
12133 5月27日 晴 良 （30東京2）第12日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走10時05分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

重
不良

35 トークフレンドリー 牡3芦 56 勝浦 正樹吉田 千津氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 490＋ 61：27．4 4．5�
36 � ス パ ー ダ 牡3鹿 56 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 米 Fairlawn
Farm B480－ 21：27．5� 6．3�

11 アロングショット 牡3鹿 56 大野 拓弥藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 B448＋ 21：27．71	 2．3�
23 キーサンダー 牡3栗 56

54 △武藤 雅北前孔一郎氏 黒岩 陽一 日高 高澤 俊雄 492± 0 〃 クビ 8．6�
612 グランエクシト 牡3黒鹿56 内田 博幸迎 徹氏 高橋 文雅 新ひだか 飯岡牧場 488＋ 11：28．55 48．5�
47 プリンセスティナ 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子	日東牧場 中舘 英二 浦河 日東牧場 440－ 81：28．6クビ 81．9

510 オ グ マ ン テ 牡3栗 56 H．ボウマン 	サンデーレーシング 勢司 和浩 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 498＋181：29．13 7．9�

（豪）

59 アイアムサファイア 牝3青鹿 54
51 ▲横山 武史堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 402± 01：29．52� 237．7�

611 ディアフェルスパー 
3鹿 56 江田 照男ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト
クラブ 454＋ 21：29．71	 29．7

816 エコロインパクト 牡3鹿 56
55 ☆木幡 巧也原村 正紀氏 岩戸 孝樹 浦河 金石牧場 B494± 0 〃 クビ 62．4�

24 タベテスグネル 牡3黒鹿56 丸山 元気福田 光博氏 根本 康広 浦河 野表 俊一 470－ 21：29．91	 226．9�
713 ハクサンテンシ 牝3鹿 54 丸田 恭介篠﨑 恒雄氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 392－ 61：30．32� 333．9�
48 ラプズベスト 牡3鹿 56 黛 弘人	槇本牧場 武井 亮 日高 槇本牧場 B472± 01：31．78 196．2�
815 キャルファースト 牡3栗 56 戸崎 圭太里見 治紀氏 萩原 清 新ひだか タガミファーム 466＋ 4 〃 ハナ 11．7�
714 キンパツムスメ 牝3栗 54 石川裕紀人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田正一郎 新ひだか 藤原牧場 428－ 21：33．5大差 203．4�
12 バーミンガム 牡3栗 56 蛯名 正義�ヒルノ 田中 剛 浦河 辻 牧場 528＋ 81：34．56 135．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，108，400円 複勝： 56，746，900円 枠連： 21，089，500円
馬連： 87，489，700円 馬単： 41，956，600円 ワイド： 49，939，000円
3連複： 106，140，100円 3連単： 142，766，400円 計： 542，236，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 140円 � 140円 � 110円 枠 連（3－3） 1，560円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，270円

ワ イ ド �� 400円 �� 260円 �� 250円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 5，940円

票 数

単勝票数 計 361084 的中 � 63270（2番人気）
複勝票数 計 567469 的中 � 89392（2番人気）� 89256（3番人気）� 176803（1番人気）
枠連票数 計 210895 的中 （3－3） 10416（8番人気）
馬連票数 計 874897 的中 �� 50443（6番人気）
馬単票数 計 419566 的中 �� 13819（8番人気）
ワイド票数 計 499390 的中 �� 28724（4番人気）�� 50988（2番人気）�� 53866（1番人気）
3連複票数 計1061401 的中 ��� 96229（1番人気）
3連単票数 計1427664 的中 ��� 17403（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―36．3―49．1―1：01．6―1：14．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トークフレンドリー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．2．17 東京2着

2015．4．16生 牡3芦 母 マルカフレンドリー 母母 フレンドリービューティ 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キンパツムスメ号・バーミンガム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月

27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。
（非抽選馬） 6頭 サンオーガスタ号・シガール号・スマートリゲル号・セイユウガッツ号・ボニータミノル号・ミツオサウスポー号
※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。

12134 5月27日 晴 良 （30東京2）第12日 第2競走 ��1，600�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
1：33．8
1：33．3

重
良

24 ミスタープリサイス 牡3黒鹿56 三浦 皇成髙岸 順一氏 高橋 文雅 浦河 高岸 順一 490± 01：39．4 2．8�
714 ヘ キ ギ ョ ク 牡3鹿 56 柴田 大知ライオンレースホース� 根本 康広 新ひだか 高橋 修 528± 01：40．03� 5．3�
816 ニシノベイオウルフ 牡3黒鹿56 武士沢友治西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 482＋ 81：40．42� 7．0�
12 ヴ ィ ジ リ ア 牡3鹿 56 大野 拓弥�G1レーシング 田村 康仁 安平 追分ファーム B432± 0 〃 クビ 6．6�
815 ヘッドスタート 牡3芦 56 岩田 康誠山田 弘氏 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 458± 0 〃 アタマ 19．8�
612 オーバーハング 牡3鹿 56 吉田 隼人 	社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 492 ―1：40．71� 27．6

47 フラワーストリーム 牡3鹿 56

54 △武藤 雅花村 誠氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 470± 01：40．8クビ 19．6�
59 ト ッ プ ギ ア 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 浦河 日進牧場 452± 01：41．12 391．4�
48 アルファルミナス 牝3黒鹿54 石川裕紀人�貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 454－ 61：41．2クビ 190．8
611 トーセンモナルカ 牡3黒鹿56 内田 博幸島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 482－ 4 〃 クビ 8．0�
23 シルフィウム 牡3黒鹿56 石橋 脩 	シルクレーシング 手塚 貴久 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452± 01：41．52 10．6�
35 キ ー ロ ー ズ 牝3青鹿 54

51 ▲藤田菜七子北前孔一郎氏 青木 孝文 新ひだか 小河 豊水 428± 01：41．6クビ 91．8�
510 ロトヴィンテージ 牡3青鹿 56

53 ▲横山 武史國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 484＋ 41：42．45 29．8�
36 トーアスサノオー 牡3栗 56 江田 照男高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 454＋ 21：43．03� 212．6�
11 ハニーディップト 牝3黒鹿54 長岡 禎仁グリーンスウォード高市 圭二 浦河 宮村牧場 452＋ 21：43．31� 106．3�
713 ジュビラント 牡3栗 56 松岡 正海	日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 448＋ 21：44．78 384．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，808，500円 複勝： 61，894，800円 枠連： 20，257，300円
馬連： 94，756，700円 馬単： 43，003，100円 ワイド： 56，283，600円
3連複： 115，597，100円 3連単： 137，358，000円 計： 569，959，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 180円 � 210円 枠 連（2－7） 630円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 360円 �� 540円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ��� 7，460円

票 数

単勝票数 計 408085 的中 � 113262（1番人気）
複勝票数 計 618948 的中 � 149259（1番人気）� 84009（3番人気）� 61988（5番人気）
枠連票数 計 202573 的中 （2－7） 24670（3番人気）
馬連票数 計 947567 的中 �� 88917（2番人気）
馬単票数 計 430031 的中 �� 24838（2番人気）
ワイド票数 計 562836 的中 �� 42299（2番人気）�� 26218（4番人気）�� 23939（6番人気）
3連複票数 計1155971 的中 ��� 39805（3番人気）
3連単票数 計1373580 的中 ��� 13339（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―34．9―47．0―59．8―1：12．7―1：26．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．4―3F39．6
3 14，16，9－（6，15）1－4（13，3，7，8）（5，2）－（11，12）－10 4 14，16，9－（1，15）（6，4）（3，7）（5，2，8）－（13，11）12－10

勝馬の
紹 介

ミスタープリサイス �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 Miswaki デビュー 2018．5．5 東京4着

2015．3．15生 牡3黒鹿 母 エンピリカル 母母 Louisville 2戦1勝 賞金 5，750，000円
〔発走状況〕 トップギア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジュビラント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月27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） 4頭 ゴウノモノ号・スガノブリランテ号・フランクオーシャン号・ロードショー号

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27日 晴 良 （30東京2）第12日 第3競走 ��1，300�サラブレッド系3歳
発走11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
1：16．1
1：16．1

重
重

11 ナムラファラー 牡3黒鹿56 北村 宏司奈村 信重氏 谷原 義明 様似 林 時春 470± 01：19．8 6．0�
36 オレノマニラ 牡3栗 56 柴田 善臣諸岡 慶氏 土田 稔 日高 北田 剛 416＋ 21：20．01� 8．8�
59 ド ナ プ リ モ 牝3青鹿54 横山 典弘山田 貢一氏 高木 登 日高 日西牧場 456－ 21：20．1クビ 2．2�
24 ホーカスポーカス 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 426± 01：20．42 8．0�
47 メルトポイント 牡3栗 56

55 ☆井上 敏樹杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 466＋ 3 〃 クビ 61．7�
48 ミヤビフィオーラ 牝3黒鹿54 松岡 正海村上 義勝氏 中舘 英二 新ひだか 静内白井牧場 426＋ 41：21．46 13．2�
816 タイセイゴーディー 牡3黒鹿56 内田 博幸田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 大塚牧場 B466＋ 41：21．5� 10．9	
713 シゲルアサツキ 牝3栗 54 勝浦 正樹森中 蕃氏 粕谷 昌央 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 444± 01：21．6� 356．9

714 サトノブレイズ 牡3鹿 56 三浦 皇成 �サトミホースカンパニー 萩原 清 日高 下河辺牧場 496 ―1：21．7クビ 6．7�
23 ヒ ミ コ 牝3芦 54

51 ▲横山 武史幅田 京子氏 武井 亮 日高 坪田 信作 452＋ 41：22．12� 131．3
611 パワフルテソーロ 牡3黒鹿56 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 新ひだか 幌村牧場 494± 01：22．95 74．5�
815 イデアドーター 牝3黒鹿54 江田 照男益田 修一氏 勢司 和浩 新ひだか 西川富岡牧場 444＋ 81：23．0クビ 166．2�
12 マイネルアルル 牡3栗 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 470＋141：23．63� 314．3�
612 シゲルタケノコ �3栗 56 黛 弘人森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 森永牧場 456－ 8 〃 クビ 278．8�
35 ロ ジ ピ エ ナ 牝3栗 54 丸山 元気久米田正明氏 菊沢 隆徳 新ひだか 池田牧場 440＋ 61：23．7� 32．5�

（15頭）
510 ラブヘネシー 牝3栗 54

52 △武藤 雅増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 武田 修一 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 43，146，500円 複勝： 62，459，600円 枠連： 17，633，300円
馬連： 96，528，400円 馬単： 44，751，000円 ワイド： 56，584，000円
3連複： 105，668，100円 3連単： 145，861，600円 計： 572，632，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 150円 � 180円 � 120円 枠 連（1－3） 1，490円

馬 連 �� 2，160円 馬 単 �� 3，850円

ワ イ ド �� 550円 �� 250円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 10，300円

票 数

単勝票数 差引計 431465（返還計 218） 的中 � 57224（2番人気）
複勝票数 差引計 624596（返還計 293） 的中 � 102765（2番人気）� 74588（3番人気）� 160359（1番人気）
枠連票数 差引計 176333（返還計 23） 的中 （1－3） 9167（7番人気）
馬連票数 差引計 965284（返還計 977） 的中 �� 36822（8番人気）
馬単票数 差引計 447510（返還計 345） 的中 �� 8716（13番人気）
ワイド票数 差引計 565840（返還計 1101） 的中 �� 23135（7番人気）�� 61338（1番人気）�� 54676（2番人気）
3連複票数 差引計1056681（返還計 3209） 的中 ��� 67629（1番人気）
3連単票数 差引計1458616（返還計 4056） 的中 ��� 10257（26番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．4―30．2―42．5―54．7―1：07．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラファラー �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．7．2 福島6着

2015．4．19生 牡3黒鹿 母 ナムラカメーリア 母母 ベストタッセルド 9戦1勝 賞金 7，800，000円
〔出走取消〕 ラブヘネシー号は，疾病〔蕁麻疹〕のため出走取消。
〔制裁〕 サトノブレイズ号の騎手三浦皇成は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）
※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。
（非抽選馬） 2頭 アテナリ号・セレブレーション号

12136 5月27日 晴 良 （30東京2）第12日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11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
1：56．1
1：56．1

良
良

48 ロシュフォール 牡3黒鹿56 H．ボウマン �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 506－162：00．3 3．1�
（豪）

12 ブライトロージー 牝3栗 54
51 ▲横山 武史吉田 千津氏 林 徹 千歳 社台ファーム 474± 02：00．51� 43．4�

816 ラヴベローナ 牝3鹿 54 蛯名 正義菅原 広隆氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 456± 02：00．81� 4．6�
713 ナリノレーヴドール 牡3鹿 56 田辺 裕信成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 436－ 22：01．01� 16．9�
35 コロンバスデイ 牝3鹿 54 C．ルメール �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 456＋ 22：01．1� 6．1�
714 コマノディオス 牡3黒鹿56 江田 照男長谷川芳信氏 菊川 正達 むかわ 新井牧場 478± 02：01．31� 89．5	
59 サトノオンリーワン 牡3芦 56 M．デムーロ里見 治紀氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 22：01．4� 2．5

47 ケイツーリラ 牝3青鹿 54

52 △武藤 雅楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新冠 オリエント牧場 438＋ 22：01．71� 357．4�
23 インペリオーソ 牝3青鹿 54

53 ☆木幡 巧也吉岡 泰治氏 松山 将樹 新ひだか 松本牧場 B458－ 2 〃 ハナ 274．7�
510 マイネルソラニテ 牡3鹿 56 丹内 祐次 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 浦河 鎌田 正嗣 514＋ 4 〃 クビ 245．3�
815 モカチョウサン 牝3栗 54 北村 宏司チョウサン 松永 康利 平取 坂東牧場 422± 02：02．23 92．0�
11 デルママオタイ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 日高 ファニーヒルファーム 450± 02：02．41� 312．0�
36 ジュンモユル 牡3鹿 56 大野 拓弥河合 純二氏 尾関 知人 新冠 マリオステー

ブル 490－ 22：02．5� 209．1�
24 マーレグリーン 牝3栗 54 石川裕紀人斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 444－ 42：02．6� 28．1�
612 ア ス ナ タ ン 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士�野 智博氏 青木 孝文 新冠 イワミ牧場 456± 02：03．45 584．4�
611 コスモダリア 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子田中 由子氏 小島 茂之 新冠 大栄牧場 410－122：03．71� 141．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 50，625，400円 複勝： 67，625，600円 枠連： 17，844，400円
馬連： 98，350，700円 馬単： 49，310，000円 ワイド： 57，567，400円
3連複： 115，348，900円 3連単： 183，350，800円 計： 640，023，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 170円 � 620円 � 170円 枠 連（1－4） 5，020円

馬 連 �� 6，500円 馬 単 �� 8，650円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 400円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 8，570円 3 連 単 ��� 47，250円

票 数

単勝票数 計 506254 的中 � 129193（2番人気）
複勝票数 計 676256 的中 � 114289（3番人気）� 20702（7番人気）� 117822（2番人気）
枠連票数 計 178444 的中 （1－4） 2752（14番人気）
馬連票数 計 983507 的中 �� 12464（15番人気）
馬単票数 計 493100 的中 �� 4271（24番人気）
ワイド票数 計 575674 的中 �� 8562（15番人気）�� 41485（4番人気）�� 7249（18番人気）
3連複票数 計1153489 的中 ��� 10084（22番人気）
3連単票数 計1833508 的中 ��� 2813（112番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．9―37．3―49．4―1：01．4―1：13．6―1：25．6―1：37．1―1：48．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F34．7

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

勝馬の
紹 介

ロシュフォール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．4．14 中山6着

2015．3．11生 牡3黒鹿 母 アンブロワーズ 母母 フサイチミニヨン 2戦1勝 賞金 5，000，000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 アビリティ号
※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。



12137 5月27日 晴 良 （30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

610 プロスパラスデイズ 牡3鹿 56 浜中 俊ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 514＋121：37．8 11．0�

35 ゴ ラ イ ア ス 牡3青鹿56 H．ボウマン �サンデーレーシング 高木 登 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 490± 01：38．43� 1．5�

（豪）

815 ムルシェラゴ 牡3黒鹿56 松岡 正海�KTレーシング 奥村 武 浦河 高岸 順一 530＋ 81：38．5� 42．2�
23 トミケンエンデレア 牡3鹿 56 田辺 裕信冨樫 賢二氏 大和田 成 日高 下河辺牧場 486± 01：39．14 23．0�
47 アトムアストレア 牝3鹿 54 北村 宏司永井 廣司氏 勢司 和浩 新冠 隆栄牧場 466＋ 21：39．2クビ 274．1	
59 ネ コ ワ シ 牡3鹿 56 柴田 大知桐谷 茂氏 星野 忍 新冠 高瀬牧場 504＋121：39．3� 11．6

11 フロリアヌス 牡3鹿 56

54 △武藤 雅 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 456± 0 〃 クビ 16．5�
713 スパイスマジック 牡3芦 56 大野 拓弥 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 482－ 41：39．4クビ 16．4�
611 レッドアマポーラ 牝3青鹿 54

51 ▲横山 武史�コオロ 萱野 浩二 新冠 細川農場 450－ 4 〃 ハナ 49．5
22 ロージズキング 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B516＋101：39．71� 39．8�
58 グランデウィーク 牡3栗 56 三浦 皇成 �グランデオーナーズ 畠山 吉宏 新ひだか フジワラフアーム 508＋ 4 〃 クビ 76．8�
34 レンジストライク 牡3黒鹿56 蛯名 正義 �サンデーレーシング 武井 亮 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518± 01：39．8クビ 11．1�
712 ヴェルトゥアル 牡3鹿 56 吉田 隼人 �シルクレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋12 〃 アタマ 26．5�
46 グリズリダンス 牝3鹿 54 石川裕紀人石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 466＋ 61：39．9� 53．8�
814 レオアルティメット 牡3栗 56 江田 照男�レオ 牧 光二 日高 川端 正博 526＋ 41：40．21� 28．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 63，882，400円 複勝： 141，928，900円 枠連： 25，958，100円
馬連： 124，621，000円 馬単： 73，695，700円 ワイド： 87，157，500円
3連複： 155，766，100円 3連単： 234，415，200円 計： 907，424，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 260円 � 110円 � 640円 枠 連（3－6） 720円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 480円 �� 4，090円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 7，700円 3 連 単 ��� 44，580円

票 数

単勝票数 計 638824 的中 � 46261（2番人気）
複勝票数 計1419289 的中 � 70551（4番人気）� 835236（1番人気）� 23127（12番人気）
枠連票数 計 259581 的中 （3－6） 27703（3番人気）
馬連票数 計1246210 的中 �� 110018（1番人気）
馬単票数 計 736957 的中 �� 19961（9番人気）
ワイド票数 計 871575 的中 �� 50150（4番人気）�� 5112（46番人気）�� 21802（9番人気）
3連複票数 計1557661 的中 ��� 15162（29番人気）
3連単票数 計2344152 的中 ��� 3812（158番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．3―35．1―47．6―1：00．2―1：12．8―1：24．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プロスパラスデイズ �
�
父 ハードスパン �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2017．11．25 東京1着

2015．5．8生 牡3鹿 母 チャリティークエスト 母母 Sweet Charity 4戦2勝 賞金 14，920，000円
〔制裁〕 レオアルティメット号の騎手江田照男は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：12番・10番・6

番・5番・1番・2番）
※出走取消馬 トップホライゾン号（疾病〔左前肢跛行〕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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 コスモロブロイ号・ジェイケイマッチョ号・マリームーン号
※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。

12138 5月27日 晴 良 （30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
1：19．5
1：19．0

良
良

818 ア ル ー シ ャ 牝3芦 54 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 428＋ 41：20．6 2．2�
816 アンリミット 牝3青鹿54 戸崎 圭太前原 敏行氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 474＋ 81：21．02� 6．8�
714 レッドシャーロット 牝3鹿 54 横山 典弘 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 456＋ 61：21．1� 6．3�
713 ムーンチャイム 牝3栗 54 M．デムーロゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434＋ 4 〃 クビ 5．2�
510 ナンゴクアイネット 牝3鹿 54 田辺 裕信渡 義光氏 �島 一歩 新冠 つつみ牧場 456＋ 21：21．2クビ 19．0	
59 マイティーワークス 牝3青鹿54 三浦 皇成中村 祐子氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 450－ 21：21．41� 45．1

12 プロディジー 牝3鹿 54 大野 拓弥飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 450± 01：21．5� 112．5�
47 エ ス タ ー テ 牝3鹿 54 松岡 正海グリーンスウォード伊藤 伸一 新冠 長浜牧場 426－ 21：21．71� 30．0�
612 ハ ト ホ ル 牝3鹿 54 吉田 隼人髙瀬 真尚氏 本間 忍 浦河 中脇 満 440－10 〃 同着 9．7
48 シセイタケル 牡3栗 56 岩田 康誠猪苗代 勇氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 456± 01：21．91� 46．6�
817 ヴーディーズピアス 牝3青鹿54 黛 弘人田島 大史氏 青木 孝文 新冠 オリエント牧場 470＋ 41：22．32� 365．8�
611 シ キ シ マ 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士井山 登氏 小桧山 悟 浦河 大柳ファーム 476＋ 41：22．4クビ 310．7�
35 � キラキラオーラ 牝3鹿 54 大庭 和弥田頭 勇貴氏 谷原 義明 新ひだか 畠山牧場 428± 0 〃 クビ 477．9�
11 ステラローザ 牝3鹿 54 北村 宏司ホシノレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 442－ 21：22．5	 24．3�
36 � キ フ ジ ン 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子阿部東亜子氏 松永 康利 浦河 山田 昇史 380－101：22．82 144．1�
23 デルマミモザ 牝3鹿 54 的場 勇人浅沼 廣幸氏 的場 均 むかわ 東振牧場 434－ 41：23．33 418．7�
715 プラジュニャー 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 正徳 日高 大江牧場 436－16 〃 クビ 517．0�
24 ミネコガンバロウネ 牝3栗 54 岩部 純二栗山 道郎氏 伊藤 正徳 茨城 栗山 道郎 450－ 41：25．0大差 577．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 60，820，500円 複勝： 85，960，300円 枠連： 33，710，300円
馬連： 128，698，800円 馬単： 57，375，200円 ワイド： 75，500，700円
3連複： 144，942，000円 3連単： 202，174，800円 計： 789，182，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 180円 � 190円 枠 連（8－8） 770円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 350円 �� 360円 �� 830円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 4，930円

票 数

単勝票数 計 608205 的中 � 220187（1番人気）
複勝票数 計 859603 的中 � 232236（1番人気）� 104811（3番人気）� 98598（4番人気）
枠連票数 計 337103 的中 （8－8） 33500（2番人気）
馬連票数 計1286988 的中 �� 130563（2番人気）
馬単票数 計 573752 的中 �� 38902（2番人気）
ワイド票数 計 755007 的中 �� 58056（2番人気）�� 56167（3番人気）�� 21261（8番人気）
3連複票数 計1449420 的中 ��� 66754（3番人気）
3連単票数 計2021748 的中 ��� 29690（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．7―34．9―46．8―57．9―1：09．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ル ー シ ャ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Tapit デビュー 2017．11．25 東京2着

2015．2．1生 牝3芦 母 ザ ズ ー 母母 Rhumb Line 5戦2勝 賞金 25，683，000円
〔制裁〕 ムーンチャイム号の騎手M．デムーロは，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：7番・

9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミネコガンバロウネ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月27日まで平地

競走に出走できない。



12139 5月27日 晴 良 （30東京2）第12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
1：21．5
1：21．5

重
不良

714 リパーカッション 牡4鹿 57 石橋 脩石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 杵臼牧場 B522＋ 61：25．9 5．2�
713 ク ー リ ュ 牝4鹿 55 横山 典弘ライオンレースホース� 石毛 善彦 日高 Shall Farm 466± 0 〃 アタマ 4．7�
611 リチュアルローズ 牝5鹿 55 田辺 裕信 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 466－ 4 〃 ハナ 11．4�
48 セイウンアワード 牡6鹿 57 大野 拓弥西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 546± 0 〃 クビ 9．4�
47 ロ ジ ム ー ン 牡4鹿 57 三浦 皇成久米田正明氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 458＋ 61：26．21� 6．5	
59 � スマートサクソン 牝4芦 55 武 豊大川 徹氏 古賀 史生 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 490＋ 8 〃 クビ 5．6


816 デザートトリップ 牡4鹿 57 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 新冠 カミイスタット 476－ 41：26．41� 10．6�
11 レッドアーサー 牡4黒鹿57 福永 祐一 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 458＋ 21：26．61� 25．8�
23 ビレッジエンパイア 牡5鹿 57

55 △武藤 雅村山 浩伸氏 土田 稔 新ひだか 嶋田牧場 470－ 41：26．81	 72．0
35 ア オ ス タ 
4栗 57 丸山 元気吉田 和美氏 古賀 慎明 新ひだか 仲野牧場 B504－ 61：26．9クビ 28．9�
36 キングズミッション 牡5栗 57

54 ▲木幡 育也吉田 千津氏 高木 登 千歳 社台ファーム 470－ 21：27．11� 9．6�
815 トワードポラリス 
4黒鹿57 石川裕紀人吉田 照哉氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 450± 01：27．2	 220．1�
510 ブ ラ ン シ ュ 牝4青鹿 55

52 ▲藤田菜七子�Basic 根本 康広 平取 協栄組合 434－ 21：27．52 42．1�
612 サーヒューストン 牡4栗 57 岩田 康誠窪田 芳郎氏 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 472－ 41：27．6クビ 133．2�
24 � ビ ッ フ ル 牡4栗 57

56 ☆井上 敏樹小林竜太郎氏 松永 康利 平取 船越 伸也 B538± 01：27．7	 293．5�
12 � バーンザブリッジ 牡4鹿 57 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 新冠 川上牧場 522－101：28．87 185．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，853，200円 複勝： 74，395，100円 枠連： 33，149，800円
馬連： 131，567，000円 馬単： 47，325，900円 ワイド： 74，278，800円
3連複： 148，032，600円 3連単： 171，930，600円 計： 728，533，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 210円 � 180円 � 310円 枠 連（7－7） 1，430円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 2，880円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，060円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 5，370円 3 連 単 ��� 24，460円

票 数

単勝票数 計 478532 的中 � 72352（2番人気）
複勝票数 計 743951 的中 � 94874（3番人気）� 123596（1番人気）� 52818（8番人気）
枠連票数 計 331498 的中 （7－7） 17934（7番人気）
馬連票数 計1315670 的中 �� 66730（2番人気）
馬単票数 計 473259 的中 �� 12310（5番人気）
ワイド票数 計 742788 的中 �� 36849（1番人気）�� 17559（17番人気）�� 18419（15番人気）
3連複票数 計1480326 的中 ��� 20644（14番人気）
3連単票数 計1719306 的中 ��� 5095（51番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．5―11．9―12．2―13．3―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―34．9―46．8―59．0―1：12．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F39．1
3 5，13（10，14）－（4，6，11）－（1，8）（3，7）－9－2，16，12，15 4 5－（13，14）－（10，6，11）－8，4，7，1，3，9，2，16（12，15）

勝馬の
紹 介

リパーカッション �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Danehill デビュー 2016．8．20 新潟2着

2014．3．17生 牡4鹿 母 ファーナリー 母母 Fern 20戦2勝 賞金 24，650，000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。
（非抽選馬） 2頭 ブレヴェスト号・ワンダフルボーラー号

12140 5月27日 晴 良 （30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
賞 品

本 賞 10，500，000
10，500，000

円
円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円

付 加 賞 198，000
198，000

円
円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

34 ムイトオブリガード 牡4鹿 57 C．ルメール 市川義美ホール
ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 484－ 22：22．9 1．9�

58 パリンジェネシス 牡4黒鹿57 川田 将雅 �キャロットファーム 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 510± 0 〃 同着 8．0�
610	 イ チ ダ イ 牡5鹿 57 内田 博幸合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 526－ 42：23．32
 7．5�
22 スマートルビー 牝5栗 55 戸崎 圭太大川 徹氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 440－ 2 〃 クビ 6．4�
814 コスモジャーベ 牡5黒鹿57 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 坂本 智広 478± 02：23．51� 19．8	
57 ケイブルグラム 牡5鹿 57 池添 謙一 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B524± 0 〃 ハナ 30．7

11 マイネルクラフト 牡5黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム B488± 02：24．24 45．4�
813 ジャーミネイト 牡4鹿 57 石橋 脩 �社台レースホース中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 8 〃 同着 19．4�
69 サンデームーティエ 牡4栗 57 北村 宏司戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 442± 02：24．3クビ 24．9
45 コールストーム 牡4鹿 57 武 豊�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500＋ 22：24．4� 40．0�
46 ドラゴンズタイム 牡7鹿 57 大野 拓弥窪田 康志氏 高橋 文雅 日高 三城牧場 B446± 02：24．5
 275．0�
33 シークレットパス 牡7芦 57 江田 照男岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 42：25．03 318．2�
712 マイネルカレッツァ 牡6黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中舘 英二 日高 白井牧場 510－ 42：25．31� 51．9�
711 アジュールローズ 牡5青鹿57 H．ボウマン �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 520＋ 42：26．25 12．7�

（豪）

（14頭）

売 得 金
単勝： 73，484，900円 複勝： 98，215，600円 枠連： 35，962，800円
馬連： 191，937，000円 馬単： 70，433，900円 ワイド： 100，872，600円
3連複： 215，953，300円 3連単： 282，325，800円 計： 1，069，185，900円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

120円
270円 複 勝 �

�
120円
240円 � 160円 枠 連（3－5） 660円

馬 連 �� 790円 馬 単 ��
��

520円
990円

ワ イ ド �� 380円 ��
��

330円
1，030円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ���
���

2，950円
6，610円

票 数

単勝票数 計 734849 的中 � 301677（1番人気）� 72907（4番人気）
複勝票数 計 982156 的中 � 287561（1番人気）� 77548（4番人気）� 146362（2番人気）
枠連票数 計 359628 的中 （3－5） 42063（2番人気）
馬連票数 計1919370 的中 �� 197360（2番人気）
馬単票数 計 704339 的中 �� 52188（3番人気）�� 25524（6番人気）
ワイド票数 計1008726 的中 �� 70563（3番人気）�� 82218（2番人気）�� 22408（12番人気）
3連複票数 計2159533 的中 ��� 89330（3番人気）
3連単票数 計2823258 的中 ��� 34873（5番人気）��� 15374（29番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―23．6―35．7―48．0―59．6―1：11．4―1：23．6―1：35．6―1：47．6―1：59．3―2：11．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．3
1
3
5，9，11，8，12（2，7）－（1，10）－（4，14）－6，13－3
5（11，12）（8，9，7）（2，10，14）（1，4）（6，3）13

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

勝馬の
紹 介

ムイトオブリガード �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．10．30 京都2着

2014．4．13生 牡4鹿 母 ピサノグラフ 母母 シンコウラブリイ 13戦3勝 賞金 39，176，000円
市場取引馬
パリンジェネシス �

�
父 タートルボウル �

�
母父 メジロライアン デビュー 2016．11．12 東京5着

2014．5．14生 牡4黒鹿 母 メジロジョーンズ 母母 メジロビユーテイー 10戦3勝 賞金 24，648，000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。

１レース目



12141 5月27日 晴 良 （30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，29．5．27以降30．5．20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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

47 エアウィンザー 牡4黒鹿56 M．デムーロ �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 496± 01：45．4 3．5�
59 アップクォーク 牡5黒鹿56 H．ボウマン �キャロットファーム 中川 公成 安平 ノーザンファーム 514＋ 8 〃 クビ 6．1�

（豪）

713 ミッキーグローリー 牡5青鹿56 C．ルメール 野田みづき氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 546＋ 2 〃 ハナ 5．0�
34 ハギノアレス 牡4鹿 55 田辺 裕信安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 522＋ 81：45．5クビ 13．2�
46 クラウンディバイダ 牡5黒鹿54 大野 拓弥�クラウン 斎藤 誠 浦河 日の出牧場 474＋ 21：45．71 26．7	
712 プロフェット 牡5鹿 57 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 464＋ 2 〃 クビ 13．1

814 コスモナインボール 牡6鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 大典牧場 486－ 21：46．01� 258．8�
11 クリノヤマトノオー 牡4鹿 56 藤岡 康太栗本 守氏 高橋 義忠 新ひだか 西村 和夫 458＋ 4 〃 ハナ 9．1�
23 サーレンブラント 牡4鹿 55 岩田 康誠窪田 芳郎氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 452－ 41：46．1� 21．0
815 エ ン ジ ニ ア 牡5鹿 56 北村 宏司髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 482± 0 〃 ハナ 7．0�
58 コ ー カ ス 牡4鹿 55 戸崎 圭太ゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506＋ 21：46．2� 12．1�
22 マイネルラフレシア 牡5栗 55 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 468－ 21：46．3クビ 168．2�
610	 セ セ リ 牡7栗 52 武藤 雅冨士井直哉氏 森 秀行 米 William Paca

Beatson Jr. 504± 01：46．4
 265．8�
611 ブライトエンブレム 牡6鹿 57 三浦 皇成 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 510－ 2 〃 ハナ 56．0�
35 � ヴィーナスアロー 牝4青鹿50 藤田菜七子村山 忠弘氏 根本 康広 浦河 市川フアーム 418＋ 61：48．7大差 235．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 91，637，100円 複勝： 129，318，500円 枠連： 43，316，700円
馬連： 257，731，900円 馬単： 88，284，200円 ワイド： 128，134，100円
3連複： 281，395，700円 3連単： 349，976，200円 計： 1，369，794，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 200円 � 180円 枠 連（4－5） 600円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 410円 �� 410円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，760円 3 連 単 ��� 6，640円

票 数

単勝票数 計 916371 的中 � 208525（1番人気）
複勝票数 計1293185 的中 � 271259（1番人気）� 145235（4番人気）� 181436（2番人気）
枠連票数 計 433167 的中 （4－5） 55425（1番人気）
馬連票数 計2577319 的中 �� 203171（1番人気）
馬単票数 計 882842 的中 �� 36643（1番人気）
ワイド票数 計1281341 的中 �� 81386（2番人気）�� 81969（1番人気）�� 53262（4番人気）
3連複票数 計2813957 的中 ��� 119307（1番人気）
3連単票数 計3499762 的中 ��� 38187（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―35．9―48．1―59．9―1：11．4―1：22．5―1：33．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．5―3F34．0

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

勝馬の
紹 介

エアウィンザー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．9．25 阪神2着

2014．2．15生 牡4黒鹿 母 エアメサイア 母母 エアデジャヴー 11戦4勝 賞金 70，325，000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。

12142 5月27日 晴 良 （30東京2）第12日 第10競走 ��
��2，400�東 京 優 駿（ＧⅠ）

発走15時40分 （第85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 27，482，000円 7，852，000円 3，926，000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

817 ワグネリアン 牡3鹿 57 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 450－ 22：23．6 12．5�

612 エポカドーロ 牡3黒鹿57 戸崎 圭太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか 田上 徹 490－ 22：23．7� 10．5�

47 コズミックフォース 牡3鹿 57 石橋 脩 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 464－ 22：23．8クビ 223．7�
714 エ タ リ オ ウ 牡3青鹿57 H．ボウマン �Gリビエール・

レーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B454＋ 4 〃 ハナ 99．1�
（豪）

48 ブラストワンピース 牡3鹿 57 池添 謙一 �シルクレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 532＋10 〃 ハナ 4．6	
11 ダノンプレミアム 牡3青鹿57 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 498± 0 〃 アタマ 2．1

36 ゴーフォザサミット 牡3黒鹿57 蛯名 正義山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 矢野牧場 496± 02：24．01	 21．3�
715 ステルヴィオ 牡3鹿 57 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 462＋ 2 〃 クビ 16．5�
24 アドマイヤアルバ 牡3鹿 57 丸山 元気近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 472＋ 82：24．1
 231．0
510 ステイフーリッシュ 牡3鹿 57 横山 典弘 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 452－ 22：24．2クビ 39．8�
12 タイムフライヤー 牡3鹿 57 内田 博幸 �サンデーレーシング 松田 国英 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 42：24．41	 110．0�
35 キタノコマンドール 牡3鹿 57 M．デムーロ DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 490－12 〃 クビ 8．0�
818 サンリヴァル 牡3鹿 57 浜中 俊幅田 京子氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 494＋ 62：24．5� 87．0�
713 グ レ イ ル 牡3黒鹿57 岩田 康誠 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 486－ 82：24．6
 29．2�
59 オウケンムーン 牡3鹿 57 北村 宏司福井 明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 448－ 62：25．02� 130．4�
816 ジェネラーレウーノ 牡3青鹿57 田辺 裕信 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 日高 新生ファーム 498＋ 22：25．31
 23．8�
611� ジャンダルム 牡3黒鹿57 武 豊前田 幸治氏 池江 泰寿 米 North Hills

Co. Limited 488－ 42：25．4� 71．2�
23 テーオーエナジー 牡3栗 57 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 新冠 オリエント牧場 504＋ 42：26．25 306．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 1，653，290，300円 複勝： 1，296，665，300円 枠連： 902，273，400円 馬連： 4，292，353，400円 馬単： 1，649，878，000円
ワイド： 1，617，731，000円 3連複： 5，118，003，700円 3連単： 9，762，639，700円 5重勝： 675，703，900円 計： 26，968，538，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 410円 � 390円 � 3，640円 枠 連（6－8） 3，190円

馬 連 �� 7，950円 馬 単 �� 15，520円

ワ イ ド �� 2，710円 �� 34，420円 �� 30，290円

3 連 複 ��� 521，600円 3 連 単 ��� 2，856，300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�����
�����

418，600円
2，038，620円

票 数

単勝票数 計16532903 的中 � 1050683（5番人気）
複勝票数 計12966653 的中 � 884765（5番人気）� 939826（4番人気）� 82633（17番人気）
枠連票数 計9022734 的中 （6－8） 218992（14番人気）
馬連票数 計42923534 的中 �� 444978（23番人気）
馬単票数 計16498780 的中 �� 79700（49番人気）
ワイド票数 計16177310 的中 �� 156954（28番人気）�� 12030（113番人気）�� 13674（108番人気）
3連複票数 計51180037 的中 ��� 7359（453番人気）
3連単票数 計97626397 的中 ��� 2478（2229番人気）
5重勝票数 計6757039 的中 ����� 565 ����� 116

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―23．7―36．0―48．4―1：00．8―1：13．1―1：25．3―1：37．3―1：49．0―2：00．2―2：11．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．3―3F34．6
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ワグネリアン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．7．16 中京1着

2015．2．10生 牡3鹿 母 ミスアンコール 母母 ブロードアピール 6戦4勝 賞金 306，141，000円
〔制裁〕 テーオーエナジー号の騎手藤岡康太は，1コーナーで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：6番）

エタリオウ号の騎手H．ボウマンは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成30年6月2日から平成30年6月
10日まで騎乗停止。（被害馬：2番・18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。
（非抽選馬） 3頭 アイトーン号・ケイティクレバー号・リョーノテソーロ号
※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。

３レース目 ５レース目



12143 5月27日 晴 良 （30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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

611 ストライクイーグル 牡5青鹿57 内田 博幸 �キャロットファーム 杉山 晴紀 新ひだか 前田 宗将 502＋ 41：36．7 14．9�
47 イーグルフェザー 牡5鹿 57 戸崎 圭太 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 492＋ 4 〃 アタマ 14．9�
24 ヴ ァ ロ ー ア 牝6鹿 55 福永 祐一�ターフ・スポート奥村 豊 浦河 谷川牧場 460－ 6 〃 ハナ 54．1�
816 レッドオルバース 牡6栗 57 武 豊 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム B506＋ 61：36．91� 6．1�
815 コアレスキング 牡8鹿 57 村田 一誠小林 昌志氏 伊藤 正徳 平取 コアレススタッド 536－ 61：37．0	 249．4	
48 ダンツゴウユウ 牡4栗 57 石川裕紀人山元 哲二氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 464－ 6 〃 クビ 11．2

35 スズカゴーディー 牡4黒鹿57 吉田 隼人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B488＋ 61：37．53 41．9�
612 アディラート 牡4黒鹿57 C．ルメール 安原 浩司氏 須貝 尚介 新ひだか タガミファーム 494 1：37．6クビ 4．2�
713 ベルウッドテラス 
8鹿 57 松岡 正海鈴木 照雄氏 中舘 英二 日高 オリオンファーム 484－121：37．7	 184．5
59 ニットウビクトリー 牡9鹿 57 木幡 巧也�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 496＋ 21：37．8� 367．4�
510 セガールモチンモク 
4栗 57 武藤 雅小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 B482＋ 4 〃 クビ 20．3�
12 フォーカード 牡4栗 57 三浦 皇成�KTレーシング 小崎 憲 浦河 バンダム牧場 472－ 61：37．9	 15．9�
23 タイセイパルサー 牡5黒鹿57 M．デムーロ田中 成奉氏 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 484－ 41：38．32	 4．2�
714 テ ィ ソ ー ナ 
5黒鹿57 H．ボウマン �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 496± 0 〃 ハナ 10．8�

（豪）

36 メイショウバッハ 牡5栗 57 柴田 大知松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか 三石川上牧場 490－121：38．51	 126．5�
11 シュナウザー 牡5黒鹿57 田辺 裕信村木 隆氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 480－ 41：39．88 7．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 97，505，700円 複勝： 129，962，200円 枠連： 64，479，900円
馬連： 276，486，500円 馬単： 96，797，700円 ワイド： 139，053，400円
3連複： 323，708，000円 3連単： 423，520，600円 計： 1，551，514，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 510円 � 420円 � 1，400円 枠 連（4－6） 1，120円

馬 連 �� 9，980円 馬 単 �� 17，280円

ワ イ ド �� 2，390円 �� 8，240円 �� 7，770円

3 連 複 ��� 102，430円 3 連 単 ��� 513，460円

票 数

単勝票数 計 975057 的中 � 52308（7番人気）
複勝票数 計1299622 的中 � 68339（9番人気）� 85903（6番人気）� 22568（12番人気）
枠連票数 計 644799 的中 （4－6） 44260（5番人気）
馬連票数 計2764865 的中 �� 22820（36番人気）
馬単票数 計 967977 的中 �� 4201（70番人気）
ワイド票数 計1390534 的中 �� 15207（34番人気）�� 4320（63番人気）�� 4583（61番人気）
3連複票数 計3237080 的中 ��� 2370（206番人気）
3連単票数 計4235206 的中 ��� 598（1130番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．9―11．8―12．5―12．5―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．4―35．3―47．1―59．6―1：12．1―1：24．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストライクイーグル �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Marquetry デビュー 2015．11．28 京都11着

2013．4．12生 牡5青鹿 母 ミスエアクラフト 母母 Silver in Flight 20戦5勝 賞金 70，984，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時30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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 チェイスダウン号・ナムラミラクル号
※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。

12144 5月27日 晴 良 （30東京2）第12日 第12競走
第132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，29．5．27以降30．5．20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 1，162，000円 332，000円 166，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．6
2：29．5

良
良

23 ウインテンダネス 牡5栗 54 内田 博幸�ウイン 杉山 晴紀 新冠 アサヒ牧場 502± 02：29．7 17．7�
24 ノーブルマーズ 牡5栗 55 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 490＋ 42：29．8� 28．8�
48 パフォーマプロミス 牡6栗 56 M．デムーロ �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 452± 0 〃 アタマ 3．9�
816 ポポカテペトル 牡4芦 55 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 482－ 22：29．9クビ 10．7�
611 ソールインパクト 牡6芦 54 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 492＋ 42：30．0� 14．7	
12 ゼーヴィント 牡5鹿 57．5 戸崎 圭太 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 496－ 2 〃 クビ 7．7

36 ヴ ォ ー ジ ュ 牡5青鹿54 藤岡 康太杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 510－ 42：30．1� 90．4�
713 コウキチョウサン 牡5鹿 51 石川裕紀人�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 462± 02：30．2� 81．0�
612 トウシンモンステラ 牡8黒鹿52 丸山 元気�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 486－ 22：30．41	 235．1
11 ホウオウドリーム 牡4鹿 54 田辺 裕信小笹 芳央氏 矢作 芳人 洞
湖 レイクヴィラファーム 498＋ 82：30．5� 12．4�
510 チェスナットコート 牡4栗 56 蛯名 正義窪田 康志氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 460＋ 8 〃 アタマ 4．7�
35 サウンズオブアース 牡7黒鹿58 H．ボウマン 吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 498－142：30．92� 9．2�

（豪）

714 フェイムゲーム �8青鹿59 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 456－ 62：31．0クビ 8．0�
815� リ ッ ジ マ ン 牡5鹿 52 松岡 正海�辻牧場 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 450＋ 4 〃 クビ 57．7�
47 ハッピーモーメント 牡8鹿 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 506＋ 22：31．1� 101．5�
59 ブライトバローズ 牡6鹿 54 石橋 脩猪熊 広次氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 500＋ 8 〃 ハナ 29．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 264，814，000円 複勝： 346，595，200円 枠連： 132，832，300円
馬連： 793，934，000円 馬単： 255，137，600円 ワイド： 423，472，400円
3連複： 1，103，679，600円 3連単： 1，458，123，300円 計： 4，778，588，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，770円 複 勝 � 500円 � 520円 � 170円 枠 連（2－2） 17，770円

馬 連 �� 19，220円 馬 単 �� 29，280円

ワ イ ド �� 3，770円 �� 1，620円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 23，330円 3 連 単 ��� 197，190円

票 数

単勝票数 計2648140 的中 � 119056（9番人気）
複勝票数 計3465952 的中 � 153398（9番人気）� 146821（10番人気）� 692971（1番人気）
枠連票数 計1328323 的中 （2－2） 5790（33番人気）
馬連票数 計7939340 的中 �� 34051（54番人気）
馬単票数 計2551376 的中 �� 6534（94番人気）
ワイド票数 計4234724 的中 �� 28449（44番人気）�� 68181（16番人気）�� 65510（18番人気）
3連複票数 計11036796 的中 ��� 35471（82番人気）
3連単票数 計14581233 的中 ��� 5361（644番人気）

ハロンタイム 7．3―11．4―11．5―12．7―12．4―12．0―12．0―12．1―12．0―11．8―11．4―11．3―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�
7．3―18．7―30．2―42．9―55．3―1：07．3―1：19．3―1：31．4―1：43．4―1：55．2―2：06．6―2：17．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウインテンダネス �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 マジックマイルズ デビュー 2015．7．19 中京9着

2013．3．7生 牡5栗 母 モエレメルシー 母母 ブライトサンディー 29戦6勝 賞金 140，386，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を17時05分に変更。
※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。



（30東京2）第12日 5月27日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 191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

666，030，000円
10，370，000円
23，050，000円
42，340，000円
86，410，000円
6，000，000円
80，670，500円
5，841，000円
1，833，600円

勝馬投票券売得金
2，523，976，900円
2，551，768，000円
1，348，507，800円
6，574，455，100円
2，517，948，900円
2，866，574，500円
7，934，235，200円
13，494，443，000円
675，703，900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 40，487，613，300円

総入場人員 126，767名 （有料入場人員 122，222名）



平成30年度 第2回東京競馬 総計

競走回数 144回 出走延頭数 2，158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

3，776，860，000円
56，960，000円
225，880，000円
111，390，000円
453，750，000円
18，000，000円
885，427，000円
60，642，800円
20，716，800円

勝馬投票券売得金
11，065，025，700円
14，244，512，100円
6，210，879，600円
29，103，752，300円
12，413，433，900円
14，605，791，000円
38，518，707，000円
61，720，467，500円
3，100，907，500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 190，983，476，600円

総入場延人員 600，828名 （有料入場延人員 524，003名）
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