
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

晴 良 競走
（ダート・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
不良
不良

デルマアラレチャン 鹿 ▲長岡 禎仁浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーヒルファーム

ビ オ レ ン ト 栗 大野 拓弥細谷 典幸氏 金成 貴史 日高 木村牧場

シュンドルボン 青鹿 三浦 皇成 下河辺牧場 矢野 英一 日高 下河辺牧場

クラウンシンホニー 鹿 丸田 恭介 クラウン 小野 次郎 新冠 シンユウフアーム

グレイスナカヤマ 鹿 木幡 初広 中山牧場 牧 光二 浦河 中山牧場 B

メイズバースデー 栗 ▲伴 啓太吉川 潤氏 粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 〃 クビ

ツリーチャイム 鹿 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社

メイショウカイセイ 鹿 柴山 雄一松本 好雄氏 小島 太 浦河 本巣 敦

スイートジョジョ 鹿 ▲木幡 初也シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場

チョココロネ 鹿 ▲原田 和真田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 藤沢牧場

プリンセスキラリン 青 横山 和生 髙昭牧場 黒岩 陽一 浦河 高昭牧場 〃 ハナ

ラブリードレス 鹿 ▲井上 敏樹安倍 光昭氏 星野 忍 新ひだか 岡田 猛

ヨイチスノー 黒鹿 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 浦河 金成吉田牧場

リ ヴ ィ ダ ス 鹿 戸崎 圭太池谷 誠一氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム

イーサンアテナ 黒鹿 吉田 隼人国本 勇氏 中川 公成 日高 中前牧場

サンマルタイム 栗 武士沢友治相馬 勇氏 佐藤 吉勝 むかわ 真壁 信一

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

計：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム
コーナー
通過順位

F F・ － ・

勝馬の
紹 介

デルマアラレチャン 父 スクリーンヒーロー 母父 アドマイヤベガ
母 ユークロニア 母母 ミッシングロジック

により以下の る馬とならなかった。
クリアレイク号
スズカプリティー号・ラウンドガール号

晴 良 競走
（ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
重
良

パリーアーク 鹿 戸崎 圭太 サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム

カットキタイネン 鹿 ▲井上 敏樹平本 敏夫氏 加藤 和宏 様似 林 時春

ドラムメジャー 青 三浦 皇成本間 茂氏 相沢 郁 新冠 競優牧場

テイエムコンドル 鹿 嘉藤 貴行竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場

トーアキヨモリ 鹿 武士沢友治高山ランド 星野 忍 豊浦トーア牧場 〃 ハナ

サンアナハイム 黒鹿 松岡 正海加藤 信之氏 伊藤 伸一 清水 小野瀬 晃司 〃 アタマ

ザッツフェイマス 津村 明秀有限会社シルク松山 将樹 新冠 ムラカミファーム B

イニシアチブバイオ 鹿 横山 和生バイオ 牧 光二 平取 坂東牧場 B

ガ ラ パ ゴ ス 鹿 横山 典弘石川 達絵氏 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 〃 クビ

トワノトップガン 栗 吉田 豊永田 清男氏 土田 稔 新ひだか 三石橋本牧場

バ ロン ドール 丸田 恭介佐々木雄二氏 奥村 武 新ひだか 土田 陽介

クランサージュ 鹿 江田 照男 グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B

ニシノオンリーユー 鹿 嶋田 純次西山 茂行氏 手塚 貴久 新ひだか 岡田牧場

エスティマッシュ 鹿 黛 弘人島川 哉氏 奥平 雅士 日高 有限会社 エ
スティファーム

タイキブロディック 栗 北村 宏司 大樹ファーム 古賀 慎明 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ

センショウオー 黒鹿 柴山 雄一齊藤 宣勝氏 黒岩 陽一 日高 いとう牧場 B 大差

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

計：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム
コーナー
通過順位

F F

勝馬の
紹 介

パリーアーク 父 ディープインパクト 母父 Sinndar
母 ムーンライトダンス 母母 Style of Life

〔タイムオーバーによる出走制限〕 センショウオー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，
走に出走できない。
により以下の る馬とならなかった。

コスモラヴコール号

第２回 東京競馬 第11日



12123 5月31日 晴 良 （26東京2）第11日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

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

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

12 ヘヴンズチョイス 牝3青鹿54 横山 和生有限会社シルク勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 474 ―1：22．0 14．2�
612 アペルトゥーラ 牡3栗 56 戸崎 圭太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 496＋ 21：22．1� 9．8�
36 フジシンゲン 牡3鹿 56 蛯名 正義藤田 達男氏 小島 太 新冠 佐藤 信広 462＋121：22．31� 7．8�
714 ミュゼミランダ 牝3栗 54 北村 宏司髙橋 仁氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 420＋101：22．4クビ 4．1�
715 サクラカルナバル 牝3黒鹿54 田中 勝春�さくらコマース牧 光二 新ひだか 谷岡スタット 468－ 21：22．61� 5．9�
23 ケイブラスト 牡3栗 56

53 ▲長岡 禎仁山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 464－ 41：22．91� 98．6	
818 ベ ニ ツ バ キ 牝3栗 54 勝浦 正樹水上 行雄氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 418－ 2 〃 アタマ 112．1

24 ア オ リ ン ゴ 牝3鹿 54 内田 博幸田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 藤井牧場 432＋ 3 〃 クビ 56．9�
816 ナッツハッピー 牝3栗 54 丸田 恭介飯田 政子氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 430± 01：23．0クビ 262．7�
611 プラチナブロンド 牝3黒鹿54 C．ウィリアムズ キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 434＋ 4 〃 ハナ 2．4�

（豪）

713 エーブサムライ 牡3鹿 56 石橋 脩 �レーシングホース
ジャパン 高橋 文雅 浦河 大北牧場 414－10 〃 クビ 25．5�

11 チャンピオンパラオ 牡3芦 56 村田 一誠坪野谷和平氏 柄崎 孝 浦河 アイオイファーム 444－ 41：23．21	 224．4�
59 サニーロブロイ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也宮﨑 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下
ファーム 424± 0 〃 アタマ 175．7�

48 ダ ー ク ビ ア 牡3黒鹿56 柴山 雄一飯田 正剛氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 B500＋121：23．3� 329．9�
817 コスモアメシスト 牝3芦 54 柴田 大知 ビッグレッドファーム 矢野 英一 日高 天羽 禮治 450＋ 81：23．4クビ 208．4�
47 クラウンイヴ 牝3青 54 三浦 皇成�クラウン 矢野 英一 日高 クラウン日高牧場 432± 01：23．61	 102．4�
510 ナスセンプウ 牡3鹿 56 吉田 隼人小山田 満氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒノデファーム 432－ 21：24．02� 379．4�
35 ミラクルモトヒメ 牝3栗 54 大野 拓弥黒澤 尚氏 高木 登 浦河 鳥井 征士 420＋ 41：25．38 63．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，502，800円 複勝： 48，345，400円 枠連： 19，943，600円
馬連： 62，187，600円 馬単： 38，027，600円 ワイド： 28，054，400円
3連複： 69，079，600円 3連単： 122，341，300円 計： 416，482，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 470円 � 330円 � 300円 枠 連（1－6） 1，640円

馬 連 �� 7，050円 馬 単 �� 13，410円

ワ イ ド �� 1，850円 �� 1，590円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 13，290円 3 連 単 ��� 102，720円

票 数

単勝票数 計 285028 的中 � 15877（6番人気）
複勝票数 計 483454 的中 � 25711（6番人気）� 40380（5番人気）� 44793（4番人気）
枠連票数 計 199436 的中 （1－6） 9000（6番人気）
馬連票数 計 621876 的中 �� 6945（19番人気）
馬単票数 計 380276 的中 �� 2094（38番人気）
ワイド票数 計 280544 的中 �� 3710（17番人気）�� 4350（14番人気）�� 5993（11番人気）
3連複票数 計 690796 的中 ��� 3837（37番人気）
3連単票数 計1223413 的中 ��� 879（249番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．1―34．6―46．9―58．5―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヘヴンズチョイス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Giant’s Causeway 初出走

2011．1．9生 牝3青鹿 母 アーティストチョイス 母母 Astorg 1戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 トミケンフアーマ号
（非抽選馬） 2頭 オーバーテイク号・マイネルパナケーア号
※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。

12124 5月31日 晴 良 （26東京2）第11日 第4競走 ��
��1，800�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
1：44．2
1：43．9

良
良

24 サクラプレミア 牡3黒鹿56 横山 典弘�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 木田 祐博 470－ 61：47．3 2．6�
612 マイネルシェルト 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム 436－ 41：47．51� 4．9�
23 アンジュドボヌール 牝3栗 54 吉田 豊杉山 忠国氏 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 496－ 41：47．6� 25．3�
818 セルバンテス 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 422－161：47．7クビ 11．0�
12 コスモメリー 牝3鹿 54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 420－ 61：48．12� 67．3	
816 コスモナーダム 牡3栗 56 石橋 脩岡田 繁幸氏 池上 昌弘 新ひだか 出羽牧場 468－ 21：48．2� 99．3

510 ソードラック 牡3鹿 56 柴山 雄一佐々木 徹氏 斎藤 誠 新冠 シンユウフアーム 446＋ 2 〃 ハナ 7．6�
714 トウショウメソッド 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹トウショウ産業� 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 456－ 6 〃 アタマ 240．0�
36 ロ ワ ド ー ル 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太保坂 和孝氏 木村 哲也 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 432± 01：48．41	 201．4

59 フクノブリューナク 牡3栗 56 松岡 正海福島 祐子氏 高橋 文雅 新ひだか 米田 和子 468－ 21：48．93 20．3�
35 フォーエバーダンス 牝3鹿 54 勝浦 正樹青山 洋一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム B478－141：49．11 125．7�
48 タ ケ シ ク ン 牡3鹿 56 三浦 皇成吉田都枝江氏 堀井 雅広 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 41：49．2� 10．4�
47 ホッコーザムーン 牝3栗 54 北村 宏司矢部 道晃氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 444＋ 4 〃 クビ 60．4�
611 コスモベツァーリ 牝3鹿 54 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 日高 戸川牧場 432＋ 4 〃 ハナ 380．0�
11 アスキーコード 牡3青鹿56 田中 勝春 �社台レースホース和田 正道 千歳 社台ファーム 476－161：49．52 5．6�
713 ヤマニンボレアル 牡3黒鹿56 武士沢友治土井 肇氏 蛯名 利弘 浦河 廣田 伉助 B500－ 41：49．6� 124．6�
715 デアフェイム 牝3鹿 54 柴田 未崎伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 446＋ 81：49．7� 232．2�
817 テ ル ス 牝3黒鹿54 江田 照男杉澤 光雄氏 小野 次郎 新冠 川島牧場 B444－ 41：49．8� 331．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，077，700円 複勝： 54，750，500円 枠連： 16，687，400円
馬連： 65，352，800円 馬単： 35，851，400円 ワイド： 30，075，600円
3連複： 72，490，200円 3連単： 117，676，000円 計： 421，961，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 170円 � 510円 枠 連（2－6） 560円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，050円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 3，550円 3 連 単 ��� 12，220円

票 数

単勝票数 計 290777 的中 � 91532（1番人気）
複勝票数 計 547505 的中 � 149894（1番人気）� 88562（2番人気）� 18716（8番人気）
枠連票数 計 166874 的中 （2－6） 22346（1番人気）
馬連票数 計 653528 的中 �� 83867（1番人気）
馬単票数 計 358514 的中 �� 26545（1番人気）
ワイド票数 計 300756 的中 �� 34829（1番人気）�� 6454（12番人気）�� 5409（16番人気）
3連複票数 計 724902 的中 ��� 15101（9番人気）
3連単票数 計1176760 的中 ��� 7110（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―35．7―47．6―59．7―1：12．0―1：23．4―1：35．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．3

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

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

勝馬の
紹 介

サクラプレミア �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．9．1 新潟9着

2011．4．5生 牡3黒鹿 母 サクラインザダーク 母母 サクラブラッサム 6戦1勝 賞金 10，350，000円
〔制裁〕 ホッコーザムーン号の調教師松永康利は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

マイネルシェルト号の騎手柴田大知は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：10番・9
番・8番・7番・6番）

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 サンアンドムーン号・マルケットリー号



12125 5月31日 晴 良 （26東京2）第11日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時30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
1：34．4
1：33．3

重
良

59 フィールザスマート 牡3青鹿56 田中 勝春櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 492＋ 21：36．8 12．6�
612 ハイアーレート 牡3黒鹿56 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム 480－ 41：37．11� 4．1�
36 トーホウパルサー 牡3栗 56 蛯名 正義東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 516± 0 〃 クビ 4．3�
713 ゴールデンスピン 牡3栗 56 江田 照男田島榮二郎氏 大江原 哲 新ひだか 元茂牧場 480－ 41：37．2� 10．6�
611 リ ッ カ ル ド 牡3芦 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 484－ 61：37．41� 3．6	
815 キネオフライト 牡3栗 56 丸田 恭介吉田 千津氏 伊藤 大士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522－ 81：37．82� 266．2

714 シャドウシティー 牡3鹿 56 石橋 脩飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 474－121：38．01	 86．7�
11 
 コスモナチュラル 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 米 Margaux

Farm LLC 478－ 21：38．21	 42．2�
816 チャンスメイク 牡3青 56

53 ▲伴 啓太平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 B446－ 4 〃 クビ 207．2
24 アポロオオジャ 牡3栗 56

53 ▲長岡 禎仁アポロサラブレッドクラブ 小島 茂之 日高 森永 睦夫 438－ 21：38．41 114．2�
47 サムソンズシエル 牡3鹿 56 C．ウィリアムズ 有限会社シルク伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 508－ 61：38．61	 8．6�

（豪）

48 ウインヤード 牡3鹿 56
53 ▲原田 和真柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 450－ 81：38．7� 271．9�

35 ファイトバック 牡3黒鹿56 吉田 隼人宮川 純造氏 武藤 善則 新冠 オリエント牧場 B460± 01：38．91	 71．8�
12 マサノグリンベレー 牡3青 56 田辺 裕信中村 時子氏 小島 茂之 日高 道見牧場 494± 0 〃 ハナ 8．7�
23 サトノキングベル 牡3鹿 56 柴田 善臣里見 治氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 520＋ 61：39．11	 91．2�
510 ダイワダルタニアン 牡3芦 56 北村 宏司大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 468－ 41：40．69 82．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，047，700円 複勝： 65，681，600円 枠連： 20，375，400円
馬連： 75，269，400円 馬単： 42，303，500円 ワイド： 35，065，600円
3連複： 89，861，300円 3連単： 142，179，800円 計： 502，784，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 260円 � 160円 � 190円 枠 連（5－6） 1，090円

馬 連 �� 2，630円 馬 単 �� 6，070円

ワ イ ド �� 770円 �� 1，050円 �� 410円

3 連 複 ��� 4，230円 3 連 単 ��� 34，660円

票 数

単勝票数 計 320477 的中 � 20179（7番人気）
複勝票数 計 656816 的中 � 55804（7番人気）� 135003（2番人気）� 90331（3番人気）
枠連票数 計 203754 的中 （5－6） 13834（6番人気）
馬連票数 計 752694 的中 �� 22565（12番人気）
馬単票数 計 423035 的中 �� 5144（29番人気）
ワイド票数 計 350656 的中 �� 10964（10番人気）�� 7812（15番人気）�� 22648（3番人気）
3連複票数 計 898613 的中 ��� 15703（14番人気）
3連単票数 計1421798 的中 ��� 3028（113番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．8―12．5―12．9―12．3―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―35．0―47．5―1：00．4―1：12．7―1：24．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フィールザスマート �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Distant View デビュー 2013．11．24 東京6着

2011．4．9生 牡3青鹿 母 フィールザビュウ 母母 Feel the Capote 5戦2勝 賞金 15，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）11頭 アイアピール号・コスモリトライ号・ゴールドキセキ号・サノイチ号・タマモマズルカ号・テスティコ号・

トップアドバンス号・ドラゴンキングダム号・トーセンミラージュ号・フォールティテール号・ワイルドダラー号
※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。

12126 5月31日 晴 良 （26東京2）第11日 第6競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走13時00分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

22 オウケンブラック 牡3鹿 56 北村 宏司福井 明氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム 466－ 42：27．8 12．2�
33 ストーミング 牡3栗 56 田中 勝春栗坂 崇氏 新開 幸一 浦河 中神牧場 470± 0 〃 ハナ 7．7�
710� エイシンアロンジー 牡3鹿 56 福永 祐一�栄進堂 西園 正都 愛

Knighton Hse,
Eadling Farm
& Marengo

472＋ 62：27．9	 3．9�
811 アンプラグド 牡3芦 56 戸崎 圭太諸江 幸祐氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 496－ 22：28．11
 2．3�
79 ディスキーダンス 牡3栗 56 蛯名 正義 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 452＋ 6 〃 ハナ 6．5	
56 トライアゲイン 牡3鹿 56 三浦 皇成�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484－ 42：28．31
 24．9

44 クインズストーム 牡3芦 56 柴山 雄一 �クイーンズ・ランチ 奥平 雅士 新ひだか 佐竹 学 460－ 2 〃 ハナ 27．6�
11 キネオワールド 牡3黒鹿56 吉田 豊吉田 千津氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 462－122：28．4クビ 24．8�
68 ウマンマミーア 牡3鹿 56 江田 照男野崎 宗信氏 菅原 泰夫 登別 登別上水牧場 442＋ 4 〃 クビ 20．6
55 ス ト ー ク ス 牡3鹿 56 横山 和生�ジェイアール 黒岩 陽一 日高 北田 剛 468± 02：28．5	 130．3�
812 パリカラノテガミ 牡3鹿 56 松岡 正海嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 426－ 82：30．09 35．0�
67 クリノビシャモン 牡3鹿 56 勝浦 正樹栗本 博晴氏 高橋 義博 新ひだか タイヘイ牧場 524－ 22：30．53 296．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 41，344，600円 複勝： 69，380，000円 枠連： 16，877，700円
馬連： 82，644，500円 馬単： 49，466，600円 ワイド： 37，074，500円
3連複： 93，304，900円 3連単： 181，663，900円 計： 571，756，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 360円 � 240円 � 200円 枠 連（2－3） 4，100円

馬 連 �� 3，500円 馬 単 �� 7，400円

ワ イ ド �� 820円 �� 1，110円 �� 790円

3 連 複 ��� 6，760円 3 連 単 ��� 51，370円

票 数

単勝票数 計 413446 的中 � 26900（5番人気）
複勝票数 計 693800 的中 � 45144（5番人気）� 79757（3番人気）� 104081（2番人気）
枠連票数 計 168777 的中 （2－3） 3040（16番人気）
馬連票数 計 826445 的中 �� 18624（15番人気）
馬単票数 計 494666 的中 �� 4935（28番人気）
ワイド票数 計 370745 的中 �� 11223（9番人気）�� 8086（15番人気）�� 11824（8番人気）
3連複票数 計 933049 的中 ��� 10190（26番人気）
3連単票数 計1816639 的中 ��� 2610（168番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．7―12．8―12．5―12．9―13．0―12．7―12．3―11．4―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．7―37．4―50．2―1：02．7―1：15．6―1：28．6―1：41．3―1：53．6―2：05．0―2：16．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オウケンブラック �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2013．12．21 中山1着

2011．4．6生 牡3鹿 母 メジロバーミューズ 母母 メジロエバート 5戦2勝 賞金 15，700，000円



12127 5月31日 晴 良 （26東京2）第11日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

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

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

818 エ グ ゼ ビ ア 牡4黒鹿57 柴田 善臣山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 516± 01：33．7 16．2�
23 ロジプリンセス 牝4青 55 三浦 皇成久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 454＋ 61：33．91� 6．2�
11 フェアブレシア 	5鹿 57 村田 一誠岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 514＋ 6 〃 アタマ 11．7�
816 マイネルイルミナル 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 富川田中牧場 458－ 2 〃 アタマ 7．0�
36 
 アサクサゴールド 牡4黒鹿57 福永 祐一田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 454－ 41：34．32� 5．9�
715 ワープドライブ 牡4鹿 57 C．ウィリアムズ 	サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 464－161：34．4クビ 7．5


（豪）

59 ディーエスタイド 牡4黒鹿57 横山 典弘秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 504－ 4 〃 ハナ 8．6�
612 レッドヴィーヴォ 牡4黒鹿57 柴山 雄一 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 440－ 61：34．72 10．9�
714 タイセイポラリス 牡4栗 57 蛯名 正義田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 486－ 21：34．91� 12．6
35 
 ナデシコニッポン 牝4芦 55 丸田 恭介石橋 和夫氏 高橋 文雅 新ひだか 千代田牧場 460－ 31：35．0� 79．0�
24 プレイアップ 牝4鹿 55 田辺 裕信 	サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430＋ 21：35．1クビ 8．7�
713 ミラクルラヴィ 牝4栗 55 松岡 正海藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 480± 01：35．52� 73．9�
611 サトノフェアリー 牝4鹿 55 田中 勝春里見 治氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 452＋201：35．6� 42．0�
510 サトノマーキュリー 牡4黒鹿57 横山 和生里見 治氏 国枝 栄 むかわ 上水牧場 B480－ 2 〃 クビ 103．5�
47 ハイフロンティア 牡4鹿 57 吉田 豊 	社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 480－10 〃 ハナ 53．3�
12 
 ミ ュ ー ル 牝4栗 55 内田 博幸国田 正忠氏 奥村 武 新ひだか ヒサイファーム 420－111：35．7� 89．3�
817
 シングンカイロス 牡5鹿 57

54 ▲長岡 禎仁伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 474＋ 41：35．8クビ 106．2�
48 
 サンマルダーム 牝5栗 55 江田 照男相馬 勇氏 佐藤 吉勝 むかわ 真壁 信一 434± 0 （競走中止） 275．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，098，700円 複勝： 57，975，700円 枠連： 27，874，400円
馬連： 90，573，700円 馬単： 43，232，400円 ワイド： 38，522，300円
3連複： 109，299，800円 3連単： 156，561，300円 計： 557，138，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，620円 複 勝 � 450円 � 220円 � 370円 枠 連（2－8） 840円

馬 連 �� 5，540円 馬 単 �� 10，590円

ワ イ ド �� 2，010円 �� 2，780円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 21，250円 3 連 単 ��� 145，160円

票 数

単勝票数 計 330987 的中 � 16141（10番人気）
複勝票数 計 579757 的中 � 30912（10番人気）� 80761（2番人気）� 39317（9番人気）
枠連票数 計 278744 的中 （2－8） 24761（2番人気）
馬連票数 計 905737 的中 �� 12888（31番人気）
馬単票数 計 432324 的中 �� 3014（63番人気）
ワイド票数 計 385223 的中 �� 4693（35番人気）�� 3367（42番人気）�� 7928（12番人気）
3連複票数 計1092998 的中 ��� 3797（87番人気）
3連単票数 計1565613 的中 ��� 796（588番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―35．7―47．4―59．1―1：10．6―1：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．6
3 1－18（5，16）（6，9）3（2，15，14）（12，17）11－（4，13）－10，7 4 1－18，16（5，6，9）（2，3）（15，14）12，17（4，11）13－（7，10）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エ グ ゼ ビ ア �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Capote デビュー 2013．2．10 東京3着

2010．3．3生 牡4黒鹿 母 エ グ ジ ジ ェ 母母 Cookie 8戦2勝 賞金 14，700，000円
〔競走中止〕 サンマルダーム号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ミュール号の調教師奥村武は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アードバーク号・ハルズハッピー号・モリミヤビ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

12128 5月31日 晴 良 （26東京2）第11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）
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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

48 クロスカップリング �5青鹿57 蛯名 正義諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 468± 01：26．0 6．4�
12 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 510－ 41：26．1	 2．6�
（豪）

714
� ワイドエクセレント 牡4鹿 57 田辺 裕信古賀 慎一氏 尾形 和幸 米 Gulf Coast
Farms LLC 534＋ 31：26．2	 3．3�

816 ドリームジェダイ 牡5栗 57 柴山 雄一セゾンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 片岡 博 B478－ 21：26．41� 28．5�
47 セイントチャンス 牡5鹿 57 横山 和生内海 正章氏 勢司 和浩 様似 清水スタッド 480＋ 21：26．5 28．2	
510 シュナップス 牡4栗 57 勝浦 正樹藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 444± 01：26．71 28．9

815� パトロクロス 牡4栗 57 福永 祐一村野 康司氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 442－ 8 〃 ハナ 30．2�
59 ナムライッポン 牡4黒鹿57 武士沢友治奈村 信重氏 新開 幸一 浦河 谷川牧場 450＋ 21：26．8 63．4�
24 クレバーカイオウ 牡4鹿 57 吉田 豊�岡崎牧場 小西 一男 新冠 長浜牧場 468＋ 4 〃 アタマ 58．6
713� プレミアムゴールド 牡5栗 57 内田 博幸中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 470－ 2 〃 クビ 18．3�
11 ド ル モ ン 牡5鹿 57

54 ▲木幡 初也伊藤 信之氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 B498－121：26．9 68．2�
35 ウエスタンソーレ 牡4芦 57 伊藤 工真西川 賢氏 尾形 充弘 新ひだか ウエスタンファーム 488－ 81：27．21	 81．5�
23 ロレーヌクロス 牡4鹿 57 戸崎 圭太有限会社シルク加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 490－ 21：27．41� 9．3�
36 ノボサイボーグ 牡4栗 57 柴田 大知�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 476－ 4 〃 ハナ 39．6�
611
 アスペンサミット 牝4鹿 54 杉原 誠人吉田 和美氏 高橋 文雅 豪 Mr B Hudson,

Mrs JA Hudson 472± 01：27．61 50．2�
612 ヴェルフェン 牡4芦 57

54 ▲長岡 禎仁�Basic 田村 康仁 新冠 村本牧場 496± 0 〃 クビ 148．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，974，900円 複勝： 63，347，100円 枠連： 23，973，500円
馬連： 95，158，900円 馬単： 48，793，900円 ワイド： 41，017，400円
3連複： 107，826，000円 3連単： 176，070，900円 計： 594，162，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 160円 � 120円 � 170円 枠 連（1－4） 600円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 2，490円

ワ イ ド �� 300円 �� 650円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 12，740円

票 数

単勝票数 計 379749 的中 � 47136（3番人気）
複勝票数 計 633471 的中 � 92916（2番人気）� 174615（1番人気）� 87114（3番人気）
枠連票数 計 239735 的中 （1－4） 29825（2番人気）
馬連票数 計 951589 的中 �� 90650（2番人気）
馬単票数 計 487939 的中 �� 14506（5番人気）
ワイド票数 計 410174 的中 �� 35140（2番人気）�� 13831（4番人気）�� 40908（1番人気）
3連複票数 計1078260 的中 ��� 52869（1番人気）
3連単票数 計1760709 的中 ��� 10204（13番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―12．6―12．6―12．3―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．0―24．9―37．5―50．1―1：02．4―1：14．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クロスカップリング �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Sri Pekan デビュー 2011．12．17 中山4着

2009．2．28生 �5青鹿 母 ルンバロッカ 母母 Rumba Azul 15戦2勝 賞金 27，970，000円
〔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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ハイランドコンドル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



12129 5月31日 晴 良 （26東京2）第11日 第9競走 ��
��1，600�

は や ま

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

賞 品
本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

66 サトノキングリー 牡4鹿 57 福永 祐一里見 治氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 470－181：33．2 3．9�
810 サクラダムール 牡4鹿 57 田辺 裕信�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 西村 和夫 466－ 4 〃 クビ 16．3�
44 アルマディヴァン 牝4栗 55 勝浦 正樹コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 480－ 21：33．3� 17．8�
11 オコレマルーナ 牡5青鹿57 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 442－ 8 〃 ハナ 2．4�
811 フジマサエンペラー 牡5黒鹿57 内田 博幸藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 494± 01：33．4� 3．6�
78 コスモトゥルーラヴ 牡5鹿 57 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 栗田 博憲 日高 戸川牧場 498－ 41：33．61	 51．4

79 ローレルソラン 牡6鹿 57 吉田 隼人 �ローレルレーシング 奥平 雅士 新冠 樋渡 信義 456－ 81：33．81	 27．6�
22 コンサートレディ 牝5鹿 55 丸田 恭介平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 474－ 41：33．9
 112．0�
33 テンシンランマン 牝4鹿 55 松岡 正海 	キャロットファーム 伊藤 伸一 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 478－ 21：34．0
 25．9
55 ダイワフェリス 牝5栗 55 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 522＋ 21：34．32 38．5�
67 ポップジェムズ 牡4鹿 57 三浦 皇成吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 478－ 21：34．83 16．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 49，240，600円 複勝： 77，099，900円 枠連： 24，065，100円
馬連： 133，119，800円 馬単： 74，104，700円 ワイド： 48，886，300円
3連複： 142，726，500円 3連単： 313，672，900円 計： 862，915，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 190円 � 320円 � 440円 枠 連（6－8） 570円

馬 連 �� 2，610円 馬 単 �� 3，380円

ワ イ ド �� 860円 �� 1，070円 �� 2，290円

3 連 複 ��� 9，570円 3 連 単 ��� 39，150円

票 数

単勝票数 計 492406 的中 � 99668（3番人気）
複勝票数 計 770999 的中 � 133931（3番人気）� 59574（4番人気）� 40470（6番人気）
枠連票数 計 240651 的中 （6－8） 31414（3番人気）
馬連票数 計1331198 的中 �� 40126（8番人気）
馬単票数 計 741047 的中 �� 16227（10番人気）
ワイド票数 計 488863 的中 �� 14506（8番人気）�� 11415（13番人気）�� 5101（25番人気）
3連複票数 計1427265 的中 ��� 11012（32番人気）
3連単票数 計3136729 的中 ��� 5913（111番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．8―34．9―45．9―57．1―1：08．7―1：21．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F36．1
3 3－（4，8）－（1，9）－6，10（5，7）11－2 4 3＝8（4，9）1（10，11）6（5，7）－2

勝馬の
紹 介

サトノキングリー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Law Society デビュー 2012．12．9 阪神1着

2010．2．5生 牡4鹿 母 フ ァ ン ジ カ 母母 Florie 12戦3勝 賞金 51，110，000円
〔制裁〕 フジマサエンペラー号の騎手内田博幸は，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30，000円。（被害馬：9

番・1番）

12130 5月31日 晴 良 （26東京2）第11日 第10競走 ��
��1，600�

くんぷう

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

賞 品
本 賞 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

611 サトノプライマシー 牡5鹿 57 石橋 脩里見 治氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 528＋ 21：35．5 9．6�
58 � アンアヴェンジド 牝5黒鹿55 北村 宏司�大樹ファーム 藤沢 和雄 米

Dr. William B.
Wilmot & Dr.
Joan M. Taylor

542＋12 〃 クビ 4．9�
34 ハコダテナイト 牡4栗 57 田辺 裕信河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 506－ 21：35．6クビ 7．4�
713 キョウエイアシュラ 牡7鹿 57 黛 弘人田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 466± 01：35．81 157．8�
712 スズカヴィグラス 牡5鹿 57 吉田 隼人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 B494± 0 〃 クビ 7．6�
11 セイカフォルトゥナ 牝5栗 55 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 484－ 21：35．9	 129．7	
22 フミノメモリー 牡4黒鹿57 勝浦 正樹谷 二氏 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 524－ 41：36．32	 71．9

814 パワースポット 牝6鹿 55 横山 典弘�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 464－ 4 〃 クビ 12．3�
47 ブロードソード 牡4黒鹿57 福永 祐一 �キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム 492－ 41：36．4クビ 4．5�
46 コスモイーチタイム 牡6栗 57 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 446－ 61：36．5	 203．5
35 オメガブレイン 牡6鹿 57 松岡 正海原 
子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B464＋ 41：36．6� 48．5�
59 カフェリュウジン 牡4鹿 57 柴田 大知西川 恭子氏 和田 雄二 新ひだか 三石橋本牧場 528＋ 21：36．81� 17．3�
23 ヴァンガード 牡5鹿 57 戸崎 圭太 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504－ 41：37．01� 4．5�
610 アドマイヤジャコモ 牡6鹿 57 内田 博幸近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 496－ 41：37．31� 38．2�
815 マンボダンサー 牡6鹿 57 蛯名 正義�グランド牧場 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 476－ 8 （競走中止） 47．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 51，287，200円 複勝： 103，898，900円 枠連： 32，847，800円
馬連： 190，542，500円 馬単： 80，760，700円 ワイド： 61，842，600円
3連複： 190，544，900円 3連単： 329，567，200円 計： 1，041，291，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 300円 � 200円 � 210円 枠 連（5－6） 1，610円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 5，170円

ワ イ ド �� 850円 �� 950円 �� 780円

3 連 複 ��� 5，160円 3 連 単 ��� 29，460円

票 数

単勝票数 計 512872 的中 � 42151（6番人気）
複勝票数 計1038989 的中 � 83087（6番人気）� 148083（3番人気）� 137685（4番人気）
枠連票数 計 328478 的中 （5－6） 15089（6番人気）
馬連票数 計1905425 的中 �� 58450（13番人気）
馬単票数 計 807607 的中 �� 11531（28番人気）
ワイド票数 計 618426 的中 �� 17958（13番人気）�� 15895（15番人気）�� 19732（9番人気）
3連複票数 計1905449 的中 ��� 27304（19番人気）
3連単票数 計3295672 的中 ��� 8257（115番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―34．7―46．7―59．1―1：11．3―1：23．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノプライマシー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2011．11．27 東京1着

2009．5．6生 牡5鹿 母 エ ア ピ ー ス 母母 ジョイアスピルエット 11戦5勝 賞金 69，046，000円
〔競走中止〕 マンボダンサー号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症したため3コーナー通過後に競走中止。



12131 5月31日 晴 良 （26東京2）第11日 第11競走 ��
��1，400�

けやき

欅 ス テ ー ク ス
発走15時45分 （ダート・左）
4歳以上；負担重量は，日本馬：55�，牝馬2�減，収得賞金1，000万円超過馬は超過
額1，100万円毎1�増，�：55�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬6�増，GⅡ競走1着馬4�
増，GⅢ競走1着馬2�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000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	 タ ー ル タ ン 牡6芦 56 C．ウィリアムズ グリーンフィールズ� 吉村 圭司 米 George Waggoner
Stables Inc. 496－ 21：22．7 2．2�

（豪）

12 ワイドバッハ 牡5鹿 56 蛯名 正義幅田 京子氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 486－ 41：22．8
 6．6�
816 スズカセクレターボ 牡6栗 56 内田 博幸永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 472± 01：23．11� 8．0�
47 シセイオウジ 牡7栗 56 田中 勝春猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 458－ 21：23．2� 25．2�
612	 ヘニーハウンド 牡6栗 55 田辺 裕信林 正道氏 矢作 芳人 米 Gulf Coast

Farms, LLC B504± 0 〃 アタマ 23．1�
24 ネオザウイナー 牡6青鹿56 福永 祐一小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋ 41：23．41� 78．1	
23 カチューシャ 牝5栃栗54 三浦 皇成窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 480＋ 4 〃 クビ 4．7

713 サクラシャイニー 牡8栗 56 津村 明秀�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 452－ 81：23．5クビ 100．7�
714	 ファリダット 牡9青鹿57 石橋 脩前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Management 482－ 81：23．6
 51．0�
59 	 カネトシイナーシャ 牡6黒鹿56 北村 宏司兼松 利男氏 白井 寿昭 米 JMJ Racing

Stables, LLC 484－ 41：23．91� 23．4
611 クリーンエコロジー 牡6芦 56 勝浦 正樹石橋 和夫氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 B508－ 21：24．0� 29．1�
815 セイカプリコーン 牡6鹿 56 吉田 豊金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 三石橋本牧場 490－ 21：24．21 20．0�
48 サトノパンサー 牡6鹿 56 武士沢友治里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 492± 01：24．41� 160．4�
35 トウショウブリッツ 牡10鹿 56 大野 拓弥トウショウ産業� 武井 亮 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 486－ 61：24．5
 240．2�
36 	 シゲルソウサイ 牡6鹿 56 柴田 善臣森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 F & F In-

vestments 508－ 4 〃 ハナ 36．7�
11 ブラボースキー 牡6栗 56 松岡 正海松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 492＋ 41：24．92
 97．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 76，574，400円 複勝： 133，989，700円 枠連： 54，492，900円
馬連： 293，221，400円 馬単： 145，917，800円 ワイド： 98，930，800円
3連複： 338，759，400円 3連単： 654，756，500円 計： 1，796，642，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 180円 � 190円 枠 連（1－5） 600円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 300円 �� 360円 �� 800円

3 連 複 ��� 1，540円 3 連 単 ��� 4，710円

票 数

単勝票数 計 765744 的中 � 286573（1番人気）
複勝票数 計1339897 的中 � 470812（1番人気）� 160002（3番人気）� 139885（4番人気）
枠連票数 計 544929 的中 （1－5） 67772（3番人気）
馬連票数 計2932214 的中 �� 342118（2番人気）
馬単票数 計1459178 的中 �� 119462（1番人気）
ワイド票数 計 989308 的中 �� 90107（2番人気）�� 69087（3番人気）�� 27294（9番人気）
3連複票数 計3387594 的中 ��� 162368（3番人気）
3連単票数 計6547565 的中 ��� 102807（4番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．4―11．7―12．0―12．0―12．2

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．2
3 ・（5，13）（1，3，16）（4，6）10（11，15）（7，12）（2，8，9）14 4 ・（5，13）（1，16）（4，3，6）10，11，15（7，12）－2（14，9）8

勝馬の
紹 介

	タ ー ル タ ン �
�
父 Tapit �

�
母父 Glitterman デビュー 2011．3．6 阪神5着

2008．3．12生 牡6芦 母 Indian Town 母母 All I Axe For 19戦4勝 賞金 81，660，000円
［他本会外：1戦1勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の19頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）19頭 アドマイヤサガス号・アドマイヤロイヤル号・アルフレード号・インペリアルマーチ号・エアハリファ号・

エンジョイタイム号・エーシンビートロン号・キズマ号・ゴールデンナンバー号・サンディエゴシチー号・
トウショウカズン号・ナイトフッド号・ナガラオリオン号・ナリタスプリング号・ナリタスーパーワン号・
ヒルノマドリード号・ベストウォーリア号・ボレアス号・マコトブリジャール号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

12132 5月31日 晴 良 （26東京2）第11日 第12競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走16時25分 （ダート・左）

1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000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
1：34．4
1：33．3

重
良

59 アダムスピーク 牡5黒鹿57 内田 博幸 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 474± 01：35．8 2．3�
510 ハイパーチャージ �4鹿 57 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 新ひだか グランド牧場 492－101：35．9� 7．5�
612 ロ ジ テ ー ル 牡5鹿 57 松岡 正海久米田正明氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 478± 01：36．32� 14．3�
48 オメガスパーキング 牡5鹿 57 北村 宏司原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B480－ 61：36．51� 6．5�
11 トランザムスター 牡4鹿 57 福永 祐一 �キャロットファーム 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B560± 0 〃 ハナ 5．7�
12 シュガーヒル 牡5芦 57 田中 勝春金子真人ホール

ディングス	 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B476－141：36．6クビ 72．6

35 アルスマルカート 牡6栗 57 蛯名 正義池田 正孝氏 矢作 芳人 新ひだか 矢野牧場 B464－ 21：36．81	 22．5�
815 サトノレオパード �5鹿 57 柴田 善臣里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 498＋ 2 〃 ハナ 42．3�
611 ヴ ェ ル デ ホ 牡4黒鹿57 横山 典弘	ダノックス 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 502－141：37．54 15．1
714 バサラヴォーグ 牡5芦 57 田辺 裕信湊 義明氏 大竹 正博 浦河 村下牧場 486＋ 61：37．6
 37．1�
36 ディアグリスター 牡4鹿 57 吉田 豊ディアレスト 高橋 裕 新冠 松浦牧場 474＋ 21：37．7クビ 56．7�
23 ロックシンガー 牡5鹿 57 的場 勇人�槇本牧場 的場 均 日高 槇本牧場 488－121：37．8
 283．7�
816 タイセイローマン 牡5鹿 57 武士沢友治田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 静内白井牧場 498＋ 21：38．33 14．3�
24 カピオラニパレス 牡6芦 57 吉田 隼人横瀬 兼二氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 518＋201：38．4� 45．1�
713� チャンピオンヤマト 牡5鹿 57 村田 一誠坪野谷和平氏 谷原 義明 新冠 八木 常郎 462－ 41：39．78 257．2�
47 タイセイワイルド 牡7鹿 57 柴田 大知田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 476－ 21：40．01
 214．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 65，624，300円 複勝： 111，727，000円 枠連： 44，292，000円
馬連： 193，565，900円 馬単： 92，390，800円 ワイド： 76，260，200円
3連複： 227，793，800円 3連単： 419，056，200円 計： 1，230，710，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 260円 � 330円 枠 連（5－5） 1，070円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 450円 �� 610円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 3，360円 3 連 単 ��� 11，260円

票 数

単勝票数 計 656243 的中 � 225009（1番人気）
複勝票数 計1117270 的中 � 290443（1番人気）� 101514（4番人気）� 71441（6番人気）
枠連票数 計 442920 的中 （5－5） 30822（5番人気）
馬連票数 計1935659 的中 �� 147906（3番人気）
馬単票数 計 923908 的中 �� 50781（2番人気）
ワイド票数 計 762602 的中 �� 44711（3番人気）�� 31075（5番人気）�� 12915（16番人気）
3連複票数 計2277938 的中 ��� 50108（7番人気）
3連単票数 計4190562 的中 ��� 27471（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―34．9―46．6―58．7―1：10．9―1：23．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アダムスピーク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Singspiel デビュー 2011．12．4 阪神1着

2009．2．12生 牡5黒鹿 母 シンハリーズ 母母 Baize 8戦3勝 賞金 55，814，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ガムラン号・スパークオンアイス号・リバティーアゲイン号
（非抽選馬） 1頭 オリオンザムーン号



（26東京2）第11日 5月31日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 188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

213，730，000円
5，660，000円
1，330，000円
19，620，000円
73，960，000円
4，888，000円
1，804，800円

勝馬投票券売得金
494，034，000円
880，280，100円
308，395，800円
1，400，209，200円
722，127，600円
552，269，500円
1，588，254，400円
2，848，330，100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
計 8，793，900，700円

総入場人員 48，354名 （有料入場人員 ）
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