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12061 5月6日 晴 良 （30東京2）第6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

45 プローシブル 牡3栗 56 横山 典弘伊東 純一氏 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 496± 01：40．4 3．9�
69 シャドウラーテル 牡3黒鹿56 岩田 康誠�Shadow 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B472－ 81：40．61� 5．3�
46 エ ナ グ リ ン 牡3栗 56 M．デムーロ宮原 廣伸氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 470－ 41：40．81� 2．6�
58 ケイアイスープラ 牡3鹿 56 大野 拓弥亀田 和弘氏 田村 康仁 新ひだか 松田牧場 440－ 41：40．9� 12．5�
814 スターオンザヒル 牡3黒鹿56 柴田 大知飯田総一郎氏 南田美知雄 日高 千葉飯田牧場 492± 01：41．0� 17．4�
57 フランクオーシャン 牡3鹿 56 武士沢友治�パニオロ 水野 貴広 新冠 上井農場 B452＋ 41：41．1� 86．9	
712 モンサンクリック 牡3鹿 56 内田 博幸山下 新一氏 尾形 和幸 様似 猿倉牧場 476－121：41．2� 8．6

22 スガノスマイル 牡3鹿 56 蛯名 正義菅原富美子氏 粕谷 昌央 新ひだか 田上 徹 482＋ 41：41．41 18．7�
610 スガノブリランテ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行菅原富美子氏 清水 英克 新ひだか 沖田 哲夫 446－ 61：41．5� 39．6�
711 マラビージャドラダ 牡3栗 56 大庭 和弥柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 サンローゼン 436－ 2 〃 クビ 131．1
34 トラジェクトリー 牡3鹿 56 横山 和生松尾 正氏 小西 一男 平取 北島牧場 468－ 61：42．24 184．3�
813 ロードショー 牡3鹿 56 北村 宏司鶴見 恵理氏 和田 雄二 浦河 有限会社

吉田ファーム 470 ―1：42．41 48．0�
33 ヘニーマックス 牡3栗 56 福永 祐一林 正道氏 栗田 徹 新ひだか 有限会社石川牧場 518＋121：44．010 21．5�
11 ケイヴェイロン 牡3青鹿 56

53 ▲木幡 育也中西 桂子氏 石栗 龍彦 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 420＋ 81：44．74 258．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，352，600円 複勝： 36，028，800円 枠連： 15，383，900円
馬連： 62，183，600円 馬単： 30，539，800円 ワイド： 37，555，500円
3連複： 81，556，200円 3連単： 108，256，000円 計： 396，856，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 120円 � 160円 � 120円 枠 連（4－6） 470円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 380円 �� 210円 �� 280円

3 連 複 ��� 950円 3 連 単 ��� 6，680円

票 数

単勝票数 計 253526 的中 � 51927（2番人気）
複勝票数 計 360288 的中 � 77601（2番人気）� 47004（3番人気）� 92500（1番人気）
枠連票数 計 153839 的中 （4－6） 25051（2番人気）
馬連票数 計 621836 的中 �� 44013（3番人気）
馬単票数 計 305398 的中 �� 10200（7番人気）
ワイド票数 計 375555 的中 �� 22330（3番人気）�� 50976（1番人気）�� 33932（2番人気）
3連複票数 計 815562 的中 ��� 64376（1番人気）
3連単票数 計1082560 的中 ��� 11734（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―36．3―49．1―1：02．2―1：15．1―1：27．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プローシブル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2017．11．12 東京7着

2015．1．18生 牡3栗 母 ワンダースマイル 母母 ア ン ソ ニ カ 8戦1勝 賞金 7，000，000円
※ケイヴェイロン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

12062 5月6日 晴 良 （30東京2）第6日 第2競走 ��1，300�サラブレッド系3歳
発走10時35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
1：16．1
1：16．1

重
重

12 ポートナイトサイト 牝3栗 54 M．デムーロライオンレースホース� 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 456－ 41：20．7 3．8�
11 マサノアッレーグラ 牝3芦 54 田辺 裕信中村 時子氏 大竹 正博 日高 道見牧場 500＋ 81：20．8� 2．4�
47 メタルカラー 牝3栗 54 石橋 脩�サンライズ 新開 幸一 浦河 中脇 満 442－ 21：21．44 5．8�
23 タツオウカランブ 牝3栗 54 岩田 康誠鈴木 髙幸氏 古賀 史生 浦河トラストスリーファーム 472－ 21：21．71� 14．8�
35 インコントロ 牝3鹿 54 戸崎 圭太鈴木 邦英氏 田島 俊明 浦河 小倉牧場 442－ 21：21．91� 21．3	
713 クルクルティンクル 牝3黒鹿54 蛯名 正義伊藤 信之氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 458－ 41：22．0� 55．3

815 ラッキーチャンス 牝3鹿 54 北村 宏司堀口 晴男氏 杉浦 宏昭 日高 日西牧場 456＋10 〃 アタマ 18．0�
611 エルコンフェアリー 牝3鹿 54 伊藤 工真古川 淳氏 和田 雄二 新冠 ハシモトフアーム 434± 01：22．21 63．9�
24 チ ョ ウ ヨ ウ 牝3鹿 54 大庭 和弥中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 422－ 41：22．62� 77．3
48 ブロンドキュート 牝3栗 54 柴田 大知 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 日高 前野牧場 B452－ 2 〃 ハナ 30．2�
59 ラテンリズム 牝3鹿 54 武士沢友治�ミルファーム 松山 将樹 浦河 高昭牧場 436± 0 〃 クビ 316．3�
816 カ ラ フ ル 牝3青 54 C．ルメール 平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 434－201：22．81� 7．2�
714 テイエムベアッコ 牝3青鹿54 松山 弘平竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム

牧場株式会社 452－ 21：22．9クビ 393．9�
36 カレンナヴォーグ 牝3栗 54 大野 拓弥志村 幸彦氏 的場 均 日高 日西牧場 470＋ 21：23．0� 173．9�
510 ヤマニンレフルール 牝3鹿 54 横山 和生土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 光夫 434＋ 21：23．21 145．6�
612 クールキャスト 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 育也川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 沖田 博志 420－ 81：23．94 151．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，282，700円 複勝： 44，105，000円 枠連： 18，723，000円
馬連： 62，767，100円 馬単： 31，743，200円 ワイド： 41，553，100円
3連複： 87，601，100円 3連単： 114，517，300円 計： 428，292，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 120円 � 140円 枠 連（1－1） 400円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 190円 �� 340円 �� 290円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 3，070円

票 数

単勝票数 計 272827 的中 � 56821（2番人気）
複勝票数 計 441050 的中 � 77548（2番人気）� 116451（1番人気）� 69734（3番人気）
枠連票数 計 187230 的中 （1－1） 36229（1番人気）
馬連票数 計 627671 的中 �� 125181（1番人気）
馬単票数 計 317432 的中 �� 26792（2番人気）
ワイド票数 計 415531 的中 �� 66020（1番人気）�� 28245（3番人気）�� 33554（2番人気）
3連複票数 計 876011 的中 ��� 94064（1番人気）
3連単票数 計1145173 的中 ��� 27039（3番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．5―30．7―43．6―56．3―1：08．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．1
3 13（2，15）11（1，14）（5，12，16）8（9，7）6（4，10）－3 4 13，15（2，11）（1，14）（5，12，16）（9，8，7）6（4，10）3

勝馬の
紹 介

ポートナイトサイト �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．11．4 東京7着

2015．4．2生 牝3栗 母 ルックアミリオン 母母 ファストフレンド 7戦1勝 賞金 10，500，000円

第２回 東京競馬 第６日



12063 5月6日 晴 良 （30東京2）第6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

812 グレンフィナン 牡3鹿 56 浜中 俊�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B486＋ 41：48．0 7．7�
11 ロゼフェニックス 牡3黒鹿56 戸崎 圭太髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 426－ 2 〃 クビ 2．4�
57 ジェネラルシップ 牡3黒鹿56 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 黒岩 陽一 新冠 松浦牧場 446＋ 21：48．21� 4．3�
710 ウェディングベール 牝3芦 54

51 ▲木幡 育也岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 440＋ 81：48．41 17．1�
68 オールドナシュワン 牡3黒鹿56 横山 和生�リーヴァ 松永 康利 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500－ 21：48．71� 95．3	
33 コスモジラソウ 牡3栗 56 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 田中 剛 浦河 市川フアーム 480＋ 41：48．91	 69．5

45 オ オ イ リ 牡3鹿 56 石橋 脩古川 智洋氏 中川 公成 浦河 丸幸小林牧場 494＋ 41：49．11� 9．9�
22 
 ワイルドリーク 牡3鹿 54 C．ルメール 吉田 和美氏 高柳 瑞樹 豪 Jananth

Pty Ltd 512－ 41：49．31� 5．7�
44 レコンキスタシチー 牡3栗 56 吉田 隼人 �友駿ホースクラブ 金成 貴史 浦河 桑田牧場 470－ 41：49．72	 143．9
56 マイネルオフショア 牡3黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新ひだか へいはた牧場 500＋201：49．8クビ 9．2�
711 サバイバルオオオク 牝3黒鹿54 武士沢友治福田 光博氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 426－ 41：49．9� 356．1�
69 デルマベルモット 牡3鹿 56 嘉藤 貴行浅沼 廣幸氏 田中 清隆 日高 ファニーヒルファーム 436＋ 61：50．32	 430．7�
813 シラハタヤマ 牡3鹿 56 伊藤 工真田頭 勇貴氏 菊沢 隆徳 新冠 武田牧場 462± 01：50．93	 224．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 28，803，200円 複勝： 37，369，700円 枠連： 12，370，100円
馬連： 59，240，400円 馬単： 31，675，000円 ワイド： 34，995，100円
3連複： 76，240，400円 3連単： 113，113，800円 計： 393，807，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 160円 � 110円 � 120円 枠 連（1－8） 800円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 2，100円

ワ イ ド �� 310円 �� 440円 �� 200円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 6，970円

票 数

単勝票数 計 288032 的中 � 29704（4番人気）
複勝票数 計 373697 的中 � 45111（3番人気）� 105498（1番人気）� 78682（2番人気）
枠連票数 計 123701 的中 （1－8） 11925（3番人気）
馬連票数 計 592404 的中 �� 53185（3番人気）
馬単票数 計 316750 的中 �� 11282（8番人気）
ワイド票数 計 349951 的中 �� 27404（2番人気）�� 17729（6番人気）�� 51067（1番人気）
3連複票数 計 762404 的中 ��� 71337（1番人気）
3連単票数 計1131138 的中 ��� 11765（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―35．5―47．8―1：00．5―1：12．9―1：24．5―1：35．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

グレンフィナン �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．12．24 中山11着

2015．2．16生 牡3鹿 母 ベストロケーション 母母 ダイナアクトレス 5戦1勝 賞金 5，000，000円

12064 5月6日 晴 良 （30東京2）第6日 第4競走 ��2，300�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
2：18．5
2：18．3

良
良

22 ドルチェラヴィータ 牝3黒鹿54 松岡 正海高橋 文男氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 430＋ 42：23．9 13．2�
88 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 470－ 42：24．0� 2．9�
44 アルビオリクス 牡3鹿 56 田辺 裕信 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 500－ 42：24．32 2．1�
89 トーセンヴァロン 牡3青鹿56 大野 拓弥島川 �哉氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 448＋ 4 〃 クビ 5．3�
55 ツインクルテソーロ 牡3鹿 56 吉田 隼人了德寺健二ホール

ディングス	 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 464± 0 〃 ハナ 24．6

66 エスポワールカフェ 牡3栗 56 浜中 俊西川 光一氏 和田 勇介 浦河 太陽牧場 460＋ 22：24．72� 8．4�
11 クロックムッシュ 牡3鹿 56 石橋 脩青芝商事	 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 476－ 42：24．8� 48．0�
77 エレガントテソーロ 牝3鹿 54 北村 友一了德寺健二ホール

ディングス	 和田 雄二 安平 追分ファーム 414－ 22：24．9� 138．4
33 パワースピネル 牝3鹿 54 嘉藤 貴行田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 増本牧場 408± 02：25．21� 302．7�

（9頭）

売 得 金
単勝： 34，021，100円 複勝： 51，862，000円 枠連： 11，590，300円
馬連： 58，355，600円 馬単： 39，526，800円 ワイド： 35，598，900円
3連複： 76，578，200円 3連単： 180，798，500円 計： 488，331，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 230円 � 110円 � 110円 枠 連（2－8） 1，430円

馬 連 �� 2，160円 馬 単 �� 6，230円

ワ イ ド �� 590円 �� 560円 �� 160円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 12，940円

票 数

単勝票数 計 340211 的中 � 20500（5番人気）
複勝票数 計 518620 的中 � 27387（5番人気）� 122401（2番人気）� 213942（1番人気）
枠連票数 計 115903 的中 （2－8） 6267（5番人気）
馬連票数 計 583556 的中 �� 20873（7番人気）
馬単票数 計 395268 的中 �� 4753（17番人気）
ワイド票数 計 355989 的中 �� 12815（9番人気）�� 13524（8番人気）�� 73596（1番人気）
3連複票数 計 765782 的中 ��� 72167（3番人気）
3連単票数 計1807985 的中 ��� 10128（36番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100�
7．4―19．7―33．2―47．0―59．5―1：11．6―1：24．4―1：37．0―1：49．6―2：01．0―2：12．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F34．3
1
3
2－（6，8）（3，4）9，5－（1，7）
2，6（4，8）（3，9）5（1，7）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドルチェラヴィータ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．12．17 中山5着

2015．4．4生 牝3黒鹿 母 エメラルドヴァレー 母母 エメラルドアイル 4戦1勝 賞金 5，700，000円



12065 5月6日 晴 良 （30東京2）第6日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時25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 ゲンパチカイナル 牡3鹿 56 C．ルメール 平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか 前川 正美 474± 01：37．7 2．1�
814 キングスヴァリュー 牡3栗 56 H．ボウマン �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B486± 01：38．33� 7．4�

（豪）

711 ヴァルディノート 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 464± 01：38．62 6．2�
712 ディーズフェイク 牝3青鹿54 松岡 正海秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 458＋ 21：38．81� 221．1�
57 ギャンブラー 牡3黒鹿56 岩田 康誠大野 富生氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 508－121：38．9	 57．1�
45 キタノユウキ 牡3鹿 56 石橋 脩河内 孝夫氏 相沢 郁 日高 増尾牧場 522± 01：39．0クビ 15．4	
11 デルマカルヴァドス 牡3鹿 56 北村 友一浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 480－ 21：39．31	 29．9

813
 ジュピターカリスト 牡3鹿 56 藤岡 康太吉田 和美氏 池江 泰寿 米 Circle H

Farms 542－ 2 〃 クビ 3．7�
33 ニシノダンテ 牡3青鹿56 大野 拓弥西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 谷川牧場 482± 01：39．83 221．4�
22 ボ ン テ ン 牡3鹿 56 吉田 隼人田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 荻伏三好フ

アーム 438± 01：39．9	 171．4
46 ビップデヴィット 牡3栗 56 福永 祐一鈴木 邦英氏 清水 久詞 平取 坂東牧場 476＋101：40．0クビ 21．4�
58 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 464＋ 41：40．21 71．0�
69 アラスカノオーロラ 牡3鹿 56 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 浦河 伏木田牧場 460－ 81：40．51	 49．0�
34 オータムヘイロー 牝3黒鹿54 横山 和生�Basic 田島 俊明 新ひだか 見上牧場 420－121：43．0大差 236．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 44，841，800円 複勝： 59，557，100円 枠連： 19，749，500円
馬連： 80，692，600円 馬単： 42，949，400円 ワイド： 50，817，000円
3連複： 106，424，800円 3連単： 148，746，100円 計： 553，778，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 200円 � 150円 枠 連（6－8） 310円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 350円 �� 250円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 4，840円

票 数

単勝票数 計 448418 的中 � 169079（1番人気）
複勝票数 計 595571 的中 � 209510（1番人気）� 53785（4番人気）� 86302（3番人気）
枠連票数 計 197495 的中 （6－8） 48400（1番人気）
馬連票数 計 806926 的中 �� 70166（3番人気）
馬単票数 計 429494 的中 �� 24376（4番人気）
ワイド票数 計 508170 的中 �� 37113（3番人気）�� 58407（2番人気）�� 18439（9番人気）
3連複票数 計1064248 的中 ��� 72532（3番人気）
3連単票数 計1487461 的中 ��� 22236（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．8―48．1―1：00．6―1：13．1―1：25．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゲンパチカイナル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．11．11 東京4着

2015．4．9生 牡3鹿 母 ティアドロップス 母母 パイナップルスター 6戦2勝 賞金 18，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オータムヘイロー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年6月6日まで平地競

走に出走できない。
※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。

12066 5月6日 晴 良 （30東京2）第6日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時55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

44 デ ィ ロ ス 牡3鹿 56 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 504± 01：21．4 1．6�
22 グランドピルエット 牝3鹿 54 田辺 裕信 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 486± 0 〃 クビ 3．9�
66 トウカイオルデン 牡3鹿 56 北村 友一内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 472－ 41：21．71� 4．6�
810 マイティーワークス 牝3青鹿54 吉田 隼人中村 祐子氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 452± 01：22．02 25．5�
55 イ ル ル ー メ 牡3黒鹿56 横山 和生西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 田中スタッド 476＋ 6 〃 クビ 9．6�
77 � スタークニナガ 牡3青鹿56 松岡 正海須田 靖之氏 田中 正二 新ひだか 谷岡スタット 426＋ 61：22．63� 34．3	

（北海道）

89 ミコジェンヌ 牝3栗 54 大野 拓弥古賀 慎一氏 谷原 義明 浦河 松栄牧場 434± 01：23．13 126．7

33 ホリーユニコーン 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 育也田島榮二郎氏 谷原 義明 日高 坂 牧場 408－ 21：23．31	 295．4�
78 デルマミモザ 牝3鹿 54 松山 弘平浅沼 廣幸氏 的場 均 むかわ 東振牧場 430＋ 21：23．62 205．5�
11 ライクアスター 牝3栗 54 武士沢友治坂田 行夫氏 伊藤 正徳 新冠 武田 寛治 432－ 41：24．55 240．5

（10頭）

売 得 金
単勝： 35，157，200円 複勝： 114，958，800円 枠連： 10，171，600円
馬連： 55，798，200円 馬単： 45，595，500円 ワイド： 39，832，300円
3連複： 65，931，900円 3連単： 196，867，900円 計： 564，313，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 120円 � 110円 枠 連（2－4） 360円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 440円

ワ イ ド �� 160円 �� 120円 �� 230円

3 連 複 ��� 300円 3 連 単 ��� 940円

票 数

単勝票数 計 351572 的中 � 165593（1番人気）
複勝票数 計1149588 的中 � 874914（1番人気）� 74309（3番人気）� 84965（2番人気）
枠連票数 計 101716 的中 （2－4） 21830（2番人気）
馬連票数 計 557982 的中 �� 117829（2番人気）
馬単票数 計 455955 的中 �� 76832（2番人気）
ワイド票数 計 398323 的中 �� 55344（2番人気）�� 114647（1番人気）�� 32591（4番人気）
3連複票数 計 659319 的中 ��� 160392（1番人気）
3連単票数 計1968679 的中 ��� 150972（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―35．7―47．6―59．0―1：10．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F33．8
3 2（3，9）4（6，10）（5，8）1，7 4 ・（2，3）（4，9）（6，10）5（8，7）1

勝馬の
紹 介

デ ィ ロ ス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Dansili デビュー 2017．7．16 函館1着

2015．2．21生 牡3鹿 母 ラ ト ー ナ 母母 レ ト Ⅱ 5戦2勝 賞金 25，714，000円



12067 5月6日 晴 良 （30東京2）第6日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走13時25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

816 ポルトドレーヴ �5鹿 57 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 464＋ 21：37．7 10．4�
815 ディアシューター 牡4黒鹿57 吉田 隼人ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 中島牧場 500＋ 4 〃 クビ 4．4�
612 ディライトラッシュ 牡4鹿 57 H．ボウマン �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 浦河 小倉牧場 B494－ 2 〃 ハナ 6．3�
（豪）

11 ディアライゼ 牡4栗 57 岩田 康誠ディアレストクラブ� 伊藤 圭三 浦河 小島牧場 B522－ 21：38．65 15．1�
59 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 B516＋121：38．81 30．5�
36 アルーフクライ 牡4鹿 57 C．ルメール 	社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 468± 01：39．12 2．2

713 スズカミラージュ 牡5鹿 57 武士沢友治永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか 武 牧場 466－141：39．42 137．4�
48 ヒミノブリランテ 牡4栗 57

54 ▲木幡 育也佐々木八郎氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ
ファーム 478－ 61：39．5クビ 61．8�

12 	 クリップスプリンガ 牡4鹿 57 大野 拓弥山下 良子氏 的場 均 新冠 ヤマタケ牧場 B442± 01：39．71
 57．5
47 ワイルドグラス 牡4鹿 57 内田 博幸長谷川守正氏 的場 均 浦河 宮内牧場 B448± 01：40．33� 95．4�
35 	 サクラセンティーレ 牝4黒鹿55 松岡 正海�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 480＋10 〃 ハナ 181．3�
23 サンマルライバル 牡4青鹿57 松山 弘平相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 B488＋ 61：40．62 26．2�
510	 ファストソレル 牝4栗 55 大庭 和弥島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 480＋ 6 〃 ハナ 141．0�
611	 マサノホウオウ 牡4黒鹿57 蛯名 正義古賀 禎彦氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 478－ 21：40．81
 105．0�
714 オ ー ル デ ン 牡4鹿 57 田辺 裕信金山 敏也氏 小西 一男 浦河 金成吉田牧場 446－101：40．9� 9．3�
24 	 チェリートリトン 牡4芦 57 横山 和生櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 472－ 41：41．0� 54．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，257，400円 複勝： 55，109，300円 枠連： 21，124，900円
馬連： 91，793，800円 馬単： 41，334，500円 ワイド： 58，653，800円
3連複： 117，252，300円 3連単： 152，986，700円 計： 573，512，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 290円 � 170円 � 210円 枠 連（8－8） 2，010円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 5，160円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，040円 �� 510円

3 連 複 ��� 3，740円 3 連 単 ��� 29，340円

票 数

単勝票数 計 352574 的中 � 26991（5番人気）
複勝票数 計 551093 的中 � 42181（5番人気）� 100950（2番人気）� 66892（3番人気）
枠連票数 計 211249 的中 （8－8） 8122（8番人気）
馬連票数 計 917938 的中 �� 36644（8番人気）
馬単票数 計 413345 的中 �� 6002（18番人気）
ワイド票数 計 586538 的中 �� 22489（7番人気）�� 13839（11番人気）�� 30990（3番人気）
3連複票数 計1172523 的中 ��� 23484（10番人気）
3連単票数 計1529867 的中 ��� 3780（87番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．9―12．2―12．2―12．3―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．4―35．3―47．5―59．7―1：12．0―1：24．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ポルトドレーヴ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Runaway Groom デビュー 2015．11．29 東京16着

2013．3．23生 �5鹿 母 フォーチュネイトダムゼル 母母 Consider It Done 17戦2勝 賞金 18，850，000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。

12068 5月6日 晴 良 （30東京2）第6日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走13時55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
1：56．1
1：56．1

良
良

11 サーレンブラント 牡4鹿 57 岩田 康誠窪田 芳郎氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 456－ 21：58．3 6．9�
22 サ ン シ ロ ウ 牡4鹿 57 内田 博幸合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 490－ 41：58．4� 19．4�
811 スマートエレメンツ 牡4鹿 57 C．ルメール 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 516＋ 41：58．5クビ 3．4�

79 ロードプレミアム 牡5黒鹿57 M．デムーロ �ロードホースクラブ 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 494＋ 4 〃 クビ 6．3�
67 	 ミュートロギア 牡5青鹿57 石橋 脩 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド B510＋121：58．6クビ 29．2�
55 アドマイヤキズナ 牡5黒鹿57 川田 将雅近藤 利一氏 友道 康夫 浦河 辻 牧場 464± 0 〃 アタマ 4．8	
33 ストロングレヴィル 牡4黒鹿57 H．ボウマン 村木 篤氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋181：59．34 3．5

（豪）

66 ビービーガウディ 牡4栗 57 大野 拓弥�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 474＋ 2 〃 クビ 79．9�
810 オールドクラシック 牡5青鹿57 柴田 大知�リーヴァ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 480± 01：59．51 14．9
44 シャインアロー 
6栗 57 松岡 正海岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 466＋ 62：00．03 120．2�
78 	 ゴ ー ス ル ー 牡8鹿 57

54 ▲木幡 育也 �静内白井牧場 大江原 哲 新ひだか 橋本牧場 B476－ 22：02．2大差 272．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 39，171，100円 複勝： 56，838，100円 枠連： 18，675，900円
馬連： 95，460，400円 馬単： 44，709，900円 ワイド： 52，490，700円
3連複： 106，622，200円 3連単： 169，181，800円 計： 583，150，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 190円 � 360円 � 150円 枠 連（1－2） 5，670円

馬 連 �� 5，150円 馬 単 �� 10，140円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 480円 �� 850円

3 連 複 ��� 4，850円 3 連 単 ��� 39，550円

票 数

単勝票数 計 391711 的中 � 45076（5番人気）
複勝票数 計 568381 的中 � 80724（4番人気）� 31838（7番人気）� 119343（1番人気）
枠連票数 計 186759 的中 （1－2） 2550（17番人気）
馬連票数 計 954604 的中 �� 14357（20番人気）
馬単票数 計 447099 的中 �� 3304（37番人気）
ワイド票数 計 524907 的中 �� 10368（18番人気）�� 30084（5番人気）�� 15673（12番人気）
3連複票数 計1066222 的中 ��� 16469（17番人気）
3連単票数 計1691818 的中 ��� 3101（138番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―11．4―11．7―11．9―11．8―11．5―11．3―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―35．6―47．3―59．2―1：11．0―1：22．5―1：33．8―1：45．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サーレンブラント �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Quiet American デビュー 2016．12．17 中山14着

2014．3．7生 牡4鹿 母 ブライトアバンダンス 母母 Quality Gift 12戦3勝 賞金 40，613，000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。



12069 5月6日 晴 良 （30東京2）第6日 第9競走 ��
��1，600�

しょうなん

湘南ステークス
発走14時25分 （芝・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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

55 レッドオルガ 牝4鹿 55 M．デムーロ �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 444± 01：33．9 4．0�
68 チャンピオンルパン 牡7鹿 57 横山 和生坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 榊原 光子 486－ 41：34．11� 10．4�
67 ハナレイムーン 牝4鹿 55 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 424± 0 〃 クビ 7．5�
11 ランガディア 牡4黒鹿57 H．ボウマン 吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 482＋ 2 〃 ハナ 3．7�

（豪）

33 イストワールファム 牝4栗 55 C．ルメール �シルクレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 458＋ 41：34．2	 4．7	
812 ウインフェニックス 牡7鹿 57 松岡 正海�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 478＋ 21：34．3	 69．7

79 ウイングチップ 
6黒鹿57 戸崎 圭太 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 500－ 41：34．4	 38．4�
44 マ リ オ ー ロ 牡6鹿 57 岩田 康誠菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 508－ 6 〃 クビ 207．2�
811 ボールライトニング 牡5栗 57 内田 博幸 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 518－ 61：34．61� 4．5
56 レッドライジェル 
6鹿 57 池添 謙一 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：34．7クビ 89．9�
22 ナリタエイト 牡5鹿 57 福永 祐一�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 468＋ 2 〃 クビ 51．0�
710 メイショウキトラ 牡7栗 57 北村 宏司松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 磯野牧場 488－ 81：35．23 305．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 58，558，800円 複勝： 87，515，300円 枠連： 24，506，000円
馬連： 146，723，400円 馬単： 61，713，100円 ワイド： 77，127，100円
3連複： 164，387，700円 3連単： 254，466，500円 計： 874，997，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 230円 � 230円 枠 連（5－6） 980円

馬 連 �� 2，280円 馬 単 �� 3，300円

ワ イ ド �� 770円 �� 680円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 4，420円 3 連 単 ��� 23，450円

票 数

単勝票数 計 585588 的中 � 115286（2番人気）
複勝票数 計 875153 的中 � 166126（1番人気）� 88071（6番人気）� 92876（5番人気）
枠連票数 計 245060 的中 （5－6） 19328（6番人気）
馬連票数 計1467234 的中 �� 49704（13番人気）
馬単票数 計 617131 的中 �� 13993（19番人気）
ワイド票数 計 771271 的中 �� 25803（14番人気）�� 29473（9番人気）�� 18775（15番人気）
3連複票数 計1643877 的中 ��� 27848（18番人気）
3連単票数 計2544665 的中 ��� 7864（99番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドオルガ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2016．10．16 京都5着

2014．4．26生 牝4鹿 母 エリモピクシー 母母 エリモシユーテング 7戦4勝 賞金 55，560，000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。

12070 5月6日 晴 良 （30東京2）第6日 第10競走 ��
��2，100�ブリリアントステークス

発走15時00分 （ダート・左）
4歳以上，29．5．6以降30．4．29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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

24 フェニックスマーク 牡4鹿 55 北村 宏司伊東 純一氏 田島 俊明 新ひだか タツヤファーム 548＋ 22：10．8 7．0�
11 ザイディックメア 牡6鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 464－102：11．01� 24．7�
36 クラシックメタル �7鹿 54 石橋 脩吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 502± 02：11．1	 34．4�
510 リ ア フ ァ ル 牡6鹿 57 H．ボウマン �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 522－ 2 〃 クビ 19．5�

（豪）

35 アングライフェン 牡6鹿 55 北村 友一前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 482－ 82：11．2クビ 9．2�

815 トップディーヴォ 牡6鹿 56 横山 典弘�コオロ 昆 貢 新冠 細川農場 B498＋ 42：11．51
 8．4	
714 メイショウウタゲ 牡7栗 56．5 内田 博幸松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 516－ 2 〃 ハナ 28．1

713 メイプルブラザー 牡4栗 54 戸崎 圭太節 英司氏 山内 研二 新ひだか 本桐牧場 476＋ 82：11．71� 13．8�
12 モズアトラクション 牡4栗 55 岩田 康誠 �キャピタル・システム 松下 武士 新ひだか 築紫 洋 488＋ 12：11．8	 5．0
59 タガノゴールド 牡7栗 54 松山 弘平八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 484± 0 〃 クビ 60．1�
47 リーゼントロック 牡7黒鹿55 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 528＋ 22：12．11
 31．3�
23 ストロングサウザー 牡7鹿 55 吉田 隼人村木 篤氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム B478－ 22：12．52	 398．5�
48 � タガノヴェリテ �6鹿 54 藤岡 佑介八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480＋ 4 〃 アタマ 178．9�
611 サンライズソア 牡4青鹿57 M．デムーロ松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 502－ 92：13．13	 2．8�
612� シャイニービーム 牡6鹿 54 浜中 俊小林 昌志氏 武 幸四郎 平取 雅 牧場 448－102：15．0大差 161．4�
816 ロイヤルパンプ 牡6栗 53 川田 将雅吉田 千津氏 友道 康夫 平取 稲原牧場 522－ 82：15．1クビ 28．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 68，304，200円 複勝： 103，596，800円 枠連： 40，951，500円
馬連： 211，657，900円 馬単： 80，229，300円 ワイド： 108，897，500円
3連複： 270，646，300円 3連単： 344，458，700円 計： 1，228，742，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 320円 � 760円 � 790円 枠 連（1－2） 1，900円

馬 連 �� 9，760円 馬 単 �� 16，110円

ワ イ ド �� 2，920円 �� 2，710円 �� 6，020円

3 連 複 ��� 54，550円 3 連 単 ��� 260，130円

票 数

単勝票数 計 683042 的中 � 77840（3番人気）
複勝票数 計1035968 的中 � 95797（4番人気）� 34166（8番人気）� 32666（10番人気）
枠連票数 計 409515 的中 （1－2） 16684（9番人気）
馬連票数 計2116579 的中 �� 16793（28番人気）
馬単票数 計 802293 的中 �� 3733（50番人気）
ワイド票数 計1088975 的中 �� 9671（31番人気）�� 10408（25番人気）�� 4624（61番人気）
3連複票数 計2706463 的中 ��� 3721（146番人気）
3連単票数 計3444587 的中 ��� 960（711番人気）

ハロンタイム 7．0―11．4―12．1―12．7―12．7―12．1―12．3―12．8―12．6―12．3―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．4―30．5―43．2―55．9―1：08．0―1：20．3―1：33．1―1：45．7―1：58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．7
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

フェニックスマーク �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．8．14 新潟2着

2014．2．28生 牡4鹿 母 エターナルロマンス 母母 シルクフェニックス 7戦5勝 賞金 69，686，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アドマイヤランディ号・マイネルオフィール号
（非抽選馬） 2頭 アドマイヤロケット号・マッチレスヒーロー号
※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。

２レース目



12071 5月6日 晴 良 （30東京2）第6日 第11競走 ��
��1，600�第23回NHKマイルカップ（ＧⅠ）

発走15時40分 （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�

NHK杯・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 105，000，000円 42，000，000円 26，000，000円 16，000，000円 10，500，000円
付 加 賞 3，822，000円 1，092，000円 546，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
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

1：31．3
1：30．7
1：31．4

良
良
良

611 ケイアイノーテック 牡3鹿 57 藤岡 佑介亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 456± 01：32．8 12．8�
59 ギ ベ オ ン 牡3鹿 57 M．デムーロ �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 508＋ 6 〃 クビ 5．2�
817 レッドヴェイロン 牡3鹿 57 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 474＋ 4 〃 アタマ 25．0�
816� ミスターメロディ 牡3鹿 57 福永 祐一グリーンフィールズ� 藤原 英昭 米 Bell Tower

Thoroughbreds 486＋ 41：33．0	 14．7�
35 プリモシーン 牝3青鹿55 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 478± 0 〃 クビ 10．8	
510 パクスアメリカーナ 牡3芦 57 川田 将雅�山紫水明 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 464＋ 21：33．21
 9．6

48 ダノンスマッシュ 牡3鹿 57 北村 友一�ダノックス 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 470＋ 4 〃 クビ 75．0�
11 カ ツ ジ 牡3鹿 57 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 61：33．51	 15．6�
714� デルタバローズ 牡3鹿 57 石橋 脩猪熊 広次氏 堀 宣行 米 John C.

Oxley 488－14 〃 ハナ 113．2
715 カ シ ア ス 牡3鹿 57 浜中 俊 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 谷岡牧場 480＋ 2 〃 クビ 137．1�
36 � リョーノテソーロ 牡3鹿 57 吉田 隼人了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 米 Highland
Yard, LLC 508－ 61：33．71
 112．1�

47 タワーオブロンドン 牡3鹿 57 C．ルメールゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 510± 01：33．8クビ 2．6�

24 フロンティア 牡3栗 57 内田 博幸 �サンデーレーシング 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462＋ 6 〃 クビ 66．8�

23 テトラドラクマ 牝3鹿 55 田辺 裕信吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 458－ 41：33．9クビ 7．5�
12 ファストアプローチ 牡3栗 57 蛯名 正義山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 530－141：34．0	 90．5�
713 ル ー カ ス 牡3鹿 57 H．ボウマン �シルクレーシング 堀 宣行 日高 戸川牧場 500＋ 81：34．53 42．3�

（豪）

612 アンコールプリュ 牝3黒鹿55 藤岡 康太金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 420－ 21：34．6� 141．4�

818 ロックディスタウン 牝3栗 55 池添 謙一 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490－ 81：36．3大差 66．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 610，543，700円 複勝： 654，059，600円 枠連： 434，076，700円 馬連： 2，211，250，100円 馬単： 849，874，700円
ワイド： 937，781，000円 3連複： 3，444，529，600円 3連単： 5，664，581，400円 5重勝： 590，152，700円 計： 15，396，849，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 370円 � 230円 � 520円 枠 連（5－6） 1，890円

馬 連 �� 3，140円 馬 単 �� 7，470円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 3，360円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 21，840円 3 連 単 ��� 129，560円

5 重 勝
対象競走：京都10R／東京10R／新潟11R／京都11R／東京11R

キャリーオーバー なし����� 103，276，720円

票 数

単勝票数 計6105437 的中 � 378834（6番人気）
複勝票数 計6540596 的中 � 440377（6番人気）� 872558（2番人気）� 298465（9番人気）
枠連票数 計4340767 的中 （5－6） 177263（9番人気）
馬連票数 計22112501 的中 �� 580692（10番人気）
馬単票数 計8498747 的中 �� 85256（26番人気）
ワイド票数 計9377810 的中 �� 201387（13番人気）�� 70668（36番人気）�� 110032（21番人気）
3連複票数 計34445296 的中 ��� 118242（58番人気）
3連単票数 計56645814 的中 ��� 31697（368番人気）
5重勝票数 計5901527 的中 ����� 4

ハロンタイム 12．1―11．1―11．2―11．9―11．7―11．3―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．2―34．4―46．3―58．0―1：09．3―1：20．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイノーテック �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Smarty Jones デビュー 2017．6．3 阪神1着

2015．4．7生 牡3鹿 母 ケイアイガーベラ 母母 アンナステルツ 7戦3勝 賞金 169，978，000円
〔制裁〕 ギベオン号の騎手M．デムーロは，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30，000円。（被害馬：8番・3番）

レッドヴェイロン号の騎手岩田康誠は，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：10番・
15番・1番・7番・2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 アイスフィヨルド号・アルジャーノン号・ミュージアムヒル号
※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。

12072 5月6日 晴 良 （30東京2）第6日 第12競走 ��
��1，400�

た ち か わ

立 川 特 別
発走16時25分 （ダート・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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

重
不良

23 スズカゴーディー 牡4黒鹿57 田辺 裕信永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B482± 01：25．2 9．2�
47 キタサンガンバ 牡5鹿 57 戸崎 圭太�大野商事 小笠 倫弘 日高 株式会社

RUMIファーム 490－ 4 〃 アタマ 3．7�
612 セ ネ ッ テ ィ 牡5鹿 57 C．ルメール �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 494－ 81：25．52 5．8�
48 ケルティックソード 牡5栗 57 藤岡 康太吉田 晴哉氏 須貝 尚介 浦河 笠松牧場 B482－12 〃 ハナ 14．3�
815 ハ シ カ ミ 牡5青鹿57 武士沢友治中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 476＋ 61：25．92� 26．4	
36 スプリングフット 牡4鹿 57 大庭 和弥島川 
哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 482＋ 2 〃 ハナ 332．8�
510 ウサギノカケアシ 牡6芦 57 柴田 大知桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 大滝 康晴 488± 01：26．0クビ 98．0�
24 ノーモアゲーム 牡5鹿 57 松岡 正海内藤 好江氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 482＋ 2 〃 クビ 14．6
816 フジゴウカイ 牡6黒鹿57 嘉藤 貴行荒木 誠氏 高市 圭二 新冠 対馬 正 516＋ 61：26．1クビ 106．5�
713 ショウナンマッシブ 牡4鹿 57 池添 謙一国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 472＋ 6 〃 クビ 77．2�
611 ララパルーザ 牡5鹿 57 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 浦河 大柳ファーム 524－ 41：26．31	 75．8�
35 ビヨンジオール 牡6鹿 57 岩田 康誠林 正道氏 的場 均 新ひだか 城地 清満 512＋ 61：26．93� 30．5�
59 
 パブリックフレンド 牡6青 57 北村 友一西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 484－ 2 〃 ハナ 307．3�
714 ブロードアリュール 牡4鹿 57 H．ボウマン �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 486＋ 81：27．64 2．7�

（豪）

11 メイプルキング 牡5鹿 57 内田 博幸節 英司氏 高市 圭二 新冠 高瀬牧場 462－121：27．7� 15．1�
12 � アメリカントップ 牡5鹿 57 北村 宏司吉澤 克己氏 田中 博康 米 Barron-

stown Stud B514－121：28．33� 102．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 115，209，900円 複勝： 142，533，300円 枠連： 63，850，500円
馬連： 282，028，600円 馬単： 123，082，000円 ワイド： 161，574，600円
3連複： 367，981，900円 3連単： 577，715，000円 計： 1，833，975，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 230円 � 160円 � 190円 枠 連（2－4） 820円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 4，260円

ワ イ ド �� 540円 �� 880円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，490円 3 連 単 ��� 19，130円

票 数

単勝票数 計1152099 的中 � 99669（4番人気）
複勝票数 計1425333 的中 � 145610（4番人気）� 260150（2番人気）� 195881（3番人気）
枠連票数 計 638505 的中 （2－4） 59814（2番人気）
馬連票数 計2820286 的中 �� 140681（5番人気）
馬単票数 計1230820 的中 �� 21661（15番人気）
ワイド票数 計1615746 的中 �� 75984（5番人気）�� 44392（11番人気）�� 107709（2番人気）
3連複票数 計3679819 的中 ��� 110826（5番人気）
3連単票数 計5777150 的中 ��� 21892（48番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．8―12．2―12．5―12．4―12．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカゴーディー �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．11．19 東京6着

2014．5．14生 牡4黒鹿 母 アイシースズカ 母母 アイシングスズカ 18戦3勝 賞金 44，385，000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 スフェーン号・ロゼッタストーン号
※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。

５レース目



（30東京2）第6日 5月6日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 165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

404，360，000円
5，180，000円
22，040，000円
6，890，000円
49，900，000円
68，736，500円
4，956，000円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
1，122，503，700円
1，443，533，800円
691，173，900円
3，417，951，700円
1，422，973，200円
1，636，876，600円
4，965，752，600円
8，025，689，700円
590，152，700円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 23，316，607，900円

総入場人員 49，628名 （有料入場人員 47，480名）
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