
12133 5月31日 晴 良 （27東京2）第12日 第1競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走10時05分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

23 デストリーライズ 牡3鹿 56 三浦 皇成広尾レース� 鹿戸 雄一 新ひだか 木村 秀則 486± 01：40．4 6．7�
11 � オーバーウェルム 牡3黒鹿56 横山 典弘�Basic 田島 俊明 加 Ballycroy

Training Centre 446＋ 21：40．82� 5．2�
816 サノタイクーン 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹ビジョンサラブレッドクラブ 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 B460± 01：40．9クビ 8．6�
24 ダイワバース 牡3黒鹿56 丸田 恭介大城 敬三氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 466－ 41：41．21	 16．5�
714 イヌイジェニー 牝3黒鹿54 丹内 祐次井上 一郎氏 大江原 哲 様似 中脇 一幸 B460－ 2 〃 クビ 16．0�
47 ドリームユニバンス 牡3黒鹿56 北村 宏司亀井 哲也氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 484 ―1：41．41
 2．8	
35 キョウワデューク 牡3栗 56 的場 勇人
協和牧場 的場 均 新冠 協和牧場 488－ 21：41．5� 100．6�
36 オールディーズ 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 452－ 21：41．6	 170．1�

611 コ イ オ ス 牡3青鹿56 江田 照男
ミルファーム 斎藤 誠 新ひだか 中田 英樹 520＋101：41．7� 57．8
815 フェスタジュニーナ 牡3鹿 56 L．オールプレス 
社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 482－ 41：41．8クビ 17．6�

（旧姓 L．マンビー） （新）

510 イ プ ノ ー ズ 牝3鹿 54 柴山 雄一
日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 462－ 4 〃 クビ 35．7�
48 スニップレイ 牡3青鹿56 吉田 豊阿部 幸暉氏 尾形 充弘 日高 荒井ファーム 496＋ 21：42．43� 22．6�
12 � ヨ ッ ト マ ン 牡3鹿 56 内田 博幸 
シルクレーシング 栗田 徹 米 Joel M. Carino &

Ocala Farm Corp 468－ 21：43．67 7．5�
713 アルトサックス 牡3鹿 56 嘉藤 貴行手嶋 康雄氏 松永 康利 新ひだか 佐竹 学 480－ 8 〃 クビ 102．9�
612 ニシノエース �3黒鹿 56

53 ▲石川裕紀人西山 茂行氏 根本 康広 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 496－ 61：45．8大差 75．2�

59 ファイターホリハル 牡3鹿 56 和田 竜二堀口 晴男氏 石栗 龍彦 日高 中川 浩典 500＋ 4 〃 クビ 269．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，760，400円 複勝： 42，604，800円 枠連： 23，150，600円
馬連： 89，994，000円 馬単： 39，216，400円 ワイド： 37，590，100円
3連複： 96，080，200円 3連単： 124，577，100円 計： 479，973，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 180円 � 190円 � 270円 枠 連（1－2） 530円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 2，730円

ワ イ ド �� 520円 �� 750円 �� 850円

3 連 複 ��� 4，010円 3 連 単 ��� 20，790円

票 数

単勝票数 計 267604 的中 � 31721（3番人気）
複勝票数 計 426048 的中 � 64185（2番人気）� 62962（3番人気）� 36523（5番人気）
枠連票数 計 231506 的中 （1－2） 33308（2番人気）
馬連票数 計 899940 的中 �� 54046（3番人気）
馬単票数 計 392164 的中 �� 10735（7番人気）
ワイド票数 計 375901 的中 �� 19317（2番人気）�� 12704（6番人気）�� 11059（9番人気）
3連複票数 計 960802 的中 ��� 17948（9番人気）
3連単票数 計1245771 的中 ��� 4343（46番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．5―12．2―13．3―13．1―13．0―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．3―47．5―1：00．8―1：13．9―1：26．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．9―3F39．6
3 16－10（7，15）11，1－（5，4）－（2，6，8）（3，14）（9，13）－12 4 16（10，7）（1，11，15）（5，4）－（6，3，8）14，13，2，9－12

勝馬の
紹 介

デストリーライズ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 Tale of the Cat デビュー 2014．12．28 中山4着

2012．2．5生 牡3鹿 母 スイートマカロン 母母 Pastel Colour 6戦1勝 賞金 9，400，000円
〔発走状況〕 ダイワバース号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノエース号・ファイターホリハル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年

7月31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。
（非当選馬） 2頭 シューイチ号・ロードメタリック号
（非抽選馬） 1頭 ブライアンキング号
※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。

12134 5月31日 晴 良 （27東京2）第12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

23 ラミアカーサ 牝3栗 54
51 ▲井上 敏樹藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 426－ 21：20．4 3．3�
48 スプリングアース 牡3鹿 56 福永 祐一加藤 春夫氏 堀 宣行 浦河 辻 牧場 448± 01：20．5� 5．9�
510 ノースフォンテン 牡3芦 56 柴田 善臣吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 460－ 41：20．92� 120．0�
612 トウショウリンクス 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也トウショウ産業� 武井 亮 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 432± 0 〃 ハナ 199．7�
815 ワ ル 牡3鹿 56 内田 博幸西山 茂行氏 武藤 善則 新冠 パカパカ

ファーム 464－ 61：21．0� 7．8�
35 カゼニモマケズ 牝3栗 54 武士沢友治江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 434＋ 81：21．1クビ 100．6	
714 ダークグリーン 牡3青鹿56 戸崎 圭太
須野牧場 尾関 知人 栃木 恵比寿興業株式

会社
須野牧場 448± 0 〃 ハナ 2．2�
12 サクセスクイーン 牝3栗 54 田中 勝春小林 章氏 新開 幸一 新ひだか 西村 和夫 408＋ 41：21．41� 80．5�
59 ミエノサンキュー �3青鹿56 北村 宏司里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 448－101：22．25 11．0
611 ツクバレガーロ 牡3栗 56 江田 照男細谷 武史氏 蛯名 利弘 日高 坂田牧場 464＋ 21：23．37 197．8�
11 カシノツバサ 牡3栗 56 酒井 学柏木 務氏 天間 昭一 青森 一山育成牧場 476＋ 41：23．4� 110．2�
24 トウショウバンディ 牡3栗 56 柴田 大知トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 474－ 81：23．5� 62．2�
47 ビップヘラクレス 牡3栗 56 嘉藤 貴行鈴木 邦英氏 田島 俊明 様似 様似堀牧場 454＋ 41：24．13� 127．6�
816 プルミエプリ 牡3栗 56 西田雄一郎�石田牧場 松永 康利 新冠 石田牧場 452± 01：24．95 43．6�
36 フランクジョイ 牡3芦 56

53 ▲石川裕紀人坂本 万夫氏 尾形 充弘 新冠 村上 欽哉 472－16 （競走中止） 59．1�
（15頭）

713 ゴールドエッグ 牡3鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 30，489，200円 複勝： 36，444，200円 枠連： 17，603，600円
馬連： 81，780，500円 馬単： 41，916，100円 ワイド： 35，280，100円
3連複： 86，365，300円 3連単： 131，160，100円 計： 461，039，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 230円 � 1，940円 枠 連（2－4） 960円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 520円 �� 5，090円 �� 7，550円

3 連 複 ��� 24，160円 3 連 単 ��� 96，140円

票 数

単勝票数 差引計 304892（返還計 1205） 的中 � 72671（2番人気）
複勝票数 差引計 364442（返還計 2933） 的中 � 83824（2番人気）� 39627（4番人気）� 3402（13番人気）
枠連票数 差引計 176036（返還計 3325） 的中 （2－4） 14155（5番人気）
馬連票数 差引計 817805（返還計 16843） 的中 �� 60185（4番人気）
馬単票数 差引計 419161（返還計 5968） 的中 �� 15464（10番人気）
ワイド票数 差引計 352801（返還計 4615） 的中 �� 19302（5番人気）�� 1704（35番人気）�� 1142（48番人気）
3連複票数 差引計 863653（返還計 24286） 的中 ��� 2681（54番人気）
3連単票数 差引計1311601（返還計 46427） 的中 ��� 989（212番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―11．8―12．7―13．0―12．3―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．0―29．8―42．5―55．5―1：07．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラミアカーサ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Holy Bull デビュー 2014．10．26 東京10着

2012．3．15生 牝3栗 母 ファミッリア 母母 Knight Prospector 8戦1勝 賞金 12，600，000円
〔出走取消〕 ゴールドエッグ号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔競走中止〕 フランクジョイ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プルミエプリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月30日まで平地競走

に出走できない。

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12日



12135 5月31日 晴 良 （27東京2）第12日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時05分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

11 ブリエアヴェニール 牡3鹿 56 田辺 裕信岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか タイヘイ牧場 486－ 21：47．4 8．1�
23 トラストルシファー 牝3鹿 54 岩田 康誠菅波 雅巳氏 高橋 文雅 新冠 松浦牧場 B460＋ 6 〃 クビ 3．4�
816 ベ ル メ ー ル 牝3鹿 54 福永 祐一畑佐 博氏 水野 貴広 新冠 細川農場 494± 0 〃 アタマ 6．8�
59 エフティベス 牝3黒鹿54 蛯名 正義吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：47．5クビ 6．9�
611 マリーズラン 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 468＋ 41：47．81� 16．3�
24 ニシノハッスル 牡3鹿 56 内田 博幸西山 茂行氏 古賀 慎明 浦河 高昭牧場 490－101：48．22� 4．4�
47 ナンヨーピューピル 牡3黒鹿56 吉田 豊中村 德也氏 杉浦 宏昭 日高 合資会社カ

ネツ牧場 466－141：48．83� 72．7	
715 オーバースト 	3黒鹿56 戸崎 圭太岡田 壮史氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 456－ 2 〃 クビ 35．5

818 クールエイジア 牡3鹿 56 柴田 善臣�山王飯店 鈴木 伸尋 浦河 成隆牧場 450－ 41：48．9� 9．4�
510 ユ ノ 牝3芦 54 江田 照男ミルファーム 南田美知雄 新冠 大栄牧場 410＋ 41：49．11� 102．1�
36 
 シ ガ レ ッ ト 牝3鹿 54 柴山 雄一市川 義美氏 国枝 栄 愛 Y. Ichikawa 444＋14 〃 クビ 78．3�
817 ポッドクライ 牝3黒鹿54 北村 宏司小川眞査雄氏 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 464＋ 41：49．2クビ 21．3�
612 ニシノジャム 牝3栗 54 村田 一誠西山 茂行氏 田中 剛 浦河 高昭牧場 416－ 61：49．41� 352．2�
12 クラッチパット 牡3青鹿 56

53 ▲井上 敏樹嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 斉藤スタッド 472－ 41：49．61� 68．9�
713 アーリーズベル 牝3栃栗54 杉原 誠人浜本牧場 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 410＋201：50．23� 404．7�
48 ティアップデザイヤ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 440－ 61：50．3� 73．5�
714 ギ ミ ッ ク 牡3鹿 56 丸田 恭介髙瀬 真尚氏 本間 忍 日高 本間牧場 450± 01：50．51 232．0�
35 ラブラビリンス 牝3鹿 54 西田雄一郎宮川 純造氏 武藤 善則 浦河 富田牧場 410－ 61：54．7大差 265．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 31，874，600円 複勝： 55，836，400円 枠連： 30，559，400円
馬連： 100，119，200円 馬単： 45，208，800円 ワイド： 45，742，000円
3連複： 105，203，100円 3連単： 138，998，200円 計： 553，541，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 200円 � 160円 � 200円 枠 連（1－2） 780円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 3，180円

ワ イ ド �� 480円 �� 690円 �� 450円

3 連 複 ��� 2，350円 3 連 単 ��� 16，310円

票 数

単勝票数 計 318746 的中 � 31100（5番人気）
複勝票数 計 558364 的中 � 67648（5番人気）� 102551（1番人気）� 69153（4番人気）
枠連票数 計 305594 的中 （1－2） 30206（3番人気）
馬連票数 計1001192 的中 �� 64000（4番人気）
馬単票数 計 452088 的中 �� 10637（12番人気）
ワイド票数 計 457420 的中 �� 24779（3番人気）�� 16237（9番人気）�� 26421（2番人気）
3連複票数 計1052031 的中 ��� 33503（5番人気）
3連単票数 計1389982 的中 ��� 6177（38番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．6―11．8―12．1―12．6―11．7―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―35．7―47．5―59．6―1：12．2―1：23．9―1：35．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．2

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

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

勝馬の
紹 介

ブリエアヴェニール �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2014．11．2 東京11着

2012．2．26生 牡3鹿 母 モンテチェリー 母母 ルベールターフ 10戦1勝 賞金 7，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラブラビリンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月30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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 コスモアルヘナ号・スガノジャジャウマ号・ブラヴューラ号・マコーミック号

12136 5月31日 晴 良 （27東京2）第12日 第4競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時35分 （ダート・左）

牝，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

23 グラスエトワール 牝3鹿 54 木幡 初広半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 460－ 41：26．2 4．7�
815 マートンパーク 牝3鹿 54 C．ルメール�下河辺牧場 安田 隆行 日高 下河辺牧場 494－ 21：26．62� 4．8�
612 スールキートス 牝3黒鹿54 吉田 豊�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 486＋141：26．81� 10．5�
714 ツァリーツァ 牝3栗 54 菱田 裕二増山 武志氏 羽月 友彦 新ひだか 大典牧場 462－ 41：27．11� 10．3�
510 シャンパンサーベル 牝3黒鹿54 柴田 大知田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 446－ 2 〃 クビ 102．4�
36 テ イ ア 牝3鹿 54 江田 照男�ミルファーム 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド 408＋ 21：27．3� 34．7	
48 パルパルパピヨン 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人堀口 晴男氏 尾形 和幸 新ひだか 田中 裕之 472－ 41：27．51� 15．9

816 ジュエルアラモード 牝3栗 54 石橋 脩西川 礦氏 松山 将樹 日高 下河辺牧場 490－101：28．03 40．0�
47 パセンジャーシップ 牝3芦 54 北村 宏司吉田 哲哉氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 488± 0 〃 アタマ 5．1�
713 ヒマラヤテンカ 牝3青 54 原田 和真辻 大作氏 小桧山 悟 熊本 片山 建治 472± 01：28．1� 358．6
11 ト ワ エ モ ア 牝3鹿 54 三浦 皇成中辻 明氏 日吉 正和 日高 アイズスタッド株式会社 480＋ 81：28．2クビ 5．3�
12 ヤマタケマツリ 牝3鹿 54 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 新ひだか 岡田スタツド 460－ 41：28．3� 298．4�
35 ゼ ン ザ イ 牝3栗 54 内田 博幸 Him Rock Racing 上原 博之 新冠 ハクツ牧場 408＋ 61：28．72� 44．8�
24 スマイルハッピー 牝3鹿 54 吉田 隼人臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 山田 昇史 428－ 21：28．8クビ 44．8�
611 マ ラ ケ シ ュ 牝3青鹿54 田辺 裕信片山 博志氏 佐藤 吉勝 新冠 村上牧場 480＋ 61：30．07 12．7�
59 メイスンヴィーナス 牝3栗 54 和田 竜二梅村 浩氏 岩戸 孝樹 新ひだか 土田 和男 474＋ 41：31．06 109．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，586，300円 複勝： 62，441，200円 枠連： 25，313，900円
馬連： 105，296，600円 馬単： 46，600，200円 ワイド： 50，004，400円
3連複： 114，943，000円 3連単： 154，187，400円 計： 598，373，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 180円 � 250円 枠 連（2－8） 1，210円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 630円 �� 810円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 5，310円 3 連 単 ��� 23，210円

票 数

単勝票数 計 395863 的中 � 67037（1番人気）
複勝票数 計 624412 的中 � 107972（1番人気）� 95034（2番人気）� 55393（6番人気）
枠連票数 計 253139 的中 （2－8） 16154（4番人気）
馬連票数 計1052966 的中 �� 54951（4番人気）
馬単票数 計 466002 的中 �� 11033（9番人気）
ワイド票数 計 500044 的中 �� 21046（4番人気）�� 15830（8番人気）�� 10610（15番人気）
3連複票数 計1149430 的中 ��� 16222（14番人気）
3連単票数 計1541874 的中 ��� 4816（58番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．6―48．3―1：00．6―1：13．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グラスエトワール �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2014．8．17 新潟1着

2012．3．15生 牝3鹿 母 グラスブロード 母母 Magic Broad 8戦2勝 賞金 18，900，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 カゼノトビラ号・ティアップブロンド号・ノースメイジャイ号・パイナワレア号・ハッピーサークル号・

マコトカンパネッロ号・メイショウタラチネ号



12137 5月31日 晴 良 （27東京2）第12日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時35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

47 � モ ー ニ ン 牡3栗 56 川田 将雅馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Empire
Equines, LLC 516－ 61：37．9 1．5�

59 � ラ テ ラ ス 牝3鹿 54 北村 宏司吉田 和美氏 高柳 瑞樹 米 Mrs. Ger-
ald Nielsen 474＋141：38．11� 10．4�

36 パワーポケット 牡3黒鹿56 L．オールプレス 柳原 達也氏 二ノ宮敬宇 浦河 ダイヤモンドファーム 520＋10 〃 クビ 27．3�
（旧姓 L．マンビー） （新）

816 ルールソヴァール 牡3栗 56 蛯名 正義 �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 482＋101：38．52	 6．9�

48 メイプルレインボー 牡3栗 56 江田 照男節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 470－ 21：38．6クビ 52．5�
11 
 チェリーサマー 牡3鹿 56 松岡 正海櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 イーストファーム 486＋ 21：39．34 40．8	
611 ダイメイコンドル 牡3黒鹿56 戸崎 圭太宮本 孝一氏 浜田多実雄 新ひだか 今 牧場 504－ 41：39．51	 19．5

23 キングノヨアケ 牡3黒鹿 56

53 ▲石川裕紀人平口 信行氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 B488－ 21：39．6クビ 17．3�
713 コスモシュアー 牡3芦 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高木 登 新ひだか 坂本 春雄 450＋ 41：39．7� 182．5�
35 ジャジャンケン 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 神垣 道弘 506± 01：40．33	 72．3
714 ナムラカモン 牡3栗 56 内田 博幸奈村 信重氏 目野 哲也 様似 林 時春 452＋ 21：40．4� 60．1�
815� ショウナンアイ 牝3栗 54 武 豊国本 哲秀氏 奥村 武 米 Padua Sta-

bles, LLC 462＋ 61：40．5クビ 54．3�
12 タマモワカサマ 牡3鹿 56 岩田 康誠タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 480＋ 21：40．82 7．5�
612 カラダロマン 牡3鹿 56 吉田 豊子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 474＋ 61：41．12 256．0�
510 スマイルフォース 牡3鹿 56 菱田 裕二上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 452－ 21：41．84 220．4�

（15頭）
24 ア サ マ 牡3黒鹿56 原田 和真江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 55，155，500円 複勝： 75，570，700円 枠連： 25，768，200円
馬連： 132，810，600円 馬単： 71，935，500円 ワイド： 66，081，300円
3連複： 147，608，700円 3連単： 255，016，100円 計： 829，946，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 120円 � 220円 � 450円 枠 連（4－5） 860円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 340円 �� 870円 �� 2，780円

3 連 複 ��� 6，480円 3 連 単 ��� 14，830円

票 数

単勝票数 差引計 551555（返還計 230） 的中 � 277006（1番人気）
複勝票数 差引計 755707（返還計 268） 的中 � 260531（1番人気）� 72009（4番人気）� 28115（7番人気）
枠連票数 差引計 257682（返還計 6 ） 的中 （4－5） 23049（3番人気）
馬連票数 差引計1328106（返還計 1449） 的中 �� 122039（3番人気）
馬単票数 差引計 719355（返還計 433） 的中 �� 49557（3番人気）
ワイド票数 差引計 660813（返還計 545） 的中 �� 56481（3番人気）�� 18843（7番人気）�� 5529（30番人気）
3連複票数 差引計1476087（返還計 3234） 的中 ��� 17083（23番人気）
3連単票数 差引計2550161（返還計 3617） 的中 ��� 12464（43番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―35．3―48．0―1：00．9―1：13．5―1：25．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F37．0
3 1，2（5，7，9）（3，6，11，16）（8，14）15（10，12）－13 4 ・（1，2）（5，6，7，9）（3，11，16）8（10，15，14）12－13

勝馬の
紹 介

�モ ー ニ ン �
�
父 Henny Hughes �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2015．5．16 京都1着

2012．4．14生 牡3栗 母 Giggly 母母 Chaste 2戦2勝 賞金 12，200，000円
〔出走取消〕 アサマ号は，疾病〔蕁麻疹〕のため出走取消。
※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 ギンパリ号・グランシャリオ号・サウンドジャンゴ号・ドルメロ号
※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。

12138 5月31日 晴 良 （27東京2）第12日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走13時05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

612 マイアベーア 牡3青鹿56 C．ルメール �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 468＋ 61：21．1 3．9�
11 シルヴァーコード 牝3芦 54 田辺 裕信田上 雅春氏 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド 468± 0 〃 ハナ 13．8�
36 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 444＋ 21：21．42 16．2�
48 グレイトチャーター 牡3鹿 56 和田 竜二�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462－ 81：21．61� 12．0�
611 サトノフラム 牡3黒鹿56 戸崎 圭太里見 治氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 484－ 21：21．7クビ 2．7	
23 	 ハーランズロマン 牝3黒鹿54 岩田 康誠林 正道氏 斎藤 誠 米 WinStar

Farm, LLC B472＋ 6 〃 クビ 12．6

510 ボ ル ゲ ー ゼ 牡3黒鹿56 北村 宏司 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 472＋ 4 〃 アタマ 10．5�
713
 サダムリスペクト 牡3鹿 56 柴田 善臣大西美生子氏 本間 忍 新ひだか 神垣 道弘 456－ 21：21．8クビ 36．2�
714 カ シ ノ リ ノ 牝3鹿 54 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 宮崎 田上 勝雄 480＋ 2 〃 クビ 111．3
715 ニーマルキング 牡3鹿 56 江田 照男板橋 秋氏 田村 康仁 新ひだか 折手牧場 454＋ 21：21．9クビ 14．1�
817 カ イ マ ノ ア 牡3栗 56 田中 勝春山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 小林 仁 474－ 21：22．32� 48．1�
59 スペチアーレ 牝3鹿 54 L．オールプレス 青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 462－ 61：22．4クビ 15．8�

（旧姓 L．マンビー） （新）

47 コーリンバロック �3栗 56 木幡 初広伊藤 恵子氏 小野 次郎 平取 中川 隆 456＋ 81：22．5 311．8�
816 シャイントラベラー 牡3黒鹿 56

53 ▲井上 敏樹皆川 博文氏 小野 次郎 新冠 川島牧場 B462－101：22．71� 154．6�
24 コ ン テ ナ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也住谷 孝一氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 586－ 61：22．8� 56．2�
818
 テイエムスサノオー 牡3鹿 56 嘉藤 貴行竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム

牧場株式会社 442＋ 3 〃 クビ 311．5�
35 ファインライナー 牡3黒鹿56 的場 勇人井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 442＋ 41：22．9� 236．9�
12 リベルタンゴ 牝3栗 54 横山 典弘 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 506－ 21：23．22 48．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 47，125，800円 複勝： 69，558，200円 枠連： 35，307，200円
馬連： 137，742，200円 馬単： 58，038，700円 ワイド： 64，620，800円
3連複： 148，016，400円 3連単： 193，213，100円 計： 753，622，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 320円 � 380円 枠 連（1－6） 1，040円

馬 連 �� 3，040円 馬 単 �� 4，750円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 1，510円 �� 2，600円

3 連 複 ��� 15，080円 3 連 単 ��� 66，010円

票 数

単勝票数 計 471258 的中 � 96060（2番人気）
複勝票数 計 695582 的中 � 141009（2番人気）� 50371（6番人気）� 40764（9番人気）
枠連票数 計 353072 的中 （1－6） 26172（4番人気）
馬連票数 計1377422 的中 �� 37200（12番人気）
馬単票数 計 580387 的中 �� 9164（15番人気）
ワイド票数 計 646208 的中 �� 15441（13番人気）�� 11061（16番人気）�� 6271（34番人気）
3連複票数 計1480164 的中 ��� 7360（50番人気）
3連単票数 計1932131 的中 ��� 2122（203番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．8―35．2―47．0―58．0―1：09．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．1
3 3，14（8，16）12，15（1，4，9）（6，11，18）－13（2，10）（7，17）－5 4 3（8，14）（12，16）（1，15）（6，4，9，18）11（13，10）2，17，7，5

勝馬の
紹 介

マイアベーア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Double Bed デビュー 2014．12．20 阪神3着

2012．3．25生 牡3青鹿 母 オンブルリジェール 母母 Flawlessly 7戦2勝 賞金 20，750，000円
※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） 5頭 クラウンジューン号・ステラスターライト号・ソリッドアクシス号・マンゴジェリー号・マーセラス号
※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。



12139 5月31日 晴 良 （27東京2）第12日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時35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

612� アペルトゥーラ 牡4栗 57 内田 博幸 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 494± 01：26．1 8．0�

816 ベストリーダー 牝4栗 55 M．デムーロ �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456－ 21：26．31� 31．4�

11 サニーデイズ 牡4黒鹿 57
54 ▲石川裕紀人星野 祐介氏 相沢 郁 日高 前野牧場 482－ 61：26．4クビ 1．6�

713� フ ィ ラ ー レ 牡4黒鹿57 岩田 康誠岡 浩二氏 土田 稔 新ひだか 土居 忠吉 B458± 0 〃 ハナ 9．3�
59 パリーアーク 牡4鹿 57 C．ルメール �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 486＋101：26．61� 17．4	
35 シャークベイ 牡4青鹿57 吉田 豊 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 508＋ 81：26．8� 13．7

611 オメガグランディス 牡4鹿 57 戸崎 圭太原 	子氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 504＋ 8 〃 ハナ 42．9�
48 オ ベ リ ス ク 牡4鹿 57 吉田 隼人前田 幸治氏 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 B528－ 4 〃 アタマ 132．0�
36 トウカイマインド 牝4鹿 55 横山 典弘内村 正則氏 的場 均 浦河 帰山 清貴 472＋101：26．9� 18．6
815 ジャズダンサー 牝5栃栗55 江田 照男�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 444－ 41：27．53� 34．6�
24 � モ シ モ シ 牝5黒鹿55 武 豊小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 418＋121：27．82 66．2�
714 ゴールドキセキ 牡4黒鹿57 蛯名 正義ドリームホース� 田村 康仁 新ひだか 飛野牧場 B530＋ 41：28．12 20．1�
23 スズトラッド 牡4鹿 57 柴田 大知森 達郎氏 高橋 裕 新ひだか 山際セントラルスタッド 494－ 4 〃 ハナ 27．0�
47 オートクレール 牝4栗 55

52 ▲井上 敏樹岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 日高 出口牧場 422± 01：28．2� 43．6�
12 ベールグリーン 牡5黒鹿 57

54 ▲野中悠太郎斎藤 光政氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 502－101：28．73 241．6�
510 タケルファラオ 牡4栗 57 田辺 裕信森 保彦氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 484＋101：28．91
 100．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，372，100円 複勝： 67，661，600円 枠連： 35，243，000円
馬連： 133，992，200円 馬単： 66，249，700円 ワイド： 58，694，600円
3連複： 132，463，200円 3連単： 207，083，700円 計： 752，760，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 220円 � 470円 � 110円 枠 連（6－8） 3，170円

馬 連 �� 12，080円 馬 単 �� 17，810円

ワ イ ド �� 2，890円 �� 370円 �� 880円

3 連 複 ��� 5，270円 3 連 単 ��� 60，270円

票 数

単勝票数 計 513721 的中 � 50744（2番人気）
複勝票数 計 676616 的中 � 61457（3番人気）� 22840（10番人気）� 253726（1番人気）
枠連票数 計 352430 的中 （6－8） 8613（12番人気）
馬連票数 計1339922 的中 �� 9146（32番人気）
馬単票数 計 662497 的中 �� 2789（46番人気）
ワイド票数 計 586946 的中 �� 4764（36番人気）�� 45813（1番人気）�� 16648（9番人気）
3連複票数 計1324632 的中 ��� 18832（14番人気）
3連単票数 計2070837 的中 ��� 2491（190番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―36．2―49．4―1：01．4―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アペルトゥーラ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ジャングルポケット

2011．4．7生 牡4栗 母 フサイチリニモ 母母 トキオリアリティー 10戦1勝 賞金 13，650，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 シャークベイ号の騎手吉田豊は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：10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 フレンチフェロー号・マサノグリンベレー号

12140 5月31日 晴 良 （27東京2）第12日 第8競走 ��
��2，400�

あおあらし

青 嵐 賞
発走14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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

36 グランドサッシュ 牡4黒鹿57 岩田 康誠 �シルクレーシング 武市 康男 浦河 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452＋162：25．4 15．1�

713 ルミナスウォリアー 牡4鹿 57 柴山 雄一 �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 468＋ 22：25．61 9．2�
11 � ファルスター 牡7鹿 57 内田 博幸佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 494＋ 4 〃 アタマ 97．0�
48 レッドルーラー 牡5鹿 57 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 488＋ 2 〃 クビ 5．2�
23 リ ノ リ オ 牡4黒鹿57 丸田 恭介�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 506－ 2 〃 ハナ 7．4	
12 タイセイグルーヴィ 牡6鹿 57 松岡 正海田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 470－ 42：25．7クビ 58．3

24 レ オ ニ ー ズ 牡4鹿 57 田中 勝春 �社台レースホース小島 茂之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494± 0 〃 ハナ 4．1�
611 エルヴィスバローズ 牡7鹿 57 田辺 裕信猪熊 広次氏 牧 光二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B506－ 42：25．8	 42．6�
612 プレストウィック 牡4芦 57 C．ルメール �シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 528＋ 8 〃 クビ 7．1
47 シークレットパス 牡4芦 57 木幡 初広岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 450± 02：25．9クビ 98．5�
59 パリソワール 牡6栗 57 蛯名 正義丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 438－ 6 〃 ハナ 107．3�
816 エイダイポイント 牡7芦 57 岩部 純二�東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 460＋102：26．22 47．2�
818 トーセンワープ 牡5鹿 57 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 444－ 82：26．3
 51．1�
817 アドマイヤカーリン 牡7青鹿57 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 496＋182：26．4	 114．0�
35 シュンドルボン 牝4青鹿55 L．オールプレス�下河辺牧場 矢野 英一 日高 下河辺牧場 480－ 22：26．5クビ 4．8�

（旧姓 L．マンビー） （新）

715 ルミナスレッド 牝6鹿 55 江田 照男岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 500－ 4 〃 クビ 73．5�
510 ヒールゼアハーツ 牡7栗 57 福永 祐一 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 492－ 62：26．92	 53．7�
714 タイキプレミアム 牡6鹿 57 M．デムーロ�大樹ファーム 池江 泰寿 浦河 三嶋牧場 466＋ 42：27．1
 60．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 54，266，600円 複勝： 89，385，200円 枠連： 45，305，700円
馬連： 205，825，600円 馬単： 74，602，500円 ワイド： 80，059，900円
3連複： 204，714，200円 3連単： 268，684，200円 計： 1，022，843，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，510円 複 勝 � 550円 � 320円 � 2，450円 枠 連（3－7） 1，460円

馬 連 �� 6，690円 馬 単 �� 13，070円

ワ イ ド �� 2，300円 �� 19，860円 �� 15，090円

3 連 複 ��� 226，450円 3 連 単 ��� 993，850円

票 数

単勝票数 計 542666 的中 � 28624（7番人気）
複勝票数 計 893852 的中 � 43043（7番人気）� 81387（6番人気）� 8534（17番人気）
枠連票数 計 453057 的中 （3－7） 23916（7番人気）
馬連票数 計2058256 的中 �� 25320（21番人気）
馬単票数 計 746025 的中 �� 4280（42番人気）
ワイド票数 計 800599 的中 �� 9139（21番人気）�� 1030（116番人気）�� 1357（105番人気）
3連複票数 計2047142 的中 ��� 678（342番人気）
3連単票数 計2686842 的中 ��� 196（1658番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．2―36．9―49．5―1：01．9―1：14．4―1：26．7―1：38．6―1：50．5―2：02．2―2：13．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F34．9
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

グランドサッシュ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2013．8．10 函館1着

2011．2．27生 牡4黒鹿 母 レイサッシュ 母母 ゴールデンサッシュ 15戦3勝 賞金 40，557，000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 アウォーディー号・ザトゥルーエアー号・タカノハーバー号
※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。

１レース目



12141 5月31日 晴 良 （27東京2）第12日 第9競走 ��
��1，800�む ら さ き 賞

発走14時50分 （芝・左）
4歳以上，1，600万円以下，26．5．31以降27．5．24まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

35 ピ オ ネ ロ 牡4鹿 56 武 豊 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 478－ 41：45．8 4．5�
817 タイセイドリーム 牡5鹿 55 田中 勝春田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 540＋ 4 〃 ハナ 45．0�
611 セ キ シ ョ ウ 牝5青鹿53 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 504＋ 4 〃 ハナ 70．8�
24 カ ナ ロ ア 牡6鹿 55 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 日高 日高大洋牧場 460＋ 21：45．9� 8．9�
23 マイネオーラム 牝4鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 462± 0 〃 ハナ 12．8	
12 オコレマルーナ 牡6青鹿55 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 438－10 〃 アタマ 7．3

713 エアアンセム 牡4黒鹿56 C．ルメール �ラッキーフィールド吉村 圭司 千歳 社台ファーム 488＋ 2 〃 ハナ 17．6�
48 パシャドーラ 牝5鹿 52 柴田 善臣山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 518＋141：46．0クビ 57．0�
36 ラ デ ィ ウ ス 牡4鹿 55 岩田 康誠名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 456＋ 6 〃 ハナ 35．0
815� シャドウパーティー 牡6鹿 56 M．デムーロ飯塚 知一氏 堀 宣行 愛 Lodge

Park Stud 498－ 4 〃 ハナ 24．4�
816 メドウヒルズ 牡4栗 55 北村 宏司�G1レーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 454＋ 41：46．21	 51．9�
59 ア ト ム 牡4鹿 56 内田 博幸杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 472＋ 6 〃 アタマ 3．7�
11 ハドソンヤード 牡4黒鹿55 蛯名 正義 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 462＋ 8 〃 クビ 25．9�
510 ラブラバード 牡5芦 55 川田 将雅 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－12 〃 ハナ 16．2�
47 フェイマスエンド 牡4栗 55 戸崎 圭太 �シルクレーシング 
島 一歩 新冠 中村農場 470－ 8 〃 ハナ 19．3�
714 ベストドリーム 牡4鹿 55 田辺 裕信堀口 晴男氏 谷原 義明 日高 日西牧場 462－ 41：46．41	 11．9�
612 ビ リ オ ネ ア 牝5鹿 52 酒井 学間野 隆司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 446－ 21：46．5� 150．1�

（17頭）

売 得 金
単勝： 72，182，800円 複勝： 110，094，600円 枠連： 58，799，900円
馬連： 263，433，300円 馬単： 96，750，900円 ワイド： 104，810，400円
3連複： 272，504，800円 3連単： 366，724，200円 計： 1，345，300，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 200円 � 1，040円 � 1，590円 枠 連（3－8） 2，100円

馬 連 �� 9，000円 馬 単 �� 12，970円

ワ イ ド �� 3，130円 �� 5，570円 �� 17，510円

3 連 複 ��� 181，990円 3 連 単 ��� 738，540円

票 数

単勝票数 計 721828 的中 � 125761（2番人気）
複勝票数 計1100946 的中 � 184623（2番人気）� 24152（13番人気）� 15479（16番人気）
枠連票数 計 587999 的中 （3－8） 21619（11番人気）
馬連票数 計2634333 的中 �� 24104（28番人気）
馬単票数 計 967509 的中 �� 5594（47番人気）
ワイド票数 計1048104 的中 �� 8729（39番人気）�� 4855（61番人気）�� 1530（117番人気）
3連複票数 計2725048 的中 ��� 1123（399番人気）
3連単票数 計3667242 的中 ��� 360（1862番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．7―11．9―11．8―11．9―11．5―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―35．5―47．4―59．2―1：11．1―1：22．6―1：33．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F34．7

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

勝馬の
紹 介

ピ オ ネ ロ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Candy Stripes デビュー 2013．6．23 阪神1着

2011．4．8生 牡4鹿 母 ク ル ソ ラ 母母 Calorica 16戦4勝 賞金 91，651，000円
〔制裁〕 フェイマスエンド号の騎手戸崎圭太は，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こうとしたことについて

戒告。（被害馬：1番）
オコレマルーナ号の騎手福永祐一は，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：1番）

12142 5月31日 晴 良 （27東京2）第12日 第10競走 ��
��2，400�東 京 優 駿（ＧⅠ）

発走15時40分 （第82回日本ダービー） （芝・左）
牡・牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，牡馬57�，牝馬55�

内閣総理大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞・東京馬主協会賞（1着）
賞 品

本 賞 200，000，000円 80，000，000円 50，000，000円 30，000，000円 20，000，000円
付 加 賞 32，417，000円 9，262，000円 4，631，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品

朝日新聞社賞（1着）
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

2：22．1
2：22．1
2：23．3

良
良
良

714 ドゥラメンテ 牡3鹿 57 M．デムーロ �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 484－ 22：23．2 1．9�
11 サトノラーゼン 牡3鹿 57 岩田 康誠里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 454± 02：23．51� 18．7�
611 サトノクラウン 牡3黒鹿57 C．ルメール 里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 470－ 4 〃 ハナ 6．3�
713 リアルスティール 牡3鹿 57 福永 祐一 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 498－ 42：23．82 3．8�
23 コ メ ー ト 牡3黒鹿57 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 490＋ 42：23．9� 234．9�
715 ミュゼスルタン 牡3鹿 57 柴田 善臣髙橋 仁氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 466－ 42：24．0クビ 54．4	
12 タンタアレグリア 牡3栗 57 蛯名 正義
G1レーシング 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 2 〃 クビ 23．4�
24 グァンチャーレ 牡3青鹿57 松岡 正海松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 中央牧場 446＋ 62：24．1	 220．5�
47 レーヴミストラル 牡3鹿 57 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 480＋ 22：24．52	 16．2
510 ミュゼエイリアン 牡3鹿 57 横山 典弘髙橋 仁氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 474－ 42：24．6� 70．7�
35 ダノンメジャー 牡3栗 57 小牧 太
ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 482± 02：24．8� 160．7�
36 ポルトドートウィユ 牡3鹿 57 武 豊 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 480＋ 42：25．33 25．5�
818 タガノエスプレッソ 牡3鹿 57 菱田 裕二八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 438－ 42：25．51 276．4�
817 キタサンブラック 牡3鹿 57 北村 宏司�大野商事 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 520＋10 〃 クビ 20．7�
48 ベ ル ラ ッ プ 牡3鹿 57 三浦 皇成 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B492－ 82：26．24 162．8�
59 コスモナインボール 牡3鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 大典牧場 474＋ 22：26．83	 276．9�
612 アダムスブリッジ 牡3鹿 57 和田 竜二 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 472＋ 4 〃 アタマ 76．4�
816 スピリッツミノル 牡3栗 57 酒井 学吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 478＋ 22：26．9	 119．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 1，238，957，900円 複勝： 849，884，100円 枠連： 964，454，800円 馬連： 3，541，137，900円 馬単： 1，896，051，500円
ワイド： 1，119，580，500円 3連複： 4，381，146，900円 3連単：10，035，626，800円 5重勝： 708，217，300円 計： 24，735，057，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 310円 � 210円 枠 連（1－7） 580円

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 730円 �� 400円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 3，950円 3 連 単 ��� 15，760円

5 重 勝
対象競走：東京8R／京都9R／東京9R／京都10R／東京10R

キャリーオーバー なし����� 288，220円

票 数

単勝票数 計12389579 的中 � 5009553（1番人気）
複勝票数 計8498841 的中 � 2366118（1番人気）� 536210（4番人気）� 901517（3番人気）
枠連票数 計9644548 的中 （1－7）1287987（3番人気）
馬連票数 計35411379 的中 �� 1474287（5番人気）
馬単票数 計18960515 的中 �� 639123（5番人気）
ワイド票数 計11195805 的中 �� 384938（5番人気）�� 782933（2番人気）�� 188673（14番人気）
3連複票数 計43811469 的中 ��� 830087（9番人気）
3連単票数 計100356268 的中 ��� 461452（36番人気）
5重勝票数 計7082173 的中 ����� 1720

ハロンタイム 12．7―10．9―11．8―11．7―11．7―12．5―12．5―12．4―12．4―11．9―11．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―23．6―35．4―47．1―58．8―1：11．3―1：23．8―1：36．2―1：48．6―2：00．5―2：11．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．6
1
3
10，17（3，18，16）9，8（1，14）7（4，12）13（5，11）15－2，6
10，17（3，16）18（8，9）14，1，7（4，13）12（5，11）（2，15）6

2
4

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

ドゥラメンテ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．10．12 東京2着

2012．3．22生 牡3鹿 母 アドマイヤグルーヴ 母母 エアグルーヴ 6戦4勝 賞金 392，763，000円
〔制裁〕 リアルスティール号の騎手福永祐一は，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50，000円。（被害馬：2番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 アルバートドック号・ヴェラヴァルスター号・ケツァルテナンゴ号・ティルナノーグ号・トーセンバジル号・

マイネルサクセサー号・マイネルシュバリエ号・マサハヤドリーム号

３レース目 ５レース目



12143 5月31日 晴 良 （27東京2）第12日 第11競走 ��
��1，400�

ふ が く

富 嶽 賞
発走16時25分 （ダート・左）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

47 ジェネシスロック 牡5鹿 57 蛯名 正義前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 岡田スタツド 498＋ 21：24．9 3．9�
35 フミノファルコン 牡5黒鹿57 福永 祐一谷 二氏 目野 哲也 浦河 笹島 政信 536＋ 8 〃 ハナ 2．8�
11 サ ノ イ チ 牡4鹿 57 内田 博幸ビジョンサラブレッドクラブ 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 472－ 81：25．22 7．2�
23 � ヒラボクダッシュ 牡6栗 57 柴田 大知�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 468＋ 61：25．3	 48．2�
815 ガッサンプレイ 牡5栗 57 杉原 誠人西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒカル牧場 478＋ 6 〃 クビ 18．8�
714 セクシーボーイ 牡4鹿 57 田辺 裕信 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B474－ 21：25．51 12．3	
36 レッドロンメル 牡4栗 57 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 504＋12 〃 クビ 17．5

48 コスタアレグレ 牡5栗 57 M．デムーロ安原 浩司氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田牧場 480＋ 61：25．6クビ 11．6�
510 レッドジョーカー 牡7黒鹿57 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 水上 習孝 B530＋ 61：25．81
 35．6�
59 トランザムスター 牡5鹿 57 岩田 康誠 キャロットファーム 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B552± 0 〃 アタマ 15．6�
12 グリサージュ 牝4芦 55 江田 照男吉田 哲哉氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 474－ 21：26．01
 40．9�
612 ノッキングオン 牡5鹿 57 北村 宏司松尾 正氏 高柳 瑞樹 新ひだか グランド牧場 444± 01：26．1� 35．8�
713� アキノアッパー 牡5栗 57 嘉藤 貴行穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 畑端牧場 476－ 81：26．2クビ 43．9�
816 カワキタシャウト 牡5鹿 57 和田 竜二川島 吉男氏 武市 康男 新冠 ラツキー牧場 496＋ 21：26．41	 80．4�
611 ラブリースター 牝6栃栗55 吉田 隼人長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 466－ 21：26．61	 100．8�
24 ボーンレジェンド 牝4鹿 55 柴山 雄一 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 484＋ 21：27．13 36．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 79，704，000円 複勝： 115，407，600円 枠連： 73，260，500円
馬連： 306，603，000円 馬単： 120，550，500円 ワイド： 115，406，900円
3連複： 328，594，100円 3連単： 510，352，500円 計： 1，649，879，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 140円 � 120円 � 180円 枠 連（3－4） 350円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 250円 �� 500円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，380円 3 連 単 ��� 6，120円

票 数

単勝票数 計 797040 的中 � 160088（2番人気）
複勝票数 計1154076 的中 � 216779（2番人気）� 294387（1番人気）� 130429（3番人気）
枠連票数 計 732605 的中 （3－4） 158905（1番人気）
馬連票数 計3066030 的中 �� 391648（1番人気）
馬単票数 計1205505 的中 �� 64737（2番人気）
ワイド票数 計1154069 的中 �� 132362（1番人気）�� 54348（3番人気）�� 75215（2番人気）
3連複票数 計3285941 的中 ��� 178354（1番人気）
3連単票数 計5103525 的中 ��� 60420（3番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．6―12．5―12．5―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．2―34．8―47．3―59．8―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジェネシスロック �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Mizzen Mast デビュー 2012．7．8 中京1着

2010．4．26生 牡5鹿 母 ムーニーポンズ 母母 Lotka 25戦4勝 賞金 71，620，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時30分に変更。
〔制裁〕 ガッサンプレイ号の騎手杉原誠人は，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50，000円。（被害馬：16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） 2頭 オメガスパーキング号・キングクリチャン号
（非抽選馬） 1頭 アクションバイオ号

12144 5月31日 晴 良 （27東京2）第12日 第12競走
第129回農林水産省賞典

��
��2，500�目 黒 記 念（ＧⅡ）

発走17時00分 （芝・左）
4歳以上，26．5．31以降27．5．24まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

農林水産大臣賞（1着）
賞 品

本 賞 55，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，300，000円 5，500，000円
付 加 賞 1，274，000円 364，000円 182，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．6
2：29．5

良
良

11 ヒットザターゲット 牡7栗 57 小牧 太前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 512－102：29．7 25．3�
12 レコンダイト 牡5黒鹿55 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 458－ 62：29．91� 6．9�
23 ファタモルガーナ �7鹿 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 荒川 義之 新冠 小泉 学 492＋ 42：30．0	 5．1�
817 メイショウカドマツ 牡6栗 55 川田 将雅松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 524－ 8 〃 クビ 11．5�
36 トラストワン 牡7黒鹿54 横山 典弘大八木信行氏 庄野 靖志 浦河 村下農場 496± 02：30．32 163．6	
715 ダービーフィズ 牡5栗 54 蛯名 正義 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 454－ 62：30．4クビ 5．7

612 ムスカテール 牡7黒鹿57．5 吉田 豊吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488＋ 6 〃 ハナ 21．3�
48 トウシンモンステラ 牡5黒鹿54 福永 祐一�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 494＋ 2 〃 クビ 11．7�
24 アドマイヤスピカ 牡5栗 54 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 492± 02：30．61 6．7
47 
 アンコイルド 牡6鹿 55 北村 宏司�大樹ファーム 矢作 芳人 仏 S. F. Blood-

stock LLC 488－ 2 〃 クビ 36．9�
611 タガノグーフォ �6黒鹿53 菱田 裕二八木 良司氏 松田 国英 新冠 八木牧場 476＋ 22：30．7クビ 256．5�
714 ステラウインド 牡6黒鹿56 武 豊前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 476－ 82：30．8	 10．3�
59 ヴァーゲンザイル �7黒鹿54 田辺 裕信 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 448± 02：31．01	 13．7�
510 ニューダイナスティ 牡6鹿 55 内田 博幸 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 22：31．1	 13．7�
35 オーシャンブルー 牡7鹿 57．5 C．ルメール 青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 438＋ 42：31．2クビ 59．0�
818� グランデスバル 牡7栗 53 杉原 誠人 �グランデオーナーズ 星野 忍 浦河 鵜木 唯義 484－ 8 〃 クビ 211．9�
816 マイネルメダリスト 牡7鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 新冠伊藤牧場 492± 02：31．41 40．8�
713 サイモントルナーレ 牡9栗 50 江田 照男澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 B456＋ 22：32．99 258．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 196，655，000円 複勝： 262，693，800円 枠連： 183，245，500円
馬連： 812，769，600円 馬単： 269，636，000円 ワイド： 294，801，300円
3連複： 1，049，133，900円 3連単： 1，513，616，500円 計： 4，582，551，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，530円 複 勝 � 550円 � 230円 � 200円 枠 連（1－1） 15，990円

馬 連 �� 14，460円 馬 単 �� 24，640円

ワ イ ド �� 3，290円 �� 2，610円 �� 550円

3 連 複 ��� 16，680円 3 連 単 ��� 105，200円

票 数

単勝票数 計1966550 的中 � 62169（11番人気）
複勝票数 計2626938 的中 � 102168（11番人気）� 308558（2番人気）� 388228（1番人気）
枠連票数 計1832455 的中 （1－1） 8881（32番人気）
馬連票数 計8127696 的中 �� 46322（48番人気）
馬単票数 計2696360 的中 �� 8206（97番人気）
ワイド票数 計2948013 的中 �� 22069（44番人気）�� 27971（38番人気）�� 148139（1番人気）
3連複票数 計10491339 的中 ��� 47159（61番人気）
3連単票数 計15136165 的中 ��� 10431（402番人気）

ハロンタイム 7．1―11．5―11．7―12．3―11．9―11．8―12．0―12．5―12．2―11．7―11．6―11．4―12．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．1―18．6―30．3―42．6―54．5―1：06．3―1：18．3―1：30．8―1：43．0―1：54．7―2：06．3―2：17．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒットザターゲット �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 タマモクロス デビュー 2010．8．22 小倉4着

2008．3．6生 牡7栗 母 ラ テ ィ ー ル 母母 ソルティーレディー 41戦9勝 賞金 356，481，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を17時05分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ノーステア号



（27東京2）第12日 5月31日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 201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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

660，680，000円
4，160，000円
4，540，000円
49，800，000円
62，050，000円
10，000，000円
82，928，500円
6，198，000円
1，929，600円

勝馬投票券売得金
1，924，130，200円
1，837，582，400円
1，518，012，300円
5，911，504，700円
2，826，756，800円
2，072，672，300円
7，066，773，800円
13，899，239，900円
708，217，300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 37，764，889，700円

総入場人員 129，579名 （有料入場人員 120，847名）



平成27年度 第2回東京競馬 総計

競走回数 144回 出走延頭数 2，183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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

3，661，350，000円
22，880，000円
80，520，000円
121，070，000円
338，060，000円
10，000，000円
878，636，500円
60，592，000円
20，956，800円

勝馬投票券売得金
8，940，686，000円
12，022，205，300円
6，723，652，200円
27，292，025，700円
13，296，358，200円
11，045，068，600円
34，421，841，900円
59，408，720，700円
3，385，501，400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 176，536，060，000円

総入場延人員 602，247名 （有料入場延人員 511，508名）
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