
12121 5月27日 晴 重 （29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）

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
1：33．8
1：33．3

重
良

48 ショーカノン 牝3鹿 54 石川裕紀人吉冨 学氏 鈴木 伸尋 日高 オリオンファーム B496± 01：37．6 19．5�
24 クリノヴィクトリア 牝3栗 54

52 △木幡 初也栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 434± 0 〃 クビ 29．9�
12 ジュブリーユ 牝3芦 54 柴田 大知岡田 牧雄氏 牧 光二 浦河 宮内牧場 484± 01：37．7クビ 5．7�
713 スギノエンプレス 牝3黒鹿54 石橋 脩杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 470－ 6 〃 アタマ 1．7�
714 ディアチャイブ 牝3鹿 54 内田 博幸ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ 472＋101：37．91� 14．1�
816 ティアップアンジュ 牝3鹿 54 松岡 正海田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 458＋101：38．0� 11．6	
35 ラインディオーネ 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 434＋ 8 〃 ハナ 52．0

815 マ ヴ ィ ア 牝3鹿 54 柴山 雄一吉川 朋宏氏 清水 英克 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 490± 01：38．32 8．4�
611 フェイマスラブ 牝3鹿 54 津村 明秀堀江 貞幸氏 松山 将樹 新冠 若林牧場 464＋ 41：38．4� 24．3�
11 キョウエイビアンコ 牝3青鹿54 柴田 善臣田中 晴夫氏 伊藤 伸一 日高 春木 昭雄 424－ 41：38．5� 147．2
612 ア ー ガ マ 牝3鹿 54 岩田 康誠外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 444－ 81：38．71 19．7�
59 ベ ッ キ ー 牝3青鹿54 丸田 恭介由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 434± 01：39．87 51．1�
36 オ イ チ 牝3青鹿 54

52 △荻野 極石井 義孝氏 浅野洋一郎 新冠 岩見牧場 462＋ 51：40．22� 162．1�
510 セイユウロマンス 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎松岡 正二氏 加藤 和宏 厚真 大川牧場 466－141：40．94 129．2�
47 トーホウエネロ 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 450± 0 〃 クビ 239．1�
23 ランディーニ 牝3黒鹿54 田中 勝春吉田 好雄氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 424－ 21：41．43 236．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，934，600円 複勝： 108，200，700円 枠連： 19，515，800円
馬連： 78，891，900円 馬単： 41，592，800円 ワイド： 48，834，300円
3連複： 108，717，200円 3連単： 158，274，300円 計： 594，961，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，950円 複 勝 � 1，050円 � 1，340円 � 350円 枠 連（2－4） 11，510円

馬 連 �� 15，970円 馬 単 �� 29，040円

ワ イ ド �� 3，480円 �� 1，380円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 24，320円 3 連 単 ��� 214，480円

票 数

単勝票数 計 309346 的中 � 12686（6番人気）
複勝票数 計1082007 的中 � 25896（7番人気）� 19984（9番人気）� 90109（2番人気）
枠連票数 計 195158 的中 （2－4） 1314（23番人気）
馬連票数 計 788919 的中 �� 4071（32番人気）
馬単票数 計 415928 的中 �� 1074（61番人気）
ワイド票数 計 488343 的中 �� 3557（31番人気）�� 9292（14番人気）�� 6781（18番人気）
3連複票数 計1087172 的中 ��� 3352（60番人気）
3連単票数 計1582743 的中 ��� 535（439番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．2―35．3―48．0―1：00．7―1：12．8―1：24．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショーカノン �
�
父 ブレイクランアウト �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2016．11．19 東京8着

2014．5．19生 牝3鹿 母 ア ン ペ ア 母母 フリーフォーギブン 6戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ワカバ号
（非抽選馬） 1頭 プレシャスクイン号

12122 5月27日 晴 重 （29東京2）第11日 第2競走 ��1，300�サラブレッド系3歳
発走10時40分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

510 カ ラ ー ラ 牝3鹿 54 戸崎 圭太平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 440＋ 41：18．3 1．9�
713 ダイヤインザラフ 牝3黒鹿54 田中 勝春 �ローレルレーシング 尾関 知人 新冠 樋渡 志尚 412－ 61：18．51� 54．7�
48 アントレーン 牝3栗 54 柴山 雄一鹽田 久義氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 静子 430± 0 〃 ハナ 10．0�
816 トミケンスーペル 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎冨樫 賢二氏 竹内 正洋 日高 株式会社
RUMIファーム 412± 0 〃 ハナ 20．2�

36 フォレルスケット 牝3鹿 54 蛯名 正義�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 420＋ 81：18．6クビ 33．9	
11 スズマッカートニー 牡3鹿 56 吉田 豊森 達郎氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 468＋ 21：18．7� 70．1

24 キャプテンルフィ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 474＋ 21：18．8� 5．7�
611 キ ッ プ ヨ シ 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹北所 直人氏 高木 登 新ひだか 坂本牧場 470－ 21：19．01� 9．6�
59 クードゥシャポー 牡3栗 56 大野 拓弥栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 中神牧場 494－ 61：19．21 41．5
12 パラシオプリンセサ 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 414－ 21：19．73 271．1�
714 ヴ ァ ベ ー ネ 牝3栗 54

51 ▲横山 武史 �グリーンファーム小笠 倫弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452－ 81：19．91� 54．5�

815 ク ロ ン ヌ 牝3栗 54 北村 宏司 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 472＋121：20．11� 8．2�
23 シセイウタゲ 牝3青鹿 54

52 △荻野 極猪苗代 勇氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 404－ 81：20．2� 229．4�
35 ショウブノセック 牡3栗 56 丹内 祐次古賀 慎一氏 尾形 和幸 むかわ 上水牧場 462－ 21：20．41� 16．7�
612 プリンプリンカフェ 牝3芦 54 岩田 康誠西川 恭子氏 小島 太 千歳 社台ファーム 460－ 61：21．89 100．0�
47 テイクディエース 牝3黒鹿54 松岡 正海堀口 晴男氏 杉浦 宏昭 日高 賀張中川牧場 462 ―1：23．18 174．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，184，500円 複勝： 50，823，100円 枠連： 17，526，500円
馬連： 67，729，400円 馬単： 34，709，300円 ワイド： 43，206，100円
3連複： 86，078，000円 3連単： 109，879，700円 計： 443，136，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 1，060円 � 220円 枠 連（5－7） 2，830円

馬 連 �� 8，580円 馬 単 �� 9，070円

ワ イ ド �� 2，510円 �� 430円 �� 5，380円

3 連 複 ��� 17，940円 3 連 単 ��� 81，700円

票 数

単勝票数 計 331845 的中 � 136370（1番人気）
複勝票数 計 508231 的中 � 149976（1番人気）� 8019（10番人気）� 54739（3番人気）
枠連票数 計 175265 的中 （5－7） 4783（13番人気）
馬連票数 計 677294 的中 �� 6512（25番人気）
馬単票数 計 347093 的中 �� 2867（31番人気）
ワイド票数 計 432061 的中 �� 4207（26番人気）�� 28402（3番人気）�� 1936（44番人気）
3連複票数 計 860780 的中 ��� 3597（54番人気）
3連単票数 計1098797 的中 ��� 975（243番人気）

ハロンタイム 6．9―10．7―11．3―11．8―12．2―12．4―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
6．9―17．6―28．9―40．7―52．9―1：05．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ ラ ー ラ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ワカオライデン デビュー 2017．3．4 中山3着

2014．3．16生 牝3鹿 母 ミスソヴリン 母母 シーラデルソル 3戦1勝 賞金 8，500，000円
〔制裁〕 フォレルスケット号の騎手蛯名正義は，4コーナー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：3番）

アントレーン号の騎手柴山雄一は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。（被
害馬：6番・1番）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイクディエース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年6月27日まで平地
競走に出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 シゲルパンダ号

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第２回 東京競馬 第１１日



12123 5月27日 晴 重 （29東京2）第11日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時10分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量

本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 625，000
625，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

11 � ソレイユドパリ 牡3栗 56 C．ルメール 吉田 千津氏 堀 宣行 米 Stone Farm 524－ 21：35．8 2．5�
714� サトノグリーン 牡3鹿 56 岩田 康誠里見 治氏 鹿戸 雄一 米 Chiyoda

Farm B464－ 41：36．97 11．7�
36 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 474＋ 21：37．11� 3．2�
23 キングファースト 牡3鹿 56 石川裕紀人平口 信行氏 相沢 郁 浦河 大柳ファーム 464－ 61：37．41	 41．1�
713 コ ハ ク 牡3栗 56 戸崎 圭太中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 446－ 2 〃 同着 6．1�
47 � オルファリオン 牡3青鹿 56

54 △荻野 極 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 国枝 栄 米 AR Enter-

prises, Inc B524－141：37．5
 19．6	
48 アイフィルプリティ 牝3黒鹿54 吉田 隼人吉田 照哉氏 田中 剛 新冠 スカイビーチステーブル 478＋ 21：37．81	 30．9

12 タイムトラベル 牝3鹿 54 岩部 純二島川 �哉氏 萱野 浩二 日高 有限会社 エ

スティファーム 478－ 2 〃 クビ 20．1�
510 ア ッ コ ル ド 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 川上牧場 458－121：38．54 123．3
24 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 448－ 61：38．71� 11．2�
35 ロ ー ブ 牝3栗 54 原田 和真�辻牧場 栗田 博憲 浦河 辻 牧場 468＋141：39．33
 134．2�
59 テイエムボサノバ 牡3芦 56

54 △木幡 初也竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高大洋牧場 462－ 41：39．72
 338．9�
611 グリーンマーチ 牡3黒鹿56 西田雄一郎岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 498－ 41：40．44 397．7�
816 ダズリングテソーロ 牡3芦 56 大野 拓弥了德寺健二氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 492－ 81：40．72 51．7�
815 フライフリー 牡3黒鹿56 石橋 脩林 正道氏 斎藤 誠 新冠 秋田牧場 486 ―1：40．8クビ 73．7�
612 フレンドリーナイト 牡3栗 56

53 ▲武藤 雅増山 武志氏 松山 将樹 浦河 大道牧場 470＋ 81：41．22
 310．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，811，100円 複勝： 50，222，200円 枠連： 22，031，800円
馬連： 76，898，200円 馬単： 38，288，900円 ワイド： 45，250，000円
3連複： 95，119，300円 3連単： 128，179，800円 計： 489，801，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 230円 � 120円 枠 連（1－7） 520円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 640円 �� 210円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，360円 3 連 単 ��� 8，490円

票 数

単勝票数 計 338111 的中 � 106377（1番人気）
複勝票数 計 502222 的中 � 99238（2番人気）� 37077（5番人気）� 144767（1番人気）
枠連票数 計 220318 的中 （1－7） 32391（2番人気）
馬連票数 計 768982 的中 �� 38013（5番人気）
馬単票数 計 382889 的中 �� 14494（7番人気）
ワイド票数 計 452500 的中 �� 16021（7番人気）�� 65849（1番人気）�� 19038（5番人気）
3連複票数 計 951193 的中 ��� 52181（2番人気）
3連単票数 計1281798 的中 ��� 10944（15番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．2―11．8―12．3―12．7―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．1―34．3―46．1―58．4―1：11．1―1：23．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ソレイユドパリ �
�
父 Lemon Drop Kid �

�
母父 Maria’s Mon デビュー 2017．2．12 京都3着

2014．5．10生 牡3栗 母 Chatham 母母 Circle of Gold 3戦1勝 賞金 6，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フレンドリーナイト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年6月27日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 シゲルヤマアラシ号・ビバジャンティ号・ビヨンドザスター号
（非抽選馬） 2頭 アポロセシル号・ヴォワルドール号

12124 5月27日 晴 稍重 （29東京2）第11日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時40分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

818 コンカーアゲン 牡3黒鹿 56
53 ▲武藤 雅浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 496－ 81：34．5 7．4�
48 ハードアタック 牡3黒鹿56 内田 博幸島川 �哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ

スティファーム 480± 01：34．71� 2．2�
24 フィールザサンダー 牡3鹿 56 大野 拓弥櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 444＋ 21：34．91� 6．3�
12 オーロラエンブレム 牝3鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 424± 01：35．21� 4．7�
817 タックボーイ 牡3鹿 56 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 444＋ 41：35．52 6．4	
713 スズノフブキ 牡3鹿 56 吉田 豊小紫 嘉之氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 488＋121：35．6� 18．2

611 ジャガーゲイム �3栗 56 江田 照男山田 弘氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 428± 01：35．7� 265．6�
23 オモイデヲノセテ 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子福田 光博氏 根本 康広 日高 長谷川牧場 412－ 41：36．01� 92．9�
47 サンマルスイート 牝3黒鹿54 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 日高 三城牧場 458＋ 21：36．53 59．7
714 ルミナスコースト 牝3鹿 54 柴山 雄一 �社台レースホース和田正一郎 千歳 社台ファーム 438－ 21：36．82 91．5�
816 アンヴェルス 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 清水 英克 新冠 三村 卓也 452＋141：36．9クビ 67．2�
36 プリンセスアイリス 牝3鹿 54 吉田 隼人山内 晃氏 和田正一郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 21：37．11� 324．5�
715 ピースワンオーレ 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎長谷川成利氏 大竹 正博 浦河 栄進牧場 416＋ 81：37．2� 397．4�
59 ナムラルンタ 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹奈村 睦弘氏 大和田 成 日高 ナカノファーム 404－ 81：37．51� 192．7�
35 トゥルーレジーナ 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史芹澤 精一氏 田中 清隆 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 398＋ 41：37．92� 493．6�

11 キンショーホマレ 牝3青 54
53 ☆岩崎 翼礒野日出夫氏 田島 俊明 新冠 川上牧場 430＋ 61：38．0クビ 200．7�

612 ホワイトシスネ 牝3芦 54
51 ▲菊沢 一樹荻野 亮氏 小桧山 悟 新冠 長浜 忠 410＋101：38．63� 297．8�

510 アーバレスト 牝3鹿 54 田中 勝春田中 春美氏 畠山 吉宏 新ひだか 田中 春美 486 ―1：40．6大差 124．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 34，926，900円 複勝： 60，180，600円 枠連： 21，639，500円
馬連： 75，785，300円 馬単： 38，474，500円 ワイド： 43，491，600円
3連複： 88，179，500円 3連単： 133，884，700円 計： 496，562，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 160円 � 110円 � 160円 枠 連（4－8） 280円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 300円 �� 580円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 7，410円

票 数

単勝票数 計 349269 的中 � 37640（5番人気）
複勝票数 計 601806 的中 � 72313（3番人気）� 233873（1番人気）� 69158（5番人気）
枠連票数 計 216395 的中 （4－8） 58010（1番人気）
馬連票数 計 757853 的中 �� 77044（4番人気）
馬単票数 計 384745 的中 �� 14920（8番人気）
ワイド票数 計 434916 的中 �� 37206（4番人気）�� 16965（9番人気）�� 46098（2番人気）
3連複票数 計 881795 的中 ��� 59848（5番人気）
3連単票数 計1338847 的中 ��� 13084（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―35．1―47．3―59．7―1：11．6―1：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F34．8
3 13（14，16）（1，5）（7，11）（4，17）（12，8，18）2（3，15）－（9，6）＝10 4 ・（13，14）（1，16）（5，11）7（4，17，18）8，2－（12，3，15）6－9＝10

勝馬の
紹 介

コンカーアゲン �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 チーフベアハート デビュー 2017．4．9 福島7着

2014．4．6生 牡3黒鹿 母 タイキフレンチキス 母母 マ イ オ ト メ 4戦1勝 賞金 8，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホワイトシスネ号・アーバレスト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年6月27日

まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ショウナンダリア号・ムーンロード号・リープリッヒターゲ号



12125 5月27日 晴 良 （29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 （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

814 サーレンブラント 牡3鹿 56 岩田 康誠窪田 芳郎氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 446＋ 22：26．3 4．0�
711 ストロングレヴィル 牡3黒鹿56 M．デムーロ村木 篤氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 42：26．4� 12．1�
813 ウインイクシード 牡3黒鹿56 松岡 正海�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 482＋ 42：26．61 9．9�
11 トータルソッカー 牡3栗 56 戸崎 圭太渡邊 隆氏 尾形 充弘 新ひだか 真歌田中牧場 494± 0 〃 クビ 7．8�
46 コンフィデンス 牡3栗 56 北村 宏司近藤 英子氏 奥村 武 浦河 日の出牧場 508± 02：26．7� 6．2�
33 ショワドゥロワ 牡3黒鹿56 C．ルメール 村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 490＋ 22：26．8� 7．5	
58 ミルトプレスト 牡3鹿 56 吉田 隼人永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 日高 新井 昭二 502＋ 62：26．9� 56．7

45 マイネルラプティス 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 82：27．53� 35．3�
22 ミッキーロイヤル 牡3鹿 56 蛯名 正義野田みづき氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 486＋ 62：27．6� 4．8�
34 トーホウカンタール 牡3鹿 56 内田 博幸東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 山際牧場 B514－ 42：27．81	 29．2
712 マーヴェルズ 牡3鹿 56

54 △荻野 極 �サンデーレーシング 牧田 和弥 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B438－ 22：27．9� 59．6�

610 レイクキャリー 牝3青鹿54 吉田 豊 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 440± 02：29．510 266．5�
69 トミケンボハテル 牡3芦 56 柴山 雄一冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 藤本ファーム 482± 02：30．77 76．1�
57 レイトブルーマー 牝3芦 54 大野 拓弥堀 祥子氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 450－ 42：35．9大差 12．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，085，900円 複勝： 56，479，000円 枠連： 19，278，900円
馬連： 90，151，100円 馬単： 36，996，400円 ワイド： 47，959，700円
3連複： 107，869，500円 3連単： 129，439，200円 計： 523，259，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 390円 � 260円 枠 連（7－8） 1，520円

馬 連 �� 3，200円 馬 単 �� 5，040円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 660円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 7，890円 3 連 単 ��� 35，200円

票 数

単勝票数 計 350859 的中 � 68900（1番人気）
複勝票数 計 564790 的中 � 104684（1番人気）� 31316（8番人気）� 54960（6番人気）
枠連票数 計 192789 的中 （7－8） 9785（7番人気）
馬連票数 計 901511 的中 �� 23139（13番人気）
馬単票数 計 369964 的中 �� 5498（21番人気）
ワイド票数 計 479597 的中 �� 11365（12番人気）�� 19547（5番人気）�� 5425（29番人気）
3連複票数 計1078695 的中 ��� 10253（33番人気）
3連単票数 計1294392 的中 ��� 2666（114番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―23．9―36．5―49．3―1：01．9―1：14．4―1：27．1―1：39．2―1：51．0―2：02．4―2：14．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サーレンブラント �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Quiet American デビュー 2016．12．17 中山14着

2014．3．7生 牡3鹿 母 ブライトアバンダンス 母母 Quality Gift 6戦2勝 賞金 18，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レイトブルーマー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年6月27日まで平地

競走に出走できない。

12126 5月27日 晴 良 （29東京2）第11日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走13時00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
1：44．2
1：43．9

良
良

816 ベストリゾート 牡3鹿 56 M．デムーロ保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：49．7 3．6�
713 ビルズトレジャー 牝3鹿 54 田中 勝春島井新一郎氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム 470± 01：49．91� 7．6�
36 アドマイヤアゼリ 牡3鹿 56 C．ルメール 近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 436－ 61：50．11	 6．8�
12 ウインクリムゾン 牡3鹿 56 松岡 正海�ウイン 高木 登 新冠 コスモヴューファーム 464＋ 21：50．2クビ 17．1�
24 ア ン セ ム 牡3鹿 56 戸崎 圭太 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－ 6 〃 クビ 3．2�
510 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 420－ 21：50．41� 10．9	
815 コトブキホーク 牡3黒鹿56 横山 典弘尾上 松壽氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 478＋ 6 〃 アタマ 32．9

714 ヴァントネール 牝3栗 54 丹内 祐次田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河トラストスリーファーム 442－ 41：51．14 285．5�
47 ドラゴンボート 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 根本 康広 日高 道見牧場 492－ 41：51．2	 158．2�
48 ミッツノオネガイ 牝3栗 54

51 ▲横山 武史岡 浩二氏 小笠 倫弘 新冠 スカイビーチステーブル 478± 0 〃 ハナ 336．3
611 キタノリツメイ 牝3栗 54 伊藤 工真�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 ミルファーム 438－ 2 〃 クビ 487．5�
612 ア マ ノ ガ ワ 牝3黒鹿54 内田 博幸�三嶋牧場 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 428＋ 2 〃 ハナ 91．4�
23 ナンヨープルートー 牡3鹿 56 岩田 康誠中村 德也氏 松永 幹夫 新ひだか 桜井牧場 504＋ 81：51．3クビ 5．5�
59 アスヘノキボウ 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹�ミルファーム 谷原 義明 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B426－ 81：51．93	 451．2�
11 ココホレワンワン 牡3黒鹿56 岩部 純二�ミルファーム 伊藤 正徳 新ひだか 原 フアーム 472－ 21：52．11� 310．6�
35 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± 01：52．31	 481．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，719，000円 複勝： 59，252，000円 枠連： 22，439，000円
馬連： 102，419，300円 馬単： 41，939，700円 ワイド： 49，358，300円
3連複： 106，117，300円 3連単： 143，698，000円 計： 572，942，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 200円 � 210円 枠 連（7－8） 1，410円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 2，690円

ワ イ ド �� 560円 �� 530円 �� 700円

3 連 複 ��� 3，250円 3 連 単 ��� 16，690円

票 数

単勝票数 計 477190 的中 � 105358（2番人気）
複勝票数 計 592520 的中 � 102947（2番人気）� 71968（4番人気）� 66909（5番人気）
枠連票数 計 224390 的中 （7－8） 12301（6番人気）
馬連票数 計1024193 的中 �� 46833（9番人気）
馬単票数 計 419397 的中 �� 11658（11番人気）
ワイド票数 計 493583 的中 �� 22837（9番人気）�� 24249（7番人気）�� 17608（10番人気）
3連複票数 計1061173 的中 ��� 24454（13番人気）
3連単票数 計1436980 的中 ��� 6242（59番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．9―37．3―49．9―1：02．9―1：15．7―1：27．2―1：38．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．0

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ベストリゾート �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．9．25 中山2着

2014．4．7生 牡3鹿 母 ガラディナー 母母 ディナータイム 7戦2勝 賞金 27，100，000円
〔発走状況〕 ビルズトレジャー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※ビルズトレジャー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



12127 5月27日 晴 重 （29東京2）第11日 第7競走 ��1，400�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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

815 ブレヴェスト 牡4黒鹿57 C．ルメール 平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 480± 01：23．9 3．7�
35 ダ イ フ ク 牡4黒鹿57 大野 拓弥小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 前田 宗将 480± 01：24．11� 4．3�
12 キチロクステージ 牡4鹿 57 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 新冠 競優牧場 470－ 21：24．2� 22．4�
816 サンマルバロン �5栗 57 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 日高 三城牧場 470± 01：24．3クビ 166．4�
36 アキノバレリーナ 牝4栗 55

52 ▲菊沢 一樹穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 484± 01：24．51� 16．5�
23 トミケンチャダル 牝5鹿 55 丸山 元気冨樫 賢二氏 和田 正道 新ひだか 服部 牧場 502＋ 8 〃 クビ 79．0�
48 カ イ マ ノ ア 牡5栗 57 石川裕紀人山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 小林 仁 B500－ 4 〃 同着 22．7	
611 ベストインザスカイ 牡4鹿 57 江田 照男飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 B514＋101：24．6クビ 10．0

714 プッシュアゲン 牡4栗 57 田中 勝春浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 笠松牧場 500± 01：24．92 10．9�
713 セレノグラフィー �4黒鹿57 柴山 雄一村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 492± 0 〃 ハナ 26．7�
510 カキツバタチグサ 牡4鹿 57 吉田 隼人芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 様似 富田 恭司 512＋ 21：25．0クビ 24．3
11 イデアオブダンディ 牡4栗 57 村田 一誠益田 修一氏 柄崎 孝 日高 山田 政宏 484＋ 41：25．32 22．0�
59 マンゴジェリー 牡5鹿 57 松岡 正海窪田 康志氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 472＋ 61：25．4	 11．4�
47 ナイアガラモンロー 牝5鹿 55 戸崎 圭太塩田 清氏 堀井 雅広 浦河 
川 啓一 498± 0 〃 クビ 6．7�
24 � パルクフェルメ 牡4栗 57 北村 宏司保坂 和孝氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 472＋ 81：25．5クビ 243．5�
612� マ イ テ ィ �4栗 57

54 ▲藤田菜七子�カネツ牧場 根本 康広 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 462＋ 41：25．81� 33．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，526，900円 複勝： 68，474，300円 枠連： 27，410，300円
馬連： 110，675，200円 馬単： 43，478，200円 ワイド： 66，069，600円
3連複： 138，225，200円 3連単： 157，774，800円 計： 652，634，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 150円 � 460円 枠 連（3－8） 660円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，680円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 5，300円 3 連 単 ��� 20，220円

票 数

単勝票数 計 405269 的中 � 87550（1番人気）
複勝票数 計 684743 的中 � 136653（2番人気）� 138580（1番人気）� 26769（9番人気）
枠連票数 計 274103 的中 （3－8） 32150（1番人気）
馬連票数 計1106752 的中 �� 98447（1番人気）
馬単票数 計 434782 的中 �� 19680（1番人気）
ワイド票数 計 660696 的中 �� 60974（1番人気）�� 9292（21番人気）�� 13771（9番人気）
3連複票数 計1382252 的中 ��� 19546（6番人気）
3連単票数 計1577748 的中 ��� 5656（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―23．9―35．8―48．1―1：00．0―1：11．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F35．8
3 6（7，10，11）（3，5）（8，13，15）16（2，14）9，4（1，12） 4 6（7，10，11）（3，5）15（8，13，16，9）（2，14）4（1，12）

勝馬の
紹 介

ブレヴェスト �
�
父 ソングオブウインド �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．12．13 中山11着

2013．3．23生 牡4黒鹿 母 シティオブライト 母母 リビングデイライツ 13戦2勝 賞金 25，850，000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 パミーナコラッジョ号・プエルトプリンセサ号
（非抽選馬） 1頭 レッドファーレン号

12128 5月27日 晴 良 （29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

814 クインズサン 牡4青 57 戸崎 圭太 �クイーンズ・ランチ 和田 正道 浦河 日進牧場 444－ 61：35．6 5．9�
59 エクストラファイン 牝5黒鹿55 C．ルメール �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 462＋ 41：35．7� 2．5�
58 ウインクレド 牡4鹿 57 柴田 大知�ウイン 西園 正都 新ひだか 平野牧場 482± 0 〃 ハナ 18．4�
11 グリニッチヴィレジ 牝4黒鹿55 江田 照男 �コロンバスサークル 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 428± 0 〃 クビ 21．0�
22 マルターズゲイル 牡4青鹿57 松岡 正海藤田 在子氏 松山 将樹 日高 天羽 禮治 482－ 4 〃 アタマ 26．4�
712 シ ャ ラ ラ 牝4鹿 55 内田 博幸 Him Rock Racing 上原 博之 浦河 中島牧場 488＋ 41：35．8クビ 12．6	
34 	 アメリカンヘブン 
4鹿 57 丸山 元気吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Bruce Smart 470－10 〃 クビ 31．7

23 オープンザウェイ 牡5栗 57 吉田 豊�ラ・メール 田村 康仁 日高 沖田牧場 470± 01：35．9クビ 38．3�
46 ムーンマジェスティ 牡5栗 57

54 ▲野中悠太郎伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 432＋ 21：36．0� 29．2�
815 バレエダンサー 牝4鹿 55 石川裕紀人前迫 義幸氏 尾関 知人 新冠 的場牧場 456＋101：36．1� 83．4
713 ロンバルディア 牡5鹿 57 田中 勝春村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 472＋ 61：36．2� 7．3�
35 フォーワンタイキ 牡5栗 57 柴田 善臣川島 与市氏 石毛 善彦 新ひだか 猪野毛牧場 B454－ 2 〃 クビ 234．4�
610 アークアーセナル 牡4鹿 57 北村 宏司小阪 優友氏 国枝 栄 洞�湖 レイクヴィラファーム 474－ 41：36．41 48．3�
611 ウェルブレッド 牡5黒鹿57 岩田 康誠 �サンデーレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 4 〃 ハナ 4．8�
47 レッドファーレン 牝5青鹿55 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 440＋ 21：36．5� 206．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，196，000円 複勝： 57，558，400円 枠連： 22，047，500円
馬連： 102，582，500円 馬単： 41，769，400円 ワイド： 54，028，000円
3連複： 113，467，900円 3連単： 151，165，200円 計： 577，814，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 210円 � 140円 � 440円 枠 連（5－8） 700円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，990円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 5，130円 3 連 単 ��� 25，630円

票 数

単勝票数 計 351960 的中 � 47237（3番人気）
複勝票数 計 575584 的中 � 67929（4番人気）� 144278（1番人気）� 24721（8番人気）
枠連票数 計 220475 的中 （5－8） 24337（3番人気）
馬連票数 計1025825 的中 �� 87155（2番人気）
馬単票数 計 417694 的中 �� 14274（6番人気）
ワイド票数 計 540280 的中 �� 32821（3番人気）�� 6564（24番人気）�� 13174（11番人気）
3連複票数 計1134679 的中 ��� 16583（15番人気）
3連単票数 計1511652 的中 ��� 4275（66番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―12．4―12．1―12．0―11．3―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．8―37．2―49．3―1：01．3―1：12．6―1：23．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クインズサン �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．9．13 中山9着

2013．3．20生 牡4青 母 イ ソ シ ギ 母母 テ ン ド ラ ー 14戦2勝 賞金 18，650，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※レッドファーレン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



12129 5月27日 晴 重 （29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 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

12 � エイシンビジョン 牡4鹿 57 戸崎 圭太�栄進堂 藤原 英昭 米
Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

470＋ 41：23．2 9．4�
24 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 498－ 41：23．41	 13．5�
11 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 502－ 81：23．5
 3．0�
36 シゲルゴホウサイ 牝5鹿 55 丹内 祐次森中 蕃氏 森田 直行 新冠 中央牧場 438－ 61：23．6� 64．8�
48 メリートーン 牝4鹿 55 柴山 雄一水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 448＋ 6 〃 クビ 5．7�
47 トップリバティ 牡5黒鹿57 丸田 恭介	宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 528－ 2 〃 クビ 39．6

713 ドライヴナイト 牡4黒鹿57 村田 一誠桂土地� 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 518± 01：23．81 16．6�
612 サンライズウェイ 牡7栗 57 勝浦 正樹松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 468－ 81：23．9
 48．8�
59 ファンシーリシェス 牝5鹿 55 横山 典弘原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 41：24．21
 31．3
510 テキスタイルアート �5青鹿57 原田 和真岡田 壮史氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 476± 0 〃 アタマ 66．2�
816 メイスンスパート 牡4栗 57 北村 宏司梅村 浩氏 岩戸 孝樹 浦河 アイオイファーム B460－ 41：24．3� 19．2�
35 � エイシンパライソ 牡5栗 57 津村 明秀�栄進堂 藤岡 健一 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm B510± 0 〃 ハナ 8．7�
23 タイセイプレシャス �5栗 57 内田 博幸田中 成奉氏 池上 昌弘 新ひだか 前谷 武志 466－ 21：24．4
 37．2�
815 スレッジハンマー 牡5鹿 57 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小島 茂之 日高 豊洋牧場 478－ 21：24．5
 36．8�
611 ラミアカーサ 牝5栗 55 藤田菜七子藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446＋ 41：24．82 40．0�
714 スパイラルステップ 牝5鹿 55 大野 拓弥吉田 勝己氏 庄野 靖志 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522＋ 21：25．75 6．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，852，600円 複勝： 70，243，300円 枠連： 38，470，700円
馬連： 147，200，500円 馬単： 52，976，100円 ワイド： 73，409，800円
3連複： 180，421，800円 3連単： 225，291，600円 計： 832，866，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 270円 � 350円 � 160円 枠 連（1－2） 910円

馬 連 �� 4，390円 馬 単 �� 7，830円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 560円 �� 700円

3 連 複 ��� 3，930円 3 連 単 ��� 29，290円

票 数

単勝票数 計 448526 的中 � 37797（5番人気）
複勝票数 計 702433 的中 � 62058（5番人気）� 44369（6番人気）� 145523（1番人気）
枠連票数 計 384707 的中 （1－2） 32452（3番人気）
馬連票数 計1472005 的中 �� 27579（15番人気）
馬単票数 計 529761 的中 �� 5072（27番人気）
ワイド票数 計 734098 的中 �� 12454（15番人気）�� 35176（2番人気）�� 27293（5番人気）
3連複票数 計1804218 的中 ��� 34397（7番人気）
3連単票数 計2252916 的中 ��� 5575（54番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―12．1―12．0―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．9―47．0―59．0―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エイシンビジョン �
�
父 Lonhro �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2015．12．27 阪神10着

2013．3．14生 牡4鹿 母 Christine Daae 母母 Descapate 9戦3勝 賞金 32，070，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ウェイトアンドシー号・サンビショップ号
（非抽選馬） 7頭 アイアムナチュラル号・エタニティーワルツ号・タイセイスペリオル号・タッチシタイ号・フィラーレ号・

フローラルダンサー号・メイショウボンロク号

12130 5月27日 晴 良 （29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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

812 ムーンクエイク �4栗 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 492＋ 81：33．5 1．5�
11 エルビッシュ 牝4黒鹿55 M．デムーロ吉田 勝己氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 442＋ 61：33．81	 4．4�
710 オーマイガイ 牡4栗 57 岩崎 翼廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 456± 01：33．9
 63．5�
56 オブリゲーション 牡4鹿 57 内田 博幸�辻牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 460－121：34．11� 10．9�
55 レーヌドブリエ 牝5栗 55 戸崎 圭太 �シルクレーシング 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 428－101：34．31
 8．7�
22 アムネスティ 牡4鹿 57 岩田 康誠窪田 康志氏 戸田 博文 安平 追分ファーム 502± 01：34．4	 26．0	
79 デルマサリーチャン 牝6鹿 55 蛯名 正義浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 486＋10 〃 ハナ 222．9

33 ベストドリーム 牡6鹿 57 西田雄一郎堀口 晴男氏 中川 公成 日高 日西牧場 468－12 〃 アタマ 33．5�
67 ラベンダーメモリー 牝4鹿 55 丹内 祐次田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 青森 一山育成牧場 B442＋ 41：34．5
 19．8�
44  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 B468－ 21：35．13
 166．6
68 リルティングインク 牝4黒鹿55 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 448＋ 41：35．2クビ 48．4�
811 マイアベーア 牡5青鹿57 石橋 脩 �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム 470－ 2 〃 ハナ 100．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 55，896，000円 複勝： 147，207，200円 枠連： 33，079，200円
馬連： 158，854，400円 馬単： 84，315，800円 ワイド： 69，083，000円
3連複： 173，787，700円 3連単： 382，430，200円 計： 1，104，653，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 150円 � 580円 枠 連（1－8） 370円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，010円 �� 2，320円

3 連 複 ��� 4，000円 3 連 単 ��� 9，210円

票 数

単勝票数 計 558960 的中 � 287170（1番人気）
複勝票数 計1472072 的中 � 1019710（1番人気）� 116848（2番人気）� 16927（8番人気）
枠連票数 計 330792 的中 （1－8） 69217（2番人気）
馬連票数 計1588544 的中 �� 346891（1番人気）
馬単票数 計 843158 的中 �� 131220（1番人気）
ワイド票数 計 690830 的中 �� 120252（1番人気）�� 15113（13番人気）�� 6326（23番人気）
3連複票数 計1737877 的中 ��� 32542（13番人気）
3連単票数 計3824302 的中 ��� 30085（28番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．3―12．1―12．0―11．6―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．3―34．6―46．7―58．7―1：10．3―1：21．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ムーンクエイク �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Halling デビュー 2016．2．21 東京2着

2013．4．26生 �4栗 母 リッチダンサー 母母 Fairy Flight 8戦3勝 賞金 40，421，000円
※フィラーレ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



12131 5月27日 晴 重 （29東京2）第11日 第11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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

815 エイシンバッケン 牡5鹿 57 岩田 康誠�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 524－ 61：22．1 2．3�
24 アキトクレッセント 牡5鹿 56 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 492－ 61：22．42 14．9�
612 レッドゲルニカ 牡4鹿 56 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 550＋ 21：22．61	 9．5�
48 ラストダンサー 牡6青鹿57 大野 拓弥草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 446± 0 〃 ハナ 10．7�
713
 タ ー ル タ ン 牡9芦 58 戸崎 圭太グリーンフィールズ� 吉村 圭司 米 George Waggoner

Stables Inc. 504－101：22．92 42．6�
23 ブラゾンドゥリス 牡5鹿 58 内田 博幸 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 浦河 村下 清志 518± 01：23．0クビ 5．2	
36 トミケンユークアイ �8黒鹿56 丸山 元気冨樫 賢二氏 和田 正道 浦河 バンブー牧場 494＋ 2 〃 クビ 228．5

816 キタサンミカヅキ 牡7鹿 57 武士沢友治�大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 530－ 21：23．21 88．1�
611 ポイントブランク 牡7栗 56 蛯名 正義 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 548＋10 〃 アタマ 11．3
59 シュテルングランツ 牡6黒鹿56 石橋 脩 �グリーンファーム須貝 尚介 千歳 社台ファーム B496＋ 2 〃 アタマ 41．9�
47 メイショウオセアン 牡6鹿 56 横山 典弘松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 546＋ 41：23．3� 260．1�
510 キタサンサジン 牡5栗 57 吉田 豊�大野商事 梅田 智之 新ひだか 米田牧場 532＋161：23．61 14．7�
11 ビッグリバティ 牡8青鹿56 石川裕紀人�杵臼牧場 大和田 成 浦河 杵臼牧場 514＋10 〃 アタマ 207．1�
714 ノ ウ レ ッ ジ 牡7鹿 57 柴山 雄一 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504± 01：24．66 92．5�
35 タムロミラクル 牡5青鹿57 M．デムーロ谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 474－ 11：25．23 7．9�
12 ポメグラネイト 牡6栗 56 勝浦 正樹畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 天羽牧場 562－121：25．62 115．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 98，031，100円 複勝： 145，118，800円 枠連： 74，649，700円
馬連： 370，911，700円 馬単： 137，713，200円 ワイド： 168，193，100円
3連複： 470，872，300円 3連単： 653，752，000円 計： 2，119，241，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 290円 � 260円 枠 連（2－8） 560円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 2，950円

ワ イ ド �� 700円 �� 500円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 5，840円 3 連 単 ��� 25，800円

票 数

単勝票数 計 980311 的中 � 332260（1番人気）
複勝票数 計1451188 的中 � 385271（1番人気）� 104232（6番人気）� 121222（4番人気）
枠連票数 計 746497 的中 （2－8） 103255（1番人気）
馬連票数 計3709117 的中 �� 154569（7番人気）
馬単票数 計1377132 的中 �� 34983（8番人気）
ワイド票数 計1681931 的中 �� 61744（7番人気）�� 90355（4番人気）�� 22278（25番人気）
3連複票数 計4708723 的中 ��� 60442（19番人気）
3連単票数 計6537520 的中 ��� 18370（77番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．4―11．9―12．1―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．4―46．3―58．4―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンバッケン �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．9．28 阪神4着

2012．4．20生 牡5鹿 母 エーシンラージシー 母母 エイシンルーデンス 21戦7勝 賞金 164，082，000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 サノイチ号・ダノングッド号・フィールザスマート号・ブライトアイディア号・メイショウウタゲ号・ラテンロック号

12132 5月27日 晴 重 （29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

36 コパノアラジン 牡4栗 57
54 ▲藤田菜七子小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 514＋ 21：36．1 7．8�

510 クレマンダルザス �4鹿 57 蛯名 正義吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 456＋ 81：36．41� 15．0�
714 フィールザプリティ 牝5黒鹿55 北村 宏司櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 474＋ 61：36．93 2．7�
816 ダイワインパルス 牡5鹿 57

54 ▲野中悠太郎大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 490＋ 6 〃 ハナ 4．5�
24 ネイビーブルー 牡4鹿 57 岩田 康誠青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 502－ 21：37．21� 6．4�
815 マーブルケーキ 牝6白 55

52 ▲菊沢 一樹金子真人ホール
ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 480＋ 41：37．41� 66．4	

48 	 ロマンホープ 牡5黒鹿57 柴田 善臣菅 實氏 松永 康利 新ひだか 友田牧場 466－ 21：37．5� 83．4

59 サクラルコール 牡6栃栗57 横山 典弘�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 高橋 修 496± 0 〃 クビ 8．4�
612 ヒドゥンブレイド 牡7黒鹿 57

55 △荻野 極 �シルクレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 492－ 41：37．6� 17．0
713 メイショウキトラ 牡6栗 57 
島 良太松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 磯野牧場 496＋ 21：37．92 123．9�
47 デジタルフラッシュ 牡6栗 57 石川裕紀人 �シルクレーシング 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 474－ 41：38．11 25．0�
12 ハイヴォルテージ 牡5栗 57 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 456± 0 〃 クビ 132．7�
35 	 ス ケ ロ ク 牡5栗 57

55 △木幡 初也サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 498－ 41：38．42 72．4�
11 シンボリハミルトン 牡6芦 57

54 ▲横山 武史シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 520－ 21：38．5� 58．4�
611 ニシノクラッチ 牡5黒鹿 57

54 ▲武藤 雅成田 隆好氏 尾形 和幸 浦河 高昭牧場 490＋ 21：38．71 69．4�
23 ダイメイリシャール 牡6栗 57

55 △井上 敏樹宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 498－ 61：39．23 114．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 70，067，600円 複勝： 93，211，500円 枠連： 47，832，300円
馬連： 214，170，600円 馬単： 81，850，900円 ワイド： 107，851，600円
3連複： 256，363，800円 3連単： 368，312，500円 計： 1，239，660，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 260円 � 360円 � 130円 枠 連（3－5） 2，400円

馬 連 �� 7，290円 馬 単 �� 13，890円

ワ イ ド �� 2，090円 �� 500円 �� 820円

3 連 複 ��� 6，380円 3 連 単 ��� 54，660円

票 数

単勝票数 計 700676 的中 � 71605（4番人気）
複勝票数 計 932115 的中 � 79474（5番人気）� 51553（7番人気）� 257174（1番人気）
枠連票数 計 478323 的中 （3－5） 15428（11番人気）
馬連票数 計2141706 的中 �� 24214（21番人気）
馬単票数 計 818509 的中 �� 4419（46番人気）
ワイド票数 計1078516 的中 �� 12441（24番人気）�� 58656（4番人気）�� 33776（8番人気）
3連複票数 計2563638 的中 ��� 30111（20番人気）
3連単票数 計3683125 的中 ��� 4885（164番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．6―35．2―47．2―59．6―1：11．9―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コパノアラジン �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．7．18 中京11着

2013．4．8生 牡4栗 母 スパイオブラヴ 母母 グロンシャール 21戦3勝 賞金 31，200，000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。
（非抽選馬） 3頭 イダクァイマ号・ヴァッハウ号・エターナルヒーロー号



（29東京2）第11日 5月27日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重後良
重

競走回数 12回 出走頭数 187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

213，090，000円
12，480，000円
1，510，000円
23，510，000円
74，622，000円
4，862，000円
1，795，200円

勝馬投票券売得金
560，232，200円
966，971，100円
365，921，200円
1，596，270，100円
674，105，200円
816，735，100円
1，925，219，500円
2，742，082，000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 9，647，536，400円

総入場人員 46，107名 （有料入場人員 ）
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