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12061 5月7日 曇 良 （29東京2）第6日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時05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

11 ラ ボ ー ナ 牡3鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 536＋101：39．2 2．1�
612 フォーティプリンス 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎ホースアディクト小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 472± 01：39．83� 3．1�
714 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＋ 61：40．12 5．6�
816 ヌンジュリエット 牝3黒鹿54 藤岡 佑介ヌンクラブ� 清水 英克 日高 ナカノファーム 470＋ 61：40．2� 21．9�
59 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 480－ 61：40．83� 91．8	
35 ショットザバニティ 牡3鹿 56 松岡 正海�パニオロ 武市 康男 新冠 村上 欽哉 500－ 4 〃 アタマ 13．5

23 ドリームオブユー 牡3青鹿56 蛯名 正義吉野 弘司氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 470－16 〃 クビ 48．0�
47 ショウナンアリオン 牡3鹿 56 大野 拓弥国本 哲秀氏 勢司 和浩 新ひだか 武 牧場 468－ 61：41．01� 34．3�
611 クラウンハイト �3黒鹿56 武士沢友治矢野まり子氏 田島 俊明 登別 青藍牧場 420－ 41：41．31� 187．0
510 ギャラクシーキング 牡3芦 56

53 ▲木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 新ひだか 藤本牧場 458＋ 41：41．4クビ 32．2�
713 ラインアストロ 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 土田 扶美子 444＋ 21：41．72 32．3�
48 レ オ ネ ル 牡3黒鹿56 吉田 隼人�ラ・メール 田村 康仁 浦河 中脇 満 478＋ 41：41．8� 60．8�
12 サツキジョオウ 牝3黒鹿54 吉田 豊小野 博郷氏 土田 稔 日高 三輪牧場 468－ 61：42．43� 246．9�
36 シャインアップ 牡3鹿 56 田中 勝春 �グランデオーナーズ 松永 康利 浦河 グランデファーム 448± 01：42．5� 257．3�
815 ターシャフォンテン 牝3黒鹿54 松山 弘平吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 442＋ 21：42．92� 278．2�
24 キャッチヒストリー 牡3栗 56 内田 博幸嶋田 賢氏 国枝 栄 新ひだか 岡田牧場 502－ 61：43．53� 94．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，232，900円 複勝： 40，959，500円 枠連： 18，681，400円
馬連： 71，005，700円 馬単： 39，315，600円 ワイド： 36，191，900円
3連複： 92，527，800円 3連単： 139，455，400円 計： 469，370，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 110円 � 140円 枠 連（1－6） 300円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 170円 �� 300円 �� 290円

3 連 複 ��� 580円 3 連 単 ��� 1，470円

票 数

単勝票数 計 312329 的中 � 117372（1番人気）
複勝票数 計 409595 的中 � 142127（1番人気）� 107336（2番人気）� 44547（3番人気）
枠連票数 計 186814 的中 （1－6） 47694（1番人気）
馬連票数 計 710057 的中 �� 147247（1番人気）
馬単票数 計 393156 的中 �� 48346（1番人気）
ワイド票数 計 361919 的中 �� 64856（1番人気）�� 26925（3番人気）�� 28689（2番人気）
3連複票数 計 925278 的中 ��� 118319（1番人気）
3連単票数 計1394554 的中 ��� 68738（1番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．7―12．5―13．2―12．7―12．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―35．2―47．7―1：00．9―1：13．6―1：26．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ ボ ー ナ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．10．22 東京11着

2014．3．29生 牡3鹿 母 ハッピーパス 母母 ハッピートレイルズ 5戦1勝 賞金 7，750，000円

12062 5月7日 曇 良 （29東京2）第6日 第2競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走10時35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

612 コスモクウェンチ 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中川 公成 新冠 ビッグレッドファーム 486± 01：26．3 15．5�
24 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＋ 21：26．61� 8．9�
815 サーデューク 牡3黒鹿56 内田 博幸吉田 和美氏 竹内 正洋 浦河 鎌田 正嗣 504＋ 21：26．81� 2．5�
713 ワ ッ ハ ッ ハ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 466－ 21：26．9� 4．3�
714 キーネットワーク 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎北前孔一郎氏 相沢 郁 日高 豊田田村牧場 478± 01：27．0	 6．6�
11 サントリーニ 牡3栗 56 北村 宏司飯田 良枝氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 454＋ 21：27．31� 179．0	
510 ハ マ オ リ 牝3鹿 54 石川裕紀人 �サンデーレーシング 大和田 成 安平 追分ファーム 428 ― 〃 ハナ 70．9

816
 ジュンアイルランド 牡3黒鹿56 福永 祐一河合 純二氏 尾関 知人 愛 Sarah

McNicholas B458± 01：27．4	 21．4�
23 ラ ン ボ シ 牡3鹿 56 吉田 隼人古川 智洋氏 中川 公成 新ひだか 松田牧場 486＋ 61：28．03	 26．9�
35 クリノユウコリン 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 育也栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか 木下牧場 440－ 21：28．1	 131．8
48 ロマンスマジック 牝3栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 奥平 雅士 新ひだか 松本牧場 444＋ 21：28．2� 8．0�
12 バラードストーリー 牡3栗 56 黛 弘人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌和 浦河 宮内牧場 506＋ 61：28．94 176．4�
59 オ カ ゲ サ マ 牝3黒鹿54 嶋田 純次西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 428＋ 21：29．0クビ 180．9�
47 ノンパレイル 牝3栗 54 大庭 和弥一村 哲也氏 高橋 文雅 日高 高山牧場 450 ―1：29．1� 187．2�
611 ナムラクロエ 牝3栗 54

51 ▲武藤 雅奈村 信重氏 谷原 義明 様似 林 時春 420－ 6 〃 ハナ 247．5�
36 タニセンジュピター 牡3鹿 56 田辺 裕信染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 454＋10 〃 クビ 21．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，815，700円 複勝： 34，778，700円 枠連： 17，785，000円
馬連： 64，925，100円 馬単： 29，341，900円 ワイド： 34，652，300円
3連複： 83，223，500円 3連単： 97，152，800円 計： 386，675，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 260円 � 240円 � 150円 枠 連（2－6） 2，980円

馬 連 �� 4，870円 馬 単 �� 11，290円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 510円 �� 510円

3 連 複 ��� 3，540円 3 連 単 ��� 42，380円

票 数

単勝票数 計 248157 的中 � 12744（6番人気）
複勝票数 計 347787 的中 � 30296（6番人気）� 32856（5番人気）� 77277（1番人気）
枠連票数 計 177850 的中 （2－6） 4610（12番人気）
馬連票数 計 649251 的中 �� 10314（20番人気）
馬単票数 計 293419 的中 �� 1948（42番人気）
ワイド票数 計 346523 的中 �� 6332（17番人気）�� 17873（5番人気）�� 18117（4番人気）
3連複票数 計 832235 的中 ��� 17614（9番人気）
3連単票数 計 971528 的中 ��� 1662（150番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．1―12．6―12．7―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．8―48．4―1：01．1―1：13．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモクウェンチ �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2016．7．30 新潟7着

2014．5．24生 牡3鹿 母 マイネクォーツ 母母 タイキクリスタル 9戦1勝 賞金 7，750，000円
〔発走状況〕 ノンパレイル号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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。
（非抽選馬） 6頭 エリーミニスター号・デザートトリップ号・ハッピーパーティー号・ビレッジマウンテン号・プラクティス号・

ヨッテケ号

第２回 東京競馬 第６日



12063 5月7日 曇 良 （29東京2）第6日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時05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

816 ヴァンベールシチー 牡3栗 56 柴山 雄一 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 幌村牧場 422 ―1：47．9 50．7�
48 オメガジェルベーラ 牡3栗 56 内田 博幸原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 486＋ 21：48．0� 10．9�
36 クリップスプリンガ 牡3鹿 56 田中 勝春山下 良子氏 的場 均 新冠 ヤマタケ牧場 424－ 21：48．21� 3．6�
11 キューンハイト 牝3鹿 54 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 416－ 2 〃 アタマ 4．9�
611 デザートスネーク 牡3鹿 56 吉田 隼人石瀬 浩三氏 武井 亮 日高 出口牧場 484＋ 61：48．83� 12．9�
12 ナンヨーウラヌス 牡3黒鹿56 柴田 善臣中村 德也氏 杉浦 宏昭 浦河 三好牧場 454± 01：49．11� 2．6	
23 シンボリジュネス 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 468＋101：49．2クビ 53．5

47 コスモエアターン 牝3鹿 54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 中舘 英二 新冠 ビッグレッドファーム 428－ 61：49．3� 52．5�
35 カシノポルカ 牝3栗 54

51 ▲武藤 雅柏木 務氏 二本柳俊一 日高 菊地牧場 440± 01：49．61� 145．6
714 テレグライド 牡3栗 56 平野 優 �加藤ステーブル 二ノ宮敬宇 日高 三輪牧場 434－12 〃 ハナ 249．8�
510 アイアムエメラルド 牝3栗 54 嘉藤 貴行堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 476－ 21：50．45 11．6�
59 バロックパール 牝3黒鹿54 大野 拓弥栗坂 崇氏 岩戸 孝樹 新ひだか 前川 正美 420± 01：51．46 157．8�
815 カガエクリプス 牡3黒鹿56 吉田 豊香川 憲次氏 萱野 浩二 日高 サンシャイン

牧場 532＋ 41：51．82� 22．6�
612 エリーダイナマイト 牝3鹿 54 黛 弘人谷川 正純氏 大江原 哲 新冠 川越 省蔵 464－ 21：52．11� 67．6�
713 セ レ ナ ー タ 牝3栗 54 松山 弘平 H.H．シェイク・モハメド 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460－ 61：53．05 168．0�
（15頭）

24 オーランガバード 牡3青鹿56 M．デムーロ�G1レーシング 堀 宣行 千歳 社台ファーム ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 28，954，500円 複勝： 34，245，100円 枠連： 16，950，800円
馬連： 66，318，800円 馬単： 34，685，400円 ワイド： 36，257，100円
3連複： 82，776，900円 3連単： 113，096，100円 計： 413，284，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，070円 複 勝 � 870円 � 240円 � 150円 枠 連（4－8） 5，460円

馬 連 �� 20，980円 馬 単 �� 48，530円

ワ イ ド �� 5，680円 �� 2，240円 �� 620円

3 連 複 ��� 18，770円 3 連 単 ��� 199，010円

票 数

単勝票数 計 289545 的中 � 4565（8番人気）
複勝票数 計 342451 的中 � 7412（10番人気）� 34848（4番人気）� 80130（1番人気）
枠連票数 計 169508 的中 （4－8） 2404（16番人気）
馬連票数 計 663188 的中 �� 2449（37番人気）
馬単票数 計 346854 的中 �� 536（83番人気）
ワイド票数 計 362571 的中 �� 1569（41番人気）�� 4060（22番人気）�� 16082（5番人気）
3連複票数 計 827769 的中 ��� 3307（51番人気）
3連単票数 計1130961 的中 ��� 412（429番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―35．4―47．3―59．2―1：11．7―1：23．9―1：35．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．7―3F36．2

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

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

ヴァンベールシチー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2014．4．23生 牡3栗 母 ケープタウンシチー 母母 キンバリーシチー 1戦1勝 賞金 5，000，000円
〔出走取消〕 オーランガバード号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エリーダイナマイト号・セレナータ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年6月

7日まで平地競走に出走できない。
※エリーダイナマイト号・セレナータ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

12064 5月7日 晴 良 （29東京2）第6日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走11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
1：56．1
1：56．1

良
良

11 プレシャスブルー 牡3鹿 56 M．デムーロ石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 430± 02：03．4 1．4�
710 エスティーム 牡3黒鹿56 柴田 大知岡田 繁幸氏 金成 貴史 浦河 岡本 昌市 522＋ 62：03．61� 7．8�
68 ガルトマーン 牡3鹿 56 柴田 善臣 �社台レースホース高橋 亮 千歳 社台ファーム 446－ 42：03．92 36．6�
812 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 434± 02：04．11� 6．5�
56 インペリアルフィズ 牡3栗 56 田辺 裕信 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 460－ 2 〃 ハナ 28．1�
55 エイシンクリック 牡3鹿 56 福永 祐一	栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 472－ 4 〃 ハナ 8．0

33 シ ュ ケ ッ ト 牝3鹿 54 嘉藤 貴行吉田 照哉氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 460＋ 42：04．2� 19．3�
67 マックスハート 牡3栗 56 高倉 稜スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 平野牧場 422± 02：04．41� 73．6�
811 トーバスヌーマ 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎石瀬 浩三氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 436＋162：04．82� 66．3
22 アビラウンケン 牡3鹿 56 松岡 正海�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 482± 02：05．12 133．7�
79 ホーガンブリッジ 牡3鹿 56 武士沢友治塩田 清氏 堀井 雅広 青森 一山育成牧場 484－ 62：05．31� 156．8�
44 クリノミルキー 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 有限会社
松田牧場 452－ 2 〃 アタマ 127．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 35，017，600円 複勝： 124，832，200円 枠連： 14，980，500円
馬連： 68，678，800円 馬単： 47，951，100円 ワイド： 41，845，600円
3連複： 83，145，900円 3連単： 185，708，100円 計： 602，159，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 160円 � 410円 枠 連（1－7） 410円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 210円 �� 810円 �� 1，840円

3 連 複 ��� 3，100円 3 連 単 ��� 6，190円

票 数

単勝票数 計 350176 的中 � 190779（1番人気）
複勝票数 計1248322 的中 � 934074（1番人気）� 69230（3番人気）� 18102（7番人気）
枠連票数 計 149805 的中 （1－7） 27779（3番人気）
馬連票数 計 686788 的中 �� 128667（1番人気）
馬単票数 計 479511 的中 �� 77481（1番人気）
ワイド票数 計 418456 的中 �� 64144（2番人気）�� 11781（9番人気）�� 4934（21番人気）
3連複票数 計 831459 的中 ��� 20058（11番人気）
3連単票数 計1857081 的中 ��� 21722（18番人気）

ハロンタイム 13．4―12．8―12．4―12．8―13．2―12．8―12．6―11．0―10．9―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―26．2―38．6―51．4―1：04．6―1：17．4―1：30．0―1：41．0―1：51．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．0―3F33．4

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

勝馬の
紹 介

プレシャスブルー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー 2016．10．29 東京3着

2014．2．24生 牡3鹿 母 オンワードミシェル 母母 オンワードウッド 7戦1勝 賞金 11，050，000円



12065 5月7日 晴 良 （29東京2）第6日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時25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
1：33．8
1：33．3

重
良

811 ト ラ ネ コ 牡3黒鹿56 武 豊桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 中本 隆志 440± 01：39．1 6．7�
22 � ラビットラン 牝3栗 54 M．デムーロ吉田 和子氏 角居 勝彦 米 Alexander Groves

Matz, LLC 446－ 4 〃 アタマ 2．4�
44 スマートエレメンツ 牡3鹿 56 福永 祐一大川 徹氏 鹿戸 雄一 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 498± 01：39．41� 11．2�

33 ブライトンロック 牡3黒鹿56 蛯名 正義坂巻 勝彦氏 田中 清隆 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 448＋ 61：39．61	 3．2�

67 タイキダイヤモンド 牡3青鹿56 大野 拓弥�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム 466± 01：39．7
 54．4�

810 オーサムバローズ 牡3鹿 56 C．ルメール 猪熊 広次氏 中内田充正 日高 シンボリ牧場 494± 0 〃 ハナ 5．0	
79 マイネルツァイト 牡3青鹿56 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新ひだか 原 フアーム 502＋ 8 〃 アタマ 72．9�
78 メイショウルミナス 牝3黒鹿54 田辺 裕信松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 450－ 61：40．12
 32．6�
55 ゴールドスカル 牡3栗 56 松岡 正海
KTレーシング 武井 亮 新ひだか 平野牧場 476＋ 2 〃 クビ 127．5
66 コットンボウル 牡3鹿 56 柴山 雄一 �サンデーレーシング 高木 登 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 41：40．84 55．3�
11 ウィズアウィッシュ 牝3鹿 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 浦河 中島牧場 478－ 21：42．18 61．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 40，723，700円 複勝： 46，060，500円 枠連： 18，492，500円
馬連： 75，361，300円 馬単： 39，259，000円 ワイド： 42，918，000円
3連複： 91，287，400円 3連単： 147，086，500円 計： 501，188，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 180円 � 160円 � 250円 枠 連（2－8） 450円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 410円 �� 800円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，610円 3 連 単 ��� 15，800円

票 数

単勝票数 計 407237 的中 � 48215（4番人気）
複勝票数 計 460605 的中 � 65670（4番人気）� 85393（2番人気）� 40375（5番人気）
枠連票数 計 184925 的中 （2－8） 31738（2番人気）
馬連票数 計 753613 的中 �� 59574（5番人気）
馬単票数 計 392590 的中 �� 12435（12番人気）
ワイド票数 計 429180 的中 �� 28160（6番人気）�� 13067（10番人気）�� 20236（8番人気）
3連複票数 計 912874 的中 ��� 26219（9番人気）
3連単票数 計1470865 的中 ��� 6746（51番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―36．3―49．1―1：02．2―1：15．1―1：27．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F36．9
3 1，4（5，8）（3，9）（2，7）10－6，11 4 ・（1，4，8）（5，3，9）（2，7，10）（11，6）

勝馬の
紹 介

ト ラ ネ コ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2016．7．24 函館9着

2014．4．17生 牡3黒鹿 母 ヒミノオトヒメ 母母 ワンモアギャル 12戦2勝 賞金 18，400，000円

12066 5月7日 晴 良 （29東京2）第6日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時55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
1：19．6
1：19．0

良
良

33 モ ア ナ 牝3青鹿54 内田 博幸吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 488－ 61：21．1 6．2�
66 パルティトゥーラ 牝3黒鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 460－141：21．2� 5．0�
79 アドマイヤシナイ 牡3鹿 56 田辺 裕信近藤 利一氏 上原 博之 洞�湖 レイクヴィラファーム 450－ 6 〃 クビ 2．0�
55 ボーダーオブライフ 牡3鹿 56 戸崎 圭太片山 晃氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 500＋101：21．62� 4．9�
44 シュピールカルテ 牝3青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 徹 新冠 ビッグレッドファーム 448＋ 61：21．81	 13．1	
22 
 コパノアーデン 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也小林 祥晃氏 尾形 充弘 日高 増尾牧場 430± 0 〃 ハナ 205．6

78 � ヴァイスジーニー 牡3芦 56 横山 典弘 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 米
Janes Everatt, Janeane Ever-
att, Arika Everatt－Meeuse &
Calmar Stables

506± 01：22．01 13．0�
811 コパカバーナ 牝3栗 54 大野 拓弥�ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 室田 千秋 482± 01：22．85 109．9�
67 ノーブルプルート 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅吉木 伸彦氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 454－ 21：23．01� 83．1
810 ブライティアサイト 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 雅 牧場 464－101：23．31� 52．7�
11 ブルーヘヴン 牝3黒鹿54 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 482± 01：24．04 85．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 38，333，800円 複勝： 47，324，900円 枠連： 13，417，000円
馬連： 74，714，300円 馬単： 42，219，400円 ワイド： 41，243，000円
3連複： 85，594，400円 3連単： 161，110，000円 計： 503，956，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 140円 � 140円 � 110円 枠 連（3－6） 1，680円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 3，430円

ワ イ ド �� 540円 �� 240円 �� 260円

3 連 複 ��� 940円 3 連 単 ��� 8，460円

票 数

単勝票数 計 383338 的中 � 48966（4番人気）
複勝票数 計 473249 的中 � 76165（2番人気）� 65865（4番人気）� 158623（1番人気）
枠連票数 計 134170 的中 （3－6） 6155（8番人気）
馬連票数 計 747143 的中 �� 36366（8番人気）
馬単票数 計 422194 的中 �� 9206（15番人気）
ワイド票数 計 412430 的中 �� 17032（8番人気）�� 47324（2番人気）�� 42483（3番人気）
3連複票数 計 855944 的中 ��� 68165（3番人気）
3連単票数 計1611100 的中 ��� 13794（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―35．1―46．7―58．0―1：09．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モ ア ナ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2016．8．28 新潟3着

2014．1．29生 牝3青鹿 母 プロミネント 母母 プロモーション 5戦2勝 賞金 15，300，000円
〔制裁〕 ノーブルプルート号の騎手武藤雅は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番）



12067 5月7日 曇 良 （29東京2）第6日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走13時25分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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
1：33．8
1：33．3

重
良

79 サ ン ヘ レ ナ 牝4鹿 55 松岡 正海 �加藤ステーブル 天間 昭一 日高 有限会社
ケイズ 496＋ 61：39．9 3．1�

810 コパノビジン 牝4鹿 55 内田 博幸小林 祥晃氏 手塚 貴久 日高 ヤナガワ牧場 B464＋ 41：40．0� 2．0�
67 ジャーマンアイリス 牝4芦 55 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 466＋241：40．42� 11．2�
811 オヒアレフア 牝4青鹿55 村田 一誠�錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 438＋ 2 〃 クビ 13．1�
55 � トキメキユキチャン 牝4青鹿55 柴田 善臣片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 440＋ 21：40．61 44．9�
66 � ミュークロール 牝5黒鹿55 黛 弘人ドラゴンヒルズホースクラブ 青木 孝文 千歳 社台ファーム B508－ 41：41．13 118．7	
22 エバーシャルマン 牝5黒鹿55 M．デムーロ宇田 豊氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 480＋ 81：41．31� 6．2

11 ブライトガーランド 牝4栗 55 柴田 大知下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B486＋10 〃 クビ 17．5�
44 コットンパール 牝4鹿 55 岩部 純二�ミルファーム 高市 圭二 日高 前野牧場 450－ 41：41．4	 151．8
33 � プリマレジェンド 牝4栗 55 吉田 隼人�G1レーシング 中川 公成 千歳 社台ファーム 484－191：41．71	 37．5�
78 オウケンダイヤ 牝4黒鹿 55

52 ▲野中悠太郎福井 明氏 根本 康広 浦河 辻 牧場 404＋101：44．0大差 187．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 35，114，700円 複勝： 43，980，800円 枠連： 15，137，300円
馬連： 74，385，800円 馬単： 43，234，800円 ワイド： 37，235，100円
3連複： 95，403，600円 3連単： 172，169，700円 計： 516，661，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 110円 � 110円 � 170円 枠 連（7－8） 230円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 140円 �� 430円 �� 350円

3 連 複 ��� 700円 3 連 単 ��� 2，460円

票 数

単勝票数 計 351147 的中 � 89516（2番人気）
複勝票数 計 439808 的中 � 111999（2番人気）� 171720（1番人気）� 33439（4番人気）
枠連票数 計 151373 的中 （7－8） 50888（1番人気）
馬連票数 計 743858 的中 �� 221296（1番人気）
馬単票数 計 432348 的中 �� 57992（2番人気）
ワイド票数 計 372351 的中 �� 88591（1番人気）�� 17807（8番人気）�� 22666（3番人気）
3連複票数 計 954036 的中 ��� 100978（3番人気）
3連単票数 計1721697 的中 ��� 50553（7番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．3―12．7―12．9―12．8―12．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．6―36．9―49．6―1：02．5―1：15．3―1：27．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ン ヘ レ ナ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2015．10．11 東京1着

2013．5．5生 牝4鹿 母 ク ー ニ ャ ン 母母 スギノセンヒメ 15戦2勝 賞金 33，300，000円

12068 5月7日 曇 良 （29東京2）第6日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走13時55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
1：56．1
1：56．1

良
良

89 カ ラ ビ ナ 牡4鹿 57 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 512－ 22：01．9 2．1�

44 ウインテンダネス 牡4栗 57 内田 博幸�ウイン 杉山 晴紀 新冠 アサヒ牧場 498± 0 〃 クビ 13．4�
22 カレンラストショー 牡5栗 57 川田 将雅鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 444± 02：02．0クビ 6．2�
78 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± 02：02．1� 4．4�
66 オウケンブラック 牡6鹿 57 M．デムーロ福井 明氏 田中 剛 洞	湖 レイクヴィラファーム 484＋ 62：02．2
 4．7�
77 � ヌ ー ナ 牝5黒鹿55 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 小島 茂之 米

Frank McEn-
tee & Frank-
fort Park Farm

522－ 82：02．83
 28．2	
55 ピュアソルジャー 牡7鹿 57 武士沢友治鶴見 芳子氏 青木 孝文 新ひだか 千代田牧場 B480－ 22：02．9� 89．0

810 スパーブデイ 牡6鹿 57 田中 勝春藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 522－ 42：03．21� 27．6�
11 スワンボート 牡7鹿 57

54 ▲木幡 育也田頭 勇貴氏 柴田 政人 浦河 オンワード牧場 470＋ 62：03．3
 198．1�
33 リキサンダイオー 牡4黒鹿57 大野 拓弥 ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 466＋ 22：03．72
 41．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 40，020，100円 複勝： 54，172，900円 枠連： 14，103，300円
馬連： 82，564，100円 馬単： 46，158，100円 ワイド： 42，717，700円
3連複： 94，974，700円 3連単： 191，454，500円 計： 566，165，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 210円 � 160円 枠 連（4－8） 880円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 410円 �� 270円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 5，780円

票 数

単勝票数 計 400201 的中 � 149516（1番人気）
複勝票数 計 541729 的中 � 222879（1番人気）� 40629（5番人気）� 68493（4番人気）
枠連票数 計 141033 的中 （4－8） 12353（4番人気）
馬連票数 計 825641 的中 �� 55828（4番人気）
馬単票数 計 461581 的中 �� 21944（7番人気）
ワイド票数 計 427177 的中 �� 26177（6番人気）�� 44716（3番人気）�� 15590（8番人気）
3連複票数 計 949747 的中 ��� 48175（5番人気）
3連単票数 計1914545 的中 ��� 23975（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―25．8―38．3―51．1―1：04．0―1：16．4―1：28．4―1：39．5―1：50．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．5―3F33．5

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

勝馬の
紹 介

カ ラ ビ ナ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2016．3．13 阪神4着

2013．1．20生 牡4鹿 母 レリッシュザソート 母母 Viz 13戦3勝 賞金 43，311，000円

追 加 記 事（第 2回東京競馬第 5日第 4競走）
〔その他〕　　アテンウズメ号は，競走中に疾病〔左第３手根骨板状骨折〕を発症。なお，同

馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



12069 5月7日 曇 良 （29東京2）第6日 第9競走 ��
��1，600�

しょうなん

湘南ステークス
発走14時25分 （芝・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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

34 ベルキャニオン 牡6鹿 57 C．ルメール 金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 490－ 41：33．8 7．2�

57 ロワアブソリュー 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 510＋ 41：33．9� 7．4�
813 ペルソナリテ 牝4鹿 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 414＋ 61：34．11	 17．8�
610 デルカイザー 
6黒鹿57 福永 祐一山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B466± 01：34．2クビ 3．7�
58 マ リ オ ー ロ 牡5鹿 57 田辺 裕信菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 498－ 4 〃 クビ 14．4	
69 ハナズレジェンド 牡4栗 57 M．デムーロ広尾レース� 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド 460± 01：34．3� 3．2

22 チャンピオンルパン 牡6鹿 57 松山 弘平坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 榊原 光子 482－ 2 〃 ハナ 19．3�
46 シャドウダンサー 
6黒鹿57 吉田 隼人飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 496＋ 2 〃 ハナ 39．9�
11 ルグランパントル 
5鹿 57 川田 将雅 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 6 〃 クビ 32．5
814 メイショウメイゲツ 牝5鹿 55 池添 謙一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 462－ 21：34．4クビ 113．8�
712 カバーストーリー 牡6栗 57 武 豊前田 晋二氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 490＋101：34．5	 29．2�
711� エイシンエルヴィン 牡6鹿 57 石川裕紀人�栄進堂 中尾 秀正 愛 K. K. Ei-

shindo 494＋ 4 〃 ハナ 124．8�
45 ストーミーシー 牡4栗 57 内田 博幸�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 534＋10 〃 クビ 11．2�
33 マイネルメリエンダ 牡6栗 57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 平取 高橋 幸男 504－ 21：34．92	 29．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 53，945，700円 複勝： 81，140，100円 枠連： 34，650，200円
馬連： 158，571，200円 馬単： 64，453，500円 ワイド： 80，731，300円
3連複： 203，559，100円 3連単： 263，713，000円 計： 940，764，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 300円 � 300円 � 450円 枠 連（3－5） 1，440円

馬 連 �� 2，830円 馬 単 �� 5，170円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 2，090円 �� 2，670円

3 連 複 ��� 20，060円 3 連 単 ��� 93，950円

票 数

単勝票数 計 539457 的中 � 59668（3番人気）
複勝票数 計 811401 的中 � 74143（3番人気）� 73611（4番人気）� 44410（7番人気）
枠連票数 計 346502 的中 （3－5） 18526（5番人気）
馬連票数 計1585712 的中 �� 43352（10番人気）
馬単票数 計 644535 的中 �� 9349（16番人気）
ワイド票数 計 807313 的中 �� 20980（10番人気）�� 9868（26番人気）�� 7652（33番人気）
3連複票数 計2035591 的中 ��� 7608（71番人気）
3連単票数 計2637130 的中 ��� 2035（310番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．8―48．1―1：00．3―1：11．3―1：22．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F33．5
3 4，13（1，5）（2，3）（6，10）7（11，14）12，8，9 4 4，13（1，5）3（2，10，14）7（6，12，9）（11，8）

勝馬の
紹 介

ベルキャニオン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．10．27 東京2着

2011．2．5生 牡6鹿 母 クロウキャニオン 母母 ク ロ カ ミ 14戦3勝 賞金 74，343，000円

12070 5月7日 曇 良 （29東京2）第6日 第10競走 ��
��2，100�ブリリアントステークス

発走15時00分 （ダート・左）
4歳以上，28．5．7以降29．4．30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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

12 ミ ツ バ 牡5鹿 56．5 松山 弘平�協栄 加用 正 日高 タバタファーム B468± 02：10．3 4．0�
36 キ ク ノ ソ ル 牡7鹿 54 柴田 善臣菊池 五郎氏 吉田 直弘 新ひだか フクダファーム 502－122：10．62 104．1�
815 ナムラアラシ 牡4鹿 54 蛯名 正義奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 530＋ 22：10．81� 10．1�
11 � ラ ニ 牡4芦 56 武 豊前田 葉子氏 松永 幹夫 米 North Hills

Co. Limited 534 2：11．22� 4．3�
714 マイネルバイカ 牡8鹿 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西村 真幸 新ひだか 乾 皆雄 502＋ 62：11．3クビ 60．8�
47 エ ネ ス ク 牡4鹿 54 M．デムーロ桐谷 茂氏 和田 雄二 新冠 須崎牧場 514＋ 22：11．4	 10．0	
816 マイネルバサラ 牡4鹿 55 石川裕紀人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 浜口牧場 476＋ 22：12．14 29．6

35 ピ ッ ト ボ ス 牡4鹿 55 C．ルメール 前田 晋二氏 清水 久詞 日高 道見牧場 506－ 42：12．31
 13．6�
59 マイネルトゥラン 牡4黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム B508－10 〃 アタマ 7．6�
23 カフェブリッツ 牡4鹿 54 川田 将雅西川 光一氏 池江 泰寿 新ひだか 三石橋本牧場 536－ 4 〃 ハナ 4．4
713� アメリカンウィナー 牡8青鹿54 福永 祐一吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Woodcote

Stud, Ltd. 516＋122：12．72� 150．0�
24 カ ラ ク プ ア 牡4黒鹿54 内田 博幸�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 パカパカ

ファーム B486－142：12．8	 94．5�
612 ナリタハリケーン 牡8鹿 53 池添 謙一�オースミ 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 22：13．12 72．5�
48 � コクスイセン 牡4黒鹿54 戸崎 圭太中辻 明氏 寺島 良 登別 ユートピア牧場 512－ 62：13．63 27．6�
510 メイショウイチオシ 牡6黒鹿54 大野 拓弥松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 536－ 82：14．77 168．7�
611 スズカリバー 牡5鹿 53 黛 弘人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B486－ 62：16．18 88．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 69，210，100円 複勝： 83，458，500円 枠連： 47，085，100円
馬連： 203，412，000円 馬単： 81，646，200円 ワイド： 93，474，300円
3連複： 276，557，300円 3連単： 360，665，700円 計： 1，215，509，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 190円 � 1，360円 � 290円 枠 連（1－3） 1，530円

馬 連 �� 17，770円 馬 単 �� 30，090円

ワ イ ド �� 5，130円 �� 880円 �� 8，190円

3 連 複 ��� 46，560円 3 連 単 ��� 270，960円

票 数

単勝票数 計 692101 的中 � 135528（1番人気）
複勝票数 計 834585 的中 � 138992（2番人気）� 12627（12番人気）� 74901（5番人気）
枠連票数 計 470851 的中 （1－3） 23723（8番人気）
馬連票数 計2034120 的中 �� 8868（42番人気）
馬単票数 計 816462 的中 �� 2035（77番人気）
ワイド票数 計 934743 的中 �� 4591（48番人気）�� 28739（8番人気）�� 2860（64番人気）
3連複票数 計2765573 的中 ��� 4454（123番人気）
3連単票数 計3606657 的中 ��� 965（665番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．4―12．1―12．5―13．5―13．6―13．1―12．1―11．7―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―17．9―29．3―41．4―53．9―1：07．4―1：21．0―1：34．1―1：46．2―1：57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F36．2
1
3

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

2
4

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

ミ ツ バ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2014．9．21 阪神5着

2012．3．28生 牡5鹿 母 セントクリスマス 母母 ゴールデンジャック 28戦8勝 賞金 173，631，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）10頭 アドマイヤフライト号・サンライズホーム号・シンボリディスコ号・ディアドムス号・トウシンイーグル号・

トップディーヴォ号・メイショウヒコボシ号・モズライジン号・ヨヨギマック号・ラテンロック号

２レース目



12071 5月7日 曇 良 （29東京2）第6日 第11競走 ��
��1，600�第22回NHKマイルカップ（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・左）
牡・牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，牡馬57�，牝馬55�

NHK杯・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 95，000，000円 38，000，000円 24，000，000円 14，000，000円 9，500，000円
付 加 賞 3，822，000円 1，092，000円 546，000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

1：31．3
1：30．7
1：31．4

良
良
良

816 アエロリット 牝3芦 55 横山 典弘 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 478－ 21：32．3 5．8�
714� リエノテソーロ 牝3栗 55 吉田 隼人了德寺健二氏 武井 亮 米 Oak Bluff

Stables, LLC 450－ 41：32．51	 37．5�
36 ボンセルヴィーソ 牡3栗 57 松山 弘平名古屋友豊� 池添 学 日高 白井牧場 462－ 21：32．92	 14．4�
715 レッドアンシェル 牡3青鹿57 福永 祐一 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 442－14 〃 クビ 14．5�
611 オールザゴー 牡3鹿 57 内田 博幸 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 61：33．0
 57．1	
48 タイムトリップ 牡3黒鹿57 戸崎 圭太中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 478－ 2 〃 ハナ 19．7

612 ミ ス エ ル テ 牝3鹿 55 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 446－ 41：33．1	 12．2�
713� ト ラ ス ト 牡3芦 57 柴田 大知岡田 繁幸氏 中村 均 新冠 中本牧場 472± 01：33．31 77．4�
11 モンドキャンノ 牡3鹿 57 C．ルメールユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 472－ 2 〃 クビ 6．3
510 ディバインコード 牡3鹿 57 柴田 善臣 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 490－ 21：33．4	 22．6�
35 プラチナヴォイス 牡3鹿 57 石川裕紀人本間 茂氏 �島 一歩 新ひだか 矢野牧場 508＋ 4 〃 クビ 15．2�
47 ジョーストリクトリ 牡3鹿 57 武 豊上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 490－ 21：33．6
 17．1�
23 アウトライアーズ 牡3鹿 57 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 480± 0 〃 ハナ 7．7�
12 キ ョ ウ ヘ イ 牡3鹿 57 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 424－ 41：33．7	 38．2�
59 タイセイスターリー 牡3鹿 57 北村 宏司田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 518－ 21：34．01
 38．5�
817 ナイトバナレット 牡3芦 57 藤岡 佑介 �シルクレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478± 0 〃 アタマ 100．9�
24 カラクレナイ 牝3栗 55 M．デムーロ吉田 照哉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 484＋ 41：34．21 5．0�
818 ガンサリュート 牡3黒鹿57 池添 謙一 �キャロットファーム 安田 隆行 新ひだか 木村 秀則 508＋ 41：34．3
 29．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 502，841，000円 複勝： 565，927，600円 枠連： 509，125，800円 馬連： 2，201，203，400円 馬単： 765，346，500円
ワイド： 822，961，600円 3連複： 3，581，109，100円 3連単： 5，243，156，300円 5重勝： 541，576，900円 計： 14，733，248，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 220円 � 950円 � 320円 枠 連（7－8） 2，150円

馬 連 �� 17，290円 馬 単 �� 27，730円

ワ イ ド �� 4，460円 �� 1，000円 �� 6，400円

3 連 複 ��� 50，600円 3 連 単 ��� 296，160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����� 1，005，580円

票 数

単勝票数 計5028410 的中 � 691094（2番人気）
複勝票数 計5659276 的中 � 786524（1番人気）� 130310（14番人気）� 470312（5番人気）
枠連票数 計5091258 的中 （7－8） 183095（8番人気）
馬連票数 計22012034 的中 �� 104922（58番人気）
馬単票数 計7653465 的中 �� 20696（108番人気）
ワイド票数 計8229616 的中 �� 46727（58番人気）�� 220480（5番人気）�� 32397（75番人気）
3連複票数 計35811091 的中 ��� 53073（171番人気）
3連単票数 計52431563 的中 ��� 12835（994番人気）
5重勝票数 計5415769 的中 ����� 377

ハロンタイム 12．4―10．9―11．2―11．6―11．8―11．3―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―34．5―46．1―57．9―1：09．2―1：20．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アエロリット �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2016．6．19 東京1着

2014．5．17生 牝3芦 母 アステリックス 母母 アイルドフランス 6戦2勝 賞金 147，438，000円
※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） 1頭 エトルディーニュ号
（非抽選馬） 5頭 シーズララバイ号・スズカメジャー号・ダイイチターミナル号・ニシノアップルパイ号・メイショウオワラ号

12072 5月7日 曇 良 （29東京2）第6日 第12競走 ��
��1，300�

た ち か わ

立 川 特 別
発走16時25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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

815 プリサイスエース 牡6栗 57 田辺 裕信井山 登氏 奥村 武 新冠 芳住 鉄兵 506－ 41：18．1 3．4�
714 ケンコンイッテキ 牡4青鹿57 吉田 隼人 �CHEVAL AT-

TACHE 田島 俊明 新冠 ハシモトフアーム 502＋ 41：18．2� 43．7�
611 セ ネ ッ テ ィ 牡4鹿 57 C．ルメール �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 510＋121：18．3クビ 7．7�
47 カ ネ ー タ 牡5黒鹿57 石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 518＋ 21：18．51	 4．9�
612 セクシーボーイ 牡6鹿 57 柴田 大知 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B486± 01：18．71	 49．3�
816 フクノグリュック 牡5鹿 57 松岡 正海福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社

ケイズ 502－141：18．8� 60．0	
23 
 メイショウボンロク 牡6栗 57 高倉 稜松本 好雄氏 松下 武士 浦河 高昭牧場 484＋10 〃 クビ 165．8

510 マッカートニー 牡4栗 57 福永 祐一薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 478＋ 61：19．01	 27．7�
11 リターンラルク 牡6鹿 57 北村 宏司山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 B474－ 81：19．1クビ 11．6�
48 
 エタニティーワルツ 牡4黒鹿57 柴山 雄一村島 昭男氏 大和田 成 新ひだか 及川 幸夫 462－ 2 〃 アタマ 35．4
713 ヤマニンシャンデル 牝5栗 55 大野 拓弥土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 464± 01：19．31	 32．6�
12 アナザーバージョン �6鹿 57 内田 博幸 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム B486＋ 21：19．4� 5．8�
35 ミカエルシチー 牡5鹿 57 戸崎 圭太 �友駿ホースクラブ 橋口 慎介 浦河 駿河牧場 526－161：19．5� 5．6�
59 � ウ リ ボ ー 牡5栗 57 松山 弘平冨士井直哉氏 森 秀行 米 Dr. Char-

les S. Giles 530－ 61：19．7� 146．4�
24 シゲルヒラマサ 牡4芦 57 武藤 雅森中 蕃氏 水野 貴広 日高 高山牧場 476± 01：19．8� 52．7�
36 チ ャ ー ム 牝4栗 55 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506＋ 81：20．22 89．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 107，133，100円 複勝： 137，335，600円 枠連： 64，103，100円
馬連： 274，917，600円 馬単： 112，591，400円 ワイド： 150，460，800円
3連複： 371，236，900円 3連単： 542，353，300円 計： 1，760，131，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 830円 � 300円 枠 連（7－8） 2，340円

馬 連 �� 8，410円 馬 単 �� 13，580円

ワ イ ド �� 2，360円 �� 760円 �� 5，030円

3 連 複 ��� 20，090円 3 連 単 ��� 127，700円

票 数

単勝票数 計1071331 的中 � 250265（1番人気）
複勝票数 計1373356 的中 � 286651（1番人気）� 33274（11番人気）� 113717（5番人気）
枠連票数 計 641031 的中 （7－8） 21150（11番人気）
馬連票数 計2749176 的中 �� 25329（24番人気）
馬単票数 計1125914 的中 �� 6214（39番人気）
ワイド票数 計1504608 的中 �� 16106（21番人気）�� 54002（7番人気）�� 7429（48番人気）
3連複票数 計3712369 的中 ��� 13853（60番人気）
3連単票数 計5423533 的中 ��� 3079（371番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．2―29．9―41．9―54．0―1：05．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリサイスエース �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 Deputy Commander デビュー 2013．10．13 東京1着

2011．2．2生 牡6栗 母 ム カ ラ フ ァ 母母 Courtroom Antics 27戦4勝 賞金 82，216，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 トモトモリバー号・フィラーレ号
（非抽選馬） 4頭 アドマイヤムテキ号・ヴェゼール号・タッチシタイ号・ロゼッタストーン号

５レース目



（29東京2）第6日 5月7日（日曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 166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

385，360，000円
5，060，000円
17，710，000円
6，970，000円
47，300，000円
67，396，000円
4，982，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
1，007，342，900円
1，294，216，400円
784，512，000円
3，416，058，100円
1，346，202，900円
1，460，688，700円
5，141，396，600円
7，617，121，400円
541，576，900円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 22，609，115，900円

総入場人員 50，099名 （有料入場人員 47，932名）
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