
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

12037 5月4日 晴 良 （26東京2）第4日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走9時55分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

59 コウセイマユヒメ 牝3鹿 54
51 ▲井上 敏樹杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 454－ 51：39．9 11．6�

816 ホールドミータイト 牝3鹿 54 内田 博幸�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 468－ 2 〃 クビ 5．6�
23 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 428－ 21：40．43 9．4�
713 エドノプリンセス 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁遠藤 喜松氏 菊沢 隆徳 新ひだか 沖田 忠幸 460＋ 61：40．61� 12．8�
815 マダムインパリ 牝3栗 54 嘉藤 貴行松岡 研司氏 大和田 成 日高 宝寄山 忠則 474＋ 41：40．81 9．9	
24 ポルテシャンス 牝3黒鹿54 丸田 恭介吉田 照哉氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 498－ 61：40．9� 23．3

35 シ ナ モ ン 牝3栗 54 松岡 正海村島 昭男氏 小野 次郎 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B450－ 21：41．0� 93．7�
510 ランデックハーツ 牝3鹿 54 熊沢 重文簗田 満氏 高市 圭二 千歳 社台ファーム 484＋ 41：41．1� 16．6�
48 コンフォータブル 牝3青鹿54 伊藤 工真石瀬 浩三氏 尾形 和幸 新冠 樋渡 信義 490－ 4 〃 クビ 139．9
12 ラマルティーヌ 牝3鹿 54 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480－101：41．2� 22．5�
11 オールドケベック 牝3黒鹿54 幸 英明吉田 照哉氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 460＋ 21：41．51� 7．2�
47 クリアレイク 牝3鹿 54 的場 勇人冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 430± 01：42．24 330．6�
36 ウインシビュラ 牝3黒鹿54 藤岡 康太�ウイン 水野 貴広 日高 前川ファーム B432＋ 81：42．3クビ 113．9�
612 ヨイチスノー 牝3黒鹿54 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 浦河 金成吉田牧場 428＋ 6 〃 ハナ 118．7�
611 ゴールドアスール 牝3栗 54 川須 栄彦玉井 英夫氏 松山 将樹 日高 幾千世牧場 452＋ 21：42．4� 61．4�
714 ブルザンインディゴ 牝3芦 54 武士沢友治藤沼 利夫氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 432－ 41：43．25 2．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，611，400円 複勝： 29，610，700円 枠連： 14，691，000円
馬連： 45，798，200円 馬単： 27，856，500円 ワイド： 20，006，700円
3連複： 60，347，500円 3連単： 88，975，600円 計： 303，897，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 350円 � 220円 � 300円 枠 連（5－8） 1，430円

馬 連 �� 3，120円 馬 単 �� 6，970円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 1，080円 �� 720円

3 連 複 ��� 7，460円 3 連 単 ��� 52，330円

票 数

単勝票数 計 166114 的中 � 11298（6番人気）
複勝票数 計 296107 的中 � 20992（7番人気）� 40941（2番人気）� 25399（3番人気）
枠連票数 計 146910 的中 （5－8） 7595（7番人気）
馬連票数 計 457982 的中 �� 10838（11番人気）
馬単票数 計 278565 的中 �� 2951（25番人気）
ワイド票数 計 200067 的中 �� 4760（10番人気）�� 4527（13番人気）�� 7061（6番人気）
3連複票数 計 603475 的中 ��� 5971（25番人気）
3連単票数 計 889756 的中 ��� 1255（168番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．7―36．2―48．9―1：02．1―1：14．6―1：27．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F37．8
3 15（12，16）（8，10，13）（4，9）6，11（2，3）－（5，7）－1＝14 4 15（12，16）（8，10，13）（4，9，3）（6，11）2－5（1，7）＝14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コウセイマユヒメ �
�
父 サムライハート �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2013．9．1 函館4着

2011．4．6生 牝3鹿 母 コリーナデルナ 母母 ダイナアルテミス 8戦1勝 賞金 11，350，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走状況〕 ブルザンインディゴ号は，発進不良〔枠内膠着〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ブルザンインディゴ号は，平成26年5月5日から平成26年6月3日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 イニシアチブバイオ号・ダイアペイソン号・デザートオブムーン号

12038 5月4日 晴 良 （26東京2）第4日 第2競走 ��2，100�サラブレッド系3歳
発走10時25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

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 510－ 82：13．6 1．3�

69 シュタインベルガー 牡3青鹿56 内田 博幸 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 498－ 62：14．13 7．9�
610 ランドントウォーク 牡3青鹿56 柴田 善臣井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 B484－ 22：15．16 14．0�
33 コマノアスリート 牡3鹿 56 伊藤 工真長谷川芳信氏 菊川 正達 新ひだか 西川富岡牧場 458＋ 2 〃 ハナ 142．3�
45 ハ イ ク ロ ス 牡3芦 56 松岡 正海 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 440± 02：15．31� 21．2	
58 レオウィッシュ 牡3栗 56 丸田 恭介
レオ 小野 次郎 新ひだか 前谷 武志 B472＋ 22：15．4� 75．6�
57 タイセイヒート 牡3青鹿56 川須 栄彦田中 成奉氏 池上 昌弘 新ひだか 千代田牧場 468＋ 22：15．72 51．9�
814 アイヅバレット 牡3黒鹿56 幸 英明真部 晴德氏 佐藤 吉勝 平取 原田 新治 446± 0 〃 クビ 26．0
11 ローレルルーチェ 牡3鹿 56 武士沢友治 
ローレルレーシング 和田正一郎 新冠 協和牧場 456－ 62：15．8� 108．3�
34 トーアイタダキ 牡3栗 56 嘉藤 貴行高山ランド
 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 442± 02：16．75 248．5�
711 レッドハミング 牝3黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁グリーンスウォード尾形 和幸 新冠 ムラカミファーム 406± 02：17．44 164．1�
712 フェバリットブルー 牡3黒鹿56 岡田 祥嗣 
ブルーマネジメント畠山 吉宏 新ひだか 加野牧場 B462± 0 〃 アタマ 195．6�
46 ビリーヴザワン 牡3鹿 56 藤岡 康太岡田 壮史氏 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド 488－ 22：19．1大差 10．3�
813 トーセンエスプリ 牝3栗 54 江田 照男島川 �哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ

スティファーム 456－162：19．95 245．4�
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売 得 金
単勝： 27，964，200円 複勝： 90，900，400円 枠連： 15，967，800円
馬連： 48，179，700円 馬単： 46，533，200円 ワイド： 24，300，100円
3連複： 59，688，200円 3連単： 147，534，200円 計： 461，067，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 160円 � 200円 枠 連（2－6） 200円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 170円 �� 240円 �� 540円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 1，950円

票 数

単勝票数 計 279642 的中 � 180421（1番人気）
複勝票数 計 909004 的中 � 664849（1番人気）� 62721（2番人気）� 42432（3番人気）
枠連票数 計 159678 的中 （2－6） 58986（1番人気）
馬連票数 計 481797 的中 �� 107768（1番人気）
馬単票数 計 465332 的中 �� 82040（1番人気）
ワイド票数 計 243001 的中 �� 45361（1番人気）�� 25451（2番人気）�� 8787（6番人気）
3連複票数 計 596882 的中 ��� 49722（1番人気）
3連単票数 計1475342 的中 ��� 55918（1番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．7―30．9―43．4―55．9―1：08．9―1：22．2―1：35．7―1：48．4―2：00．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーセンハリケーン �
�
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 2014．3．21 中山2着

2011．4．11生 牡3鹿 母 トーセンハピネス 母母 リッジフィールド 3戦1勝 賞金 9，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーセンエスプリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年6月4日まで平地競

走に出走できない。

第２回 東京競馬 第４日



12039 5月4日 晴 良 （26東京2）第4日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走10時55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

816 リュクサンブール 牡3鹿 56 三浦 皇成村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 450－ 21：22．7 4．2�
24 ニナフェアリー 牝3鹿 54 藤岡 康太 �ローレルレーシング 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 442＋ 41：22．91� 134．0�
818 ラストダンサー 牡3青鹿56 幸 英明草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 426－ 21：23．0� 18．5�
36 ナスタイザン 牝3黒鹿54 松岡 正海小山田 満氏 高木 登 浦河 高松牧場 454－ 21：23．1� 6．1�
510 メタフィジクス 牡3栗 56 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 512＋141：23．2	 5．6�
11 アースプレイ 牝3青鹿54 田中 勝春松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 ガーベラパー

クスタツド 424－ 6 〃 アタマ 2．6	
612 ブランシェトワール 牝3芦 54 丸田 恭介村山 卓也氏 鈴木 伸尋 むかわ 市川牧場 438± 01：23．41� 16．5

47 サンファーゴ 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁加藤 信之氏 土田 稔 日高 ノースガーデン 440＋ 81：23．82� 228．2�
817 フォーエバーダンス 牝3鹿 54 武士沢友治青山 洋一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 492＋141：24．01� 160．4�
611 オートクレール 牝3栗 54 内田 博幸岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 日高 出口牧場 414－ 6 〃 ハナ 14．7
59 キングタケショウ 牡3鹿 56 杉原 誠人�ナイト商事 国枝 栄 浦河 富菜牧場 452－ 41：24．42� 36．3�
23 デルマレレレノレ 牡3鹿 56 西村 太一浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム B474＋ 21：24．61� 148．7�
35 ブラックチョコ 牝3鹿 54 二本柳 壮�ミルファーム 武市 康男 日高 シンボリ牧場 416－ 2 〃 ハナ 64．2�
714 ハルノサキガケ 牝3青鹿54 江田 照男西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 482 ―1：25．77 117．0�
715 カミノアヴァロン 牝3鹿 54 伊藤 工真村上 正喜氏 南田美知雄 浦河 北光牧場 432－ 41：25．8クビ 425．8�
713 ヤマニンポミエ 牝3栗 54 川須 栄彦土井 肇氏 池上 昌弘 新冠 錦岡牧場 436 ―1：26．01� 120．8�
48 ケイツーヴィーナス 牝3芦 54

51 ▲井上 敏樹楠本 勝美氏 菅原 泰夫 日高 細川牧場 486 ―1：26．1クビ 181．9�
12 トドロキバクシン 牡3鹿 56 田中 博康原田昭太郎氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 504－ 2 〃 ハナ 90．4�
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売 得 金
単勝： 25，504，500円 複勝： 39，704，000円 枠連： 16，909，500円
馬連： 55，813，600円 馬単： 36，945，100円 ワイド： 26，751，900円
3連複： 70，977，200円 3連単： 114，105，300円 計： 386，711，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 200円 � 2，120円 � 520円 枠 連（2－8） 10，540円

馬 連 �� 30，340円 馬 単 �� 49，760円

ワ イ ド �� 6，990円 �� 1，060円 �� 21，100円

3 連 複 ��� 143，910円 3 連 単 ��� 758，650円

票 数

単勝票数 計 255045 的中 � 48379（2番人気）
複勝票数 計 397040 的中 � 69658（2番人気）� 4006（11番人気）� 18668（7番人気）
枠連票数 計 169095 的中 （2－8） 1184（22番人気）
馬連票数 計 558136 的中 �� 1358（47番人気）
馬単票数 計 369451 的中 �� 548（85番人気）
ワイド票数 計 267519 的中 �� 924（48番人気）�� 6532（13番人気）�� 304（85番人気）
3連複票数 計 709772 的中 ��� 364（199番人気）
3連単票数 計1141053 的中 ��� 111（998番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．6―48．2―59．7―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リュクサンブール �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Fasliyev デビュー 2013．12．21 中山3着

2011．4．18生 牡3鹿 母 リ ュ ク ス 母母 スターベゴニア 4戦1勝 賞金 8，800，000円
〔制裁〕 アースプレイ号の騎手田中勝春は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金

100，000円。（被害馬：9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） 1頭 ダイメイグリン号
（非抽選馬） 4頭 サンマイアミ号・ドータン号・ハクサンストリート号・ワイレアゴールド号

12040 5月4日 晴 良 （26東京2）第4日 第4競走 ��
��2，300�サラブレッド系3歳

発走11時25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
2：18．5
2：18．3

良
良

710 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 498－ 62：22．3 1．7�
812 プレストウィック 牡3芦 56 田中 勝春有限会社シルク武藤 善則 安平 ノーザンファーム 520－102：22．83 46．2�
79 トゥインクル 牡3栗 56 川須 栄彦畑佐 博氏 高柳 瑞樹 日高 いとう牧場 454－ 62：22．9� 11．3�
56 ロブロイクリス 牡3栗 56 幸 英明飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 464＋102：23．0� 8．9�
811 ゲンパチスカイ 牡3栗 56 内田 博幸平野 武志氏 中川 公成 浦河 杵臼牧場 440－ 22：23．1� 5．6�
55 ダイワゴッデス 牝3栗 54 丸田 恭介大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 468－14 〃 クビ 38．4�
11 リ ス ク オ ン 牝3栗 54 三浦 皇成ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 464± 02：23．31� 8．2	
44 エスティリリー 牝3黒鹿54 江田 照男島川 
哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 510－102：23．51� 16．2�
33 モンサンプロキオン 牡3鹿 56 武士沢友治山下 新一氏 小野 次郎 新冠 飛渡牧場 B488± 02：23．71 25．6�
67 カネトシモナカ 牡3黒鹿56 的場 勇人兼松 利男氏 水野 貴広 浦河 梅田牧場 466＋ 22：25．6大差 260．8
22 グッドマッチ 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹窪田 康志氏 田島 俊明 新ひだか 武 牧場 472＋ 22：26．02� 121．1�
68 ハヤブサキセキ 牡3栗 56 嘉藤 貴行平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 486－ 22：26．63� 258．2�
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売 得 金
単勝： 26，834，100円 複勝： 69，010，700円 枠連： 14，205，900円
馬連： 54，921，800円 馬単： 43，903，800円 ワイド： 25，484，100円
3連複： 64，341，900円 3連単： 139，551，000円 計： 438，253，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 660円 � 250円 枠 連（7－8） 320円

馬 連 �� 3，180円 馬 単 �� 3，820円

ワ イ ド �� 910円 �� 370円 �� 2，830円

3 連 複 ��� 6，190円 3 連 単 ��� 25，190円

票 数

単勝票数 計 268341 的中 � 126850（1番人気）
複勝票数 計 690107 的中 � 400123（1番人気）� 11969（8番人気）� 39881（5番人気）
枠連票数 計 142059 的中 （7－8） 33525（1番人気）
馬連票数 計 549218 的中 �� 12766（11番人気）
馬単票数 計 439038 的中 �� 8501（12番人気）
ワイド票数 計 254841 的中 �� 6705（11番人気）�� 19445（4番人気）�� 2029（28番人気）
3連複票数 計 643419 的中 ��� 7681（24番人気）
3連単票数 計1395510 的中 ��� 4090（76番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100�
7．1―18．8―31．6―44．4―57．2―1：09．7―1：22．5―1：35．3―1：47．5―1：59．0―2：10．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．8
1
3
1，2，12，8（4，11）（3，9）（6，10）5＝7
1（2，12）（4，8，9）（3，11，10）（6，5）＝7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アンプラグド �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．12．22 中山3着

2011．3．16生 牡3芦 母 ホワイトペッパー 母母 レッドチリペッパー 4戦1勝 賞金 10，100，000円



12041 5月4日 晴 良 （26東京2）第4日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時15分（番組第6競走を順序変更） （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

88 ラリングクライ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 �社台レースホース堀 宣行 安平 追分ファーム 468－ 81：34．7 2．5�
33 キミノナハセンター 牡3鹿 56 柴田 善臣山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 474－ 41：34．8� 6．1�
89 マイネプレセア 牝3青鹿54 松岡 正海 �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 422－ 21：35．01� 13．4�
11 リターンラルク 牡3鹿 56 丸田 恭介山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 B460＋ 41：35．21� 4．0�
44 コスモイノセント 牡3青鹿56 嘉藤 貴行鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 友田牧場 454＋12 〃 ハナ 39．0	
66 キーンソード 牡3黒鹿56 三浦 皇成佐々木雄二氏 黒岩 陽一 浦河 中脇 満 454± 01：35．3� 6．6

55 パイストロピカル 牝3鹿 54 柴田 未崎�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 432＋ 21：35．62 103．7�
22 ネオヴァロン 牡3鹿 56 田中 勝春小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 452－ 6 〃 ハナ 27．0�
77 ロジテースト 牡3鹿 56 藤岡 康太久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 444－ 41：35．91� 7．3

（9頭）

売 得 金
単勝： 30，604，400円 複勝： 46，039，800円 枠連： 13，021，600円
馬連： 58，721，000円 馬単： 42，503，300円 ワイド： 23，932，300円
3連複： 68，075，300円 3連単： 156，107，600円 計： 439，005，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 170円 � 260円 枠 連（3－8） 670円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 390円 �� 460円 �� 680円

3 連 複 ��� 2，710円 3 連 単 ��� 9，580円

票 数

単勝票数 計 306044 的中 � 98865（1番人気）
複勝票数 計 460398 的中 � 124616（1番人気）� 68944（3番人気）� 35149（6番人気）
枠連票数 計 130216 的中 （3－8） 14391（3番人気）
馬連票数 計 587210 的中 �� 43521（3番人気）
馬単票数 計 425033 的中 �� 20501（5番人気）
ワイド票数 計 239323 的中 �� 15960（3番人気）�� 13030（7番人気）�� 8299（11番人気）
3連複票数 計 680753 的中 ��� 18581（12番人気）
3連単票数 計1561076 的中 ��� 12029（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．2―36．0―48．0―1：00．4―1：11．7―1：23．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラリングクライ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Capote デビュー 2014．1．12 京都5着

2011．3．26生 牡3黒鹿 母 エ グ ジ ジ ェ 母母 Cookie 3戦2勝 賞金 12，800，000円

12042 5月4日 晴 良 （26東京2）第4日 第6競走 ��2，100�サラブレッド系4歳以上
発走12時45分（番組第7競走を順序変更） （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
2：06．7
2：05．9

良
良

33 ジャーラベンナ 牡4栗 57 三浦 皇成本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 斉藤スタッド 502＋ 42：14．1 2．9�
11 ヘイローフォンテン 牡4鹿 57 柴田 善臣吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 B514－ 22：14．2� 2．8�
88 フィーユブルー �5鹿 57 内田 博幸青芝商事� 矢野 英一 千歳 社台ファーム B484＋ 62：14．3� 4．5�
22 リライブナカヤマ 牡4鹿 57 川須 栄彦�中山牧場 上原 博之 浦河 中山牧場 B454± 02：15．68 28．2�
89 コスモナイスガイ 牡4黒鹿57 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 550＋ 4 〃 ハナ 5．7	
55 デルマカマイタチ 牡4黒鹿57 武士沢友治浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 482－ 62：15．7� 50．4

77 アルフェロア 牡5青鹿57 幸 英明吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B498± 02：15．91	 18．0�
44 
 ブルーグランツ 牡4鹿 57 丸田 恭介 �ブルーマネジメント尾形 和幸 新ひだか 加野牧場 500－ 22：16．0� 38．1�
66 ト キ ノ ユ ウ 牡5鹿 57

54 ▲長岡 禎仁岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 452＋122：16．53 84．1
（9頭）

売 得 金
単勝： 26，570，000円 複勝： 34，695，900円 枠連： 13，416，600円
馬連： 49，843，900円 馬単： 39，400，200円 ワイド： 21，382，900円
3連複： 67，364，900円 3連単： 164，761，500円 計： 417，435，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連（1－3） 310円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 160円 �� 250円 �� 240円

3 連 複 ��� 420円 3 連 単 ��� 1，770円

票 数

単勝票数 計 265700 的中 � 74073（2番人気）
複勝票数 計 346959 的中 � 97687（1番人気）� 94361（2番人気）� 48118（3番人気）
枠連票数 計 134166 的中 （1－3） 32011（1番人気）
馬連票数 計 498439 的中 �� 111527（1番人気）
馬単票数 計 394002 的中 �� 40779（2番人気）
ワイド票数 計 213829 的中 �� 39886（1番人気）�� 19557（4番人気）�� 20385（3番人気）
3連複票数 計 673649 的中 ��� 119097（1番人気）
3連単票数 計1647615 的中 ��� 68925（2番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―18．9―32．0―45．0―57．8―1：11．1―1：24．3―1：36．9―1：49．0―2：01．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジャーラベンナ �
�
父 アルカセット �

�
母父 カリズマティック デビュー 2012．12．22 中山12着

2010．3．1生 牡4栗 母 シークレットソング 母母 シークレッツトールド 12戦2勝 賞金 19，950，000円
〔制裁〕 ジャーラベンナ号の騎手三浦皇成は，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。



12043 5月4日 晴 良 （26東京2）第4日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走13時15分（番組第5競走を順序変更） （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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

23 アンズチャン 牝3鹿 54 三浦 皇成ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 460－ 41：25．2 3．3�
11 リアルモード 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁寺田千代乃氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 466＋ 61：25．41� 10．0�
36 サ ノ イ チ 牡3鹿 56 戸崎 圭太ビジョンサラブレッドクラブ 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 468± 01：25．72 2．2�
59 プレシャスムーン 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 426－101：26．23 272．7�
611 レッツサッチャー 牝3栗 54 松岡 正海大湯 幸栄氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 472－ 8 〃 クビ 23．4�
48 サウススターマン 牡3黒鹿56 熊沢 重文南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 476＋ 2 〃 ハナ 11．6�
35 ブ リ ッ ツ 牡3栗 56 田中 勝春青山 洋一氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 478＋ 21：26．62� 28．9	
612	 チ ー フ テ ン 牡3鹿 56 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 土田 稔 新ひだか 大典牧場 466＋ 6 〃 クビ 441．6

815 カウンターハッセキ 牡3鹿 56 大庭 和弥井上 一郎氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 436± 01：27．02� 175．6�
816 キープレイヤー 牝3青鹿54 武士沢友治下河邉 博氏 手塚 貴久 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 498＋ 61：27．1� 44．4�
12 デルマオソマツ 牡3黒鹿56 柴田 善臣浅沼 廣幸氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム 468＋ 2 〃 ハナ 12．9
47 サクラエルカミーノ 牡3鹿 56 内田 博幸�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡スタット 468－ 21：27．2� 16．1�
510 トウショウヴォワ 牡3鹿 56 丸田 恭介トウショウ産業� 小桧山 悟 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 442＋ 61：27．41� 173．7�
24 アイナマーリエ 牝3鹿 54 杉原 誠人山口功一郎氏 栗田 徹 新ひだか マルショウ牧場 462－101：27．61 166．8�
714 ホワイトクリスマス 牡3芦 56 幸 英明岡 浩二氏 中川 公成 新冠 赤石 久夫 496＋101：28．34 65．1�
713 サプライズライン 牝3芦 54 川須 栄彦平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 430－101：28．72� 29．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，110，100円 複勝： 59，058，800円 枠連： 24，199，000円
馬連： 82，437，000円 馬単： 51，677，600円 ワイド： 36，245，400円
3連複： 101，119，200円 3連単： 177，431，400円 計： 564，278，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 190円 � 110円 枠 連（1－2） 1，130円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 2，720円

ワ イ ド �� 440円 �� 160円 �� 350円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 6，590円

票 数

単勝票数 計 321101 的中 � 77495（2番人気）
複勝票数 計 590588 的中 � 127841（2番人気）� 51492（3番人気）� 211138（1番人気）
枠連票数 計 241990 的中 （1－2） 15929（4番人気）
馬連票数 計 824370 的中 �� 34172（6番人気）
馬単票数 計 516776 的中 �� 14041（8番人気）
ワイド票数 計 362454 的中 �� 16881（5番人気）�� 74074（1番人気）�� 22678（3番人気）
3連複票数 計1011192 的中 ��� 89138（1番人気）
3連単票数 計1774314 的中 ��� 19888（12番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．9―12．5―12．4―12．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．7―48．2―1：00．6―1：13．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F37．0
3 ・（8，16）（5，11）（10，7）（4，14）（6，13）（1，2）15，12，3－9 4 ・（8，16）（5，11）7（4，10，6，14）（12，1，2）（3，15，13）－9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アンズチャン �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2013．6．15 東京1着

2011．4．12生 牝3鹿 母 パラダイスバード 母母 サイレントハピネス 6戦2勝 賞金 22，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ウイングラビティ号・キョウエイマグマ号・ニシノイナズマ号

12044 5月4日 晴 良 （26東京2）第4日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走13時45分 （芝・左）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

811 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 B474± 01：35．8 6．0�
56 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 450＋10 〃 クビ 2．9�
33 ジョングルール 牡5黒鹿57 幸 英明吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 520＋201：35．9	 7．9�
44 ローレルソラン 牡6鹿 57 藤岡 康太 �ローレルレーシング 奥平 雅士 新冠 樋渡 信義 464± 01：36．0	 12．1�
55 サクラダムール 牡4鹿 57 松岡 正海�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 西村 和夫 470－ 41：36．21 4．2�
68 コスモトゥルーラヴ 牡5鹿 57 内田 博幸 	ビッグレッドファーム 栗田 博憲 日高 戸川牧場 502＋ 4 〃 ハナ 12．3

79 サダムロードショー 牡4鹿 57 川須 栄彦大西 定氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋141：36．41 12．5�
22 アーマークラッド 牡4栗 57 田中 勝春吉田 和子氏 武井 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 4 〃 クビ 23．4�
11 デプロマトウショウ 牝5鹿 55 江田 照男トウショウ産業� 高木 登 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 456± 01：36．5	 183．1
67 
 コスモソウタ 牡5鹿 57 嘉藤 貴行 	ビッグレッドファーム 水野 貴広 新冠 タニグチ牧場 468－10 〃 ハナ 56．2�
812 シュピッツェ 牝5鹿 55 柴田 善臣吉田 照哉氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 472＋ 21：36．6クビ 21．0�
710 オーシュペール 牝5鹿 55 丸田 恭介 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 478－ 21：36．92 47．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 32，224，800円 複勝： 51，283，400円 枠連： 21，878，000円
馬連： 86，470，800円 馬単： 49，254，300円 ワイド： 32，818，600円
3連複： 95，449，400円 3連単： 165，652，300円 計： 535，031，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 190円 � 150円 � 290円 枠 連（5－8） 380円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 390円 �� 840円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，520円 3 連 単 ��� 13，520円

票 数

単勝票数 計 322248 的中 � 42776（3番人気）
複勝票数 計 512834 的中 � 70610（3番人気）� 115746（1番人気）� 38284（6番人気）
枠連票数 計 218780 的中 （5－8） 43250（1番人気）
馬連票数 計 864708 的中 �� 73494（2番人気）
馬単票数 計 492543 的中 �� 15702（6番人気）
ワイド票数 計 328186 的中 �� 22515（2番人気）�� 9090（10番人気）�� 15171（4番人気）
3連複票数 計 954494 的中 ��� 27962（4番人気）
3連単票数 計1656523 的中 ��� 9045（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．4―37．1―49．9―1：02．4―1：13．7―1：24．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アールデュラン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2011．12．3 中山4着

2009．4．20生 �5鹿 母 パ フ ェ 母母 Meringue Pie 24戦4勝 賞金 51，745，000円
※オーシュペール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



12045 5月4日 晴 良 （26東京2）第4日 第9競走 ��
��1，400�

ばんしゅん

晩春ステークス
発走14時15分 （芝・左）
4歳以上，1，600万円以下，25．4．27以降26．4．27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 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

36 クッカーニャ 牝5青鹿52 田中 博康 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 466＋ 41：20．5 21．4�
12 チャーチクワイア 牝5栗 53 杉原 誠人 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 468－ 2 〃 クビ 10．6�
715 ハングリージャック 牡7黒鹿55 川須 栄彦吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 496＋ 61：20．6クビ 17．3�
11 セイクレットレーヴ 牡5鹿 57 柴田 善臣嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム 474－ 2 〃 アタマ 6．2�
35 ミ ナ レ ッ ト 牝4鹿 52 二本柳 壮�ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 466＋ 41：20．81� 20．1�
816 メイショウツガル 牡6鹿 55 藤岡 康太松本 好雄氏 武田 博 浦河 太陽牧場 472－ 81：21．01� 37．3	
24 	 タマモマーブル 
6栗 55 幸 英明タマモ
 南井 克巳 新ひだか 前田牧場 480± 0 〃 ハナ 10．2�
713 シルクドリーマー 牡5鹿 55 松岡 正海有限会社シルク音無 秀孝 浦河 笠松牧場 476－ 61：21．21� 9．4�
47 ハ ー コ ッ ト 牡5鹿 55 江田 照男 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B466－ 2 〃 クビ 12．5
611 シルクオフィサー 牡6鹿 55 伊藤 工真有限会社シルク大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 21：21．4� 42．2�
59 タガノグーフォ 
5黒鹿54 田中 勝春八木 良司氏 松田 国英 新冠 八木牧場 482± 0 〃 ハナ 18．9�
817 ラフレーズカフェ 牝5青鹿54 熊沢 重文西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム 482＋ 41：21．5� 99．8�
510 キングオブロー 牡5鹿 54 丸田 恭介田畑 利彦氏 伊藤 伸一 新ひだか タガミファーム 486＋ 21：21．6クビ 28．6�
23 オメガホームラン 
5芦 55 三浦 皇成原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 446± 0 〃 アタマ 4．2�
714 ニシノビークイック 牡5栗 56 内田 博幸西山 茂行氏 河内 洋 新ひだか 本桐牧場 486－ 21：21．7クビ 6．8�
48 キョウエイアシュラ 牡7鹿 55 岡田 祥嗣田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 462－ 6 〃 クビ 195．5�
612 サニーヘイロー 牝6栗 52 嘉藤 貴行宮﨑 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 464－ 4 〃 アタマ 107．2�
818 ブランダムール 牝5栗 54 武士沢友治�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 456＋ 21：21．91 58．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 38，821，300円 複勝： 68，853，100円 枠連： 42，389，600円
馬連： 130，060，400円 馬単： 61，376，800円 ワイド： 54，514，100円
3連複： 167，887，800円 3連単： 243，420，200円 計： 807，323，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，140円 複 勝 � 570円 � 360円 � 530円 枠 連（1－3） 2，660円

馬 連 �� 17，110円 馬 単 �� 37，910円

ワ イ ド �� 4，540円 �� 4，190円 �� 3，060円

3 連 複 ��� 79，790円 3 連 単 ��� 606，910円

票 数

単勝票数 計 388213 的中 � 14349（11番人気）
複勝票数 計 688531 的中 � 30616（10番人気）� 54772（5番人気）� 33755（8番人気）
枠連票数 計 423896 的中 （1－3） 11788（14番人気）
馬連票数 計1300604 的中 �� 5610（67番人気）
馬単票数 計 613768 的中 �� 1195（134番人気）
ワイド票数 計 545141 的中 �� 2947（62番人気）�� 3198（54番人気）�� 4409（38番人気）
3連複票数 計1678878 的中 ��� 1553（261番人気）
3連単票数 計2434202 的中 ��� 296（1819番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．1―33．8―45．1―56．4―1：08．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クッカーニャ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2011．7．23 函館2着

2009．4．12生 牝5青鹿 母 ドリームスケイプ 母母 ドリームビジヨン 28戦5勝 賞金 89，419，000円
〔制裁〕 メイショウツガル号の騎手藤岡康太は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14番）

ハーコット号の騎手江田照男は，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：8番・10番・14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 ゴーハンティング号・デンファレ号

12046 5月4日 晴 良 （26東京2）第4日 第10競走 ��
��1，600�オアシスステークス

発走14時50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 483，000円 138，000円 69，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

510	 ベストウォーリア 牡4栗 57 戸崎 圭太馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Buck Pond
Farm, Inc 510± 01：35．8 1．5�

36 	 サトノプリンシパル 牡4鹿 56 柴田 善臣里見 治氏 矢作 芳人 米 Dr. Masa-
take Iida B540± 01：36．01
 17．4�

12 	 タ ー ル タ ン 牡6芦 56 松岡 正海グリーンフィールズ� 吉村 圭司 米 George Waggoner
Stables Inc. 498＋ 41：36．21� 15．6�

714 ツクバコガネオー �6栗 56 武士沢友治荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 522－ 21：36．3 111．0�
611 ナイトフッド 牡8青鹿56 田中 勝春 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム B520－ 2 〃 アタマ 47．1	
24 キ ラ ウ エ ア 牡7黒鹿56 杉原 誠人金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 466－ 41：36．51 319．3

612 サンライズブレット 牡6栗 56 藤岡 康太松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム 486－ 41：36．6� 55．5�
47 セイカプリコーン 牡6鹿 56 川須 栄彦金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 三石橋本牧場 492± 0 〃 ハナ 50．0�
23 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± 0 〃 クビ 41．2
59 レーザーバレット 牡6鹿 56 熊沢 重文前田 葉子氏 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント 472－ 2 〃 同着 30．5�
11 	 カネトシイナーシャ 牡6黒鹿56 田中 健兼松 利男氏 白井 寿昭 米 JMJ Racing

Stables, LLC 488＋ 21：36．7� 157．0�
35 オールドパサデナ 牝5鹿 54 幸 英明吉田 照哉氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 510＋101：37．02 7．7�
816 ナリタスーパーワン 牡5鹿 56 江田 照男�オースミ 松永 昌博 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490± 01：37．1クビ 11．1�
48 � サクラシャイニー 牡8栗 56 岡田 祥嗣�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 460－ 41：37．41 305．4�
713 ウォータールルド 牡6黒鹿57 三浦 皇成山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 480－161：37．61
 11．6�
815 コスモセンサー 牡7栗 58 丸田 恭介 �ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 川越ファーム 524＋ 21：38．55 187．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，550，200円 複勝： 136，280，600円 枠連： 36，657，600円
馬連： 173，925，300円 馬単： 109，524，700円 ワイド： 65，404，700円
3連複： 198，695，200円 3連単： 422，262，500円 計： 1，201，300，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 350円 � 320円 枠 連（3－5） 390円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 480円 �� 490円 �� 2，610円

3 連 複 ��� 4，270円 3 連 単 ��� 11，070円

票 数

単勝票数 計 585502 的中 � 321220（1番人気）
複勝票数 計1362806 的中 � 775357（1番人気）� 51053（6番人気）� 57169（5番人気）
枠連票数 計 366576 的中 （3－5） 69619（1番人気）
馬連票数 計1739253 的中 �� 113520（5番人気）
馬単票数 計1095247 的中 �� 60353（5番人気）
ワイド票数 計 654047 的中 �� 35186（4番人気）�� 34690（5番人気）�� 5629（23番人気）
3連複票数 計1986952 的中 ��� 34345（14番人気）
3連単票数 計4222625 的中 ��� 28172（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―22．7―33．9―46．2―58．9―1：11．1―1：23．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

	ベストウォーリア �
�
父 Majestic Warrior �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2012．11．10 京都1着

2010．3．7生 牡4栗 母 Flirtatious Miss 母母 Seductive Smile 9戦5勝 賞金 101，952，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔制裁〕 ナイトフッド号の騎手田中勝春は，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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 グランデッツァ号・ダノンスパシーバ号

１レース目



12047 5月4日 晴 良 （26東京2）第4日 第11競走 ��
��1，800�スイートピーステークス

発走15時30分 （オークストライアル） （芝・左）
牝，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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：44．1

良
良

24 シャイニーガール 牝3鹿 54 田中 勝春小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 464± 01：47．3 14．7�
35 ベッラレジーナ 牝3鹿 54 藤岡 康太有限会社シルク平田 修 安平 ノーザンファーム 424－ 21：47．51� 13．2�
612 ヘイジームーン 牝3黒鹿54 三浦 皇成窪田 康志氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 490－ 41：47．6� 11．4�
816 カウニスクッカ 牝3鹿 54 伊藤 工真大谷 正嗣氏 尾形 和幸 日高 オリオンファーム 458＋101：47．7� 53．2�
510 ショウナンパンドラ 牝3鹿 54 川須 栄彦国本 哲秀氏 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436＋ 81：47．8クビ 2．8�
611 マリアライト 牝3黒鹿54 幸 英明 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 414－ 6 〃 クビ 7．6	
23 ホクラニミサ 牝3黒鹿54 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 424－ 4 〃 アタマ 4．4

11 コウヨウマリア 牝3鹿 54 内田 博幸寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 478＋ 21：48．01 21．9�
12 カレンリスベット 牝3黒鹿54 柴田 善臣鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 462－121：48．1� 24．7�
713 ヴェルジョワーズ 牝3鹿 54 杉原 誠人 �サンデーレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432－ 8 〃 ハナ 14．1
36 ト シ ザ キ ミ 牝3鹿 54 戸崎 圭太上村 叶氏 	島 一歩 浦河 浦河小林牧場 454＋ 4 〃 クビ 16．6�
47 エクセレントビュー 牝3青鹿54 江田 照男有限会社シルク高柳 瑞樹 日高 天羽牧場 450－ 41：48．2
 40．9�
48 ス ー リ ー ル 牝3鹿 54 熊沢 重文�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 438－ 21：48．83
 66．6�
714 ティックルゴールド 牝3鹿 54 嘉藤 貴行有限会社シルク田島 俊明 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438＋ 21：48．9
 50．5�
59 ヴァンデミエール 牝3鹿 54 柴田 未崎�ミルファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 428＋ 21：49．53
 235．6�
815 ハナズリベンジ 牝3黒鹿54 丸田 恭介M．タバート氏 牧田 和弥 新冠 カミイスタット 476－ 2 （競走中止） 91．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 72，609，500円 複勝： 97，834，800円 枠連： 64，551，400円
馬連： 294，945，600円 馬単： 146，117，800円 ワイド： 86，397，200円
3連複： 352，550，700円 3連単： 640，541，900円 計： 1，755，548，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，470円 複 勝 � 440円 � 460円 � 330円 枠 連（2－3） 1，220円

馬 連 �� 9，520円 馬 単 �� 19，650円

ワ イ ド �� 2，870円 �� 2，910円 �� 2，090円

3 連 複 ��� 44，350円 3 連 単 ��� 328，280円

票 数

単勝票数 計 726095 的中 � 39020（7番人気）
複勝票数 計 978348 的中 � 57931（5番人気）� 54256（7番人気）� 82132（4番人気）
枠連票数 計 645514 的中 （2－3） 39098（5番人気）
馬連票数 計2949456 的中 �� 22885（33番人気）
馬単票数 計1461178 的中 �� 5488（67番人気）
ワイド票数 計 863972 的中 �� 7387（35番人気）�� 7289（36番人気）�� 10264（25番人気）
3連複票数 計3525507 的中 ��� 5867（131番人気）
3連単票数 計6405419 的中 ��� 1440（818番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―11．9―12．1―12．1―12．2―11．6―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―36．4―48．5―1：00．6―1：12．8―1：24．4―1：35．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

シャイニーガール �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2013．11．10 京都1着

2011．4．28生 牝3鹿 母 ブライティアガール 母母 ディクターガール 7戦3勝 賞金 50，481，000円
〔競走中止〕 ハナズリベンジ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ベッラレジーナ号の騎手藤岡康太は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番・10番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりシャイニーガール号・ベッラレジーナ号は，優駿牝馬（GⅠ）競走に優先出走できる。

12048 5月4日 晴 良 （26東京2）第4日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走16時10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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

12 ショウナンダイラ 牡4鹿 57 三浦 皇成�湘南 二ノ宮敬宇 日高 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 538＋ 41：25．0 5．5�

59 ミルキーブロード 牝5芦 55 江田 照男半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 510－ 8 〃 クビ 11．5�
611 ヤマチョウフェア 牡6黒鹿57 川須 栄彦長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 474－ 41：25．1� 25．6�
35 ワンダーロード 牡4青鹿57 内田 博幸伊東 純一氏 尾形 充弘 新冠 隆栄牧場 466－ 21：25．2	 2．8�
48 
 ティズトレメンダス 牝4鹿 55 柴田 善臣岡田 牧雄氏 吉村 圭司 米 Morgan’s

Ford Farm 492－ 21：25．41� 60．9�
36 タニセンジャッキー 牡5鹿 57 嘉藤 貴行染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 484＋ 21：25．71� 90．3	
23 シークレットアーム 牡5鹿 57 丸田 恭介�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 516－ 2 〃 クビ 61．8

24 ゲマインシャフト 牡4鹿 57 松岡 正海丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 490± 01：25．8クビ 6．9�
11 メイショウアイアン 牡4鹿 57 藤岡 康太松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 藤沢牧場 498－ 4 〃 クビ 17．3�
47 マリントウショウ 牝5青鹿55 武士沢友治トウショウ産業 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 492＋ 6 〃 ハナ 191．7�
714
 ラヴァンドゥー 牝5青鹿55 熊沢 重文幅田 昌伸氏 庄野 靖志 米 Cloverleaf

Farms II, Inc. 510＋ 21：26．11� 20．8�
815 ボウマンミル 牡4青鹿 57

54 ▲長岡 禎仁 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 B512＋ 2 〃 ハナ 121．6�

510 ノボピュアリティ 牝5鹿 55 大庭 和弥LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 494± 01：26．3� 75．8�
612 タ サ ジ ャ ラ 牡4鹿 57 戸崎 圭太 K.C．タン氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム B522－ 61：26．51� 4．7�
816 フィールザラブ 牝5栗 55 田中 勝春櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 424＋ 21：27．24 41．6�
713 マイネオレンジ 牝4栗 55 幸 英明 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 新冠 ビッグレッドファーム 482＋ 2 〃 アタマ 39．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 59，181，600円 複勝： 89，085，700円 枠連： 43，774，800円
馬連： 176，749，300円 馬単： 88，458，900円 ワイド： 64，019，400円
3連複： 202，981，800円 3連単： 370，096，400円 計： 1，094，347，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 210円 � 310円 � 450円 枠 連（1－5） 2，090円

馬 連 �� 3，040円 馬 単 �� 5，520円

ワ イ ド �� 910円 �� 1，950円 �� 3，030円

3 連 複 ��� 18，410円 3 連 単 ��� 87，350円

票 数

単勝票数 計 591816 的中 � 85452（3番人気）
複勝票数 計 890857 的中 � 129774（2番人気）� 74461（5番人気）� 46468（7番人気）
枠連票数 計 437748 的中 （1－5） 15480（9番人気）
馬連票数 計1767493 的中 �� 42952（12番人気）
馬単票数 計 884589 的中 �� 11836（20番人気）
ワイド票数 計 640194 的中 �� 17986（10番人気）�� 8005（19番人気）�� 5075（34番人気）
3連複票数 計2029818 的中 ��� 8140（55番人気）
3連単票数 計3700964 的中 ��� 3127（245番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―24．0―35．6―47．8―1：00．2―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンダイラ �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 エアジハード デビュー 2012．12．9 中山2着

2010．2．26生 牡4鹿 母 ヒカルマイゴール 母母 クライウィズジョイ 14戦3勝 賞金 35，925，000円
〔発走状況〕 メイショウアイアン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 メイショウアイアン号は，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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 タガノトネール号・トーホウペガサス号
（非抽選馬） 4頭 コリンブレッセ号・ザストロンシチー号・ジャーグラット号・リバータイキ号

４レース目



（26東京2）第4日 5月4日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 172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

227，020，000円
5，360，000円
1，780，000円
20，840，000円
67，699，000円
4，472，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
447，586，100円
812，357，900円
321，662，800円
1，257，866，600円
743，552，200円
481，257，400円
1，509，479，100円
2，830，439，900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 8，404，202，000円

総入場人員 59，971名 （有料入場人員 57，977名）
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