
12130 5月26日 晴 良 （1東京2） 第12日 第1競走 ��
��1，400�3歳未勝利

発走9時40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

47 ナムラジョニー 牡3芦 56 石橋 脩奈村 信重氏 大和田 成 様似 林 時春 512＋ 41：26．5 7．5�
23 メ ン デ ィ 牡3鹿 56 木幡 初也 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 リトルブルーファーム 488－ 21：26．82 4．4�
48 � ラスベガステソーロ 牡3黒鹿56 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 米 Lochlow
Farm 518－ 41：26．9� 4．2�

714 シ ュ ン ラ ン 牝3黒鹿54 吉田 豊中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 430－ 81：27．53� 29．1�
59 ロンリーウェイ 牡3青鹿56 戸崎 圭太小原準一郎氏 田島 俊明 新冠 有限会社 大

作ステーブル 484＋ 81：27．81	 10．1�
35 ウィンズオブゴッド 牡3栗 56 大野 拓弥髙橋 貴士氏 伊藤 大士 浦河 栄進牧場 B492－ 81：27．9� 8．7	
713 レッドアデニウム 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅 �東京ホースレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 540＋ 81：28．43 10．4

612 シ ン ソ ク 牡3黒鹿56 嶋田 純次山口 春夫氏 和田正一郎 新冠 柏木 一則 466－ 21：28．72 314．3�
510 トミケンミステリオ 牡3栗 56 江田 照男冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 永村 侑 B466± 01：28．9	 151．9�
815 ストロングガルム 牡3鹿 56 岩田 康誠村木 篤氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 452± 0 〃 ハナ 94．1
36 セイユウビューティ 牝3栗 54

51 ▲菅原 明良松岡 正二氏 加藤 和宏 浦河 カケハムポニークラブ 442± 01：29．85 171．7�
12 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 482－ 61：30．12 4．7�

611 カフェアリアドネ 牝3鹿 54
51 ▲大塚 海渡西川 恭子氏 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム 438－ 81：30．2� 178．0�

24 オ ニ カ ゲ 牡3鹿 56
55 ☆木幡 巧也石田 宏氏 田中 清隆 日高 坪田 信作 B468－121：30．41
 248．3�

11 スズカキッド 牡3栗 56 村田 一誠永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 宮内牧場 B454－ 2 〃 アタマ 119．3�
816 タイキリヴェール 牡3鹿 56

55 ☆菊沢 一樹�大樹ファーム 菊沢 隆徳 新ひだか 橋本牧場 464＋ 4 （競走中止） 16．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，534，300円 複勝： 55，686，100円 枠連： 14，560，300円
馬連： 80，913，400円 馬単： 33，171，000円 ワイド： 50，055，300円
3連複： 105，304，300円 3連単： 117，420，100円 計： 489，644，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 220円 � 170円 � 180円 枠 連（2－4） 760円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 3，920円

ワ イ ド �� 610円 �� 880円 �� 490円

3 連 複 ��� 3，480円 3 連 単 ��� 24，190円

票 数

単勝票数 計 325343 的中 � 34608（4番人気）
複勝票数 計 556861 的中 � 58698（5番人気）� 93403（2番人気）� 80744（3番人気）
枠連票数 計 145603 的中 （2－4） 14671（2番人気）
馬連票数 計 809134 的中 �� 35421（4番人気）
馬単票数 計 331710 的中 �� 6338（15番人気）
ワイド票数 計 500553 的中 �� 21088（4番人気）�� 14098（11番人気）�� 27073（2番人気）
3連複票数 計1053043 的中 ��� 22689（9番人気）
3連単票数 計1174201 的中 ��� 3519（77番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．8―12．3―12．7―12．9―13．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラジョニー �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2019．2．24 中山2着

2016．5．23生 牡3芦 母 ナムラビーム 母母 クールベット 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔競走中止〕 タイキリヴェール号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕トミケンミステリオ号の騎手江田照男は，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：12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。
（非抽選馬） 1頭 ボルンタード号

12131 5月26日 晴 良 （1東京2） 第12日 第2競走 ��1，600�3歳未勝利
発走10時10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
1：33．8
1：33．3

重
良

815 シゲルヒスイ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B474－ 21：40．0 3．5�
612 ダークロード 牡3黒鹿 56

55 ☆武藤 雅田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 532＋ 41：40．53 123．2�
36 ジ ェ イ コ ブ 牡3鹿 56

55 ☆横山 武史市川義美ホール
ディングス� 中舘 英二 千歳 社台ファーム 484± 0 〃 クビ 60．0�

12 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 B512－ 21：40．71� 2．5�

47 セ オ リ ー 牡3青鹿56 福永 祐一藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 476＋ 21：40．8クビ 7．4�
11 セイクリッドキング 牡3鹿 56 田辺 裕信 K.S．ヤップ氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 518± 0 〃 ハナ 18．3	
816 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 B502＋ 21：40．9� 13．4�
35 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± 01：41．11� 30．0�
510 ギャップオブリアル 牡3黒鹿56 丹内 祐次 
コスモヴューファーム 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 466－ 21：41．2クビ 122．5
59 アカンダナパワー 牝3鹿 54

51 ▲菅原 明良聖心台牧場
 萱野 浩二 新ひだか 聖心台牧場 438－ 6 〃 クビ 39．4�
713 ラスヴェート �3黒鹿56 三浦 皇成�ノースヒルズ 上原 博之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476± 01：41．3クビ 6．0�
714 サンマルジョーダン 牡3黒鹿 56

55 ☆菊沢 一樹相馬 勇氏 佐藤 吉勝 浦河 中村 雅明 442－ 21：41．62 434．0�
23 ヤマニンポラール �3黒鹿56 伊藤 工真土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 444＋ 21：41．7クビ 224．0�
48 ストロングヘヴン 牡3青 56 西村 太一天堀 忠博氏 松永 康利 日高 門別 敏朗 542＋18 〃 クビ 233．5�
611 ハクサンメイゲツ 牡3鹿 56 内田 博幸篠﨑 恒雄氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 448＋ 41：42．55 27．8�
24 ブリリアントモア 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 442－ 61：46．5大差 299．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，062，700円 複勝： 60，927，300円 枠連： 17，489，800円
馬連： 78，777，700円 馬単： 39，090，100円 ワイド： 51，792，500円
3連複： 96，608，600円 3連単： 126，083，600円 計： 509，832，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 220円 � 2，980円 � 1，210円 枠 連（6－8） 4，150円

馬 連 �� 36，930円 馬 単 �� 42，000円

ワ イ ド �� 7，710円 �� 3，290円 �� 36，900円

3 連 複 ��� 327，850円 3 連 単 ��� 1，828，210円

票 数

単勝票数 計 390627 的中 � 87782（2番人気）
複勝票数 計 609273 的中 � 92367（2番人気）� 4596（11番人気）� 11801（10番人気）
枠連票数 計 174898 的中 （6－8） 3263（13番人気）
馬連票数 計 787777 的中 �� 1759（48番人気）
馬単票数 計 390901 的中 �� 698（76番人気）
ワイド票数 計 517925 的中 �� 1732（47番人気）�� 4103（30番人気）�� 359（81番人気）
3連複票数 計 966086 的中 ��� 221（230番人気）
3連単票数 計1260836 的中 ��� 50（1267番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―36．4―49．4―1：02．5―1：15．2―1：27．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルヒスイ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．7．7 中京12着

2016．4．25生 牡3黒鹿 母 ザ デ イ 母母 ウエイアウト 13戦1勝 賞金 11，350，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブリリアントモア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月26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〕 ブリリアントモア号・ストロングヘヴン号・ギャップオブリアル号は，「3走成績による出走制限」のため，

令和元年7月26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 マーベラスアゲン号
（非抽選馬） 1頭 サンライズエール号

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第２回 東京競馬 第１２日



12132 5月26日 晴 良 （1東京2） 第12日 第3競走 ��1，300�3歳未勝利
発走10時40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
1：16．1
1：16．1

重
重

713 ラブヴィサージュ 牝3栗 54
53 ☆坂井 瑠星 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 452－ 21：20．4 3．8�

11 アイムソーグレイト 牡3栗 56 三浦 皇成平井 裕氏 藤原 辰雄 浦河 岡部牧場 456－121：20．72 8．0�
510 ホウオウソルジャー 牡3芦 56 大野 拓弥小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 468－ 21：20．8クビ 2．1�
612 カフェドラペ 牝3青鹿 54

51 ▲藤田菜七子吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 442± 0 〃 クビ 6．0�
36 イデアノオモイ 牝3鹿 54 戸崎 圭太益田 修一氏 柄崎 孝 新ひだか 西川富岡牧場 426± 01：21．12 14．7�
611 グレートデー 牡3黒鹿56 石橋 脩 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 502＋ 81：21．31 15．6	
48 ピスタロッソ 牡3栗 56 江田 照男酒井 喜生氏 矢野 英一 むかわ 桑原牧場 492 ―1：21．51 33．4

714 アンソランス 牝3黒鹿54 酒井 学�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 424± 01：21．71� 222．1�
12 エリーアワード 牝3栗 54 岩部 純二谷川 正純氏 萱野 浩二 日高 浜本 幸雄 478－ 21：22．01� 99．0
59 ビーサプライズド 牝3鹿 54 柴田 大知 �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 444－ 1 〃 アタマ 176．3�
816 ト ク ダ ワ ラ 牝3栗 54

51 ▲小林 凌大芳賀 克也氏 鈴木 伸尋 新冠 浜口牧場 518 ―1：22．42� 113．4�
47 マナツノユキ 牝3青鹿 54

53 ☆菊沢 一樹澤田 孝之氏 菊沢 隆徳 様似 様似堀牧場 460＋121：23．14 244．6�
35 カネコメヒカル 牡3栗 56

54 △野中悠太郎髙岡 義雄氏 高橋 裕 浦河 中村 雅明 464－ 21：23．3� 126．2�
815 ヒートミープリーズ 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士�高橋ファーム 高橋 裕 新ひだか 高橋フアーム 446 ―1：23．61� 64．0�
24 ブーケアルメリア 牝3黒鹿54 横山 和生田中 純一氏 勢司 和浩 浦河 杵臼牧場 444＋ 81：23．91� 285．4�
23 デルマトリオンフ 牝3栗 54 伴 啓太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 506＋ 61：25．17 155．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，711，600円 複勝： 60，370，500円 枠連： 19，925，400円
馬連： 88，924，800円 馬単： 44，926，700円 ワイド： 56，617，700円
3連複： 108，161，500円 3連単： 147，471，900円 計： 574，110，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 120円 � 170円 � 110円 枠 連（1－7） 1，590円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 400円 �� 170円 �� 310円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 6，410円

票 数

単勝票数 計 477116 的中 � 99777（2番人気）
複勝票数 計 603705 的中 � 135481（2番人気）� 64139（4番人気）� 185049（1番人気）
枠連票数 計 199254 的中 （1－7） 9709（7番人気）
馬連票数 計 889248 的中 �� 50281（5番人気）
馬単票数 計 449267 的中 �� 13789（10番人気）
ワイド票数 計 566177 的中 �� 30794（5番人気）�� 102308（1番人気）�� 42515（4番人気）
3連複票数 計1081615 的中 ��� 105026（2番人気）
3連単票数 計1474719 的中 ��� 16674（14番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．2―18．2―29．7―42．0―54．5―1：07．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラブヴィサージュ �
�
父 ノボジャック �

�
母父 Forty Niner デビュー 2018．9．15 中山13着

2016．5．7生 牝3栗 母 キュートネスⅡ 母母 Gana 9戦1勝 賞金 9，600，000円
〔制裁〕 ブーケアルメリア号の騎手横山和生は，4コーナー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・7番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマトリオンフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年6月26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〕 カネコメヒカル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月26日まで平地競走に出走でき

ない。

12133 5月26日 晴 良 （1東京2） 第12日 第4競走 ��2，000�3歳未勝利
発走11時10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
1：56．1
1：56．1

良
良

11 モンブランテソーロ 牡3鹿 56 三浦 皇成了德寺健二ホール
ディングス� 武井 亮 浦河 市川フアーム 478－ 42：01．7 3．5�

79 ハーツイストワール 牡3黒鹿56 田辺 裕信嶋田 賢氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 482－102：01．91� 2．0�
67 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 466－ 22：02．11� 31．6�
44 ホウオウビクトリー 牡3鹿 56 岩田 康誠小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 468± 0 〃 クビ 2．8�
55 ノアクリスティン 牝3鹿 54 吉田 豊佐山 公男氏 古賀 史生 平取 びらとり牧場 476± 02：02．31� 76．8�
33 フラワーズアート 牝3鹿 54 丹内 祐次 	コスモヴューファーム 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 406＋ 62：02．83 166．0

22 ネクストスクワッド 牡3栗 56 大野 拓弥平田 修氏 林 徹 日高 ヤナガワ牧場 B432± 02：02．9� 160．4�
810 コトブキアゲート 牡3栗 56 戸崎 圭太尾上 松壽氏 金成 貴史 森 笹川大晃牧場 482－ 22：03．11� 21．6�
78 ナリノヴェール 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 444－ 22：03．31� 113．2
66 ゴーアブロード 牡3鹿 56

53 ▲菅原 明良	ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 492± 0 〃 クビ 40．6�
（10頭）

811 アグラデッソ 牝3青鹿54 江田 照男中島 俊房氏 竹内 正洋 日高 Wing Farm ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 52，633，700円 複勝： 83，860，800円 枠連： 13，904，100円
馬連： 80，472，900円 馬単： 52，216，200円 ワイド： 45，151，500円
3連複： 99，180，200円 3連単： 229，275，700円 計： 656，695，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 110円 � 360円 枠 連（1－7） 330円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 180円 �� 780円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 7，980円

票 数

単勝票数 計 526337 的中 � 118392（3番人気）
複勝票数 計 838608 的中 � 102711（3番人気）� 436325（1番人気）� 25745（5番人気）
枠連票数 計 139041 的中 （1－7） 32648（2番人気）
馬連票数 計 804729 的中 �� 177884（2番人気）
馬単票数 計 522162 的中 �� 41999（5番人気）
ワイド票数 計 451515 的中 �� 80137（2番人気）�� 12476（10番人気）�� 17297（5番人気）
3連複票数 計 991802 的中 ��� 34338（7番人気）
3連単票数 計2292757 的中 ��� 20826（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．4―37．6―50．4―1：03．2―1：15．7―1：27．8―1：39．2―1：50．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．0―3F33．9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モンブランテソーロ �
�
父 ダノンバラード �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2019．4．6 中山2着

2016．3．24生 牡3鹿 母 ルヴァンクレール 母母 Loch Clair 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 アグラデッソ号は，疾病〔左後肢跛行〕のため出走取消。



12134 5月26日 晴 良 （1東京2） 第12日 第5競走 ��
��1，600�3歳500万円以下

発走12時10分 （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

23 オンザウェイ 牡3栗 56 石橋 脩久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 518＋ 41：38．8 7．8�
816 セイカヤマノ 牡3黒鹿56 大野 拓弥久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム B486－ 21：39．01� 48．3�
510� ア ヴ ァ ン セ 牡3鹿 56 福永 祐一飯田 正剛氏 吉村 圭司 米 Dr. Masa-

take Iida 474－ 21：39．31	 3．5�
713 ネオブレイブ 牡3栗 56 吉田 豊西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 494＋101：39．4� 22．6�
815 ペイシャムートン 牡3青鹿56 内田 博幸北所 直人氏 小笠 倫弘 日高 広中 稔 520＋ 21：39．5� 8．1�
611 マリノジュリア 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也�クラウン 斎藤 誠 日高 クラウン日高牧場 446＋141：39．6� 73．1	
12 � ワシントンテソーロ 牡3黒鹿56 岩田 康誠了德寺健二ホール

ディングス� 斎藤 誠 米 Waymore
LLC 484＋ 4 〃 クビ 4．7


59 ハ ツ セ 牝3鹿 54 戸崎 圭太林 弘之氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 484＋ 41：39．7クビ 18．6�
48 マテリアルワールド 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也堀口 晴男氏 中川 公成 日高 日西牧場 504－ 21：39．91
 11．4�
714 サンウェーコ 牡3鹿 56

54 △野中悠太郎 �加藤ステーブル 根本 康広 日高 ノースガーデン 482＋ 61：40．0	 198．9
24 エコロドリーム 牡3栗 56 柴田 善臣原村 正紀氏 岩戸 孝樹 浦河 赤田牧場 474＋ 6 〃 ハナ 8．0�
612 アポロモーリアン 牝3鹿 54

53 ☆横山 武史アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 452－ 41：40．1クビ 85．3�

36 コスモハヤテ 牡3青 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 小野 次郎 新冠 ビッグレッドファーム B462＋ 6 〃 クビ 18．8�
11 モルトグランデ 牡3黒鹿56 武 豊幅田 京子氏 庄野 靖志 様似 澤井 義一 504－ 61：40．31
 15．6�
47 カシノウィング 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大柏木 務氏 天間 昭一 熊本 本田 土寿 492＋ 41：40．61	 363．8�
35 ハクナマタタ 牡3鹿 56 三浦 皇成�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 500＋221：41．02� 32．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，570，300円 複勝： 74，663，200円 枠連： 28，798，200円
馬連： 115，026，000円 馬単： 46，962，900円 ワイド： 82，091，400円
3連複： 158，170，400円 3連単： 164，972，600円 計： 720，255，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 260円 � 940円 � 160円 枠 連（2－8） 2，110円

馬 連 �� 19，970円 馬 単 �� 29，150円

ワ イ ド �� 4，720円 �� 720円 �� 2，280円

3 連 複 ��� 17，880円 3 連 単 ��� 143，230円

票 数

単勝票数 計 495703 的中 � 50356（3番人気）
複勝票数 計 746632 的中 � 74333（4番人気）� 15621（12番人気）� 150239（1番人気）
枠連票数 計 287982 的中 （2－8） 10543（9番人気）
馬連票数 計1150260 的中 �� 4751（57番人気）
馬単票数 計 469629 的中 �� 1208（99番人気）
ワイド票数 計 820914 的中 �� 4318（55番人気）�� 30997（2番人気）�� 9085（34番人気）
3連複票数 計1581704 的中 ��� 6632（64番人気）
3連単票数 計1649726 的中 ��� 835（531番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．6―35．8―48．5―1：01．2―1：13．6―1：26．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オンザウェイ �
�
父 アサクサキングス �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2018．11．17 福島5着

2016．5．16生 牡3栗 母 フェスタデルドンナ 母母 スカーレツトブルー 6戦2勝 賞金 14，200，000円

12135 5月26日 晴 良 （1東京2） 第12日 第6競走 ��
��1，400�3歳500万円以下

発走12時40分 （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
1：19．4
1：19．0

良
良

510 ブ ー ザ ー 牡3青鹿56 D．レーン 金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 490－141：20．7 2．4�

（豪）

36 ミッキースピリット 牡3鹿 56 B．アヴドゥラ 野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 476－ 4 〃 ハナ 2．9�
（豪）

816 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 444－ 21：20．8� 19．7�
47 プリミエラムール 牝3芦 54 田辺 裕信ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 田中スタッド 438＋121：21．01 49．1�
11 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 498＋ 41：21．1� 6．7�
815 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 496＋ 2 〃 クビ 6．1	
713 エレナレジーナ 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅広尾レース� 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 416± 01：21．2クビ 40．7

12 タイキデセーオ 牡3黒鹿56 酒井 学�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 516＋ 2 〃 クビ 160．1�
24 ステイホット 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 464－101：21．41� 64．8
611 マイネルアプラウス 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 492± 01：21．61 24．9�
59 ベルジュネス 牡3鹿 56 柴田 大知岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新冠 坂元 芳春 462－ 21：21．7� 345．5�
714 トーセンオパール 牝3芦 54

51 ▲菅原 明良島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ
スティファーム 398＋ 4 〃 クビ 172．4�

48 サパムーカンチャイ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 千歳 社台ファーム 440－121：22．44 512．0�
23 ヤンチャプリヒメ 牝3鹿 54 内田 博幸田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 430＋ 41：22．72 168．9�
35 キチロクタービン 牡3栗 56

55 ☆坂井 瑠星山本 正美氏 清水 英克 むかわ 桑原牧場 470－ 61：22．91� 270．7�
612 ジ ゴ ロ 牡3青鹿56 岩田 康誠安原 浩司氏 	島 一歩 新ひだか 岡田牧場 456－ 2 〃 クビ 104．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 66，947，800円 複勝： 76，626，200円 枠連： 24，057，000円
馬連： 115，868，300円 馬単： 53，690，400円 ワイド： 77，823，800円
3連複： 146，129，300円 3連単： 196，785，100円 計： 757，927，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 140円 � 260円 枠 連（3－5） 470円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 220円 �� 670円 �� 740円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 4，900円

票 数

単勝票数 計 669478 的中 � 222925（1番人気）
複勝票数 計 766262 的中 � 193548（1番人気）� 159557（2番人気）� 52655（5番人気）
枠連票数 計 240570 的中 （3－5） 39004（1番人気）
馬連票数 計1158683 的中 �� 208843（1番人気）
馬単票数 計 536904 的中 �� 46473（1番人気）
ワイド票数 計 778238 的中 �� 110687（1番人気）�� 26464（8番人気）�� 23968（9番人気）
3連複票数 計1461293 的中 ��� 69025（3番人気）
3連単票数 計1967851 的中 ��� 29112（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―34．7―46．3―57．4―1：08．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．4
3 10（4，13）（6，16）（1，5，12）15，3（9，14）（2，11）（8，7） 4 10，13（4，16）6（1，12）（5，15）3（9，14）2（11，7）8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブ ー ザ ー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2018．10．6 東京1着

2016．2．9生 牡3青鹿 母 マ ン ド ゥ ラ 母母 Mandellicht 4戦2勝 賞金 18，900，000円
※ジゴロ号・タイキデセーオ号・ヤンチャプリヒメ号は，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。



12136 5月26日 晴 良 （1東京2） 第12日 第7競走 ��1，400�4歳以上500万円以下
発走13時10分 （ダート・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
1：21．5
1：20．3

重
不良

714� ミフトゥーロ 牝4鹿 55 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 468＋ 21：25．5 40．6�
713� コールドターキー 牡4栗 57

56 ☆坂井 瑠星薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 日高 下川 茂広 B458± 0 〃 ハナ 12．9�
815 ガ チ コ 牝5鹿 55 丸田 恭介�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 464－101：25．92� 9．4�
611 グラデュエイト 牡4青鹿57 江田 照男阿部 友弘氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 510＋ 21：26．0� 74．5�
23 ホーカスポーカス 牡4鹿 57

54 ▲藤田菜七子平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 436＋ 21：26．1� 6．9�
11 キタノユウキ 牡4鹿 57 石橋 脩河内 孝夫氏 相沢 郁 日高 増尾牧場 B550＋ 4 〃 アタマ 2．7	
24 ジェイケイマッチョ 	4鹿 57

54 ▲山田 敬士小谷野次郎氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 B472＋ 21：26．2クビ 28．4

612 ダテノライトニング 牝4栗 55 伊藤 工真関 駿也氏 宗像 義忠 日高 スマイルファーム 466＋ 6 〃 ハナ 11．5�
59 ガトーブリランテ 牝4栗 55

54 ☆横山 武史 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 追分ファーム 462± 01：26．41
 7．4�
48 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± 0 〃 アタマ 44．7
35 キタノナシラ 	4鹿 57 黛 弘人北所 直人氏 深山 雅史 新冠 村上 欽哉 B476＋ 2 〃 ハナ 11．0�
36 ロードナカヤマ 牝5鹿 55

52 ▲木幡 育也�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 482－ 2 〃 ハナ 26．6�
510� モンアムール 牝4黒鹿55 �島 克駿平井 裕氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 428－ 4 〃 ハナ 17．4�
47 ムルシェラゴ 牡4黒鹿57 三浦 皇成椎名 節氏 奥村 武 浦河 高岸 順一 536－ 21：26．5� 21．3�
12 � フクノヴァランス 牡4鹿 57 横山 和生福島 祐子氏 清水 英克 日高 松平牧場 476± 01：28．7大差 297．3�
816 オーバースペック 牡5青鹿57 岩部 純二�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 492＋ 6 （競走中止） 88．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，141，200円 複勝： 76，448，000円 枠連： 27，843，500円
馬連： 121，780，300円 馬単： 48，686，100円 ワイド： 85，015，300円
3連複： 164，504，800円 3連単： 177，022，200円 計： 753，441，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，060円 複 勝 � 1，190円 � 400円 � 280円 枠 連（7－7） 27，730円

馬 連 �� 29，080円 馬 単 �� 53，610円

ワ イ ド �� 6，550円 �� 4，760円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 60，420円 3 連 単 ��� 402，320円

票 数

単勝票数 計 521412 的中 � 10267（12番人気）
複勝票数 計 764480 的中 � 14809（13番人気）� 51355（6番人気）� 80411（4番人気）
枠連票数 計 278435 的中 （7－7） 778（32番人気）
馬連票数 計1217803 的中 �� 3454（71番人気）
馬単票数 計 486861 的中 �� 681（146番人気）
ワイド票数 計 850153 的中 �� 3309（67番人気）�� 4573（54番人気）�� 12067（21番人気）
3連複票数 計1645048 的中 ��� 2042（179番人気）
3連単票数 計1770222 的中 ��� 319（1126番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．0―12．2―12．3―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．1―36．1―48．3―1：00．6―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ミフトゥーロ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Johannesburg

2015．3．29生 牝4鹿 母 ビーラヴリー 母母 Superb in Roses 12戦1勝 賞金 13，050，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 オーバースペック号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。
※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 ロジヒューズ号

12137 5月26日 晴 良 （1東京2） 第12日 第8競走 ��
��2，400�

あおあらし

青 嵐 賞
発走13時40分 （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
2：20．6
2：20．6

良
良

66 バ レ リ オ 牡4芦 57 石橋 脩 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 500－ 42：23．5 2．8�

88 マイネルクラフト 牡6黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム B488＋ 22：23．81� 58．0�

55 サーレンブラント 牡5鹿 57 三浦 皇成窪田 芳郎氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 456＋ 22：23．9	 24．8�
89 ベイビーステップ 牡5鹿 57 武藤 雅大塚 亮一氏 菊川 正達 浦河 杵臼牧場 486－ 42：24．0	 13．9�
44 ドンアルゴス 牡4黒鹿57 浜中 俊山田 貢一氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B510－ 4 〃 クビ 2．7	
33 エスティーム 牡5黒鹿57 丹内 祐次岡田 繁幸氏 金成 貴史 浦河 岡本 昌市 526± 02：24．1� 12．5

22 ゼ ー ゲ ン 牡4青鹿57 D．レーン �G1レーシング 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430－102：24．31
 3．7�
（豪）

77 ステイブラビッシモ 牡6鹿 57 岩田 康誠草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 458± 02：24．4	 19．3�
11 ウインシトリン 牝5黒鹿55 大野 拓弥�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 448－102：25．78 60．8

（9頭）

売 得 金
単勝： 60，370，900円 複勝： 56，715，600円 枠連： 16，760，400円
馬連： 117，202，800円 馬単： 55，662，700円 ワイド： 68，050，100円
3連複： 136，725，600円 3連単： 260，325，500円 計： 771，813，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 160円 � 920円 � 430円 枠 連（6－8） 1，850円

馬 連 �� 10，750円 馬 単 �� 12，680円

ワ イ ド �� 2，980円 �� 1，560円 �� 5，390円

3 連 複 ��� 40，220円 3 連 単 ��� 216，190円

票 数

単勝票数 計 603709 的中 � 168491（2番人気）
複勝票数 計 567156 的中 � 124046（2番人気）� 12674（9番人気）� 30392（7番人気）
枠連票数 計 167604 的中 （6－8） 7015（7番人気）
馬連票数 計1172028 的中 �� 8993（23番人気）
馬単票数 計 556627 的中 �� 3290（34番人気）
ワイド票数 計 680501 的中 �� 5862（24番人気）�� 11435（16番人気）�� 3208（31番人気）
3連複票数 計1367256 的中 ��� 2549（67番人気）
3連単票数 計2603255 的中 ��� 873（323番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．4―36．3―48．1―59．9―1：11．7―1：24．0―1：36．4―1：48．8―2：00．3―2：11．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バ レ リ オ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．9．9 中山1着

2015．1．18生 牡4芦 母 リ リ ウ ム 母母 ベ ゴ ニ ア 4戦3勝 賞金 34，130，000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。



12138 5月26日 晴 良 （1東京2） 第12日 第9競走 ��
��1，600�

くんぷう

薫風ステークス
発走14時15分 （ダート・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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

610 レピアーウィット 牡4栗 57 D．レーン 金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 534－ 61：36．7 4．2�

（豪）

34 シ ョ ー ム 牡4栗 57 横山 武史西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 492± 01：37．01� 8．0�
815	 スウィングビート 牡4鹿 57 M．デムーロ �社台レースホース加藤 征弘 米 Shadai Farm 492± 01：37．21 3．5�
23 フィールドセンス 牡5鹿 57 福永 祐一前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 532± 0 〃 クビ 8．5�
35 クレマンダルザス 
6鹿 57 石橋 脩吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 462－ 21：37．73 9．3	
814 ビックリシタナモー 牡5黒鹿57 吉田 豊小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 502＋ 2 〃 クビ 93．3

712 バーンフライ 牡4黒鹿57 坂井 瑠星�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488－ 21：37．8クビ 52．5�
58 グ ア ン 牝4栗 55 武 豊�キーファーズ 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 460－ 6 〃 クビ 14．4�
713 トワイライトタイム 牡4青鹿57 浜中 俊三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 460－ 41：37．9� 31．0
611 イダペガサス 牡4栗 57 三浦 皇成張 一達氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 500－ 41：38．0クビ 12．2�
59 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 478－ 21：38．1� 9．6�
47 ブライトンロック 牡5黒鹿57 田辺 裕信坂巻 勝彦氏 田中 清隆 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460± 0 〃 ハナ 34．7�
46 グッドラックサマー 牡5栗 57 野中悠太郎澤田 孝之氏 尾形 和幸 新ひだか 伊藤 敏明 550± 01：38．2� 42．5�
11 アポロユッキー 牝5鹿 55 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 新冠 渋谷 一郎 530－ 51：38．3クビ 151．7�
22 マルカウォーレン 牡7黒鹿57 岩田 康誠日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 510－ 41：39．15 199．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 85，016，200円 複勝： 119，886，300円 枠連： 44，210，900円
馬連： 216，814，100円 馬単： 80，732，500円 ワイド： 131，505，100円
3連複： 286，235，600円 3連単： 334，428，400円 計： 1，298，829，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 190円 � 270円 � 140円 枠 連（3－6） 850円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 3，390円

ワ イ ド �� 890円 �� 380円 �� 690円

3 連 複 ��� 3，040円 3 連 単 ��� 14，990円

票 数

単勝票数 計 850162 的中 � 161801（2番人気）
複勝票数 計1198863 的中 � 159123（2番人気）� 89887（6番人気）� 283299（1番人気）
枠連票数 計 442109 的中 （3－6） 40129（3番人気）
馬連票数 計2168141 的中 �� 83211（6番人気）
馬単票数 計 807325 的中 �� 17860（9番人気）
ワイド票数 計1315051 的中 �� 35722（8番人気）�� 96441（1番人気）�� 47588（5番人気）
3連複票数 計2862356 的中 ��� 70396（5番人気）
3連単票数 計3344284 的中 ��� 16167（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．5―47．9―1：00．4―1：12．7―1：24．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レピアーウィット �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Running Stag デビュー 2017．6．10 東京2着

2015．4．15生 牡4栗 母 ランニングボブキャッツ 母母 Backatem 10戦4勝 賞金 51，650，000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。

12139 5月26日 晴 良 （1東京2） 第12日 第10競走 ��
��1，800�む ら さ き 賞

発走14時50分 （芝・左）
4歳以上，1600万円以下，30．5．26以降1．5．19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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

22 フ ラ ン ツ 牡4鹿 56 M．デムーロ近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 448＋141：44．4 2．6�
66 レッドイグニス �6黒鹿56 武 豊 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 472＋ 4 〃 クビ 7．1�
78 プレミオテーラー 牝7黒鹿52 柴田 大知中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 478－12 〃 ハナ 64．3�
33 トラストケンシン 牡4鹿 55 三浦 皇成菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 460－ 21：44．5� 6．8�
11 サトノグラン �5青鹿55 坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 474－ 21：44．71	 46．7�
55 ワイプティアーズ 牡4栗 54 藤田菜七子吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 512－14 〃 ハナ 21．5	
810 ファストアプローチ �4栗 56 福永 祐一山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 542－ 21：45．23 7．9

89 ジ ェ シ ー 牡4鹿 55 川田 将雅 �キャロットファーム 中内田充正 平取 坂東牧場 478± 01：45．94 4．2�
77 サンラモンバレー 牡4鹿 55 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 482＋ 21：46．21� 7．5

（豪）

44 ステイパーシスト �6黒鹿55 吉田 豊吉田 照哉氏 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 424－101：46．41	 89．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 86，560，800円 複勝： 106，825，500円 枠連： 31，543，300円
馬連： 195，238，100円 馬単： 87，237，500円 ワイド： 106，702，800円
3連複： 217，317，000円 3連単： 389，134，500円 計： 1，220，559，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 210円 � 1，130円 枠 連（2－6） 790円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 370円 �� 3，020円 �� 4，340円

3 連 複 ��� 14，100円 3 連 単 ��� 47，140円

票 数

単勝票数 計 865608 的中 � 259289（1番人気）
複勝票数 計1068255 的中 � 273864（1番人気）� 131740（4番人気）� 16326（9番人気）
枠連票数 計 315433 的中 （2－6） 30687（2番人気）
馬連票数 計1952381 的中 �� 172059（2番人気）
馬単票数 計 872375 的中 �� 49534（2番人気）
ワイド票数 計1067028 的中 �� 83202（2番人気）�� 8483（24番人気）�� 5865（32番人気）
3連複票数 計2173170 的中 ��� 11556（40番人気）
3連単票数 計3891345 的中 ��� 5984（163番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―35．3―46．9―58．6―1：10．1―1：21．2―1：32．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．8―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

フ ラ ン ツ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．11．19 京都1着

2015．2．5生 牡4鹿 母 ロ ベ ル タ 母母 グレースアドマイヤ 7戦4勝 賞金 59，006，000円
〔制裁〕 フランツ号の騎手M．デムーロは，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金70，000円。（被害馬：5番・3番）
※出走取消馬 アモーレミオ号（疾病〔左前肢跛行〕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。

１レース目
３レース目



12140 5月26日 晴 良 （1東京2） 第12日 第11競走 ��
��2，400�東 京 優 駿（ＧⅠ）

発走15時40分 （第86回日本ダービー） （芝・左）
牡・牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，牡馬57�，牝馬55�

内閣総理大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞・東京馬主協会賞（1着）
賞 品

本 賞 200，000，000円 80，000，000円 50，000，000円 30，000，000円 20，000，000円
付 加 賞 25，277，000円 7，222，000円 3，611，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品

朝日新聞社賞（1着）
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

2：20．6
2：20．6
2：23．2

良
良
良

11 ロジャーバローズ 牡3鹿 57 浜中 俊猪熊 広次氏 角居 勝彦 新ひだか 飛野牧場 486－ 82：22．6 93．1�
47 ダノンキングリー 牡3黒鹿57 戸崎 圭太�ダノックス 萩原 清 浦河 三嶋牧場 454＋ 4 〃 クビ 4．7�
713 ヴェロックス 牡3鹿 57 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 486＋ 82：23．02� 4．3�
36 サートゥルナーリア 牡3黒鹿57 D．レーン �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 490－ 62：23．1� 1．6�

（豪）

59 ニシノデイジー 牡3鹿 57 勝浦 正樹西山 茂行氏 高木 登 浦河 谷川牧場 486± 0 〃 アタマ 107．9	
510 クラージュゲリエ 牡3鹿 57 三浦 皇成 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 494＋ 42：23．2クビ 66．2

714 ランフォザローゼス 牡3鹿 57 福永 祐一窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 492＋ 4 〃 クビ 33．3�
611 レッドジェニアル 牡3黒鹿57 酒井 学 �東京ホースレーシング 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 476－ 42：23．41	 92．9�
816 タガノディアマンテ 牡3栗 57 田辺 裕信八木 良司氏 
島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464＋ 42：23．82� 265．1
48 メイショウテンゲン 牡3芦 57 武 豊松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 454± 02：24．01 80．0�
35 マイネルサーパス 牡3黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 476± 02：24．21	 434．3�
23 エメラルファイト 牡3芦 57 石川裕紀人高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 460＋ 62：24．3� 131．7�
817� ナ イ マ マ 牡3鹿 57 柴田 大知岡田 繁幸氏 武藤 善則 日高 道見牧場 460＋ 42：24．51	 420．1�
12 ヴ ィ ン ト 牡3鹿 57 竹之下智昭平山 靖氏 千田 輝彦 平取 坂東牧場 524± 0 〃 アタマ 317．9�
715 リオンリオン 牡3鹿 57 横山 武史寺田千代乃氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 474－ 62：25．03 53．2�
818 シュヴァルツリーゼ 牡3青鹿57 石橋 脩 �サンデーレーシング 堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 2 〃 ハナ 77．3�
24 サトノルークス 牡3鹿 57 池添 謙一 �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 462－ 42：25．85 67．7�
612 アドマイヤジャスタ 牡3鹿 57 M．デムーロ近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 492－162：26．97 25．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 1，653，042，900円 複勝： 1，121，073，600円 枠連： 800，555，900円 馬連： 3，380，520，200円 馬単： 1，690，657，100円
ワイド： 1，464，275，300円 3連複： 4，690，250，100円 3連単：10，507，223，200円 5重勝： 667，189，300円 計： 25，974，787，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，310円 複 勝 � 930円 � 210円 � 190円 枠 連（1－4） 7，150円

馬 連 �� 11，200円 馬 単 �� 47，090円

ワ イ ド �� 1，990円 �� 2，280円 �� 380円

3 連 複 ��� 12，050円 3 連 単 ��� 199，060円

5 重 勝
対象競走：東京9R／京都9R／東京10R／京都10R／東京11R

キャリーオーバー なし����� 29，189，530円

票 数

単勝票数 計16530429 的中 � 141972（12番人気）
複勝票数 計11210736 的中 � 237963（9番人気）� 1512231（3番人気）� 1838252（2番人気）
枠連票数 計8005559 的中 （1－4） 86664（18番人気）
馬連票数 計33805202 的中 �� 248572（23番人気）
馬単票数 計16906571 的中 �� 26923（66番人気）
ワイド票数 計14642753 的中 �� 177788（18番人気）�� 154521（20番人気）�� 1104018（3番人気）
3連複票数 計46902501 的中 ��� 291824（30番人気）
3連単票数 計105072232 的中 ��� 38268（355番人気）
5重勝票数 計6671893 的中 ����� 16

ハロンタイム 12．7―10．7―11．4―11．4―11．6―12．0―12．3―12．4―12．2―12．0―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―23．4―34．8―46．2―57．8―1：09．8―1：22．1―1：34．5―1：46．7―1：58．7―2：10．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．9
1
3

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロジャーバローズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Librettist デビュー 2018．8．18 新潟1着

2016．1．24生 牡3鹿 母 リトルブック 母母 Cal Norma’s Lady 6戦3勝 賞金 268，756，000円
〔制裁〕 ニシノデイジー号の騎手勝浦正樹は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番）
※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 ヒルノダカール号・ヒーリングマインド号
（非抽選馬） 2頭 カフジジュピター号・ディスモーメント号
※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。

12141 5月26日 晴 良 （1東京2） 第12日 第12競走
第133回農林水産省賞典

��
��2，500�目 黒 記 念（ＧⅡ）

発走17時00分 （芝・左）
4歳以上，30．5．26以降1．5．19まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

農林水産大臣賞（1着）
賞 品

本 賞 57，000，000円 23，000，000円 14，000，000円 8，600，000円 5，700，000円
付 加 賞 938，000円 268，000円 134，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．6
2：29．5

良
良

710 ルックトゥワイス 牡6鹿 55 D．レーン 飯塚 知一氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 444＋ 22：28．2レコード 7．3�
（豪）

45 アイスバブル 牡4芦 54 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 456＋102：28．41� 12．8�
（豪）

33 ソールインパクト 牡7芦 54 福永 祐一窪田 芳郎氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498＋ 82：28．61� 26．2�

57 ゴーフォザサミット 牡4黒鹿57 石橋 脩山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 矢野牧場 500－122：28．7� 13．0�
44 ムイトオブリガード 牡5鹿 56 武 豊市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 490± 02：28．8	 4．9�
11 ウインテンダネス 牡6栗 56 内田 博幸�ウイン 杉山 晴紀 新冠 アサヒ牧場 506－ 62：28．9� 21．3	
68 チェスナットコート 牡5栗 56 坂井 瑠星窪田 康志氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 470＋ 6 〃 ハナ 43．3

56 ブラストワンピース 牡4鹿 59 池添 謙一 �シルクレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 538＋ 82：29．11� 2．2�
22 アクションスター 牡9栗 50 藤田菜七子福井 明氏 和田 勇介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474± 02：29．52	 118．2
812 パリンジェネシス 牡5黒鹿54 川田 将雅 �キャロットファーム 清水 久詞 洞
湖 レイクヴィラファーム 520＋ 22：29．6� 9．1�
813 ケイティクレバー 牡4鹿 54 �島 克駿瀧本 和義氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 452－ 42：30．66 141．6�
711 ポポカテペトル 牡5芦 55 M．デムーロ 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 492＋ 42：33．4大差 16．0�
69 アドマイヤエイカン 牡6鹿 55 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 504－ 8 （競走中止） 51．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 360，313，500円 複勝： 348，757，200円 枠連： 124，666，300円
馬連： 896，225，400円 馬単： 323，953，600円 ワイド： 503，449，400円
3連複： 1，353，988，700円 3連単： 1，987，417，700円 計： 5，898，771，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 240円 � 380円 � 450円 枠 連（4－7） 690円

馬 連 �� 4，490円 馬 単 �� 7，500円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 1，750円 �� 2，310円

3 連 複 ��� 18，420円 3 連 単 ��� 90，500円

票 数

単勝票数 計3603135 的中 � 394674（3番人気）
複勝票数 計3487572 的中 � 428291（3番人気）� 228199（6番人気）� 186571（7番人気）
枠連票数 計1246663 的中 （4－7） 138523（3番人気）
馬連票数 計8962254 的中 �� 164319（15番人気）
馬単票数 計3239536 的中 �� 32366（27番人気）
ワイド票数 計5034494 的中 �� 97361（17番人気）�� 73908（23番人気）�� 55541（29番人気）
3連複票数 計13539887 的中 ��� 55117（67番人気）
3連単票数 計19874177 的中 ��� 15921（311番人気）

ハロンタイム 7．4―11．0―11．0―12．2―12．0―11．7―11．8―12．0―11．6―11．7―12．0―12．0―11．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．4―18．4―29．4―41．6―53．6―1：05．3―1：17．1―1：29．1―1：40．7―1：52．4―2：04．4―2：16．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ルックトゥワイス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Alzao デビュー 2016．2．21 東京6着

2013．4．2生 牡6鹿 母 エスユーエフシー 母母 Familiar 19戦6勝 賞金 196，410，000円
〔競走中止〕 アドマイヤエイカン号は，競走中に疾病〔左第1指関節脱臼〕を発症したため3コーナーで競走中止。
※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12日 5月26日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 171頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

666，030，000円
10，300，000円
25，260，000円
38，590，000円
86，410，000円
3，000，000円
73，009，000円
5，333，000円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
2，585，905，900円
2，241，840，300円
1，164，315，100円
5，487，764，000円
2，556，986，800円
2，722，530，200円
7，562，576，100円
14，637，560，500円
667，189，300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 39，626，668，200円

総入場人員 117，538名 （有料入場人員 112，042名）



令和1年度 第2回東京競馬 総計

競走回数 141回 出走延頭数 2，007頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

3，715，690，000円
48，780，000円
252，580，000円
103，620，000円
445，720，000円
15，000，000円
826，115，500円
56，573，800円
19，267，200円

勝馬投票券売得金
11，780，634，800円
15，619，963，800円
5，959，473，900円
28，041，191，300円
12，304，572，800円
16，295，262，400円
41，036，068，100円
63，022，406，900円
3，039，601，000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 197，099，175，000円

総入場延人員 603，468名 （有料入場延人員 516，973名）
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