
12133 5月28日 晴 稍重 （29東京2）第12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）

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

22 ヒトノワドリーム 牡3鹿 56 戸崎 圭太西村 静子氏 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 430± 01：37．8 1．7�

610 リパーカッション 牡3鹿 56 柴田 大知石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 杵臼牧場 500－ 21：38．01� 3．6�
34 キングズクライ 牡3栗 56 岩田 康誠窪田 芳郎氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム 492 ―1：38．1� 19．8�
23 レコンキスタ 牡3栗 56 石橋 脩村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 494± 01：38．63 5．5�
11 ニシノキッカセキ 牡3鹿 56 松岡 正海西山 茂行氏 手塚 貴久 浦河 谷川牧場 464＋ 41：38．7� 21．2�
815 ディアジュジュマン 牡3芦 56 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 栗田 徹 新ひだか 大典牧場 B470－ 41：39．02 63．6	
713 エーブインブレム 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子阿部 紀子氏 根本 康広 新ひだか 松本牧場 448＋ 61：39．31� 115．2

46 タイムレスタイム 牝3鹿 54 津村 明秀栗坂 崇氏 和田 雄二 千歳 社台ファーム 472－ 6 〃 ハナ 90．1�
58 ハクシュカッサイ 牡3栗 56

53 ▲武藤 雅江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 昭和牧場 422－ 11：39．4� 251．4�
59 ヴィエメンテ 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹杉田 周作氏 中舘 英二 浦河 桑田牧場 454－ 21：39．5� 91．4
47 トリックコンボ 牡3黒鹿56 村田 一誠松尾 正氏 藤原 辰雄 秋田 松尾 豊 474＋ 41：39．6� 43．1�
611 クインズチラゴー 牡3黒鹿56 吉田 豊亀田 和弘氏 小島 茂之 新ひだか 前田牧場 464－121：39．7クビ 78．8�
712 ネコフッピー 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎桐谷 茂氏 星野 忍 新冠 須崎牧場 424＋121：40．02 115．9�
35 ヴェネラブル 牡3鹿 56 蛯名 正義 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 528 ―1：40．1クビ 31．8�
814 ハブアブラスト 牡3黒鹿56 江田 照男山口 裕介氏 田村 康仁 日高 サンシャイン

牧場 494＋12 （競走中止） 174．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 33，469，700円 複勝： 71，896，500円 枠連： 22，547，200円
馬連： 80，165，700円 馬単： 45，680，300円 ワイド： 41，491，000円
3連複： 113，674，700円 3連単： 186，630，700円 計： 595，555，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 120円 � 280円 枠 連（2－6） 250円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 160円 �� 610円 �� 920円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 4，070円

票 数

単勝票数 計 334697 的中 � 151548（1番人気）
複勝票数 計 718965 的中 � 459922（1番人気）� 87912（2番人気）� 19970（4番人気）
枠連票数 計 225472 的中 （2－6） 68981（1番人気）
馬連票数 計 801657 的中 �� 210409（1番人気）
馬単票数 計 456803 的中 �� 75846（1番人気）
ワイド票数 計 414910 的中 �� 90829（1番人気）�� 14412（5番人気）�� 9207（9番人気）
3連複票数 計1136747 的中 ��� 52895（3番人気）
3連単票数 計1866307 的中 ��� 33241（9番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―11．9―12．1―12．3―12．2―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―36．1―48．2―1：00．5―1：12．7―1：24．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒトノワドリーム �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Theatrical デビュー 2016．10．10 東京10着

2014．4．16生 牡3鹿 母 トリプルアクト 母母 Multiply 12戦1勝 賞金 13，550，000円
〔発走状況〕 ハブアブラスト号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔競走中止〕 ハブアブラスト号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 ハブアブラスト号は，発走調教再審査。
※出走取消馬 スティーレナハト号（疾病〔右後肢跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ダンエクセル号
（非抽選馬） 1頭 クリノタブマン号

12134 5月28日 晴 稍重 （29東京2）第12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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

611 ファステストネオ 牝3栗 54 柴山 雄一鈴木 伸昭氏 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 456＋ 81：25．8 16．9�
815 サーデューク 牡3黒鹿56 内田 博幸吉田 和美氏 竹内 正洋 浦河 鎌田 正嗣 508＋ 41：26．11� 3．1�
24 ウォーターメロン 牡3鹿 56 C．ルメール 大島有志生氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B522＋ 81：26．2� 3．6�
35 マイネルヘミニス 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 458＋12 〃 クビ 129．3�
816 ヌンジュリエット 牝3黒鹿54 藤岡 佑介ヌンクラブ� 清水 英克 日高 ナカノファーム 470± 01：26．62� 7．7�
612 フォルテメンテ 牡3鹿 56 吉田 豊伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 桑嶋 峰雄 504＋ 21：26．81� 42．5	
48 ワ ッ ハ ッ ハ 牡3黒鹿56 柴田 大知小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 464－ 21：26．9クビ 8．3

11 シ ュ パ ー ガ 牡3栗 56 西田雄一郎菊地 剛氏 松永 康利 新冠 つつみ牧場 496－ 6 〃 クビ 10．5�
12 マ ッ タ ナ シ 牡3栗 56 吉田 隼人芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 久保 秀雄 B474＋101：27．22 21．4�
36 ウバトーバン 牝3青鹿 54

51 ▲菊沢 一樹石瀬 浩三氏 奥平 雅士 新冠 樋渡 志尚 450＋ 61：27．3� 93．0
59 ニシノスマッシュ 牡3黒鹿56 大野 拓弥西山 茂行氏 田村 康仁 新冠 村上 欽哉 B428± 01：27．4� 21．7�
713 キチロクエンパイア 牝3黒鹿 54

52 △伴 啓太山本 正美氏 二本柳俊一 新冠 村田牧場 452－ 21：27．71� 237．2�
714 デルマプレイバック 牝3栃栗54 宮崎 北斗浅沼 廣幸氏 田中 剛 日高 ファニーヒルファーム 460＋ 61：28．33� 178．8�
47 ブリリアントレター 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子熊坂 俊一氏 根本 康広 福島 農事組合法人
天栄牧場 440＋20 〃 クビ 120．8�

23 	 クロースリーニット 牡3鹿 56 戸崎 圭太飯田 正剛氏 二ノ宮敬宇 米 Dr. Masa-
take Iida 532＋101：28．4クビ 10．4�

510 シ ザ ン サ ス 牝3黒鹿 54
51 ▲野中悠太郎福田 光博氏 加藤 和宏 浦河 高岸 順一 430± 01：32．5大差 119．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，276，800円 複勝： 51，994，700円 枠連： 26，576，000円
馬連： 90，721，400円 馬単： 37，357，400円 ワイド： 49，911，100円
3連複： 112，974，200円 3連単： 138，570，800円 計： 538，382，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，690円 複 勝 � 290円 � 130円 � 150円 枠 連（6－8） 1，400円

馬 連 �� 2，600円 馬 単 �� 6，820円

ワ イ ド �� 790円 �� 1，000円 �� 270円

3 連 複 ��� 2，590円 3 連 単 ��� 26，020円

票 数

単勝票数 計 302768 的中 � 14322（7番人気）
複勝票数 計 519947 的中 � 32372（7番人気）� 127259（1番人気）� 95403（2番人気）
枠連票数 計 265760 的中 （6－8） 14680（7番人気）
馬連票数 計 907214 的中 �� 28622（9番人気）
馬単票数 計 373574 的中 �� 4107（26番人気）
ワイド票数 計 499111 的中 �� 15029（8番人気）�� 11562（10番人気）�� 55219（1番人気）
3連複票数 計1129742 的中 ��� 32622（4番人気）
3連単票数 計1385708 的中 ��� 3861（78番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．6―12．3―12．5―12．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．4―35．0―47．3―59．8―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファステストネオ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Phone Trick デビュー 2016．10．30 新潟10着

2014．3．31生 牝3栗 母 ナイススピードワン 母母 インファチュエイト 7戦1勝 賞金 9，650，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シザンサス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年6月28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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 オリジナルデザイン号
（非抽選馬） 5頭 ジッテ号・テンエイハヤブサ号・ブラストビート号・マイネルバローネ号・ライバーバード号

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第２回 東京競馬 第１２日



12135 5月28日 晴 良 （29東京2）第12日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時05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
1：44．2
1：43．9

良
良

713 ナムラムラサキ 牝3鹿 54 津村 明秀奈村 睦弘氏 岩戸 孝樹 日高 いとう牧場 420± 01：48．0 19．0�
48 パルフェクォーツ 牡3栗 56 C．ルメール �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 530－ 21：48．21� 1．9�
12 � カスタディーヴァ 牝3白 52 戸崎 圭太ディアレストクラブ� 田村 康仁 新 Windsor Park

Stud Ltd 446± 01：48．3	 42．5�
816 ブラックギムレット 牡3黒鹿56 岩田 康誠黒澤 尚氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 81：48．51	 18．1�
23 オメガジェルベーラ 牡3栗 56 内田 博幸原 
子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 486± 01：48．6クビ 4．2	
715 シンボリジュネス 牝3栗 54 柴山 雄一シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 466－ 21：48．7� 266．6

36 キューンハイト 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 422＋ 61：48．8クビ 11．7�
510 ティナカヌメ 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子澤田 孝之氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田牧場 454－ 6 〃 アタマ 47．9�
47 リードフルート 牝3鹿 54 村田 一誠 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 468－ 4 〃 クビ 304．5
817 エスポワールママン 牝3栗 54 江田 照男吉見 典子氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 B446－ 4 〃 ハナ 48．7�
714 クリップスプリンガ 牡3鹿 56 田中 勝春山下 良子氏 的場 均 新冠 ヤマタケ牧場 426＋ 21：49．11� 10．0�
612 アドバンスクライ 牡3鹿 56

53 ▲武藤 雅髙橋 貴士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 442＋ 61：49．2	 338．6�
59 グラブザゴールド 牡3鹿 56 蛯名 正義 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 432－ 2 〃 クビ 12．0�
611 セイウンシナツ 牡3黒鹿56 大野 拓弥西山 茂行氏 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 442＋ 41：49．51� 119．1�
24 サーストンバッカ 牡3黒鹿56 吉田 隼人齊藤 宣勝氏 上原 博之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋ 2 〃 ハナ 223．9�
35 ベストベット 牝3鹿 54 石川裕紀人下河�行雄氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 428＋ 81：49．71� 228．4�
11 ターシャフォンテン 牝3黒鹿 54

52 △井上 敏樹吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 444＋ 21：49．8� 385．1�
818 ピティヴィエ �3栗 56 勝浦 正樹伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 438－ 21：49．9� 41．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 43，089，800円 複勝： 67，628，000円 枠連： 24，033，000円
馬連： 100，401，700円 馬単： 49，399，200円 ワイド： 59，584，400円
3連複： 128，484，900円 3連単： 182，393，700円 計： 655，014，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，900円 複 勝 � 370円 � 120円 � 720円 枠 連（4－7） 580円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 5，800円

ワ イ ド �� 770円 �� 8，670円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 17，810円 3 連 単 ��� 150，090円

票 数

単勝票数 計 430898 的中 � 18136（7番人気）
複勝票数 計 676280 的中 � 34563（7番人気）� 237295（1番人気）� 15984（8番人気）
枠連票数 計 240330 的中 （4－7） 32023（2番人気）
馬連票数 計1004017 的中 �� 42482（6番人気）
馬単票数 計 493992 的中 �� 6383（19番人気）
ワイド票数 計 595844 的中 �� 20900（8番人気）�� 1688（52番人気）�� 11188（13番人気）
3連複票数 計1284849 的中 ��� 5408（50番人気）
3連単票数 計1823937 的中 ��� 881（336番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―11．7―12．0―12．5―12．9―11．6―11．6―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―35．9―47．9―1：00．4―1：13．3―1：24．9―1：36．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F34．7

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラムラサキ �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 チーフベアハート デビュー 2016．11．20 東京6着

2014．3．27生 牝3鹿 母 ナムラオーキッド 母母 ビストロドゥパリ 4戦1勝 賞金 5，750，000円
〔制裁〕 ティナカヌメ号の騎手藤田菜七子は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番）
※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。
（非抽選馬） 5頭 クリノカグヤヒメ号・シスターマリオン号・トラフィックブルー号・ハッピーパーティー号・リウォード号

12136 5月28日 晴 稍重 （29東京2）第12日 第4競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時35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

23 ラ ユ ロ ッ ト 牝3黒鹿54 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 浦河 田中スタッド 498＋ 21：23．9 7．0�
35 アンデスクイーン 牝3栗 54 藤岡 佑介 �グリーンファーム西園 正都 安平 ノーザンファーム 476± 01：24．0� 32．6�
59 アフターバーナー 牡3鹿 56 M．デムーロ 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 B504－ 21：24．1� 2．5�
36 フ ィ ス キ オ 牡3栗 56 北村 宏司�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 平山牧場 464± 01：24．41� 16．1�
24 ヨドノビクトリー 牡3鹿 56 武 豊海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 478＋ 61：24．61� 5．9�
816 ダノンロッソ 牡3青鹿56 岩田 康誠�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 434＋ 21：24．7クビ 7．4	
11 ラブユーミー 牝3鹿 54 江田 照男増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 480－ 2 〃 クビ 123．2

48 コスモクウェンチ 牡3鹿 56 柴田 大知 �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 488＋ 2 〃 ハナ 62．9�
47 アシャカリアン 牡3栗 56 柴山 雄一吉冨 学氏 大根田裕之 日高 豊洋牧場 462－ 21：24．8クビ 11．6
612 ランバージャック 牡3栗 56 川田 将雅今西 和雄氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452＋ 61：24．9� 14．9�
12 ロードナカヤマ 牝3鹿 54 内田 博幸�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 464± 0 〃 ハナ 23．1�
510 オールウェイズゼア 牡3黒鹿 56

54 △木幡 初也グリーンスウォード高市 圭二 新ひだか 荒木 貴宏 468＋161：25．21� 162．3�
815 サンマルライバル 牡3青鹿56 横山 典弘相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 484＋ 8 〃 クビ 14．6�
714 サンジレット 牡3栗 56 勝浦 正樹 �加藤ステーブル 田村 康仁 新冠 前川 隆範 490＋ 11：25．41� 308．0�
713 ドルフィンキック 牡3栗 56 大野 拓弥谷掛 龍夫氏 大江原 哲 新ひだか 片山牧場 478＋ 41：28．2大差 56．0�
611	 テセラプルーニア 牝3鹿 54 武士沢友治木村 直樹氏 天間 昭一 様似 様似共栄牧場 474＋ 61：28．41� 238．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，128，600円 複勝： 68，827，800円 枠連： 26，639，800円
馬連： 109，024，600円 馬単： 45，848，800円 ワイド： 63，122，000円
3連複： 135，502，200円 3連単： 165，724，900円 計： 661，818，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 280円 � 640円 � 140円 枠 連（2－3） 2，570円

馬 連 �� 19，150円 馬 単 �� 30，240円

ワ イ ド �� 5，540円 �� 610円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 14，220円 3 連 単 ��� 105，480円

票 数

単勝票数 計 471286 的中 � 53219（3番人気）
複勝票数 計 688278 的中 � 56924（4番人気）� 20496（10番人気）� 175108（1番人気）
枠連票数 計 266398 的中 （2－3） 8017（10番人気）
馬連票数 計1090246 的中 �� 4696（47番人気）
馬単票数 計 458488 的中 �� 1137（83番人気）
ワイド票数 計 631220 的中 �� 2783（52番人気）�� 28075（3番人気）�� 11697（15番人気）
3連複票数 計1355022 的中 ��� 7145（50番人気）
3連単票数 計1657249 的中 ��� 1139（330番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．7―12．4―12．2―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―35．2―47．6―59．8―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ ユ ロ ッ ト �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2016．8．13 札幌2着

2014．2．14生 牝3黒鹿 母 ユメノオーラ 母母 レッダンゴールド 5戦2勝 賞金 17，000，000円
〔騎手変更〕 ドルフィンキック号の騎手柴田善臣は，病気のため大野拓弥に変更。
※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 コロニアルスタイル号・ジョイフル号・スマートダンディー号・ノットオンリー号



12137 5月28日 晴 稍重 （29東京2）第12日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時35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
1：33．8
1：33．3

重
良

23 ブライトンロック 牡3黒鹿56 蛯名 正義坂巻 勝彦氏 田中 清隆 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 448± 01：36．4 12．3�

48 ハイランドピーク 牡3青鹿56 横山 和生島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ
スティファーム 452± 01：36．61� 6．8�

816 マルヨシャバーリー 牡3栗 56 藤岡 佑介野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 B468－181：36．81 50．1�
47 リヴァイアサン 牡3鹿 56 岩田 康誠星野 祐介氏 相沢 郁 青森 ユーコー牧場 B504＋ 41：37．22� 58．7�
713 マイネルツァイト 牡3青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新ひだか 原 フアーム 498－ 41：37．3� 118．4	
611 スマートエレメンツ 牡3鹿 56 福永 祐一大川 徹氏 鹿戸 雄一 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 492－ 61：37．4クビ 16．0


36 レッドコマチ 牡3栗 56
53 ▲野中悠太郎金山 敏也氏 竹内 正洋 新冠 川上牧場 442－ 21：37．71� 39．5�

510	 ナイルストーリー 牡3黒鹿56 C．ルメール 吉田 和美氏 堀 宣行 米 Michelle Redding
& France Weiner 496＋ 21：37．8� 4．0�

11 ショウブニデル 牡3青鹿56 北村 宏司小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 498＋141：37．9� 29．9
12 レッドアトゥ 牝3栗 54 M．デムーロ �東京ホースレーシング 松田 国英 日高 下河辺牧場 456－ 81：38．22 7．8�
815 ラ バ ピ エ ス 牡3鹿 56 四位 洋文 �シルクレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 502－ 41：38．73 27．0�
714 チカノワール 牝3鹿 54 武 豊�キーファーズ 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 454＋161：39．01� 101．1�
59 	 チリーシルバー 牝3栗 54 横山 典弘吉田 和美氏 萩原 清 米 Glencrest

Farm, LLC 496± 01：39．53 2．7�
612 サ ノ ヘ ッ ド 牡3黒鹿56 内田 博幸佐野 信幸氏 栗田 徹 日高 豊洋牧場 484－ 61：39．6クビ 13．8�

（14頭）
24 デ ジ ャ ブ 牡3黒鹿 56

54 △井上 敏樹平賀 久枝氏 小笠 倫弘 浦河 鎌田 正嗣 ― （出走取消）

35 アイアムジュピター 牡3鹿 56 菅原 隆一堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 55，474，100円 複勝： 84，171，400円 枠連： 33，334，100円
馬連： 139，141，400円 馬単： 57，467，600円 ワイド： 78，194，900円
3連複： 168，871，000円 3連単： 216，201，500円 計： 832，856，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 350円 � 240円 � 1，150円 枠 連（2－4） 2，940円

馬 連 �� 3，230円 馬 単 �� 7，310円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 5，700円 �� 5，200円

3 連 複 ��� 45，770円 3 連 単 ��� 288，130円

票 数

単勝票数 差引計 554741（返還計 382） 的中 � 35893（5番人気）
複勝票数 差引計 841714（返還計 670） 的中 � 64207（5番人気）� 106292（3番人気）� 16240（11番人気）
枠連票数 差引計 333341（返還計 15） 的中 （2－4） 8768（10番人気）
馬連票数 差引計1391414（返還計 2079） 的中 �� 35434（10番人気）
馬単票数 差引計 574676（返還計 675） 的中 �� 5892（28番人気）
ワイド票数 差引計 781949（返還計 2061） 的中 �� 20929（9番人気）�� 3461（51番人気）�� 3797（49番人気）
3連複票数 差引計1688710（返還計 3984） 的中 ��� 2767（123番人気）
3連単票数 差引計2162015（返還計 5156） 的中 ��� 544（703番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．6―11．5―12．3―12．2―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―34．9―46．4―58．7―1：10．9―1：23．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．7
3 ・（8，16）－（10，11）（7，12）9（1，13，15）3－14（6，2） 4 ・（8，16）－（7，10，11）（1，9，12）13，15，3（6，14）2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブライトンロック �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Singspiel デビュー 2016．8．20 新潟1着

2014．5．18生 牡3黒鹿 母 クイーンオブナプレス 母母 Napoleon’s Sister 9戦2勝 賞金 19，300，000円
〔出走取消〕 デジャブ号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。

アイアムジュピター号は，疾病〔左後肢跛行〕のため出走取消。
※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 グッドラックサマー号・シャドウボーダー号・ラレータ号・ワイルドグラス号

12138 5月28日 晴 良 （29東京2）第12日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走13時05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
1：19．6
1：19．0

良
良

713 ボーダーオブライフ 牡3鹿 56 福永 祐一片山 晃氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 496－ 41：21．3 4．8�
12 ド ウ デ ィ 牡3鹿 56 大野 拓弥 e馬主組合 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 474－ 21：21．4� 5．2�
48 サンアンカレッジ 牡3栗 56 蛯名 正義 �加藤ステーブル 岩戸 孝樹 日高 神島 芳仁 478＋ 21：21．5� 24．8�
35 � ワカコマタイヨウ 牝3黒鹿54 柴山 雄一島川 �哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ

スティファーム 436－ 21：21．6� 89．5�
714 ス カ ル バ ン 牡3鹿 56 M．デムーロ�KTレーシング 武井 亮 新冠 パカパカ

ファーム 496＋ 81：21．7� 2．9	
817 ワイナルダム 牡3青鹿56 松岡 正海 
コスモヴューファーム 水野 貴広 青森 大前 典男 438－161：21．8� 34．6�
23 サレンティーナ 牡3栗 56 戸崎 圭太 
サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 2 〃 クビ 4．9�
611 アドマイヤプリヴ 牡3青鹿56 C．ルメール 近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 444＋ 2 〃 アタマ 15．1
59 ミルトドリーム 牡3鹿 56 岩田 康誠永山 勝敏氏 中竹 和也 浦河 北光牧場 498＋ 2 〃 ハナ 22．3�
816 カンバンムスメ 牝3黒鹿54 西田雄一郎北所 直人氏 松永 康利 浦河 大西ファーム 438－ 21：21．9� 200．1�
510 シュピールカルテ 牝3青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 徹 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 2 〃 クビ 26．2�
36 ライデンバローズ 牡3芦 56 松若 風馬猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富菜牧場 542＋ 61：22．0� 33．5�
818 アルジャントゥイユ 牡3栗 56 北村 宏司村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 438－ 2 〃 ハナ 156．2�
11 ジ ョ ワ イ ユ 牝3鹿 54 吉田 隼人�ラ・メール 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 464± 01：22．1� 105．2�
47 メイショウルミナス 牝3黒鹿54 武 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 456＋ 61：22．31 62．5�
24 トワイライトライフ 牝3鹿 54 石川裕紀人 
サンデーレーシング 黒岩 陽一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 21：22．4� 94．6�
612 シャイニードライヴ 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 雅 牧場 448－ 21：22．61� 262．3�
715 トミケンカリム 牡3栗 56 高倉 稜冨樫 賢二氏 藤沢 則雄 浦河 信岡牧場 456＋ 21：23．77 337．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 51，748，800円 複勝： 69，462，500円 枠連： 32，329，900円
馬連： 122，432，800円 馬単： 50，118，500円 ワイド： 67，705，000円
3連複： 146，627，600円 3連単： 181，109，100円 計： 721，534，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 180円 � 550円 枠 連（1－7） 520円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 440円 �� 2，090円 �� 2，020円

3 連 複 ��� 10，540円 3 連 単 ��� 43，460円

票 数

単勝票数 計 517488 的中 � 85111（2番人気）
複勝票数 計 694625 的中 � 133527（2番人気）� 108184（3番人気）� 23864（9番人気）
枠連票数 計 323299 的中 （1－7） 47499（2番人気）
馬連票数 計1224328 的中 �� 77183（5番人気）
馬単票数 計 501185 的中 �� 15506（8番人気）
ワイド票数 計 677050 的中 �� 43332（4番人気）�� 7927（26番人気）�� 8188（25番人気）
3連複票数 計1466276 的中 ��� 10428（36番人気）
3連単票数 計1811091 的中 ��� 3021（120番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．4―11．9―11．5―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．6―46．5―58．0―1：09．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボーダーオブライフ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2016．10．15 東京2着

2014．2．8生 牡3鹿 母 サクラサクⅡ 母母 サクラフブキ 6戦2勝 賞金 19，200，000円
〔制裁〕 ワイナルダム号の騎手松岡正海は，発走直後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番・15番・14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 ビルズトレジャー号



12139 5月28日 晴 稍重 （29東京2）第12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）
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

36 � ベ ラ ポ ー サ 牝4鹿 55 川田 将雅吉田 和子氏 堀 宣行 米 Gainesway Thor-
oughbreds Ltd. 494＋ 41：37．9 11．7�

611 キングドラゴン 	4鹿 57 C．ルメール 窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 516＋ 8 〃 クビ 2．9�
47 トラキアンコード 	5芦 57 石川裕紀人原 
子氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 500＋ 4 〃 ハナ 11．7�
816 エドノマツオー 牡4栗 57 的場 勇人遠藤 喜松氏 的場 均 新ひだか 沖田 忠幸 482－ 61：38．0� 32．9�
714� キ ン グ リ オ 牡5鹿 57 岩田 康誠窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 504－ 2 〃 ハナ 8．4�
35 コパノビジン 牝4鹿 55

52 ▲藤田菜七子小林 祥晃氏 手塚 貴久 日高 ヤナガワ牧場 B462± 01：38．1クビ 5．8�
23 シーサイドジャズ 牡5芦 57 大野 拓弥金子真人ホール

ディングス	 萩原 清 安平 ノーザンファーム 506＋ 41：38．2� 71．0

24 カンタオール 	4黒鹿57 内田 博幸 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：38．94 3．9�
510� ヤマタケジャイアン 	4芦 57 武士沢友治山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 浦河小林牧場 B464＋ 2 〃 クビ 176．0
12 ポ ロ ス 牝4鹿 55 西村 太一�ミルファーム 南田美知雄 新冠 高橋 忍 464＋ 61：39．0クビ 150．5�
713 ポルトボナール 牡5黒鹿 57

55 △井上 敏樹後藤 英成氏 青木 孝文 森 笹川大晃牧場 478－18 〃 クビ 53．6�
59 ブルーガーディアン 牡5黒鹿57 江田 照男 	ブルーマネジメント星野 忍 新ひだか 加野牧場 502＋ 6 〃 ハナ 140．2�
11 タンサンドール 	4栗 57 吉田 隼人 Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 478－ 21：39．1� 105．9�
612 スイートメロディー 牝4鹿 55 石橋 脩村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 478＋ 81：39．3� 84．0�
815 ホウオウレックス 牡4鹿 57 西田雄一郎小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B514－ 9 〃 ハナ 120．7�
48 プライズコレクター 牡4栗 57 勝浦 正樹	明栄商事 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 498± 01：40．36 11．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，764，700円 複勝： 72，256，600円 枠連： 30，527，100円
馬連： 132，093，300円 馬単： 54，685，300円 ワイド： 64，884，500円
3連複： 147，999，200円 3連単： 198，777，100円 計： 750，987，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 270円 � 140円 � 270円 枠 連（3－6） 690円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 4，670円

ワ イ ド �� 720円 �� 1，420円 �� 650円

3 連 複 ��� 5，010円 3 連 単 ��� 36，120円

票 数

単勝票数 計 497647 的中 � 34012（5番人気）
複勝票数 計 722566 的中 � 59479（7番人気）� 166377（1番人気）� 60452（6番人気）
枠連票数 計 305271 的中 （3－6） 34006（2番人気）
馬連票数 計1320933 的中 �� 59843（6番人気）
馬単票数 計 546853 的中 �� 8775（17番人気）
ワイド票数 計 648845 的中 �� 23573（10番人気）�� 11288（20番人気）�� 26274（7番人気）
3連複票数 計1479992 的中 ��� 22137（20番人気）
3連単票数 計1987771 的中 ��� 3989（129番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．3―12．4―12．7―12．0―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―35．8―48．2―1：00．9―1：12．9―1：25．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F37．0
3 ・（7，16）6（3，9）（4，13，12）（5，14，15）（10，11，8）2，1 4 ・（7，16）6（3，9，13）（4，14，11，12，15）5（10，8）（2，1）

勝馬の
紹 介

�ベ ラ ポ ー サ �
�
父 Tapit �

�
母父 Birdstone デビュー 2016．1．24 中京7着

2013．5．18生 牝4鹿 母 Livin Lovin 母母 Nurse Margaret 8戦2勝 賞金 16，050，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 サンマルトゥーレ号・スケールアップ号・セイカエドミザカ号・ダイメイホークス号・プエルト号・

マイハーベスト号・ロードサンダー号

12140 5月28日 晴 良 （29東京2）第12日 第8競走 ��
��2，400�

あおあらし

青 嵐 賞
発走14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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

23 ルックトゥワイス 牡4鹿 57 戸崎 圭太飯塚 知一氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 434＋ 22：23．8 2．4�
48 ケイブルグラム 牡4鹿 57 C．ルメール �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B514＋ 42：24．33 6．2�
24 ソールインパクト 牡5芦 57 福永 祐一窪田 康志氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488± 0 〃 ハナ 7．4�
35 ステイブラビッシモ 牡4鹿 57 大野 拓弥草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 458－ 42：24．51� 9．8�
36 ウインテンダネス 牡4栗 57 松岡 正海�ウイン 杉山 晴紀 新冠 アサヒ牧場 498± 02：24．82 13．5	
47 テイエムコンドル 牡6鹿 57 柴山 雄一竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 468± 0 〃 アタマ 220．3

713 ロングスピーク 牡5鹿 57 蛯名 正義 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 554－ 22：24．9クビ 21．7�
11 ハイドロフォイル 牡4鹿 57 岩田 康誠 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B484± 02：25．0	 12．8�
815 マイネルクラフト 牡4黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム B478± 0 〃 アタマ 26．8
59 コスモジャーベ 牡4黒鹿57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 坂本 智広 470－ 22：25．1クビ 83．1�
816 サブライムカイザー 牡5鹿 57 M．デムーロ �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 504＋ 4 〃 クビ 13．0�
12 ハイプレッシャー 牡6黒鹿57 川田 将雅�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 518－ 22：25．41	 63．8�
510 メ ナ ス コ 
5黒鹿57 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442＋122：25．5クビ 96．8�
612 カ カ ド ゥ 牡5鹿 57 北村 宏司�ラ・メール 奥村 武 新ひだか グランド牧場 486＋ 4 〃 クビ 28．7�
611 シークレットパス 牡6芦 57 木幡 初広岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド B460＋ 42：26．03 105．3�
714 ジュンスパーヒカル 牡5鹿 57 内田 博幸河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 464± 02：27．06 18．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 65，603，400円 複勝： 96，159，000円 枠連： 45，481，900円
馬連： 184，736，700円 馬単： 69，886，200円 ワイド： 95，307，600円
3連複： 217，259，100円 3連単： 271，964，500円 計： 1，046，398，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 170円 � 180円 枠 連（2－4） 670円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 410円 �� 400円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，930円 3 連 単 ��� 5，180円

票 数

単勝票数 計 656034 的中 � 210802（1番人気）
複勝票数 計 961590 的中 � 202636（1番人気）� 135523（2番人気）� 121739（3番人気）
枠連票数 計 454819 的中 （2－4） 51879（2番人気）
馬連票数 計1847367 的中 �� 159767（1番人気）
馬単票数 計 698862 的中 �� 41683（1番人気）
ワイド票数 計 953076 的中 �� 60735（2番人気）�� 63103（1番人気）�� 37717（4番人気）
3連複票数 計2172591 的中 ��� 84217（1番人気）
3連単票数 計2719645 的中 ��� 38027（1番人気）

ハロンタイム 13．1―11．4―12．4―12．1―12．0―11．9―12．2―11．9―12．0―11．7―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―24．5―36．9―49．0―1：01．0―1：12．9―1：25．1―1：37．0―1：49．0―2：00．7―2：12．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ルックトゥワイス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Alzao デビュー 2016．2．21 東京6着

2013．4．2生 牡4鹿 母 エスユーエフシー 母母 Familiar 6戦3勝 賞金 35，058，000円
〔騎手変更〕 テイエムコンドル号の騎手柴田善臣は，病気のため柴山雄一に変更。

１レース目



12141 5月28日 晴 良 （29東京2）第12日 第9競走 ��
��1，800�む ら さ き 賞

発走14時50分 （芝・左）
4歳以上，1，600万円以下，28．5．28以降29．5．21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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

22 サンマルティン �5栗 55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 494－ 21：46．6 6．5�
58 ショウナンマルシェ �6青鹿54 柴山 雄一国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 6 〃 アタマ 81．8�
11 � レッドルーファス 牡7栗 56 大野 拓弥 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 米 Charles

H. Wacker 514＋ 61：46．7	 16．1�
712 ブレイヴリー 牡6鹿 55 蛯名 正義岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド B486± 01：46．8クビ 30．6�
69 ジークカイザー 牡4鹿 55 川田 将雅 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 478＋ 2 〃 ハナ 5．2	
34 エ マ ノ ン 牝4黒鹿52 松山 弘平丸山 担氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 488－ 61：46．9	 26．4

45 ロッカフラベイビー 牝5黒鹿53 福永 祐一山田 弘氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 452＋ 41：47．0	 25．7�
57 ハナズレジェンド 牡4栗 56 藤岡 佑介広尾レース� 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド 460± 01：47．1クビ 8．8�
46 ポルトドートウィユ 牡5鹿 57 武 豊 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 506＋ 2 〃 クビ 4．1
814 ストレンジクォーク 牡5鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 小島 太 安平 ノーザンファーム 498± 01：47．31
 3．5�
610 ハ ツ ガ ツ オ 牝6鹿 51 武士沢友治江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 516± 01：47．4クビ 70．9�
33 シャドウウィザード �7黒鹿55 松若 風馬飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 482＋ 2 〃 クビ 57．4�
711 ニシノジャーニー 牡4青鹿54 内田 博幸西山 茂行氏 根本 康広 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 442－ 21：47．61� 23．8�
813 トレジャーマップ 牡6鹿 53 横山 武史小林 正和氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 448± 01：47．81
 80．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 76，755，800円 複勝： 110，134，800円 枠連： 38，622，700円
馬連： 236，282，300円 馬単： 90，954，600円 ワイド： 104，614，600円
3連複： 264，820，000円 3連単： 373，068，400円 計： 1，295，253，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 270円 � 1，360円 � 440円 枠 連（2－5） 2，810円

馬 連 �� 34，550円 馬 単 �� 51，560円

ワ イ ド �� 7，500円 �� 1，380円 �� 10，030円

3 連 複 ��� 120，370円 3 連 単 ��� 664，550円

票 数

単勝票数 計 767558 的中 � 93969（4番人気）
複勝票数 計1101348 的中 � 121491（4番人気）� 18636（12番人気）� 65702（6番人気）
枠連票数 計 386227 的中 （2－5） 10652（14番人気）
馬連票数 計2362823 的中 �� 5640（55番人気）
馬単票数 計 909546 的中 �� 1323（99番人気）
ワイド票数 計1046146 的中 �� 3548（58番人気）�� 20153（14番人気）�� 2646（63番人気）
3連複票数 計2648200 的中 ��� 1650（196番人気）
3連単票数 計3730684 的中 ��� 407（1046番人気）

ハロンタイム 13．2―11．4―11．9―12．4―12．1―12．0―11．1―11．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．6―36．5―48．9―1：01．0―1：13．0―1：24．1―1：35．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．6―3F33．6

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

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

サンマルティン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．8．31 新潟1着

2012．3．4生 �5栗 母 ディアデラノビア 母母 ポトリザリス 11戦5勝 賞金 58，513，000円
※トレジャーマップ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

12142 5月28日 晴 良 （29東京2）第12日 第10競走 ��
��2，400�東 京 優 駿（ＧⅠ）

発走15時40分 （第84回日本ダービー） （芝・左）
牡・牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，牡馬57�，牝馬55�

内閣総理大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞・東京馬主協会賞（1着）
賞 品

本 賞 200，000，000円 80，000，000円 50，000，000円 30，000，000円 20，000，000円
付 加 賞 28，000，000円 8，000，000円 4，000，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品

朝日新聞社賞（1着）
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

2：22．1
2：22．1
2：23．2

良
良
良

612 レ イ デ オ ロ 牡3鹿 57 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 480－ 42：26．9 5．3�
24 スワーヴリチャード 牡3栗 57 四位 洋文�NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 492－122：27．0� 5．9�
818 アドミラブル 牡3鹿 57 M．デムーロ近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 514＋ 42：27．21	 3．4�
23 マイスタイル 牡3鹿 57 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 462＋10 〃 クビ 188．8�
47 ア ル ア イ ン 牡3鹿 57 松山 弘平 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 516－ 2 〃 ハナ 6．3	
11 ダンビュライト 牡3黒鹿57 武 豊 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 464－ 22：27．3
 14．5

611 ペルシアンナイト 牡3黒鹿57 戸崎 圭太�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 478－ 22：27．4
 11．9�
48 � ト ラ ス ト 牡3芦 57 丹内 祐次岡田 繁幸氏 中村 均 新冠 中本牧場 472± 02：27．5� 219．1�
510� ベストアプローチ 牡3栗 57 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 英 Car Colston

Hall Stud 474＋ 62：27．6
 61．2
36 サトノアーサー 牡3青鹿57 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 466－ 6 〃 クビ 8．0�
713 カ デ ナ 牡3鹿 57 福永 祐一前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 454＋ 22：27．7クビ 17．1�
816 キ ョ ウ ヘ イ 牡3鹿 57 高倉 稜瀬谷 �雄氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 424± 02：27．8� 200．2�
35 クリンチャー 牡3鹿 57 藤岡 佑介前田 幸治氏 宮本 博 新冠 平山牧場 472－ 42：28．12 30．2�
715 ダイワキャグニー 牡3黒鹿57 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 484－ 2 〃 ハナ 40．9�
817 ウインブライト 牡3芦 57 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 472＋ 62：28．41� 133．6�
59 マイネルスフェーン 牡3栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 42：28．5
 289．8�
12 アメリカズカップ 牡3黒鹿57 松若 風馬谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 448＋ 2 〃 クビ 187．6�
714 ジョーストリクトリ 牡3鹿 57 内田 博幸上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 500＋102：28．92
 335．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 1，257，606，600円 複勝： 1，068，820，100円 枠連： 805，015，000円 馬連： 4，128，419，100円 馬単： 1，486，397，300円
ワイド： 1，378，386，000円 3連複： 5，251，680，700円 3連単： 9，602，875，800円 5重勝： 579，508，100円 計： 25，558，708，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 180円 � 200円 � 150円 枠 連（2－6） 1，180円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 2，860円

ワ イ ド �� 650円 �� 470円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，220円 3 連 単 ��� 11，870円

5 重 勝
対象競走：東京8R／京都9R／東京9R／京都10R／東京10R

キャリーオーバー なし����� 1，006，580円

票 数

単勝票数 計12576066 的中 � 1895077（2番人気）
複勝票数 計10688201 的中 � 1437214（2番人気）� 1295080（3番人気）� 2031165（1番人気）
枠連票数 計8050150 的中 （2－6） 524371（3番人気）
馬連票数 計41284191 的中 �� 2081581（4番人気）
馬単票数 計14863973 的中 �� 388681（7番人気）
ワイド票数 計13783860 的中 �� 526825（4番人気）�� 766278（1番人気）�� 731368（2番人気）
3連複票数 計52516807 的中 ���1767641（1番人気）
3連単票数 計96028758 的中 ��� 586052（8番人気）
5重勝票数 計5795081 的中 ����� 403

ハロンタイム 13．0―11．2―12．9―12．8―13．3―12．5―12．1―12．6―12．7―11．5―10．9―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．2―37．1―49．9―1：03．2―1：15．7―1：27．8―1：40．4―1：53．1―2：04．6―2：15．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．5―3F33．8
1
3
3，8－7（1，15）5（4，10，17）（6，9，11）（2，12）（14，13，18）16
3，12（8，11）（1，7）4，15（5，10，17）2（9，6，18）14，13，16

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

勝馬の
紹 介

レ イ デ オ ロ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．10．9 東京1着

2014．2．5生 牡3鹿 母 ラ ド ラ ー ダ 母母 レディブロンド 5戦4勝 賞金 322，770，000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 サトノクロニクル号

３レース目 ５レース目



12143 5月28日 晴 稍重 （29東京2）第12日 第11競走 ��
��1，600�

くんぷう

薫風ステークス
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

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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

713 ラインシュナイダー 牡5鹿 57 武 豊大澤 繁昌氏 沖 芳夫 新ひだか 畠山牧場 474－ 21：35．8 10．1�
612 ヒデノインペリアル 牡5栗 57 岩田 康誠大石 秀夫氏 梅田 智之 平取 清水牧場 512－ 81：36．01� 15．1�
47 イーグルフェザー 牡4鹿 57 横山 典弘 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 490＋ 41：36．42	 6．5�
24 クインズサターン 牡4芦 57 戸崎 圭太 �クイーンズ・ランチ 野中 賢二 新ひだか 佐竹 学 B478＋12 〃 クビ 4．5�
611 レッドオルバース 牡5栗 57 内田 博幸 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 504＋ 41：36．5クビ 4．4	
36 クロフネビームス 牝5芦 55 吉田 豊古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 494＋ 8 〃 クビ 16．9

510 マルカウォーレン 牡5黒鹿57 川田 将雅日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 514－ 21：36．81
 13．6�
815 ルールソヴァール �5栗 57 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 494± 01：36．9
 15．5�
35 ビナイーグル 牡4鹿 57 松若 風馬井之口二三雄氏 服部 利之 新ひだか 塚田 達明 490± 0 〃 アタマ 73．1
59 イ ク ラ ト ロ 牡6鹿 57 藤岡 佑介 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 432± 01：37．0	 171．2�
11 ベルウッドテラス 牡7鹿 57 柴山 雄一鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 日高 オリオンファーム 512＋ 21：37．1クビ 132．1�
48 シャドウチェイサー �5黒鹿57 C．ルメール 飯塚 知一氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 472＋ 4 〃 ハナ 4．9�
12 レッドディオーサ 牝4鹿 55 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 452－ 21：37．2
 29．0�
714 ブライスガウ 牝4栗 55 中谷 雄太一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか グランド牧場 474－10 〃 ハナ 86．9�
23 ニットウビクトリー 牡8鹿 57 松岡 正海�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 500－ 21：37．62	 290．0�
816 モ ン テ ネ オ 牡7黒鹿57 柴田 大知毛利 喜昭氏 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 482－ 81：37．91
 71．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 94，317，300円 複勝： 139，595，200円 枠連： 71，872，300円
馬連： 315，531，400円 馬単： 113，391，000円 ワイド： 143，066，400円
3連複： 382，957，400円 3連単： 540，644，300円 計： 1，801，375，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 310円 � 440円 � 220円 枠 連（6－7） 1，920円

馬 連 �� 6，650円 馬 単 �� 12，550円

ワ イ ド �� 1，960円 �� 1，210円 �� 1，840円

3 連 複 ��� 14，110円 3 連 単 ��� 86，640円

票 数

単勝票数 計 943173 的中 � 74139（5番人気）
複勝票数 計1395952 的中 � 114083（5番人気）� 73908（9番人気）� 190907（3番人気）
枠連票数 計 718723 的中 （6－7） 28896（6番人気）
馬連票数 計3155314 的中 �� 39075（27番人気）
馬単票数 計1133910 的中 �� 6771（54番人気）
ワイド票数 計1430664 的中 �� 18654（27番人気）�� 30975（11番人気）�� 19908（25番人気）
3連複票数 計3829574 的中 ��� 20345（58番人気）
3連単票数 計5406443 的中 ��� 4524（321番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．9―12．2―12．5―11．9―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―35．3―47．5―1：00．0―1：11．9―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F35．8
3 13，11（8，14）（10，12）（2，9）15（1，6，4，16）5－7－3 4 13，11（8，14）（10，12）（2，16）（9，15）（1，6，4）5，7－3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラインシュナイダー �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 テ ン ビ ー デビュー 2014．12．6 阪神5着

2012．3．23生 牡5鹿 母 ト ウ ジ ュ 母母 セ イ メ イ 26戦5勝 賞金 115，124，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時30分に変更。
〔騎手変更〕 モンテネオ号の騎手柴田善臣は，病気のため柴田大知に変更。
〔制裁〕 クロフネビームス号の騎手吉田豊は，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50，000円。（被害馬：15番・16

番・1番）
※ヒデノインペリアル号・レッドディオーサ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

12144 5月28日 晴 良 （29東京2）第12日 第12競走
第131回農林水産省賞典

��
��2，500�目 黒 記 念（ＧⅡ）

発走17時00分 （芝・左）
4歳以上，28．5．28以降29．5．21まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

農林水産大臣賞（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 1，288，000円 368，000円 184，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．6
2：29．5

良
良

612 フェイムゲーム �7青鹿58 C．ルメール �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 454± 02：30．9 19．1�
12 ヴォルシェーブ 牡6栗 56．5 戸崎 圭太佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486－ 62：31．0� 2．7�
59 ハッピーモーメント 牡7鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 502± 02：31．32 45．4�
818 クリプトグラム 牡5栗 56 福永 祐一 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 480＋ 42：31．51 13．4�
817 レコンダイト 牡7黒鹿55 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 454＋ 2 〃 クビ 103．7	
36 シルクドリーマー 牡8鹿 53 石川裕紀人 �シルクレーシング 黒岩 陽一 浦河 笠松牧場 482－ 22：31．6	 35．3

24 カフジプリンス 牡4栗 55 岩田 康誠加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 520－ 82：31．7クビ 7．7�
11 モンドインテロ 牡5鹿 56．5 内田 博幸 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 474－ 2 〃 アタマ 7．0�
47 ウ ム ブ ル フ 牡4青鹿55 M．デムーロ �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 2 〃 ハナ 6．8
715 ワンアンドオンリー 牡6黒鹿58 横山 典弘�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ B486－102：31．8� 18．5�
23 サラトガスピリット 牡5栗 54 四位 洋文平井 裕氏 友道 康夫 日高 白井牧場 508－ 42：31．9	 12．2�
611 マイネルサージュ 牡5鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 洞
湖 レイクヴィラファーム 506＋ 62：32．1	 73．2�
713 ヒットザターゲット 牡9栗 57．5 大野 拓弥前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 514－ 82：32．31� 70．2�
714 ムスカテール 牡9黒鹿56 吉田 豊吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 480－ 22：32．4� 259．3�
510 トルークマクト 牡7鹿 54 蛯名 正義�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 464± 0 〃 ハナ 44．9�
35 ア ル タ ー �5栗 55 柴山 雄一吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 502－ 82：32．61� 22．9�
48 � ラ ニ 牡4芦 56 武 豊前田 葉子氏 松永 幹夫 米 North Hills

Co. Limited 544＋102：33．23� 27．9�
816 メイショウカドマツ 牡8栗 55 藤岡 佑介松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 528－ 42：33．62� 51．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 239，095，400円 複勝： 324，888，200円 枠連： 183，662，000円
馬連： 780，523，400円 馬単： 268，964，600円 ワイド： 376，265，800円
3連複： 1，116，665，300円 3連単： 1，549，325，900円 計： 4，839，390，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，910円 複 勝 � 540円 � 150円 � 890円 枠 連（1－6） 1，840円

馬 連 �� 3，450円 馬 単 �� 9，130円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 10，530円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 41，190円 3 連 単 ��� 316，940円

票 数

単勝票数 計2390954 的中 � 99762（8番人気）
複勝票数 計3248882 的中 � 129669（8番人気）� 762130（1番人気）� 74801（14番人気）
枠連票数 計1836620 的中 （1－6） 77052（7番人気）
馬連票数 計7805234 的中 �� 186049（8番人気）
馬単票数 計2689646 的中 �� 22077（29番人気）
ワイド票数 計3762658 的中 �� 81728（9番人気）�� 8952（93番人気）�� 47767（19番人気）
3連複票数 計11166653 的中 ��� 20329（121番人気）
3連単票数 計15493259 的中 ��� 3544（845番人気）

ハロンタイム 7．2―11．0―11．2―12．7―12．4―12．3―12．1―12．3―12．4―12．2―11．3―12．0―11．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．2―18．2―29．4―42．1―54．5―1：06．8―1：18．9―1：31．2―1：43．6―1：55．8―2：07．1―2：19．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．1
1
3

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

2
4

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

フェイムゲーム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 アレミロード デビュー 2012．9．29 中山8着

2010．5．11生 �7青鹿 母 ホールオブフェーム 母母 ベルベットサッシュ 23戦6勝 賞金 344，430，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を17時05分に変更。
※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 トレジャーマップ号



（29東京2）第12日 5月28日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 195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

670，200，000円
7，590，000円
19，620，000円
43，290，000円
86，870，000円
8，000，000円
82，398，000円
6，042，000円
1，872，000円

勝馬投票券売得金
2，044，331，000円
2，225，834，800円
1，340，641，000円
6，419，473，800円
2，370，150，800円
2，522，533，300円
8，187，516，300円
13，607，286，700円
579，508，100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 39，297，275，800円

総入場人員 123，779名 （有料入場人員 117，545名）



平成29年度 第2回東京競馬 総計

競走回数 144回 出走延頭数 2，163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

3，713，500，000円
45，400，000円
189，330，000円
108，350，000円
444，400，000円
8，000，000円
879，924，000円
59，902，000円
20，764，800円

勝馬投票券売得金
9，596，992，100円
12，941，613，600円
6，454，020，200円
28，438，582，600円
12，136，409，300円
13，150，669，800円
38，452，701，800円
61，310，470，400円
2，831，402，900円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 185，312，862，700円

総入場延人員 581，587名 （有料入場延人員 509，911名）
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