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12109 5月21日 晴 良 （29東京2）第10日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時05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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

36 ガ チ コ 牝3鹿 54 和田 竜二�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 446± 01：25．9 22．0�
47 デルマカゼタチヌ 牝3栗 54 戸崎 圭太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 446± 01：26．22 22．6�
12 メイショウアテン 牝3鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 小島 太 様似 中脇 一幸 474± 01：26．3� 7．0�
714 ユメノカガヤキ 牝3鹿 54 田辺 裕信小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 前田ファーム 448－ 41：26．51� 8．2�
35 エンパイアスタイル 牝3鹿 54 大野 拓弥吉田 千津氏 新開 幸一 新冠 村上 欽哉 428－ 21：26．71 89．7�
611 ノーブルデザイア 牝3栗 54

51 ▲武藤 雅吉木 伸彦氏 菊川 正達 日高 大江牧場 440－ 4 〃 クビ 266．0	
24 ソートアフター 牝3鹿 54 吉田 豊大谷 正嗣氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 462－ 21：26．8クビ 5．1

816 マナツノヨノユメ 牝3鹿 54 横山 典弘國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 446－ 2 〃 クビ 16．5�
612 スカイソング 牝3芦 54 内田 博幸西村 專次氏 古賀 史生 浦河 グラストレーニ

ングセンター 468± 01：27．22� 7．0�
23 ミッツノオネガイ 牝3栗 54 石川裕紀人岡 浩二氏 小笠 倫弘 新冠 スカイビーチステーブル 478－ 21：27．3� 145．6
510 バトルオサンナ 牝3黒鹿54 柴山 雄一宮川 秋信氏 伊藤 大士 日高 沖田牧場 460＋ 41：27．51 166．2�
11 ツ エ ー ゲ ン 牝3鹿 54 C．ルメール 諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 446－ 41：27．81� 4．0�
713 ストレリチア 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎平本 敏夫氏 大江原 哲 新冠 川上牧場 444－ 81：28．11� 271．5�
59 ア モ ー レ 牝3鹿 54 岩田 康誠大塚 亮一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム B448－ 4 〃 クビ 56．0�
48 レディカママル 牝3鹿 54 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 448＋ 21：28．42 7．8�
815 ウェントワース 牝3黒鹿54 北村 宏司 H.H．シェイク・モハメド 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454－121：28．82� 13．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，038，200円 複勝： 47，613，700円 枠連： 19，752，300円
馬連： 75，720，700円 馬単： 32，499，100円 ワイド： 44，545，800円
3連複： 102，856，900円 3連単： 112，489，800円 計： 463，516，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，200円 複 勝 � 510円 � 530円 � 270円 枠 連（3－4） 4，630円

馬 連 �� 16，310円 馬 単 �� 28，840円

ワ イ ド �� 3，280円 �� 1，810円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 25，980円 3 連 単 ��� 199，400円

票 数

単勝票数 計 280382 的中 � 10189（9番人気）
複勝票数 計 476137 的中 � 23221（8番人気）� 22089（9番人気）� 50966（4番人気）
枠連票数 計 197523 的中 （3－4） 3302（19番人気）
馬連票数 計 757207 的中 �� 3596（47番人気）
馬単票数 計 324991 的中 �� 845（90番人気）
ワイド票数 計 445458 的中 �� 3447（41番人気）�� 6346（25番人気）�� 7748（19番人気）
3連複票数 計1028569 的中 ��� 2969（94番人気）
3連単票数 計1124898 的中 ��� 409（685番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．1―47．2―59．6―1：12．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．8―3F38．7
3 ・（15，14）（2，16）（1，12）（4，8）（3，6）（5，7，9）－13－10，11 4 ・（15，14）（2，16）（1，12）（4，8）3，6（5，7）9＝（13，10）11

勝馬の
紹 介

ガ チ コ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 エイシンサンディ デビュー 2017．3．5 中山10着

2014．5．25生 牝3鹿 母 エイシンサーメット 母母 エイシンスポーケン 3戦1勝 賞金 5，750，000円

12110 5月21日 晴 良 （29東京2）第10日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時30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
1：33．8
1：33．3

重
良

510 フォーハンドレッド 牡3黒鹿56 大野 拓弥窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 472－ 41：38．5 6．7�
714 チェリートリトン 牡3芦 56 田辺 裕信櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 486＋ 61：38．71� 1．5�
48 サクラサクコロ 牡3鹿 56 柴山 雄一田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 中地 義次 448± 01：39．01� 8．0�
713 アーバンイェーガー 牡3黒鹿56 内田 博幸西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 512－ 41：40．06 8．1�
24 カシノルーラー 牡3鹿 56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 藤沢牧場 B462－ 21：40．1� 262．9�
47 ロバリーゴー 牡3黒鹿56 江田 照男木村 廣太氏 尾形 和幸 新ひだか 本桐牧場 488＋ 21：40．2� 39．0�
23 カヴァレリア 牡3鹿 56 横山 典弘 	グリーンファーム新開 幸一 栃木 恵比寿興業株式

会社
須野牧場 508－ 41：40．3� 13．3�
35 コウジインポシブル 牡3芦 56 石川裕紀人神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 B480－101：40．72� 137．6�
815 フクノシャングリラ 牡3芦 56 武士沢友治福島 祐子氏 萱野 浩二 浦河 浦河小林牧場 B434－ 21：40．8� 17．5
11 ヒロノワカムシャ �3黒鹿56 木幡 初広小野 博郷氏 牧 光二 日高 ファーミングヤナキタ 480－ 2 〃 アタマ 367．7�
36 アイアイハッピー 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎齊藤 敬氏 浅野洋一郎 新ひだか 見上牧場 472＋ 81：40．9クビ 192．5�
59 ディプロマシー 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅庄野 昭彦氏 中川 公成 日高 庄野牧場 466＋ 21：41．32� 319．3�
12 ロイヤルルシアン 牝3芦 54 柴田 善臣岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 タニグチ牧場 432＋ 21：41．51� 288．4�
612 エリーヒストリー 牝3鹿 54 吉田 豊谷川 正純氏 武市 康男 新冠 小泉 学 470＋ 41：42．03 102．5�
611 テ オ ド ル ス 牡3鹿 56 柴田 大知 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 480－ 4 〃 クビ 226．8�
816 レックスフォルス 牡3青鹿56 和田 竜二吉田 照哉氏 勢司 和浩 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448± 01：42．31� 74．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，428，800円 複勝： 102，421，500円 枠連： 16，783，400円
馬連： 58，449，000円 馬単： 35，131，800円 ワイド： 34，397，000円
3連複： 75，943，700円 3連単： 128，841，800円 計： 478，397，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 140円 � 110円 � 160円 枠 連（5－7） 380円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 230円 �� 580円 �� 230円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 6，210円

票 数

単勝票数 計 264288 的中 � 31449（2番人気）
複勝票数 計1024215 的中 � 60167（2番人気）� 763920（1番人気）� 49783（4番人気）
枠連票数 計 167834 的中 （5－7） 33951（2番人気）
馬連票数 計 584490 的中 �� 105153（1番人気）
馬単票数 計 351318 的中 �� 17745（6番人気）
ワイド票数 計 343970 的中 �� 40264（2番人気）�� 12785（7番人気）�� 39938（3番人気）
3連複票数 計 759437 的中 ��� 71785（2番人気）
3連単票数 計1288418 的中 ��� 15033（18番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．2―12．5―12．7―12．3―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―36．4―48．9―1：01．6―1：13．9―1：25．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォーハンドレッド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Gone West デビュー 2016．10．30 東京6着

2014．4．15生 牡3黒鹿 母 ラグジャリークラス 母母 Gourmet Girl 6戦1勝 賞金 7，500，000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 グリーンマーチ号・ブライトンピア号
（非抽選馬） 1頭 テイエムボサノバ号

第２回 東京競馬 第１０日



12111 5月21日 晴 良 （29東京2）第10日 第3競走 ��2，100�サラブレッド系3歳
発走11時00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 サーブルノワール 牡3青鹿56 蛯名 正義 �シルクレーシング 小島 太 浦河 谷口牧場 500－ 22：14．6 9．3�
612 ウイントリニティー 牡3鹿 56 松岡 正海�ウイン 高橋 祥泰 浦河 大北牧場 488＋ 42：14．91� 4．2�
59 ワンナイトインパリ 牡3鹿 56 C．ルメール 青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B494＋ 42：15．21� 2．6�
48 ジャイアンヴォーグ 牡3黒鹿56 武士沢友治千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 514＋ 6 〃 クビ 118．2�
24 ポッドティノ 牡3栗 56 北村 宏司小川眞査雄氏 大竹 正博 日高 沖田牧場 408－102：15．62� 16．1	
36 レッドカサブランカ 牝3鹿 54 岩田 康誠草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 506－ 22：15．8� 83．2

35 ハ レ カ イ 牡3栗 56 戸崎 圭太�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486± 0 〃 ハナ 4．0�
714 カ ド モ ス 牡3鹿 56 石川裕紀人吉田 勝己氏 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 530－102：16．22� 34．0�
815 カンパニリズモ �3栗 56 池添 謙一松本 俊廣氏 小野 次郎 新冠 タニグチ牧場 464＋ 82：17．05 52．4
816 アスカショウダイ 牡3栗 56 江田 照男上野 武氏 本間 忍 新ひだか 藤原牧場 B436＋ 62：17．31� 124．7�
510 モリトシラギク 牝3芦 54

51 ▲武藤 雅石橋 忠之氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 466± 02：17．51� 34．7�
12 ショットザバニティ 牡3鹿 56 和田 竜二�パニオロ 武市 康男 新冠 村上 欽哉 500± 02：18．24 19．9�
713 スターズインヘヴン 牝3鹿 54 吉田 豊 �キャロットファーム 田村 康仁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 22：18．3� 16．4�
11 タイキビルダー 牡3鹿 56 柴田 大知�大樹ファーム 勢司 和浩 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 488＋ 4 〃 クビ 197．5�
23 カシノジャック 牡3黒鹿56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 馬道 隆 488± 02：18．83 324．6�
47 ブラックモトヒメ 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎黒澤 尚氏 柴田 政人 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 450－ 42：19．65 365．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，812，400円 複勝： 39，594，400円 枠連： 17，062，000円
馬連： 62，422，400円 馬単： 32，994，700円 ワイド： 37，748，700円
3連複： 83，967，800円 3連単： 111，145，800円 計： 413，748，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 240円 � 140円 � 130円 枠 連（6－6） 1，910円

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 4，120円

ワ イ ド �� 600円 �� 480円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 11，320円

票 数

単勝票数 計 288124 的中 � 24566（4番人気）
複勝票数 計 395944 的中 � 30542（5番人気）� 74338（2番人気）� 98246（1番人気）
枠連票数 計 170620 的中 （6－6） 6919（7番人気）
馬連票数 計 624224 的中 �� 24406（5番人気）
馬単票数 計 329947 的中 �� 5996（14番人気）
ワイド票数 計 377487 的中 �� 14584（5番人気）�� 18671（4番人気）�� 48669（1番人気）
3連複票数 計 839678 的中 ��� 47653（2番人気）
3連単票数 計1111458 的中 ��� 7115（26番人気）

ハロンタイム 7．4―11．5―12．9―13．0―13．1―13．8―12．3―12．4―12．6―12．6―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．4―18．9―31．8―44．8―57．9―1：11．7―1：24．0―1：36．4―1：49．0―2：01．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．2
1
3
11，15（7，9）（2，8，12）（3，10，14）（6，16）（4，5，13）－1・（11，14）9（15，12）（2，8）（16，5）3（10，6）（4，13）－（7，1）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サーブルノワール �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 サツカーボーイ デビュー 2016．9．17 中山9着

2014．3．4生 牡3青鹿 母 マイネナデシコ 母母 チェロキーステージ 6戦1勝 賞金 6，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ライフライン号
（非抽選馬） 1頭 ヴォワルドール号

12112 5月21日 晴 良 （29東京2）第10日 第4競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走11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
2：22．1
2：22．1

良
良

817 サンデームーティエ 牡3栗 56 吉田 豊戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 434－ 22：27．8 8．2�
818 タイセイレイザー 牡3青鹿56 松岡 正海田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 千代田牧場 B462－ 82：28．54 87．7�
612 ベストプライド 牡3黒鹿56 大野 拓弥堀口 晴男氏 松山 将樹 日高 日西牧場 436＋ 2 〃 ハナ 9．2�
23 ミヤビエメライン 牝3黒鹿54 池添 謙一村上 義勝氏 小島 茂之 新ひだか 静内白井牧場 426＋ 42：28．71� 24．1�
713 ヘラクレスバイオ 牡3黒鹿56 和田 竜二バイオ� 奥平 雅士 平取 清水牧場 440± 0 〃 クビ 62．9�
48 ルーラーキング 牡3鹿 56 戸崎 圭太宮本 貞雄氏 小笠 倫弘 日高 石原牧場 466± 0 〃 アタマ 6．0	
715 メイプルストロング 牡3鹿 56 内田 博幸節 英司氏 高市 圭二 平取 スガタ牧場 502＋ 22：28．8クビ 2．3

12 シ ュ ケ ッ ト 牝3鹿 54 石川裕紀人吉田 照哉氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 454－ 62：28．9� 14．3�
816 マイネルクラース 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 42：29．0	 10．5�
35 テイクオングレース 牡3芦 56 北村 宏司�G1レーシング 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480 ―2：29．42	 40．5
510 ホーガンブリッジ 牡3鹿 56 蛯名 正義塩田 清氏 堀井 雅広 青森 一山育成牧場 480－ 42：29．71� 234．6�
611 パ サ デ ナ 牡3青鹿 56

53 ▲野中悠太郎前原 敏行氏 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 520＋ 6 〃 ハナ 63．0�
59 ラブパッション 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅田頭 勇貴氏 谷原 義明 新ひだか 原田 久司 370＋ 22：29．8クビ 444．7�
24 ダブルディライト 牡3栗 56 菅原 隆一山口 正行氏 武市 康男 新冠 小泉牧場 470＋ 42：29．9� 269．4�
11 ハーモニーメシアン 牡3鹿 56 木幡 初広日下部勝德氏 小野 次郎 日高 今井牧場 514－ 42：30．32	 436．1�
47 グロールタイガー 牡3鹿 56 柴山 雄一�ミルファーム 宗像 義忠 浦河 ミルファーム 466＋ 42：30．51� 133．1�
714 ヒルノアトラーニ 牡3青鹿56 横山 典弘�ヒルノ 昆 貢 新冠 村田牧場 518 ―2：30．71	 6．8�

（17頭）
36 フ ァ ウ ス ト 牡3鹿 56 岩部 純二清水 敏氏 石毛 善彦 厚真 大川牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 30，745，600円 複勝： 42，101，000円 枠連： 19，303，600円
馬連： 68，315，900円 馬単： 32，181，200円 ワイド： 38，218，900円
3連複： 86，621，000円 3連単： 105，037，800円 計： 422，525，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 250円 � 1，780円 � 250円 枠 連（8－8） 2，080円

馬 連 �� 26，970円 馬 単 �� 42，040円

ワ イ ド �� 6，700円 �� 780円 �� 7，280円

3 連 複 ��� 50，320円 3 連 単 ��� 354，190円

票 数

単勝票数 差引計 307456（返還計 52） 的中 � 29861（4番人気）
複勝票数 差引計 421010（返還計 44） 的中 � 48872（3番人気）� 4985（12番人気）� 49060（2番人気）
枠連票数 差引計 193036（返還計 10） 的中 （8－8） 7159（8番人気）
馬連票数 差引計 683159（返還計 371） 的中 �� 1963（47番人気）
馬単票数 差引計 321812（返還計 172） 的中 �� 574（77番人気）
ワイド票数 差引計 382189（返還計 264） 的中 �� 1426（48番人気）�� 13342（7番人気）�� 1313（52番人気）
3連複票数 差引計 866210（返還計 1117） 的中 ��� 1291（107番人気）
3連単票数 差引計1050378（返還計 1382） 的中 ��� 215（671番人気）

ハロンタイム 13．2―11．8―12．8―12．7―12．5―12．9―12．8―12．4―12．1―11．2―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―25．0―37．8―50．5―1：03．0―1：15．9―1：28．7―1：41．1―1：53．2―2：04．4―2：15．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンデームーティエ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 オペラハウス デビュー 2016．8．27 新潟4着

2014．4．10生 牡3栗 母 ミサトペニー 母母 ペニーアップ 9戦1勝 賞金 11，300，000円
〔出走取消〕 ファウスト号は，疾病〔左前球節部裂創〕のため出走取消。
※シュケット号・ダブルディライト号・パサデナ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



12113 5月21日 晴 良 （29東京2）第10日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12時20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

35 メイショウグジョウ 牡3栗 56 池添 謙一松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 450－ 81：25．0 33．1�
612 トレンドライン 牡3栗 56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 466－ 21：25．42� 1．6�
47 ジョーカトゥーラ 牡3黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 山際牧場 530－ 61：25．61� 23．4�
611 ブ ロ ッ シ ェ 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 21：25．91� 384．2�
815 キンイロジャッカル 牡3栗 56 石川裕紀人石瀬 浩三氏 相沢 郁 日高 出口牧場 520－ 4 〃 クビ 8．2	
816 ミ ス パ イ ロ 牝3黒鹿54 柴山 雄一村田 哲朗氏 浅野洋一郎 日高 戸川牧場 464－ 41：26．0クビ 11．8

12 ヤ サ シ サ 牝3鹿 54 内田 博幸佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 478－101：26．1� 8．4�
510 コスモポラリス 牡3青鹿56 松岡 正海岡田 繁幸氏 鈴木 伸尋 むかわ 真壁 信一 462＋ 5 〃 クビ 240．9�
36 シュエットヌーベル 牝3栗 54 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド B452± 01：26．2クビ 43．6
23 � ストレンジウーマン 牝3栗 54

51 ▲武藤 雅�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 474－ 4 〃 アタマ 254．9�
59 ル ア 牝3黒鹿54 村田 一誠榊原 浩一氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 468－ 41：27．05 138．4�
24 ケ ン シ ン 牡3鹿 56 岩田 康誠岡 浩二氏 谷 潔 青森 スプリングファーム 482－ 61：27．1� 9．2�
714 ファンヴィー 牡3栗 56 田中 勝春猿田 栄二氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド B512－101：27．63 97．1�
713 マツリダダイキチ 牡3鹿 56 蛯名 正義髙橋 文枝氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 520＋ 41：27．81� 33．8�
11 エムオービーナス 牝3栗 54 柴田 善臣大浅 貢氏 鹿戸 雄一 日高 門別牧場 460－ 41：28．33 114．3�
48 ネ コ ビ ッ チ 牡3鹿 56 田辺 裕信桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 480＋ 4 （競走中止） 24．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，114，200円 複勝： 110，848，100円 枠連： 19，516，700円
馬連： 72，524，900円 馬単： 44，317，600円 ワイド： 45，209，200円
3連複： 95，605，800円 3連単： 154，013，900円 計： 577，150，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，310円 複 勝 � 410円 � 110円 � 410円 枠 連（3－6） 1，340円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 7，350円

ワ イ ド �� 870円 �� 4，260円 �� 730円

3 連 複 ��� 8，490円 3 連 単 ��� 87，710円

票 数

単勝票数 計 351142 的中 � 8464（8番人気）
複勝票数 計1108481 的中 � 22448（8番人気）� 777439（1番人気）� 22488（7番人気）
枠連票数 計 195167 的中 （3－6） 11228（5番人気）
馬連票数 計 725249 的中 �� 24767（8番人気）
馬単票数 計 443176 的中 �� 4520（20番人気）
ワイド票数 計 452092 的中 �� 13594（7番人気）�� 2587（38番人気）�� 16407（5番人気）
3連複票数 計 956058 的中 ��� 8440（27番人気）
3連単票数 計1540139 的中 ��� 1273（220番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．7―12．6―12．4―12．1―12．9

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．4
3 2，7（4，11，15）（13，14）（9，16）－（10，12，5）6（1，8）3 4 2（7，11）（4，15）（14，16）（13，10，12）（9，5）（6，8）－1，3

勝馬の
紹 介

メイショウグジョウ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 スキャターザゴールド デビュー 2016．7．17 中京8着

2014．5．22生 牡3栗 母 メイショウベーネ 母母 ラ リ シ ェ ス 10戦2勝 賞金 14，500，000円
〔競走中止〕 ネコビッチ号は，最後の直線コースで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ネコビッチ号の騎手田辺裕信は，最後の直線コースでの御法（前の馬に接触した）について過怠金50，000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13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 アフターバーナー号・アンデスクイーン号・オウケンブライト号・オールウェイズゼア号・サンジレット号・

サンマルライバル号・スズカアカデミー号・ダノンロッソ号・テセラプルーニア号・フィスキオ号・
マルヨシャバーリー号・ヨドノビクトリー号・ラブユーミー号

12114 5月21日 晴 良 （29東京2）第10日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時50分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

36 ソーグリッタリング 牡3鹿 56 M．デムーロ �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 468－ 81：33．4 2．9�
48 ペイドメルヴェイユ 牝3栗 54 C．ルメール 吉田 照哉氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 474＋ 61：33．71� 16．1�
47 キングリッド 牡3鹿 56 松岡 正海吉田 安惠氏 池上 昌弘 安平 追分ファーム 440－ 8 〃 クビ 14．9�
24 ブ リ ラ ー レ 牡3栗 56 戸崎 圭太早野 誠氏 斉藤 崇史 洞�湖 レイクヴィラファーム 450－ 41：33．8� 5．5�
11 モ ザ イ ク 牡3黒鹿56 北村 友一吉田 和美氏 奥村 豊 新ひだか 本桐牧場 442－ 41：34．0� 43．6�
59 ベストアクター 牡3芦 56 蛯名 正義 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 454＋ 2 〃 ハナ 3．6	
713 アルーフクライ 牡3鹿 56 内田 博幸 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 454± 0 〃 クビ 23．3

12 ダイワドノヴァン 牡3黒鹿56 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム B520± 01：34．1クビ 27．3�
815 ジェイケイオジョウ 牝3鹿 54 武 豊小谷野次郎氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 452＋ 21：34．31	 11．2�
817 メモリーミネルバ 牝3鹿 54 吉田 豊島川 哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 418± 0 〃 ハナ 208．1�
612
 トリリオネア 牡3鹿 56 柴田 善臣 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 英 Darley 458＋ 61：34．4� 12．1�
23 インウィスパーズ 牡3鹿 56 四位 洋文金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 442＋ 61：34．61	 26．4�
714 ピ オ ニ エ 牝3鹿 54 菅原 隆一田頭 勇貴氏 的場 均 新ひだか 岡田スタツド 398＋ 21：34．7� 604．9�
611 マサリヤヒメ 牝3栗 54 岩部 純二西本 資史氏 石毛 善彦 新冠 佐藤 義紀 414－101：35．55 604．9�
35 ペイシャラジョワ 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅北所 直人氏 青木 孝文 新ひだか 友田牧場 B450＋ 21：38．0大差 549．5�
510 スターセレナーデ 牝3黒鹿54 村田 一誠田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか 岡田牧場 424－ 61：38．31� 507．1�
816 キョウモバライロ 牝3黒鹿54 大野 拓弥江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 416－ 81：38．4� 384．9�

（17頭）

売 得 金
単勝： 42，727，300円 複勝： 54，295，100円 枠連： 18，483，800円
馬連： 93，592，900円 馬単： 40，165，300円 ワイド： 48，447，400円
3連複： 109，212，900円 3連単： 147，299，800円 計： 554，224，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 370円 � 330円 枠 連（3－4） 1，130円

馬 連 �� 2，780円 馬 単 �� 4，230円

ワ イ ド �� 880円 �� 900円 �� 2，780円

3 連 複 ��� 10，350円 3 連 単 ��� 45，520円

票 数

単勝票数 計 427273 的中 � 117374（1番人気）
複勝票数 計 542951 的中 � 116952（1番人気）� 32013（7番人気）� 37044（6番人気）
枠連票数 計 184838 的中 （3－4） 12601（4番人気）
馬連票数 計 935929 的中 �� 26035（11番人気）
馬単票数 計 401653 的中 �� 7119（13番人気）
ワイド票数 計 484474 的中 �� 14480（7番人気）�� 14168（8番人気）�� 4302（36番人気）
3連複票数 計1092129 的中 ��� 7910（38番人気）
3連単票数 計1472998 的中 ��� 2346（147番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．6―12．1―12．2―11．3―11．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―35．1―47．2―59．4―1：10．7―1：21．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソーグリッタリング �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．7．24 中京4着

2014．2．19生 牡3鹿 母 ソーマジック 母母 ス ー ア 7戦2勝 賞金 22，682，000円
〔騎手変更〕 アルーフクライ号の騎手田辺裕信は，第5競走での落馬負傷のため内田博幸に変更。
〔発走状況〕 キングリッド号は，発走地点で馬装整備。発走時刻4分遅延。
〔制裁〕 キングリッド号の調教師池上昌弘は，馬装（腹帯の装着）について注意義務を怠り過怠金50，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ペイシャラジョワ号・スターセレナーデ号・キョウモバライロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成29年6月21日まで平地競走に出走できない。



12115 5月21日 晴 良 （29東京2）第10日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走13時20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
1：56．1
1：56．1

良
良

712� ミュートロギア 牡4青鹿57 大野 拓弥 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド B490－121：59．5 75．0�

713 キングオブアームズ 牡4鹿 57 C．ルメール 窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 472± 01：59．6	 2．3�
34 ア ク ー ト 牡4鹿 57 柴山 雄一 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 432± 0 〃 クビ 5．7�
23 カ マ ク ラ 牝4黒鹿55 戸崎 圭太市川義美ホール

ディングス� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 456± 01：59．7クビ 6．6�
35 コスモアルヘナ 牡5青鹿57 石川裕紀人 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 昭和牧場 488＋ 22：00．33	 46．7	
58 マコトギンスバーグ 牡5鹿 57 吉田 豊�ディアマント 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 466± 0 〃 クビ 33．1

815 コスモピクシス 牝4黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 418＋ 2 〃 同着 22．3�
610 マツリダバッハ 牡4青鹿57 蛯名 正義髙橋 文枝氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B492＋ 22：00．4クビ 10．3�
11 � コパノハミルトン 牡5黒鹿57 田中 勝春小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 496－ 4 〃 ハナ 280．2
59 マヤノピナクル 牡4鹿 57 木幡 初広田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 456± 02：00．82	 49．5�
47 ラブリーアモン 牝4青 55 内田 博幸平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 478－ 42：00．9クビ 6．0�
611 ユークリッド 牡4栗 57 北村 宏司 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 追分ファーム 498－ 62：01．0
 17．0�
22 クラウンマグマ 牡4黒鹿57 和田 竜二矢野 恭裕氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 476－ 62：01．1
 33．1�
814� マイウェイレコード 牡4黒鹿 57

54 ▲野中悠太郎塩田 清氏 堀井 雅広 新冠 森 牧場 490± 02：01．73	 375．6�
46 � ココロノキャンバス 牝4栗 55 岩部 純二田頭 勇貴氏 石毛 善彦 日高 いとう牧場 386－ 4 （競走中止） 212．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 38，363，500円 複勝： 48，621，600円 枠連： 20，686，600円
馬連： 93，325，500円 馬単： 45，025，400円 ワイド： 48，243，400円
3連複： 109，529，600円 3連単： 155，598，300円 計： 559，393，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，500円 複 勝 � 1，360円 � 150円 � 210円 枠 連（7－7） 9，410円

馬 連 �� 11，800円 馬 単 �� 36，150円

ワ イ ド �� 3，290円 �� 3，910円 �� 390円

3 連 複 ��� 21，390円 3 連 単 ��� 263，570円

票 数

単勝票数 計 383635 的中 � 4091（12番人気）
複勝票数 計 486216 的中 � 6361（12番人気）� 114479（1番人気）� 59761（4番人気）
枠連票数 計 206866 的中 （7－7） 1703（23番人気）
馬連票数 計 933255 的中 �� 6129（36番人気）
馬単票数 計 450254 的中 �� 934（84番人気）
ワイド票数 計 482434 的中 �� 3531（36番人気）�� 2962（43番人気）�� 35667（2番人気）
3連複票数 計1095296 的中 ��� 3840（69番人気）
3連単票数 計1555983 的中 ��� 428（617番人気）

ハロンタイム 13．2―12．1―11．7―12．1―12．1―11．8―11．9―11．3―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．3―37．0―49．1―1：01．2―1：13．0―1：24．9―1：36．2―1：47．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

�ミュートロギア �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ブライアンズタイム

2013．4．29生 牡4青鹿 母 エリモアテナ 母母 エリモパッション 14戦1勝 賞金 13，130，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ラブリーアモン号の騎手田辺裕信は，第5競走での落馬負傷のため内田博幸に変更。
〔競走中止〕 ココロノキャンバス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔鼻出血による出走制限〕 ココロノキャンバス号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年6月21日まで出走できない。

12116 5月21日 晴 良 （29東京2）第10日 第8競走 ��
��1，400�

ひ よ し

日 吉 特 別
発走13時50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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

34 コロマンデル 牡5黒鹿57 戸崎 圭太吉田 勝己氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 456± 01：23．6 2．8�
47 レ レ マ ー マ 牡5栗 57 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 528－ 6 〃 アタマ 2．1�
712� オ ホ ー ツ ク 牡5芦 57 内田 博幸馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Inside Move 562＋12 〃 ハナ 13．6�
610	 ラ バ ニ ー ユ 牝5芦 55 M．デムーロ前田 幸治氏 森田 直行 新ひだか 土居 忠吉 424± 01：23．81
 8．0�
814 ララパルーザ 牡4鹿 57 柴山 雄一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 浦河 大柳ファーム 516－ 41：24．22� 57．5�
59 ロゼッタストーン 牡8鹿 57 大野 拓弥太田珠々子氏 森田 直行 日高 天羽牧場 474－ 41：24．3クビ 43．3	
815 クイーンズターフ 牝5青鹿55 岩田 康誠合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 安平 ノーザンファーム 492＋12 〃 クビ 24．5

35 ハ シ カ ミ 牡4青鹿57 江田 照男中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 468－ 21：24．4クビ 36．1�
23 	 プレスアテンション 牡6栗 57 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 534± 01：24．5� 72．5�
713	 フ ィ ラ ー レ 牡6黒鹿57 吉田 豊岡 浩二氏 土田 稔 新ひだか 土居 忠吉 B470－ 41：24．71
 129．8
46 ト ゥ ル ッ リ 牡5芦 57 柴田 善臣�ラ・メール 田村 康仁 新冠 パカパカ

ファーム 496± 01：25．12� 18．1�
22 	 エイシンスペーシア �6栗 57 石川裕紀人岡田 壮史氏 鈴木 伸尋 浦河 高野牧場 B464－ 21：25．31
 188．9�
611 ネオビッグバン 牡4鹿 57 武士沢友治関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 464± 01：25．72� 232．5�
11 クリムゾンバローズ �4栗 57 北村 宏司猪熊 広次氏 尾形 和幸 新冠 須崎牧場 502－16 〃 クビ 27．9�

（14頭）
58 フジゴウカイ 牡5黒鹿57 松岡 正海荒木 誠氏 高市 圭二 新冠 対馬 正 502＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 46，864，000円 複勝： 56，819，300円 枠連： 25，972，400円
馬連： 110，282，400円 馬単： 53，551，800円 ワイド： 59，264，000円
3連複： 129，653，300円 3連単： 203，618，700円 計： 686，025，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 110円 � 110円 � 240円 枠 連（3－4） 210円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 150円 �� 480円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 4，590円

票 数

単勝票数 差引計 468640（返還計 5313） 的中 � 129847（2番人気）
複勝票数 差引計 568193（返還計 8663） 的中 � 172007（1番人気）� 148696（2番人気）� 33959（4番人気）
枠連票数 差引計 259724（返還計 459） 的中 （3－4） 91642（1番人気）
馬連票数 差引計1102824（返還計 36508） 的中 �� 325726（1番人気）
馬単票数 差引計 535518（返還計 17491） 的中 �� 63333（2番人気）
ワイド票数 差引計 592640（返還計 25761） 的中 �� 130870（1番人気）�� 26218（4番人気）�� 22924（6番人気）
3連複票数 差引計1296533（返還計104466） 的中 ��� 87228（3番人気）
3連単票数 差引計2036187（返還計160432） 的中 ��� 32112（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―34．8―46．4―58．6―1：10．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．2
3 1，7－（4，12）（2，6）14，10（3，15）（13，11）9，5 4 1，7－（4，12）－（2，6）－（10，14）－15（3，11）（13，5）9

勝馬の
紹 介

コロマンデル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．1．25 中京5着

2012．5．28生 牡5黒鹿 母 マハーバリプラム 母母 マ ハ ー ブ 17戦4勝 賞金 68，043，000円
〔騎手変更〕 クリムゾンバローズ号の騎手田辺裕信は，第5競走での落馬負傷のため北村宏司に変更。
〔競走除外〕 フジゴウカイ号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※出走取消馬 シアーライン号（疾病〔左橈側手根骨々折〕のため）
※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 タイセイスペリオル号・タッチシタイ号・フクノグリュック号・メイショウボンロク号



12117 5月21日 晴 良 （29東京2）第10日 第9競走 ��
��1，800�

ち ょ う ふ

調 布 特 別
発走14時25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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

712 ゼウスバローズ 牡6鹿 57 M．デムーロ猪熊 広次氏 角居 勝彦 新冠 パカパカ
ファーム 468± 01：46．2 6．4�

33 エフティスパークル 牡4黒鹿57 蛯名 正義吉野 英子氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 456± 0 〃 クビ 12．0�
813 オンタケハート 牡6鹿 57 田中 勝春宮原 廣伸氏 伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 484－ 41：46．3クビ 60．3�
11 アヴニールマルシェ �5鹿 57 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 482－ 6 〃 クビ 2．9�
57 サトノキングダム 牡4鹿 57 戸崎 圭太里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 472－ 21：46．4	 2．5�
46 コスモナインボール 牡5鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 大典牧場 484＋ 21：46．61
 14．1	
34 � パブリックフレンド 牡5青 57 北村 宏司西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 474＋ 81：46．81
 94．9

711 フォワードカフェ 牡5黒鹿57 武 豊西川 恭子氏 小島 太 むかわ 上水牧場 540－ 41：47．01	 26．6�
610� マイネルツィール 牡4鹿 57 的場 勇人杉浦 和也氏 的場 均 新ひだか 田湯牧場 478－18 〃 クビ 77．7�
58 ハッピームーン 牡5黒鹿57 石川裕紀人石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 458－ 61：47．21
 160．3
814 ワンショットキラー 牡4青鹿57 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 478± 0 〃 クビ 14．9�
69 シングンジョーカー 牡6黒鹿57 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 482＋ 61：47．3	 24．5�
45 スパーブデイ 牡6鹿 57 松岡 正海藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 528＋ 61：47．4	 41．6�
22 スワンボート 牡7鹿 57 菅原 隆一田頭 勇貴氏 柴田 政人 浦河 オンワード牧場 466－ 61：47．71� 398．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 58，217，800円 複勝： 85，288，500円 枠連： 28，197，400円
馬連： 144，034，900円 馬単： 70，074，800円 ワイド： 77，407，400円
3連複： 191，291，300円 3連単： 323，650，100円 計： 978，162，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 310円 � 350円 � 1，120円 枠 連（3－7） 2，700円

馬 連 �� 3，430円 馬 単 �� 7，510円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 3，730円 �� 6，150円

3 連 複 ��� 68，670円 3 連 単 ��� 289，680円

票 数

単勝票数 計 582178 的中 � 71814（3番人気）
複勝票数 計 852885 的中 � 77065（3番人気）� 67817（4番人気）� 17606（10番人気）
枠連票数 計 281974 的中 （3－7） 8088（12番人気）
馬連票数 計1440349 的中 �� 32508（12番人気）
馬単票数 計 700748 的中 �� 6998（23番人気）
ワイド票数 計 774074 的中 �� 13340（14番人気）�� 5319（33番人気）�� 3200（42番人気）
3連複票数 計1912913 的中 ��� 2089（123番人気）
3連単票数 計3236501 的中 ��� 810（553番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―12．3―12．1―11．6―11．6―11．5―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―36．7―48．8―1：00．4―1：12．0―1：23．5―1：34．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．8―3F34．2

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

勝馬の
紹 介

ゼウスバローズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Loup Sauvage デビュー 2013．10．27 東京3着

2011．1．31生 牡6鹿 母 ラヴアンドバブルズ 母母 Bubble Dream 18戦4勝 賞金 60，117，000円
〔騎手変更〕 フォワードカフェ号の騎手田辺裕信は，第5競走での落馬負傷のため武豊に変更。

12118 5月21日 晴 良 （29東京2）第10日 第10競走 ��
��1，400�フリーウェイステークス

発走15時00分 （芝・左）
4歳以上，1，600万円以下，28．5．21以降29．5．14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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

612 ノットフォーマル 牝5黒鹿53 江田 照男芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 千代田牧場 B472－ 21：20．6 32．9�
714 ロイヤルストリート 牝5鹿 53 戸崎 圭太下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 452－ 4 〃 ハナ 5．6�
818 ショウナンライズ 牡4栗 55 岩田 康誠国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 460－ 6 〃 ハナ 13．3�
47 ド ー ヴ ァ ー 牡4栗 56 M．デムーロ 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 492＋ 41：20．7� 3．5�
715 ペルソナリテ 牝4鹿 53 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 416＋ 2 〃 クビ 15．3	
713 エクラミレネール 牝4芦 52 北村 宏司岡田 牧雄氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 458＋ 41：20．8� 18．1

24 メイショウメイゲツ 牝5鹿 52 吉田 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 462± 0 〃 アタマ 76．1�
59 アルマエルナト �6栗 54 北村 友一コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 464－ 21：20．9クビ 75．8�
35 マテンロウハピネス 牡5鹿 55 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 454＋ 81：21．0� 16．2
611 セイクレットレーヴ 牡8鹿 54 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム 478＋ 4 〃 クビ 94．4�
36 アールブリュット 牝5鹿 53 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 488＋101：21．1� 10．7�
12 ユキノアイオロス �9鹿 54 大野 拓弥井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 478－ 4 〃 クビ 68．8�
11 ワキノヒビキ 牡5鹿 55 和田 竜二脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 広田牧場 510－ 41：21．2クビ 10．2�
816 アンタラジー 牡5黒鹿57．5 C．ルメール 池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 524＋ 6 〃 クビ 5．0�
23 ウィットウォーター 牝6黒鹿53 石川裕紀人鈴木 康弘氏 高橋 康之 むかわ 上水牧場 B450－ 41：21．52 185．3�
48 ウエスタンメルシー 牝6鹿 54 松岡 正海西川 賢氏 奥村 武 新ひだか ウエスタンファーム 458－ 61：21．6クビ 28．5�
510 センセーション 牝6鹿 52 田中 勝春田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 B474－ 2 〃 クビ 59．8�
817 クリノコマチ 牝6栗 51 武藤 雅栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 458－141：21．91� 223．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 60，495，800円 複勝： 95，165，000円 枠連： 49，676，600円
馬連： 203，354，500円 馬単： 79，295，600円 ワイド： 103，528，400円
3連複： 268，256，500円 3連単： 337，721，900円 計： 1，197，494，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，290円 複 勝 � 830円 � 250円 � 420円 枠 連（6－7） 4，200円

馬 連 �� 13，760円 馬 単 �� 35，040円

ワ イ ド �� 3，560円 �� 7，170円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 52，540円 3 連 単 ��� 440，370円

票 数

単勝票数 計 604958 的中 � 14683（11番人気）
複勝票数 計 951650 的中 � 26595（11番人気）� 117385（2番人気）� 58614（7番人気）
枠連票数 計 496766 的中 （6－7） 9152（14番人気）
馬連票数 計2033545 的中 �� 11448（45番人気）
馬単票数 計 792956 的中 �� 1697（99番人気）
ワイド票数 計1035284 的中 �� 7416（42番人気）�� 3647（66番人気）�� 22366（10番人気）
3連複票数 計2682565 的中 ��� 3829（160番人気）
3連単票数 計3377219 的中 ��� 556（1136番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．4―11．6―11．1―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．0―46．6―57．7―1：08．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．0
3 12，13（5，17）（3，10）（14，18）8（6，16）（2，15）9（4，11）7，1 4 12，13（5，17）（10，18）（3，8，14，16）2（6，15）4（9，11）（1，7）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ノットフォーマル �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2014．7．6 函館6着

2012．3．17生 牝5黒鹿 母 リミッターブレイク 母母 トロフィーポイント 22戦3勝 賞金 82，475，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 ショウナンライズ号の騎手田辺裕信は，第5競走での落馬負傷のため岩田康誠に変更。
〔その他〕 アンタラジー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アンタラジー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年6月21日まで出走できない。
※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 スマートカルロス号・マカハ号

２レース目



12119 5月21日 晴 良 （29東京2）第10日 第11競走 ��
��2，400�優 駿 牝 馬（ＧⅠ）

発走15時40分 （第78回オークス） （芝・左）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，55�

内閣総理大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 100，000，000円 40，000，000円 25，000，000円 15，000，000円 10，000，000円
付 加 賞 25，445，000円 7，270，000円 3，635，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

2：22．1
2：22．1
2：23．6

良
良
良

12 ソウルスターリング 牝3青鹿55 C．ルメール �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 474± 02：24．1 2．4�
11 モズカッチャン 牝3黒鹿55 和田 竜二 �キャピタル・システム �島 一歩 日高 目黒牧場 468± 02：24．41	 15．0�
816 アドマイヤミヤビ 牝3芦 55 M．デムーロ近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 476＋ 22：24．82
 4．8�
47 デ ィ ア ド ラ 牝3鹿 55 岩田 康誠森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 478＋ 2 〃 アタマ 27．6�
714 リスグラシュー 牝3黒鹿55 武 豊 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 432－ 42：24．9	 5．9	
23 フローレスマジック 牝3鹿 55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 448－ 42：25．0クビ 11．4

612 ブラックオニキス 牝3青鹿55 大野 拓弥岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 広富牧場 410± 02：25．42
 242．5�
818 マ ナ ロ ー ラ 牝3黒鹿55 蛯名 正義前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452＋142：25．61� 151．9�
510 ブラックスビーチ 牝3鹿 55 北村 宏司山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 444＋ 4 〃 クビ 26．9
24 ミスパンテール 牝3鹿 55 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 日高 三城牧場 508＋ 62：25．7
 51．3�
817 カリビアンゴールド 牝3黒鹿55 田中 勝春 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 454－ 42：25．8
 88．9�
35 モーヴサファイア 牝3鹿 55 北村 友一吉田 和美氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 490－ 22：26．01
 76．9�
713 レーヌミノル 牝3栗 55 池添 謙一吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 468＋ 22：26．21� 10．4�
36 ハローユニコーン 牝3鹿 55 柴山 雄一 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 432＋ 42：26．41
 52．4�
611 レッドコルディス 牝3黒鹿55 吉田 豊 �東京ホースレーシング 高橋 義忠 浦河 富田牧場 454－ 62：26．5
 111．9�
48 ホウオウパフューム 牝3栗 55 松岡 正海小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 474－ 62：26．71� 25．9�
59 ディーパワンサ 牝3栗 55 内田 博幸 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 432－ 62：26．8
 251．6�
715 ヤマカツグレース 牝3栗 55 横山 典弘山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 448± 02：27．97 43．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 659，948，300円 複勝： 670，194，900円 枠連： 548，186，700円 馬連： 2，369，277，700円 馬単： 990，949，200円
ワイド： 903，856，000円 3連複： 3，562，043，700円 3連単： 6，391，842，500円 5重勝： 580，261，100円 計： 16，676，560，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 350円 � 190円 枠 連（1－1） 2，280円

馬 連 �� 2，290円 馬 単 �� 2，790円

ワ イ ド �� 830円 �� 370円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 4，600円 3 連 単 ��� 20，130円

5 重 勝
対象競走：京都10R／東京10R／新潟11R／京都11R／東京11R

キャリーオーバー なし����� 29，013，050円

票 数

単勝票数 計6599483 的中 � 2135679（1番人気）
複勝票数 計6701949 的中 � 1757746（1番人気）� 363844（6番人気）� 891228（3番人気）
枠連票数 計5481867 的中 （1－1） 185642（9番人気）
馬連票数 計23692777 的中 �� 847402（6番人気）
馬単票数 計9909492 的中 �� 265634（8番人気）
ワイド票数 計9038560 的中 �� 269647（7番人気）�� 695167（2番人気）�� 127912（18番人気）
3連複票数 計35620437 的中 ��� 580282（9番人気）
3連単票数 計63918425 的中 ��� 230201（41番人気）
5重勝票数 計5802611 的中 ����� 14

ハロンタイム 12．7―11．6―12．8―12．6―12．0―12．3―12．3―12．1―11．6―11．3―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―24．3―37．1―49．7―1：01．7―1：14．0―1：26．3―1：38．4―1：50．0―2：01．3―2：12．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．7―3F34．1
1
3
3，4（2，12，15）（1，5，17，13）（10，14，8）16，9，7（11，18）6・（3，2，4，15）12（1，17，13）（10，5，14，8）（9，16）7（11，18）－6

2
4

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

ソウルスターリング �
�
父 Frankel �

�
母父 Monsun デビュー 2016．7．31 札幌1着

2014．2．13生 牝3青鹿 母 ス タ セ リ タ 母母 Soignee 6戦5勝 賞金 277，178，000円
〔騎手変更〕 ハローユニコーン号の騎手田辺裕信は，第5競走での落馬負傷のため柴山雄一に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アドマイヤローザ号・アルメリアブルーム号・アンネリース号・ブルークランズ号・ムーンザムーン号

12120 5月21日 晴 良 （29東京2）第10日 第12競走 ��
��2，100�

たんざわ

丹沢ステークス
発走16時25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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

44 スリータイタン �8黒鹿57 吉田 豊永井商事� 村山 明 新ひだか グランド牧場 452－ 22：10．8 23．1�
810 プリンシアコメータ 牝4黒鹿55 横山 典弘芳川 貴行氏 矢野 英一 新冠 ベルモント

ファーム B470－ 4 〃 アタマ 5．5�
77 	 シャイニービーム 牡5鹿 57 M．デムーロ小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 442＋ 22：11．01 4．1�
66 バイオンディップス 牡5黒鹿57 田中 勝春丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 522－ 42：11．74 17．3�
78 マイネルビクトリー 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 見上牧場 486± 0 〃 クビ 5．1�
11 ワトソンクリック 牡5鹿 57 戸崎 圭太本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 メイプルファーム 508± 02：11．8
 36．9	
55 ウインユニファイド 牡5黒鹿57 内田 博幸�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 508－ 42：12．01 3．4

33 ケンベストカフェ 牡5黒鹿57 蛯名 正義中西 健氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 474＋ 2 〃 クビ 12．6�
22 ヘルツフロイント 牡6黒鹿57 江田 照男 �グリーンファーム古賀 慎明 千歳 社台ファーム 478＋ 4 〃 アタマ 36．6�
89 シ ホ ウ 牡6鹿 57 C．ルメール協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 B514＋ 22：12．42
 8．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 100，606，000円 複勝： 107，014，900円 枠連： 49，381，300円
馬連： 231，929，700円 馬単： 105，784，100円 ワイド： 114，965，500円
3連複： 289，864，900円 3連単： 532，723，800円 計： 1，532，270，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，310円 複 勝 � 380円 � 200円 � 180円 枠 連（4－8） 4，310円

馬 連 �� 5，420円 馬 単 �� 13，450円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 1，320円 �� 470円

3 連 複 ��� 5，850円 3 連 単 ��� 30，050円

票 数

単勝票数 計1006060 的中 � 34795（8番人気）
複勝票数 計1070149 的中 � 60449（8番人気）� 146056（4番人気）� 169655（2番人気）
枠連票数 計 493813 的中 （4－8） 8874（14番人気）
馬連票数 計2319297 的中 �� 33115（21番人気）
馬単票数 計1057841 的中 �� 5898（45番人気）
ワイド票数 計1149655 的中 �� 18322（22番人気）�� 21635（19番人気）�� 67346（4番人気）
3連複票数 計2898649 的中 ��� 37143（22番人気）
3連単票数 計5327238 的中 ��� 12850（106番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―18．9―31．5―44．7―57．4―1：09．3―1：21．0―1：33．3―1：45．7―1：57．9

コーナー
通過順位

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

2
4
3，10，5，7（1，2，6）（4，9）8・（3，9）10（6，2）（5，7，4）1，8

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スリータイタン �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．6．23 阪神11着

2009．2．15生 �8黒鹿 母 タイムトゥラン 母母 アイオーユー 38戦5勝 賞金 85，137，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 シホウ号の騎手田辺裕信は，第5競走での落馬負傷のためC．ルメールに変更。

５レース目



（29東京2）第10日 5月21日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 187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
厩務員出走奨励金

396，330，000円
2，530，000円
18，530，000円
38，250，000円
48，740，000円
77，323，000円
5，528，000円
1，795，200円

勝馬投票券売得金
1，156，361，900円
1，459，978，000円
833，002，800円
3，583，230，500円
1，561，970，600円
1，555，831，700円
5，104，847，400円
8，703，984，200円
580，261，100円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 24，539，468，200円

総入場人員 60，807名 （有料入場人員 58，299名）
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