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12085 5月13日 曇 良 （30東京2）第8日 第1競走 ��1，400�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
1：21．5
1：21．5

重
不良

612 エアコンヴィーナ 牝3黒鹿54 大野 拓弥 �ラッキーフィールド大竹 正博 様似 猿倉牧場 448± 01：26．8 3．5�
510 ペイシャディア 牝3黒鹿54 田中 勝春北所 直人氏 土田 稔 新冠 カミイスタット 430± 01：27．01� 6．5�
23 ベ リ ン ダ 牝3栗 54 川田 将雅�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 428＋ 21：27．63� 3．2�
24 カ グ ヤ ヒ メ 牝3栗 54 武士沢友治山本 武司氏 高市 圭二 平取 びらとり牧場 468－ 61：27．91� 10．8�
47 マコトエギエネス 牝3栗 54 北村 宏司�ディアマント 岩戸 孝樹 浦河 小林 仁 450＋ 2 〃 ハナ 14．4�
12 プリメラプリンセサ 牝3鹿 54 吉田 隼人丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 430＋ 41：28．0� 39．9	
59 ファンダンゴ 牝3栗 54 松岡 正海
ミルファーム 伊藤 伸一 様似 澤井 義一 444＋ 81：28．32 107．1�
611 ユーフォルビア 牝3鹿 54 江田 照男ディアレストクラブ� 矢野 英一 日高 野島牧場 438＋ 2 〃 アタマ 10．9�
714 ストロベリーピンク 牝3鹿 54

52 △武藤 雅青芝商事� 戸田 博文 千歳 社台ファーム 434 ―1：28．61� 17．7
713 ロージズラヴ 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 育也鈴木 芳夫氏 杉浦 宏昭 新ひだか 松田牧場 454＋101：28．7� 11．6�
36 シゲルトウガラシ 牝3鹿 54 蛯名 正義森中 蕃氏 水野 貴広 新ひだか 嶋田牧場 434＋ 21：29．12� 48．2�
816 ディオブルネッタ 牝3黒鹿54 北村 友一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 青木 孝文 青森 佐々木牧場 464－ 21：29．52� 52．3�
815 ガラシアライツ 牝3鹿 54 幸 英明林 正道氏 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 420－ 61：29．71 271．1�
35 チョコレートパフェ 牝3栗 54 大庭 和弥江川 伸夫氏 小桧山 悟 新ひだか 静内フジカワ牧場 420± 01：29．8� 128．3�
48 ブラウンファシール 牝3黒鹿54 内田 博幸キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 多田 善弘 460＋161：30．11� 94．8�
11 フォルテドンナ 牝3栗 54 石川裕紀人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 豊洋牧場 434－ 61：30．31� 97．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，094，600円 複勝： 40，499，200円 枠連： 14，964，800円
馬連： 65，237，000円 馬単： 29，285，800円 ワイド： 41，068，500円
3連複： 82，530，500円 3連単： 96，772，000円 計： 396，452，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 160円 � 130円 枠 連（5－6） 920円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 500円 �� 270円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 6，770円

票 数

単勝票数 計 260946 的中 � 59330（2番人気）
複勝票数 計 404992 的中 � 77415（2番人気）� 56036（3番人気）� 93713（1番人気）
枠連票数 計 149648 的中 （5－6） 12548（3番人気）
馬連票数 計 652370 的中 �� 32977（3番人気）
馬単票数 計 292858 的中 �� 8750（5番人気）
ワイド票数 計 410685 的中 �� 18887（4番人気）�� 41673（1番人気）�� 34662（2番人気）
3連複票数 計 825305 的中 ��� 51256（1番人気）
3連単票数 計 967720 的中 ��� 10353（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．1―36．2―48．9―1：01．8―1：14．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エアコンヴィーナ �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 Afleet Alex デビュー 2018．4．22 東京5着

2015．3．26生 牝3黒鹿 母 エアレモネード 母母 Chez La Femme 2戦1勝 賞金 5，500，000円
〔制裁〕 ファンダンゴ号の騎手松岡正海は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000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） 2頭 オンディーヌ号・フィエール号

12086 5月13日 曇 良 （30東京2）第8日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時30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

815 ノーザンクリス 牡3芦 56 M．デムーロ C．チェン氏 加藤 征弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 522± 01：39．7 1．8�
35 ヘ キ ギ ョ ク 牡3鹿 56 柴田 大知ライオンレースホース� 根本 康広 新ひだか 高橋 修 528－ 61：39．8� 29．5�
59 ア カ ツ キ 牡3鹿 56 武士沢友治中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 450－ 61：40．12 4．0�
816 イクヨロブロイ 牡3黒鹿56 江田 照男太陽光� 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 478± 01：40．31� 8．5�
510 オペラサンデー 牡3栗 56

53 ▲木幡 育也戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 428－ 41：40．51 55．0�
48 デルマカミカゼ 牡3黒鹿56 横山 和生浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 444＋ 41：40．71� 22．9	
36 セイカメテオライト 牡3鹿 56

54 △武藤 雅久米 大氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 452＋ 61：41．01� 7．4

11 インペリアルエア 牡3黒鹿56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 488－ 41：41．32 125．7�
713 ボスアンルーリー 牡3黒鹿56 石橋 脩佐々木幸弘氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 476± 01：41．4クビ 16．3�
24 ユキノアンビシャス 牡3鹿 56 北村 宏司井上 基之氏 新開 幸一 新ひだか 服部 牧場 486＋101：42．03� 107．6
612 チャオドリン 牡3栗 56 幸 英明加藤 誠氏 田中 剛 新ひだか グランド牧場 468＋ 61：42．21� 235．8�
23 ペイシャレイズ 牡3芦 56 伴 啓太北所 直人氏 本間 忍 様似 林 時春 B486－ 81：42．51� 176．0�
12 アブナイヒロユキ 牡3黒鹿56 大江原 圭菊地 祐司氏 大江原 哲 むかわ 真壁 信一 504－ 61：42．6� 263．3�
47 イ ェ ー イ 牡3栗 56 田中 勝春山下 良子氏 的場 均 新冠 石田牧場 B460± 01：42．7クビ 270．8�
714 ミキノシャミセン 牝3鹿 54 嘉藤 貴行谷口 久和氏 南田美知雄 日高 中川 浩典 438－ 61：43．97 300．1�

（15頭）
611 ロトヴィンテージ 牡3青鹿56 藤岡 佑介國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 480± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 21，495，500円 複勝： 41，779，400円 枠連： 13，478，700円
馬連： 43，295，200円 馬単： 25，852，500円 ワイド： 27，702，100円
3連複： 51，641，000円 3連単： 73，687，900円 計： 298，932，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 460円 � 120円 枠 連（3－8） 540円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 3，480円

ワ イ ド �� 830円 �� 180円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 2，850円 3 連 単 ��� 14，620円

票 数

単勝票数 差引計 214955（返還計 22558） 的中 � 95298（1番人気）
複勝票数 差引計 417794（返還計 34903） 的中 � 185284（1番人気）� 9523（7番人気）� 87161（2番人気）
枠連票数 差引計 134787（返還計 130） 的中 （3－8） 19068（2番人気）
馬連票数 差引計 432952（返還計 93080） 的中 �� 12413（8番人気）
馬単票数 差引計 258525（返還計 55077） 的中 �� 5564（12番人気）
ワイド票数 差引計 277021（返還計 63835） 的中 �� 7280（11番人気）�� 52072（1番人気）�� 4212（14番人気）
3連複票数 差引計 516410（返還計181157） 的中 ��� 13571（9番人気）
3連単票数 差引計 736879（返還計287052） 的中 ��� 3654（42番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―35．5―48．1―1：01．3―1：14．1―1：26．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノーザンクリス �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 メジロベイリー デビュー 2017．6．11 東京4着

2015．2．4生 牡3芦 母 メジロマリアン 母母 メジロサンドラ 8戦1勝 賞金 13，400，000円
〔競走除外〕 ロトヴィンテージ号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※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 リネンマンファス号

第２回 東京競馬 第８日



12087 5月13日 曇 良 （30東京2）第8日 第3競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走11時00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

711 レッドラフェスタ 牝3栗 54 C．ルメール �東京ホースレーシング 尾関 知人 新ひだか 乾 皆雄 426＋ 22：02．2 1．5�
610 デルマウオッカ 牡3鹿 56 松岡 正海浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 492± 02：02．62� 6．4�
46 トーセンヴィガー 牡3鹿 56 石橋 脩島川 �哉氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 470－ 22：02．7クビ 4．6�
58 エンチャントメント 牝3鹿 54 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 418－ 4 〃 クビ 29．4�
45 キングジョーカ 牡3鹿 56 田中 勝春�FTU 天間 昭一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474± 02：02．91� 18．6	
33 ウインリベロ 牡3栗 56 和田 竜二�ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 422± 02：03．0クビ 23．2

57 ピュアココロ 牝3青鹿54 武士沢友治鶴見 芳子氏 青木 孝文 新冠 村上 欽哉 450＋ 4 〃 クビ 304．5�
34 シバノモスキー 牝3黒鹿54 大野 拓弥柴 一男氏 清水 英克 新冠 パカパカ

ファーム 438＋ 22：03．42 27．8�
814 ウインブロンクス 牡3鹿 56

54 △武藤 雅�ウイン 畠山 吉宏 新ひだか 田湯牧場 438± 02：03．72 99．3
813 ゼネラルジーク 牡3鹿 56 横山 和生 �ジェネラルレーシング 畠山 吉宏 新冠 レジェンドファーム 474－ 6 〃 アタマ 199．0�
22 ベストインパクト 牝3黒鹿54 藤岡 佑介飯田 正剛氏 田中 博康 新ひだか 千代田牧場 450± 02：03．8� 20．5�
712 キリンノツバサ 牡3栗 56 岩田 康誠本多 敏行氏 土田 稔 新冠 新冠橋本牧場 440－142：04．01 209．8�
69 ショウザドリーム 牡3黒鹿56 北村 友一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松田 国英 浦河 辻 牧場 B430＋ 62：04．42� 80．2�
11 デルマベルモット 牡3鹿 56 嘉藤 貴行浅沼 廣幸氏 田中 清隆 日高 ファニーヒルファーム 428－ 82：05．89 384．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 30，111，800円 複勝： 100，741，400円 枠連： 14，070，200円
馬連： 59，212，900円 馬単： 41，552，500円 ワイド： 39，515，700円
3連複： 88，057，500円 3連単： 158，309，600円 計： 531，571，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 130円 � 120円 枠 連（6－7） 360円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 180円 �� 170円 �� 310円

3 連 複 ��� 370円 3 連 単 ��� 1，080円

票 数

単勝票数 計 301118 的中 � 150718（1番人気）
複勝票数 計1007414 的中 � 720294（1番人気）� 68947（3番人気）� 82828（2番人気）
枠連票数 計 140702 的中 （6－7） 29828（2番人気）
馬連票数 計 592129 的中 �� 119075（2番人気）
馬単票数 計 415525 的中 �� 65028（1番人気）
ワイド票数 計 395157 的中 �� 59517（2番人気）�� 63168（1番人気）�� 27197（3番人気）
3連複票数 計 880575 的中 ��� 174611（1番人気）
3連単票数 計1583096 的中 ��� 106070（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―25．3―37．6―50．2―1：03．3―1：16．1―1：27．7―1：38．9―1：50．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．1―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

レッドラフェスタ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 High Chaparral デビュー 2018．1．13 中山3着

2015．2．20生 牝3栗 母 ジューシージーン 母母 Miss Queen 4戦1勝 賞金 9，250，000円

12088 5月13日 曇 良 （30東京2）第8日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時30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

48 ジェイケイマッチョ 牡3鹿 56 蛯名 正義小谷野次郎氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 B484－ 21：39．1 22．8�
713 ハ ン ド リ ー 牝3栗 54 大野 拓弥大倉 佑介氏 青木 孝文 青森 諏訪牧場 B436± 0 〃 クビ 16．5�
23 ダンスメーカー 牡3黒鹿 56

54 △武藤 雅�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 488 ―1：39．52� 23．8�
612 シ モ ン ズ 牡3芦 56 柴田 善臣嶋田 賢氏 和田 勇介 新ひだか 山口 忠彦 460＋ 21：39．81� 4．8�
47 トーセンモナルカ 牡3黒鹿56 M．デムーロ島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 486＋ 41：40．43� 2．3	
816 コスモビッグハート 牡3栗 56 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 松山 将樹 浦河 市川フアーム 482＋ 21：40．5� 5．7�
59 ドミネーター 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 牧 光二 新ひだか 沼田 照秋 490＋101：40．6クビ 25．0�
714 モリトディライト 牡3栗 56 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 日高 木村牧場 B508－ 8 〃 クビ 55．8
12 ユーロジャイズ 牡3栗 56 北村 宏司水上 行雄氏 竹内 正洋 浦河 笠松牧場 444－ 6 〃 アタマ 40．4�
36 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 568－ 81：40．91� 5．8�
510 アンダンテバイオ 牝3黒鹿54 村田 一誠バイオ� 奥平 雅士 平取 清水牧場 442＋ 6 〃 ハナ 286．0�
35 ノアゴールド 牡3栗 56 幸 英明佐山 公男氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド B474－ 41：41．64 70．5�
24 ブライターデイズ 牝3栗 54 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 林 徹 新冠 三村 卓也 480＋141：42．23� 45．9�
11 ハードファクト 牡3鹿 56 江田 照男伊東 純一氏 大江原 哲 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440± 0 〃 クビ 195．2�
611 エバンゲリスト 牡3黒鹿56 伴 啓太 Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 平取 清水牧場 474 ―1：42．3クビ 224．1�
815 アヴァランチ �3黒鹿 56

53 ▲木幡 育也吉岡 泰治氏 和田正一郎 浦河 ヒダカフアーム 536＋ 2 〃 クビ 375．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，576，700円 複勝： 40，362，100円 枠連： 15，459，100円
馬連： 63，178，000円 馬単： 32，417，700円 ワイド： 42，920，300円
3連複： 83，220，100円 3連単： 112，366，500円 計： 421，500，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，280円 複 勝 � 720円 � 370円 � 710円 枠 連（4－7） 1，270円

馬 連 �� 15，040円 馬 単 �� 33，720円

ワ イ ド �� 4，110円 �� 8，560円 �� 5，600円

3 連 複 ��� 122，860円 3 連 単 ��� 565，730円

票 数

単勝票数 計 315767 的中 � 11071（6番人気）
複勝票数 計 403621 的中 � 14171（8番人気）� 31220（5番人気）� 14390（7番人気）
枠連票数 計 154591 的中 （4－7） 9412（5番人気）
馬連票数 計 631780 的中 �� 3255（37番人気）
馬単票数 計 324177 的中 �� 721（72番人気）
ワイド票数 計 429203 的中 �� 2706（38番人気）�� 1288（51番人気）�� 1977（41番人気）
3連複票数 計 832201 的中 ��� 508（175番人気）
3連単票数 計1123665 的中 ��� 144（862番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―35．9―48．0―1：01．0―1：14．2―1：26．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジェイケイマッチョ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．1．21 中山8着

2015．3．29生 牡3鹿 母 ジェイケイドリーム 母母 ジェイケイコンドル 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 モリトディライト号の騎手武士沢友治は，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ウインインペリアル号



12089 5月13日 曇 良 （30東京2）第8日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時20分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．5
1：19．0

良
良

11 フ レ ッ チ ア 牡3青鹿56 C．ルメール�橋口 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 488＋ 61：20．6 2．5�
69 オメガラヴィサン 牡3鹿 56 M．デムーロ原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 470＋ 21：20．81� 2．3�
22 プ リ ュ ス 牝3鹿 54 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 426－ 41：20．9� 7．7�
57 ニシノジャガーズ 牡3鹿 56 戸崎 圭太西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 清水ファーム 474＋ 21：21．11	 6．7�
711 タガノスカイハイ 牡3鹿 56 石橋 脩八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468－ 61：21．31� 31．5�
68 ル リ ハ リ 牝3黒鹿54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 424＋ 61：21．51	 91．5

56 デルマミモザ 牝3鹿 54 的場 勇人浅沼 廣幸氏 的場 均 むかわ 東振牧場 426－ 41：22．35 450．9�
33 ヴーディーズピアス 牝3青鹿54 幸 英明田島 大史氏 青木 孝文 新冠 オリエント牧場 466－ 41：22．51	 206．7�
710 エ ス タ ー テ 牝3鹿 54 松岡 正海グリーンスウォード伊藤 伸一 新冠 長浜牧場 428＋ 61：22．81
 16．3
813 マ ン ト ラ 牝3栗 54 江田 照男	ミルファーム 的場 均 日高 天羽牧場 B454－ 41：23．12 375．7�
45 パ ス ポ ー ト 牝3黒鹿54 武士沢友治	ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 ミルファーム 440± 01：23．41
 401．9�
44 レ ネ ッ ト 牝3栗 54 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 446－ 61：23．5
 24．7�
812� フレンドアリス 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 454＋ 21：23．71	 388．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 41，657，200円 複勝： 51，330，600円 枠連： 14，033，200円
馬連： 73，005，400円 馬単： 40，669，700円 ワイド： 41，755，100円
3連複： 93，599，000円 3連単： 165，601，700円 計： 521，651，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 110円 � 160円 枠 連（1－6） 250円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 150円 �� 330円 �� 290円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 2，110円

票 数

単勝票数 計 416572 的中 � 130823（2番人気）
複勝票数 計 513306 的中 � 126935（2番人気）� 168990（1番人気）� 54184（4番人気）
枠連票数 計 140332 的中 （1－6） 42728（1番人気）
馬連票数 計 730054 的中 �� 204546（1番人気）
馬単票数 計 406697 的中 �� 49732（2番人気）
ワイド票数 計 417551 的中 �� 87030（1番人気）�� 27463（5番人気）�� 31807（4番人気）
3連複票数 計 935990 的中 ��� 131350（2番人気）
3連単票数 計1656017 的中 ��� 56896（4番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．2―11．8―11．5―11．7―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．0―34．2―46．0―57．5―1：09．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フ レ ッ チ ア �
�
父 Dansili �

�
母父 Medicean デビュー 2017．12．9 中山2着

2015．4．6生 牡3青鹿 母 ヴィアメディチ 母母 Via Milano 4戦2勝 賞金 16，300，000円

12090 5月13日 曇 良 （30東京2）第8日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時55分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

重
不良

35 エングローサー 牡3鹿 56 福永 祐一中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 476－121：24．9 4．5�
36 � アメリカンファクト 牡3栗 56

54 △武藤 雅吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Nesco II Ltd. B492＋ 2 〃 アタマ 5．4�
47 � ジャスパーウィン 牡3栗 56 C．ルメール 加藤 和夫氏 森 秀行 米 Spendthrift

Farm LLC 490＋ 41：25．43 7．7�
713 スーパーアキラ 牡3栗 56 田辺 裕信井山 登氏 矢野 英一 浦河 山下 恭茂 500－ 21：26．03� 5．2�
714 ロジヒューズ 牝3鹿 54 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 新冠 オリエント牧場 460－14 〃 クビ 10．3�
12 スパイスマジック 牡3芦 56 松岡 正海 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 486－ 21：26．1� 32．3	
23 シセイタケル 牡3栗 56 岩田 康誠猪苗代 勇氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 456＋ 41：26．2� 19．0

611 トーセンリラ 牝3栗 54 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 日高 有限会社 エ

スティファーム 442－ 2 〃 アタマ 6．6�
24 アメリカンツイスト 牡3鹿 56 横山 典弘 グリーンファーム中舘 英二 千歳 社台ファーム 478± 01：26．3� 24．9�
48 アシャカデッシュ 牡3鹿 56 石川裕紀人吉冨 学氏 鈴木 伸尋 登別 登別上水牧場 500＋ 41：26．4	 22．9�
510 デルマシャンパン 牝3黒鹿54 川田 将雅浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 442－ 61：26．61
 40．0�
815 コスモジョーカー 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 484－ 61：26．81
 201．6�
816 ダ ニ エ ル 牡3黒鹿56 北村 友一ゴドルフィン 金成 貴史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496－ 21：27．22� 275．6�
11 プリームムロジンカ 牝3鹿 54 北村 宏司ディアレストクラブ 高橋 裕 新冠 村上 欽哉 464＋ 41：28．05 112．2�
59 ディアバビアナ 牝3栗 54 戸崎 圭太ディアレストクラブ 高橋 裕 浦河 松栄牧場 474－ 2 〃 クビ 18．5�
612 ピオレドール 牡3鹿 56 大野 拓弥 グリーンファーム小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 466－ 41：28．42� 58．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，900，500円 複勝： 70，934，900円 枠連： 26，498，400円
馬連： 103，039，400円 馬単： 39，187，900円 ワイド： 66，190，800円
3連複： 138，147，100円 3連単： 150，803，900円 計： 637，702，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 180円 � 170円 � 260円 枠 連（3－3） 1，190円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 2，230円

ワ イ ド �� 570円 �� 740円 �� 780円

3 連 複 ��� 3，410円 3 連 単 ��� 14，920円

票 数

単勝票数 計 429005 的中 � 74849（1番人気）
複勝票数 計 709349 的中 � 108083（2番人気）� 113677（1番人気）� 61552（6番人気）
枠連票数 計 264984 的中 （3－3） 17253（5番人気）
馬連票数 計1030394 的中 �� 59317（1番人気）
馬単票数 計 391879 的中 �� 13137（1番人気）
ワイド票数 計 661908 的中 �� 30642（1番人気）�� 22819（6番人気）�� 21399（7番人気）
3連複票数 計1381471 的中 ��� 30340（3番人気）
3連単票数 計1508039 的中 ��� 7324（6番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．6―12．6―12．7―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．7―47．3―1：00．0―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エングローサー �
�
父 トランセンド �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2017．6．18 東京3着

2015．4．6生 牡3鹿 母 エンブレイス 母母 ペシェミョン 9戦2勝 賞金 25，072，000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） 2頭 イイコトズクシ号・バクハツ号



12091 5月13日 小雨 良 （30東京2）第8日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時25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
1：19．5
1：19．0

良
良

24 マサノヒロイン 牝5鹿 55 田辺 裕信中村 時子氏 大竹 正博 日高 道見牧場 488＋201：21．3 11．3�
612 ベストティアーズ 牝4青 55 幸 英明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 むかわ 上水牧場 474－ 21：21．4� 10．2�
47 カトルラポール 牝5鹿 55 内田 博幸石井 義孝氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 476＋ 61：21．5	 6．4�
12 ハイヤーアプシス 牝4黒鹿55 北村 宏司吉田 晴哉氏 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 424＋10 〃 クビ 75．7�
36 サウンドストリート 牡4鹿 57 戸崎 圭太増田 雄一氏 和田正一郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450－ 61：21．81	 4．2�
48 ネームユアポイズン 
4鹿 57 池添 謙一 	シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：21．9	 7．3

23 � ヴァイスジーニー 牡4芦 57 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田正一郎 米
Janes Everatt, Janeane Ever-
att, Arika Everatt－Meeuse &
Calmar Stables

516＋ 41：22．0� 17．6�
714 コスモプラシデス 牡4鹿 57 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 B462－ 2 〃 クビ 97．9�
816 ラヴィソント 牝4鹿 55 的場 勇人岡田 壮史氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 430＋101：22．1� 140．8
713 グリニッチヴィレジ 牝5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 432± 0 〃 クビ 44．6�
35 セイウンキラビヤカ 牝4鹿 55

53 △武藤 雅西山 茂行氏 池上 昌和 日高 賀張中川牧場 480－ 2 〃 ハナ 25．4�
817� チョコマウンテン 牡4鹿 57 岩田 康誠�Basic 小野 次郎 新ひだか 桜井牧場 490－ 21：22．2クビ 55．6�
59 オ ー ル イ ン 牡4鹿 57 田中 勝春菊地 祐司氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 438－ 6 〃 アタマ 175．1�
715� ブライトンピア 牡4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 B454＋ 41：22．3	 68．0�
510 ブラディーリッパー 牝4鹿 55 北村 友一ディアレストクラブ� 古賀 史生 浦河 小島牧場 498＋121：23．57 47．5�
11 ライムチャン 牝5鹿 55 石橋 脩ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 486＋ 4 〃 アタマ 12．7�
818 ジュリエットベール 牝4鹿 55 福永 祐一吉田 照哉氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 440＋121：23．7	 28．8�
611 クワトロガッツ 牡7黒鹿57 和田 竜二ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム B460± 0 （競走中止） 4．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 33，929，400円 複勝： 54，291，500円 枠連： 27，020，600円
馬連： 88，113，600円 馬単： 34，640，700円 ワイド： 56，385，600円
3連複： 116，384，000円 3連単： 130，929，000円 計： 541，694，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 450円 � 350円 � 230円 枠 連（2－6） 1，310円

馬 連 �� 7，910円 馬 単 �� 13，850円

ワ イ ド �� 2，650円 �� 2，310円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 19，910円 3 連 単 ��� 131，830円

票 数

単勝票数 計 339294 的中 � 23932（6番人気）
複勝票数 計 542915 的中 � 28711（7番人気）� 40064（5番人気）� 67986（3番人気）
枠連票数 計 270206 的中 （2－6） 15928（4番人気）
馬連票数 計 881136 的中 �� 8631（27番人気）
馬単票数 計 346407 的中 �� 1875（47番人気）
ワイド票数 計 563856 的中 �� 5417（28番人気）�� 6230（24番人気）�� 12128（11番人気）
3連複票数 計1163840 的中 ��� 4383（57番人気）
3連単票数 計1309290 的中 ��� 720（396番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．5―11．7―11．3―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．8―35．3―47．0―58．3―1：09．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．3
3 12，14（1，15）（5，13）（7，11）（2，18）－（6，16）（4，9）17（3，10）8 4 12，14（1，15）（5，13）（2，7）18（4，6）（9，16）（3，17）（10，11，8）

勝馬の
紹 介

マサノヒロイン �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2016．4．24 東京1着

2013．3．9生 牝5鹿 母 プランタンシャルム 母母 アワプランタン 6戦3勝 賞金 22，689，000円
〔競走中止〕 クワトロガッツ号は，競走中に疾病〔左第1指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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 タックボーイ号・ナイアガラモンロー号・ハッピーランラン号・パフォーム号
（非抽選馬） 1頭 アンヴェルス号

12092 5月13日 小雨 良 （30東京2）第8日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走13時55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
1：31．3
1：30．7

良
良

89 アドマイヤリアル 牡5青鹿57 福永 祐一近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 482＋ 61：34．4 5．3�
810 エルビッシュ 牝5黒鹿55 川田 将雅吉田 勝己氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 446± 0 〃 アタマ 3．6�
78 ダノンディーヴァ 牝4黒鹿55 岩田 康誠�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 456－ 21：34．61� 4．6�
44 アルトリウス 牡4鹿 57

54 ▲木幡 育也�G1レーシング 藤沢 和雄 安平 追分ファーム B476－ 61：34．91	 12．3�
11 ジ ェ ニ ア ル 牡4鹿 57 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 440＋ 21：35．0クビ 3．1�
66 スピリットソウル 牡4黒鹿57 松岡 正海落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 492－ 21：35．32 20．0	
55 サバイバルポケット 牝5鹿 55

53 △武藤 雅福田 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 488＋ 61：35．4クビ 16．3


22 コーラルプリンセス 牝4芦 55 内田 博幸吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 530＋ 4 〃 ハナ 21．6�
77 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 490＋ 21：35．72 309．9�
33 ディアコンチェルト 牡6黒鹿57 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 新ひだか 八田ファーム 462± 01：35．8クビ 58．6

（10頭）

売 得 金
単勝： 40，442，700円 複勝： 48，035，700円 枠連： 16，189，300円
馬連： 90，818，700円 馬単： 44，911，300円 ワイド： 48，668，800円
3連複： 102，235，500円 3連単： 182，135，200円 計： 573，437，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 160円 � 140円 � 150円 枠 連（8－8） 1，240円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，880円

ワ イ ド �� 400円 �� 430円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 9，260円

票 数

単勝票数 計 404427 的中 � 59973（4番人気）
複勝票数 計 480357 的中 � 69263（4番人気）� 100786（1番人気）� 81209（3番人気）
枠連票数 計 161893 的中 （8－8） 10103（4番人気）
馬連票数 計 908187 的中 �� 48345（6番人気）
馬単票数 計 449113 的中 �� 11693（13番人気）
ワイド票数 計 486688 的中 �� 29915（4番人気）�� 27752（6番人気）�� 48134（2番人気）
3連複票数 計1022355 的中 ��� 54207（4番人気）
3連単票数 計1821352 的中 ��� 14255（26番人気）

ハロンタイム 12．9―12．2―12．0―11．6―11．9―11．5―11．0―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―25．1―37．1―48．7―1：00．6―1：12．1―1：23．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F33．8
3 5－9，10（6，8）（1，4，3）（2，7） 4 5－9－10（6，8）3（1，4）（2，7）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤリアル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Caerleon デビュー 2016．3．13 阪神1着

2013．2．11生 牡5青鹿 母 チ ア フ ル 母母 Kartajana 9戦3勝 賞金 29，700，000円
※ディアコンチェルト号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



12093 5月13日 雨 良 （30東京2）第8日 第9競走 ��2，000�テ レ 玉 杯
発走14時25分 （芝・左）

牝，4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，55�
テレビ埼玉杯（1着）

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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

11 ルネイション 牝5黒鹿55 田辺 裕信ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 454＋262：01．8 3．8�

22 スマートルビー 牝5栗 55 戸崎 圭太大川 徹氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 442＋ 8 〃 クビ 4．3�
33 フロムマイハート 牝5栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 440－102：01．9� 11．2�
67 イタリアンホワイト 牝4芦 55 池添 謙一 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506－ 2 〃 クビ 6．0�
810 ヒメタチバナ 牝5黒鹿55 松岡 正海岡田 勇氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 470＋ 22：02．21� 15．9	
79 エレクトロニカ 牝4鹿 55 M．デムーロ �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 416＋ 42：02．3クビ 3．5

66 ニシノアモーレ 牝4栗 55 内田 博幸西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 藤原牧場 426＋ 22：02．51� 26．1�
55 クリノサンスーシ 牝5鹿 55 幸 英明栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 448＋142：02．6� 62．4�
44 ス ク ラ ッ タ 牝5黒鹿55 和田 竜二吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B420＋ 6 〃 クビ 182．0
811 エイプリルミスト 牝4芦 55 北村 宏司 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 430－ 42：02．7クビ 13．0�
78 モリトシラユリ 牝4芦 55 蛯名 正義石橋 忠之氏 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 490＋102：03．12� 40．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 43，957，400円 複勝： 54，406，400円 枠連： 20，894，900円
馬連： 114，731，100円 馬単： 47，817，000円 ワイド： 56，402，100円
3連複： 122，966，800円 3連単： 190，303，400円 計： 651，479，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 160円 � 250円 枠 連（1－2） 920円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 350円 �� 730円 �� 690円

3 連 複 ��� 2，070円 3 連 単 ��� 8，160円

票 数

単勝票数 計 439574 的中 � 91442（2番人気）
複勝票数 計 544064 的中 � 103858（2番人気）� 92892（3番人気）� 45788（5番人気）
枠連票数 計 208949 的中 （1－2） 17520（4番人気）
馬連票数 計1147311 的中 �� 120333（1番人気）
馬単票数 計 478170 的中 �� 23535（2番人気）
ワイド票数 計 564021 的中 �� 43989（2番人気）�� 18981（10番人気）�� 20229（8番人気）
3連複票数 計1229668 的中 ��� 44529（5番人気）
3連単票数 計1903034 的中 ��� 16908（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．6―37．7―50．3―1：02．9―1：15．7―1：28．0―1：39．3―1：50．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．1―3F33．8

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

勝馬の
紹 介

ルネイション �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Pivotal デビュー 2015．12．26 中山1着

2013．3．20生 牝5黒鹿 母 パラフレーズ 母母 Epitome 13戦4勝 賞金 51，785，000円
〔制裁〕 ヒメタチバナ号の騎手松岡正海は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。

12094 5月13日 雨 稍重 （30東京2）第8日 第10競走 ��
��1，600�

せいりゅう

青竜ステークス
発走15時00分 （ダート・左）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金1，400万円毎1�
増

賞 品
本 賞 18，000，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，800，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

812 グ リ ム 牡3芦 56 川田 将雅 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 新ひだか 服部 牧場 496± 01：36．9 16．8�

56 ス マ ハ マ 牡3栗 57 藤岡 佑介�山紫水明 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 534＋ 6 〃 アタマ 2．3�
44 オメガパフューム 牡3芦 56 M．デムーロ原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 456± 01：37．11 2．5�
22 ダンケシェーン 牡3栗 56 横山 典弘 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 474＋ 41：38．05 24．3�
811 メイショウミライ 牡3栗 56 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 484＋ 61：38．1	 30．3�
79 
 スウィングビート 牡3鹿 56 内田 博幸 	社台レースホース加藤 征弘 米 Shadai Farm 484＋ 21：38．2クビ 10．6

55 オーヴァーライト 牡3栗 56 石橋 脩 	サンデーレーシング 手塚 貴久 新冠 須崎牧場 484－ 61：38．3� 73．6�
33 マイネルオスカル 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 日高 木村牧場 476＋ 21：38．4� 20．9�
67 メイショウイサナ 牡3栗 56 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 安平 �橋本牧場 510－ 2 〃 クビ 29．2
710 アスターソード 牡3鹿 56 C．ルメール 加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 448＋ 61：38．93 25．9�
68 アイスフィヨルド 牡3芦 56 戸崎 圭太佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 浦河小林牧場 436－ 61：39．0	 13．5�
11 バーンフライ 牡3黒鹿56 岩田 康誠�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484＋ 61：39．74 189．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 75，131，500円 複勝： 91，453，600円 枠連： 35，254，400円
馬連： 198，409，700円 馬単： 91，311，000円 ワイド： 95，854，700円
3連複： 227，747，500円 3連単： 395，122，000円 計： 1，210，284，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 250円 � 110円 � 120円 枠 連（5－8） 1，430円

馬 連 �� 2，630円 馬 単 �� 6，690円

ワ イ ド �� 590円 �� 530円 �� 150円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 17，170円

票 数

単勝票数 計 751315 的中 � 35633（5番人気）
複勝票数 計 914536 的中 � 50777（5番人気）� 295785（1番人気）� 226025（2番人気）
枠連票数 計 352544 的中 （5－8） 19063（4番人気）
馬連票数 計1984097 的中 �� 58310（9番人気）
馬単票数 計 913110 的中 �� 10231（24番人気）
ワイド票数 計 958547 的中 �� 32819（6番人気）�� 36729（5番人気）�� 232254（1番人気）
3連複票数 計2277475 的中 ��� 152768（3番人気）
3連単票数 計3951220 的中 ��� 16681（43番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―11．6―12．1―13．0―12．6―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―35．4―47．5―1：00．5―1：13．1―1：24．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グ リ ム �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．12．9 阪神3着

2015．4．28生 牡3芦 母 ブランシュネージュ 母母 フックライン 5戦3勝 賞金 32，266，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。

２レース目



12095 5月13日 雨 稍重 （30東京2）第8日 第11競走 ��
��1，600�第13回ヴィクトリアマイル（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・左）
牝，4歳以上；負担重量は，55�

日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 105，000，000円 42，000，000円 26，000，000円 16，000，000円 10，500，000円
付 加 賞 3，780，000円 1，080，000円 540，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：31．3
1：30．7
1：31．5

良
良
良

24 ジュールポレール 牝5鹿 55 幸 英明�G1レーシング 西園 正都 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460－ 61：32．3 19．4�

816 リスグラシュー 牝4黒鹿55 武 豊 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 450－ 2 〃 ハナ 4．3�
36 レッドアヴァンセ 牝5黒鹿55 北村 友一 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 448＋ 4 〃 クビ 12．1�
510 アエロリット 牝4芦 55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 504± 01：32．4� 5．3�
12 ミスパンテール 牝4鹿 55 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 日高 三城牧場 504－ 21：32．61	 7．9	
11 レッツゴードンキ 牝6栗 55 岩田 康誠廣崎利洋HD� 梅田 智之 平取 清水牧場 496－ 41：32．7� 11．7

59 ソウルスターリング 牝4青鹿55 C．ルメール �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 484＋ 8 〃 アタマ 11．4�
611 アドマイヤリード 牝5青鹿55 M．デムーロ近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 430－ 41：33．01
 5．0�
713 ワントゥワン 牝5黒鹿55 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 454－ 8 〃 クビ 68．4
35 レーヌミノル 牝4栗 55 和田 竜二吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 478－ 21：33．1クビ 22．7�
818 メイズオブオナー 牝4鹿 55 福永 祐一 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 458＋ 41：33．31	 106．3�
817 デンコウアンジュ 牝5黒鹿55 蛯名 正義田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 448－ 2 〃 クビ 33．0�
23 � ラビットラン 牝4栗 55 川田 将雅吉田 和子氏 角居 勝彦 米 Alexander Groves

Matz, LLC 452± 0 〃 ハナ 34．3�
47 カワキタエンカ 牝4鹿 55 大野 拓弥川島 吉男氏 浜田多実雄 新ひだか 木田牧場 464＋ 61：33．51	 29．3�
714� リエノテソーロ 牝4栗 55 吉田 隼人了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 米 Oak Bluff
Stables, LLC 450＋ 21：33．6� 180．8�

715 デアレガーロ 牝4鹿 55 池添 謙一 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 468－ 8 〃 クビ 40．9�
612 エテルナミノル 牝5黒鹿55 四位 洋文吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 458± 01：33．7� 123．9�
48 クインズミラーグロ 牝6黒鹿55 藤岡 康太 �クイーンズ・ランチ 野中 賢二 浦河 富田牧場 452－ 41：33．91� 258．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 611，688，300円 複勝： 691，217，900円 枠連： 471，745，700円 馬連： 2，277，133，800円 馬単： 812，309，300円
ワイド： 977，679，700円 3連複： 3，763，826，100円 3連単： 5，707，563，800円 5重勝： 573，493，200円 計： 15，886，657，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，940円 複 勝 � 400円 � 170円 � 350円 枠 連（2－8） 2，780円

馬 連 �� 4，090円 馬 単 �� 11，730円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 1，330円 �� 870円

3 連 複 ��� 8，850円 3 連 単 ��� 63，640円

5 重 勝
対象競走：京都10R／東京10R／新潟11R／京都11R／東京11R

キャリーオーバー なし����� 10，293，460円

票 数

単勝票数 計6116883 的中 � 251114（8番人気）
複勝票数 計6912179 的中 � 384225（7番人気）� 1339540（1番人気）� 464348（5番人気）
枠連票数 計4717457 的中 （2－8） 131325（12番人気）
馬連票数 計22771338 的中 �� 430881（17番人気）
馬単票数 計8123093 的中 �� 51901（41番人気）
ワイド票数 計9776797 的中 �� 188693（14番人気）�� 186916（15番人気）�� 293756（5番人気）
3連複票数 計37638261 的中 ��� 318739（23番人気）
3連単票数 計57075638 的中 ��� 65017（193番人気）
5重勝票数 計5734932 的中 ����� 39

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．2―46．8―58．3―1：09．4―1：20．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F34．0
3 7（14，10）（5，6）（1，3）4（2，9）（11，17）16（12，18）13，15－8 4 ・（7，14，10）（5，6）（1，3）（2，4）9（11，17）16（12，18）（15，13）8

勝馬の
紹 介

ジュールポレール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2016．4．23 京都5着

2013．5．2生 牝5鹿 母 サマーナイトシティ 母母 ダイアモンドシティ 14戦6勝 賞金 224，401，000円

12096 5月13日 雨 重 （30東京2）第8日 第12競走 ��
��1，400�BSイレブン賞

発走16時25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

BSイレブン賞（1着）
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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

重
不良

69 ワンダーリーデル 牡5鹿 57 和田 竜二山本 能成氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 520－ 81：23．4 7．2�
711 ビックリシタナモー 牡4黒鹿57 戸崎 圭太小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 510－ 2 〃 クビ 10．2�
46 タイセイエクレール 牡5鹿 57 内田 博幸田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 516－ 41：23．82� 5．5�
813 タイセイプレシャス 	6栗 57 池添 謙一田中 成奉氏 池上 昌和 新ひだか 前谷 武志 462－ 41：24．01
 23．2�
712 アフターバーナー 	4鹿 57 C．ルメールゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B500－ 21：24．1クビ 3．9�
57 ブラインドサイド 	9鹿 57 横山 典弘 �いとはんホール

ディングス 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B500± 0 〃 アタマ 10．5	
58 アシャカセルクル 牡4黒鹿57 吉田 隼人吉冨 学氏 小笠 倫弘 日高 豊洋牧場 510－ 2 〃 クビ 12．4

22 プリサイスエース 牡7栗 57 田辺 裕信井山 登氏 奥村 武 新冠 芳住 鉄兵 510＋ 61：24．2クビ 10．6�
814� インディーズゲーム 牡10鹿 57 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Edward A.

Seltzer Trust 478± 0 〃 クビ 183．3�
34 � エイシンビジョン 牡5鹿 57 岩田 康誠栄進堂 藤原 英昭 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

480＋101：24．3クビ 4．8�
610� 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± 01：24．72� 139．0�
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

510－ 21：24．8クビ 109．5�
45 マイネルエスパス 牡6青鹿57 松岡 正海 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新ひだか 木下牧場 522－ 61：25．01� 58．8�
11 ハングリーベン 牡4鹿 57 北村 宏司石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 樋渡 志尚 444＋ 41：25．63� 31．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 113，326，200円 複勝： 136，385，200円 枠連： 59，733，200円
馬連： 287，030，700円 馬単： 110，052，900円 ワイド： 158，286，600円
3連複： 387，611，600円 3連単： 552，537，600円 計： 1，804，964，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 240円 � 300円 � 190円 枠 連（6－7） 1，210円

馬 連 �� 4，920円 馬 単 �� 8，920円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 630円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 7，750円 3 連 単 ��� 53，280円

票 数

単勝票数 計1133262 的中 � 124424（4番人気）
複勝票数 計1363852 的中 � 144988（4番人気）� 107686（6番人気）� 211427（2番人気）
枠連票数 計 597332 的中 （6－7） 37974（4番人気）
馬連票数 計2870307 的中 �� 45212（22番人気）
馬単票数 計1100529 的中 �� 9247（44番人気）
ワイド票数 計1582866 的中 �� 24036（24番人気）�� 67502（4番人気）�� 39027（14番人気）
3連複票数 計3876116 的中 ��� 37503（30番人気）
3連単票数 計5525376 的中 ��� 7518（205番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．7―12．2―12．2―11．8―12．0

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダーリーデル �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2015．12．5 阪神3着

2013．4．24生 牡5鹿 母 アストレアピース 母母 オカノスピカ 16戦5勝 賞金 77，664，000円
〔制裁〕 マイネルエスパス号の騎手松岡正海は，3コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番）

５レース目



（30東京2）第8日 5月13日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重後重

競走回数 12回 出走頭数 173頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

396，760，000円
5，180，000円
22，280，000円
6，540，000円
49，060，000円
12，000，000円
72，251，500円
5，164，000円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
1，112，311，800円
1，421，437，900円
729，342，500円
3，463，205，500円
1，350，008，300円
1，652，430，000円
5，257，966，700円
7，916，132，600円
573，493，200円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 23，476，328，500円

総入場人員 40，306名 （有料入場人員 38，059名）
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