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12121 5月26日 曇 良 （30東京2）第11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）
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

12 � トーセンロザリオ 牝3栗 54 三浦 皇成島川 �哉氏 田村 康仁 愛 Dance For
Fun Syndicate 466＋ 61：39．3 6．5�

510 サミットプッシュ 牡3青鹿56 丸山 元気 �キャロットファーム 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 458＋ 41：40．04 3．2�
714 ラ プ チ ュ ア 牝3栗 54 宮崎 北斗グリーンスウォード伊藤 伸一 新冠 アサヒ牧場 432－ 61：40．1クビ 349．4�
24 デンセツノマジョ 牝3黒鹿54 横山 典弘國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 450＋ 2 〃 ハナ 6．9�
713 リンガスビンゴ 牝3黒鹿54 内田 博幸伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 510± 0 〃 ハナ 12．4	
612 コハクノユメ 牡3鹿 56 戸崎 圭太橋本 忠雄氏 本間 忍 浦河 大道牧場 514＋ 21：40．2� 2．4

48 メダリオンモチーフ 牝3黒鹿54 吉田 隼人吉田 和美氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 428＋ 41：40．3	 53．6�
23 ア イ リ ス ト 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 新ひだか 藤本牧場 432－ 6 〃 クビ 119．5�
815 トラストアゲン 牡3栗 56

54 △菊沢 一樹浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 谷川牧場 508－ 41：40．4クビ 48．8
59 スプレンジーナ 牝3栗 54

53 ☆坂井 瑠星�長浜牧場 大和田 成 千歳 社台ファーム 400－10 〃 ハナ 34．0�
35 ヤマニンウリエル 牡3黒鹿56 黛 弘人土井 肇氏 黒岩 陽一 新冠 錦岡牧場 470－ 41：41．03	 65．4�
36 シオラパルク 
3栗 56 長岡 禎仁高橋 文男氏 尾形 和幸 浦河 市川フアーム 458－ 61：41．21� 53．4�
611 レイナグラシア 牝3栗 54

52 △武藤 雅広尾レース� 高柳 瑞樹 新ひだか 木村 秀則 472 ―1：41．3	 85．8�
11 ペ コ ボ ー イ 
3栗 56

53 ▲藤田菜七子トール＆ワイド 根本 康広 伊達 高橋農場 468－121：43．6大差 141．6�
816 ボンジュールヴォレ 牡3黒鹿 56

55 ☆井上 敏樹田中善次郎氏 高木 登 浦河 市川フアーム B510－ 21：43．91� 50．5�
47 シ ョ ウ カ ク 牝3栗 54 丸田 恭介中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 430＋ 21：44．11� 238．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，526，500円 複勝： 55，276，100円 枠連： 14，558，000円
馬連： 66，108，300円 馬単： 35，617，700円 ワイド： 43，607，000円
3連複： 93，142，200円 3連単： 121，870，800円 計： 459，706，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 230円 � 170円 �10，730円 枠 連（1－5） 930円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 430円 �� 33，990円 �� 29，930円

3 連 複 ��� 158，400円 3 連 単 ��� 566，380円

票 数

単勝票数 計 295265 的中 � 36020（3番人気）
複勝票数 計 552761 的中 � 65285（3番人気）� 109099（2番人気）� 945（16番人気）
枠連票数 計 145580 的中 （1－5） 12131（4番人気）
馬連票数 計 661083 的中 �� 61654（3番人気）
馬単票数 計 356177 的中 �� 13489（8番人気）
ワイド票数 計 436070 的中 �� 29685（4番人気）�� 309（84番人気）�� 351（79番人気）
3連複票数 計 931422 的中 ��� 441（168番人気）
3連単票数 計1218708 的中 ��� 156（697番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．7―48．5―1：01．4―1：14．0―1：26．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�トーセンロザリオ �
�
父 Galileo �

�
母父 Anabaa デビュー 2018．1．13 中山8着

2015．5．23生 牝3栗 母 Dance For Fun 母母 Hilaris 4戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 キンショウ号・ダディズテソーロ号・チョウヨウ号・トミケンゲヌーク号・トミケンバディリ号・マカロン号

12122 5月26日 曇 良 （30東京2）第11日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10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
1：19．5
1：19．0

良
良

59 アートシュアリー 牝3黒鹿 54
52 △武藤 雅森山 進氏 本間 忍 千歳 社台ファーム 404＋ 21：22．6 4．5�

612 ラヴァクール 牝3栗 54 吉田 隼人村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 494－ 81：22．7� 4．6�
48 シンボリセイント 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 460－ 2 〃 クビ 44．0�
611 ニシノラプランセス 牝3青鹿54 三浦 皇成西山 茂行氏 武市 康男 新冠 中本牧場 452＋121：22．91 8．5�
24 トーセンクロノス 牡3鹿 56 戸崎 圭太島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 片岡 博 426＋ 8 〃 アタマ 5．3�
47 プレイズラン 牝3栗 54 的場 勇人岡村 善行氏 牧 光二 日高 天羽牧場 446＋ 21：23．32� 4．8	
510 ヒ ヤ シ ン ス 牝3鹿 54 西田雄一郎
ミルファーム 岩戸 孝樹 苫小牧 藤澤 昭勝 466＋ 2 〃 アタマ 217．9�
35 オーシャンアロー 牡3鹿 56 長岡 禎仁冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新ひだか 増本牧場 450－ 61：23．72� 275．9�
817 ロイヤルジュビリー 牝3青 54 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 424－121：23．91� 20．6
12 コウキバイオ 牝3青鹿 54

53 ☆荻野 極バイオ� 松山 将樹 日高 沖田牧場 424－ 6 〃 ハナ 189．5�
714 ホウオウユーミン 牝3黒鹿54 大野 拓弥小笹 芳央氏 栗田 徹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 414 ―1：24．21� 83．5�
23 レ ガ 牝3栗 54 北村 宏司榊原 浩一氏 田中 剛 新ひだか 岡田スタツド 452 ― 〃 クビ 65．4�
713 アイアムガンバレヨ 牡3栗 56 石川裕紀人堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 438 ―1：24．3� 26．0�
715 スクワットゴールズ 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星清水 正裕氏 中野 栄治 新ひだか 谷岡スタット 426－101：24．4� 147．9�
816 ソ ン タ ク 牡3鹿 56 菅原 隆一田頭 勇貴氏 的場 均 えりも 熊沢牧場 438－ 61：24．71� 207．9�
11 アンジュパッセ 牝3鹿 54 内田 博幸ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 412＋ 21：24．8� 7．9�
36 キタサンモデル 牝3鹿 54 武士沢友治
大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 452 ― 〃 ハナ 101．5�
818 カチナドール 牝3栗 54 勝浦 正樹
日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 422 ―1：25．65 205．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，319，800円 複勝： 46，973，200円 枠連： 16，406，000円
馬連： 59，936，500円 馬単： 28，111，300円 ワイド： 39，637，100円
3連複： 74，803，800円 3連単： 88，210，000円 計： 381，397，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 180円 � 190円 � 780円 枠 連（5－6） 810円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，650円

ワ イ ド �� 490円 �� 3，020円 �� 2，150円

3 連 複 ��� 16，700円 3 連 単 ��� 78，370円

票 数

単勝票数 計 273198 的中 � 48402（1番人気）
複勝票数 計 469732 的中 � 80661（1番人気）� 72240（3番人気）� 11605（9番人気）
枠連票数 計 164060 的中 （5－6） 15570（3番人気）
馬連票数 計 599365 的中 �� 37378（4番人気）
馬単票数 計 281113 的中 �� 7951（8番人気）
ワイド票数 計 396371 的中 �� 22696（3番人気）�� 3205（30番人気）�� 4554（22番人気）
3連複票数 計 748038 的中 ��� 3358（48番人気）
3連単票数 計 882100 的中 ��� 816（241番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．7―12．0―11．5―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．4―47．4―58．9―1：10．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F35．2
3 ・（7，10）（8，15）（4，11，12）（5，14，16）9（13，17）－6（1，3）2，18 4 7（8，10）（11，15）（4，12）（9，5，14）16，13（1，17）6，3（2，18）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アートシュアリー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．1．28 東京6着

2015．5．10生 牝3黒鹿 母 ミスアルダント 母母 マ ガ ロ 3戦1勝 賞金 5，750，000円
〔制裁〕 ニシノラプランセス号の騎手三浦皇成は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 クリノエリザベッタ号・ミヤビチーター号

第２回 東京競馬 第１１日



12123 5月26日 曇 良 （30東京2）第11日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時10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

612 モ ン ツ ァ �3黒鹿56 H．ボウマン 吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 514－ 81：48．5 7．0�
（豪）

11 オースオブゴールド 牝3栗 54
52 △武藤 雅吉田 勝己氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 436－ 2 〃 クビ 60．7�

47 ウェディングベール 牝3芦 54
51 ▲横山 武史岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 434－ 61：48．6� 17．7�

35 ハワイアンダンサー 牝3鹿 54 石川裕紀人前迫 義幸氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 476 ―1：48．7	 32．7�
818 ラ ズ ワ ル ド 牡3黒鹿56 津村 明秀 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 青森 石田 英機 462－ 81：48．8	 83．9�
12 ステラーインパクト 牝3鹿 54 石橋 脩 C．フィプケ氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 432－12 〃 クビ 2．1	
24 ロゼフェニックス 牡3黒鹿56 戸崎 圭太髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 424－ 21：48．9	 2．8

713 ベネディクション �3栗 56 内田 博幸村野 康司氏 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 4 〃 ハナ 230．0�
510 オールステリーナ 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子宮田 守氏 黒岩 陽一 日高 前野牧場 474＋141：49．0� 12．2�
714 ケンレヴァンテ 牝3栗 54

52 △菊沢 一樹中西 宏彰氏 畠山 吉宏 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 392－181：49．1クビ 205．9

611 コウセイゲキソウ 牡3青鹿56 丸山 元気杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 村本牧場 492＋ 8 〃 ハナ 22．1�
817 オールドナシュワン 牡3黒鹿56 横山 和生�リーヴァ 松永 康利 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋ 2 〃 クビ 76．1�
715 コスモジラソウ 牡3栗 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 剛 浦河 市川フアーム 482＋ 21：49．2	 121．6�
816 ペイシェンス 牝3栗 54

53 ☆井上 敏樹北所 直人氏 小笠 倫弘 平取 赤石牧場 450＋ 41：49．41
 61．3�
48 マイネルアンドゥミ 牡3芦 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 438＋ 61：49．5クビ 330．5�

59 ヘ ー ゼ ル 牝3青鹿54 武士沢友治 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 黒岩 陽一 新ひだか キヨタケ牧場 444－ 61：49．81� 179．5�

23 クラシックバイオ 牝3黒鹿 54
53 ☆木幡 巧也バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 468± 0 〃 クビ 226．9�

36 スターソフィア 牝3鹿 54 西田雄一郎吉田 晴哉氏 大和田 成 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 416－ 8 〃 ハナ 334．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 36，113，000円 複勝： 71，789，900円 枠連： 19，347，800円
馬連： 70，295，200円 馬単： 41，164，500円 ワイド： 49，604，200円
3連複： 96，615，600円 3連単： 145，416，200円 計： 530，346，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 380円 � 1，830円 � 610円 枠 連（1－6） 600円

馬 連 �� 17，860円 馬 単 �� 29，940円

ワ イ ド �� 3，870円 �� 1，450円 �� 6，180円

3 連 複 ��� 63，890円 3 連 単 ��� 304，700円

票 数

単勝票数 計 361130 的中 � 40737（3番人気）
複勝票数 計 717899 的中 � 53985（3番人気）� 9483（10番人気）� 31288（6番人気）
枠連票数 計 193478 的中 （1－6） 24923（2番人気）
馬連票数 計 702952 的中 �� 3049（29番人気）
馬単票数 計 411645 的中 �� 1031（52番人気）
ワイド票数 計 496042 的中 �� 3273（27番人気）�� 9021（12番人気）�� 2037（36番人気）
3連複票数 計 966156 的中 ��� 1134（96番人気）
3連単票数 計1454162 的中 ��� 346（477番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―36．3―48．7―1：01．2―1：13．6―1：25．0―1：36．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F34．9

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

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

勝馬の
紹 介

モ ン ツ ァ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2017．8．13 新潟5着

2015．1．27生 �3黒鹿 母 スピードリッパー 母母 ポ ッ プ ス 4戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 ハワイアンダンサー号の騎手石川裕紀人は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：

15番・4番）
〔その他〕 ハワイアンダンサー号は，最後の直線コースで内側に逃避したことについて平地調教注意。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

12124 5月26日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （30東京2）第11日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：17．5良・良

46 サンホッブズ 牡5鹿 60 上野 翔 �加藤ステーブル 中舘 英二 浦河 日の出牧場 478± 03：22．4 7．1�
34 ウ ル ラ ー レ 牡4栗 59 石神 深一�G1レーシング 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 43：22．82� 4．3�
57 シ シ オ ウ 牡4鹿 59 森 一馬 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 斉藤 崇史 新ひだか 棚川 光男 482－103：22．9クビ 8．0�
33 インテグリティー 牡5鹿 60 難波 剛健前田 幸治氏 高橋 義忠 むかわ 上水牧場 466－103：23．11� 36．3�
58 ロンギングダンサー 牡9黒鹿60 五十嵐雄祐坂本 浩一氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 500－ 23：23．52� 4．9�
712 トーヨーピース 牡4鹿 59 草野 太郎中嶋 宏氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 474－ 23：23．6� 3．2	
22 トゥルーウインド 牡6栗 60 山本 康志 
社台レースホース田中 剛 安平 追分ファーム 444－103：24．13 48．5�
711 パワーポケット 牡6黒鹿60 大江原 圭柳原 達也氏 中野 栄治 浦河 ダイヤモンドファーム 540＋ 43：24．31 58．4�
610� フレンドリトル 牡5芦 60 高野 和馬戸山 昌彦氏 加藤 和宏 日高 前川 義則 458＋103：24．93� 296．6
69 ニシノオラクル 牡4栗 59 蓑島 靖典西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 ガーベラパー

クスタツド 462＋ 23：25．32� 35．0�
45 スズカホワイト 	4芦 59 小坂 忠士永井 啓弍氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 476－303：25．62 95．9�
814 フェルメッツァ 牡7鹿 60 西谷 誠 
キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 4 〃 ハナ 8．2�
813 オ リ ヴ ァ ー 牡4芦 59 金子 光希飯田 正剛氏 田中 剛 新ひだか 千代田牧場 458＋ 63：26．98 206．6�
11 サーデューク 牡4黒鹿59 浜野谷憲尚吉田 和美氏 竹内 正洋 浦河 鎌田 正嗣 514－ 23：30．3大差 102．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，775，000円 複勝： 37，089，500円 枠連： 14，534，100円
馬連： 49，342，500円 馬単： 27，661，200円 ワイド： 32，331，500円
3連複： 69，727，700円 3連単： 91，906，200円 計： 348，367，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 180円 � 180円 � 250円 枠 連（3－4） 1，210円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 3，070円

ワ イ ド �� 570円 �� 910円 �� 740円

3 連 複 ��� 3，550円 3 連 単 ��� 23，050円

票 数

単勝票数 計 257750 的中 � 28987（4番人気）
複勝票数 計 370895 的中 � 55394（4番人気）� 59023（3番人気）� 33930（5番人気）
枠連票数 計 145341 的中 （3－4） 9259（6番人気）
馬連票数 計 493425 的中 �� 27070（5番人気）
馬単票数 計 276612 的中 �� 6757（12番人気）
ワイド票数 計 323315 的中 �� 15015（5番人気）�� 8894（13番人気）�� 11193（9番人気）
3連複票数 計 697277 的中 ��� 14710（12番人気）
3連単票数 計 919062 的中 ��� 2890（78番人気）
上り 1マイル 1：43．8 4F 51．6－3F 38．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンホッブズ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．6．27 東京7着

2013．4．7生 牡5鹿 母 パ ピ ュ ラ 母母 ノースフライト 障害：3戦1勝 賞金 10，900，000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。
（非当選馬） 1頭 エスポワールパレス号



12125 5月26日 曇 良 （30東京2）第11日 第5競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走12時30分（番組第6競走を順序変更） （芝・左）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

55 グロンディオーズ 牡3黒鹿56 H．ボウマン �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 530＋ 22：24．4 1．6�
（豪）

44 リビーリング 牡3鹿 56 戸崎 圭太�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 498－ 22：24．5� 3．2�
22 エストスペリオル 牡3鹿 56 石橋 脩 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 446＋ 42：24．92� 17．8�
33 マイネルキラメキ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 438＋ 62：25．75 10．8�
77 ダノンパーフェクト 牡3鹿 56

55 ☆坂井 瑠星�ダノックス 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 488± 02：25．8� 8．7	
88 シエラネバダ 牡3芦 56 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 504－ 82：26．01� 19．9

66 ドルチェラヴィータ 牝3黒鹿54 横山 典弘高橋 文男氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 430± 02：27．06 33．0�
11 コントラスト 牝3鹿 54

52 △菊沢 一樹田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 トド岩高原銀河農
場物語有限会社 448＋ 22：27．95 197．5�

（8頭）

売 得 金
単勝： 50，516，200円 複勝： 150，752，500円 枠連： 発売なし
馬連： 77，840，700円 馬単： 52，438，100円 ワイド： 45，539，000円
3連複： 83，015，200円 3連単： 223，528，700円 計： 683，630，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 120円 � 200円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 360円

ワ イ ド �� 150円 �� 400円 �� 500円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 1，920円

票 数

単勝票数 計 505162 的中 � 238881（1番人気）
複勝票数 計1507525 的中 � 1131926（1番人気）� 127995（2番人気）� 43403（5番人気）
馬連票数 計 778407 的中 �� 239471（1番人気）
馬単票数 計 524381 的中 �� 107434（1番人気）
ワイド票数 計 455390 的中 �� 105160（1番人気）�� 24043（6番人気）�� 18541（7番人気）
3連複票数 計 830152 的中 ��� 76966（3番人気）
3連単票数 計2235287 的中 ��� 84193（3番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．4―12．3―12．0―12．2―12．2―12．3―12．0―11．5―11．6―11．8

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―24．1―36．5―48．8―1：00．8―1：13．0―1：25．2―1：37．5―1：49．5―2：01．0―2：12．6

コーナー
通過順位

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

2
4
4，7－1，8，6，2－5－3
4，7－8（1，2）（6，5，3）

勝馬の
紹 介

グロンディオーズ 
�
父 ルーラーシップ 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．2．12 東京1着

2015．4．10生 牡3黒鹿 母 シ ェ リ ー ル 母母 ジェドゥーザムール 3戦2勝 賞金 15，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

12126 5月26日 曇 良 （30東京2）第11日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走13時00分（番組第5競走を順序変更） （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

重
不良

24 � ジャスパーウィン 牡3栗 56 戸崎 圭太加藤 和夫氏 森 秀行 米 Spendthrift
Farm LLC 478－121：25．3 3．9�

35 キタノユウキ 牡3鹿 56 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 日高 増尾牧場 526＋ 41：25．4� 10．4�
816 ハーモニーライズ 牡3黒鹿56 石橋 脩日下部勝德氏 土田 稔 様似 様似堀牧場 488－ 21：25．5	 23．3�
11 グラスルーナ 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也半沢� 杉浦 宏昭 新ひだか タツヤファーム 486－ 21：25．71
 134．0�
714 ラ ン パ ク 牡3芦 56 三浦 皇成一村 哲也氏 高木 登 新冠 ハクツ牧場 486－ 41：25．91
 14．4�
36 ショウナンアンビル 牡3栗 56

55 ☆坂井 瑠星国本 哲秀氏 高橋 義忠 様似 猿倉牧場 438－ 41：26．11� 13．6	
48 カレイドスコープ 牝3鹿 54

52 △菊沢 一樹�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか 本桐牧場 462± 01：26．2	 130．8

713 プロミネンス 牝3鹿 54

52 △武藤 雅下河邉 博氏 小島 茂之 浦河 中村 雅明 468＋ 81：26．4	 63．6�
815 デンコウケンジャ 牡3黒鹿56 柴田 善臣田中 康弘氏 高橋 亮 浦河 大島牧場 492＋ 61：26．61
 13．6�
59 ウサギノダンス 牡3黒鹿56 柴田 大知桐谷 茂氏 南田美知雄 浦河 大道牧場 470± 0 〃 アタマ 31．1
47 ワンダーツー 牡3鹿 56 内田 博幸山口 裕介氏 田村 康仁 新ひだか 静内坂本牧場 516－ 81：27．02� 18．4�
23 スターリーウォリア 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極山口 正行氏 清水 久詞 浦河 田中スタッド 502－ 4 〃 クビ 3．8�
611 ハ ウ リ ン グ 牝3栗 54 津村 明秀ゴドルフィン 大久保龍志 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468＋ 81：27．21
 17．1�
612 ライトオンキュー 牡3鹿 56 横山 典弘ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488－ 61：28．810 5．1�
510 キョウエイオビエド 牡3芦 56 北村 宏司田中 晴夫氏 勢司 和浩 浦河 山口 義彦 460－ 81：28．9	 189．5�
12 クリノロマン 牝3芦 54 西田雄一郎栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 宮内牧場 456＋ 81：29．75 156．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，084，200円 複勝： 75，084，100円 枠連： 27，685，600円
馬連： 88，023，900円 馬単： 37，832，800円 ワイド： 62，198，000円
3連複： 121，175，100円 3連単： 131，879，400円 計： 585，963，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 190円 � 330円 � 540円 枠 連（2－3） 590円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 2，770円

ワ イ ド �� 740円 �� 1，150円 �� 2，650円

3 連 複 ��� 8，680円 3 連 単 ��� 33，520円

票 数

単勝票数 計 420842 的中 � 85130（2番人気）
複勝票数 計 750841 的中 � 123266（2番人気）� 57187（4番人気）� 30764（10番人気）
枠連票数 計 276856 的中 （2－3） 36343（2番人気）
馬連票数 計 880239 的中 �� 37045（4番人気）
馬単票数 計 378328 的中 �� 10220（5番人気）
ワイド票数 計 621980 的中 �� 22473（4番人気）�� 13881（13番人気）�� 5809（35番人気）
3連複票数 計1211751 的中 ��� 10462（27番人気）
3連単票数 計1318794 的中 ��� 2852（77番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．8―35．7―47．8―1：00．1―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ジャスパーウィン �
�
父 Jimmy Creed �

�
母父 Tapit デビュー 2017．11．4 東京5着

2015．3．7生 牡3栗 母 Chick Flick 母母 Not Enough Time 6戦2勝 賞金 16，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 イエローブレイヴ号・エリーナハーラー号・キモンプリンス号・コスモジョーカー号・タラニス号・

デルマシャンパン号・ラインギャラント号



12127 5月26日 曇 良 （30東京2）第11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
1：33．8
1：33．3

重
良

59 フ ィ ス キ オ 牡4栗 57 戸崎 圭太�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 平山牧場 476＋ 41：37．7 17．3�
816 サイドチェンジ 牡4黒鹿57 勝浦 正樹大塚 亮一氏 池上 昌和 新ひだか 平野牧場 B510－ 41：37．8� 17．0�
713 キングオブアームズ 牡5鹿 57

54 ▲木幡 育也窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 466± 01：38．01	 16．2�
23 
 スターライトブルー 牡4黒鹿57 田辺 裕信青芝商事� 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 21：38．1� 3．0�
510 ディアシューター 牡4黒鹿57 吉田 隼人ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 中島牧場 498－ 2 〃 ハナ 4．0�
815 ディライトラッシュ 牡4鹿 57 H．ボウマン �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 浦河 小倉牧場 B492－ 21：38．52� 6．3	
（豪）

714 ヨクエロマンボ �5芦 57 村田 一誠平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 454± 01：38．6� 23．7

35 リフトトゥヘヴン 牡4鹿 57 内田 博幸丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 480－ 41：38．81	 10．2�
11 リ ア リ ス ト 牡5鹿 57 石橋 脩吉澤 克己氏 相沢 郁 安平 ノーザンファーム B484＋ 41：39．11� 8．1�
611 サンマルライバル 牡4青鹿 57

56 ☆荻野 極相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 B480－ 8 〃 ハナ 377．7
36 ハートオブスワロー 牝4黒鹿55 柴田 大知�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 432＋ 21：39．41� 113．4�
48 サーベラージュ 牡4栗 57 秋山真一郎�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 490＋ 61：39．5� 22．0�
612
 ショウナンハドル 牡4黒鹿57 横山 和生国本 哲秀氏 勢司 和浩 新ひだか 松本牧場 472＋ 61：39．71� 249．0�
12 
 マ ハ ロ 牡4鹿 57

56 ☆坂井 瑠星 Him Rock Racing
ホールディングス� 武市 康男 日高 タバタファーム 486＋ 2 〃 クビ 129．7�

47 
 トモジャプリマ 牝4黒鹿 55
52 ▲横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前谷 武志 450－ 81：40．01� 293．0�

24 ボ ー シ エ ル 牡5黒鹿 57
56 ☆木幡 初也 �社台レースホース林 徹 安平 追分ファーム B522＋ 41：40．53 187．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，796，800円 複勝： 71，472，700円 枠連： 24，475，400円
馬連： 105，768，300円 馬単： 45，265，500円 ワイド： 65，105，400円
3連複： 129，239，900円 3連単： 155，555，600円 計： 642，679，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，730円 複 勝 � 540円 � 470円 � 480円 枠 連（5－8） 790円

馬 連 �� 11，210円 馬 単 �� 20，370円

ワ イ ド �� 3，100円 �� 3，920円 �� 3，300円

3 連 複 ��� 51，250円 3 連 単 ��� 303，980円

票 数

単勝票数 計 457968 的中 � 21137（8番人気）
複勝票数 計 714727 的中 � 34755（8番人気）� 40075（6番人気）� 39706（7番人気）
枠連票数 計 244754 的中 （5－8） 23794（3番人気）
馬連票数 計1057683 的中 �� 7306（32番人気）
馬単票数 計 452655 的中 �� 1666（63番人気）
ワイド票数 計 651054 的中 �� 5430（32番人気）�� 4267（37番人気）�� 5085（33番人気）
3連複票数 計1292399 的中 ��� 1891（110番人気）
3連単票数 計1555556 的中 ��� 371（656番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．8―12．3―12．7―12．6―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．1―34．9―47．2―59．9―1：12．5―1：24．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フ ィ ス キ オ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．6．26 東京2着

2014．3．2生 牡4栗 母 フ ィ ー ユ 母母 ファレノプシス 17戦2勝 賞金 27，600，000円
〔その他〕 マハロ号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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 ヌンジュリエット号・ブラウンアニマート号・ペイシャリサ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

12128 5月26日 曇 良 （30東京2）第11日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走14時00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
1：31．3
1：30．7

良
良

611 パンドラフォンテン 牝4栗 55 内田 博幸吉橋 興生氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 454－ 41：34．0 6．7�
11 マツリダウメキチ 牡4鹿 57 三浦 皇成髙橋 文枝氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B484－ 81：34．21� 54．0�
816 レ ロ ー ヴ 牝4鹿 55 田辺 裕信今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 490＋ 41：34．41� 28．8�
23 スーパーブレイク 牡4黒鹿 57

55 △武藤 雅堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 462＋ 4 〃 クビ 4．3�
24 	 バスカヴィル 牡4鹿 57 戸崎 圭太ゴドルフィン 加藤 征弘 米

Tenth Street
Stables, LLC &
Darley

476－ 21：34．5クビ 11．3�
36 バトルスピリッツ 牡4鹿 57

54 ▲木幡 育也山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 三石川上牧場 508－12 〃 ハナ 4．5�
47 	 フローラデマリポサ 牝4鹿 54 石橋 脩吉田 和美氏 堀 宣行 豪 Cressfield 476＋ 81：34．6
 4．1	
59 タックボーイ 牡4鹿 57 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 456＋ 21：34．7
 174．7�
35 ゴールドアピール 牝4鹿 55 北村 宏司居城 寿与氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム 466＋ 21：34．91� 19．3�
510 オ ー ル デ ン 牡4鹿 57 丸山 元気金山 敏也氏 小西 一男 浦河 金成吉田牧場 442－ 41：35．0� 140．1
817 サトノクロノス 牡4青鹿57 H．ボウマン �サトミホースカンパニー 田中 博康 日高 シンボリ牧場 B446± 01：35．1クビ 9．7�

（豪）

612 ディーグランデ 牡4鹿 57 柴田 善臣嶋田 賢氏 和田 勇介 新ひだか 服部 牧場 464－10 〃 ハナ 23．1�
713� パルクリール 牝4黒鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 422± 01：35．31� 330．5�
818� ルメイユール 牝4黒鹿55 西田雄一郎 �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 508－ 41：35．51� 469．7�
48 � タニセンジュピター 牡4鹿 57

55 △菊沢 一樹染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 460－131：35．6クビ 192．1�
12 アルチレイロ 4青鹿57 石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 448± 0 〃 クビ 22．7�
715 テ ソ ー ロ 4鹿 57

56 ☆坂井 瑠星了德寺健二ホール
ディングス� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B482＋ 11：36．13 181．3�

714 バトルグランドリイ 牝5鹿 55 丸田 恭介飯田 正剛氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 B450± 01：36．31 307．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 40，160，300円 複勝： 62，733，100円 枠連： 25，762，900円
馬連： 95，125，800円 馬単： 37，273，800円 ワイド： 57，754，000円
3連複： 111，448，100円 3連単： 128，823，000円 計： 559，081，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 250円 � 1，260円 � 800円 枠 連（1－6） 4，270円

馬 連 �� 32，600円 馬 単 �� 49，740円

ワ イ ド �� 7，740円 �� 3，010円 �� 14，260円

3 連 複 ��� 161，050円 3 連 単 ��� 856，850円

票 数

単勝票数 計 401603 的中 � 47525（4番人気）
複勝票数 計 627331 的中 � 78581（4番人気）� 11667（11番人気）� 19165（10番人気）
枠連票数 計 257629 的中 （1－6） 4674（15番人気）
馬連票数 計 951258 的中 �� 2261（52番人気）
馬単票数 計 372738 的中 �� 562（101番人気）
ワイド票数 計 577540 的中 �� 1919（54番人気）�� 5004（34番人気）�� 1037（65番人気）
3連複票数 計1114481 的中 ��� 519（214番人気）
3連単票数 計1288230 的中 ��� 109（1194番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．6―12．1―11．8―11．4―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．6―35．2―47．3―59．1―1：10．5―1：22．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パンドラフォンテン �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2016．10．10 東京2着

2014．4．21生 牝4栗 母 バーデンフォンテン 母母 フラッシュアワー 8戦2勝 賞金 19，150，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



12129 5月26日 曇 良 （30東京2）第11日 第9競走 ��
��1，400�

ふ が く

富 嶽 賞
発走14時35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 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

重
不良

714� イーグルバローズ 牡4鹿 57 石橋 脩猪熊 広次氏 堀 宣行 米 C. Kidder
& N. Cole 544＋141：23．6 1．7�

35 ダイワスキャンプ 	6鹿 57 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 428＋ 61：24．55 67．1�
47 エレクトロポップ 牡5青鹿57 内田 博幸 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 500－ 41：24．6
 18．7�
12 キタサンガンバ 牡5鹿 57 戸崎 圭太�大野商事 小笠 倫弘 日高 株式会社

RUMIファーム 490± 01：24．7
 4．3�
510� シャープシューター 牡4黒鹿57 H．ボウマン �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 508－ 8 〃 アタマ 7．3�

（豪）

59 ドウカンヤマ 牡5栗 57 横山 和生一村 哲也氏 高木 登 新冠 ハクツ牧場 496－ 41：25．01
 149．3	
713 デピュティプライム 	5栗 57 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 482± 0 〃 アタマ 14．1

24 シアワセデス 牝5鹿 55 石川裕紀人窪田 康志氏 浜田多実雄 浦河 有限会社

吉田ファーム 486－ 41：25．1� 70．3�
11 セ ネ ッ テ ィ 牡5鹿 57 横山 典弘 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 496＋ 2 〃 ハナ 17．2
23 � エタニティーワルツ 牡5黒鹿57 西田雄一郎村島 昭男氏 大和田 成 新ひだか 及川 幸夫 496－ 21：25．31� 72．2�
611 ワキノハガクレ 牡6黒鹿57 坂井 瑠星脇山 良之氏 松下 武士 新冠 平山牧場 418－ 41：25．51 431．5�
48 メイショウヴォルガ 牡4鹿 57 菊沢 一樹松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 490－ 81：25．6クビ 42．9�
815 タイセイスペリオル 牡5鹿 57 北村 宏司田中 成奉氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 474＋ 41：25．7
 32．2�
612 スレッジハンマー 牡6鹿 57 武藤 雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小島 茂之 日高 豊洋牧場 486＋ 21：26．33� 448．1�
816 メイショウカイモン 	7鹿 57 武士沢友治松本 好雄氏 和田 勇介 浦河 本巣 敦 472－ 41：26．4
 339．8�
36 ヘ ル デ ィ ン 牝4青鹿55 丸山 元気金山 敏也氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 434＋ 4 〃 ハナ 159．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 58，365，900円 複勝： 97，143，000円 枠連： 33，038，200円
馬連： 143，481，500円 馬単： 71，210，200円 ワイド： 82，763，300円
3連複： 176，552，800円 3連単： 270，340，500円 計： 932，895，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 120円 � 940円 � 290円 枠 連（3－7） 4，650円

馬 連 �� 8，450円 馬 単 �� 9，450円

ワ イ ド �� 2，580円 �� 650円 �� 7，200円

3 連 複 ��� 28，460円 3 連 単 ��� 94，680円

票 数

単勝票数 計 583659 的中 � 272396（1番人気）
複勝票数 計 971430 的中 � 347626（1番人気）� 16602（10番人気）� 66646（6番人気）
枠連票数 計 330382 的中 （3－7） 5498（13番人気）
馬連票数 計1434815 的中 �� 13153（22番人気）
馬単票数 計 712102 的中 �� 5649（24番人気）
ワイド票数 計 827633 的中 �� 8068（26番人気）�� 35103（7番人気）�� 2832（49番人気）
3連複票数 計1765528 的中 ��� 4652（69番人気）
3連単票数 計2703405 的中 ��� 2070（221番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．5―47．6―59．6―1：11．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F36．0
3 9，8，10，1，14（2，6）7（4，16）（3，5，15）（11，12）13 4 9，8，10，14，1，7（2，6）（4，16）（3，5，15）（13，11，12）

勝馬の
紹 介

�イーグルバローズ �
�
父 Henny Hughes �

�
母父 Quiet American デビュー 2017．7．30 新潟5着

2014．4．29生 牡4鹿 母 Minny’s Niece 母母 Spectacular Affair 4戦3勝 賞金 28，413，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ウインバローラス号・カネノイロ号・ケルンウィナー号
（非抽選馬） 8頭 ウィズエモーション号・カフェライジング号・ケルティックソード号・スプリングフット号・ハシカミ号・

ヒルノデンハーグ号・フジゴウカイ号・メイプルキング号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

12130 5月26日 曇 良 （30東京2）第11日 第10競走 ��
��1，600�

は や ま

葉 山 特 別
発走15時10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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

44 トゥザクラウン 牡4鹿 57 H．ボウマン �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 520－ 61：34．3 3．3�
（豪）

22 アオイシンゴ 牡4芦 57 内田 博幸新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 486－ 2 〃 ハナ 3．0�
79 シンギュラリティ 牡4鹿 57 戸崎 圭太吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 484－ 4 〃 クビ 4．4�
811� アーチキング 	5鹿 57 田辺 裕信 �シルクレーシング 木村 哲也 米 Spendthrift

Farm, LLC 520＋ 61：34．4
 6．8�
67 オンタケハート 牡7鹿 57 丸山 元気宮原 廣伸氏 伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 486－ 61：35．03
 222．6�
55 ウィンドライジズ 牡4鹿 57 石橋 脩平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 462－ 6 〃 ハナ 9．5	
78 コスモヨハネ 牡6栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 494＋ 21：35．1
 11．7

66 トーホウアイレス 牝4青鹿55 三浦 皇成東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 468± 01：35．2� 40．2�
33 ルナプロスペクター 牡6鹿 57 伊藤 工真 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：35．3クビ 46．2
810� エアシーラン 牡6黒鹿57 石川裕紀人村田 裕子氏 小崎 憲 平取 稲原牧場 482－12 〃 ハナ 191．8�
11 ストーミング 牡7栗 57 長岡 禎仁栗坂 崇氏 柄崎 孝 浦河 中神牧場 494－ 21：37．3大差 326．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 59，605，900円 複勝： 90，248，400円 枠連： 27，869，800円
馬連： 151，960，100円 馬単： 67，614，400円 ワイド： 86，155，700円
3連複： 173，616，100円 3連単： 308，136，200円 計： 965，206，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 110円 � 140円 枠 連（2－4） 550円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 210円 �� 320円 �� 250円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 2，970円

票 数

単勝票数 計 596059 的中 � 144388（2番人気）
複勝票数 計 902484 的中 � 160769（2番人気）� 245351（1番人気）� 137336（3番人気）
枠連票数 計 278698 的中 （2－4） 38948（2番人気）
馬連票数 計1519601 的中 �� 208909（1番人気）
馬単票数 計 676144 的中 �� 46746（1番人気）
ワイド票数 計 861557 的中 �� 109104（1番人気）�� 63586（5番人気）�� 87394（2番人気）
3連複票数 計1736161 的中 ��� 204639（1番人気）
3連単票数 計3081362 的中 ��� 75069（1番人気）

ハロンタイム 13．2―11．9―12．2―12．0―11．9―11．1―10．8―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．2―25．1―37．3―49．3―1：01．2―1：12．3―1：23．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F33．1
3 4，5（2，8）（6，9）（3，10）（7，11）＝1 4 ・（4，5）（2，6，8）（3，9）10（7，11）＝1

勝馬の
紹 介

トゥザクラウン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．10．23 京都9着

2014．2．12生 牡4鹿 母 トゥザヴィクトリー 母母 フェアリードール 9戦3勝 賞金 47，577，000円
〔制裁〕 トゥザクラウン号の騎手H．ボウマンは，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



12131 5月26日 曇 良 （30東京2）第11日 第11競走
テイエムオペラオー追悼競走

��
��1，400�

けやき

欅 ス テ ー ク ス
発走15時45分 （ダート・左）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

重
不良

36 	 ドリームキラリ 牡6青 57 坂井 瑠星ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Colts Neck
Stables LLC B492± 01：23．8 21．7�

23 サンライズノヴァ 牡4栗 58 戸崎 圭太松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 536＋101：24．11
 1．8�
713 サトノファンタシー 牡5鹿 57 石橋 脩 �サトミホースカンパニー 松田 国英 日高 下河辺牧場 486＋ 41：24．2
 30．6�
510	 ベストマッチョ �5黒鹿57 H．ボウマン 馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米

Fredericka V.
Caldwell &
Mitchel Skolnick

B484－ 21：24．3
 5．6�
（豪）

714 ダノングッド 牡6栗 57 田辺 裕信�ダノックス 村山 明 浦河 三嶋牧場 B516＋ 41：24．4� 24．2�
815 ブルミラコロ 牡6鹿 57 秋山真一郎髙田 秀信氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 524＋ 41：24．5� 18．0	
11 	 ルグランフリソン 牡5鹿 57 内田 博幸前田 幸治氏 中竹 和也 米 Green Lantern

Stables, LLC 476－ 41：24．71 11．9

59 ブライトンロック 牡4黒鹿56 田中 勝春坂巻 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 466＋ 81：24．91� 30．2�
12 ドリームドルチェ 牡6青鹿56 柴田 大知ライオンレースホース� 根本 康広 日高 滝本 健二 512＋ 2 〃 ハナ 118．4�
611 アキトクレッセント 牡6鹿 57 荻野 極岡田 昭利氏 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500 1：25．0クビ 30．5
612 スマートダンディー 牡4鹿 56 横山 典弘大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 494＋ 2 〃 クビ 12．4�
24 サ ノ イ チ 牡7鹿 56 武藤 雅佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 474－ 81：25．31
 248．0�
816 キョウエイアシュラ 牡11鹿 58 丸山 元気田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 460－ 21：25．51 511．0�
47 レッドゲルニカ 牡5鹿 57 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 554－ 6 〃 クビ 9．0�
35 トラキチシャチョウ 牡7鹿 57 黒岩 悠 �ミキハウスHKサービス 服部 利之 新冠 村上 欽哉 496－ 41：25．6� 442．5�
48 トウショウドラフタ 牡5栗 56 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 480＋ 41：25．7クビ 77．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 115，051，500円 複勝： 156，445，300円 枠連： 63，041，000円
馬連： 348，870，400円 馬単： 155，189，500円 ワイド： 190，258，200円
3連複： 481，630，600円 3連単： 720，059，000円 計： 2，230，545，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，170円 複 勝 � 370円 � 130円 � 540円 枠 連（2－3） 1，860円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 6，160円

ワ イ ド �� 460円 �� 5，370円 �� 880円

3 連 複 ��� 11，180円 3 連 単 ��� 92，930円

票 数

単勝票数 計1150515 的中 � 42251（7番人気）
複勝票数 計1564453 的中 � 85674（7番人気）� 482251（1番人気）� 54353（10番人気）
枠連票数 計 630410 的中 （2－3） 26198（7番人気）
馬連票数 計3488704 的中 �� 144630（6番人気）
馬単票数 計1551895 的中 �� 18873（17番人気）
ワイド票数 計1902582 的中 �� 114614（4番人気）�� 8413（50番人気）�� 54895（7番人気）
3連複票数 計4816306 的中 ��� 32308（39番人気）
3連単票数 計7200590 的中 ��� 5617（273番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．2―36．1―48．0―59．5―1：11．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F35．8
3 6（10，13）1（7，15）2（4，12）5，11，14（9，16）3，8 4 ・（6，10）13，7，15（1，12）（2，4）（5，11）（9，14）（16，3）－8

勝馬の
紹 介

	ドリームキラリ �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Gone West デビュー 2015．5．16 京都16着

2012．2．18生 牡6青 母 Truant 母母 Korveya 27戦6勝 賞金 127，434，000円
［他本会外：4戦1勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 サウンドスカイ号・サングラス号・シュテルングランツ号・トラスト号・ペイシャモンシェリ号・

マッチレスヒーロー号・メドウラーク号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

12132 5月26日 曇 良 （30東京2）第11日 第12競走 ��1，600�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
1：33．8
1：33．3

重
良

35 グッドラックサマー 牡4栗 57 横山 和生澤田 孝之氏 尾形 和幸 新ひだか 伊藤 敏明 554－ 41：37．4 12．8�
816 ブライトリビング 牝5芦 55 大野 拓弥 �社台レースホース久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 41：37．5� 5．5�
24 ジュンスターホース 牡4栗 57 三浦 皇成河合 純二氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B472＋ 4 〃 クビ 4．6�
611 サクラエンパイア 牡5鹿 57 石橋 脩�さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 462－ 21：37．6クビ 10．9�
510 テイエムテツジン 牡6栗 57 丸田 恭介竹園 正繼氏 飯田 雄三 浦河 バンブー牧場 446－10 〃 クビ 120．7	
47 ドラゴンカップ 牡5鹿 57 戸崎 圭太窪田 芳郎氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 452± 01：38．13 7．2

612 キミノナハセンター �7鹿 57

54 ▲木幡 育也山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 486± 01：38．2� 26．7�
12 ベバスカーン 牡5鹿 57 津村 明秀千明牧場 勢司 和浩 浦河 田中スタッド 542－ 21：38．3� 16．8�
714 ホッコーライデン 牡4黒鹿57 北村 宏司北幸商事� 松永 康利 日高 川端 正博 510－ 6 〃 クビ 3．8
36 ラインフェルス 牡6栗 57 吉田 隼人村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 484－ 4 〃 ハナ 112．0�
48 モンストルコント 牡5黒鹿 57

55 △菊沢 一樹 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 496± 0 〃 ハナ 32．2�
11 オールウェイズゼア 牡4黒鹿 57

55 △武藤 雅グリーンスウォード高市 圭二 新ひだか 荒木 貴宏 480－ 41：38．83 77．0�
713 キンイロジャッカル 牡4栗 57 丸山 元気石瀬 浩三氏 相沢 郁 日高 出口牧場 502－ 4 〃 アタマ 26．5�
815 シーリーヴェール 牡7青鹿57 H．ボウマン �社台レースホース杉山 晴紀 安平 追分ファーム 486－ 21：39．75 18．9�

（豪）

59 ビ バ ラ ビ ダ 牝5鹿 55 柴田 大知桐谷 茂氏 石栗 龍彦 浦河 久保 昇 492＋ 6 〃 ハナ 79．7�
23 ダイワドレッサー 牝5鹿 55 石川裕紀人大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 472＋ 61：40．55 35．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 81，345，900円 複勝： 125，064，500円 枠連： 47，963，500円
馬連： 200，586，300円 馬単： 76，840，900円 ワイド： 125，540，800円
3連複： 262，722，500円 3連単： 324，381，400円 計： 1，244，445，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 300円 � 190円 � 170円 枠 連（3－8） 2，910円

馬 連 �� 4，280円 馬 単 �� 8，610円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 990円 �� 630円

3 連 複 ��� 7，260円 3 連 単 ��� 56，450円

票 数

単勝票数 計 813459 的中 � 50690（6番人気）
複勝票数 計1250645 的中 � 91380（6番人気）� 172539（3番人気）� 210302（2番人気）
枠連票数 計 479635 的中 （3－8） 12748（15番人気）
馬連票数 計2005863 的中 �� 36313（15番人気）
馬単票数 計 768409 的中 �� 6690（32番人気）
ワイド票数 計1255408 的中 �� 26630（13番人気）�� 32178（10番人気）�� 53134（3番人気）
3連複票数 計2627225 的中 ��� 27135（20番人気）
3連単票数 計3243814 的中 ��� 4166（167番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―35．8―48．3―1：00．9―1：13．0―1：25．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グッドラックサマー �
�
父 サマーバード �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2017．4．2 中山6着

2014．3．22生 牡4栗 母 バックアタック 母母 ビッグハート 11戦3勝 賞金 31，650，000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 シルバーポジー号・フクノグリュック号
（非抽選馬） 1頭 シベリウス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（30東京2）第11日 5月26日（土曜日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 183頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

218，420，000円
12，620，000円
1，450，000円
24，100，000円
75，469，500円
5，572，800円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
611，661，000円
1，040，072，300円
314，682，300円
1，457，339，500円
676，219，900円
880，494，200円
1，873，689，600円
2，710，107，000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 9，564，265，800円

総入場人員 34，910名 （有料入場人員 33，272名）
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