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12058 5月5日 晴 不良 （1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

23 セ グ ー ロ 牡3青鹿56 三浦 皇成前田 幸治氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 470＋ 81：38．3 14．1�
47 マイネルイヴィンス 牡3栗 56 柴田 大知 �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 B514＋ 21：38．51 2．0�
59 ゴ ー 牡3鹿 56 松岡 正海グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 中橋 正 496± 01：38．82 8．3�
510 マ ハ カ ー ラ 牡3栗 56

54 △野中悠太郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 竹内 正洋 新ひだか キヨタケ牧場 488 ― 〃 ハナ 6．7�

713 デ ア デ ビ ル 牡3鹿 56 岩田 康誠�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 B500＋ 61：39．01� 13．3	
714 ルナフラッシュ 牝3栗 54 戸崎 圭太友水 達也氏 武藤 善則 日高 木村牧場 444± 0 〃 クビ 18．3

11 セイカハルカゼ 牝3鹿 54 吉田 隼人久米 大氏 小野 次郎 日高 千葉飯田牧場 446＋ 21：39．32 85．6�
48 ブラックテキーラ 牡3栗 56 大野 拓弥黒澤 尚氏 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 500＋ 2 〃 クビ 54．7�
612 シゲルブドウセキ 牡3栗 56 江田 照男森中 蕃氏 高橋 裕 浦河 王蔵牧場 468＋ 41：39．4� 51．3
815 ボヘミアラプソディ 牡3鹿 56 田辺 裕信平井 裕氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B474＋ 21：39．5� 6．3�
24 サンマルジョーダン 牡3黒鹿 56

54 △菊沢 一樹相馬 勇氏 佐藤 吉勝 浦河 中村 雅明 444－ 11：40．45 220．9�
12 エンペラーワルツ 牡3黒鹿56 的場 勇人岡田 牧雄氏 的場 均 新ひだか 土田農場 442＋ 21：40．61 246．9�
611 キングアゲン 牡3黒鹿56 武士沢友治浅川 皓司氏 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 506± 01：41．23� 78．9�
35 ソ ラ タ カ ク 牡3黒鹿56 松若 風馬田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 小泉牧場 398－ 41：42．810 162．1�
36 ムーランノワール 牡3黒鹿56 岩崎 翼村上 卓史氏 小桧山 悟 新ひだか 野表 篤夫 438＋ 41：43．22� 247．8�
816 マ ス テ ィ フ 牡3栗 56

55 ☆武藤 雅村木 克子氏 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B486 ―1：43．73 20．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，234，700円 複勝： 55，964，600円 枠連： 16，957，600円
馬連： 66，798，700円 馬単： 35，581，300円 ワイド： 45，360，800円
3連複： 93，663，700円 3連単： 120，136，400円 計： 465，697，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 300円 � 110円 � 180円 枠 連（2－4） 1，650円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 3，910円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，800円 �� 310円

3 連 複 ��� 3，140円 3 連 単 ��� 19，420円

票 数

単勝票数 計 312347 的中 � 17699（6番人気）
複勝票数 計 559646 的中 � 26526（6番人気）� 256146（1番人気）� 56843（3番人気）
枠連票数 計 169576 的中 （2－4） 7922（7番人気）
馬連票数 計 667987 的中 �� 30840（6番人気）
馬単票数 計 355813 的中 �� 6813（13番人気）
ワイド票数 計 453608 的中 �� 16999（7番人気）�� 5813（21番人気）�� 41635（2番人気）
3連複票数 計 936637 的中 ��� 22339（9番人気）
3連単票数 計1201364 的中 ��� 4484（61番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．9―36．5―48．8―1：01．1―1：13．2―1：25．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セ グ ー ロ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．1．27 東京13着

2016．3．6生 牡3青鹿 母 ダノンエレガント 母母 ドリームカムカム 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ムーランノワール号の騎手岩崎翼は，向正面での御法（前の馬に接触した）について過怠金10，000円。（被害馬：14番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マスティフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年6月5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〕 キングアゲン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月5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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 サクラトップハロー号

12059 5月5日 晴 不良 （1東京2） 第6日 第2競走 ��1，400�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
1：21．5
1：20．3

重
不良

24 エヌワイパフューム 牝3鹿 54 大野 拓弥サンアンドコム 武井 亮 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 506＋ 41：24．6 3．0�

12 ベターハーフ 牝3青鹿54 岩田 康誠宮城 寛也氏 矢野 英一 新冠 スカイビーチステーブル 474＋ 21：24．81� 11．1�
47 プランタンヴェール 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �グリーンファーム林 徹 千歳 社台ファーム 504－ 21：25．54 15．6�
35 カフェドラペ 牝3青鹿54 戸崎 圭太吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 442－ 81：25．6クビ 4．3�
11 ツウカイステラ 牝3鹿 54 松若 風馬木村 直樹氏 小笠 倫弘 新ひだか 萩澤 泰博 B458＋ 21：25．81� 35．9�
612 タマブラックパール 牝3青 54

52 △野中悠太郎玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 502＋101：25．9� 13．6	
48 ラインシャーロット 牝3黒鹿 54

53 ☆武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 450－ 61：26．11� 30．1

713 キーフェイス 牝3鹿 54 吉田 豊北前孔一郎氏 土田 稔 新冠 中本牧場 440－ 81：26．52� 48．3�
816 ア ム ル ー ズ 牝3鹿 54 江田 照男�ノースヒルズ 田中 剛 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440－ 2 〃 クビ 108．0�
59 ラディーチェ 牝3鹿 54 北村 友一犬塚悠治郎氏 田中 博康 安平 ノーザンファーム 388－101：26．81� 24．0
611 パラダイスキャット 牝3黒鹿54 武士沢友治石瀬 浩三氏 石栗 龍彦 新冠 大栄牧場 426－ 21：27．11� 192．0�
23 オールドロマン 牝3芦 54 柴田 大知�リーヴァ 松永 康利 新ひだか 藤沢牧場 442± 0 〃 ハナ 53．6�
815 キャノピーウォーク 牝3鹿 54 田辺 裕信窪田 芳郎氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 466± 0 〃 クビ 3．6�
36 グ ラ ミ ス 牝3芦 54 吉田 隼人佐藤 壽男氏 尾形 和幸 新ひだか 荒木 貴宏 438＋ 61：27．31 63．5�
510 ハーンハリーリ 牝3黒鹿54 菅原 隆一�ミルファーム 中川 公成 浦河 斉藤英牧場 430± 01：28．04 160．3�
714 ラッキーホームラン 牝3黒鹿 54

52 △菊沢 一樹竹原 孝昭氏 蛯名 利弘 浦河 大道牧場 424± 01：30．5大差 86．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，328，000円 複勝： 40，729，400円 枠連： 16，619，000円
馬連： 69，705，000円 馬単： 34，425，200円 ワイド： 47，592，400円
3連複： 94，679，200円 3連単： 111，010，000円 計： 446，088，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 250円 � 320円 枠 連（1－2） 1，150円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 1，840円

ワ イ ド �� 500円 �� 790円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 4，350円 3 連 単 ��� 16，240円

票 数

単勝票数 計 313280 的中 � 81912（1番人気）
複勝票数 計 407294 的中 � 93228（1番人気）� 38178（4番人気）� 27453（5番人気）
枠連票数 計 166190 的中 （1－2） 11177（4番人気）
馬連票数 計 697050 的中 �� 44949（4番人気）
馬単票数 計 344252 的中 �� 13991（7番人気）
ワイド票数 計 475924 的中 �� 26078（4番人気）�� 15400（8番人気）�� 5714（21番人気）
3連複票数 計 946792 的中 ��� 16294（12番人気）
3連単票数 計1110100 的中 ��� 4954（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．8―35．6―47．9―1：00．1―1：12．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．7
3 ・（7，8，14）10，4（5，16）（2，13）9（3，12）15（1，6）11 4 ・（7，8，10）4，2（5，16）（3，9，13，14）12（1，6，15）11

勝馬の
紹 介

エヌワイパフューム �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 トワイニング デビュー 2018．10．14 東京6着

2016．5．2生 牝3鹿 母 ラプターセイハート 母母 リ リ ウ ム 8戦1勝 賞金 8，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラッキーホームラン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年6月5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〕 ハーンハリーリ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月5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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クリノピンクダイヤ号

第２回 東京競馬 第６日



12060 5月5日 晴 稍重 （1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

713� エンシュラウド 牡3芦 56 C．ルメールゴドルフィン 藤沢 和雄 英 Mark Johnston
Racing Ltd 474－ 21：48．2 1．6�

816 サクラデュエル 牡3鹿 56 横山 典弘�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 490＋ 41：48．51� 4．9�
35 ケイアイネイビー 牡3栗 56 北村 友一亀田 和弘氏 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 448＋141：48．71	 18．7�
12 ストームリッパー 
3鹿 56 三浦 皇成吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 500－14 〃 クビ 4．4�
612 ピエタフィリアーレ 牡3栗 56

54 △野中悠太郎佐伯 太朗氏 菊川 正達 新冠 長浜 秀昭 468－ 21：49．33� 264．9�
36 エベレストテソーロ 牡3芦 56 内田 博幸了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 新冠 ハシモトフアーム 484－ 21：49．62 35．0	
47 トキノユウホウ 牡3鹿 56 岩田 康誠岡田 勇氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 480＋ 81：49．7� 37．1

714 コスモアイトーン 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 81：49．8クビ 47．7�
24 スーパーロキ 牡3鹿 56 吉田 豊�ラ・メール 田村 康仁 浦河 辻 牧場 462－ 41：50．01	 205．4
48 ペイシャパシャ 牝3鹿 54 武士沢友治北所 直人氏 高市 圭二 様似 富田 恭司 420－14 〃 クビ 130．1�
611 セイカアミダイケ 牝3芦 54 吉田 隼人久米 大氏 小野 次郎 新冠 シンユウフアーム 422＋ 21：50．31� 300．0�
510� ベルゲンハーバー 牡3栗 56 戸崎 圭太林 正道氏 斎藤 誠 米 Tim Thornton 450＋ 21：50．4� 27．6�
23 クリンカービルト 牡3黒鹿56 大野 拓弥 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 486 ―1：50．61� 29．2�
59 エタニティマリー 牝3栗 54 伴 啓太村島 昭男氏 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 410＋ 61：50．7� 315．1�
11 クリノピンクダイヤ 牝3鹿 54 伊藤 工真栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 荒谷牧場 442＋ 21：50．8� 333．1�
815 ア レ ミ テ ィ 牡3黒鹿 56

55 ☆武藤 雅落合 幸弘氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 520 ―2：00．6大差 181．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，263，100円 複勝： 101，789，000円 枠連： 15，861，700円
馬連： 73，044，700円 馬単： 45，953，200円 ワイド： 51，128，200円
3連複： 100，180，700円 3連単： 155，256，900円 計： 585，477，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 140円 � 240円 枠 連（7－8） 340円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 570円

ワ イ ド �� 190円 �� 450円 �� 880円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 4，400円

票 数

単勝票数 計 422631 的中 � 200313（1番人気）
複勝票数 計1017890 的中 � 680760（1番人気）� 90218（2番人気）� 35036（4番人気）
枠連票数 計 158617 的中 （7－8） 35165（1番人気）
馬連票数 計 730447 的中 �� 159724（1番人気）
馬単票数 計 459532 的中 �� 59942（1番人気）
ワイド票数 計 511282 的中 �� 86717（1番人気）�� 26506（4番人気）�� 12382（11番人気）
3連複票数 計1001807 的中 ��� 43647（4番人気）
3連単票数 計1552569 的中 ��� 25545（7番人気）

ハロンタイム 13．1―11．7―11．9―12．6―12．6―12．1―11．2―11．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．8―36．7―49．3―1：01．9―1：14．0―1：25．2―1：36．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F34．2

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

勝馬の
紹 介

�エンシュラウド �
�
父 Authorized �

�
母父 Tobougg デビュー 2018．12．28 中山2着

2016．3．19生 牡3芦 母 Screen Star 母母 Actoris 4戦1勝 賞金 11，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アレミティ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年6月5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〕 クリノピンクダイヤ号・ペイシャパシャ号・エタニティマリー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和

元年7月5日まで平地競走に出走できない。
※クリノピンクダイヤ号・ケイアイネイビー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

12061 5月5日 晴 稍重 （1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

57 レッドクーゲル 牡3栗 56 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 尾関 知人 日高 下河辺牧場 420－ 42：21．2 2．5�
610 グランヴィスタ 牡3栗 56 田辺 裕信 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 516± 02：21．41� 4．0�
814 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－ 2 〃 ハナ 9．4�

（豪）

45 ビギングローリー 牡3芦 56
54 △野中悠太郎窪田 康志氏 中川 公成 平取 坂東牧場 B464＋ 42：22．14 39．5�

33 メイショウジザイ 牡3鹿 56 内田 博幸松本 好雄氏 和田 勇介 平取 びらとり牧場 498＋ 22：22．52� 49．5	
46 トランスポーター 牡3芦 56 川田 将雅安原 浩司氏 戸田 博文 日高 春木ファーム 474＋ 22：22．6� 3．2

11 モッシュピット 牝3鹿 54 松岡 正海�G1レーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 458－ 62：22．7� 13．6�
813 ショウチクバイ 牡3鹿 56 菅原 隆一�ミルファーム 宗像 義忠 新冠 小泉 学 486± 0 〃 クビ 46．3�
712 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 444－122：23．01� 421．3

34 トライアンフ 牡3鹿 56 江田 照男 Him Rock Racing
ホールディングス� 武市 康男 日高 北田 剛 432－ 22：23．21� 146．3�

69 ハロールーラー 牡3鹿 56 伴 啓太海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 木下牧場 416－ 8 〃 ハナ 169．3�
58 ヨコスカダンディー 牡3栗 56 柴田 大知 �高木競走馬育成牧場 清水 英克 新冠 浜口牧場 458＋ 62：24．05 329．3�
22 バトルフリーダム 牡3青鹿56 浜中 俊畑佐 博氏 角田 晃一 日高 いとう牧場 486＋ 62：25．8大差 26．5�

（13頭）
711 ナックゼウス 牡3栗 56 横山 典弘小松 欣也氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 488－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 39，396，900円 複勝： 47，688，500円 枠連： 15，830，200円
馬連： 70，840，400円 馬単： 38，204，700円 ワイド： 48，611，100円
3連複： 93，054，000円 3連単： 127，321，700円 計： 480，947，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 150円 � 180円 枠 連（5－6） 590円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 230円 �� 400円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 4，670円

票 数

単勝票数 差引計 393969（返還計 8701） 的中 � 124222（1番人気）
複勝票数 差引計 476885（返還計 15129） 的中 � 128840（1番人気）� 79564（3番人気）� 54271（4番人気）
枠連票数 差引計 158302（返還計 103） 的中 （5－6） 20678（2番人気）
馬連票数 差引計 708404（返還計 43647） 的中 �� 103908（2番人気）
馬単票数 差引計 382047（返還計 24434） 的中 �� 31660（3番人気）
ワイド票数 差引計 486111（返還計 41192） 的中 �� 60551（2番人気）�� 29730（4番人気）�� 17316（8番人気）
3連複票数 差引計 930540（返還計117261） 的中 ��� 47598（4番人気）
3連単票数 差引計1273217（返還計157482） 的中 ��� 19742（11番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―13．1―12．7―12．6―12．6―12．7―12．1―12．3―11．4―11．6―11．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100�
7．0―18．2―31．3―44．0―56．6―1：09．2―1：21．9―1：34．0―1：46．3―1：57．7―2：09．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F34．9
1
3
2（1，13，6）8（7，10）3（9，5）－（4，14）－12・（2，13）6，8，1，7，10，5（3，4，14）－9－12

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

勝馬の
紹 介

レッドクーゲル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Marju デビュー 2018．12．9 中京2着

2016．4．15生 牡3栗 母 ア ル レ シ ャ 母母 Reve d’Iman 6戦1勝 賞金 11，600，000円
〔競走除外〕 ナックゼウス号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻2分遅延。
〔制裁〕 バトルフリーダム号の騎手浜中俊は，1コーナーで外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：6番）
〔3走成績による出走制限〕 ヨコスカダンディー号・ハロールーラー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月5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。



12062 5月5日 晴 稍重 （1東京2） 第6日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時25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

55 スイープセレリタス 牝3黒鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：20．5 1．5�
11 スマイルスター 牝3栗 54 武 豊飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 494－ 61：20．71� 6．6�
89 イチゴミルフィーユ 牝3鹿 54 伊藤 工真保坂 和孝氏 林 徹 浦河 林 孝輝 446－ 61：20．8� 37．2�
88 グランソヴァール 牡3芦 56 戸崎 圭太広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 494－ 61：20．9� 6．7�
44 シャンデリアムーン 牝3鹿 54 田辺 裕信鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 新ひだか 松田牧場 464＋ 21：21．0� 25．3	
22 スペキュラース 牝3黒鹿54 柴田 大知 �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 460－ 41：21．21 15．5

77 トウカイオラージュ 牡3栗 56 北村 友一内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 454－ 2 〃 ハナ 6．6�
66 ヘリンヌリング 牝3青 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤士津八 新冠 ビッグレッドファーム 438－ 21：22．37 188．0�
33 ランネシアーナ 牝3栗 54 藤岡 佑介太田 勝久氏 作田 誠二 浦河 大道牧場 448－ 81：27．6大差 117．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 44，088，300円 複勝： 154，212，800円 枠連： 10，295，900円
馬連： 61，999，100円 馬単： 50，392，500円 ワイド： 44，068，500円
3連複： 79，101，500円 3連単： 206，988，700円 計： 651，147，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 150円 � 410円 枠 連（1－5） 370円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 190円 �� 620円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 2，440円 3 連 単 ��� 5，360円

票 数

単勝票数 計 440883 的中 � 231104（1番人気）
複勝票数 計1542128 的中 � 1183237（1番人気）� 89155（3番人気）� 20087（7番人気）
枠連票数 計 102959 的中 （1－5） 21545（1番人気）
馬連票数 計 619991 的中 �� 123755（1番人気）
馬単票数 計 503925 的中 �� 76998（1番人気）
ワイド票数 計 440685 的中 �� 76316（1番人気）�� 16141（9番人気）�� 6036（17番人気）
3連複票数 計 791015 的中 ��� 24280（10番人気）
3連単票数 計2069887 的中 ��� 27995（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．8―33．9―45．4―56．7―1：08．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．1
3 4－（1，3）－9，6（7，8）－（2，5） 4 4－（1，3）－（6，9）（7，8）（2，5）

勝馬の
紹 介

スイープセレリタス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2018．8．25 新潟5着

2016．6．5生 牝3黒鹿 母 スイープトウショウ 母母 タバサトウショウ 5戦2勝 賞金 17，981，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ランネシアーナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年6月5日まで平地競走

に出走できない。
※ランネシアーナ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

12063 5月5日 晴 重 （1東京2） 第6日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走12時55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
1：21．5
1：20．3

重
不良

712 メイショウアテン 牝5鹿 55 大野 拓弥松本 好雄氏 和田 勇介 様似 中脇 一幸 478＋ 41：24．3 11．4�
11 モリトシラユリ 牝5芦 55 内田 博幸石橋 忠之氏 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 492－ 4 〃 ハナ 3．8�
23 カーネリアン 牝5鹿 55 D．レーン 林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 492± 01：24．4� 4．1�

（豪）

611 ガトーブリランテ 牝4栗 55 岩田 康誠 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 追分ファーム 462± 01：24．5� 7．6�
58 タツオウカランブ 牝4栗 55 吉田 豊鈴木 髙幸氏 古賀 史生 浦河トラストスリーファーム 490＋ 21：24．6� 23．3�
610 ラインアストリア 牝4鹿 55

54 ☆武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム B484＋ 2 〃 クビ 55．7	
35 シネマソングス 牝4黒鹿55 藤岡 佑介 
グリーンファーム小笠 倫弘 浦河 有限会社

吉田ファーム 418＋ 2 〃 ハナ 9．1�
34 フジマサクイーン 牝5鹿 55 江田 照男藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 斉藤スタッド B452－ 41：25．02� 138．6�
815 ロマンスマジック 牝5栗 55 三浦 皇成�ミルファーム 奥平 雅士 新ひだか 松本牧場 446＋ 81：25．21� 96．8
22 � フロースヒルデ 牝4鹿 55 吉田 隼人宮川 保氏 南田美知雄 日高 浦新 徳司 436± 01：25．3クビ 149．1�
46 ミンネザング 牝5鹿 55 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス
 萩原 清 安平 ノーザンファーム 496＋ 2 〃 クビ 4．5�
713 ヒカリトップメモリ 牝6鹿 55 石橋 脩
ヒカリクラブ 池上 昌和 新ひだか 服部 牧場 492＋101：25．4クビ 27．7�
814 グリズリダンス 牝4鹿 55 松若 風馬石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 472＋ 21：25．5� 17．2�
47 � ゴールドムーン 牝4鹿 55

53 △菊沢 一樹野口 弘司氏 浅野洋一郎 浦河 大道牧場 442＋ 21：25．82 203．6�
59 � ハ ル メ キ 牝4黒鹿55 武士沢友治 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 深山 雅史 新冠 三村 卓也 458＋ 61：25．9クビ 58．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 36，955，800円 複勝： 53，838，500円 枠連： 18，210，800円
馬連： 85，976，500円 馬単： 37，055，200円 ワイド： 60，127，500円
3連複： 114，566，400円 3連単： 134，993，300円 計： 541，724，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 330円 � 160円 � 170円 枠 連（1－7） 1，870円

馬 連 �� 2，740円 馬 単 �� 6，620円

ワ イ ド �� 950円 �� 810円 �� 420円

3 連 複 ��� 3，620円 3 連 単 ��� 31，870円

票 数

単勝票数 計 369558 的中 � 25917（6番人気）
複勝票数 計 538385 的中 � 33920（7番人気）� 98702（2番人気）� 85564（3番人気）
枠連票数 計 182108 的中 （1－7） 7530（11番人気）
馬連票数 計 859765 的中 �� 24236（11番人気）
馬単票数 計 370552 的中 �� 4193（27番人気）
ワイド票数 計 601275 的中 �� 15548（11番人気）�� 18406（10番人気）�� 39118（3番人気）
3連複票数 計1145664 的中 ��� 23731（8番人気）
3連単票数 計1349933 的中 ��� 3070（99番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．0―36．0―48．2―1：00．1―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウアテン �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2017．1．14 中山5着

2014．5．10生 牝5鹿 母 ニンフェッタ 母母 ニンナナンナ 23戦3勝 賞金 27，350，000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。



12064 5月5日 晴 重 （1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

59 サンチェサピーク 牡5黒鹿57 M．デムーロ �加藤ステーブル 加藤 征弘 新冠 芳住 鉄兵 536＋ 61：35．3 2．3�
22 トーセンヴィータ 牡4青鹿57 内田 博幸島川 �哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ

スティファーム B550＋ 81：36．15 4．5�
814� ウエスタンボルト 	6鹿 57 吉田 豊西川 賢氏 小野 次郎 新ひだか ウエスタンファーム 480± 0 〃 クビ 101．8�
23 レッドオールデン 	4鹿 57 C．ルメール �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 486－101：36．2
 5．0�
815 シトラスクーラー 	6鹿 57 大野 拓弥�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 462－10 〃 ハナ 11．0	
47 レ ア バ ー ド 牡4鹿 57 田中 勝春田中 春美氏 高市 圭二 新ひだか 田中 春美 532－ 21：36．41� 22．2

610 カ ナ メ 牡4青鹿57 松若 風馬玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 B544－ 61：36．82� 35．4�
34 プログレスシチー 	6鹿 57

56 ☆武藤 雅 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 新ひだか カタオカフアーム 480－ 41：36．9クビ 178．3�
58 � マナツノヨノユメ 牝5鹿 55

53 △菊沢 一樹國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 468＋ 41：37．21
 26．6
712 ヨクエロマンボ 	6芦 57 横山 典弘平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 458± 01：37．3� 7．9�
35 ヴィーグリーズ 牡5鹿 57

55 △野中悠太郎�服部牧場 清水 英克 新ひだか 服部 健太郎 470＋ 21：37．61
 145．6�
46 スターオンザヒル 牡4黒鹿57 柴田 大知飯田総一郎氏 南田美知雄 日高 千葉飯田牧場 504＋ 61：38．34 195．5�
611 ディアライゼ 	5栗 57 三浦 皇成ディアレストクラブ� 伊藤 圭三 浦河 小島牧場 B522± 01：38．51 27．5�
713 エ ト ナ 牡4鹿 57 江田 照男岡田 牧雄氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム B498＋ 4 〃 ハナ 107．2�
11 � ト ッ プ ギ ア 牡4鹿 57 高倉 稜 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 浦河 日進牧場 B442＋ 41：38．92� 354．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 47，150，500円 複勝： 63，758，900円 枠連： 24，099，700円
馬連： 100，938，100円 馬単： 47，238，600円 ワイド： 68，412，900円
3連複： 129，764，300円 3連単： 174，035，500円 計： 655，398，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 130円 � 1，350円 枠 連（2－5） 280円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 220円 �� 2，390円 �� 4，360円

3 連 複 ��� 9，220円 3 連 単 ��� 25，250円

票 数

単勝票数 計 471505 的中 � 162055（1番人気）
複勝票数 計 637589 的中 � 162193（1番人気）� 146143（2番人気）� 6720（10番人気）
枠連票数 計 240997 的中 （2－5） 65134（1番人気）
馬連票数 計1009381 的中 �� 160411（1番人気）
馬単票数 計 472386 的中 �� 50055（1番人気）
ワイド票数 計 684129 的中 �� 100774（1番人気）�� 6395（27番人気）�� 3456（34番人気）
3連複票数 計1297643 的中 ��� 10551（32番人気）
3連単票数 計1740355 的中 ��� 4996（79番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―35．2―47．1―59．3―1：11．3―1：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F36．0
3 ・（3，4，8）（2，9）5－7，1（10，15，13）－14（6，11）－12 4 ・（3，4）8（2，9）5（1，7）（10，15）14－（6，11）13－12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サンチェサピーク �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2017．1．28 東京2着

2014．2．26生 牡5黒鹿 母 マスターギラティナ 母母 イシノスター 9戦3勝 賞金 31，800，000円
〔制裁〕 エトナ号の騎手江田照男は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番・11番・10番）
※出走取消馬 サクラトップスター号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ヴィーヴァバッカス号・サンマルライバル号

12065 5月5日 晴 良 （1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 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

88 カ ヴ ァ ル 牡4青鹿57 C．ルメール �サンデーレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 500－ 42：01．7 2．5�

33 モ ク レ レ 牡5黒鹿57 戸崎 圭太金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 506－ 62：01．91� 3．0�

11 ベイビーステップ 牡5鹿 57
56 ☆武藤 雅大塚 亮一氏 菊川 正達 浦河 杵臼牧場 490± 0 〃 クビ 42．9�

77 ストロングレヴィル 牡5黒鹿57 D．レーン 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 492± 02：02．11� 3．3�

（豪）

22 マイネルズイーガー 牡5栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 510± 02：02．2	 14．2	

44 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 452＋ 42：02．3クビ 29．2

66 フォワードカフェ 牡7黒鹿57 内田 博幸西川 恭子氏 和田 勇介 むかわ 上水牧場 530＋ 42：02．51� 54．8�
55 サーレンブラント 牡5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 454± 02：02．6
 10．5�

（8頭）

売 得 金
単勝： 42，869，900円 複勝： 36，110，300円 枠連： 発売なし
馬連： 82，176，400円 馬単： 43，284，300円 ワイド： 44，831，000円
3連複： 92，441，200円 3連単： 209，801，100円 計： 551，514，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 130円 � 460円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 200円 �� 1，160円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 3，540円 3 連 単 ��� 10，760円

票 数

単勝票数 計 428699 的中 � 132339（1番人気）
複勝票数 計 361103 的中 � 95320（1番人気）� 79041（3番人気）� 12036（8番人気）
馬連票数 計 821764 的中 �� 156118（2番人気）
馬単票数 計 432843 的中 �� 42058（2番人気）
ワイド票数 計 448310 的中 �� 74126（1番人気）�� 8504（14番人気）�� 7673（15番人気）
3連複票数 計 924412 的中 ��� 19576（11番人気）
3連単票数 計2098011 的中 ��� 14126（40番人気）

ハロンタイム 13．7―12．7―12．3―12．4―12．7―12．2―12．0―11．0―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．7―26．4―38．7―51．1―1：03．8―1：16．0―1：28．0―1：39．0―1：50．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．7―3F33．7

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

勝馬の
紹 介

カ ヴ ァ ル 
�
父 エイシンフラッシュ 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．10．15 東京2着

2015．2．8生 牡4青鹿 母 ペニーホイッスル 母母 ラークホイッスル 11戦3勝 賞金 33，350，000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。



12066 5月5日 晴 良 （1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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

510 アンノートル 牡5鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 博康 日高 山際 辰夫 502± 01：32．6 7．7�
612 レジーナドーロ 牝4栗 55 D．レーン �G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 446－ 41：32．81� 6．5�

（豪）

815 ワンダープチュック 牡5黒鹿57 岩崎 翼山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 500＋161：32．9	 32．7�
816 サンラモンバレー 牡4鹿 57 B．アヴドゥラ 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 480－ 2 〃 ハナ 29．2�

（豪）

714 バティスティーニ 牡6鹿 57 北村 友一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B488－ 4 〃 アタマ 40．5	
48 ルタンデュボヌール 牡5黒鹿57 岩田 康誠 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B484－ 21：33．0クビ 9．5

713 ミュージアムヒル 牝4鹿 55 戸崎 圭太吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 476± 0 〃 ハナ 6．4�
35 リ カ ビ ト ス 牝5鹿 55 C．ルメール �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 434－ 21：33．1	 3．2�
11 エンヴァール 牡6栗 57 福永 祐一寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 470± 0 〃 ハナ 34．6
36 チャンピオンルパン 牡8鹿 57 三浦 皇成坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 榊原 光子 494＋ 21：33．31� 70．4�
12 ジ ョ イ フ ル 牡5鹿 57 M．デムーロゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514－ 4 〃 アタマ 28．9�
817 ソロフレーズ 牡4青鹿57 江田 照男ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484＋ 2 〃 クビ 59．1�
611 ペイドメルヴェイユ 牝5栗 55 武藤 雅吉田 照哉氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 486± 0 〃 アタマ 74．6�
59 インスピレーション 牡4黒鹿57 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 480－ 21：33．72	 13．2�
24 クラークキー 牡5鹿 57 武 豊保坂 和孝氏 池上 昌和 新冠 長浜牧場 502＋ 6 〃 ハナ 11．8�
23 テ ン ク ウ 牡4黒鹿57 田辺 裕信井山 登氏 奥村 武 新冠 岩見牧場 460－ 41：34．02 26．9�
47 タブレットピーシー 牡8芦 57 伊藤 工真薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 490± 01：35．17 418．4�

（17頭）

売 得 金
単勝： 75，104，700円 複勝： 108，316，600円 枠連： 36，948，500円
馬連： 173，200，200円 馬単： 63，603，600円 ワイド： 114，397，000円
3連複： 237，978，100円 3連単： 266，828，400円 計： 1，076，377，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 330円 � 250円 � 770円 枠 連（5－6） 1，780円

馬 連 �� 3，240円 馬 単 �� 6，000円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 3，460円 �� 4，190円

3 連 複 ��� 32，480円 3 連 単 ��� 139，170円

票 数

単勝票数 計 751047 的中 � 77459（4番人気）
複勝票数 計1083166 的中 � 88689（5番人気）� 124470（3番人気）� 32019（10番人気）
枠連票数 計 369485 的中 （5－6） 16013（8番人気）
馬連票数 計1732002 的中 �� 41329（11番人気）
馬単票数 計 636036 的中 �� 7942（16番人気）
ワイド票数 計1143970 的中 �� 23967（11番人気）�� 8415（37番人気）�� 6934（49番人気）
3連複票数 計2379781 的中 ��� 5495（104番人気）
3連単票数 計2668284 的中 ��� 1390（423番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―11．8―11．7―11．1―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―34．9―46．7―58．4―1：09．5―1：20．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．2
3 ・（8，9）（1，7）11（4，13，14）（3，2，16）（5，6，10，15）（12，17） 4 ・（8，9）（1，7，11）（4，13，14）（2，16）（3，15）10（5，6，17）12

勝馬の
紹 介

アンノートル �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2016．6．25 東京1着

2014．3．10生 牡5鹿 母 タイキシャイン 母母 タイキトゥインクル 20戦5勝 賞金 69，056，000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。

12067 5月5日 晴 重 （1東京2） 第6日 第10競走 ��
��2，100�ブリリアントステークス（Ｌ）

発走15時00分 （ダート・左）
4歳以上，30．5．5以降31．4．29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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000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

35 アングライフェン 牡7鹿 56 C．ルメール 前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 482－142：08．1 4．2�

47 プリンシアコメータ 牝6黒鹿55 岩田 康誠芳川 貴行氏 矢野 英一 新冠 ベルモント
ファーム B488± 02：08．2� 11．9�

12 コスモカナディアン 牡6鹿 55 川田 将雅 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 日高 アイズスタッド株式会社 498± 02：08．3クビ 7．4�
23 アンデスクイーン 牝5栗 52 戸崎 圭太 �グリーンファーム西園 正都 安平 ノーザンファーム 498＋ 62：08．4� 27．9�
713 ジュンヴァルカン 牡6鹿 54 D．レーン 河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 524－20 〃 クビ 11．5	

（豪）

510 ピ オ ネ ロ 牡8鹿 56 福永 祐一 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B490－ 82：08．61	 11．5

59 ストライクイーグル 牡6青鹿54 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＋ 42：08．7� 32．9�
612 テルペリオン 牡5栗 56 松若 風馬�ダイリン 寺島 良 浦河 谷川牧場 B524－ 8 〃 ハナ 7．3�
36 ゴールデンブレイヴ 牡6栗 54 石橋 脩保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 494－102：08．8クビ 6．6
816
 ク ロ ス ケ 牡4青鹿55 三浦 皇成助川 啓一氏 水野 貴広 新冠 大狩部牧場 452± 0 〃 クビ 11．9�
611 ホーリーブレイズ 牡5鹿 55 高倉 稜村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 476＋ 22：09．54 13．7�
815 ノーブルサターン 牡5黒鹿53 �島 良太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新冠 ハシモトフアーム 508＋ 82：09．6クビ 151．5�
714 ザイディックメア 牡7鹿 55 北村 友一 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 482＋ 42：10．13 22．9�
24 サルサディオーネ 牝5栗 53 吉田 豊菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 B502＋ 22：10．31 46．1�
11 キ ク ノ ル ア 牡5栗 54 浜中 俊菊池 五郎氏 奥村 豊 新ひだか 田中 春美 B514＋ 32：10．93� 29．4�
48 
 ワークアンドラブ 牡4栗 54 大野 拓弥小林 祥晃氏 和田 勇介 新ひだか グランド牧場 470＋132：12．07 115．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 72，474，400円 複勝： 108，414，700円 枠連： 50，831，900円
馬連： 212，685，000円 馬単： 76，645，900円 ワイド： 128，215，700円
3連複： 310，226，600円 3連単： 337，041，100円 計： 1，296，535，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 190円 � 280円 � 220円 枠 連（3－4） 1，760円

馬 連 �� 2，610円 馬 単 �� 4，880円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 540円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 4，610円 3 連 単 ��� 21，860円

票 数

単勝票数 計 724744 的中 � 137895（1番人気）
複勝票数 計1084147 的中 � 168387（1番人気）� 89369（6番人気）� 126396（2番人気）
枠連票数 計 508319 的中 （3－4） 22350（7番人気）
馬連票数 計2126850 的中 �� 62985（6番人気）
馬単票数 計 766459 的中 �� 11776（9番人気）
ワイド票数 計1282157 的中 �� 28484（9番人気）�� 64745（1番人気）�� 23081（14番人気）
3連複票数 計3102266 的中 ��� 50391（5番人気）
3連単票数 計3370411 的中 ��� 11176（19番人気）

ハロンタイム 6．9―11．2―12．5―12．4―12．0―12．2―12．4―12．1―12．0―11．9―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
6．9―18．1―30．6―43．0―55．0―1：07．2―1：19．6―1：31．7―1：43．7―1：55．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アングライフェン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 パントレセレブル デビュー 2014．7．26 中京4着

2012．4．13生 牡7鹿 母 レッドスレッド 母母 シネマスコープ 40戦7勝 賞金 200，888，000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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 クラシックメタル号・タイセイパルサー号・パルトネルラーフ号・ハーベストムーン号・プロトコル号・

ワンダーリーデル号
※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。

２レース目



12068 5月5日 晴 良 （1東京2） 第6日 第11競走 ��
��1，600�第24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 3，906，000円 1，116，000円 558，000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

817 アドマイヤマーズ 牡3栗 57 M．デムーロ近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：32．4 4．3�
818 ケイデンスコール 牡3鹿 57 石橋 脩 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 460－ 61：32．5� 87．7�
510 カ テ ド ラ ル 牡3鹿 57 B．アヴドゥラ �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 476－ 4 〃 ハナ 32．8�

（豪）

23 ダノンチェイサー 牡3鹿 57 川田 将雅�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 476± 01：32．71	＋クビ 10．0�
47 グランアレグリア 牝3鹿 55 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 474－ 2 （降着） 1．5	
48 ヴァルディゼール 牡3鹿 57 北村 友一�G1レーシング 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 446－ 41：32．8� 50．1

714 ハッピーアワー 牡3鹿 57 吉田 隼人髙嶋 祐子氏 武 幸四郎 浦河 有限会社

吉田ファーム 442－ 4 〃 ハナ 69．1�
816 トオヤリトセイト 牡3青鹿57 福永 祐一村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 470－ 2 〃 ハナ 120．6�
612 ワイドファラオ 牡3栗 57 内田 博幸幅田 昌伸氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム 500－12 〃 クビ 62．2
36 グルーヴィット 牡3鹿 57 D．レーン �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：32．9クビ 19．2�

（豪）

35 マイネルフラップ 牡3黒鹿57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 4 〃 クビ 111．2�

12 プールヴィル 牝3鹿 55 秋山真一郎吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 412－ 61：33．0クビ 85．6�
713 ファンタジスト 牡3黒鹿57 武 豊廣崎 利洋氏 梅田 智之 日高 Shall Farm 482＋ 21：33．31
 29．7�
11 クリノガウディー 牡3栗 57 藤岡 佑介栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 488± 01：33．51	 87．0�
715 ヴィッテルスバッハ 牡3鹿 57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 458－ 41：33．71	 19．9�
24 イ ベ リ ス 牝3鹿 55 浜中 俊前田 幸治氏 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 450－ 21：33．8
 77．9�
59 ミッキーブラック 牡3鹿 57 岩田 康誠野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 474＋ 4 〃 ハナ 285．2�
611 ロードグラディオ 牡3黒鹿57 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 西浦 勝一 新ひだか ケイアイファーム 470－ 41：34．22� 402．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 718，028，000円 複勝： 834，655，200円 枠連： 398，668，300円 馬連： 2，070，335，600円 馬単： 1，002，933，600円
ワイド： 1，132，463，200円 3連複： 3，382，299，000円 3連単： 6，292，322，900円 5重勝： 553，304，500円 計： 16，385，010，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 210円 � 1，270円 � 750円 枠 連（8－8） 6，440円

馬 連 �� 17，200円 馬 単 �� 22，440円

ワ イ ド �� 3，480円 �� 1，840円 �� 12，620円

3 連 複 ��� 97，390円 3 連 単 ��� 410，680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����� 8，419，850円

票 数

単勝票数 計7180280 的中 � 1329400（2番人気）
複勝票数 計8346552 的中 � 1280640（2番人気）� 147911（12番人気）� 263495（7番人気）
枠連票数 計3986683 的中 （8－8） 47924（18番人気）
馬連票数 計20703356 的中 �� 99249（31番人気）
馬単票数 計10029336 的中 �� 33519（49番人気）
ワイド票数 計11324632 的中 �� 83941（32番人気）�� 161248（17番人気）�� 22760（80番人気）
3連複票数 計33822990 的中 ��� 26045（180番人気）
3連単票数 計62923229 的中 ��� 11108（699番人気）
5重勝票数 計5533045 的中 ����� 46

ハロンタイム 12．0―10．4―11．5―11．9―12．0―11．3―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―22．4―33．9―45．8―57．8―1：09．1―1：20．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤマーズ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Medicean デビュー 2018．6．30 中京1着

2016．3．16生 牡3栗 母 ヴィアメディチ 母母 Via Milano 7戦5勝 賞金 273，525，000円
〔降着〕 グランアレグリア号は，4位〔タイム1分32秒7，着差1	馬身〕に入線したが，最後の直線コースで外側に斜行して

「ダノンチェイサー」号の走行を妨害し，かつ，走行妨害がなければ被害馬が先に入線していたと認められるため5着に降着。
〔制裁〕 グランアレグリア号の騎手C．ルメールは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて令和元年5月11日から令和元

年5月26日まで騎乗停止。（被害馬：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 インテンスライト号
※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。

12069 5月5日 晴 重 （1東京2） 第6日 第12競走 ��
��1，600�

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
1：33．8
1：33．3

重
良

815 フ ィ ス キ オ 牡5栗 57 戸崎 圭太�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 平山牧場 480－ 41：35．4 3．5�
612 オンザロックス 牡6鹿 57 M．デムーロ稻井田有司氏 森 秀行 新冠 ベルモント

ファーム 484－ 4 〃 クビ 7．9�
816 ビービーガウディ 牡5栗 57 岩田 康誠�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 476－141：35．5� 11．1�
714 リ ア リ ス ト 牡6鹿 57 D．レーン 吉澤 克己氏 相沢 郁 安平 ノーザンファーム B486－ 81：35．71	 14．3�

（豪）

23 シ ベ リ ウ ス 牡6栗 57 藤岡 佑介浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B472± 01：35．8
 21．2	
36 ジュニエーブル 牡5鹿 57 柴田 大知柴田 洋一氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 440－ 4 〃 ハナ 68．7

59 グラスブルース 牡5鹿 57 大野 拓弥半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B518＋ 6 〃 アタマ 108．7�
48 リスペクトアース 牡6黒鹿57 江田 照男 �グリーンファーム小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 548－ 61：36．22
 14．9�
713� エンパイアステート �6鹿 57 伴 啓太ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B502－121：36．3� 219．6
510� コパノジャッキー 牡4栗 57 浜中 俊小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 482＋ 4 〃 アタマ 8．9�
47  ラムセスバローズ 牡4栗 57 C．ルメール 猪熊 広次氏 木村 哲也 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

508＋ 4 〃 アタマ 3．1�
611 バケットリスト 牝4鹿 55 吉田 豊宮城 寛也氏 高橋 文雅 浦河 宮内牧場 482＋141：36．4
 94．3�
12  カ ミ ノ コ 牡4青鹿57 三浦 皇成門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-

ter Farm 464－ 61：37．14 53．3�
35 ホッコーライデン 牡5黒鹿57 田辺 裕信北幸商事� 松永 康利 日高 川端 正博 520＋ 41：37．63 16．0�
24 ウインメディウム 牝4栗 55 松岡 正海�ウイン 田中 剛 新冠 アラキフアーム 488＋ 21：38．13 238．2�
11 キクノウェスター 牡4鹿 57 B．アヴドゥラ 菊池 五郎氏 奥村 豊 新ひだか 矢野牧場 492± 01：38．95 64．4�

（豪）

（16頭）

売 得 金
単勝： 128，736，600円 複勝： 151，851，400円 枠連： 68，082，900円
馬連： 280，903，200円 馬単： 120，018，700円 ワイド： 197，885，100円
3連複： 417，850，200円 3連単： 601，261，800円 計： 1，966，589，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 280円 � 280円 枠 連（6－8） 1，260円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 3，480円

ワ イ ド �� 580円 �� 600円 �� 1，880円

3 連 複 ��� 7，020円 3 連 単 ��� 28，790円

票 数

単勝票数 計1287366 的中 � 287339（2番人気）
複勝票数 計1518514 的中 � 324113（2番人気）� 122808（5番人気）� 124756（4番人気）
枠連票数 計 680829 的中 （6－8） 41844（4番人気）
馬連票数 計2809032 的中 �� 112453（6番人気）
馬単票数 計1200187 的中 �� 25820（9番人気）
ワイド票数 計1978851 的中 �� 91170（2番人気）�� 86847（3番人気）�� 25352（17番人気）
3連複票数 計4178502 的中 ��� 44625（19番人気）
3連単票数 計6012618 的中 ��� 15139（70番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―22．8―34．4―46．4―58．6―1：10．8―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．8
3 2－4（1，14，9）12（5，7，16）15（10，11，8）－（6，13）－3 4 2（4，9）（1，14）（12，16）（5，7）（15，8）（10，11）（6，13）3

勝馬の
紹 介

フ ィ ス キ オ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．6．26 東京2着

2014．3．2生 牡5栗 母 フ ィ ー ユ 母母 ファレノプシス 24戦4勝 賞金 63，285，000円
〔発走状況〕 リスペクトアース号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔調教再審査〕 リスペクトアース号は，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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 フィルムフランセ号
（非抽選馬） 2頭 ケルティックソード号・トレンドライン号
※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



（1東京2）第6日 5月5日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 175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

407，940，000円
5，060，000円
23，520，000円
7，130，000円
50，280，000円
71，712，500円
5，153，000円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
1，309，630，900円
1，757，329，900円
672，406，500円
3，348，602，900円
1，595，336，800円
1，983，093，400円
5，145，804，900円
8，736，997，800円
553，304，500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 25，102，507，600円

総入場人員 63，311名 （有料入場人員 56，026名）
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