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12049 5月10日 晴 良 （26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 625，000
625，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

611 ヒ ラ リ ア ス 牝3鹿 54 柴田 大知岡田 牧雄氏 木村 哲也 新ひだか 本桐牧場 458＋ 21：27．7 10．7�
47 ハビタブルゾーン 牝3栗 54 吉田 豊 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 440－ 21：27．8� 7．8�
612 ビ オ レ ン ト 牝3栗 54 大野 拓弥細谷 典幸氏 金成 貴史 日高 木村牧場 468＋ 8 〃 ハナ 183．5�
12 デルマアラレチャン 牝3鹿 54 戸崎 圭太浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーヒルファーム 456＋ 61：27．9� 1．7�
816 アインクラング 牝3芦 54 蛯名 正義有限会社シルク加藤 征弘 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 2 〃 同着 5．5�
24 シ ュ メ リ ア 牝3黒鹿54 内田 博幸山本 英俊氏 中川 公成 千歳 社台ファーム B488－ 8 〃 アタマ 15．6	
35 ナイスエモーション 牝3鹿 54 田中 勝春吉野 弘司氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 418＋ 41：28．43 47．6

36 ドナカンパニュラ 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹山田 貢一氏 高木 登 日高 中原牧場 424＋ 21：28．5� 33．1�
815 シ ガ ー ロ ス 牝3鹿 54 横山 和生�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 478－121：28．6� 66．4�
714 ビビッドフレイム 牝3栗 54 柴田 善臣飯田 正剛氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 468＋ 21：29．02� 35．7
11 メデューサノヒトミ 牝3鹿 54 江田 照男千葉 正人氏 清水 英克 新ひだか 村上牧場 460－101：29．21� 115．6�
510 シゲルイシカリ 牝3栗 54 石橋 脩森中 蕃氏 佐藤 吉勝 新冠 タニグチ牧場 422＋ 2 〃 ハナ 13．8�
23 インパルスガール 牝3鹿 54 田辺 裕信 �グランデオーナーズ 加藤 和宏 浦河 金成吉田牧場 454＋ 21：29．3クビ 132．8�
48 ラ ラ ラ 牝3鹿 54 大庭 和弥�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 432＋ 2 〃 クビ 369．2�
59 スズプリンセス 牝3鹿 54 武士沢友治小紫 嘉之氏 伊藤 正徳 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 458± 01：30．25 147．1�
713 スズカプリティー 牝3鹿 54 二本柳 壮永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 458＋ 61：30．3� 170．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，891，700円 複勝： 50，706，200円 枠連： 12，210，000円
馬連： 48，842，500円 馬単： 36，082，300円 ワイド： 27，975，600円
3連複： 66，802，400円 3連単： 117，897，700円 計： 384，408，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 310円 � 280円 � 2，770円 枠 連（4－6） 3，070円

馬 連 �� 3，140円 馬 単 �� 8，180円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 16，010円 �� 19，200円

3 連 複 ��� 130，430円 3 連 単 ��� 591，900円

票 数

単勝票数 計 238917 的中 � 17678（4番人気）
複勝票数 計 507062 的中 � 46623（4番人気）� 52721（3番人気）� 3998（11番人気）
枠連票数 計 122100 的中 （4－6） 2943（10番人気）
馬連票数 計 488425 的中 �� 11481（10番人気）
馬単票数 計 360823 的中 �� 3258（26番人気）
ワイド票数 計 279756 的中 �� 7007（10番人気）�� 420（66番人気）�� 350（69番人気）
3連複票数 計 668024 的中 ��� 378（164番人気）
3連単票数 計1178977 的中 ��� 147（779番人気）

ハロンタイム 13．1―11．5―12．3―13．0―12．5―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．1―24．6―36．9―49．9―1：02．4―1：14．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒ ラ リ ア ス �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ミ シ エ ロ デビュー 2013．8．3 新潟5着

2011．4．15生 牝3鹿 母 ケンチャメワン 母母 セイントセーラ 7戦1勝 賞金 10，300，000円
〔発走状況〕 スズプリンセス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。
（非当選馬） 1頭 ワイレアゴールド号

12050 5月10日 晴 良 （26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
1：34．4
1：33．3

重
良

36 キネオレジェンド 牡3鹿 56 北村 宏司吉田 千津氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 546± 01：40．1 2．0�
35 オウトラヴェス 牡3黒鹿56 石橋 脩吉田 和美氏 勢司 和浩 様似 富田 恭司 476＋ 41：40．31� 5．3�
714 ガ ラ パ ゴ ス 牡3鹿 56 横山 典弘石川 達絵氏 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 472－ 21：40．51� 7．8�
612 メイクザカット 牡3栗 56 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 532－ 2 〃 クビ 8．5�
510 ポッドジョーカー 牡3黒鹿56 戸崎 圭太小川眞査雄氏 大竹 正博 新冠 村田牧場 472± 01：40．6クビ 6．2�
611 バイタルワンダー �3青鹿56 吉田 豊伊東 純一氏 尾形 充弘 日高 メイプルファーム 450－101：40．81� 21．0�
59 テイエムコンドル 牡3鹿 56 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 444－ 41：40．9	 156．7	
11 キタサンダイチ 牡3青鹿56 大野 拓弥
大野商事 小笠 倫弘 新冠 大栄牧場 456± 01：41．53
 32．5�
48 コクシブルース �3鹿 56

53 ▲石川裕紀人
向別牧場 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 462－ 81：41．71 127．0�
815 センノイギダー 牡3栗 56 武士沢友治浅野 正敏氏 浅野洋一郎 新ひだか 静内酒井牧場 472± 01：41．8
 105．3
47 レッドローズキング 牡3栗 56 柴田 未崎小野 博郷氏 土田 稔 新ひだか 稲葉牧場 450－ 21：42．11	 153．8�
816 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 418－ 81：42．41	 394．4�
713 クラシックヤンキー 牡3黒鹿56 江田 照男大塚 亮一氏 高橋 裕 新冠 赤石 久夫 496－ 21：42．5
 251．4�
12 ボンドマティーニ 牡3鹿 56 田中 勝春芹澤 精一氏 相沢 郁 新冠 若林牧場 470－ 6 〃 クビ 74．8�
23 ウインエターナル 牡3鹿 56 柴田 大知�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 512 ―1：42．92
 34．0�
24 ブラックグランデ 牡3黒鹿56 西田雄一郎大河 裕之氏 的場 均 日高 中川 欽一 B460＋ 81：43．53
 332．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，167，600円 複勝： 39，749，700円 枠連： 13，837，700円
馬連： 43，498，900円 馬単： 31，380，800円 ワイド： 22，265，900円
3連複： 53，213，900円 3連単： 92，316，700円 計： 318，431，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 140円 � 160円 枠 連（3－3） 500円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 200円 �� 290円 �� 560円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 2，930円

票 数

単勝票数 計 221676 的中 � 88392（1番人気）
複勝票数 計 397497 的中 � 115788（1番人気）� 73224（2番人気）� 54520（3番人気）
枠連票数 計 138377 的中 （3－3） 20527（3番人気）
馬連票数 計 434989 的中 �� 64520（1番人気）
馬単票数 計 313808 的中 �� 31664（1番人気）
ワイド票数 計 222659 的中 �� 32984（1番人気）�� 18644（2番人気）�� 8322（8番人気）
3連複票数 計 532139 的中 ��� 40569（1番人気）
3連単票数 計 923167 的中 ��� 23328（1番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．4―12．9―13．3―12．4―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―36．1―49．0―1：02．3―1：14．7―1：27．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．1―3F37．8
3 8，6，11，5（13，16）（9，14，15）（1，4）7（10，12）2＝3 4 8，6，11，5（13，16）14（9，15）（1，4）（10，7）（2，12）－3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

キネオレジェンド �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．1．18 京都4着

2011．2．8生 牡3鹿 母 ア ズ サ ユ ミ 母母 ファーストクラス 4戦1勝 賞金 7，950，000円
〔発走状況〕 ウインエターナル号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 キネオレジェンド号の騎手北村宏司は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000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 フリメール号
（非抽選馬） 1頭 アビエイター号

第２回 東京競馬 第５日



12051 5月10日 晴 良 （26東京2）第5日 第3競走 ��1，400�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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

59 ウラノスガッキ 牡3芦 56 柴田 善臣 M・
Kenichiホールディング� 高橋 裕 浦河 酒井牧場 470± 01：27．9 34．8�

11 ディアジースター 牡3栗 56 大野 拓弥ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか タイヘイ牧場 442－ 41：28．0� 48．1�
24 ハイエストスフィア 牝3鹿 54 北村 宏司有限会社シルク黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 488－22 〃 クビ 39．0�
611 タ ニ タ ニ 牡3黒鹿56 田中 勝春中村 祐子氏 新開 幸一 浦河 谷口牧場 514－ 41：28．1クビ 3．8�
48 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 504－ 6 〃 クビ 27．9�
510 リネンアイアン 牡3鹿 56 柴田 未崎戸山 光男氏 和田 雄二 新冠 佐藤 信広 478＋ 41：28．63 126．6	
714 タイキビスタ 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹
大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム 470－ 21：28．7クビ 246．5�

815 バ リ ス 牡3栗 56 横山 典弘杉澤 光雄氏 小野 次郎 新冠 小泉牧場 476± 0 〃 クビ 1．7�
713 マルヨグラス 牡3栗 56 田辺 裕信野村 春行氏 浅野洋一郎 えりも 上島牧場 436－ 81：29．01� 122．1
816 スズカプリオール 牡3鹿 56 武士沢友治永井 啓弍氏 田中 剛 浦河 辻 牧場 494＋ 81：29．1� 82．4�
35 トウカイリーブル 牡3鹿 56 江田 照男内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 松栄牧場 474＋ 4 〃 クビ 57．0�
612 サクラスマート 牝3鹿 54 戸崎 圭太�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡スタット 490＋ 41：29．31� 20．0�
36 ダイワアンビシャス 牡3鹿 56 三浦 皇成大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 田上 稔 500－ 61：30．68 7．0�
23 ゴールデンドラゴン 牡3鹿 56 横山 和生窪田 康志氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 482－ 2 〃 クビ 178．7�
47 ランデッククィーン 牝3栗 54 内田 博幸簗田 満氏 高市 圭二 浦河 バンブー牧場 454－101：31．13 22．2�
12 カシノトップレディ 牝3青鹿54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 八木 常郎 424＋ 61：31．52� 381．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，775，200円 複勝： 73，136，400円 枠連： 13，926，400円
馬連： 51，723，500円 馬単： 39，381，000円 ワイド： 25，082，800円
3連複： 60，626，900円 3連単： 117，049，200円 計： 408，701，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，480円 複 勝 � 1，310円 � 1，180円 � 1，360円 枠 連（1－5） 20，810円

馬 連 �� 40，570円 馬 単 �� 101，620円

ワ イ ド �� 7，910円 �� 9，370円 �� 4，710円

3 連 複 ��� 182，630円 3 連 単 ��� 1，661，200円

票 数

単勝票数 計 277752 的中 � 6290（7番人気）
複勝票数 計 731364 的中 � 14643（8番人気）� 16392（7番人気）� 14143（9番人気）
枠連票数 計 139264 的中 （1－5） 494（29番人気）
馬連票数 計 517235 的中 �� 941（54番人気）
馬単票数 計 393810 的中 �� 286（109番人気）
ワイド票数 計 250828 的中 �� 779（53番人気）�� 657（57番人気）�� 1319（41番人気）
3連複票数 計 606269 的中 ��� 245（210番人気）
3連単票数 計1170492 的中 ��� 52（1370番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．0―12．8―12．4―12．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．4―36．4―49．2―1：01．6―1：14．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．5―3F38．7
3 ・（4，9，15）－12（1，6）（5，10）－（8，13）（11，16）（2，7，14）3 4 ・（4，9）15（1，6，12）5，10，8（11，13）－16（2，14）（3，7）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ウラノスガッキ �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 アーミジャー デビュー 2013．7．6 函館5着

2011．5．2生 牡3芦 母 ステファニーチャン 母母 チャリタブル 6戦1勝 賞金 6，200，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 プラスワン号・モークン号

12052 5月10日 晴 良 （26東京2）第5日 第4競走 ��2，100�サラブレッド系3歳
発走11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
2：06．7
2：05．9

良
良

713 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＋ 82：14．9 2．5�
22 ウェルヴァースト 牡3栗 56 吉田 豊 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 456－ 62：15．0� 7．4�
35 オペラハット 牡3鹿 56 横山 典弘小菅 定雄氏 森 秀行 平取 高橋 啓 430－ 8 〃 ハナ 4．2�
815 ト リ レ ン マ 牡3栗 56 横山 和生池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新冠 新冠橋本牧場 B488－142：15．53 71．5�
610 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＋ 22：15．6クビ 14．7�
47 レオウィッシュ 牡3栗 56 江田 照男�レオ 小野 次郎 新ひだか 前谷 武志 B470－ 22：16．23� 54．8	
23 ヴァールハイト 牝3黒鹿54 石橋 脩有限会社シルク菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 446－ 2 〃 クビ 32．5

712 デルマコテツ 牡3栗 56 戸崎 圭太浅沼 廣幸氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 438± 02：16．52 5．0�
814 タイセイデューク 牡3鹿 56 武士沢友治田中 成奉氏 斎藤 誠 日高 白井牧場 482± 02：17．13� 28．0�
46 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 530－ 42：17．31� 16．1
59 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 428± 02：17．61� 203．8�
611 ワ イ マ ン 牡3栗 56 柴田 未崎井上 久光氏 柴田 政人 新冠 石郷岡 雅樹 498＋ 4 〃 クビ 181．3�
34 ウインドオブケン 牡3黒鹿56 田辺 裕信岡村 善行氏 牧 光二 新冠 山岡ファーム 478－ 22：18．34 25．7�
11 ディープフォンテン 牡3栗 56 三浦 皇成吉橋 計氏 戸田 博文 新ひだか 田中 裕之 B460－ 22：19．68 161．9�
58 ハヤブサキセキ 牡3栗 56

53 ▲井上 敏樹平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 484－ 22：21．3大差 287．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 21，645，500円 複勝： 38，640，400円 枠連： 14，438，300円
馬連： 43，457，800円 馬単： 28，618，300円 ワイド： 21，256，000円
3連複： 55，836，500円 3連単： 90，644，800円 計： 314，537，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 200円 � 150円 枠 連（2－7） 520円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 420円 �� 240円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 4，690円

票 数

単勝票数 計 216455 的中 � 69050（1番人気）
複勝票数 計 386404 的中 � 107254（1番人気）� 39953（4番人気）� 68189（2番人気）
枠連票数 計 144383 的中 （2－7） 20767（2番人気）
馬連票数 計 434578 的中 �� 31063（3番人気）
馬単票数 計 286183 的中 �� 13377（4番人気）
ワイド票数 計 212560 的中 �� 11927（3番人気）�� 25002（1番人気）�� 10215（5番人気）
3連複票数 計 558365 的中 ��� 38342（2番人気）
3連単票数 計 906448 的中 ��� 14276（5番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―18．9―31．2―43．9―56．9―1：10．0―1：23．3―1：36．8―1：49．3―2：01．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F38．1
1
3
・（2，15）（1，3）11（8，13）（5，7）－12，9－（6，10）14－4・（2，15，1）（5，3）11（7，13）12，9（8，10）－（6，14）－4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キネオフォルツァ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Silver Charm デビュー 2014．1．12 中山10着

2011．4．20生 牡3芦 母 シルヴァーグレイル 母母 Hello Rachel 5戦1勝 賞金 8，300，000円
〔制裁〕 ウェルヴァースト号の騎手吉田豊は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハヤブサキセキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年6月10日まで平地

競走に出走できない。



12053 5月10日 晴 良 （26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 メドウヒルズ 牡3栗 56 吉田 豊�G1レーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム B466－ 41：34．8 12．9�
12 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 440－101：35．33 8．5�
11 ゴーストペッパー 牡3栗 56 田辺 裕信 �キャロットファーム 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 474－ 21：35．51� 3．3�
36 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 440－ 2 〃 クビ 13．8�
818 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 470＋ 41：35．6クビ 3．4	
714 マルーンドロップ 牝3栗 54 三浦 皇成 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 446± 0 〃 ハナ 13．2

23 ディールフロー 牡3鹿 56 戸崎 圭太有限会社シルク尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－ 21：35．92 7．3�
35 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 492－ 41：36．21� 17．8�
510 ダイメイグリン 牡3鹿 56 嘉藤 貴行宮本 孝一氏 本間 忍 日高 富川田中牧場 490－ 21：36．3� 15．7
612 マスソングウインド 牡3黒鹿56 二本柳 壮上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 中田 浩美 484－ 21：36．5� 184．4�
611 キンノタマゴ 牡3鹿 56 柴田 善臣田頭 勇貴氏 大和田 成 新ひだか 三石橋本牧場 B446＋ 41：36．92� 65．4�
713 カ シ ノ バ ル �3栗 56 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 熊本 片山 建治 448－ 21：37．11� 239．7�
816 ピークドラペル 牡3鹿 56 江田 照男飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 430－ 21：37．41� 381．5�
59 ハシルヨアカルク 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹田中 幹雄氏 杉浦 宏昭 新ひだか ダイイチ牧場 380＋ 6 〃 クビ 217．7�
715 ピンクパール 牝3鹿 54 大庭 和弥近藤 英二氏 石栗 龍彦 浦河 中神牧場 434＋161：37．93 296．1�
48 ド ー タ ン 牡3黒鹿56 柴田 未崎�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 448－ 21：38．0クビ 231．0�
817 ブリリアントミノル 牡3鹿 56 武士沢友治吉岡 實氏 尾形 充弘 新ひだか フジワラフアーム 448－141：38．21� 50．7�
47 トミケンユオスタ 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 駿河牧場 452－181：38．41 198．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 22，507，000円 複勝： 40，852，500円 枠連： 18，682，600円
馬連： 52，062，700円 馬単： 32，275，200円 ワイド： 25，475，100円
3連複： 66，373，500円 3連単： 100，972，000円 計： 359，200，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 380円 � 240円 � 170円 枠 連（1－2） 630円

馬 連 �� 4，840円 馬 単 �� 9，780円

ワ イ ド �� 1，740円 �� 1，100円 �� 550円

3 連 複 ��� 6，110円 3 連 単 ��� 49，520円

票 数

単勝票数 計 225070 的中 � 13822（5番人気）
複勝票数 計 408525 的中 � 24051（7番人気）� 44314（3番人気）� 75144（2番人気）
枠連票数 計 186826 的中 （1－2） 22094（2番人気）
馬連票数 計 520627 的中 �� 7946（20番人気）
馬単票数 計 322752 的中 �� 2436（44番人気）
ワイド票数 計 254751 的中 �� 3466（26番人気）�� 5631（16番人気）�� 12287（2番人気）
3連複票数 計 663735 的中 ��� 8020（18番人気）
3連単票数 計1009720 的中 ��� 1505（171番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．2―47．7―1：00．2―1：11．4―1：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F34．6
3 6，4（10，18）（5，17）（2，9，11，13）（14，16，15）（1，12）7（8，3） 4 ・（6，4）（10，18，15）（5，13）2（9，17，16）（1，14，12）11（8，7，3）

勝馬の
紹 介

メドウヒルズ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．8．11 新潟5着

2011．2．5生 牡3栗 母 テイクミーハイヤー 母母 ワ デ ィ ア 4戦1勝 賞金 5，700，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アメノウズメ号・ヤマニンボレアル号

12054 5月10日 晴 良 （26東京2）第5日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走13時05分 （芝・左）

牝，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
1：44．2
1：44．1

良
良

813 レッドシェリール 牝3鹿 54 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 468± 01：48．4 3．5�
68 ハッピーベリンダ 牝3鹿 54 三浦 皇成窪田 康志氏 菊沢 隆徳 新ひだか 城地 清満 448－ 4 〃 クビ 15．5�
45 アンジェリック 牝3鹿 54 横山 典弘有限会社シルク大和田 成 浦河 杵臼牧場 454－ 81：48．72 3．9�
56 ダイワレジェンド 牝3栗 54 北村 宏司大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 482－ 8 〃 アタマ 2．8�
69 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 458－ 4 〃 アタマ 29．3	
57 � レインボーラヴラヴ 牝3青鹿54 大野 拓弥飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 440－ 41：48．8� 59．8

44 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 476－ 41：48．9� 23．9�
11 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 454± 01：49．0クビ 24．0�
33 アラマサクロフネ 牝3鹿 54 吉田 豊�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 470－ 21：49．31� 29．7
710 ベストリーダー 牝3栗 54 蛯名 正義 �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－ 41：50．04 26．3�
711 エスティレジェンド 牝3黒鹿54 内田 博幸島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 442＋ 21：50．1� 65．8�
812 カ ッ テ 牝3黒鹿54 田中 勝春田中 春美氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 442＋ 41：50．63 159．3�
22 マイネグラティア 牝3黒鹿54 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 パカパカ
ファーム 412－ 61：50．7� 15．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 29，320，800円 複勝： 55，526，100円 枠連： 15，547，100円
馬連： 63，250，600円 馬単： 40，365，400円 ワイド： 29，517，200円
3連複： 71，808，500円 3連単： 133，224，500円 計： 438，560，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 280円 � 170円 枠 連（6－8） 1，150円

馬 連 �� 2，160円 馬 単 �� 3，600円

ワ イ ド �� 620円 �� 390円 �� 850円

3 連 複 ��� 3，970円 3 連 単 ��� 21，760円

票 数

単勝票数 計 293208 的中 � 66035（2番人気）
複勝票数 計 555261 的中 � 102328（2番人気）� 42479（4番人気）� 93178（3番人気）
枠連票数 計 155471 的中 （6－8） 10043（5番人気）
馬連票数 計 632506 的中 �� 21624（6番人気）
馬単票数 計 403654 的中 �� 8293（11番人気）
ワイド票数 計 295172 的中 �� 11552（5番人気）�� 20299（3番人気）�� 8147（8番人気）
3連複票数 計 718085 的中 ��� 13376（11番人気）
3連単票数 計1332245 的中 ��� 4520（58番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．1―12．3―12．5―12．5―11．1―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―36．7―49．0―1：01．5―1：14．0―1：25．1―1：36．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．4

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

勝馬の
紹 介

レッドシェリール �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Lahib デビュー 2014．2．1 東京2着

2011．5．5生 牝3鹿 母 マ ン ダ ラ ラ 母母 Madiriya 6戦2勝 賞金 18，400，000円
〔その他〕 ダイワレジェンド号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ダイワレジェンド号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年6月10日まで出走できない。



12055 5月10日 晴 良 （26東京2）第5日 第7競走 ��1，300�サラブレッド系4歳以上
発走13時35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
1：16．4
1：16．4

重
重

11 カワキタシャウト 牡4鹿 57 横山 典弘川島 吉男氏 武市 康男 新冠 ラツキー牧場 492± 01：19．8 3．4�
35 � 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 440－ 4 〃 クビ 45．3�
815� 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 460－ 41：20．01� 31．7�
510 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 478± 0 〃 クビ 45．3�
816 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 454－ 81：20．1クビ 33．1�
59 マイネルブルズアイ 牡4鹿 57 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 えりも エクセルマネジメント B470± 0 〃 クビ 11．0

611 ハイフロンティア 牡4鹿 57 内田 博幸 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 490＋ 61：20．2クビ 20．2�
713 フランチャイズ 牡5栗 57 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム 514－ 41：20．41� 17．9�
714 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 488＋ 2 〃 ハナ 14．7
36 ジツリキフォーティ 牡5黒鹿57 北村 宏司河合實貴男氏 古賀 慎明 浦河 上山牧場 494＋ 2 〃 アタマ 2．2�
12 � シゲルリョウケンザ 牡4青鹿57 戸崎 圭太森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 千葉飯田牧場 472－ 41：20．93 10．8�
612� ショウナンサッチモ 牡5栗 57 嘉藤 貴行国本 哲秀氏 上原 博之 日高 森永牧場 492－ 81：21．11� 86．5�
48 � カワキタテンザン 牡5栗 57 西田雄一郎川島 吉男氏 的場 均 新ひだか 藤原牧場 476＋ 2 〃 クビ 373．9�
47 クリーンオトコギ 牡4栗 57 江田 照男石橋 和夫氏 清水 英克 様似 猿倉牧場 450＋ 2 〃 アタマ 176．4�
24 タニセンダイナスト 牡4鹿 57 武士沢友治染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 杵臼牧場 460－ 21：21．2� 93．9�
23 ニ シ ノ ニ カ 牝4黒鹿55 蛯名 正義西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 本桐牧場 476－ 61：21．73 68．1�
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売 得 金
単勝： 29，319，000円 複勝： 56，158，300円 枠連： 21，950，300円
馬連： 68，111，300円 馬単： 47，017，900円 ワイド： 32，442，200円
3連複： 84，159，800円 3連単： 146，166，200円 計： 485，325，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 200円 � 770円 � 810円 枠 連（1－3） 280円

馬 連 �� 5，580円 馬 単 �� 8，110円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 1，870円 �� 8，140円

3 連 複 ��� 44，690円 3 連 単 ��� 171，230円

票 数

単勝票数 計 293190 的中 � 69843（2番人気）
複勝票数 計 561583 的中 � 95431（2番人気）� 16779（9番人気）� 15908（10番人気）
枠連票数 計 219503 的中 （1－3） 59862（1番人気）
馬連票数 計 681113 的中 �� 9017（16番人気）
馬単票数 計 470179 的中 �� 4280（26番人気）
ワイド票数 計 324422 的中 �� 4411（18番人気）�� 4313（19番人気）�� 961（60番人気）
3連複票数 計 841598 的中 ��� 1390（107番人気）
3連単票数 計1461662 的中 ��� 630（437番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．5―30．4―43．3―55．5―1：07．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カワキタシャウト �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2012．12．1 中山1着

2010．3．29生 牡4鹿 母 キャンドルアイス 母母 ブルーベイブリッジ 10戦2勝 賞金 22，320，000円

12056 5月10日 晴 良 （26東京2）第5日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走14時05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

44 サンリットレイク 牡5鹿 57 北村 宏司吉田 勝己氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 514－ 61：38．9 2．8�
33 エピローグブリッジ �4栗 57 蛯名 正義�G1レーシング 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 61：39．11	 7．9�
22 
 エルヘイロー 牡6黒鹿57 内田 博幸吉田 喬氏 二ノ宮敬宇 日高 髙橋 耀代 486－ 4 〃 クビ 11．5�
811 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 520－ 61：39．2クビ 3．1�
67 モンプレジール 牡4鹿 57 江田 照男平田 修氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 454－ 21：39．3� 8．8�
79 アンルーリー 牝4鹿 55 大野 拓弥ディアレスト 高木 登 新ひだか 八田ファーム 478－ 21：39．4� 6．5	
78 アルマベルヴァ 牡4鹿 57 石橋 脩コウトミックレーシング 矢野 英一 新冠 赤石 久夫 B504＋101：39．5クビ 27．9

66 
 クリノコトノオー 牡4鹿 57

54 ▲井上 敏樹栗本 守氏 谷 潔 日高 春木 昭雄 460－12 〃 アタマ 31．9�
810
 アプローチミー 牡7黒鹿57 横山 和生吉澤 克己氏 萱野 浩二 浦河 駿河牧場 488－ 21：39．71	 176．0�
11 
 スズカロードスター 牡4鹿 57 二本柳 壮永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 456＋ 41：40．23 64．7

（10頭）
55 トミケンプレミオ 牡4鹿 57 柴田 大知冨樫 賢二氏 天間 昭一 浦河 梅田牧場 498－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 26，595，400円 複勝： 41，901，100円 枠連： 11，864，100円
馬連： 56，846，000円 馬単： 36，064，100円 ワイド： 22，828，000円
3連複： 59，350，700円 3連単： 120，280，600円 計： 375，730，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 200円 � 210円 枠 連（3－4） 840円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 420円 �� 510円 �� 820円

3 連 複 ��� 2，460円 3 連 単 ��� 9，200円

票 数

単勝票数 差引計 265954（返還計 2856） 的中 � 77282（1番人気）
複勝票数 差引計 419011（返還計 5066） 的中 � 98090（1番人気）� 50389（3番人気）� 46975（5番人気）
枠連票数 差引計 118641（返還計 5825） 的中 （3－4） 10533（4番人気）
馬連票数 差引計 568460（返還計 28974） 的中 �� 40166（3番人気）
馬単票数 差引計 360641（返還計 15520） 的中 �� 15460（4番人気）
ワイド票数 差引計 228280（返還計 11417） 的中 �� 14292（4番人気）�� 11153（7番人気）�� 6487（13番人気）
3連複票数 差引計 593507（返還計 55790） 的中 ��� 17814（10番人気）
3連単票数 差引計1202806（返還計 92579） 的中 ��� 9656（26番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．4―12．9―13．1―12．3―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―36．1―49．0―1：02．1―1：14．4―1：26．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンリットレイク �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．10．30 東京10着

2009．4．7生 牡5鹿 母 サンウィルシャイン 母母 ドリームビジヨン 16戦3勝 賞金 29，290，000円
〔競走除外〕 トミケンプレミオ号は，下見所で疾病〔外傷性鼻出血〕を発症したため競走除外。



12057 5月10日 晴 良 （26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 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
1：19．6
1：19．0

良
良

714 ボンジュールココロ 牝4鹿 55 田中 勝春田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 474－ 21：21．2 17．4�
817 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 B486－ 61：21．3� 3．8�
510 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 474－ 21：21．61� 79．6�
611 レッドエレンシア 牝6黒鹿55 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 浦河 信岡牧場 432＋ 6 〃 ハナ 6．2�
612 スズノフウジン 牡4栗 57 石橋 脩小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 502－ 21：21．7	 20．4�
24 シャドウエミネンス 牡6栗 57 戸崎 圭太飯塚 知一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B470± 0 〃 ハナ 13．1	
713 シルバーレイショウ 牡5芦 57 横山 和生池谷 誠一氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 526－ 41：21．8クビ 48．9

47 ショウナンダイチ 牡4鹿 57 柴田 善臣国本 哲秀氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 6 〃 クビ 4．2�
23 キネオピューマ 牡5鹿 57 北村 宏司吉田 千津氏 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 446－ 61：22．12 6．8�
59 アブマーシュ 牝5鹿 55 内田 博幸伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 496＋ 21：22．2	 30．6
48 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 498± 01：22．3クビ 106．1�
815 プロスペラスマム 牝7鹿 55 井上 敏樹本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 532＋ 8 〃 ハナ 415．1�
36 ダイワスペシャル 
6栗 57 柴田 大知大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 服部 牧場 494＋ 6 〃 ハナ 20．9�
816 ブリリアントアスク 牝4鹿 55 武士沢友治廣崎 利洋氏 田村 康仁 新冠 川上牧場 454＋ 6 〃 クビ 96．8�
35 モンテフジサン 牡7栗 57 田辺 裕信毛利 喜昭氏 武井 亮 青森 ワールドファーム 484＋ 41：22．72	 34．4�
11 ツクバリンカーン 牡4芦 57 横山 典弘荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 534＋ 41：23．12	 10．2�
12 � クリノロッキー 牡4栗 57 大野 拓弥栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 ヤナガワ牧場 496－ 21：23．41� 296．5�
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売 得 金
単勝： 31，604，500円 複勝： 60，553，300円 枠連： 25，613，800円
馬連： 102，185，500円 馬単： 54，088，300円 ワイド： 40，907，200円
3連複： 121，311，500円 3連単： 188，916，800円 計： 625，180，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，740円 複 勝 � 470円 � 210円 � 2，230円 枠 連（7－8） 2，030円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 5，460円

ワ イ ド �� 990円 �� 13，350円 �� 6，200円

3 連 複 ��� 58，480円 3 連 単 ��� 267，090円

票 数

単勝票数 計 316045 的中 � 14384（7番人気）
複勝票数 計 605533 的中 � 32261（7番人気）� 94848（2番人気）� 5867（14番人気）
枠連票数 計 256138 的中 （7－8） 9350（10番人気）
馬連票数 計1021855 的中 �� 34611（7番人気）
馬単票数 計 540883 的中 �� 7312（21番人気）
ワイド票数 計 409072 的中 �� 10669（9番人気）�� 734（77番人気）�� 1591（59番人気）
3連複票数 計1213115 的中 ��� 1531（159番人気）
3連単票数 計1889168 的中 ��� 522（784番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．0―11．5―11．1―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．2―34．2―45．7―56．8―1：08．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．5
3 17－（5，8）－14－11，12（2，7）10（4，15）9（3，6，16）13＝1 4 17＝（5，8）14－11，12（7，10）（4，15）（6，9，16）2（3，13）＝1

勝馬の
紹 介

ボンジュールココロ �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2012．9．23 中山3着

2010．4．11生 牝4鹿 母 レ デ ィ ネ ス 母母 シュミーダー 18戦3勝 賞金 40，465，000円

12058 5月10日 晴 良 （26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，25．5．4以降26．5．4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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

34 � ビービートレイター 牡4黒鹿55 田辺 裕信�坂東牧場 吉村 圭司 浦河 小倉牧場 480－ 62：27．6 5．6�
610 スーサングレート 牡6栗 54 横山 和生林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B516＋ 2 〃 アタマ 21．0�
58 � アウォーディー 牡4鹿 56 横山 典弘前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills

Management 498＋ 6 〃 クビ 5．7�
712 ステラウインド 牡5黒鹿57 北村 宏司前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 466－122：27．81 5．9�
46 レコンダイト 牡4黒鹿56 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 450－ 82：28．01	 7．2	
611 アップルジャック 牡6黒鹿53 江田 照男藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 516－ 2 〃 アタマ 232．4

23 � シャドウパーティー 牡5鹿 56 戸崎 圭太飯塚 知一氏 堀 宣行 愛 Lodge

Park Stud 490－ 6 〃 アタマ 3．6�
814 メイショウタマカゼ 牡5栗 55 大野 拓弥松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 438＋ 22：28．1クビ 33．4�
815 ヴァーゲンザイル 
6黒鹿56 三浦 皇成 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 452－ 22：28．31� 32．3
35 シャドウバンガード 牡5黒鹿56 田中 勝春飯塚 知一氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 434＋ 2 〃 アタマ 16．8�
47 ネオブラックダイヤ 牡6青鹿53 柴田 善臣小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492± 0 〃 クビ 51．2�
22 マイネルサンオペラ 牡4栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 日高 春木 昭雄 466－102：28．4クビ 73．2�
713 メイショウジンム 牡8鹿 53 吉田 豊松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 杵臼斉藤牧場 448－ 22：28．5� 185．6�
11 トーセンハルカゼ 牡4鹿 54 石橋 脩島川 �哉氏 鈴木 康弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 486－ 22：28．6	 27．7�
59 シャイニーハーツ 牡4栗 54 内田 博幸小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 雅 牧場 B452－122：28．7	 13．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 45，520，000円 複勝： 89，979，900円 枠連： 29，288，200円
馬連： 142，548，700円 馬単： 69，371，600円 ワイド： 55，746，700円
3連複： 166，480，400円 3連単： 271，801，800円 計： 870，737，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 230円 � 570円 � 210円 枠 連（3－6） 4，730円

馬 連 �� 7，250円 馬 単 �� 14，070円

ワ イ ド �� 2，190円 �� 830円 �� 2，470円

3 連 複 ��� 21，690円 3 連 単 ��� 127，280円

票 数

単勝票数 計 455200 的中 � 64593（2番人気）
複勝票数 計 899799 的中 � 112507（3番人気）� 34003（8番人気）� 131041（2番人気）
枠連票数 計 292882 的中 （3－6） 4570（17番人気）
馬連票数 計1425487 的中 �� 14519（26番人気）
馬単票数 計 693716 的中 �� 3640（48番人気）
ワイド票数 計 557467 的中 �� 6153（27番人気）�� 17250（9番人気）�� 5444（28番人気）
3連複票数 計1664804 的中 ��� 5667（75番人気）
3連単票数 計2718018 的中 ��� 1576（399番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．5―13．1―12．7―12．7―13．0―12．9―12．2―11．1―11．1―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�
12．7―24．5―37．0―50．1―1：02．8―1：15．5―1：28．5―1：41．4―1：53．6―2：04．7―2：15．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．2―3F34．0
1
3
10，11（4，14）（6，12）（3，13）7（5，8）－15－9－2－1
10，11（4，14）（6，12）3（7，13）5（8，15，2）－1，9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�ビービートレイター �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 サンデーウェル

2010．4．21生 牡4黒鹿 母 カタズオノンデ 母母 オグラトウシヨウ 6戦3勝 賞金 45，523，000円
初出走 JRA



12059 5月10日 晴 良 （26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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

69 ベルキャニオン 牡3鹿 56 戸崎 圭太金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 474－ 22：01．0 1．6�

711 キネオペガサス 牡3鹿 56 蛯名 正義吉田 千津氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 520± 02：01．1� 4．9�
45 メイクアップ 牡3栗 56 内田 博幸岡 浩二氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 462＋ 82：01．52� 17．8�
46 アンヴェイルド 牡3鹿 56 三浦 皇成窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 492－ 2 〃 クビ 111．2�
610 トップアート 牡3鹿 56 柴田 善臣青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 424－12 〃 アタマ 42．0�
712 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 462－ 42：01．71� 82．4	
22 タケルファラオ 牡3栗 56 吉田 豊森 保彦氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 472－ 42：01．8クビ 249．1

58 ワードイズボンド 牡3青 56 石橋 脩宮田 守氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 526＋ 6 〃 アタマ 11．4�
34 アカノジュウハチ 牡3芦 56 田中 勝春根本 忠義氏 尾関 知人 平取 坂東牧場 492－ 22：01．9クビ 121．7�
814 ナイフリッジ 牡3栗 56 横山 和生有限会社シルク古賀 史生 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 42：02．11	 158．5
33 ファーガソン 牡3鹿 56 江田 照男林 正道氏 松田 国英 新ひだか 橋本牧場 B488－122：02．2クビ 15．8�
57 フ ァ ド ー グ 牡3黒鹿56 北村 宏司 �キャロットファーム 奥平 雅士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 22：02．3� 12．4�
11 トーセンミラージュ 牡3青鹿56 横山 典弘島川 �哉氏 菅原 泰夫 安平 ノーザンファーム 512－ 22：02．51� 44．6�
813
 マリーナベイ 牡3青鹿54 田辺 裕信保坂 和孝氏 斎藤 誠 豪

Valeata Bloodstock
Pty Ltd, Cap
Jaluca Pty Ltd

478－ 22：03．03 25．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 89，543，400円 複勝： 221，304，600円 枠連： 51，662，300円
馬連： 255，743，300円 馬単： 170，163，300円 ワイド： 93，128，900円
3連複： 297，315，500円 3連単： 722，310，600円 計： 1，901，171，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 130円 � 240円 枠 連（6－7） 340円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 180円 �� 370円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 2，820円

票 数

単勝票数 計 895434 的中 � 456675（1番人気）
複勝票数 計2213046 的中 � 1357582（1番人気）� 290995（2番人気）� 95150（4番人気）
枠連票数 計 516623 的中 （6－7） 112773（1番人気）
馬連票数 計2557433 的中 �� 512149（1番人気）
馬単票数 計1701633 的中 �� 265083（1番人気）
ワイド票数 計 931289 的中 �� 163083（1番人気）�� 57827（4番人気）�� 28485（8番人気）
3連複票数 計2973155 的中 ��� 186015（2番人気）
3連単票数 計7223106 的中 ��� 189691（2番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―11．6―12．2―13．0―13．1―12．8―11．5―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―35．7―47．9―1：00．9―1：14．0―1：26．8―1：38．3―1：49．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F34．2

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

勝馬の
紹 介

ベルキャニオン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．10．27 東京2着

2011．2．5生 牡3鹿 母 クロウキャニオン 母母 ク ロ カ ミ 7戦2勝 賞金 48，435，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりベルキャニオン号は，東京優駿（GⅠ）競走に優先出走できる。

12060 5月10日 晴 良 （26東京2）第5日 第12競走 ��1，300�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
1：16．4
1：16．4

重
重

816 キタサンミカヅキ 牡4鹿 57 武士沢友治�大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 520－ 21：18．5 18．4�
714 ノ ウ レ ッ ジ 牡4鹿 57 蛯名 正義 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 494＋ 41：18．6� 2．9�
35 ミルキーブロード 牝5芦 55 大野 拓弥半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 508－ 21：18．7クビ 4．3�
815 タガノトネール �4鹿 57 三浦 皇成八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 472－ 61：18．91	 8．6�
612 ジョージジョージ 牡4栗 57 嘉藤 貴行北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 454± 0 〃 ハナ 150．6�
48 ジャーグラット 牡6栗 57 石橋 脩本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 434－ 21：19．0	 21．2	
23 
 ビービーボイジャー 牡4栗 57 江田 照男�坂東牧場 高柳 瑞樹 浦河 金成吉田牧場 494－ 2 〃 ハナ 30．8

59 イーグルカザン 牡6鹿 57 柴田 大知山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 524＋ 61：19．31� 9．8�
36 リバティーアゲイン 牡5青鹿57 田中 勝春阿部 幸暉氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 502± 01：19．4	 28．8�
11 スワンボート 牡4鹿 57 横山 典弘田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 オンワード牧場 456＋111：19．71� 36．7
12 オリオンザプラズマ 牡4栗 57 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 有限会社石川牧場 456－ 41：19．8クビ 93．2�
611
 アランルース �6栃栗 57

54 ▲井上 敏樹�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 454－101：20．01� 16．4�
47 
 トーホウペガサス 牡7鹿 57 吉田 豊東豊物産� 古賀 史生 日高 竹島 幸治 B502＋ 2 〃 クビ 95．7�
24 ブ ラ イ テ ン 牡4鹿 57

54 ▲石川裕紀人松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 498－ 8 〃 アタマ 151．7�
510 キタサンウンリュー 牡5黒鹿57 戸崎 圭太�大野商事 河内 洋 新ひだか 平野牧場 522－101：20．31� 14．7�
713 プランタンビジュー 牝4鹿 55 柴田 善臣 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 458＋101：20．5� 9．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，776，000円 複勝： 92，830，500円 枠連： 44，211，900円
馬連： 152，388，200円 馬単： 79，120，300円 ワイド： 67，410，300円
3連複： 192，580，400円 3連単： 344，889，600円 計： 1，023，207，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，840円 複 勝 � 390円 � 140円 � 160円 枠 連（7－8） 500円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 6，640円

ワ イ ド �� 800円 �� 1，350円 �� 330円

3 連 複 ��� 3，580円 3 連 単 ��� 33，270円

票 数

単勝票数 計 497760 的中 � 21405（8番人気）
複勝票数 計 928305 的中 � 45522（8番人気）� 211528（1番人気）� 166111（2番人気）
枠連票数 計 442119 的中 （7－8） 65940（1番人気）
馬連票数 計1523882 的中 �� 54887（5番人気）
馬単票数 計 791203 的中 �� 8803（22番人気）
ワイド票数 計 674103 的中 �� 19859（6番人気）�� 11366（17番人気）�� 56657（1番人気）
3連複票数 計1925804 的中 ��� 39749（5番人気）
3連単票数 計3448896 的中 ��� 7651（79番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．0―29．4―41．7―54．2―1：06．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キタサンミカヅキ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．3．2 中山2着

2010．5．10生 牡4鹿 母 キタサンジュエリー 母母 キタサンコール 12戦3勝 賞金 37，140，000円
〔発走状況〕 イーグルカザン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 キタサンミカヅキ号の騎手武士沢友治は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000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） 2頭 グランプリブルー号・ザストロンシチー号
（非抽選馬） 1頭 アドマイヤシャドウ号



（26東京2）第5日 5月10日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 182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

207，760，000円
2，080，000円
6，700，000円
1，530，000円
18，900，000円
70，546，000円
4，732，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
419，666，100円
861，339，000円
273，232，700円
1，080，659，000円
663，928，500円
464，035，900円
1，295，860，000円
2，446，470，500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 7，505，191，700円

総入場人員 27，876名 （有料入場人員 26，512名）
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