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12025 5月2日 晴 良 （27東京2）第3日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時15分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

714 クリッパールート 牝3黒鹿54 三浦 皇成�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 460－101：39．8 8．2�
24 セレスティーヌ 牝3黒鹿54 大野 拓弥�G1レーシング 田中 清隆 千歳 社台ファーム B420－161：40．33 108．5�
612 マラカイトスター 牝3栗 54 岩田 康誠本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 斉藤スタッド B458＋ 2 〃 ハナ 8．6�
815 ユアザイオン 牝3黒鹿54 戸崎 圭太ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 488＋ 81：40．4� 1．8�
816 メガミチャン 牝3鹿 54 武 豊�イージス 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 476＋ 61：40．61� 8．0�
48 イヌイジェニー 牝3黒鹿54 村田 一誠井上 一郎氏 大江原 哲 様似 中脇 一幸 B458± 01：40．81� 19．7	
12 ゴールドリボン 牝3栗 54

51 ▲井上 敏樹 �ゴールドレーシング 加藤 和宏 日高 豊郷牧場 442＋ 81：40．9� 132．4

47 レッドラヴァルス 牝3黒鹿54 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 武藤 善則 千歳 社台ファーム 416－ 21：41．43 69．7�
510 アスカアンジュ 牝3青鹿54 吉田 豊上野 武氏 本間 忍 新ひだか 藤原牧場 B470＋ 41：42．14 37．5�
11 ミュゼフローレンス 牝3黒鹿54 柴山 雄一髙橋 仁氏 高市 圭二 新ひだか 水上 習孝 490＋ 61：42．31� 4．9
23 バトルシュプリーズ 牝3黒鹿54 木幡 初広宮川 秋信氏 尾形 和幸 新ひだか 沖田 忠幸 414－ 21：42．51� 49．8�
59 ナロウゲート 牝3栗 54 武士沢友治八百板俊一郎氏 星野 忍 浦河 丸幸小林牧場 448－ 2 〃 クビ 246．8�
36 ウインメーヴェ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ウイン 清水 英克 新ひだか 曾我 博 474＋101：43．35 180．0�
713 メトロノミック 牝3鹿 54 柴田 大知吉田 哲哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 448± 01：43．51� 381．2�
35 スターフィッシュ 牝3鹿 54 江田 照男�下河辺牧場 松山 将樹 日高 下河辺牧場 438－ 41：44．13� 110．8�
611 ビッグファイナル 牝3黒鹿54 内田 博幸長塩 豊氏 菅原 泰夫 日高 モリナガファーム 492－ 61：45．05 96．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，447，500円 複勝： 52，145，300円 枠連： 15，595，800円
馬連： 59，610，400円 馬単： 39，129，200円 ワイド： 32，813，900円
3連複： 78，031，100円 3連単： 123，667，100円 計： 427，440，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 400円 � 2，130円 � 330円 枠 連（2－7） 11，580円

馬 連 �� 45，600円 馬 単 �� 64，490円

ワ イ ド �� 10，560円 �� 1，130円 �� 8，620円

3 連 複 ��� 117，280円 3 連 単 ��� 723，050円

票 数

単勝票数 計 264475 的中 � 25554（4番人気）
複勝票数 計 521453 的中 � 35880（4番人気）� 5638（10番人気）� 44654（3番人気）
枠連票数 計 155958 的中 （2－7） 1043（21番人気）
馬連票数 計 596104 的中 �� 1013（52番人気）
馬単票数 計 391292 的中 �� 455（80番人気）
ワイド票数 計 328139 的中 �� 785（51番人気）�� 7797（12番人気）�� 963（48番人気）
3連複票数 計 780311 的中 ��� 499（145番人気）
3連単票数 計1236671 的中 ��� 124（766番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．7―48．6―1：01．8―1：14．3―1：26．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．2―3F38．0
3 ・（10，12）－14（7，16）（6，11）15－（3，2）9（4，5）（1，13）8 4 ・（10，12）14（7，16）（11，15）6，2（3，4，9）（8，1）5，13

勝馬の
紹 介

クリッパールート �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．1．31 東京6着

2012．1．28生 牝3黒鹿 母 ロイヤルクリッパー 母母 ティークリッパー 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビッグファイナル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月2日まで平地競

走に出走できない。

12026 5月2日 晴 良 （27東京2）第3日 第2競走 ��1，400�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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

47 キスザスターズ 牡3鹿 56 横山 典弘 P.G．ファッジ氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 474－ 41：26．6 4．9�
611 ローレルウラノス 牡3栗 56 柴山 雄一 �ローレルレーシング 本間 忍 浦河 太陽牧場 502± 0 〃 ハナ 46．1�
612 ポ ン ト ス 牡3鹿 56 内田 博幸�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか キヨタケ牧場 B452± 01：26．91� 12．3�
35 ロックフォール 牡3黒鹿56 田辺 裕信四本 昭弘氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 432± 01：27．0� 5．3�
714 パイロスター 牡3黒鹿56 田中 勝春熊田 晋作氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 482－ 81：27．1� 10．6	
48 ダ リ グ ラ ム 牝3黒鹿54 武士沢友治 �社台レースホース栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476 ―1：27．2� 75．2

815 レ ベ ニ ュ ー 牡3黒鹿56 北村 宏司嶋田 賢氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 470＋ 41：27．41� 15．5�
510 ラストシンデレラ 牝3芦 54 柴田 大知スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 田中 裕之 480＋ 2 〃 アタマ 7．8�
816 カジノゲーム 牡3黒鹿56 松岡 正海平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 飛野牧場 442－ 21：27．71� 23．7
24 サンデンバロン 牡3栗 56 村田 一誠山田 春枝氏 伊藤 伸一 新ひだか 坂本 智広 450－ 4 〃 クビ 20．3�
23 ガ ル ー ダ 牡3鹿 56 石橋 脩石川 達絵氏 小島 太 千歳 社台ファーム B438－ 21：28．12� 60．9�
12 リッコデラコルト 牡3黒鹿56 川田 将雅�G1レーシング 武藤 善則 千歳 社台ファーム 474－ 61：28．63 10．4�
11 サンコールドウェル 牡3鹿 56 岩部 純二加藤 信之氏 的場 均 日高 シンボリ牧場 488＋ 4 〃 ハナ 175．3�
59 シーセクション 牡3栗 56 吉田 豊西森 道男氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 446－ 61：29．02� 180．4�
713 タイキパラドックス 牡3栗 56 戸崎 圭太�大樹ファーム 大竹 正博 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 450＋101：29．42� 4．1�
36 ディアイージス 牡3鹿 56 大野 拓弥ディアレスト 新開 幸一 新冠 パカパカ

ファーム B508－ 2 〃 クビ 338．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，400，700円 複勝： 45，083，000円 枠連： 17，086，000円
馬連： 66，097，900円 馬単： 33，969，400円 ワイド： 35，999，100円
3連複： 82，229，300円 3連単： 101，636，500円 計： 409，501，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 190円 � 930円 � 300円 枠 連（4－6） 2，600円

馬 連 �� 10，400円 馬 単 �� 15，740円

ワ イ ド �� 2，980円 �� 950円 �� 4，910円

3 連 複 ��� 27，960円 3 連 単 ��� 157，440円

票 数

単勝票数 計 274007 的中 � 44661（2番人気）
複勝票数 計 450830 的中 � 77961（1番人気）� 10053（11番人気）� 38652（5番人気）
枠連票数 計 170860 的中 （4－6） 5078（15番人気）
馬連票数 計 660979 的中 �� 4923（38番人気）
馬単票数 計 339694 的中 �� 1618（61番人気）
ワイド票数 計 359991 的中 �� 3065（38番人気）�� 10185（9番人気）�� 1840（50番人気）
3連複票数 計 822293 的中 ��� 2205（98番人気）
3連単票数 計1016365 的中 ��� 468（530番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．9―36．2―49．2―1：01．6―1：14．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キスザスターズ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2014．9．20 新潟6着

2012．4．23生 牡3鹿 母 ブレスマイスターズ 母母 メイクアウイッシュ 5戦1勝 賞金 6，300，000円
〔制裁〕 キスザスターズ号の騎手横山典弘は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金70，000円。（被害馬：4番・6

番）

第２回 東京競馬 第３日



12027 5月2日 晴 良 （27東京2）第3日 第3競走 ��2，100�サラブレッド系3歳
発走11時15分 （ダート・左）

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

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

33 ブラックブリーズ 牡3青鹿56 内田 博幸臼倉 勲氏 斎藤 誠 新冠 石郷岡 雅樹 B460＋ 62：14．8 7．2�
711 キングカヌヌ 牡3芦 56 和田 竜二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 492－102：15．33 2．1�
57 チャップリン 牡3黒鹿56 川田 将雅髙瀬 真尚氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 478－ 42：15．93� 7．8�
712 タイセイエナジー 牡3栗 56 大野 拓弥田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 480－ 8 〃 ハナ 95．8�
610 ル ミ ナ ス �3鹿 56 石橋 脩 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B504－222：16．11� 57．7�
814 オ ン ザ ヒ ル 牡3黒鹿56 岩田 康誠大谷 正嗣氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 514± 02：16．41� 9．8	
69 レオクイック 牡3鹿 56 嘉藤 貴行
レオ 岩戸 孝樹 浦河 田中スタッド B450± 0 〃 クビ 143．3�
11 ドリームダン 牡3栗 56 柴山 雄一セゾンレースホース
 田島 俊明 新冠 村上牧場 472± 02：16．71� 43．6�
45 ダッシングブルー 牡3黒鹿56 柴田 大知 
ブルーマネジメント畠山 吉宏 新冠 川上牧場 502＋ 82：17．01� 24．9
34 エイワカンベエ 牡3黒鹿56 江田 照男永井公太郎氏 菊川 正達 浦河 ミルファーム 478＋ 2 〃 クビ 52．1�
22 ラジャスタン 牡3黒鹿56 蛯名 正義
ラ・メール 高木 登 浦河 荻伏服部牧場 474－ 42：17．1� 3．9�
813 ダイゴマサムネ 牡3栗 56 武士沢友治長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 484＋ 62：18．16 278．4�
58 サンダークラウド 牡3栗 56 田辺 裕信田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 坂本牧場 474＋ 42：18．63 47．9�
46 ショウナンマンゲツ �3芦 56 北村 宏司国本 哲秀氏 国枝 栄 浦河 大北牧場 482－302：19．23� 40．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，796，700円 複勝： 42，807，800円 枠連： 15，016，200円
馬連： 62，878，600円 馬単： 36，630，400円 ワイド： 32，169，500円
3連複： 74，361，000円 3連単： 112，936，400円 計： 403，596，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 190円 � 110円 � 170円 枠 連（3－7） 700円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 350円 �� 630円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 8，360円

票 数

単勝票数 計 267967 的中 � 29443（3番人気）
複勝票数 計 428078 的中 � 43232（4番人気）� 153910（1番人気）� 51252（3番人気）
枠連票数 計 150162 的中 （3－7） 16606（3番人気）
馬連票数 計 628786 的中 �� 64258（3番人気）
馬単票数 計 366304 的中 �� 12340（7番人気）
ワイド票数 計 321695 的中 �� 23054（3番人気）�� 11580（7番人気）�� 35577（2番人気）
3連複票数 計 743610 的中 ��� 51389（3番人気）
3連単票数 計1129364 的中 ��� 9787（22番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．8―31．7―44．9―58．4―1：11．2―1：23．9―1：36．8―1：49．5―2：02．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．0
1
3

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ブラックブリーズ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2014．6．15 東京9着

2012．2．24生 牡3青鹿 母 ケイアイリード 母母 ポリッシュデイム 9戦1勝 賞金 7，050，000円
※ダイゴマサムネ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

12028 5月2日 晴 良 （27東京2）第3日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時45分 （芝・左）

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

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

36 ジュンツバサ 牡3鹿 56 北村 宏司河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 504＋101：47．8 31．4�
12 サトノメサイア 牡3青鹿56 岩田 康誠里見 治氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 508＋ 2 〃 ハナ 1．5�
48 ダイワスキャンプ 牡3鹿 56 三浦 皇成大城 敬三氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム 418± 01：48．01� 6．1�
612 ハ ナ イ チ ゲ 牝3芦 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 鹿戸 雄一 新ひだか 沖田 博志 432＋ 41：48．21� 42．9�
11 トーカティヴ 牡3青鹿56 江田 照男 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444－ 21：48．3� 40．6�
510 エターナルクライ 牡3栗 56 内田 博幸窪田 康志氏 古賀 慎明 安平 追分ファーム 486－22 〃 アタマ 10．5	
59 テキスタイルアート 牡3青鹿56 横山 典弘吉田 照哉氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 472－ 41：48．4� 12．7

47 ニシノインシュアラ 牡3鹿 56 柴田 善臣西山 茂行氏 菅原 泰夫 新冠 川上牧場 B468＋ 2 〃 ハナ 61．9�
23 リガードリング 牡3黒鹿56 蛯名 正義�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 486－ 61：48．71� 18．8
611 ノ ア ブ ギ ー 牡3栗 56 和田 竜二佐山 公男氏 天間 昭一 平取 原田 新治 468－ 41：48．91� 116．6�
816 レイニングバイオ 牡3鹿 56 戸崎 圭太バイオ� 牧 光二 新冠 川島牧場 450± 01：49．11� 20．1�
24 ヴェルデプラート 牡3栗 56 松岡 正海落合 幸弘氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 444－ 2 〃 クビ 64．1�
713 モアザンソニック 牡3栗 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 458－ 61：49．2� 56．6�
35 マインドシフト 牝3鹿 54 石橋 脩岡田 繁幸氏 鈴木 伸尋 えりも エクセルマネジメント B430＋ 4 〃 ハナ 95．8�
818 スプリングウィンズ 牡3栗 56 田辺 裕信加藤 春夫氏 上原 博之 様似 様似共栄牧場 474－ 21：49．62� 309．2�
714 ゼ ノ 牡3鹿 56 木幡 初広�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 笹地牧場 442＋ 21：50．55 571．6�
817 ヴァングローリアス 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹日下部勝德氏 伊藤 伸一 新冠 有限会社 大
作ステーブル 434± 01：50．82 510．1�

715 ウェブスリンガー 牡3黒鹿56 田中 勝春山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 470 ―1：50．9� 50．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 34，368，200円 複勝： 63，666，600円 枠連： 19，928，600円
馬連： 66，825，400円 馬単： 43，677，900円 ワイド： 38，061，600円
3連複： 76，803，800円 3連単： 128，289，000円 計： 471，621，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，140円 複 勝 � 410円 � 110円 � 160円 枠 連（1－3） 2，690円

馬 連 �� 2，750円 馬 単 �� 8，850円

ワ イ ド �� 850円 �� 1，550円 �� 200円

3 連 複 ��� 3，620円 3 連 単 ��� 36，540円

票 数

単勝票数 計 343682 的中 � 8740（7番人気）
複勝票数 計 636666 的中 � 16706（7番人気）� 341245（1番人気）� 68767（2番人気）
枠連票数 計 199286 的中 （1－3） 5734（11番人気）
馬連票数 計 668254 的中 �� 18781（7番人気）
馬単票数 計 436779 的中 �� 3699（25番人気）
ワイド票数 計 380616 的中 �� 10054（8番人気）�� 5296（18番人気）�� 61829（1番人気）
3連複票数 計 768038 的中 ��� 15899（8番人気）
3連単票数 計1282890 的中 ��� 2545（103番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―36．2―48．4―1：00．6―1：12．9―1：24．8―1：36．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F34．9

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

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

勝馬の
紹 介

ジュンツバサ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2014．11．24 東京12着

2012．4．15生 牡3鹿 母 ピンクガーター 母母 オーピーキャット 2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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ダイゴマサムネ号



12029 5月2日 晴 良 （27東京2）第3日 第5競走 ��
��1，400�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
1：19．6
1：19．0

良
良

818 ラ ト ゥ ー ル 牝3鹿 54 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 428＋ 41：22．7 21．8�
11 クィーンパレット 牝3鹿 54 石橋 脩井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 434＋ 4 〃 ハナ 210．5�
59 ラ バ ニ ー ユ 牝3芦 54 村田 一誠�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 412＋10 〃 クビ 40．7�
611 エクストラペトル 牝3黒鹿54 武 豊 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436＋ 21：22．91� 1．9�
36 シャドウスペル 牝3鹿 54 大野 拓弥飯塚 知一氏 新開 幸一 浦河 成隆牧場 490－ 2 〃 アタマ 100．8	
12 メイショウスターク 牡3青鹿56 岩田 康誠松本 好雄氏 小島 太 浦河 林 孝輝 432－ 8 〃 クビ 7．3

715 レオサーパス 牡3鹿 56 北村 宏司�レオ 古賀 慎明 日高 若林 武雄 428－ 41：23．0� 6．2�
714 ロードアルタイル 牡3鹿 56 田中 勝春 �ロードホースクラブ 新開 幸一 平取 協栄組合 436－ 21：23．21� 175．0�
47 リンガスプライム 牡3栗 56 松岡 正海伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 三木田牧場 472＋ 21：23．3クビ 33．6
612	 マコーミック 牝3栗 52 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 豪 Fitzwood

Pty Ltd 452 ―1：23．4� 205．3�
713 トーセンパンサー 牡3栗 56

53 ▲井上 敏樹島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ
スティファーム 428－ 61：23．5
 89．7�

48 ブロッサムヒル 牡3鹿 56 三浦 皇成小國 和紀氏 牧 光二 新冠 川島牧場 480－ 2 〃 ハナ 11．9�
510 アンダリューサイト 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行スリースターズレーシング 松山 将樹 新冠 オリエント牧場 444＋12 〃 同着 148．7�
23 トーセンワルツ 牝3栗 54 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 492－161：23．6� 125．9�
816 ペイシャランラン 牝3鹿 54 柴山 雄一北所 直人氏 高橋 義博 様似 清水スタッド 420＋ 41：23．81� 142．8�
24 サンタエスメラルダ 牝3黒鹿54 吉田 豊池田 正孝氏 尾形 充弘 新ひだか 秋田育成牧場 436－161：24．43� 195．6�
35 ニホンピロラブリー 牝3鹿 54 内田 博幸小林百太郎氏 小島 茂之 新ひだか 佐竹 学 410－ 2 〃 クビ 111．4�
817 ロージーチークス 牝3栗 54 戸崎 圭太吉田 照哉氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 458－ 41：26．5大差 5．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，526，800円 複勝： 47，612，700円 枠連： 20，695，200円
馬連： 67，316，600円 馬単： 43，135，000円 ワイド： 36，939，600円
3連複： 80，163，900円 3連単： 129，749，700円 計： 459，139，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，180円 複 勝 � 500円 � 3，720円 � 1，140円 枠 連（1－8） 1，680円

馬 連 �� 141，760円 馬 単 �� 276，500円

ワ イ ド �� 30，030円 �� 7，510円 �� 45，730円

3 連 複 ��� 1，073，620円 3 連 単 ��� 7，236，040円

票 数

単勝票数 計 335268 的中 � 12290（6番人気）
複勝票数 計 476127 的中 � 27519（6番人気）� 3175（16番人気）� 10871（8番人気）
枠連票数 計 206952 的中 （1－8） 9546（6番人気）
馬連票数 計 673166 的中 �� 368（96番人気）
馬単票数 計 431350 的中 �� 117（180番人気）
ワイド票数 計 369396 的中 �� 317（101番人気）�� 1277（48番人気）�� 208（120番人気）
3連複票数 計 801639 的中 ��� 56（528番人気）
3連単票数 計1297497 的中 ��� 13（3006番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．1―36．1―48．2―59．8―1：10．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F34．5
3 3，18，13（1，8，14）9（2，6，10，15）7（5，11）（12，16，17）－4 4 3（18，13）（1，8，14）（9，15）（2，6，10）（7，11）（5，12）（16，17）4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラ ト ゥ ー ル �
�
父 デュランダル �

�
母父 Alzao デビュー 2014．11．9 東京6着

2012．5．6生 牝3鹿 母 シャトゥーシュ 母母 Formulate 4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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 カキツバタ号・クリノテツマン号・デルマウンライマツ号・マダムヤッコ号

12030 5月2日 晴 良 （27東京2）第3日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走13時05分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

35 ア グ ス タ 牡3鹿 56 蛯名 正義寺田 寿男氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 504＋ 21：38．3 1．6�
58 ダイワインパルス 牡3鹿 56 田中 勝春大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 464－ 6 〃 クビ 7．9�
11 タマモワカサマ 牡3鹿 56 岩田 康誠タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 478± 01：38．51� 8．7�
22 ポルトボナール 牡3黒鹿56 武士沢友治後藤 英成氏 武井 亮 森 笹川大晃牧場 488－ 41：38．6� 52．6�
34 キングノヨアケ 牡3黒鹿56 和田 竜二平口 信行氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 B490＋ 41：38．81� 15．4�
59 ワトソンクリック 牡3鹿 56 内田 博幸本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 メイプルファーム 498＋ 21：38．9クビ 15．4	
815 パイロキシン 牡3栗 56 石橋 脩加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 486＋ 21：39．0� 144．8

46 ヒラボクカイザー 牡3黒鹿56 北村 宏司�平田牧場 大竹 正博 浦河 高昭牧場 466＋ 2 〃 ハナ 11．7�
47 ココスタイル 牡3芦 56 戸崎 圭太林 正道氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 516± 01：39．21� 75．1�
23 ドラゴンゲート 牡3栗 56 松岡 正海平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 468＋261：39．94 168．3
610 リベルタンゴ 牝3栗 54 横山 典弘 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 508＋ 81：40．32� 21．2�
611 タマモイレブン 牡3鹿 56 大野 拓弥タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 516－ 21：40．72� 11．8�
712 ヴァリアントアロー 牡3鹿 56 田辺 裕信�ラ・メール 田村 康仁 平取 川向高橋育

成牧場 482＋ 41：40．9� 88．0�
814� カシノマラドーナ 牡3栗 56

53 ▲井上 敏樹柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 佐藤 静子 432－101：41．32� 373．2�
713 ガンマーフォンテン 牡3栗 56 柴田 善臣吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 496－ 11：41．4� 319．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 44，364，600円 複勝： 95，071，300円 枠連： 23，171，000円
馬連： 83，542，700円 馬単： 53，631，100円 ワイド： 45，921，900円
3連複： 95，313，600円 3連単： 174，009，300円 計： 615，025，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 180円 � 170円 枠 連（3－5） 340円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 250円 �� 280円 �� 860円

3 連 複 ��� 1，450円 3 連 単 ��� 3，930円

票 数

単勝票数 計 443646 的中 � 213417（1番人気）
複勝票数 計 950713 的中 � 554694（1番人気）� 66524（3番人気）� 69495（2番人気）
枠連票数 計 231710 的中 （3－5） 52267（1番人気）
馬連票数 計 835427 的中 �� 92116（2番人気）
馬単票数 計 536311 的中 �� 45341（2番人気）
ワイド票数 計 459219 的中 �� 52452（1番人気）�� 43522（2番人気）�� 11486（10番人気）
3連複票数 計 953136 的中 ��� 49172（1番人気）
3連単票数 計1740093 的中 ��� 32051（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―35．7―48．4―1：01．1―1：13．3―1：25．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア グ ス タ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Machiavellian デビュー 2014．10．26 東京2着

2012．3．17生 牡3鹿 母 ソ ニ ン ク 母母 Sonic Lady 4戦2勝 賞金 17，900，000円



12031 5月2日 晴 良 （27東京2）第3日 第7競走 ��1，400�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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

59 � インスタイル �4鹿 57 岩田 康誠岡田 牧雄氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 490－ 41：26．5 4．7�
713 トレノカチドキ 牡4栗 57 三浦 皇成廣崎 利洋氏 高柳 瑞樹 浦河 岡本牧場 470＋ 21：26．71� 39．8�
815 ダイチヴュルデ 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 450＋ 21：26．91	 2．6�
612 サ マ ー ラ ヴ 牡4黒鹿57 柴山 雄一�Basic 小野 次郎 新ひだか カタオカフアーム B450－ 2 〃 クビ 113．9�
24 グラスティファニー 牝4栗 55 石橋 脩半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 468－ 21：27．0クビ 78．9	
12 モリトハリウッド 牡4鹿 57 吉田 豊石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 B506－ 21：27．1� 15．6

714� ポールシッター 牡5青鹿57 田辺 裕信平川 浩之氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 458－ 2 〃 クビ 8．6�
36 � ジャズコンボ 牡4栗 57 和田 竜二礒川 正明氏 松永 康利 新冠 平山牧場 444－ 41：27．2クビ 87．8�
47 ペリーホワイト 牡4芦 57 大野 拓弥西山 茂行氏 高木 登 浦河 高昭牧場 466－ 6 〃 クビ 6．4
48 ウォースピリッツ �5黒鹿57 北村 宏司 �シルクレーシング 武井 亮 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 21：27．3クビ 16．4�
611 ディアジースター 牡4栗 57 田中 勝春ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか タイヘイ牧場 B456－ 6 〃 クビ 25．3�
11 � コンテベルデ 牡5青鹿 57

54 ▲井上 敏樹浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 468－ 4 〃 ハナ 157．5�
510 カシノレント 牡4黒鹿57 村田 一誠柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 494－ 41：28．15 240．9�
816� アイヅバレット 牡4黒鹿57 柴田 大知真部 晴德氏 佐藤 吉勝 平取 原田 新治 442－ 21：28．2� 350．4�
35 � ロードスウィープ 牡4黒鹿57 江田 照男 �ロードホースクラブ 牧 光二 浦河 上山牧場 502± 01：28．62� 31．2�
23 ディアポジション 牡4黒鹿57 内田 博幸ディアレスト 新開 幸一 青森 石田 英機 B478± 01：29．45 8．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，130，800円 複勝： 43，327，500円 枠連： 20，065，900円
馬連： 72，863，100円 馬単： 37，265，700円 ワイド： 37，220，800円
3連複： 82，166，100円 3連単： 115，091，000円 計： 437，130，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 210円 � 710円 � 150円 枠 連（5－7） 2，910円

馬 連 �� 13，700円 馬 単 �� 21，460円

ワ イ ド �� 4，590円 �� 370円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 11，010円 3 連 単 ��� 82，690円

票 数

単勝票数 計 291308 的中 � 48812（2番人気）
複勝票数 計 433275 的中 � 54566（3番人気）� 11217（10番人気）� 100884（1番人気）
枠連票数 計 200659 的中 （5－7） 5326（13番人気）
馬連票数 計 728631 的中 �� 4120（38番人気）
馬単票数 計 372657 的中 �� 1302（60番人気）
ワイド票数 計 372208 的中 �� 1924（41番人気）�� 29486（2番人気）�� 4592（23番人気）
3連複票数 計 821661 的中 ��� 5595（37番人気）
3連単票数 計1150910 的中 ��� 1009（243番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．2―24．8―37．2―49．9―1：02．2―1：14．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�インスタイル �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ホワイトマズル

2011．5．20生 �4鹿 母 スノースタイル 母母 シャルムダンサー 11戦1勝 賞金 16，350，000円
初出走 JRA

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 チーフテン号

12032 5月2日 晴 良 （27東京2）第3日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走14時05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
1：19．6
1：19．0

良
良

36 ア ラ フ ジ 牝4黒鹿55 吉田 豊�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 460＋141：20．6 12．4�
817� トルセドール 牡4鹿 57 田辺 裕信窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 米 Cloverleaf

Farms II, Inc. 480± 0 〃 クビ 22．9�
611 イントロダクション 牝4栗 55 蛯名 正義 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 430＋ 41：20．7	 2．9�
612 サクラディソール 牝5鹿 55 戸崎 圭太�さくらコマース尾関 知人 千歳 社台ファーム 432－ 4 〃 ハナ 4．9�
11 インストアイベント 牡5栗 57 横山 典弘 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 480＋ 41：20．8クビ 18．4	
24 チョコレートバイン 牝4鹿 55 武 豊 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 432－ 21：21．01
 3．9

714 コスモイノセント 牡4青鹿57 田中 勝春鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 友田牧場 464－ 41：21．32 86．1�
816 スカイキューティー 牝5黒鹿55 岩田 康誠杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 472－ 4 〃 ハナ 54．9�
510 ポップジェムズ �5鹿 57 柴山 雄一吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B470± 01：21．4クビ 23．0
713 マイネプレセア 牝4青鹿55 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 442－ 21：21．5	 40．9�
12 マ デ ュ ー ロ �5鹿 57 村田 一誠多田 信尊氏 田中 剛 日高 増尾牧場 474－141：21．71
 212．4�
35 トーセンジャステス 牡5鹿 57 内田 博幸島川 �哉氏 成島 英春 安平 ノーザンファーム 536＋101：21．8	 8．4�
815 プレイアップ 牝5鹿 55 和田 竜二 �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 436＋ 21：22．01 54．9�
48 コスモマイルール 牝4栗 55 松岡 正海岡田 繁幸氏 萱野 浩二 浦河 久保 昇 440＋ 6 〃 クビ 125．4�
59 カ ケ ダ シ 牡5鹿 57 木幡 初広山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 506－141：22．1クビ 84．0�
23 クラウンデュナミス 牝4黒鹿55 石橋 脩矢野 恭裕氏 小野 次郎 熊本 本田 土寿 B460＋ 21：22．31
 165．6�
47 ダイワフェーム 牡5黒鹿57 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌和 新ひだか 田上 稔 B456－ 2 〃 クビ 79．2�

（17頭）

売 得 金
単勝： 38，138，900円 複勝： 55，326，200円 枠連： 29，765，300円
馬連： 94，303，100円 馬単： 46，355，300円 ワイド： 46，228，200円
3連複： 111，362，700円 3連単： 159，578，800円 計： 581，058，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 330円 � 500円 � 150円 枠 連（3－8） 3，400円

馬 連 �� 14，290円 馬 単 �� 26，570円

ワ イ ド �� 3，690円 �� 690円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 14，810円 3 連 単 ��� 126，300円

票 数

単勝票数 計 381389 的中 � 24479（5番人気）
複勝票数 計 553262 的中 � 38430（5番人気）� 23076（8番人気）� 126026（1番人気）
枠連票数 計 297653 的中 （3－8） 6783（12番人気）
馬連票数 計 943031 的中 �� 5113（34番人気）
馬単票数 計 463553 的中 �� 1308（66番人気）
ワイド票数 計 462282 的中 �� 3096（35番人気）�� 18235（4番人気）�� 7402（16番人気）
3連複票数 計1113627 的中 ��� 5639（40番人気）
3連単票数 計1595788 的中 ��� 916（327番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．1―11．3―11．1―12．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．3―45．6―56．7―1：08．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F35．0
3 3－12（1，13，14）11，16，6，10，4，17，2（8，15）（5，7）－9 4 3＝（12，13）14（1，11）－（6，16）10，4，17，2（8，15）（5，7）－9

勝馬の
紹 介

ア ラ フ ジ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2014．1．26 中京1着

2011．5．15生 牝4黒鹿 母 スプリングシティ 母母 Seattle Special 6戦2勝 賞金 16，400，000円
〔制裁〕 アラフジ号の騎手吉田豊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金70，000円。（被害馬：16番）



12033 5月2日 晴 良 （27東京2）第3日 第9競走 ��
��2，400�

じ ん ば

陣 馬 特 別
発走14時35分 （芝・左）
4歳以上，1，000万円以下，26．5．3以降27．4．26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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

22 ワールドレーヴ 牡5黒鹿55 戸崎 圭太嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 470－ 22：25．8 7．0�
33 レ オ ニ ー ズ 牡4鹿 55 田中 勝春 �社台レースホース小島 茂之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－ 2 〃 クビ 5．5�
813 ルミナスレッド 牝6鹿 52 江田 照男岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 504± 02：26．11� 71．3�
46 トーセンワープ 牡5鹿 55 内田 博幸島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 452－102：26．2クビ 19．2�
69 シークレットパス 牡4芦 54 木幡 初広岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 6 〃 アタマ 45．4	
45 ピュアソルジャー 牡5鹿 55 吉田 豊鶴見 芳子氏 高橋 文雅 新ひだか 千代田牧場 B470－ 42：26．3� 14．0

58 ヨ ッ ヘ イ 牡4青 54 大野 拓弥芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 日高 藤本ファーム 484－ 2 〃 クビ 11．8�
711 タイキプレミアム 牡6鹿 56 川田 将雅�大樹ファーム 池江 泰寿 浦河 三嶋牧場 462－ 2 〃 アタマ 66．7�
814 マイネルテンクウ 牡6鹿 54 柴田 大知 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 530＋ 82：26．4� 82．7�
11 ティックルゴールド 牝4鹿 51 嘉藤 貴行 �シルクレーシング 田島 俊明 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 4 〃 ハナ 30．1�
34 ヒールゼアハーツ 牡7栗 54 武 豊 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 498± 02：26．5クビ 19．9�
712 アンプラグド 牡4芦 56 岩田 康誠諸江 幸祐氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 502－ 2 〃 クビ 3．9�
57 エルヴィスバローズ 牡7鹿 55 田辺 裕信猪熊 広次氏 牧 光二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B510－ 22：26．71	 5．9�
610 エタンダール 牡6鹿 57 松岡 正海広尾レース 中舘 英二 大樹 大樹ファーム 468± 02：26．91 6．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 40，340，800円 複勝： 67，440，100円 枠連： 28，891，300円
馬連： 129，919，200円 馬単： 58，131，800円 ワイド： 56，716，300円
3連複： 152，650，000円 3連単： 211，046，700円 計： 745，136，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 240円 � 200円 � 1，340円 枠 連（2－3） 1，280円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 3，190円

ワ イ ド �� 720円 �� 7，870円 �� 5，820円

3 連 複 ��� 42，940円 3 連 単 ��� 173，870円

票 数

単勝票数 計 403408 的中 � 45663（5番人気）
複勝票数 計 674401 的中 � 77656（5番人気）� 104711（2番人気）� 10190（12番人気）
枠連票数 計 288913 的中 （2－3） 17403（6番人気）
馬連票数 計1299192 的中 �� 61386（5番人気）
馬単票数 計 581318 的中 �� 13648（10番人気）
ワイド票数 計 567163 的中 �� 21443（5番人気）�� 1794（69番人気）�� 2432（54番人気）
3連複票数 計1526500 的中 ��� 2666（120番人気）
3連単票数 計2110467 的中 ��� 880（538番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．4―36．9―49．8―1：02．3―1：14．7―1：27．3―1：39．5―1：51．1―2：02．4―2：13．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワールドレーヴ �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．11．24 東京3着

2010．4．6生 牡5黒鹿 母 エルメスティアラ 母母 シンコウエルメス 19戦3勝 賞金 47，818，000円
〔制裁〕 ピュアソルジャー号の騎手吉田豊は，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：10番・11

番）

12034 5月2日 晴 良 （27東京2）第3日 第10競走 ��
��2，100�

しゅんこう

春光ステークス
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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

34 クラージュドール 牡5鹿 57 川田 将雅 �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 494－122：11．5 2．8�

57 キャニオンバレー 牝5青鹿55 武 豊松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 B502－ 22：11．6� 4．1�
813 アドマイヤランディ 牡4栗 57 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 508＋ 22：11．7クビ 3．8�
69 スギノハルバード 牡5鹿 57 北村 宏司杉山 忠国氏 高柳 瑞樹 新ひだか 明治牧場 B484± 02：11．8	 15．9�
33 ハ ス ラ ー 牡7黒鹿57 和田 竜二水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 514－162：12．01 44．0�
58 セイカフォルテ 牡7鹿 57 田辺 裕信久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 444－12 〃 クビ 195．8	
814
 グレイレジェンド 牡7芦 57 戸崎 圭太小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 460－ 62：12．31� 34．4

711 ギャザーロージズ �8芦 57 柴山 雄一吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 488＋ 22：12．51 17．4�
712 アルディエス 牡6鹿 57 大野 拓弥�G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 456－ 22：12．6	 82．2
46 ドレミファドン 牡7黒鹿57 吉田 豊千葉 正人氏 中川 公成 日高 ナカノファーム B498－ 22：12．7	 10．4�
45 オメガスカイツリー 牡7黒鹿57 内田 博幸原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B502－ 22：13．44 63．1�
22 タイガーシード 牡6黒鹿57 柴田 大知伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 504＋ 4 〃 ハナ 288．2�
610 マ ユ キ 牝4栗 55 田中 勝春稻井田安史氏 森 秀行 新ひだか タガミファーム 468－ 22：13．71� 37．7�
11 ナンヨーマーク 牡4青鹿57 蛯名 正義中村 德也氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 512－ 42：13．91 13．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 45，980，100円 複勝： 66，758，400円 枠連： 32，571，300円
馬連： 162，196，800円 馬単： 71，726，900円 ワイド： 60，148，100円
3連複： 171，763，400円 3連単： 266，784，600円 計： 877，929，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 140円 � 140円 枠 連（3－5） 560円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 270円 �� 240円 �� 370円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 3，250円

票 数

単勝票数 計 459801 的中 � 126909（1番人気）
複勝票数 計 667584 的中 � 167936（1番人気）� 109438（3番人気）� 113700（2番人気）
枠連票数 計 325713 的中 （3－5） 44407（1番人気）
馬連票数 計1621968 的中 �� 192824（2番人気）
馬単票数 計 717269 的中 �� 47286（2番人気）
ワイド票数 計 601481 的中 �� 57291（2番人気）�� 67591（1番人気）�� 38158（3番人気）
3連複票数 計1717634 的中 ��� 162571（1番人気）
3連単票数 計2667846 的中 ��� 59509（1番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―12．7―13．2―13．0―12．6―12．6―12．5―12．3―12．0―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．0―30．7―43．9―56．9―1：09．5―1：22．1―1：34．6―1：46．9―1：58．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クラージュドール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．12．24 阪神7着

2010．1．27生 牡5鹿 母 レクレドール 母母 ゴールデンサッシュ 17戦5勝 賞金 85，283，000円



12035 5月2日 晴 良 （27東京2）第3日 第11競走 ��
��2，400�第22回テレビ東京杯青葉賞（ＧⅡ）

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

テレビ東京賞（1着）
賞 品

本 賞 52，000，000円 21，000，000円 13，000，000円 7，800，000円 5，200，000円
付 加 賞 1，274，000円 364，000円 182，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

48 レーヴミストラル 牡3鹿 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 478＋ 22：26．9 4．1�
23 タンタアレグリア 牡3栗 56 蛯名 正義�G1レーシング 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 22：27．0� 6．0�
36 ヴェラヴァルスター 牡3栗 56 田辺 裕信保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 492－ 22：27．1� 10．4�
11 ブラックバゴ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 496－ 22：27．2� 5．6�
47 ミュゼダルタニアン 牡3栗 56 内田 博幸髙橋 仁氏 高市 圭二 千歳 社台ファーム 510＋ 22：27．3� 59．3	
24 レッドライジェル 牡3鹿 56 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 430－ 6 〃 アタマ 4．2

12 ティルナノーグ 牡3鹿 56 武 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464－ 22：27．4クビ 14．2�
611 ウェスタールンド 牡3栗 56 三浦 皇成 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 472＋ 42：27．61� 69．8�
35 レトロロック 牡3鹿 56 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 464－ 22：27．81	 65．8
817 ストレンジクォーク 牡3鹿 56 柴山 雄一 �キャロットファーム 小島 太 安平 ノーザンファーム 488± 0 〃 クビ 24．2�
612 スモークフリー 牡3芦 56 岩田 康誠 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 520－ 22：28．01� 22．5�
59 マイネルサクセサー 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 486－ 42：28．21	 298．0�
510 トーセンアーネスト 牡3鹿 56 菅原 隆一島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 508－ 22：28．3クビ 407．8�
816 マサハヤドリーム 牡3鹿 56 和田 竜二中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 442－122：28．51� 37．6�
714 ビクトリーミノル 牡3栗 56 石橋 脩吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 476－ 42：28．6クビ 369．7�
713 カ カ ド ゥ 牡3鹿 56 横山 典弘�ラ・メール 奥村 武 新ひだか グランド牧場 480± 0 〃 アタマ 13．2�
715 センチュリオン 牡3黒鹿56 吉田 豊窪田 康志氏 田村 康仁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋ 22：29．55 49．3�
818 トーセンスパンキー 牡3栗 56 小野寺祐太島川 �哉氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム 498－ 82：30．56 522．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 175，476，100円 複勝： 268，395，200円 枠連： 124，446，500円
馬連： 594，390，700円 馬単： 257，072，300円 ワイド： 238，720，100円
3連複： 786，211，200円 3連単： 1，265，736，900円 計： 3，710，449，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 180円 � 260円 枠 連（2－4） 560円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，260円

ワ イ ド �� 490円 �� 830円 �� 710円

3 連 複 ��� 2，920円 3 連 単 ��� 12，990円

票 数

単勝票数 計1754761 的中 � 338256（1番人気）
複勝票数 計2683952 的中 � 481826（1番人気）� 398046（2番人気）� 230036（5番人気）
枠連票数 計1244465 的中 （2－4） 171004（1番人気）
馬連票数 計5943907 的中 �� 384376（3番人気）
馬単票数 計2570723 的中 �� 85148（4番人気）
ワイド票数 計2387201 的中 �� 130637（4番人気）�� 71961（8番人気）�� 85673（7番人気）
3連複票数 計7862112 的中 ��� 201486（5番人気）
3連単票数 計12657369 的中 ��� 70629（21番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．4―12．8―12．9―13．3―13．1―12．3―12．0―11．5―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�
12．7―23．8―36．2―49．0―1：01．9―1：15．2―1：28．3―1：40．6―1：52．6―2：04．1―2：15．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．3―3F34．3
1
3

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

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

レーヴミストラル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Highest Honor デビュー 2014．12．6 阪神4着

2012．5．8生 牡3鹿 母 レーヴドスカー 母母 Numidie 5戦3勝 賞金 71，542，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりレーヴミストラル号・タンタアレグリア号は，東京優駿（GⅠ）競走に優先出走できる。

12036 5月2日 晴 良 （27東京2）第3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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．4
1：16．4

重
重

59 デルマネコムスメ 牝5栗 55 田辺 裕信浅沼 廣幸氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 442－ 61：18．0 13．0�
35 ジェネシスロック 牡5鹿 57 蛯名 正義前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 岡田スタツド 496＋ 41：18．21� 3．8�
611 スウィープアウェイ 牡4芦 57 岩田 康誠藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 458－ 41：18．41� 3．6�
816 ミステリートレイン 牡7鹿 57 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 510－ 6 〃 アタマ 8．8�
47 レッドジョーカー 牡7黒鹿57 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 水上 習孝 B524± 01：18．61� 26．1�
612 オーネットサクセス 牝5鹿 55 田中 勝春醍醐 伸之氏 森 秀行 新ひだか レースホース 430－ 2 〃 ハナ 192．1	
714 サダムコーテイ 牡5鹿 57 柴田 善臣大西 定氏 本間 忍 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋ 4 〃 ハナ 20．4

36 ウインプロスパー 牡5鹿 57 柴田 大知�ウイン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 528＋ 21：18．81� 42．7�
11 カワキタシャウト 牡5鹿 57 横山 典弘川島 吉男氏 武市 康男 新冠 ラツキー牧場 494－ 2 〃 アタマ 9．4�
48 タニセンジャッキー 牡6鹿 57 嘉藤 貴行染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 482＋10 〃 アタマ 291．1
815 ダンディーレイ 牡5栗 57 大野 拓弥 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 藤原牧場 484－ 61：18．9クビ 53．9�
12 ナモンレジェンド 牡4鹿 57

54 ▲井上 敏樹�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 508± 01：19．0	 75．5�
713 モリトビャクミ 牡4芦 57 吉田 豊石橋 忠之氏 水野 貴広 新ひだか 伊藤 敏明 470－22 〃 ハナ 34．2�
510 ツインキャンドル 牝4鹿 55 武士沢友治�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 442± 01：19．1	 26．8�
24 トウショウハマー 牡6栗 57 石橋 脩トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 584－ 21：19．41	 57．8�
23 キョウエイハピネス 牡4栗 57 松岡 正海田中 晴夫氏 伊藤 伸一 日高 春木 昭雄 486－ 21：19．71	 5．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 66，095，100円 複勝： 100，794，000円 枠連： 45，108，200円
馬連： 204，049，500円 馬単： 90，045，000円 ワイド： 94，357，700円
3連複： 233，819，400円 3連単： 376，560，800円 計： 1，210，829，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 310円 � 150円 � 150円 枠 連（3－5） 1，830円

馬 連 �� 3，430円 馬 単 �� 8，580円

ワ イ ド �� 970円 �� 780円 �� 290円

3 連 複 ��� 3，180円 3 連 単 ��� 30，470円

票 数

単勝票数 計 660951 的中 � 40522（6番人気）
複勝票数 計1007940 的中 � 61952（6番人気）� 204525（1番人気）� 201260（2番人気）
枠連票数 計 451082 的中 （3－5） 19064（9番人気）
馬連票数 計2040495 的中 �� 46057（10番人気）
馬単票数 計 900450 的中 �� 7871（28番人気）
ワイド票数 計 943577 的中 �� 22910（10番人気）�� 28919（8番人気）�� 94654（1番人気）
3連複票数 計2338194 的中 ��� 55049（6番人気）
3連単票数 計3765608 的中 ��� 8958（76番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．3―29．8―41．6―53．7―1：05．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F36．4
3 ・（3，12）（8，11，16）7（5，6，10）15－13（9，14）－（1，4）2 4 ・（3，12）（8，16）（7，11）（5，6）（15，10）9（13，14）－（1，4）2

勝馬の
紹 介

デルマネコムスメ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Kaldoun デビュー 2013．3．23 中山2着

2010．5．3生 牝5栗 母 ハッシュバンバン 母母 Horphaly 14戦4勝 賞金 37，700，000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。
（非当選馬） 1頭 フランチャイズ号
（非抽選馬） 1頭 ハルズハッピー号



（27東京2）第3日 5月2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 192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

272，140，000円
2，080，000円
7，900，000円
2，670，000円
24，990，000円
77，373，500円
5，298，000円
1，843，200円

勝馬投票券売得金
588，066，300円
948，428，100円
392，341，300円
1，663，994，000円
810，770，000円
755，296，800円
2，024，875，500円
3，165，086，800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 10，348，858，800円

総入場人員 45，138名 （有料入場人員 43，182名）
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