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12049 5月6日 晴 良 （29東京2）第5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
1：33．8
1：33．3

重
良

47 ゴールデンターキン 牝3栗 54
51 ▲木幡 育也西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 梅田牧場 448± 01：39．2 8．9�

510 トモジャプリマ 牝3黒鹿54 石川裕紀人吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前谷 武志 444＋ 2 〃 クビ 7．7�
713 マ ヴ ィ ア 牝3鹿 54 柴山 雄一吉川 朋宏氏 清水 英克 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 490± 01：39．41� 5．5�
611 セイントヘレナ 牝3鹿 54 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B494－ 2 〃 クビ 8．6�
11 フェイマスラブ 牝3鹿 54 津村 明秀堀江 貞幸氏 松山 将樹 新冠 若林牧場 460± 0 〃 ハナ 84．6�
36 プレシャスクイン 牝3栗 54 蛯名 正義 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 464± 0 〃 ハナ 4．2	
59 モリトシラギク 牝3芦 54

51 ▲武藤 雅石橋 忠之氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 466＋ 41：39．5� 11．0

612 ヴィクトリアレーヴ 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎大塚 亮一氏 上原 博之 浦河 有限会社
吉田ファーム 412－ 61：39．81� 35．2�

24 オーバーレイ 牝3鹿 54 横山 典弘 �キャロットファーム 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 504 ―1：40．86 7．4�
23 プレシャスジュエル 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �社台レースホース中舘 英二 安平 追分ファーム 452＋ 61：41．01� 20．3
48 カンカンガール 牝3芦 54 田辺 裕信堀 祥子氏 小島 太 千歳 社台ファーム 460 ―1：41．21� 16．0�
35 カフェアルカノ 牝3黒鹿54 大野 拓弥西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 428 ―1：41．3クビ 39．9�
815 フ レ ス カ 牝3栗 54 北村 宏司水上 行雄氏 竹内 正洋 浦河 笠松牧場 458－ 61：41．72 40．4�
12 ハンドレッドアーツ 牝3栗 54 柴田 大知岡田 牧雄氏 池上 昌弘 新ひだか 静内坂本牧場 470＋ 41：42．02 36．3�
714 ディーワンプリモ 牝3鹿 54 藤岡 佑介小清水由美子氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 460＋ 21：42．31� 63．0�
816 ゼットステイジ 牝3栗 54 嘉藤 貴行�フォーレスト 伊藤 大士 日高 村下 秀明 444－101：44．0大差 195．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，747，200円 複勝： 39，242，900円 枠連： 17，463，300円
馬連： 64，887，700円 馬単： 28，381，800円 ワイド： 39，250，900円
3連複： 92，063，100円 3連単： 98，884，900円 計： 402，921，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 310円 � 230円 � 180円 枠 連（4－5） 1，490円

馬 連 �� 4，090円 馬 単 �� 8，430円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 1，050円 �� 620円

3 連 複 ��� 7，200円 3 連 単 ��� 31，520円

票 数

単勝票数 計 227472 的中 � 20440（6番人気）
複勝票数 計 392429 的中 � 28660（7番人気）� 44267（3番人気）� 67261（2番人気）
枠連票数 計 174633 的中 （4－5） 9027（6番人気）
馬連票数 計 648877 的中 �� 12271（19番人気）
馬単票数 計 283818 的中 �� 2525（35番人気）
ワイド票数 計 392509 的中 �� 6466（20番人気）�� 9538（12番人気）�� 17093（2番人気）
3連複票数 計 920631 的中 ��� 9584（22番人気）
3連単票数 計 988849 的中 ��� 2274（72番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．2―35．0―47．5―1：00．5―1：13．2―1：26．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンターキン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2016．11．6 東京8着

2014．5．13生 牝3栗 母 ア ブ ラ シ オ 母母 ジュウジホウセキ 4戦1勝 賞金 6，300，000円
〔発走状況〕 オーバーレイ号は，発走地点で左後肢落鉄。発走時刻5分遅延。
※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） 2頭 アミーコドーロ号・ニシノオマージュ号
（非抽選馬） 1頭 ルーセントオーデ号

12050 5月6日 晴 良 （29東京2）第5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
1：16．1
1：16．1

重
重

612 メ リ ー ク ン 牡3鹿 56 吉田 豊ケンレーシング組合 田村 康仁 新ひだか ムーンシェル・インベストメンツ B460± 01：18．9 2．0�
35 カ ラ ー ラ 牝3鹿 54 田辺 裕信平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 436－121：19．53� 13．5�
47 キャプテンルフィ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 472－ 4 〃 クビ 20．1�
24 カツノシックスス 牡3鹿 56 松岡 正海勝野産業� 伊藤 伸一 新ひだか 西村 和夫 436＋ 41：19．6クビ 5．4�
48 オコルデヤスシ 牡3黒鹿56 大野 拓弥西本 資史氏 石毛 善彦 むかわ 市川牧場 430± 01：20．13 34．4�
713 ガレットショコラ 牝3黒鹿54 柴山 雄一吉田 勝己氏 竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 410＋ 6 〃 ハナ 8．7	
510 サンニューオリンズ 牝3栗 54 嶋田 純次 
加藤ステーブル 高橋 文雅 浦河 冨岡 博一 436＋ 21：20．31� 19．9�
23 ピ ネ ロ ー ロ 牝3鹿 54 田中 勝春
G1レーシング 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 446－10 〃 クビ 36．4�
59 サンベリーニ 牝3栗 54

51 ▲武藤 雅スター・ホースメンズクラブ 斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 412－ 81：20．4クビ 85．7

816 リワードミニヨン 牝3芦 54 横山 典弘宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社
リワード 474＋ 21：20．5� 8．2�

714 サンナッシュビル 牡3栗 56 二本柳 壮 
加藤ステーブル 清水 英克 新冠 畔柳 作次 494－ 21：20．6� 15．6�
11 オーネットマーロン 牡3鹿 56 岩田 康誠醍醐 伸之氏 戸田 博文 浦河 有限会社

松田牧場 424－ 41：21．13 157．4�
36 ルールオブグレイス 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎 �サンデーレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 422＋ 61：21．31� 168．7�
815 ア ラ マ キ 牝3鹿 54 石川裕紀人�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 468± 01：21．83 77．2�
611 シゲルヤマアラシ 牡3栗 56 柴田 大知森中 蕃氏 松山 将樹 新冠 中央牧場 B500＋ 4 〃 クビ 168．7�
12 スピニングスターズ 牡3鹿 56 武士沢友治加藤 晃央氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 498± 01：22．22� 125．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，562，900円 複勝： 40，991，600円 枠連： 16，576，800円
馬連： 63，762，600円 馬単： 29，180，300円 ワイド： 38，120，000円
3連複： 80，183，200円 3連単： 94，309，700円 計： 389，687，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 320円 � 440円 枠 連（3－6） 1，550円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，430円

ワ イ ド �� 750円 �� 860円 �� 3，330円

3 連 複 ��� 8，160円 3 連 単 ��� 26，380円

票 数

単勝票数 計 265629 的中 � 103123（1番人気）
複勝票数 計 409916 的中 � 122604（1番人気）� 26325（6番人気）� 17599（7番人気）
枠連票数 計 165768 的中 （3－6） 8253（6番人気）
馬連票数 計 637626 的中 �� 33095（4番人気）
馬単票数 計 291803 的中 �� 8982（6番人気）
ワイド票数 計 381200 的中 �� 13545（6番人気）�� 11548（8番人気）�� 2800（35番人気）
3連複票数 計 801832 的中 ��� 7368（26番人気）
3連単票数 計 943097 的中 ��� 2591（74番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．3―29．8―41．8―53．9―1：06．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メ リ ー ク ン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2016．7．17 福島4着

2014．4．18生 牡3鹿 母 ツーオブハート 母母 プレイアローン 10戦1勝 賞金 14，150，000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） 2頭 クリノナポレオン号・マサリヤヒメ号
（非抽選馬） 3頭 キチロクエンパイア号・シゲルタイガー号・デルマイヨマンテ号

第２回 東京競馬 第５日



12051 5月6日 晴 良 （29東京2）第5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
1：33．8
1：33．3

重
良

58 トミケンボハテル 牡3芦 56 柴山 雄一冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 藤本ファーム 482－ 81：38．8 9．6�
22 オリジネイター 牡3鹿 56 吉田 豊平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 有限会社石川牧場 506＋ 21：39．01 69．0�
712 ハ レ カ イ 牡3栗 56 岩田 康誠�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486－ 6 〃 アタマ 12．0�
610 ハイアーグラウンド 牡3鹿 56 北村 宏司小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 490－ 21：39．21� 1．3�
59 アーバンイェーガー 牡3黒鹿56 内田 博幸西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 516－ 61：39．3クビ 9．2�
814 ダンエクセル 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎田島榮二郎氏 竹内 正洋 新ひだか 元茂牧場 442－ 41：39．72� 58．6	
815 サンマルアルティマ 牡3黒鹿56 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 浦河 中村 雅明 478＋ 61：39．91� 48．1

47 グラスブルース 牡3鹿 56 柴田 善臣半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 510－ 21：40．11� 8．1�
11 サウスクイーン 牝3芦 54

51 ▲木幡 育也南波 壽氏 久保田貴士 新冠 武田 修一 424－ 6 〃 アタマ 103．3
23 デ リ ツ ィ エ 牝3栗 54 田中 勝春 �二風谷ファーム 田島 俊明 平取 びらとり牧場 418＋ 41：40．52� 90．5�
713 ディープサミット 牡3栗 56

53 ▲武藤 雅深見 敏男氏 水野 貴広 新ひだか 田中 裕之 404± 01：41．35 210．1�
611 ジェイケイフージン �3鹿 56 武士沢友治小谷野次郎氏 松永 康利 新ひだか 藤川フアーム 452－ 41：41．4� 100．5�
46 セ イ ギ 牡3栗 56 二本柳 壮江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 480－ 61：41．71� 273．9�
35 メリルフォンテン 牝3鹿 54 岩部 純二吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 454＋ 81：42．12� 293．8�
34 タイキビルダー 牡3鹿 56 大野 拓弥�大樹ファーム 勢司 和浩 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 484－141：42．41� 112．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 29，789，700円 複勝： 116，286，600円 枠連： 17，518，800円
馬連： 57，478，200円 馬単： 41，166，600円 ワイド： 36，746，900円
3連複： 75，231，700円 3連単： 149，064，700円 計： 523，283，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 650円 � 3，510円 � 790円 枠 連（2－5） 4，670円

馬 連 �� 20，450円 馬 単 �� 40，410円

ワ イ ド �� 3，980円 �� 1，060円 �� 4，430円

3 連 複 ��� 42，290円 3 連 単 ��� 380，530円

票 数

単勝票数 計 297897 的中 � 24574（4番人気）
複勝票数 計1162866 的中 � 49735（3番人気）� 8260（8番人気）� 39856（5番人気）
枠連票数 計 175188 的中 （2－5） 2907（10番人気）
馬連票数 計 574782 的中 �� 2178（28番人気）
馬単票数 計 411666 的中 �� 764（47番人気）
ワイド票数 計 367469 的中 �� 2337（28番人気）�� 9298（10番人気）�� 2099（30番人気）
3連複票数 計 752317 的中 ��� 1334（68番人気）
3連単票数 計1490647 的中 ��� 284（431番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．5―48．0―1：01．0―1：13．5―1：26．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トミケンボハテル �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Caerleon デビュー 2016．12．23 中山2着

2014．4．15生 牡3芦 母 ヴァルネリーナ 母母 Lady Capulet 3戦1勝 賞金 8，300，000円
〔制裁〕 ダンエクセル号の調教師竹内正洋は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

ディープサミット号の騎手武藤雅は，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：4番）

12052 5月6日 晴 良 （29東京2）第5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

11 ロジブリランテ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 548＋181：34．1 13．1�
12 ハードアタック 牡3黒鹿56 内田 博幸島川 �哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ

スティファーム 480－ 81：34．41� 2．0�
510 ミステリーモリオン 牡3鹿 56 横山 典弘田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 中橋 正 470－ 41：35．03� 13．7�
36 ホウオウジャンプ 牡3鹿 56 田辺 裕信小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 508＋ 6 〃 ハナ 4．6�
817 サンマルスイート 牝3黒鹿54 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 日高 三城牧場 456＋ 41：35．64 235．3�
818 ノヴァルーナ 牝3鹿 54 M．デムーロ林 正道氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472 ― 〃 ハナ 4．3	
612 ソードヴァルキリー 牝3黒鹿54 吉田 豊畠山伊公子氏 畠山 吉宏 青森 有限会社

ラークヒルズ 404－181：35．81	 187．9

714 ビーハッピー 牡3鹿 56 大野 拓弥�ミルファーム 伊藤 正徳 様似 富田 恭司 464± 01：36．01	 68．7�
23 フクノベルサイユ 牡3鹿 56 松岡 正海福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新冠 浜口牧場 480＋281：36．63� 83．0
35 キタサンメジャー 牝3黒鹿54 北村 宏司�大野商事 奥村 武 新冠 村田牧場 456－ 2 〃 クビ 13．2�
48 ライフライン 牡3鹿 56 村田 一誠�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B476＋ 21：36．7クビ 293．9�
611 イデソヨヒトヲ 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅内田 玄祥氏 星野 忍 日高 高山牧場 418－ 21：36．91	 194．7�
816 リライアブルアミ 牡3青鹿56 田中 勝春島川 �哉氏 柴田 政人 日高 有限会社 エ

スティファーム 438＋ 21：37．43 84．4�
713 マサノホウオウ 牡3黒鹿56 武士沢友治古賀 禎彦氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 502 ―1：37．5� 85．6�
59 メヘンディラート 牝3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 日高 中前牧場 438± 01：37．71	 308．3�
47 タ リ ホ ー 牡3黒鹿56 岩部 純二神田 通博氏 浅野洋一郎 鹿児島 神田 通博 464－ 41：38．01� 191．7�
715 アテンウズメ 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎玉置 潔氏 萱野 浩二 新冠 大栄牧場 486＋ 31：41．3大差 323．4�
（17頭）

24 セレステアルスター 牝3青鹿54 藤岡 佑介�錦岡牧場 和田 正道 新冠 錦岡牧場 420－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 32，185，800円 複勝： 68，681，400円 枠連： 23，341，100円
馬連： 68，592，100円 馬単： 39，199，900円 ワイド： 37，923，900円
3連複： 83，843，400円 3連単： 128，402，000円 計： 482，169，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 250円 � 110円 � 260円 枠 連（1－1） 990円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，300円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，710円 3 連 単 ��� 15，120円

票 数

単勝票数 差引計 321858（返還計 824） 的中 � 19640（4番人気）
複勝票数 差引計 686814（返還計 995） 的中 � 32804（5番人気）� 402348（1番人気）� 32054（6番人気）
枠連票数 差引計 233411（返還計 61） 的中 （1－1） 18110（3番人気）
馬連票数 差引計 685921（返還計 4327） 的中 �� 55501（4番人気）
馬単票数 差引計 391999（返還計 2428） 的中 �� 11733（8番人気）
ワイド票数 差引計 379239（返還計 2956） 的中 �� 22016（5番人気）�� 6895（14番人気）�� 22822（4番人気）
3連複票数 差引計 838434（返還計 10494） 的中 ��� 23141（9番人気）
3連単票数 差引計1284020（返還計 14768） 的中 ��� 6156（46番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．6―11．8―12．5―11．6―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―35．1―46．9―59．4―1：11．0―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F34．7
3 1－（2，7）9，5（12，14）（10，17）（3，18）11（8，16）－（15，6，13） 4 1，2（7，9）5，12（10，14）17（3，18）8，11，6，16，13－15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロジブリランテ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー 2016．10．23 東京4着

2014．1．29生 牡3黒鹿 母 カツラドライバー 母母 ノーザンマイア 4戦1勝 賞金 6，600，000円
〔競走除外〕 セレステアルスター号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 アテンウズメ号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アテンウズメ号は，平成29年5月7日から平成29年5月28日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アテンウズメ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年6月6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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エリーダイナマイト号
（非抽選馬） 3頭 アギシャン号・サウンドスカイメサ号・セレナータ号



12053 5月6日 晴 良 （29東京2）第5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，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
1：44．2
1：43．9

良
良

11 ニシノアモーレ 牝3栗 54 大野 拓弥西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 藤原牧場 B414－101：47．9 8．7�
55 ビルズトレジャー 牝3鹿 54 田中 勝春島井新一郎氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム 470＋ 2 〃 クビ 5．6�
66 エイプリルミスト 牝3芦 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 420－ 21：48．0クビ 6．3�
44 ハナレイムーン 牝3鹿 54 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 414－ 6 〃 アタマ 1．6�
88 ペイドメルヴェイユ 牝3栗 54 内田 博幸吉田 照哉氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 468－ 21：48．53 14．7	
77 ウ ォ ー ブ ル 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 むかわ 渡辺 隆 466± 01：48．92� 8．2

33 アミーコドーロ 牝3栗 54 松岡 正海山口 正行氏 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 458＋ 41：50．28 164．3�
22 サンボストン 牝3鹿 54 嶋田 純次 �加藤ステーブル 中野 栄治 新ひだか 真歌田中牧場 B474－ 8 〃 ハナ 169．8�

（8頭）

売 得 金
単勝： 36，948，400円 複勝： 46，055，700円 枠連： 発売なし
馬連： 65，647，200円 馬単： 42，402，100円 ワイド： 31，278，300円
3連複： 64，987，100円 3連単： 178，844，200円 計： 466，163，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 310円 � 250円 � 250円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 4，480円

ワ イ ド �� 530円 �� 690円 �� 490円

3 連 複 ��� 3，920円 3 連 単 ��� 22，720円

票 数

単勝票数 計 369484 的中 � 33775（5番人気）
複勝票数 計 460557 的中 � 35947（5番人気）� 50541（3番人気）� 50686（2番人気）
馬連票数 計 656472 的中 �� 24773（9番人気）
馬単票数 計 424021 的中 �� 7089（17番人気）
ワイド票数 計 312783 的中 �� 15375（9番人気）�� 11206（10番人気）�� 16794（7番人気）
3連複票数 計 649871 的中 ��� 12427（13番人気）
3連単票数 計1788442 的中 ��� 5706（74番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―36．9―49．8―1：01．7―1：13．2―1：24．5―1：36．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．7

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

勝馬の
紹 介

ニシノアモーレ 
�
父 コンデュイット 

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．8．13 新潟1着

2014．3．24生 牝3栗 母 ニシノマナムスメ 母母 ニシノフラワー 5戦2勝 賞金 14，200，000円
〔制裁〕 ハナレイムーン号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※アミーコドーロ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

12054 5月6日 晴 良 （29東京2）第5日 第6競走 ��2，100�サラブレッド系4歳以上
発走13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
2：06．7
2：05．9

良
良

33 ノワールギャルソン 牡5黒鹿57 戸崎 圭太ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 小島牧場 444＋ 42：13．6 3．6�
78 イルフォーコン 牡4黒鹿57 藤岡 佑介 H.F Association 武市 康男 浦河 福田牧場 446－ 4 〃 クビ 4．7�
66 ファンドレイザー �4鹿 57 石川裕紀人 H.H．シェイク・モハメド 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518＋ 22：14．34 18．3�
810 トーホウデサント 牡4鹿 57 嘉藤 貴行東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 474－ 42：14．51� 42．4�
44 エリモグレイス 牡4鹿 57 松岡 正海山本 慎一氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 490± 02：14．6クビ 2．9�
55 セイカエドミザカ 牡4栗 57 柴山 雄一久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 B482＋ 62：15．02� 8．3	
11 � ドラゴンイモン 牡4黒鹿57 田辺 裕信井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 486＋15 〃 ハナ 22．4

77 ゴーストノート 牡4芦 57

54 ▲野中悠太郎 �ローレルレーシング 和田 雄二 新冠 高瀬牧場 568－ 8 〃 クビ 22．8�
89 ソーアメージング 牡4鹿 57 大野 拓弥 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 498－ 62：15．63� 71．6
22 ビレッジゴールド 牡4栗 57 内田 博幸村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 484± 02：15．81� 7．4�
（10頭）

売 得 金
単勝： 25，653，100円 複勝： 32，477，800円 枠連： 12，403，100円
馬連： 60，456，000円 馬単： 31，131，900円 ワイド： 32，516，700円
3連複： 70，268，000円 3連単： 115，499，600円 計： 380，406，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 180円 � 350円 枠 連（3－7） 860円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，130円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 4，830円 3 連 単 ��� 18，070円

票 数

単勝票数 計 256531 的中 � 55829（2番人気）
複勝票数 計 324778 的中 � 61648（2番人気）� 50831（3番人気）� 19007（6番人気）
枠連票数 計 124031 的中 （3－7） 11073（3番人気）
馬連票数 計 604560 的中 �� 45209（4番人気）
馬単票数 計 311319 的中 �� 12441（7番人気）
ワイド票数 計 325167 的中 �� 20724（4番人気）�� 7098（14番人気）�� 6024（18番人気）
3連複票数 計 702680 的中 ��� 10889（16番人気）
3連単票数 計1154996 的中 ��� 4633（65番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―18．6―30．7―43．1―55．9―1：09．3―1：22．5―1：35．7―1：48．5―2：01．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ノワールギャルソン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2014．11．15 東京2着

2012．5．6生 牡5黒鹿 母 レッドアゲート 母母 セカンドチャンス 22戦3勝 賞金 36，250，000円



12055 5月6日 晴 良 （29東京2）第5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

714 ト ゥ ル ッ リ 牡5芦 57 柴田 善臣�ラ・メール 田村 康仁 新冠 パカパカ
ファーム 496＋ 21：24．8 5．9�

713 ダ イ フ ク 牡4黒鹿57 大野 拓弥小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 前田 宗将 480± 01：25．33 6．6�
816� ベ ラ ポ ー サ 牝4鹿 55 M．デムーロ吉田 和子氏 堀 宣行 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. 490＋ 21：25．72	 3．6�
47 ブレヴェスト 牡4黒鹿57 田辺 裕信平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 480± 01：25．8	 4．1�
35 タマモシルクハット 牡4黒鹿 57

54 ▲武藤 雅タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 462－ 41：26．01 25．1�
510
 ユアザスター 牡4鹿 57 北村 宏司西村 專次氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B502± 0 〃 クビ 28．4	
59 トモジャポルックス 牡4芦 57 藤岡 佑介吉冨 朝美氏 鈴木 伸尋 新ひだか 田中 裕之 476－ 21：26．32 7．0

48 
 マイハーベスト 牝4鹿 55 松岡 正海西城 公雄氏 松永 康利 日高 メイプルファーム 460＋ 41：26．4クビ 156．2�
612 ファインダッシュ 牡5黒鹿 57

54 ▲木幡 育也井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 528＋22 〃 クビ 17．4�
23 シャイニングアロー 牝4青 55 柴山 雄一矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 454＋ 6 〃 ハナ 59．9
815 カシノキングダム 牡5鹿 57 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 474－ 21：26．61� 152．4�
12 
 リ ー ダ ー ズ 牡5鹿 57 村田 一誠平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 498－101：26．81 20．5�
11 
 サンマルトゥーレ 牡4芦 57 達城 龍次相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 B464－ 4 〃 クビ 264．4�

（大井）

611 ヴ ァ ル ー ル 牝4黒鹿55 嘉藤 貴行 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 454＋281：27．11� 100．9�
36 コ マ ク サ 牡5黒鹿57 岩田 康誠江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 森田 芳男 B468＋ 41：27．84 26．0�
24 フォーワンタイキ 牡5栗 57 田中 勝春川島 与市氏 石毛 善彦 新ひだか 猪野毛牧場 B456＋ 21：28．33 144．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，743，700円 複勝： 52，344，700円 枠連： 24，737，700円
馬連： 91，173，700円 馬単： 39，354，900円 ワイド： 51，440，700円
3連複： 114，761，600円 3連単： 139，213，900円 計： 547，770，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 200円 � 170円 � 170円 枠 連（7－7） 2，060円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 3，290円

ワ イ ド �� 620円 �� 550円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，520円 3 連 単 ��� 15，290円

票 数

単勝票数 計 347437 的中 � 46997（3番人気）
複勝票数 計 523447 的中 � 62679（5番人気）� 82932（3番人気）� 83871（2番人気）
枠連票数 計 247377 的中 （7－7） 9265（9番人気）
馬連票数 計 911737 的中 �� 38759（9番人気）
馬単票数 計 393549 的中 �� 8948（12番人気）
ワイド票数 計 514407 的中 �� 20969（7番人気）�� 24271（4番人気）�� 21809（6番人気）
3連複票数 計1147616 的中 ��� 34133（5番人気）
3連単票数 計1392139 的中 ��� 6597（31番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―11．8―12．1―12．0―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．4―36．2―48．3―1：00．3―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ト ゥ ル ッ リ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Zafonic デビュー 2014．11．30 東京1着

2012．3．16生 牡5芦 母 カ ー メ リ タ 母母 Silver Lane 19戦3勝 賞金 31，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 インスタイル号・エスプリベルテ号・オーバーウェルム号・カイマノア号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

12056 5月6日 晴 良 （29東京2）第5日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走14時05分 （芝・左）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

78 ヒルノマゼラン 牡4黒鹿57 横山 典弘�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 上村 清志 508－ 21：21．5 2．5�
67 ビヨンジオール 牡5鹿 57 戸崎 圭太林 正道氏 的場 均 新ひだか 城地 清満 506－ 8 〃 クビ 11．9�
55 � ミスドバウィ 牝4鹿 55 岩田 康誠林 正道氏 斎藤 誠 英 Sir Eric

Parker 478＋ 4 〃 ハナ 7．0�
810 インストアイベント 牡7栗 57 大野 拓弥 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B486± 01：21．6	 16．1�
811 グレイトチャーター 牡5鹿 57 M．デムーロ�ノースヒルズ 
島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486－ 6 〃 ハナ 2．8	
66 � レッドアフレイム 牡5鹿 57 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 久保田貴士 浦河 有限会社

吉田ファーム 446－ 41：21．7	 11．3

44 タケデンタイガー 牡5栗 57 武士沢友治武市 弘氏 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 B468＋ 6 〃 アタマ 50．1�
11 カ ネ ノ イ ロ 牡4鹿 57 柴田 善臣江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 478＋ 41：21．91� 71．8�
79 � テ ン テ マ リ 牝6黒鹿55 蛯名 正義合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B442－ 81：22．0クビ 23．9
22 マイネルディアベル 牡6青鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新冠 ハシモトフアーム B464－ 2 〃 ハナ 42．0�
33 コ ウ セ ン 牡7鹿 57 津村 明秀西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒカル牧場 492＋ 2 〃 アタマ 26．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 37，890，100円 複勝： 47，274，500円 枠連： 21，762，000円
馬連： 93，947，000円 馬単： 44，079，700円 ワイド： 51，075，300円
3連複： 108，983，500円 3連単： 171，608，600円 計： 576，620，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 220円 � 180円 枠 連（6－7） 690円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 560円 �� 420円 �� 920円

3 連 複 ��� 2，930円 3 連 単 ��� 10，990円

票 数

単勝票数 計 378901 的中 � 118639（1番人気）
複勝票数 計 472745 的中 � 117586（1番人気）� 45378（4番人気）� 60855（3番人気）
枠連票数 計 217620 的中 （6－7） 24206（3番人気）
馬連票数 計 939470 的中 �� 51533（4番人気）
馬単票数 計 440797 的中 �� 17316（5番人気）
ワイド票数 計 510753 的中 �� 23354（4番人気）�� 33180（2番人気）�� 13399（11番人気）
3連複票数 計1089835 的中 ��� 27892（7番人気）
3連単票数 計1716086 的中 ��� 11316（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．1―35．8―47．3―58．3―1：09．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．2
3 5，8，1（3，11）（2，10）（6，9）（4，7） 4 5（8，10）1（3，11）（2，9）6（4，7）

勝馬の
紹 介

ヒルノマゼラン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．12．6 中京1着

2013．3．19生 牡4黒鹿 母 イントゥザライト 母母 フラッシュストーム 13戦3勝 賞金 46，306，000円
〔制裁〕 タケデンタイガー号の騎手武士沢友治は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。



12057 5月6日 晴 良 （29東京2）第5日 第9競走 ��
��1，600�

り っ か

立夏ステークス
発走14時35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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

45 � ゴールデンバローズ 牡5栗 57 M．デムーロ猪熊 広次氏 堀 宣行 米 Crossed Sa-
bres Farm 534－ 21：36．3 3．3�

11 シャドウチェイサー 	5黒鹿57 戸崎 圭太飯塚 知一氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 468－ 41：36．83 4．9�
57 イーグルフェザー 牡4鹿 57 田辺 裕信 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 486± 01：36．9
 2．6�
56 マルカウォーレン 牡5黒鹿57 内田 博幸日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 516＋ 8 〃 クビ 16．3�
44 ワンダーリーデル 牡4鹿 57 石川裕紀人山本 信行氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 534＋101：37．11� 28．6�
68 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± 01：37．31� 12．4

812 マウントハレアカラ 牡5鹿 57 福永 祐一金子真人ホール

ディングス	 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 468－ 6 〃 ハナ 12．2�
710 クールオープニング 牡6青鹿57 岩田 康誠前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460－ 41：37．51 54．3�
711� フレンドスイート 牝6鹿 55 吉田 豊横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 466＋ 21：37．6
 166．6
813 メガオパールカフェ 牡6栗 57 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 540± 0 〃 アタマ 38．9�
22 キングノヨアケ 牡5黒鹿57 柴山 雄一平口 信行氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 500＋ 21：38．87 153．9�
33 ベ ル ラ ッ プ 牡5鹿 57 北村 宏司 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B520－ 21：39．65 133．4�
69 コアレスキング 牡7鹿 57 松岡 正海小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 コアレススタッド 542＋ 21：39．7クビ 24．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 45，832，900円 複勝： 62，883，900円 枠連： 30，099，400円
馬連： 131，079，900円 馬単： 59，183，600円 ワイド： 66，478，900円
3連複： 170，746，100円 3連単： 253，057，200円 計： 819，361，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 140円 � 120円 枠 連（1－4） 750円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 310円 �� 200円 �� 240円

3 連 複 ��� 580円 3 連 単 ��� 3，370円

票 数

単勝票数 計 458329 的中 � 110686（2番人気）
複勝票数 計 628839 的中 � 123026（2番人気）� 105303（3番人気）� 153869（1番人気）
枠連票数 計 300994 的中 （1－4） 30935（3番人気）
馬連票数 計1310799 的中 �� 111150（3番人気）
馬単票数 計 591836 的中 �� 29468（5番人気）
ワイド票数 計 664789 的中 �� 48897（3番人気）�� 92338（1番人気）�� 69203（2番人気）
3連複票数 計1707461 的中 ��� 219520（1番人気）
3連単票数 計2530572 的中 ��� 54405（4番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―12．4―12．7―12．1―12．0―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．0―35．4―48．1―1：00．2―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4F48．2―3F36．1
3 3，1（2，4，10）6（13，12）5（7，11，8）9 4 3（1，4，10）（2，6，12）13（7，11，5）8，9

勝馬の
紹 介

�ゴールデンバローズ �
�
父 Tapit �

�
母父 Mayakovsky デビュー 2014．11．8 東京2着

2012．2．14生 牡5栗 母 Mother Russia 母母 Still Secret 13戦5勝 賞金 82，886，000円
［他本会外：1戦0勝］

12058 5月6日 晴 良 （29東京2）第5日 第10競走 ��
��2，400�メトロポリタンステークス

発走15時10分 （芝・左）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000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
2：22．1
2：22．1

良
良

710 ヴォルシェーブ 牡6栗 56 福永 祐一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492－122：24．1 2．5�
69 シルクドリーマー 牡8鹿 56 石川裕紀人 �シルクレーシング 黒岩 陽一 浦河 笠松牧場 484－ 42：24．41	 48．8�
711 プレストウィック 牡6芦 56 戸崎 圭太 �シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 524－18 〃 アタマ 12．5�
44 カフジプリンス 牡4栗 56 岩田 康誠加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 528＋122：24．5
 3．1�
57 レコンダイト 牡7黒鹿57 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 452－ 4 〃 クビ 21．9	
45 ハッピーモーメント 牡7鹿 56 津村 明秀 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 502＋ 82：24．6	 9．4

22 マイネルサージュ 牡5鹿 56 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 500± 02：24．7クビ 5．7�
33 トウシンモンステラ 牡7黒鹿56 内田 博幸�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 488－ 22：24．91
 98．0�
812 ヒラボクディープ 牡7黒鹿57 北村 宏司�平田牧場 国枝 栄 日高 下河辺牧場 B512＋ 42：26．07 44．7
68 メイショウカドマツ 牡8栗 57 藤岡 佑介松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 532－ 62：26．31	 28．4�
813 サムソンズプライド 牡7鹿 56 大野 拓弥 �シルクレーシング 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 492＋162：26．72
 34．5�
11 トウシンイーグル �9鹿 57 野中悠太郎�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント B476－ 42：28．29 303．2�
56 アドマイヤフライト 牡8鹿 57 柴山 雄一近藤 利一氏 梅田 智之 浦河 辻 牧場 528－ 8 （競走中止） 170．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 53，946，400円 複勝： 69，928，800円 枠連： 36，072，900円
馬連： 165，017，400円 馬単： 71，923，500円 ワイド： 77，057，200円
3連複： 201，705，300円 3連単： 306，774，700円 計： 982，426，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 760円 � 260円 枠 連（6－7） 2，060円

馬 連 �� 8，040円 馬 単 �� 10，770円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 530円 �� 4，510円

3 連 複 ��� 17，080円 3 連 単 ��� 82，920円

票 数

単勝票数 計 539464 的中 � 171897（1番人気）
複勝票数 計 699288 的中 � 160116（1番人気）� 17614（10番人気）� 65892（5番人気）
枠連票数 計 360729 的中 （6－7） 13517（8番人気）
馬連票数 計1650174 的中 �� 15897（21番人気）
馬単票数 計 719235 的中 �� 5008（32番人気）
ワイド票数 計 770572 的中 �� 10517（18番人気）�� 40096（6番人気）�� 4170（38番人気）
3連複票数 計2017053 的中 ��� 8856（49番人気）
3連単票数 計3067747 的中 ��� 2682（219番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―23．9―35．9―47．9―1：00．0―1：12．2―1：24．6―1：36．8―1：48．7―2：00．4―2：12．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．4
1
3
8（2，4）7（5，13）10（3，9）12－（1，11）－6
8，2，4（5，7）（3，9，10，13）12（1，11）－6

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

勝馬の
紹 介

ヴォルシェーブ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Thunder Gulch デビュー 2013．10．6 京都1着

2011．3．16生 牡6栗 母 ヴェイルオブアヴァロン 母母 Wind In Her Hair 16戦6勝 賞金 136，797，000円
〔競走中止〕 アドマイヤフライト号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。
※アドマイヤフライト号・トウシンイーグル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



12059 5月6日 晴 良 （29東京2）第5日 第11競走 ��
��2，000�プリンシパルステークス

発走15時45分 （ダービートライアル） （芝・左）
3歳；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000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
1：56．1
1：56．1

良
良

68 ダイワキャグニー 牡3黒鹿56 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 486＋ 41：58．3 3．3�
11 レッドローゼス 牡3鹿 56 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 国枝 栄 平取 坂東牧場 472＋ 21：58．72� 4．7�
67 ロードアルバータ 牡3青鹿56 戸崎 圭太 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 448－ 21：58．8� 14．8�
33 エトルディーニュ 牡3青鹿56 柴山 雄一柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 470－121：58．9クビ 12．9�
79 ニシノアップルパイ 牡3鹿 56 大野 拓弥西山 茂行氏 中舘 英二 新ひだか 棚川 光男 476－ 8 〃 ハナ 58．1�
811 チャロネグロ 牡3黒鹿56 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 大和田 成 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490＋ 41：59．0� 11．5	

44 スイーズドリームス 牡3鹿 56 横山 典弘大塚 亮一氏 須貝 尚介 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 494－ 61：59．1� 9．2

55 ヘリファルテ 牡3鹿 56 M．デムーロ �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B472－121：59．2� 6．5�
812 マイネルラプティス 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 61：59．51� 97．6
710 スズカメジャー 牡3鹿 56 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 488－ 21：59．82 4．8�
56 	 コパノミザール 牡3鹿 56 達城 龍次小林 祐介氏 堀 千亜樹 新ひだか 西村 和夫 450－ 32：00．01
 348．8�

（大井） （大井）

22 マイネルユニブラン 牡3黒鹿56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 日高 沖田牧場 B510－ 22：00．63� 119．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 118，754，200円 複勝： 134，793，300円 枠連： 53，919，600円
馬連： 366，921，900円 馬単： 140，875，800円 ワイド： 136，885，000円
3連複： 428，335，600円 3連単： 691，054，300円 計： 2，071，539，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 160円 � 280円 枠 連（1－6） 750円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 360円 �� 830円 �� 900円

3 連 複 ��� 3，590円 3 連 単 ��� 13，810円

票 数

単勝票数 計1187542 的中 � 286612（1番人気）
複勝票数 計1347933 的中 � 265586（1番人気）� 238703（2番人気）� 95664（8番人気）
枠連票数 計 539196 的中 （1－6） 55098（2番人気）
馬連票数 計3669219 的中 �� 322119（1番人気）
馬単票数 計1408758 的中 �� 66642（1番人気）
ワイド票数 計1368850 的中 �� 108013（1番人気）�� 40332（15番人気）�� 36865（17番人気）
3連複票数 計4283356 的中 ��� 89330（14番人気）
3連単票数 計6910543 的中 ��� 36271（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．0―35．4―47．2―59．0―1：10．7―1：22．2―1：33．4―1：45．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F36．1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダイワキャグニー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．11．6 東京1着

2014．2．25生 牡3黒鹿 母 トリプレックス 母母 トリプルワウ 4戦3勝 賞金 36，546，000円
〔その他〕 スズカメジャー号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりダイワキャグニー号は，東京優駿（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

12060 5月6日 晴 良 （29東京2）第5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）

牝，1000万円以下；負担重量は，55�
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

59 シルバーポジー 牝4芦 55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 492－ 41：37．7 5．8�
713 フィールザプリティ 牝5黒鹿55 北村 宏司櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 468－ 4 〃 クビ 2．9�
12 リヴァイバル 牝4栗 55 石川裕紀人杉山 忠国氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 480＋ 6 〃 ハナ 24．1�
35 ツインキャンドル 牝6鹿 55

52 ▲武藤 雅�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B460－ 4 〃 アタマ 51．3�
24 ヴ ァ ロ ー ア 牝5鹿 55 藤岡 佑介�ターフ・スポート奥村 豊 浦河 谷川牧場 446－141：37．9� 5．0�
36 アドマイヤピンク 牝5栗 55 福永 祐一近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 480＋ 41：38．0� 70．2	
11 エグランティーナ 牝5黒鹿55 M．デムーロ村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 530－ 41：38．31� 5．9

816 テイエムリヴィエラ 牝6鹿 55 津村 明秀竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 B480＋ 6 〃 クビ 54．7�
48 フローラルダンサー 牝5鹿 55 柴山 雄一岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 若林牧場 536－ 21：38．4� 36．4�
23 ア ッ キ ー 牝4鹿 55 柴田 大知佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 460＋ 21：38．5クビ 14．6
47 ノーブルサンズ 牝4栗 55 内田 博幸吉木 伸彦氏 田村 康仁 浦河 ガーベラパー

クスタツド 446＋ 2 〃 クビ 15．8�
714 ボールドアテンプト 牝4黒鹿55 大野 拓弥�G1レーシング 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 21：39．24 23．7�
510 リバーサイドパーク 牝4鹿 55 岩田 康誠�飛野牧場 森 秀行 新ひだか 飛野牧場 442－ 61：39．3� 83．3�
612 リベルタンゴ 牝5栗 55 田中 勝春 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 532－ 4 〃 クビ 32．8�
611 ヴィーヴァテキーラ 牝4黒鹿55 蛯名 正義芹澤 精一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 528＋121：39．51 81．9�
815 ス ピ ナ ッ チ 牝6黒鹿55 吉田 豊橋元 勇氣氏 池上 昌和 浦河 谷川牧場 482－10 〃 クビ 40．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 70，237，800円 複勝： 100，047，500円 枠連： 51，007，500円
馬連： 198，604，800円 馬単： 80，845，800円 ワイド： 115，488，200円
3連複： 270，245，200円 3連単： 358，595，600円 計： 1，245，072，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 190円 � 150円 � 480円 枠 連（5－7） 850円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 2，270円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，510円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 5，880円 3 連 単 ��� 28，230円

票 数

単勝票数 計 702378 的中 � 95507（3番人気）
複勝票数 計1000475 的中 � 133878（2番人気）� 227938（1番人気）� 39132（7番人気）
枠連票数 計 510075 的中 （5－7） 46123（3番人気）
馬連票数 計1986048 的中 �� 163036（2番人気）
馬単票数 計 808458 的中 �� 26700（6番人気）
ワイド票数 計1154882 的中 �� 77646（2番人気）�� 18555（16番人気）�� 24297（10番人気）
3連複票数 計2702452 的中 ��� 34459（12番人気）
3連単票数 計3585956 的中 ��� 9209（67番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―12．2―12．7―12．9―12．5―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．2―35．4―48．1―1：01．0―1：13．5―1：25．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルバーポジー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．2．14 京都6着

2013．2．14生 牝4芦 母 ビーポジティブ 母母 フェアリードール 9戦3勝 賞金 25，100，000円
〔発走状況〕 アッキー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



（29東京2）第5日 5月6日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 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 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

236，740，000円
5，060，000円
14，490，000円
1，270，000円
26，140，000円
65，576，000円
4，238，000円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
535，292，200円
811，008，700円
304，902，200円
1，427，568，500円
647，725，900円
714，262，000円
1，761，353，800円
2，685，309，400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 8，887，422，700円

総入場人員 42，497名 （有料入場人員 40，801名）
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