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12097 5月20日 晴 良 （29東京2）第9日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時10分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

713 マースチェル 牝3栗 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 440＋ 41：39．1 9．0�

816 ヒ ス イ 牝3鹿 54 柴山 雄一�ミルファーム 谷原 義明 新冠 有限会社 大
作ステーブル B494＋ 6 〃 クビ 23．6�

714 ルーセントオーデ 牝3鹿 54 柴田 善臣吉岡 泰治氏 松山 将樹 日高 三輪牧場 468＋ 41：39．2� 107．0�
611 セイントヘレナ 牝3鹿 54 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B496＋ 2 〃 アタマ 7．1�
815 フラワーズブルーム 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 496＋ 2 〃 アタマ 6．0	
47 ア ヤ シ 牝3黒鹿54 北村 宏司木村 廣太氏 勢司 和浩 新ひだか 本桐牧場 486－ 21：39．4� 11．2

510 キ ュ ン メ ル 牝3栗 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 上原 博之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446－ 4 〃 クビ 3．6�
36 タ ン ゴ 牝3鹿 54 田辺 裕信石川 達絵氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 514 ―1：39．61� 11．8�
24 ペイシャリサ 牝3栗 54 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 様似 髙村 伸一 482－ 21：39．81� 61．9
612 ディアシトリン 牝3栗 54 大野 拓弥ディアレストクラブ� 伊藤 圭三 新ひだか 荒木 貴宏 434＋ 41：39．9� 124．7�
59 トモジャプリマ 牝3黒鹿54 M．デムーロ吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前谷 武志 442－ 21：40．1� 3．5�
48 タ オ ヤ メ 牝3黒鹿54 吉田 豊 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 468 ―1：40．73� 81．4�
35 フェスティヴドレス 牝3栗 54 江田 照男臼井義太郎氏 本間 忍 新冠 細川農場 420± 01：41．12� 265．1�
12 ジェネローゾ 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎 �チャンピオンズファーム 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 420－ 21：41．73� 146．7�
11 フィユタージュ 牝3青鹿54 丸山 元気飯田 正剛氏 田村 康仁 新ひだか 千代田牧場 500 ―1：42．02 129．3�
23 ディーズフリッカー 牝3栗 54 村田 一誠秋谷 壽之氏 柴田 政人 日高 浜本牧場 410－ 81：43．38 299．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，338，400円 複勝： 39，410，400円 枠連： 16，618，600円
馬連： 60，898，300円 馬単： 28，883，500円 ワイド： 35，906，300円
3連複： 80，955，900円 3連単： 101，759，600円 計： 386，771，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 250円 � 630円 � 2，540円 枠 連（7－8） 1，420円

馬 連 �� 6，520円 馬 単 �� 10，800円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 9，850円 �� 20，940円

3 連 複 ��� 164，540円 3 連 単 ��� 745，200円

票 数

単勝票数 計 223384 的中 � 19659（5番人気）
複勝票数 計 394104 的中 � 48829（4番人気）� 15603（8番人気）� 3524（11番人気）
枠連票数 計 166186 的中 （7－8） 9039（7番人気）
馬連票数 計 608983 的中 �� 7238（25番人気）
馬単票数 計 288835 的中 �� 2005（38番人気）
ワイド票数 計 359063 的中 �� 5428（23番人気）�� 931（50番人気）�� 436（69番人気）
3連複票数 計 809559 的中 ��� 369（182番人気）
3連単票数 計1017596 的中 ��� 99（873番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．9―12．6―12．5―12．4―12．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―35．7―48．3―1：00．8―1：13．2―1：25．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マースチェル �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2016．10．15 東京8着

2014．5．20生 牝3栗 母 マイネインティマ 母母 ダイイチコパン 11戦1勝 賞金 12，550，000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） 2頭 タイムトラベル号・ティナカヌメ号
（非抽選馬） 3頭 ビバジャンティ号・プレシャスクイン号・リープリッヒターゲ号

12098 5月20日 晴 良 （29東京2）第9日 第2競走 ��
��1，300�サラブレッド系3歳

発走10時40分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

36 ランプルール 牡3黒鹿56 戸崎 圭太吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 462＋ 61：19．0 2．4�
815 タイセイスマッシュ 牝3芦 54 内田 博幸田中 成奉氏 池上 昌弘 新冠 山岡ファーム 438＋ 6 〃 クビ 7．4�
59 カツノシックスス 牡3鹿 56 松岡 正海勝野産業� 伊藤 伸一 新ひだか 西村 和夫 432－ 41：19．74 7．1�
612 キーネットワーク 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎北前孔一郎氏 相沢 郁 日高 豊田田村牧場 474－ 4 〃 ハナ 23．8�
35 � リ モ ン デ ィ 牡3鹿 54 柴山 雄一吉田 和美氏 木村 哲也 豪 Ramsey Pas-

toral Co Pty Ltd 522＋ 61：19．91 11．9�
11 エボニーアイボリー 牝3黒鹿54 大野 拓弥諸江 幸祐氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 434＋ 2 〃 クビ 47．6	
24 クリノレオノール 牝3鹿 54 江田 照男栗本 博晴氏 星野 忍 日高 日西牧場 432－ 21：20．0� 58．2

23 ヴ ィ オ ラ 牝3黒鹿54 田中 勝春 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 442－ 81：20．21	 12．6�
48 ナチュラルシンジュ 牝3栗 54 丸山 元気 �丸幸小林牧場 清水 英克 浦河 丸幸小林牧場 448± 01：20．41	 267．6�
611 パイオニアワーク 牡3鹿 56 柴田 大知海谷 幸司氏 加藤 征弘 洞
湖 レイクヴィラファーム 486＋ 21：20．5� 144．3
714 ニシノキスミー 牝3鹿 54 田辺 裕信西山 茂行氏 竹内 正洋 浦河 高昭牧場 442－ 6 〃 ハナ 16．0�
12 サンシャインキッス 牝3鹿 54 的場 勇人野村 茂雄氏 的場 均 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 426－301：21．03 148．2�
713� ビジューブランシュ 牝3芦 54 蛯名 正義広尾レース� 二ノ宮敬宇 米 Dapple

Bloodstock 450－121：21．53 34．3�
47 ブルーフォース 牡3鹿 56 横山 和生�槇本牧場 武井 亮 日高 槇本牧場 490－ 41：21．92� 303．8�
510 サウスギガパワー 牡3鹿 56 北村 宏司南波 壽氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B462＋ 21：24．0大差 5．0�
816 ブルーフライ 牡3鹿 56 武士沢友治桜井 欣吾氏 武市 康男 新ひだか 飛野牧場 462 ―1：28．4大差 95．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，776，800円 複勝： 42，843，500円 枠連： 16，948，800円
馬連： 61，478，400円 馬単： 29，572，700円 ワイド： 36，750，600円
3連複： 75，778，800円 3連単： 88，315，800円 計： 381，465，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 190円 � 180円 枠 連（3－8） 810円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 480円 �� 520円 �� 810円

3 連 複 ��� 2，660円 3 連 単 ��� 9，720円

票 数

単勝票数 計 297768 的中 � 98760（1番人気）
複勝票数 計 428435 的中 � 93863（1番人気）� 53249（4番人気）� 58639（3番人気）
枠連票数 計 169488 的中 （3－8） 16174（3番人気）
馬連票数 計 614784 的中 �� 44064（2番人気）
馬単票数 計 295727 的中 �� 15159（2番人気）
ワイド票数 計 367506 的中 �� 20120（3番人気）�� 18311（4番人気）�� 11178（9番人気）
3連複票数 計 757788 的中 ��� 21318（4番人気）
3連単票数 計 883158 的中 ��� 6585（11番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．2―18．4―30．1―42．3―54．3―1：06．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ランプルール �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Country Reel デビュー 2016．8．6 新潟6着

2014．2．4生 牡3黒鹿 母 カトマンドゥ 母母 Louvardie 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔発走状況〕 ブルーフライ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サウスギガパワー号・ブルーフライ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年6月

20日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 サノノジャングル号・フォルテメンテ号・ライバーバード号

第２回 東京競馬 第９日



12099 5月20日 晴 良 （29東京2）第9日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 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

47 シャドウウォリアー 牡3鹿 56 M．デムーロ飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 478＋ 81：25．6 1．8�
611 データヴァリュー 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �社台レースホース久保田貴士 安平 追分ファーム 474＋ 6 〃 クビ 6．2�
35 ビッグヒット 牡3鹿 56 内田 博幸小野 建氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 B480＋ 61：26．23� 6．0�
24 オ ー ル イ ン 牡3鹿 56 田中 勝春菊地 祐司氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 432－141：26．3� 51．7�
612 ミラクルゲート 牡3黒鹿56 丸山 元気関 駿也氏 宗像 義忠 日高 スマイルファーム 442± 01：26．4� 6．6�
59 リョウランプリーモ 牡3黒鹿56 横山 和生佐藤 啓子氏 小野 次郎 浦河 信岡牧場 462＋ 21：26．5� 20．1	
816 ミッキースプリング 牡3鹿 56 蛯名 正義野田みづき氏 萩原 清 浦河 三嶋牧場 484± 01：26．71� 14．1

23 サ ン コ ロ ナ 牝3栗 54 嶋田 純次 �加藤ステーブル 天間 昭一 日高 有限会社

ケイズ 400－ 2 〃 ハナ 108．1�
510 ダイメイピット 牡3鹿 56 柴田 善臣宮本 昇氏 本間 忍 日高 横井 哲 396± 01：27．12� 105．3
815 ピーナッツバター 牝3鹿 54 江田 照男吉澤 克己氏 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 442－ 41：27．2� 111．7�
36 ノーブルシリウス 牡3栗 56

53 ▲武藤 雅吉木 伸彦氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 480 ―1：28．37 187．7�
11 キタサングラシアス 牝3青鹿54 武士沢友治�大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 456－ 81：28．61� 68．2�
12 ク レ ム フ カ 牝3鹿 54 柴田 大知 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 日高 奥山 博 B452－ 41：28．7� 133．6�
713 ゴールドボーラー 牡3鹿 56 北村 宏司居城 寿与氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム 468 ―1：28．91� 33．3�
714 デルマコイシグレ 牝3栗 54 岩部 純二浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 430＋ 4 〃 ハナ 425．8�
48 ガンマレポリス 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎キャピタルクラブ 加藤 和宏 浦河 カナイシスタッド 448 ―1：29．11 98．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，592，800円 複勝： 41，620，200円 枠連： 15，124，300円
馬連： 52，354，200円 馬単： 30，488，600円 ワイド： 31，858，500円
3連複： 69，954，100円 3連単： 107，374，200円 計： 373，366，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 170円 � 140円 枠 連（4－6） 300円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 320円 �� 230円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 3，550円

票 数

単勝票数 計 245928 的中 � 105786（1番人気）
複勝票数 計 416202 的中 � 175865（1番人気）� 42047（4番人気）� 55350（2番人気）
枠連票数 計 151243 的中 （4－6） 39062（1番人気）
馬連票数 計 523542 的中 �� 54509（3番人気）
馬単票数 計 304886 的中 �� 23290（3番人気）
ワイド票数 計 318585 的中 �� 25083（3番人気）�� 40354（1番人気）�� 14201（8番人気）
3連複票数 計 699541 的中 ��� 47957（3番人気）
3連単票数 計1073742 的中 ��� 21871（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．9―35．9―48．3―1：00．5―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャドウウォリアー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．11．26 東京10着

2014．5．27生 牡3鹿 母 ピクシーダスト 母母 シャンクシー 4戦1勝 賞金 8，300，000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） 4頭 アーガマ号・ウインクリーヴ号・オリジナルデザイン号・ファステストネオ号
（非抽選馬） 1頭 ニシノキッカセキ号

12100 5月20日 晴 良 （29東京2）第9日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時40分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

11 サイレントサード 牡3栗 56 内田 博幸三田 昌宏氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田牧場 470－ 21：33．7 2．5�
713 コスモプラシデス 牡3鹿 56 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 21：34．12� 52．9�
59 フジワンキララ 牝3芦 54 蛯名 正義�富士開発 鹿戸 雄一 新冠 パカパカ

ファーム 480－ 21：34．2クビ 148．8�
510 パ ム ッ カ レ 牡3栗 56 江田 照男 �コロンバスサークル 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 460－ 4 〃 アタマ 110．0�
612 アシュランス 牝3栗 54 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 416± 01：34．41� 11．1	
816 スパイラルダイブ 牡3青鹿56 田辺 裕信�G1レーシング 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438＋14 〃 ハナ 2．6

48 ミステリーモリオン 牡3鹿 56 横山 典弘田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 中橋 正 466－ 4 〃 ハナ 8．3�
36 パイルーチェ 牝3栗 54 武士沢友治西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 464＋ 41：34．82� 9．6�
715 カズノスイセイ 牝3黒鹿54 吉田 豊鈴木 可一氏 尾形 充弘 新ひだか 前川 正美 474－ 61：34．9	 203．2
818 ルックアットミー 牝3鹿 54 的場 勇人髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 458＋ 41：35．0クビ 18．5�
24 シルヴァーナ 牝3青鹿54 丸山 元気 �キャロットファーム 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 468 ―1：35．21� 53．9�
12 グラスルーチェ 牝3芦 54 柴田 善臣半沢� 杉浦 宏昭 新ひだか タツヤファーム 456 ―1：35．41� 40．9�
23 サ ノ リ ュ ウ 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎佐野 信幸氏 堀井 雅広 浦河 鎌田 正嗣 464＋ 41：36．03� 346．8�
714 テイエムシャッフル 牡3黒鹿56 横山 和生竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 帰山 清貴 508＋101：36．1� 178．3�
817 ファインパープル 牝3黒鹿 54

51 ▲武藤 雅井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 438＋ 2 〃 ハナ 416．2�
47 タントミール 牝3鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 藤本牧場 416＋ 61：36．31 435．7�
35 ココホレワンワン 牡3黒鹿56 岩部 純二�ミルファーム 伊藤 正徳 新ひだか 原 フアーム 474＋ 41：36．83 349．9�
611 マルターズコメット 牝3鹿 54 松岡 正海藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 412－141：42．5大差 92．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，088，700円 複勝： 35，822，200円 枠連： 17，955，500円
馬連： 61，347，600円 馬単： 31，138，500円 ワイド： 35，981，900円
3連複： 74，291，500円 3連単： 100，025，500円 計： 385，651，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 770円 � 1，650円 枠 連（1－7） 4，070円

馬 連 �� 5，890円 馬 単 �� 8，750円

ワ イ ド �� 1，900円 �� 4，730円 �� 23，180円

3 連 複 ��� 157，390円 3 連 単 ��� 684，130円

票 数

単勝票数 計 290887 的中 � 91185（1番人気）
複勝票数 計 358222 的中 � 95246（1番人気）� 9559（8番人気）� 4231（12番人気）
枠連票数 計 179555 的中 （1－7） 3418（12番人気）
馬連票数 計 613476 的中 �� 8067（15番人気）
馬単票数 計 311385 的中 �� 2667（28番人気）
ワイド票数 計 359819 的中 �� 4989（15番人気）�� 1957（31番人気）�� 394（81番人気）
3連複票数 計 742915 的中 ��� 354（188番人気）
3連単票数 計1000255 的中 ��� 106（863番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．3―47．0―58．9―1：10．2―1：21．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サイレントサード �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2016．9．11 中山2着

2014．3．14生 牡3栗 母 アートオブダンサー 母母 アイアムダンサー 7戦1勝 賞金 13，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マルターズコメット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年6月20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 ショウナンダリア号・ムーンロード号
（非抽選馬） 1頭 ホーププラウド号



12101 5月20日 晴 良 （29東京2）第9日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時30分 （芝・左）

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

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

12 エスティーム 牡3黒鹿56 柴田 大知岡田 繁幸氏 金成 貴史 浦河 岡本 昌市 526＋ 42：00．7 2．9�
818 スカーレットラバー 牡3鹿 56 丸山 元気村島 昭男氏 大和田 成 新冠 カミイスタット 478＋ 62：00．8� 24．4�
817 ウィードスピリット 牡3栗 56

53 ▲武藤 雅落合 幸弘氏 武藤 善則 新ひだか チャンピオンズファーム 468＋ 42：01．22� 14．7�
715 リフトトゥヘヴン 牡3鹿 56 M．デムーロ丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 478＋ 2 〃 ハナ 3．1�
510 ヤマニンゼーレ 牡3鹿 56 柴田 善臣土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 492－ 42：01．62� 8．9�
23 サ ン シ ロ ウ 牡3鹿 56 柴山 雄一合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 496－ 62：01．7� 32．6�
612 マックスハート 牡3栗 56 松岡 正海スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 平野牧場 424＋ 22：02．44 45．7	
11 エスプリドゥルミエ 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎髙橋 貴士氏 武藤 善則 新ひだか 松田牧場 420－ 82：02．82� 306．1

24 フォーエバースカイ 牝3栗 54 田中 勝春岡田 牧雄氏 大江原 哲 浦河 上山牧場 376± 0 〃 ハナ 249．2�
816 パ ー リ オ 牡3鹿 56 田辺 裕信吉田 安惠氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 538＋ 4 〃 クビ 3．7�
36 マサノホウオウ 牡3黒鹿56 武士沢友治古賀 禎彦氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 492－102：03．0� 89．5
48 ミツカネマジック 牝3黒鹿54 江田 照男小山田 満氏 本間 忍 新冠 秋田牧場 462＋ 6 〃 クビ 170．4�
714 コ ン パ ー ニ 牝3栗 54 横山 和生藤田 孟司氏 天間 昭一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474－ 42：03．63� 507．8�
47 カガエクリプス 牡3黒鹿56 岩部 純二香川 憲次氏 萱野 浩二 日高 サンシャイン

牧場 530－ 2 〃 クビ 119．5�
611 スリーチャーム 牝3鹿 54 村田 一誠永井商事� 柄崎 孝 新ひだか 岡田牧場 468－102：03．7クビ 327．5�
35 プーカローズ 牝3栗 54 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 日高 中前牧場 422－ 2 〃 アタマ 69．9�
713 サツキジョオウ 牝3黒鹿54 木幡 初広小野 博郷氏 土田 稔 日高 三輪牧場 466－ 22：04．65 357．4�
59 マーケットレイズン 牝3芦 54 的場 勇人峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 456± 02：05．98 271．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，820，800円 複勝： 33，748，000円 枠連： 18，547，600円
馬連： 63，367，600円 馬単： 33，669，500円 ワイド： 34，851，500円
3連複： 83，214，500円 3連単： 111，679，600円 計： 407，899，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 170円 � 560円 � 290円 枠 連（1－8） 460円

馬 連 �� 3，000円 馬 単 �� 4，510円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 640円 �� 3，070円

3 連 複 ��� 7，090円 3 連 単 ��� 26，890円

票 数

単勝票数 計 288208 的中 � 77455（1番人気）
複勝票数 計 337480 的中 � 67625（2番人気）� 12525（7番人気）� 28675（5番人気）
枠連票数 計 185476 的中 （1－8） 31206（2番人気）
馬連票数 計 633676 的中 �� 16347（10番人気）
馬単票数 計 336695 的中 �� 5596（15番人気）
ワイド票数 計 348515 的中 �� 7689（11番人気）�� 14692（5番人気）�� 2790（26番人気）
3連複票数 計 832145 的中 ��� 8791（21番人気）
3連単票数 計1116796 的中 ��� 3010（81番人気）

ハロンタイム 13．2―11．2―11．5―12．0―12．2―12．3―12．8―11．7―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―24．4―35．9―47．9―1：00．1―1：12．4―1：25．2―1：36．9―1：48．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．3―3F35．5

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

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

勝馬の
紹 介

エスティーム �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2016．10．30 東京4着

2014．3．18生 牡3黒鹿 母 フラワーハット 母母 ミストラルグリーン 10戦1勝 賞金 16，650，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マーケットレイズン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年6月20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） 1頭 パサデナ号
（非抽選馬） 2頭 シスターマリオン号・ダブルディライト号

12102 5月20日 晴 良 （29東京2）第9日 第6競走 ��
��2，100�サラブレッド系3歳

発走13時00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
2：06．7
2：05．9

良
良

510 クインズウィンダム 牡3鹿 56 戸崎 圭太亀田 和弘氏 奥平 雅士 新冠 隆栄牧場 536－ 22：12．8 2．5�
11 ブラックジェイド 牡3黒鹿56 横山 典弘 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 520－ 4 〃 ハナ 3．3�
612 レッドゼノン 牡3黒鹿56 武士沢友治 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 杵臼牧場 B452－ 62：13．43� 26．7�
611 オ ー ル デ ン 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎金山 敏也氏 小西 一男 浦河 金成吉田牧場 438－ 4 〃 クビ 9．0�
815 モリトシラユリ 牝3芦 54 M．デムーロ石橋 忠之氏 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 484－ 6 〃 アタマ 6．6�
47 ジェイケイライジン 牡3栗 56 柴田 善臣小谷野次郎氏 柴田 政人 浦河 富塚ファーム 470± 02：13．71� 120．2	
59 セガールモチンモク 	3栗 56 田辺 裕信小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 476＋ 42：13．91
 17．9

713 プ レ ゼ ン ス 牡3黒鹿56 的場 勇人 �社台レースホース尾形 充弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 4 〃 クビ 34．4�
12 リョウランヒーロー 牡3黒鹿56 横山 和生佐藤 啓子氏 小野 次郎 新ひだか 米田牧場 474＋ 6 〃 ハナ 75．7
714 エンドゲーム 牡3鹿 56 大野 拓弥 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 新冠 パカパカ

ファーム 496＋ 82：14．0� 33．6�
24 デ ジ ャ ブ 牡3黒鹿56 吉田 豊平賀 久枝氏 小笠 倫弘 浦河 鎌田 正嗣 510＋ 62：14．85 310．4�
23 ブラックドーン 牡3鹿 56 柴山 雄一吉田 勝己氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 522－ 42：14．9� 147．1�
36 マイネルユニブラン 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 日高 沖田牧場 510± 0 〃 ハナ 15．4�
48 エポックメーカー 牡3鹿 56 北村 宏司林 正道氏 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 512＋ 62：15．43 50．1�
35 コトブキファルコン 牡3栗 56 田中 勝春尾上 松壽氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 516± 02：15．5� 76．3�
816 アイアムノーブル 牡3鹿 56 江田 照男堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 458－ 82：16．67 50．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，385，900円 複勝： 49，893，300円 枠連： 18，270，900円
馬連： 72，386，600円 馬単： 33，351，100円 ワイド： 42，697，400円
3連複： 90，534，700円 3連単： 112，180，100円 計： 453，700，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 160円 � 490円 枠 連（1－5） 510円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，120円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 4，420円 3 連 単 ��� 15，530円

票 数

単勝票数 計 343859 的中 � 107530（1番人気）
複勝票数 計 498933 的中 � 154753（1番人気）� 76547（2番人気）� 16223（8番人気）
枠連票数 計 182709 的中 （1－5） 27728（1番人気）
馬連票数 計 723866 的中 �� 95625（1番人気）
馬単票数 計 333511 的中 �� 23211（1番人気）
ワイド票数 計 426974 的中 �� 43262（1番人気）�� 9083（10番人気）�� 5961（19番人気）
3連複票数 計 905347 的中 ��� 15348（9番人気）
3連単票数 計1121801 的中 ��� 5235（27番人気）

ハロンタイム 7．3―11．5―12．5―12．8―12．8―13．3―12．9―12．9―12．4―11．7―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―18．8―31．3―44．1―56．9―1：10．2―1：23．1―1：36．0―1：48．4―2：00．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クインズウィンダム �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Thunder Gulch デビュー 2016．6．18 阪神9着

2014．5．14生 牡3鹿 母 ベ タ ー ナ ウ 母母 Scenic Point 8戦2勝 賞金 17，300，000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 サーストンウィナー号・トーホウカンタール号・ビートマッチ号・メイショウヤエヤマ号



12103 5月20日 晴 良 （29東京2）第9日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走13時30分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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
1：33．8
1：33．3

重
良

36 ク レ オ ー ル 牝5栗 55 田辺 裕信 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：38．2 9．9�
510� オンザフロウ 牝4鹿 55 松岡 正海五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか チャンピオンズファーム 450－ 6 〃 ハナ 10．5�
12 コパノビジン 牝4鹿 55 戸崎 圭太小林 祥晃氏 手塚 貴久 日高 ヤナガワ牧場 B462－ 21：38．41� 2．5�
815 スモモチャン 牝4栗 55 丸山 元気ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 440－ 4 〃 クビ 45．2�
59 サンウィノナ 牝5鹿 55 武士沢友治 �加藤ステーブル 粕谷 昌央 日高 シンボリ牧場 474＋ 21：38．61� 9．7	
35 フ ィ ビ ュ ラ 牝4芦 55 内田 博幸�G1レーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 504＋ 4 〃 クビ 2．9

11 エグランティエ 牝5栗 55 吉田 豊�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 434－ 81：38．7� 16．8�
23 ドゥリーミン 牝4黒鹿 55

52 ▲野中悠太郎菊地 祐司氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 456＋ 21：39．01	 95．8�
47 タイキマロン 牝4鹿 55 北村 宏司�大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 466± 01：39．32 116．6
48 シャイニングアロー 牝4青 55 柴山 雄一矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 458＋ 41：39．51� 126．6�
713 オヒアレフア 牝4青鹿55 村田 一誠�錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 438± 01：39．6クビ 19．2�
24 � ミ ス ユ ー 牝4黒鹿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 448－ 21：39．91	 315．5�
612 メランコリア 牝5栗 55 蛯名 正義�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 486＋ 61：40．0� 67．9�
816� トキメキユキチャン 牝4青鹿55 柴田 善臣片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 436－ 41：40．31	 37．0�
714� パーソナルベスト 牝5鹿 55 岩部 純二坂田 行夫氏 伊藤 正徳 浦河 酒井牧場 418± 01：41．36 454．5�
611 レッドエトワール 牝4鹿 55 大野 拓弥 �東京ホースレーシング 久保田貴士 千歳 社台ファーム 452＋ 41：42．04 78．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，125，500円 複勝： 38，062，500円 枠連： 22，641，900円
馬連： 70，456，700円 馬単： 33，161，000円 ワイド： 39，411，600円
3連複： 88，951，000円 3連単： 119，834，300円 計： 440，644，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 220円 � 260円 � 120円 枠 連（3－5） 730円

馬 連 �� 5，230円 馬 単 �� 11，510円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 520円 �� 600円

3 連 複 ��� 3，990円 3 連 単 ��� 41，250円

票 数

単勝票数 計 281255 的中 � 22605（4番人気）
複勝票数 計 380625 的中 � 38140（3番人気）� 29638（5番人気）� 108847（1番人気）
枠連票数 計 226419 的中 （3－5） 23826（3番人気）
馬連票数 計 704567 的中 �� 10438（14番人気）
馬単票数 計 331610 的中 �� 2160（35番人気）
ワイド票数 計 394116 的中 �� 6078（16番人気）�� 20251（3番人気）�� 17087（6番人気）
3連複票数 計 889510 的中 ��� 16706（10番人気）
3連単票数 計1198343 的中 ��� 2106（118番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．1―36．5―49．1―1：01．5―1：13．5―1：25．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ク レ オ ー ル �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．10．18 福島7着

2012．1．31生 牝5栗 母 リンガフランカ 母母 フランクアーギュメント 15戦2勝 賞金 18，500，000円
〔制裁〕 エグランティエ号の騎手吉田豊は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・12番）

12104 5月20日 晴 良 （29東京2）第9日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走14時00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

36 エメラルエナジー 牡5栗 57
54 ▲野中悠太郎高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 B496－ 41：25．0 8．8�

23 アオイサンシャイン 牝4黒鹿55 内田 博幸新谷 幸義氏 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 510－ 21：25．1� 3．3�

510 スールキートス 牝5黒鹿55 吉田 豊�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 496－ 21：25．2	 5．6�
713
 ベ ラ ポ ー サ 牝4鹿 55 M．デムーロ吉田 和子氏 堀 宣行 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. 490± 01：25．52 3．4�
35 ホウオウマリリン 牝4栗 55 田辺 裕信小笹 芳央氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 412－ 41：25．71 9．1�
24 シュンクルーズ 牡5黒鹿57 松岡 正海村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 パカパカ

ファーム 460－ 81：25．8� 42．1	
11 ネコダンサー 牡4黒鹿57 蛯名 正義桐谷 茂氏 堀井 雅広 新ひだか 落合 一巳 488＋141：25．9クビ 21．4

48 コスモコレクション 牡4栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 矢野 英一 浦河 岡本 昌市 B478± 0 〃 クビ 17．4�
816
� エーシンザピーク 牡7栗 57 戸崎 圭太本田 恒雄氏 南田美知雄 米

Elkhorn Creek Farm
LLC & Giant’s
Causeway Syndicate

B480－ 41：26．11� 21．4�
714 ソワンドタイガー 牡5栗 57

54 ▲武藤 雅西村 静子氏 中野 栄治 新ひだか 小河 豊水 480－101：26．2� 137．1
611
� オーバーウェルム 牡5黒鹿57 横山 和生�Basic 池上 昌和 加 Ballycroy

Training Centre B454＋10 〃 クビ 82．9�
47 カラダロマン 牡5鹿 57 岩部 純二子安 裕樹氏 中舘 英二 平取 清水牧場 470－101：26．3クビ 340．3�
612 ディアクーシー 牡4鹿 57 柴山 雄一ディアレストクラブ� 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 490－121：26．72� 21．4�
815� インスタイル 6鹿 57 江田 照男岡田 牧雄氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド B500＋ 21：26．91� 99．6�
59 ジーアイウォーカー 牡5黒鹿57 田中 勝春岩崎 充利氏 谷原 義明 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B478± 01：28．510 134．6�
12 マインドブロウ 牡5栗 57 的場 勇人林 勝宗氏 的場 均 日高 白瀬 盛雄 504＋ 41：30．09 172．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，034，700円 複勝： 45，370，000円 枠連： 19，500，600円
馬連： 83，042，800円 馬単： 37，786，600円 ワイド： 44，540，500円
3連複： 100，468，400円 3連単： 131，637，700円 計： 494，381，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 240円 � 140円 � 160円 枠 連（2－3） 850円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 4，830円

ワ イ ド �� 620円 �� 890円 �� 350円

3 連 複 ��� 3，250円 3 連 単 ��� 22，340円

票 数

単勝票数 計 320347 的中 � 28851（4番人気）
複勝票数 計 453700 的中 � 38845（5番人気）� 101889（1番人気）� 74394（3番人気）
枠連票数 計 195006 的中 （2－3） 17606（3番人気）
馬連票数 計 830428 的中 �� 33901（6番人気）
馬単票数 計 377866 的中 �� 5858（16番人気）
ワイド票数 計 445405 的中 �� 18069（5番人気）�� 12008（11番人気）�� 35815（2番人気）
3連複票数 計1004684 的中 ��� 23135（9番人気）
3連単票数 計1316377 的中 ��� 4271（56番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―34．8―47．1―59．4―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エメラルエナジー �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．2．21 東京2着

2012．3．16生 牡5栗 母 セトウチソーラー 母母 サマーヴォヤージュ 19戦3勝 賞金 26，440，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ヤマタケジャイアン号・リンガスヴィグラス号



12105 5月20日 晴 良 （29東京2）第9日 第9競走 ��1，800�カーネーションカップ
発走14時35分 （芝・左）

牝，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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

45 プリンセスルーラー 牝3黒鹿54 丸山 元気大森 悌次氏 高橋 康之 浦河 �川 啓一 478＋ 21：48．4 75．8�
11 ブルークランズ 牝3鹿 54 戸崎 圭太吉田 勝己氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 478－ 61：48．61� 7．6�
33 アンネリース 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 478＋ 41：48．7� 35．5�
69 シンボリバーグ 牝3芦 54 蛯名 正義シンボリ牧場 藤沢 和雄 日高 シンボリ牧場 492－ 6 〃 アタマ 11．0�
22 ヒ ス ト リ ア 牝3鹿 54 北村 宏司山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 436－ 41：48．8クビ 8．9�
813 イストワールファム 牝3栗 54 内田 博幸 	シルクレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 442－ 21：49．12 3．9

56 サ ッ チ ン 牝3鹿 54 大野 拓弥由井健太郎氏 古賀 慎明 新ひだか 上村 清志 422－101：49．2� 78．8�
68 ムーンザムーン 牝3鹿 54 田辺 裕信林 正道氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 450－ 41：49．3� 4．6�
57 アドマイヤローザ 牝3芦 54 M．デムーロ近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 458± 01：49．51� 3．6
44 ニシノストーリー 牝3黒鹿54 松岡 正海西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 村上 欽哉 406＋ 21：49．6� 40．4�
710 ダノンディーヴァ 牝3黒鹿54 田中 勝春�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 468＋141：49．7クビ 11．5�
711 クイントゥープル 牝3栗 54 柴山 雄一 	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 426－ 21：50．02 112．7�
812 コ ロ リ ズ ム 牝3鹿 54 岩部 純二田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新冠 シンユウフアーム 444－ 41：51．9大差 472．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 49，890，200円 複勝： 76，303，800円 枠連： 24，141，200円
馬連： 129，623，800円 馬単： 55，459，200円 ワイド： 63，086，200円
3連複： 161，786，000円 3連単： 222，276，600円 計： 782，567，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，580円 複 勝 � 1，420円 � 310円 � 790円 枠 連（1－4） 7，450円

馬 連 �� 22，480円 馬 単 �� 59，420円

ワ イ ド �� 6，270円 �� 14，100円 �� 2，710円

3 連 複 ��� 89，020円 3 連 単 ��� 826，410円

票 数

単勝票数 計 498902 的中 � 5263（10番人気）
複勝票数 計 763038 的中 � 12876（10番人気）� 74198（4番人気）� 24455（8番人気）
枠連票数 計 241412 的中 （1－4） 2509（23番人気）
馬連票数 計1296238 的中 �� 4467（42番人気）
馬単票数 計 554592 的中 �� 700（93番人気）
ワイド票数 計 630862 的中 �� 2590（44番人気）�� 1144（59番人気）�� 6078（27番人気）
3連複票数 計1617860 的中 ��� 1363（140番人気）
3連単票数 計2222766 的中 ��� 195（929番人気）

ハロンタイム 13．2―12．0―12．3―12．7―12．5―12．0―11．3―11．0―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．2―37．5―50．2―1：02．7―1：14．7―1：26．0―1：37．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．7―3F33．7

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

勝馬の
紹 介

プリンセスルーラー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 イーグルカフェ デビュー 2016．11．20 京都5着

2014．3．26生 牝3黒鹿 母 アランフェスロマン 母母 オオシマフヨウ 5戦2勝 賞金 16，022，000円
〔制裁〕 ヒストリア号の騎手北村宏司は，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10，000円。（被害馬：11番・6番・4

番）

12106 5月20日 晴 良 （29東京2）第9日 第10競走 ��
��2，100�

こ れ ま さ

是 政 特 別
発走15時10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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

713 モンドアルジェンテ 牡5芦 57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 524＋ 62：11．0 2．9�
35 ストライクイーグル 牡4青鹿57 内田 博幸 �キャロットファーム 杉山 晴紀 新ひだか 前田 宗将 B490－ 6 〃 クビ 5．1�
612 ワイルドダンサー 牡5鹿 57 蛯名 正義草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 490± 02：11．1クビ 78．0�
816 ロイヤルネイビー 牡4黒鹿57 北村 宏司谷掛 龍夫氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 466＋ 62：11．2� 9．9�
47 アバオアクー 牡5鹿 57 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B502－102：11．3	 13．2�
23 ラテールプロミーズ 牡4青鹿57 柴山 雄一ディアレストクラブ	 田村 康仁 新冠 イワミ牧場 508＋ 22：11．51
 16．6

11 キールコネクション 牡5栗 57 江田 照男水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 B478＋ 42：11．6	 93．2�
59 ヤマニンシルフ 牡4栗 57 柴田 善臣土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 456＋ 82：11．7	 27．3�
36 ピアシングステア 牡5栗 57 柴田 大知水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 502＋ 2 〃 ハナ 7．0
48 エクストレミティー 牡6鹿 57 吉田 豊 J．ウィルソン氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 492－ 82：11．8クビ 46．3�
611 ダンディーレイ 牡7栗 57 田中 勝春 �高木競走馬育成牧場 青木 孝文 新ひだか 藤原牧場 490－ 22：12．33 55．4�
12 ヴェラヴァルスター 牡5栗 57 田辺 裕信保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 504－122：12．72	 7．0�
510 ノワールギャルソン 牡5黒鹿57 横山 和生ディアレストクラブ	 田村 康仁 浦河 小島牧場 442－ 22：13．12 35．5�
815 ナ ス カ ザ ン 牝5鹿 55 武士沢友治小山田 満氏 鈴木 伸尋 日高 日高大洋牧場 B494＋ 6 〃 ハナ 104．8�
24 アンヴェイルド 牡6鹿 57 丸山 元気窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 500－ 22：13．52	 63．3�
714 ボ ル ド ネ ス �5鹿 57 横山 典弘	G1レーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム B492－ 82：13．81� 25．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，342，100円 複勝： 72，242，700円 枠連： 37，434，300円
馬連： 144，108，700円 馬単： 57，033，100円 ワイド： 72，480，600円
3連複： 182，281，600円 3連単： 224，049，600円 計： 834，972，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 190円 � 1，290円 枠 連（3－7） 380円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 430円 �� 3，130円 �� 7，150円

3 連 複 ��� 19，460円 3 連 単 ��� 58，110円

票 数

単勝票数 計 453421 的中 � 124071（1番人気）
複勝票数 計 722427 的中 � 159532（1番人気）� 102640（3番人気）� 9917（14番人気）
枠連票数 計 374343 的中 （3－7） 75722（1番人気）
馬連票数 計1441087 的中 �� 121462（1番人気）
馬単票数 計 570331 的中 �� 27568（1番人気）
ワイド票数 計 724806 的中 �� 48848（1番人気）�� 5638（33番人気）�� 2438（64番人気）
3連複票数 計1822816 的中 ��� 7025（60番人気）
3連単票数 計2240496 的中 ��� 2795（173番人気）

ハロンタイム 7．2―11．2―11．8―11．6―11．9―12．6―12．8―13．2―12．8―12．5―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．4―30．2―41．8―53．7―1：06．3―1：19．1―1：32．3―1：45．1―1：57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F38．7
1
3
14－10－（16，13）－3，12，11，1（8，15）－（5，9）4（7，6）2
14－（10，13）－16（12，3）－11（1，8，15）9，5，6，4，7，2

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

勝馬の
紹 介

モンドアルジェンテ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．12．28 中山1着

2012．3．7生 牡5芦 母 エイグレット 母母 ノーザンプリンセス 13戦4勝 賞金 55，850，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 クールエイジア号・サンホッブズ号・テイエムコンドル号
（非抽選馬） 1頭 ペイシャゴンジセ号



12107 5月20日 晴 良 （29東京2）第9日 第11競走 ��
��1，800�メイステークス

発走15時45分 （芝・左）
4歳以上，28．5．21以降29．5．14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 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000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
1：44．2
1：43．9

良
良

11 タイセイサミット 牡4栗 54 北村 宏司田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 488－ 61：46．0 7．5�
79 アストラエンブレム 牡4鹿 56．5 M．デムーロ �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 466＋ 2 〃 クビ 1．9�
810 クラリティスカイ 牡5鹿 57．5 田辺 裕信杉山 忠国氏 斎藤 誠 新冠 パカパカ

ファーム 496－ 81：46．31� 11．1�
78 ヒストリカル 牡8黒鹿57 戸崎 圭太近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 456＋ 2 〃 アタマ 11．6�
67 バーディーイーグル 牡7鹿 53 吉田 豊里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 490－ 41：46．4クビ 61．5�
811 ナスノセイカン 牡5鹿 55 丸山 元気	須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社	須野牧場 464－ 41：46．61� 6．1

44 アングライフェン 牡5鹿 55 横山 典弘前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470－ 8 〃 クビ 25．1�
55 プロフェット 牡4鹿 56 内田 博幸 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 462± 01：46．7クビ 9．0�
66 マイネルラフレシア 牡4栗 54 柴田 大知 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 41：47．01� 17．7�
22 ロンギングダンサー 牡8黒鹿54 横山 和生坂本 浩一氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム B484－ 4 〃 クビ 122．0�
33 バロンドゥフォール 	7鹿 53 大野 拓弥窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 468－ 61：47．21� 34．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 84，815，800円 複勝： 110，310，700円 枠連： 48，535，500円
馬連： 253，896，100円 馬単： 121，710，100円 ワイド： 115，037，500円
3連複： 305，744，100円 3連単： 574，826，600円 計： 1，614，876，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 180円 � 110円 � 230円 枠 連（1－7） 660円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 2，180円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，060円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，120円 3 連 単 ��� 13，190円

票 数

単勝票数 計 848158 的中 � 90270（3番人気）
複勝票数 計1103107 的中 � 127109（2番人気）� 374832（1番人気）� 90614（5番人気）
枠連票数 計 485355 的中 （1－7） 56146（2番人気）
馬連票数 計2538961 的中 �� 259699（2番人気）
馬単票数 計1217101 的中 �� 41740（8番人気）
ワイド票数 計1150375 的中 �� 100811（2番人気）�� 25134（15番人気）�� 63051（5番人気）
3連複票数 計3057441 的中 ��� 107657（7番人気）
3連単票数 計5748266 的中 ��� 31581（38番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―36．6―48．7―1：00．7―1：12．5―1：23．6―1：34．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．3―3F33．5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイサミット �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2015．9．19 阪神2着

2013．5．18生 牡4栗 母 ヴァインドレッサー 母母 ヴァイオレットラブ 14戦5勝 賞金 107，353，000円

12108 5月20日 晴 良 （29東京2）第9日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走16時25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
1：19．6
1：19．0

良
良

23 ドルチャーリオ 牡4栗 57 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 448＋ 21：20．6 5．0�

36 ラッフォルツァート 牝5鹿 55 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 472－ 6 〃 クビ 11．0�

24 � バウトナカヤマ 牡5黒鹿57 柴田 善臣�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 522± 01：20．81� 41．2�
714 ピュアコンチェルト 牝4鹿 55 吉田 豊吉田 照哉氏 寺島 良 千歳 社台ファーム 426± 0 〃 アタマ 77．9�
11 カトルラポール 牝4鹿 55 松岡 正海石井 義孝氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 470－ 6 〃 ハナ 43．7	
48 ブ リ ク ス ト 牡5黒鹿57 田辺 裕信 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 492－ 81：21．01� 6．7

35 ジャストフォーユー 牡5鹿 57 蛯名 正義 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 468－121：21．1� 37．0�
713 ナンヨーアミーコ 牡4栗 57 柴山 雄一中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 420－10 〃 クビ 8．3�
817� ライトフェアリー 牝5鹿 55 武士沢友治和田 吉弘氏 石毛 善彦 新冠 イワミ牧場 B490－ 21：21．2� 17．3
818� フレンチイデアル 牡4鹿 57 北村 宏司杉山 忠国氏 伊藤 大士 新ひだか 明治牧場 506± 0 〃 アタマ 17．3�
510 マイネルディアベル 牡6青鹿57 丸山 元気 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新冠 ハシモトフアーム B460－ 41：21．3� 135．8�
12 プレイヤード 牡4鹿 57 大野 拓弥前田 幸治氏 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 B504－ 2 〃 クビ 51．6�
611 ビットレート 牝5栗 55 M．デムーロ �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 448－14 〃 ハナ 3．6�
816� レインボーラヴラヴ 牝6青鹿55 江田 照男飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 454± 01：21．4クビ 49．3�
47 ブラウンカイ 牡6鹿 57

54 ▲武藤 雅キャピタルクラブ 武藤 善則 新ひだか 沖田 博志 466－ 81：21．5� 232．4�
715 インストアイベント 牡7栗 57 横山 典弘 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B488＋ 2 〃 ハナ 25．9�
59 ワンダフルラッシュ 牝4黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 様似 様似共栄牧場 444＋ 21：21．81	 181．6�
612 ダノンシーザー 牡5鹿 57 内田 博幸�ダノックス 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 464－101：22．12 7．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 65，610，000円 複勝： 106，360，500円 枠連： 56，254，400円
馬連： 183，358，100円 馬単： 71，292，600円 ワイド： 110，024，600円
3連複： 253，207，100円 3連単： 318，199，800円 計： 1，164，307，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 200円 � 350円 � 850円 枠 連（2－3） 2，280円

馬 連 �� 2，730円 馬 単 �� 4，580円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 2，600円 �� 3，870円

3 連 複 ��� 20，650円 3 連 単 ��� 79，600円

票 数

単勝票数 計 656100 的中 � 103790（2番人気）
複勝票数 計1063605 的中 � 163517（2番人気）� 77366（6番人気）� 27250（13番人気）
枠連票数 計 562544 的中 （2－3） 19095（11番人気）
馬連票数 計1833581 的中 �� 51944（7番人気）
馬単票数 計 712926 的中 �� 11653（12番人気）
ワイド票数 計1100246 的中 �� 28459（8番人気）�� 10772（28番人気）�� 7164（45番人気）
3連複票数 計2532071 的中 ��� 9193（63番人気）
3連単票数 計3181998 的中 ��� 2898（234番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．0―34．1―45．5―57．0―1：08．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドルチャーリオ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Gone West デビュー 2016．2．14 京都3着

2013．2．5生 牡4栗 母 ラ ド ル チ ェ 母母 Sharp Cat 12戦3勝 賞金 43，348，000円



（29東京2）第9日 5月20日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 190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

203，120，000円
2，530，000円
14，320，000円
1，300，000円
22，420，000円
76，130，000円
4，940，000円
1，824，000円

勝馬投票券売得金
474，821，700円
691，987，800円
311，973，600円
1，236，318，900円
563，546，500円
662，627，200円
1，567，167，700円
2，212，159，400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
計 7，720，602，800円

総入場人員 30，703名 （有料入場人員 29，026名）
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