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12073 5月17日 晴 良 （26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
1：34．4
1：33．3

重
良

612 リンガスアリュール 牝3栗 54 田中 勝春伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 502－ 21：40．1 2．6�
714 ノースファイヤー 牝3青鹿54 C．ウィリアムズ キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 カナイシスタッド 494± 01：40．2� 5．0�

（豪）

36 ラズライトブルー 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �ブルーマネジメント田島 俊明 新冠 川上 悦夫 428＋ 61：40．51� 10．5�
611 サウザンドオークス 牝3栗 54 江田 照男岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド B440± 0 〃 クビ 9．6�
815 ホールドミータイト 牝3鹿 54 内田 博幸�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 472＋ 41：40．92� 3．7	
23 ローズオヌットゥ 牝3鹿 54 丸田 恭介栗山 良子氏 土田 稔 平取 北島牧場 388＋ 81：41．21� 185．7

24 ドナアヴィード 牝3芦 54 石橋 脩久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 440＋ 41：41．62� 15．3�
47 マ イ カ イ 牝3鹿 54 柴田 大知橋口 博氏 高木 登 浦河 林 孝輝 440－ 2 〃 アタマ 35．7�
11 クィーンオブシバ 牝3鹿 54 北村 宏司小野 博郷氏 新開 幸一 新冠 須崎牧場 486＋121：42．02� 143．6
816 ケージーオオゾラ 牝3栗 54 平野 優川井 五郎氏 伊藤 大士 新ひだか 松本牧場 430－201：42．1クビ 74．2�
48 アロマフレグランス 牝3鹿 54 吉田 豊村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 438－ 8 〃 クビ 20．4�
59 サイプリペディウム 牝3芦 54 大庭 和弥�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 416－ 61：42．31� 399．5�
713 マユラウインド 牝3黒鹿54 大野 拓弥石川 眞実氏 萩原 清 新冠 須崎牧場 462＋ 2 〃 アタマ 55．5�
510 ベンディシオン 牝3芦 54 藤田 伸二岡田 壮史氏 的場 均 新ひだか 岡田スタツド 456± 01：42．4クビ 141．9�
12 トキメキブンブン 牝3黒鹿54 松岡 正海片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 434＋ 21：43．03� 278．2�
35 ロングアンドリーン 牝3鹿 54 中舘 英二飯田 良枝氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 488＋ 6 〃 ハナ 125．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，768，300円 複勝： 38，585，500円 枠連： 13，249，500円
馬連： 46，214，700円 馬単： 29，359，600円 ワイド： 23，405，300円
3連複： 63，763，600円 3連単： 96，826，600円 計： 331，173，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 170円 � 230円 枠 連（6－7） 430円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 330円 �� 520円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ��� 7，450円

票 数

単勝票数 計 197683 的中 � 59970（1番人気）
複勝票数 計 385855 的中 � 101245（1番人気）� 60457（3番人気）� 34931（4番人気）
枠連票数 計 132495 的中 （6－7） 23220（2番人気）
馬連票数 計 462147 的中 �� 53838（2番人気）
馬単票数 計 293596 的中 �� 18002（2番人気）
ワイド票数 計 234053 的中 �� 19074（2番人気）�� 10938（5番人気）�� 7660（8番人気）
3連複票数 計 637636 的中 ��� 26103（4番人気）
3連単票数 計 968266 的中 ��� 9604（10番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―12．1―12．7―13．8―13．3―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．6―35．7―48．4―1：02．2―1：15．5―1：27．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．7―3F37．9
3 ・（11，16）15（4，5）14－（1，6，10）（3，12）7，13，8－（9，2） 4 ・（11，16）（4，5，15，14）6（1，10，12）（3，7）13，8（9，2）

勝馬の
紹 介

リンガスアリュール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サクラローレル デビュー 2013．7．21 福島6着

2011．2．16生 牝3栗 母 リンガスローレル 母母 リンガスマドンナ 11戦1勝 賞金 10，350，000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 クツワホームラン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

12074 5月17日 晴 良 （26東京2）第7日 第2競走 ��
��1，300�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
1：16．4
1：16．4

重
重

24 ディアポジション 牡3黒鹿56 戸崎 圭太ディアレスト 新開 幸一 青森 石田 英機 470－ 61：20．3 2．7�
714 ダイワコンシード 牝3鹿 54 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 486± 01：20．4� 6．4�
612 ヒメスズラン 牝3栗 54 石橋 脩岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 488± 01：21．03� 7．2�
611	 ブルーミーフラワー 牡3鹿 56 内田 博幸 �クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm 474－ 21：21．21
 3．9�
11 コスモピンチョス 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 長浜 秀昭 480－ 4 〃 クビ 9．3	
816 メイショウベルシア 牝3鹿 54 蛯名 正義松本 好雄氏 小島 太 浦河 太陽牧場 442－181：21．41
 29．9

23 ペイシャンスゼータ 牝3栗 54

51 ▲石川裕紀人北所 直人氏 大江原 哲 浦河 大西牧場 470＋ 2 〃 ハナ 325．0�
59 アテンション 牝3栗 54

51 ▲井上 敏樹本間 充氏 本間 忍 日高 本間牧場 408－ 21：22．25 31．0�
713 プレジャーリーフ 牝3栗 54 武士沢友治江川 伸夫氏 小桧山 悟 平取 松崎 文彦 404± 01：22．41� 366．6
815 シャイニーピューマ 牡3鹿 56 江田 照男小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 雅 牧場 450± 01：22．61 80．3�
36 クリールバッカス 牡3芦 56 吉田 豊横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 B532＋121：22．7� 73．2�
48 スパーキードリーム 牡3栗 56 丸田 恭介栗山 良子氏 大竹 正博 新冠 村上 欽哉 B492－ 8 〃 アタマ 12．5�
510 ミスティックナイト 牡3鹿 56 大庭 和弥平本 敏夫氏 松永 康利 新ひだか 藤川フアーム B484＋ 41：23．01� 488．0�
12 ワイレアゴールド 牝3黒鹿54 田中 勝春横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 新冠 ハクツ牧場 412－ 61：23．2� 155．5�
35 ドラゴンミニストロ 牡3黒鹿56 大野 拓弥窪田 康志氏 栗田 徹 新ひだか 野坂牧場 470＋ 81：24．15 126．1�
47 キャラメルソング 牡3芦 56 松岡 正海�ビリオンスター水野 貴広 千歳 社台ファーム 466＋ 41：24．73� 46．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，373，200円 複勝： 36，029，000円 枠連： 13，313，700円
馬連： 43，928，600円 馬単： 28，447，500円 ワイド： 20，850，800円
3連複： 58，011，300円 3連単： 90，891，600円 計： 311，845，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 180円 � 190円 枠 連（2－7） 770円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 360円 �� 360円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 5，560円

票 数

単勝票数 計 203732 的中 � 61600（1番人気）
複勝票数 計 360290 的中 � 92082（1番人気）� 49296（3番人気）� 43205（4番人気）
枠連票数 計 133137 的中 （2－7） 12837（2番人気）
馬連票数 計 439286 的中 �� 41260（2番人気）
馬単票数 計 284475 的中 �� 16749（1番人気）
ワイド票数 計 208508 的中 �� 14915（2番人気）�� 14884（3番人気）�� 7462（8番人気）
3連複票数 計 580113 的中 ��� 30789（3番人気）
3連単票数 計 908916 的中 ��� 12068（5番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．2―18．2―30．5―43．2―55．3―1：07．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディアポジション �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2013．6．15 東京8着

2011．3．5生 牡3黒鹿 母 チ ー タ ー 母母 Stepping High 11戦1勝 賞金 16，250，000円
〔発走状況〕 アテンション号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 アテンション号は，発走調教再審査。
〔その他〕 キャラメルソング号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 ゲンパチケンザン号

第２回 東京競馬 第７日



12075 5月17日 晴 良 （26東京2）第7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
1：34．4
1：33．3

重
良

36 ヴェアリアスサマー 牡3栗 56 三浦 皇成小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 村中牧場 506＋ 81：39．1 7．0�
612 エストゥペンド 牡3鹿 56 石橋 脩平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上 悦夫 492－ 41：39．2� 2．8�
47 デジタルフラッシュ 牡3栗 56 藤田 伸二有限会社シルク杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 472－14 〃 ハナ 4．2�
713 コスモチャイム 牡3黒鹿56 柴田 大知岡田 繁幸氏 金成 貴史 浦河 市川フアーム B474－ 21：39．83� 33．9�
714 マックスカオル 牡3栗 56 浜中 俊芝山 展昌氏 加藤 征弘 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512 ―1：40．01� 6．8�
816 ジャックポット 牡3鹿 56 内田 博幸�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 468＋ 41：40．42� 11．7	
611 アビエイター 牡3栗 56 戸崎 圭太 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大竹 正博 新ひだか 広田牧場 532± 01：40．61 26．0�
59 ダンディゴールド 牡3鹿 56 江田 照男鈴木 可一氏 尾形 充弘 新冠 柏木 一則 456＋ 21：41．02� 33．6�
510 ドゥーイット 牡3栗 56 大野 拓弥�ヒダカファーム堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 440－ 81：41．53 168．2
815 スピリットチャイム 牡3栗 56 松岡 正海 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 大西ファーム B488－ 21：41．6� 46．2�
23 ビーチドラゴン �3黒鹿56 吉田 豊窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 518＋ 41：41．91� 33．6�
48 ラ ラ ラ 牝3鹿 54 大庭 和弥�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 424－ 8 〃 アタマ 352．1�
35 ドナカンパニュラ 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹山田 貢一氏 高木 登 日高 中原牧場 426＋ 21：42．0クビ 90．5�
11 ピーエムカメロン 牡3栗 56 北村 宏司松山 毅氏 和田正一郎 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512 ―1：42．21� 9．3�
12 センショウフージン 牡3栗 56 丸田 恭介齊藤 宣勝氏 高橋 裕 青森 石田 英機 458－ 4 〃 クビ 300．0�
24 タカミルシエル 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人村田 滋氏 畠山 重則 日高 賀張三浦牧場 426± 01：42．51� 349．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，918，100円 複勝： 40，741，600円 枠連： 12，199，900円
馬連： 48，784，700円 馬単： 29，857，900円 ワイド： 23，623，800円
3連複： 61，045，300円 3連単： 96，777，500円 計： 335，948，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 170円 � 110円 � 160円 枠 連（3－6） 690円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 350円 �� 600円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 9，770円

票 数

単勝票数 計 229181 的中 � 25945（4番人気）
複勝票数 計 407416 的中 � 51710（3番人気）� 139469（1番人気）� 57211（2番人気）
枠連票数 計 121999 的中 （3－6） 13094（3番人気）
馬連票数 計 487847 的中 �� 53250（1番人気）
馬単票数 計 298579 的中 �� 12886（5番人気）
ワイド票数 計 236238 的中 �� 16747（2番人気）�� 8661（7番人気）�� 25591（1番人気）
3連複票数 計 610453 的中 ��� 32912（1番人気）
3連単票数 計 967775 的中 ��� 7314（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―36．3―48．6―1：01．1―1：13．4―1：25．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．5―3F38．0
3 12，6，7（10，13，16）（5，11）（8，2，15）－（4，14）9，3－1 4 12，6（7，13）16，10（11，15）（5，8，2）14，9，4－（3，1）

勝馬の
紹 介

ヴェアリアスサマー �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 Manila デビュー 2013．9．22 中山3着

2011．5．23生 牡3栗 母 ダキューパン 母母 She Won’t Tell 8戦1勝 賞金 9，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 キンノタマゴ号・タイキビスタ号

12076 5月17日 晴 良 （26東京2）第7日 第4競走 ��
��1，400�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
1：19．6
1：19．0

良
良

816 ニナフェアリー 牝3鹿 54 川田 将雅 �ローレルレーシング 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 444＋ 21：22．5 9．6�
36 ヤマニンマルキーザ 牡3栗 56 蛯名 正義土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 446－10 〃 クビ 75．3�
12 アンリキャトル 牡3黒鹿56 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 460－ 81：22．6� 4．7�
48 ブラウンカイ 牡3鹿 56 中舘 英二キャピタルクラブ 武藤 善則 新ひだか 沖田 博志 452＋ 41：22．7� 29．7�
510 メタフィジクス 牡3栗 56 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 500－121：22．8クビ 4．3�
611 ブラックエミオ 牡3鹿 56 横山 典弘鈴木 正浩氏 鈴木 伸尋 新冠 競優牧場 460－ 6 〃 ハナ 10．3	
47 アプレイザル 牡3黒鹿56 C．ウィリアムズ 
サンデーレーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 472－ 61：22．9� 9．2�

（豪）

35 コスモラヴコール 牡3芦 56 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 ファーミングヤナキタ 476＋ 21：23．22 149．3�
715 レッドリベリオン 牡3鹿 56 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 戸田 博文 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－ 81：23．62� 56．3
817 ベルプラージュ 牝3黒鹿54 吉田 豊 
キャロットファーム 尾形 充弘 安平 追分ファーム 444－ 2 〃 クビ 3．6�
818 サトノアスカ 牝3栗 54 浜中 俊里見 治氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 416± 01：23．81� 19．4�
23 	 シャンテクレール 牝3鹿 54 大野 拓弥�ノースヒルズ 小笠 倫弘 英 Jean－Pierr

e Deroubaix 416 ―1：23．9� 21．2�
714 マンハッタンレディ 牝3芦 54 内田 博幸吉田 和美氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 498± 01：24．0� 76．8�
11 パ ル メ ッ ト 牝3鹿 54 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448± 01：24．32 82．4�
59 ア ダ チ ヤ マ 牡3鹿 56 武士沢友治村上 欽哉氏 尾関 知人 新冠 村上 欽哉 486－ 21：24．61� 79．1�
612 ドラゴンウォリアー 牡3黒鹿56 江田 照男窪田 康志氏 尾形 和幸 新冠 新冠橋本牧場 440 ―1：25．23� 205．8�
24 リネンプロフィット 
3鹿 56 丸田 恭介戸山 光男氏 加藤 和宏 日高 前川 義則 456＋461：25．41� 216．5�
713 キープイットリアル 牝3栗 54 松岡 正海ディアレスト 高木 登 浦河 有限会社

松田牧場 456－ 61：26．78 306．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 26，503，200円 複勝： 43，411，100円 枠連： 16，613，200円
馬連： 51，673，000円 馬単： 30，094，700円 ワイド： 24，636，200円
3連複： 65，368，400円 3連単： 100，683，900円 計： 358，983，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 300円 � 1，100円 � 180円 枠 連（3－8） 3，560円

馬 連 �� 25，230円 馬 単 �� 37，330円

ワ イ ド �� 4，660円 �� 960円 �� 2，880円

3 連 複 ��� 27，430円 3 連 単 ��� 165，860円

票 数

単勝票数 計 265032 的中 � 21914（5番人気）
複勝票数 計 434111 的中 � 36696（5番人気）� 8151（10番人気）� 81921（2番人気）
枠連票数 計 166132 的中 （3－8） 3445（13番人気）
馬連票数 計 516730 的中 �� 1512（51番人気）
馬単票数 計 300947 的中 �� 595（87番人気）
ワイド票数 計 246362 的中 �� 1269（47番人気）�� 6595（11番人気）�� 2074（26番人気）
3連複票数 計 653684 的中 ��� 1759（74番人気）
3連単票数 計1006839 的中 ��� 448（454番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．7―12．2―11．4―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―35．6―47．8―59．2―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニナフェアリー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 オ ー ス デビュー 2013．12．23 中山12着

2011．3．15生 牝3鹿 母 アラマサフェアリー 母母 アラマサキャップ 5戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キープイットリアル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年6月17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 アンジュドボヌール号・ユーガッタフレンド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



12077 5月17日 晴 良 （26東京2）第7日 第5競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走12時35分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

11 ウマンマミーア 牡3鹿 56 江田 照男野崎 宗信氏 菅原 泰夫 登別 登別上水牧場 438＋ 62：30．8 5．0�
55 マッチボックス 牡3黒鹿56 川田 将雅薪浦 亨氏 角田 晃一 安平 吉田 三郎 500± 02：31．01� 1．8�
22 ブ リ ー ジ ョ 牡3黒鹿56 石橋 脩星野 壽市氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 518＋ 2 〃 クビ 12．0�
44 バスティード 牡3栗 56 三浦 皇成古川 智洋氏 小笠 倫弘 新冠 ムラカミファーム 462＋ 62：31．32 4．0�
68 コスモアイオライト 牝3芦 54 C．ウィリアムズ �ビッグレッドファーム 金成 貴史 浦河 猿橋 義昭 428－ 62：31．61� 19．8�

（豪）

710 ディーエスプロパー 牡3栗 56 武士沢友治秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 B464± 0 〃 ハナ 94．6	
56 ショウカンロン 牡3芦 56

53 ▲井上 敏樹 �荻伏三好ファーム 杉浦 宏昭 浦河 荻伏三好フ
アーム 490＋ 22：31．91� 210．5


67 	 グランミリュー 牡3鹿 56 中舘 英二前田 葉子氏 萩原 清 米
Pauls Mill Livestock Co.,
Dr. K. K. Jayaraman & V.
Devi Jayaraman

520＋ 2 〃 クビ 69．4�
33 キタノナガレボシ 牡3栗 56 丸田 恭介大久保與志雄氏 黒岩 陽一 日高 豊洋牧場 480± 02：32．32
 263．8�
812 フェスティヴシー 牡3栗 56 田中 勝春臼井義太郎氏 天間 昭一 新冠 細川農場 448± 02：32．4� 17．1
79 アキノリング 牡3鹿 56 柴田 大知穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 460－ 22：32．5クビ 190．1�
811 グリーンソード 牝3鹿 54 大庭 和弥中脇 満氏 蛯名 利弘 浦河 笹地牧場 B428＋ 22：32．92
 138．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 27，584，300円 複勝： 38，449，100円 枠連： 11，513，400円
馬連： 41，775，600円 馬単： 31，609，700円 ワイド： 19，498，700円
3連複： 54，761，200円 3連単： 117，170，300円 計： 342，362，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 130円 � 110円 � 190円 枠 連（1－5） 440円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 210円 �� 570円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 7，620円

票 数

単勝票数 計 275843 的中 � 44205（3番人気）
複勝票数 計 384491 的中 � 72507（2番人気）� 141423（1番人気）� 35547（4番人気）
枠連票数 計 115134 的中 （1－5） 19488（2番人気）
馬連票数 計 417756 的中 �� 67564（2番人気）
馬単票数 計 316097 的中 �� 18643（4番人気）
ワイド票数 計 194987 的中 �� 26894（2番人気）�� 7464（9番人気）�� 12483（4番人気）
3連複票数 計 547612 的中 ��� 30933（4番人気）
3連単票数 計1171703 的中 ��� 11348（20番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．8―12．5―13．0―13．4―13．8―13．7―13．0―11．6―11．2―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�
12．8―24．2―37．0―49．5―1：02．5―1：15．9―1：29．7―1：43．4―1：56．4―2：08．0―2：19．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F34．4
1
3
12（2，4，8）（1，5，7）（3，9）6，11，10
12，8（2，4）（5，7）（1，10）（9，6）3－11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウマンマミーア �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2014．3．2 中山6着

2011．5．19生 牡3鹿 母 レ ッ ド イ オ 母母 ジュピターガール 4戦1勝 賞金 7，050，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

12078 5月17日 晴 良 （26東京2）第7日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走13時05分 （ダート・左）

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
1：34．4
1：33．3

重
良

22 サトノアルバトロス 牡3黒鹿56 三浦 皇成里見 治氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 494－ 21：38．0 6．5�
611 ゴールデンスピン 牡3栗 56 江田 照男田島榮二郎氏 大江原 哲 新ひだか 元茂牧場 484± 01：38．1� 15．9�
47 プレジールシチー 牡3黒鹿56 内田 博幸 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 日高 幾千世牧場 480－ 2 〃 クビ 3．8�
35 タマモマズルカ 牡3黒鹿56 蛯名 正義タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 506± 01：38．2クビ 21．1�
58 クラシックメタル 牡3鹿 56 浜中 俊吉田 勝己氏 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 492± 01：38．51� 20．0�
46 ラシアンカウボーイ 牡3栗 56 柴田 大知	ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 478－101：38．6� 56．2

34 マサノグリンベレー 牡3青 56 川田 将雅中村 時子氏 小島 茂之 日高 道見牧場 494－ 41：39．02� 2．4�
610 カネコメオスター 牡3栗 56 大野 拓弥髙岡 義雄氏 矢野 英一 新ひだか 藤沢牧場 482－ 81：39．42� 51．8�
11 トップアドバンス 牡3鹿 56 石橋 脩柳内 正基氏 勢司 和浩 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 456－ 4 〃 ハナ 20．5
23 � ラブインペラートル 牡3栗 56 的場 勇人オールラブクラブ 的場 均 新ひだか 岡田スタツド B428＋ 21：39．93 254．2�
712 パナシュドール 牝3鹿 54 武士沢友治落合 幸弘氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 432－ 6 〃 クビ 43．2�
713 メガオパールカフェ 牡3栗 56 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 514＋ 21：40．0� 54．3�
59 アイアピール 牡3鹿 56 吉田 豊平本 敏夫氏 小西 一男 日高 モリナガファーム 488± 01：40．21� 98．8�
814 メイプルレジェンド 牡3鹿 56 丸田 恭介青木 基秀氏 宗像 義忠 新冠 カミイスタット B478－ 41：40．41� 184．2�
815 アカデミックドレス 牡3青鹿56 北村 宏司 	社台レースホース和田正一郎 千歳 社台ファーム 476－ 61：40．82� 8．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 32，150，500円 複勝： 57，352，800円 枠連： 14，991，700円
馬連： 66，695，700円 馬単： 40，511，000円 ワイド： 32，927，800円
3連複： 80，622，900円 3連単： 131，020，200円 計： 456，272，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 200円 � 320円 � 160円 枠 連（2－6） 2，640円

馬 連 �� 3，560円 馬 単 �� 5，680円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 500円 �� 660円

3 連 複 ��� 3，400円 3 連 単 ��� 23，680円

票 数

単勝票数 計 321505 的中 � 39310（3番人気）
複勝票数 計 573528 的中 � 75202（3番人気）� 39871（5番人気）� 113487（2番人気）
枠連票数 計 149917 的中 （2－6） 4193（12番人気）
馬連票数 計 666957 的中 �� 13849（14番人気）
馬単票数 計 405110 的中 �� 5271（21番人気）
ワイド票数 計 329278 的中 �� 7276（14番人気）�� 17198（4番人気）�� 12443（6番人気）
3連複票数 計 806229 的中 ��� 17540（9番人気）
3連単票数 計1310202 的中 ��� 4085（58番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．7―12．4―12．6―12．5―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．3―35．0―47．4―1：00．0―1：12．5―1：24．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．6―3F38．0
3 ・（7，10）14，4（8，13）6（9，15）（5，2，12）11－1－3 4 7，10（4，14）13（6，8）（9，15）（5，2，11）12，1，3

勝馬の
紹 介

サトノアルバトロス �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2014．1．18 中山2着

2011．4．28生 牡3黒鹿 母 ホームスイートホーム 母母 Our Country Place 3戦2勝 賞金 14，600，000円



12079 5月17日 晴 良 （26東京2）第7日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時35分 （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

35 シンキングマシーン �5黒鹿57 大野 拓弥佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド B506－ 21：24．7 1．7�
714� シゲルアボカド 牡5鹿 57 丸田 恭介森中 蕃氏 佐藤 吉勝 新冠 土井牧場 480－ 41：25．76 122．4�
510 ノボサイボーグ 牡4栗 57 柴田 大知�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 480－ 4 〃 クビ 83．2�
48 クレバーカイオウ 牡4鹿 57 吉田 豊�岡崎牧場 小西 一男 新冠 長浜牧場 464＋ 41：25．8クビ 20．3�
815� パトロクロス 牡4栗 57 内田 博幸村野 康司氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 450－ 61：26．01� 7．3	
12 セトノブロッサム 牝4黒鹿55 戸崎 圭太難波 澄子氏 田島 俊明 日高 滝本 健二 476± 01：26．21	 10．2

36 ア ビ ス コ 牡4芦 57 田中 勝春金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 白井牧場 482± 01：26．3クビ 113．2�
713 ショウナンアポロン 牡4鹿 57

54 ▲井上 敏樹国本 哲秀氏 古賀 史生 洞
湖 メジロ牧場 494＋ 21：26．4	 198．2�
816 リーサムダイチ 牡6鹿 57 江田 照男平田友里恵氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 474－ 8 〃 クビ 143．7
23 ザショットアロー 牡4鹿 57 大庭 和弥�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下牧場 488－ 61：26．61	 33．4�
47 ターゲットゾーン 牡4栗 57 松岡 正海畑佐 博氏 水野 貴広 日高 天羽牧場 510＋121：26．7	 149．6�
612 ハルズハッピー 牡4芦 57 蛯名 正義田中 昇氏 小野 次郎 新ひだか 橋本牧場 B502＋ 61：27．33	 6．1�
611� ショウナンハヤブサ 牡5栗 57 C．ウィリアムズ 国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 B506－ 61：27．51� 38．1�

（豪）

11 サンマルスピリット 牡4鹿 57 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 浦河 日優牧場 B486± 01：27．92	 97．1�
59 ウォースピリッツ 牡4黒鹿57 北村 宏司有限会社シルク武井 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 41：28．0クビ 10．7�
24 シュリメジャー �4黒鹿57 石橋 脩星野 壽市氏 相沢 郁 新冠 若林牧場 462± 01：29．27 88．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，837，400円 複勝： 66，179，900円 枠連： 15，865，600円
馬連： 62，516，000円 馬単： 42，889，800円 ワイド： 28，706，600円
3連複： 74，140，000円 3連単： 140，831，800円 計： 463，967，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 1，470円 � 1，540円 枠 連（3－7） 3，210円

馬 連 �� 6，790円 馬 単 �� 8，890円

ワ イ ド �� 2，320円 �� 2，290円 �� 33，110円

3 連 複 ��� 84，050円 3 連 単 ��� 329，950円

票 数

単勝票数 計 328374 的中 � 155211（1番人気）
複勝票数 計 661799 的中 � 344342（1番人気）� 6172（9番人気）� 5908（11番人気）
枠連票数 計 158656 的中 （3－7） 3649（11番人気）
馬連票数 計 625160 的中 �� 6801（17番人気）
馬単票数 計 428898 的中 �� 3564（26番人気）
ワイド票数 計 287066 的中 �� 3084（24番人気）�� 3123（22番人気）�� 209（102番人気）
3連複票数 計 741400 的中 ��� 651（138番人気）
3連単票数 計1408318 的中 ��� 315（580番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．5―48．1―1：00．5―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンキングマシーン �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 Gilded Time デビュー 2011．11．27 東京2着

2009．4．2生 �5黒鹿 母 フサイチジェット 母母 Long Distance 17戦3勝 賞金 48，522，000円
〔制裁〕 クレバーカイオウ号の騎手吉田豊は，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。
※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 ハートアンドハート号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

12080 5月17日 晴 良 （26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05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
1：34．4
1：33．3

重
良

22 オメガエンブレム 牝5青 55 戸崎 圭太原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 464± 01：38．8 7．1�
34 � シンワウォッカ 牝5鹿 55 藤田 伸二ロイヤルパーク 白井 寿昭 むかわ 安田 幸子 490± 0 〃 ハナ 3．0�
58 デルマハンニャ 牝4鹿 55 柴田 大知浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 434－ 81：39．22� 27．2�
711 ショウリノウタゲ 牝4鹿 55 三浦 皇成平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 川端 正博 518＋ 2 〃 アタマ 3．1�
813 レディーピンク 牝4鹿 55 武士沢友治小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 438＋ 41：39．3	 44．7�
33 � オ フ シ ョ ア 牝5鹿 55 内田 博幸 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム B442－ 21：39．51 11．2	
45 アンルーリー 牝4鹿 55 大野 拓弥ディアレスト 高木 登 新ひだか 八田ファーム 474－ 4 〃 クビ 7．5

11 マスタープラチナム 牝4栗 55 北村 宏司�谷岡牧場 栗田 徹 新ひだか 谷岡牧場 446－ 41：39．71
 77．2�
712 チャードリー 牝5青鹿55 松岡 正海�G1レーシング 和田 雄二 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424＋ 21：40．33� 135．7
69 ヤマトツバキ 牝4鹿 55

52 ▲井上 敏樹河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 474－ 8 〃 アタマ 230．0�
814 フルーツガーデン 牝4青鹿55 江田 照男田頭 勇貴氏 武井 亮 浦河 谷口牧場 470＋ 2 〃 アタマ 33．4�
57 ヒアルロンサン 牝4鹿 55 大庭 和弥�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 小池 博幸 448＋ 41：40．4� 158．0�
610 エルシェロアスール 牝4栗 55 田中 勝春山下 恭茂氏 伊藤 伸一 浦河 山下 恭茂 464－101：40．5クビ 8．9�
46 � グレイスフルライフ 牝4栗 55 丸田 恭介中西 功氏 谷原 義明 新ひだか 金 宏二 492－ 21：42．6大差 294．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，221，400円 複勝： 50，339，100円 枠連： 16，766，500円
馬連： 70，463，300円 馬単： 42，202，700円 ワイド： 30，517，400円
3連複： 80，741，200円 3連単： 147，199，200円 計： 466，450，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 220円 � 140円 � 570円 枠 連（2－3） 720円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 2，550円

ワ イ ド �� 480円 �� 2，760円 �� 860円

3 連 複 ��� 8，110円 3 連 単 ��� 42，460円

票 数

単勝票数 計 282214 的中 � 31541（3番人気）
複勝票数 計 503391 的中 � 59614（4番人気）� 126983（1番人気）� 16895（8番人気）
枠連票数 計 167665 的中 （2－3） 17360（3番人気）
馬連票数 計 704633 的中 �� 49374（3番人気）
馬単票数 計 422027 的中 �� 12251（12番人気）
ワイド票数 計 305174 的中 �� 16896（4番人気）�� 2546（29番人気）�� 8753（12番人気）
3連複票数 計 807412 的中 ��� 7349（26番人気）
3連単票数 計1471992 的中 ��� 2559（134番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．5―36．9―49．4―1：02．2―1：14．7―1：26．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オメガエンブレム �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．11．19 東京8着

2009．5．21生 牝5青 母 オメガグレイス 母母 エリンバード 16戦3勝 賞金 25，100，000円
※レディーピンク号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



12081 5月17日 晴 良 （26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 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000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
1：56．1
1：56．1

良
良

68 ネオリアリズム 牡3栗 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 496－ 82：00．4 4．0�
22 ホルボッシュ 牡3黒鹿56 田中 勝春窪田 康志氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 472－ 42：00．72 9．6�
79 ミッキーデータ 牡3鹿 56 C．ウィリアムズ 野田みづき氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 506＋ 22：00．91� 3．4�

（豪）

67 オウケンブラック 牡3鹿 56 三浦 皇成福井 明氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム 470± 02：01．0� 76．3�
811 フェスティヴイェル 牡3黒鹿56 北村 宏司臼井義太郎氏 畠山 吉宏 むかわ 上水牧場 490－ 2 〃 ハナ 10．4�
44 ウインインスパイア 牡3黒鹿56 石橋 脩	ウイン 斎藤 誠 新ひだか 本桐牧場 446± 0 〃 クビ 5．2

55 スパーブデイ 牡3鹿 56 吉田 豊藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 510－ 22：01．42� 47．9�
33 グランドサッシュ 牡3黒鹿56 横山 典弘有限会社シルク武市 康男 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446－ 2 〃 クビ 7．4�
812 レイズアスピリット 牡3青 56 内田 博幸 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 452－ 82：01．5クビ 17．1
56 ラ イ ザ ン 牡3青鹿56 蛯名 正義林 正道氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 444－ 2 〃 アタマ 13．0�
11 コスモディクシー 牡3黒鹿56 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B476＋ 82：01．71 194．9�
710 コスモレヴァータ 牡3鹿 56 柴田 大知岡田 繁幸氏 小野 次郎 新冠 長浜 秀昭 448＋ 6 〃 アタマ 71．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 41，592，200円 複勝： 61，190，900円 枠連： 18，537，500円
馬連： 111，824，100円 馬単： 55，199，100円 ワイド： 36，918，500円
3連複： 108，465，700円 3連単： 203，840，700円 計： 637，568，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 260円 � 150円 枠 連（2－6） 2，130円

馬 連 �� 2，360円 馬 単 �� 3，800円

ワ イ ド �� 800円 �� 330円 �� 560円

3 連 複 ��� 2，320円 3 連 単 ��� 17，150円

票 数

単勝票数 計 415922 的中 � 82017（2番人気）
複勝票数 計 611909 的中 � 114689（2番人気）� 49543（6番人気）� 126818（1番人気）
枠連票数 計 185375 的中 （2－6） 6438（12番人気）
馬連票数 計1118241 的中 �� 35085（11番人気）
馬単票数 計 551991 的中 �� 10738（13番人気）
ワイド票数 計 369185 的中 �� 10638（11番人気）�� 30719（1番人気）�� 15953（5番人気）
3連複票数 計1084657 的中 ��� 34583（3番人気）
3連単票数 計2038407 的中 ��� 8773（43番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―11．8―11．9―12．7―12．6―12．4―11．6―11．1―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．9―36．7―48．6―1：01．3―1：13．9―1：26．3―1：37．9―1：49．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F34．1

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

勝馬の
紹 介

ネオリアリズム �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Meadowlake デビュー 2014．2．24 東京13着

2011．3．22生 牡3栗 母 トキオリアリティー 母母 What a Reality 4戦2勝 賞金 17，066，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

12082 5月17日 晴 良 （26東京2）第7日 第10競走 ��
��1，600�

た ち か わ

立 川 特 別
発走15時10分 （芝・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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000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
1：31．3
1：30．7

良
良

811 リグヴェーダ 牡4鹿 57 川田 将雅 �社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム 452－ 21：34．5 3．1�
33 フジマサエンペラー 牡5黒鹿57 内田 博幸藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 494－ 6 〃 クビ 4．6�
68 サイモンラムセス 牡4鹿 57 C．ウィリアムズ 澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 432－ 81：34．6� 8．3�

（豪）

22 タツストロング 牡5栗 57 丸田 恭介原 司郎氏 	島 一歩 日高 坂戸 節子 492－ 21：34．81 5．0�
56 ワンダーロード 牡4青鹿57 吉田 豊伊東 純一氏 尾形 充弘 新冠 隆栄牧場 466± 0 〃 クビ 6．8�
44 マンボネフュー 牡4青 57 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス	 国枝 栄 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480＋161：34．9
 6．9


11 コスモトゥルーラヴ 牡5鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 日高 戸川牧場 502± 01：35．11� 18．0�
710 プロスペラスマム 牝7鹿 55 井上 敏樹本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 532± 01：35．31� 301．0�
79 カグニザント �6黒鹿57 田中 勝春 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム 468± 0 〃 クビ 33．7
67 ジェネスサンキュー 牡6芦 57 武士沢友治山口 真吾氏 田島 俊明 日高 藤本ファーム 446－ 21：35．4クビ 168．4�
812 コスモソウタ 牡5鹿 57 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 新冠 タニグチ牧場 476＋ 81：35．5� 155．5�

（11頭）
55 ロベルクランツ 牡5鹿 57 戸崎 圭太 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 富菜牧場 430－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 42，049，200円 複勝： 73，113，400円 枠連： 21，491，300円
馬連： 106，890，800円 馬単： 55，788，500円 ワイド： 34，801，100円
3連複： 100，812，500円 3連単： 194，293，300円 計： 629，240，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 150円 � 200円 枠 連（3－8） 590円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 270円 �� 390円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，250円 3 連 単 ��� 5，010円

票 数

単勝票数 差引計 420492（返還計 19546） 的中 � 109932（1番人気）
複勝票数 差引計 731134（返還計 32358） 的中 � 173329（1番人気）� 140561（2番人気）� 78247（5番人気）
枠連票数 差引計 214913（返還計 3236） 的中 （3－8） 26891（1番人気）
馬連票数 差引計1068908（返還計151426） 的中 �� 130347（1番人気）
馬単票数 差引計 557885（返還計 80044） 的中 �� 35289（1番人気）
ワイド票数 差引計 348011（返還計 51162） 的中 �� 34770（1番人気）�� 21596（3番人気）�� 17260（6番人気）
3連複票数 差引計1008125（返還計257491） 的中 ��� 59975（2番人気）
3連単票数 差引計1942933（返還計488220） 的中 ��� 28649（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．6―36．6―48．8―1：00．5―1：11．7―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．0
3 6，8（4，11）（10，12）1（7，9）3，2 4 ・（6，8，3）（4，11，12）10（1，2，9）7

勝馬の
紹 介

リグヴェーダ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Nureyev デビュー 2012．12．24 阪神1着

2010．1．26生 牡4鹿 母 ニ キ ー ヤ 母母 Reluctant Guest 10戦3勝 賞金 42，103，000円
〔競走除外〕 ロベルクランツ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
※ジェネスサンキュー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



12083 5月17日 晴 良 （26東京2）第7日 第11競走 ��
��1，400�第59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，25．5．11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，25．5．10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 57，000，000円 23，000，000円 14，000，000円 8，600，000円 5，700，000円
付 加 賞 1，190，000円 340，000円 170，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

59 レッドスパーダ 牡8鹿 56 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 B534± 01：19．7 38．4�
610 ク ラ レ ン ト 牡5栗 56 川田 将雅前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント 492－ 81：19．91� 4．2�
35 エールブリーズ 牡4青鹿56 三浦 皇成 �社台レースホース	島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518＋ 41：20．11
 15．5�
815 メイケイペガスター 牡4青 56 横山 典弘名古屋競馬� 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502－ 21：20．2� 19．7�
23 アミカブルナンバー 牝5鹿 54 内田 博幸池谷 誠一氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 462＋101：20．3クビ 12．0	
47 インプロヴァイズ 牡4青 56 戸崎 圭太有限会社シルク堀 宣行 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 6 〃 ハナ 14．0

34 コパノリチャード 牡4黒鹿58 浜中 俊小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 494＋101：20．4
 2．3�
22 ア フ ォ ー ド 牡6鹿 56 中舘 英二前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント 454－ 8 〃 ハナ 60．9�
11 シャイニープリンス 牡4青鹿56 蛯名 正義小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 コアレススタッド 494± 01：20．5� 8．9
713 アルフレード 牡5鹿 56 C．ウィリアムズ �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 538± 01：20．6クビ 21．0�

（豪）

814 メイショウヤタロウ 牡6鹿 56 藤田 伸二松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 496＋101：20．7� 47．6�
46 インパルスヒーロー 牡4鹿 56 田中 勝春佐々木政充氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B496± 01：21．01� 15．4�
712 クラウンロゼ 牝4鹿 54 柴田 大知矢野 恭裕氏 天間 昭一 新冠 カミイスタット B468± 01：21．21
 192．5�
58 インプレスウィナー 牡7青 56 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 454＋ 41：21．3� 72．4�
611 サンディエゴシチー 牡7黒鹿56 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 浦河 アイオイファーム 516± 01：21．72
 283．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 147，792，500円 複勝： 246，443，700円 枠連： 89，312，900円
馬連： 484，964，200円 馬単： 244，122，500円 ワイド： 192，445，000円
3連複： 701，986，900円 3連単： 1，231，812，200円 計： 3，338，879，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，840円 複 勝 � 720円 � 160円 � 390円 枠 連（5－6） 5，170円

馬 連 �� 6，900円 馬 単 �� 20，710円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 3，570円 �� 850円

3 連 複 ��� 16，300円 3 連 単 ��� 162，220円

票 数

単勝票数 計1477925 的中 � 30407（10番人気）
複勝票数 計2464437 的中 � 70858（10番人気）� 559355（2番人気）� 146417（6番人気）
枠連票数 計 893129 的中 （5－6） 12751（22番人気）
馬連票数 計4849642 的中 �� 51915（29番人気）
馬単票数 計2441225 的中 �� 8702（63番人気）
ワイド票数 計1924450 的中 �� 29474（21番人気）�� 12861（44番人気）�� 57912（8番人気）
3連複票数 計7019869 的中 ��� 31799（59番人気）
3連単票数 計12318122 的中 ��� 5604（503番人気）

ハロンタイム 12．6―10．5―10．6―11．0―11．3―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．1―33．7―44．7―56．0―1：07．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F35．0
3 4－（9，12）10，15（5，13）14－11（1，3）7，8，2－6 4 4－9，12，10－（5，15）（13，14）－（1，11）3，7（2，8）－6

勝馬の
紹 介

レッドスパーダ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Storm Cat デビュー 2008．11．15 東京1着

2006．5．21生 牡8鹿 母 バービキャット 母母 Barbarika 26戦7勝 賞金 339，783，000円
〔制裁〕 レッドスパーダ号の騎手北村宏司は，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。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりレッドスパーダ号は，安田記念（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

12084 5月17日 晴 良 （26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 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

11 トロワボヌール 牝4鹿 55 田中 勝春村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 468＋ 41：37．4 3．8�
47 タイセイローマン 牡5鹿 57 武士沢友治田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 静内白井牧場 496＋ 21：37．5� 27．1�
36 アルスマルカート 牡6栗 57 北村 宏司池田 正孝氏 矢作 芳人 新ひだか 矢野牧場 B466＋ 21：37．6	 41．4�
35 トミケンユークアイ 
5黒鹿57 柴田 大知冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 バンブー牧場 492± 0 〃 クビ 27．5�
816 メイショウドゥーマ 牡4黒鹿57 丸田 恭介松本 好�氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム 486± 0 〃 ハナ 8．4�
510� アドマイヤシャドウ 牡5鹿 57 内田 博幸近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 472± 0 〃 アタマ 17．5	
23 ツクバローレル 牡4黒鹿57 横山 典弘荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 青森 ワールドファーム 510＋101：37．7クビ 15．0

815 ショウナンマオ 牝5鹿 55 浜中 俊国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 524＋ 4 〃 クビ 8．5�
611 ロンギングエース 牡4鹿 57 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 506－ 21：37．8	 3．5�
714 フォースフル 牡5黒鹿57 大野 拓弥Basic 畠山 吉宏 新冠 平山牧場 486－ 61：37．9	 83．7�
24 コパノウィリアム 牡5鹿 57 吉田 豊小林 祥晃氏 尾形 充弘 新ひだか 服部 牧場 476－ 21：38．21� 25．3�
59 サーランスロット 牡6鹿 57 藤田 伸二山本 英俊氏 松永 幹夫 日高 シンボリ牧場 478－ 61：38．3� 7．7�
12 オリオンザムーン 牡4栗 57 松岡 正海平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 510± 01：38．4	 122．7�
713 フ ィ ア レ ス 牝5栗 55 蛯名 正義西森 道男氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 81：38．5	 23．2�
612 レッドティムール 牝5青鹿55 三浦 皇成 東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 522＋ 41：38．71 65．6�
48 サンバビーン 牝4鹿 55 大庭 和弥岡田 隆寛氏 石栗 龍彦 新ひだか 岡田牧場 480＋ 8 〃 クビ 215．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，617，500円 複勝： 83，928，700円 枠連： 45，604，100円
馬連： 147，511，500円 馬単： 74，485，500円 ワイド： 64，408，900円
3連複： 187，315，900円 3連単： 314，661，000円 計： 971，533，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 580円 � 920円 枠 連（1－4） 4，150円

馬 連 �� 4，130円 馬 単 �� 6，310円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 2，010円 �� 6，850円

3 連 複 ��� 36，740円 3 連 単 ��� 146，700円

票 数

単勝票数 計 536175 的中 � 112355（2番人気）
複勝票数 計 839287 的中 � 165159（2番人気）� 32973（11番人気）� 19856（12番人気）
枠連票数 計 456041 的中 （1－4） 8115（20番人気）
馬連票数 計1475115 的中 �� 26372（18番人気）
馬単票数 計 744855 的中 �� 8724（24番人気）
ワイド票数 計 644089 的中 �� 10399（18番人気）�� 7933（25番人気）�� 2265（71番人気）
3連複票数 計1873159 的中 ��� 3763（129番人気）
3連単票数 計3146610 的中 ��� 1583（473番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―12．0―12．2―12．5―12．3―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．4―35．4―47．6―1：00．1―1：12．4―1：24．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トロワボヌール �
�
父 バ ゴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．9．16 中山1着

2010．3．23生 牝4鹿 母 チ ュ ー ニ ー 母母 フロムビヨンド 12戦3勝 賞金 35，580，000円
〔制裁〕 トロワボヌール号の騎手田中勝春は，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：9番）
※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 オメガスパーキング号・ガムラン号・バルダメンテ号・ビットアレグロ号



（26東京2）第7日 5月17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 177頭 本 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 手 当

264，450，000円
6，890，000円
2，480，000円
24，290，000円
69，302，500円
4，857，000円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
495，407，800円
835，764，800円
289，459，300円
1，283，242，200円
704，568，500円
532，740，100円
1，637，034，900円
2，866，008，300円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 8，644，225，900円

総入場人員 29，924名 （有料入場人員 28，221名）
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