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12073 5月13日 小雨 良 （29東京2）第7日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時15分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

59 ホ ノ カ 牝3鹿 54 戸崎 圭太�KTレーシング 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 482± 01：25．9 1．8�
714 トラストエンジェル 牝3黒鹿54 岩田 康誠菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 中地 義次 418－ 61：26．0� 13．2�
35 マヤノオラティオ 牝3黒鹿54 木幡 初広田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 464－ 6 〃 クビ 26．9�
815 オーシャンティ 牝3黒鹿54 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：26．21� 4．7�
612 ラフメイカー 牝3鹿 54 松岡 正海	山際牧場 松永 康利 新ひだか 山際牧場 B458－181：26．3� 133．7

48 ロックンルージュ 牝3鹿 54 大野 拓弥堀口 晴男氏 中川 公成 日高 日西牧場 490± 01：26．51� 16．8�
11 キセキノキミヨ 牝3青鹿54 内田 博幸成田 隆好氏 加藤 和宏 新ひだか 本桐牧場 464＋ 61：26．71� 24．6�
12 ティアップポケット 牝3鹿 54 的場 勇人田中 昇氏 高木 登 浦河 高昭牧場 452－ 41：26．91 51．8
510 ドントキャッチミー 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎吉田 千津氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 478 ―1：27．0� 21．2�
611 ジ ュ ロ ー ズ 牝3鹿 54 吉田 豊 	社台レースホース戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 414 ―1：27．1� 38．5�
816 サウンドマジック 牝3栗 54 幸 英明増田 雄一氏 和田正一郎 浦河 辻 牧場 432 ―1：27．31 24．7�
713 オールトンパーク 牝3栗 54

51 ▲武藤 雅峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 田中 静一 464＋ 21：27．51� 7．9�
36 リ カ セ ン ス 牝3黒鹿54 武士沢友治 TURH 浅野洋一郎 新ひだか 高橋 義浩 404± 01：29．110 213．9�
47 シスターマリオン 牝3鹿 54 杉原 誠人 	静内白井牧場 小島 茂之 新ひだか 静内白井牧場 416－ 81：29．42 298．6�
24 マリノサクセス 牝3黒鹿54 柴田 大知矢野まり子氏 金成 貴史 浦河 有限会社

吉田ファーム 512 ―1：32．9大差 111．4�
23 ベッラバンビーナ 牝3栗 54 石川裕紀人岡田 牧雄氏 清水 英克 浦河 田中スタッド 492 ―1：36．8大差 70．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，714，600円 複勝： 38，128，500円 枠連： 17，396，800円
馬連： 57，141，800円 馬単： 29，811，300円 ワイド： 34，608，000円
3連複： 76，488，000円 3連単： 94，731，900円 計： 373，020，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 200円 � 420円 枠 連（5－7） 360円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 450円 �� 800円 �� 2，320円

3 連 複 ��� 5，740円 3 連 単 ��� 15，560円

票 数

単勝票数 計 247146 的中 � 104903（1番人気）
複勝票数 計 381285 的中 � 120862（1番人気）� 42743（3番人気）� 15802（7番人気）
枠連票数 計 173968 的中 （5－7） 36476（1番人気）
馬連票数 計 571418 的中 �� 44882（3番人気）
馬単票数 計 298113 的中 �� 15151（4番人気）
ワイド票数 計 346080 的中 �� 21168（2番人気）�� 10996（10番人気）�� 3568（24番人気）
3連複票数 計 764880 的中 ��� 9979（17番人気）
3連単票数 計 947319 的中 ��� 4413（38番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．6―3F38．3
3 9（5，12）（2，8）10，1，6（15，13）－（14，16）（11，4）7＝3 4 9（5，12）－8，10，2，1（15，6）（16，13）（14，4）11－7＝3

勝馬の
紹 介

ホ ノ カ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 El Prado デビュー 2016．8．20 新潟9着

2014．4．6生 牝3鹿 母 ヴ イ プ ラ ド 母母 Graceful Manor 8戦1勝 賞金 7，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マリノサクセス号・ベッラバンビーナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年

6月13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 オリジナルデザイン号

12074 5月13日 雨 良 （29東京2）第7日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時45分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

714 レッドコマチ 牡3栗 56
53 ▲野中悠太郎金山 敏也氏 竹内 正洋 新冠 川上牧場 444－ 21：38．9 3．8�

12 ヒトノワドリーム 牡3鹿 56 戸崎 圭太西村 静子氏 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 430± 0 〃 クビ 2．8�

510 ストーミースター 牡3黒鹿56 内田 博幸保坂 和孝氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 462－ 41：39．0クビ 9．2�
713 リパーカッション 牡3鹿 56 柴田 大知石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 杵臼牧場 502－ 8 〃 クビ 3．6�
47 トリックコンボ 牡3黒鹿56 村田 一誠松尾 正氏 藤原 辰雄 秋田 松尾 豊 470－ 41：40．06 74．5�
816 ディアヴイーバル 牡3栗 56 大野 拓弥ディアレストクラブ� 新開 幸一 浦河 桑田 正己 460＋ 61：40．42� 35．2	
36 デ ス ト ロ イ 牡3栗 56 松岡 正海諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B490－ 81：40．71� 70．4

59 ニシノオマージュ 牝3鹿 54 丸山 元気西山 茂行氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 444± 0 〃 アタマ 150．9�
35 ロ ゼ マ ッ ハ 牡3鹿 56 的場 勇人髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 464－ 61：41．33� 134．5�
815 ガ ウ デ ィ �3鹿 56 岩田 康誠 Him Rock Racing 上原 博之 日高 タバタファーム 468－ 2 〃 ハナ 15．0
612 ハシルヨマッテテ 牝3栗 54 嘉藤 貴行田中 幹雄氏 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 414－ 41：41．4� 186．1�
24 コーリンスライム 牡3鹿 56 柴田 善臣伊藤 恵子氏 柴田 政人 日高 今井牧場 468－ 81：41．5� 156．2�
48 オ フ コ ー ス 牡3栗 56 武士沢友治佐々木 徹氏 中川 公成 新冠 シンユウフアーム 448－ 81：41．92� 83．2�
23 デビルオブスピーチ 牡3黒鹿56 蛯名 正義松平 正樹氏 勢司 和浩 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 494± 0 〃 ハナ 13．7�
11 ダノンハヤブサ 牡3芦 56 石川裕紀人�ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 484－ 41：42．96 51．1�

（15頭）
611 スペリオルシチー 牡3鹿 56 C．ルメール �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 20，542，300円 複勝： 29，545，600円 枠連： 16，803，600円
馬連： 48，312，600円 馬単： 22，974，600円 ワイド： 28，656，600円
3連複： 67，601，500円 3連単： 81，233，500円 計： 315，670，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 160円 � 240円 枠 連（1－7） 320円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 290円 �� 460円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 6，600円

票 数

単勝票数 差引計 205423（返還計 3749） 的中 � 43096（3番人気）
複勝票数 差引計 295456（返還計 2997） 的中 � 60364（2番人気）� 52270（3番人気）� 25935（4番人気）
枠連票数 差引計 168036（返還計 21） 的中 （1－7） 39883（1番人気）
馬連票数 差引計 483126（返還計 16762） 的中 �� 57199（3番人気）
馬単票数 差引計 229746（返還計 8204） 的中 �� 13119（5番人気）
ワイド票数 差引計 286566（返還計 6879） 的中 �� 26838（3番人気）�� 15493（4番人気）�� 13433（5番人気）
3連複票数 差引計 676015（返還計 31485） 的中 ��� 43731（2番人気）
3連単票数 差引計 812335（返還計 48639） 的中 ��� 8922（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―36．1―48．9―1：01．8―1：14．3―1：26．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．1
3 10，15（3，13）9（7，14）2（4，12，16）（1，5，6）8 4 ・（10，15）13，3（9，14）（7，2）－（12，16）4（5，6）1，8

勝馬の
紹 介

レッドコマチ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．11．19 東京5着

2014．5．30生 牡3栗 母 サダムアカイカゼ 母母 エクスペダイト 7戦1勝 賞金 10，950，000円
〔出走取消〕 スペリオルシチー号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 ロゼマッハ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 リパーカッション号の騎手柴田大知は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

第２回 東京競馬 第７日



12075 5月13日 雨 良 （29東京2）第7日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時15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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

510 エ ニ グ マ 牡3鹿 56 吉田 豊石瀬 浩三氏 高橋 文雅 日高 いとう牧場 502＋ 21：25．4 2．9�
815 ヨ ッ テ ケ 牡3栗 56 北村 宏司高橋 文男氏 中舘 英二 新ひだか グランド牧場 470＋ 41：25．72 21．8�
12 デザートトリップ 牡3鹿 56 的場 勇人 �グランデオーナーズ 的場 均 新冠 カミイスタット 468＋ 41：26．33� 7．5�
713 マ ッ タ ナ シ 牡3栗 56 田辺 裕信芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 久保 秀雄 B464－14 〃 アタマ 19．7�
59 マーブルフラッシュ 牡3栗 56 内田 博幸西村 專次氏 田島 俊明 平取 赤石牧場 442－ 61：26．4� 8．2�
24 プラクティス 牡3黒鹿56 田中 勝春	ターフ・スポート松永 康利 新ひだか 高橋 義浩 478－ 61：26．61 47．6

816 エターナルフレイム 牡3栗 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 折手牧場 510－ 21：26．81� 3．3�
47 カシノワンパンチ 牡3鹿 56 武士沢友治柏木 務氏 天間 昭一 新ひだか 前川 隆則 B446－101：28．07 88．9�
11 タカラキングダム �3鹿 56 村田 一誠村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 452－121：28．1� 140．1
714 アトラクティヴアイ 牡3鹿 56 戸崎 圭太 	キャロットファーム 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 534－ 8 〃 アタマ 9．0�
36 ストレンジャー 牡3黒鹿56 松岡 正海�KTレーシング 奥村 武 新冠 的場牧場 478 ―1：28．2� 17．0�
611 アサクサチャンス 牡3鹿 56 岩田 康誠田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 468－121：28．41 140．8�
23 タツジンソク 牡3栗 56 嘉藤 貴行鈴木 髙幸氏 古賀 史生 浦河トラストスリーファーム 464± 01：28．82� 288．7�
612 クリムゾンシチー �3青 56

53 ▲野中悠太郎 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 406－121：29．12 208．4�
35 ロングバージョン 牡3鹿 56 丸山 元気 	スピードファーム小西 一男 新冠 スピードフアーム 450－ 81：30．69 100．5�
48 ビレッジマウンテン 牡3栗 56 蛯名 正義村山 輝雄氏 土田 稔 むかわ 市川牧場 B492－121：30．81� 44．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，727，300円 複勝： 41，880，500円 枠連： 16，190，300円
馬連： 58，961，800円 馬単： 28，299，100円 ワイド： 34，898，000円
3連複： 73，973，300円 3連単： 91，140，700円 計： 370，071，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 420円 � 220円 枠 連（5－8） 340円

馬 連 �� 3，560円 馬 単 �� 5，140円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 540円 �� 2，350円

3 連 複 ��� 8，150円 3 連 単 ��� 40，240円

票 数

単勝票数 計 247273 的中 � 67924（1番人気）
複勝票数 計 418805 的中 � 124851（1番人気）� 18033（6番人気）� 41763（4番人気）
枠連票数 計 161903 的中 （5－8） 36286（1番人気）
馬連票数 計 589618 的中 �� 12815（13番人気）
馬単票数 計 282991 的中 �� 4127（17番人気）
ワイド票数 計 348980 的中 �� 7165（12番人気）�� 17742（5番人気）�� 3629（22番人気）
3連複票数 計 739733 的中 ��� 6804（24番人気）
3連単票数 計 911407 的中 ��� 1642（123番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．8―35．3―47．7―1：00．1―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ニ グ マ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 Nureyev デビュー 2016．12．11 中山7着

2014．3．26生 牡3鹿 母 ヴィーナスコロニー 母母 Magna of Illusions 5戦1勝 賞金 7，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビレッジマウンテン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年6月13日まで平地

競走に出走できない。
ロングバージョン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年7月13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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 スマートバッカス号・ロバリーゴー号

12076 5月13日 雨 稍重 （29東京2）第7日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11時45分 （芝・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
1：56．1
1：56．1

良
良

612 ミッキークロス 牝3青鹿54 戸崎 圭太野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 418－ 22：05．0 7．5�
12 ムスターヴェルク 牝3青鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 458 ― 〃 クビ 5．2�
47 オーロファイン 牝3黒鹿54 M．デムーロ�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 430 ― 〃 ハナ 7．6�
818 フィーリングハート 牝3黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 42：05．21� 61．0�
35 メイショウユーコン 牝3黒鹿54 蛯名 正義松本 好雄氏 小島 太 様似 猿倉牧場 444＋ 62：05．3� 13．8	
816 ショウナンサザナミ 牝3鹿 54 北村 宏司国本 哲秀氏 国枝 栄 日高 天羽牧場 B416－12 〃 ハナ 19．1

48 ヴァッラータ 牝3芦 54 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 408＋ 22：05．4クビ 12．5�
713 アサーティブ 牝3鹿 54 岩田 康誠�G1レーシング 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460± 02：05．5� 37．3�
510 エスコフィオン 牝3鹿 54 田辺 裕信吉田 照哉氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 416＋ 22：05．6� 3．0
59 フレスコパスト 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 402－ 2 〃 クビ 64．1�
714 レッドアメリア 牝3鹿 54 石川裕紀人 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 新ひだか 乾 皆雄 454＋ 62：05．7クビ 14．0�
611 ウインポプリ 牝3鹿 54 松岡 正海�ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 448＋ 22：05．8� 14．0�
715 ラブパッション 牝3鹿 54 二本柳 壮田頭 勇貴氏 谷原 義明 新ひだか 原田 久司 368＋ 42：06．12 410．8�
24 グラスセレーネ 牝3栗 54 杉原 誠人半沢� 佐藤 吉勝 新ひだか 松田牧場 428＋ 82：06．2クビ 189．8�
11 サンジュリアン 牝3鹿 54 内田 博幸村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 438 ― 〃 クビ 31．7�
23 レインボーショット 牝3芦 54 丸山 元気 �コスモヴューファーム 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 446± 02：06．41� 74．8�
817 ルートフォーミー 牝3黒鹿54 幸 英明前田 晋二氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448± 02：06．82� 124．9�
36 ナックエンジェル 牝3青鹿54 嘉藤 貴行小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 千代田牧場 446－ 4 〃 ハナ 294．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，452，100円 複勝： 42，406，000円 枠連： 18，803，400円
馬連： 62，778，300円 馬単： 29，463，500円 ワイド： 39，804，200円
3連複： 80，878，800円 3連単： 91，980，000円 計： 394，566，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 270円 � 240円 � 310円 枠 連（1－6） 1，670円

馬 連 �� 3，500円 馬 単 �� 7，370円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 1，620円 �� 970円

3 連 複 ��� 7，890円 3 連 単 ��� 49，540円

票 数

単勝票数 計 284521 的中 � 29970（3番人気）
複勝票数 計 424060 的中 � 41842（3番人気）� 47679（2番人気）� 33863（5番人気）
枠連票数 計 188034 的中 （1－6） 8709（7番人気）
馬連票数 計 627783 的中 �� 13862（11番人気）
馬単票数 計 294635 的中 �� 2996（27番人気）
ワイド票数 計 398042 的中 �� 8532（13番人気）�� 6209（18番人気）�� 10701（8番人気）
3連複票数 計 808788 的中 ��� 7679（22番人気）
3連単票数 計 919800 的中 ��� 1346（139番人気）

ハロンタイム 13．3―12．3―12．6―13．3―13．2―12．8―12．5―11．7―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．6―38．2―51．5―1：04．7―1：17．5―1：30．0―1：41．7―1：53．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．0

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

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

勝馬の
紹 介

ミッキークロス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Cape Cross デビュー 2016．10．8 東京9着

2014．2．7生 牝3青鹿 母 ライジングクロス 母母 Woodrising 6戦1勝 賞金 6，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スリーチャーム号



12077 5月13日 雨 稍重 （29東京2）第7日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12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
1：31．3
1：30．7

良
良

59 アオイシンゴ 牡3芦 56 内田 博幸新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 472－ 21：36．5 2．9�
612 ロジキャロル 牡3栗 56 戸崎 圭太久米田正明氏 新開 幸一 浦河 栄進牧場 444＋ 41：36．71� 5．5�
23 ベイビーステップ 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎大塚Ry’sCLUB 菊川 正達 浦河 杵臼牧場 476－ 21：36．8� 12．7�
715 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 442－ 2 〃 クビ 5．4�
510 ファイヤーワークス 牡3青鹿56 柴田 善臣 �グリーンファーム中川 公成 千歳 社台ファーム 476－ 81：37．01� 43．5�
24 マイネルプラヌール 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 424＋ 21：37．21 7．7	
36 パーティーピーポー 牡3鹿 56 北村 宏司諸江 幸祐氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 478＋ 41：37．52 99．7

611 ケイティクロス 牝3栗 54 吉田 豊�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 440＋ 21：37．6� 44．1�
816 コンフォルツァ 牡3黒鹿56 蛯名 正義広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 木村 秀則 482 ―1：37．7クビ 46．9
35 トッテモイイコ 牝3鹿 54 江田 照男奥 裕嗣氏 菊川 正達 新ひだか 高橋フアーム 452± 0 〃 クビ 65．8�
12 サ ン セ リ テ 牝3黒鹿54 田辺 裕信�下河辺牧場 大竹 正博 日高 下河辺牧場 470＋ 41：37．8� 5．7�
11 エーブルーティン 牡3青 56 丸山 元気 �レーシングホース

ジャパン 根本 康広 平取 川向高橋育
成牧場 514＋14 〃 ハナ 26．6�

818 ア ギ シ ャ ン 牝3鹿 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 424＋ 2 〃 ハナ 52．5�

714 アポロセシル 牝3黒鹿 54
51 ▲武藤 雅アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか へいはた牧場 400－ 21：38．01 233．0�

47 カシノレビン 牡3黒鹿56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 日西牧場 412－ 21：38．21� 234．9�
817 スタコラサッサ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 464－ 61：38．3� 184．8�
713 クリノハリウッド 牡3鹿 56 的場 勇人栗本 博晴氏 高橋 義博 新ひだか 築紫 洋 448± 0 〃 ハナ 221．6�
48 スターセレナーデ 牝3黒鹿54 村田 一誠田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか 岡田牧場 430＋ 21：39．25 304．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，989，200円 複勝： 38，694，200円 枠連： 15，920，900円
馬連： 60，665，200円 馬単： 26，907，100円 ワイド： 36，280，600円
3連複： 76，257，500円 3連単： 89，700，000円 計： 370，414，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 160円 � 250円 枠 連（5－6） 910円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 320円 �� 580円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 3，270円 3 連 単 ��� 11，120円

票 数

単勝票数 計 259892 的中 � 69944（1番人気）
複勝票数 計 386942 的中 � 84301（1番人気）� 65320（2番人気）� 30693（6番人気）
枠連票数 計 159209 的中 （5－6） 13543（4番人気）
馬連票数 計 606652 的中 �� 46682（3番人気）
馬単票数 計 269071 的中 �� 11579（4番人気）
ワイド票数 計 362806 的中 �� 31674（1番人気）�� 15737（6番人気）�� 8236（13番人気）
3連複票数 計 762575 的中 ��� 17456（9番人気）
3連単票数 計 897000 的中 ��� 5847（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．2―47．7―1：00．3―1：12．3―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F36．2
3 18－（4，11）12（2，9）6（1，14）7，10，3，8（15，16）－（5，17）13 4 18，11（4，12）（2，9）6（1，14，10）7（15，3）8（5，17，16）－13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アオイシンゴ �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．12．17 中山2着

2014．5．15生 牡3芦 母 ジャストジョーイ 母母 バースデイローズ 5戦1勝 賞金 10，550，000円
〔発走状況〕 アオイシンゴ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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） 2頭 ディーズフリッカー号・ムーンロード号
（非抽選馬） 3頭 キョウモバライロ号・フォーエバースカイ号・マサノホウオウ号

12078 5月13日 雨 重 （29東京2）第7日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走13時05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
1：33．8
1：33．3

重
良

12 アンジュデジール 牝3黒鹿54 横山 典弘安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 470－ 41：35．8 3．9�
815 アポロマーキュリー 牝3栗 54 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 三輪 幸子 460＋ 41：36．43� 68．1�
48 レッドアトゥ 牝3栗 54 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 松田 国英 日高 下河辺牧場 464＋ 81：36．5� 9．9�
35 モリトシラユリ 牝3芦 54 江田 照男石橋 忠之氏 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 490＋ 8 〃 アタマ 4．5�
59 カリーニョミノル 牝3鹿 54 松岡 正海吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 486＋ 41：36．6� 18．9�
611 チ ェ ス 牝3黒鹿54 大野 拓弥諸岡 慶氏 久保田貴士 日高 北田 剛 450＋ 4 〃 アタマ 50．4	
36 スプリットステップ 牝3鹿 54 C．ルメール 
サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 476－ 61：36．91� 3．6�
816 キタノユーリン 牝3鹿 54 丸山 元気北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 472－ 8 〃 ハナ 29．7�
510 エンパイアガール 牝3黒鹿54 柴田 大知太田珠々子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 452－ 21：37．22 13．8
612 ララベスラーナ 牝3栗 54 内田 博幸ディアレストクラブ� 高橋 義忠 浦河 ディアレスト

クラブ 460－ 4 〃 クビ 31．7�
23 クルークハイト 牝3芦 54 幸 英明 
キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 436－121：37．3� 24．5�
713 セイウンキラビヤカ 牝3鹿 54 北村 宏司西山 茂行氏 池上 昌和 日高 賀張中川牧場 476＋101：37．51� 18．3�
11 プティトシャンティ 牝3青鹿 54

51 ▲野中悠太郎三野順一郎氏 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 B448－ 21：37．71 98．5�
47 ピアノイッチョウ 牝3黒鹿54 石川裕紀人小林 祥晃氏 尾形 充弘 浦河 中神牧場 516－101：38．12� 215．0�
714 カーネリアン 牝3鹿 54 岩田 康誠林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：38．2� 27．5�
24 フィルムフランセ 牝3鹿 54 戸崎 圭太吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 474－ 61：38．3クビ 28．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，303，200円 複勝： 50，431，100円 枠連： 22，884，700円
馬連： 80，284，900円 馬単： 35，312，300円 ワイド： 49，761，200円
3連複： 103，560，300円 3連単： 116，782，400円 計： 494，320，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 190円 � 1，070円 � 240円 枠 連（1－8） 4，350円

馬 連 �� 10，900円 馬 単 �� 13，470円

ワ イ ド �� 3，670円 �� 570円 �� 6，220円

3 連 複 ��� 20，600円 3 連 単 ��� 95，130円

票 数

単勝票数 計 353032 的中 � 71375（2番人気）
複勝票数 計 504311 的中 � 82696（2番人気）� 9524（13番人気）� 57953（4番人気）
枠連票数 計 228847 的中 （1－8） 4074（17番人気）
馬連票数 計 802849 的中 �� 5704（36番人気）
馬単票数 計 353123 的中 �� 1965（50番人気）
ワイド票数 計 497612 的中 �� 3360（45番人気）�� 24318（4番人気）�� 1968（70番人気）
3連複票数 計1035603 的中 ��� 3770（74番人気）
3連単票数 計1167824 的中 ��� 890（315番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．2―11．9―12．4―12．4―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―22．6―33．8―45．7―58．1―1：10．5―1：22．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンジュデジール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．6．25 函館2着

2014．5．1生 牝3黒鹿 母 ティックルピンク 母母 ブラッシングプリンセス 7戦2勝 賞金 19，620，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ラユロット号



12079 5月13日 雨 重 （29東京2）第7日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時35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
1：19．6
1：19．0

良
良

510 ショウナンアンセム 牡4芦 57 内田 博幸�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 478＋ 21：23．3 1．9�
714 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± 01：23．72� 78．8�
816 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 430－ 41：23．91� 46．2�
612 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＋ 21：24．0クビ 28．0�
36 エドノジョンソン 	5鹿 57 的場 勇人遠藤 喜松氏 小西 一男 浦河 高松牧場 456± 0 〃 クビ 119．0	
715 レッドマジュール 牝5青鹿55 石川裕紀人 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 450－ 21：24．1
 19．5

817 ド ル メ ロ 牡5黒鹿57 四位 洋文�NICKS 尾関 知人 浦河 高村牧場 476＋101：24．41
 89．1�
611 フジマサアクトレス 牝4鹿 55 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 浦河 酒井牧場 B446± 0 〃 クビ 21．8�
11 ロンバルディア 牡5鹿 57 戸崎 圭太村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 466－101：24．61� 4．4
59 � チェルカトーレ 牝5栗 55 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 菊川 正達 えりも エクセルマネジメント 432＋ 2 〃 ハナ 77．2�
12 アンジェリー 牝5黒鹿55 M．デムーロ佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 452＋ 2 〃 クビ 7．1�
35 ラ ト ゥ ー ル 牝5鹿 55 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 456＋101：24．81 115．2�
818 ブラックバード 	5鹿 57 岩田 康誠 Him Rock Racing 武市 康男 日高 タバタファーム 466＋ 41：25．11
 31．4�
713� テンツクテン 牝5鹿 55 武士沢友治合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 384－26 〃 ハナ 266．8�
48 � ポートレイト 牝4黒鹿55 嘉藤 貴行グリーンスウォード高市 圭二 新冠 長浜牧場 422－ 6 〃 クビ 120．8�
23 ローレルジャック 牡4黒鹿57 大野 拓弥 �ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 484－ 61：25．3
 117．6�
47 バトルグランドリイ 牝4鹿 55 柴田 大知宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 B454＋ 41：25．51� 18．2�
24 サバイバルポケット 牝4鹿 55 丸山 元気福田 光博氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B484－ 21：26．35 20．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 34，017，100円 複勝： 44，497，000円 枠連： 25，561，600円
馬連： 74，672，200円 馬単： 35，410，700円 ワイド： 45，602，300円
3連複： 100，142，400円 3連単： 132，057，300円 計： 491，960，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 960円 � 520円 枠 連（5－7） 1，050円

馬 連 �� 8，440円 馬 単 �� 13，420円

ワ イ ド �� 2，730円 �� 1，140円 �� 16，010円

3 連 複 ��� 51，120円 3 連 単 ��� 184，110円

票 数

単勝票数 計 340171 的中 � 142476（1番人気）
複勝票数 計 444970 的中 � 142716（1番人気）� 8342（11番人気）� 16598（9番人気）
枠連票数 計 255616 的中 （5－7） 18852（2番人気）
馬連票数 計 746722 的中 �� 6853（23番人気）
馬単票数 計 354107 的中 �� 1978（40番人気）
ワイド票数 計 456023 的中 �� 4280（25番人気）�� 10652（8番人気）�� 714（92番人気）
3連複票数 計1001424 的中 ��� 1469（123番人気）
3連単票数 計1320573 的中 ��� 520（461番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．1―34．5―46．6―58．7―1：10．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F36．7
3 18（7，11）（4，8，14）－（1，6）－9（2，15）（3，5，17）10，16，12，13 4 18，11（7，14）8（4，6）（1，9）（2，15，17）（3，5，10）16，12，13

勝馬の
紹 介

ショウナンアンセム �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．6．27 東京12着

2013．4．10生 牡4芦 母 ヴォラドーレス 母母 ア ズ ワ ー 16戦2勝 賞金 43，633，000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 オレンジガール号
（非抽選馬） 1頭 パーソナルベスト号

12080 5月13日 雨 重 （29東京2）第7日 第8競走 ��1，300�サラブレッド系4歳以上
発走14時05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
1：16．1
1：16．1

重
重

713 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 468＋ 41：17．2 3．5�
48 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＋ 2 〃 ハナ 16．2�
611 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 480－ 2 〃 クビ 44．3�
59 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 B504－ 6 〃 アタマ 8．5�
24 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 B504＋ 21：17．3� 23．2�
11 サンクタリリアス 牝5芦 55 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 482＋ 21：17．4� 82．1	
612 タイガーヴォーグ 牡4鹿 57 C．ルメール 千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 496± 0 〃 クビ 3．7

816 シグナリング 牝4鹿 55 丸山 元気�明栄商事 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 452± 01：17．5クビ 37．2�
35 � アサクサレーサー 牡6黒鹿57 岩田 康誠田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 488－ 21：17．81	 12．8
23 ラピッドライズ 牝4青鹿 55

52 ▲野中悠太郎下河辺隆行氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 482± 0 〃 クビ 15．5�
47 マサノシーザー 牡4鹿 57 大野 拓弥猪野毛雅人氏 清水 英克 新ひだか 猪野毛牧場 480－101：17．9� 6．1�
714 キセキノムスメ 牝4青鹿55 蛯名 正義�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 448－ 81：18．11
 24．9�
510 ジ ュ ン ゲ ル �4鹿 57 戸崎 圭太幅田 昌伸氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 454＋ 21：18．63 30．7�
12 カ ラ カ 牝4鹿 55 田辺 裕信平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 474＋161：18．81� 33．0�
815 カシノトラダマシイ 牡5黒鹿57 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 柏木 一則 478－ 41：19．75 320．7�
36 � ラブオールミー 牝4鹿 55 武士沢友治栃本 實氏 浅野洋一郎 浦河 細道牧場 448＋ 41：20．01	 223．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，157，200円 複勝： 45，869，200円 枠連： 21，191，600円
馬連： 79，517，100円 馬単： 34，161，400円 ワイド： 46，999，200円
3連複： 102，655，600円 3連単： 119，157，700円 計： 481，709，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 180円 � 360円 � 810円 枠 連（4－7） 800円

馬 連 �� 3，610円 馬 単 �� 6，590円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 1，920円 �� 5，820円

3 連 複 ��� 28，310円 3 連 単 ��� 146，920円

票 数

単勝票数 計 321572 的中 � 72556（1番人気）
複勝票数 計 458692 的中 � 82689（1番人気）� 31206（6番人気）� 12140（11番人気）
枠連票数 計 211916 的中 （4－7） 20403（2番人気）
馬連票数 計 795171 的中 �� 17033（12番人気）
馬単票数 計 341614 的中 �� 3885（22番人気）
ワイド票数 計 469992 的中 �� 9674（12番人気）�� 6314（25番人気）�� 2031（61番人気）
3連複票数 計1026556 的中 ��� 2719（106番人気）
3連単票数 計1191577 的中 ��� 588（515番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．1―29．2―41．2―53．1―1：04．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイプレシャス �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 Singspiel デビュー 2014．10．19 東京16着

2012．3．5生 �5栗 母 クイーンオブハルカ 母母 クイーンオブスターズ 26戦3勝 賞金 41，640，000円
〔制裁〕 イデアオブダンディ号の騎手村田一誠は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 パミーナコラッジョ号・マイティジャック号・マインドブロウ号



12081 5月13日 雨 重 （29東京2）第7日 第9競走 ��
��2，000�

な つ こ だ ち

夏 木 立 賞
発走14時35分 （芝・左）
3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

55 ウインガナドル 牡3黒鹿56 田辺 裕信�ウイン 上原 博之 新冠 新冠橋本牧場 452＋ 22：04．1 7．5�
810 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 496＋ 2 〃 クビ 10．2�
78 シンギュラリティ 牡3鹿 56 内田 博幸吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 488＋ 22：04．52� 8．8�
44 ネームユアポイズン 牡3鹿 56 C．ルメール �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 480－ 22：04．6� 5．5�
33 グローリーハンター 牡3黒鹿56 戸崎 圭太平井 裕氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 506－ 42：04．81� 2．8	
66 ショワドゥロワ 牡3黒鹿56 田中 勝春村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 488± 0 〃 クビ 7．2

22 ゴールドスミス 牡3黒鹿56 大野 拓弥 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 524± 0 〃 アタマ 9．7�
11 マイブルーヘブン 牡3鹿 56 北村 宏司三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 坂田牧場 454± 02：04．9クビ 8．7�
89 アンノートル 牡3鹿 56 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 日高 山際 辰夫 474＋ 22：05．53� 70．3
77 ニシノオラクル 牡3栗 56 丸山 元気西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 ガーベラパー

クスタツド 446＋ 42：06．88 78．4�
（10頭）

売 得 金
単勝： 43，161，800円 複勝： 52，209，300円 枠連： 16，041，400円
馬連： 102，447，000円 馬単： 44，838，100円 ワイド： 47，750，700円
3連複： 120，171，300円 3連単： 189，280，600円 計： 615，900，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 230円 � 300円 � 270円 枠 連（5－8） 3，350円

馬 連 �� 3，470円 馬 単 �� 6，700円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 1，100円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 7，400円 3 連 単 ��� 41，130円

票 数

単勝票数 計 431618 的中 � 45601（4番人気）
複勝票数 計 522093 的中 � 61451（4番人気）� 43352（8番人気）� 49919（6番人気）
枠連票数 計 160414 的中 （5－8） 3704（17番人気）
馬連票数 計1024470 的中 �� 22826（19番人気）
馬単票数 計 448381 的中 �� 5012（38番人気）
ワイド票数 計 477507 的中 �� 11816（19番人気）�� 11175（20番人気）�� 10120（25番人気）
3連複票数 計1201713 的中 ��� 12166（38番人気）
3連単票数 計1892806 的中 ��� 3336（188番人気）

ハロンタイム 13．1―12．7―12．5―12．7―12．7―12．8―12．7―11．4―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．8―38．3―51．0―1：03．7―1：16．5―1：29．2―1：40．6―1：52．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F34．9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウインガナドル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2016．8．7 新潟4着

2014．2．28生 牡3黒鹿 母 タイムフェアレディ 母母 トキファイター 7戦2勝 賞金 21，465，000円

12082 5月13日 雨 重 （29東京2）第7日 第10競走 ��
��2，400�

りょくふう

緑風ステークス
発走15時10分 （芝・左）
4歳以上，1，600万円以下，28．5．14以降29．5．7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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

811� リッチーリッチー 牡4栗 55 M．デムーロ�ラ・メール 友道 康夫 愛 N. Hartery B512＋ 22：28．6 2．6�
78 パフォーマプロミス 牡5栗 55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 438－142：29．02� 7．4�
810 ネイチャーレット 牡4鹿 55 野中悠太郎井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 藤原牧場 466＋ 22：29．32 14．3�
55 ステイパーシスト 牡4黒鹿55 吉田 豊吉田 照哉氏 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430－ 42：29．61	 6．5�
33 トーセンマタコイヤ 牡6青鹿56 C．ルメール 島川 	哉氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 476± 02：29．7	 3．3

44 スクエアフォールド 
4鹿 55 田辺 裕信 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B472－122：29．8	 18．7�
22 ウインオリアート 牝6黒鹿51 石川裕紀人�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 448＋ 42：29．9� 35．9�
79 トレジャーマップ 牡6鹿 54 内田 博幸小林 正和氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 448＋ 62：30．53� 29．0
67 ジャズファンク 牡5鹿 54 四位 洋文市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 502± 0 〃 クビ 20．3�
66 ウインブルーローズ 牡5鹿 54 松岡 正海�ウイン 高橋 祥泰 浦河 鎌田 正嗣 486－ 22：31．35 29．1�
11 エーティータラント 牡7芦 55 横山 典弘荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 492－162：31．93� 41．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 48，603，400円 複勝： 60，520，600円 枠連： 27，721，600円
馬連： 134，991，700円 馬単： 57，289，000円 ワイド： 63，811，600円
3連複： 162，188，400円 3連単： 241，145，200円 計： 796，271，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 220円 � 290円 枠 連（7－8） 660円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 430円 �� 610円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 2，900円 3 連 単 ��� 10，680円

票 数

単勝票数 計 486034 的中 � 146261（1番人気）
複勝票数 計 605206 的中 � 143935（1番人気）� 63240（4番人気）� 44420（5番人気）
枠連票数 計 277216 的中 （7－8） 32419（2番人気）
馬連票数 計1349917 的中 �� 112053（3番人気）
馬単票数 計 572890 的中 �� 29578（4番人気）
ワイド票数 計 638116 的中 �� 40618（3番人気）�� 26670（6番人気）�� 11409（16番人気）
3連複票数 計1621884 的中 ��� 41926（8番人気）
3連単票数 計2411452 的中 ��� 16365（23番人気）

ハロンタイム 13．4―11．5―12．4―12．3―12．2―12．6―13．2―12．9―12．8―12．1―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．4―24．9―37．3―49．6―1：01．8―1：14．4―1：27．6―1：40．5―1：53．3―2：05．4―2：16．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�リッチーリッチー �
�
父 Teofilo �

�
母父 Pivotal デビュー 2015．8．30 小倉2着

2013．2．8生 牡4栗 母 Nick’s Nikita 母母 Elaine’s Honor 15戦4勝 賞金 87，747，000円



12083 5月13日 雨 重 （29東京2）第7日 第11競走 ��
��1，400�第62回京王杯スプリングカップ（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・左）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，28．5．14以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�
増，28．5．13以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を
除く）

京王電鉄株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 59，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 8，900，000円 5，900，000円
付 加 賞 938，000円 268，000円 134，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

710 レッドファルクス 牡6芦 58 M．デムーロ �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 474＋ 21：23．2 5．0�
812 ク ラ レ ン ト 牡8栗 56 岩田 康誠前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 ノースヒルズマネジメント 488－ 81：23．3� 50．4�
69 グランシルク 牡5鹿 56 戸崎 圭太 �シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 506± 01：23．4	 6．2�
11 
 ヒルノデイバロー 牡6黒鹿56 横山 典弘�ヒルノ 昆 貢 新冠 カミイスタット B522－ 61：23．61� 81．0�
68 トウショウドラフタ 牡4栗 56 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 474－ 6 〃 ハナ 11．7	
711 トーキングドラム 牡7鹿 56 幸 英明下河
美智子氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 478－ 2 〃 ハナ 22．9�
813� ダッシングブレイズ 牡5栗 56 内田 博幸グリーンフィールズ� 吉村 圭司 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

500－ 2 〃 アタマ 7．5�
45 トーセンデューク 牡6鹿 56 四位 洋文島川 哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 454－ 2 〃 アタマ 45．2�
44 サトノアラジン 牡6鹿 57 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 524－ 1 〃 アタマ 3．5�
22 ロサギガンティア 牡6青 56 柴田 善臣 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 538－ 81：23．7クビ 29．0�
33 � キャンベルジュニア 牡5鹿 56 C．ルメール 吉田 和美氏 堀 宣行 豪

Katom, Chelsaus, Wynaus &
China Horse Club Investment
Holdings Ltd

534－ 21：23．8	 5．3�
57 ブラヴィッシモ 牡5鹿 56 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B492－ 41：23．9	 17．9�
56 ダンツプリウス 牡4鹿 56 丸山 元気山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 494－ 81：24．32	 53．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 155，128，800円 複勝： 229，417，600円 枠連： 84，589，900円
馬連： 535，094，900円 馬単： 198，365，200円 ワイド： 256，930，700円
3連複： 798，134，700円 3連単： 1，134，685，000円 計： 3，392，346，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 220円 � 860円 � 210円 枠 連（7－8） 1，880円

馬 連 �� 19，230円 馬 単 �� 26，420円

ワ イ ド �� 4，520円 �� 650円 �� 4，060円

3 連 複 ��� 29，390円 3 連 単 ��� 179，770円

票 数

単勝票数 計1551288 的中 � 244408（2番人気）
複勝票数 計2294176 的中 � 294313（4番人気）� 54869（11番人気）� 327503（3番人気）
枠連票数 計 845899 的中 （7－8） 34716（9番人気）
馬連票数 計5350949 的中 �� 21560（54番人気）
馬単票数 計1983652 的中 �� 5631（82番人気）
ワイド票数 計2569307 的中 �� 14114（50番人気）�� 109267（5番人気）�� 15727（45番人気）
3連複票数 計7981347 的中 ��� 20365（101番人気）
3連単票数 計11346850 的中 ��� 4576（578番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．1―36．4―49．0―1：00．6―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドファルクス �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．23 東京2着

2011．4．12生 牡6芦 母 ベ ル モ ッ ト 母母 レガシーオブストレングス 20戦9勝 賞金 331，196，000円
［他本会外：1戦0勝］

※一般事項Ⅴ－2の（4）によりレッドファルクス号は，安田記念（GⅠ）競走に優先出走できる。

12084 5月13日 雨 不良 （29東京2）第7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

59 シュナウザー 牡4黒鹿57 田辺 裕信村木 隆氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 482＋ 21：35．9 1．6�
612 パイロキネシスト 牡5黒鹿57 松岡 正海平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B482＋ 41：36．43 12．7�
816�	 アメリカンストーム 牡5栗 57 幸 英明吉澤 克己氏 相沢 郁 米 Reiko Baum &

Michael Baum 548＋ 61：36．82
 23．4�
611 タ ニ ガ ワ 牡4鹿 57

54 ▲武藤 雅江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 464－121：36．9
 82．5�
510	 エターナルヒーロー �7黒鹿57 江田 照男岡田 牧雄氏 栗田 博憲 むかわ 東振牧場 470－ 2 〃 クビ 158．4�
23 タイセイスペリオル 牡4鹿 57 戸崎 圭太田中 成奉氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 468＋ 21：37．11� 5．4�
47 ブルーボサノヴァ 牝6栗 55 柴田 大知 	ブルーマネジメント和田 雄二 新冠 川上牧場 502＋ 8 〃 クビ 23．0

12 アンプラグド �6芦 57 M．デムーロ諸江 幸祐氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 496± 01：37．2 12．6�
35 ロードプレステージ 牡5黒鹿57 岩田 康誠 	ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 450± 01：37．3クビ 46．4�
713 ワンパーセント 牡4栗 57 菅原 隆一島川 哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 482－141：37．51� 22．4�
24 	 リバータイキ 牡8栗 57 武士沢友治河越 武治氏 作田 誠二 平取 稲原牧場 512－161：37．6
 205．3�
11 ゴールドリーガル 牡6鹿 57 丸山 元気居城 寿与氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム 472－101：37．7クビ 41．6�
815 ダノンプレシャス 牡4青鹿57 北村 宏司	ダノックス 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 456－ 2 〃 ハナ 17．1�
48 スズカウラノス 牡8鹿 57 石川裕紀人永井 啓弍氏 杉山 晴紀 新ひだか グランド牧場 456－121：37．8
 91．0�
36 アルファアリエス 牡6鹿 57 内田 博幸	貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 470＋ 81：38．22
 35．9�
714	 トーセンペンタゴン 牡5青 57

54 ▲野中悠太郎島川 哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 486± 01：38．3
 252．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 68，183，200円 複勝： 155，046，900円 枠連： 42，993，800円
馬連： 183，595，800円 馬単： 92，669，000円 ワイド： 105，557，500円
3連複： 242，358，700円 3連単： 423，510，000円 計： 1，313，914，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 230円 � 400円 枠 連（5－6） 660円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 350円 �� 650円 �� 1，950円

3 連 複 ��� 3，060円 3 連 単 ��� 7，770円

票 数

単勝票数 計 681832 的中 � 331421（1番人気）
複勝票数 計1550469 的中 � 927806（1番人気）� 85881（3番人気）� 40828（8番人気）
枠連票数 計 429938 的中 （5－6） 50138（2番人気）
馬連票数 計1835958 的中 �� 192440（2番人気）
馬単票数 計 926690 的中 �� 78983（2番人気）
ワイド票数 計1055575 的中 �� 86309（2番人気）�� 41265（7番人気）�� 12611（21番人気）
3連複票数 計2423587 的中 ��� 59334（9番人気）
3連単票数 計4235100 的中 ��� 39483（12番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．7―12．1―12．5―11．9―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．5―47．6―1：00．1―1：12．0―1：23．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シュナウザー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2016．2．7 東京1着

2013．3．6生 牡4黒鹿 母 オフジオールドブロック 母母 Chip 6戦3勝 賞金 33，100，000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 ソルプレーサ号・ネイビーブルー号・パブリックフレンド号



（29東京2）第7日 5月13日（土曜日） 雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後重
良後重後不良

競走回数 12回 出走頭数 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 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

276，340，000円
5，060，000円
14，970，000円
2，010，000円
33，390，000円
73，871，000円
4，979，000円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
540，980，200円
828，646，500円
326，099，600円
1，478，463，300円
635，501，300円
790，660，600円
2，004，410，500円
2，805，404，300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
計 9，410，166，300円

総入場人員 21，909名 （有料入場人員 20，418名）
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