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12094 5月18日 晴 良 （1東京2） 第9日 第1競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10時15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
1：21．5
1：20．3

重
不良

713 ベターハーフ 牝3青鹿54 戸崎 圭太宮城 寛也氏 矢野 英一 新冠 スカイビーチステーブル 478＋ 41：26．7 2．3�
36 プランタンヴェール 牝3鹿 54 中谷 雄太 �グリーンファーム林 徹 千歳 社台ファーム 502－ 21：26．91� 14．5�
612 アテンフェアリー 牝3黒鹿54 岩部 純二齊藤 直信氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 456＋ 21：27．0クビ 57．1�
12 ニシノビアンカ 牝3芦 54 内田 博幸西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか ヒサイファーム 464＋ 41：27．42� 11．4�
11 ツキノサバク 牝3鹿 54 伊藤 工真窪田 芳郎氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 436＋ 2 〃 クビ 63．0�
815 ラ バ ー ブ 牝3鹿 54 石川裕紀人吉田 勝己氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 436＋ 61：27．5� 35．2	
48 ツウカイステラ 牝3鹿 54 吉田 豊木村 直樹氏 小笠 倫弘 新ひだか 萩澤 泰博 B454－ 41：27．81� 22．7

23 ア ウ ト ラ ン 牝3栗 54 岩崎 翼鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 武 牧場 B468＋ 21：28．12 76．6�
816 サンダミアーノ 牝3鹿 54 D．レーン �サンデーレーシング 竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 444＋ 41：28．31� 3．3

（豪）

510 アスールプラージャ 牝3黒鹿 54
51 ▲菅原 明良眞保榮 稔氏 田中 博康 新ひだか チャンピオンズファーム 500－ 4 〃 アタマ 10．2�

714 ローレルリース 牝3鹿 54
53 ☆武藤 雅岡田 牧雄氏 小島 茂之 浦河 ガーベラパー

クスタツド 516＋ 81：28．62 129．3�
24 コズミックレイズ 牝3黒鹿54 田中 勝春ゴドルフィン 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472＋ 81：28．7クビ 233．1�
611 ラヴィブリランテ 牝3鹿 54 三浦 皇成 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田牧場 472＋ 21：29．44 8．0�
59 グラスベローナ 牝3鹿 54 江田 照男半沢� 小笠 倫弘 新ひだか 松田牧場 442± 01：29．93 395．7�
35 ナムラナマステ 牝3栗 54 木幡 初也奈村 信重氏 石栗 龍彦 日高 いとう牧場 400＋ 61：30．11 108．7�
47 ダズリングビーチ 牝3黒鹿54 宮崎 北斗 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム B452－ 8 〃 ハナ 182．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，752，100円 複勝： 48，580，900円 枠連： 13，627，300円
馬連： 61，107，300円 馬単： 29，795，600円 ワイド： 47，915，200円
3連複： 87，889，700円 3連単： 104，519，100円 計： 426，187，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 260円 � 1，180円 枠 連（3－7） 1，290円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，050円

ワ イ ド �� 540円 �� 2，450円 �� 7，630円

3 連 複 ��� 24，850円 3 連 単 ��� 82，000円

票 数

単勝票数 計 327521 的中 � 111891（1番人気）
複勝票数 計 485809 的中 � 146506（1番人気）� 42660（5番人気）� 6976（10番人気）
枠連票数 計 136273 的中 （3－7） 8144（4番人気）
馬連票数 計 611073 的中 �� 33635（5番人気）
馬単票数 計 297956 的中 �� 10858（6番人気）
ワイド票数 計 479152 的中 �� 24923（4番人気）�� 4869（23番人気）�� 1531（51番人気）
3連複票数 計 878897 的中 ��� 2652（60番人気）
3連単票数 計1045191 的中 ��� 924（223番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．1―12．8―12．7―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―36．0―48．8―1：01．5―1：13．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベターハーフ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．2．17 東京8着

2016．4．5生 牝3青鹿 母 ツヨイキモチ 母母 サンデーエイコーン 5戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 アスールプラージャ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アスールプラージャ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和元年6月18日まで出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ナムラナマステ号・ダズリングビーチ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月18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。

12095 5月18日 晴 良 （1東京2） 第9日 第2競走 ��1，600�3歳未勝利
発走10時45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

35 テ ィ タ ー ヌ 牡3鹿 56 三浦 皇成�Shadow 栗田 徹 千歳 社台ファーム 444－ 61：38．8 5．9�
36 ショウナンタイヨウ 牡3青鹿56 戸崎 圭太国本 哲秀氏 矢野 英一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B496－ 61：39．22� 4．5�
59 ゼヒニオヨバズ 牡3黒鹿56 江田 照男サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 B520－22 〃 アタマ 74．7�
24 アイルビーザスター 牡3栗 56 柴田 大知岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド B476± 01：39．73 150．4�
48 ヤサカリベルテ 牡3栗 56 柴田 善臣志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 B454＋ 21：40．55 9．1�
611 サクセスファイター 牡3栗 56 松岡 正海髙嶋 哲氏 中舘 英二 新ひだか 服部 牧場 502－ 4 〃 ハナ 3．8	
12 アサクサアンデス 牡3鹿 56 横山 典弘田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 468± 01：40．6クビ 4．3

612 シ ン テ ィ ラ 牡3鹿 56

55 ☆武藤 雅�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社
ノースヒルズ 492－ 21：40．81� 7．8�

714 グラスプレジャー 牡3鹿 56 蛯名 正義半沢� 杉浦 宏昭 日高 メイプルファーム 452＋ 11：40．9� 46．1
815 コ ー ヴ 牝3青鹿54 田中 勝春�三嶋牧場 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 442＋ 21：41．0� 235．2�
47 プリマコロン 牝3栗 54

51 ▲菅原 明良臼井義太郎氏 天間 昭一 新冠 細川農場 468＋ 41：41．31� 199．6�
11 キンショーヘイロー 牡3鹿 56 内田 博幸礒野日出夫氏 田島 俊明 新ひだか 幸 牧場 470＋ 21：41．4� 24．3�
816 ディアモデスト 牡3鹿 56 宮崎 北斗ディアレスト 新開 幸一 浦河 ディアレスト

クラブ 478＋ 21：41．71� 354．3�
23 ホームチーム 牡3青鹿56 伊藤 工真窪田 康志氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 462－ 61：41．8� 41．1�
510 ブリリアンティーン 牝3栗 54 木幡 初也吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 436－ 41：42．43� 185．9�
713 アシャカアレッタ 牡3芦 56 石川裕紀人吉冨 学氏 加藤 和宏 浦河 丸村村下

ファーム 538 ―1：47．6大差 91．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，407，900円 複勝： 38，548，300円 枠連： 16，169，300円
馬連： 53，031，200円 馬単： 25，205，900円 ワイド： 36，259，600円
3連複： 70，717，900円 3連単： 81，421，500円 計： 345，761，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 210円 � 180円 � 1，130円 枠 連（3－3） 1，580円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 600円 �� 5，870円 �� 4，510円

3 連 複 ��� 36，700円 3 連 単 ��� 126，940円

票 数

単勝票数 計 244079 的中 � 32814（4番人気）
複勝票数 計 385483 的中 � 51677（4番人気）� 67588（2番人気）� 6554（10番人気）
枠連票数 計 161693 的中 （3－3） 7912（6番人気）
馬連票数 計 530312 的中 �� 27021（7番人気）
馬単票数 計 252059 的中 �� 5975（16番人気）
ワイド票数 計 362596 的中 �� 16899（6番人気）�� 1524（40番人気）�� 1993（34番人気）
3連複票数 計 707179 的中 ��� 1445（80番人気）
3連単票数 計 814215 的中 ��� 465（311番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．0―12．3―12．8―12．4―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―36．1―48．4―1：01．2―1：13．6―1：25．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テ ィ タ ー ヌ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．12．16 中山6着

2016．2．19生 牡3鹿 母 ヴァインバッハ 母母 ド メ ー ヌ 5戦1勝 賞金 6，300，000円
〔制裁〕 アサクサアンデス号の騎手横山典弘は，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25日から令和元年

5月26日まで騎乗停止。（被害馬：8番）
〔その他〕 アサクサアンデス号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アシャカアレッタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年6月18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〕 グラスプレジャー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月18日まで平地競走に出走で

きない。

第２回 東京競馬 第９日



12096 5月18日 晴 良 （1東京2） 第9日 第3競走 ��
��1，300�3歳未勝利

発走11時15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

23 � リサオブザナイル 牝3黒鹿54 横山 典弘吉田 千津氏 菊沢 隆徳 米 WinStar
Farm, LLC 458－ 81：19．1 6．5�

59 タマモキャペリン 牝3鹿 54
53 ☆武藤 雅タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 448＋ 41：19．84 7．9�

612 ゴールデンゾーン 牡3鹿 56 D．レーン 星野 祐介氏 相沢 郁 日高 碧雲牧場 B488＋ 4 〃 アタマ 2．4�
（豪）

47 イサチルダイチ 牡3鹿 56 松岡 正海小坂 功氏 竹内 正洋 新冠 八島 夕起子 500± 01：19．9� 7．0�
24 ジョイナイト 牡3鹿 56

53 ▲菅原 明良西村 亮二氏 武市 康男 日高 下河辺牧場 492＋ 41：20．22 4．5�
48 カネショウベリー 牝3芦 54 中谷 雄太清水 正裕氏 古賀 史生 日高 サンシャイン

牧場 434－ 4 〃 ハナ 48．3	
713 ホットスタンプ 牝3栗 54 江田 照男岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 石郷岡 雅樹 B446－ 21：20．62� 88．2

510 デルマノートルダム 牡3栗 56 戸崎 圭太浅沼 廣幸氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 432－ 4 〃 ハナ 18．7�
12 カシノブレンド 	3芦 56 宮崎 北斗柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 444－ 41：20．7クビ 105．7�
714 コスモルシオ 牡3栗 56 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 514＋ 81：21．12� 76．4�
11 ハーモニービート 	3鹿 56 石川裕紀人日下部勝德氏 小島 茂之 新冠 有限会社 大

作ステーブル 492＋ 41：21．73� 143．7�
815 グレートリープ 牡3黒鹿56 吉田 豊伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 544＋ 41：21．91 18．3�
611 ペイシャカノープス 牝3栗 54 伊藤 工真北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 438－ 21：22．21� 53．2�
35 サパムーカンチャイ 牝3鹿 54 菅原 隆一ミルファーム 田中 清隆 千歳 社台ファーム 452＋ 21：22．41
 283．2�
816 アイヴィーサ 牝3鹿 54 三浦 皇成 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 B512－101：24．010 67．4�

（15頭）
36 セイウンメラビリア 牝3青鹿54 村田 一誠西山 茂行氏 中舘 英二 新冠 石郷岡 雅樹 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 31，332，700円 複勝： 45，480，200円 枠連： 15，323，200円
馬連： 59，976，800円 馬単： 29，013，800円 ワイド： 43，026，700円
3連複： 75，760，100円 3連単： 89，164，700円 計： 389，078，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 210円 � 180円 � 160円 枠 連（2－5） 740円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 4，300円

ワ イ ド �� 730円 �� 500円 �� 390円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 16，680円

票 数

単勝票数 計 313327 的中 � 38395（3番人気）
複勝票数 計 454802 的中 � 52510（5番人気）� 68155（3番人気）� 77946（2番人気）
枠連票数 計 153232 的中 （2－5） 15974（2番人気）
馬連票数 計 599768 的中 �� 18588（11番人気）
馬単票数 計 290138 的中 �� 5060（19番人気）
ワイド票数 計 430267 的中 �� 14373（10番人気）�� 22041（6番人気）�� 29939（2番人気）
3連複票数 計 757601 的中 ��� 25963（6番人気）
3連単票数 計 891647 的中 ��� 3874（53番人気）

ハロンタイム 7．1―11．6―11．9―12．0―12．1―11．9―12．5

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�リサオブザナイル �
�
父 Pioneerof the Nile �

�
母父 Awesome Again デビュー 2018．9．15 中山8着

2016．4．12生 牝3黒鹿 母 Lisa T. 母母 Supercharger 4戦1勝 賞金 6，250，000円
〔出走取消〕 セイウンメラビリア号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイヴィーサ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年6月18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〕 ペイシャカノープス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月18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 アイルハヴウインズ号
（非抽選馬） 1頭 ハクサンメイゲツ号
※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。

12097 5月18日 晴 良 （1東京2） 第9日 第4競走 ��
��1，400�3歳未勝利

発走11時45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
1：19．4
1：19．0

良
良

714 オメガドーヴィル 牝3青鹿 54
53 ☆武藤 雅原 �子氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 398－ 21：21．9 23．9�

817 マーヴェラスクイン 牝3鹿 54 内田 博幸山本又一郎氏 古賀 慎明 新ひだか 木村 秀則 412－ 21：22．21� 5．1�
11 フジマサディープ 牡3鹿 56 三浦 皇成藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 山岸 康 492＋ 2 〃 ハナ 3．7�
23 ア マ レ ー ン 牝3鹿 54 柴田 未崎 �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 472－ 61：22．51� 107．4�
816 ラインコマンダー 牡3鹿 56 横山 典弘大澤 繁昌氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 450± 0 〃 アタマ 12．6�
47 ハルシオンデイズ 牡3黒鹿56 松岡 正海ゴドルフィン 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460－ 4 〃 アタマ 17．4	
48 	 チ ル ノ 牝3芦 54 伊藤 工真�レッドマジック金成 貴史 英 Ecurie La

Vallee Martigny 412－141：22．6
 8．4

36 	 スカーレットベガ 牝3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 青木 孝文 愛

Eimear Mulhern
& Maureen
Haughey

408－ 61：22．7
 21．5�
24 オビワンズドーン 牡3鹿 56 江田 照男�富士開発 古賀 史生 新ひだか 高橋フアーム 440－ 4 〃 アタマ 286．4
713 ピュアヒカリ 牡3鹿 56 吉田 豊鶴見 芳子氏 竹内 正洋 新冠 村上 欽哉 444－ 61：22．8� 21．3�
12 レッドルーナ 牝3青鹿54 石川裕紀人 �東京ホースレーシング 小島 茂之 千歳 社台ファーム 466－ 2 〃 ハナ 11．9�
715 ウインカーマイン 牡3鹿 56 宮崎 北斗�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 420＋ 4 〃 同着 41．5�
59 ホウオウブリュレ 牝3栗 54 柴田 善臣小笹 芳央氏 林 徹 新ひだか 岡田スタツド 390－181：23．11� 386．7�
818 リブパッション 牝3鹿 54 木幡 初也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 勇介 新ひだか 服部 牧場 460＋16 〃 クビ 63．8�
35 ド ナ カ ル モ 牝3鹿 54 中谷 雄太山田 貢一氏 本間 忍 日高 日西牧場 432－ 8 〃 アタマ 608．7�
611 ス ト イ ク ス 牝3黒鹿54 戸崎 圭太阿部 友弘氏 加藤 征弘 日高 下河辺牧場 402－141：23．41� 4．0�
510 フルールデシャン 牝3鹿 54 蛯名 正義飯田 正剛氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 428－ 81：24．03
 409．8�
612 サンマッカレン 牝3鹿 54 村田 一誠 �加藤ステーブル 清水 英克 日高 株式会社

ケイズ 400－ 41：24．1� 330．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 33，404，000円 複勝： 49，573，000円 枠連： 20，547，000円
馬連： 67，658，100円 馬単： 30，243，300円 ワイド： 46，144，800円
3連複： 86，602，700円 3連単： 95，507，500円 計： 429，680，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，390円 複 勝 � 480円 � 170円 � 160円 枠 連（7－8） 1，460円

馬 連 �� 6，930円 馬 単 �� 18，480円

ワ イ ド �� 1，890円 �� 1，490円 �� 560円

3 連 複 ��� 7，670円 3 連 単 ��� 90，510円

票 数

単勝票数 計 334040 的中 � 11135（10番人気）
複勝票数 計 495730 的中 � 20066（9番人気）� 83268（3番人気）� 89847（1番人気）
枠連票数 計 205470 的中 （7－8） 10849（8番人気）
馬連票数 計 676581 的中 �� 7566（29番人気）
馬単票数 計 302433 的中 �� 1227（65番人気）
ワイド票数 計 461448 的中 �� 6046（24番人気）�� 7746（19番人気）�� 22313（3番人気）
3連複票数 計 866027 的中 ��� 8462（25番人気）
3連単票数 計 955075 的中 ��� 765（319番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．5―47．7―59．4―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オメガドーヴィル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．11．17 東京6着

2016．3．24生 牝3青鹿 母 オメガインベガス 母母 ベガスナイト 4戦1勝 賞金 5，750，000円
〔発走状況〕 ピュアヒカリ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 フジマサディープ号の騎手三浦皇成は，3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：5番・10番）

アマレーン号の騎手柴田未崎は，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50，000円。（被害馬：9番・11番）
〔その他〕 フジマサディープ号は，3コーナーで銜受けが不良となり外側に逃避したことについて平地調教注意。
※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 アースプレリュード号



12098 5月18日 晴 良 （1東京2） 第9日 第5競走 ��1，600�3歳未勝利
発走12時35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
1：30．5
1：30．5

良
良

715 ロ ザ ム ー ル 牝3栗 54 松岡 正海栗山 良子氏 上原 博之 新ひだか 静内坂本牧場 474＋ 21：33．4 24．8�
35 ガ ロ シ ェ 牝3黒鹿 54

53 ☆武藤 雅 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 448± 01：33．61� 6．3�

47 エ ス タ ジ 牝3鹿 54 D．レーン 吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 438－ 21：33．7� 3．4�
（豪）

11 ヴ ォ ア ラ 牝3黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 新開 幸一 浦河 杵臼牧場 468－ 61：33．91� 43．1�
713 ロンリーソルジャー 牡3鹿 56 戸崎 圭太吉田 千津氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 494＋ 2 〃 ハナ 2．4�
714 ワイルドタッチ 牝3栗 54 内田 博幸�キヨタケ牧場 黒岩 陽一 新ひだか キヨタケ牧場 B458＋ 21：34．0� 39．3	
510 カフェシュヴァルツ 牡3黒鹿56 三浦 皇成西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 460＋ 21：34．32 14．0

12 セクシイフラワー 牝3黒鹿 54

51 ▲菅原 明良平岡 茂樹氏 稲垣 幸雄 むかわ 平岡牧場 452± 01：34．61� 423．4�
818 ショウナンサジン 牡3黒鹿56 吉田 豊国本 哲秀氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム 472± 0 〃 クビ 69．3�
36 シンボリノワール 牝3青鹿54 田中 勝春シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 460＋ 21：34．7� 330．8
816 ショウナンバニラ 牝3鹿 54 横山 典弘�湘南 武市 康男 日高 中原牧場 416－ 21：34．91 29．0�
817 コスモエスパーダ 牡3青 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新ひだか 静内酒井牧場 462－ 41：35．0� 7．9�
48 ザ メ イ ダ ン 牡3黒鹿56 宮崎 北斗大塚 亮一氏 新開 幸一 安平 追分ファーム 474－ 41：35．21� 271．5�
611 フォワードプッシュ 牡3鹿 56 岩崎 翼鈴木 正浩氏 伊藤 大士 新ひだか 静内フジカワ牧場 432－121：35．41� 377．4�
23 トーホウボッカ 牡3黒鹿56 蛯名 正義東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 496－ 61：36．25 374．3�
612 ウインドスケール 牡3栗 56 B．アヴドゥラ �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 524－ 2 〃 クビ 24．7�

（豪）

24 アウトストリップ 牝3青 54 江田 照男岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 松木 加代 424－101：37．37 476．5�
59 ダウラギリテソーロ 牡3鹿 56 中谷 雄太了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 浦河 辻 牧場 482＋ 41：38．78 526．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 39，913，000円 複勝： 55，878，700円 枠連： 18，573，400円
馬連： 76，216，900円 馬単： 39，219，200円 ワイド： 55，148，500円
3連複： 98，086，000円 3連単： 123，045，200円 計： 506，080，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，480円 複 勝 � 540円 � 190円 � 180円 枠 連（3－7） 690円

馬 連 �� 7，970円 馬 単 �� 23，120円

ワ イ ド �� 2，050円 �� 1，250円 �� 460円

3 連 複 ��� 6，240円 3 連 単 ��� 82，140円

票 数

単勝票数 計 399130 的中 � 12832（7番人気）
複勝票数 計 558787 的中 � 20673（6番人気）� 81698（3番人気）� 94318（2番人気）
枠連票数 計 185734 的中 （3－7） 20619（3番人気）
馬連票数 計 762169 的中 �� 7404（21番人気）
馬単票数 計 392192 的中 �� 1272（53番人気）
ワイド票数 計 551485 的中 �� 6526（22番人気）�� 11014（12番人気）�� 33460（4番人気）
3連複票数 計 980860 的中 ��� 11775（18番人気）
3連単票数 計1230452 的中 ��� 1086（219番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．5―11．7―12．1―11．4―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．3―34．8―46．5―58．6―1：10．0―1：21．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロ ザ ム ー ル �
�
父 ローズキングダム �

�
母父 Caerleon デビュー 2018．11．4 福島4着

2016．3．31生 牝3栗 母 グレートテン 母母 アイヴォリーイメージ 7戦1勝 賞金 7，350，000円
〔制裁〕 ウインドスケール号の騎手B．アヴドゥラは，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダウラギリテソーロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年7月18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〕 ザメイダン号・フォワードプッシュ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月18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） 2頭 ウインホノカ号・ラタウィ号
※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。

12099 5月18日 晴 良 （1東京2） 第9日 第6競走 ��
��2，100�3歳500万円以下

発走13時05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
2：06．7
2：05．9

良
良

23 ト イ ガ ー 牡3黒鹿56 宮崎 北斗節 英司氏 高市 圭二 新冠 高瀬牧場 526－102：12．8 52．4�
713 イシュタルゲート 牡3鹿 56 D．レーン 吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 498－ 22：12．9� 6．5�

（豪）

59 タマノカイザー 牡3栗 56 戸崎 圭太玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 506－ 22：13．11 3．1�
36 ブラックヘイロー 牡3青鹿56 B．アヴドゥラ 吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 502－ 62：13．31� 7．1�

（豪）

714	 ゼ ル ク 牡3鹿 56 蛯名 正義前田 晋二氏 松永 幹夫 米 North Hills
Co. Limited 490－ 22：13．72� 82．6�

510 ヒミノブルー 牡3青鹿 56
55 ☆武藤 雅佐々木八郎氏 寺島 良 平取 原田 新治 500－ 4 〃 クビ 4．4�

11 セイウンオフロード 牡3鹿 56 田中 勝春西山 茂行氏 矢野 英一 浦河 大西ファーム B474－ 22：14．34 79．4	
24 プレステッツァ 牝3鹿 54 木幡 初也吉田 照哉氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム B468＋ 22：14．4� 16．1

816 ニューツーリズム 牡3青鹿56 内田 博幸吉田 晴哉氏 黒岩 陽一 安平 追分ファーム B496－ 22：14．71
 32．8�
48 トリヴォルテソーロ 牡3栗 56

53 ▲菅原 明良了德寺健二ホール
ディングス� 奥平 雅士 浦河 浦河土肥牧場 480－ 22：15．44 583．6

12 フーズサイド 牡3黒鹿56 三浦 皇成西森 鶴氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 470＋ 42：15．82� 25．8�
611 リ ー ヴ ル 牡3栗 56 石川裕紀人�G1レーシング 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋ 42：16．01� 48．7�
815 カフジロッソ 牡3鹿 56 中谷 雄太加藤 守氏 矢作 芳人 浦河 絵笛牧場 506－ 22：17．06 17．0�
612 タンクティーエー 牡3鹿 56 江田 照男ケンレーシング組合 牧 光二 日高 下河辺牧場 B540± 02：17．42� 270．2�
47 トレイントレイン 牡3黒鹿56 松岡 正海�MMC 池上 昌和 清水 リトルブルーファーム B502－ 82：17．6
 57．5�
35 ポートロイヤル 牡3黒鹿56 横山 典弘 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 472－ 62：18．34 6．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，896，700円 複勝： 60，752，600円 枠連： 22，859，800円
馬連： 74，083，600円 馬単： 34，343，500円 ワイド： 56，795，000円
3連複： 101，138，100円 3連単： 109，988，700円 計： 502，858，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，240円 複 勝 � 1，120円 � 250円 � 150円 枠 連（2－7） 4，990円

馬 連 �� 26，100円 馬 単 �� 75，310円

ワ イ ド �� 7，100円 �� 2，760円 �� 520円

3 連 複 ��� 28，590円 3 連 単 ��� 281，770円

票 数

単勝票数 計 428967 的中 � 6541（11番人気）
複勝票数 計 607526 的中 � 10010（11番人気）� 59677（5番人気）� 147277（1番人気）
枠連票数 計 228598 的中 （2－7） 3546（15番人気）
馬連票数 計 740836 的中 �� 2199（58番人気）
馬単票数 計 343435 的中 �� 342（136番人気）
ワイド票数 計 567950 的中 �� 1949（59番人気）�� 5090（29番人気）�� 30863（2番人気）
3連複票数 計1011381 的中 ��� 2653（87番人気）
3連単票数 計1099887 的中 ��� 283（737番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―12．2―12．6―13．1―13．0―12．9―12．8―13．2―12．3―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．2―30．4―43．0―56．1―1：09．1―1：22．0―1：34．8―1：48．0―2：00．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．0
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ト イ ガ ー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2018．7．7 中京10着

2016．3．3生 牡3黒鹿 母 アクイレジア 母母 ロ ジ ー タ 6戦2勝 賞金 14，920，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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） 3頭 アポロモーリアン号・フラテルニテ号・ボーイズオブサマー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



12100 5月18日 晴 良 （1東京2） 第9日 第7競走 ��1，600�4歳以上500万円以下
発走13時35分 （ダート・左）

牝；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

35 メ ヌ エ ッ ト 牝5芦 55 戸崎 圭太 �ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 452＋ 41：38．5 4．4�
23 リンガスビンゴ 牝4黒鹿55 内田 博幸伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 526＋ 4 〃 クビ 4．9�
816 シャドウアイランド 牝4鹿 55 B．アヴドゥラ 飯塚 知一氏 藤沢 和雄 新ひだか 前川 正美 466－ 2 〃 アタマ 4．1�

（豪）

611 ジェイエルノブレス 牝4鹿 55 田中 勝春橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 448± 01：38．71� 23．0�
11 ジャンティエス 牝4栗 55 松岡 正海落合 幸弘氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 480＋ 41：38．8� 8．0�
713 サクラユニヴァース 牝4青鹿55 三浦 皇成�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 谷岡牧場 474＋201：38．9クビ 5．8	
510 ラプターゲイル 牝4黒鹿55 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新ひだか 中田 英樹 B448＋ 41：39．21� 21．4�
47 � ミ サ コ 牝4芦 55 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 浦河 酒井牧場 482＋ 6 〃 クビ 140．9�
48 アオイテソーロ 牝5黒鹿 55

54 ☆武藤 雅了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 安平 ノーザンファーム 502＋ 2 〃 アタマ 10．7

24 テ ン キ セ キ 牝6鹿 55 江田 照男天白 泰司氏 牧 光二 新ひだか 千代田牧場 B494＋121：39．51	 107．1�
612� ホウオウサマンサ 牝4栗 55 木幡 初也小笹 芳央氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 450－ 4 〃 ハナ 140．1�
36 ラ ヴ ノ ッ ト 牝4鹿 55

52 ▲菅原 明良 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 小西 一男 浦河 大北牧場 482－ 8 〃 クビ 133．9�

815� フロースヒルデ 牝4鹿 55 宮崎 北斗宮川 保氏 南田美知雄 日高 浦新 徳司 436± 01：39．6	 176．5�
714 ラインアストリア 牝4鹿 55 蛯名 正義大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム B478－ 61：39．81� 18．1�
59 � ア テ ナ リ 牝4黒鹿55 柴田 善臣林 弘之氏 田島 俊明 浦河 鎌田 正嗣 470－ 81：40．11� 249．7�
12 � ディーズエフォート 牝4栗 55 石川裕紀人
浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 458－ 21：41．58 193．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，803，800円 複勝： 48，373，500円 枠連： 16，948，600円
馬連： 71，194，600円 馬単： 29，377，700円 ワイド： 46，308，800円
3連複： 90，716，800円 3連単： 99，902，900円 計： 436，626，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 160円 � 150円 枠 連（2－3） 1，020円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 350円 �� 410円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 7，760円

票 数

単勝票数 計 338038 的中 � 60363（2番人気）
複勝票数 計 483735 的中 � 77675（2番人気）� 75514（3番人気）� 86001（1番人気）
枠連票数 計 169486 的中 （2－3） 12827（3番人気）
馬連票数 計 711946 的中 �� 52888（2番人気）
馬単票数 計 293777 的中 �� 11275（1番人気）
ワイド票数 計 463088 的中 �� 34146（1番人気）�� 28603（3番人気）�� 29387（2番人気）
3連複票数 計 907168 的中 ��� 48591（1番人気）
3連単票数 計 999029 的中 ��� 9323（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―35．5―48．1―1：00．5―1：12．9―1：25．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メ ヌ エ ッ ト �
�
父 Tapit �

�
母父 Hard Spun デビュー 2016．12．24 阪神3着

2014．2．28生 牝5芦 母 スピニングワイルドキャット 母母 Hollywood Wildcat 20戦2勝 賞金 29，100，000円
※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 ヴーディーズピアス号
※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18日 晴 良 （1東京2） 第9日 第8競走 ��
��1，400�4歳以上500万円以下

発走14時05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

35 オレノマニラ 牡4栗 57
54 ▲菅原 明良諸岡 慶氏 土田 稔 日高 北田 剛 430－ 21：26．3 6．5�

713� クリップスプリンガ 牡5鹿 57 戸崎 圭太山下 良子氏 岩戸 孝樹 新冠 ヤマタケ牧場 450± 01：26．51	 3．5�
612� スズカアポロ 牡8黒鹿57 村田 一誠永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B478－ 2 〃 クビ 251．2�
714 デルマシャンパン 牝4黒鹿55 三浦 皇成浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 468＋101：26．92
 7．7�
59 ココロノイコロ 牡4黒鹿57 柴田 善臣海谷 幸司氏 高橋 祥泰 新ひだか 谷岡牧場 450＋ 4 〃 クビ 14．5�
23 スマートアムール 牝5栗 55 木幡 初也大川 徹氏 粕谷 昌央 浦河 杵臼牧場 458＋ 21：27．11 80．0�
816 シ キ シ マ 牡4鹿 57 岩崎 翼井山 登氏 小桧山 悟 浦河 大柳ファーム 496＋ 4 〃 アタマ 267．2	
510 シルバーストーン 牡5芦 57 横山 典弘峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 506＋ 2 〃 ハナ 8．0

24 � ケンユキノオー 牡5黒鹿 57

56 ☆武藤 雅中西 健氏 久保田貴士 新冠 石郷岡 雅樹 448＋ 21：27．42 26．3�
48 サウンドストリート 牡5鹿 57 宮崎 北斗増田 雄一氏 和田正一郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462＋ 41：27．71� 18．5�
815� アロースコルトン 牡6鹿 57 石川裕紀人吉田 好雄氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 B470＋ 21：28．01� 273．3
611� シンボリピカソ 牡4芦 57 中谷 雄太飯田 正剛氏 小野 次郎 日高 シンボリ牧場 B470－ 6 〃 アタマ 118．1�
36 サトノユニゾン �4鹿 57 内田 博幸 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 新ひだか グランド牧場 492＋ 21：28．21
 3．2�
47 フクノクオリア �5黒鹿57 松岡 正海福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新ひだか 山際牧場 B504＋ 61：28．3
 35．4�
12 タマスカイブルー 牡4青鹿57 吉田 豊玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 486－ 81：28．4クビ 51．7�
11 エ ン パ シ ー 牡5青鹿57 蛯名 正義岡 浩二氏 中川 公成 新ひだか カタオカフアーム B486＋ 21：28．71� 53．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，865，000円 複勝： 48，471，500円 枠連： 23，370，300円
馬連： 71，493，400円 馬単： 31，852，600円 ワイド： 43，649，400円
3連複： 88，828，500円 3連単： 106，274，700円 計： 443，805，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 220円 � 140円 � 5，380円 枠 連（3－7） 280円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 510円 �� 29，090円 �� 14，290円

3 連 複 ��� 138，500円 3 連 単 ��� 606，680円

票 数

単勝票数 計 298650 的中 � 36608（3番人気）
複勝票数 計 484715 的中 � 54133（3番人気）� 124712（1番人気）� 1530（16番人気）
枠連票数 計 233703 的中 （3－7） 63570（1番人気）
馬連票数 計 714934 的中 �� 44840（5番人気）
馬単票数 計 318526 的中 �� 8790（10番人気）
ワイド票数 計 436494 的中 �� 24241（4番人気）�� 366（87番人気）�� 747（71番人気）
3連複票数 計 888285 的中 ��� 481（196番人気）
3連単票数 計1062747 的中 ��� 127（953番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―24．0―36．6―49．2―1：01．5―1：13．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オレノマニラ �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．10．14 東京6着

2015．4．11生 牡4栗 母 フ ク ウ マ 母母 バブリングブライド 15戦2勝 賞金 20，650，000円
※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。
（非抽選馬） 5頭 カズミドリーム号・サンマルバロン号・ジスモンダ号・ハルメキ号・レアバード号



12102 5月18日 晴 良 （1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 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

33 ランペドゥーザ 牝3栗 54 江田 照男�ミルファーム 高市 圭二 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 470－ 21：47．2 39．2�

710 ファナティック 牝3鹿 54 三浦 皇成 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464＋ 21：47．3� 2．9�

55 ミモザイエロー 牝3栗 54 吉田 豊青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 452＋ 21：47．51 4．8�
68 ポ リ ア ン サ 牝3栗 54 D．レーン 佐藤 壽男氏 木村 哲也 洞�湖 レイクヴィラファーム 460－ 4 〃 クビ 6．9�

（豪）

56 ア ゴ ベ イ 牝3鹿 54 田中 勝春ゴドルフィン 尾関 知人 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 446＋10 〃 ハナ 9．7	

44 ベルキューティ 牝3黒鹿54 内田 博幸子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 416＋ 21：47．6クビ 20．4

79 モズレジーナ 牝3鹿 54 中谷 雄太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 422－ 41：47．7� 9．3�
811 テイクザヘルム 牝3芦 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 安田 翔伍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 81：47．91� 5．6�
67 シルバースミス 牝3芦 54 横山 典弘 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 追分ファーム 474－101：48．53� 18．0
11 アックアアルタ 牝3青鹿54 石川裕紀人 �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 440－ 8 〃 アタマ 27．1�
812 ビームフラッシュ 牝3鹿 54 柴田 大知田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか タガミファーム B446－ 41：49．35 468．9�
22 シッパイシナイノデ 牝3鹿 54 宮崎 北斗小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 454－ 61：49．51� 299．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 49，532，000円 複勝： 65，788，700円 枠連： 21，877，000円
馬連： 105，669，900円 馬単： 45，483，500円 ワイド： 62，404，200円
3連複： 128，791，000円 3連単： 170，370，700円 計： 649，917，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，920円 複 勝 � 580円 � 150円 � 170円 枠 連（3－7） 3，790円

馬 連 �� 5，520円 馬 単 �� 12，980円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 1，590円 �� 300円

3 連 複 ��� 5，750円 3 連 単 ��� 48，760円

票 数

単勝票数 計 495320 的中 � 10091（10番人気）
複勝票数 計 657887 的中 � 20125（10番人気）� 146191（1番人気）� 107187（2番人気）
枠連票数 計 218770 的中 （3－7） 4462（13番人気）
馬連票数 計1056699 的中 �� 14822（22番人気）
馬単票数 計 454835 的中 �� 2628（51番人気）
ワイド票数 計 624042 的中 �� 10259（20番人気）�� 9274（24番人気）�� 61060（1番人気）
3連複票数 計1287910 的中 ��� 16786（19番人気）
3連単票数 計1703707 的中 ��� 2533（183番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．0―36．8―48．6―1：00．3―1：12．1―1：23．4―1：35．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F35．1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ランペドゥーザ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2018．8．26 新潟17着

2016．4．16生 牝3栗 母 セイウンユウカ 母母 ワンモアギャル 15戦2勝 賞金 16，759，000円
〔制裁〕 ポリアンサ号の騎手D．レーンは，向正面で十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。（被害馬：12番）

ミモザイエロー号の騎手吉田豊は，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：11番）
※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。

12103 5月18日 晴 良 （1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，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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

11 フォースライン 牡5黒鹿57 D．レーン 吉田 勝己氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 514＋ 82：12．0 1．9�
（豪）

612� ジ ェ ミ ニ ズ 牡5栗 57 横山 典弘ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 524＋ 62：12．42	 17．6�
12 グロンフォール 牡4鹿 57 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 570－ 22：12．93 10．8�
611 クロノスタシス 牡6芦 57 石川裕紀人 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 542－ 62：13．0クビ 23．4�
48 ロ ジ テ ィ ナ 牡4黒鹿57 柴田 大知久米田正明氏 新開 幸一 新冠 新冠橋本牧場 542－ 6 〃 ハナ 14．3	
713 アルーフクライ 牡5鹿 57 B．アヴドゥラ �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム B480－ 82：13．31
 45．8


（豪）

47 � フ ラ テ ッ リ 牡4栗 56 三浦 皇成吉田 和美氏 池添 学 豪
China Horse Club Racing Pty
Ltd,Grimley Bba Pty
Ltd,Worldwide Bloodstock

550＋122：13．5
 9．7�
816 ヴィジョンオブラヴ 牡4青鹿57 宮崎 北斗大塚 亮一氏 新開 幸一 新冠 佐藤牧場 490＋ 22：13．6
 19．8�
714 スズカロング 牡5鹿 57 武藤 雅永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 484－ 62：13．81 44．2
36 ダノンフォワード 牡4栗 57 戸崎 圭太�ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B450－102：14．01� 4．4�
35 マサキノテソーロ 牡5栗 57 柴田 善臣了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新冠 山岡牧場 522＋ 22：14．85 78．7�
59 オペラハット 牡8鹿 57 江田 照男小菅 定雄氏 森 秀行 平取 高橋 啓 468＋ 22：14．9クビ 222．9�
23 ラスティユース 牡4栗 57 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 490＋ 82：15．0
 117．4�
815 ワカミヤオウジ 牡4青 57 中谷 雄太芳川 貴行氏 栗田 徹 新冠 スカイビーチステーブル B492＋ 42：15．31
 220．4�
24 クアトレフォイル 牡4鹿 57 松岡 正海大塚 亮一氏 稲垣 幸雄 浦河 有限会社

松田牧場 498＋ 4 〃 アタマ 79．5�
510 サノノカガヤキ 牡6鹿 57 木幡 初也佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 506± 02：15．72	 166．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，095，000円 複勝： 105，877，800円 枠連： 34，166，200円
馬連： 142，904，500円 馬単： 66，422，500円 ワイド： 77，859，700円
3連複： 182，743，200円 3連単： 259，241，800円 計： 922，310，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 300円 � 250円 枠 連（1－6） 680円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 540円 �� 480円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 3，440円 3 連 単 ��� 10，680円

票 数

単勝票数 計 530950 的中 � 220606（1番人気）
複勝票数 計1058778 的中 � 566967（1番人気）� 45749（6番人気）� 58628（4番人気）
枠連票数 計 341662 的中 （1－6） 38851（3番人気）
馬連票数 計1429045 的中 �� 90618（5番人気）
馬単票数 計 664225 的中 �� 31635（6番人気）
ワイド票数 計 778597 的中 �� 37633（6番人気）�� 43764（4番人気）�� 9163（22番人気）
3連複票数 計1827432 的中 ��� 39778（9番人気）
3連単票数 計2592418 的中 ��� 17597（24番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．2―31．4―44．4―57．1―1：09．4―1：21．7―1：34．0―1：46．4―1：59．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フォースライン �
�
父 ワークフォース �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．12．3 阪神4着

2014．3．2生 牡5黒鹿 母 ローザブランカ 母母 ロ ー ズ バ ド 21戦4勝 賞金 66，940，000円
※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 アポロテネシー号・イルフォーコン号・エムオーグリッタ号・カリーニョミノル号・ダイワインパルス号・

ヘヴントゥナイト号
※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。



12104 5月18日 晴 良 （1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，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 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

22 ダイワキャグニー 牡5黒鹿57 内田 博幸大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B500－ 61：45．8 3．8�
46 カ ラ ビ ナ 牡6鹿 54 武藤 雅ゴドルフィン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514－ 81：46．12 13．5�
814� ショウナンバッハ 牡8鹿 54 吉田 豊国本 哲秀氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 458－ 21：46．2クビ 63．0�
47 � ストーンウェア 牡7鹿 54 中谷 雄太吉田 照哉氏 吉田 直弘 米 Shadai Farm 464－ 81：46．3	 34．1�
23 ブレスジャーニー 牡5鹿 56 石川裕紀人島川 �哉氏 佐々木晶三 新冠 競優牧場 454－12 〃 ハナ 9．2�
34 � シャイニービーム 牡7鹿 53 岩崎 翼小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 450－ 6 〃 クビ 156．0	
59 エ ン ジ ニ ア 牡6鹿 54 柴田 善臣髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 486＋ 21：46．4クビ 13．7

713 ドレッドノータス 
6栗 56 松岡 正海 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 446－ 8 〃 ハナ 40．7�
815 レ イ エ ン ダ 牡4黒鹿56 B．アヴドゥラ �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 486－ 41：46．61� 2．6

（豪）

610 プラチナムバレット 牡5芦 56 柴田 大知 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 河内 洋 新ひだか 岡田スタツド 476± 0 〃 ハナ 51．4�

712 マイネルサージュ 牡7鹿 56 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 洞�湖 レイクヴィラファーム 502＋ 2 〃 ハナ 37．6�

11 ベルキャニオン 牡8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 498＋ 2 〃 クビ 4．9�

（豪）

611 ジョルジュサンク 牡6栗 53 江田 照男 �CHEVAL AT-
TACHE 島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 532－ 21：46．7	 93．9�

35 マサハヤドリーム 
7鹿 55 戸崎 圭太中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 448－281：47．12	 55．6�
58 サトノアッシュ 牡7鹿 54 田中 勝春 �サトミホースカンパニー 中竹 和也 日高 下河辺牧場 492＋ 41：47．52	 112．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 92，935，500円 複勝： 111，773，300円 枠連： 59，968，300円
馬連： 287，882，200円 馬単： 108，673，300円 ワイド： 151，120，900円
3連複： 388，525，100円 3連単： 516，161，800円 計： 1，717，040，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 190円 � 360円 � 960円 枠 連（2－4） 1，290円

馬 連 �� 2，800円 馬 単 �� 4，780円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 3，340円 �� 7，010円

3 連 複 ��� 50，500円 3 連 単 ��� 183，430円

票 数

単勝票数 計 929355 的中 � 190702（2番人気）
複勝票数 計1117733 的中 � 192284（2番人気）� 77934（6番人気）� 24657（11番人気）
枠連票数 計 599683 的中 （2－4） 35915（5番人気）
馬連票数 計2878822 的中 �� 79485（10番人気）
馬単票数 計1086733 的中 �� 17030（17番人気）
ワイド票数 計1511209 的中 �� 39444（9番人気）�� 11490（34番人気）�� 5417（58番人気）
3連複票数 計3885251 的中 ��� 5770（123番人気）
3連単票数 計5161618 的中 ��� 2040（463番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―11．8―12．2―12．0―12．0―11．3―10．9―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―35．9―48．1―1：00．1―1：12．1―1：23．4―1：34．3

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

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5黒鹿 母 トリプレックス 母母 トリプルワウ 17戦6勝 賞金 142，797，000円
〔制裁〕 ブレスジャーニー号の騎手石川裕紀人は，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：14番・15番）
※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。

12105 5月18日 晴 良 （1東京2） 第9日 第12競走 ��1，400�4歳以上1000万円以下
発走16時25分 （芝・左）

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
1：19．4
1：19．0

良
良

36 モ ア ナ 牝5青鹿55 D．レーン 吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 506＋ 41：20．5 2．3�
（豪）

816 アンリミット 牝4青鹿55 内田 博幸前原 敏行氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 480＋ 2 〃 ハナ 4．4�
611 スイーズドリームス 牡5鹿 57 三浦 皇成大塚 亮一氏 須貝 尚介 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 508＋ 21：20．81� 5．3�
48 コスモヨハネ 牡7栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 498－ 41：21．12 38．9�
714 ピエナミント 牝4鹿 55 横山 典弘本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 446－121：21．2� 17．3�
715 ヤマニンペダラーダ 牡5黒鹿57 田中 勝春土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 462－12 〃 アタマ 27．3	
818 ボールドジャパン 牡8鹿 57 松岡 正海増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 武田 修一 528± 01：21．3� 399．2

713 ハ ト ホ ル 牝4鹿 55 柴田 善臣髙瀬 真尚氏 本間 忍 浦河 中脇 満 462－ 4 〃 ハナ 35．2�
59 シェヴェルニー 牝6黒鹿55 岩部 純二�ミルファーム 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 442＋ 61：21．51� 630．1�
24 アルジャーノン 牡4栗 57 蛯名 正義 Him Rock Racing

ホールディングス 荒川 義之 日高 北田 剛 440－ 6 〃 ハナ 51．7�
817 リンシャンカイホウ 牡4鹿 57 B．アヴドゥラ�三嶋牧場 田中 剛 新冠 パカパカ

ファーム B436＋ 2 〃 ハナ 35．1�
（豪）

612 ディアサルファー 牝4栗 55 吉田 豊ディアレストクラブ 菊川 正達 浦河 ディアレスト
クラブ 482＋ 4 〃 アタマ 158．6�

11 レッドレグナント 牝4鹿 55 戸崎 圭太 東京ホースレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 478± 01：21．6� 8．9�
510 モルフェオルフェ 牝4鹿 55

52 ▲菅原 明良並河賢一郎氏 大江原 哲 浦河 宮内牧場 428± 01：21．7� 167．0�
23 プ レ ト リ ア 	4鹿 57

56 ☆武藤 雅多田 賢司氏 中川 公成 浦河 大北牧場 454± 0 〃 アタマ 16．1�
47 ホウオウスクラム 牡4栗 57 石川裕紀人小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 498－ 41：21．8� 290．8�
12 ピースユニヴァース 牡4鹿 57 中谷 雄太久米田正平氏 尾形 和幸 新冠 秋田牧場 476＋ 41：21．9クビ 45．8�
35 スノードーナツ 牝5黒鹿55 江田 照男�ミルファーム 石毛 善彦 日高 野島牧場 494－ 41：22．53� 231．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 80，499，100円 複勝： 106，827，800円 枠連： 44，022，600円
馬連： 191，426，600円 馬単： 82，669，200円 ワイド： 123，737，200円
3連複： 275，744，200円 3連単： 365，120，700円 計： 1，270，047，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 140円 � 150円 枠 連（3－8） 570円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 240円 �� 280円 �� 340円

3 連 複 ��� 710円 3 連 単 ��� 2，600円

票 数

単勝票数 計 804991 的中 � 270927（1番人気）
複勝票数 計1068278 的中 � 269834（1番人気）� 186005（2番人気）� 166798（3番人気）
枠連票数 計 440226 的中 （3－8） 59849（1番人気）
馬連票数 計1914266 的中 �� 265153（1番人気）
馬単票数 計 826692 的中 �� 76517（1番人気）
ワイド票数 計1237372 的中 �� 135735（1番人気）�� 113991（2番人気）�� 88370（3番人気）
3連複票数 計2757442 的中 ��� 290238（1番人気）
3連単票数 計3651207 的中 ��� 101600（1番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―10．7―11．1―11．2―12．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―34．5―45．6―56．8―1：08．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．9
3 ・（17，10）－14，16，7，8（6，9）（1，4，18）11（13，15）12－（5，3）－2 4 ・（17，10）＝14，16，7（6，8）9（1，4，18）11（13，15）12－（5，3）－2

勝馬の
紹 介

モ ア ナ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2016．8．28 新潟3着

2014．1．29生 牝5青鹿 母 プロミネント 母母 プロモーション 15戦4勝 賞金 71，895，000円
※ディアサルファー号・ピースユニヴァース号は，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。



（1東京2）第9日 5月18日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 192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

204，170，000円
2，590，000円
19，850，000円
1，380，000円
22，520，000円
78，934，000円
4，966，000円
1，843，200円

勝馬投票券売得金
544，436，800円
785，926，300円
307，453，000円
1，262，645，100円
552，300，100円
790，370，000円
1，675，543，300円
2，120，719，300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
計 8，039，393，900円

総入場人員 30，145名 （有料入場人員 27，672名）
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