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12109 5月25日 晴 良 （26東京2）第10日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時05分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

816 ユキノビリーブ 牝3黒鹿54 秋山真一郎井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 448－ 21：27．6 15．7�
714 マハーシュリー 牝3黒鹿54 横山 典弘高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 土田 扶美子 436＋ 2 〃 クビ 2．0�
713 グレイスナカヤマ 牝3鹿 54 木幡 初広�中山牧場 牧 光二 浦河 中山牧場 B498＋101：27．81 17．1�
24 エ ル ゴ レ ア 牝3鹿 54 C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 460 ―1：27．9� 6．7�

（豪）

11 クインズアベハ 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �クイーンズ・ランチ 田島 俊明 新ひだか 大滝 康晴 434＋ 61：28．11� 6．2	
48 イミラカチャ 牝3黒鹿54 三浦 皇成諸江 幸祐氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 444＋ 61：28．2� 6．5

510 ソレイユレヴァン 牝3黒鹿54 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 446－ 4 〃 ハナ 13．9�
36 リナクリスタル 牝3鹿 54 柴田 大知ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 日高 有限会社 レキ

シントンファーム 464 ― 〃 アタマ 52．5�
815 キスカラハジメヨウ 牝3鹿 54 蛯名 正義�ビリオンスター尾関 知人 千歳 社台ファーム 396＋ 21：28．62� 51．3
59 ドクターシェイド 牝3鹿 54 石橋 脩松岡 悟氏 柴田 政人 日高 庄野牧場 438± 01：29．45 434．1�
611 アルマシェダル 牝3黒鹿54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 矢野 英一 浦河 上山牧場 468＋ 61：29．61� 45．8�
47 オーロラオーラ 牝3鹿 54 松岡 正海�三嶋牧場 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 440－ 21：29．7クビ 155．3�
612 グランピアノ 牝3青 54 吉田 豊松田 整二氏 高柳 瑞樹 新冠 ヤマタケ牧場 454－10 〃 クビ 47．9�
12 クインズブレス 牝3黒鹿54 江田 照男 �クイーンズ・ランチ 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 450－ 61：30．12� 190．5�
35 ラッキーゴールド 牝3鹿 54 武士沢友治�下河辺牧場 金成 貴史 日高 下河辺牧場 438± 0 〃 アタマ 252．6�
23 ナインライヴス 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹髙橋 信博氏 高橋 義博 日高 千葉飯田牧場 420－ 81：30．31 509．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，289，100円 複勝： 45，709，400円 枠連： 14，389，800円
馬連： 50，522，800円 馬単： 33，763，300円 ワイド： 25，211，200円
3連複： 69，241，100円 3連単： 111，137，200円 計： 374，263，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 330円 � 120円 � 470円 枠 連（7－8） 650円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 3，700円

ワ イ ド �� 500円 �� 2，290円 �� 800円

3 連 複 ��� 6，000円 3 連 単 ��� 43，330円

票 数

単勝票数 計 242891 的中 � 12202（6番人気）
複勝票数 計 457094 的中 � 27246（6番人気）� 163809（1番人気）� 17753（7番人気）
枠連票数 計 143898 的中 （7－8） 16442（3番人気）
馬連票数 計 505228 的中 �� 28190（5番人気）
馬単票数 計 337633 的中 �� 6744（12番人気）
ワイド票数 計 252112 的中 �� 13252（5番人気）�� 2545（23番人気）�� 7842（9番人気）
3連複票数 計 692411 的中 ��� 8518（16番人気）
3連単票数 計1111372 的中 ��� 1893（124番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．3―37．3―50．9―1：03．7―1：15．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．3―3F36．7
3 13，16（4，14）（6，5，10）（8，11）（9，7，12）（2，1，15）－3 4 13，16（4，14）（6，5，8，10）（11，15）（9，7）（2，1，12）－3

勝馬の
紹 介

ユキノビリーブ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2013．10．20 東京8着

2011．3．11生 牝3黒鹿 母 ユキノレイコ 母母 ヴ ェ リ ガ 5戦1勝 賞金 6，300，000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） 1頭 ツリーチャイム号
（非抽選馬） 1頭 クリアレイク号
※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。

12110 5月25日 晴 良 （26東京2）第10日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時30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
1：34．4
1：33．3

重
良

815 ウインヴォイジャー 牡3芦 56 内田 博幸�ウイン 清水 英克 日高 シンボリ牧場 510－ 41：39．9 2．3�
47 ミスターエンザン 牡3鹿 56 武士沢友治深澤 朝房氏 尾関 知人 新ひだか 前川 正美 490 ―1：40．21� 81．9�
713 ポッドジョーカー 牡3黒鹿56 C．ウィリアムズ 小川眞査雄氏 大竹 正博 新冠 村田牧場 478＋ 61：40．3� 10．6�

（豪）

714 チャンピオンリング 牡3栗 56 岩田 康誠 �キャロットファーム 本間 忍 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 556＋ 2 〃 クビ 4．1�
612 ユキノプリンス 牡3黒鹿56 秋山真一郎井上 基之氏 小野 次郎 新ひだか 服部 牧場 452－ 2 〃 ハナ 42．0	
48 リ キ マ ル 牡3鹿 56 嘉藤 貴行北所 直人氏 高橋 義博 日高 高柳 隆男 488－ 2 〃 ハナ 114．6

24 プラネットマジック 牡3芦 56 戸崎 圭太原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 504＋ 21：40．4� 7．8�
35 ウ ラ レ ナ 牡3鹿 56 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B502＋ 41：40．5� 4．2�
611 トーアイタダキ 牡3栗 56 勝浦 正樹高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 440－ 21：40．92� 201．0
11 モ ナ ル ダ 牝3黒鹿54 木幡 初広�Basic 土田 稔 新冠 佐藤 信広 450＋101：41．0クビ 55．7�
36 リ ト ル 牝3鹿 54 的場 勇人柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 430＋ 21：41．74 407．3�
23 ベレロフォン 牡3青鹿 56

53 ▲井上 敏樹�飛渡牧場 小笠 倫弘 新冠 飛渡牧場 416＋101：41．91� 363．0�
12 ピュアジャパン 牝3栗 54 柴田 未崎本間 充氏 本間 忍 日高 本間牧場 422－ 81：42．32� 325．3�
59 ツクバプレジデント 牡3栗 56 横山 和生荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 新冠 平山牧場 470－ 8 〃 クビ 145．3�
510 シゲルリュウキュウ 牡3鹿 56 江田 照男森中 蕃氏 佐藤 吉勝 浦河 中村 雅明 458± 01：42．62 131．8�
816 エクセレントミノル 牡3鹿 56 三浦 皇成吉岡 實氏 尾形 和幸 新ひだか フジワラフアーム B474－ 2 〃 クビ 58．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，011，800円 複勝： 44，122，400円 枠連： 13，926，500円
馬連： 51，660，800円 馬単： 35，580，200円 ワイド： 26，178，900円
3連複： 67，344，600円 3連単： 115，456，100円 計： 379，281，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 1，350円 � 230円 枠 連（4－8） 3，780円

馬 連 �� 9，550円 馬 単 �� 12，910円

ワ イ ド �� 3，230円 �� 460円 �� 9，350円

3 連 複 ��� 22，730円 3 連 単 ��� 105，980円

票 数

単勝票数 計 250118 的中 � 88631（1番人気）
複勝票数 計 441224 的中 � 146449（1番人気）� 5279（9番人気）� 45782（4番人気）
枠連票数 計 139265 的中 （4－8） 2724（9番人気）
馬連票数 計 516608 的中 �� 3994（20番人気）
馬単票数 計 355802 的中 �� 2034（29番人気）
ワイド票数 計 261789 的中 �� 1902（26番人気）�� 15903（5番人気）�� 646（46番人気）
3連複票数 計 673446 的中 ��� 2187（53番人気）
3連単票数 計1154561 的中 ��� 804（234番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―36．1―49．6―1：02．7―1：15．1―1：27．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインヴォイジャー �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 El Prado デビュー 2013．8．3 函館10着

2011．1．26生 牡3芦 母 スイートプラド 母母 Kenbu 7戦1勝 賞金 10，300，000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 ウインエターナル号・カットキタイネン号・サンアナハイム号・テイエムコンドル号・ドリームフェイス号・

バイタルワンダー号・マーキーズシェイプ号・ライクアラヴァー号・ワイマン号
※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10日



12111 5月25日 晴 良 （26東京2）第10日 第3競走 ��1，300�サラブレッド系3歳
発走11時00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

35 ウェイトアンドシー 牡3黒鹿56 岩田 康誠岡田 牧雄氏 新開 幸一 浦河 高村牧場 486± 01：18．4 10．6�
48 オニノシタブル 牡3栗 56 吉田 豊青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B476＋ 4 〃 クビ 36．9�
815 トーセンスティング 牡3鹿 56 北村 宏司島川 �哉氏 古賀 史生 日高 川端 正博 530＋ 81：18．5クビ 4．7�
36 サ マ ー ラ ヴ 牡3黒鹿56 江田 照男�Basic 田村 康仁 新ひだか カタオカフアーム 448－ 21：18．82 27．6�
11 ナムラヒラリー 牝3青鹿54 三浦 皇成奈村 信重氏 大和田 成 新ひだか 武 牧場 444－ 41：19．01� 11．5	
510 ベルウッドタイガ 牡3黒鹿56 武士沢友治鈴木 照雄氏 田島 俊明 浦河 駿河牧場 506± 0 〃 ハナ 12．4

59 ダンディーライアン 牡3鹿 56 石橋 脩 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 田原橋本牧場 500± 01：19．1クビ 17．9�
47 ブラックメイプル 牡3鹿 56 内田 博幸松田 整二氏 高柳 瑞樹 新ひだか 水丸牧場 508± 0 〃 ハナ 2．6
23 ドスコイサーファー 牡3鹿 56 福永 祐一稻井田安史氏 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 442± 01：19．2� 4．6�
611 フ ァ ビ ン 牝3鹿 54 田中 勝春桐谷 茂氏 大和田 成 新ひだか 大滝 康晴 458－ 4 〃 クビ 20．1�
714 ワードオブコマンド 牡3青鹿56 松岡 正海 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458－ 41：21．1大差 320．0�
24 グ ラ ン パ レ 牡3栗 56 藤岡 康太村山 忠弘氏 根本 康広 日高 モリナガファーム 442－121：21．2� 287．7�
612 ラッシュレイン 牡3黒鹿56 柴田 未崎ニットー商事� 伊藤 大士 新冠 斉藤 安行 468－ 41：21．62� 471．0�
713 キョウエイボス 牡3黒鹿 56

53 ▲井上 敏樹田中 晴夫氏 藤原 辰雄 新ひだか 田湯牧場 444＋ 41：22．34 438．6�
12 ルミナスハート 牝3栗 54 川島 信二スリースターズレーシング 松永 康利 新冠 コスモヴューファーム 402＋ 21：23．68 391．1�

（15頭）
816 ア ウ グ ル 牝3栗 54 木幡 初広 H.H．シェイク・モハメド 牧 光二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488－ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 27，490，600円 複勝： 49，970，200円 枠連： 14，430，500円
馬連： 57，047，000円 馬単： 35，892，700円 ワイド： 29，041，200円
3連複： 75，168，300円 3連単： 117，588，800円 計： 406，629，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 350円 � 970円 � 200円 枠 連（3－4） 880円

馬 連 �� 16，530円 馬 単 �� 28，950円

ワ イ ド �� 4，700円 �� 1，180円 �� 3，390円

3 連 複 ��� 29，000円 3 連 単 ��� 160，120円

票 数

単勝票数 差引計 274906（返還計 436） 的中 � 20624（4番人気）
複勝票数 差引計 499702（返還計 1721） 的中 � 36798（6番人気）� 11120（10番人気）� 81976（2番人気）
枠連票数 差引計 144305（返還計 356） 的中 （3－4） 12146（4番人気）
馬連票数 差引計 570470（返還計 3690） 的中 �� 2548（41番人気）
馬単票数 差引計 358927（返還計 2602） 的中 �� 915（78番人気）
ワイド票数 差引計 290412（返還計 2481） 的中 �� 1493（42番人気）�� 6283（13番人気）�� 2083（39番人気）
3連複票数 差引計 751683（返還計 8456） 的中 ��� 1913（85番人気）
3連単票数 差引計1175888（返還計 13985） 的中 ��� 542（461番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．1―29．4―41．7―53．7―1：05．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．7
3 ・（5，7）9（8，15）1，13（6，11）10－（3，4）12－2＝14 4 5（7，9）（8，1，15）－（6，11）10－（3，13）4，12，2＝14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ウェイトアンドシー �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 エ ブ ロ ス デビュー 2014．3．1 中山9着

2011．4．29生 牡3黒鹿 母 レディージーニアス 母母 ブライダルディナー 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 アウグル号は，馬場入場後に放馬。疾病〔四肢挫創〕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〕 ルミナスハート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年6月25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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 インスタイル号・カミノアヴァロン号・ゴールドアスール号・セイユウパワー号・マイネルボルソー号・

リヴィダス号
（非抽選馬） 2頭 マルヨグラス号・ヤマタケカントウ号

12112 5月25日 晴 良 （26東京2）第10日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時30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 250，000
250，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

817 コスモチョコレイ 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 浦河 高岸 順一 436－ 21：48．5 7．0�
611 ダイワブレス 牝3栗 54 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム 502＋ 21：48．81� 3．1�
818 キャンディキー 牝3青鹿54 武士沢友治北前孔一郎氏 高柳 瑞樹 新冠 中本牧場 444 ―1：49．01� 79．7�
12 パ ラ ド ー ロ 牝3栗 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 420－22 〃 アタマ 5．2�
11 チ ー カ 牝3芦 54 岩田 康誠窪田 康志氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 420－121：49．21 9．1�
36 マ ニ エ ー テ 牝3栗 54 福永 祐一堂守 貴志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 422－16 〃 同着 26．9	
612 ホ ト ト ヤ エ 牝3黒鹿54 的場 勇人井上 一郎氏 矢野 英一 新冠 パカパカ

ファーム B472－ 61：49．41� 79．3

59 サプライズレナ 牝3鹿 54 藤岡 康太平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 448＋ 4 〃 クビ 21．1�
713 テンノハゴロモ 牝3鹿 54 横山 典弘天白 泰司氏 尾形 和幸 新冠 村上 欽哉 474＋ 4 〃 アタマ 26．6�
816 キネオダンサー 牝3鹿 54 内田 博幸吉田 千津氏 牧 光二 新冠 パカパカ

ファーム 474－10 〃 ハナ 5．9
24 ペイグラブル 牝3栗 54 吉田 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大久保洋吉 日高 白井牧場 454＋ 21：49．61� 72．2�
715 メイブルーラグーン 牝3鹿 54 横山 和生千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 426± 01：49．92 329．9�
510 カ ラ エ 牝3鹿 54 浜中 俊 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 436 ―1：50．0クビ 14．4�
48 グラサンギャル 牝3鹿 54 勝浦 正樹 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 タバタファーム 440± 01：50．1� 24．1�
47 ココアチャン 牝3鹿 54 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 444＋10 〃 アタマ 200．3�
714 マリーアントワー 牝3黒鹿54 江田 照男 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 新ひだか 藤原牧場 452－ 21：50．84 80．8�
23 ビコーズサンサン 牝3黒鹿54 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 畠山牧場 436－ 41：50．9� 44．9�
35 スリーズブーケ 牝3鹿 54 三浦 皇成髙樽さゆり氏 高市 圭二 新冠 柏木 一則 442＋ 61：57．9大差 173．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，704，700円 複勝： 45，286，700円 枠連： 21，801，100円
馬連： 58，988，900円 馬単： 34，998，800円 ワイド： 30，152，700円
3連複： 74，435，100円 3連単： 112，806，300円 計： 405，174，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 230円 � 160円 � 1，130円 枠 連（6－8） 440円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 2，990円

ワ イ ド �� 470円 �� 5，500円 �� 4，300円

3 連 複 ��� 29，020円 3 連 単 ��� 143，540円

票 数

単勝票数 計 267047 的中 � 30102（4番人気）
複勝票数 計 452867 的中 � 51827（4番人気）� 101167（1番人気）� 7549（13番人気）
枠連票数 計 218011 的中 （6－8） 37194（1番人気）
馬連票数 計 589889 的中 �� 41382（2番人気）
馬単票数 計 349988 的中 �� 8656（7番人気）
ワイド票数 計 301527 的中 �� 17591（3番人気）�� 1275（56番人気）�� 1637（45番人気）
3連複票数 計 744351 的中 ��� 1893（87番人気）
3連単票数 計1128063 的中 ��� 580（441番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―35．6―48．0―1：00．6―1：13．5―1：25．4―1：36．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．9―3F35．0

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモチョコレイ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Miswaki デビュー 2013．11．30 中山2着

2011．5．3生 牝3黒鹿 母 スイートウィリアム 母母 チャイナブリーズ 6戦1勝 賞金 10，550，000円
〔発走状況〕 サプライズレナ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔その他〕 スリーズブーケ号は，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〕 スリーズブーケ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年6月25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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 コスモベツァーリ号・トーセンオーキッド号・ニシノシオン号・ラブリードレス号



12113 5月25日 晴 良 （26東京2）第10日 第5競走 ��
��2，100�サラブレッド系3歳

発走12時20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
2：06．7
2：05．9

良
良

44 アムールスキー 牡3鹿 56 C．ウィリアムズ 有限会社シルク小笠 倫弘 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484＋ 42：12．7 21．7�

（豪）

813 グラスプリマ 牝3鹿 54 吉田 豊半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 506＋ 22：12．8� 16．2�
45 アクアマリンブレス 牡3黒鹿56 福永 祐一 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 502± 02：12．9� 15．5�
56 スワーヴカイザー 牡3青 56 蛯名 正義諏訪 守氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 518－ 8 〃 ハナ 13．3�
22 トーセンハリケーン 牡3鹿 56 戸崎 圭太島川 �哉氏 鈴木 康弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 506－ 4 〃 ハナ 1．6	
69 アイソレーション 牡3鹿 56 岩田 康誠丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 506－ 42：13．0クビ 38．7

33 エイシンソニック 牡3青鹿56 内田 博幸�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 土田 扶美子 492－ 2 〃 ハナ 28．7�
711 ワンダフルニュース 牡3栗 56 田辺 裕信島田 久氏 尾関 知人 日高 浜本 幸雄 482－ 62：13．32 52．8
812 キネオフォルツァ 牡3芦 56 北村 宏司吉田 千津氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 518± 02：13．5� 21．8�
68 コクリュウノマイ 牡3青鹿56 江田 照男髙樽さゆり氏 栗田 徹 浦河 山本牧場 B492－ 42：14．13� 50．3�
57 クールジャイロ 牡3栗 56 三浦 皇成川上 哲司氏 矢野 英一 日高 田中 元寿 B492－ 82：14．95 8．8�
710 ドラゴンカフェ 牡3黒鹿56 松岡 正海窪田 康志氏 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 526－ 22：16．17 10．0�
11 アンバーロード 牡3鹿 56 武士沢友治 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 510± 02：16．73� 278．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 44，973，000円 複勝： 106，517，500円 枠連： 18，380，000円
馬連： 70，414，800円 馬単： 54，471，000円 ワイド： 35，344，100円
3連複： 85，545，900円 3連単： 175，583，900円 計： 591，230，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，170円 複 勝 � 860円 � 660円 � 600円 枠 連（4－8） 3，130円

馬 連 �� 9，130円 馬 単 �� 19，080円

ワ イ ド �� 2，510円 �� 2，460円 �� 2，120円

3 連 複 ��� 30，300円 3 連 単 ��� 175，830円

票 数

単勝票数 計 449730 的中 � 16406（7番人気）
複勝票数 計1065175 的中 � 32009（8番人気）� 43125（6番人気）� 48064（5番人気）
枠連票数 計 183800 的中 （4－8） 4339（11番人気）
馬連票数 計 704148 的中 �� 5695（26番人気）
馬単票数 計 544710 的中 �� 2108（52番人気）
ワイド票数 計 353441 的中 �� 3460（30番人気）�� 3535（29番人気）�� 4123（23番人気）
3連複票数 計 855459 的中 ��� 2084（86番人気）
3連単票数 計1755839 的中 ��� 737（422番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―12．8―12．9―12．9―13．2―12．9―12．3―12．2―12．5―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．2―31．0―43．9―56．8―1：10．0―1：22．9―1：35．2―1：47．4―1：59．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アムールスキー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．12．8 中山4着

2011．2．6生 牡3鹿 母 ビワパシフィカス 母母 パシフィカス 5戦2勝 賞金 13，300，000円
〔制裁〕 クールジャイロ号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースでの御法（内側に逃避された）について過怠金30，000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。

12114 5月25日 晴 良 （26東京2）第10日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時50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
1：31．3
1：30．7

良
良

611 キミノナハセンター 牡3鹿 56 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 470－ 41：34．8 4．1�
48 キーンソード 牡3黒鹿56 田辺 裕信佐々木雄二氏 黒岩 陽一 浦河 中脇 満 456＋ 21：34．9� 24．8�
24 リバーソウル 牡3黒鹿56 岩田 康誠林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 442－ 21：35．0� 27．6�
713 シングンジョーカー 牡3黒鹿56 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 464＋ 21：35．1� 14．2�
23 バトルジェジェジェ 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹宮川 秋信氏 尾形 和幸 新冠 飛渡牧場 444－12 〃 ハナ 63．1�
612 カバーストーリー 牡3栗 56 浜中 俊前田 晋二氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 474＋ 6 〃 ハナ 17．6�
12 リターンラルク 牡3鹿 56 横山 典弘山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 B456－ 4 〃 クビ 8．0	
47 ベストドリーム 牡3鹿 56 三浦 皇成堀口 晴男氏 高橋 文雅 日高 日西牧場 448＋ 61：35．2クビ 22．7

36 パドルウィール 牡3芦 56 川田 将雅有限会社シルク中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 4 〃 クビ 2．0�
11 シベリアンタイガー 牡3鹿 56 蛯名 正義岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 増本 良孝 474＋ 21：35．41� 30．8�
510 マイネプレセア 牝3青鹿54 柴田 大知 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 428＋ 61：35．61	 17．6�
815 ワールドマッチ 牡3栗 56 秋山真一郎 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：35．7� 116．7�
714 プリュヴィオーズ 牝3鹿 54 二本柳 壮�ミルファーム 畠山 重則 浦河 福田牧場 444－ 41：35．8� 347．2�
35 ライクアラヴァー 牝3栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 真歌田中牧場 410－ 41：35．9� 406．5�
816 カンタベリーマーチ 牡3栗 56 川島 信二峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 荒谷 輝和 468－ 61：36．0� 399．3�
59 ラ ラ ラ 牝3鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 430＋ 61：36．53 311．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，820，700円 複勝： 65，852，700円 枠連： 20，801，000円
馬連： 86，372，900円 馬単： 50，366，400円 ワイド： 39，654，600円
3連複： 98，180，800円 3連単： 171，335，100円 計： 572，384，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 200円 � 510円 � 640円 枠 連（4－6） 1，400円

馬 連 �� 4，670円 馬 単 �� 7，420円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 2，270円 �� 3，270円

3 連 複 ��� 26，720円 3 連 単 ��� 112，700円

票 数

単勝票数 計 398207 的中 � 77788（2番人気）
複勝票数 計 658527 的中 � 107396（2番人気）� 30649（8番人気）� 23929（9番人気）
枠連票数 計 208010 的中 （4－6） 10980（5番人気）
馬連票数 計 863729 的中 �� 13673（15番人気）
馬単票数 計 503664 的中 �� 5011（23番人気）
ワイド票数 計 396546 的中 �� 6604（15番人気）�� 4295（24番人気）�� 2954（36番人気）
3連複票数 計 981808 的中 ��� 2712（71番人気）
3連単票数 計1713351 的中 ��� 1122（311番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．0―35．8―47．9―1：00．1―1：11．8―1：23．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キミノナハセンター �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Caerleon デビュー 2013．8．11 函館3着

2011．5．24生 牡3鹿 母 グレイトサンライズ 母母 Grace And Glory 6戦2勝 賞金 16，900，000円
※カンタベリーマーチ号・ライクアラヴァー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



12115 5月25日 晴 良 （26東京2）第10日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走13時20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
1：56．1
1：56．1

良
良

714 ロンギングゴールド 牡4黒鹿57 C．ウィリアムズ 坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 460－102：00．2 5．5�
（豪）

715 タイセイグルーヴィ 牡5鹿 57 松岡 正海田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 464－ 22：00．3� 13．8�
47 パシャドーラ 牝4鹿 55 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 502＋ 42：00．51	 6．2�
36 ピタゴラスコンマ 牡5鹿 57

54 ▲井上 敏樹髙瀬 真尚氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 518± 02：00．6
 46．2�
713 マクベスバローズ 牡4黒鹿57 勝浦 正樹猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B454－ 4 〃 クビ 17．7�
817 パリソワール 牡5栗 57 三浦 皇成丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 440－ 2 〃 ハナ 147．4�
59 エリンジューム 牝4黒鹿55 江田 照男有限会社シルク高木 登 新ひだか 神垣 道弘 472＋ 2 〃 ハナ 96．7	
35 ポップアップハート 牡4栗 57 岩田 康誠丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 496－ 62：00．7クビ 11．3

23 インプレザリオ 牡6栗 57 福永 祐一青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム 492＋ 82：00．8� 6．9�
611 マイネルクレイズ 牡4黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ハシモトフアーム 474－ 42：01．01	 41．0
818 ボーイフレンド 牡5栗 57 横山 典弘北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 448＋ 4 〃 クビ 3．8�
510 ア ガ サ 牝4青 55 木幡 初広上野 直樹氏 小野 次郎 日高 社台ファーム 488＋ 82：01．21	 68．0�
48 ディーエスライダー 牡5黒鹿57 吉田 豊秋谷 壽之氏 成島 英春 新ひだか 岡田スタツド 496± 02：01．41	 48．6�
11 セイクリッドロード �5鹿 57 内田 博幸岡田 牧雄氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 496－142：01．5
 14．3�
612 ミライヘノカゼ 牡5鹿 57 武士沢友治三島 宣彦氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 B478－ 8 〃 クビ 140．2�
816 ルネッタアスール 牝5鹿 55 横山 和生青木 照吉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 458－ 62：01．71 105．5�
12 スマートルピナス 牝4鹿 55 戸崎 圭太大久保典義氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 450－ 22：01．91
 9．7�
24 ピ ロ ポ 牝4鹿 55 的場 勇人畑佐 博氏 水野 貴広 新ひだか 沖田 博志 430＋ 22：03．9大差 240．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，403，400円 複勝： 54，252，600円 枠連： 27，792，200円
馬連： 80，374，800円 馬単： 42，112，500円 ワイド： 37，926，500円
3連複： 102，731，000円 3連単： 144，716，600円 計： 520，309，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 180円 � 310円 � 240円 枠 連（7－7） 1，050円

馬 連 �� 2，660円 馬 単 �� 4，790円

ワ イ ド �� 940円 �� 620円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 6，410円 3 連 単 ��� 34，310円

票 数

単勝票数 計 304034 的中 � 43607（2番人気）
複勝票数 計 542526 的中 � 93165（2番人気）� 41821（5番人気）� 58992（4番人気）
枠連票数 計 277922 的中 （7－7） 19554（3番人気）
馬連票数 計 803748 的中 �� 22368（10番人気）
馬単票数 計 421125 的中 �� 6498（17番人気）
ワイド票数 計 379265 的中 �� 9908（10番人気）�� 15794（2番人気）�� 6601（20番人気）
3連複票数 計1027310 的中 ��� 11836（16番人気）
3連単票数 計1447166 的中 ��� 3113（72番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．6―35．0―47．3―59．9―1：12．1―1：24．1―1：36．1―1：47．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F36．1

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロンギングゴールド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Mr. Prospector デビュー 2012．11．25 東京2着

2010．3．31生 牡4黒鹿 母 フサイチオラクル 母母 Over Your Shoulder 13戦2勝 賞金 22，880，000円
〔制裁〕 ルネッタアスール号の騎手横山和生は，2コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・9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。

12116 5月25日 晴 良 （26東京2）第10日 第8競走 ��
��1，400�

あ き が わ

秋 川 特 別
発走13時50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 427，000円 122，000円 61，000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 メイショウオオカゼ 牡4黒鹿57 浜中 俊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 514± 01：24．0 25．5�

24 サルバドールハクイ 牡4鹿 57 戸崎 圭太則武 輝一氏 相沢 郁 浦河 北俣ファーム B454＋ 41：24．21� 4．2�
11 モズベラベラ 牡5栗 57 C．ウィリアムズ 北側 雅司氏 中尾 秀正 日高 日高大洋牧場 470＋ 21：24．3	 11．8�

（豪）

815 ミルキーブロード 牝5芦 55 木幡 初広半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 512＋ 41：24．4クビ 4．8�
612
 ネオシーサー 牡7青 57 川島 信二佐々木政充氏 高橋 亮 日高 田端牧場 444－ 81：24．72 42．0�
36 コーリンギデオン 牡5鹿 57 横山 和生伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 470± 01：24．8� 16．7	
12 ヴェイグストーリー 牝5栗 55 蛯名 正義 �社台レースホース中川 公成 千歳 社台ファーム 486－181：25．01� 59．2

714� アテーナーズブレス 牝6鹿 55 北村 宏司黒岩 晴男氏 古賀 慎明 米 Green

Gates Farm 464± 01：25．1クビ 30．6�
23 ブルーイングリーン 牡5栗 57 三浦 皇成青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 486± 0 〃 ハナ 37．4
611
 ビットアレグロ 牡5栗 57 江田 照男礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム B482＋ 21：25．2	 50．1�
48 ザストロンシチー 牡6鹿 57 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 富川田中牧場 B490－ 41：25．3� 21．7�
510 キングブレイク 牡5栗 57 藤岡 康太宮田 守氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 508± 01：25．61� 7．2�
47 ヴィンテージイヤー 牡5鹿 57 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 浦河 日進牧場 B516－ 21：25．92 3．9�
35 ハワイアンシュガー 牡6黒鹿57 岩部 純二四方堂第五郎氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 誠次 446＋ 61：26．11 181．0�
816� サウンドカスケード 牡4鹿 57 福永 祐一増田 雄一氏 池上 昌弘 米

Equus Farm &
Susan M. For-
rester

B504＋ 21：26．95 22．1�
713 ツクバアラモード 牝4栗 55 吉田 豊細谷 武史氏 田中 清隆 新ひだか 真歌伊藤牧場 456± 01：27．11 66．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，242，900円 複勝： 63，051，500円 枠連： 24，864，700円
馬連： 99，941，800円 馬単： 53，784，600円 ワイド： 44，458，000円
3連複： 121，362，500円 3連単： 186，463，000円 計： 632，169，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，550円 複 勝 � 780円 � 200円 � 370円 枠 連（2－5） 1，590円

馬 連 �� 7，410円 馬 単 �� 20，960円

ワ イ ド �� 2，590円 �� 3，310円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 19，620円 3 連 単 ��� 158，540円

票 数

単勝票数 計 382429 的中 � 11847（9番人気）
複勝票数 計 630515 的中 � 17859（11番人気）� 101677（2番人気）� 43716（6番人気）
枠連票数 計 248647 的中 （2－5） 11589（7番人気）
馬連票数 計 999418 的中 �� 9961（27番人気）
馬単票数 計 537846 的中 �� 1894（72番人気）
ワイド票数 計 444580 的中 �� 4174（31番人気）�� 3250（40番人気）�� 10298（10番人気）
3連複票数 計1213625 的中 ��� 4567（60番人気）
3連単票数 計1864630 的中 ��� 868（477番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．7―48．2―1：00．1―1：11．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F35．8
3 16，9，15（1，8）（5，10）（3，7）14（2，4）（6，12）（11，13） 4 ・（16，9）（15，8）1（5，7，10）3（4，14）（2，12）（6，11）13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウオオカゼ �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2012．10．28 東京1着

2010．3．26生 牡4黒鹿 母 オーソードレッシイ 母母 カクテルドレス 16戦3勝 賞金 39，027，000円
〔制裁〕 ミルキーブロード号の騎手木幡初広は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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） 1頭 バルダメンテ号
（非抽選馬） 8頭 オリオンザプラズマ号・クリノロッキー号・コンサートレディ号・ジャーグラット号・ジョージジョージ号・

シークレットアーム号・タガノトネール号・タニセンジャッキー号
※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。



12117 5月25日 晴 良 （26東京2）第10日 第9競走 ��
��1，800�テ レ 玉 杯

発走14時25分 （芝・左）
4歳以上，1，000万円以下，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

テレビ埼玉杯（1着）
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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

79 ロンギングダンサー 牡5黒鹿56 福永 祐一坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 484－ 41：46．8 2．1�
44 ブライトボーイ 牡5鹿 55 石橋 脩古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 478± 01：46．9� 17．3�
67 サ ン グ ッ プ 牡6栗 55 松岡 正海加藤 信之氏 浜田多実雄 日高 加藤ステーブル 492± 0 〃 アタマ 6．8�
11 イレプレイスブル 牡4黒鹿55 横山 和生�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 470－ 21：47．11� 7．3�
811 マ グ メ ル 牡5鹿 55 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム B456－ 41：47．31� 39．9	
22 ゴールドブライアン 牡6青鹿56 蛯名 正義杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 464± 01：47．51� 27．5

810 ビームライフル 牡5青鹿56 戸崎 圭太西山 茂行氏 須貝 尚介 新ひだか 本桐牧場 478＋ 61：47．6	 4．7�
78 
 ユウターウェーヴ 牡7栗 52 柴田 大知北前孔一郎氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 490＋ 61：47．7クビ 106．0�
55 ノーヒッター 牡4黒鹿54 勝浦 正樹島田 久氏 小野 次郎 浦河 江谷 重雄 464－ 4 〃 アタマ 10．9
66 タケルハヤテ 牡6鹿 54 江田 照男森 保彦氏 池上 昌弘 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム B468＋ 21：47．91� 65．4�
33 ロードエフォール 牡6黒鹿55 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 成隆牧場 488－ 21：48．0	 24．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 45，051，500円 複勝： 69，325，600円 枠連： 21，305，900円
馬連： 110，601，600円 馬単： 68，750，200円 ワイド： 45，160，500円
3連複： 129，895，500円 3連単： 274，126，900円 計： 764，217，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 320円 � 200円 枠 連（4－7） 2，150円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 570円 �� 360円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 3，980円 3 連 単 ��� 16，590円

票 数

単勝票数 計 450515 的中 � 173440（1番人気）
複勝票数 計 693256 的中 � 219663（1番人気）� 40543（6番人気）� 83005（3番人気）
枠連票数 計 213059 的中 （4－7） 7333（7番人気）
馬連票数 計1106016 的中 �� 53181（6番人気）
馬単票数 計 687502 的中 �� 21588（7番人気）
ワイド票数 計 451605 的中 �� 19389（6番人気）�� 33656（2番人気）�� 7779（17番人気）
3連複票数 計1298955 的中 ��� 24125（15番人気）
3連単票数 計2741269 的中 ��� 12195（50番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―11．9―11．7―11．5―11．6―11．4―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―36．5―48．2―59．7―1：11．3―1：22．7―1：34．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロンギングダンサー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．9．4 新潟3着

2009．2．24生 牡5黒鹿 母 ダンスパートナー 母母 ダンシングキイ 16戦4勝 賞金 61，860，000円

12118 5月25日 晴 良 （26東京2）第10日 第10競走 ��
��1，400�フリーウェイステークス

発走15時00分 （芝・左）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

58 � コウヨウアレス 牡5青鹿57 内田 博幸寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 478－ 61：21．5 6．6�
22 ハングリージャック 牡7黒鹿57 田辺 裕信吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 496± 01：21．71	 10．6�
69 ハーキュリーズ 牡6鹿 57 岩田 康誠 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 456－ 4 〃 ハナ 4．8�
11 ゴーハンティング 牡6黒鹿57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 508－ 4 〃 クビ 15．9�
33 ニシノビークイック 牡5栗 57 勝浦 正樹西山 茂行氏 河内 洋 新ひだか 本桐牧場 486± 01：21．8クビ 40．3�
57 プランスデトワール 牡6芦 57 福永 祐一山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 474± 0 〃 クビ 14．0	
711 セイクレットレーヴ 牡5鹿 57 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム 472－ 2 〃 ハナ 3．9

814 シルクドリーマー 牡5鹿 57 C．ウィリアムズ 有限会社シルク音無 秀孝 浦河 笠松牧場 476± 01：21．9
 20．6�

（豪）

610� デ ン フ ァ レ 牝7栗 55 的場 勇人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 浦河 宮内牧場 492＋ 41：22．0クビ 14．5

712 アールデュラン �5鹿 57 三浦 皇成星野 紀子氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 B470－ 4 〃 クビ 26．4�
46 � タマモマーブル �6栗 57 武士沢友治タマモ� 南井 克巳 新ひだか 前田牧場 474－ 61：22．1� 25．2�
34 チャーチクワイア 牝5栗 55 北村 宏司 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 460－ 81：22．31 6．1�
45 キョウエイアシュラ 牡7鹿 57 松岡 正海田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 466＋10 〃 ハナ 145．3�
813 メジャーアスリート 牡5栗 57 浜中 俊�G1レーシング 高木 登 浦河 有限会社

松田牧場 512＋ 41：22．72� 48．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 51，680，000円 複勝： 102，454，900円 枠連： 37，269，300円
馬連： 173，140，400円 馬単： 86，502，200円 ワイド： 67，529，700円
3連複： 214，196，000円 3連単： 347，583，400円 計： 1，080，355，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 280円 � 320円 � 200円 枠 連（2－5） 2，100円

馬 連 �� 3，230円 馬 単 �� 5，650円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 890円 �� 970円

3 連 複 ��� 7，080円 3 連 単 ��� 41，740円

票 数

単勝票数 計 516800 的中 � 62100（4番人気）
複勝票数 計1024549 的中 � 91260（4番人気）� 76884（6番人気）� 160989（2番人気）
枠連票数 計 372693 的中 （2－5） 13158（9番人気）
馬連票数 計1731404 的中 �� 39658（12番人気）
馬単票数 計 865022 的中 �� 11313（20番人気）
ワイド票数 計 675297 的中 �� 12589（19番人気）�� 19013（9番人気）�� 17200（11番人気）
3連複票数 計2141960 的中 ��� 22332（21番人気）
3連単票数 計3475834 的中 ��� 6146（122番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．2―35．9―47．7―59．2―1：10．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F33．8
3 8，9，2（4，10）1（3，5）－7（6，12）11（13，14） 4 8，9，2（4，10）1（3，5）7（6，12）11（13，14）

勝馬の
紹 介

�コウヨウアレス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Forty Niner

2009．3．18生 牡5青鹿 母 フォーティース 母母 Book Collector 14戦4勝 賞金 67，317，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２レース目



12119 5月25日 晴 良 （26東京2）第10日 第11競走 ��
��2，400�優 駿 牝 馬（ＧⅠ）

発走15時40分 （第75回オークス） （芝・左）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，55�

内閣総理大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 97，000，000円 39，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 9，700，000円
付 加 賞 28，042，000円 8，012，000円 4，006，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

2：22．1
2：22．1
2：23．6

良
良
良

59 ヌーヴォレコルト 牝3栗 55 岩田 康誠原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 444＋ 62：25．8 9．8�
510 ハープスター 牝3鹿 55 川田 将雅 �キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム 474－ 4 〃 クビ 1．3�
35 バウンスシャッセ 牝3鹿 55 北村 宏司 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 514－ 42：25．9クビ 16．4�
713 ニシノアカツキ 牝3栗 55 勝浦 正樹西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 高昭牧場 450＋ 22：26．0	 181．7�
714 ブランネージュ 牝3鹿 55 秋山真一郎 �社台レースホース藤岡 健一 安平 追分ファーム 462＋ 42：26．42
 43．2�
611 マーブルカテドラル 牝3鹿 55 田辺 裕信 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 432－ 22：26．71	 61．7	
48 サングレアル 牝3青鹿55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 400－14 〃 クビ 16．5

23 マイネオーラム 牝3鹿 55 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 454－ 42：26．91 57．8�
612 マイネグレヴィル 牝3鹿 55 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 460＋ 2 〃 ハナ 145．0
11 ベッラレジーナ 牝3鹿 55 藤岡 康太有限会社シルク平田 修 安平 ノーザンファーム 418－ 62：27．0
 63．0�
817 フォーエバーモア 牝3栗 55 蛯名 正義 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 454－ 22：27．21
 22．8�
816 ク リ ス マ ス 牝3黒鹿55 三浦 皇成 M・

Kenichiホールディング� 伊藤 大士 新冠 アラキフアーム 424± 02：27．41� 114．0�
715 マジックタイム 牝3黒鹿55 横山 典弘 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 450－ 42：27．61
 38．5�
47 シャイニーガール 牝3鹿 55 田中 勝春小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 462－ 2 〃 アタマ 112．4�
12 � デ ィ ル ガ 牝3栗 55 浜中 俊前田 葉子氏 矢作 芳人 米 CASA Farms

I, LLC 448＋ 42：27．92 91．5�
36 パシフィックギャル 牝3芦 55 C．ウィリアムズ 吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 486－122：28．43 53．1�

（豪）

24 ペイシャフェリス 牝3鹿 55 内田 博幸北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 428＋ 62：29．03
 103．7�
818 エリーザベスト 牝3黒鹿55 川島 信二佐々木政充氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 502± 02：31．6大差 233．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 631，506，900円 複勝： 1，211，265，000円 枠連： 474，861，500円 馬連： 1，718，880，300円 馬単： 1，374，864，700円
ワイド： 744，170，200円 3連複： 2，700，462，800円 3連単： 7，455，710，500円 5重勝： 685，735，100円 計： 16，997，457，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 150円 � 110円 � 270円 枠 連（5－5） 390円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 190円 �� 910円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，530円 3 連 単 ��� 12，850円

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

キャリーオーバー なし����� 8，725，390円

票 数

単勝票数 計6315069 的中 � 511299（2番人気）
複勝票数 計12112650 的中 � 1143124（2番人気）� 7994342（1番人気）� 428506（3番人気）
枠連票数 計4748615 的中 （5－5） 913945（1番人気）
馬連票数 計17188803 的中 �� 3343099（1番人気）
馬単票数 計13748647 的中 �� 586797（7番人気）
ワイド票数 計7441702 的中 �� 1234815（1番人気）�� 166862（10番人気）�� 424727（2番人気）
3連複票数 計27004628 的中 ���1302959（2番人気）
3連単票数 計74557105 的中 ��� 428240（31番人気）
5重勝票数 差引計6857351（返還計 95350） 的中 ����� 58

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．4―23．0―35．2―48．0―1：00．7―1：13．4―1：26．2―1：38．7―1：50．7―2：02．7―2：14．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F35．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ヌーヴォレコルト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2013．10．19 東京4着

2011．2．25生 牝3栗 母 オメガスピリット 母母 ファーガーズプロスペクト 6戦3勝 賞金 181，114，000円
〔制裁〕 エリーザベスト号の騎手川島信二は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：1番）
※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） 4頭 アドマイヤシーマ号・アムールブリエ号・ハピネスダンサー号・レーヴデトワール号
（非抽選馬） 1頭 ホワイトマニキュア号
※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。

12120 5月25日 晴 良 （26東京2）第10日 第12競走 ��
��2，100�

たんざわ

丹沢ステークス
発走16時25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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000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
2：06．7
2：05．9

良
良

815 スターバリオン 牡5芦 57 蛯名 正義幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 合資会社カ
ネツ牧場 496－ 62：10．3 7．5�

12 リキサンステルス 牡4青鹿57 浜中 俊 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 B476－ 6 〃 クビ 14．6�
35 トーセンハルカゼ 牡4鹿 57 江田 照男島川 �哉氏 鈴木 康弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 484－ 22：10．51� 53．6�
59 タガノビリーヴィン 牡4黒鹿57 C．ウィリアムズ 八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 478－ 8 〃 アタマ 9．4�

（豪）

47 ユーロビート 	5鹿 57 田辺 裕信吉田 和美氏 高柳 瑞樹 洞
湖 メジロ牧場 534± 02：10．71� 8．1	
24 サンライズウェイ 牡4栗 57 福永 祐一松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 458＋ 22：10．91 5．5

23 ギャザーロージズ 	7芦 57 横山 典弘吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 488＋ 42：11．21� 14．6�
611 ナリタポセイドン 牡5鹿 57 武士沢友治�オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム 490＋ 42：11．3� 3．4
510 サンマルデューク 牡5黒鹿57 川島 信二相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 494－ 42：11．61� 125．3�
714 コウユーヒーロー 牡7青 57 勝浦 正樹加治屋貞光氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 522＋ 22：11．81� 77．8�
612 スズカカイゼル 牡4鹿 57 内田 博幸永井 啓弍氏 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 466± 02：12．11� 45．5�
713� シンボリエンパイア 牡5黒鹿57 北村 宏司シンボリ牧場 藤沢 和雄 米 Takahiro

Wada 530± 02：12．2� 5．7�
36 コ ウ ジ ョ ウ 牡4栗 57 松岡 正海小菅 定雄氏 高木 登 新ひだか 三石橋本牧場 518＋ 62：12．94 64．8�
816 セイカフォルテ 牡6鹿 57 柴田 大知久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 448－ 42：13．11 94．6�
11 メタギャラクシー 牡7鹿 57 田中 勝春 �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 498± 02：15．9大差 66．6�
48 ユジェニックブルー 牡7黒鹿57 横山 和生 �ブルーマネジメント森 秀行 新冠 川上牧場 524＋102：17．7大差 188．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 95，669，500円 複勝： 150，475，000円 枠連： 60，304，300円
馬連： 260，884，000円 馬単： 134，895，500円 ワイド： 108，724，100円
3連複： 339，639，000円 3連単： 617，407，400円 計： 1，767，998，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 280円 � 450円 � 1，600円 枠 連（1－8） 3，360円

馬 連 �� 3，660円 馬 単 �� 6，810円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 6，350円 �� 9，450円

3 連 複 ��� 84，890円 3 連 単 ��� 458，860円

票 数

単勝票数 計 956695 的中 � 101397（4番人気）
複勝票数 計1504750 的中 � 166423（4番人気）� 89097（8番人気）� 21512（13番人気）
枠連票数 計 603043 的中 （1－8） 13276（18番人気）
馬連票数 計2608840 的中 �� 52650（18番人気）
馬単票数 計1348955 的中 �� 14628（33番人気）
ワイド票数 計1087241 的中 �� 20872（19番人気）�� 4157（51番人気）�� 2782（77番人気）
3連複票数 計3396390 的中 ��� 2953（214番人気）
3連単票数 計6174074 的中 ��� 993（1025番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．3―30．3―42．6―55．1―1：08．4―1：21．1―1：33．6―1：46．0―1：58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．7
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スターバリオン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2011．7．3 函館6着

2009．3．19生 牡5芦 母 カネツプリンセス 母母 プロポーション 25戦5勝 賞金 89，497，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユジェニックブルー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年6月25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 オメガスカイツリー号・コルージャ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

５レース目



（26東京2）第10日 5月25日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 187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

388，930，000円
5，360，000円
41，980，000円
36，180，000円
74，376，500円
5，528，000円
1，795，200円

勝馬投票券売得金
1，080，844，100円
2，008，283，500円
750，126，800円
2，818，830，100円
2，005，982，100円
1，233，551，700円
4，078，202，600円
9，829，915，200円
685，735，100円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 24，491，471，200円

総入場人員 73，452名 （有料入場人員 71，018名）
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