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12073 5月16日 曇 稍重 （27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
1：34．1
1：33．3

不良
良

815 ナナイロボタン 牝3栗 54 C．ルメール �社台レースホース黒岩 陽一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474－ 61：39．3 1．5�

12 フォークスグローブ 牝3黒鹿54 柴田 善臣吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 520－ 21：39．61� 19．4�
510 デイトリッパー 牝3栗 54 横山 典弘�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 446＋ 21：40．13 7．6�
11 ディスコルディア 牝3青鹿54 柴山 雄一�G1レーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：40．2� 6．9�
23 イヌイジェニー 牝3黒鹿54 江田 照男井上 一郎氏 大江原 哲 様似 中脇 一幸 B462＋ 41：40．41� 23．4	
24 カ キ ツ バ タ 牝3黒鹿54 西村 太一中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 414－ 61：40．61� 190．9

59 パ ル ミ エ 牝3黒鹿54 柴田 大知井上 修一氏 浅野洋一郎 新ひだか 元茂牧場 438± 01：40．7� 97．6�
714 ラグロワール 牝3芦 54 田中 勝春�ターフ・スポート上原 博之 浦河 中脇 満 464＋ 21：40．8クビ 28．8�
47 プリンセチア 牝3黒鹿54 蛯名 正義 �社台レースホース国枝 栄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 41：41．43� 37．7
48 アイケービューティ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行池田 皓介氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 448＋101：41．71� 277．6�
36 プラチナムスタング 牝3芦 54 田辺 裕信竹森 幹雄氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 460＋ 4 〃 アタマ 27．7�
612 プ ル メ リ ア 牝3青鹿54 武士沢友治北駿競走馬組合 和田 雄二 新冠 若林牧場 446＋ 61：41．8クビ 99．3�
35 ポインテッドラン 牝3黒鹿54 松岡 正海冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 458＋ 21：42．43� 90．6�
816 ココクイーン 牝3黒鹿54 内田 博幸深澤 朝房氏 根本 康広 浦河 大道牧場 426－ 2 〃 クビ 124．4�
611 ヒューガライゼン 牝3栗 54 三浦 皇成塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 468＋ 21：42．71� 10．9�
713 ダイメイバーニング 牝3黒鹿54 木幡 初広宮本 孝一氏 石栗 龍彦 むかわ 佐久間 孝司 B418＋ 21：44．9大差 369．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，783，300円 複勝： 63，799，300円 枠連： 15，827，200円
馬連： 56，037，800円 馬単： 36，751，900円 ワイド： 30，468，200円
3連複： 71，044，900円 3連単： 119，667，800円 計： 419，380，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 300円 � 170円 枠 連（1－8） 330円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 1，820円

ワ イ ド �� 650円 �� 250円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 2，220円 3 連 単 ��� 8，020円

票 数

単勝票数 計 257833 的中 � 132443（1番人気）
複勝票数 計 637993 的中 � 401853（1番人気）� 19812（5番人気）� 49420（3番人気）
枠連票数 計 158272 的中 （1－8） 36802（1番人気）
馬連票数 計 560378 的中 �� 27711（4番人気）
馬単票数 計 367519 的中 �� 15101（6番人気）
ワイド票数 計 304682 的中 �� 11225（6番人気）�� 35974（2番人気）�� 5048（17番人気）
3連複票数 計 710449 的中 ��� 23929（4番人気）
3連単票数 計1196678 的中 ��� 10816（20番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．7―12．6―13．0―13．0―12．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．2―47．8―1：00．8―1：13．8―1：26．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナナイロボタン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．3．22 中山3着

2012．2．16生 牝3栗 母 アイヴォリーカラー 母母 アピーリングストーリー 3戦1勝 賞金 8，500，000円
〔制裁〕 ココクイーン号の騎手内田博幸は，前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイメイバーニング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月16日まで平

地競走に出走できない。

12074 5月16日 曇 稍重 （27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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

59 � シルバージェニー 牝3芦 54 戸崎 圭太林 正道氏 二ノ宮敬宇 米 Lake Shore
Farm, LLC 532＋201：26．3 6．0�

12 マ ン グ ジ 牡3黒鹿56 柴山 雄一 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 486± 01：26．83 4．9�

713 シンボリセザンヌ 牡3鹿 56 三浦 皇成シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 B484－ 81：26．9� 14．2�
36 パイロスター 牡3黒鹿56 田中 勝春熊田 晋作氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 484＋ 21：27．0� 9．7�
816 ギンガメテオール 牡3芦 56 柴田 善臣森山 進氏 本間 忍 新冠 秋田牧場 508－ 6 〃 ハナ 8．6�
48 シュネルシュタルク 牡3鹿 56 木幡 初広岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新冠 飛渡牧場 494－ 41：27．2� 5．4�
23 エンパイアサンデー 牡3鹿 56 吉田 豊戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 514－ 61：27．52 30．4	
611 グリーングリーン 牡3鹿 56 江田 照男北所 直人氏 大江原 哲 日高 宝寄山 忠則 506＋ 21：27．92	 5．6

612 ル パ ン 牡3栗 56 武士沢友治宮坂五十四氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 438－ 21：28．0� 34．4�
11 ラブレジェンド 牡3栗 56 横山 典弘 M・

Kenichiホールディング� 奥平 雅士 浦河 駿河牧場 456－ 41：28．1クビ 36．5
815 レッドグロワール 牡3鹿 56 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 中川 公成 千歳 社台ファーム 456－ 4 〃 ハナ 22．2�
510 チャンピオンムーン 牡3鹿 56 浜中 俊坪野谷和平氏 勢司 和浩 浦河 アイオイファーム 494＋ 41：28．31	 205．4�
35 アキトホウオウ 牡3栗 56 西村 太一岡田 昭利氏 伊藤 大士 安平 追分ファーム B468＋ 41：28．51 42．5�
47 ステラグランデ 牡3芦 56 田辺 裕信 �シルクレーシング 田村 康仁 浦河 三嶋牧場 450 ―1：28．71	 18．6�
714 ローエンナルビー 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行 �グランデオーナーズ 星野 忍 浦河 馬道 隆 420－141：30．6大差 464．9�
24 シンフォニータクト 牡3黒鹿56 北村 宏司 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 512＋ 21：30．7クビ 69．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，213，900円 複勝： 38，192，400円 枠連： 15，994，500円
馬連： 59，462，100円 馬単： 28，465，700円 ワイド： 31，400，000円
3連複： 73，974，600円 3連単： 91，176，400円 計： 359，879，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 270円 � 170円 � 390円 枠 連（1－5） 1，560円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 3，300円

ワ イ ド �� 710円 �� 2，180円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 9，680円 3 連 単 ��� 43，430円

票 数

単勝票数 計 212139 的中 � 27945（4番人気）
複勝票数 計 381924 的中 � 35591（5番人気）� 69222（1番人気）� 21942（7番人気）
枠連票数 計 159945 的中 （1－5） 7945（8番人気）
馬連票数 計 594621 的中 �� 28600（3番人気）
馬単票数 計 284657 的中 �� 6457（7番人気）
ワイド票数 計 314000 的中 �� 11814（4番人気）�� 3581（25番人気）�� 6386（15番人気）
3連複票数 計 739746 的中 ��� 5726（29番人気）
3連単票数 計 911764 的中 ��� 1522（119番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―36．0―48．7―1：01．0―1：13．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シルバージェニー �
�
父 Lantana Mob �

�
母父 Gold Case デビュー 2014．12．21 中山4着

2012．3．13生 牝3芦 母 Jennierees 母母 Native Hanna 2戦1勝 賞金 6，100，000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。
（非抽選馬） 1頭 カシノフレンジー号

第２回 東京競馬 第７日



12075 5月16日 曇 稍重 （27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
1：34．1
1：33．3

不良
良

11 シャドウチェイサー 牡3黒鹿56 C．ルメール 飯塚 知一氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 474＋ 81：38．3 4．8�
22 クラウンシャイン 牡3栗 56 三浦 皇成�クラウン 蛯名 利弘 浦河 富塚ファーム 468＋ 21：38．83 2．5�
812 クワッドアクセル 牡3栗 56 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 452＋ 41：38．9クビ 11．5�
711 レ ベ ニ ュ ー 牡3黒鹿56 北村 宏司嶋田 賢氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 468－ 21：39．11� 20．1�
68 アドマイヤドラゴン 牡3鹿 56 柴田 善臣近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム B470－ 21：39．42 6．8�
45 レッドサヴァージ 牡3青鹿56 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 二ノ宮敬宇 浦河 大道牧場 462－ 41：39．5� 15．5	
69 ウイズキッド 牡3黒鹿56 松岡 正海井上 一郎氏 武藤 善則 日高 いとう牧場 510± 0 〃 アタマ 4．2

57 セイウンアサヒ 牡3鹿 56 内田 博幸西山 茂行氏 松山 将樹 新冠 パカパカ

ファーム 488± 01：39．92� 37．3�
44 パパラヴズマンボ 牝3青鹿54 江田 照男�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 434＋ 61：40．32� 140．6
710 メモリアルウッド 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 日高 出口牧場 488＋ 21：41．04 359．4�
56 リシーハット 牡3栗 56 柴田 大知小林 薫氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 460± 01：41．53 56．2�
813 ニーマルゴールド 牡3栗 56 吉田 豊板橋 秋氏 田村 康仁 日高 下河辺牧場 472± 01：42．45 75．1�

（12頭）
33 デストリーライズ 牡3鹿 56 M．デムーロ広尾レース� 鹿戸 雄一 新ひだか 木村 秀則 478－ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 21，120，300円 複勝： 32，647，600円 枠連： 11，152，200円
馬連： 41，118，700円 馬単： 21，747，800円 ワイド： 22，108，100円
3連複： 41，722，400円 3連単： 60，372，600円 計： 251，989，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 170円 � 120円 � 260円 枠 連（1－2） 700円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，120円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，470円 3 連 単 ��� 11，890円

票 数

単勝票数 差引計 211203（返還計 22647） 的中 � 34867（3番人気）
複勝票数 差引計 326476（返還計 32717） 的中 � 44168（4番人気）� 98626（1番人気）� 23112（5番人気）
枠連票数 差引計 111522（返還計 38033） 的中 （1－2） 12274（2番人気）
馬連票数 差引計 411187（返還計123685） 的中 �� 42327（3番人気）
馬単票数 差引計 217478（返還計 67787） 的中 �� 9871（6番人気）
ワイド票数 差引計 221081（返還計 55191） 的中 �� 17391（3番人気）�� 4629（14番人気）�� 11134（6番人気）
3連複票数 差引計 417224（返還計231196） 的中 ��� 12658（8番人気）
3連単票数 差引計 603726（返還計363807） 的中 ��� 3681（36番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．9―12．6―12．9―12．4―12．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．4―48．0―1：00．9―1：13．3―1：25．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャドウチェイサー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2014．11．2 東京5着

2012．2．26生 牡3黒鹿 母 マンボスルー 母母 Slew Boyera 5戦1勝 賞金 6，200，000円
〔競走除外〕 デストリーライズ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 クラウンシャイン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 クラウンシャイン号は，発走調教再審査。

12076 5月16日 曇 良 （27東京2）第7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

36 カスクストレングス 牡3黒鹿56 蛯名 正義芹澤 精一氏 田中 清隆 新ひだか 棚川 光男 480－ 21：35．3 11．6�
510 エンクエントロス 牡3鹿 56 柴山 雄一スリースターズレーシング 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 486＋ 2 〃 ハナ 15．2�
48 マ ロ ン ベ ル 牝3栗 54 田辺 裕信 �グリーンファーム大和田 成 千歳 社台ファーム 446＋ 41：35．4� 42．4�
11 パ ン デ イ ア 牝3青 54 C．ルメール �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 422＋ 2 〃 クビ 2．8�
47 デトロイトカフェ 牝3黒鹿54 内田 博幸 Him Rock Racing 斎藤 誠 浦河 小島牧場 452＋ 21：35．61� 5．9	
35 ランデックヒルズ 牝3鹿 54 柴田 善臣簗田 満氏 高市 圭二 新冠 川島牧場 448± 01：35．81� 59．5

818 コスモピンパーネル 牡3鹿 56 石橋 脩 �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 472＋101：35．9クビ 11．2�
12 コスモデレガンス 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 406－ 81：36．0	 23．6�
816 ジェンツィアーナ 牝3黒鹿54 M．デムーロ坂巻 勝彦氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 436＋ 21：36．21	 5．0
713 ポップスキャット 牝3黒鹿54 北村 宏司 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 434－ 8 〃 クビ 18．1�
24 ロ ジ ナ ン 牝3黒鹿54 大野 拓弥久米田正明氏 大竹 正博 新冠 パカパカ

ファーム 440＋ 41：36．3クビ 9．2�
59 レイニングバイオ 牡3鹿 56 江田 照男バイオ� 牧 光二 新冠 川島牧場 450± 01：36．4	 97．1�
611
 コスモミザール 牝3鹿 54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 米 Jerry Jam-

gotchian 440＋ 6 〃 アタマ 199．3�
817 ハヤブサゲッツ 牡3黒鹿56 吉田 豊武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 478＋ 61：36．93 172．1�
715 サンマーシャル 牝3鹿 54 横山 典弘加藤 信之氏 中野 栄治 日高 日西牧場 402± 01：37．11� 69．2�
714 ノ ア ブ ギ ー 牡3栗 56 武士沢友治佐山 公男氏 天間 昭一 平取 原田 新治 470＋ 2 〃 クビ 240．5�
23 サンブラジリア 牡3栗 56 岩部 純二加藤 信之氏 萱野 浩二 日高 有限会社

ケイズ 448－ 21：37．73	 578．4�
612 ゼイロングトゥビー 牝3青鹿54 田中 勝春加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 414－ 2 〃 アタマ 131．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，185，200円 複勝： 41，962，600円 枠連： 17，473，500円
馬連： 60，356，000円 馬単： 32，766，900円 ワイド： 34，201，000円
3連複： 74，971，700円 3連単： 98，375，900円 計： 387，292，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 390円 � 410円 � 1，410円 枠 連（3－5） 3，140円

馬 連 �� 4，120円 馬 単 �� 6，360円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 6，970円 �� 11，330円

3 連 複 ��� 76，810円 3 連 単 ��� 389，740円

票 数

単勝票数 計 271852 的中 � 18609（6番人気）
複勝票数 計 419626 的中 � 30348（6番人気）� 28409（7番人気）� 7073（11番人気）
枠連票数 計 174735 的中 （3－5） 4312（15番人気）
馬連票数 計 603560 的中 �� 11343（16番人気）
馬単票数 計 327669 的中 �� 3862（22番人気）
ワイド票数 計 342010 的中 �� 7546（11番人気）�� 1245（49番人気）�� 763（65番人気）
3連複票数 計 749717 的中 ��� 732（168番人気）
3連単票数 計 983759 的中 ��� 183（869番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―36．1―48．0―1：00．1―1：11．7―1：23．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カスクストレングス �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2014．8．31 札幌4着

2012．4．5生 牡3黒鹿 母 イシノショウジ 母母 サマニコマチ 10戦1勝 賞金 11，700，000円



12077 5月16日 曇 良 （27東京2）第7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，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

35 プレシャスメイト 牝3鹿 54 蛯名 正義飯田 正剛氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 440＋ 21：49．0 4．2�
23 ヤギリヴィーナス 牝3栗 54 松岡 正海内田ヤエ子氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム 446－ 21：49．1� 5．8�
12 レッドマジュール 牝3青鹿54 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 416＋ 8 〃 クビ 10．8�
714 ラセレシオン 牝3鹿 54 柴山 雄一 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 514－ 21：49．41� 3．7�
713 パールヴァティー 牝3黒鹿54 C．ルメール �チャンピオンズファーム 伊藤 大士 新ひだか 田上 稔 458＋ 41：49．5� 5．8	
24 ピンクシャンパン 牝3鹿 54 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 千歳 社台ファーム 418± 01：49．6� 25．4

715 タカラオウヒ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 414－ 21：49．7� 423．8�
816 アンドトゥモロー 牝3鹿 54 福永 祐一吉田 和子氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460± 01：50．01� 42．3�
818 サトノハンナ 牝3鹿 54 田中 勝春里見 治氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 452－ 21：50．1� 82．6
612 カリオペイア 牝3鹿 54 吉田 豊 �キャロットファーム 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 430－ 41：50．31� 30．6�
611 ラプンツェルダンス 牝3青鹿54 江田 照男大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 筒井 征文 B452＋ 21：50．4� 192．2�
48 アルマニンファ 牝3芦 54 内田 博幸コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 日高大洋牧場 440－141：50．5� 42．6�
47 ラ ム レ イ 牝3鹿 54 M．デムーロ山本 剛史氏 鹿戸 雄一 新ひだか 乾 皆雄 466＋ 2 〃 クビ 10．0�
510 ネコハッピー 牝3黒鹿54 戸崎 圭太桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 434＋ 21：50．92� 41．0�
59 スターウインド 牝3黒鹿54 木幡 初広 �シルクレーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム 450＋ 21：51．0� 172．1�
11 ダブルヨウコ 牝3青鹿54 田辺 裕信河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 458 ― 〃 クビ 85．7�
36 エアリーチューン 牝3黒鹿54 大野 拓弥 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 404＋ 41：51．21� 206．6�
817 レオアルテミス 牝3芦 54 横山 典弘�レオ 小野 次郎 新ひだか 武 牧場 470± 01：51．83� 36．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，224，900円 複勝： 43，448，100円 枠連： 20，198，500円
馬連： 63，532，900円 馬単： 32，917，400円 ワイド： 34，934，800円
3連複： 79，323，900円 3連単： 100，900，200円 計： 401，480，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 200円 � 230円 枠 連（2－3） 970円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 460円 �� 540円 �� 970円

3 連 複 ��� 2，920円 3 連 単 ��� 13，420円

票 数

単勝票数 計 262249 的中 � 49111（2番人気）
複勝票数 計 434481 的中 � 90253（1番人気）� 53204（4番人気）� 43252（5番人気）
枠連票数 計 201985 的中 （2－3） 16122（4番人気）
馬連票数 計 635329 的中 �� 34632（5番人気）
馬単票数 計 329174 的中 �� 9511（9番人気）
ワイド票数 計 349348 的中 �� 20051（3番人気）�� 16936（5番人気）�� 8736（12番人気）
3連複票数 計 793239 的中 ��� 20327（8番人気）
3連単票数 計1009002 的中 ��� 5447（30番人気）

ハロンタイム 13．1―11．4―12．2―12．5―12．4―12．5―11．8―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．5―36．7―49．2―1：01．6―1：14．1―1：25．9―1：37．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F34．9

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

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

勝馬の
紹 介

プレシャスメイト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．8．3 新潟9着

2012．5．7生 牝3鹿 母 トウカイパートナー 母母 エミネントガール 7戦1勝 賞金 12，900，000円
〔制裁〕 ラセレシオン号の騎手柴山雄一は，2コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番・8番・7番・9

番）
サトノハンナ号の騎手田中勝春は，2コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・8番・7番・9番）

※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 スターファセット号

12078 5月16日 曇 稍重 （27東京2）第7日 第6競走 ��
��1，400�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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

24 クワドループル 牡3黒鹿56 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 482－ 21：24．6 4．5�

59 ラ デ ィ カ ル 牡3黒鹿56 福永 祐一前田 幸治氏 大久保龍志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 474－ 21：24．91� 1．9�

36 グラスエトワール 牝3鹿 54 木幡 初広半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 464－ 41：25．0� 12．8�
11 リンガスヴィグラス 牝3鹿 54 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 458± 0 〃 アタマ 16．3�
714� カフジオリオン 牡3鹿 56 田中 勝春加藤 守氏 中竹 和也 米 Lester Kwok &

Dr. Naoya Yoshida 466－ 21：25．32 18．8�
47 ア サ マ 牡3黒鹿56 西村 太一江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 472－ 2 〃 クビ 36．1	
611 オーロラッシュ 牡3鹿 56 吉田 豊山口 敦広氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 440－ 41：25．51 9．5

510 アルノルフィーニ 牡3鹿 56 武士沢友治�ミルファーム 高市 圭二 新ひだか 山際セントラルスタッド 444－ 41：25．6クビ 137．3�
35 ジョリーアップ 牝3栗 54 嘉藤 貴行 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 斎藤 誠 浦河 大島牧場 476＋101：25．7	 35．8
23 � ソリッドアクシス 牡3栗 56 内田 博幸 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 米 Lantern Hill
Farm LLC 450＋ 21：26．23 121．9�

612 ショウサンカーズ 牡3鹿 56 M．デムーロ鈴木 昭和氏 牧田 和弥 新ひだか 仲野牧場 486＋ 41：26．41	 29．9�
815 ハッピーサークル 牝3黒鹿54 戸崎 圭太西村 專次氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 490＋ 81：26．61 15．4�
816 タイセイストーム 牡3青鹿56 三浦 皇成田中 成奉氏 新開 幸一 浦河 富田牧場 480－ 81：27．98 28．6�
48 カシノキングダム 牡3鹿 56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 452＋ 21：28．21� 334．1�
713 シャンパンサーベル 牝3黒鹿54 大野 拓弥田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 448＋ 2 〃 アタマ 44．6�
12 
 カンタベリーヒメ 牝3鹿 54 江田 照男峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 454－ 31：30．0大差 259．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，230，700円 複勝： 39，521，400円 枠連： 18，921，200円
馬連： 67，838，100円 馬単： 35，233，100円 ワイド： 35，438，600円
3連複： 76，531，600円 3連単： 108，233，700円 計： 408，948，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 140円 � 110円 � 220円 枠 連（2－5） 540円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 200円 �� 890円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，770円 3 連 単 ��� 8，970円

票 数

単勝票数 計 272307 的中 � 47443（2番人気）
複勝票数 計 395214 的中 � 66414（2番人気）� 136350（1番人気）� 30620（4番人気）
枠連票数 計 189212 的中 （2－5） 26853（1番人気）
馬連票数 計 678381 的中 �� 129976（1番人気）
馬単票数 計 352331 的中 �� 19660（3番人気）
ワイド票数 計 354386 的中 �� 55858（1番人気）�� 8788（10番人気）�� 13211（6番人気）
3連複票数 計 765316 的中 ��� 32419（2番人気）
3連単票数 計1082337 的中 ��� 8743（11番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．8―12．2―12．1―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―35．2―47．4―59．5―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クワドループル �
�
父 コ マ ン ズ �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2014．7．13 福島4着

2012．2．26生 牡3黒鹿 母 トリプルピルエット 母母 Sha Tha 8戦2勝 賞金 16，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カンタベリーヒメ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年6月16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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 シゲルワッショイ号・ドラゴンゲート号・トーセンメリッサ号・ボナフォルトゥーナ号・ラテラス号



12079 5月16日 曇 稍重 （27東京2）第7日 第7競走 ��1，600�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
1：34．1
1：33．3

不良
良

22 イデアオブクィーン 牝4芦 55 蛯名 正義益田 修一氏 石栗 龍彦 浦河 大道牧場 412＋121：38．4 3．5�
56 ハッピーベリンダ 牝4鹿 55 三浦 皇成窪田 康志氏 菊沢 隆徳 新ひだか 城地 清満 474＋221：38．5� 3．9�
11 リースリング 牝4栗 55 北村 宏司池谷 誠一氏 竹内 正洋 新ひだか 桜井牧場 442＋ 21：38．6� 17．0�
45 ボージェスト 牝4栗 55 柴山 雄一吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 476＋ 2 〃 クビ 12．3�
812 オートクレール 牝4栗 55 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 日高 出口牧場 422± 01：38．7クビ 34．1�
33 � ラズライトブルー 牝4鹿 55 柴田 大知 �ブルーマネジメント星野 忍 新冠 川上 悦夫 432－ 8 〃 クビ 12．8	
57 グランドエンジェル 牝4鹿 55 武士沢友治
グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 442± 01：38．91 3．4�
68 アイヅラブリー 牝4鹿 55 田辺 裕信真部 晴德氏 佐藤 吉勝 日高 ナカノファーム 464＋ 21：39．75 14．3�
813 モ リ ミ ヤ ビ 牝5栗 55 内田 博幸
森島商事 牧 光二 安平 ノーザンファーム B454＋ 41：39．8� 20．3
711 ペイシャンスゼータ 牝4栗 55 江田 照男北所 直人氏 大江原 哲 浦河 大西牧場 484＋ 81：40．11� 195．9�
44 � ノンブルドール 牝5黒鹿55 石橋 脩吉田 好雄氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 460－ 21：40．2� 99．2�
710 デルマシズカチャン 牝4栗 55 松岡 正海浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B478－ 41：40．62� 60．4�
69 ファンファーレ 牝4栗 55 二本柳 壮清水 敏氏 武市 康男 えりも エクセルマネジメント B484± 01：40．7� 43．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 22，389，100円 複勝： 27，110，300円 枠連： 16，443，700円
馬連： 61，131，100円 馬単： 34，237，400円 ワイド： 26，549，200円
3連複： 67，868，100円 3連単： 113，750，600円 計： 369，479，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 190円 � 310円 枠 連（2－5） 310円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 390円 �� 760円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 3，330円 3 連 単 ��� 11，840円

票 数

単勝票数 計 223891 的中 � 50186（2番人気）
複勝票数 計 271103 的中 � 56913（2番人気）� 37908（3番人気）� 18178（7番人気）
枠連票数 計 164437 的中 （2－5） 40844（1番人気）
馬連票数 計 611311 的中 �� 64248（2番人気）
馬単票数 計 342374 的中 �� 15234（5番人気）
ワイド票数 計 265492 的中 �� 18908（2番人気）�� 8805（9番人気）�� 4967（17番人気）
3連複票数 計 678681 的中 ��� 15282（9番人気）
3連単票数 計1137506 的中 ��� 6962（25番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．3―12．1―12．9―12．9―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．1―34．4―46．5―59．4―1：12．3―1：25．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．9―3F39．0
3 10－12，13，4（5，6）（2，7）（1，3）8，9－11 4 10－（12，13）（4，5，6）（1，2，7）3，8，9－11

勝馬の
紹 介

イデアオブクィーン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2013．11．23 東京12着

2011．3．25生 牝4芦 母 エムオーフィーバー 母母 ハローシャノン 17戦2勝 賞金 18，750，000円

12080 5月16日 曇 稍重 （27東京2）第7日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走14時05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

510 ノッキングオン 牡5鹿 57 福永 祐一松尾 正氏 高柳 瑞樹 新ひだか グランド牧場 444＋ 21：25．5 2．7�
815 スズトラッド 牡4鹿 57 柴田 大知森 達郎氏 高橋 裕 新ひだか 山際セントラルスタッド 498± 01：25．92� 174．5�
59 ダイチヴュルデ 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 448－ 21：26．0� 4．1�
612	 ブルーミーフラワー 牡4鹿 57 内田 博幸 �クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm 480± 01：26．31
 6．8�
23 	 エ ジ ル 牝5栗 55 北村 宏司吉田 和美氏 木村 哲也 米

White Cloud Bloodstock,
Jeffrey Lovinger &
Pamela Lovinger

548＋22 〃 クビ 17．4	
24 サ マ ー ラ ヴ 牡4黒鹿57 柴山 雄一�Basic 小野 次郎 新ひだか カタオカフアーム B450± 0 〃 ハナ 18．7

47 � コンテベルデ 牡5青鹿57 武士沢友治浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 462－ 6 〃 ハナ 283．5�
12 モリトハリウッド 牡4鹿 57 吉田 豊石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 B504－ 21：26．4� 24．5�
713 フジノゴトク 牡4栗 57 松岡 正海平本 敏夫氏 小西 一男 浦河 福岡 光夫 508－ 2 〃 ハナ 6．6
48 � パトロクロス 牡5栗 57 田辺 裕信村野 康司氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 458－ 81：26．82� 8．2�
11 カシノレント 牡4黒鹿57 嘉藤 貴行柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 B498＋ 41：27．22� 294．7�
36 � カ プ チ ー ノ 牡4鹿 57 石橋 脩小野 博郷氏 柴田 政人 新ひだか 稲葉牧場 474＋ 31：27．3クビ 171．6�
714 ケンブリッジベスト 牡4黒鹿57 江田 照男中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 478＋ 81：27．61
 47．6�
35 � カシノシュウセイ 牡4鹿 57 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 三石川上牧場 518＋ 81：27．7
 92．1�
611 ウインドストリーム 牝5鹿 55 大野 拓弥�G1レーシング 尾形 和幸 安平 追分ファーム 476＋141：28．01
 50．6�
816 パイレートクイーン 牝4鹿 55 柴田 善臣 �社台レースホース蛯名 利弘 千歳 社台ファーム B450＋ 61：28．63� 79．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，117，600円 複勝： 47，340，100円 枠連： 23，988，300円
馬連： 76，454，600円 馬単： 38，404，500円 ワイド： 37，005，100円
3連複： 87，380，400円 3連単： 128，293，200円 計： 465，983，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 1，620円 � 160円 枠 連（5－8） 3，630円

馬 連 �� 19，080円 馬 単 �� 23，530円

ワ イ ド �� 5，050円 �� 270円 �� 6，640円

3 連 複 ��� 22，700円 3 連 単 ��� 132，300円

票 数

単勝票数 計 271176 的中 � 77577（1番人気）
複勝票数 計 473401 的中 � 118422（1番人気）� 4563（13番人気）� 85371（2番人気）
枠連票数 計 239883 的中 （5－8） 5110（13番人気）
馬連票数 計 764546 的中 �� 3105（36番人気）
馬単票数 計 384045 的中 �� 1224（55番人気）
ワイド票数 計 370051 的中 �� 1686（39番人気）�� 42497（1番人気）�� 1276（45番人気）
3連複票数 計 873804 的中 ��� 2886（57番人気）
3連単票数 計1282932 的中 ��� 703（320番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．3―36．7―49．2―1：01．4―1：13．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノッキングオン �
�
父 ジャイアントレッカー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．9．1 新潟6着

2010．2．24生 牡5鹿 母 タイムトゥラン 母母 アイオーユー 22戦3勝 賞金 35，070，000円
〔制裁〕 サマーラヴ号の騎手柴山雄一は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番・8番・14番・13

番）
※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） 3頭 ウエスタンパレス号・ジョバイロ号・ペリーホワイト号



12081 5月16日 曇 良 （27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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

66 � キャンベルジュニア 牡3鹿 54 内田 博幸吉田 和美氏 堀 宣行 豪
Katom, Chelsaus, Wynaus &
China Horse Club Investment
Holdings Ltd

514－ 42：00．2 4．1�
810 キングカラカウア 牡3黒鹿56 C．ルメール 窪田 芳郎氏 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 490± 0 〃 クビ 3．7�
78 ポトマックリバー 牡3芦 56 北村 宏司吉田 勝己氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 480＋ 4 〃 アタマ 5．5�
55 スプレンデレ 牡3黒鹿56 福永 祐一堂守 貴志氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 450－ 22：00．41� 5．6�
44 プ エ ル ト 牡3鹿 56 M．デムーロ池谷 誠一氏 大竹 正博 洞	湖 レイクヴィラファーム 538＋ 22：01．35 20．9�
811 コスモボアソルテ 牡3芦 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 元茂 義一 482＋ 22：01．5
 289．7	
11 ヴァンガードシチー 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 
友駿ホースクラブ 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 512＋ 62：01．81
 7．7�
67 ダイワコンプリート 牡3鹿 56 柴田 善臣大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 502－ 6 〃 アタマ 102．1�
33 シリーシンフォニー 牡3鹿 56 蛯名 正義吉田 和美氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 496＋ 8 〃 アタマ 9．4
22 トーセンカナロア 牡3鹿 56 大野 拓弥島川 �哉氏 小桧山 悟 洞	湖 レイクヴィラファーム 468＋ 2 〃 ハナ 13．3�
79 ギ ン パ リ 牡3青鹿56 武士沢友治新井原 博氏 小桧山 悟 新冠 守矢牧場 490＋ 82：02．33 66．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 39，991，600円 複勝： 64，549，900円 枠連： 19，251，600円
馬連： 111，234，600円 馬単： 53，153，600円 ワイド： 44，112，900円
3連複： 117，790，200円 3連単： 193，392，500円 計： 643，476，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 140円 � 170円 枠 連（6－8） 760円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 360円 �� 580円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 7，630円

票 数

単勝票数 計 399916 的中 � 77323（2番人気）
複勝票数 計 645499 的中 � 110950（2番人気）� 136393（1番人気）� 86390（4番人気）
枠連票数 計 192516 的中 （6－8） 19428（1番人気）
馬連票数 計1112346 的中 �� 99601（1番人気）
馬単票数 計 531536 的中 �� 24019（1番人気）
ワイド票数 計 441129 的中 �� 33268（1番人気）�� 18654（8番人気）�� 22194（6番人気）
3連複票数 計1177902 的中 ��� 46239（4番人気）
3連単票数 計1933925 的中 ��� 18372（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．6―36．5―48．7―1：01．2―1：13．4―1：25．3―1：36．5―1：48．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．9

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

勝馬の
紹 介

�キャンベルジュニア �
�
父 Encosta De Lago �

�
母父 Redoute’s Choice デビュー 2015．4．25 東京1着

2012．7．27生 牡3鹿 母 Melito 母母 Cloister 2戦2勝 賞金 15，245，000円

12082 5月16日 曇 良 （27東京2）第7日 第10競走 ��
��1，600�

あ き が わ

秋 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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
1：31．3
1：30．7

良
良

69 バロンドゥフォール 牡5鹿 57 田辺 裕信窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 486＋ 61：33．7 7．3�
812 クワトロガッツ 牡4黒鹿57 北村 宏司ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 454± 01：33．91� 12．4�
33 サトノスティング 牡4青鹿57 戸崎 圭太里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム 458± 01：34．11� 3．8�
45 エデンロック 牡5鹿 57 福永 祐一田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 474± 01：34．2	 4．1�
22 ホクラニミサ 牝4黒鹿55 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 446＋221：34．3
 16．5�
57 キネオピューマ 牡6鹿 57 C．ルメール 吉田 千津氏 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 460－ 4 〃 クビ 8．1�
11 ショウナンラムジ 牡6鹿 57 浜中 俊国本 哲秀氏 矢作 芳人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 512＋ 81：34．51 33．0	
56 ナムラショウリ 牡5鹿 57 石橋 脩奈村 信重氏 大和田 成 新ひだか 武 牧場 452＋ 4 〃 アタマ 76．0

44 ヴァリアシオン 牡6鹿 57 M．デムーロ �サンデーレーシング 西園 正都 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－101：34．6	 54．8�
710� エルフショット �5青鹿57 柴山 雄一 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 446－12 〃 クビ 45．8�
68  アメリカンダイナー �6鹿 57 三浦 皇成吉澤 克己氏 相沢 郁 米

Tony Holmes, Wal-
ter Zent & Win-
Star Farm LLC

478± 01：35．13 16．1�
711 クラウンレガーロ 牡5栗 57 蛯名 正義クラウン 天間 昭一 新冠 大栄牧場 470＋10 〃 クビ 6．9�
813 ア メ リ 牝5栗 55 内田 博幸 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 468＋ 61：35．2	 16．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 37，579，300円 複勝： 59，407，800円 枠連： 28，013，300円
馬連： 133，146，400円 馬単： 58，076，300円 ワイド： 51，976，200円
3連複： 143，667，200円 3連単： 221，809，700円 計： 733，676，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 260円 � 320円 � 170円 枠 連（6－8） 1，530円

馬 連 �� 5，250円 馬 単 �� 8，490円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 590円 �� 950円

3 連 複 ��� 6，320円 3 連 単 ��� 49，110円

票 数

単勝票数 計 375793 的中 � 41041（4番人気）
複勝票数 計 594078 的中 � 56313（4番人気）� 41374（6番人気）� 112859（2番人気）
枠連票数 計 280133 的中 （6－8） 14138（8番人気）
馬連票数 計1331464 的中 �� 19621（19番人気）
馬単票数 計 580763 的中 �� 5127（33番人気）
ワイド票数 計 519762 的中 �� 7835（20番人気）�� 23724（5番人気）�� 13998（10番人気）
3連複票数 計1436672 的中 ��� 17040（18番人気）
3連単票数 計2218097 的中 ��� 3274（164番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．6―11．8―11．8―11．7―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．3―47．1―58．9―1：10．6―1：22．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バロンドゥフォール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2012．11．11 東京2着

2010．3．3生 牡5鹿 母 ラトラヴィアータ 母母 サクラハゴロモ 12戦4勝 賞金 55，376，000円



12083 5月16日 曇 良 （27東京2）第7日 第11競走 ��
��1，400�第60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，26．5．17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，26．5．16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 1，372，000円 392，000円 196，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

611 サクラゴスペル 牡7黒鹿56 戸崎 圭太�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 山田牧場 490＋ 21：21．6 8．7�
715 ヴァンセンヌ 牡6鹿 56 福永 祐一 �社台レースホース松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508＋ 2 〃 アタマ 4．7�
48 オメガヴェンデッタ �4鹿 56 横山 典弘原 	子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 508－ 41：21．7
 18．6�
510 ブレイズアトレイル 牡6芦 56 田中 勝春 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 486－ 8 〃 ハナ 42．9�
47 ダンスアミーガ 牝4栗 54 石橋 脩 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 466＋ 4 〃 ハナ 51．2	
59 サトノルパン 牡4黒鹿56 C．ルメール 里見 治氏 村山 明 えりも エクセルマネジメント 460＋ 21：21．8クビ 6．0

24 エールブリーズ 牡5青鹿56 柴田 大知 �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 516± 0 〃 ハナ 19．9�
818 ショウナンアチーヴ 牡4黒鹿56 柴田 善臣国本 哲秀氏 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 4 〃 クビ 125．6�
35 タガノブルグ 牡4鹿 56 大野 拓弥八木 秀之氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 436－ 41：21．9クビ 88．9
713 ダイワマッジョーレ 牡6鹿 56 M．デムーロ大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 438－ 2 〃 アタマ 3．6�
36 ア フ ォ ー ド 牡7鹿 56 蛯名 正義前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント 466± 0 〃 クビ 62．9�
12 ダンスディレクター 牡5鹿 56 浜中 俊太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 440－ 4 〃 アタマ 6．4�
612 ニシノビークイック 牡6栗 56 北村 宏司西山 茂行氏 河内 洋 新ひだか 本桐牧場 486－ 61：22．11� 220．9�
23 ウインマーレライ 牡4黒鹿56 松岡 正海�ウイン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 494－ 61：22．31� 28．3�
816 バクシンテイオー 牡6鹿 56 田辺 裕信林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 462－121：22．4
 56．0�
817 クラリティシチー 牡4鹿 56 三浦 皇成 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新冠 パカパカ

ファーム 488± 0 〃 クビ 12．5�
11 インプレスウィナー 牡8青 56 吉田 豊西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 454－ 21：22．61� 332．3�
714 プリンセスメモリー 牝8鹿 54 内田 博幸海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム 400－ 41：22．7
 99．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 135，424，600円 複勝： 224，429，900円 枠連： 99，456，400円
馬連： 524，558，000円 馬単： 217，966，400円 ワイド： 222，851，000円
3連複： 750，540，400円 3連単： 1，149，317，400円 計： 3，324，544，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 320円 � 210円 � 510円 枠 連（6－7） 970円

馬 連 �� 2，630円 馬 単 �� 4，950円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 2，480円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 16，010円 3 連 単 ��� 83，940円

票 数

単勝票数 計1354246 的中 � 123150（5番人気）
複勝票数 計2244299 的中 � 180320（5番人気）� 331905（2番人気）� 100692（8番人気）
枠連票数 計 994564 的中 （6－7） 79354（5番人気）
馬連票数 計5245580 的中 �� 154048（10番人気）
馬単票数 計2179664 的中 �� 32977（20番人気）
ワイド票数 計2228510 的中 �� 52981（11番人気）�� 22819（27番人気）�� 29893（22番人気）
3連複票数 計7505404 的中 ��� 35145（45番人気）
3連単票数 計11493174 的中 ��� 9926（250番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―11．6―11．9―11．3―10．8―11．6

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F33．7
3 ・（7，8）（3，18）4（2，10，11）（6，16）9，12（5，14）（13，15）（1，17） 4 ・（7，8）18（3，4，10）（2，9，6，11）（13，5，12，16）（1，15，14）17

勝馬の
紹 介

サクラゴスペル �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 Cure the Blues デビュー 2011．1．29 東京1着

2008．4．4生 牡7黒鹿 母 サクラブルース 母母 スループリンセス 29戦9勝 賞金 272，512，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アロマカフェ号・インパルスヒーロー号・シセイオウジ号・ヒラボクディープ号・フェスティヴタロー号・

メイショウヤタロウ号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりサクラゴスペル号は，安田記念（GⅠ）競走に優先出走できる。

12084 5月16日 曇 良 （27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
1：34．1
1：33．3

不良
良

714 メガオパールカフェ 牡4栗 57 蛯名 正義西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 536＋ 21：36．9 7．7�
23 ラジオデイズ 牡4青鹿57 内田 博幸 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 484＋ 4 〃 クビ 3．7�
11 ハコダテナイト 牡5栗 57 田辺 裕信河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 512＋101：37．1� 5．0�
510	 ヤンキーソヴリン 
5黒鹿57 木幡 初広岡田 牧雄氏 牧 光二 米 S. D.

Brilie, L. P. B490± 0 〃 クビ 121．0�
59 ニットウビクトリー 牡6鹿 57 柴田 善臣�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 484－ 2 〃 ハナ 16．4�
48 マーブルケーキ 牝4白 55 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス	 萩原 清 安平 ノーザンファーム 478＋ 4 〃 アタマ 15．7

47 トウカイビジョン 牡5鹿 57 福永 祐一内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 504－ 41：37．2クビ 3．8�
816 マズルファイヤー 牡5青鹿57 M．デムーロ �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 556－ 6 〃 アタマ 11．2�
815 メイショウオオカゼ 牡5黒鹿57 浜中 俊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510－121：37．41� 9．4
35 � ビットアレグロ 牡6栗 57 北村 宏司礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム B488－ 8 〃 クビ 214．7�
611 ブルーボサノヴァ 牝4栗 55 柴田 大知 	ブルーマネジメント和田 雄二 新冠 川上牧場 486＋ 61：38．03 237．7�
713 フランチャイズ 牡6栗 57 松岡 正海島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム 504－ 81：38．1 131．9�
24 ディープサウンド 牡7鹿 57 吉田 豊増田 雄一氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 484－ 21：38．2� 115．1�
36 ヴィンテージイヤー 牡6鹿 57 戸崎 圭太 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 浦河 日進牧場 B510－12 〃 アタマ 31．6�
12 アルデグロリア 牝5栗 55 石橋 脩井上 修一氏 浅野洋一郎 新ひだか 元茂牧場 494＋ 41：38．3クビ 103．8�
612 ロックシンガー 牡6鹿 57 岩部 純二�槇本牧場 的場 均 日高 槇本牧場 490＋ 21：40．5大差 317．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 65，348，500円 複勝： 96，326，400円 枠連： 47，617，000円
馬連： 197，670，200円 馬単： 85，925，900円 ワイド： 86，637，400円
3連複： 229，905，100円 3連単： 373，498，700円 計： 1，182，929，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 190円 � 140円 � 160円 枠 連（2－7） 1，660円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 3，710円

ワ イ ド �� 440円 �� 690円 �� 370円

3 連 複 ��� 2，090円 3 連 単 ��� 15，650円

票 数

単勝票数 計 653485 的中 � 67577（4番人気）
複勝票数 計 963264 的中 � 114798（4番人気）� 196065（1番人気）� 151781（3番人気）
枠連票数 計 476170 的中 （2－7） 22203（9番人気）
馬連票数 計1976702 的中 �� 104112（5番人気）
馬単票数 計 859259 的中 �� 17332（12番人気）
ワイド票数 計 866374 的中 �� 50663（4番人気）�� 30337（7番人気）�� 62704（2番人気）
3連複票数 計2299051 的中 ��� 82453（3番人気）
3連単票数 計3734987 的中 ��� 17296（34番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．5―12．5―12．6―12．2―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―34．9―47．4―1：00．0―1：12．2―1：24．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メガオパールカフェ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2014．1．11 中山5着

2011．3．4生 牡4栗 母 カフェピノコ 母母 ピノシェット 16戦3勝 賞金 40，150，000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） 1頭 ニシノゲンキマル号
（非抽選馬） 4頭 ショウリノウタゲ号・タガノプリンス号・ポンデザムール号・ラブリースター号



（27東京2）第7日 5月16日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 183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

265，820，000円
6，800，000円
2，730，000円
24，420，000円
72，738，000円
5，064，000円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
476，609，000円
778，735，800円
334，337，400円
1，452，540，500円
675，646，900円
657，682，500円
1，814，720，500円
2，758，788，700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 8，949，061，300円

総入場人員 26，184名 （有料入場人員 24，218名）
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