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12049 5月5日 晴 良 （30東京2）第5日 第1競走 ��1，600�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
1：33．8
1：33．3

重
良

68 グリズリダンス 牝3鹿 54 石川裕紀人石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 460± 01：39．5 6．8�
710 サイモンジルバ 牝3鹿 54 大野 拓弥澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 三嶋牧場 448－ 41：39．71� 2．4�
44 アポロプリンセス 牝3栗 54 内田 博幸アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新冠 山岡ファーム B476± 0 〃 ハナ 8．2�
811 ナリノリリー 牝3青鹿54 田辺 裕信成塚 清志氏 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 B444± 01：39．91� 13．1�
56 リンガスビンゴ 牝3黒鹿 54

52 △武藤 雅伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 510＋ 61：40．64 7．8�
67 フロルセレジェイラ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也村上 卓史氏 尾形 和幸 日高 オリオンファーム 438－10 〃 クビ 61．3�
55 ミ ュ ゼ ッ ト 牝3栗 54 西村 太一ゴドルフィン 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456± 01：40．7クビ 4．8	
11 デルマベリーニ 牝3青鹿54 横山 和生浅沼 廣幸氏 勢司 和浩 日高 ファニーヒルファーム 438＋ 21：41．01� 110．6

33 エスパージョー 牝3栗 54 武士沢友治泉 一郎氏 根本 康広 新ひだか 沖田 哲夫 438＋ 41：41．53 233．0�
812 フクノブラッサム 牝3鹿 54 松岡 正海福島 祐子氏 杉浦 宏昭 浦河 木戸口牧場 B530＋ 41：41．92� 12．3�
22 レッドテオドーラ 牝3鹿 54 北村 宏司 東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 430－201：42．43 19．7�
79 フ ロ ー ズ ン 牝3栗 54 江田 照男 H.H．シェイク・ハムダン 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434－ 81：43．25 130．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 24，961，200円 複勝： 38，397，700円 枠連： 14，887，800円
馬連： 59，571，000円 馬単： 30，630，000円 ワイド： 35，049，100円
3連複： 77，112，900円 3連単： 103，520，500円 計： 384，130，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 180円 � 120円 � 170円 枠 連（6－7） 840円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 320円 �� 690円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 9，670円

票 数

単勝票数 計 249612 的中 � 29136（3番人気）
複勝票数 計 383977 的中 � 46133（4番人気）� 111881（1番人気）� 48699（3番人気）
枠連票数 計 148878 的中 （6－7） 13609（3番人気）
馬連票数 計 595710 的中 �� 55219（3番人気）
馬単票数 計 306300 的中 �� 10485（7番人気）
ワイド票数 計 350491 的中 �� 29220（3番人気）�� 11602（10番人気）�� 31029（2番人気）
3連複票数 計 771129 的中 ��� 42836（3番人気）
3連単票数 計1035205 的中 ��� 7756（25番人気）

ハロンタイム 12．3―11．8―12．3―12．5―12．7―12．8―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―24．1―36．4―48．9―1：01．6―1：14．4―1：26．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グリズリダンス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー 2017．12．10 中山2着

2015．4．19生 牝3鹿 母 オンワードミシェル 母母 オンワードウッド 7戦1勝 賞金 9，300，000円

12050 5月5日 晴 良 （30東京2）第5日 第2競走 ��
��1，400�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
1：21．5
1：21．5

重
不良

36 クラウンクラシック 牡3芦 56 田辺 裕信矢野 恭裕氏 斎藤 誠 日高 クラウン日高牧場 478－ 81：26．6 3．3�
47 アロングショット 牡3鹿 56 大野 拓弥藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 B446－ 21：27．23� 2．9�
59 � ス パ ー ダ 牡3鹿 56 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 米 Fairlawn
Farm B482± 01：27．73 8．3�

510 フジサンデルタ 牡3黒鹿56 内田 博幸藤田 秀行氏 武市 康男 浦河 大道牧場 492＋ 41：27．8� 9．8�
23 モルドレッド 牡3鹿 56 蛯名 正義村木 隆氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム B494＋10 〃 クビ 19．6�
815 ゴ ウ ノ モ ノ 牡3青鹿56 横山 和生岡 浩二氏 的場 均 新ひだか 福岡 駿弥 476＋ 21：27．9� 8．1	
24 トミケンバディリ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也冨樫 賢二氏 小西 一男 浦河 高昭牧場 484－101：28．22 201．9

35 レヴェナント 牡3鹿 56 北村 宏司髙嶋 祐子氏 和田 雄二 浦河 有限会社

吉田ファーム 408＋ 21：28．73 17．9�
11 フ ロ イ デ 牡3栗 56 石橋 脩林 正道氏 牧 光二 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B506＋ 41：28．91� 23．6�
48 コ コ ロ ザ シ 	3鹿 56 岩部 純二ミルファーム 田中 清隆 浦河 ミルファーム 428－ 41：29．22 104．6�
611 ペルランドール 牡3鹿 56

54 △武藤 雅 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 454－ 8 〃 ハナ 54．6�

713 ト ッ プ ギ ア 牡3鹿 56 的場 勇人 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 浦河 日進牧場 452± 01：29．51
 332．6�
12 マイネルニュース 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 478＋221：30．45 13．3�
816 オメガシンドバッド 牡3鹿 56 高倉 稜原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 452－16 〃 ハナ 354．4�
612 オ ウ ガ 	3栗 56 武士沢友治西森 鶴氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 450－ 21：30．5クビ 156．7�
714 スマートバドラス 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行トニー倶楽部 星野 忍 新ひだか 静内山田牧場 486－ 61：31．45 367．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，979，600円 複勝： 43，675，200円 枠連： 17，306，500円
馬連： 66，179，900円 馬単： 32，703，400円 ワイド： 45，458，000円
3連複： 87，558，800円 3連単： 107，025，800円 計： 428，887，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 130円 � 210円 枠 連（3－4） 360円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 180円 �� 500円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 6，360円

票 数

単勝票数 計 289796 的中 � 68945（2番人気）
複勝票数 計 436752 的中 � 90776（2番人気）� 102716（1番人気）� 40364（4番人気）
枠連票数 計 173065 的中 （3－4） 37193（1番人気）
馬連票数 計 661799 的中 �� 121535（1番人気）
馬単票数 計 327034 的中 �� 31061（1番人気）
ワイド票数 計 454580 的中 �� 78839（1番人気）�� 20525（4番人気）�� 16846（7番人気）
3連複票数 計 875588 的中 ��� 38026（4番人気）
3連単票数 計1070258 的中 ��� 12194（11番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．1―12．5―12．3―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．3―36．4―48．9―1：01．2―1：13．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クラウンクラシック �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 ザ ー ル デビュー 2017．8．26 新潟17着

2015．3．28生 牡3芦 母 クラウンモンロー 母母 フ ェ ン ス イ 7戦1勝 賞金 6，750，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ケイヴェイロン号
（非抽選馬） 1頭 ツァイトライゼ号

第２回 東京競馬 第５日



12051 5月5日 晴 良 （30東京2）第5日 第3競走 ��1，600�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
1：33．8
1：33．3

重
良

57 ゲームチェンジャー 牡3栗 56 石川裕紀人�明栄商事 小西 一男 新冠 樋渡 志尚 492－ 21：39．5 87．6�
46 コハクノユメ 牡3鹿 56 戸崎 圭太橋本 忠雄氏 本間 忍 浦河 大道牧場 512＋ 61：39．71� 1．7�
711 ヴ ィ ジ リ ア 牡3鹿 56 大野 拓弥�G1レーシング 田村 康仁 安平 追分ファーム B432－ 41：39．8� 5．4�
34 ミスタープリサイス 牡3黒鹿56 三浦 皇成髙岸 順一氏 高橋 文雅 浦河 高岸 順一 490 ―1：39．9クビ 15．7�
712 リアルモンテ 牡3鹿 56 江田 照男伊藤 誠吉氏 中川 公成 日高 広中 稔 462－ 8 〃 クビ 10．8�
814 エンドウォーニング 牡3栗 56 武士沢友治井上 久光氏 高市 圭二 新冠 石田牧場 B478－ 41：41．17 8．4	
11 スニッファー 牡3栗 56 柴田 大知伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 B496－ 6 〃 クビ 276．5

33 トミケンゲヌーク �3青 56 田辺 裕信冨樫 賢二氏 田中 清隆 新ひだか 乾 皆雄 448± 01：41．52� 5．1�
813 トゥモローキッス �3栗 56 北村 宏司黒岩 晴男氏 古賀 慎明 新ひだか フジワラフアーム 480－ 61：42．24 270．1�
45 スピリッツスパート �3鹿 56

54 △武藤 雅日向 均氏 加藤 和宏 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 462 ―1：42．41 183．3

22 マ ン ト ラ 牝3栗 54 松岡 正海�ミルファーム 的場 均 日高 天羽牧場 B458＋ 61：43．04 102．1�
610 マイネルポーション 牡3栗 56 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 450± 01：44．9大差 155．8�
（12頭）

58 プリサイスプロミス 牡3栗 56 嶋田 純次阿部 善武氏 松山 将樹 浦河 桑田フアーム 520± 0 （競走除外）

69 プロットデバイス 牡3黒鹿56 内田 博幸 �社台レースホース伊藤 大士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 574－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 27，617，800円 複勝： 40，033，800円 枠連： 15，346，300円
馬連： 46，274，400円 馬単： 25，123，100円 ワイド： 27，582，100円
3連複： 46，744，900円 3連単： 65，756，100円 計： 294，478，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，760円 複 勝 � 910円 � 110円 � 180円 枠 連（4－5） 3，330円

馬 連 �� 9，350円 馬 単 �� 32，090円

ワ イ ド �� 1，770円 �� 6，210円 �� 230円

3 連 複 ��� 14，760円 3 連 単 ��� 175，260円

票 数

単勝票数 差引計 276178（返還計 29697） 的中 � 2520（7番人気）
複勝票数 差引計 400338（返還計 50192） 的中 � 6529（7番人気）� 137206（1番人気）� 53371（3番人気）
枠連票数 差引計 153463（返還計 479） 的中 （4－5） 3564（10番人気）
馬連票数 差引計 462744（返還計144679） 的中 �� 3833（17番人気）
馬単票数 差引計 251231（返還計 75852） 的中 �� 587（39番人気）
ワイド票数 差引計 275821（返還計 96780） 的中 �� 3540（15番人気）�� 979（28番人気）�� 38736（2番人気）
3連複票数 差引計 467449（返還計303226） 的中 ��� 2375（26番人気）
3連単票数 差引計 657561（返還計432653） 的中 ��� 272（218番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．7―12．0―12．7―13．1―13．1―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．4―35．1―47．1―59．8―1：12．9―1：26．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．4―3F39．7
3 12（3，14）－2，10－4，6（13，11）1，7－5 4 12－（3，14）－（10，2）4（11，6）（13，1）－7＝5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ゲームチェンジャー �
�
父 ロジユニヴァース �

�
母父 スターリングローズ デビュー 2017．8．26 新潟15着

2015．4．5生 牡3栗 母 サマーコード 母母 スーパーラヴァー 4戦1勝 賞金 5，500，000円
〔競走除外〕 プリサイスプロミス号は，馬場入場後に他の馬に蹴られ，疾病〔左後肢挫創〕を発症したため競走除外。

プロットデバイス号は，馬場入場後に他の馬に蹴られ，疾病〔左前肢挫創〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 コハクノユメ号の騎手戸崎圭太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルポーション号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月5日まで平地

競走に出走できない。

12052 5月5日 晴 良 （30東京2）第5日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時45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

713 オルトルート 牝3栗 54 大野 拓弥村野 康司氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 450－ 81：34．3 9．4�
612 ア シ ェ ッ ト 牝3鹿 54 武士沢友治加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 428＋ 4 〃 クビ 46．2�
715 オールモストゼア 牝3鹿 54

52 △武藤 雅吉田 照哉氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 400－ 4 〃 ハナ 16．9�
24 スールマカロン 牝3鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 450± 01：34．4� 2．3�
611 マイネルテンプス 牡3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 ビッグレッドファーム 458＋ 21：34．61� 6．3	
12 ナ イ ア 牡3黒鹿56 北村 宏司山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 白井牧場 516－ 2 〃 クビ 23．2

47 リノワールド 牝3栗 54 石橋 脩星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 426＋181：34．91	 11．8�
35 プリマドンナ 牝3黒鹿54 田辺 裕信近藤 英子氏 菊沢 隆徳 浦河 辻 牧場 418－ 21：35．0クビ 4．2�
23 サンビクトリア 牝3黒鹿54 内田 博幸 �加藤ステーブル 根本 康広 浦河 高岸 順一 458－121：35．1	 25．7
48 キ ー ロ ー ズ 牝3青鹿54 横山 和生北前孔一郎氏 青木 孝文 新ひだか 小河 豊水 428＋ 41：35．31� 98．5�
714 マイネルアンドゥミ 牡3芦 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 432－ 41：35．4	 132．1�

817 ホーネットドリーム 牡3栗 56 江田 照男田島 政光氏 松永 康利 日高 モリナガファーム 440－ 8 〃 クビ 264．8�
510 ブラックマティーニ 牡3鹿 56 藤懸 貴志黒澤 尚氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 458± 01：35．61� 192．4�
816 サルーバアスール 牝3鹿 54 三浦 皇成�アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 480± 01：35．7� 64．2�
11 フ ル コ ス ト 牡3青鹿56 的場 勇人福田 光博氏 的場 均 新ひだか 及川 幸夫 428－141：36．23 40．4�
59 モモイロトイキ 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 426± 01：37．15 394．6�
36 ノ ラ ボ ウ ナ 
3鹿 56 嘉藤 貴行�ヒダカファーム堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム B506＋ 31：37．2� 380．3�
818 グランドレユシー 牡3鹿 56 岩部 純二田畑 利彦氏 石栗 龍彦 浦河 モトスファーム 450＋ 21：37．84 657．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 34，037，000円 複勝： 46，542，100円 枠連： 17，932，800円
馬連： 65，546，900円 馬単： 33，845，300円 ワイド： 42，362，600円
3連複： 86，816，600円 3連単： 107，374，500円 計： 434，457，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 290円 � 740円 � 490円 枠 連（6－7） 1，550円

馬 連 �� 16，820円 馬 単 �� 29，010円

ワ イ ド �� 4，450円 �� 1，910円 �� 8，710円

3 連 複 ��� 99，250円 3 連 単 ��� 486，540円

票 数

単勝票数 計 340370 的中 � 28904（4番人気）
複勝票数 計 465421 的中 � 46829（4番人気）� 15168（9番人気）� 24128（7番人気）
枠連票数 計 179328 的中 （6－7） 8957（7番人気）
馬連票数 計 655469 的中 �� 3019（37番人気）
馬単票数 計 338453 的中 �� 875（65番人気）
ワイド票数 計 423626 的中 �� 2444（37番人気）�� 5815（20番人気）�� 1239（52番人気）
3連複票数 計 868166 的中 ��� 656（153番人気）
3連単票数 計1073745 的中 ��� 160（768番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―34．8―46．9―59．0―1：10．7―1：22．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オルトルート �
�
父 ローエングリン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．2．18 東京6着

2015．2．26生 牝3栗 母 スワンキーポーチ 母母 チャッターボックス 2戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ロイヤルオペラ号
（非抽選馬） 1頭 ヴィアプライド号



12053 5月5日 晴 良 （30東京2）第5日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時35分 （芝・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
1：44．2
1：43．9

良
良

33 レーヴドリーブ 牝3栗 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 452－121：45．6 2．4�
66 クイーングラス 牝3鹿 54 田辺 裕信遠藤 良一氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480± 01：46．02� 3．2�
78 ダイワメモリー 牝3栗 54 内田 博幸大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 480＋ 81：46．1� 18．7�
89 ダノングレース 牝3鹿 54 三浦 皇成�ダノックス 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 412－ 21：46．42 5．7�
22 オスカールビー 牝3鹿 54 北村 宏司森 保彦氏 矢作 芳人 日高 チャンピオン

ズファーム 476－ 61：46．71� 8．7	
810 ナスノカツラ 牝3黒鹿 54

52 △武藤 雅
須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 446－ 41：47．12� 49．1�

77 ミカリーニョ 牝3黒鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 440＋ 21：47．31� 7．5�
55 タイプムーン 牝3黒鹿54 柴田 大知 �コスモヴューファーム 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 462＋ 41：48．36 127．0
44 ス ピ ア ー ノ 牝3黒鹿54 松岡 正海清水 正江氏 池上 昌和 日高 荒井ファーム 448± 01：48．51� 61．5�
11 ラインアストリア 牝3鹿 54 蛯名 正義大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 476± 01：49．03 72．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 45，159，100円 複勝： 55，407，700円 枠連： 13，936，700円
馬連： 78，823，700円 馬単： 42，949，200円 ワイド： 46，905，400円
3連複： 91，784，000円 3連単： 162，519，700円 計： 537，485，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 140円 � 360円 枠 連（3－6） 390円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 210円 �� 730円 �� 730円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 6，210円

票 数

単勝票数 計 451591 的中 � 146419（1番人気）
複勝票数 計 554077 的中 � 129042（1番人気）� 111783（2番人気）� 26809（6番人気）
枠連票数 計 139367 的中 （3－6） 27031（1番人気）
馬連票数 計 788237 的中 �� 139804（1番人気）
馬単票数 計 429492 的中 �� 41572（1番人気）
ワイド票数 計 469054 的中 �� 69888（1番人気）�� 14504（12番人気）�� 14626（11番人気）
3連複票数 計 917840 的中 ��� 40879（5番人気）
3連単票数 計1625197 的中 ��� 18969（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―36．0―47．8―59．3―1：10．9―1：22．4―1：33．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F34．7

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

勝馬の
紹 介

レーヴドリーブ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Highest Honor デビュー 2017．10．15 東京4着

2015．1．31生 牝3栗 母 レーヴドスカー 母母 Numidie 6戦2勝 賞金 19，300，000円

12054 5月5日 晴 良 （30東京2）第5日 第6競走 ��
��2，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時05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
2：22．1
2：22．1

良
良

88 ヴァンクールシルク 牡4栗 57 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 578－ 82：29．3 1．7�
22 シャリオヴァルト �5鹿 57 田辺 裕信前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460＋ 82：29．61	 11．5�
44 
 カスタディーヴァ 牝4白 54 戸崎 圭太ディアレストクラブ� 田村 康仁 新 Windsor Park

Stud Ltd 464＋ 2 〃 ハナ 14．1�
55 プランスシャルマン 牡5栗 57 北村 宏司村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 452＋102：29．81� 10．5�
11 ナンヨーテンプル 牡6黒鹿57 江田 照男中村 德也氏 奥平 雅士 新ひだか 桜井牧場 496＋ 2 〃 ハナ 42．8	
77 インペリアルフィズ 牡4栗 57 石橋 脩 �社台レースホース和田 勇介 千歳 社台ファーム B468＋10 〃 アタマ 5．2

66 ルーラーキング 牡4鹿 57 大野 拓弥宮本 貞雄氏 小笠 倫弘 日高 石原牧場 474＋ 62：30．11	 4．7�
33 � レオクイック 牡6鹿 57 岩部 純二坂田 行夫氏 伊藤 正徳 浦河 田中スタッド 460＋ 22：31．05 186．7�

（8頭）

売 得 金
単勝： 31，776，100円 複勝： 79，559，900円 枠連： 発売なし
馬連： 58，741，000円 馬単： 40，082，100円 ワイド： 32，477，800円
3連複： 59，600，800円 3連単： 170，097，300円 計： 472，335，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 200円 � 210円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 310円 �� 430円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 2，510円 3 連 単 ��� 6，650円

票 数

単勝票数 計 317761 的中 � 144781（1番人気）
複勝票数 計 795599 的中 � 531080（1番人気）� 40016（4番人気）� 36575（6番人気）
馬連票数 計 587410 的中 �� 49848（4番人気）
馬単票数 計 400821 的中 �� 27166（4番人気）
ワイド票数 計 324778 的中 �� 29794（3番人気）�� 19507（6番人気）�� 6235（14番人気）
3連複票数 計 596008 的中 ��� 17790（10番人気）
3連単票数 計1700973 的中 ��� 18537（25番人気）

ハロンタイム 13．2―12．4―13．4―13．7―13．0―12．9―13．0―12．2―11．9―11．0―10．9―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�
13．2―25．6―39．0―52．7―1：05．7―1：18．6―1：31．6―1：43．8―1：55．7―2：06．7―2：17．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．5―3F33．6
1
3
4－6（2，7）（5，8）（1，3）
4，8（2，6，7）－（5，3）1

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

勝馬の
紹 介

ヴァンクールシルク 
�
父 ヴィクトワールピサ 

�
母父 Dynaformer デビュー 2016．7．17 福島5着

2014．4．24生 牡4栗 母 ル シ ル ク 母母 Queue 7戦2勝 賞金 18，250，000円



12055 5月5日 晴 良 （30東京2）第5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）

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
1：21．5
1：21．5

重
不良

36 メイショウアテン 牝4鹿 55 川田 将雅松本 好雄氏 和田 勇介 様似 中脇 一幸 468＋ 21：25．8 9．7�
47 � スマートサクソン 牝4芦 55 横山 和生大川 徹氏 古賀 史生 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 482＋161：25．9� 78．3�

11 ヤマイチジャスティ 牝5鹿 55 田中 勝春菊地 祐司氏 高市 圭二 浦河 信岡牧場 478－ 4 〃 アタマ 6．4�
59 リリーグランツ 牝6鹿 55

52 ▲木幡 育也 �Gリビエール・
レーシング 矢野 英一 新ひだか 前川 正美 B456－ 21：26．32� 34．1�

35 オンリートゥモロー 牝4青鹿55 北村 宏司池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：26．4クビ 10．5�
510 サンデュランゴ 牝4栗 55 松岡 正海 �加藤ステーブル 蛯名 利弘 新ひだか 三石川上牧場 468－ 41：26．61� 60．6	
612 ジッパーレーン 牝4青鹿 55

53 △武藤 雅�G1レーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 454－ 41：26．81� 46．8

23 ジ ョ ワ イ ユ 牝4鹿 55 江田 照男�ラ・メール 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 466－ 21：27．11� 19．1�
48 ヒ ル ダ 牝5栗 55 C．ルメール 吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：27．52� 1．6�
816� ヘ イ ポ ー ラ 牝4鹿 55 蛯名 正義稲川 一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 490± 01：27．6クビ 53．7
714 テンノサクラコ 牝5黒鹿55 柴田 大知天白 泰司氏 小西 一男 新冠 佐藤牧場 470＋ 41：27．92 198．4�
12 ロマンスマジック 牝4栗 55 武士沢友治�ミルファーム 奥平 雅士 新ひだか 松本牧場 456＋ 61：28．0� 53．2�
713 ア プ ト 牝4黒鹿55 石橋 脩ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452＋ 41：28．42� 33．8�
611� レッドオリアナ 牝4栗 55 大野 拓弥 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 432－311：28．5� 15．5�
24 � ヌンジュリエット 牝4黒鹿55 三浦 皇成ヌンクラブ� 清水 英克 日高 ナカノファーム 474＋ 21：29．03 44．1�
815� キキズブルーム 牝5鹿 55 的場 勇人加藤 徹氏 小桧山 悟 新冠 大狩部牧場 462＋ 21：29．53 383．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，118，000円 複勝： 80，537，700円 枠連： 27，949，600円
馬連： 79，764，200円 馬単： 44，647，200円 ワイド： 50，539，200円
3連複： 101，929，500円 3連単： 156，971，900円 計： 575，457，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 460円 � 3，810円 � 330円 枠 連（3－4） 260円

馬 連 �� 76，600円 馬 単 �� 132，870円

ワ イ ド �� 14，920円 �� 1，030円 �� 11，320円

3 連 複 ��� 105，150円 3 連 単 ��� 830，690円

票 数

単勝票数 計 331180 的中 � 27067（3番人気）
複勝票数 計 805377 的中 � 47684（4番人気）� 4871（14番人気）� 70762（2番人気）
枠連票数 計 279496 的中 （3－4） 80906（1番人気）
馬連票数 計 797642 的中 �� 807（77番人気）
馬単票数 計 446472 的中 �� 252（131番人気）
ワイド票数 計 505392 的中 �� 853（77番人気）�� 13248（10番人気）�� 1126（66番人気）
3連複票数 計1019295 的中 ��� 727（156番人気）
3連単票数 計1569719 的中 ��� 137（1011番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウアテン �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2017．1．14 中山5着

2014．5．10生 牝4鹿 母 ニンフェッタ 母母 ニンナナンナ 13戦2勝 賞金 18，750，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 プリンセスヨウク号

12056 5月5日 晴 良 （30東京2）第5日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走14時05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

610 グランドボヌール 牡4鹿 57 戸崎 圭太田畑 利彦氏 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 468－ 41：20．0 3．3�
69 ウィンドライジズ 牡4鹿 57 石橋 脩平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 468± 01：20．21� 4．1�
22 ファミーユボヌール 牝4黒鹿55 C．ルメール 原 	子氏 松永 幹夫 新ひだか 岡田スタツド 450± 01：20．83� 3．0�
58 
 キングクリチャン 牡9栗 57

54 ▲木幡 育也栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B508＋141：21．01� 98．5�
45 ヤマニンマンドール 牡6黒鹿57 田中 勝春土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 450－ 61：21．1クビ 10．1�
711 エ ク ス シ ア 牝7鹿 55

53 △武藤 雅岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 須崎牧場 438± 0 〃 アタマ 232．5�
57 ダイイチターミナル 牡4鹿 57 江田 照男	ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 448－ 21：21．2� 36．7

712 オンタケハート 牡7鹿 57 柴田 大知宮原 廣伸氏 伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 492＋121：21．41 53．0�
46 ジ ェ イ ラ ー 牝5栗 55 三浦 皇成岡田 壮史氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 456＋ 21：21．5� 67．6�
813 ス ズ カ ゼ 牝4鹿 55 武士沢友治 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 474－ 8 〃 クビ 47．2�
814 シ ャ ラ ラ 牝5鹿 55 内田 博幸 Him Rock Racing

ホールディングス 上原 博之 浦河 中島牧場 492＋ 61：21．6� 6．0�
11 トロピカルガーデン 牝6鹿 55 嘉藤 貴行田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 488＋ 2 〃 クビ 157．6�
33 
 リバティーホール 牝9鹿 55 石川裕紀人吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 B466＋ 61：21．91� 113．0�
34 ラ ブ タ ー ボ 牝5鹿 55 岩部 純二田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 西村 和夫 434＋ 2 〃 ハナ 241．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 36，720，800円 複勝： 48，415，200円 枠連： 22，407，100円
馬連： 90，470，400円 馬単： 42，415，200円 ワイド： 48，759，400円
3連複： 105，436，400円 3連単： 154，323，300円 計： 548，947，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 130円 � 130円 枠 連（6－6） 730円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 300円 �� 270円 �� 260円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 3，210円

票 数

単勝票数 計 367208 的中 � 88987（2番人気）
複勝票数 計 484152 的中 � 85418（3番人気）� 95435（2番人気）� 100595（1番人気）
枠連票数 計 224071 的中 （6－6） 23525（3番人気）
馬連票数 計 904704 的中 �� 124304（1番人気）
馬単票数 計 424152 的中 �� 33052（1番人気）
ワイド票数 計 487594 的中 �� 40765（4番人気）�� 45832（2番人気）�� 49557（1番人気）
3連複票数 計1054364 的中 ��� 118506（1番人気）
3連単票数 計1543233 的中 ��� 34839（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―34．6―45．8―57．0―1：08．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランドボヌール �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．11．19 京都2着

2014．5．24生 牡4鹿 母 クインネージュ 母母 クールネージュ 14戦3勝 賞金 33，184，000円
※ダイイチターミナル号・リバティーホール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



12057 5月5日 晴 良 （30東京2）第5日 第9競走 ��
��1，600�

り っ か

立夏ステークス
発走14時35分 （ダート・左）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

814 マジカルスペル 牡4芦 57 C．ルメール 吉田 勝己氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 536＋ 41：35．4 2．7�
46 アナザートゥルース �4栗 57 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 21：36．57 6．1�
610 エ ニ グ マ 牡4鹿 57 柴田 大知石瀬 浩三氏 高橋 文雅 日高 いとう牧場 490－ 8 〃 ハナ 6．5�
22 ダンツゴウユウ 牡4栗 57 石川裕紀人山元 哲二氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 470＋ 4 〃 クビ 36．4�
57 カフェブリッツ 牡5鹿 57 川田 将雅西川 光一氏 池江 泰寿 新ひだか 三石橋本牧場 524－121：36．92	 10．0�
45 イーグルフェザー 牡5鹿 57 内田 博幸 	社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 488＋ 21：37．43 15．3

69 クワドループル 牡6黒鹿57 蛯名 正義ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494－ 21：37．5	 223．3�
11 フィールザプリティ 牝6黒鹿55 北村 宏司櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 476＋ 41：37．71
 41．6�
33 � アースコネクター 牡7栗 57 江田 照男 �グリーンファーム林 徹 米

FEM Management
Corporation & Jim
FitzGerald

512－121：38．01� 189．2
712 メイショウサチシオ 牝4黒鹿55 横山 典弘松本 好雄氏 石橋 守 浦河 磯野牧場 502± 01：38．42	 15．6�
58  チェリーサマー 牡6鹿 57 武藤 雅櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 イーストファーム 516－10 〃 アタマ 264．0�
813 テンザワールド 牡4栗 57 三浦 皇成天白 泰司氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 432± 01：38．5� 17．1�
34 シュナウザー 牡5黒鹿57 田辺 裕信村木 隆氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 484＋ 4 〃 ハナ 5．3�
711 メリートーン 牝5鹿 55 戸崎 圭太水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 464＋121：38．6クビ 33．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 54，717，800円 複勝： 93，729，600円 枠連： 29，450，900円
馬連： 148，084，900円 馬単： 56，318，100円 ワイド： 78，444，000円
3連複： 176，033，600円 3連単： 219，779，600円 計： 856，558，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 190円 � 180円 枠 連（4－8） 530円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 430円 �� 400円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 5，680円

票 数

単勝票数 計 547178 的中 � 159738（1番人気）
複勝票数 計 937296 的中 � 207539（1番人気）� 113976（4番人気）� 123232（3番人気）
枠連票数 計 294509 的中 （4－8） 42322（1番人気）
馬連票数 計1480849 的中 �� 138288（1番人気）
馬単票数 計 563181 的中 �� 32407（2番人気）
ワイド票数 計 784440 的中 �� 47147（3番人気）�� 51489（1番人気）�� 28567（7番人気）
3連複票数 計1760336 的中 ��� 76390（1番人気）
3連単票数 計2197796 的中 ��� 28026（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―35．1―47．2―59．5―1：11．3―1：23．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マジカルスペル �
�
父 Creative Cause �

�
母父 Proud Citizen デビュー 2016．7．17 函館3着

2014．1．30生 牡4芦 母 プラウドスペル 母母 Pacific Spell 9戦4勝 賞金 54，272，000円
※出走取消馬 ナムラミラクル号（疾病〔右後肢跛行〕のため）

12058 5月5日 晴 良 （30東京2）第5日 第10競走 ��
��2，400�メトロポリタンステークス

発走15時10分 （芝・左）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

66 	 ベストアプローチ 牡4栗 56 川田 将雅ゴドルフィン 藤原 英昭 英 Car Colston
Hall Stud 482－102：24．8 2．4�

11 ノーブルマーズ 牡5栗 56 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 486－102：24．9
 23．4�
22 ハ ー ト レ ー �5鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 474－ 4 〃 アタマ 11．5�
33 アドマイヤロブソン 牡4鹿 56 戸崎 圭太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 508－10 〃 クビ 4．4�
67 レジェンドセラー 牡4鹿 56 田辺 裕信�G1レーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 534－ 62：25．11 19．3	
79 ハッピーモーメント 牡8鹿 56 三浦 皇成 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 504± 0 〃 ハナ 44．9

810 ホウオウドリーム 牡4鹿 56 内田 博幸小笹 芳央氏 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 490－ 62：25．42 4．0�
55  リ ッ ジ マ ン 牡5鹿 56 蛯名 正義�辻牧場 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 446＋ 2 〃 ハナ 9．3�
44 レーヴミストラル 牡6鹿 57 石橋 脩 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 494± 02：25．71
 32．9
811 トルークマクト 牡8鹿 56 松岡 正海�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 460± 02：26．44 299．7�
78 ア ル タ ー �6栗 56 石川裕紀人吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 518－ 22：27．35 34．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 67，777，000円 複勝： 89，842，900円 枠連： 25，269，000円
馬連： 171，291，800円 馬単： 80，921，500円 ワイド： 87，711，800円
3連複： 211，074，100円 3連単： 327，268，400円 計： 1，061，156，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 400円 � 330円 枠 連（1－6） 2，450円

馬 連 �� 2，860円 馬 単 �� 2，330円

ワ イ ド �� 940円 �� 800円 �� 3，100円

3 連 複 ��� 15，240円 3 連 単 ��� 58，450円

票 数

単勝票数 計 677770 的中 � 220666（1番人気）
複勝票数 計 898429 的中 � 264166（1番人気）� 43583（7番人気）� 55985（6番人気）
枠連票数 計 252690 的中 （1－6） 7985（10番人気）
馬連票数 計1712918 的中 �� 46264（11番人気）
馬単票数 計 809215 的中 �� 26035（9番人気）
ワイド票数 計 877118 的中 �� 24362（10番人気）�� 28934（8番人気）�� 6966（31番人気）
3連複票数 計2110741 的中 ��� 10384（47番人気）
3連単票数 計3272684 的中 ��� 4059（171番人気）

ハロンタイム 13．2―11．6―12．3―12．6―12．6―12．2―12．6―11．9―11．6―11．3―11．3―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�
13．2―24．8―37．1―49．7―1：02．3―1：14．5―1：27．1―1：39．0―1：50．6―2：01．9―2：13．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

	ベストアプローチ �
�
父 New Approach �

�
母父 Efisio デビュー 2016．10．23 京都1着

2014．4．24生 牡4栗 母 Sant Elena 母母 Argent Du Bois 11戦3勝 賞金 91，217，000円



12059 5月5日 晴 良 （30東京2）第5日 第11競走 ��
��2，000�プリンシパルステークス

発走15時45分 （ダービートライアル） （芝・左）
3歳；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

46 コズミックフォース 牡3鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：58．2 2．8�
813 ブレステイキング 牡3鹿 56 石橋 脩 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 470－ 2 〃 アタマ 5．0�
69 イ ェ ッ ツ ト 牡3鹿 56 蛯名 正義近藤 英子氏 金成 貴史 浦河 辻 牧場 470± 0 〃 クビ 14．5�
58 � ハッピーグリン 牡3栗 56 大野 拓弥会田 裕一氏 田中 淳司 千歳 社台ファーム 454－ 41：58．51� 6．7�

（北海道）

34 サトノシリウス 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 472＋ 2 〃 アタマ 4．8	
45 ワセダインブルー 牡3鹿 56 北村 宏司大冨 智弘氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 438＋ 21：58．71	 30．6

57 イペルラーニオ 牡3鹿 56 内田 博幸 �キャロットファーム 矢作 芳人 新冠 コスモヴューファーム 476＋ 61：58．91 99．2�
814 アイスバブル 牡3芦 56 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 434－ 41：59．32	 24．8�
11 ジャックローズ 牡3鹿 56 三浦 皇成 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 496－ 21：59．51
 11．3
22 コスモイグナーツ 牡3青鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 浦河 高村牧場 460－ 2 〃 ハナ 64．5�
711 トーセンヴィータ 牡3青鹿56 石川裕紀人島川 �哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ

スティファーム 528－ 42：00．13	 182．1�
610 トーセンクリーガー 牡3栗 56 横山 和生島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 472－ 42：01．69 127．9�
712 ド ラ セ ナ 牡3黒鹿56 田辺 裕信林 正道氏 角居 勝彦 新冠 秋田牧場 468＋ 42：02．45 38．4�
33 インスピレーション 牡3黒鹿56 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 470－ 82：02．61
 18．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 117，421，700円 複勝： 146，950，500円 枠連： 69，651，400円
馬連： 348，887，300円 馬単： 134，924，000円 ワイド： 158，490，100円
3連複： 440，919，700円 3連単： 643，072，600円 計： 2，060，317，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 180円 � 270円 枠 連（4－8） 610円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 290円 �� 570円 �� 940円

3 連 複 ��� 2，440円 3 連 単 ��� 8，590円

票 数

単勝票数 計1174217 的中 � 326882（1番人気）
複勝票数 計1469505 的中 � 340084（1番人気）� 202098（3番人気）� 113396（6番人気）
枠連票数 計 696514 的中 （4－8） 88482（2番人気）
馬連票数 計3488873 的中 �� 360453（1番人気）
馬単票数 計1349240 的中 �� 73489（1番人気）
ワイド票数 計1584901 的中 �� 157283（1番人気）�� 68075（5番人気）�� 39220（12番人気）
3連複票数 計4409197 的中 ��� 135270（5番人気）
3連単票数 計6430726 的中 ��� 54252（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―35．3―46．9―59．2―1：11．2―1：23．1―1：34．4―1：46．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

コズミックフォース �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．10．8 東京3着

2015．2．14生 牡3鹿 母 ミクロコスモス 母母 ユーアンミー 5戦2勝 賞金 43，202，000円
〔制裁〕 ブレステイキング号の騎手石橋脩は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

コズミックフォース号の騎手C．ルメールは，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりコズミックフォース号は，東京優駿（GⅠ）競走に優先出走できる。

12060 5月5日 晴 良 （30東京2）第5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）

牝，1000万円以下；負担重量は，55�
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

57 タガノカトレア 牝4鹿 55 川田 将雅八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 432＋ 61：37．4 13．9�

58 ダイワエトワール 牝4黒鹿55 三浦 皇成大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 510＋ 61：37．5� 2．7�
711 クインアマランサス 牝4栗 55 石橋 脩 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 458＋ 41：37．92� 7．2�
813 レッドリボン 牝4鹿 55 戸崎 圭太甘糟 麗子氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 444＋ 4 〃 アタマ 9．3�
610 フクサンローズ 牝4鹿 55 田辺 裕信小沼 博氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 460＋ 81：38．0� 8．4�
33 ス ペ ク タ ー 牝4鹿 55 内田 博幸川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 494－ 4 〃 ハナ 19．9	
46 ピントゥリッキオ 牝5鹿 55 大野 拓弥大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 有限会社

松田牧場 454± 01：38．1� 41．0

34 パイルーチェ 牝4栗 55 横山 典弘西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B470＋ 41：38．31� 4．6�
22 トロピカルスパート 牝4栗 55 石川裕紀人日向 均氏 高橋 文雅 新ひだか 坂本 健一 488± 01：38．62 205．1�
814 ボールドアテンプト 牝5黒鹿55 北村 宏司G1レーシング 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 41：38．91� 58．9�
712 フ ィ ビ ュ ラ 牝5芦 55 C．ルメール G1レーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 504－ 81：39．11� 12．4�
69 カリーニョミノル 牝4鹿 55 松岡 正海吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 476± 01：39．42 156．1�
11 クロースフレンド 牝5黒鹿 55

52 ▲木幡 育也吉田 照哉氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 422－ 91：39．5クビ 205．1�
45 ア ッ キ ー 牝5鹿 55 柴田 大知佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 468＋ 81：40．03 20．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 82，025，300円 複勝： 119，637，100円 枠連： 48，860，500円
馬連： 195，148，200円 馬単： 81，713，000円 ワイド： 122，576，600円
3連複： 259，128，000円 3連単： 359，581，200円 計： 1，268，669，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 350円 � 140円 � 200円 枠 連（5－5） 1，770円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 4，910円

ワ イ ド �� 800円 �� 1，850円 �� 410円

3 連 複 ��� 5，400円 3 連 単 ��� 41，240円

票 数

単勝票数 計 820253 的中 � 47024（7番人気）
複勝票数 計1196371 的中 � 66954（8番人気）� 303949（1番人気）� 141192（3番人気）
枠連票数 計 488605 的中 （5－5） 21303（9番人気）
馬連票数 計1951482 的中 �� 76517（7番人気）
馬単票数 計 817130 的中 �� 12465（16番人気）
ワイド票数 計1225766 的中 �� 38604（9番人気）�� 15791（22番人気）�� 82250（2番人気）
3連複票数 計2591280 的中 ��� 35949（13番人気）
3連単票数 計3595812 的中 ��� 6320（126番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．1―12．2―12．2―12．3―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―36．2―48．4―1：00．6―1：12．9―1：25．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノカトレア �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Saint Ballado デビュー 2016．12．24 阪神1着

2014．4．24生 牝4鹿 母 タガノチャーリーズ 母母 Charlies Paradise 12戦3勝 賞金 33，653，000円
〔発走状況〕 カリーニョミノル号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。



（30東京2）第5日 5月5日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 159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

236，740，000円
7，780，000円
17，710，000円
1，340，000円
26，140，000円
65，539，500円
4，134，000円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
584，311，400円
882，729，400円
302，998，600円
1，408，783，700円
646，272，100円
776，356，100円
1，744，139，300円
2，577，290，900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 8，922，881，500円

総入場人員 47，967名 （有料入場人員 46，130名）
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