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12085 5月17日 晴 良 （27東京2）第8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

713 リリーグランツ 牝3鹿 54 吉田 豊森岡 幸人氏 矢野 英一 新ひだか 前川 正美 B440＋ 41：27．4 2．5�
35 レディゴーラウンド 牝3芦 54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B440－ 21：27．5� 9．9�
24 ウエバフラッシュ 牝3栗 54 三浦 皇成上羽 浩平氏 加藤 和宏 伊達 高橋農場 476± 01：27．71� 3．8�
59 エスティルンバ 牝3栗 54 菅原 隆一 �エスティファーム 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 418－ 61：28．01� 49．0�
36 ハジメノイッポ 牝3青鹿54 丸田 恭介藤田 好紀氏 加藤 和宏 浦河 丸幸小林牧場 B468± 01：28．1� 141．1�
714 イ ロ ジ カ ケ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 星野 忍 新冠 前川 隆範 474＋16 〃 クビ 37．9	
816 ナゲットレイツ 牝3鹿 54 岩部 純二竹本いずみ氏 中川 公成 日高 滝本 健二 456－ 2 〃 ハナ 22．2

48 タイセイゴッホ 牝3鹿 54 戸崎 圭太田中 成奉氏 菊川 正達 浦河 帰山 清貴 478＋ 41：28．73� 4．1�
612 ビレッジアスリート 牝3青 54 柴田 大知村山 浩伸氏 矢野 英一 新冠 村上 欽哉 436＋ 81：28．91� 192．9�
815 オクテットバレー 牝3鹿 54 勝浦 正樹�テシオ 矢野 英一 浦河 大道牧場 458 ―1：29．0� 15．3
47 アラビアンハート 牝3鹿 54 和田 竜二吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新冠 つつみ牧場 448＋ 41：29．1� 38．6�
510 キョウエイボサツ 牝3栗 54 武士沢友治田中 晴夫氏 古賀 史生 浦河 山口 義彦 448－ 21：29．2� 146．5�
11 ロイヤルアスカ 牝3栗 54 北村 宏司�髙昭牧場 新開 幸一 浦河 高昭牧場 424± 01：29．3� 34．3�
611 ラブテンダー 牝3黒鹿54 川島 信二増田 陽一氏 和田 雄二 新冠 新冠橋本牧場 494－ 21：29．83 114．7�
12 フクノアストライア 牝3鹿 54 木幡 初広福島 祐子氏 武井 亮 浦河 大柳ファーム 452＋ 21：29．9� 200．9�
23 デルマオイラン 牝3青鹿54 江田 照男浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 日高 ファニーヒルファーム 460＋241：30．96 159．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，936，500円 複勝： 36，787，600円 枠連： 14，280，900円
馬連： 53，598，400円 馬単： 32，068，600円 ワイド： 29，696，900円
3連複： 72，020，500円 3連単： 107，870，300円 計： 365，259，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 190円 � 120円 枠 連（3－7） 1，180円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 410円 �� 170円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，230円 3 連 単 ��� 6，470円

票 数

単勝票数 計 189365 的中 � 59528（1番人気）
複勝票数 計 367876 的中 � 151653（1番人気）� 27639（4番人気）� 65718（2番人気）
枠連票数 計 142809 的中 （3－7） 9306（5番人気）
馬連票数 計 535984 的中 �� 33206（4番人気）
馬単票数 計 320686 的中 �� 12440（6番人気）
ワイド票数 計 296969 的中 �� 16444（4番人気）�� 54667（1番人気）�� 12215（5番人気）
3連複票数 計 720205 的中 ��� 43595（2番人気）
3連単票数 計1078703 的中 ��� 12071（11番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．7―13．3―12．7―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―36．7―50．0―1：02．7―1：14．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リリーグランツ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2014．8．3 新潟5着

2012．4．25生 牝3鹿 母 コメンデーション 母母 プ ラ ン ス 11戦1勝 賞金 14，500，000円

12086 5月17日 晴 良 （27東京2）第8日 第2競走 ��1，300�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
1：16．4
1：16．4

重
重

611 ヴ ァ ッ ハ ウ 牡3鹿 56 北村 宏司�ラ・メール 田村 康仁 新冠 赤石 久夫 476± 01：19．6 2．7�
510 ロックフォール 牡3黒鹿56 岩田 康誠四本 昭弘氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 430－ 2 〃 クビ 9．0�
815 モンサンナシーラ 牡3栗 56 戸崎 圭太山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 伊藤 敏明 518＋ 81：20．55 17．2�
23 トミケンモヴェール 牡3栗 56 三浦 皇成冨樫 賢二氏 大和田 成 新ひだか グランド牧場 454－ 41：20．6� 48．6�
36 ウサギノカケアシ 牡3芦 56 江田 照男桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 大滝 康晴 466＋ 21：20．7クビ 3．7�
612 ケイアイトレジャー 牡3芦 56 柴山 雄一亀田 和弘氏 畠山 吉宏 日高 アイズスタッド株式会社 500＋ 6 〃 クビ 5．3	
59 ラスティハーツ 牡3栗 56 浜中 俊 Him Rock Racing 田村 康仁 新冠 有限会社 大

作ステーブル 468－ 21：20．91 57．8

48 ポ ン ト ス 牡3鹿 56 内田 博幸�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか キヨタケ牧場 B452± 0 〃 ハナ 10．1�
713 タケショウビクター 牡3黒鹿56 石橋 脩�ナイト商事 相沢 郁 様似 山口 幸雄 486＋ 4 〃 クビ 15．2
816 アスカアンジュ 牝3青鹿54 吉田 豊上野 武氏 本間 忍 新ひだか 藤原牧場 B476＋ 61：21．11 149．8�
12 ノーブルマーキュリ 牝3栗 54 勝浦 正樹吉木 伸彦氏 水野 貴広 新冠 長浜 忠 418＋ 41：21．2� 119．3�
47 ワールドハーモニー 牡3鹿 56 武 豊日下部勝德氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル B466－ 4 〃 クビ 41．6�
714 ノ ア ロ ッ ク 牡3鹿 56 武士沢友治佐山 公男氏 水野 貴広 平取 原田 新治 452＋101：21．3クビ 491．3�
11 デ ィ ナ ー ル 牡3鹿 56 木幡 初広江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 446＋ 41：21．93� 306．6�
35 コパノウィルソン 牡3鹿 56 田辺 裕信小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 谷岡牧場 486＋101：22．32� 36．6�

（15頭）
24 マ タ ン ギ �3芦 56 丸田 恭介�ミルファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 山際牧場 422± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 25，491，000円 複勝： 43，251，400円 枠連： 17，294，200円
馬連： 64，246，300円 馬単： 35，368，300円 ワイド： 36，908，200円
3連複： 81，201，800円 3連単： 114，563，100円 計： 418，324，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 240円 � 460円 枠 連（5－6） 670円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 460円 �� 980円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 4，590円 3 連 単 ��� 16，080円

票 数

単勝票数 差引計 254910（返還計 614） 的中 � 73141（1番人気）
複勝票数 差引計 432514（返還計 1391） 的中 � 120223（1番人気）� 41954（4番人気）� 17399（7番人気）
枠連票数 差引計 172942（返還計 63） 的中 （5－6） 19791（2番人気）
馬連票数 差引計 642463（返還計 4252） 的中 �� 46643（3番人気）
馬単票数 差引計 353683（返還計 2202） 的中 �� 14852（5番人気）
ワイド票数 差引計 369082（返還計 2879） 的中 �� 22443（3番人気）�� 9474（9番人気）�� 4382（18番人気）
3連複票数 差引計 812018（返還計 9682） 的中 ��� 13267（15番人気）
3連単票数 差引計1145631（返還計 13204） 的中 ��� 5164（43番人気）

ハロンタイム 7．3―11．2―11．7―12．3―12．4―12．2―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．3―18．5―30．2―42．5―54．9―1：07．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴ ァ ッ ハ ウ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー 2015．1．12 中山5着

2012．4．27生 牡3鹿 母 シンカンメグミ 母母 フレンドシザラ 7戦1勝 賞金 14，900，000円
〔競走除外〕 マタンギ号は，馬場入場後に疾病〔左寛跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 トミケンモヴェール号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：8

番）

第２回 東京競馬 第８日



12087 5月17日 晴 良 （27東京2）第8日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11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
1：34．1
1：33．3

不良
良

713� ソルティコメント 牡3栗 56 柴山 雄一窪田 康志氏 藤沢 和雄 米 Craig B.
Singer 450± 01：38．7 1．7�

46 � ベイビータピット 牡3栗 54 石橋 脩吉田 和美氏 斎藤 誠 豪
Arrowfield Group
Pty Ltd, Spend-
thrift Farm

462－ 41：39．02 3．3�
610 ロマンホープ 牡3黒鹿56 柴田 善臣菅 實氏 石毛 善彦 新ひだか 友田牧場 430－ 61：40．38 20．6�
611 プ ラ セ ン タ 牝3青鹿54 江田 照男�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 456＋10 〃 ハナ 73．5�
815 トーセンアスリート 牡3鹿 56 菅原 隆一島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 468－ 21：40．83 39．9	
23 ジーアイウォーカー 牡3黒鹿56 北村 宏司岩崎 充利氏 谷原 義明 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 472＋ 6 〃 アタマ 51．9

59 � パラダイスガーデン 牝3栗 54 柴田 大知岡田 牧雄氏 栗田 博憲 米 Crossroads

Farm, LLC 460± 01：41．22� 30．8�
34 ブロッサムヒル 牡3鹿 56 三浦 皇成小國 和紀氏 牧 光二 新冠 川島牧場 484＋ 41：41．3	 16．6�
814 セイウンエオリア 牡3栗 56 内田 博幸西山 茂行氏 萱野 浩二 浦河 高昭牧場 482－101：41．51
 21．6
22 マイティーフライ 牝3鹿 54 和田 竜二�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 420－ 4 〃 クビ 104．0�
58 デルマハチゴロウ 牡3鹿 56 木幡 初広浅沼 廣幸氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム 474± 01：41．6クビ 362．9�
47 アルファマリニン 牡3鹿 56 田辺 裕信�貴悦 小西 一男 新冠 石郷岡 雅樹 522－ 21：41．7	 41．9�
35 スリーナイトダリア 牡3黒鹿56 蛯名 正義田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 野坂牧場 494 ―1：42．12� 12．3�
712 パストラーレ 牡3栗 56 花田 大昂三田 昌宏氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 508－ 61：42．31� 122．7�
11 サウンドアラムシャ 牡3青鹿56 戸崎 圭太増田 雄一氏 和田正一郎 新ひだか 中田 英樹 430＋ 21：44．7大差 48．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，906，700円 複勝： 58，256，600円 枠連： 18，051，600円
馬連： 64，200，700円 馬単： 41，929，400円 ワイド： 34，700，800円
3連複： 82，646，400円 3連単： 132，736，900円 計： 459，429，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 120円 � 200円 枠 連（4－7） 200円

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 270円

ワ イ ド �� 130円 �� 370円 �� 510円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 1，750円

票 数

単勝票数 計 269067 的中 � 120274（1番人気）
複勝票数 計 582566 的中 � 345471（1番人気）� 81350（2番人気）� 26978（3番人気）
枠連票数 計 180516 的中 （4－7） 68950（1番人気）
馬連票数 計 642007 的中 �� 237924（1番人気）
馬単票数 計 419294 的中 �� 113156（1番人気）
ワイド票数 計 347008 的中 �� 93971（1番人気）�� 19309（2番人気）�� 13058（4番人気）
3連複票数 計 826464 的中 ��� 78338（1番人気）
3連単票数 計1327369 的中 ��� 54821（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―36．5―49．6―1：02．7―1：15．0―1：26．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F36．0
3 6（9，12）1（4，7，11）（3，13）（2，14）（10，15）－5，8 4 6（9，12）11（1，4，7）（3，13）（2，14）10，15（8，5）

勝馬の
紹 介

�ソルティコメント �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Cozzene デビュー 2014．11．8 東京7着

2012．2．18生 牡3栗 母 Salty Response 母母 Lake Huron 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サウンドアラムシャ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月17日まで平地

競走に出走できない。
※パストラーレ号・マイティーフライ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

12088 5月17日 晴 良 （27東京2）第8日 第4競走 ��1，400�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
1：19．6
1：19．0

良
良

23 ステラレガーロ 牝3黒鹿54 田中 勝春村野 康司氏 栗田 徹 日高 下河辺牧場 432－ 21：22．4 9．9�
35 トリノレージョ 牝3鹿 54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 田中 剛 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 416± 01：22．5� 5．0�
714 コスモカンプ 牡3鹿 56 柴田 大知岡田 繁幸氏 奥平 雅士 新ひだか 鹿嶋牧場 B488＋ 41：22．71� 2．5�
47 フクノハイスピード 牝3栗 54 横山 典弘福島 祐子氏 的場 均 新ひだか 山際牧場 426± 01：22．8クビ 20．6�
611 クィーンパレット 牝3鹿 54 石橋 脩井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 430－ 4 〃 クビ 9．8�
715 ボンジュールチカラ 牡3黒鹿56 和田 竜二田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 津田牧場 446± 01：22．9� 232．3	
36 レオフラッパー 牝3栗 54 柴田 善臣
レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 458＋ 41：23．11� 54．5�
24 エクストラペトル 牝3黒鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋ 81：23．31� 3．1�
59 テイエムレジェンド 牡3鹿 56 江田 照男竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 木田牧場 434－ 81：23．4� 61．4
713 レッドファーレン 牝3青鹿54 丸田 恭介 
東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 434＋ 41：23．61� 49．7�
817 アイスブラッサム 牝3栗 54 北村 宏司今中 俊平氏 黒岩 陽一 浦河 バンブー牧場 410＋ 21：23．81� 87．9�
11 メイスンセンター 牝3鹿 54 柴山 雄一梅村 浩氏 小島 茂之 新冠 新冠橋本牧場 440＋ 2 〃 ハナ 213．0�
612 ジカンリョコウ 牝3栗 54 藤岡 康太堀口 晴男氏 谷原 義明 浦河 福田牧場 398－ 61：23．9� 366．2�
816 トラディショナル 牡3栗 56 武士沢友治西村 專次氏 古賀 史生 浦河 グラストレーニ

ングセンター 440－ 21：24．0� 366．8�
12 ラビットボーテ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行西村 静子氏 伊藤 伸一 浦河 高岸 順一 418－ 2 〃 クビ 182．6�
510 キ タ ノ ユ メ 牝3鹿 54 勝浦 正樹北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 北海道静内農業高等学校 416－ 61：24．32 388．5�
48 シャインワンハート 牝3芦 54 木幡 初広皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 442－ 21：24．4クビ 357．5�
818 ゴールデンサークル 牝3鹿 54 川島 信二岡田 隆寛氏 的場 均 登別 ユートピア牧場 458± 01：24．5� 537．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，021，200円 複勝： 38，282，800円 枠連： 16，891，400円
馬連： 64，924，000円 馬単： 40，183，300円 ワイド： 32，149，400円
3連複： 79，345，700円 3連単： 126，959，600円 計： 426，757，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 250円 � 160円 � 120円 枠 連（2－3） 560円

馬 連 �� 2，920円 馬 単 �� 6，690円

ワ イ ド �� 760円 �� 510円 �� 290円

3 連 複 ��� 2，080円 3 連 単 ��� 18，480円

票 数

単勝票数 計 280212 的中 � 22443（5番人気）
複勝票数 計 382828 的中 � 28996（5番人気）� 56136（3番人気）� 108727（1番人気）
枠連票数 計 168914 的中 （2－3） 23016（3番人気）
馬連票数 計 649240 的中 �� 17211（10番人気）
馬単票数 計 401833 的中 �� 4499（24番人気）
ワイド票数 計 321494 的中 �� 9884（9番人気）�� 15666（6番人気）�� 31296（2番人気）
3連複票数 計 793457 的中 ��� 28488（6番人気）
3連単票数 計1269596 的中 ��� 4980（59番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．9―11．8―11．5―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―35．8―47．6―59．1―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ステラレガーロ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー 2014．11．24 東京5着

2012．3．28生 牝3黒鹿 母 エレガントレガーロ 母母 ジヤンブリーガール 5戦1勝 賞金 5，700，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 エタナルトウショウ号・オンユアマーク号・ロッソマドンナ号



12089 5月17日 晴 良 （27東京2）第8日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時25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

56 レ ア リ ス タ 牡3栗 56 福永 祐一 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 492 ―2：01．3 1．6�
45 マコトギンスバーグ 牡3鹿 56 戸崎 圭太�ディアマント 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 446± 02：01．4� 6．7�
57 マイネルカレッツァ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中舘 英二 日高 白井牧場 488＋ 42：01．82� 50．7�
33 アキトプレスト 牡3栗 56 江田 照男岡田 昭利氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 478－ 22：01．9クビ 10．5�
11 	 ヌ ー ナ 牝3黒鹿54 田辺 裕信岡田 牧雄氏 小島 茂之 米

Frank McEn-
tee & Frank-
fort Park Farm

518＋ 8 〃 クビ 5．0	
44 ラックアサイン 牝3鹿 54 蛯名 正義岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 4 〃 アタマ 33．4

68 マ ッ セ 牡3鹿 56 和田 竜二村上 卓史氏 戸田 博文 日高 白井牧場 488 ―2：02．64 82．2�
813 コパノハミルトン 牡3黒鹿56 勝浦 正樹小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 480－ 22：02．7� 203．5�
22 トーアムーンリバー 牡3栗 56 木幡 初広高山ランド� 上原 博之 豊浦トーア牧場 442± 02：03．65 358．1
812 デルマゴシンゾサン 牝3栗 54 武士沢友治浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 404－ 22：04．02� 552．6�
710 ミュゼフローレンス 牝3黒鹿54 柴山 雄一髙橋 仁氏 高市 圭二 新ひだか 水上 習孝 490± 0 〃 クビ 79．9�
711 レッドアイヴァー 牡3栗 56 田中 勝春 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 462＋ 42：04．1� 7．8�
69 オベストルシャトウ 牝3黒鹿54 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 396＋ 82：04．41� 371．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 39，443，300円 複勝： 57，177，500円 枠連： 16，027，000円
馬連： 72，658，700円 馬単： 50，266，100円 ワイド： 34，435，400円
3連複： 86，666，400円 3連単： 173，023，500円 計： 529，697，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 160円 � 690円 枠 連（4－5） 450円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，360円 �� 2，340円

3 連 複 ��� 5，630円 3 連 単 ��� 12，990円

票 数

単勝票数 計 394433 的中 � 188057（1番人気）
複勝票数 計 571775 的中 � 245416（1番人気）� 76225（3番人気）� 10418（7番人気）
枠連票数 計 160270 的中 （4－5） 27024（1番人気）
馬連票数 計 726587 的中 �� 93191（2番人気）
馬単票数 計 502661 的中 �� 46055（3番人気）
ワイド票数 計 344354 的中 �� 33490（3番人気）�� 6042（15番人気）�� 3428（20番人気）
3連複票数 計 866664 的中 ��� 11545（19番人気）
3連単票数 計1730235 的中 ��� 9650（47番人気）

ハロンタイム 13．2―12．2―11．7―12．6―12．9―12．4―12．2―11．3―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．4―37．1―49．7―1：02．6―1：15．0―1：27．2―1：38．5―1：49．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F34．1

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

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

勝馬の
紹 介

レ ア リ ス タ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Meadowlake 初出走

2012．4．23生 牡3栗 母 トキオリアリティー 母母 What a Reality 1戦1勝 賞金 5，000，000円

12090 5月17日 晴 良 （27東京2）第8日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時55分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

22 ダイワインパルス 牡3鹿 56 田中 勝春大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 466＋ 21：37．5 4．5�
11 ワイルドダンサー 牡3鹿 56 福永 祐一草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 484＋ 61：38．13� 10．4�
34 モンドアルジェンテ 牡3芦 56 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 506＋ 2 〃 アタマ 3．1�
46 ミ ツ バ 牡3鹿 56 M．デムーロ�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 446＋ 4 〃 クビ 5．1�
712 ノースヒーロー 牡3栗 56 蛯名 正義 �スピードファーム和田 正道 新ひだか 漆原 武男 468＋ 6 〃 アタマ 62．9	
33 ポルトボナール 牡3黒鹿56 武士沢友治後藤 英成氏 武井 亮 森 笹川大晃牧場 486－ 21：38．31� 20．1

57 ココスタイル 牡3芦 56 柴山 雄一林 正道氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 520＋ 4 〃 ハナ 174．9�
610 ブラインドタッチ 牡3青 56 戸崎 圭太村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 476＋ 6 〃 ハナ 9．8�
813 ロードシャリオ 牡3鹿 56 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 464－ 21：38．4クビ 9．6
711 ベルウッドケルン 牡3栗 56 吉田 豊鈴木 照雄氏 本間 忍 伊達 高橋農場 470－ 41：38．61� 64．4�
814 シャンタルエット 牝3鹿 54 浜中 俊 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 462－ 61：38．92 52．4�
58 ナ ス カ ザ ン 牝3鹿 54 柴田 大知小山田 満氏 鈴木 伸尋 日高 日高大洋牧場 B472＋ 61：39．11� 127．7�
45 コ ン テ ナ 牡3鹿 56 北村 宏司住谷 孝一氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 592＋ 41：39．52� 72．4�
69 パルパルパピヨン 牝3鹿 54 田辺 裕信堀口 晴男氏 尾形 和幸 新ひだか 田中 裕之 476＋ 81：39．82 10．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，699，800円 複勝： 60，043，300円 枠連： 19，635，600円
馬連： 91，529，800円 馬単： 41，880，500円 ワイド： 44，373，900円
3連複： 106，644，800円 3連単： 148，150，200円 計： 547，957，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 150円 � 240円 � 130円 枠 連（1－2） 2，170円

馬 連 �� 2，080円 馬 単 �� 3，810円

ワ イ ド �� 870円 �� 250円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 12，920円

票 数

単勝票数 計 356998 的中 � 62751（2番人気）
複勝票数 計 600433 的中 � 105835（2番人気）� 49586（5番人気）� 139976（1番人気）
枠連票数 計 196356 的中 （1－2） 6989（11番人気）
馬連票数 計 915298 的中 �� 34079（9番人気）
馬単票数 計 418805 的中 �� 8241（15番人気）
ワイド票数 計 443739 的中 �� 11820（11番人気）�� 52075（1番人気）�� 16268（7番人気）
3連複票数 計1066448 的中 ��� 40598（4番人気）
3連単票数 計1481502 的中 ��� 8311（26番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．8―12．3―12．9―12．3―12．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．4―47．7―1：00．6―1：12．9―1：25．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワインパルス �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2014．8．3 新潟4着

2012．3．6生 牡3鹿 母 プロテクトジアース 母母 ロジカルクィーン 8戦2勝 賞金 22，574，000円



12091 5月17日 晴 良 （27東京2）第8日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走13時25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

611 マ リ オ ー ロ 牡3鹿 56 戸崎 圭太菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 482＋ 61：21．5 1．5�
11 ファンシーリシェス 牝3鹿 54 田辺 裕信原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 448－ 41：21．6� 21．0�
59 カービングパス 牝3鹿 54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 468＋101：21．81	 5．2�
510 スペチアーレ 牝3鹿 54 M．デムーロ青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 468＋101：21．9� 21．1�
47 アミーキティア 牝3栗 54 丸田 恭介�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460＋ 4 〃 クビ 22．1	
816 キングデュナミス 牡3鹿 56 福永 祐一村上 義勝氏 小島 茂之 新ひだか 静内白井牧場 442－ 21：22．11 53．7

36 プラチナコード 牡3芦 56 浜中 俊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加用 正 浦河 岡本牧場 482＋ 8 〃 ハナ 46．9�
612 シルヴァーコード 牝3芦 54 北村 宏司田上 雅春氏 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 8 〃 クビ 10．1�
818 ラ ト ゥ ー ル 牝3鹿 54 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 428± 0 〃 アタマ 43．7
715 ギンザヴィクトリア 牝3黒鹿54 吉田 豊有馬 博文氏 水野 貴広 新冠 新冠橋本牧場 422－ 8 〃 ハナ 51．7�
713 ビジューミニョン 牝3青鹿54 C．ルメール �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 458－ 41：22．31	 94．2�
12 ランバイワイルド 牡3鹿 56 江田 照男佐藤 力治氏 池上 昌弘 青森 ワールドファーム 440＋ 2 〃 アタマ 283．6�
23 キースカーフ 牝3鹿 54 石橋 脩北前孔一郎氏 相沢 郁 浦河 村下農場 442＋ 61：22．4� 154．1�
24 クラウンテイラー 牡3鹿 56 勝浦 正樹�クラウン 田島 俊明 浦河 藤春 修二 452－ 6 〃 ハナ 174．6�
817 トーセンペンタゴン 牡3青 56 内田 博幸島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B476＋ 61：22．5� 38．9�
48 ヴァリアントアロー 牡3鹿 56 和田 竜二�ラ・メール 田村 康仁 平取 川向高橋育

成牧場 482± 0 〃 クビ 74．5�
35 ガンマーフォンテン 牡3栗 56 柴田 大知吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 492－ 4 〃 ハナ 256．3�
714 イワヌガハナ 
3黒鹿56 岩田 康誠國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 462± 01：23．03 29．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 35，987，600円 複勝： 88，869，900円 枠連： 28，214，400円
馬連： 94，535，200円 馬単： 60，934，100円 ワイド： 48，478，200円
3連複： 109，934，900円 3連単： 191，961，400円 計： 658，915，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 320円 � 160円 枠 連（1－6） 1，570円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 2，070円

ワ イ ド �� 580円 �� 200円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ��� 8，830円

票 数

単勝票数 計 359876 的中 � 182995（1番人気）
複勝票数 計 888699 的中 � 567968（1番人気）� 24082（6番人気）� 73818（2番人気）
枠連票数 計 282144 的中 （1－6） 13852（6番人気）
馬連票数 計 945352 的中 �� 42326（6番人気）
馬単票数 計 609341 的中 �� 22033（6番人気）
ワイド票数 計 484782 的中 �� 19278（6番人気）�� 75536（1番人気）�� 8172（13番人気）
3連複票数 計1099349 的中 ��� 37834（5番人気）
3連単票数 計1919614 的中 ��� 15746（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．1―47．0―58．5―1：09．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マ リ オ ー ロ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2014．10．18 東京3着

2012．5．2生 牡3鹿 母 アイアムラヴィング 母母 プラウドウイングス 7戦2勝 賞金 27，590，000円
※キースカーフ号・ランバイワイルド号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

12092 5月17日 晴 良 （27東京2）第8日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走13時55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

45 トーセンターキー 牡5黒鹿57 C．ルメール 島川 �哉氏 加藤 征弘 新ひだか 岡田スタツド 492－141：33．8 4．0�
812 ウンプテンプ 牡4鹿 57 川田 将雅青山 洋一氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 504＋101：34．11� 6．8�
68 ウインオリアート 牝4黒鹿55 M．デムーロ�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 438＋ 41：34．31	 2．8�
711 スパーブデイ 牡4鹿 57 武 豊藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 524± 0 〃 ハナ 7．3�
56 ヒカルエリントン 牡5鹿 57 福永 祐一吉橋 計氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 522＋ 2 〃 ハナ 19．8	
11 パープルセイル 牝4黒鹿55 北村 宏司吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 456＋ 2 〃 ハナ 7．9

57 マイネプレセア 牝4青鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 41：34．51
 33．8�
69 ダイワブレイディ �5芦 57 三浦 皇成大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 514＋ 41：34．6クビ 9．1�
33 � ウエスタンパレス 牡5鹿 57 田中 勝春 �ウエスタンファーム 和田 雄二 米 Dr. Masa-

take Iida 566－161：34．81
 74．2
710 ハーモニーフェア 牝5黒鹿55 田辺 裕信 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 480＋ 81：34．9	 69．2�
44  ムーンドロップ 牡4鹿 57 嘉藤 貴行�Basic 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 444＋ 2 〃 クビ 209．8�
813 ローレルラスター 牡5鹿 57 横山 典弘 �ローレルレーシング 的場 均 新冠 協和牧場 498＋ 41：35．43 61．4�
22  アルマダクロス 牡5栗 57 内田 博幸栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 中神牧場 466＋ 61：35．5	 144．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 36，483，800円 複勝： 54，197，700円 枠連： 22，155，100円
馬連： 98，341，500円 馬単： 49，525，600円 ワイド： 43，718，700円
3連複： 104，032，300円 3連単： 172，073，900円 計： 580，528，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 140円 � 210円 � 120円 枠 連（4－8） 2，310円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 3，880円

ワ イ ド �� 780円 �� 250円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 14，080円

票 数

単勝票数 計 364838 的中 � 72706（2番人気）
複勝票数 計 541977 的中 � 94993（2番人気）� 48550（5番人気）� 158505（1番人気）
枠連票数 計 221551 的中 （4－8） 7408（10番人気）
馬連票数 計 983415 的中 �� 39067（9番人気）
馬単票数 計 495256 的中 �� 9569（19番人気）
ワイド票数 計 437187 的中 �� 12844（12番人気）�� 49994（1番人気）�� 21611（5番人気）
3連複票数 計1040323 的中 ��� 44659（4番人気）
3連単票数 計1720739 的中 ��� 8855（44番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．2―12．0―11．7―11．2―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―36．1―48．1―59．8―1：11．0―1：22．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンターキー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2012．11．17 東京4着

2010．3．14生 牡5黒鹿 母 チェリーラブ 母母 ターンツーダイナ 11戦3勝 賞金 31，984，000円
※ウエスタンパレス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



12093 5月17日 晴 良 （27東京2）第8日 第9競走 ��2，000�
ち ち ぶ

秩 父 特 別
発走14時25分 （芝・左）

牝，4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，55�
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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

710 マローブルー 牝4鹿 55 戸崎 圭太金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 日高 日高大洋牧場 448＋ 41：59．8 2．0�

67 シュンドルボン 牝4青鹿55 M．デムーロ�下河辺牧場 矢野 英一 日高 下河辺牧場 482－ 61：59．9� 3．2�
33 アースザスリー 牝5鹿 55 C．ルメール �クイーンズ・ランチ 加藤 征弘 新ひだか 折手牧場 488－ 22：00．32� 6．4�
56 インナーアージ 牝5鹿 55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 456＋202：00．62 10．3�
11 ベルプラージュ 牝4黒鹿55 吉田 豊 �キャロットファーム 尾形 充弘 安平 追分ファーム 448＋ 42：00．81� 19．7	
79 アンジュデュバン 牝4黒鹿55 嘉藤 貴行後藤 英成氏 武市 康男 日高 荒井ファーム 450＋122：00．9� 139．4

68 ヤマトダイアンサス 牝5栃栗55 北村 宏司みの商事� 大竹 正博 日高 山際 辰夫 488＋ 82：01．0� 12．0�
22 ミラクルラヴィ 牝5栗 55 勝浦 正樹藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 486＋ 62：01．1クビ 42．6�
44 ソロデビュー 牝6黒鹿55 和田 竜二�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 500＋ 62：01．42 159．8
55 アニマトゥール 牝5黒鹿55 内田 博幸 �社台レースホース金成 貴史 安平 追分ファーム 454＋ 22：01．5� 157．1�
812 ジーニマジック 牝5鹿 55 田中 勝春田所 英子氏 小笠 倫弘 日高 天羽牧場 474± 02：01．71 107．4�
811 チェリーメドゥーサ 牝6青鹿55 田辺 裕信櫻井 悦朗氏 小西 一男 新ひだか 中田 浩美 448－ 42：01．8� 72．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 40，120，900円 複勝： 47，459，300円 枠連： 23，999，700円
馬連： 115，503，600円 馬単： 67，012，000円 ワイド： 43，108，000円
3連複： 125，527，200円 3連単： 261，605，100円 計： 724，335，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 110円 � 140円 枠 連（6－7） 260円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 160円 �� 230円 �� 260円

3 連 複 ��� 480円 3 連 単 ��� 1，290円

票 数

単勝票数 計 401209 的中 � 157702（1番人気）
複勝票数 計 474593 的中 � 161502（1番人気）� 110590（2番人気）� 59450（3番人気）
枠連票数 計 239997 的中 （6－7） 69395（1番人気）
馬連票数 計1155036 的中 �� 263154（1番人気）
馬単票数 計 670120 的中 �� 101157（1番人気）
ワイド票数 計 431080 的中 �� 81628（1番人気）�� 44002（2番人気）�� 36426（3番人気）
3連複票数 計1255272 的中 ��� 193228（1番人気）
3連単票数 計2616051 的中 ��� 145938（1番人気）

ハロンタイム 13．1―12．1―12．2―12．3―12．1―11．7―11．9―11．7―11．3―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．2―37．4―49．7―1：01．8―1：13．5―1：25．4―1：37．1―1：48．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F34．4

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

勝馬の
紹 介

マローブルー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dubai Destination デビュー 2014．2．10 東京3着

2011．1．22生 牝4鹿 母 リラックススマイル 母母 ヴェルヴェットクイーン 8戦3勝 賞金 46，320，000円

12094 5月17日 晴 良 （27東京2）第8日 第10競走 ��
��1，600�

せいりゅう

青竜ステークス
発走15時00分 （ダート・左）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金1，400万円毎1�
増

賞 品
本 賞 18，000，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，800，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

44 ノンコノユメ 牡3栃栗56 C．ルメール 山田 和正氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 448± 01：36．4 7．7�
33 ア ル タ イ ル 牡3栗 56 蛯名 正義藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 B478－ 41：36．5� 5．1�
79 アキトクレッセント 牡3鹿 57 浜中 俊岡田 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 490± 01：36．71	 4．1�
710 ノ ボ バ カ ラ 牡3栗 56 武 豊�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 490＋ 21：37．12� 5．4�
812 ト ゥ ル ッ リ 牡3芦 56 柴山 雄一�ラ・メール 田村 康仁 新冠 パカパカ

ファーム 476± 01：37．63 12．1�
22 モズライジン 牡3芦 56 内田 博幸 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 468＋ 6 〃 ハナ 21．2	
55 タマノブリュネット 牝3栗 54 M．デムーロ玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 464＋ 4 〃 クビ 27．5

67 イーデンホール 牡3栗 56 吉田 豊�G1レーシング 尾関 知人 安平 追分ファーム 484－ 21：37．81 5．2�
811
 アポロケンタッキー 牡3鹿 56 和田 竜二アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 Doug

Branham 538＋ 81：37．9� 18．2�
68 タガノクレイオス 牡3鹿 56 岩田 康誠八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 484－ 41：38．32� 22．0
11 ニホンピロサンダー 牡3黒鹿56 戸崎 圭太小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 468－ 21：38．83 41．0�
56 オメガハイヌーン 牡3鹿 56 田辺 裕信原 �子氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 462－ 21：38．9� 48．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 55，629，800円 複勝： 92，498，700円 枠連： 40，440，000円
馬連： 192，896，200円 馬単： 83，241，900円 ワイド： 75，129，400円
3連複： 209，398，200円 3連単： 316，845，400円 計： 1，066，079，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 210円 � 160円 � 160円 枠 連（3－4） 2，260円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 4，130円

ワ イ ド �� 720円 �� 760円 �� 390円

3 連 複 ��� 2，650円 3 連 単 ��� 17，860円

票 数

単勝票数 計 556298 的中 � 57333（5番人気）
複勝票数 計 924987 的中 � 98960（5番人気）� 152776（2番人気）� 162069（1番人気）
枠連票数 計 404400 的中 （3－4） 13839（10番人気）
馬連票数 計1928962 的中 �� 75698（7番人気）
馬単票数 計 832419 的中 �� 15100（15番人気）
ワイド票数 計 751294 的中 �� 25788（7番人気）�� 24480（9番人気）�� 53473（1番人気）
3連複票数 計2093982 的中 ��� 59105（5番人気）
3連単票数 計3168454 的中 ��� 12857（40番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．2―12．3―12．1―11．5―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．4―36．6―48．9―1：01．0―1：12．5―1：24．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノンコノユメ �
�
父 トワイニング �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．11．23 東京1着

2012．3．28生 牡3栃栗 母 ノ ン コ 母母 レディータイクーン 6戦3勝 賞金 38，966，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 モズライジン号の騎手内田博幸は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

２レース目



12095 5月17日 晴 良 （27東京2）第8日 第11競走 ��
��1，600�第10回ヴィクトリアマイル（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・左）
牝，4歳以上；負担重量は，55�

日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 90，000，000円 36，000，000円 23，000，000円 14，000，000円 9，000，000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
1：31．9

良
良
良

35 ストレイトガール 牝6鹿 55 戸崎 圭太廣崎 利洋氏 藤原 英昭 浦河 岡本牧場 460± 01：31．9 14．1�
47 ケイアイエレガント 牝6黒鹿55 吉田 豊亀田 和弘氏 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 B530＋10 〃 アタマ 47．4�
818 ミ ナ レ ッ ト 牝5鹿 55 江田 照男�ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 482＋ 21：32．21� 291．8�
24 レッドリヴェール 牝4黒鹿55 C．ルメール �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 430－ 61：32．41	 7．8�
12 カフェブリリアント 牝5栗 55 福永 祐一西川 光一氏 堀 宣行 新ひだか タイヘイ牧場 428＋ 2 〃 クビ 10．5	
715 ヌーヴォレコルト 牝4栗 55 岩田 康誠原 
子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 452＋ 41：32．5	 2．2

36 ディアデラマドレ 牝5鹿 55 藤岡 康太 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 456＋ 4 〃 ハナ 5．5�
817 ショウナンパンドラ 牝4鹿 55 浜中 俊国本 哲秀氏 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－101：32．82 16．2�
510 ハナズゴール 牝6栗 55 丸田 恭介M．タバート氏 加藤 和宏 浦河 不二牧場 432＋ 41：32．9	 136．0
611 スマートレイアー 牝5芦 55 武 豊大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 456－101：33．0	 15．9�
816� リトルゲルダ 牝6芦 55 M．デムーロ栗山 良子氏 �島 一歩 米 Dapple

Bloodstock 490－141：33．1� 122．5�
23 スイートサルサ 牝5栗 55 田中 勝春シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 470＋ 21：33．2� 25．9�
48 バウンスシャッセ 牝4鹿 55 北村 宏司 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 522－ 2 〃 アタマ 35．2�
59 ベルルミエール 牝4鹿 55 川島 信二佐々木政充氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 472－ 61：33．41 116．0�
612 アルマディヴァン 牝5栗 55 勝浦 正樹コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 482＋ 6 〃 アタマ 161．0�
11 タガノエトワール 牝4鹿 55 川田 将雅八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446－ 61：33．61 31．8�
713 メイショウマンボ 牝5鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 500－ 61：33．7	 24．5�
714 ウエスタンメルシー 牝4鹿 55 内田 博幸西川 賢氏 奥村 武 新ひだか ウエスタンファーム 458－ 21：35．08 106．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 515，331，700円 複勝： 639，585，100円 枠連： 417，394，800円 馬連： 1，918，263，700円 馬単： 988，146，700円
ワイド： 726，883，600円 3連複： 2，894，812，800円 3連単： 5，597，709，700円 5重勝： 636，615，700円 計： 14，334，743，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 490円 � 1，020円 � 8，500円 枠 連（3－4） 4，510円

馬 連 �� 36，880円 馬 単 �� 73，990円

ワ イ ド �� 5，410円 �� 86，300円 �� 86，580円

3 連 複 ��� 2，860，480円 3 連 単 ��� 20，705，810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����� 40，511，900円

票 数

単勝票数 計5153317 的中 � 290463（5番人気）
複勝票数 計6395851 的中 � 372459（5番人気）� 164283（12番人気）� 18476（18番人気）
枠連票数 計4173948 的中 （3－4） 71601（13番人気）
馬連票数 計19182637 的中 �� 40309（66番人気）
馬単票数 計9881467 的中 �� 10016（129番人気）
ワイド票数 計7268836 的中 �� 34965（54番人気）�� 2166（145番人気）�� 2159（146番人気）
3連複票数 計28948128 的中 ��� 759（726番人気）
3連単票数 計55977097 的中 ��� 196（4140番人気）
5重勝票数 差引計6366157（返還計261049） 的中 ����� 11

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．1―34．3―45．5―56．9―1：08．1―1：19．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F35．0
3 18＝7－16，4，5（9，15）2（1，10，17）（3，14）（6，12）（8，13）11 4 18＝7－16－4，5（9，2，15）（1，10，17，14）3，6（8，12，13）11

勝馬の
紹 介

ストレイトガール �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2011．8．21 札幌11着

2009．3．12生 牝6鹿 母 ネヴァーピリオド 母母 フューチャハッピー 25戦9勝 賞金 341，600，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 グレイスフラワー号・サングレアル号・ダンスアミーガ号・パワースポット号

12096 5月17日 晴 良 （27東京2）第8日 第12競走 ��
��1，600�BSイレブン賞

発走16時25分 （ダート・左）
4歳以上，1，600万円以下，26．5．17以降27．5．10まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

BSイレブン賞（1着）
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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

714 メイケイペガスター 牡5青 57．5 浜中 俊名古屋競馬� 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 502－ 81：36．3 17．3�

611 マ ノ ワ ー ル 牡5鹿 54 武 豊�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 452＋ 41：36．62 4．5�

23 メイショウソラーレ 牡5鹿 54 福永 祐一松本 好雄氏 中内田充正 浦河 太陽牧場 480－ 21：36．81� 7．4�
36 キングズガード 牡4鹿 57 川田 将雅�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 434＋ 2 〃 アタマ 4．0�
12 グレナディアーズ 牡4鹿 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 494－ 61：36．9クビ 5．0	
713 シュテルングランツ 牡4黒鹿54 M．デムーロ �グリーンファーム須貝 尚介 千歳 社台ファーム 480－ 41：37．0� 31．2

35 グランフィデリオ 牡4青鹿54 藤岡 康太飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場 432－ 61：37．31	 24．9�
11 ランドマーキュリー 牡5栗 56 和田 竜二木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 524＋ 81：37．4	 27．6�
59 
 セ イ ラ 牝6栗 53 石橋 脩萩 英男氏 飯田 雄三 日高 中川 哲也 482± 01：37．5クビ 51．1
510 シンゼンレンジャー 牡6黒鹿54 田中 勝春原 司郎氏 飯田 祐史 日高 インターナショ

ナル牧場 496± 0 〃 ハナ 30．3�
815 シグナルプロシード 牡5鹿 55 岩田 康誠髙樽さゆり氏 高橋 義忠 新ひだか 元道牧場 514＋ 21：37．6	 7．5�
48 ス ザ ク 牡4鹿 54 丸田 恭介一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか グランド牧場 512＋241：37．7� 152．7�
612 ダノンミシガン 牡4芦 55 田辺 裕信�ダノックス 久保田貴士 千歳 社台ファーム 498＋ 41：37．8クビ 18．2�
24 ショウナンダイラ 牡5鹿 54 蛯名 正義�湘南 二ノ宮敬宇 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 538－ 2 〃 クビ 68．4�
816� ローレンルーナ 牡6鹿 53 勝浦 正樹林 正道氏 田村 康仁 米 Yoichi

Aoyama 484± 01：38．54 247．4�
47 メイショウワコン 牡4栗 54 武 幸四郎松本 好雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 514＋ 61：38．6クビ 50．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 97，328，400円 複勝： 155，494，900円 枠連： 67，701，000円
馬連： 281，779，900円 馬単： 117，318，700円 ワイド： 130，915，700円
3連複： 332，561，500円 3連単： 529，732，000円 計： 1，712，832，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，730円 複 勝 � 580円 � 190円 � 260円 枠 連（6－7） 2，610円

馬 連 �� 6，090円 馬 単 �� 12，750円

ワ イ ド �� 2，380円 �� 3，200円 �� 610円

3 連 複 ��� 15，620円 3 連 単 ��� 114，640円

票 数

単勝票数 計 973284 的中 � 44872（6番人気）
複勝票数 計1554949 的中 � 57693（10番人気）� 258243（2番人気）� 154608（5番人気）
枠連票数 計 677010 的中 （6－7） 20040（11番人気）
馬連票数 計2817799 的中 �� 35849（22番人気）
馬単票数 計1173187 的中 �� 6901（40番人気）
ワイド票数 計1309157 的中 �� 13721（25番人気）�� 10142（39番人気）�� 58468（4番人気）
3連複票数 計3325615 的中 ��� 15958（52番人気）
3連単票数 計5297320 的中 ��� 3350（363番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．1―47．5―1：00．0―1：12．0―1：24．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイケイペガスター �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．9．9 阪神1着

2010．1．15生 牡5青 母 ストームホイッスル 母母 ラークホイッスル 18戦3勝 賞金 88，974，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）12頭 イースターパレード号・エリモフェザー号・オビーディエント号・オメガブレイン号・シンキングマシーン号・

ストーミングスター号・バーディーイーグル号・ヒミノオオタカ号・プラントハンター号・マヤノオントロジー号・
メイショウゾンビ号・ワンダーロード号

５レース目



（27東京2）第8日 5月17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 180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

358，860，000円
2，080，000円
6，700，000円
6，710，000円
33，100，000円
72，820，500円
5，346，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
955，380，700円
1，371，904，800円
702，085，700円
3，112，478，000円
1，607，875，200円
1，280，498，200円
4，284，792，500円
7，873，231，100円
636，615，700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 21，824，861，900円

総入場人員 49，058名 （有料入場人員 45，982名）
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