
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

12118 5月25日 晴 良 （1東京2） 第11日 第1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

24 ロードストライク 牡3栗 56 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 新ひだか ケイアイファーム 470－ 21：38．5 4．9�
612 グロリアスホープ 牡3鹿 56 木幡 初也�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 B508＋141：38．71� 25．6�
714 トーセンコハク 牝3栗 54 横山 和生島川 �哉氏 杉浦 宏昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486＋ 81：39．65 10．7�
47 フォーアネーム 牝3鹿 54 田辺 裕信 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 494＋ 21：39．7� 11．3	
815 ポルトラーノ 	3鹿 56 D．レーン �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 480－121：40．33
 2．4


（豪）

713 ピカレスクスマイル 牡3鹿 56
54 △野中悠太郎井手 慶祐氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 430－ 41：40．4� 11．7�

23 ベルフォルテ 牡3鹿 56 杉原 誠人山口功一郎氏 小島 茂之 安平 追分ファーム 510－ 21：40．5
 32．4�
11 ミエノカムカム 牡3鹿 56

55 ☆武藤 雅里見美惠子氏 高柳 瑞樹 新ひだか 千代田牧場 B440－ 81：40．6
 36．1
59 アーチンガイ 牡3鹿 56

53 ▲菅原 明良泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 B482＋ 21：40．81� 78．4�
510 ペイドバケーション 牡3鹿 56 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 大和田 成 千歳 社台ファーム 504＋ 21：40．9� 10．3�
611 シ ン ラ イ 牡3芦 56 田中 勝春丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 滝本 健二 470± 0 〃 クビ 7．0�
35 ヤマニンベイパー 牡3黒鹿 56

53 ▲山田 敬士土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 508＋181：41．11� 182．3�
36 セ レ ブ リ ス 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也安原 浩司氏 田中 剛 浦河 辻 牧場 454＋ 21：41．73
 165．2�
48 イスモイルテソーロ 牡3栗 56

55 ☆横山 武史了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 日高 沖田牧場 486－ 61：43．9大差 145．3�

12 アルタマレーア 牝3鹿 54
51 ▲木幡 育也吉田 勝己氏 田島 俊明 安平 ノーザンファーム 426＋ 81：44．22 226．0�

（15頭）
816 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 492－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 28，307，600円 複勝： 45，935，400円 枠連： 19，467，600円
馬連： 52，868，500円 馬単： 24，443，700円 ワイド： 37，892，700円
3連複： 61，433，200円 3連単： 70，407，300円 計： 340，756，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 200円 � 700円 � 290円 枠 連（2－6） 1，500円

馬 連 �� 8，360円 馬 単 �� 13，140円

ワ イ ド �� 2，250円 �� 990円 �� 3，100円

3 連 複 ��� 20，050円 3 連 単 ��� 108，830円

票 数

単勝票数 差引計 283076（返還計 44735） 的中 � 45418（2番人気）
複勝票数 差引計 459354（返還計112785） 的中 � 70678（2番人気）� 14152（9番人気）� 41970（4番人気）
枠連票数 差引計 194676（返還計 18441） 的中 （2－6） 9996（8番人気）
馬連票数 差引計 528685（返還計228883） 的中 �� 4896（27番人気）
馬単票数 差引計 244437（返還計103834） 的中 �� 1395（47番人気）
ワイド票数 差引計 378927（返還計168150） 的中 �� 4282（25番人気）�� 10221（14番人気）�� 3087（32番人気）
3連複票数 差引計 614332（返還計472664） 的中 ��� 2297（58番人気）
3連単票数 差引計 704073（返還計548670） 的中 ��� 469（327番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードストライク �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2019．4．7 中山4着

2016．2．29生 牡3栗 母 レディカーニバル 母母 ヴァージニー 3戦1勝 賞金 5，750，000円
〔競走除外〕 ゴー号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イスモイルテソーロ号・アルタマレーア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元

年6月25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〕 アルタマレーア号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月25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。

12119 5月25日 晴 良 （1東京2） 第11日 第2競走 ��1，400�3歳未勝利
発走10時40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

11 シャンデフレーズ 牝3鹿 54 D．レーン �キャロットファーム 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 420± 01：21．0 2．4�
（豪）

23 ホーリーライン 牝3青鹿54 戸崎 圭太 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 矢野 英一 新冠 スカイビーチステーブル 426－ 21：21．42� 2．0�

612 ヒ マ ワ リ 牝3鹿 54 石川裕紀人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 506－121：21．61� 32．2�

510 ドラゴンエナジー 牡3鹿 56
53 ▲木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 日高 株式会社カ

ネツ牧場 B460－ 61：21．81� 452．3�
611 タイガーストライプ 牡3芦 56

53 ▲菅原 明良�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 460± 0 〃 アタマ 24．6	
818 マジックハンター 牡3黒鹿56 丸山 元気村山 忠弘氏 根本 康広 日高 鹿戸 正幸 440＋ 2 〃 ハナ 15．6

48 ファイティングマン 牡3鹿 56 三浦 皇成�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 516＋101：22．11� 37．5�
35 ナムラピアス 牝3黒鹿54 田辺 裕信奈村 睦弘氏 稲垣 幸雄 様似 林 時春 454＋ 8 〃 アタマ 28．0�
713 ジェイドパンニャー 牝3黒鹿54 菅原 隆一福原 晃氏 小野 次郎 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 402－ 4 〃 ハナ 316．6
12 ア ル フ ァ 牡3黒鹿 56

53 ▲山田 敬士新井原 博氏 深山 雅史 新冠 川上 悦夫 472－ 81：22．41� 381．8�
714 アランチオーネ 牝3栗 54 勝浦 正樹 �ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 426＋141：22．61� 126．3�
36 レットハーゴー 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 434－16 〃 ハナ 90．7�

24 ペイシャレーサー 牝3鹿 54 丸田 恭介北所 直人氏 高橋 裕 様似 富田 恭司 422－141：22．81 172．9�
59 フライソーハイ 牝3青 54 M．デムーロ�明栄商事 松山 将樹 新冠 ムラカミファーム 434－ 41：23．22� 9．5�
715 パラダイスキャット 牝3黒鹿54 横山 和生石瀬 浩三氏 石栗 龍彦 新冠 大栄牧場 434＋ 81：23．52 389．3�
47 サ ノ カ ナ 牝3黒鹿54 武士沢友治佐野 信幸氏 堀井 雅広 浦河 桑田牧場 468 ―1：24．77 314．4�

（クロユリマイカ）

817 ジュルングル 牝3鹿 54
53 ☆横山 武史小林 薫氏 栗田 徹 新冠 タニグチ牧場 456－ 21：26．29 47．0�

816 エミークイーン 牝3鹿 54
53 ☆武藤 雅小関 昭次氏 尾形 和幸 日高 日高大洋牧場 510 ―1：26．62� 98．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 39，859，300円 複勝： 55，300，900円 枠連： 18，414，600円
馬連： 73，189，900円 馬単： 41，613，100円 ワイド： 57，329，200円
3連複： 111，932，700円 3連単： 151，436，000円 計： 549，075，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 110円 � 360円 枠 連（1－2） 240円

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 140円 �� 1，020円 �� 860円

3 連 複 ��� 1，950円 3 連 単 ��� 6，710円

票 数

単勝票数 計 398593 的中 � 127576（2番人気）
複勝票数 計 553009 的中 � 153875（2番人気）� 177106（1番人気）� 19191（8番人気）
枠連票数 計 184146 的中 （1－2） 58477（1番人気）
馬連票数 計 731899 的中 �� 250304（1番人気）
馬単票数 計 416131 的中 �� 63538（2番人気）
ワイド票数 計 573292 的中 �� 144526（1番人気）�� 11025（13番人気）�� 13319（12番人気）
3連複票数 計1119327 的中 ��� 42941（6番人気）
3連単票数 計1514360 的中 ��� 16355（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．6―33．6―45．2―56．4―1：08．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャンデフレーズ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．9．1 新潟3着

2016．4．15生 牝3鹿 母 フラゴリーネ 母母 ゴ レ ラ 6戦1勝 賞金 12，050，000円
〔発走状況〕 サノカナ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 サノカナ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サノカナ号・ジュルングル号・エミークイーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和

元年6月25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〕 パラダイスキャット号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月25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 ニシノドクターヘリ号
※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。

第２回 東京競馬 第１１日



12120 5月25日 晴 良 （1東京2） 第11日 第3競走 ��
��1，800�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
1：44．2
1：43．9

良
良

817 リ ゼ ブ ル ー 牝3芦 54 丸山 元気飯田 訓大氏 松山 将樹 浦河 赤田牧場 478－ 41：46．9 228．1�
714 トーセングラン 牡3鹿 56 三浦 皇成島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 424± 01：47．0� 1．9�
47 デュアライズ 牡3黒鹿56 田辺 裕信高橋 文男氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 442 ―1：47．21� 6．2�
11 ハーフパイント 牡3鹿 56 D．レーン 吉田 和美氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 494－ 61：47．3	 4．4�

（豪）

612 テンペスタージ 牡3鹿 56
55 ☆武藤 雅�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 454－ 21：47．4� 8．2	

611 フラッフィーベア 牝3鹿 54
51 ▲木幡 育也 
フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 430＋ 21：47．72 64．6�

24 ドンキースタイル 牡3黒鹿 56
55 ☆坂井 瑠星廣崎利洋HD� 矢作 芳人 浦河 富田牧場 454－ 61：47．8	 31．0�

35 ショウナンランナー 牡3黒鹿56 M．デムーロ国本 哲秀氏 国枝 栄 新ひだか 静内フアーム 488± 01：48．01� 11．8
36 シャインオンアテナ 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子芳賀 滿男氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム 412＋ 61：48．42� 222．3�
23 ナ グ ラ ー ダ 牡3芦 56 内田 博幸広尾レース� 林 徹 新ひだか 木村 秀則 460－ 81：48．5� 83．8�
59 ヴィーヴァステラ 牝3鹿 54 大野 拓弥芹澤 精一氏 伊藤 伸一 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 454－ 41：48．81	 21．6�
510 カフェオセロット 牝3芦 54

52 △野中悠太郎西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 480± 01：48．9	 458．6�
816 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 452－ 21：49．21	 148．5�
815 フッカツノジュモン 牡3黒鹿56 伊藤 工真薗部 博之氏 宗像 義忠 新ひだか 矢野牧場 498± 0 〃 クビ 218．6�
713 ジュンダイセツ 牡3黒鹿 56

55 ☆横山 武史河合 純二氏 斎藤 誠 新冠 川上牧場 B454－ 4 〃 ハナ 610．0�
48 サバイバルルージュ 牝3鹿 54 黛 弘人福田 光博氏 和田 雄二 浦河 有限会社

松田牧場 490 ―1：49．51	 443．6�
12 クインズレインボー 牝3芦 54 松岡 正海亀田 和弘氏 小島 茂之 新ひだか 佐竹 学 422＋ 81：49．92� 88．4�

（17頭）

売 得 金
単勝： 49，415，500円 複勝： 106，984，300円 枠連： 15，932，100円
馬連： 70，746，400円 馬単： 43，528，400円 ワイド： 58，703，000円
3連複： 100，351，400円 3連単： 145，822，400円 計： 591，483，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 22，810円 複 勝 � 2，790円 � 110円 � 210円 枠 連（7－8） 3，040円

馬 連 �� 20，350円 馬 単 �� 54，220円

ワ イ ド �� 5，120円 �� 18，160円 �� 340円

3 連 複 ��� 41，830円 3 連 単 ��� 695，530円

票 数

単勝票数 計 494155 的中 � 1733（14番人気）
複勝票数 計1069843 的中 � 3846（12番人気）� 598314（1番人気）� 76317（4番人気）
枠連票数 計 159321 的中 （7－8） 4056（11番人気）
馬連票数 計 707464 的中 �� 2694（32番人気）
馬単票数 計 435284 的中 �� 602（74番人気）
ワイド票数 計 587030 的中 �� 2728（34番人気）�� 761（64番人気）�� 50769（3番人気）
3連複票数 計1003514 的中 ��� 1799（75番人気）
3連単票数 計1458224 的中 ��� 152（747番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―35．6―47．7―59．8―1：11．9―1：23．3―1：34．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．0

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リ ゼ ブ ル ー �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．10．21 東京13着

2016．4．13生 牝3芦 母 ジョリファム 母母 メジロアニマート 6戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 ヴィーヴァステラ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。

12121 5月25日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （1東京2） 第11日 第4競走 ��3，000�障害4歳以上未勝利

発走11時40分 （芝・ダート）

負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：17．5良・良

610 カスタネアエメ 牡4栗 59 熊沢 重文�三嶋牧場 上村 洋行 浦河 三嶋牧場 476＋ 63：24．2 48．7�
22 ユイノシンドバッド 牡4青鹿59 大江原 圭由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 506－ 83：25．37 10．5�
712 セ ネ ッ テ ィ 牡6鹿 60 植野 貴也 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 504＋ 63：25．51 10．7�
57 シンボリバーグ 牝5芦 58 上野 翔シンボリ牧場 藤沢 和雄 日高 シンボリ牧場 504＋ 83：26．03 24．5�
813 シャインブライト 牡6芦 60 石神 深一了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム 484＋ 43：26．1クビ 1．9	
69 シャイニードライヴ �5鹿 60 蓑島 靖典小林 昌志氏 佐藤 吉勝 平取 雅 牧場 454＋ 43：27．16 82．8

33 ホクセンジョウオー 牝4黒鹿57 原田 和真大野 裕氏 松山 将樹 日高 佐々木 康治 472＋ 63：28．48 62．6�
58 ピンキージョーンズ 牝5栗 58 草野 太郎 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 23：29．03� 113．8�
11 インテグリティー 牡6鹿 60 難波 剛健前田 幸治氏 高橋 義忠 むかわ 上水牧場 476± 03：29．1� 11．3
711 キールコネクション 牡7栗 60 平沢 健治水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 B480＋ 23：29．31� 4．0�
814 トラストアゲン 牡4栗 59 高野 和馬浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 谷川牧場 504＋ 63：29．72� 117．9�
46 アンヴェイルド 牡8鹿 60 伊藤 工真窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 506＋ 83：33．9大差 142．1�
34 � ダイヤグラム 牡5鹿 60 大庭 和弥小田 吉男氏 的場 均 日高 天羽 禮治 526＋163：34．43 206．8�
45 カイトチャン 牡4黒鹿59 金子 光希本田 恒雄氏 武市 康男 日高 滝本 健二 474＋ 4 （競走中止） 11．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，849，500円 複勝： 35，933，300円 枠連： 14，324，600円
馬連： 46，208，900円 馬単： 28，954，900円 ワイド： 33，129，800円
3連複： 69，682，200円 3連単： 104，464，200円 計： 361，547，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，870円 複 勝 � 1，120円 � 400円 � 410円 枠 連（2－6） 10，360円

馬 連 �� 20，230円 馬 単 �� 57，600円

ワ イ ド �� 5，010円 �� 4，980円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 57，490円 3 連 単 ��� 537，130円

票 数

単勝票数 計 288495 的中 � 4733（8番人気）
複勝票数 計 359333 的中 � 7699（8番人気）� 24838（5番人気）� 23782（6番人気）
枠連票数 計 143246 的中 （2－6） 1071（24番人気）
馬連票数 計 462089 的中 �� 1770（35番人気）
馬単票数 計 289549 的中 �� 377（78番人気）
ワイド票数 計 331298 的中 �� 1686（33番人気）�� 1695（32番人気）�� 5686（14番人気）
3連複票数 計 696822 的中 ��� 909（101番人気）
3連単票数 計1044642 的中 ��� 141（705番人気）
上り 1マイル 1：46．2 4F 51．6－3F 38．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�
8－2－（7，12）10（13，5，9）－6，1＝14，11，3－4・（8，2）－（12，10）－13－9（7，5）＝1（6，14）－11，3＝4

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

勝馬の
紹 介

カスタネアエメ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2018．4．7 福島1着

2015．3．28生 牡4栗 母 アモーレヴォレ 母母 ダンシングハピネス 障害：1戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 カイトチャン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 カイトチャン号は，2周目8号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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 エジステンツァ号



12122 5月25日 晴 良 （1東京2） 第11日 第5競走 ��
��1，400�3歳500万円以下

発走12時30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
1：21．5
1：20．3

重
不良

12 ケイアイビリジアン 牡3栗 56 大野 拓弥亀田 和弘氏 奥平 雅士 日高 ヤナガワ牧場 506＋ 21：24．8 9．5�
36 オルクリスト 牡3鹿 56 横山 和生�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 460－ 61：25．01� 13．2�
713 サニーストーム 牝3青鹿54 M．デムーロ陳 立文氏 加藤 征弘 新ひだか 土田農場 448＋ 2 〃 クビ 2．8�
11 ホウオウモントレー 牝3芦 54 丸山 元気小笹 芳央氏 矢野 英一 むかわ 市川牧場 B500＋181：25．63� 26．6�
714 ナランフレグ 牡3栗 56 戸崎 圭太西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 464＋ 81：25．7� 3．6�
24 モリノカワセミ 牝3鹿 54 柴田 善臣森 和久氏 大江原 哲 日高 森永牧場 448＋ 21：25．8クビ 25．2	
510 ヴィルトファン 牝3黒鹿 54

53 ☆横山 武史 
カナヤマホール
ディングス 高柳 瑞樹 平取 赤石牧場 502＋ 2 〃 クビ 53．1�

48 ヨ ン ク 牡3鹿 56
55 ☆武藤 雅古川 智洋氏 小笠 倫弘 浦河 高昭牧場 478－ 81：26．01 54．0�

815 サーストンバーラム 牡3栗 56
55 ☆菊沢 一樹齊藤 宣勝氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 464＋ 61：26．74 39．0

612 シャドウハンター 牡3栗 56 D．レーン 飯塚 知一氏 藤岡 健一 新ひだか ヒサイファーム 532＋ 6 〃 ハナ 5．4�
（豪）

23 ジェイエルフラッグ 牝3青鹿54 吉田 豊橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 424－ 21：27．12� 168．3�
816 ダイメイサツキ 牡3黒鹿56 丹内 祐次宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 490－ 21：27．52� 38．7�
35 グラスボイジャー 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 542＋101：28．13� 39．3�
59 ナムラアイアイサー 牡3栗 56 菅原 隆一奈村 睦弘氏 武市 康男 浦河 中島牧場 466－ 61：28．52� 155．7�
611 エヌワイパフューム 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子サンアンドコム 武井 亮 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498－ 81：28．81	 25．4�

47 チバタリアン 牝3芦 54 三浦 皇成井上 久光氏 稲垣 幸雄 新冠 競優牧場 428＋ 61：29．01� 39．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 55，253，900円 複勝： 82，136，200円 枠連： 25，990，300円
馬連： 95，857，500円 馬単： 45，206，900円 ワイド： 81，073，100円
3連複： 139，156，000円 3連単： 155，821，200円 計： 680，495，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 230円 � 240円 � 130円 枠 連（1－3） 2，480円

馬 連 �� 4，810円 馬 単 �� 10，580円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 430円 �� 610円

3 連 複 ��� 3，840円 3 連 単 ��� 32，300円

票 数

単勝票数 計 552539 的中 � 46460（4番人気）
複勝票数 計 821362 的中 � 77669（4番人気）� 71430（5番人気）� 225148（1番人気）
枠連票数 計 259903 的中 （1－3） 8111（10番人気）
馬連票数 計 958575 的中 �� 15424（17番人気）
馬単票数 計 452069 的中 �� 3204（36番人気）
ワイド票数 計 810731 的中 �� 17031（11番人気）�� 51490（2番人気）�� 33764（5番人気）
3連複票数 計1391560 的中 ��� 27147（7番人気）
3連単票数 計1558212 的中 ��� 3497（72番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．4―11．8―12．6―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．0―46．8―59．4―1：11．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F38．0
3 ・（10，11，12）（2，13，16）（5，14）7－（4，15）（1，9）6，8，3 4 10（11，12）2，13（5，7，16）14（4，15）1（6，8）－3，9

勝馬の
紹 介

ケイアイビリジアン �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．7．29 新潟7着

2016．2．28生 牡3栗 母 プラチナレイン 母母 ポストパレード 10戦2勝 賞金 19，850，000円
〔制裁〕 ダイメイサツキ号の騎手丹内祐次は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：14番・9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チバタリアン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年6月25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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 ジャスパージャック号・セイヴァリアント号・ニシノアマタ号・パイロジェン号・プロトイチバンボシ号・

ヤンチャプリヒメ号
※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。

12123 5月25日 晴 良 （1東京2） 第11日 第6競走 ��
��2，400�3歳500万円以下

発走13時00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
2：20．6
2：20．6

良
良

78 ラクローチェ 牡3鹿 56 浜中 俊畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 細川農場 458－ 42：25．5 8．4�
66 エ デ リ ー 牡3鹿 56 丸山 元気ゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 524＋ 42：25．71� 2．2�
89 ダノンラスター 牡3鹿 56 D．レーン �ダノックス 堀 宣行 千歳 社台ファーム B468－ 42：25．8クビ 2．2�

（豪）

33 ツクバソヴァール 牡3黒鹿56 大野 拓弥細谷 武史氏 杉浦 宏昭 伊達 高橋農場 460－ 42：26．11� 13．0�
11 テイエムバリバリ 牡3黒鹿56 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 村上 雅規 446－ 8 〃 クビ 33．5�
77 マイネルステレール 牡3鹿 56

54 △野中悠太郎 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 468± 02：26．31 31．3	

22 ロードブレス 牡3黒鹿56 中井 裕二 �ロードホースクラブ 奥村 豊 浦河 市川牧場 496± 02：26．51� 31．3

44 トーセンギムレット 牡3鹿 56 岩部 純二島川 �哉氏 萱野 浩二 日高 有限会社 エ

スティファーム 522－ 4 〃 アタマ 17．1�
810 シュバルツバルト 牡3青鹿56 江田 照男村野 康司氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 492－ 22：28．4大差 108．6

（9頭）
55 フラテルニテ 牝3芦 54

53 ☆武藤 雅北嶋 義三氏 戸田 博文 平取 北島牧場 488± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 47，300，800円 複勝： 66，634，900円 枠連： 14，565，100円
馬連： 75，391，700円 馬単： 49，582，500円 ワイド： 48，180，000円
3連複： 91，975，000円 3連単： 203，716，400円 計： 597，346，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 150円 � 110円 � 110円 枠 連（6－7） 660円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 2，550円

ワ イ ド �� 310円 �� 280円 �� 140円

3 連 複 ��� 540円 3 連 単 ��� 5，840円

票 数

単勝票数 差引計 473008（返還計 2688） 的中 � 44645（3番人気）
複勝票数 差引計 666349（返還計 3277） 的中 � 53831（3番人気）� 298893（1番人気）� 158664（2番人気）
枠連票数 差引計 145651（返還計 3864） 的中 （6－7） 16935（2番人気）
馬連票数 差引計 753917（返還計 11614） 的中 �� 53783（3番人気）
馬単票数 差引計 495825（返還計 7139） 的中 �� 14550（9番人気）
ワイド票数 差引計 481800（返還計 10233） 的中 �� 31819（4番人気）�� 37337（3番人気）�� 115822（1番人気）
3連複票数 差引計 919750（返還計 33395） 的中 ��� 126118（1番人気）
3連単票数 差引計2037164（返還計 65485） 的中 ��� 25274（18番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．3―12．4―12．5―12．6―12．8―13．0―12．1―11．3―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―23．8―36．1―48．5―1：01．0―1：13．6―1：26．4―1：39．4―1：51．5―2：02．8―2：13．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．1―3F34．0
1
3
7－8－3，10，1，9，4，6－2
7，8，3（1，10）（4，9）6，2

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

勝馬の
紹 介

ラクローチェ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．4．20 京都1着

2016．5．3生 牡3鹿 母 ウインデンファーレ 母母 リーガルジョイ 3戦2勝 賞金 12，200，000円
〔競走除外〕 フラテルニテ号は，馬場入場後に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため競走除外。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

追 加 記 事（第 1回新潟競馬第 8日第 6競走）
〔その他〕　　アイニイ号は，競走中に疾病〔左脛骨遠位骨折〕を発症。なお，同馬は「タイムオー

バーによる出走制限」・「３走成績による出走制限」の適用を除外。



12124 5月25日 晴 良 （1東京2） 第11日 第7競走 ��
��1，600�4歳以上500万円以下

発走13時30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
1：33．8
1：33．3

重
良

816 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 B544－ 61：38．5 2．1�

11 クワトロダッシュ 牡4栗 57
56 ☆木幡 巧也ザ・チャンピオンズ 牧 光二 日高 チャンピオン

ズファーム 482－ 4 〃 クビ 51．1�
510� マイネルストラトス 牡5黒鹿57 丸山 元気杉浦 和也氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 494± 01：38．6	 4．3�
611� 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 478－ 21：38．92 17．1�
23 リセンティート 牡5鹿 57

54 ▲木幡 育也米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 及川 ミツ子 500＋ 21：39．0クビ 121．2�
714 ヨクエロマンボ 
6芦 57 松岡 正海平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 458± 0 〃 ハナ 18．5	
48 ジ ス モ ン ダ 牝4鹿 55

52 ▲菅原 明良
ミルファーム 加藤士津八 日高 シンボリ牧場 B478＋ 4 〃 クビ 236．9�
713 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 528－ 41：39．1クビ 16．0�
24 スプリングフット 牡5鹿 57 原田 和真島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 490－ 4 〃 クビ 21．2
59 カ ナ メ 牡4青鹿 57

55 △野中悠太郎玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 B546＋ 21：39．41	 24．8�
35 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 458－ 4 〃 ハナ 8．4�
47 グローリーハンター 牡5黒鹿57 三浦 皇成平井 裕氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 500－ 61：39．61 13．9�
612 ゴ ム マ リ 牝4黒鹿55 戸崎 圭太田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 坂東ファーム 468－ 8 〃 ハナ 26．4�
815 マサノシーザー 牡6鹿 57 嘉藤 貴行猪野毛雅人氏 清水 英克 新ひだか 猪野毛牧場 490± 01：39．92 70．5�
12 ディーエスバズーカ 牡4黒鹿 57

56 ☆横山 武史秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 514± 01：40．53� 138．3�
36 スターオンザヒル 牡4黒鹿 57

54 ▲山田 敬士飯田総一郎氏 南田美知雄 日高 千葉飯田牧場 500－ 41：40．71 379．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，537，900円 複勝： 73，225，500円 枠連： 23，608，100円
馬連： 94，056，500円 馬単： 49，426，600円 ワイド： 69，958，000円
3連複： 129，371，700円 3連単： 168，011，100円 計： 654，195，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 750円 � 140円 枠 連（1－8） 3，270円

馬 連 �� 5，530円 馬 単 �� 7，050円

ワ イ ド �� 1，790円 �� 210円 �� 2，880円

3 連 複 ��� 6，700円 3 連 単 ��� 41，150円

票 数

単勝票数 計 465379 的中 � 176626（1番人気）
複勝票数 計 732255 的中 � 285304（1番人気）� 12354（11番人気）� 123546（2番人気）
枠連票数 計 236081 的中 （1－8） 5584（13番人気）
馬連票数 計 940565 的中 �� 13160（15番人気）
馬単票数 計 494266 的中 �� 5257（22番人気）
ワイド票数 計 699580 的中 �� 8703（21番人気）�� 107005（1番人気）�� 5316（32番人気）
3連複票数 計1293717 的中 ��� 14478（21番人気）
3連単票数 計1680111 的中 ��� 2960（119番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．6―36．5―48．6―1：01．2―1：13．6―1：25．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンヴィータ �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．7．16 福島6着

2015．4．2生 牡4青鹿 母 トーセンフリージア 母母 タガノアイリス 22戦2勝 賞金 38，875，000円

12125 5月25日 晴 良 （1東京2） 第11日 第8競走 ��
��1，600�4歳以上500万円以下

発走14時00分 （芝・左）
負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．5

良
良

23 ハイアーグラウンド �5鹿 57 内田 博幸小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 506＋ 81：32．6 56．6�
24 ダイイチターミナル 牡5鹿 57 江田 照男�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 454± 01：32．92 7．1�
12 グレンフィナン �4鹿 57 三浦 皇成�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B480－ 61：33．0	 3．7�
713 シュバルツリッター 牡4青鹿57 大野 拓弥ライオンレースホース� 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 468± 01：33．21	 6．3�
59 アイアムヒメ 牝4栗 55

53 △野中悠太郎玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 B456＋101：33．41
 14．7	
815 ヤマニンルサリー 牝5鹿 55 黛 弘人土井 肇氏 稲垣 幸雄 新冠 錦岡牧場 464＋101：33．82	 397．9

816� クィーンビー 牝6鹿 55

52 ▲藤田菜七子�和田牧場 田中 清隆 新冠 対馬 正 476－12 〃 クビ 47．0�
11 バルトフォンテン 牡4栗 57 石橋 脩吉橋 興生氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 508－ 21：33．9クビ 1．9�
510� コスモフェリーク 牝4栗 55 酒井 学栗嶋 豊明氏 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム 436－ 5 〃 アタマ 74．1
47 トウショウビクター 牡6黒鹿57 上野 翔トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 452－ 81：34．0	 103．3�
612� ユキノレーヌ 牝5栗 55

54 ☆木幡 巧也井上 基之氏 石毛 善彦 新ひだか 服部 牧場 436＋181：34．1� 178．4�
48 � ラブリーアゲン 牝4黒鹿55 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 様似 富田 恭司 438＋ 21：34．52 215．2�
714 サツキユニヴァース 牝5栗 55

54 ☆横山 武史小野 博郷氏 蛯名 利弘 新ひだか 田中 裕之 462＋12 〃 アタマ 130．2�
611� ヨドノローズ 牝6栗 55 勝浦 正樹海原 聖一氏 高橋 義博 浦河 林農場 456－ 81：35．67 300．6�
35 � マーレグリーン 牝4栗 55 石川裕紀人斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 466＋19 〃 ハナ 65．0�
36 ベラソヴラーノ 牝4鹿 55

54 ☆武藤 雅 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 石栗 龍彦 新ひだか 上村 清志 470＋ 81：36．13 68．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，671，600円 複勝： 57，887，900円 枠連： 23，035，900円
馬連： 81，770，000円 馬単： 44，008，900円 ワイド： 53，274，700円
3連複： 107，024，500円 3連単： 159，654，200円 計： 570，327，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，660円 複 勝 � 1，340円 � 220円 � 190円 枠 連（2－2） 11，710円

馬 連 �� 11，150円 馬 単 �� 27，990円

ワ イ ド �� 2，900円 �� 2，290円 �� 460円

3 連 複 ��� 11，300円 3 連 単 ��� 124，060円

票 数

単勝票数 計 436716 的中 � 6164（7番人気）
複勝票数 計 578879 的中 � 8504（10番人気）� 72519（3番人気）� 93201（2番人気）
枠連票数 計 230359 的中 （2－2） 1524（20番人気）
馬連票数 計 817700 的中 �� 5680（20番人気）
馬単票数 計 440089 的中 �� 1179（50番人気）
ワイド票数 計 532747 的中 �� 4468（19番人気）�� 5717（16番人気）�� 32813（4番人気）
3連複票数 計1070245 的中 ��� 7099（29番人気）
3連単票数 計1596542 的中 ��� 933（249番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．0―11．2―11．9―11．8―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．3―34．3―45．5―57．4―1：09．2―1：20．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハイアーグラウンド �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2017．2．11 東京2着

2014．3．3生 �5鹿 母 アスピリンスノー 母母 スキーパラダイス 17戦2勝 賞金 22，450，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



12126 5月25日 晴 良 （1東京2） 第11日 第9競走 ��
��1，400�

ふ が く

富 嶽 賞
発走14時35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 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

23 マイウェイアムール 牝4青鹿55 藤田菜七子田畑 利彦氏 林 徹 日高 モリナガファーム 486＋ 21：23．9 5．9�
47 � ヒルノサルバドール 牡6栗 57 横山 和生�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 458＋ 41：24．0	 7．6�
11 コスモビスティー 牡4鹿 57 丹内 祐次岡田 繁幸氏 松山 将樹 浦河 伏木田牧場 474－ 41：25．06 51．2�
36 クリノフウジン 牡5栗 57 酒井 学栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 500± 01：25．21
 10．4�
59 スズカゴーディー 牡5黒鹿57 石橋 脩永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B478－ 41：25．3クビ 3．5�
612 ハーモニーライズ 牡4黒鹿57 大野 拓弥日下部勝德氏 土田 稔 様似 様似堀牧場 490－ 4 〃 ハナ 25．4	
713 ペイシャエヴァー 牡5鹿 57 石川裕紀人北所 直人氏 小笠 倫弘 新ひだか 中田 英樹 490＋ 8 〃 ハナ 24．2

35 シ ェ ー ナ 牝4鹿 55 浜中 俊�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462＋ 61：25．51 23．7�
611 スーパーアキラ 牡4栗 57 三浦 皇成井山 登氏 矢野 英一 浦河 山下 恭茂 506± 01：25．6	 54．7�
815 ディサーニング 牡4鹿 57 M．デムーロゴドルフィン 加藤 征弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502－ 4 〃 ハナ 5．3
714 ホイールバーニング 牡6栗 57 松岡 正海市川義美ホール

ディングス� 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 522－ 81：25．7� 8．3�
816 キングラディウス 牡6栗 57 原田 和真菅原 広隆氏 南田美知雄 新冠 新冠橋本牧場 B472－ 2 〃 クビ 383．0�
24 ナムラアッパレ 牡4鹿 57 藤懸 貴志奈村 信重氏 高野 友和 日高 いとう牧場 468－ 2 〃 ハナ 21．2�
510 ラ イ リ ー 牡4黒鹿57 勝浦 正樹古賀 和夫氏 森 秀行 新冠 対馬 正 476－ 61：26．33� 347．3�
48 ヤマトワイルド 牡5鹿 57 吉田 豊醍醐 徹氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 492＋ 81：26．4� 66．9�
12 ホ ノ カ 牝5鹿 55 野中悠太郎岡田 壮史氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B476＋ 61：26．93 22．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，094，800円 複勝： 81，922，700円 枠連： 33，224，100円
馬連： 135，004，500円 馬単： 52，093，600円 ワイド： 82，804，600円
3連複： 178，564，900円 3連単： 198，197，500円 計： 814，906，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 250円 � 270円 � 1，210円 枠 連（2－4） 1，760円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 4，640円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 3，870円 �� 5，400円

3 連 複 ��� 35，910円 3 連 単 ��� 151，570円

票 数

単勝票数 計 530948 的中 � 71106（3番人気）
複勝票数 計 819227 的中 � 96375（3番人気）� 87146（4番人気）� 14551（12番人気）
枠連票数 計 332241 的中 （2－4） 14559（7番人気）
馬連票数 計1350045 的中 �� 40439（7番人気）
馬単票数 計 520936 的中 �� 8414（13番人気）
ワイド票数 計 828046 的中 �� 21474（8番人気）�� 5426（47番人気）�� 3865（60番人気）
3連複票数 計1785649 的中 ��� 3729（116番人気）
3連単票数 計1981975 的中 ��� 948（513番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．0―46．9―59．1―1：11．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．0
3 7－3（2，5，6）9（1，10）（14，8）13，15（4，16）（12，11） 4 7，3，5（2，6）（1，9）10（13，14）（8，15）（4，16）（12，11）

勝馬の
紹 介

マイウェイアムール �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2017．7．29 札幌4着

2015．4．1生 牝4青鹿 母 レイズユアグラス 母母 レイズアプランサー 17戦3勝 賞金 41，418，000円
〔発走状況〕 ヤマトワイルド号は，枠内駐立不良〔坐る〕。馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻6分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ヤマトワイルド号は，令和元年5月26日から令和元年6月16日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サイモンジルバ号
（非抽選馬） 6頭 カタナ号・キョウエイソフィア号・クリノヴィクトリア号・ディーズフェイク号・ドゥリトル号・フォーティプリンス号

12127 5月25日 晴 良 （1東京2） 第11日 第10競走 ��
��1，600�

は や ま

葉 山 特 別
発走15時10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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．5

良
良

33 ウインシャトレーヌ 牝5栗 55 松岡 正海�ウイン 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 494＋ 41：32．9 6．1�
11 クインズサン 牡6青 57 野中悠太郎亀田 和弘氏 和田正一郎 浦河 日進牧場 470－ 4 〃 クビ 16．6�
55 エイシンルカーノ 牡5栗 57 石橋 脩�栄進堂 渡辺 薫彦 新ひだか 水丸牧場 474＋121：33．11� 10．0�
66 パルクデラモール 牝4鹿 55 丸山 元気�G1レーシング 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458± 01：33．2	 27．1�
811
 アーチキング �6鹿 57 浜中 俊 �シルクレーシング 木村 哲也 米 Spendthrift

Farm, LLC 516－ 41：33．41	 9．6	
810 ビーカーリー 牝5黒鹿55 戸崎 圭太馬場 祥晃氏 西村 真幸 新ひだか 沼田 照秋 474＋ 6 〃 アタマ 3．5

79 テンワールドレイナ 牝4栗 55 三浦 皇成天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 462－12 〃 ハナ 8．0�
67 アヴィオール 牝4鹿 55 D．レーン 吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 448－ 41：33．5� 3．5�

（豪）

44 ダイワギャバン 牡4鹿 57 大野 拓弥大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 472－ 41：33．81� 26．3
22 ベストティアーズ 牝5青 55 M．デムーロ �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 むかわ 上水牧場 468－ 81：34．12 25．1�
78 アドマイヤシナイ 牡5鹿 57 田辺 裕信近藤 利一氏 上原 博之 洞湖 レイクヴィラファーム 462－121：34．2クビ 42．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 64，958，200円 複勝： 96，294，100円 枠連： 32，021，100円
馬連： 163，088，200円 馬単： 68，214，900円 ワイド： 95，822，100円
3連複： 195，197，800円 3連単： 278，386，800円 計： 993，983，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 200円 � 400円 � 370円 枠 連（1－3） 4，000円

馬 連 �� 3，620円 馬 単 �� 6，650円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 1，250円 �� 2，910円

3 連 複 ��� 15，670円 3 連 単 ��� 77，710円

票 数

単勝票数 計 649582 的中 � 84330（3番人気）
複勝票数 計 962941 的中 � 146739（3番人気）� 56680（7番人気）� 62278（6番人気）
枠連票数 計 320211 的中 （1－3） 6202（17番人気）
馬連票数 計1630882 的中 �� 34860（15番人気）
馬単票数 計 682149 的中 �� 7684（30番人気）
ワイド票数 計 958221 的中 �� 23642（12番人気）�� 19920（16番人気）�� 8247（34番人気）
3連複票数 計1951978 的中 ��� 9342（58番人気）
3連単票数 計2783868 的中 ��� 2597（279番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―11．9―11．8―11．6―11．0―11．1―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．1―36．0―47．8―59．4―1：10．4―1：21．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．1―3F33．5
3 5，3（1，8）7（6，10）9（2，11）4 4 5，3（1，8）7（6，10）（9，11）（2，4）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ウインシャトレーヌ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．2．19 東京1着

2014．5．8生 牝5栗 母 タニノハイクレア 母母 インヴァイト 18戦4勝 賞金 74，471，000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。



12128 5月25日 晴 良 （1東京2） 第11日 第11競走 ��
��1，400�

けやき

欅 ス テ ー ク ス
発走15時45分 （ダート・左）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過
額1，200万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：21．5
1：20．3

重
不良

11 ア ル ク ト ス 牡4鹿 57 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 新冠 須崎牧場 546± 01：23．4 2．5�
510	 ドリームキラリ 牡7青 59 坂井 瑠星ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Colts Neck

Stables LLC B500＋ 7 〃 ハナ 11．6�
47 ワンダーリーデル 牡6鹿 56 戸崎 圭太山本 能成氏 安田 翔伍 浦河 大島牧場 530± 01：23．82
 4．8�
12 アディラート 牡5黒鹿56 三浦 皇成安原 浩司氏 須貝 尚介 新ひだか タガミファーム B508－ 41：23．9� 14．2�
714 プ ロ ト コ ル 牡8栗 56 柴田 善臣石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 B532－ 81：24．0
 74．0�
35 ダノンフェイス 牡6黒鹿57 浜中 俊�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 526± 01：24．1クビ 5．8	
59 エレクトロポップ 牡6青鹿56 大野 拓弥 
社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 498－ 4 〃 クビ 21．3�
612 ジョーストリクトリ 牡5鹿 57 松岡 正海上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 508－ 21：24．3� 42．1�
816 スズカコーズライン 牡5鹿 56 丸山 元気永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 508－ 61：24．4
 16．0
23 ダンツゴウユウ 牡5栗 56 酒井 学山元 哲二氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 468＋ 2 〃 クビ 27．3�
24 アキトクレッセント 牡7鹿 57 吉田 豊岡田 昭利氏 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512－ 41：24．71
 51．9�
611 イーグルフェザー 牡6鹿 56 藤田菜七子 
社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 492－ 41：25．02 19．9�
36 アポロノシンザン 牡7鹿 58 横山 武史アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 480－ 61：25．1
 30．9�
713 ハーベストムーン 牡4黒鹿56 石川裕紀人三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 498－ 61：25．31� 146．4�
815 シャインヴィットゥ 牡5芦 56 田中 勝春皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 492－ 41：25．4クビ 109．2�
48 ハクサンルドルフ 牡6黒鹿57 石橋 脩河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム 468－ 21：25．72 58．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 122，165，900円 複勝： 169，720，000円 枠連： 75，393，500円
馬連： 366，002，500円 馬単： 134，161，600円 ワイド： 199，265，300円
3連複： 528，959，100円 3連単： 644，510，300円 計： 2，240，178，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 240円 � 180円 枠 連（1－5） 790円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 490円 �� 340円 �� 980円

3 連 複 ��� 2，450円 3 連 単 ��� 10，480円

票 数

単勝票数 計1221659 的中 � 390661（1番人気）
複勝票数 計1697200 的中 � 416785（1番人気）� 145287（4番人気）� 238476（2番人気）
枠連票数 計 753935 的中 （1－5） 73898（3番人気）
馬連票数 計3660025 的中 �� 214593（4番人気）
馬単票数 計1341616 的中 �� 50303（5番人気）
ワイド票数 計1992653 的中 �� 104874（3番人気）�� 161665（1番人気）�� 47590（7番人気）
3連複票数 計5289591 的中 ��� 161818（4番人気）
3連単票数 計6445103 的中 ��� 44560（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．7―47．6―59．3―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ル ク ト ス �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．10．14 東京2着

2015．5．2生 牡4鹿 母 ホシニイノリヲ 母母 コンキスタドレス 11戦6勝 賞金 98，718，000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 トウショウカウント号・ナムラミラクル号・ヒロブレイブ号・プレスティージオ号・リョーノテソーロ号・

レッドゲルニカ号

12129 5月25日 晴 良 （1東京2） 第11日 第12競走 ��1，600�4歳以上1000万円以下
発走16時25分 （ダート・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
1：33．8
1：33．3

重
良

35 アームズレングス 牝6鹿 55 戸崎 圭太諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 500＋ 41：37．8 4．5�
24 カウントオンイット 牝5栗 55 三浦 皇成飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B516＋ 8 〃 アタマ 33．4�
611 ゴールドブラッド 牡5栗 57 田中 勝春居城 寿与氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム 496－ 8 〃 ハナ 33．4�
23 レッドフレイ 牡4黒鹿57 石橋 脩 �東京ホースレーシング 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 41：38．11� 3．3�
714 ダンケシェーン 牡4栗 57 横山 和生 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 484± 01：38．2� 10．5�
12 リードザウインド 牝4青鹿55 田辺 裕信吉田 照哉氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 470－ 21：38．3� 126．9	
612 ゲンパチカイナル 牡4鹿 57 D．レーン 平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか 前川 正美 480＋ 21：38．61� 3．4


（豪）

47 ミッキーボニータ 牡4鹿 57 浜中 俊野田みづき氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 458－ 21：38．81� 24．2�
11 レンジストライク 牡4黒鹿 57

56 ☆横山 武史 �サンデーレーシング 武井 亮 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 526＋ 4 〃 クビ 21．1

510 アポロレイア 牝4鹿 55 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 470－ 81：38．9クビ 80．8�
59 コスモロブロイ 牡4青鹿57 丹内 祐次岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 富本 茂喜 B504－18 〃 クビ 291．7�
815 バ ク ハ ツ 牡4栗 57 内田 博幸�キーファーズ 小崎 憲 千歳 社台ファーム B490－ 31：39．11� 20．7�
713 ディアシューター 牡5黒鹿57 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 中島牧場 498－ 21：39．2� 35．6�
36 ショーカノン 牝5鹿 55 丸山 元気吉冨 学氏 鈴木 伸尋 日高 オリオンファーム 514＋ 21：39．3� 100．0�
48 ダイワエトワール 牝5黒鹿55 柴田 大知大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 520± 01：39．4クビ 12．1�

（15頭）
816 テンノサクラコ 牝6黒鹿55 丸田 恭介天白 泰司氏 小西 一男 新冠 佐藤牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 98，638，600円 複勝： 127，377，200円 枠連： 44，503，200円
馬連： 214，042，300円 馬単： 86，505，700円 ワイド： 145，446，500円
3連複： 314，479，200円 3連単： 391，139，800円 計： 1，422，132，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 200円 � 720円 � 760円 枠 連（2－3） 760円

馬 連 �� 7，320円 馬 単 �� 11，030円

ワ イ ド �� 2，160円 �� 2，220円 �� 10，340円

3 連 複 ��� 58，400円 3 連 単 ��� 253，190円

票 数

単勝票数 差引計 986386（返還計 59） 的中 � 173826（3番人気）
複勝票数 差引計1273772（返還計 134） 的中 � 205362（3番人気）� 40704（10番人気）� 38772（11番人気）
枠連票数 差引計 445032（返還計 4 ） 的中 （2－3） 45231（2番人気）
馬連票数 差引計2140423（返還計 426） 的中 �� 22635（28番人気）
馬単票数 差引計 865057（返還計 118） 的中 �� 5878（38番人気）
ワイド票数 差引計1454465（返還計 418） 的中 �� 17529（26番人気）�� 17070（27番人気）�� 3563（66番人気）
3連複票数 差引計3144792（返還計 1356） 的中 ��� 4038（135番人気）
3連単票数 差引計3911398（返還計 1472） 的中 ��� 1120（631番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―11．8―12．2―12．6―12．4―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．2―36．0―48．2―1：00．8―1：13．2―1：25．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F37．0
3 8（10，11）（3，9，14）（4，12）（2，7，15）（6，5，13）1 4 ・（8，10，11）（3，9，14）（2，4，12）（7，15）（5，13，1）－6

勝馬の
紹 介

アームズレングス �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2016．8．13 新潟1着

2013．3．31生 牝6鹿 母 ノットユアビジネス 母母 ニフティディード 12戦4勝 賞金 44，549，000円
〔出走取消〕 テンノサクラコ号は，疾病〔両後肢挫創〕のため出走取消。
※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 バンパークロップ号
（非抽選馬） 1頭 ダイワインパルス号
※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。



（1東京2）第11日 5月25日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 179頭 本 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

219，470，000円
18，030，000円
1，490，000円
24，200，000円
72，355，500円
5，468，800円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
678，053，600円
999，352，400円
340，480，200円
1，468，226，900円
667，740，800円
962，879，000円
2，028，127，700円
2，671，567，200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 9，816，427，800円

総入場人員 33，824名 （有料入場人員 31，580名）
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