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12073 5月12日 晴 稍重 （30東京2）第7日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時05分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

714 レッドアマポーラ 牝3青鹿54 松岡 正海�コオロ 萱野 浩二 新冠 細川農場 454＋ 41：38．7 29．9�
35 カ プ ア 牝3栗 54 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 千歳 社台ファーム 468＋ 21：38．91� 6．9�
12 グラスコマチ 牝3黒鹿54 内田 博幸半沢� 菊川 正達 新ひだか 松田牧場 432± 01：39．11� 12．9�
611 インブルーム 牝3青鹿54 大野 拓弥田中 純一氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 456－ 41：39．42 8．4�
48 ディーズファクター 牝3青鹿 54

52 △武藤 雅秋谷 壽之氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B462± 01：39．71� 3．9	
47 コーズウェイベイ 牝3黒鹿54 田辺 裕信ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492＋ 61：39．8� 7．0

59 セレブレイトダンス 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也 �シルクレーシング 竹内 正洋 平取 坂東牧場 436＋ 41：39．9� 48．4�
510 テ ィ イ 牝3黒鹿54 松山 弘平近藤 英子氏 大竹 正博 登別 青藍牧場 440± 01：40．32 16．6�
11 ミラーマッチ 牝3鹿 54 北村 宏司吉田 照哉氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 464－ 4 〃 クビ 12．4
23 ジュノーフォンテン 牝3鹿 54 柴田 大知吉橋 興生氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 512＋141：40．4クビ 20．6�
612 レイナデルビエント 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 454＋181：40．71� 4．0�
816 バレンタインハート 牝3鹿 54 嘉藤 貴行嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 服部 牧場 462 ―1：40．8� 135．1�
713 クリームヒルト 牝3黒鹿54 津村 明秀 �サンデーレーシング 和田 勇介 安平 ノーザンファーム 460－ 41：41．22� 179．2�
36 アミュレットカフェ 牝3鹿 54 蛯名 正義西川 恭子氏 田中 清隆 様似 猿倉牧場 466± 01：43．5大差 120．4�
815 ナイスジャスミン 牝3黒鹿54 的場 勇人�和田牧場 柄崎 孝 浦河 上山牧場 B438＋ 41：45．110 287．7�

（15頭）
24 ノーブルプロスパー 牝3青鹿54 武士沢友治ホースアディクト加藤 和宏 新ひだか 元茂牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 24，314，700円 複勝： 46，001，400円 枠連： 18，090，400円
馬連： 59，345，500円 馬単： 27，109，800円 ワイド： 41，669，000円
3連複： 80，358，600円 3連単： 93，315，000円 計： 390，204，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，990円 複 勝 � 700円 � 280円 � 360円 枠 連（3－7） 7，470円

馬 連 �� 10，450円 馬 単 �� 23，450円

ワ イ ド �� 2，670円 �� 3，820円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 34，510円 3 連 単 ��� 251，490円

票 数

単勝票数 計 243147 的中 � 6489（10番人気）
複勝票数 計 460014 的中 � 15519（9番人気）� 47277（4番人気）� 34126（7番人気）
枠連票数 計 180904 的中 （3－7） 1875（21番人気）
馬連票数 計 593455 的中 �� 4398（38番人気）
馬単票数 計 271098 的中 �� 867（78番人気）
ワイド票数 計 416690 的中 �� 3989（34番人気）�� 2761（42番人気）�� 9378（14番人気）
3連複票数 計 803586 的中 ��� 1746（103番人気）
3連単票数 計 933150 的中 ��� 269（689番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．7―48．2―1：01．1―1：13．5―1：25．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドアマポーラ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Aragorn デビュー 2017．11．5 東京5着

2015．5．18生 牝3青鹿 母 レッドマロン 母母 シーズガットゲイム 7戦1勝 賞金 7，500，000円
〔出走取消〕 ノーブルプロスパー号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナイスジャスミン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月12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。
（非当選馬） 2頭 アルファルミナス号・ペイシャガンセ号

12074 5月12日 晴 稍重 （30東京2）第7日 第2競走 ��1，400�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
1：21．5
1：21．5

重
不良

815 フィールザファラオ 牡3黒鹿56 内田 博幸櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 448± 01：26．0 2．6�
48 ディナミーデン 牡3芦 56 横山 典弘ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 460＋ 2 〃 ハナ 4．7�
510 クォーターイモン 牡3鹿 56 北村 宏司井門 敏雄氏 小西 一男 浦河 グラストレーニ

ングセンター 450± 01：26．74 55．1�
23 シゲルニンジン 牡3黒鹿56 柴田 善臣森中 蕃氏 和田 勇介 日高 スウィング

フィールド牧場 446－ 21：27．23 37．1�
11 ヒロノブシドウ 牡3黒鹿56 江田 照男小野 博郷氏 牧 光二 新冠 長浜牧場 490－12 〃 アタマ 43．5�
713 ヴァローレネロ 牡3青 56 津村 明秀程田 真司氏 矢野 英一 日高 チャンピオン

ズファーム 434± 01：27．3� 9．2	
12 ブラックコニャック 牡3鹿 56 松岡 正海黒澤 尚氏 柴田 政人 新冠 村上 欽哉 462＋ 41：27．61� 50．6

714 フクノヴァランス 牡3鹿 56 松山 弘平福島 祐子氏 清水 英克 日高 松平牧場 B464－ 41：27．81� 13．0�
611 ドラゴンホール 牡3黒鹿 56

54 △武藤 雅前田 幸治氏 小笠 倫弘 新ひだか 田原橋本牧場 462－ 21：28．11� 13．1�
612 シゲルピーマン �3鹿 56 嘉藤 貴行森中 蕃氏 粕谷 昌央 新ひだか 神垣 道弘 456＋ 61：28．31� 243．5
816 ブ ラ フ マ ン 牡3栗 56 岩部 純二�ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 中神牧場 450＋ 81：28．83 222．1�
35 ベアメイプル 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也熊木 浩氏 杉浦 宏昭 新ひだか 沖田 博志 454－ 21：29．22� 176．3�
47 マエストーソ 牡3黒鹿56 武士沢友治スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 514 ―1：29．41� 80．0�
36 シンボリピカソ 牡3芦 56 石橋 脩シンボリ牧場 堀 宣行 日高 シンボリ牧場 B484 ― 〃 クビ 3．8�
24 クリノカナロアオー �3黒鹿56 的場 勇人栗本 博晴氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 452＋ 21：30．03� 150．3�
59 ホウオウカーニバル 牡3鹿 56 田辺 裕信小笹 芳央氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 464－ 41：31．06 59．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，103，400円 複勝： 33，882，900円 枠連： 12，199，600円
馬連： 47，818，300円 馬単： 24，460，700円 ワイド： 32，765，500円
3連複： 61，952，700円 3連単： 80，465，300円 計： 316，648，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 160円 � 790円 枠 連（4－8） 490円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，260円 �� 2，190円

3 連 複 ��� 4，790円 3 連 単 ��� 15，770円

票 数

単勝票数 計 231034 的中 � 69754（1番人気）
複勝票数 計 338829 的中 � 97594（1番人気）� 58337（2番人気）� 6546（10番人気）
枠連票数 計 121996 的中 （4－8） 19221（1番人気）
馬連票数 計 478183 的中 �� 77066（1番人気）
馬単票数 計 244607 的中 �� 23709（1番人気）
ワイド票数 計 327655 的中 �� 43483（1番人気）�� 6003（15番人気）�� 3357（24番人気）
3連複票数 計 619527 的中 ��� 9682（13番人気）
3連単票数 計 804653 的中 ��� 3699（42番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．9―35．8―48．4―1：00．9―1：13．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フィールザファラオ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Distant View デビュー 2017．10．15 東京8着

2015．6．16生 牡3黒鹿 母 フィールザビュウ 母母 Feel the Capote 6戦1勝 賞金 7，750，000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） 4頭 ツァイトライゼ号・ディアフェルスパー号・トモジャスティス号・リアルハニー号
（非抽選馬） 1頭 クリノクノイチ号

第２回 東京競馬 第７日



12075 5月12日 晴 稍重 （30東京2）第7日 第3競走 ��
��2，100�サラブレッド系3歳

発走11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
2：06．7
2：05．9

良
良

59 サ ル ー テ 牡3鹿 56 蛯名 正義小菅 定雄氏 高木 登 千歳 社台ファーム 542＋ 22：14．2 4．7�
12 マーナガルム 牡3鹿 56 C．ルメール 吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム B450－ 62：14．62� 9．6�
48 リキサンゴルト 牡3鹿 56 内田 博幸 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 488－ 22：14．7� 3．8�
815 ユ メ ノ サ キ 牡3栗 56 大野 拓弥山田 和正氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B518－ 62：15．12� 13．3�
713 ニシノオクタゴン 牡3青鹿 56

54 △武藤 雅西山 茂行氏 田村 康仁 日高 西山牧場 470＋ 22：15．73� 5．7�
11 シングンオフビート 牡3黒鹿56 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 日高 広富牧場 454± 02：16．23 87．4	
510 クリノバルテュス 牡3鹿 56 松岡 正海栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 木村牧場 484＋ 22：16．3� 100．7

24 オーフルテソーロ 牡3鹿 56 田辺 裕信了德寺健二ホール

ディングス� 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム B520＋ 22：16．4� 93．4�
23 ダイヤクリーガー 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ダイヤモンドファーム 中野 栄治 浦河 ダイヤモンドファーム 506＋ 22：16．5� 10．9
611 スプレンダドシング �3黒鹿56 石橋 脩山科 統氏 大竹 正博 浦河 谷川牧場 462－102：16．71� 43．7�
816 マラビージャドラダ 牡3栗 56 柴田 善臣柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 サンローゼン 436± 02：18．29 302．5�
47 ユイノチョッパー 牡3黒鹿56 川田 将雅由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 492－122：18．84 12．5�
36 スピットバンク 牡3栗 56 江田 照男吉田 勝己氏 久保田貴士 平取 坂東牧場 496－102：19．22� 85．7�
612 ショウナンパーシア 牡3青鹿 56

53 ▲木幡 育也国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 480－ 62：19．41 208．2�
35 カーネーション 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 奥平 雅士 日高 竹島 幸治 448－ 42：21．2大差 144．2�
714 ヒ ダ ル マ 牡3鹿 56 戸崎 圭太冨士井直哉氏 森 秀行 新冠 ハクツ牧場 454± 0 （競走中止） 5．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，399，100円 複勝： 47，010，600円 枠連： 16，066，300円
馬連： 59，119，100円 馬単： 25，176，600円 ワイド： 41，510，100円
3連複： 74，942，800円 3連単： 85，574，700円 計： 375，799，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 250円 � 140円 枠 連（1－5） 2，360円

馬 連 �� 2，560円 馬 単 �� 4，600円

ワ イ ド �� 870円 �� 270円 �� 730円

3 連 複 ��� 3，180円 3 連 単 ��� 21，140円

票 数

単勝票数 計 263991 的中 � 44566（2番人気）
複勝票数 計 470106 的中 � 74042（2番人気）� 38428（5番人気）� 100115（1番人気）
枠連票数 計 160663 的中 （1－5） 5263（11番人気）
馬連票数 計 591191 的中 �� 17880（11番人気）
馬単票数 計 251766 的中 �� 4099（19番人気）
ワイド票数 計 415101 的中 �� 11126（12番人気）�� 45045（1番人気）�� 13666（9番人気）
3連複票数 計 749428 的中 ��� 17653（8番人気）
3連単票数 計 855747 的中 ��� 2934（62番人気）

ハロンタイム 7．2―11．1―12．6―13．2―13．3―13．5―12．3―12．9―12．8―12．3―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．3―30．9―44．1―57．4―1：10．9―1：23．2―1：36．1―1：48．9―2：01．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．1
1
3
・（5，7，13）16（3，14）－2，9，1，8（6，10，11）－12，15，4・（7，9）（5，10）（13，16）14（3，2，8，11）1，6（12，15）4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サ ル ー テ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2018．1．21 中山2着

2015．2．21生 牡3鹿 母 シ ン デ ィ 母母 Dance Design 3戦1勝 賞金 8，150，000円
〔競走中止〕 ヒダルマ号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 ヒダルマ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カーネーション号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月12日まで平地競

走に出走できない。

12076 5月12日 晴 良 （30東京2）第7日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時35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
1：44．2
1：43．9

良
良

815 レジーナドーロ 牝3栗 54 石橋 脩�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 446＋ 21：46．7 4．8�
816 ゴールデンフィジー 牝3鹿 54 江田 照男吉田 照哉氏 牧 光二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430－ 41：46．91� 124．9�
35 パスティエーラ 牝3鹿 54 内田 博幸 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 438＋ 6 〃 ハナ 6．8�
11 ドクターデューン 牝3鹿 54 柴田 善臣松岡 悟氏 菊沢 隆徳 新冠 安達 洋生 464－ 41：47．0� 125．5�
714 パストゥレイユ 牝3黒鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 田中 剛 安平 ノーザンファーム 442± 01：47．21� 3．6	
23 ウィナーポイント 牝3黒鹿 54

52 △武藤 雅岡田 牧雄氏 栗田 博憲 日高 出口牧場 396－ 4 〃 クビ 8．2

24 フォーチュンリング 牝3鹿 54 大野 拓弥 �グリーンファーム奥村 武 安平 ノーザンファーム 446－ 81：47．51� 4．6�
12 マリノエチュード 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也矢野まり子氏 蛯名 利弘 日高 クラウン日高牧場 438－ 21：47．82 401．6�
713 メ イ ロ ビ ン 牝3鹿 54 嘉藤 貴行千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 458＋14 〃 ハナ 203．8
47 コウソクヒカリ 牝3青鹿54 柴田 大知野﨑 昭夫氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 422－ 81：48．33 172．0�
510 ケイツーリラ 牝3青鹿54 津村 明秀楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新冠 オリエント牧場 436＋121：48．83 129．4�
612 ペイシャレイナ 牝3鹿 54 戸崎 圭太北所 直人氏 高橋 義博 日高 宝寄山 忠則 448－ 6 〃 クビ 9．4�
36 フ ァ ゴ ッ ト 牝3黒鹿54 北村 宏司村野 康司氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 404－121：49．01� 136．3�
817 ボ ア ソ ル チ 牝3黒鹿54 川田 将雅 �カナヤマホール

ディングス 竹内 正洋 新ひだか 中田 英樹 434± 01：49．74 30．0�
48 サニージューク 牝3鹿 54 松岡 正海 �フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム 452＋121：49．91� 266．7�
611 ボリュームラベル 牝3鹿 54 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 468＋ 21：50．11� 15．3�
59 ラストノビーガール 牝3栗 54 石川裕紀人嶋田 賢氏 国枝 栄 新ひだか 服部 牧場 402 ―1：51．710 27．4�

（17頭）

売 得 金
単勝： 28，112，500円 複勝： 45，084，000円 枠連： 17，536，100円
馬連： 59，825，300円 馬単： 27，042，300円 ワイド： 39，328，200円
3連複： 74，945，300円 3連単： 87，402，300円 計： 379，276，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 200円 � 2，460円 � 190円 枠 連（8－8） 4，190円

馬 連 �� 19，460円 馬 単 �� 27，330円

ワ イ ド �� 5，860円 �� 670円 �� 6，980円

3 連 複 ��� 36，120円 3 連 単 ��� 261，840円

票 数

単勝票数 計 281125 的中 � 46540（3番人気）
複勝票数 計 450840 的中 � 67634（4番人気）� 3477（11番人気）� 69365（3番人気）
枠連票数 計 175361 的中 （8－8） 3238（14番人気）
馬連票数 計 598253 的中 �� 2382（33番人気）
馬単票数 計 270423 的中 �� 742（61番人気）
ワイド票数 計 393282 的中 �� 1668（38番人気）�� 16245（9番人気）�� 1399（41番人気）
3連複票数 計 749453 的中 ��� 1556（76番人気）
3連単票数 計 874023 的中 ��� 242（492番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―35．5―47．4―59．3―1：11．4―1：22．9―1：34．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

レジーナドーロ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．12．28 中山3着

2015．1．26生 牝3栗 母 レ ジ ネ ッ タ 母母 アスペンリーフ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 パストゥレイユ号の騎手C．ルメールは，発馬機内での御法（突進された）について戒告。

レジーナドーロ号の騎手石橋脩は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
〔その他〕 ペイシャレイナ号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラストノビーガール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月12日まで平地

競走に出走できない。



12077 5月12日 晴 良 （30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25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

23 マイネルプリンチペ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 448± 01：34．5 2．1�

36 シーオブセレニティ 牡3黒鹿56 北村 宏司ゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 448 ―1：34．82 30．1�

59 フライハイト 牝3青鹿54 内田 博幸 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 450± 01：34．9� 8．2�
48 ア ル キ ミ ア 牡3鹿 56 C．ルメール �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 432± 01：35．0クビ 4．5�
714 トーセンクロノス 牡3鹿 56 戸崎 圭太島川 	哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 片岡 博 418－ 21：35．1� 19．8

47 ラ テ ィ カ 牝3鹿 54 三浦 皇成吉田 照哉氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 486 ― 〃 ハナ 36．0�
24 ショウナンハイル 牝3栗 54 松山 弘平国本 哲秀氏 田中 剛 日高 中原牧場 432－ 2 〃 ハナ 230．5�
35 ハービーボンズ 牡3鹿 56 田辺 裕信多田 賢司氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 426＋ 41：35．31� 35．0
713 ペイシャゲイン 牝3黒鹿54 蛯名 正義北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 友田牧場 476＋ 4 〃 ハナ 14．2�
12 ザスリーサーティ 牡3青鹿56 石橋 脩 �いとはんホール

ディングス 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 464－ 2 〃 クビ 6．3�
816 ペ テ ィ ヤ ン 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 育也片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 旭 牧場 462＋ 41：35．51� 173．4�
715 ウ ィ キ ャ ン 牝3鹿 54 田中 勝春道永 幸治氏 田中 清隆 新冠 スカイビーチステーブル 426＋ 6 〃 ハナ 238．9�
11 ウィナーズブレイク 牡3栗 56

54 △武藤 雅 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474 ―1：35．6クビ 34．2�

612 ミルクアンドハニー 牝3青鹿54 菅原 隆一薪浦 亨氏 武市 康男 安平 吉田 三郎 444＋121：35．7	 138．2�
817 ティーエスフォルソ 牡3黒鹿56 松岡 正海深見 富朗氏 的場 均 新冠 前川 隆範 416＋ 41：35．8	 479．2�
611 ドレサージュ 牝3芦 54 津村 明秀�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 416＋ 6 〃 アタマ 37．6�
510 ソウラセブン 牝3青鹿54 武士沢友治村田 滋氏 柄崎 孝 浦河 ディアレスト

クラブ 430± 01：36．33 566．3�
818 サンセイラム 
3鹿 56 大野 拓弥 �加藤ステーブル 高橋 文雅 新ひだか 乾 皆雄 422－ 21：36．72	 552．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，708，200円 複勝： 63，033，800円 枠連： 16，688，000円
馬連： 65，236，900円 馬単： 31，453，000円 ワイド： 43，024，300円
3連複： 82，028，100円 3連単： 103，604，700円 計： 437，777，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 630円 � 170円 枠 連（2－3） 1，290円

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 3，370円

ワ イ ド �� 990円 �� 270円 �� 2，430円

3 連 複 ��� 3，940円 3 連 単 ��� 16，180円

票 数

単勝票数 計 327082 的中 � 120806（1番人気）
複勝票数 計 630338 的中 � 273704（1番人気）� 12867（9番人気）� 75203（3番人気）
枠連票数 計 166880 的中 （2－3） 9976（5番人気）
馬連票数 計 652369 的中 �� 24910（6番人気）
馬単票数 計 314530 的中 �� 6999（9番人気）
ワイド票数 計 430243 的中 �� 10400（11番人気）�� 48242（2番人気）�� 4023（26番人気）
3連複票数 計 820281 的中 ��� 15592（13番人気）
3連単票数 計1036047 的中 ��� 4640（42番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルプリンチペ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2017．9．24 中山2着

2015．3．12生 牡3黒鹿 母 マイネプリンセス 母母 マイネカトリーヌ 6戦1勝 賞金 14，400，000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。
（非当選馬） 1頭 ロイヤルオペラ号
（非抽選馬） 2頭 シンティエンディー号・マイネルアンドゥミ号

12078 5月12日 晴 稍重 （30東京2）第7日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時55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

11 ディーズフェイク 牝3青鹿54 松岡 正海秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 456－ 21：37．9 27．0�
24 プリンセスノンコ 牝3栗 54 武 豊山田 和正氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 452－ 21：38．0� 2．3�
23 マーガレットスカイ 牝3黒鹿 54

52 △武藤 雅迎 徹氏 黒岩 陽一 日高 沖田牧場 484－101：38．32 25．7�
12 カグラヤルージュ 牝3黒鹿54 横山 典弘西村 亮二氏 奥平 雅士 日高 浜本牧場 464－ 21：38．51� 12．9�
713 レ ユ シ ッ ト 牝3黒鹿54 田辺 裕信落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 川島牧場 B448－ 61：38．6クビ 51．3�
815 メジャーラプソディ 牝3栗 54 C．ルメール �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 474－ 21：38．7� 8．3	
48 フレッシビレ 牝3栗 54 三浦 皇成�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 488± 0 〃 アタマ 29．7

816 ノ ヴ ィ ア 牝3鹿 54 柴田 善臣ゴドルフィン 加藤 征弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478± 01：38．8クビ 21．0�
612 アポロレイア 牝3鹿 54 戸崎 圭太アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 448－ 6 〃 クビ 3．7�
714 ジョワユーズ 牝3鹿 54 津村 明秀田中 準市氏 相沢 郁 新冠 村田牧場 478＋121：38．9� 37．3
47 オデュッセイア 牝3栗 54 大野 拓弥吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 450－10 〃 ハナ 139．8�
35 ク ー ド ロ ア 牝3鹿 54 北村 宏司吉田 照哉氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 430－ 2 〃 ハナ 78．1�
36 エレガントクルーズ 牝3芦 54 内田 博幸 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 524－ 41：39．32� 16．0�
510 ブラックイメル 牝3黒鹿54 松山 弘平杉澤 真吾氏 小野 次郎 新ひだか 木田牧場 470± 01：39．4� 37．2�
59 エンジェルウィング 牝3鹿 54 川田 将雅 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 514± 01：40．99 22．5�
611 マサノカバーガール 牝3栗 54 石川裕紀人中村 時子氏 小笠 倫弘 新冠 有限会社 大

作ステーブル B450－ 41：41．85 329．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，665，000円 複勝： 56，323，900円 枠連： 20，570，700円
馬連： 73，687，600円 馬単： 37，526，000円 ワイド： 50，412，400円
3連複： 92，992，700円 3連単： 117，702，600円 計： 490，880，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，700円 複 勝 � 520円 � 140円 � 460円 枠 連（1－2） 710円

馬 連 �� 2，690円 馬 単 �� 9，490円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 4，190円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 13，640円 3 連 単 ��� 119，180円

票 数

単勝票数 計 416650 的中 � 12333（9番人気）
複勝票数 計 563239 的中 � 21802（8番人気）� 151328（1番人気）� 25495（7番人気）
枠連票数 計 205707 的中 （1－2） 22162（3番人気）
馬連票数 計 736876 的中 �� 21155（7番人気）
馬単票数 計 375260 的中 �� 2963（34番人気）
ワイド票数 計 504124 的中 �� 12500（8番人気）�� 2992（48番人気）�� 11197（10番人気）
3連複票数 計 929927 的中 ��� 5113（41番人気）
3連単票数 計1177026 的中 ��� 716（381番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．2―34．9―47．0―59．5―1：12．0―1：24．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディーズフェイク �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2017．9．2 札幌8着

2015．5．28生 牝3青鹿 母 ファイトソング 母母 ジグズアンドリールズ 8戦2勝 賞金 14，600，000円



12079 5月12日 晴 稍重 （30東京2）第7日 第7競走 ��
��1，300�サラブレッド系4歳以上

発走13時25分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

59 ランプルール 牡4黒鹿57 内田 博幸吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 468± 01：18．4 6．3�
612 タイガーヴォーグ 牡5鹿 57

55 △武藤 雅千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 B502－ 2 〃 ハナ 2．2�
713 モルゲンロート 牡5鹿 57 嘉藤 貴行武田 茂男氏 竹内 正洋 浦河 まるとみ冨岡牧場 474＋ 21：18．5� 5．7�
35 マンゴジェリー 牡6鹿 57 松岡 正海窪田 康志氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 476－ 21：18．92� 56．3�
816 ファインダッシュ 牡6黒鹿57 田中 勝春井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 B520－ 4 〃 ハナ 23．6�
23 	 プリンセスヨウク 牝4鹿 55 横山 典弘ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 454＋ 61：19．0� 38．1	
47 トウショウデュエル 牡6栗 57 大野 拓弥トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 528＋ 61：19．1� 6．1

11 	 シャイニングカフェ 牡6黒鹿57 蛯名 正義西川 光一氏 和田 勇介 浦河 太陽牧場 524＋ 2 〃 クビ 14．7�
48 フォーティプリンス 牡4栗 57 北村 宏司ホースアディクト小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 476± 01：19．2� 26．4�
24 ガ チ コ 牝4鹿 55 石川裕紀人日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 462＋101：19．41
 69．3�
36 ムーンマジェスティ 牡6栗 57

54 ▲木幡 育也伊東 純一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 千代田牧場 432＋ 41：19．71� 113．8�
714	 キョウエイガウディ 牡4鹿 57 岩部 純二田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 沖田 忠幸 B500± 01：19．91
 14．9�
815	 ホ ー ミ ー 牡5黒鹿57 森 一馬小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 スカイビーチステーブル 476＋ 2 〃 ハナ 117．8�
611 タイキダイヤモンド 牡4青鹿57 江田 照男大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 472± 0 〃 クビ 76．4�
12 	 ソルサリエンテ 牡4栗 57 武士沢友治西森 鶴氏 清水 英克 新冠 オリエント牧場 488－ 81：21．28 111．8�
510 ナ イ ス ワ ン 牡5栗 57 蓑島 靖典田畑 富子氏 南田美知雄 新ひだか 中橋 清 460＋ 41：21．51� 372．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，128，800円 複勝： 50，584，300円 枠連： 17，150，500円
馬連： 72，656，200円 馬単： 32，067，400円 ワイド： 45，242，500円
3連複： 87，469，200円 3連単： 106，480，700円 計： 442，779，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 170円 � 110円 � 160円 枠 連（5－6） 690円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 300円 �� 570円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 8，310円

票 数

単勝票数 計 311288 的中 � 39017（4番人気）
複勝票数 計 505843 的中 � 59897（4番人気）� 160611（1番人気）� 66610（3番人気）
枠連票数 計 171505 的中 （5－6） 19163（3番人気）
馬連票数 計 726562 的中 �� 73279（3番人気）
馬単票数 計 320674 的中 �� 12195（6番人気）
ワイド票数 計 452425 的中 �� 40812（2番人気）�� 18454（6番人気）�� 39826（3番人気）
3連複票数 計 874692 的中 ��� 52023（2番人気）
3連単票数 計1064807 的中 ��� 9279（14番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．3―18．6―30．0―42．1―53．9―1：05．8

コーナー
通過順位

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

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4黒鹿 母 カトマンドゥ 母母 Louvardie 8戦2勝 賞金 15，700，000円
〔発走状況〕 マンゴジェリー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

12080 5月12日 晴 稍重 （30東京2）第7日 第8競走 ��1，600�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
1：33．8
1：33．3

重
良

713 ホッコーライデン 牡4黒鹿57 北村 宏司北幸商事� 松永 康利 日高 川端 正博 516＋ 61：37．3 3．9�
612� スターライトブルー 牡4黒鹿57 武 豊青芝商事� 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋ 41：37．62 2．0�
59 シトラスクーラー �5鹿 57 三浦 皇成�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 472± 01：38．02� 9．7�
23 ヨクエロマンボ �5芦 57 村田 一誠平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 454＋10 〃 アタマ 27．4�
47 キングズミッション 牡5栗 57

54 ▲木幡 育也吉田 千津氏 高木 登 千歳 社台ファーム 472＋ 21：38．21	 38．7�
714 マイネルレンカ 牡4黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 456＋ 6 〃 ハナ 16．2	
815� タイセイヴィクター �5鹿 57 大野 拓弥田中 成奉氏 林 徹 安平 追分ファーム 504－ 21：38．73 68．2

35 � オ ヒ ナ サ マ 牝4栗 55 戸崎 圭太 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 小野瀬 竜馬 472－ 81：39．02 27．1�
11 コスモクウェンチ 牡4鹿 57 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 中川 公成 新冠 ビッグレッドファーム 490± 01：39．1� 229．1
36 タ ニ ガ ワ 牡5鹿 57 柴田 善臣江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 B468± 01：39．73� 49．6�
611� マイネルツィール 牡5鹿 57 横山 典弘杉浦 和也氏 的場 均 新ひだか 田湯牧場 476－ 61：40．33� 5．4�
816 トミケンカリム 牡4栗 57 石川裕紀人冨樫 賢二氏 小西 一男 浦河 信岡牧場 464－ 81：40．72� 278．7�
12 リボンドグレープス 牝5芦 55

53 △武藤 雅木下 博氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 428± 01：43．0大差 148．4�
24 � カクタスバンガー 牡4青鹿57 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 新ひだか 服部 牧場 B446－ 41：43．31
 191．5�
48 � ナスヤマブキ 牡4鹿 57 津村 明秀小山田兼敏氏 鈴木 伸尋 浦河 山田牧場 B462－ 21：48．9大差 162．8�

（15頭）
510 リ ア リ ス ト 牡5鹿 57 石橋 脩吉澤 克己氏 相沢 郁 安平 ノーザンファーム 488＋ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 34，427，700円 複勝： 39，713，500円 枠連： 20，497，100円
馬連： 74，068，100円 馬単： 36，279，300円 ワイド： 43，940，800円
3連複： 83，211，600円 3連単： 119，727，800円 計： 451，865，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 130円 � 120円 � 180円 枠 連（6－7） 240円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 180円 �� 450円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，230円 3 連 単 ��� 4，700円

票 数

単勝票数 差引計 344277（返還計 8140） 的中 � 70033（2番人気）
複勝票数 差引計 397135（返還計 8466） 的中 � 80790（2番人気）� 104523（1番人気）� 43266（4番人気）
枠連票数 差引計 204971（返還計 1399） 的中 （6－7） 64590（1番人気）
馬連票数 差引計 740681（返還計 74629） 的中 �� 148575（1番人気）
馬単票数 差引計 362793（返還計 28539） 的中 �� 31665（2番人気）
ワイド票数 差引計 439408（返還計 29665） 的中 �� 75092（1番人気）�� 22014（4番人気）�� 21265（5番人気）
3連複票数 差引計 832116（返還計123252） 的中 ��� 50593（3番人気）
3連単票数 差引計1197278（返還計164319） 的中 ��� 18430（10番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―12．4―12．2―12．1―12．1―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．6―36．0―48．2―1：00．3―1：12．4―1：24．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホッコーライデン �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．12．11 中山3着

2014．6．2生 牡4黒鹿 母 ホッコーエクレール 母母 ホッコーシャープ 8戦2勝 賞金 18，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔競走除外〕 リアリスト号は，疾病〔両後肢挫創〕のため装鞍所で競走除外。
〔その他〕 ナスヤマブキ号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リボンドグレープス号・カクタスバンガー号・ナスヤマブキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成30年6月12日まで平地競走に出走できない。



12081 5月12日 晴 良 （30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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

44 レ イ エ ン ダ 牡3黒鹿56 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 484＋101：58．8 2．1�
22 ドミナートゥス 牡3黒鹿56 川田 将雅 �サンデーレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：59．11� 3．8�
33 フィールインラヴ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 浦河小林牧場 438＋ 21：59．42 44．6�
89 バールドバイ 牡3鹿 56 北村 宏司ゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494＋ 41：59．5� 2．9�
77 ルックスマート 牡3鹿 56 津村 明秀平田 修氏 小島 茂之 日高 ヤナガワ牧場 474± 0 〃 クビ 90．5�
66 ビービーデフィ 牡3黒鹿56 武 豊�坂東牧場 角居 勝彦 平取 坂東牧場 500＋ 81：59．6クビ 15．2	
88 シゲルシイタケ 牡3鹿 56 蛯名 正義森中 蕃氏 中野 栄治 浦河 王蔵牧場 456± 01：59．81� 17．4

11 ディーエスバズーカ 牡3黒鹿56 三浦 皇成秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 496＋ 42：00．65 54．9�
55 トニーシャレード 牡3青鹿56 柴田 大知トニー倶楽部 星野 忍 新ひだか 静内山田牧場 454＋ 22：02．210 293．4�

（9頭）

売 得 金
単勝： 62，691，900円 複勝： 70，062，800円 枠連： 15，972，000円
馬連： 94，214，100円 馬単： 61，855，700円 ワイド： 45，396，800円
3連複： 113，303，300円 3連単： 295，886，200円 計： 759，382，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 170円 � 660円 枠 連（2－4） 510円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，380円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 4，220円 3 連 単 ��� 10，520円

票 数

単勝票数 計 626919 的中 � 235121（1番人気）
複勝票数 計 700628 的中 � 224205（2番人気）� 98641（3番人気）� 16452（6番人気）
枠連票数 計 159720 的中 （2－4） 24107（3番人気）
馬連票数 計 942141 的中 �� 139618（3番人気）
馬単票数 計 618557 的中 �� 65198（2番人気）
ワイド票数 計 453968 的中 �� 55671（3番人気）�� 7565（14番人気）�� 8488（12番人気）
3連複票数 計1133033 的中 ��� 20093（12番人気）
3連単票数 計2958862 的中 ��� 20390（34番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―11．2―11．4―11．6―12．1―12．6―11．7―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．6―35．8―47．2―58．8―1：10．9―1：23．5―1：35．2―1：46．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．9―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

レ イ エ ン ダ 
�
父 キングカメハメハ 

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．7．30 札幌1着

2015．1．30生 牡3黒鹿 母 ラ ド ラ ー ダ 母母 レディブロンド 2戦2勝 賞金 17，210，000円

12082 5月12日 晴 良 （30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，29．5．13以降30．5．6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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

44 ウインテンダネス 牡5栗 54 内田 博幸�ウイン 杉山 晴紀 新冠 アサヒ牧場 502± 02：22．9 15．1�
57 ルックトゥワイス 牡5鹿 57 戸崎 圭太飯塚 知一氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 446＋142：23．22 1．9�
33 グランドサッシュ 牡7黒鹿54 石川裕紀人 �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 466± 02：23．83� 46．8�
11 ヴァフラーム 牝6鹿 52 武 豊市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 474－ 62：23．9� 12．3�
710 ス プ マ ン テ 牡4青鹿55 川田 将雅石川 達絵氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 478－ 22：24．0� 2．9	
69 デルマサリーチャン 牝7鹿 51 武士沢友治浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 500＋ 82：24．32 210．3

68 レイズアスピリット 牡7青 54 三浦 皇成 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 474－ 42：24．4� 57．4�
56 	 ヤマカツポセイドン 牡9黒鹿53 津村 明秀山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 470－ 6 〃 アタマ 274．8�
711 エクセレントミスズ 牡5鹿 54 横山 典弘永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 上水牧場 466－ 42：24．61
 18．3
45 	 スズカディープ �6青鹿54 北村 宏司永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B416－ 8 〃 クビ 16．6�
22 ネイチャーレット 牡5鹿 54 松岡 正海井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 藤原牧場 468± 02：24．81 37．3�
812 エスティーム 牡4黒鹿54 柴田 大知岡田 繁幸氏 金成 貴史 浦河 岡本 昌市 516＋ 42：25．01 19．7�
813	 スズカビスタ 牡7鹿 54 田辺 裕信永井 啓弍氏 谷 潔 平取 稲原牧場 454－ 8 〃 クビ 49．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 49，816，600円 複勝： 77，292，800円 枠連： 30，184，000円
馬連： 147，040，000円 馬単： 70，138，400円 ワイド： 66，860，000円
3連複： 164，892，500円 3連単： 270，646，000円 計： 876，870，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，510円 複 勝 � 290円 � 110円 � 600円 枠 連（4－5） 640円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 4，010円

ワ イ ド �� 520円 �� 4，050円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 7，830円 3 連 単 ��� 56，720円

票 数

単勝票数 計 498166 的中 � 26382（4番人気）
複勝票数 計 772928 的中 � 46041（4番人気）� 345205（1番人気）� 18354（8番人気）
枠連票数 計 301840 的中 （4－5） 36451（2番人気）
馬連票数 計1470400 的中 �� 94168（3番人気）
馬単票数 計 701384 的中 �� 13115（12番人気）
ワイド票数 計 668600 的中 �� 35330（3番人気）�� 3988（32番人気）�� 15972（12番人気）
3連複票数 計1648925 的中 ��� 15777（23番人気）
3連単票数 計2706460 的中 ��� 3459（154番人気）

ハロンタイム 13．1―11．2―12．5―12．5―12．3―12．1―11．7―11．3―11．5―11．2―11．5―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�
13．1―24．3―36．8―49．3―1：01．6―1：13．7―1：25．4―1：36．7―1：48．2―1：59．4―2：10．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウインテンダネス �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 マジックマイルズ デビュー 2015．7．19 中京9着

2013．3．7生 牡5栗 母 モエレメルシー 母母 ブライトサンディー 28戦5勝 賞金 82，224，000円



12083 5月12日 晴 良 （30東京2）第7日 第11競走 ��
��1，400�第63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，29．5．13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，29．5．12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 1，288，000円 368，000円 184，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

35 ムーンクエイク �5栗 56 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 504± 01：19．5レコード 7．1�
817	 キャンベルジュニア 牡6鹿 56 石橋 脩吉田 和美氏 堀 宣行 豪

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

546＋ 2 〃 アタマ 17．4�
11 サトノアレス 牡4黒鹿56 蛯名 正義 �サトミホースカンパニー 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 504－ 6 〃 ハナ 5．1�
36 グレーターロンドン 牡6鹿 56 田辺 裕信窪田 芳郎氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 468－ 21：19．6
 5．5�
24 ラインスピリット 牡7黒鹿56 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 446＋ 21：19．7
 170．3	
48 リライアブルエース 牡5黒鹿56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 4 〃 クビ 13．4

59 ウインガニオン 牡6黒鹿56 津村 明秀�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 492－ 61：19．8クビ 21．8�
611 シ ュ ウ ジ 牡5鹿 56 横山 典弘安原 浩司氏 須貝 尚介 日高 浜本牧場 502± 0 〃 クビ 18．5�
23 アドマイヤゴッド 牡6鹿 56 内田 博幸近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B492－ 21：19．9
 286．3
612 テ オ ド ー ル 牡5鹿 56 石川裕紀人 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 542－ 4 〃 ハナ 40．9�
12 トウショウピスト 牡6鹿 56 田中 勝春トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 474－ 41：20．0クビ 172．2�
510 セイウンコウセイ 牡5栗 57 三浦 皇成西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 桜井牧場 500＋10 〃 アタマ 8．4�
714 ビップライブリー 牡5栗 56 大野 拓弥鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 462＋ 2 〃 クビ 20．9�
47 � ア イ ラ イ ン 牝6黒鹿54 北村 宏司�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 478＋ 21：20．1クビ 176．0�
715 ダンスディレクター 牡8鹿 56 武 豊太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 440－ 21：20．2� 4．9�
816 ノ ボ バ カ ラ 牡6栗 56 武藤 雅�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 510＋ 21：20．62
 327．4�
713 ダイメイフジ 牡4鹿 56 松山 弘平宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 512＋ 21：20．8� 19．0�
818	 フィアーノロマーノ 牡4鹿 55 川田 将雅吉田 和美氏 高野 友和 豪 Kia Ora Stud 538＋ 41：22．39 26．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 182，916，400円 複勝： 275，008，800円 枠連： 132，414，500円
馬連： 611，872，700円 馬単： 205，060，700円 ワイド： 333，287，700円
3連複： 942，723，100円 3連単： 1，136，318，400円 計： 3，819，602，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 270円 � 430円 � 200円 枠 連（3－8） 1，700円

馬 連 �� 6，000円 馬 単 �� 9，890円

ワ イ ド �� 2，300円 �� 870円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 11，860円 3 連 単 ��� 76，780円

票 数

単勝票数 計1829164 的中 � 205091（4番人気）
複勝票数 計2750088 的中 � 264673（4番人気）� 145738（8番人気）� 405780（2番人気）
枠連票数 計1324145 的中 （3－8） 60096（7番人気）
馬連票数 計6118727 的中 �� 78935（24番人気）
馬単票数 計2050607 的中 �� 15549（38番人気）
ワイド票数 計3332877 的中 �� 36566（30番人気）�� 101475（5番人気）�� 48636（19番人気）
3連複票数 計9427231 的中 ��� 59588（33番人気）
3連単票数 計11363184 的中 ��� 10729（241番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．0―11．2―11．2―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．2―45．4―56．6―1：07．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ムーンクエイク �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Halling デビュー 2016．2．21 東京2着

2013．4．26生 �5栗 母 リッチダンサー 母母 Fairy Flight 12戦6勝 賞金 136，657，000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。
（非抽選馬） 4頭 タイムトリップ号・タガノブルグ号・トウショウドラフタ号・ブラックスピネル号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりムーンクエイク号は，安田記念（GⅠ）競走に優先出走できる。

12084 5月12日 晴 稍重 （30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

35 セガールモチンモク �4栗 57 戸崎 圭太小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 B478± 01：37．5 3．7�
816 インザバブル 牡5鹿 57 津村 明秀�G1レーシング 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492± 0 〃 クビ 6．7�
11 メイショウエイコウ 牡4鹿 57 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 448＋ 41：37．6	 3．8�
47 ゴールドブラッド 牡4栗 57 田中 勝春居城 寿与氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム 494－ 41：37．7
 7．3�
59 ポップアップスター 牡4青鹿57 田辺 裕信 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 514－ 41：37．8クビ 15．7	
612 エヴォリューション 牝7鹿 55 内田 博幸岡田 隆寛氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 474－141：38．01� 64．8

36 � ストロボスコープ 牡4鹿 57

54 ▲木幡 育也ゴドルフィン 藤沢 和雄 米
Fred W. Hertrich
III & John D.
Fielding

476－ 61：38．21� 9．4�
815 シ ベ リ ウ ス 牡5栗 57 村田 一誠浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B462＋ 81：38．3	 38．2�
611 エターナルヒーロー �8黒鹿57 石川裕紀人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 むかわ 東振牧場 468－201：38．4クビ 185．6
23 クリノヴィクトリア 牝4栗 55

53 △武藤 雅栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 442＋ 2 〃 クビ 14．7�
24 オージャイト 牝5鹿 55 横山 典弘 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 490－ 21：38．5
 13．1�
714 ランニングウインド 牡4鹿 57 菅原 隆一島川 �哉氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 470－101：38．71� 19．4�
713 ポンデザムール �8黒鹿57 柴田 大知岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 沖田 哲夫 532＋201：39．23 203．4�
510 デ イ ズ 牡4黒鹿57 柴田 善臣池袋レーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 534－101：39．3	 71．7�
12 ドラゴンズタイム 牡7鹿 57 江田 照男窪田 康志氏 高橋 文雅 日高 三城牧場 B446＋161：40．57 244．7�
48 ラニカイシチー 牡4鹿 57 松山 弘平 �友駿ホースクラブ 村山 明 新冠 パカパカ

ファーム 476＋ 41：40．71 162．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 69，132，600円 複勝： 87，395，900円 枠連： 44，829，500円
馬連： 170，086，800円 馬単： 71，419，000円 ワイド： 99，161，700円
3連複： 215，534，500円 3連単： 309，720，800円 計： 1，067，280，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 190円 � 150円 枠 連（3－8） 910円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 520円 �� 270円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，520円 3 連 単 ��� 9，030円

票 数

単勝票数 計 691326 的中 � 147114（1番人気）
複勝票数 計 873959 的中 � 174334（1番人気）� 105155（3番人気）� 154383（2番人気）
枠連票数 計 448295 的中 （3－8） 37964（3番人気）
馬連票数 計1700868 的中 �� 92823（3番人気）
馬単票数 計 714190 的中 �� 21738（5番人気）
ワイド票数 計 991617 的中 �� 45537（4番人気）�� 105213（1番人気）�� 51714（2番人気）
3連複票数 計2155345 的中 ��� 106071（1番人気）
3連単票数 計3097208 的中 ��� 24864（12番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．8―12．1―12．5―12．4―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―35．8―47．9―1：00．4―1：12．8―1：25．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セガールモチンモク �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2016．7．10 福島15着

2014．5．10生 �4栗 母 モットヒカリヲ 母母 メ ロ ン パ ン 24戦3勝 賞金 43，750，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アポロナイスジャブ号・サクラエンパイア号・ディアコンチェルト号・ベバスカーン号



（30東京2）第7日 5月12日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 185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
7，780，000円
17，840，000円
2，540，000円
33，390，000円
74，038，000円
5，116，000円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
606，416，900円
891，394，700円
362，198，700円
1，534，970，600円
649，588，900円
882，599，000円
2，074，354，400円
2，806，844，500円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 9，808，367，700円

総入場人員 31，889名 （有料入場人員 30，084名）
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