
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

12097 5月19日 曇 良 （30東京2）第9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

48 ポルカシュネル 牝3鹿 54 石橋 脩 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 472± 01：39．5 5．2�
816 イ セ ベ ル 牝3鹿 54 三浦 皇成谷掛 龍夫氏 大江原 哲 新ひだか 片山牧場 452＋ 2 〃 クビ 4．3�
714 ジャンティエス 牝3栗 54 江田 照男落合 幸弘氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 460± 01：39．81� 14．4�
59 レッドアネラ 牝3鹿 54 横山 典弘 �東京ホースレーシング 加藤 征弘 平取 坂東牧場 488＋ 21：40．22� 3．5�
35 ゴ ム マ リ 牝3黒鹿54 菅原 隆一田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 坂東ファーム 454＋ 81：40．41� 107．7	
713 ペイシャデザイヤー 牝3栗 54 長岡 禎仁北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 土田 扶美子 476＋121：40．5� 205．6

815 シネマソングス 牝3黒鹿54 内田 博幸 �グリーンファーム小笠 倫弘 浦河 有限会社

吉田ファーム 424－ 61：40．71 7．1�
611 ミンデンユウカ 牝3黒鹿 54

52 △武藤 雅松田 整二氏 新開 幸一 日高 野島牧場 504－ 21：40．91� 45．3�
510 パルクデラモール 牝3鹿 54 松岡 正海�G1レーシング 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 61：41．54 12．2
23 オスカーレーヴ 牝3鹿 54 田辺 裕信森 保彦氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 452－ 41：41．71� 10．3�
12 クイーンズトゥルー 牝3黒鹿54 柴田 大知 �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 432－ 41：42．23 11．7�
11 ココリエルサ 牝3黒鹿54 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 462－ 2 〃 クビ 189．7�
612 ハットワンスター 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也服部 邦繁氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 460－161：42．3クビ 152．6�
36 スパイスタイガー 牝3鹿 54 横山 和生岡田 隆寛氏 石栗 龍彦 新ひだか 岡田牧場 436± 01：43．57 168．4�
24 リ ブ ラ ン 牝3青鹿54 石川裕紀人小泉 修氏 相沢 郁 浦河 信成牧場 432＋ 6 〃 アタマ 70．8�
47 エーノキセキ 牝3青 54 黛 弘人小田 吉男氏 武井 亮 日高 天羽 禮治 486＋ 41：43．92� 214．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，757，800円 複勝： 49，743，100円 枠連： 17，375，200円
馬連： 62，026，700円 馬単： 28，381，700円 ワイド： 39，456，300円
3連複： 81，026，200円 3連単： 97，405，700円 計： 401，172，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 150円 � 340円 枠 連（4－8） 720円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 470円 �� 910円 �� 660円

3 連 複 ��� 3，050円 3 連 単 ��� 14，510円

票 数

単勝票数 計 257578 的中 � 38942（3番人気）
複勝票数 計 497431 的中 � 63468（4番人気）� 104599（2番人気）� 30297（7番人気）
枠連票数 計 173752 的中 （4－8） 18631（2番人気）
馬連票数 計 620267 的中 �� 45757（2番人気）
馬単票数 計 283817 的中 �� 10905（3番人気）
ワイド票数 計 394563 的中 �� 22426（4番人気）�� 10640（12番人気）�� 15224（6番人気）
3連複票数 計 810262 的中 ��� 19904（8番人気）
3連単票数 計 974057 的中 ��� 4864（32番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―12．2―12．4―12．7―12．8―12．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．2―35．4―47．8―1：00．5―1：13．3―1：26．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ポルカシュネル �
�
父 タートルボウル �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2017．8．13 新潟5着

2015．2．24生 牝3鹿 母 ポルカマズルカ 母母 ダンシングサンデー 6戦1勝 賞金 8，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アイリスト号
（非抽選馬） 1頭 ミキノシャミセン号

12098 5月19日 曇 良 （30東京2）第9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

34 オペラカイジン 牡3黒鹿 56
54 △武藤 雅平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 456－121：19．7 6．0�

22 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 458＋ 61：19．91� 4．0�
814 ロトヴィグラス 牡3栗 56 嘉藤 貴行國武 佳博氏 高市 圭二 新ひだか 沖田 哲夫 464＋ 41：20．0� 40．2�
46 クレバージェット 牡3栗 56 江田 照男田畑 利彦氏 牧 光二 浦河 高昭牧場 520＋ 61：20．42� 6．1�
713 テンポディヴァルス 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也�ターフ・スポート矢野 英一 新ひだか 高橋 義浩 440－ 41：20．5	 12．9�
815 グ ロ グ ラ ン 牝3栗 54 黛 弘人藤澤眞佐子氏 林 徹 浦河 高昭牧場 484＋341：20．81	 119．4	
59 ヒューリスティクス 
3鹿 56 戸崎 圭太池谷 誠一氏 竹内 正洋 むかわ 上水牧場 B500＋ 2 〃 ハナ 5．9

47 � オメガクオリティー 牡3鹿 56 田辺 裕信原 �子氏 戸田 博文 米 Teruya

Yoshida 482＋ 6 〃 クビ 3．9�
23 アスクヴェリウェル 牡3鹿 56 松岡 正海廣崎利洋HD� 中舘 英二 新冠 川上牧場 446± 01：20．9クビ 40．9
712 グヴィアズダ 牡3鹿 56 柴田 大知 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 422－ 6 〃 クビ 63．0�
58 フジサンデルタ 牡3黒鹿56 内田 博幸藤田 秀行氏 武市 康男 浦河 大道牧場 494＋ 21：21．43 25．4�
35 フジワンタイフーン 牡3鹿 56 石川裕紀人�富士開発 古賀 史生 新冠 川島牧場 B478－ 41：21．61� 48．2�
611 ムーンサルト 牡3栗 56 的場 勇人小林 薫氏 清水 英克 新ひだか 原口牧場 472－ 61：22．23� 283．6�
610 ペイシャオブライフ 牝3鹿 54 北村 宏司北所 直人氏 高橋 義博 新冠 隆栄牧場 480＋ 61：22．3� 27．5�
11 デルマサングリア 牝3栗 54 菅原 隆一浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 414－ 21：24．1大差 328．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，478，100円 複勝： 42，508，100円 枠連： 14，118，700円
馬連： 53，093，700円 馬単： 23，526，500円 ワイド： 33，910，500円
3連複： 67，902，900円 3連単： 86，784，600円 計： 344，323，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 230円 � 180円 � 920円 枠 連（2－3） 950円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 460円 �� 3，150円 �� 2，550円

3 連 複 ��� 15，780円 3 連 単 ��� 61，620円

票 数

単勝票数 計 224781 的中 � 29674（4番人気）
複勝票数 計 425081 的中 � 50317（5番人気）� 73925（2番人気）� 9250（10番人気）
枠連票数 計 141187 的中 （2－3） 11446（4番人気）
馬連票数 計 530937 的中 �� 40464（2番人気）
馬単票数 計 235265 的中 �� 8442（5番人気）
ワイド票数 計 339105 的中 �� 20688（4番人気）�� 2620（30番人気）�� 3253（27番人気）
3連複票数 計 679029 的中 ��� 3226（47番人気）
3連単票数 計 867846 的中 ��� 1021（189番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．2―18．3―30．0―42．5―54．6―1：06．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オペラカイジン �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 オペラハウス デビュー 2017．6．17 東京9着

2015．3．2生 牡3黒鹿 母 オペラガール 母母 ワルツダンサー 9戦1勝 賞金 9，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマサングリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月19日まで平地

競走に出走できない。
※出走取消馬 スリーミニオン号（疾病〔右後挫跖〕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） 1頭 ディアフェルスパー号
（非抽選馬） 2頭 クルクルティンクル号・シンティエンディー号

第２回 東京競馬 第９日



12099 5月19日 曇 良 （30東京2）第9日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時15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
1：19．5
1：19．0

良
良

47 バルトフォンテン 牡3栗 56 内田 博幸吉橋 興生氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 492＋ 21：22．4 2．0�
715 ファーベライト 牝3黒鹿54 三浦 皇成ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 468－ 41：22．5� 30．2�
36 � セイウンアカマイ 牝3栗 54 田辺 裕信西山 茂行氏 上原 博之 米

Pollock Farms, T &
C Kentucky Inc &
Arthur Maberry

446－101：22．6� 9．4�
611 ショウナンガレオン 牡3芦 56 柴田 善臣国本 哲秀氏 大竹 正博 新ひだか 棚川 光男 490－10 〃 ハナ 53．1�
48 オールモストゼア 牝3鹿 54

52 △武藤 雅吉田 照哉氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 402＋ 21：22．81	 4．8�
816 ユ ウ キ ャ ン 牝3黒鹿54 蛯名 正義道永 幸治氏 田中 剛 新冠 スカイビーチステーブル 448－101：23．01	 17．4	
23 ラヴァーズインメイ 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 むかわ 市川牧場 454－ 21：23．1
 23．0

12 ダ ジ ボ ー グ 牡3黒鹿56 石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 436＋ 81：23．2
 5．6�
713 エメラルストロング 牝3栗 54 北村 宏司高橋 勉氏 勢司 和浩 浦河 谷川牧場 458＋ 6 〃 ハナ 33．9�
714 ク ラ ン ダ ル 牝3鹿 54 的場 勇人ディアレストクラブ� 本間 忍 浦河 ディアレスト

クラブ 436 ―1：23．62
 333．0
612 サブスリーアゲイン �3黒鹿56 H．ボウマン 青芝商事� 戸田 博文 千歳 社台ファーム 462 ―1：24．13 15．9�

（豪）

59 ジーアイスピリッツ 牡3鹿 56 松岡 正海岩崎 充利氏 谷原 義明 日高 碧雲牧場 430＋ 41：24．2� 104．3�
11 トーホウディアーナ 牝3黒鹿54 黛 弘人東豊物産� 古賀 史生 日高 オリオンファーム 448＋ 2 〃 ハナ 129．2�
510 ド ラ ヤ キ 牡3鹿 56 横山 和生中西 功氏 小野 次郎 新ひだか 西川富岡牧場 468－ 21：24．62
 251．3�
817 ユウコニホレタ 牝3青鹿 54

51 ▲木幡 育也井上 久光氏 的場 均 安平 吉田牧場 446－ 21：24．7クビ 218．0�
818 シュンソクハヤテ 牡3鹿 56 杉原 誠人新木 鈴子氏 加藤 和宏 浦河 ヒダカフアーム 448 ―1：25．23 294．5�
35 ミサトエルザ 牝3栗 54 岩部 純二戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 426＋ 41：25．3� 555．8�
24 サンマルパール 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行相馬 勇氏 和田 勇介 浦河 中村 雅明 400＋121：25．72
 524．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，226，300円 複勝： 56，016，100円 枠連： 15，141，100円
馬連： 57，438，000円 馬単： 30，661，100円 ワイド： 37，047，100円
3連複： 72，117，400円 3連単： 101，027，800円 計： 399，674，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 420円 � 300円 枠 連（4－7） 1，210円

馬 連 �� 2，620円 馬 単 �� 3，490円

ワ イ ド �� 880円 �� 500円 �� 2，040円

3 連 複 ��� 6，840円 3 連 単 ��� 32，420円

票 数

単勝票数 計 302263 的中 � 115544（1番人気）
複勝票数 計 560161 的中 � 272374（1番人気）� 18743（8番人気）� 28787（4番人気）
枠連票数 計 151411 的中 （4－7） 9652（6番人気）
馬連票数 計 574380 的中 �� 16952（8番人気）
馬単票数 計 306611 的中 �� 6573（12番人気）
ワイド票数 計 370471 的中 �� 10751（8番人気）�� 20103（3番人気）�� 4404（21番人気）
3連複票数 計 721174 的中 ��� 7904（22番人気）
3連単票数 計1010278 的中 ��� 2259（95番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．0―46．8―58．3―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バルトフォンテン �
�
父 アンライバルド �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．11．19 東京4着

2015．5．6生 牡3栗 母 バーデンフォンテン 母母 フラッシュアワー 7戦1勝 賞金 12，850，000円
〔発走状況〕 シュンソクハヤテ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 シュンソクハヤテ号は，発走調教再審査。
※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 スプレンジーナ号・デンセツノマジョ号
※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。

12100 5月19日 曇 良 （30東京2）第9日 第4競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時45分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

重
不良

816 サノノタテヤマ 牡3鹿 56 田辺 裕信佐野 信幸氏 中舘 英二 日高 豊洋牧場 456＋ 41：27．6 1．8�
713 ラヴィーズロマーン 牡3黒鹿56 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 B452± 01：27．81� 9．4�
59 トモジャスティス 牡3黒鹿56 杉原 誠人吉冨 学氏 鈴木 伸尋 千葉 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 494－ 41：28．01� 100．5�
24 ツァイトライゼ 牡3栗 56 柴田 大知 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 440＋ 81：28．1クビ 62．4�
23 ブルベアエゴマ 牡3鹿 56 江田 照男 �ブルアンドベア 蛯名 利弘 新冠 アサヒ牧場 430＋ 21：28．41� 39．2�
12 フィールグッド 牝3鹿 54 北村 宏司小林竜太郎氏 土田 稔 日高 奥山 博 438± 0 〃 ハナ 14．5	
11 サンシャンペーン 牡3鹿 56 蛯名 正義加藤 信之氏 小野 次郎 厚真 大川牧場 462－ 61：28．61 15．7

815 オンディーヌ 牝3鹿 54 横山 和生的場 徹氏 菊沢 隆徳 新ひだか 大平牧場 502－ 21：28．91� 258．2�
48 ヤマニンアルテア 牡3鹿 56 伊藤 工真土井 肇氏 林 徹 浦河 廣田 光夫 476－ 8 〃 アタマ 50．0�
612 スガノゴールド 牡3鹿 56 岩部 純二菅原富美子氏 松山 将樹 新ひだか 沖田 博志 494＋ 2 〃 クビ 212．6
611 カシマフウリン 牝3栗 54 内田 博幸松浦 一久氏 奥村 武 新ひだか 金舛 幸夫 472＋ 21：29．11� 6．7�
35 シ シ ハ ク ト 牡3鹿 56 H．ボウマン �イージス 加藤 征弘 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 488－ 21：29．2� 6．0�
（豪）

47 ヒマラヤアクア 牡3鹿 56 大庭 和弥辻 大作氏 小桧山 悟 浦河 グランデファーム 444± 01：29．41� 186．2�
714 フ ィ エ ー ル 牝3鹿 54 柴田 善臣田畑 利彦氏 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 452± 01：30．14 27．3�
510 シゲルキュウリ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行森中 蕃氏 清水 英克 新ひだか タガミファーム 466＋ 4 〃 ハナ 463．1�
36 クラウンロンシャン 牡3鹿 56 石川裕紀人�クラウン 矢野 英一 日高 クラウン日高牧場 462＋ 41：31．05 23．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，728，400円 複勝： 48，874，600円 枠連： 15，762，500円
馬連： 51，526，800円 馬単： 28，965，700円 ワイド： 34，289，800円
3連複： 69，260，800円 3連単： 95，142，200円 計： 371，550，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 230円 � 1，080円 枠 連（7－8） 630円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 350円 �� 2，790円 �� 6，520円

3 連 複 ��� 17，110円 3 連 単 ��� 36，630円

票 数

単勝票数 計 277284 的中 � 117772（1番人気）
複勝票数 計 488746 的中 � 205935（1番人気）� 41446（4番人気）� 6227（12番人気）
枠連票数 計 157625 的中 （7－8） 19170（3番人気）
馬連票数 計 515268 的中 �� 52368（3番人気）
馬単票数 計 289657 的中 �� 23917（1番人気）
ワイド票数 計 342898 的中 �� 28675（3番人気）�� 2952（27番人気）�� 1242（51番人気）
3連複票数 計 692608 的中 ��� 3035（47番人気）
3連単票数 計 951422 的中 ��� 1883（102番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．0―12．8―12．4―12．7―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．1―36．1―48．9―1：01．3―1：14．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サノノタテヤマ �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．10．9 東京4着

2015．5．9生 牡3鹿 母 ハイセンスガール 母母 ウッドマンドーター 8戦1勝 賞金 11，400，000円
〔制裁〕 ツァイトライゼ号の騎手柴田大知は，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：14番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 イリオン号・クリノクノイチ号・サンオーガスタ号・シルフィウム号・セイユウガッツ号・ハニーディップト号・

ミツオサウスポー号・ラプチュア号
※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。



12101 5月19日 曇 良 （30東京2）第9日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12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
1：31．3
1：30．7

良
良

36 ア シ ェ ッ ト 牝3鹿 54 大庭 和弥加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 430＋ 21：34．8 12．9�
47 ソロフレーズ 牡3青鹿56 田辺 裕信ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462± 0 〃 ハナ 5．3�
818 シンボリティアラ 牝3芦 54 戸崎 圭太シンボリ牧場 菊川 正達 新ひだか 増本 良孝 452＋ 21：35．01� 6．4�
714 ラストマイア 牝3栗 54 横山 和生梶原 哲朗氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 442 ― 〃 クビ 82．0�
24 ボウルオブチェリー 牡3鹿 56 柴田 善臣 �シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 436＋ 41：35．21 33．6�
713 ブラックキングダム 牡3青鹿56 横山 典弘草間 庸文氏 尾形 和幸 日高 シンボリ牧場 468± 0 〃 クビ 2．0	
48 マリノエクスプレス 牝3黒鹿 54

52 △武藤 雅矢野まり子氏 小野 次郎 日高 クラウン日高牧場 432＋ 21：35．3クビ 43．1

59 ソ ル フ ァ 牝3鹿 54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 480－ 81：35．4� 11．7�
11 コスモフェリーク 牝3栗 54 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 424＋ 21：35．5クビ 69．1
816 マイネルテンプス 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 458± 0 〃 クビ 12．9�
612 ロイヤルオペラ 牝3鹿 54 石川裕紀人 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム 452＋ 41：35．6クビ 28．5�
23 イ ナ ロ ア 牝3黒鹿54 北村 宏司増田 和啓氏 小島 茂之 平取 二風谷ファーム 462＋ 4 〃 クビ 156．3�
817 ウインアイスバーグ 牝3芦 54 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 424＋ 6 〃 アタマ 62．6�
611 ミスターオーネット 牡3栗 56 内田 博幸醍醐 伸之氏 小野 次郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438± 01：35．7� 34．4�
510 オーネットタイガー 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也醍醐 伸之氏 戸田 博文 日高 シンボリ牧場 454－ 21：35．8クビ 493．8�
12 セイウンネルソン 牡3黒鹿56 江田 照男西山 茂行氏 池上 昌和 新ひだか 小倉 光博 452＋ 41：36．43� 321．5�
35 サンルイビル 牝3黒鹿54 村田 一誠 �加藤ステーブル 天間 昭一 日高 有限会社

ケイズ 420＋ 41：36．72 262．8�
715 ハ ル メ キ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 清水 英克 新冠 三村 卓也 460 ―1：36．8クビ 125．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 33，641，100円 複勝： 55，395，200円 枠連： 16，825，000円
馬連： 66，532，200円 馬単： 33，535，900円 ワイド： 45，270，800円
3連複： 84，972，300円 3連単： 111，756，400円 計： 447，928，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 320円 � 200円 � 210円 枠 連（3－4） 2，470円

馬 連 �� 2，780円 馬 単 �� 6，500円

ワ イ ド �� 850円 �� 1，460円 �� 670円

3 連 複 ��� 5，840円 3 連 単 ��� 46，270円

票 数

単勝票数 計 336411 的中 � 20851（6番人気）
複勝票数 計 553952 的中 � 40125（6番人気）� 76525（2番人気）� 71706（3番人気）
枠連票数 計 168250 的中 （3－4） 5276（8番人気）
馬連票数 計 665322 的中 �� 18512（9番人気）
馬単票数 計 335359 的中 �� 3868（19番人気）
ワイド票数 計 452708 的中 �� 13762（8番人気）�� 7673（17番人気）�� 17991（6番人気）
3連複票数 計 849723 的中 ��� 10909（16番人気）
3連単票数 計1117564 的中 ��� 1751（128番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．3―11．9―12．8―12．3―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―34．9―46．8―59．6―1：11．9―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．2
3 ・（1，18）－9（12，13）（3，10）（6，17）（7，15，16）（2，8）（4，11）－（5，14） 4 1，18，9（3，12）（10，13）（6，17）16（2，7，15）（4，8，11）5，14

勝馬の
紹 介

ア シ ェ ッ ト �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2017．8．13 新潟8着

2015．3．16生 牝3鹿 母 アッシュケーク 母母 ケイアイグローリー 7戦1勝 賞金 7，500，000円
〔騎手変更〕 ボウルオブチェリー号の騎手H．ボウマンは，検査のため柴田善臣に変更。
※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 ラブリランテ号

12102 5月19日 晴 良 （30東京2）第9日 第6競走 ��
��2，100�サラブレッド系3歳

発走13時05分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

816 ダイシンカローリ 牡3栗 56 田辺 裕信大八木信行氏 庄野 靖志 日高 沖田牧場 504＋ 42：13．1 9．7�
24 アメイジングセンス 牡3鹿 56

54 △武藤 雅�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社
ノースヒルズ B486－ 82：13．2� 22．5�

11 � アポロテネシー 牡3鹿 56 戸崎 圭太アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米
Ron Kirk, John
Bates & Mi-
chael Riordan

502＋ 22：13．3	 5．9�
815 グロンフォール 牡3鹿 56 内田 博幸 �シルクレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 580＋ 42：13．61� 4．1�
12 ユイノシンドバッド 牡3青鹿56 長岡 禎仁由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 498－ 4 〃 アタマ 106．9	
23 テトラルキア 牡3鹿 56 石橋 脩吉田 照哉氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 478± 02：14．13 3．1

47 ヴェスティード 牡3青鹿56 北村 宏司 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 浦河 辻 牧場 508－ 82：14．73	 11．8�
510 トモジャタイクーン 牡3鹿 56 石川裕紀人吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 486± 0 〃 クビ 193．9�
36 ハービンマオ 牝3栗 54 松岡 正海森口一郎氏 中舘 英二 登別 登別上水牧場 452＋ 22：14．8クビ 27．9�
48 ヤマタケパンチ 牡3青鹿56 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 高野牧場 482± 0 〃 クビ 122．2�
35 シャイニーロケット 牡3鹿 56 三浦 皇成小林 昌志氏 佐藤 吉勝 平取 雅 牧場 454＋ 42：15．33 8．5�
59 レオステップアップ 牡3栗 56 黛 弘人�レオ 奥平 雅士 新ひだか 田中 裕之 486－ 22：15．72	 69．2�
713 ヒロノライデン 牡3青鹿56 横山 典弘小野 博郷氏 寺島 良 新冠 須崎牧場 480－ 42：15．8クビ 12．2�
612 カイトチャン 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行本田 恒雄氏 武市 康男 日高 滝本 健二 B468－ 22：16．12 84．2�
714 デルマアブサン 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也浅沼 廣幸氏 藤原 辰雄 千歳 社台ファーム 462＋ 82：16．2� 465．6�
611 ビップデヴィット 牡3栗 56 蛯名 正義鈴木 邦英氏 清水 久詞 平取 坂東牧場 474－ 22：16．83	 122．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，856，400円 複勝： 59，877，200円 枠連： 20，883，000円
馬連： 83，310，300円 馬単： 34，226，000円 ワイド： 50，638，000円
3連複： 97，042，400円 3連単： 117，202，400円 計： 504，035，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 290円 � 550円 � 230円 枠 連（2－8） 420円

馬 連 �� 9，460円 馬 単 �� 15，630円

ワ イ ド �� 2，600円 �� 840円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 12，490円 3 連 単 ��� 84，540円

票 数

単勝票数 計 408564 的中 � 33362（5番人気）
複勝票数 計 598772 的中 � 55455（5番人気）� 24796（8番人気）� 74920（3番人気）
枠連票数 計 208830 的中 （2－8） 38088（1番人気）
馬連票数 計 833103 的中 �� 6825（29番人気）
馬単票数 計 342260 的中 �� 1642（51番人気）
ワイド票数 計 506380 的中 �� 4894（28番人気）�� 16111（10番人気）�� 6678（21番人気）
3連複票数 計 970424 的中 ��� 5826（39番人気）
3連単票数 計1172024 的中 ��� 1005（264番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．5―31．0―43．7―56．5―1：09．5―1：22．4―1：35．5―1：48．0―2：00．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F37．6
1
3

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

勝馬の
紹 介

ダイシンカローリ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2018．1．14 京都9着

2015．2．26生 牡3栗 母 ヨ ウ ヨ ウ 母母 フィジーガール 4戦2勝 賞金 14，000，000円
〔騎手変更〕 ヒロノライデン号の騎手H．ボウマンは，検査のため横山典弘に変更。



12103 5月19日 晴 良 （30東京2）第9日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走13時35分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

46 カーネリアン 牝4鹿 55 横山 典弘林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 486－ 21：38．3 7．2�
33 アポロマーキュリー 牝4栗 55 石橋 脩アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 三輪 幸子 466－ 2 〃 クビ 4．0�
814 プリエンプト 牝4栗 55 内田 博幸 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 470－ 21：38．83 5．6�
813 ハートオブスワロー 牝4黒鹿 55

53 △武藤 雅�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 430－ 61：39．01� 15．7�
45 プロディジャス 牝4鹿 55 杉原 誠人�G1レーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 486＋ 4 〃 クビ 37．3	
69 テンノサクラコ 牝5黒鹿55 横山 和生天白 泰司氏 小西 一男 新冠 佐藤牧場 470± 01：39．31� 144．0

22 サ ン ヘ レ ナ 牝5鹿 55 松岡 正海 �加藤ステーブル 天間 昭一 日高 有限会社

ケイズ 510＋141：39．51� 7．8�
57 � マジカルウインド 牝5黒鹿55 三浦 皇成村野 康司氏 田島 俊明 日高 下河辺牧場 474－ 41：39．6クビ 45．3�
712 チャームクォーク 牝4栗 55 北村 宏司 �キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 458＋101：40．02� 69．8
11 ロマンスマジック 牝4栗 55 嘉藤 貴行�ミルファーム 奥平 雅士 新ひだか 松本牧場 448－ 81：40．21� 55．2�
711 ピアノイッチョウ 牝4黒鹿55 戸崎 圭太小林 祥晃氏 上原 博之 浦河 中神牧場 534± 01：40．3	 2．5�
58 アントレーン 牝4栗 55 江田 照男鹽田 久義氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 静子 444± 01：40．61	 335．8�
34 � タイムトラベル 牝4鹿 55 岩部 純二島川 �哉氏 萱野 浩二 日高 有限会社 エ

スティファーム 448＋ 51：40．7	 107．2�
610� ルメイユール 牝4黒鹿 55

52 ▲木幡 育也 �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 512－ 11：41．23 119．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，280，500円 複勝： 44，827，300円 枠連： 15，615，800円
馬連： 68，985，400円 馬単： 33，909，500円 ワイド： 41，482，700円
3連複： 80，130，300円 3連単： 115，881，300円 計： 433，112，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 210円 � 150円 � 170円 枠 連（3－4） 1，210円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 3，450円

ワ イ ド �� 550円 �� 560円 �� 450円

3 連 複 ��� 2，400円 3 連 単 ��� 15，740円

票 数

単勝票数 計 322805 的中 � 35541（4番人気）
複勝票数 計 448273 的中 � 47465（4番人気）� 86154（2番人気）� 68380（3番人気）
枠連票数 計 156158 的中 （3－4） 9950（7番人気）
馬連票数 計 689854 的中 �� 39070（6番人気）
馬単票数 計 339095 的中 �� 7370（16番人気）
ワイド票数 計 414827 的中 �� 19072（6番人気）�� 18723（7番人気）�� 24350（4番人気）
3連複票数 計 801303 的中 ��� 25000（8番人気）
3連単票数 計1158813 的中 ��� 5337（50番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．4―35．4―47．7―1：00．6―1：13．3―1：25．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カーネリアン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．10．15 東京13着

2014．2．26生 牝4鹿 母 レジェンドトレイル 母母 ハッピートレイルズ 10戦2勝 賞金 17，050，000円

12104 5月19日 晴 良 （30東京2）第9日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走14時05分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

重
不良

36 � ウォリアーズクロス 牡5鹿 57 H．ボウマン �シルクレーシング 国枝 栄 米
B & B Blood-
stock, Inc &
Marty Hughes

544－ 21：25．9 2．7�
（豪）

35 グラスブルース 牡4鹿 57 柴田 善臣半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B500－ 41：26．11	 33．4�
612� バスカヴィル 牡4鹿 57 戸崎 圭太ゴドルフィン 加藤 征弘 米

Tenth Street
Stables, LLC &
Darley

478＋ 21：26．42 3．5�
24 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 480＋ 41：26．71
 47．3�
48 ポ ン ト ス 牡6鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか キヨタケ牧場 B478－ 21：26．8
 33．0�
47 � プライムコード 牡4栗 57 黛 弘人�ターフ・スポート小西 一男 新冠 村田牧場 478－ 3 〃 ハナ 95．3	
816 レンズフルパワー 牡6鹿 57 柴田 大知田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 宮内牧場 510－ 81：27．01	 14．6

714� ノートルスウェ 牡5栗 57 長岡 禎仁�ヒダカファーム竹内 正洋 浦河 ヒダカフアーム 542＋ 8 〃 ハナ 11．6�
11 � ユアザスター 牡5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 B504＋ 2 〃 アタマ 44．6�
611 ヤマイチジャスティ 牝5鹿 55 横山 和生菊地 祐司氏 高市 圭二 浦河 信岡牧場 478± 01：27．31
 9．1
59 カンタオール �5黒鹿57 江田 照男 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：27．4クビ 35．6�
713 クインズラミントン 牡4鹿 57 石橋 脩亀田 和弘氏 池上 昌和 新冠 新冠橋本牧場 478＋ 4 〃 クビ 7．4�
12 リリーグランツ 牝6鹿 55

52 ▲木幡 育也 �Gリビエール・
レーシング 矢野 英一 新ひだか 前川 正美 B458＋ 21：27．61 64．6�

23 � ロードブレイク 牡4栗 57
55 △武藤 雅 �ロードホースクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか ケイアイファーム B482－ 61：27．7 28．0�

815 アースオブフェイム 牡4栗 57 石川裕紀人 �グリーンファーム田中 博康 新冠 ハシモトフアーム 486－ 21：28．76 86．0�
510� リネンジェット 牡5青鹿57 高野 和馬戸山 昌彦氏 南田美知雄 日高 前川 義則 516＋ 41：28．8
 478．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，918，800円 複勝： 56，298，200円 枠連： 22，664，100円
馬連： 81，353，300円 馬単： 37，565，400円 ワイド： 51，579，500円
3連複： 99，818，400円 3連単： 122，090，100円 計： 507，287，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 590円 � 160円 枠 連（3－3） 4，460円

馬 連 �� 4，390円 馬 単 �� 6，430円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 280円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 4，430円 3 連 単 ��� 30，210円

票 数

単勝票数 計 359188 的中 � 104684（1番人気）
複勝票数 計 562982 的中 � 143115（1番人気）� 16259（9番人気）� 92510（2番人気）
枠連票数 計 226641 的中 （3－3） 3936（15番人気）
馬連票数 計 813533 的中 �� 14337（13番人気）
馬単票数 計 375654 的中 �� 4381（21番人気）
ワイド票数 計 515795 的中 �� 9607（13番人気）�� 54664（1番人気）�� 9218（14番人気）
3連複票数 計 998184 的中 ��� 16884（10番人気）
3連単票数 計1220901 的中 ��� 2930（73番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．7―37．2―49．7―1：01．8―1：13．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ウォリアーズクロス �
�
父 Warrior’s Reward �

�
母父 Bluegrass Cat デビュー 2015．10．25 東京3着

2013．3．11生 牡5鹿 母 Dattts Cool 母母 Culinary 10戦3勝 賞金 29，900，000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・マハロ号
※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。追 加 記 事（第 2回東京競馬第 8日第 12 競走）

〔その他〕　　エイシンビジョン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕　　エイシンビジョン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30

年 6月13日まで出走できない。



12105 5月19日 晴 良 （30東京2）第9日 第9競走 ��1，800�カーネーションカップ
発走14時35分 （芝・左）

牝，3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

710 ゴージャスランチ 牝3黒鹿54 横山 典弘吉田 千津氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 492± 01：48．6 2．0�
67 レッドランディーニ 牝3青 54 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 438＋ 2 〃 クビ 4．2�
55 リープフラウミルヒ 牝3黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 424＋ 41：48．7� 33．6�
33 ファストライフ 牝3栗 54 北村 宏司石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 438＋ 21：48．91� 7．1�
812 ジョブックコメン 牝3黒鹿54 江田 照男�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 416＋ 21：49．11� 135．7�
11 エフティアテナ 牝3黒鹿54 蛯名 正義吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 430－ 21：49．31 16．1	
68 ダイワメモリー 牝3栗 54 内田 博幸大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 472－ 8 〃 クビ 8．9

56 アストラサンタン 牝3青鹿54 武藤 雅丹羽久一郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 454± 01：49．4� 47．0�
811 ムーンライトナイト 牝3鹿 54 松岡 正海 �シルクレーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432－ 4 〃 ハナ 57．0
44 シャドウアイランド 牝3鹿 54 杉原 誠人飯塚 知一氏 藤沢 和雄 新ひだか 前川 正美 442＋ 21：49．71� 13．5�
22 � トーセンエポナ 牝3鹿 54 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 460－ 6 〃 ハナ 519．5�
79 エアシンフォニー 牝3鹿 54 田辺 裕信 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 444－12 〃 クビ 17．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 57，212，800円 複勝： 86，992，400円 枠連： 22，109，500円
馬連： 114，161，700円 馬単： 56，374，900円 ワイド： 64，650，900円
3連複： 134，667，000円 3連単： 222，825，300円 計： 758，994，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 150円 � 460円 枠 連（6－7） 250円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 220円 �� 1，100円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 5，150円 3 連 単 ��� 14，980円

票 数

単勝票数 計 572128 的中 � 225533（1番人気）
複勝票数 計 869924 的中 � 373919（1番人気）� 129846（2番人気）� 23777（8番人気）
枠連票数 計 221095 的中 （6－7） 66642（1番人気）
馬連票数 計1141617 的中 �� 197600（1番人気）
馬単票数 計 563749 的中 �� 61835（1番人気）
ワイド票数 計 646509 的中 �� 95419（1番人気）�� 13350（14番人気）�� 8384（21番人気）
3連複票数 計1346670 的中 ��� 19592（16番人気）
3連単票数 計2228253 的中 ��� 10780（43番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．1―37．3―49．7―1：02．3―1：14．8―1：26．3―1：37．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F33．8

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

勝馬の
紹 介

ゴージャスランチ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2017．12．3 中京2着

2015．1．29生 牝3黒鹿 母 シーキングマイラブ 母母 Queen Maud 7戦2勝 賞金 30，380，000円

12106 5月19日 晴 良 （30東京2）第9日 第10競走 ��
��2，100�

こ れ ま さ

是 政 特 別
発走15時10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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

612 サトノティターン 牡5黒鹿57 H．ボウマン 里見 治紀氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 572＋102：12．0 3．0�
（豪）

36 サ ノ サ マ ー 牡4栗 57 戸崎 圭太佐野 信幸氏 中舘 英二 浦河 日の出牧場 474＋ 22：13．06 3．2�
47 エジステンツァ 牡4鹿 57 北村 宏司 �社台レースホース田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B478± 02：13．1� 48．9�
59 バ レ ッ テ ィ 	4鹿 57 田辺 裕信 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 500± 02：13．41� 7．7�
510 ハッスルバッスル 牡4黒鹿57 武藤 雅吉澤 克己氏 戸田 博文 新ひだか タイヘイ牧場 B494＋ 42：13．61
 21．8�
23 サ ラ セ ニ ア 牡5芦 57 内田 博幸平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 480＋ 4 〃 クビ 10．5	
11 リキサンダイオー 牡5黒鹿57 黛 弘人 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 466＋ 82：13．91� 7．2

611 アバオアクー 牡6鹿 57 三浦 皇成外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B506＋ 42：14．11
 59．9�
12 ナムラシンウチ 牡4鹿 57 柴田 善臣奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 いとう牧場 516－ 42：14．2クビ 166．5�
24 ウォーターマーズ 牡4芦 57 松岡 正海山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 B532＋12 〃 クビ 14．7
35 ワイルドダンサー 牡6鹿 57 蛯名 正義草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 490＋ 62：15．15 105．1�
815 ディアドナテロ 牡6黒鹿57 柴田 大知ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 武田牧場 B494＋ 42：15．63 199．6�
816 リヴァイアサン 牡4鹿 57 石橋 脩星野 祐介氏 相沢 郁 青森 ユーコー牧場 B522＋ 42：15．7
 14．2�
48 エリモグレイス 牡5鹿 57 杉原 誠人山本 慎一氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 494－ 22：16．55 403．7�
713 ベストドリーム 牡7鹿 57 石川裕紀人堀口 晴男氏 松山 将樹 日高 日西牧場 474－ 82：16．7� 302．7�
714 アポロナイスジャブ 牡5栗 57 村田 一誠アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 新ひだか へいはた牧場 444＋ 42：16．91
 272．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，519，100円 複勝： 70，852，600円 枠連： 30，735，100円
馬連： 155，436，900円 馬単： 61，230，500円 ワイド： 79，935，400円
3連複： 191，350，500円 3連単： 244，069，700円 計： 884，129，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 150円 � 850円 枠 連（3－6） 570円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 320円 �� 2，970円 �� 2，570円

3 連 複 ��� 11，850円 3 連 単 ��� 33，600円

票 数

単勝票数 計 505191 的中 � 134285（1番人気）
複勝票数 計 708526 的中 � 138585（2番人気）� 149348（1番人気）� 14044（10番人気）
枠連票数 計 307351 的中 （3－6） 41490（1番人気）
馬連票数 計1554369 的中 �� 177812（1番人気）
馬単票数 計 612305 的中 �� 42428（1番人気）
ワイド票数 計 799354 的中 �� 73906（1番人気）�� 6345（30番人気）�� 7372（27番人気）
3連複票数 計1913505 的中 ��� 12107（41番人気）
3連単票数 計2440697 的中 ��� 5265（120番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―19．1―32．1―44．5―57．3―1：10．4―1：23．1―1：35．3―1：48．0―1：59．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノティターン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2016．7．30 新潟1着

2013．5．5生 牡5黒鹿 母 マチカネチコウヨレ 母母 Alysbelle 4戦3勝 賞金 29，243，000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。



12107 5月19日 晴 良 （30東京2）第9日 第11競走 ��
��1，800�メイステークス

発走15時45分 （芝・左）
4歳以上，29．5．20以降30．5．13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 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

610 ダイワキャグニー 牡4黒鹿57 横山 典弘大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 498＋ 41：45．6 2．5�
34 � ストーンウェア 牡6鹿 54 蛯名 正義吉田 照哉氏 吉田 直弘 米 Shadai Farm 470＋ 21：45．7� 10．2�
59 サトノアーサー 牡4青鹿57 H．ボウマン �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 480－101：45．8� 3．1�

（豪）

58 バーディーイーグル 牡8鹿 53 三浦 皇成里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 490－ 4 〃 ハナ 129．1�
11 アストラエンブレム 	5鹿 57 内田 博幸 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 460－181：46．01
 12．5	
713 タイセイサミット 牡5栗 56 戸崎 圭太田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム B488± 01：46．32 8．9

22 ブラックスピネル 牡5黒鹿57 石川裕紀人 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 512＋ 61：46．62 21．6�
815 レ ア リ ス タ 牡6栗 55 石橋 脩 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 478－ 6 〃 ハナ 8．9�
611 ゴールドサーベラス 牡6栗 54 武藤 雅田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 原田 久司 452－ 21：46．7� 31．2
712 マイネルアウラート 牡7黒鹿56 黛 弘人 �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 B474＋ 41：46．8� 262．8�
23 トルークマクト 牡8鹿 52 杉原 誠人�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 454－ 61：47．01
 362．8�
46 ミュゼエイリアン 	6鹿 56 北村 宏司菊地 祐司氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 484－ 21：47．1� 65．6�
47 マイネルスフェーン 牡4栗 52 松岡 正海 �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 456＋ 2 〃 ハナ 307．6�
35 ゲ ッ カ コ ウ 牝5黒鹿53 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新ひだか 斉藤スタッド 478＋ 41：47．42 73．6�
814 タガノブルグ 牡7鹿 55 田辺 裕信八木 秀之氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450± 01：47．5� 54．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 98，323，100円 複勝： 118，385，500円 枠連： 51，125，300円
馬連： 305，709，900円 馬単： 123，656，200円 ワイド： 142，849，000円
3連複： 390，171，000円 3連単： 610，361，100円 計： 1，840，581，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 210円 � 120円 枠 連（3－6） 1，200円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 470円 �� 170円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 7，900円

票 数

単勝票数 計 983231 的中 � 303686（1番人気）
複勝票数 計1183855 的中 � 315159（1番人気）� 94238（5番人気）� 280352（2番人気）
枠連票数 計 511253 的中 （3－6） 32921（4番人気）
馬連票数 計3057099 的中 �� 172853（4番人気）
馬単票数 計1236562 的中 �� 43039（5番人気）
ワイド票数 計1428490 的中 �� 67844（4番人気）�� 268759（1番人気）�� 48706（8番人気）
3連複票数 計3901710 的中 ��� 207062（4番人気）
3連単票数 計6103611 的中 ��� 55995（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．7―34．6―46．1―58．5―1：11．0―1：22．5―1：33．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F34．6

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

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4黒鹿 母 トリプレックス 母母 トリプルワウ 10戦5勝 賞金 108，240，000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。

12108 5月19日 晴 良 （30東京2）第9日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走16時25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
1：19．5
1：19．0

良
良

23 キョウワゼノビア 牝5黒鹿55 内田 博幸�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 472－101：21．5 2．7�
58 デスティニーソング 牝4鹿 55 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 442－12 〃 ハナ 6．7�
22 ヤマカツボーイ 牡6黒鹿57 北村 宏司山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 466－ 81：22．03 14．9�
47 ヴェアリアスサマー 牡7栗 57 柴田 大知小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 村中牧場 522± 0 〃 クビ 7．4�
713 ショウボート 牡6栗 57 戸崎 圭太馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 480－ 4 〃 ハナ 4．0	
35 � キングクリチャン 牡9栗 57

54 ▲木幡 育也栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B504－ 41：22．1クビ 44．2

46 ダイイチターミナル 牡4鹿 57 江田 照男�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 446－ 2 〃 クビ 41．1�
814 ブ リ ク ス ト 牡6黒鹿57 H．ボウマン �サンデーレーシング 武 英智 安平 ノーザンファーム 494－ 41：22．2クビ 6．1�

（豪）

611 エ ク ス シ ア 牝7鹿 55
53 △武藤 雅岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 須崎牧場 436－ 21：22．41� 60．2

815 ユメノマイホーム 牝6栗 55 松岡 正海�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 466－ 21：22．5� 30．8�
11 イリスファルコン 牝4鹿 55 横山 和生菅原 広隆氏 南田美知雄 浦河 小島牧場 418－10 〃 ハナ 218．2�
610 タックボーイ 牡4鹿 57 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 454± 0 〃 クビ 90．2�
59 ス フ ェ ー ン 牡5鹿 57 杉原 誠人キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 笹地牧場 454± 01：22．71� 93．8�
712� ゴ ー ス ル ー 牡8鹿 57 岩部 純二 �静内白井牧場 大江原 哲 新ひだか 橋本牧場 B478＋ 21：23．12	 365．8�
34 レディーピンク 牝8鹿 55 村田 一誠小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 458－101：23．41� 286．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 63，747，700円 複勝： 74，795，200円 枠連： 36，049，100円
馬連： 159，041，900円 馬単： 73，786，600円 ワイド： 90，171，100円
3連複： 205，424，900円 3連単： 312，184，300円 計： 1，015，200，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 210円 � 310円 枠 連（2－5） 800円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 410円 �� 690円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 4，110円 3 連 単 ��� 14，420円

票 数

単勝票数 計 637477 的中 � 186002（1番人気）
複勝票数 計 747952 的中 � 192058（1番人気）� 84796（4番人気）� 48781（6番人気）
枠連票数 計 360491 的中 （2－5） 34770（3番人気）
馬連票数 計1590419 的中 �� 132487（3番人気）
馬単票数 計 737866 的中 �� 39331（3番人気）
ワイド票数 計 901711 的中 �� 60040（2番人気）�� 33437（7番人気）�� 13551（16番人気）
3連複票数 計2054249 的中 ��� 37466（10番人気）
3連単票数 計3121843 的中 ��� 15692（39番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―11．6―11．8―11．2―11．4―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．1―35．7―47．5―58．7―1：10．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．0
3 7，12，8（9，15）（3，6）（2，11）10（1，5，14）13，4 4 ・（7，12）（8，15）9（3，6）（2，10，11）（5，14）（1，13）4

勝馬の
紹 介

キョウワゼノビア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2016．1．17 京都3着

2013．3．13生 牝5黒鹿 母 ア サ カ フ ジ 母母 Connie’s Gift 19戦4勝 賞金 58，830，000円
※ゴースルー号・タックボーイ号・ヤマカツボーイ号・レディーピンク号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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9日 5月19日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 187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

203，120，000円
2，590，000円
16，630，000円
1，390，000円
22，420，000円
76，368，500円
4，862，000円
1，795，200円

勝馬投票券売得金
518，690，100円
764，565，500円
278，404，400円
1，258，616，800円
565，820，000円
711，281，100円
1，573，884，100円
2，236，730，900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
計 7，907，992，900円

総入場人員 27，447名 （有料入場人員 25，817名）
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