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12049 5月9日 曇 良 （27東京2）第5日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時15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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

36 テ イ ア 牝3鹿 54 江田 照男�ミルファーム 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド 406－ 81：26．1 255．8�
816 トミケンチャダル 牝3鹿 54 三浦 皇成冨樫 賢二氏 武市 康男 新ひだか 服部 牧場 B464－ 81：26．42 7．9�
47 パンプルムース 牝3黒鹿54 吉田 豊落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 新冠橋本牧場 492－141：26．71� 2．3�
59 アフェクトダンサー 牝3鹿 54 柴田 善臣中江 隆一氏 高市 圭二 新冠 片倉 拓司 476－101：26．91� 29．0�
23 ラブミラーボード 牝3芦 54 武士沢友治増田 陽一氏 星野 忍 新冠 武田 修一 418＋ 41：27．0� 10．2�
35 ウインレナータ 牝3黒鹿54 柴田 大知	ウイン 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 418－10 〃 アタマ 22．7

713 ダイワポデスタ 牝3黒鹿54 田中 勝春大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 504＋ 61：27．21� 57．9�
714 ヘッドドレス 牝3鹿 54 藤岡 佑介ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 B448－ 21：27．51� 4．8�
611 サンマーシャル 牝3鹿 54 松岡 正海加藤 信之氏 中野 栄治 日高 日西牧場 402－ 21：27．71� 22．9
12 ゴールドマジック 牝3栗 54 木幡 初広居城 要氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム 442－ 81：27．8� 35．4�
815 スプリングブレスト 牝3黒鹿54 戸崎 圭太加藤 春夫氏 松永 康利 様似 堀 弘康 490＋ 61：27．9クビ 35．2�
510 ラダームブランシェ 牝3芦 54 柴山 雄一 �シルクレーシング 田島 俊明 安平 ノーザンファーム 464 ―1：28．0� 44．8�
612 カ キ ツ バ タ 牝3黒鹿54 二本柳 壮中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 420＋ 6 〃 アタマ 55．3�
48 デルマゴシンゾサン 牝3栗 54 石橋 脩浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 406＋ 81：28．2� 243．3�
11 ポンテアンジェロ 牝3栗 54 北村 宏司冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 見上牧場 474＋ 41：28．83� 6．9�
24 ダイメイバーニング 牝3黒鹿54 杉原 誠人宮本 孝一氏 石栗 龍彦 むかわ 佐久間 孝司 416＋ 21：29．54 408．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，719，000円 複勝： 32，471，500円 枠連： 14，127，100円
馬連： 54，079，100円 馬単： 31，238，200円 ワイド： 27，831，600円
3連複： 67，059，300円 3連単： 90，613，200円 計： 339，139，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 25，580円 複 勝 � 3，300円 � 240円 � 130円 枠 連（3－8） 4，940円

馬 連 �� 75，510円 馬 単 �� 236，650円

ワ イ ド �� 17，760円 �� 7，520円 �� 530円

3 連 複 ��� 46，390円 3 連 単 ��� 875，920円

票 数

単勝票数 計 217190 的中 � 679（15番人気）
複勝票数 計 324715 的中 � 1600（15番人気）� 31692（5番人気）� 97899（1番人気）
枠連票数 計 141271 的中 （3－8） 2214（18番人気）
馬連票数 計 540791 的中 �� 555（77番人気）
馬単票数 計 312382 的中 �� 99（171番人気）
ワイド票数 計 278316 的中 �� 383（83番人気）�� 910（58番人気）�� 14769（4番人気）
3連複票数 計 670593 的中 ��� 1084（111番人気）
3連単票数 計 906132 的中 ��� 75（1193番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．0―12．5―12．3―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―36．0―48．5―1：00．8―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テ イ ア �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．8．16 新潟9着

2012．4．17生 牝3鹿 母 ロココスタイル 母母 サクラハゴロモ 9戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 ポンテアンジェロ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻6分遅延。
〔調教再審査〕 ポンテアンジェロ号は，発走調教再審査。
※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 アテイン号・ドリームメモリー号

12050 5月9日 曇 良 （27東京2）第5日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時45分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

714 イダクァイマ 牡3栗 56 三浦 皇成張 一達氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B506－ 61：37．5 5．6�
11 ラインフェルス 牡3栗 56 北村 宏司村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 474± 01：38．45 3．9�
59 サンマルバロン �3栗 56 四位 洋文相馬 勇氏 小島 太 日高 三城牧場 452－ 81：39．03� 52．1�
35 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 486－161：39．42� 11．5�
48 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 492－ 41：40．03� 4．1�
611 ダイワエクシード 牡3栗 56 田辺 裕信大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 530＋ 21：40．31� 4．5	
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 506－ 4 〃 ハナ 8．9�
510 セイカアヴァンサ 牡3鹿 56 柴山 雄一久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 452＋ 21：40．61� 13．5�
36 ダイヤルミナス 牡3青鹿56 松田 大作大野 數芳氏 松山 将樹 平取 北島牧場 498－ 81：41．02� 175．4
816 ローレンアイザック 牡3鹿 56 江田 照男保坂 義貞氏 菅原 泰夫 千歳 社台ファーム B456± 0 〃 クビ 56．7�
12 メモリアルウッド 牡3黒鹿56 杉原 誠人合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 日高 出口牧場 486＋ 21：41．21� 198．1�
23 ジョブックセーグラ 牡3青鹿56 木幡 初広�萩本企画 成島 英春 新ひだか 千代田牧場 470 ―1：41．4� 123．9�
713 シ ュ ー イ チ 牡3鹿 56 大野 拓弥益田 修一氏 柄崎 孝 新ひだか 西川富岡牧場 494－ 81：42．14 180．5�
24 ミキノブシドウ 牡3鹿 56 村田 一誠谷口 久和氏 南田美知雄 新ひだか 本桐牧場 486－ 21：42．31� 233．6�
815 キングファスリエフ 牡3黒鹿56 二本柳 壮後藤 英成氏 武市 康男 青森 太田ファーム 522－ 61：42．83 216．2�
47 ユアーザワン 牡3青 56 柴田 善臣�ターフ・スポート高橋 文雅 日高 下河辺牧場 472－ 41：43．65 64．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，541，800円 複勝： 30，698，300円 枠連： 13，065，800円
馬連： 48，475，700円 馬単： 26，540，000円 ワイド： 21，806，100円
3連複： 54，514，800円 3連単： 75，378，400円 計： 290，020，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 200円 � 180円 � 1，800円 枠 連（1－7） 1，490円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 660円 �� 6，430円 �� 4，800円

3 連 複 ��� 30，740円 3 連 単 ��� 98，820円

票 数

単勝票数 計 195418 的中 � 27537（4番人気）
複勝票数 計 306983 的中 � 43841（4番人気）� 53410（2番人気）� 3198（10番人気）
枠連票数 計 130658 的中 （1－7） 6768（6番人気）
馬連票数 計 484757 的中 �� 27668（6番人気）
馬単票数 計 265400 的中 �� 7929（7番人気）
ワイド票数 計 218061 的中 �� 9092（7番人気）�� 841（37番人気）�� 1130（30番人気）
3連複票数 計 545148 的中 ��� 1330（54番人気）
3連単票数 計 753784 的中 ��� 553（235番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．6―12．1―12．5―12．6―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．1―47．2―59．7―1：12．3―1：24．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イダクァイマ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Nashwan デビュー 2014．10．26 東京13着

2012．2．15生 牡3栗 母 アドマイヤヒラリー 母母 ダ リ ン ダ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キングファスリエフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年7月9日まで平地

競走に出走できない。
ユアーザワン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年8月9日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 キョウワデューク号・シャドウチェイサー号

第２回 東京競馬 第５日



12051 5月9日 曇 良 （27東京2）第5日 第3競走 ��
��2，100�サラブレッド系3歳

発走11時15分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

12 ジョッセルフェルト 牡3鹿 56 柴山 雄一 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 480＋ 22：13．6 1．8�
24 バイタルフォース 牡3鹿 56 三浦 皇成前田 幸治氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506－ 82：13．7� 7．3�
612 マカワオクイーン 牝3栗 54 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 日高大洋牧場 470± 02：14．44 6．2�
714� アメリカンゴールド 牡3鹿 56 北村 宏司吉澤 克己氏 戸田 博文 愛 Society Selec-

tion Syndicate B526± 02：14．61� 25．9�
36 キールコネクション 牡3栗 56 戸崎 圭太水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 B464－ 42：15．45 21．1	
47 キャプテンバローズ 牡3黒鹿56 田辺 裕信猪熊 広次氏 尾形 和幸 平取 稲原牧場 472＋ 42：15．61	 13．5

23 カイシンゲキ 牡3青鹿56 松田 大作 �グリーンファーム栗田 徹 千歳 社台ファーム 500＋ 82：15．81	 29．8�
59 トーセンテレマーク 牡3青鹿56 大野 拓弥島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 490± 02：15．9
 15．3
713 ビレッジカリビアン 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行村山 輝雄氏 高橋 文雅 浦河 上山牧場 B496－ 82：16．11	 48．1�
815 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＋ 2 〃 クビ 210．8�
35 エンカウンター 牡3鹿 56 江田 照男�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 B534－ 22：16．2クビ 13．7�
611 ラブアストン 牡3青鹿56 田中 勝春 M・

Kenichiホールディング� 小島 茂之 日高 モリナガファーム 438＋122：16．52 185．3�
48 タイムトゥシャイン 牡3栗 56 吉田 豊古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 賀張三浦牧場 456± 02：16．6� 65．1�
11 パームリーフ 牡3鹿 56 岩部 純二小林竜太郎氏 中川 公成 厚真 大川牧場 442＋ 82：16．7クビ 41．2�
816 ハッスルカフェ 牡3黒鹿56 四位 洋文西川 恭子氏 小島 太 新ひだか 千代田牧場 472－122：17．12� 48．9�
510 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 B482± 02：17．84 153．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，749，800円 複勝： 42，990，200円 枠連： 16，619，900円
馬連： 58，369，300円 馬単： 32，260，400円 ワイド： 32，851，600円
3連複： 72，075，800円 3連単： 104，873，100円 計： 387，790，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 170円 � 150円 枠 連（1－2） 880円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 380円 �� 230円 �� 950円

3 連 複 ��� 2，260円 3 連 単 ��� 8，250円

票 数

単勝票数 計 277498 的中 � 116919（1番人気）
複勝票数 計 429902 的中 � 141613（1番人気）� 49211（3番人気）� 61885（2番人気）
枠連票数 計 166199 的中 （1－2） 14478（3番人気）
馬連票数 計 583693 的中 �� 41851（4番人気）
馬単票数 計 322604 的中 �� 14983（4番人気）
ワイド票数 計 328516 的中 �� 21521（3番人気）�� 43030（1番人気）�� 7521（11番人気）
3連複票数 計 720758 的中 ��� 23894（4番人気）
3連単票数 計1048731 的中 ��� 9208（11番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―18．5―31．2―43．9―56．7―1：09．7―1：22．8―1：35．6―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4F50．8―3F38．0
1
3
5，12（7，14）（9，16）（4，6，10）－（2，3，15）11－（1，8）－13
5，12（7，14）（9，16）（4，2）6－10（3，11）（15，13，8）－1

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

勝馬の
紹 介

ジョッセルフェルト �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2014．10．18 東京11着

2012．3．24生 牡3鹿 母 ロゼットネビュラ 母母 ロ ー ザ ネ イ 6戦1勝 賞金 9，050，000円
〔発走状況〕 パームリーフ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 パームリーフ号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 テイエムソラトブ号・フレンドリーアロー号

12052 5月9日 曇 良 （27東京2）第5日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時45分 （芝・左）

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

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

24 ジェイケイライアン 牡3鹿 56 柴山 雄一小谷野次郎氏 古賀 慎明 新ひだか 藤川フアーム 470－ 61：49．6 9．9�
816 ル レ イ ヴ 牡3黒鹿56 田中 勝春山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 480－161：49．81� 2．2�
36 ハーベストソング 牝3青鹿54 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 424＋ 21：49．9クビ 71．6�
715 ハラペーニョ 牡3鹿 56 田辺 裕信�ラ・メール 高橋 裕 新ひだか 三石川上牧場 B478－ 4 〃 ハナ 32．3�
11 マリーズラン 牝3鹿 54 蛯名 正義冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 464＋ 4 〃 アタマ 6．2�
510 サウスポールツアー 牝3栗 54 松岡 正海海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム 414－ 81：50．0� 120．0	
47 カレイジルベルト 牡3鹿 56 江田 照男ディアレスト 菊川 正達 浦河 松栄牧場 B466＋ 2 〃 クビ 24．5

817 スターキャスト 牝3芦 54 C．ルメール 吉田 千津氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 418＋101：50．21� 9．1�
12 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 440± 0 〃 ハナ 10．2�
611 イーハトーボ 牝3栗 54 柴田 大知 ビッグレッドファーム 和田正一郎 浦河 市川フアーム 440＋ 21：50．3� 204．9�
23 ダイワバース 牡3黒鹿56 柴田 善臣大城 敬三氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 470－ 2 〃 アタマ 5．3�
713 スプリングムサシ 牡3鹿 56 三浦 皇成加藤 春夫氏 上原 博之 様似 様似共栄牧場 B426± 01：50．4� 187．8�
35 ジ ャ ン ゴ 牡3黒鹿56 木幡 初広 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 21：50．61 39．9�
612 フヨウシデンカイ 牡3鹿 56 杉原 誠人刈屋 �氏 高市 圭二 新ひだか 桜井牧場 476＋ 41：51．02� 324．8�
59 ネ コ レ ー ヌ 牝3青鹿54 村田 一誠桐谷 茂氏 和田 雄二 日高 法理牧場 424－ 21：51．21� 126．4�
48 セイカコムルヴァン 牝3鹿 54 武士沢友治久米 大氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 436＋ 21：51．41� 354．0�
714 テンツクテン 牝3鹿 54 松田 大作中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 388－121：51．61� 202．0�
818 ナロウゲート 牝3栗 54 北村 宏司八百板俊一郎氏 星野 忍 浦河 丸幸小林牧場 448± 01：53．6大差 187．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，109，000円 複勝： 33，644，900円 枠連： 20，109，200円
馬連： 54，333，200円 馬単： 32，047，300円 ワイド： 28，157，400円
3連複： 68，479，700円 3連単： 98，538，500円 計： 361，419，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 250円 � 150円 � 1，180円 枠 連（2－8） 360円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 3，470円

ワ イ ド �� 590円 �� 5，140円 �� 3，140円

3 連 複 ��� 22，200円 3 連 単 ��� 127，340円

票 数

単勝票数 計 261090 的中 � 21010（5番人気）
複勝票数 計 336449 的中 � 33652（5番人気）� 79797（1番人気）� 5269（10番人気）
枠連票数 計 201092 的中 （2－8） 42646（1番人気）
馬連票数 計 543332 的中 �� 33663（4番人気）
馬単票数 計 320473 的中 �� 6907（11番人気）
ワイド票数 計 281574 的中 �� 13182（4番人気）�� 1349（39番人気）�� 2228（29番人気）
3連複票数 計 684797 的中 ��� 2313（59番人気）
3連単票数 計 985385 的中 ��� 561（337番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―36．6―49．3―1：01．4―1：13．5―1：25．4―1：37．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．2―3F36．1

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

勝馬の
紹 介

ジェイケイライアン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．8．3 札幌6着

2012．2．10生 牡3鹿 母 ジェイケイクリス 母母 ジェイケイコマンダ 3戦1勝 賞金 5，000，000円



12053 5月9日 曇 良 （27東京2）第5日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時35分 （芝・左）

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

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

24 ビーウィッチド 牝3鹿 54 三浦 皇成�G1レーシング 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 438－ 41：35．0 2．9�
35 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 442＋ 61：35．21� 50．2�
612 トレースオンアイス 牡3鹿 56 C．ルメール �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 450－101：35．52 2．8�
11 キャンドルスピン 牝3黒鹿54 北村 宏司山本 剛史氏 中川 公成 日高 戸川牧場 426＋ 21：36．13� 60．0�
713 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 450± 0 〃 クビ 7．7	
47 フジハイドランジア 牝3黒鹿54 柴山 雄一藤田 達男氏 清水 英克 新冠 佐藤 信広 442± 01：36．31� 14．5

23 シゲルノマオイ 牡3栗 56 村田 一誠森中 蕃氏 松永 康利 浦河 中村 雅明 478＋ 41：36．4� 188．1�
611 グラントウショウ 牝3鹿 54 戸崎 圭太トウショウ産業� 栗田 博憲 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 470－ 8 〃 ハナ 13．1�
12 クリスタルシップ 牡3黒鹿56 杉原 誠人合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 安平 吉田牧場 432± 01：36．5� 378．6
59 デルマウンライマツ 牡3黒鹿56 武士沢友治浅沼 廣幸氏 藤原 辰雄 えりも 能登 浩 430－ 21：36．71� 113．0�
510 マイネルデアデビル 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 日高 北田 剛 472± 01：36．8� 5．2�
48 サクラデスティーノ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 西村 和夫 510± 0 〃 アタマ 39．2�
815 バトルシュプリーズ 牝3黒鹿54 木幡 初広宮川 秋信氏 尾形 和幸 新ひだか 沖田 忠幸 420＋ 61：36．9クビ 312．6�
714 クロンヌドスリジェ 牝3青鹿54 松岡 正海スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 石川 新一 440± 01：37．0� 157．1�
817 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 498－101：37．32 113．0�
36 スペシャルヴォーグ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行志村 幸彦氏 大和田 成 新冠 松浦牧場 436± 01：38．36 230．4�

（16頭）
816 アスターレジェンド �3黒鹿56 松田 大作菅原 広隆氏 伊藤 圭三 新ひだか 前川 正美 478＋16 （競走除外）

売 得 金
単勝： 23，098，100円 複勝： 30，067，400円 枠連： 14，469，600円
馬連： 52，982，200円 馬単： 30，395，100円 ワイド： 24，701，700円
3連複： 56，139，900円 3連単： 90，581，100円 計： 322，435，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 690円 � 140円 枠 連（2－3） 5，440円

馬 連 �� 6，820円 馬 単 �� 10，270円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 210円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 5，030円 3 連 単 ��� 33，520円

票 数

単勝票数 差引計 230981（返還計 2609） 的中 � 62903（2番人気）
複勝票数 差引計 300674（返還計 4830） 的中 � 68172（2番人気）� 6765（9番人気）� 68459（1番人気）
枠連票数 計 144696 的中 （2－3） 2060（16番人気）
馬連票数 差引計 529822（返還計 18129） 的中 �� 6015（19番人気）
馬単票数 差引計 303951（返還計 10527） 的中 �� 2218（32番人気）
ワイド票数 差引計 247017（返還計 10783） 的中 �� 3600（15番人気）�� 38409（1番人気）�� 2904（20番人気）
3連複票数 差引計 561399（返還計 39188） 的中 ��� 8363（16番人気）
3連単票数 差引計 905811（返還計 57034） 的中 ��� 1959（100番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―11．5―12．0―12．0―12．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―34．7―46．2―58．2―1：10．2―1：22．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビーウィッチド �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．12．20 中山3着

2012．3．8生 牝3鹿 母 ロフティーエイム 母母 ウィッチフルシンキング 5戦1勝 賞金 9，300，000円
〔競走除外〕 アスターレジェンド号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻3分遅延。

12054 5月9日 曇 良 （27東京2）第5日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時05分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

711 ペルセヴェランテ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 �シルクレーシング 国枝 栄 新冠 村上 欽哉 496＋ 41：37．1 11．0�
813� ジェルブドール 牡3栗 56 C．ルメール 山本 英俊氏 角居 勝彦 米 Woodford

Thoroughbreds 506＋ 8 〃 クビ 1．7�
68 ニットウスバル 牡3鹿 56 柴田 善臣�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 508－ 41：37．52� 6．3�
69 エグランティーナ 牝3黒鹿54 三浦 皇成村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 496－ 6 〃 ハナ 20．0�
812	 チェリーサマー 牡3鹿 56 松岡 正海櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 イーストファーム 484－ 41：38．13� 33．3�
45 ノーモアベット 牡3青鹿56 田辺 裕信髙瀬 真尚氏 田島 俊明 日高 本間牧場 446＋121：38．2クビ 29．0	
33 パワーポケット 牡3黒鹿56 柴山 雄一柳原 達也氏 二ノ宮敬宇 浦河 ダイヤモンドファーム 510＋ 61：38．3
 7．5

56 ウインオリファン 牡3栗 56 柴田 大知�ウイン 上原 博之 日高 千葉飯田牧場 462± 01：38．72� 14．7�
710 タイヨウノコ 牝3鹿 54 吉田 豊髙橋照比古氏 相沢 郁 浦河 林 孝輝 470± 0 〃 クビ 48．1
44 ノースウッド 牡3鹿 56 藤岡 佑介 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 498－ 81：39．12� 17．3�
22 ラブオーディーン 牡3鹿 56 田中 勝春 M・

Kenichiホールディング� 池上 昌弘 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム B498＋ 21：40．16 68．9�

11 パルファンデュロワ 牡3栗 56 石橋 脩 �社台レースホース西園 正都 千歳 社台ファーム 508－ 71：40．31� 80．2�
57 ゴッドバローズ �3黒鹿56 村田 一誠猪熊 広次氏 田中 剛 新ひだか ヒサイファーム 410－201：42．4大差 148．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 36，462，400円 複勝： 52，195，300円 枠連： 16，763，100円
馬連： 73，795，900円 馬単： 44，428，400円 ワイド： 38，871，000円
3連複： 89，724，300円 3連単： 149，822，400円 計： 502，062，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 280円 � 110円 � 170円 枠 連（7－8） 740円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 3，950円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，640円 �� 300円

3 連 複 ��� 2，470円 3 連 単 ��� 22，220円

票 数

単勝票数 計 364624 的中 � 26283（4番人気）
複勝票数 計 521953 的中 � 31585（7番人気）� 188477（1番人気）� 64050（2番人気）
枠連票数 計 167631 的中 （7－8） 17404（4番人気）
馬連票数 計 737959 的中 �� 45588（5番人気）
馬単票数 計 444284 的中 �� 8426（13番人気）
ワイド票数 計 388710 的中 �� 18535（5番人気）�� 5396（20番人気）�� 36823（2番人気）
3連複票数 計 897243 的中 ��� 27225（7番人気）
3連単票数 計1498224 的中 ��� 4887（70番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．4―12．3―12．8―12．7―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．0―34．4―46．7―59．5―1：12．2―1：24．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペルセヴェランテ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．10．18 東京2着

2012．1．30生 牡3黒鹿 母 ダイヤモンドビコー 母母 ステラマドリッド 4戦2勝 賞金 15，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴッドバローズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月9日まで平地競

走に出走できない。



12055 5月9日 曇 良 （27東京2）第5日 第7競走 ��
��2，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時35分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

44 タイセイグルーヴィ 牡6鹿 57 戸崎 圭太田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 474＋ 42：28．2 2．8�
55 トルークマクト 牡5鹿 57 蛯名 正義�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 460－ 4 〃 ハナ 2．5�
89 ウマンマミーア 牡4鹿 57 柴田 大知野崎 宗信氏 菅原 泰夫 登別 登別上水牧場 B440＋ 22：28．41� 11．2�
88 マクベスバローズ 牡5黒鹿57 吉田 豊猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B456± 02：29．14 8．6�
11 ル ー 牡5鹿 57 江田 照男武田 茂男氏 奥村 武 新ひだか 前田 宗将 462＋ 6 〃 ハナ 7．1�
77 サクラビクトワール 	5鹿 57 北村 宏司	さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 新和牧場 B476± 0 〃 クビ 14．2

22 スプリングシャトル 牡5栗 57 村田 一誠加藤 春夫氏 松永 康利 様似 堀 弘康 494－ 82：29．2
 81．0�
66 ダークサイド 牡4黒鹿57 嘉藤 貴行星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 466± 02：29．62
 29．8�
33 � デルマコテツ 牡4栗 57 松田 大作浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 430－ 42：29．91� 22．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 23，784，500円 複勝： 25，919，000円 枠連： 13，002，900円
馬連： 54，348，900円 馬単： 33，078，600円 ワイド： 25，461，100円
3連複： 59，609，100円 3連単： 132，712，500円 計： 367，916，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 110円 � 200円 枠 連（4－5） 290円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 170円 �� 440円 �� 330円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 2，920円

票 数

単勝票数 計 237845 的中 � 67382（2番人気）
複勝票数 計 259190 的中 � 57163（2番人気）� 82268（1番人気）� 21111（5番人気）
枠連票数 計 130029 的中 （4－5） 34647（1番人気）
馬連票数 計 543489 的中 �� 141878（1番人気）
馬単票数 計 330786 的中 �� 36641（2番人気）
ワイド票数 計 254611 的中 �� 46713（1番人気）�� 12536（7番人気）�� 17609（2番人気）
3連複票数 計 596091 的中 ��� 57581（3番人気）
3連単票数 計1327125 的中 ��� 32944（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．4―25．1―37．3―49．6―1：02．2―1：15．3―1：28．1―1：40．5―1：52．8―2：04．5―2：16．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイグルーヴィ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2011．8．7 新潟3着

2009．2．11生 牡6鹿 母 ノーザンヴィーナス 母母 ダボナアンビション 41戦3勝 賞金 64，201，000円
〔制裁〕 ルー号の騎手江田照男は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

トルークマクト号の騎手蛯名正義は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：4番）

12056 5月9日 曇 良 （27東京2）第5日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走14時05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

59 カゼノサファイア 牝5青 55 蛯名 正義深井 孟氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 476＋ 21：26．2 25．5�
816 ケルシャンス 牝4鹿 55 C．ルメール �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 432＋ 2 〃 クビ 3．4�
47 タイセイティグレス 牝4青鹿55 戸崎 圭太田中 成奉氏 菊川 正達 えりも 寺井 文秀 464＋ 21：26．3� 2．1�
713 ジャズダンサー 牝5栃栗55 江田 照男�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 448＋101：26．62 13．8�
23 � ミ ュ ー ル 牝5栗 55 田辺 裕信国田 正忠氏 奥村 武 新ひだか ヒサイファーム 434＋ 21：26．7� 59．1�
35 ヒメスズラン 牝4栗 55 石橋 脩岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 496－ 41：26．8� 17．9	
815� ハ ル コ マ チ 牝5鹿 55 嘉藤 貴行髙橋 治夫氏 星野 忍 新冠 中本牧場 B486－ 2 〃 クビ 36．2

510 マハーシュリー 牝4黒鹿55 三浦 皇成髙橋 貴士氏 武藤 善則 新ひだか 土田 扶美子 440＋ 21：27．43� 18．3�
612 スズカプリティー 牝4鹿 55 二本柳 壮永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 456＋ 21：27．5� 313．8�
24 パーティブロッサム 牝6黒鹿55 横山 典弘飯田 良枝氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 484＋ 61：27．6� 39．1
11 マルクプレンヌ 牝4鹿 55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋161：27．7� 58．1�
611� フィフスセント 牝5青鹿55 大野 拓弥下河�行雄氏 金成 貴史 日高 下河辺牧場 460＋ 81：27．8� 41．0�
36 フルーツガーデン 牝5青鹿55 村田 一誠田頭 勇貴氏 武井 亮 浦河 谷口牧場 458＋ 4 〃 アタマ 231．8�
714 デルマシズカチャン 牝4栗 55 松岡 正海浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 482＋ 61：28．11� 123．0�
12 プレシャスムーン 牝4鹿 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 446＋ 8 〃 ハナ 53．1�
48 � メイショウベルシア 牝4鹿 55 四位 洋文松本 好雄氏 小島 太 浦河 太陽牧場 450＋ 61：28．73� 8．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，281，900円 複勝： 42，203，500円 枠連： 23，041，200円
馬連： 80，499，400円 馬単： 44，383，300円 ワイド： 38，539，900円
3連複： 91，576，000円 3連単： 149，387，400円 計： 499，912，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，550円 複 勝 � 450円 � 130円 � 110円 枠 連（5－8） 1，620円

馬 連 �� 4，660円 馬 単 �� 14，110円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 830円 �� 180円

3 連 複 ��� 2，580円 3 連 単 ��� 37，500円

票 数

単勝票数 計 302819 的中 � 9468（7番人気）
複勝票数 計 422035 的中 � 12452（8番人気）� 88397（2番人気）� 144306（1番人気）
枠連票数 計 230412 的中 （5－8） 11010（8番人気）
馬連票数 計 804994 的中 �� 13360（16番人気）
馬単票数 計 443833 的中 �� 2359（39番人気）
ワイド票数 計 385399 的中 �� 6448（16番人気）�� 10147（9番人気）�� 71048（1番人気）
3連複票数 計 915760 的中 ��� 26551（6番人気）
3連単票数 計1493874 的中 ��� 2888（94番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．8―35．9―48．5―1：00．9―1：13．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カゼノサファイア �
�
父 スパイキュール �

�
母父 Honour and Glory デビュー 2013．3．17 中山6着

2010．2．24生 牝5青 母 フェアリーバニヤン 母母 キャタラクト 19戦2勝 賞金 18，750，000円
［他本会外：5戦1勝］



12057 5月9日 曇 良 （27東京2）第5日 第9競走 ��
��1，400�

た か お

高 尾 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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

816 ゼ ウ ス 牡5鹿 57 C．ルメール 杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 久井牧場 486－ 41：21．2 6．9�
713 ノボリレジェンド 牝4鹿 55 田辺 裕信原田 豊氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 440－ 6 〃 アタマ 10．5�
35 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 440－ 61：21．3� 25．6�
815 トーキングドラム 牡5鹿 57 戸崎 圭太下河�美智子氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 476＋ 4 〃 クビ 2．3�
48 ケイリンボス 牡4栗 57 蛯名 正義山田 裕仁氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 510－ 81：21．51 10．0�
59 フルールシチー 牝4鹿 55 吉田 豊 	友駿ホースクラブ 西園 正都 日高 日高大洋牧場 508－ 61：21．6	 4．9

510 ヤサカオディール 牝6黒鹿55 柴田 善臣志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 446＋ 41：21．7	 44．5�
47 ライブリシュネル 牡5鹿 57 石橋 脩加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 476－ 21：21．91	 85．4�
714 ザ ラ ス ト ロ 牡5鹿 57 江田 照男髙橋 貴士氏 武藤 善則 新ひだか 松田牧場 478± 01：22．0	 39．6
36 
 キングクリチャン 牡6栗 57 杉原 誠人栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B496－ 21：22．1	 346．4�
611 ラインロバート 牡6青鹿57 松岡 正海大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 480＋ 41：22．31� 52．7�
23 
 カディーシャ 牝6栗 55 三浦 皇成 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武市 康男 平取 北島牧場 422± 0 〃 アタマ 57．6�
24 ボブキャット 牡5鹿 57 柴山 雄一村木 隆氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 528＋ 6 〃 クビ 8．5�
612 サビーナクレスタ �4鹿 57 横山 典弘 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 21：22．51 39．6�
11 
 セレブレートサマー 牝6栗 55 二本柳 壮柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 500＋ 41：22．6� 325．6�
12 
 クリノハッチャン 牝4鹿 55 武士沢友治栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 452－ 21：25．5大差 168．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，275，100円 複勝： 58，621，700円 枠連： 28，279，000円
馬連： 113，307，500円 馬単： 53，212，000円 ワイド： 49，849，800円
3連複： 126，195，600円 3連単： 187，317，900円 計： 658，058，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 270円 � 300円 � 510円 枠 連（7－8） 630円

馬 連 �� 3，100円 馬 単 �� 6，140円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 2，270円 �� 2，310円

3 連 複 ��� 20，730円 3 連 単 ��� 56，770円

票 数

単勝票数 計 412751 的中 � 47693（3番人気）
複勝票数 計 586217 的中 � 62268（3番人気）� 53146（5番人気）� 27084（7番人気）
枠連票数 計 282790 的中 （7－8） 34401（2番人気）
馬連票数 計1133075 的中 �� 28257（11番人気）
馬単票数 計 532120 的中 �� 6495（22番人気）
ワイド票数 計 498498 的中 �� 10448（12番人気）�� 5601（23番人気）�� 5503（24番人気）
3連複票数 計1261956 的中 ��� 4565（65番人気）
3連単票数 計1873179 的中 ��� 2392（176番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．3―11．8―11．4―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．5―46．3―57．7―1：09．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼ ウ ス �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2012．9．1 札幌2着

2010．2．18生 牡5鹿 母 ソフトワルツ 母母 シェナンドアワルツ 17戦4勝 賞金 52，103，000円
〔その他〕 ラインロバート号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノハッチャン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月9日まで平地競

走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ラインロバート号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年6月9日まで出走できない。
※セレブレートサマー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

12058 5月9日 曇 良 （27東京2）第5日 第10競走 ��
��2，400�

りょくふう

緑風ステークス
発走15時10分 （芝・左）
4歳以上，1，600万円以下，26．5．10以降27．5．3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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

24 マリアライト 牝4黒鹿53 蛯名 正義 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 426－ 42：25．4 4．4�
23 サムソンズプライド 牡5鹿 55 田辺 裕信 �シルクレーシング 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 478± 02：25．61� 12．5�
11 マイネルアイザック 牡6黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム B460＋ 22：25．7� 17．2�
714 アドマイヤケルソ 牡7栗 55 横山 典弘近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 484＋ 4 〃 ハナ 12．4�
715 ヤマニンボワラクテ 牡4鹿 56 戸崎 圭太土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 494± 0 〃 クビ 2．9	
35 モ ビ ー ル 牡7鹿 56 三浦 皇成吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 476＋ 82：25．8� 9．9

713 マイネルジェイド 牡5鹿 55 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 コスモヴューファーム 456－ 2 〃 ハナ 162．4�
816 カ ム フ ィ ー 牡6黒鹿55 柴田 善臣清水 二朗氏 池上 昌和 池田 新田牧場 460－ 42：25．9	 8．2�
612 テスタメント 牡4鹿 55 杉原 誠人田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 432± 0 〃 ハナ 12．8
12 トウカイオーロラ 牡8黒鹿54 松田 大作内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 482＋ 4 〃 ハナ 41．7�
611
 セ セ リ 牡4栗 54 四位 洋文冨士井直哉氏 森 秀行 米 William Paca

Beatson Jr. 506＋ 82：27．07 58．9�
817 プランスペスカ 牡5鹿 55 江田 照男山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 B462－ 82：27．1� 40．9�
36 � カンタベリーナイト 牡6鹿 53 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 B506－ 22：27．52� 59．9�
47 メジャープレゼンス 牡5栗 54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 534± 0 〃 クビ 27．8�
48 ハ ー コ ッ ト 牡6鹿 53 村田 一誠 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B466－ 82：27．6	 125．0�
510 タガノレイヨネ 牡6栗 54 木幡 初広八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 504＋ 22：27．7クビ 122．2�
818 スーサングレート 牡7栗 53 武士沢友治林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B512＋ 22：28．33� 101．3�
59 ブランクヴァース 牡6黒鹿54 大野 拓弥 �社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム B504＋ 62：28．83 58．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 46，020，100円 複勝： 74，814，300円 枠連： 36，565，600円
馬連： 152，722，900円 馬単： 64，704，900円 ワイド： 64，685，900円
3連複： 181，395，500円 3連単： 247，797，600円 計： 868，706，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 220円 � 470円 � 400円 枠 連（2－2） 4，290円

馬 連 �� 3，400円 馬 単 �� 5，800円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 1，440円 �� 2，430円

3 連 複 ��� 14，040円 3 連 単 ��� 61，040円

票 数

単勝票数 計 460201 的中 � 83200（2番人気）
複勝票数 計 748143 的中 � 104311（2番人気）� 37888（8番人気）� 45995（6番人気）
枠連票数 計 365656 的中 （2－2） 6593（18番人気）
馬連票数 計1527229 的中 �� 34750（13番人気）
馬単票数 計 647049 的中 �� 8358（20番人気）
ワイド票数 計 646859 的中 �� 13978（13番人気）�� 11577（15番人気）�� 6727（27番人気）
3連複票数 計1813955 的中 ��� 9686（45番人気）
3連単票数 計2477976 的中 ��� 2943（192番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―12．1―12．7―12．6―12．5―12．0―12．2―12．3―11．9―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．1―22．9―35．0―47．7―1：00．3―1：12．8―1：24．8―1：37．0―1：49．3―2：01．2―2：13．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．1
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

マリアライト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．1．11 中山1着

2011．2．19生 牝4黒鹿 母 クリソプレーズ 母母 キャサリーンパー 10戦4勝 賞金 60，704，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エーシングングン号・シホウ号



12059 5月9日 曇 良 （27東京2）第5日 第11競走 ��
��2，000�プリンシパルステークス

発走15時45分 （ダービートライアル） （芝・左）
3歳；負担重量は，馬齢重量

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 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

816 アンビシャス 牡3黒鹿56 C．ルメール 近藤 英子氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 458－ 62：00．2 1．9�
59 ケツァルテナンゴ 牡3鹿 56 戸崎 圭太�G1レーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 474－ 22：00．41 42．5�
11 マイネルシュバリエ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 474－ 22：00．5� 156．6�
714 ムーンクレスト 牡3鹿 56 木幡 初広 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 450－ 4 〃 アタマ 115．6�
48 オールマンリバー 牡3黒鹿56 松岡 正海三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 484± 02：00．82 46．5�
817 バ イ ガ エ シ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介菅藤 宗一氏 作田 誠二 浦河 野表 俊一 492－12 〃 クビ 8．7	
36 ロードフェリーチェ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 432－ 42：00．9クビ 66．4

715 サトノアッシュ 牡3鹿 56 石橋 脩里見 治氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 460± 02：01．11� 90．5�
510 ラブユアマン 牡3栗 56 柴田 善臣 M・

Kenichiホールディング� 尾関 知人 新ひだか タガミファーム 452＋ 4 〃 クビ 90．3�
47 ジ ュ ヒ ョ ウ 牡3黒鹿56 田辺 裕信 �グリーンファーム高野 友和 千歳 社台ファーム 406－ 22：01．2クビ 78．4
12 タケルラムセス 牡3鹿 56 江田 照男森 保彦氏 田村 康仁 浦河 中村 雅明 468＋ 4 〃 クビ 49．8�
24 	 ダッシングブレイズ 牡3栗 56 蛯名 正義グリーンフィールズ� 吉村 圭司 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

474－ 42：01．3クビ 5．7�
612 カルナヴァレスコ 牡3黒鹿56 三浦 皇成 �シルクレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－162：01．62 58．2�
23 エ ミ ネ ス ク 牡3栗 56 田中 勝春 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 492－ 22：01．7
 9．2�
713 フォワードカフェ 牡3黒鹿56 四位 洋文西川 恭子氏 小島 太 むかわ 上水牧場 512－ 42：02．12
 14．7�
35 シーサイドジャズ 牡3芦 56 吉田 豊金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 494＋ 22：02．52
 142．4�
818 マルターズアポジー 牡3鹿 56 村田 一誠藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 528＋ 42：04．4大差 39．9�
611 オメガゴールドレイ 牡3栃栗56 横山 典弘原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 472＋ 22：09．4大差 12．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 100，006，800円 複勝： 130，668，600円 枠連： 87，280，500円
馬連： 319，312，000円 馬単： 153，078，200円 ワイド： 124，088，400円
3連複： 388，922，000円 3連単： 654，073，300円 計： 1，957，429，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 800円 � 2，430円 枠 連（5－8） 2，250円

馬 連 �� 4，560円 馬 単 �� 6，000円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 5，760円 �� 27，970円

3 連 複 ��� 141，180円 3 連 単 ��� 446，510円

票 数

単勝票数 計1000068 的中 � 421072（1番人気）
複勝票数 計1306686 的中 � 421641（1番人気）� 31202（8番人気）� 9572（18番人気）
枠連票数 計 872805 的中 （5－8） 29997（9番人気）
馬連票数 計3193120 的中 �� 54158（15番人気）
馬単票数 計1530782 的中 �� 19121（16番人気）
ワイド票数 計1240884 的中 �� 22664（13番人気）�� 5503（47番人気）�� 1122（130番人気）
3連複票数 計3889220 的中 ��� 2066（252番人気）
3連単票数 計6540733 的中 ��� 1062（886番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．2―11．7―12．6―13．3―12．6―11．4―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―35．0―46．7―59．3―1：12．6―1：25．2―1：36．6―1：48．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．0

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

勝馬の
紹 介

アンビシャス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．11．16 京都1着

2012．2．17生 牡3黒鹿 母 カーニバルソング 母母 カ ル ニ オ ラ 5戦3勝 賞金 55，359，000円
〔その他〕 オメガゴールドレイ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 オメガゴールドレイ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年6月9日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 ヴァンガードシチー号・キングカラカウア号・グリュイエール号・トーセンカナロア号・ネオアトラクション号・

ポトマックリバー号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりアンビシャス号は，東京優駿（GⅠ）競走に優先出走できる。

12060 5月9日 曇 良 （27東京2）第5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）

牝，1000万円以下；負担重量は，55�
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

11 � フェリーチェレガロ 牝5黒鹿55 C．ルメール 平井 裕氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 476－181：37．8 5．6�
47 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 482－ 4 〃 クビ 3．7�
24 サ ン レ ー ン 牝5鹿 55 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480± 01：37．9クビ 10．3�
816� サンタクローチェ 牝5青鹿55 田中 勝春村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 480－101：38．0� 15．0�
612 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＋ 21：38．1� 11．8�
611 マルシアーノ 牝5青鹿55 藤岡 佑介吉田 和美氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B476－ 41：38．41� 3．8	
23 デザートオブムーン 牝4黒鹿55 石橋 脩 
グリーンファーム畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 478＋ 41：38．5� 127．4�
36 フ ィ ア レ ス 牝6栗 55 松岡 正海西森 道男氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 61：38．71	 148．3�
35 レッドセイリング 牝5鹿 55 三浦 皇成 
東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 500－ 4 〃 クビ 32．2
815� ハッピーチャート 牝5芦 55 柴田 大知 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 新ひだか 桜井牧場 480± 01：38．91	 93．4�
714 トウカイメリー 牝6青鹿55 杉原 誠人内村 正則氏 野中 賢二 日高 福満牧場 448± 0 〃 クビ 20．7�
713 レイヨンヴェール 牝4黒鹿55 村田 一誠 
グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 486± 01：39．0� 18．7�
510 エドノプリンセス 牝4鹿 55 吉田 豊遠藤 喜松氏 菊沢 隆徳 新ひだか 沖田 忠幸 460－ 81：39．1クビ 97．0�
48 ショウナンアズサ 牝5鹿 55 戸崎 圭太国本 哲秀氏 高野 友和 日高 シンボリ牧場 518－ 6 〃 アタマ 10．4�
59 ラ ブ ユ ー 牝4栗 55 大野 拓弥�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 488＋ 61：39．52� 33．1�
12 � トキノセレブ 牝4鹿 55 平野 優田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 川上 悦夫 476＋ 21：40．13� 191．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，957，600円 複勝： 85，376，800円 枠連： 46，752，700円
馬連： 175，520，900円 馬単： 74，693，400円 ワイド： 79，366，500円
3連複： 205，343，900円 3連単： 322，465，900円 計： 1，048，477，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 200円 � 150円 � 300円 枠 連（1－4） 830円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 460円 �� 900円 �� 690円

3 連 複 ��� 3，030円 3 連 単 ��� 13，520円

票 数

単勝票数 計 589576 的中 � 83917（3番人気）
複勝票数 計 853768 的中 � 106770（3番人気）� 183473（1番人気）� 59614（6番人気）
枠連票数 計 467527 的中 （1－4） 43324（2番人気）
馬連票数 計1755209 的中 �� 118821（2番人気）
馬単票数 計 746934 的中 �� 23215（5番人気）
ワイド票数 計 793665 的中 �� 46686（2番人気）�� 21763（10番人気）�� 29042（6番人気）
3連複票数 計2053439 的中 ��� 50812（5番人気）
3連単票数 計3224659 的中 ��� 17290（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．2―35．1―47．7―1：00．4―1：12．8―1：25．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フェリーチェレガロ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 リファーズウィッシュ

2010．2．13生 牝5黒鹿 母 チャッターリップス 母母 チャッターボックス 14戦3勝 賞金 39，406，000円
初出走 JRA

※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 マーブルケーキ号
（非抽選馬） 3頭 タプローム号・マキノクィーン号・ラブミーブルー号



（27東京2）第5日 5月9日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 188頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

209，340，000円
2，080，000円
7，780，000円
1，700，000円
19，050，000円
74，578，000円
4，888，000円
1，804，800円

勝馬投票券売得金
455，006，100円
639，671，500円
330，076，600円
1，237，747，000円
620，059，800円
556，211，000円
1，461，035，900円
2，303，561，300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 7，603，369，200円

総入場人員 26，328名 （有料入場人員 24，579名）
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