26．52� 9．5�
11 ラインシャドー 牡3黒鹿56 内田 博幸大澤 繁昌氏 根本 康広 新ひだか 飛野牧場 496± 0 〃 クビ 21．0�
35 カ プ チ ー ノ 牡3鹿 56 西田雄一郎小野 博郷氏 柴田 政人 新ひだか 稲葉牧場 468＋ 61：26．81� 46．4	
24 オールレディゼア 牡3黒鹿56 三浦 皇成
ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 510－ 8 〃 ハナ 7．5�
611 タ ニ タ ニ 牡3黒鹿56 北村 宏司中村 祐子氏 新開 幸一 浦河 谷口牧場 520＋ 6 〃 クビ 2．9�
714 キーアイテム 牡3鹿 56 戸崎 圭太北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 450－ 8 〃 ハナ 5．8
36 オーガスタウインド 牡3鹿 56 宮崎 北斗吉田 好雄氏 高橋 義博 新冠 山岡牧場 414－ 21：27．11� 151．1�
816 カーボンタイクーン 牡3鹿 56 C．ウィリアムズ 米本 昌史氏 木村 哲也 浦河 丸村村下

ファーム 492± 0 〃 クビ 23．1�
（豪）

47 ゲンパチケンザン 牡3栗 56 岩部 純二平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 加野牧場 B482－ 61：27．95 19．7�
815 カ ツ ラ オ ー 牡3栗 56

53 ▲長岡 禎仁篠木 俊二氏 菅原 泰夫 茨城 篠木牧場 436＋ 21：29．07 151．5�
59 ノヴァーリス 牡3芦 56 横山 和生 
キャロットファーム 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 484 ―1：31．5大差 78．6�

（15頭）
23 トラストマティーニ 牡3鹿 56 蛯名 正義菅波 雅巳氏 田村 康仁 新冠 有限会社 大

作ステーブル 448－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 16，965，800円 複勝： 35，076，800円 枠連： 14，941，700円
馬連： 26，974，900円 馬単： 16，350，000円 ワイド： 16，392，700円
3連複： 28，993，900円 3連単： 41，029，400円 計： 196，725，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 320円 � 340円 � 3，040円 枠 連（4－7） 1，910円

馬 連 �� 3，830円 馬 単 �� 7，570円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 15，620円 �� 18，100円

3 連 複 ��� 163，340円 3 連 単 ��� 672，890円

票 数

単勝票数 差引計 169658（返還計 62740） 的中 � 13549（6番人気）
複勝票数 差引計 350768（返還計 81820） 的中 � 32084（5番人気）� 28990（6番人気）� 2582（13番人気）
枠連票数 差引計 149417（返還計 6291） 的中 （4－7） 5780（8番人気）
馬連票数 差引計 269749（返還計180642） 的中 �� 5207（16番人気）
馬単票数 差引計 163500（返還計115077） 的中 �� 1595（31番人気）
ワイド票数 差引計 163927（返還計 78187） 的中 �� 3003（22番人気）�� 254（70番人気）�� 219（75番人気）
3連複票数 差引計 289939（返還計310055） 的中 ��� 131（241番人気）
3連単票数 差引計 410294（返還計456921） 的中 ��� 45（1181番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．1―35．8―48．0―1：00．6―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼンノブショウ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Singspiel デビュー 2013．11．23 東京10着

2011．4．16生 牡3鹿 母 ジュピターズビコー 母母 Willow Gold 7戦1勝 賞金 8，300，000円
〔競走除外〕 トラストマティーニ号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノヴァーリス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年6月24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 クリスタルキー号
（非抽選馬） 1頭 デルマアクビチャン号
※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。

第２回 東京競馬 第９日



12099 5月24日 晴 良 （26東京2）第9日 第3競走 ��
��2，100�サラブレッド系3歳

発走11時10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
2：06．7
2：05．9

良
良

35 ランドントウォーク 牡3青鹿56 柴田 善臣井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 B490＋ 62：14．9 13．2�
23 モンサンプロキオン 牡3鹿 56 松岡 正海山下 新一氏 小野 次郎 新冠 飛渡牧場 B490＋ 2 〃 クビ 19．8�
510 シュタインベルガー 牡3青鹿56 内田 博幸 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 500＋ 2 〃 アタマ 1．5�
12 ブラウンサターン 牡3青鹿56 吉田 豊キャピタルクラブ 小西 一男 新冠 北星村田牧場 454－ 62：15．21� 116．5�
47 ダイワインテンス 牝3鹿 54 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 B494＋ 22：15．3� 20．5�
611 シゲルヒュウガ 牡3栗 56 柴田 大知森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 山田牧場 B482± 0 〃 クビ 8．0	
816 レオウィッシュ 牡3栗 56 横山 和生
レオ 小野 次郎 新ひだか 前谷 武志 B476＋ 6 〃 ハナ 85．4�
815 プ コ ナ コ ナ 牡3鹿 56 武士沢友治松岡 雅昭氏 加藤 和宏 日高 アイズスタッド株式会社 480－ 22：15．61� 59．5�
713 インストレーション 牡3鹿 56 蛯名 正義有限会社シルク中川 公成 日高 庄野牧場 534 ―2：15．81	 16．7
714 シンザンプロスパー 牡3鹿 56 西田雄一郎平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 細川牧場 526＋10 〃 クビ 12．8�
24 コマノアスリート 牡3鹿 56 三浦 皇成長谷川芳信氏 菊川 正達 新ひだか 西川富岡牧場 458± 0 〃 アタマ 23．9�
11 ハワイアンブロー 牡3栗 56 田中 勝春有限会社シルク大竹 正博 安平 ノーザンファーム 528－ 22：15．9クビ 105．8�
48 アイヅバレット 牡3黒鹿56 江田 照男真部 晴德氏 佐藤 吉勝 平取 原田 新治 448＋ 2 〃 クビ 184．9�
59 ケイツーエマー 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹楠本 勝美氏 菅原 泰夫 新ひだか 築紫 洋 B450＋ 22：16．32� 210．7�
36 リトルキング 牡3鹿 56 嘉藤 貴行�大北牧場 佐藤 吉勝 浦河 大北牧場 430＋ 22：16．4クビ 441．2�
612 クオーターマスター 牡3芦 56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム B506－ 82：18．7大差 19．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，378，100円 複勝： 79，927，300円 枠連： 15，368，600円
馬連： 45，078，900円 馬単： 36，191，600円 ワイド： 26，074，300円
3連複： 62，944，900円 3連単： 110，623，800円 計： 403，587，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 230円 � 350円 � 110円 枠 連（2－3） 3，530円

馬 連 �� 8，190円 馬 単 �� 17，850円

ワ イ ド �� 1，760円 �� 320円 �� 500円

3 連 複 ��� 3，510円 3 連 単 ��� 51，680円

票 数

単勝票数 計 273781 的中 � 16443（4番人気）
複勝票数 計 799273 的中 � 46979（3番人気）� 25043（6番人気）� 501335（1番人気）
枠連票数 計 153686 的中 （2－3） 3220（12番人気）
馬連票数 計 450789 的中 �� 4067（22番人気）
馬単票数 計 361916 的中 �� 1497（41番人気）
ワイド票数 計 260743 的中 �� 3251（19番人気）�� 22417（2番人気）�� 12860（5番人気）
3連複票数 計 629449 的中 ��� 13252（9番人気）
3連単票数 計1106238 的中 ��� 1580（140番人気）

ハロンタイム 7．3―11．5―12．8―13．3―13．1―13．2―13．0―12．5―12．4―12．5―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―18．8―31．6―44．9―58．0―1：11．2―1：24．2―1：36．7―1：49．1―2：01．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ランドントウォーク �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー 2013．11．23 東京18着

2011．2．4生 牡3青鹿 母 ジョセフィーヌ 母母 タケノフアルコン 7戦1勝 賞金 7，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 クリノビシャモン号

12100 5月24日 晴 良 （26東京2）第9日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時40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
1：31．3
1：30．7

良
良

11 ダブルコーク 牡3黒鹿56 蛯名 正義�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 470－ 41：34．9 2．6�
12 ブルーホール 牡3青鹿56 横山 和生�Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 438－ 2 〃 クビ 8．0�
510 チャンピオンルパン 牡3鹿 56 内田 博幸坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 榊原 光子 474 ―1：35．32� 39．2�
23 グロリアストレイル 牡3栗 56 北村 宏司有限会社シルク小島 茂之 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：35．4� 11．2�
35 マイネルファラオン 牡3黒鹿56 三浦 皇成 �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 490－ 7 〃 アタマ 21．8�
47 ラストダンサー 牡3青鹿56 横山 典弘草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 430＋ 41：35．72 3．4	
714 マイネルシャルフ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム 482－ 81：35．91� 21．6

24 サムデイオーラム 牡3青鹿56 田中 勝春�ジェイアール 岩戸 孝樹 新ひだか 曾我 博 470＋ 4 〃 クビ 41．7�
59 カメレオンアミ 牝3鹿 54 岩部 純二�和田牧場 和田 正道 新冠 武田 修一 436± 01：36．0クビ 253．7
713 スイートイレーヌ 牝3鹿 54 的場 勇人シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 446＋ 6 〃 クビ 336．4�
715 ナ リ ノ サ チ 牝3青鹿54 西田雄一郎成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 424－ 41：36．21� 442．6�
816 メ テ オ ー ロ 牡3栗 56 江田 照男白井 岳氏 矢野 英一 日高 白井牧場 458－ 21：36．3クビ 111．3�
612	 アワフレイム 牝3黒鹿54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 栗田 博憲 米 Hinkle Farms 464＋ 2 〃 クビ 6．0�
48 ゾ ネ ブ ル ム 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾関 知人 新ひだか 西村 和夫 484± 01：36．83 516．0�

817 マイネルピクトル 牡3鹿 56 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菅原 泰夫 新ひだか 大典牧場 510 ―1：36．9� 47．2�

818 ギンザデネボラ 牡3鹿 56 村田 一誠有馬 博文氏 天間 昭一 新冠 競優牧場 B462－ 81：37．11 268．2�
36 エクセルバード 牡3鹿 56 大庭 和弥谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 前田牧場 438－ 81：38．48 480．8�
611 エヌワイゴールド 牡3栗 56 国分 恭介サンアンドコム 和田 正道 新ひだか 酒井 亨 452＋ 81：38．5
 616．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，844，500円 複勝： 39，114，300円 枠連： 15，132，500円
馬連： 52，047，800円 馬単： 33，864，200円 ワイド： 23，895，400円
3連複： 63，729，800円 3連単： 108，825，600円 計： 363，454，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 220円 � 670円 枠 連（1－1） 1，030円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，540円 �� 3，270円

3 連 複 ��� 8，940円 3 連 単 ��� 28，120円

票 数

単勝票数 計 268445 的中 � 83048（1番人気）
複勝票数 計 391143 的中 � 98787（1番人気）� 47075（4番人気）� 10849（8番人気）
枠連票数 計 151325 的中 （1－1） 10935（4番人気）
馬連票数 計 520478 的中 �� 46296（2番人気）
馬単票数 計 338642 的中 �� 18653（3番人気）
ワイド票数 計 238954 的中 �� 18009（2番人気）�� 3636（17番人気）�� 1661（32番人気）
3連複票数 計 637298 的中 ��� 5265（26番人気）
3連単票数 計1088256 的中 ��� 2857（78番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．1―46．8―58．9―1：10．7―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F36．0
3 9－（4，13）－（2，12）7（1，5，16）17（3，6）（11，15）8，18，14－10 4 9，4－13－2（1，7，12）（3，5，16）17（11，6，15）8（18，14）10

勝馬の
紹 介

ダブルコーク �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．2．10 東京4着

2011．5．19生 牡3黒鹿 母 ホリデイオンアイス 母母 カ ー リ ン グ 4戦1勝 賞金 7，900，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アンジュドボヌール号・ケンブリッジベラ号・サトノスティング号・サトノバイタル号・パリーアーク号・

ヤマニンボレアル号



12101 5月24日 晴 良 （26東京2）第9日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時30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

11 ロッカバラード 牡3青鹿56 蛯名 正義 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 434－ 22：03．1 2．5�
713 サーストンコラルド 牡3鹿 56 北村 宏司齊藤 宣勝氏 戸田 博文 新ひだか 藤沢牧場 460＋ 42：03．31� 3．6�
24 ファイネストアワー 牡3栗 56 内田 博幸矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 452－10 〃 ハナ 38．1�
611 ロンギングケイシー 牡3黒鹿56 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 474＋ 22：03．62 8．8�
510 エルズミーア 牡3黒鹿56 C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 548 ―2：03．91� 7．3�

（豪）

48 ラストシャングリラ 牡3黒鹿56 江田 照男 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 456－ 42：04．32� 119．7	
817 ボビンレース 牝3栗 54 田中 勝春 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 474＋ 8 〃 クビ 34．0

816 レイニーアプローズ 牡3鹿 56 武士沢友治吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 462± 0 〃 ハナ 17．2�
59 リ ス ク オ ン 牝3栗 54 三浦 皇成ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 466＋ 22：04．51 8．6�
818 ロイヤルベビー 牝3黒鹿54 松岡 正海�北島牧場 松山 将樹 平取 北島牧場 440－ 22：04．6� 158．7
12 ヴィジオネール 牝3黒鹿54 宮崎 北斗加藤 誠氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 412－ 22：04．81 217．9�
715 オールドケベック 牝3黒鹿54 横山 和生吉田 照哉氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 456－ 42：04．9� 35．9�
23 ファインクリスエス 牡3黒鹿56 大野 拓弥井山 登氏 矢野 英一 新冠 岩見牧場 B470＋ 4 〃 クビ 77．0�
714 コスモエトワール 牡3栗 56 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム 442＋ 42：05．0� 169．7�
36 マイネコンチェルト 牝3栗 54 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム B388－ 62：05．1クビ 257．9�
612 ニシノスコーピオン 牡3黒鹿56 梶 晃啓西山 茂行氏 加藤 和宏 浦河 高昭牧場 462－ 6 〃 クビ 339．0�
47 ブラックチョコ 牝3鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 武市 康男 日高 シンボリ牧場 414－ 22：05．31� 74．0�
35 ラストジョブ 牝3鹿 54 村田 一誠米津 佳昭氏 尾形 和幸 浦河 杵臼牧場 432－122：05．72� 106．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，606，800円 複勝： 39，540，200円 枠連： 17，641，100円
馬連： 49，565，300円 馬単： 32，493，100円 ワイド： 25，637，900円
3連複： 66，400，200円 3連単： 106，140，200円 計： 362，024，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 160円 � 630円 枠 連（1－7） 510円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，290円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 5，560円 3 連 単 ��� 19，040円

票 数

単勝票数 計 246068 的中 � 79043（1番人気）
複勝票数 計 395402 的中 � 94246（1番人気）� 75666（2番人気）� 10745（9番人気）
枠連票数 計 176411 的中 （1－7） 25720（2番人気）
馬連票数 計 495653 的中 �� 65344（1番人気）
馬単票数 計 324931 的中 �� 25165（1番人気）
ワイド票数 計 256379 的中 �� 29801（1番人気）�� 4455（15番人気）�� 2520（23番人気）
3連複票数 計 664002 的中 ��� 8828（16番人気）
3連単票数 計1061402 的中 ��� 4116（50番人気）

ハロンタイム 13．1―12．3―12．6―13．2―12．5―12．5―12．3―11．6―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．4―38．0―51．2―1：03．7―1：16．2―1：28．5―1：40．1―1：51．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

ロッカバラード �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Sri Pekan デビュー 2013．6．9 東京6着

2011．2．17生 牡3青鹿 母 ルンバロッカ 母母 Rumba Azul 9戦1勝 賞金 10，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 カンタベリーマーチ号・カンタベリーラウス号・コクシブルース号・スプリングアップ号・ヒカルマナムスメ号・

フルマークス号・マイネソルプレーザ号・マイネルゲール号・マスソングウインド号
※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。

12102 5月24日 晴 良 （26東京2）第9日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走13時00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 1，450，000
1，450，000

円
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 リアルモード 牡3鹿 56
53 ▲長岡 禎仁寺田千代乃氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 464－ 21：24．2 3．2�

36 キョウエイマグマ 牡3鹿 56 蛯名 正義田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 沖田 忠幸 468－ 21：24．3� 7．2�
12 � チ ー フ テ ン 牡3鹿 56 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 土田 稔 新ひだか 大典牧場 468＋ 2 〃 クビ 302．2�
47 ジャコカッテ 牡3栗 56 C．ウィリアムズ 晴間 初栄氏 高橋 義忠 新冠 カミイスタット 488－ 4 〃 同着 3．2�

（豪）

510 ザ マ ン ダ 牝3青鹿54 横山 典弘 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 484－ 21：24．61� 4．9�

24 プレシャスムーン 牝3鹿 54
51 ▲井上 敏樹鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 430＋ 41：24．7� 50．8�

611 カシノスティーヴ 牡3栗 56 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 青森 一山育成牧場 B494－ 21：24．8� 199．5	
48 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 B492－ 21：25．12 19．9�
816 サクセスコード 牡3黒鹿56 武士沢友治吉田 正志氏 武藤 善則 安平 追分ファーム B492＋ 2 〃 アタマ 106．8�
713 ロマンシーズ 牡3鹿 56 江田 照男菅 實氏 石毛 善彦 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 502± 01：25．31� 82．3
35 マックスユーキャン 牝3栗 54 石橋 脩 �キャロットファーム 鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 41：25．72� 25．1�
23 ウイングラビティ 牡3鹿 56 大野 拓弥
ウイン 武市 康男 新ひだか 城地 清満 B472－ 21：26．12� 193．4�
714 チ ャ ー マ ー 牡3青鹿56 戸崎 圭太 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 504＋121：26．2� 8．1�
815 パ ブ ロ ワ 牝3芦 54 吉田 豊菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B490－ 21：26．94 192．1�
59 キンノタマゴ 牡3鹿 56 村田 一誠田頭 勇貴氏 大和田 成 新ひだか 三石橋本牧場 446－ 41：27．64 230．3�
612 バンダムギムレット 牡3黒鹿56 横山 和生山科 統氏 黒岩 陽一 浦河 バンダム牧場 414－ 41：28．23� 548．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，824，700円 複勝： 47，911，700円 枠連： 13，957，300円
馬連： 60，873，700円 馬単： 35，219，100円 ワイド： 26，906，200円
3連複： 75，851，200円 3連単： 125，632，200円 計： 417，176，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 120円 � 140円 �
�

1，950円
130円 枠 連（1－3） 830円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 250円 ��
��

2，070円
200円

��
��

5，890円
290円

3 連 複 ���
���

16，490円
550円 3 連 単 ���

���
62，030円
3，530円

票 数

単勝票数 計 308247 的中 � 78185（1番人気）
複勝票数 計 479117 的中 �

�
108251
91637

（1番人気）
（2番人気）

� 70297（4番人気）� 2363（14番人気）

枠連票数 計 139573 的中 （1－3） 12474（4番人気）
馬連票数 計 608737 的中 �� 51330（2番人気）
馬単票数 計 352191 的中 �� 14980（4番人気）
ワイド票数 計 269062 的中 ��

��
18164
531
（4番人気）
（62番人気）

��
��

1553
14550

（33番人気）
（5番人気）

�� 25193（1番人気）

3連複票数 計 758512 的中 ��� 1578（76番人気）��� 55106（2番人気）
3連単票数 計1256322 的中 ��� 740（304番人気） ��� 13294（12番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．3―12．1―12．1―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．4―34．7―46．8―58．9―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リアルモード �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．6．30 福島7着

2011．3．26生 牡3鹿 母 シャペロンルージュ 母母 プリンセスマリー 10戦2勝 賞金 17，650，000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。



12103 5月24日 晴 良 （26東京2）第9日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走13時30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
1：34．4
1：33．3

重
良

612 クラーロデルナ 牡5鹿 57 横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 492± 01：37．2 26．4�
611 オ リ ア ー ナ 牝4青鹿55 田中 勝春 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 豊洋牧場 494＋ 61：37．51� 14．4�
23 ニューハウン 牡4鹿 57 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 日高 日高大洋牧場 518－ 2 〃 アタマ 4．4�
24 ナムライチバンボシ 牡4鹿 57 三浦 皇成奈村 信重氏 大和田 成 日高 中前牧場 502＋ 81：37．6	 2．3�
36 クラウドチェンバー 
5鹿 57 大野 拓弥 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 454－ 21：38．02	 4．4	
35 マグナムボーイ 牡4鹿 57 嘉藤 貴行古賀 禎彦氏 大江原 哲 新ひだか 増本牧場 514＋ 41：38．31� 23．2

816 マイネルパイレーツ 牡4栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 494－121：38．4� 12．1�
510 ダブルファンタジー 牝4栗 55 西田雄一郎安原 浩司氏 高橋 文雅 浦河 辻 牧場 492± 0 〃 クビ 33．0�
11 � スペシャルリッチ 牡4青鹿57 石橋 脩宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 512－ 41：38．61 55．4
48 � コパノツイテル 牡5黒鹿 57

54 ▲長岡 禎仁小林 祥晃氏 小野 次郎 日高 ヤナガワ牧場 462＋ 21：38．92 96．9�
47 �� ツヴァイハンダー 牡5鹿 57 北村 宏司伊藤 英明氏 藤沢 和雄 米 Hidetoshi

Yamamoto 550－ 61：39．11 20．8�
714 クリーンオトコギ 牡4栗 57 松岡 正海石橋 和夫氏 清水 英克 様似 猿倉牧場 446－ 41：40．27 226．7�
713 ケイアイエイト 牡4鹿 57 江田 照男亀田 和弘氏 武井 亮 新ひだか 松田牧場 B490＋ 21：40．94 217．7�
815� マヤノフォルゴーレ 牡5芦 57 吉田 豊田所 英子氏 小笠 倫弘 新冠 高橋 忍 472－ 21：41．64 123．0�
59 � ラ ノ ラ ラ ク 牝4栗 55 大庭 和弥�ミルファーム 畠山 重則 浦河 バンダム牧場 B488＋101：42．02	 331．1�
12 クラウンビション 牝4栗 55 村田 一誠�クラウン 伊藤 伸一 新ひだか 仲野牧場 B462± 01：49．1大差 86．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，014，000円 複勝： 47，113，500円 枠連： 18，254，200円
馬連： 57，753，500円 馬単： 33，987，500円 ワイド： 26，217，200円
3連複： 69，864，600円 3連単： 119，016，000円 計： 399，220，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，640円 複 勝 � 760円 � 420円 � 180円 枠 連（6－6） 24，500円

馬 連 �� 20，490円 馬 単 �� 31，920円

ワ イ ド �� 5，030円 �� 2，530円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 25，480円 3 連 単 ��� 202，390円

票 数

単勝票数 計 270140 的中 � 8083（8番人気）
複勝票数 計 471135 的中 � 13469（9番人気）� 26519（6番人気）� 92519（2番人気）
枠連票数 計 182542 的中 （6－6） 550（30番人気）
馬連票数 計 577535 的中 �� 2081（40番人気）
馬単票数 計 339875 的中 �� 786（69番人気）
ワイド票数 計 262172 的中 �� 1253（40番人気）�� 2532（23番人気）�� 6368（9番人気）
3連複票数 計 698646 的中 ��� 2024（66番人気）
3連単票数 計1190160 的中 ��� 434（464番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．7―12．0―12．5―13．1―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．0―34．7―46．7―59．2―1：12．3―1：24．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．5―3F38．0
3 ・（9，13）－（10，15）（2，4）（5，16）6（8，12）（1，11）－3－（7，14） 4 ・（9，13）－10，4（5，15）（6，16）12（8，11）（1，3）（2，7，14）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

クラーロデルナ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Gulch デビュー 2011．12．17 中山9着

2009．3．17生 牡5鹿 母 ガ テ ィ ー ク 母母 Nastique 25戦2勝 賞金 23，690，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クラウンビション号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年6月24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） 3頭 オフショア号・ヒアルロンサン号・ホクレアポパイ号
（非抽選馬） 1頭 ウインドクラスト号

12104 5月24日 晴 良 （26東京2）第9日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走14時00分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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

510� ホワイトプラネット 牝4芦 55 内田 博幸石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム B504－ 21：24．3 3．3�
612 ネロディアマンテ 牝4青 55 C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 相沢 郁 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514－ 21：24．72� 2．7�
（豪）

35 ナムラビジン 牝4鹿 55 田中 勝春奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 B482＋ 61：25．23 11．7�
611� ラヴィーズバード 牝5鹿 55 三浦 皇成藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 442＋ 2 〃 クビ 7．3�
713� ニュアージゲラン 牝5鹿 55 吉田 豊白井 岳氏 大久保洋吉 日高 碧雲牧場 462＋ 21：25．62� 9．7�
816 メテオレイン 牝5鹿 55 松岡 正海亀井 哲也氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム 468＋101：25．81� 49．6	
815 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 B444－ 61：25．9	 83．5

11 クレバーパルマ 牝4栗 55 戸崎 圭太本間 充氏 根本 康広 新ひだか 橋本牧場 438＋ 61：26．11 12．5�
47 テ ツ ナ ゴ オ 牝4黒鹿 55

52 ▲井上 敏樹�ビリオンスター加藤 征弘 千歳 社台ファーム 452－ 41：26．2� 152．5
12 � ナルミチャン 牝4鹿 55 北村 宏司�日東牧場 黒岩 陽一 浦河 日東牧場 470＋ 21：26．41� 46．5�
23 ソフトライム 牝4黒鹿55 江田 照男吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B472＋ 41：26．5� 208．9�
714 モ リ ミ ヤ ビ 牝4栗 55 的場 勇人�森島商事 牧 光二 安平 ノーザンファーム B450＋ 81：26．6� 254．3�
59 タイキグラミー 牝4鹿 55 石橋 脩�大樹ファーム 尾形 充弘 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 466＋12 〃 ハナ 20．8�
36 エバーダンシング 牝4栗 55 蛯名 正義宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 450＋ 41：26．81� 30．9�
24 ジャズダンサー 牝4栃栗55 大野 拓弥�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 420－261：26．9クビ 88．4�
48 フィールザロマンス 牝4黒鹿 55

52 ▲長岡 禎仁坂田 行夫氏 武井 亮 むかわ 平岡牧場 B466＋ 41：27．11� 66．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，583，600円 複勝： 57，063，700円 枠連： 23，014，000円
馬連： 72，140，800円 馬単： 42，229，300円 ワイド： 34，771，800円
3連複： 90，624，100円 3連単： 146，647，700円 計： 500，075，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 140円 � 320円 枠 連（5－6） 380円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 300円 �� 890円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，470円 3 連 単 ��� 10，490円

票 数

単勝票数 計 335836 的中 � 80778（2番人気）
複勝票数 計 570637 的中 � 104244（2番人気）� 130897（1番人気）� 34329（6番人気）
枠連票数 計 230140 的中 （5－6） 45318（1番人気）
馬連票数 計 721408 的中 �� 86358（1番人気）
馬単票数 計 422293 的中 �� 26106（2番人気）
ワイド票数 計 347718 的中 �� 31927（1番人気）�� 8851（10番人気）�� 15294（4番人気）
3連複票数 計 906241 的中 ��� 27150（5番人気）
3連単票数 計1466477 的中 ��� 10326（16番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．8―12．4―11．8―12．2―12．7

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ホワイトプラネット �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスタキオン

2010．2．8生 牝4芦 母 フェアノータム 母母 バブルウイングス 8戦1勝 賞金 12，090，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アポロレジーナ号・ハートアンドハート号
※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。



12105 5月24日 晴 良 （26東京2）第9日 第9競走 ��1，800�カーネーションカップ
発走14時35分 （芝・左）

牝，3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

611 ヘイジームーン 牝3黒鹿54 三浦 皇成窪田 康志氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 492＋ 21：47．7 4．6�
817 ショウナンパンドラ 牝3鹿 54 C．ウィリアムズ 国本 哲秀氏 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430－ 6 〃 クビ 5．5�
（豪）

816 マローブルー 牝3鹿 54 戸崎 圭太金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 日高 日高大洋牧場 436＋ 41：47．8クビ 2．4�

612 シ ー ロ ア 牝3栗 54 北村 宏司 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 472± 01：48．22� 23．8�
23 ワクワクキリシマ 牝3鹿 54 国分 恭介西村新一郎氏 梅内 忍 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 430－ 41：48．3� 19．7	
35 プ ロ ク リ ス 牝3栗 54 内田 博幸 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 ハナ 7．1

59 ル ナ レ デ ィ 牝3黒鹿54 石橋 脩村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 中田 英樹 478± 01：48．51� 106．8�
510 ブライティアスター 牝3黒鹿54 江田 照男小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 450－ 4 〃 クビ 101．7�
47 ニシノカンザシ 牝3鹿 54 吉田 豊西山 茂行氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 418± 0 〃 アタマ 68．0
815 ニシノミチシルベ 牝3鹿 54 松岡 正海西山 茂行氏 手塚 貴久 新冠 川上牧場 460＋141：48．6� 12．4�
713 コスモツケマ 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 タニグチ牧場 460＋ 21：48．7クビ 49．7�
12 ホワイトマニキュア 牝3芦 54 横山 和生吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 450± 01：48．8� 70．1�
714 ヴィータアレグリア 牝3黒鹿54 大野 拓弥 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 440＋121：48．9� 121．5�
48 スペランツァデーア 牝3黒鹿54 蛯名 正義吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 418－ 21：49．0� 43．9�
36 イタリアンフェッテ 牝3鹿 54 西田雄一郎芳賀 克也氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 416－ 21：49．1� 311．1�
11 ハ ツ ガ ツ オ 牝3鹿 54 武士沢友治江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 470－ 61：49．31� 58．8�
24 アラマサクロフネ 牝3鹿 54 柴田 善臣�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 468－ 21：49．51� 139．6�

（17頭）

売 得 金
単勝： 49，856，300円 複勝： 85，761，600円 枠連： 33，609，400円
馬連： 111，591，400円 馬単： 60，441，400円 ワイド： 47，888，700円
3連複： 136，608，500円 3連単： 231，257，200円 計： 757，014，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 150円 � 160円 � 120円 枠 連（6－8） 330円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 420円 �� 280円 �� 280円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 6，390円

票 数

単勝票数 計 498563 的中 � 86064（2番人気）
複勝票数 計 857616 的中 � 147712（2番人気）� 120709（3番人気）� 229429（1番人気）
枠連票数 計 336094 的中 （6－8） 77117（1番人気）
馬連票数 計1115914 的中 �� 72229（4番人気）
馬単票数 計 604414 的中 �� 21125（7番人気）
ワイド票数 計 478887 的中 �� 26047（3番人気）�� 45280（1番人気）�� 43728（2番人気）
3連複票数 計1366085 的中 ��� 104748（1番人気）
3連単票数 計2312572 的中 ��� 26727（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―36．4―48．9―1：01．4―1：13．9―1：25．3―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F33．8

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

・（2，5）（12，14）1，13（6，8，16）（3，15）（7，10）（4，11）（9，17）・（2，5，14）13（1，12）16（6，8，10，15）（7，17）（3，11）（4，9）
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3黒鹿 母 アスクレピアス 母母 リザーブシート 5戦2勝 賞金 23，178，000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。

12106 5月24日 晴 良 （26東京2）第9日 第10競走 ��
��2，100�

こ れ ま さ

是 政 特 別
発走15時10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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

36 サンライズスマート 牡5鹿 57 横山 典弘松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 478± 02：11．2 3．6�
35 エイコーンパス 牡5栗 57 吉田 豊吉田 和子氏 松田 博資 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－12 〃 クビ 5．6�
714 エ ル マ ン ボ 牡4青鹿57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 524－ 62：11．62� 4．0�
611 ケイジータイタン 	4青鹿57 岩部 純二鹿倉 勝
氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 516± 02：11．81� 91．9�
23 ジャーラベンナ 牡4栗 57 三浦 皇成本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 斉藤スタッド 500－ 22：12．11� 21．8�
47  マイネルボンド 牡5青鹿57 松岡 正海 	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 B510－ 2 〃 アタマ 101．9

12 イッツガナハプン 牡5栗 57 大野 拓弥サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 490－ 22：12．31 13．0�
510 ブライトジェム 牡6栗 57 柴田 善臣栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 待兼牧場 488± 0 〃 クビ 71．2�
713 アルディエス 牡5鹿 57 西田雄一郎	G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 446－102：12．51� 17．0
48 トルバドゥール 牡6栃栗57 C．ウィリアムズ �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 484－ 62：12．71� 23．3�

（豪）

24 モントリヒト 牡5栗 57 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 432－12 〃 ハナ 6．1�
612 ラローザブル 牡4栗 57 石橋 脩髙樽さゆり氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 504－ 62：12．8� 24．5�
816 ア ラ ン ロ ド 牝6栗 55 武士沢友治村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 440－122：12．9クビ 116．1�
11  ファルスター 牡6鹿 57 内田 博幸佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486－ 62：13．32� 27．2�
59  フォンテーヌブロー 牡6黒鹿57 蛯名 正義村野 康司氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 504± 02：13．93� 45．8�
815 コスモマイギフト 牡5黒鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 日田牧場 B500± 02：14．0� 49．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，169，700円 複勝： 78，026，600円 枠連： 37，030，500円
馬連： 124，008，300円 馬単： 61，474，700円 ワイド： 50，995，400円
3連複： 154，990，500円 3連単： 242，149，900円 計： 790，845，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 180円 � 150円 枠 連（3－3） 1，060円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 410円 �� 390円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 6，670円

票 数

単勝票数 計 421697 的中 � 93695（1番人気）
複勝票数 計 780266 的中 � 147920（1番人気）� 109622（3番人気）� 143764（2番人気）
枠連票数 計 370305 的中 （3－3） 26016（4番人気）
馬連票数 計1240083 的中 �� 91821（2番人気）
馬単票数 計 614747 的中 �� 27980（1番人気）
ワイド票数 計 509954 的中 �� 31611（2番人気）�� 33811（1番人気）�� 23147（5番人気）
3連複票数 計1549905 的中 ��� 73168（1番人気）
3連単票数 計2421499 的中 ��� 26816（2番人気）

ハロンタイム 7．3―11．4―12．7―12．6―12．7―13．1―13．0―12．5―12．1―11．7―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―18．7―31．4―44．0―56．7―1：09．8―1：22．8―1：35．3―1：47．4―1：59．1

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズスマート �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．1．9 京都11着

2009．4．17生 牡5鹿 母 レッドグラス 母母 タケイチオージョ 21戦4勝 賞金 55，675，000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。



12107 5月24日 晴 良 （26東京2）第9日 第11競走 ��
��1，800�メイステークス

発走15時45分 （芝・左）
4歳以上，25．5．18以降26．5．18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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

713 スピルバーグ 牡5鹿 55 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 498－ 21：45．4 2．7�
12 アロマカフェ 牡7黒鹿55 蛯名 正義西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 470＋ 21：45．5� 13．3�
11 ダ コ ー ル 牡6鹿 56 三浦 皇成�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント 472＋141：45．6� 14．0�
816 ウインプリメーラ 牝4黒鹿52 横山 和生�ウイン 大久保龍志 新冠 ビッグレッドファーム 440＋ 6 〃 クビ 12．2�
510 ヒストリカル 牡5黒鹿56 横山 典弘近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 454＋ 61：45．7クビ 9．5�
715 ラウンドワールド 牡4鹿 55 戸崎 圭太�G1レーシング 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 61：45．91	 17．8	
35 フェスティヴタロー 牡5栗 55 田中 勝春臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 小倉 光博 498－ 41：46．11	 6．2

611 ムーンリットレイク 牡6鹿 55 C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 460＋ 2 〃 ハナ 5．1�

（豪）

47 トーセンジャガー 牡6青 54 江田 照男島川 哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ
スティファーム 492－10 〃 ハナ 52．2�

24 コアレスドラード 牡6栗 53 国分 恭介小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 456－ 4 〃 ハナ 126．6�
48 オートドラゴン 牡10栗 51 畑端 省吾大戸 時子氏 沖 芳夫 新冠 八木農場 508－ 2 〃 ハナ 289．2�
714 ミッキーパンプキン 牡8鹿 54 大野 拓弥野田みづき氏 牧田 和弥 追分 追分ファーム 456－ 21：46．42 150．8�
23 メイショウウズシオ 牡7黒鹿54 村田 一誠松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 478± 01：46．5� 106．7�
817 ロードオブザリング 牡7鹿 54 松岡 正海 �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 496－ 8 〃 アタマ 232．4�
59 タムロスカイ 牡7栗 56 石橋 脩谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 488－ 61：46．6クビ 18．5�
818 テイエムオオタカ 牡6鹿 56 吉田 豊竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 484－16 〃 クビ 69．3�
36 モ ン テ エ ン 牡7鹿 55 内田 博幸毛利 喜昭氏 奥村 武 日高 瀬戸牧場 486＋ 21：47．23� 105．5�
612 ミヤジタイガ 牡4鹿 55 柴田 大知曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 490－ 21：48．05 57．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 78，531，800円 複勝： 137，209，500円 枠連： 62，603，100円
馬連： 283，814，200円 馬単： 139，410，900円 ワイド： 101，428，100円
3連複： 361，723，800円 3連単： 627，117，900円 計： 1，791，839，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 160円 � 310円 � 380円 枠 連（1－7） 850円

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 750円 �� 910円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 6，930円 3 連 単 ��� 24，260円

票 数

単勝票数 計 785318 的中 � 229806（1番人気）
複勝票数 計1372095 的中 � 305609（1番人気）� 102198（6番人気）� 79308（7番人気）
枠連票数 計 626031 的中 （1－7） 54689（3番人気）
馬連票数 計2838142 的中 �� 100270（6番人気）
馬単票数 計1394109 的中 �� 35906（7番人気）
ワイド票数 計1014281 的中 �� 34051（4番人気）�� 27668（8番人気）�� 17998（20番人気）
3連複票数 計3617238 的中 ��� 38569（20番人気）
3連単票数 計6271179 的中 ��� 19084（49番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―11．5―11．8―11．8―11．9―11．6―11．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―35．6―47．4―59．2―1：11．1―1：22．7―1：33．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．3

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

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

スピルバーグ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Lycius デビュー 2011．10．15 東京1着

2009．5．12生 牡5鹿 母 プリンセスオリビア 母母 Dance Image 11戦5勝 賞金 103，873，000円
※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 アーデント号・イッシンドウタイ号・カチューシャ号・ケイアイアストン号・スマートギア号・トップカミング号・

ニンジャ号・ファリダット号・ミッドサマーフェア号・レインスティック号・ワイドバッハ号・ワキノブレイブ号
※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。

12108 5月24日 晴 良 （26東京2）第9日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走16時25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
1：19．6
1：19．0

良
良

47 ジョーオリオン 牡5栗 57 吉田 豊上田けい子氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 B484－ 21：20．8 5．0�
35 マ カ ハ 牡5鹿 57 三浦 皇成広尾レース� 小崎 憲 大樹 大樹ファーム B466－ 21：21．01� 4．0�
817 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 490＋ 21：21．21� 19．2�
24 タマモトッププレイ 牡5黒鹿57 石橋 脩タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 500－ 2 〃 クビ 7．2�
612 ミエノゴーゴー 牡6黒鹿57 戸崎 圭太里見美惠子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 472－ 81：21．41� 23．4�
36 ロ ノ 牡5黒鹿57 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 458－ 81：21．5� 6．4	
714 レ ト 牡7鹿 57

54 ▲井上 敏樹伊達 敏明氏 本間 忍 日高 サンシャイン
牧場 474＋ 4 〃 ハナ 133．2


23 インスペード 牡5黒鹿57 横山 典弘�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント 486－ 8 〃 ハナ 6．4�
510 タイキソレイユ 牝5黒鹿55 松岡 正海�大樹ファーム 作田 誠二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 464＋ 61：21．71� 28．8
713 フ ィ リ ラ 牝5栗 55 C．ウィリアムズ H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－ 2 〃 クビ 29．2�
（豪）

12 キンショーユウジャ 牡6栗 57 柴田 未崎礒野日出夫氏 根本 康広 新ひだか 藤本牧場 500＋ 21：21．8クビ 168．2�
715 ゴールドカルラ 牝6鹿 55 大野 拓弥磯波 勇氏 高木 登 新冠 守矢牧場 524± 01：22．01� 11．5�
11 シャドウエミネンス 牡6栗 57 北村 宏司飯塚 知一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B472＋ 21：22．1クビ 32．4�
816 ブルジュオン 牝4黒鹿55 武士沢友治�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442－101：22．2	 131．1�
59 ピ ン ゾ ロ 牡4栗 57 嘉藤 貴行西森 鶴氏 高橋 義博 浦河 中島牧場 462－ 61：22．41� 206．9�
818 ラインロバート 牡5青鹿57 江田 照男大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 472－ 21：22．5クビ 44．1�
48 
 アステールネオ 牝4栗 55 田中 勝春鈴木 伸昭氏 的場 均 新ひだか 静内山田牧場 452－101：23．03 45．8�
611 バルスピュール 牝5黒鹿 55

52 ▲長岡 禎仁ディアレスト 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 470＋ 8 （競走中止） 178．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 55，874，800円 複勝： 112，055，200円 枠連： 48，619，800円
馬連： 152，637，100円 馬単： 80，021，400円 ワイド： 70，811，400円
3連複： 203，269，300円 3連単： 348，999，600円 計： 1，072，288，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 190円 � 160円 � 520円 枠 連（3－4） 590円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，340円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 6，540円 3 連 単 ��� 31，100円

票 数

単勝票数 計 558748 的中 � 89245（2番人気）
複勝票数 計1120552 的中 � 164126（2番人気）� 236237（1番人気）� 42045（8番人気）
枠連票数 計 486198 的中 （3－4） 61800（2番人気）
馬連票数 計1526371 的中 �� 114134（1番人気）
馬単票数 計 800214 的中 �� 28110（3番人気）
ワイド票数 計 708114 的中 �� 47353（2番人気）�� 12402（13番人気）�� 10136（17番人気）
3連複票数 計2032693 的中 ��� 22944（16番人気）
3連単票数 計3489996 的中 ��� 8282（74番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．3―34．4―45．7―57．1―1：08．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F35．1
3 7，14－1，3，13（2，4）（6，5，17）（9，16）（10，12，18）－（15，8）＝11 4 7－14＝1（2，3，13）4（6，17）5（10，12，9，16，18）8，15＝11

勝馬の
紹 介

ジョーオリオン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2011．11．12 東京1着

2009．3．14生 牡5栗 母 フミノアンタレス 母母 ザ カ リ フ 25戦4勝 賞金 75，868，000円
〔競走中止〕 バルスピュール号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 スズノフウジン号・ツクバリンカーン号・レッドエレンシア号
※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9日 5月24日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 200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

197，950，000円
6，700，000円
1，690，000円
17，990，000円
77，895，500円
5，200，000円
1，920，000円

勝馬投票券売得金
440，848，200円
844，971，300円
316，951，800円
1，086，446，800円
609，414，800円
476，869，900円
1，383，694，800円
2，336，869，600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 7，496，067，200円

総入場人員 30，449名 （有料入場人員 28，913名）
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