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12106 5月19日 晴 良 （1東京2） 第10日 第1競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10時05分 （ダート・左）

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
1：20．3

重
不良

35 フィリーズラン 牝3鹿 54 戸崎 圭太岡村 善行氏 牧 光二 新冠 新冠伊藤牧場 424＋141：26．1 2．9�
11 コマノゼニト 牡3鹿 56 田辺 裕信長谷川芳信氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 B468± 0 〃 アタマ 5．2�
611 マイティウェイ 牡3黒鹿56 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高木 登 新ひだか 山際牧場 476－ 21：26．84 24．9�
48 テンノウザン 牡3黒鹿56 田中 勝春長谷川清英氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 458＋ 41：27．01� 150．6�
47 ペイシャジュエル 牡3芦 56

53 ▲山田 敬士北所 直人氏 松永 康利 新冠 ラツキー牧場 480＋10 〃 アタマ 4．0�
713 モリトシュン 牡3青鹿56 石川裕紀人石橋 忠之氏 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 B476＋ 21：27．2� 160．1	
510 ラインジュピター 牡3鹿 56 藤岡 佑介大澤 繁昌氏 武藤 善則 浦河 酒井牧場 450＋ 6 〃 クビ 111．9

59 ホシフルドヒョウ 牡3黒鹿 56

55 ☆坂井 瑠星芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 藤原牧場 486－ 21：27．3クビ 59．7�
36 サンロアノーク 牡3黒鹿56 松岡 正海 �加藤ステーブル 新開 幸一 日高 株式会社

ケイズ 466± 0 〃 アタマ 3．8�
612 タイセイガニアン 牡3鹿 56 福永 祐一田中 成奉氏 池上 昌和 浦河 藤春 修二 496＋ 21：27．72� 22．7
815 チェリーマドンナ 牝3鹿 54 吉田 豊櫻井 悦朗氏 小西 一男 新冠 飛渡牧場 436＋ 21：28．33� 37．1�
24 マロンクルール 牝3栗 54

52 △野中悠太郎 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 堀井 雅広 新ひだか 岡田スタツド 408＋ 8 〃 ハナ 180．6�

714 ドラゴンエナジー 牡3鹿 56 和田 竜二田頭 勇貴氏 大江原 哲 日高 株式会社カ
ネツ牧場 B466＋ 61：28．72� 114．2�

23 レイナプルーマ 牝3鹿 54 岩田 康誠水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 B460＋ 41：29．33� 26．8�
12 マースルマン 牡3鹿 56 丸山 元気キャピタルクラブ 林 徹 新ひだか 田湯牧場 448＋ 41：29．61� 216．3�
816 デルマジュベルニー 牡3黒鹿56 宮崎 北斗浅沼 廣幸氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 484＋ 41：30．45 97．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，877，500円 複勝： 47，496，600円 枠連： 15，661，300円
馬連： 57，707，300円 馬単： 27，340，000円 ワイド： 42，739，700円
3連複： 85，526，400円 3連単： 105，815，400円 計： 409，164，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 190円 � 630円 枠 連（1－3） 450円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，530円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 6，310円 3 連 単 ��� 19，040円

票 数

単勝票数 計 268775 的中 � 72639（1番人気）
複勝票数 計 474966 的中 � 104294（2番人気）� 65617（4番人気）� 14082（7番人気）
枠連票数 計 156613 的中 （1－3） 26532（2番人気）
馬連票数 計 577073 的中 �� 55737（4番人気）
馬単票数 計 273400 的中 �� 15287（5番人気）
ワイド票数 計 427397 的中 �� 36560（4番人気）�� 6683（14番人気）�� 6150（18番人気）
3連複票数 計 855264 的中 ��� 10153（21番人気）
3連単票数 計1058154 的中 ��� 4028（44番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．7―48．4―1：01．0―1：13．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フィリーズラン �
�
父 バトルプラン �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2018．12．22 中山3着

2016．4．11生 牝3鹿 母 チ ュ ロ 母母 オールマイティ 5戦1勝 賞金 11，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマジュベルニー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年6月19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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ランランコハク号
（非抽選馬） 1頭 タマブラックパール号

12107 5月19日 晴 良 （1東京2） 第10日 第2競走 ��1，600�3歳未勝利
発走10時30分 （ダート・左）

牝；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

612 コンスタンティナ 牝3鹿 54 武 豊山本三津子氏 中野 栄治 新ひだか 田上 徹 482＋ 21：38．8 3．2�
11 ワンダーマンボ 牝3黒鹿54 福永 祐一草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 456－ 21：39．01� 3．1�
611 キモンカラー 牝3栗 54 戸崎 圭太小林 祥晃氏 斎藤 誠 新ひだか 西村 和夫 426± 01：39．31� 8．4�
12 サイファリス 牝3黒鹿54 田辺 裕信水上 行雄氏 武市 康男 浦河 笠松牧場 438＋ 2 〃 クビ 17．9�
815 アサクサマヤ 牝3鹿 54 横山 典弘蛭田 素子氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 484＋ 21：39．94 14．8�
36 ココリジャスミン 牝3栗 54

52 △野中悠太郎美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 田上 徹 462＋ 61：40．32� 5．5�
510 ショーシンイ 牝3鹿 54 石川裕紀人吉冨 学氏 小笠 倫弘 新ひだか 畠山牧場 482－ 61：40．51 48．2	
713 アイアムビクトリア 牝3栗 54 和田 竜二堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 458 ―1：40．81� 9．3

23 プテリュクス 牝3栗 54 池添 謙一 �シルクレーシング 大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478 ―1：41．22� 32．5�
24 アドゥシール 牝3黒鹿54 吉田 豊�大樹ファーム 上原 博之 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 450－ 81：41．3� 141．6
47 ビジュミノル 牝3栗 54 松岡 正海吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 482± 0 〃 ハナ 165．2�
714 ケ イ ス タ ー 牝3栗 54

53 ☆武藤 雅桑野 克己氏 杉浦 宏昭 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 464＋ 61：41．62 60．2�

816 フリューリング 牝3鹿 54
53 ☆坂井 瑠星嶋田 賢氏 大和田 成 新冠 大栄牧場 420± 01：43．7大差 143．3�

59 サイモンセレナーデ 牝3芦 54
53 ☆森 裕太朗澤田 昭紀氏 勢司 和浩 安平 追分ファーム 496＋ 21：44．01� 557．7�

35 スプーンミー 牝3鹿 54 大庭 和弥田頭 勇貴氏 蛯名 利弘 新冠 スカイビーチステーブル 436－ 21：44．74 472．7�
48 ヤマニンスピナー 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 光夫 410＋101：45．55 597．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，258，300円 複勝： 46，839，000円 枠連： 14，341，500円
馬連： 61，828，200円 馬単： 29，602，400円 ワイド： 43，639，400円
3連複： 83，151，000円 3連単： 98，612，900円 計： 408，272，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 130円 � 200円 枠 連（1－6） 320円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 220円 �� 390円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，220円 3 連 単 ��� 4，560円

票 数

単勝票数 計 302583 的中 � 74528（2番人気）
複勝票数 計 468390 的中 � 111593（1番人気）� 101340（2番人気）� 45331（4番人気）
枠連票数 計 143415 的中 （1－6） 34485（1番人気）
馬連票数 計 618282 的中 �� 93049（1番人気）
馬単票数 計 296024 的中 �� 21897（2番人気）
ワイド票数 計 436394 的中 �� 59442（1番人気）�� 26987（4番人気）�� 17910（5番人気）
3連複票数 計 831510 的中 ��� 51093（2番人気）
3連単票数 計 986129 的中 ��� 15674（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．1―36．2―48．4―1：00．9―1：13．8―1：26．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コンスタンティナ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2018．11．4 福島3着

2016．3．28生 牝3鹿 母 ジョウテンセレブ 母母 ミヤギミノル 7戦1勝 賞金 14，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サイモンセレナーデ号・スプーンミー号・ヤマニンスピナー号は，「タイムオーバーによる出走制

限」のため，令和元年6月19日まで平地競走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ビジュミノル号・ヤマニンスピナー号・サイモンセレナーデ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和

元年7月19日まで平地競走に出走できない。

第２回 東京競馬 第１０日



12108 5月19日 晴 良 （1東京2） 第10日 第3競走 ��2，100�3歳未勝利
発走11時00分 （ダート・左）

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
2：06．7
2：05．9

良
良

811 ベルウッドカザン 牡3黒鹿56 M．デムーロ鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 市川フアーム 490＋ 22：14．8 1．9�
68 ジェイケイエース 牡3鹿 56 戸崎 圭太小谷野次郎氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 530－ 22：14．9� 5．4�
44 テーオーダンケルク 牡3栗 56

55 ☆坂井 瑠星小笹 公也氏 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 460－102：15．32� 20．7�
33 オウケンランボー 牡3黒鹿56 川田 将雅福井 明氏 和田 勇介 浦河 辻 牧場 496－ 62：15．51� 4．5�
812 タッチングムービー 牡3黒鹿56 丸山 元気 �キャロットファーム 奥村 武 新ひだか 下屋敷牧場 B516± 0 〃 アタマ 23．9�
79 セイカハルカゼ 牝3鹿 54 津村 明秀久米 大氏 小野 次郎 日高 千葉飯田牧場 438－ 82：15．92� 154．5	
67 ド ラ ー ド 牡3黒鹿 56

55 ☆森 裕太朗節 英司氏 南田美知雄 新冠 高瀬牧場 508－ 62：16．0クビ 277．9

22 ゴルトグランツ 牡3栗 56 岡田 祥嗣�ヤブウチ 千田 輝彦 日高 広富牧場 476＋ 22：16．74 72．8�
55 ブラックアンバー 牡3黒鹿 56

55 ☆武藤 雅田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 大栄牧場 B514＋ 42：17．02 13．5
11 フォーティラブ 牡3鹿 56 岩田 康誠 H.F Association 杉浦 宏昭 浦河 大島牧場 478－ 8 〃 ハナ 8．1�
56 エベレストテソーロ 牡3芦 56 田辺 裕信了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 新冠 ハシモトフアーム 484± 02：17．32 29．2�
710 ブリエスフェール 牡3鹿 56

54 △野中悠太郎ライオンレースホース� 池上 昌和 浦河 浦河日成牧場 B502－ 82：21．9大差 214．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 32，209，400円 複勝： 49，635，100円 枠連： 11，557，700円
馬連： 57，989，900円 馬単： 34，968，300円 ワイド： 41，381，300円
3連複： 80，167，000円 3連単： 137，243，900円 計： 445，152，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 170円 � 350円 枠 連（6－8） 540円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 290円 �� 630円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 2，780円 3 連 単 ��� 6，700円

票 数

単勝票数 計 322094 的中 � 128993（1番人気）
複勝票数 計 496351 的中 � 209889（1番人気）� 56447（3番人気）� 20629（6番人気）
枠連票数 計 115577 的中 （6－8） 16306（2番人気）
馬連票数 計 579899 的中 �� 87989（2番人気）
馬単票数 計 349683 的中 �� 35259（2番人気）
ワイド票数 計 413813 的中 �� 41923（2番人気）�� 16057（8番人気）�� 6269（19番人気）
3連複票数 計 801670 的中 ��� 21590（10番人気）
3連単票数 計1372439 的中 ��� 14829（21番人気）

ハロンタイム 7．0―11．9―12．9―12．9―13．0―12．8―12．9―12．6―12．9―12．7―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．9―31．8―44．7―57．7―1：10．5―1：23．4―1：36．0―1：48．9―2：01．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベルウッドカザン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Red Ransom デビュー 2018．11．11 東京9着

2016．4．14生 牡3黒鹿 母 ボ ン ビ バ ン 母母 アーキオロジー 7戦1勝 賞金 8，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブリエスフェール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年6月19日まで平地

競走に出走できない。

12109 5月19日 晴 良 （1東京2） 第10日 第4競走 ��
��2，400�3歳未勝利

発走11時30分 （芝・左）
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
2：20．6
2：20．6

良
良

22 オセアグレイト 牡3鹿 56
54 △野中悠太郎 IHR 菊川 正達 新ひだか 下屋敷牧場 486± 02：26．0 3．5�

33 エクスプローシブ 牡3栗 56 石橋 脩 �社台レースホース尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446－102：26．74 13．0�

810 ハリスホーク 牡3栗 56 丸山 元気 �シルクレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 552－142：27．12� 2．1�
79 アイアムレジェンド 牡3鹿 56 川田 将雅�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 484－ 62：27．2� 14．3�
55 サトノフリージア 牝3鹿 54 M．デムーロ �サトミホースカンパニー 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 470 ―2：27．41	 8．2	
78 ジェイケイブラック 牡3青鹿56 田中 勝春小谷野次郎氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 486－ 22：27．5� 43．6

44 パワポケチャラット 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士柳原 達也氏 中野 栄治 むかわ 市川牧場 444± 02：27．6� 145．1�
811 ウインエルカミーノ 牡3黒鹿56 松岡 正海�ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 448＋ 22：27．81� 149．0�
67 ダークオブザナイト 牡3鹿 56 北村 友一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 62：28．01	 325．4
11 ロ ネ ガ ン 牡3黒鹿56 D．レーン 田島榮二郎氏 和田 雄二 日高 坂 牧場 510± 0 〃 クビ 5．0�

（豪）

66 ノーブルアポロン 
3鹿 56
55 ☆武藤 雅吉木 伸彦氏 武藤 善則 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 440－ 42：28．95 392．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 48，574，800円 複勝： 61，748，800円 枠連： 11，948，300円
馬連： 66，470，300円 馬単： 40，165，700円 ワイド： 46，197，500円
3連複： 82，764，200円 3連単： 147，947，000円 計： 505，816，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 110円 � 170円 � 110円 枠 連（2－3） 1，750円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 430円 �� 190円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 9，350円

票 数

単勝票数 計 485748 的中 � 110470（2番人気）
複勝票数 計 617488 的中 � 148652（2番人気）� 64759（4番人気）� 184019（1番人気）
枠連票数 計 119483 的中 （2－3） 5280（9番人気）
馬連票数 計 664703 的中 �� 34472（6番人気）
馬単票数 計 401657 的中 �� 12939（11番人気）
ワイド票数 計 461975 的中 �� 24420（6番人気）�� 73125（1番人気）�� 24824（5番人気）
3連複票数 計 827642 的中 ��� 51437（3番人気）
3連単票数 計1479470 的中 ��� 11468（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．7―37．2―49．9―1：02．4―1：14．9―1：27．6―1：39．7―1：51．6―2：02．9―2：14．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オセアグレイト �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Bahri デビュー 2019．1．20 中京7着

2016．5．29生 牡3鹿 母 ブルーダヌーブ 母母 Shinko Hermes 6戦1勝 賞金 10，800，000円
〔制裁〕 ジェイケイブラック号の騎手田中勝春は，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：10

番・1番）
※パワポケチャラット号は，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。



12110 5月19日 晴 良 （1東京2） 第10日 第5競走 ��
��1，600�3歳500万円以下

発走12時20分（番組第6競走を順序変更） （芝・左）
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
1：30．5
1：30．5

良
良

11 ポ ル ー ニ ン 牡3鹿 56
55 ☆武藤 雅吉澤 克己氏 戸田 博文 新ひだか 中田 英樹 474＋ 41：34．1 14．8�

78 ユ ナ カ イ ト 牝3栗 54 福永 祐一 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 470－ 8 〃 クビ 4．0�
77 サトノフォース 牡3黒鹿56 武 豊 �サトミホースカンパニー 藤沢 和雄 新ひだか 桜井牧場 450＋ 41：34．2� 5．0�
55 ヘイワノツカイ 牡3栗 56 D．レーン 星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 450－ 4 〃 クビ 1．7�

（豪）

89 アトラクティヴ 牝3栗 54 M．デムーロ近藤 英子氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 426± 01：34．52 10．3	
33 マジックリアリズム 牝3鹿 54 石橋 脩 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム 432－101：34．6クビ 17．0

810 ザイツィンガー 牡3芦 56 松山 弘平永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 420－ 2 〃 クビ 57．0�
66 クロムウェル 牡3栗 56 松岡 正海�ミルファーム 加藤 和宏 新冠 アサヒ牧場 430－ 81：35．34 371．3�
22 ラブサンキュー 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星増田 陽一氏 星野 忍 日高 奥山 博 458－ 21：35．4� 249．2
44 バロンキング 牡3鹿 56

54 △野中悠太郎田頭 勇貴氏 根本 康広 新冠 辻 和明 422－ 7 〃 クビ 339．8�
（10頭）

売 得 金
単勝： 44，561，300円 複勝： 73，998，800円 枠連： 12，112，400円
馬連： 68，920，600円 馬単： 41，069，900円 ワイド： 43，220，600円
3連複： 82，531，600円 3連単： 178，820，200円 計： 545，235，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，480円 複 勝 � 410円 � 220円 � 280円 枠 連（1－7） 1，740円

馬 連 �� 2，770円 馬 単 �� 6，940円

ワ イ ド �� 680円 �� 810円 �� 370円

3 連 複 ��� 4，140円 3 連 単 ��� 36，890円

票 数

単勝票数 計 445613 的中 � 23947（5番人気）
複勝票数 計 739988 的中 � 42259（5番人気）� 95292（2番人気）� 70836（3番人気）
枠連票数 計 121124 的中 （1－7） 5390（7番人気）
馬連票数 計 689206 的中 �� 19219（10番人気）
馬単票数 計 410699 的中 �� 4436（22番人気）
ワイド票数 計 432206 的中 �� 15724（10番人気）�� 12981（12番人気）�� 32205（5番人気）
3連複票数 計 825316 的中 ��� 14922（14番人気）
3連単票数 計1788202 的中 ��� 3514（95番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．3―36．1―48．2―1：00．2―1：11．8―1：22．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ポ ル ー ニ ン �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．6．3 東京7着

2016．5．5生 牡3鹿 母 モルトフェリーチェ 母母 レンドフェリーチェ 7戦2勝 賞金 15，450，000円
〔3走成績による出走制限〕 ラブサンキュー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月19日まで平地競走に出走でき

ない。
※ラブサンキュー号は，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。

12111 5月19日 晴 良 （1東京2） 第10日 第6競走 ��1，600�3歳500万円以下
発走12時50分（番組第5競走を順序変更） （ダート・左）

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

47 マッスルビーチ 牡3黒鹿56 福永 祐一岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 460＋ 41：38．2 5．2�

816 バンブトンハート 牝3青鹿54 田中 勝春樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 492＋ 21：38．52 6．3�
11 タイセイビルダー 牡3栗 56

55 ☆坂井 瑠星田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 506＋ 81：38．6� 46．2�
59 マックスアン 牡3栗 56 戸崎 圭太 TURFレーシング 大和田 成 新冠 村上 欽哉 462± 01：38．81 3．3�
612 ゴールドフレーム 牡3栗 56 田辺 裕信外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 474＋ 2 〃 クビ 14．4�
12 ペイシャリルキス 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士北所 直人氏 高市 圭二 様似 清水スタッド 474－ 4 〃 ハナ 24．9�
510 エンドーツダ 牝3鹿 54 岩部 純二望月 雅博氏 萱野 浩二 千歳 社台ファーム 440＋ 21：39．01� 10．9	
815 レトロフィット 牝3鹿 54 M．デムーロ吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 486＋ 21：39．31� 14．1

23 マードレヴォイス 牡3栗 56 吉田 豊ディアレストクラブ� 田村 康仁 千歳 社台ファーム 460± 01：39．61� 14．2�
611 プリモダヴィンチ 牝3黒鹿54 松岡 正海グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 460－ 41：39．81� 36．9�
714 キ ュ リ オ ス 牡3栗 56 和田 竜二中村 祐子氏 中舘 英二 新ひだか カタオカステーブル 464－ 4 〃 ハナ 58．0�
35 ダンホーキラー 牡3青鹿56 武 豊ドラゴンヒルズホースクラブ 鹿戸 雄一 新冠 村田牧場 438＋ 21：40．12 20．6�
24 グリニッジシチー 牡3栗 56 石川裕紀人 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新冠 カミイスタット 478－ 41：40．2クビ 7．5�
713 ベルジュネス 牡3鹿 56 北村 友一岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新冠 坂元 芳春 464＋ 2 〃 クビ 375．1�
48 キ ン シ ロ ウ 牡3栗 56 津村 明秀岡 浩二氏 岩戸 孝樹 日高 野島牧場 B496＋101：40．73 107．2�
36 キチロクタービン 牡3栗 56 丸山 元気山本 正美氏 清水 英克 むかわ 桑原牧場 476＋ 21：41．12� 352．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，847，600円 複勝： 69，669，000円 枠連： 23，535，200円
馬連： 98，904，500円 馬単： 42，154，700円 ワイド： 68，429，200円
3連複： 140，192，500円 3連単： 155，097，200円 計： 641，829，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 210円 � 250円 � 1，080円 枠 連（4－8） 1，330円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 550円 �� 2，970円 �� 2，840円

3 連 複 ��� 14，020円 3 連 単 ��� 57，370円

票 数

単勝票数 計 438476 的中 � 66858（2番人気）
複勝票数 計 696690 的中 � 100381（2番人気）� 77888（4番人気）� 13414（13番人気）
枠連票数 計 235352 的中 （4－8） 13617（6番人気）
馬連票数 計 989045 的中 �� 62944（2番人気）
馬単票数 計 421547 的中 �� 13086（5番人気）
ワイド票数 計 684292 的中 �� 34374（4番人気）�� 5696（37番人気）�� 5957（35番人気）
3連複票数 計1401925 的中 ��� 7496（46番人気）
3連単票数 計1550972 的中 ��� 1960（175番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．0―12．7―12．7―12．4―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―35．9―48．6―1：01．3―1：13．7―1：25．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マッスルビーチ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．12．28 阪神1着

2016．5．2生 牡3黒鹿 母 クロンヌドール 母母 ハンターズマーク 5戦2勝 賞金 19，620，000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） 2頭 サンウェーコ号・ハツセ号



12112 5月19日 晴 良 （1東京2） 第10日 第7競走 ��
��2，000�4歳以上500万円以下

発走13時20分 （芝・左）
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
1：56．1
1：56．1

良
良

33 ウインスラーヴァ 牡4鹿 57 松山 弘平�ウイン 上原 博之 新冠 中本牧場 484＋ 22：00．2 73．0�
66 モ ン ツ ァ �4黒鹿57 D．レーン 吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 528＋122：00．3	 3．5�

（豪）

78 
 ジンゴイスト 牡4青鹿 57
56 ☆坂井 瑠星 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 492－ 42：00．4	 2．6�

79 イイコトズクシ 牡4鹿 57
55 △野中悠太郎小田切有一氏 本間 忍 浦河 木村牧場 B492± 0 〃 クビ 59．1�

810 カ マ ク ラ 牝6黒鹿 55
54 ☆武藤 雅市川義美ホール

ディングス� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 ハナ 11．0	
55 ドリームマジック 牝5鹿 55 和田 竜二堀口 晴男氏 中川 公成 浦河 高岸 順一 470＋ 2 〃 ハナ 6．3

11 トーセンヴィガー 牡4鹿 57 宮崎 北斗島川 �哉氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 476＋ 42：00．6� 19．9�
44 ゴールデンフィジー 牝4鹿 55 岩田 康誠吉田 照哉氏 牧 光二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434＋ 22：00．81	 13．8
22 プランスシャルマン 牡6栗 57 戸崎 圭太村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 468＋ 22：01．01 5．5�
811
 コンゴウトシオー 牡5青鹿57 松岡 正海田畑 利彦氏 伊藤 伸一 浦河 梅田牧場 460－ 82：01．21	 238．8�
67 
 シンボリブーケ 牝5鹿 55

52 ▲山田 敬士岡田 壮史氏 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 484＋102：01．41� 106．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 37，763，600円 複勝： 40，396，400円 枠連： 12，109，100円
馬連： 72，380，700円 馬単： 37，550，400円 ワイド： 47，435，300円
3連複： 86，574，900円 3連単： 142，667，300円 計： 476，877，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，300円 複 勝 � 1，080円 � 170円 � 130円 枠 連（3－6） 10，810円

馬 連 �� 14，940円 馬 単 �� 44，490円

ワ イ ド �� 3，740円 �� 2，370円 �� 250円

3 連 複 ��� 8，070円 3 連 単 ��� 147，970円

票 数

単勝票数 計 377636 的中 � 4136（9番人気）
複勝票数 計 403964 的中 � 5980（9番人気）� 66376（2番人気）� 106312（1番人気）
枠連票数 計 121091 的中 （3－6） 868（24番人気）
馬連票数 計 723807 的中 �� 3753（27番人気）
馬単票数 計 375504 的中 �� 633（64番人気）
ワイド票数 計 474353 的中 �� 2871（27番人気）�� 4580（23番人気）�� 59132（1番人気）
3連複票数 計 865749 的中 ��� 8045（29番人気）
3連単票数 計1426673 的中 ��� 699（306番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．3―35．8―47．9―1：00．5―1：13．3―1：25．5―1：36．6―1：48．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．7

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

勝馬の
紹 介

ウインスラーヴァ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 エイシンサンディ デビュー 2017．8．26 新潟4着

2015．5．28生 牡4鹿 母 グローリサンディ 母母 ダイヤターン 21戦2勝 賞金 19，100，000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。

12113 5月19日 曇 良 （1東京2） 第10日 第8競走 ��
��1，800�

ち ょ う ふ

調 布 特 別
発走13時50分（番組第9競走を順序変更） （芝・左）
4歳以上，1000万円以下；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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

88 アイスストーム 牡4鹿 57 武 豊ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 520＋ 21：46．8 2．0�

55 ヒシヴィクトリー 牡4黒鹿57 石橋 脩阿部 雅英氏 牧 光二 新冠 飛渡牧場 486＋ 41：47．22� 3．5�
77 プレイヤーサムソン 牡6鹿 57 蛯名 正義嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 478＋ 21：47．62� 22．2�
11 ローリングタワー 牡5黒鹿57 松岡 正海本間 茂氏 伊藤 伸一 浦河 大道牧場 448－ 41：47．7クビ 20．8�
44 ピ ナ ク ル ズ 	6黒鹿57 石川裕紀人ライオンレースホース� 大江原 哲 むかわ 真壁 信一 496－ 21：48．12� 97．0�
22 サトノルーラー 牡5黒鹿57 横山 典弘里見 治紀氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 512－ 41：48．2� 3．2	
33 
 ホリデーモード 	4黒鹿57 丸山 元気下河辺隆行氏 矢野 英一 米 Shimok-

obe Farm B486－101：48．4� 61．2

89 プッシュアゲン 牡6栗 57 北村 友一浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 笠松牧場 508± 01：49．14 91．4�
66 エニグマバリエート 牡7青鹿57 武藤 雅平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B502＋ 61：49．2� 28．3�

（9頭）

売 得 金
単勝： 41，499，900円 複勝： 49，478，500円 枠連： 11，607，900円
馬連： 70，070，800円 馬単： 46，006，800円 ワイド： 40，052，300円
3連複： 91，304，600円 3連単： 213，332，100円 計： 563，352，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 130円 � 210円 枠 連（5－8） 320円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 190円 �� 410円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 3，560円

票 数

単勝票数 計 414999 的中 � 163718（1番人気）
複勝票数 計 494785 的中 � 260029（1番人気）� 70206（3番人気）� 26411（4番人気）
枠連票数 計 116079 的中 （5－8） 28100（2番人気）
馬連票数 計 700708 的中 �� 164447（2番人気）
馬単票数 計 460068 的中 �� 70317（2番人気）
ワイド票数 計 400523 的中 �� 66166（2番人気）�� 22594（4番人気）�� 13531（8番人気）
3連複票数 計 913046 的中 ��� 50513（3番人気）
3連単票数 計2133321 的中 ��� 43398（10番人気）

ハロンタイム 13．4―11．8―11．9―12．4―12．1―11．9―11．1―10．9―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．2―37．1―49．5―1：01．6―1：13．5―1：24．6―1：35．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．2―3F33．3

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

勝馬の
紹 介

アイスストーム 
�
父 ストーミングホーム 

�
母父 Red Ransom デビュー 2018．1．21 京都7着

2015．5．12生 牡4鹿 母 デザートチル 母母 Storm Song 9戦3勝 賞金 37，381，000円
※プッシュアゲン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



12114 5月19日 曇 良 （1東京2） 第10日 第9競走 ��
��1，300�

ひ よ し

日 吉 特 別
発走14時25分（番組第8競走を順序変更） （ダート・左）
4歳以上，1000万円以下；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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

47 メイショウサチシオ 牝5黒鹿55 武 豊松本 好雄氏 石橋 守 浦河 磯野牧場 502＋ 21：18．4 3．3�
510 メイショウミライ 牡4栗 57 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 482－ 81：18．5� 3．4�
59 カレイドスコープ 牝4鹿 55 横山 典弘�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか 本桐牧場 484± 01：18．6クビ 12．8�
612	 ステラルーチェ 牡7栗 57 武士沢友治池田 草龍氏 蛯名 利弘 新ひだか 三石ファーム B490＋ 21：18．81
 188．4�
12 デピュティプライム �6栗 57 北村 友一丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 476－ 21：18．9クビ 86．4�
11 アメイズミー 牡5鹿 57 石橋 脩	G1レーシング 加藤士津八 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 21：19．11 28．3

48 キタサンタイドー 牡4黒鹿57 福永 祐一�大野商事 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 516± 0 〃 クビ 18．8�
24 フクノグリュック 牡7鹿 57 松岡 正海福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社

ケイズ B514－ 6 〃 アタマ 73．6�
815 ナンベーサン 牡6芦 57 坂井 瑠星宮原 廣伸氏 伊藤 大士 日高 アイズスタッド株式会社 490－ 21：19．2クビ 210．7
816 モルゲンロート 牡6鹿 57 D．レーン 武田 茂男氏 竹内 正洋 浦河 まるとみ冨岡牧場 476＋ 21：19．3� 3．2�

（豪）

713 タイガーヴォーグ 牡6鹿 57 津村 明秀千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 B508－ 41：19．93
 48．0�
714 アカツキジョー 牡4栗 57 戸崎 圭太河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 杵臼牧場 498± 01：20．0
 9．6�
23 � ケンデスティニー 牡4栗 57 岩田 康誠中西 宏彰氏 森 秀行 米

Sequel Thorough-
breds & Hidden
Lake Farm, LLC

490＋ 41：20．31� 120．6�
36 ビークイック 牡6栗 57 山田 敬士 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 482＋14 〃 クビ 66．7�
35 クリノレオノール 牝5鹿 55 石川裕紀人栗本 博晴氏 星野 忍 日高 日西牧場 478± 01：21．04 350．5�
611� ソウルセイバー �4黒鹿57 武藤 雅	ノースヒルズ 中竹 和也 米

Dr. Stephen G.
Jackson & Deb-
bie Jackson

544＋ 41：21．42
 141．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 48，544，500円 複勝： 62，313，500円 枠連： 29，999，000円
馬連： 130，587，800円 馬単： 57，770，400円 ワイド： 74，910，000円
3連複： 174，145，800円 3連単： 222，615，300円 計： 800，886，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 150円 � 260円 枠 連（4－5） 450円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 310円 �� 750円 �� 660円

3 連 複 ��� 2，310円 3 連 単 ��� 7，890円

票 数

単勝票数 計 485445 的中 � 115267（2番人気）
複勝票数 計 623135 的中 � 118077（3番人気）� 122348（2番人気）� 48449（5番人気）
枠連票数 計 299990 的中 （4－5） 50572（1番人気）
馬連票数 計1305878 的中 �� 164906（1番人気）
馬単票数 計 577704 的中 �� 35485（3番人気）
ワイド票数 計 749100 的中 �� 68791（2番人気）�� 23972（9番人気）�� 27711（8番人気）
3連複票数 計1741458 的中 ��� 56399（7番人気）
3連単票数 計2226153 的中 ��� 20455（17番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．3―29．9―41．9―53．9―1：05．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウサチシオ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2017．4．16 阪神14着

2014．4．6生 牝5黒鹿 母 メイショウセンヒメ 母母 シ ー ヴ ェ 17戦4勝 賞金 56，171，000円
〔発走状況〕 アメイズミー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 フィルムフランセ号・ホノカ号
（非抽選馬）10頭 アグネスエーデル号・キングラディウス号・クリムズンフラッグ号・サイモンジルバ号・ショウナンカイドウ号・

ディーズフェイク号・メイショウラビエ号・ララパルーザ号・ルミナリースピン号・ロングベスト号
※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。

12115 5月19日 晴 良 （1東京2） 第10日 第10競走 ��
��1，400�フリーウェイステークス

発走15時00分 （芝・左）
4歳以上，1600万円以下；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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

88 トミケンキルカス 牡7栗 57 田辺 裕信冨樫 賢二氏 大和田 成 新ひだか 飯岡牧場 B516＋ 41：20．7 4．4�
77 アダムバローズ 牡5黒鹿57 M．デムーロ猪熊 広次氏 角田 晃一 新ひだか 服部 健太郎 510－ 2 〃 ハナ 6．8�
33 オールザゴー 牡5鹿 57 D．レーン �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 2 〃 クビ 2．8�
（豪）

22 ライラックカラー 牡4黒鹿57 福永 祐一山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 460－ 61：20．91 4．8�
11 ナンヨーアミーコ 牡6栗 57 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 438－ 81：21．11� 25．2�
66 エ ス タ ー テ 牝4鹿 55 松岡 正海グリーンスウォード伊藤 伸一 新冠 長浜牧場 422－ 4 〃 ハナ 13．8	
55 スワーヴアーサー 牡6鹿 57 武 豊
NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 486＋ 21：21．2	 8．6�
44 デスティニーソング 牝5鹿 55 戸崎 圭太 
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 458＋ 4 〃 ハナ 26．3�
89 ボーダーオブライフ 牡5鹿 57 横山 典弘
レッドマジック金成 貴史 千歳 社台ファーム 488± 01：21．41� 18．0

（9頭）

売 得 金
単勝： 63，714，800円 複勝： 73，541，300円 枠連： 20，847，300円
馬連： 154，692，600円 馬単： 70，861，200円 ワイド： 81，376，000円
3連複： 175，993，800円 3連単： 289，688，300円 計： 930，715，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 180円 � 130円 枠 連（7－8） 1，010円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 510円 �� 260円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 7，920円

票 数

単勝票数 計 637148 的中 � 114073（2番人気）
複勝票数 計 735413 的中 � 122529（2番人気）� 89325（4番人気）� 172779（1番人気）
枠連票数 計 208473 的中 （7－8） 15921（3番人気）
馬連票数 計1546926 的中 �� 82494（6番人気）
馬単票数 計 708612 的中 �� 22293（7番人気）
ワイド票数 計 813760 的中 �� 37772（6番人気）�� 85478（1番人気）�� 56551（3番人気）
3連複票数 計1759938 的中 ��� 97419（2番人気）
3連単票数 計2896883 的中 ��� 26512（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―35．2―46．9―58．2―1：09．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F33．8
3 8－7（2，6）3（1，9）5，4 4 8－7，6（2，3）（1，9）5，4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トミケンキルカス �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2014．6．14 東京8着

2012．2．22生 牡7栗 母 サウンドアメニティ 母母 バ ジ ー 31戦5勝 賞金 67，665，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出走取消馬 バリス号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）
※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



12116 5月19日 晴 良 （1東京2） 第10日 第11競走 ��
��2，400�優 駿 牝 馬（ＧⅠ）

発走15時40分 （第80回オークス） （芝・左）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，55�

内閣総理大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 110，000，000円 44，000，000円 28，000，000円 17，000，000円 11，000，000円
付 加 賞 25，508，000円 7，288，000円 3，644，000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

2：20．6
2：20．6
2：23．6

良
良
良

713 ラヴズオンリーユー 牝3鹿 55 M．デムーロ DMMドリームクラブ� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 456± 02：22．8 4．0�
510 カレンブーケドール 牝3鹿 55 津村 明秀鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 460－ 4 〃 クビ 94．1�
12 クロノジェネシス 牝3芦 55 北村 友一 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 432－ 22：23．22� 4．1�
612 ウィクトーリア 牝3鹿 55 戸崎 圭太 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 460－ 62：23．3クビ 14．3�
48 ダノンファンタジー 牝3鹿 55 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 安平 ノーザンファーム 456－ 6 〃 アタマ 6．4	
47 シャドウディーヴァ 牝3黒鹿55 岩田 康誠�Shadow 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 464± 0 〃 クビ 16．4

24 シェーングランツ 牝3青鹿55 武 豊 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 458－ 42：23．5	 32．6�
36 アクアミラビリス 牝3鹿 55 藤岡 佑介 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 416＋ 82：23．92� 119．7�
23 コントラチェック 牝3黒鹿55 D．レーン �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 460－ 62：24．53� 5．1

（豪）

818 フィリアプーラ 牝3鹿 55 丸山 元気 �キャロットファーム 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 440＋ 62：24．71� 299．4�
35 エールヴォア 牝3黒鹿55 松山 弘平佐伯由加理氏 橋口 慎介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500－ 82：25．02 16．8�
611 シゲルピンクダイヤ 牝3黒鹿55 和田 竜二森中 蕃氏 渡辺 薫彦 日高 天羽牧場 454－ 42：25．21
 12．4�
59 ウインゼノビア 牝3栗 55 松岡 正海�ウイン 青木 孝文 新冠 村本牧場 464－ 42：25．3クビ 321．0�
11 ジ ョ デ ィ ー 牝3鹿 55 武藤 雅小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 480＋ 22：25．93� 122．5�
816 ビーチサンバ 牝3黒鹿55 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 476＋ 62：26．0クビ 19．0�
714 フェアリーポルカ 牝3鹿 55 幸 英明山本 剛士氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 474＋ 22：26．32 74．8�
817 メイショウショウブ 牝3栗 55 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 482＋ 22：26．61	 198．8�
715 ノ ー ワ ン 牝3鹿 55 坂井 瑠星藤田 好紀氏 笹田 和秀 新ひだか 飛野牧場 474－ 82：26．7	 183．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 769，108，600円 複勝： 927，420，400円 枠連： 504，090，400円 馬連： 2，701，371，200円 馬単： 891，540，700円
ワイド： 1，263，979，000円 3連複： 4，182，759，200円 3連単： 6，244，033，100円 5重勝： 598，944，900円 計： 18，083，247，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 200円 � 1，400円 � 170円 枠 連（5－7） 8，420円

馬 連 �� 25，140円 馬 単 �� 28，210円

ワ イ ド �� 6，430円 �� 470円 �� 4，960円

3 連 複 ��� 28，240円 3 連 単 ��� 179，960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����� 44，020円

票 数

単勝票数 計7691086 的中 � 1526740（1番人気）
複勝票数 計9274204 的中 � 1324674（2番人気）� 122129（13番人気）� 1745966（1番人気）
枠連票数 計5040904 的中 （5－7） 46346（24番人気）
馬連票数 計27013712 的中 �� 88612（46番人気）
馬単票数 計8915407 的中 �� 23699（81番人気）
ワイド票数 計12639790 的中 �� 47739（54番人気）�� 772357（1番人気）�� 62149（44番人気）
3連複票数 計41827592 的中 ��� 111081（90番人気）
3連単票数 計62440331 的中 ��� 25154（534番人気）
5重勝票数 計5989449 的中 ����� 9524

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―23．4―35．1―47．0―59．1―1：11．3―1：23．6―1：35．8―1：47．5―1：58．9―2：10．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．3
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ラヴズオンリーユー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2018．11．3 京都1着

2016．3．26生 牝3鹿 母 ラヴズオンリーミー 母母 Monevassia 4戦4勝 賞金 172，949，000円
〔制裁〕 シャドウディーヴァ号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アイリスフィール号・エアジーン号・グラディーヴァ号・メイショウアステカ号
（非抽選馬） 1頭 ルタンブル号
※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。

12117 5月19日 晴 良 （1東京2） 第10日 第12競走 ��
��2，100�

たんざわ

丹沢ステークス
発走16時25分 （ダート・左）
4歳以上，1600万円以下，30．5．19以降1．5．12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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

815 カ ラ ク プ ア �6黒鹿55 松山 弘平�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 パカパカ
ファーム B482－ 42：11．6 59．8�

35 フリーフリッカー 牡5鹿 55 北村 友一�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 480± 02：11．91� 6．6�

23 アドラメレク 牡5黒鹿54 田辺 裕信�G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466± 0 〃 クビ 8．9�

24 シ ロ ニ イ 牡5白 55 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B502＋ 6 〃 アタマ 12．1�

714 メイプルブラザー 牡5栗 56 森 裕太朗節 英司氏 山内 研二 新ひだか 本桐牧場 490＋ 82：12．11	 27．0�
12 メイショウエイコウ 牡5鹿 55 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 452＋ 42：12．2クビ 5．3	
612 オメガドラクロワ 牡5青鹿56 D．レーン 原 
子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 450－102：12．41	 3．2


（豪）

816 ナンヨープルートー 牡5鹿 55 武 豊中村 德也氏 松永 幹夫 新ひだか 桜井牧場 514± 0 〃 ハナ 7．3�
48 ネ コ ワ シ 牡4鹿 54 武士沢友治節 英司氏 星野 忍 新冠 高瀬牧場 516＋ 82：12．5クビ 118．8�
47 ソリティール �6栗 54 藤岡 佑介�G1レーシング 斉藤 崇史 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋102：12．71� 90．7
36 ゴールドフラッグ 牡4黒鹿54 岩田 康誠合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 B504－ 22：12．91	 21．9�
510 ピアシングステア 牡7栗 53 戸崎 圭太水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 502± 02：13．11	 32．1�
59 マイネルアンファン 牡4栗 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 508－ 2 〃 クビ 50．1�
611 バ レ ッ テ ィ �5鹿 55 横山 典弘 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 502－ 22：13．84 13．6�
713 ラテールプロミーズ �6青鹿54 和田 竜二ディアレストクラブ� 田村 康仁 新冠 イワミ牧場 502－ 42：13．9� 52．7�
11 テイエムディラン 牡4黒鹿54 津村 明秀竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 470－ 82：14．1� 96．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 115，842，600円 複勝： 157，993，900円 枠連： 70，441，900円
馬連： 279，533，000円 馬単： 113，895，800円 ワイド： 194，292，100円
3連複： 425，101，800円 3連単： 559，847，500円 計： 1，916，948，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，980円 複 勝 � 1，100円 � 280円 � 320円 枠 連（3－8） 1，910円

馬 連 �� 21，990円 馬 単 �� 47，160円

ワ イ ド �� 5，900円 �� 10，560円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 86，210円 3 連 単 ��� 742，020円

票 数

単勝票数 計1158426 的中 � 15475（13番人気）
複勝票数 計1579939 的中 � 32424（13番人気）� 163328（4番人気）� 134996（5番人気）
枠連票数 計 704419 的中 （3－8） 28463（9番人気）
馬連票数 計2795330 的中 �� 9848（58番人気）
馬単票数 計1138958 的中 �� 1811（117番人気）
ワイド票数 計1942921 的中 �� 8382（55番人気）�� 4662（79番人気）�� 37601（14番人気）
3連複票数 計4251018 的中 ��� 3698（210番人気）
3連単票数 計5598475 的中 ��� 547（1459番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．3―30．9―43．7―56．2―1：08．9―1：21．7―1：34．3―1：46．8―1：59．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カ ラ ク プ ア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Grindstone デビュー 2015．7．19 函館5着

2013．1．28生 �6黒鹿 母 リリウオカラニ 母母 Tropico Cielo 28戦5勝 賞金 79，200，000円
〔制裁〕 カラクプア号の騎手松山弘平は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて令和元年5月25日から令和元年6月2日

まで騎乗停止。（被害馬：5番・4番・3番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メイショウマトイ号
※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



（1東京2）第10日 5月19日（日曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 160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

416，330，000円
2，570，000円
24，290，000円
38，070，000円
51，340，000円
66，164，000円
4，800，000円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
1，302，802，900円
1，660，531，300円
738，252，000円
3，820，456，900円
1，432，926，300円
1，987，652，400円
5，690，212，800円
8，495，720，200円
598，944，900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 25，727，499，700円

総入場人員 61，596名 （有料入場人員 58，392名）
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