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12085 5月14日 曇 不良 （29東京2）第8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）

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

47 ミンネザング 牝3鹿 54 C．ルメール 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 476± 01：37．6 1．7�

24 ジュブリーユ 牝3芦 54
53 ☆木幡 巧也岡田 牧雄氏 牧 光二 浦河 宮内牧場 484－ 2 〃 アタマ 27．6�

611 スギノエンプレス 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 476＋ 61：37．7� 2．8�
815 フルオブグレース 牝3黒鹿54 北村 宏司 �社台レースホース木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－101：37．8� 10．9�
59 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－ 41：37．9クビ 42．6	
36 メイキャロル 牝3鹿 54 大野 拓弥千明牧場 勢司 和浩 浦河 千明牧場 454± 01：38．53� 19．1

11 サウンドベティ 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅増田 雄一氏 水野 貴広 新冠 新冠伊藤牧場 434－ 21：38．82 30．4�
612 クリノタブマン 牝3青鹿54 武士沢友治栗本 博晴氏 高橋 義博 青森 佐々木牧場 404＋ 61：39．01� 308．3�
23 リマインドミー 牝3黒鹿54 蛯名 正義岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新冠 若林牧場 B492＋101：39．32 61．6
816 ハコダテオウカ 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 468＋ 21：39．4� 25．9�
713 タッカースタート 牝3黒鹿54 幸 英明小松崎 孝氏 鈴木 伸尋 新冠 田渕牧場 442－ 21：39．82� 330．5�
12 プラムブロッサム 牝3鹿 54 吉田 豊冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 岩見牧場 536＋ 41：40．01 196．7�
714 レオエタニティー 牝3芦 54 江田 照男�レオ 奥平 雅士 日高 川端 正博 474± 01：40．31� 287．1�
48 オーブルージュ 牝3鹿 54 内田 博幸 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 526－ 61：41．25 57．8�
35 ミ コ エ バ ー 牝3黒鹿54 松岡 正海古賀 慎一氏 谷原 義明 新冠 若林牧場 468－ 61：41．3� 130．6�
510 ア ン ヌ ヴ ン 牝3鹿 54 的場 勇人一村 哲也氏 高木 登 日高 高山牧場 468 ― 〃 クビ 120．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，137，200円 複勝： 69，605，700円 枠連： 18，523，000円
馬連： 65，075，100円 馬単： 40，253，800円 ワイド： 36，527，100円
3連複： 91，873，500円 3連単： 144，814，400円 計： 494，809，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 270円 � 110円 枠 連（2－4） 1，610円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 2，680円

ワ イ ド �� 560円 �� 140円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 6，600円

票 数

単勝票数 計 281372 的中 � 126704（1番人気）
複勝票数 計 696057 的中 � 442530（1番人気）� 16704（7番人気）� 113312（2番人気）
枠連票数 計 185230 的中 （2－4） 8862（5番人気）
馬連票数 計 650751 的中 �� 22484（6番人気）
馬単票数 計 402538 的中 �� 11229（6番人気）
ワイド票数 計 365271 的中 �� 12782（6番人気）�� 99777（1番人気）�� 9859（11番人気）
3連複票数 計 918735 的中 ��� 63374（3番人気）
3連単票数 計1448144 的中 ��� 15884（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．6―35．9―48．3―1：01．0―1：13．4―1：25．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミンネザング �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．11．5 東京5着

2014．2．3生 牝3鹿 母 ミスアンコール 母母 ブロードアピール 5戦1勝 賞金 11，700，000円
〔発走状況〕 アンヌヴン号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 アンヌヴン号は，発走調教再審査。
※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。
（非当選馬） 4頭 アーガマ号・モガドール号・ラヴタクティクス号・ルーセントオーデ号

12086 5月14日 曇 不良 （29東京2）第8日 第2競走 ��
��2，100�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
2：06．7
2：05．9

良
良

48 トモジャヴァリ 牡3鹿 56 武 豊吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前谷 武志 450＋ 62：10．3 8．1�
47 ア オ ス タ 牡3栗 56 C．ルメール 吉田 和美氏 古賀 慎明 新ひだか 仲野牧場 B494－ 62：10．93� 5．2�
12 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 448＋ 42：11．32� 15．5�
815 アリストレジェンド 牡3栗 56 岩田 康誠 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 496－ 4 〃 アタマ 2．2�
24 オーシャンケリー 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也高橋 佑吉氏 中川 公成 浦河 地興牧場 B442＋ 42：12．25 58．3�
11 ゲンパチマサムネ 牡3鹿 56 柴山 雄一平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか 三石橋本牧場 498± 02：12．51� 5．1	
35 マイネルハドソン 牡3青鹿56 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 510＋ 62：13．03 31．0�
59 シンパンジャ 牡3黒鹿56 横山 典弘深澤 朝房氏 奥平 雅士 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 482＋ 82：13．32 49．7�
816 センノギモーヴ 牝3栗 54 武士沢友治浅野 正敏氏 浅野洋一郎 新ひだか カタオカフアーム 426＋ 82：14．04 27．0
36 ピ ペ ラ 牡3鹿 56 内田 博幸寺田 寿男氏 田村 康仁 新冠 ハシモトフアーム 468 ―2：14．1� 10．7�
713 ミサトウオッカ 牝3栗 54

51 ▲武藤 雅戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 B458＋ 62：14．42 135．8�
612 タ ネ ノ オ ー 牡3青鹿56 西村 太一種村 良平氏 久保田貴士 洞	湖 レイクヴィラファーム B484－ 22：15．03� 218．0�
714 シンボリバロン 
3青鹿56 嘉藤 貴行シンボリ牧場 尾形 和幸 日高 シンボリ牧場 456－ 42：15．74 180．1�
611 シンキングターボ 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎佐藤 雄司氏 大和田 成 新ひだか 山際牧場 488＋ 82：16．33� 303．9�
23 ジョリーラブ 牡3栗 56 江田 照男島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 42：16．51� 89．4�
510 タ リ ホ ー 牡3黒鹿56 的場 勇人神田 通博氏 浅野洋一郎 鹿児島 神田 通博 462－ 22：18．4大差 337．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，520，600円 複勝： 38，708，900円 枠連： 19，910，800円
馬連： 64，995，600円 馬単： 32，658，000円 ワイド： 35，977，600円
3連複： 86，164，000円 3連単： 108，882，500円 計： 416，818，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 260円 � 200円 � 350円 枠 連（4－4） 2，360円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 4，620円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，160円 �� 740円

3 連 複 ��� 5，170円 3 連 単 ��� 29，210円

票 数

単勝票数 計 295206 的中 � 28928（4番人気）
複勝票数 計 387089 的中 � 38766（4番人気）� 57159（2番人気）� 25565（6番人気）
枠連票数 計 199108 的中 （4－4） 6534（7番人気）
馬連票数 計 649956 的中 �� 22943（8番人気）
馬単票数 計 326580 的中 �� 5301（16番人気）
ワイド票数 計 359776 的中 �� 15269（5番人気）�� 7726（13番人気）�� 12520（9番人気）
3連複票数 計 861640 的中 ��� 12492（16番人気）
3連単票数 計1088825 的中 ��� 2702（87番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―12．0―12．4―12．8―12．7―13．0―13．2―12．3―11．7―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．1―30．1―42．5―55．3―1：08．0―1：21．0―1：34．2―1：46．5―1：58．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トモジャヴァリ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．10．30 東京7着

2014．4．7生 牡3鹿 母 ホーマンピクシー 母母 タ イ ト ー ク 5戦1勝 賞金 7，500，000円
〔発走状況〕 ゲンパチマサムネ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。

アリストレジェンド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジョリーラブ号・タリホー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年6月14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。
（非当選馬） 1頭 カガヒーロー号

第２回 東京競馬 第８日



12087 5月14日 曇 重 （29東京2）第8日 第3競走 ��
��1，400�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
1：19．6
1：19．0

良
良

47 � コスモペリドット 牡3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新 Chouxmaani In-
vestments Ltd 454－ 21：22．7 6．5�

715 グラドゥアーレ 牡3栗 56 C．ルメール �シルクレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 466－ 4 〃 クビ 2．7�
12 フ ラ ガ リ ア 牝3黒鹿54 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 430＋ 2 〃 アタマ 17．3�
23 グラスルアー 牡3青鹿56 内田 博幸半沢� 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 458± 01：23．44 5．7�
48 ペイシャブルー 牝3黒鹿54 大野 拓弥北所 直人氏 高橋 裕 日高 中川 欽一 422－ 4 〃 クビ 14．2�
59 レ ロ ー ヴ 牝3鹿 54 戸崎 圭太今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 486＋ 6 〃 ハナ 3．0	
36 シ ュ ラ ブ 牡3鹿 56 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 厚真 大川牧場 492＋101：23．71� 147．7

611 ダ ー ナ 牝3青鹿 54

51 ▲武藤 雅門野 重雄氏 和田 雄二 千歳 社台ファーム 366－ 91：23．8クビ 196．4�
816 カラーアゲン 牝3栗 54 江田 照男浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B476＋ 4 〃 クビ 63．8�
612 ティーデュエル 牝3鹿 54 的場 勇人深見 富朗氏 的場 均 浦河 浦河小林牧場 432＋101：24．11� 58．9
817 エクセルビーム 牡3栗 56 柴山 雄一谷川 正純氏 伊藤 伸一 むかわ 上水牧場 470＋ 21：24．31	 236．1�
714 シュシュアンジュ 牝3鹿 54 黛 弘人岡田 繁幸氏 小笠 倫弘 新ひだか 元道牧場 440 ― 〃 ハナ 289．6�
713 クィーンアリス 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也林 正道氏 武井 亮 新冠 秋田牧場 440＋ 21：24．72
 167．3�
35 ノーティスボード 牝3芦 54 蛯名 正義下河�行雄氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 494＋ 41：24．8クビ 29．6�
24 カラーグレード 牝3鹿 54 田中 勝春田中 春美氏 伊藤 伸一 新ひだか 山口 忠彦 434－ 41：24．9� 297．3�
11 ルージュリアン 牝3黒鹿54 松岡 正海佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 木戸口牧場 436－ 21：25．32 246．5�
510 ファイアーブライト 牝3栗 54 嘉藤 貴行山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 420－ 61：26．910 491．0�
818 ブラックセロー 牡3黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎小原準一郎氏 根本 康広 新ひだか 高橋 義浩 466 ―1：27．32
 225．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 27，803，500円 複勝： 35，189，000円 枠連： 16，800，100円
馬連： 63，344，100円 馬単： 32，823，000円 ワイド： 34，769，300円
3連複： 80，850，800円 3連単： 112，250，100円 計： 403，829，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 190円 � 150円 � 310円 枠 連（4－7） 770円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，630円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，180円 �� 700円

3 連 複 ��� 4，480円 3 連 単 ��� 24，320円

票 数

単勝票数 計 278035 的中 � 33992（4番人気）
複勝票数 計 351890 的中 � 48892（4番人気）� 72237（2番人気）� 23925（6番人気）
枠連票数 計 168001 的中 （4－7） 16881（3番人気）
馬連票数 計 633441 的中 �� 40655（5番人気）
馬単票数 計 328230 的中 �� 9355（11番人気）
ワイド票数 計 347693 的中 �� 20006（5番人気）�� 7169（14番人気）�� 12729（9番人気）
3連複票数 計 808508 的中 ��� 13510（16番人気）
3連単票数 計1122501 的中 ��� 3345（82番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―34．9―46．9―58．6―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�コスモペリドット �
�
父 Jimmy Choux �

�
母父 Testa Rossa デビュー 2017．1．22 中京4着

2014．8．28生 牡3栗 母 Diva Von Tessa 母母 Baltics 4戦1勝 賞金 7，900，000円
〔制裁〕 コスモペリドット号の騎手柴田大知は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：17番・5番・15

番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファイアーブライト号・ブラックセロー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年

6月14日まで平地競走に出走できない。

12088 5月14日 曇 重 （29東京2）第8日 第4競走 ��
��1，800�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
1：44．2
1：43．9

良
良

35 � フローラデマリポサ 牝3鹿 52 内田 博幸吉田 和美氏 堀 宣行 豪 Cressfield 480＋ 21：48．8 10．6�
59 フライベルク 牡3鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 502－ 61：49．01� 2．2�
24 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 504＋ 2 〃 クビ 6．1�

36 ラストプライドワン 牡3黒鹿56 柴山 雄一嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 岡田牧場 464－ 61：49．1	 50．1�
818 コスモメイプル 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 堤 牧場 458－ 6 〃 クビ 33．6�
23 シングンマイケル 牡3鹿 56 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 458－ 21：49．41
 6．8	
714 ロイヤルアイザック 牡3栗 56 大野 拓弥保坂 義貞氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 458－ 21：49．5	 56．6

612 エンジェルドンキ 牝3黒鹿54 北村 宏司廣崎利洋HD� 青木 孝文 新ひだか 藤原牧場 464－ 8 〃 クビ 14．0�
611 アルミランテ 牡3黒鹿56 吉田 豊金山 敏也氏 尾関 知人 むかわ 上水牧場 470＋ 41：49．6クビ 156．9
12 デ ィ ー チ ェ 牝3栗 54 戸崎 圭太�G1レーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム B444＋ 81：49．7	 9．1�
817 クープデュモンド 牡3芦 56 岩田 康誠�G1レーシング 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436± 01：50．01
 26．0�
11 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 480－ 41：50．1
 15．1�
48 コスモアルメナーラ 牡3栗 56 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 470＋ 21：50．2
 105．4�
47 グロールタイガー 牡3鹿 56 松岡 正海�ミルファーム 宗像 義忠 浦河 ミルファーム 462＋ 41：50．3	 57．0�
510 ウィンガーランド 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎島川 �哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 392－ 41：51．04 263．7�
816 アクロスザシャイン 牝3鹿 54 石川裕紀人森 保彦氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 414－ 41：51．21� 157．9�
713 ハーモニーメシアン 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也日下部勝德氏 小野 次郎 日高 今井牧場 518 ―1：51．3
 313．9�
715 デルマオウショウ 牡3青鹿56 江田 照男浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 526－101：52．68 132．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，611，500円 複勝： 43，370，000円 枠連： 20，911，100円
馬連： 69，877，700円 馬単： 33，513，000円 ワイド： 42，026，800円
3連複： 93，501，700円 3連単： 111，730，200円 計： 447，542，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 270円 � 130円 � 160円 枠 連（3－5） 1，150円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，930円

ワ イ ド �� 630円 �� 1，030円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，400円 3 連 単 ��� 16，040円

票 数

単勝票数 計 326115 的中 � 24598（5番人気）
複勝票数 計 433700 的中 � 31080（5番人気）� 104162（1番人気）� 68841（2番人気）
枠連票数 計 209111 的中 （3－5） 14073（4番人気）
馬連票数 計 698777 的中 �� 43527（3番人気）
馬単票数 計 335130 的中 �� 8557（9番人気）
ワイド票数 計 420268 的中 �� 17075（3番人気）�� 9865（9番人気）�� 28046（2番人気）
3連複票数 計 935017 的中 ��� 29201（2番人気）
3連単票数 計1117302 的中 ��� 5050（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―36．5―48．7―1：01．0―1：13．2―1：25．0―1：36．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．6

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

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

勝馬の
紹 介

�フローラデマリポサ �
�
父 Frankel �

�
母父 Stravinsky デビュー 2017．4．23 東京14着

2014．8．17生 牝3鹿 母 Jeu de Cartes 母母 Prized Gem 2戦1勝 賞金 5，000，000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） 2頭 エスプリドゥルミエ号・コスモノーズプレス号



12089 5月14日 曇 重 （29東京2）第8日 第5競走 ��
��1，400�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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

11 � バンケットスクエア 牡3黒鹿56 戸崎 圭太飯田 正剛氏 矢野 英一 米 Dr. Masa-
take Iida 490± 01：22．9 19．4�

815� ブランエクラ 牡3芦 56 C．ルメール �KTレーシング 武井 亮 米 Polo Green
Stable 504＋ 6 〃 ハナ 5．3�

36 スズカゴーディー 牡3黒鹿56 内田 博幸永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 480－ 61：23．53� 6．7�
12 ゲ キ リ ン 牡3栗 56 川田 将雅市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 日高 オリオンファーム 472± 01：23．6	 5．1�
24 ペイシャボム 牡3鹿 56 江田 照男北所 直人氏 本間 忍 日高 日高大洋牧場 468－ 41：24．45 19．4�
714� アニマルインミー 牡3鹿 56 柴田 大知田記 正規氏 小島 茂之 米 Linda Lee

Schroetlin 484－ 21：24．5� 21．1	
713 ク テ ィ ノ ス 牡3鹿 56 大野 拓弥金山 敏也氏 栗田 徹 新冠 樋渡 志尚 486－101：24．71
 198．0

510 ヴ ォ ル タ 牡3芦 56 松岡 正海小阪 優友氏 奥村 武 浦河 高村牧場 474＋ 2 〃 ハナ 53．6�
48 ト ル マ リ 牝3鹿 54 北村 宏司水上ふじ子氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 436＋ 4 〃 クビ 99．1�
47 カンバンムスメ 牝3黒鹿54 武士沢友治北所 直人氏 松永 康利 浦河 大西ファーム 440＋ 21：25．12� 80．8
35 ワイルドグラス 牡3鹿 56 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 浦河 宮内牧場 462－ 4 〃 クビ 83．6�
612 コロニアルスタイル 牝3栗 54 石川裕紀人吉田 照哉氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 450－ 21：25．31
 31．1�
611� パンサーバローズ 牡3黒鹿56 M．デムーロ猪熊 広次氏 角居 勝彦 米 WinStar

Farm, LLC 490± 01：25．4� 2．2�
816 ヒラボクメジャー 牡3栗 56 柴山 雄一�平田牧場 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 484＋ 61：26．14 155．1�
23 フジマサクイーン 牝3鹿 54 蛯名 正義藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 斉藤スタッド 440＋ 8 〃 アタマ 227．1�
59 プリティマックス 牝3栗 54 柴田 善臣丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 前谷 武志 428－ 61：26．2クビ 30．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，185，600円 複勝： 55，045，300円 枠連： 19，020，400円
馬連： 82，744，800円 馬単： 38，766，000円 ワイド： 50，448，300円
3連複： 107，768，400円 3連単： 139，576，400円 計： 532，555，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，940円 複 勝 � 400円 � 190円 � 190円 枠 連（1－8） 1，020円

馬 連 �� 4，100円 馬 単 �� 9，810円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 1，180円 �� 610円

3 連 複 ��� 7，160円 3 連 単 ��� 63，040円

票 数

単勝票数 計 391856 的中 � 16082（6番人気）
複勝票数 計 550453 的中 � 28926（5番人気）� 83093（2番人気）� 81201（3番人気）
枠連票数 計 190204 的中 （1－8） 14348（4番人気）
馬連票数 計 827448 的中 �� 15634（16番人気）
馬単票数 計 387660 的中 �� 2961（33番人気）
ワイド票数 計 504483 的中 �� 9179（17番人気）�� 10786（12番人気）�� 22029（6番人気）
3連複票数 計1077684 的中 ��� 11284（28番人気）
3連単票数 計1395764 的中 ��� 1605（197番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．2―34．3―45．9―57．8―1：10．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F37．0
3 2，4（9，15）1（8，12，11）（14，16）6，7－3，13，10＝5 4 2－（1，4）（9，15）8，11（6，12）14，7，16，13，3，10－5

勝馬の
紹 介

�バンケットスクエア �
�
父 Bellamy Road �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2016．10．30 新潟2着

2014．3．3生 牡3黒鹿 母 Cathy’s Love 母母 Cathy’s Cool 7戦2勝 賞金 18，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 シュエットヌーベル号・ストレンジウーマン号・スマートシャヒーン号・ブロッシェ号

12090 5月14日 曇 稍重 （29東京2）第8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

814 アルミレーナ 牝3芦 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 426－ 21：22．2 6．6�
46 ド ウ デ ィ 牡3鹿 56 幸 英明 e馬主組合 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 476－ 61：22．41 5．8�
610 ライオネルカズマ 牡3鹿 56 浜中 俊合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 木村 秀則 B502－ 21：22．61� 13．9�
58 ショウナンアエラ 牡3黒鹿56 北村 宏司国本 哲秀氏 奥村 武 浦河 大北牧場 476－ 4 〃 アタマ 4．4�
11 ミルトドリーム 牡3鹿 56 池添 謙一永山 勝敏氏 中竹 和也 浦河 北光牧場 496－121：22．7� 18．1�
711 ベストティアーズ 牝3青 54 田辺 裕信 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小島 太 むかわ 上水牧場 478－ 21：22．8	 12．1

813 ジ ョ ワ イ ユ 牝3鹿 54 大野 拓弥	ラ・メール 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 464± 01：23．12 192．5�
69 ガッテンパートナー 牡3栗 56 松岡 正海大島 芳子氏 本間 忍 新ひだか 飯岡牧場 454－ 21：23．2� 91．5�
45 
 ミセスワタナベ 牝3鹿 54 C．ルメール 吉田 和子氏 木村 哲也 米

C. Kidder, N. Cole,
J. K. Griggs &
Linda Griggs

482± 01：23．41� 2．9
57 ミッキーワイン 牡3鹿 56 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム B478－ 61：23．5	 36．9�
34 コロラトゥーレ 牝3鹿 54 岩田 康誠廣崎利洋HD	 梅田 智之 日高 Shall Farm 440－101：23．71 9．9�
33 セ ル リ ア ン 牡3黒鹿56 内田 博幸�サンライズ 藤岡 健一 浦河 金成吉田牧場 B458－121：24．23 83．6�
712 リボンナイト 牡3鹿 56 菅原 隆一田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新冠 ハクツ牧場 438－ 41：24．41 536．3�
22 コ ロ リ ズ ム 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新冠 シンユウフアーム 448± 01：25．46 372．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 41，764，800円 複勝： 57，213，200円 枠連： 19，780，300円
馬連： 90，753，200円 馬単： 39，091，500円 ワイド： 50，641，800円
3連複： 113，225，600円 3連単： 140，489，600円 計： 552，960，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 230円 � 200円 � 370円 枠 連（4－8） 700円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 3，690円

ワ イ ド �� 710円 �� 990円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 5，120円 3 連 単 ��� 26，530円

票 数

単勝票数 計 417648 的中 � 50594（4番人気）
複勝票数 計 572132 的中 � 66696（4番人気）� 81225（3番人気）� 34706（7番人気）
枠連票数 計 197803 的中 （4－8） 21769（2番人気）
馬連票数 計 907532 的中 �� 38122（7番人気）
馬単票数 計 390915 的中 �� 7940（14番人気）
ワイド票数 計 506418 的中 �� 18612（8番人気）�� 13041（12番人気）�� 12484（14番人気）
3連複票数 計1132256 的中 ��� 16564（17番人気）
3連単票数 計1404896 的中 ��� 3839（89番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．3―12．2―12．0―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．5―34．8―47．0―59．0―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルミレーナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sholokhov デビュー 2016．10．22 東京2着

2014．2．10生 牝3芦 母 ナイトマジック 母母 Night Woman 5戦2勝 賞金 15，000，000円
※コロリズム号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



12091 5月14日 曇 重 （29東京2）第8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）
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 375，000
375，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

23 ジェイケイライアン 牡5鹿 57 戸崎 圭太小谷野次郎氏 松永 康利 新ひだか 藤川フアーム 484± 01：35．4 10．9�
35 キングドラゴン �4鹿 57 C．ルメール 窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 508＋141：35．82	 7．7�
48 
 キ ン グ リ オ 牡5鹿 57 岩田 康誠窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 506－ 2 〃 アタマ 31．2�
24 
 パルトネルラーフ 牡4鹿 57 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 日高 浜本牧場 502－131：35．9� 64．6�
612 トラキアンコード �5芦 57 M．デムーロ原 �子氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 496－ 21：36．0クビ 6．0�
714
 オ ケ ア ノ ス 牡5鹿 57 内田 博幸清水 敏氏 南田美知雄 浦河 ミルファーム 520＋ 2 〃 同着 13．8	
59 
 ミュートロギア 牡4青鹿57 黛 弘人 �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 B502＋ 4 〃 ハナ 148．3

510 レオイノセント 牡4芦 57 嘉藤 貴行�レオ 牧 光二 新冠 飛渡牧場 506± 01：36．1クビ 20．7�
815 サ ノ マ ル 牡4栗 57

54 ▲武藤 雅佐野 信幸氏 中舘 英二 新冠 ハクツ牧場 508＋ 21：36．73	 266．6�
36 ダンガンコゾウ 牡5栗 57 吉田 隼人海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 498＋ 81：36．91 247．8
713 サノノカガヤキ 牡4鹿 57 田辺 裕信佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 496± 01：37．43 23．1�
11 ヨクエロマンボ �4芦 57 蛯名 正義平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 450－ 21：37．5クビ 4．6�
12 コアコンピタンス 牡4鹿 57

54 ▲野中悠太郎 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム B510＋ 41：37．6� 49．5�
816 スケールアップ 牡4黒鹿57 石川裕紀人髙岡 義雄氏 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 500＋ 61：37．7� 2．5�
611 ビレッジエンパイア 牡4鹿 57 北村 宏司村山 浩伸氏 土田 稔 新ひだか 嶋田牧場 478－ 41：37．8クビ 196．2�
47 
 ココロノキャンバス 牝4栗 55 菅原 隆一田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 日高 いとう牧場 390＋ 61：38．33 289．7�
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売 得 金
単勝： 39，690，300円 複勝： 53，730，300円 枠連： 19，884，600円
馬連： 94，949，600円 馬単： 40，497，700円 ワイド： 52，131，400円
3連複： 112，991，200円 3連単： 146，762，300円 計： 560，637，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 340円 � 320円 � 640円 枠 連（2－3） 4，060円

馬 連 �� 4，020円 馬 単 �� 9，610円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 3，110円 �� 2，570円

3 連 複 ��� 25，280円 3 連 単 ��� 117，700円

票 数

単勝票数 計 396903 的中 � 29130（5番人気）
複勝票数 計 537303 的中 � 43304（6番人気）� 46022（4番人気）� 20063（9番人気）
枠連票数 計 198846 的中 （2－3） 3792（16番人気）
馬連票数 計 949496 的中 �� 18294（15番人気）
馬単票数 計 404977 的中 �� 3160（33番人気）
ワイド票数 計 521314 的中 �� 10975（16番人気）�� 4259（34番人気）�� 5191（28番人気）
3連複票数 計1129912 的中 ��� 3352（70番人気）
3連単票数 計1467623 的中 ��� 904（324番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．5―11．7―12．1―12．0―12．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．2―34．7―46．4―58．5―1：10．5―1：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．9
3 16（10，13）9，8－（12，14）（2，3）5－4，15，6－（7，1，11） 4 16（10，13）（9，8）（12，14）（2，5）3，4，15－6（1，11）7

勝馬の
紹 介

ジェイケイライアン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．8．3 札幌6着

2012．2．10生 牡5鹿 母 ジェイケイクリス 母母 ジェイケイコマンダ 22戦3勝 賞金 26，750，000円

12092 5月14日 曇 稍重 （29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）
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
1：31．3
1：30．7

良
良

711 キャプテンペリー �4栗 57 大野 拓弥千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 478± 01：34．5 15．9�
33 サ ン ク ロ ワ 牡4栗 57 戸崎 圭太�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 460－ 81：34．6	 7．3�
34 エ ン ジ ニ ア 牡4鹿 57 柴田 善臣髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 482－ 4 〃 アタマ 7．2�
610 レインボーフラッグ 牡4鹿 57 M．デムーロ �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 454－ 2 〃 クビ 5．6�
813 ナ ヴ ィ オ ン 牡5鹿 57 石川裕紀人�橋口 手塚 貴久 日高 浜本牧場 474－10 〃 ハナ 5．5�
712 オンタケハート 牡6鹿 57 田中 勝春宮原 廣伸氏 伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 488－ 41：35．02	 50．4	
57 ショウボート 牡5栗 57 C．ルメール 馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 480＋ 41：35．1	 3．7

45 ダイワスキャンプ �5鹿 57 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム 428－ 61：35．41
 117．2�
11 ディアコンチェルト 牡5黒鹿57 幸 英明ディアレストクラブ� 高木 登 新ひだか 八田ファーム 458－ 2 〃 ハナ 62．0�
46 マイアベーア 牡5青鹿57 北村 友一 社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム 472± 0 〃 クビ 93．8�
69 リ ン ク ス 牡4鹿 57 内田 博幸 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 480± 01：35．61 4．6�
22 タニノタキシード �7黒鹿 57

54 ▲野中悠太郎谷水 雄三氏 小桧山 悟 新ひだか カントリー牧場 B482－ 61：36．02	 160．9�
814 スワンボート 牡7鹿 57 菅原 隆一田頭 勇貴氏 柴田 政人 浦河 オンワード牧場 472＋ 21：36．42	 288．1�
58 ヨ イ ミ ヤ 牝4栗 55 江田 照男ミルファーム 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド 420± 0 〃 ハナ 79．9�
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売 得 金
単勝： 45，891，300円 複勝： 63，788，300円 枠連： 27，954，500円
馬連： 117，700，500円 馬単： 47，850，600円 ワイド： 56，721，000円
3連複： 131，448，500円 3連単： 178，672，500円 計： 670，027，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 370円 � 230円 � 220円 枠 連（3－7） 2，280円

馬 連 �� 6，570円 馬 単 �� 14，170円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 1，630円 �� 700円

3 連 複 ��� 12，720円 3 連 単 ��� 97，980円

票 数

単勝票数 計 458913 的中 � 23087（7番人気）
複勝票数 計 637883 的中 � 39708（7番人気）� 75131（6番人気）� 79167（4番人気）
枠連票数 計 279545 的中 （3－7） 9468（10番人気）
馬連票数 計1177005 的中 �� 13881（21番人気）
馬単票数 計 478506 的中 �� 2532（43番人気）
ワイド票数 計 567210 的中 �� 7768（21番人気）�� 8788（20番人気）�� 21707（10番人気）
3連複票数 計1314485 的中 ��� 7750（35番人気）
3連単票数 計1786725 的中 ��� 1322（253番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．4―35．5―47．3―59．4―1：10．7―1：22．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キャプテンペリー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2015．7．11 福島1着

2013．4．15生 �4栗 母 メイグレイス 母母 サンシャインステラ 13戦3勝 賞金 39，058，000円
〔発走状況〕 ヨイミヤ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 レインボーフラッグ号の騎手M．デムーロは，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30，000円。（被害馬：3

番・11番・13番）
〔調教再審査〕 ヨイミヤ号は，発走調教再審査。



12093 5月14日 曇 稍重 （29東京2）第8日 第9競走 ��2，000�テ レ 玉 杯
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�
テレビ埼玉杯（1着）

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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

33 ベアインマインド 牝4鹿 55 C．ルメール 宇田 豊氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 432＋ 82：01．7 4．8�
66 ヴァフラーム 牝5鹿 55 田辺 裕信市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 474－ 4 〃 ハナ 3．0�
55 プリモンディアル 牝6鹿 55 戸崎 圭太寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 450± 02：01．91 2．5�
44 アイスコールド 牝4鹿 55 松岡 正海 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472＋ 22：02．32� 24．4�
11 ラベンダーメモリー 牝4鹿 55 嘉藤 貴行田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 青森 一山育成牧場 B438± 02：02．51� 7．0�
22 ミ ネ ッ ト 牝4鹿 55 大野 拓弥窪田 康志氏 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 454＋102：02．71� 13．4	
77 グリントオブライト 牝4栗 55 浜中 俊 
サンデーレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 434－ 42：02．91 16．2�

（7頭）

売 得 金
単勝： 41，003，900円 複勝： 43，845，300円 枠連： 発売なし
馬連： 92，343，300円 馬単： 47，554，200円 ワイド： 36，124，600円
3連複： 94，087，000円 3連単： 248，538，800円 計： 603，497，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 220円 � 190円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 220円 �� 200円 �� 170円

3 連 複 ��� 420円 3 連 単 ��� 4，030円

票 数

単勝票数 計 410039 的中 � 68164（3番人気）
複勝票数 計 438453 的中 � 72105（3番人気）� 96267（2番人気）
馬連票数 計 923433 的中 �� 79250（4番人気）
馬単票数 計 475542 的中 �� 21149（7番人気）
ワイド票数 計 361246 的中 �� 37837（3番人気）�� 43206（2番人気）�� 59827（1番人気）
3連複票数 計 940870 的中 ��� 165748（1番人気）
3連単票数 計2485388 的中 ��� 44694（10番人気）

ハロンタイム 13．3―11．9―12．0―12．2―12．3―12．5―12．4―11．4―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．2―37．2―49．4―1：01．7―1：14．2―1：26．6―1：38．0―1：49．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．1

3 4－3＝1（2，5）7，6
2
4
4－3－1，2，5－7，6
4－3－1（2，7，5）6

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ベアインマインド �

父 ディープインパクト �


母父 Richly Blended デビュー 2015．11．1 東京8着

2013．2．7生 牝4鹿 母 ウルトラブレンド 母母 Ankha 11戦3勝 賞金 36，682，000円
〔制裁〕 ヴァフラーム号の騎手田辺裕信は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5番）

12094 5月14日 曇 重 （29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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

814 サンライズソア 牡3青鹿56 岩崎 翼松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 494－ 81：35．2 16．7�
58 ハルクンノテソーロ 牡3黒鹿56 田辺 裕信了德寺健二氏 高木 登 新冠 長浜牧場 472－ 21：35．41� 21．1�
11 シゲルベンガルトラ 牡3栗 56 内田 博幸森中 蕃氏 服部 利之 新冠 石田牧場 442± 0 〃 ハナ 14．2�
34 サンチェサピーク 牡3黒鹿56 四位 洋文 �加藤ステーブル 加藤 征弘 新冠 芳住 鉄兵 528＋ 41：35．71	 34．3�
813 アシャカダイキ 牝3鹿 54 石川裕紀人吉冨 学氏 鈴木 伸尋 安平 ノーザンファーム 484＋ 81：35．8	 39．5�
46 パレスハングリー 牝3黒鹿54 田中 勝春西村 豊氏 大江原 哲 新ひだか カタオカフアーム 454－ 6 〃 ハナ 36．3	
69 サクレエクスプレス 牝3鹿 54 岩田 康誠 K.S．ヤップ氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：36．11	 4．7

33 ハッスルバッスル 牡3黒鹿56 浜中 俊吉澤 克己氏 戸田 博文 新ひだか タイヘイ牧場 B488＋ 8 〃 アタマ 163．6�
22 トロピカルスパート 牝3栗 54 吉田 豊日向 均氏 高橋 文雅 新ひだか 坂本 健一 478＋ 41：36．2	 144．6�
712 アナザートゥルース 牡3栗 56 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 476± 01：36．3
 7．5
45 スマートレイチェル 牝3黒鹿54 武 豊大川 徹氏 西園 正都 浦河 桑田牧場 482－ 21：36．4	 3．1�
57 セイカチトセ 牡3黒鹿56 柴山 雄一久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム B478＋ 41：36．61 51．8�
610 サ ノ サ マ ー 牡3栗 56 戸崎 圭太佐野 信幸氏 中舘 英二 浦河 日の出牧場 466＋ 21：37．55 4．7�
711 モンサンレガーメ 牡3栗 56 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 508－ 8 （競走中止） 11．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 73，296，100円 複勝： 95，658，400円 枠連： 48，508，500円
馬連： 207，343，800円 馬単： 85，427，100円 ワイド： 101，897，200円
3連複： 277，214，800円 3連単： 374，731，300円 計： 1，264，077，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，670円 複 勝 � 460円 � 530円 � 350円 枠 連（5－8） 8，480円

馬 連 �� 18，680円 馬 単 �� 31，540円

ワ イ ド �� 5，400円 �� 2，810円 �� 2，560円

3 連 複 ��� 51，690円 3 連 単 ��� 283，590円

票 数

単勝票数 計 732961 的中 � 35003（7番人気）
複勝票数 計 956584 的中 � 53610（7番人気）� 45410（8番人気）� 74904（5番人気）
枠連票数 計 485085 的中 （5－8） 4430（22番人気）
馬連票数 計2073438 的中 �� 8602（45番人気）
馬単票数 計 854271 的中 �� 2031（84番人気）
ワイド票数 計1018972 的中 �� 4824（49番人気）�� 9387（33番人気）�� 10307（31番人気）
3連複票数 計2772148 的中 ��� 4022（135番人気）
3連単票数 計3747313 的中 ��� 958（747番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―34．6―46．8―59．2―1：11．2―1：23．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズソア �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．8．6 新潟1着

2014．3．9生 牡3青鹿 母 ア メ ー リ ア 母母 ビハインドザマスク 7戦3勝 賞金 35，560，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走中止〕 モンサンレガーメ号は，競走中に疾病〔右第1指関節開放性脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 サンライズソア号の騎手岩崎翼は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）

２レース目



12095 5月14日 曇 稍重 （29東京2）第8日 第11競走 ��
��1，600�第12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 93，000，000円 37，000，000円 23，000，000円 14，000，000円 9，300，000円
付 加 賞 3，570，000円 1，020，000円 510，000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
1：31．5

良
良
良

35 アドマイヤリード 牝4青鹿55 C．ルメール 近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 422－ 41：33．9 13．5�
510 デンコウアンジュ 牝4黒鹿55 蛯名 正義田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 444± 01：34．11� 67．9�
23 ジュールポレール 牝4鹿 55 幸 英明�G1レーシング 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 2 〃 クビ 17．5�
12 スマートレイアー 牝7芦 55 武 豊大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 470－ 6 〃 アタマ 8．9�
24 ソルヴェイグ 牝4栗 55 川田 将雅�G1レーシング 	島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 61：34．2クビ 43．6�
48 クイーンズリング 牝5黒鹿55 M．デムーロ吉田 千津氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 466± 01：34．3
 9．4	
611 ミッキークイーン 牝5鹿 55 浜中 俊野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 440＋ 21：34．4� 1．9

815 フロンテアクイーン 牝4鹿 55 北村 宏司長妻 和男氏 国枝 栄 浦河 林 孝輝 462± 01：34．5� 89．2�
612 ウキヨノカゼ 牝7黒鹿55 吉田 隼人國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーフレンズファーム 490＋ 8 〃 クビ 37．8�
47 ルージュバック 牝5鹿 55 戸崎 圭太 キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 452－ 21：34．6� 7．6�
714 レッツゴードンキ 牝5栗 55 岩田 康誠廣崎利洋HD� 梅田 智之 平取 清水牧場 496－10 〃 クビ 7．9�
11 アットザシーサイド 牝4鹿 55 田辺 裕信吉田 照哉氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 438－ 6 〃 ハナ 107．2�
36 アスカビレン 牝5鹿 55 池添 謙一神田 紘爾氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 470＋ 21：34．7クビ 45．3�
713 ヒルノマテーラ 牝6黒鹿55 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 464＋ 21：34．91� 312．7�
816 クリノラホール 牝4芦 55 北村 友一栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 446＋ 41：35．22 225．9�
817 リーサルウェポン 牝6鹿 55 内田 博幸 Him Rock Racing 武市 康男 日高 タバタファーム 442＋101：36．26 177．1�
59 オートクレール 牝6栗 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 中野 栄治 日高 出口牧場 440＋ 21：41．7大差 142．3�

（17頭）

売 得 金
単勝： 528，809，900円 複勝： 607，772，600円 枠連： 409，441，300円 馬連： 1，839，151，300円 馬単： 911，225，000円
ワイド： 779，746，900円 3連複： 2，980，478，600円 3連単： 6，057，084，900円 5重勝： 566，444，500円 計： 14，680，155，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，350円 複 勝 � 440円 � 1，580円 � 480円 枠 連（3－5） 11，230円

馬 連 �� 42，710円 馬 単 �� 73，750円

ワ イ ド �� 8，380円 �� 1，890円 �� 10，530円

3 連 複 ��� 123，870円 3 連 単 ��� 918，700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����� 8，260，640円

票 数

単勝票数 計5288099 的中 � 313108（6番人気）
複勝票数 計6077726 的中 � 385246（6番人気）� 93424（11番人気）� 343766（7番人気）
枠連票数 計4094413 的中 （3－5） 28245（26番人気）
馬連票数 計18391513 的中 �� 33372（61番人気）
馬単票数 計9112250 的中 �� 9266（110番人気）
ワイド票数 計7797469 的中 �� 23767（59番人気）�� 108729（22番人気）�� 18885（67番人気）
3連複票数 計29804786 的中 ��� 18045（194番人気）
3連単票数 計60570849 的中 ��� 4780（1139番人気）
5重勝票数 計5664445 的中 ����� 48

ハロンタイム 12．6―11．2―11．8―12．3―12．2―11．1―10．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．6―47．9―1：00．1―1：11．2―1：22．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F33．8
3 4（2，17）（6，14）（3，9，11）（8，10，16）（5，12）（1，7，15）13 4 ・（2，4）（8，6，17）14（5，3）（9，11）（1，13，10，16）12（7，15）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤリード �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Numerous デビュー 2015．7．11 中京1着

2013．3．18生 牝4青鹿 母 ベルアリュールⅡ 母母 Mare Aux Fees 14戦5勝 賞金 191，252，000円
〔制裁〕ミッキークイーン号の騎手浜中俊は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：10番・16番・12番）

ソルヴェイグ号の騎手川田将雅は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・2番）

12096 5月14日 曇 重 （29東京2）第8日 第12競走 ��
��1，400�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；負担重量は，57�，牝馬2�減

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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

36 シュテルングランツ 牡6黒鹿57 C．ルメール �グリーンファーム須貝 尚介 千歳 社台ファーム B494＋ 21：22．5 6．1�
816 リスペクトアース 牡4黒鹿57 江田 照男 �グリーンファーム小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 548＋ 21：22．6� 26．0�
611 ソーディヴァイン 牝4鹿 55 川田 将雅 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 528＋ 2 〃 クビ 4．3�
59 トウショウカウント 牡5栗 57 田辺 裕信トウショウ産業� 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 514＋121：22．81 24．2	
47 ゴールドスーク 牡6栗 57 四位 洋文 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 500－ 41：23．01	 9．0

714 ショウナンカサロ 牝5青鹿55 吉田 豊国本 哲秀氏 古賀 史生 新ひだか 西村 和夫 470＋ 41：23．1� 33．0�
35 ア チ ー ヴ 牡7黒鹿57 大野 拓弥前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 480± 0 〃 ハナ 76．0�
510
 エルフィンコーブ 牝4鹿 55 戸崎 圭太吉田 和子氏 池添 学 米

John David O’Far-
rell & J. Michael
O’Farrell, Jr.

510＋ 61：23．31	 13．2
48 リュクサンブール �6鹿 57 田中 勝春村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 466－ 4 〃 アタマ 100．5�
11 クワドループル 牡5黒鹿57 柴田 善臣 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498－ 2 〃 アタマ 15．6�
12 ビービーサレンダー 牡4鹿 57 内田 博幸�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 498－ 21：23．51� 17．1�
713� ベ ッ ク 牡6栗 57 横山 典弘細川祐季子氏 牧浦 充徳 平取 稲原牧場 504＋ 21：23．71	 5．2�
815 ヨ シ オ 牡4鹿 57 木幡 巧也仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 462－ 41：24．23 76．4�
23 ワンダーサジェス 牝4鹿 55 武 豊山本 信行氏 石橋 守 浦河 大島牧場 482± 01：24．62� 6．1�
612 ナンヨーマーク 牡6青鹿57 柴山 雄一中村 德也氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 B512＋ 2 〃 ハナ 22．5�
24 コスタアレグレ 牡7栗 57 吉田 隼人安原 浩司氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田牧場 488－101：24．7クビ 182．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 99，264，600円 複勝： 145，382，800円 枠連： 64，642，600円
馬連： 276，495，800円 馬単： 106，010，400円 ワイド： 148，680，100円
3連複： 369，766，100円 3連単： 520，651，900円 計： 1，730，894，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 230円 � 670円 � 190円 枠 連（3－8） 6，670円

馬 連 �� 14，510円 馬 単 �� 21，780円

ワ イ ド �� 4，500円 �� 610円 �� 3，260円

3 連 複 ��� 23，960円 3 連 単 ��� 179，150円

票 数

単勝票数 計 992646 的中 � 128133（4番人気）
複勝票数 計1453828 的中 � 173164（4番人気）� 44512（12番人気）� 239121（1番人気）
枠連票数 計 646426 的中 （3－8） 7505（26番人気）
馬連票数 計2764958 的中 �� 14759（50番人気）
馬単票数 計1060104 的中 �� 3650（83番人気）
ワイド票数 計1486801 的中 �� 8165（52番人気）�� 67228（3番人気）�� 11361（43番人気）
3連複票数 計3697661 的中 ��� 11570（83番人気）
3連単票数 計5206519 的中 ��� 2107（612番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―11．6―11．8―11．4―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―23．9―35．5―47．3―58．7―1：10．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．2
3 ・（3，6）11（2，16）（9，15）（4，14）8（1，12，13）7，5，10 4 ・（3，6）（11，16）（2，9）（4，15，14）（8，13）1，12（5，7）10

勝馬の
紹 介

シュテルングランツ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Two Punch デビュー 2014．2．8 京都8着

2011．2．19生 牡6黒鹿 母 トゥースペシャル 母母 Flaps Up 24戦5勝 賞金 87，960，000円
〔制裁〕 ビービーサレンダー号の騎手内田博幸は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
※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 オニノシタブル号・ラインシュナイダー号・ルグランフリソン号

５レース目



（29東京2）第8日 5月14日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 182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

373，560，000円
4，920，000円
17，060，000円
6，300，000円
45，040，000円
73，281，000円
5，361，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
1，026，979，300円
1，309，309，800円
685，377，200円
3，064，774，800円
1，455，670，300円
1，425，692，100円
4，539，370，200円
8，284，184，900円
566，444，500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 22，357，803，100円

総入場人員 42，870名 （有料入場人員 40，695名）
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