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12097 5月23日 晴 良 （27東京2）第9日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時10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

713 オンユアマーク 牝3青鹿54 北村 宏司髙樽 優也氏 新開 幸一 浦河 杵臼斉藤牧場 446－ 21：40．3 24．6�
35 ジョンブドール 牝3鹿 54 柴田 善臣 �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 436－ 81：40．51� 5．1�
36 マラカイトスター 牝3栗 54 三浦 皇成本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 斉藤スタッド B468＋101：40．6� 3．4�
59 ルーシーイズマイン 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎小林 照弘氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 468－ 21：40．91� 27．5�
11 ブランダルジャン 牝3芦 54 石橋 脩 �キャロットファーム 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 460－ 4 〃 ハナ 4．5�
24 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± 01：41．11� 3．7	
611 キャンドルアート 牝3栗 54 木幡 初広 
ロードホースクラブ 牧 光二 新ひだか ケイアイファーム 474 ― 〃 ハナ 54．3�
714 ヒルプリンセス 牝3黒鹿54 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 浦河 カナイシスタッド 480－ 61：41．42 17．2�
510 フロイラインシチー 牝3鹿 54 田中 勝春 
友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 飛野牧場 436＋ 21：41．72 94．9
816 ミヤギサムソン 牝3鹿 54 岩部 純二菅原 光博氏 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 442＋181：42．33� 233．2�
12 バトルシュプリーズ 牝3黒鹿54 杉原 誠人宮川 秋信氏 尾形 和幸 新ひだか 沖田 忠幸 418－ 21：42．4� 169．1�
612 エリーアイズ 牝3黒鹿54 柴山 雄一谷川 正純氏 高橋 義博 むかわ 市川牧場 428－121：42．5クビ 239．7�
47 ヘヴンアンドアース 牝3鹿 54 蛯名 正義 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 466＋ 21：42．6� 33．5�
815 マザーファンネル 牝3黒鹿54 松岡 正海西山 茂行氏 古賀 史生 新冠 川上牧場 458－ 41：43．34 211．6�
23 オクテットバレー 牝3鹿 54 柴田 大知�テシオ 矢野 英一 浦河 大道牧場 452－ 61：43．4� 16．4�
48 トーアハーモニー 牝3栗 54 江田 照男高山ランド
 星野 忍 豊浦トーア牧場 462＋ 41：45．9大差 230．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，300，400円 複勝： 26，247，300円 枠連： 14，583，300円
馬連： 45，853，400円 馬単： 26，206，500円 ワイド： 21，921，800円
3連複： 59，009，600円 3連単： 86，786，900円 計： 296，909，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，460円 複 勝 � 380円 � 170円 � 140円 枠 連（3－7） 880円

馬 連 �� 6，320円 馬 単 �� 14，550円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 880円 �� 260円

3 連 複 ��� 4，050円 3 連 単 ��� 49，040円

票 数

単勝票数 計 163004 的中 � 5299（7番人気）
複勝票数 計 262473 的中 � 12623（7番人気）� 41924（4番人気）� 62895（1番人気）
枠連票数 計 145833 的中 （3－7） 12779（5番人気）
馬連票数 計 458534 的中 �� 5617（19番人気）
馬単票数 計 262065 的中 �� 1350（42番人気）
ワイド票数 計 219218 的中 �� 3287（19番人気）�� 5889（9番人気）�� 25176（1番人気）
3連複票数 計 590096 的中 ��� 10927（12番人気）
3連単票数 計 867869 的中 ��� 1283（132番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―36．2―48．8―1：01．3―1：13．8―1：26．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．5―3F39．0
3 ・（6，13，14，10）－（3，7）－2，9（1，5）（15，4）－（8，11）16－12 4 ・（6，13，14，10）－（3，7）－（9，5）（2，1）（15，4）－11－16（8，12）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

オンユアマーク �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Singspiel デビュー 2014．12．13 中山4着

2012．4．19生 牝3青鹿 母 ジュピターズビコー 母母 Willow Gold 5戦1勝 賞金 6，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーアハーモニー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月23日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アイケービューティ号・ファミリーズオナー号

12098 5月23日 晴 良 （27東京2）第9日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時40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

24 ホッコーヴァール 牝3黒鹿54 北村 宏司矢部 道晃氏 松永 康利 日高 川端 正博 506－ 21：26．5 4．2�
713 キ ン グ リ オ 牡3鹿 56 横山 典弘窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 506± 0 〃 クビ 4．4�
36 マ ゼ ン タ 牡3鹿 56 三浦 皇成増田 和啓氏 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 442＋ 61：26．6クビ 4．7�
611 ドリームメモリー 牝3鹿 54 武 豊田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 門別牧場 448＋ 81：27．13 12．9�
35 フクノコニャック �3鹿 56 岩部 純二福島 祐子氏 新開 幸一 新ひだか 岡田牧場 B486＋16 〃 クビ 52．5�
12 ホウザンゴッド 牡3栗 56 大庭 和弥加藤 豊三氏 的場 均 むかわ 清水ファーム 490± 01：27．31� 291．8�
815 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± 01：27．51 3．0

612 シ ャ カ オ ー 牡3鹿 56 木幡 初広ザ・チャンピオンズ 牧 光二 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 506 ―1：27．6� 178．2�
48 カゼノドリーム 牡3鹿 56 蛯名 正義深井 孟氏 中野 栄治 新ひだか 水上 習孝 458＋ 21：27．7� 11．8�
59 ア グ レ マ ン 牡3鹿 56 二本柳 壮平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 496－ 41：27．91� 100．9
47 ケンブリッジタイガ 牡3鹿 56 杉原 誠人中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 田湯牧場 466＋101：28．21� 490．3�
11 ネ オ キ セ キ 牡3鹿 56 松岡 正海西田 俊二氏 田村 康仁 新冠 ラツキー牧場 446＋ 21：28．73 50．7�
510 ア テ イ ン 牝3栗 54 嘉藤 貴行紙透 一雄氏 高橋 義博 日高 千葉飯田牧場 448＋ 2 〃 クビ 450．4�
816 ロドリゴユッキ 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎チームユッキレーシング 高市 圭二 新ひだか 筒井 征文 B490＋ 41：29．12� 238．6�
714 グランポルトス �3黒鹿56 石橋 脩岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新冠 石田牧場 528－ 4 〃 ハナ 63．4�
23 アルダントロアー 牡3鹿 56 江田 照男吉田 照哉氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 476＋ 81：30．37 67．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，103，300円 複勝： 29，534，900円 枠連： 12，323，600円
馬連： 50，452，900円 馬単： 26，830，600円 ワイド： 22，374，100円
3連複： 57，070，700円 3連単： 82，853，200円 計： 301，543，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 140円 � 180円 � 140円 枠 連（2－7） 1，140円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 420円 �� 320円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 8，810円

票 数

単勝票数 計 201033 的中 � 37945（2番人気）
複勝票数 計 295349 的中 � 55583（3番人気）� 36565（4番人気）� 61217（2番人気）
枠連票数 計 123236 的中 （2－7） 8311（5番人気）
馬連票数 計 504529 的中 �� 35474（5番人気）
馬単票数 計 268306 的中 �� 8918（11番人気）
ワイド票数 計 223741 的中 �� 13242（6番人気）�� 18708（3番人気）�� 13251（5番人気）
3連複票数 計 570707 的中 ��� 28719（4番人気）
3連単票数 計 828532 的中 ��� 6813（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．0―35．8―48．6―1：01．2―1：13．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホッコーヴァール �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．11．24 東京2着

2012．5．17生 牝3黒鹿 母 ホッコーエクレール 母母 ホッコーシャープ 4戦1勝 賞金 8，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 カゼニモマケズ号・スマートガール号・トーセンリバティ号

第２回 東京競馬 第９日



12099 5月23日 晴 良 （27東京2）第9日 第3競走 ��
��2，100�サラブレッド系3歳

発走11時10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

611 レッドルヴァン 牡3芦 56 北村 宏司 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 472－ 82：15．2 4．8�
58 バイタルフォース 牡3鹿 56 三浦 皇成前田 幸治氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506± 0 〃 ハナ 1．5�
35 セイカアヴァンサ 牡3鹿 56 武士沢友治久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 450－ 22：16．15 151．0�
47 オ ン ザ ヒ ル 牡3黒鹿56 福永 祐一大谷 正嗣氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 506－ 8 〃 アタマ 29．9�
713 ク ピ ド 牡3鹿 56 蛯名 正義�ミルファーム 伊藤 伸一 新ひだか 友田牧場 452＋ 42：16．2� 28．5	
815 オブストラクション 牡3青鹿56 松岡 正海嶋田 賢氏 手塚 貴久 新ひだか 澤田 嘉隆 522－ 22：16．51� 28．0

34 トーセンテレマーク 牡3青鹿56 江田 照男島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 490± 02：16．6クビ 69．5�
814 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 474－ 4 〃 クビ 9．9
712 キングギムレット 牡3黒鹿56 大庭 和弥 IHR 菊川 正達 浦河 カナイシスタッド 450± 02：16．81	 210．6�
11 サンローガン 牡3栗 56 嘉藤 貴行加藤 信之氏 伊藤 伸一 青森 青南ムラカミ

ファーム 460＋ 62：16．9
 166．7�
46 タイセイエナジー 牡3栗 56 田中 勝春田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 474－ 62：17．0クビ 52．3�
22 コスモポッポ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 乾 皆雄 460－ 42：17．21	 15．6�
59 ルーナカランテ 牡3芦 56 柴山 雄一吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 574－10 〃 クビ 20．1�
610 トミケンルーシッド 牡3栗 56 杉原 誠人冨樫 賢二氏 松永 康利 新ひだか 佐藤 陽一 458＋ 22：17．41 175．9�
23 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 B508＋ 42：21．4大差 42．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 26，697，800円 複勝： 105，615，000円 枠連： 18，115，300円
馬連： 57，581，400円 馬単： 37，164，700円 ワイド： 30，636，900円
3連複： 70，409，800円 3連単： 117，918，100円 計： 464，139，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 150円 � 110円 � 1，520円 枠 連（5－6） 350円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 230円 �� 6，610円 �� 2，910円

3 連 複 ��� 11，250円 3 連 単 ��� 54，940円

票 数

単勝票数 計 266978 的中 � 43689（2番人気）
複勝票数 計1056150 的中 � 62434（2番人気）� 810702（1番人気）� 3316（12番人気）
枠連票数 計 181153 的中 （5－6） 39907（1番人気）
馬連票数 計 575814 的中 �� 122130（1番人気）
馬単票数 計 371647 的中 �� 23445（4番人気）
ワイド票数 計 306369 的中 �� 43746（1番人気）�� 1025（51番人気）�� 2359（29番人気）
3連複票数 計 704098 的中 ��� 4690（32番人気）
3連単票数 計1179181 的中 ��� 1556（157番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．5―18．7―30．9―43．8―57．4―1：11．0―1：24．4―1：38．0―1：50．6―2：02．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F37．2
1
3

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

勝馬の
紹 介

レッドルヴァン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2014．9．21 新潟4着

2012．1．26生 牡3芦 母 サ ヤ カ 母母 Spectacular Sue 6戦1勝 賞金 9，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルミナス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月23日まで平地競走に出

走できない。

12100 5月23日 晴 良 （27東京2）第9日 第4競走 ��1，600�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
1：31．3
1：30．7

良
良

36 スターファセット 牝3鹿 54 宮崎 北斗吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 448－ 41：34．6 26．4�
611 ロートリンゲン 牡3栗 56 蛯名 正義 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 476＋ 41：34．7� 5．5�
612 ハーベストソング 牝3青鹿54 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 424± 0 〃 クビ 53．3�
510 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 422＋ 41：34．91� 6．5�
817 トレースオンアイス 牡3鹿 56 C．ルメール �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 452＋ 21：35．0クビ 6．6	
59 ウインエスパシオ 牡3青鹿56 柴田 大知�ウイン 畠山 吉宏 新冠 ハクツ牧場 504－ 2 〃 クビ 15．2

816 キャンドルスピン 牝3黒鹿54 田中 勝春山本 剛史氏 中川 公成 日高 戸川牧場 420－ 61：35．32 105．3�
24 ダイワパフォーム 牡3栗 56 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 470 ―1：35．4クビ 17．2�
12 ブレイクエース 牡3鹿 56 武 豊 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488± 01：35．5� 2．0
23 ペイシャランラン 牝3鹿 54 松岡 正海北所 直人氏 高橋 義博 様似 清水スタッド 424＋ 41：35．82 438．6�
48 ダブルフラワー 牝3栗 54 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新ひだか グローリーファーム 472± 0 〃 ハナ 22．1�
713 アサクサフルート 牝3鹿 54 木幡 初広山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 シンボリ牧場 440－ 41：36．12 688．1�
11 ヤマニントルーパー 牡3黒鹿56 横山 典弘土井 肇氏 菊沢 隆徳 新冠 錦岡牧場 412＋ 21：36．31� 43．6�
715 アルファキンバレー 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎�貴悦 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 430－ 61：36．4クビ 167．5�
714 アスターレジェンド �3黒鹿56 大庭 和弥菅原 広隆氏 根本 康広 新ひだか 前川 正美 472＋101：36．71� 273．1�
818 ネイムザデイ 牝3芦 54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 杉浦 宏昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424＋ 21：36．8クビ 555．4�
35 エタナルトウショウ 牝3鹿 54 岩部 純二トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 430＋ 61：37．33 534．1�
47 ビューティークイン 牝3鹿 54 杉原 誠人田島 政光氏 松永 康利 浦河 ガーベラパー

クスタツド 418－ 21：38．79 790．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 31，311，700円 複勝： 42，231，200円 枠連： 16，689，600円
馬連： 61，321，100円 馬単： 34，729，500円 ワイド： 31，332，900円
3連複： 73，170，900円 3連単： 108，005，700円 計： 398，792，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，640円 複 勝 � 580円 � 200円 � 1，000円 枠 連（3－6） 6，200円

馬 連 �� 6，670円 馬 単 �� 17，290円

ワ イ ド �� 2，380円 �� 6，790円 �� 2，850円

3 連 複 ��� 68，510円 3 連 単 ��� 383，840円

票 数

単勝票数 計 313117 的中 � 9476（8番人気）
複勝票数 計 422312 的中 � 17210（8番人気）� 69624（2番人気）� 9437（9番人気）
枠連票数 計 166896 的中 （3－6） 2086（20番人気）
馬連票数 計 613211 的中 �� 7120（23番人気）
馬単票数 計 347295 的中 �� 1506（51番人気）
ワイド票数 計 313329 的中 �� 3420（25番人気）�� 1177（44番人気）�� 2844（26番人気）
3連複票数 計 731709 的中 ��� 801（118番人気）
3連単票数 計1080057 的中 ��� 204（644番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―35．2―46．8―58．5―1：10．0―1：21．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．1
3 12－11－（5，9）（6，16）17（4，7）13（10，15）（1，8）（2，3）（14，18） 4 12＝11，9－（5，6，16）17－4（1，13，15）10（2，8，3）－7（14，18）

勝馬の
紹 介

スターファセット �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．1．18 中山5着

2012．3．2生 牝3鹿 母 キラリダイヤモンド 母母 ブリリアントカット 4戦1勝 賞金 5，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビューティークイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年7月23日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ジュンアカネ号



12101 5月23日 晴 良 （27東京2）第9日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時30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
1：56．1
1：56．1

良
良

36 サトノメサイア 牡3青鹿56 福永 祐一里見 治氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 514＋ 62：03．7 1．2�
818 トーカティヴ 牡3青鹿56 武 豊 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 440－ 4 〃 クビ 12．9�
817 ワンパクチョウサン 牡3青鹿56 蛯名 正義�チョウサン 和田 正道 平取 坂東牧場 432－ 62：03．8� 31．5�
510 ジ ャ ン ゴ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 22：04．01� 166．8�
611 エストレージャ 牝3黒鹿54 北村 宏司 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 476＋ 82：04．32 70．0	
714 サニーゴールド 牡3青鹿56 田中 勝春堀口 晴男氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 498＋162：04．51� 28．3

11 スカイロケット 牡3青鹿56 三浦 皇成前田 幸治氏 萩原 清 日高 前川ファーム 504＋102：04．71� 28．8�
713 タイセイゴッホ 牝3鹿 54 C．ルメール 田中 成奉氏 菊川 正達 浦河 帰山 清貴 470－ 82：04．8� 14．7�
48 ビ バ ナ ポ リ 牝3鹿 54 杉原 誠人小川 敏夫氏 小桧山 悟 日高 木村牧場 440－ 3 〃 ハナ 373．2
23 マイネルインプレス 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 むかわ 新井牧場 446－ 2 〃 アタマ 7．0�
715 シュガーベイ 牡3鹿 56 武士沢友治千明牧場 勢司 和浩 日高 千明牧場 524－ 42：04．9� 422．0�
47 コスモバカンス 牡3鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 黒岩 陽一 新冠 中本 隆志 438± 02：05．0クビ 339．8�
24 ターンブルブルー 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 新冠 川上牧場 428＋ 42：05．21� 93．2�
59 リ ッ ツ ィ ー 牝3黒鹿54 大庭 和弥山住 勲氏 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 440－ 62：05．51� 93．2�
35 コスモヴェルフェン 牡3黒鹿56 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 466± 02：05．6クビ 168．9�
612 ミュゼファントム 牡3鹿 56 柴山 雄一髙橋 仁氏 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 490 ―2：05．7� 38．7�
12 ネコハッピー 牝3黒鹿54 宮崎 北斗桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 430－ 42：06．12� 135．7�
816 サンブラジリア 牡3栗 56 岩部 純二加藤 信之氏 萱野 浩二 日高 有限会社

ケイズ 450＋ 22：06．52� 506．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 31，863，900円 複勝： 112，509，100円 枠連： 18，669，000円
馬連： 64，271，300円 馬単： 48，169，300円 ワイド： 30，721，100円
3連複： 74，421，200円 3連単： 153，679，100円 計： 534，304，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 190円 � 350円 枠 連（3－8） 370円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 300円 �� 520円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 2，140円 3 連 単 ��� 4，540円

票 数

単勝票数 計 318639 的中 � 196186（1番人気）
複勝票数 計1125091 的中 � 885308（1番人気）� 42263（3番人気）� 17215（5番人気）
枠連票数 計 186690 的中 （3－8） 38373（1番人気）
馬連票数 計 642713 的中 �� 84301（2番人気）
馬単票数 計 481693 的中 �� 58139（2番人気）
ワイド票数 計 307211 的中 �� 28931（2番人気）�� 14802（5番人気）�� 4722（15番人気）
3連複票数 計 744212 的中 ��� 26054（6番人気）
3連単票数 計1536791 的中 ��� 24488（9番人気）

ハロンタイム 13．2―12．1―11．6―12．8―13．8―13．1―12．7―11．4―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．3―36．9―49．7―1：03．5―1：16．6―1：29．3―1：40．7―1：52．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F34．4

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

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

勝馬の
紹 介

サトノメサイア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Acatenango デビュー 2015．1．24 中山2着

2012．4．8生 牡3青鹿 母 ダ リ シ ア 母母 Dynamis 3戦1勝 賞金 9，400，000円
〔発走状況〕 マイネルインプレス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

12102 5月23日 晴 良 （27東京2）第9日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走13時00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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

12 レザンドゥオール 牡3栗 56 横山 典弘髙橋 貴士氏 武藤 善則 様似 髙村 伸一 504＋ 21：24．7 4．4�
48 カ ネ ー タ 牡3黒鹿56 三浦 皇成髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 498＋ 21：25．23 3．4�
714 ドリームドルチェ 牡3青鹿 56

53 ▲野中悠太郎セゾンレースホース� 根本 康広 日高 滝本 健二 490－101：25．41� 6．7�
36 タマモイレブン 牡3鹿 56 石橋 脩タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 522＋ 6 〃 クビ 13．6�
815 タケルラグーン 牡3鹿 56 川田 将雅森 保彦氏 池上 昌弘 平取 びらとり牧場 458± 0 〃 ハナ 8．3�
510 ヤマニンシャンデル 牝3栗 54 田中 勝春土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 436－ 21：25．61� 44．4	
713 ボナフォルトゥーナ 牡3栗 56 松岡 正海佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか 橋本牧場 478－ 81：25．8� 31．5

612 ドラゴンゲート 牡3栗 56 武士沢友治平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 460－ 8 〃 クビ 121．0�
59 グランアラミス �3栗 56 蛯名 正義岡田 牧雄氏 古賀 史生 新ひだか 池田牧場 484－ 21：26．33 15．7�
47 ユ イ マ ー ル 牡3鹿 56 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 新冠 パカパカ

ファーム 482＋ 81：26．4クビ 6．0
23 ナンヨーアイリッド 牡3栗 56 北村 宏司中村 德也氏 斎藤 誠 浦河 三好牧場 472－ 21：26．61� 19．6�
24 カシノトラダマシイ 牡3黒鹿56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 柏木 一則 460± 0 〃 クビ 98．5�
11 � シゲルワッショイ 牡3栗 56 柴田 大知森中 蕃氏 萱野 浩二 新ひだか 加野牧場 456－131：26．8� 65．1�
611 トーセンメリッサ 牝3青 54 柴山 雄一島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 456± 01：27．01� 330．0�
35 マインドブロウ 牡3栗 56 江田 照男林 勝宗氏 的場 均 日高 白瀬 盛雄 B480－ 21：28．38 63．3�
816 ヤマタケマツリ 牝3鹿 54 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 61：28．93	 174．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，728，100円 複勝： 43，238，800円 枠連： 19，040，500円
馬連： 67，902，300円 馬単： 32，930，800円 ワイド： 33，033，900円
3連複： 81，688，000円 3連単： 109，249，100円 計： 414，811，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 130円 � 210円 枠 連（1－4） 470円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 290円 �� 860円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，950円 3 連 単 ��� 8，220円

票 数

単勝票数 計 277281 的中 � 49660（2番人気）
複勝票数 計 432388 的中 � 70947（2番人気）� 108366（1番人気）� 42274（4番人気）
枠連票数 計 190405 的中 （1－4） 30878（1番人気）
馬連票数 計 679023 的中 �� 73644（1番人気）
馬単票数 計 329308 的中 �� 17249（1番人気）
ワイド票数 計 330339 的中 �� 33105（1番人気）�� 8961（8番人気）�� 15737（4番人気）
3連複票数 計 816880 的中 ��� 31322（2番人気）
3連単票数 計1092491 的中 ��� 9635（7番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．2―11．9―12．3―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―34．9―46．8―59．1―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レザンドゥオール �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2014．10．12 東京1着

2012．4．3生 牡3栗 母 サクラダモン 母母 トウヨウロイヤル 5戦2勝 賞金 20，700，000円
〔制裁〕 ドリームドルチェ号の騎手野中悠太郎は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ダイメイコンドル号・マコトダッソー号



12103 5月23日 晴 良 （27東京2）第9日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走13時30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
1：34．1
1：33．3

不良
良

24 アサクサスターズ 牡4栗 57 C．ルメール 田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 482－ 61：37．0 4．9�
714 マッチレスヒーロー 牡4栗 57 横山 典弘�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 B482－ 21：37．1� 1．9�
23 	 ゴ ド リ ー 牡5栗 57 蛯名 正義林 正道氏 武井 亮 米 Sanford R.

Robertson 516－141：37．63 12．3�
48 ディアグリスター 牡5鹿 57 柴山 雄一ディアレスト 高橋 裕 新冠 松浦牧場 480＋ 41：38．02� 16．0�
612
 アンリキャトル 牡4黒鹿57 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 476－ 21：38．32 22．5�
59 トミケンスラーヴァ 牡5鹿 57 武 豊冨樫 賢二氏 松永 康利 大樹 大樹ファーム 506＋ 4 〃 アタマ 58．6	
816 エスティレジェンド 牝4黒鹿55 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 442＋ 61：38．4� 37．6�
36 オールデフィート 牡4鹿 57 田中 勝春�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 笹地牧場 470－ 21：38．61 34．6�
12 ストロングバルドル 牡4鹿 57 福永 祐一村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 468－ 4 〃 クビ 12．1
35 キーコレクション 牡5栗 57 嘉藤 貴行北前孔一郎氏 相沢 郁 新冠 高瀬 敦 B454－ 81：38．7� 337．6�
11 プレジールシチー 牡4黒鹿57 石橋 脩 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 日高 幾千世牧場 492＋ 21：39．01� 6．3�
47 
 ヒミノコンドル 牡5鹿 57 柴田 大知佐々木八郎氏 天間 昭一 新冠 須崎牧場 526－ 21：39．21� 246．0�
611 ヴァールハイト 牝4黒鹿55 宮崎 北斗 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：39．41� 72．2�
510	
 インプロスペクト 牡5黒鹿57 三浦 皇成前田 幸治氏 和田正一郎 米 Avalon

Farms, Inc. 528＋141：39．5クビ 309．4�
815	 サウンドカスケード 牡5鹿 57 大庭 和弥増田 雄一氏 池上 昌弘 米

Equus Farm &
Susan M. For-
rester

B490－ 41：42．6大差 220．7�
（15頭）

713
 プリンケプス 牡4鹿 57 柴田 善臣吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 504－23 （競走除外）

売 得 金
単勝： 29，247，000円 複勝： 44，663，000円 枠連： 21，007，000円
馬連： 69，032，700円 馬単： 36，284，500円 ワイド： 32，173，500円
3連複： 76，959，200円 3連単： 118，902，100円 計： 428，269，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 140円 � 110円 � 290円 枠 連（2－7） 360円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 240円 �� 950円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，960円 3 連 単 ��� 10，160円

票 数

単勝票数 差引計 292470（返還計 10564） 的中 � 47613（2番人気）
複勝票数 差引計 446630（返還計 14217） 的中 � 83127（2番人気）� 142485（1番人気）� 24672（6番人気）
枠連票数 差引計 210070（返還計 5563） 的中 （2－7） 44595（1番人気）
馬連票数 差引計 690327（返還計 68997） 的中 �� 108713（1番人気）
馬単票数 差引計 362845（返還計 38601） 的中 �� 20772（3番人気）
ワイド票数 差引計 321735（返還計 35698） 的中 �� 40807（1番人気）�� 7714（12番人気）�� 12675（7番人気）
3連複票数 差引計 769592（返還計135536） 的中 ��� 29375（4番人気）
3連単票数 差引計1189021（返還計200448） 的中 ��� 8478（23番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．6―12．0―12．5―12．3―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．1―47．1―59．6―1：11．9―1：24．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アサクサスターズ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．23 東京10着

2011．3．13生 牡4栗 母 メディアウォーズ 母母 メインキャスター 11戦2勝 賞金 26，300，000円
〔競走除外〕 プリンケプス号は，馬場入場後に疾病〔左寛跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サウンドカスケード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月23日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 クイックスパイダー号・サマーラヴ号・トップアドバンス号

12104 5月23日 晴 良 （27東京2）第9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

11 シ ュ ウ ギ ン 牝5鹿 55 宮崎 北斗山住 勲氏 高木 登 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム 442＋ 21：25．4 42．9�

48 サニーデイズ 牡4黒鹿57 石橋 脩星野 祐介氏 相沢 郁 日高 前野牧場 488－101：25．5� 2．3�
612� ミ ュ ー ル 牝5栗 55 北村 宏司国田 正忠氏 奥村 武 新ひだか ヒサイファーム 434± 01：25．7� 28．2�
510 エルシェロアスール 牝5栗 55 田中 勝春山下 恭茂氏 伊藤 伸一 浦河 山下 恭茂 484＋ 4 〃 クビ 6．2�
47 レッドダニエル �4栗 57 川田 将雅 �東京ホースレーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 460＋ 41：25．8クビ 6．6�
713 フィンデルムンド 牡7鹿 57 柴山 雄一 	サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 480＋ 41：26．01	 8．9

35 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± 01：26．21 7．2�
36 ミラクルピッチ 牝6黒鹿55 杉原 誠人松尾 正氏 小西 一男 新ひだか 土居 忠吉 454－ 61：26．3� 104．9�
12 キョウエイボヌール 牝4栗 55 福永 祐一田中 晴夫氏 武市 康男 浦河 山春牧場 460± 01：26．72	 11．8
816� ゴーアップファイト 牡4栗 57 武士沢友治後上 文雄氏 小笠 倫弘 浦河 福岡 光夫 498＋ 21：26．9� 77．1�
611 ディアポジション 牡4黒鹿57 C．ルメールディアレスト 新開 幸一 青森 石田 英機 B474－ 41：27．0� 18．5�
815� ナンヨールーク 牡4栗 57 江田 照男中村 德也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 藤原牧場 512± 01：27．21	 39．6�
24 � ピュアライン 牝5鹿 55 松岡 正海	谷岡牧場 中舘 英二 新ひだか 谷岡牧場 456＋ 61：27．41 418．1�
714� エスティリメイク 牝4栗 55

52 ▲野中悠太郎 	エスティファーム 成島 英春 日高 有限会社 エ
スティファーム 424＋ 61：27．61 456．8�

59 � シ ン サ ン 牡4栗 57 木幡 初広上野 直樹氏 小野 次郎 新ひだか 三宅牧場 B490＋ 41：27．81	 128．5�
23 エフティマルス �4鹿 57 嘉藤 貴行吉野 英子氏 金成 貴史 白老 習志野牧場 B498＋ 41：28．12 103．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，954，900円 複勝： 39，600，000円 枠連： 21，244，300円
馬連： 74，988，400円 馬単： 39，143，700円 ワイド： 36，520，500円
3連複： 84，805，200円 3連単： 124，020，800円 計： 449，277，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，290円 複 勝 � 820円 � 160円 � 530円 枠 連（1－4） 940円

馬 連 �� 4，920円 馬 単 �� 15，210円

ワ イ ド �� 1，900円 �� 10，070円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 39，870円 3 連 単 ��� 352，600円

票 数

単勝票数 計 289549 的中 � 5388（10番人気）
複勝票数 計 396000 的中 � 10053（10番人気）� 88971（1番人気）� 16284（8番人気）
枠連票数 計 212443 的中 （1－4） 17462（5番人気）
馬連票数 計 749884 的中 �� 11806（21番人気）
馬単票数 計 391437 的中 �� 1930（48番人気）
ワイド票数 計 365205 的中 �� 4986（24番人気）�� 909（62番人気）�� 7450（16番人気）
3連複票数 計 848052 的中 ��� 1595（98番人気）
3連単票数 計1240208 的中 ��� 255（697番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．5―36．4―48．2―1：00．1―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ ュ ウ ギ ン �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 Theatrical デビュー 2012．6．16 函館6着

2010．4．16生 牝5鹿 母 キングスミール 母母 スルーオール 28戦2勝 賞金 23，550，000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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アイヅバレット号・ジョバイロ号・デルマオソマツ号・ペリーホワイト号・ポールシッター号
（非抽選馬） 1頭 ゴールドリーガル号



12105 5月23日 晴 良 （27東京2）第9日 第9競走 ��1，800�カーネーションカップ
発走14時35分 （芝・左）

牝，3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000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
1：44．2
1：43．9

良
良

812 レトロクラシック 牝3黒鹿54 松岡 正海広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 木村 秀則 468± 01：47．5 20．5�
710 エクストラファイン 牝3黒鹿54 江田 照男 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 442－ 41：47．71 51．7�
67 ロッカフラベイビー 牝3黒鹿54 蛯名 正義山田 弘氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 430± 0 〃 ハナ 3．4�
55 エバーシャルマン 牝3黒鹿54 C．ルメール 宇田 豊氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 448－ 41：47．91� 3．8�
68 サダムブルーハワイ 牝3鹿 54 北村 宏司大西 定氏 藤岡 健一 浦河 桑田牧場 482＋ 61：48．0� 20．7�
44 アドマイヤピンク 牝3栗 54 福永 祐一近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 450± 0 〃 アタマ 16．9	
22 トーセンビクトリー 牝3鹿 54 武 豊島川 
哉氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 446± 01：48．32 4．0�
811 ロックキャンディ 牝3黒鹿54 柴山 雄一�Basic 土田 稔 新冠 佐藤 信広 478＋ 21：48．4クビ 24．9�
11 クイーンズターフ 牝3青鹿54 横山 典弘合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 454－ 41：48．5� 5．2
33 アンジェリー 牝3黒鹿54 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 454± 01：48．71� 55．5�
56 ファイアフライ 牝3栗 54 武士沢友治坂本 浩一氏 奥村 武 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444＋ 41：49．33� 211．5�
79 ダイワグローリー 牝3栗 54 田中 勝春大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 482± 01：49．83 34．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 41，442，600円 複勝： 58，798，900円 枠連： 21，984，700円
馬連： 111，477，400円 馬単： 55，260，100円 ワイド： 45，554，200円
3連複： 125，519，600円 3連単： 206，867，700円 計： 666，905，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，050円 複 勝 � 510円 � 1，090円 � 150円 枠 連（7－8） 5，050円

馬 連 �� 47，570円 馬 単 �� 71，700円

ワ イ ド �� 8，750円 �� 1，380円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 37，730円 3 連 単 ��� 398，880円

票 数

単勝票数 計 414426 的中 � 16119（6番人気）
複勝票数 計 587989 的中 � 24795（8番人気）� 10767（10番人気）� 144415（1番人気）
枠連票数 計 219847 的中 （7－8） 3372（20番人気）
馬連票数 計1114774 的中 �� 1816（52番人気）
馬単票数 計 552601 的中 �� 578（96番人気）
ワイド票数 計 455542 的中 �� 1309（51番人気）�� 8704（16番人気）�� 5982（22番人気）
3連複票数 計1255196 的中 ��� 2495（88番人気）
3連単票数 計2068677 的中 ��� 376（652番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．3―12．5―12．2―12．1―11．2―10．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―37．0―49．5―1：01．7―1：13．8―1：25．0―1：35．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．8―3F33．7

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

勝馬の
紹 介

レトロクラシック �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Zafonic デビュー 2014．8．9 新潟16着

2012．2．23生 牝3黒鹿 母 ウェルシュステラ 母母 Catalyst 7戦2勝 賞金 18，551，000円

12106 5月23日 晴 良 （27東京2）第9日 第10競走 ��
��2，100�

こ れ ま さ

是 政 特 別
発走15時10分 （ダート・左）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
2：06．7
2：05．9

良
良

24 プリンスダム 牡4黒鹿57 C．ルメール �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B492＋ 62：12．2 5．0�
36 ファイヤーロック 牡4黒鹿57 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 468－12 〃 ハナ 11．3�
35 エルズミーア 牡4黒鹿57 三浦 皇成 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 562－ 6 〃 ハナ 4．6�
47 ヘルツフロイント 牡4黒鹿57 北村 宏司 �グリーンファーム古賀 慎明 千歳 社台ファーム 486－ 4 〃 クビ 6．8�
12 シンボリハミルトン 牡4芦 57 横山 典弘シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 516＋ 42：12．41� 4．5	
48 ランブリングマン 牡5鹿 57 田中 勝春スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 530± 02：12．72 30．3

612 オリオンザムーン 牡5栗 57 柴田 大知平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 512± 02：12．91	 55．6�
713 マキノクィーン 牝5鹿 55 松岡 正海島宮 萬喜氏 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 494－ 22：13．0クビ 214．4�
510 グラスプリマ 牝4鹿 55 蛯名 正義半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 524＋ 8 〃 アタマ 51．0
611 フジマサクラウン 牡4鹿 57 木幡 初広藤原 正一氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 494－10 〃 クビ 43．0�
815
 ポンデザムール 牡5黒鹿57 杉原 誠人岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 沖田 哲夫 522－ 22：13．21	 103．6�
11 � ザンブローネ 牡4栗 57 柴山 雄一吉田 和美氏 木村 哲也 米 Helen K. Groves

Revocable Trust B540－ 42：13．4� 22．9�
59 
 ビーチブレイブ 牡5芦 57 石橋 脩谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B506－ 62：14．25 41．2�
816 キネオワールド 牡4黒鹿57 武 豊吉田 千津氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 462－ 22：14．52 25．7�
23 レッドエンブレム 牡5黒鹿57 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 506＋142：14．81� 65．0�
714 ヴ ェ ル デ ホ 牡5黒鹿57 川田 将雅�ダノックス 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 520＋ 8 （競走中止） 6．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，424，500円 複勝： 66，003，600円 枠連： 31，454，100円
馬連： 134，656，400円 馬単： 56，224，300円 ワイド： 55，486，100円
3連複： 148，327，200円 3連単： 209，876，900円 計： 741，453，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 200円 � 340円 � 170円 枠 連（2－3） 760円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 4，450円

ワ イ ド �� 990円 �� 530円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 4，360円 3 連 単 ��� 24，960円

票 数

単勝票数 計 394245 的中 � 62679（3番人気）
複勝票数 計 660036 的中 � 91126（3番人気）� 40962（6番人気）� 114521（2番人気）
枠連票数 計 314541 的中 （2－3） 31942（1番人気）
馬連票数 計1346564 的中 �� 40507（11番人気）
馬単票数 計 562243 的中 �� 9455（21番人気）
ワイド票数 計 554861 的中 �� 14149（11番人気）�� 28403（3番人気）�� 12034（13番人気）
3連複票数 計1483272 的中 ��� 25505（12番人気）
3連単票数 計2098769 的中 ��� 6095（75番人気）

ハロンタイム 7．1―11．1―12．5―12．8―12．9―12．9―13．2―12．4―12．2―12．2―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．2―30．7―43．5―56．4―1：09．3―1：22．5―1：34．9―1：47．1―1：59．3

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

プリンスダム �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．9．1 新潟1着

2011．2．9生 牡4黒鹿 母 マリーシャンタル 母母 ダイナカール 14戦3勝 賞金 39，335，000円
〔競走中止〕 ヴェルデホ号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 シンボリハミルトン号の騎手横山典弘は，前検量について注意義務を怠り戒告。

マキノクィーン号の騎手松岡正海は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エーペックス号
（非抽選馬） 3頭 アウォーディー号・ヴィルトグラーフ号・スマートラファエル号



12107 5月23日 晴 良 （27東京2）第9日 第11競走 ��
��1，800�モンゴル大統領賞

発走15時45分 （芝・左）
4歳以上，26．5．24以降27．5．17まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

モンゴル大統領賞（1着）
賞 品

本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

818 サトノアラジン 牡4鹿 55 C．ルメール 里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 524－ 21：44．7 2．6�
612 フェスティヴタロー 牡6栗 53 田中 勝春臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 小倉 光博 510＋141：45．01� 98．4�
47 ヒラボクディープ 牡5黒鹿56 柴山 雄一�平田牧場 国枝 栄 日高 下河辺牧場 B500＋ 6 〃 ハナ 48．8�
611 マイネルミラノ 牡5栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム B478＋ 2 〃 アタマ 9．0�
816 ロサギガンティア 牡4青 57 柴田 善臣 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 532＋ 6 〃 アタマ 7．6	
35 エックスマーク 牡6鹿 56 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 488＋ 41：45．1� 8．9

11 パワースポット 牝7鹿 52 横山 典弘�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 476＋161：45．31 10．0�
59 ゲシュタルト 牡8鹿 54 木幡 初広畑佐 博氏 長浜 博之 新冠 細川農場 516－10 〃 クビ 226．1�
23 メイショウスザンナ 牝6鹿 52 嘉藤 貴行松本 好氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 B476＋ 41：45．4クビ 34．0�
24 ツクバコガネオー 	7栗 54 松岡 正海荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 528－14 〃 アタマ 305．3�
12 アロマカフェ 牡8黒鹿55 江田 照男西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 474－ 6 〃 クビ 61．8�
817 アルバタックス 牡5栗 54 武 豊 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 494－ 41：45．61
 14．9�
713 ダイシンサンダー 牡4鹿 54 川田 将雅大八木信行氏 松田 博資 新ひだか グランド牧場 484－ 41：45．7� 5．5�
714� ヒ ュ ウ マ 牡5鹿 54 石橋 脩林 正道氏 斎藤 誠 米 Aaron Sones 510± 0 〃 クビ 43．0�
36 � グランデスバル 牡7栗 53 杉原 誠人 �グランデオーナーズ 星野 忍 浦河 鵜木 唯義 492＋ 61：45．8� 141．7�
510 ファントムライト 牡6黒鹿54 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：46．01
 18．6�
715 ウインドジャズ 	8黒鹿51 武士沢友治岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 474－ 61：46．42� 407．7�

（17頭）
48 ダノンジェラート 牡6鹿 55 福永 祐一�ダノックス 萩原 清 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 85，873，900円 複勝： 119，700，900円 枠連： 71，849，000円
馬連： 292，517，000円 馬単： 129，767，600円 ワイド： 117，339，100円
3連複： 365，396，000円 3連単： 570，547，000円 計： 1，752，990，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 1，740円 � 980円 枠 連（6－8） 990円

馬 連 �� 18，390円 馬 単 �� 22，830円

ワ イ ド �� 4，910円 �� 3，080円 �� 24，980円

3 連 複 ��� 201，950円 3 連 単 ��� 845，900円

票 数

単勝票数 計 858739 的中 � 260967（1番人気）
複勝票数 計1197009 的中 � 303462（1番人気）� 13665（13番人気）� 25270（12番人気）
枠連票数 計 718490 的中 （6－8） 55867（5番人気）
馬連票数 計2925170 的中 �� 12327（45番人気）
馬単票数 計1297676 的中 �� 4263（66番人気）
ワイド票数 計1173391 的中 �� 6171（49番人気）�� 9936（35番人気）�� 1199（98番人気）
3連複票数 計3653960 的中 ��� 1357（282番人気）
3連単票数 計5705470 的中 ��� 489（1257番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―35．3―47．1―58．2―1：09．6―1：20．9―1：32．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F35．1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノアラジン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2013．8．10 新潟1着

2011．2．16生 牡4鹿 母 マジックストーム 母母 Foppy Dancer 13戦5勝 賞金 113，888，000円
〔出走取消〕 ダノンジェラート号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
※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 ニンジャ号・ランリョウオー号

12108 5月23日 晴 良 （27東京2）第9日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走16時25分 （芝・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
1：19．6
1：19．0

良
良

11 トーキングドラム 牡5鹿 57 福永 祐一下河�美智子氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 474－ 21：20．1 3．1�
510 ノボリレジェンド 牝4鹿 55 川田 将雅原田 豊氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 438－ 21：20．31� 5．5�
36 ウインフェニックス 牡4鹿 57 松岡 正海�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 454－ 4 〃 クビ 6．9�
24 ヤサカオディール 牝6黒鹿55 柴田 善臣志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 450＋ 41：20．4� 82．4�
48 プリンシペアスール 牡6鹿 57 柴山 雄一吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 472－ 41：20．6� 59．5	
612 リーサルウェポン 牝4鹿 55 武 豊 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 430＋ 61：20．7� 14．3

715 セトノフラッパー 牝5栗 55 石橋 脩難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 464＋ 4 〃 クビ 26．7�
713 マリーズケイ 牝4鹿 55 蛯名 正義冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田 陽介 470＋ 21：20．8クビ 5．9�
59 ケツァルコアトル 牡5青鹿57 武士沢友治ミルファーム 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 516＋101：21．22� 224．6�
47 	 シーギリヤガール 牝5栗 55 嘉藤 貴行 ビッグレッドファーム 清水 英克 日高 新生ファーム 464± 01：21．3� 36．4�
714 ステイウェル 牡5黒鹿57 三浦 皇成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 高村牧場 488－ 4 〃 アタマ 11．9�
817 コスモエルデスト 牝4鹿 55 柴田 大知 ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 鳥井 征士 452± 01：21．4� 10．3�
818 ザ ラ ス ト ロ 牡5鹿 57 江田 照男髙橋 貴士氏 武藤 善則 新ひだか 松田牧場 480＋ 21：21．6� 73．1�
816 シニョリーナ 牝4青鹿55 田中 勝春髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 小島牧場 B454＋ 41：21．7� 69．6�
611 ラインミーティア 牡5鹿 57 横山 典弘大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 476± 01：21．8� 28．9�
12 スーパーアース 牝5黒鹿55 木幡 初広岡田 牧雄氏 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 B462＋ 21：21．9� 130．6�
35 スピードルーラー 
6鹿 57 北村 宏司嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 岡田牧場 B484－101：22．64 68．0�
23 ミラクルアイドル 牝4黒鹿55 大庭 和弥玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 458－121：24．3大差 185．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 61，859，700円 複勝： 95，272，400円 枠連： 48，952，100円
馬連： 174，481，500円 馬単： 77，780，400円 ワイド： 85，416，400円
3連複： 213，848，400円 3連単： 320，044，900円 計： 1，077，655，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 170円 � 190円 枠 連（1－5） 930円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 380円 �� 460円 �� 790円

3 連 複 ��� 2，150円 3 連 単 ��� 7，930円

票 数

単勝票数 計 618597 的中 � 158832（1番人気）
複勝票数 計 952724 的中 � 205343（1番人気）� 138024（2番人気）� 112210（4番人気）
枠連票数 計 489521 的中 （1－5） 40599（2番人気）
馬連票数 計1744815 的中 �� 142104（1番人気）
馬単票数 計 777804 的中 �� 39139（1番人気）
ワイド票数 計 854164 的中 �� 59591（1番人気）�� 48433（3番人気）�� 25773（6番人気）
3連複票数 計2138484 的中 ��� 74291（2番人気）
3連単票数 計3200449 的中 ��� 29255（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．1―45．6―56．9―1：08．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．5
3 3，10－5，1，2（6，7）（8，14）15（4，13）17，16－（9，12）－18－11 4 ・（3，10）－（1，5）（6，2）（8，7）（4，14）（13，15）（16，17）（9，12）－18－11

勝馬の
紹 介

トーキングドラム �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．1．19 中山3着

2010．3．6生 牡5鹿 母 トランシーフレーズ 母母 アンスチユアート 8戦3勝 賞金 33，156，000円
〔制裁〕 ミラクルアイドル号の騎手大庭和弥は，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：2番・1番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミラクルアイドル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月23日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 スイートガーデン号



（27東京2）第9日 5月23日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 193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

201，320，000円
2，080，000円
8，200，000円
1，590，000円
18，300，000円
76，643，500円
5，018，000円
1，852，800円

勝馬投票券売得金
440，807，800円
783，415，100円
315，912，500円
1，204，535，800円
600，492，000円
542，510，500円
1，430，625，800円
2，208，751，500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 7，527，051，000円

総入場人員 31，310名 （有料入場人員 29，296名）
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