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12049 5月4日 晴 稍重 （1東京2） 第5日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時15分 （ダート・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

24 スイーツビュッフェ 牝3鹿 54 田辺 裕信 �YGGホースクラブ 中川 公成 日高 ヤナガワ牧場 472± 01：38．8 3．5�
59 ココリジャスミン 牝3栗 54

52 △野中悠太郎美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 田上 徹 456± 01：38．9� 212．8�
48 ピチカートポルカ 牝3鹿 54 C．ルメール �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520＋ 21：39．11 2．2�
12 アドアステラ 牝3栗 54 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム B448＋ 81：39．52� 3．3�
816 トーセンコハク 牝3栗 54 三浦 皇成島川 	哉氏 杉浦 宏昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478－ 41：39．71� 16．0

36 フォーアネーム 牝3鹿 54 丹内 祐次 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 492± 01：40．01� 67．8�
713 フロラシオン 牝3栗 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤士津八 新冠 ビッグレッドファーム 420＋ 2 〃 クビ 148．2�
11 ファンシーラン 牝3鹿 54 石橋 脩岡村 善行氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 426－ 21：40．53 28．4
47 ランドスケープ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太 �社台レースホース武井 亮 千歳 社台ファーム 486－121：40．81� 23．5�
714 オ ル オ ル 牝3栗 54

51 ▲菅原 明良 �YGGホースクラブ 星野 忍 日高 サンバマウン
テンファーム 398＋ 61：40．9クビ 341．1�

35 コ ー ヴ 牝3青鹿54 伴 啓太�三嶋牧場 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 440＋ 21：41．21� 316．2�
815 シゲルカイヤナイト 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士森中 蕃氏 中野 栄治 日高 本間牧場 406± 01：41．83� 126．8�
612 プラムストーン 牝3栗 54

53 ☆武藤 雅 �シルクレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 474 ―1：42．12 32．6�
23 パ ド ク ロ ア 牝3黒鹿54 和田 竜二辻 高史氏 村山 明 新ひだか 岡田スタツド 436－ 61：42．84 164．4�
510 サイモンセレナーデ 牝3芦 54 大野 拓弥澤田 昭紀氏 勢司 和浩 安平 追分ファーム 494－ 81：43．22� 108．6�
611 アミフジアギシャン 牝3栗 54

52 △菊沢 一樹内藤 好江氏 浅野洋一郎 茨城 内藤牧場 450＋ 41：43．83� 503．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，613，800円 複勝： 54，439，600円 枠連： 15，637，900円
馬連： 70，607，400円 馬単： 38，314，500円 ワイド： 49，346，500円
3連複： 105，616，800円 3連単： 150，309，800円 計： 523，886，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 2，380円 � 110円 枠 連（2－5） 12，710円

馬 連 �� 51，720円 馬 単 �� 64，280円

ワ イ ド �� 9，260円 �� 210円 �� 6，020円

3 連 複 ��� 21，150円 3 連 単 ��� 210，780円

票 数

単勝票数 計 396138 的中 � 88390（3番人気）
複勝票数 計 544396 的中 � 92216（3番人気）� 2968（12番人気）� 193177（1番人気）
枠連票数 計 156379 的中 （2－5） 953（23番人気）
馬連票数 計 706074 的中 �� 1058（44番人気）
馬単票数 計 383145 的中 �� 447（69番人気）
ワイド票数 計 493465 的中 �� 1167（42番人気）�� 75541（2番人気）�� 1801（34番人気）
3連複票数 計1056168 的中 ��� 3744（41番人気）
3連単票数 計1503098 的中 ��� 517（296番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―36．4―49．2―1：02．3―1：14．6―1：26．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スイーツビュッフェ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2019．1．13 京都3着

2016．2．12生 牝3鹿 母 サイモンドルチェ 母母 フェアリーワルツ 2戦1勝 賞金 6，500，000円
〔3走成績による出走制限〕 パドクロア号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月4日まで平地競走に出走できない。

12050 5月4日 晴 稍重 （1東京2） 第5日 第2競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走10時45分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

12 ジェイエルフラッグ 牝3青鹿54 田辺 裕信橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 426－ 21：25．9 14．9�
510 テクノドリーム 牡3鹿 56

54 △野中悠太郎西村 健氏 田中 博康 浦河 笹地牧場 B468＋ 21：26．22 12．0�
611� マ キ 牡3鹿 56 D．レーン 吉田 和美氏 手塚 貴久 米 WinStar

Farm, LLC B532± 01：26．83� 1．5�
（豪）

815 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 B500＋ 8 〃 ハナ 22．0�
47 アイムソーグレイト 牡3栗 56 松岡 正海平井 裕氏 藤原 辰雄 浦河 岡部牧場 468± 0 〃 クビ 26．1�
36 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 468－ 81：27．11	 18．6�
713 アーチンガイ 牡3鹿 56 三浦 皇成泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 B480＋ 2 〃 アタマ 174．4	
23 ホームチーム 牡3青鹿56 戸崎 圭太窪田 康志氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 468－ 61：27．2� 4．7

35 ハクサンメイゲツ 牡3鹿 56 岩部 純二篠﨑 恒雄氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 444 ―1：27．41
 204．9�

（ベリーライク）

24 � モントカイザー �3黒鹿 56
55 ☆武藤 雅岡田 牧雄氏 尾形 和幸 英 Mrs D. du

Feu 468＋ 21：27．61� 27．8�
59 ユイノコッペパン 牡3栗 56 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 柏木 一則 432± 01：28．13 153．6
714� ゼ ル タ ー 牡3栗 56

53 ▲菅原 明良ゴドルフィン 加藤 征弘 独 Graf u. Grafin
v. Stauffenberg 500＋ 61：29．27 43．3�

48 サプライズフェスタ 牡3鹿 56
54 △菊沢 一樹江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 浦河 谷口牧場 466－ 41：29．73 411．6�

11 クリアセーリング 牡3黒鹿56 和田 竜二水上 行雄氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 470± 01：30．02 265．2�
612 ベストデイエヴァー 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士 �ローレルレーシング 深山 雅史 青森 ワールドファーム 438 ―1：30．31� 164．8�
816 マイネルロングラン 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新ひだか 荒谷 輝和 508＋141：31．79 298．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，170，000円 複勝： 142，190，600円 枠連： 15，133，000円
馬連： 68，415，900円 馬単： 46，772，400円 ワイド： 52，230，300円
3連複： 98，544，700円 3連単： 152，439，200円 計： 611，896，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 210円 � 200円 � 110円 枠 連（1－5） 5，200円

馬 連 �� 6，000円 馬 単 �� 13，990円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 350円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 28，670円

票 数

単勝票数 計 361700 的中 � 19383（4番人気）
複勝票数 計1421906 的中 � 53163（4番人気）� 55903（3番人気）� 1050094（1番人気）
枠連票数 計 151330 的中 （1－5） 2255（12番人気）
馬連票数 計 684159 的中 �� 8833（13番人気）
馬単票数 計 467724 的中 �� 2507（27番人気）
ワイド票数 計 522303 的中 �� 10190（12番人気）�� 39655（3番人気）�� 42655（2番人気）
3連複票数 計 985447 的中 ��� 50269（4番人気）
3連単票数 計1524392 的中 ��� 3854（84番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．4―12．0―12．2―13．1―13．5

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジェイエルフラッグ �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2019．1．20 中山14着

2016．5．2生 牝3青鹿 母 ホウライビクトリア 母母 ホウライサンデー 4戦1勝 賞金 6，300，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走状況〕 ベストデイエヴァー号は，発進不良〔あおる〕。
〔調教再審査〕 ベストデイエヴァー号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリアセーリング号・ベストデイエヴァー号・マイネルロングラン号は，「タイムオーバーによる出走

制限」のため，令和元年6月4日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 イワネコゴシキ号
※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５日



12051 5月4日 晴 稍重 （1東京2） 第5日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時15分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

59 ダイスアキャスト 牡3芦 56 C．ルメール �G1レーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 494＋281：37．8 2．3�
11 ヤマニンラファーガ 牡3黒鹿56 D．レーン 土井 肇氏 稲垣 幸雄 新冠 錦岡牧場 498＋ 21：38．97 9．8�

（豪）

46 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 434＋ 41：39．32� 147．0�

35 ロードオヒア 牡3鹿 56 吉田 豊 �ロードホースクラブ 安田 翔伍 新ひだか ケイアイファーム 482－ 61：39．51� 46．0�
815 タイキリヴェール 牡3鹿 56

54 △菊沢 一樹�大樹ファーム 菊沢 隆徳 新ひだか 橋本牧場 460－ 81：39．6クビ 8．2	
611 アララトテソーロ 牡3栗 56

55 ☆武藤 雅了德寺健二ホール
ディングス� 和田 雄二 浦河 笹島 政信 488＋12 〃 クビ 178．1


610 ドンウォリマミー 牡3鹿 56 石橋 脩諸江 幸祐氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 496－ 61：39．81 4．9�
34 マイネルオニキス 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 深山 雅史 新ひだか 本桐牧場 482－ 3 〃 クビ 16．8�
23 オスティリオ 牡3栗 56 戸崎 圭太 �社台レースホース奥村 豊 安平 追分ファーム 494－ 21：40．43� 17．0
58 エストレラブランコ 牡3栗 56 大野 拓弥ディアレストクラブ� 松山 将樹 日高 長谷川牧場 428± 01：41．46 4．6�
47 ドゥーワンズベスト 牡3鹿 56 高倉 稜西森 鶴氏 清水 久詞 日高 日西牧場 484＋ 21：41．5クビ 191．8�
22 グランディール 牡3鹿 56 内田 博幸ライオンレースホース� 大竹 正博 平取 スガタ牧場 578 ― 〃 ハナ 45．2�
712 プラピルーン 牡3鹿 56 岩部 純二田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 赤石 久夫 436－ 21：42．14 649．5�
814 ヒ ヤ ク 牝3黒鹿 54

51 ▲山田 敬士江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 438－ 41：42．63 474．0�
713 ヴェンセールシチー 牡3芦 56 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 440＋ 21：43．45 133．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，051，400円 複勝： 43，938，700円 枠連： 16，522，300円
馬連： 66，158，200円 馬単： 37，131，200円 ワイド： 44，669，100円
3連複： 84，763，100円 3連単： 114，407，300円 計： 446，641，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 150円 � 310円 � 1，880円 枠 連（1－5） 920円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 660円 �� 6，610円 �� 9，340円

3 連 複 ��� 62，810円 3 連 単 ��� 168，930円

票 数

単勝票数 計 390514 的中 � 130998（1番人気）
複勝票数 計 439387 的中 � 103355（1番人気）� 33546（6番人気）� 4403（11番人気）
枠連票数 計 165223 的中 （1－5） 13900（5番人気）
馬連票数 計 661582 的中 �� 34408（5番人気）
馬単票数 計 371312 的中 �� 16170（3番人気）
ワイド票数 計 446691 的中 �� 18580（7番人気）�� 1680（42番人気）�� 1185（53番人気）
3連複票数 計 847631 的中 ��� 1012（107番人気）
3連単票数 計1144073 的中 ��� 491（392番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．2―12．2―12．6―12．3―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―36．2―48．4―1：01．0―1：13．3―1：25．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイスアキャスト �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．7．22 函館3着

2016．4．7生 牡3芦 母 ダイワオンディーヌ 母母 クリアースター 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴェンセールシチー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年6月4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。

12052 5月4日 晴 良 （1東京2） 第5日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時45分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

510 モズレジーナ 牝3鹿 54 C．ルメール �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 426－ 81：33．4 3．3�
59 カンパーニャ 牡3栗 56 内田 博幸村野 康司氏 畠山 吉宏 日高 下河辺牧場 440± 01：33．93 8．8�
714 アーミングエリア 牡3鹿 56 大野 拓弥吉田 照哉氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 468＋ 21：34．32� 94．6�
24 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± 01：34．4	 47．6�
36 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＋ 21：34．5クビ 361．6	
713 パドゥバスク 牝3鹿 54 和田 竜二小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 490－ 4 〃 クビ 121．0

816 フェルシュテルケン 牡3栗 56 石橋 脩落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 498＋32 〃 ハナ 3．7�
48 クリノカリビアン 牝3鹿 54 伴 啓太栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 424± 01：34．71
 122．7�
817 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 506－ 21：34．8	 36．8
815 ロードストライク 牡3栗 56

54 △野中悠太郎 �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 472± 0 〃 ハナ 4．9�
35 ナイトオブゴールド 牡3鹿 56

55 ☆武藤 雅大島 昌也氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 460＋ 2 〃 クビ 141．4�
611 フ ガ ク 牡3黒鹿 56

53 ▲山田 敬士中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 440－ 61：35．0	 630．4�
23 ミツカネラブ 牝3鹿 54 高倉 稜小山田 満氏 天間 昭一 新ひだか 田上 徹 442± 01：35．32 355．7�
11 コスモリミックス 牡3青 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 剛 浦河 酒井牧場 438－ 61：35．72� 5．8�
12 ケイズデイジー 牝3鹿 54 松岡 正海 IHR 根本 康広 新冠 アラキフアーム 402＋ 4 〃 ハナ 503．9�
612 ショウナンランジュ 牝3芦 54 田辺 裕信国本 哲秀氏 奥村 武 登別 青藍牧場 444－ 21：36．12� 58．9�
47 ユアーズトゥルーリ 牡3鹿 56 戸崎 圭太ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 544 ― （競走中止） 10．9�

（17頭）

売 得 金
単勝： 41，138，800円 複勝： 53，795，800円 枠連： 22，090，200円
馬連： 78，966，900円 馬単： 39，044，200円 ワイド： 51，920，000円
3連複： 103，683，900円 3連単： 123，879，300円 計： 514，519，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 250円 � 1，300円 枠 連（5－5） 1，300円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 510円 �� 2，970円 �� 5，500円

3 連 複 ��� 19，250円 3 連 単 ��� 62，670円

票 数

単勝票数 計 411388 的中 � 98627（1番人気）
複勝票数 計 537958 的中 � 110491（1番人気）� 55959（5番人気）� 7936（10番人気）
枠連票数 計 220902 的中 （5－5） 13137（7番人気）
馬連票数 計 789669 的中 �� 51091（5番人気）
馬単票数 計 390442 的中 �� 14665（6番人気）
ワイド票数 計 519200 的中 �� 28495（5番人気）�� 4316（27番人気）�� 2304（44番人気）
3連複票数 計1036839 的中 ��� 4038（53番人気）
3連単票数 計1238793 的中 ��� 1433（176番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―22．8―34．2―45．7―57．3―1：08．9―1：21．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．1
3 1，13，6（8，12）14，4，10（3，15）5（9，17，16）11－2 4 1－13（6，12）8－（4，14）（10，16）3（9，5，15）17－11－2

勝馬の
紹 介

モズレジーナ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2019．3．17 阪神7着

2016．5．2生 牝3鹿 母 グランプリエンゼル 母母 ア ン ダ ン テ 3戦1勝 賞金 5，750，000円
〔競走中止〕 ユアーズトゥルーリ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
〔3走成績による出走制限〕 フガク号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月4日まで平地競走に出走できない。



12053 5月4日 晴 良 （1東京2） 第5日 第5競走 ��
��2，400�サラブレッド系4歳以上

発走12時35分（番組第7競走を順序変更） （芝・左）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

22 タンタフエルサ 牡4鹿 57 戸崎 圭太�G1レーシング 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B438－ 82：28．9 4．8�

11 � ジンゴイスト 牡4青鹿57 D．レーン �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 496－10 〃 クビ 5．8�
（豪）

44 ヴァンクールシルク 	5栗 57 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 578－14 〃 アタマ 4．4�
66 レッドボヌール 牝5鹿 55 田中 勝春 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 420＋12 〃 アタマ 51．2�
55 タイプムーン 牝4黒鹿55 宮崎 北斗 �コスモヴューファーム 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 460＋ 62：29．85 64．5	
77 ワセダインブルー 牡4鹿 57 田辺 裕信大冨 智弘氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 440－102：30．43
 1．6

33 � スズヨブラック 牡4鹿 57

54 ▲山田 敬士鈴木与四郎氏 松永 康利 浦河 栄進牧場 484－ 22：31．78 120．9�
（7頭）

売 得 金
単勝： 43，896，000円 複勝： 43，613，200円 枠連： 発売なし
馬連： 52，252，700円 馬単： 38，580，800円 ワイド： 28，231，500円
3連複： 53，260，400円 3連単： 194，096，900円 計： 453，931，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 280円 � 310円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，780円

ワ イ ド �� 410円 �� 260円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 9，040円

票 数

単勝票数 計 438960 的中 � 71800（3番人気）
複勝票数 計 436132 的中 � 61425（3番人気）� 54449（4番人気）
馬連票数 計 522527 的中 �� 28698（6番人気）
馬単票数 計 385808 的中 �� 10396（12番人気）
ワイド票数 計 282315 的中 �� 16381（6番人気）�� 29538（4番人気）�� 25291（5番人気）
3連複票数 計 532604 的中 ��� 27841（4番人気）
3連単票数 計1940969 的中 ��� 15562（29番人気）

ハロンタイム 13．7―12．4―12．8―13．3―12．8―12．9―13．5―12．1―11．2―10．7―11．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．7―26．1―38．9―52．2―1：05．0―1：17．9―1：31．4―1：43．5―1：54．7―2：05．4―2：16．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．4―3F34．2
1
3
5－6（1，2，7）－4－3・（5，6）（7，4）（1，2）－3

2
4
5，6（1，2，7）4－3・（5，6，4）（1，7）2＝3

勝馬の
紹 介

タンタフエルサ �

父 ディープインパクト �


母父 Stuka デビュー 2018．3．31 中山7着

2015．5．10生 牡4鹿 母 タンタスエルテ 母母 Trapial 8戦2勝 賞金 17，700，000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。

12054 5月4日 晴 良 （1東京2） 第5日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走13時05分 （芝・左）

牝，500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

66 トーセンリスト 牝3栗 54
52 △菊沢 一樹島川 �哉氏 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 422－ 61：46．2 30．9�

11 ドナアトラエンテ 牝3黒鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 438＋201：46．41� 1．9�
44 グレイスアン 牝3鹿 54 戸崎 圭太 TURFレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：46．5� 4．0�
88 ミ チ ビ キ 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 61：46．6� 49．0	
55 スカイシアター 牝3鹿 54 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 浦河 大柳ファーム 414＋ 21：46．81� 14．7

33 プロスペリティ 牝3黒鹿54 石橋 脩 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 432－181：46．9� 18．9�
22 ボンドロール 牝3鹿 54 大野 拓弥ディアレストクラブ� 矢野 英一 浦河 不二牧場 464－ 41：47．22 96．2�
77 アイワナビリーヴ 牝3黒鹿54 三浦 皇成 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 460－ 21：48．05 3．2

（8頭）

売 得 金
単勝： 53，460，100円 複勝： 53，081，100円 枠連： 発売なし
馬連： 68，048，800円 馬単： 44，217，200円 ワイド： 36，394，300円
3連複： 70，873，600円 3連単： 194，375，900円 計： 520，451，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，090円 複 勝 � 390円 � 110円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 4，450円 馬 単 �� 12，550円

ワ イ ド �� 970円 �� 850円 �� 200円

3 連 複 ��� 3，220円 3 連 単 ��� 47，380円

票 数

単勝票数 計 534601 的中 � 13818（6番人気）
複勝票数 計 530811 的中 � 15137（6番人気）� 272410（1番人気）� 66133（3番人気）
馬連票数 計 680488 的中 �� 11847（13番人気）
馬単票数 計 442172 的中 �� 2642（28番人気）
ワイド票数 計 363943 的中 �� 8300（13番人気）�� 9528（10番人気）�� 58698（2番人気）
3連複票数 計 708736 的中 ��� 16462（11番人気）
3連単票数 計1943759 的中 ��� 2974（117番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―35．9―47．7―59．2―1：10．7―1：22．0―1：33．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F35．5

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

トーセンリスト �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．6．3 東京4着

2016．3．27生 牝3栗 母 ジ ョ ン コ 母母 ラストヒット 9戦2勝 賞金 15，900，000円



12055 5月4日 晴 稍重 （1東京2） 第5日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走13時35分（番組第5競走を順序変更） （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

48 ペイシャネガノ 牝3栗 54 武士沢友治北所 直人氏 深山 雅史 新ひだか 友田牧場 458＋ 21：24．6 5．6�
24 パイロジェン 牡3栗 56 C．ルメールゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454－ 21：24．7� 12．5�
36 オルクリスト 牡3鹿 56 横山 典弘�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 466± 01：24．8� 27．1�
11 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 504± 01：25．01� 14．6�
47 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 486＋ 21：25．32 106．1�
815 ペイシャリルキス 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士北所 直人氏 高市 圭二 様似 清水スタッド 478－ 2 〃 ハナ 8．9	
713� スポーカンテソーロ 牝3栗 54 D．レーン 了德寺健二ホール

ディングス
 武井 亮 米 Summer-
hill Farm 518－ 41：25．51 4．0�

（豪）

612 アミュリオン 牡3栗 56 丹内 祐次吉澤 克己氏 藤原 辰雄 浦河 栄進牧場 454－ 41：25．6� 29．2�
35 オールミラージュ 牡3栗 56 高倉 稜田頭 勇貴氏 深山 雅史 新冠 スカイビーチステーブル 452－ 81：25．7	 205．7
611 シゲルスピネル 牝3栗 54

51 ▲菅原 明良森中 蕃氏 和田 勇介 新ひだか グローリーファーム 446－ 21：25．91 85．4�
12 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 476± 01：26．21	 103．8�
59 ブラックアウト 牡3黒鹿56 田辺 裕信瀬瀬 賢氏 岩戸 孝樹 新冠 安達 洋生 472＋ 21：26．3	 61．0�
23 オルダージュ 牡3黒鹿56 和田 竜二 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 青木 孝文 浦河 大道牧場 464－ 41：26．4� 5．1�
714 ロークアルルージュ 牡3芦 56 戸崎 圭太尾﨑 恒男氏 手塚 貴久 洞
湖 レイクヴィラファーム B544－ 21：26．93 4．4�
816 プロトイチバンボシ 牡3栗 56 内田 博幸飯田 真也氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 482－ 2 〃 ハナ 57．9�
510 ア ン ビ ル 牡3黒鹿56 松岡 正海�菅井牧場 竹内 正洋 新ひだか 平野牧場 474－ 21：28．28 190．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，302，000円 複勝： 71，308，700円 枠連： 29，394，300円
馬連： 103，211，500円 馬単： 41，986，700円 ワイド： 73，857，000円
3連複： 143，398，500円 3連単： 161，663，000円 計： 672，121，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 210円 � 380円 � 670円 枠 連（2－4） 1，220円

馬 連 �� 4，840円 馬 単 �� 8，410円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 2，090円 �� 5，170円

3 連 複 ��� 29，320円 3 連 単 ��� 122，470円

票 数

単勝票数 計 473020 的中 � 66905（4番人気）
複勝票数 計 713087 的中 � 103300（4番人気）� 47656（7番人気）� 24101（9番人気）
枠連票数 計 293943 的中 （2－4） 18536（5番人気）
馬連票数 計1032115 的中 �� 16521（18番人気）
馬単票数 計 419867 的中 �� 3743（36番人気）
ワイド票数 計 738570 的中 �� 11805（19番人気）�� 9130（21番人気）�� 3616（46番人気）
3連複票数 計1433985 的中 ��� 3668（88番人気）
3連単票数 計1616630 的中 ��� 957（379番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―11．5―11．9―12．3―12．4―12．6

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペイシャネガノ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ヘ ネ シ ー デビュー 2019．1．19 中山3着

2016．3．9生 牝3栗 母 モンターニュドール 母母 ネ ガ ノ 6戦2勝 賞金 17，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 サーストンバーラム号・ランネシアーナ号
※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。

12056 5月4日 晴 良 （1東京2） 第5日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走14時05分 （芝・左）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．5
1：19．0

良
良

810 オールザゴー 牡5鹿 57 D．レーン �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498－ 21：20．6 3．8�

（豪）

66 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 506± 01：20．81� 4．0�
33 アプルーヴァル 牡4鹿 57 和田 竜二近藤 英子氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 504－ 61：21．01	 4．5�
44 ク リ ッ パ ー 牝4青鹿55 C．ルメール 吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：21．21 3．1�
55 ア リ ン ナ 牝5鹿 55 戸崎 圭太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 上原 博之 新ひだか 岡田スタツド 434－ 21：21．3	 27．0	
77 マイティーワークス 牝4青鹿 55

53 △野中悠太郎中村 祐子氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 472＋ 8 〃 ハナ 15．6

11 ディアジラソル 牝4鹿 55 吉田 豊ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 土田農場 436－ 8 〃 クビ 125．0�
89 ピ ナ ク ル ズ 
6黒鹿 57

55 △菊沢 一樹ライオンレースホース� 大江原 哲 むかわ 真壁 信一 498－ 41：21．4	 121．1�
22 ド ウ デ ィ 牡5鹿 57 松岡 正海 e馬主組合 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 B490＋121：21．61 34．8
78 ツ ヅ ク 牝5鹿 55 大野 拓弥清水 敏氏 伊藤 大士 新ひだか 岡田スタツド 448－ 41：21．81� 16．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 42，857，600円 複勝： 53，252，300円 枠連： 16，136，100円
馬連： 84，896，500円 馬単： 41，177，600円 ワイド： 54，092，100円
3連複： 105，200，900円 3連単： 169，277，700円 計： 566，890，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 130円 � 130円 � 150円 枠 連（6－8） 780円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 280円 �� 340円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 5，010円

票 数

単勝票数 計 428576 的中 � 89208（2番人気）
複勝票数 計 532523 的中 � 105623（3番人気）� 105999（2番人気）� 84315（4番人気）
枠連票数 計 161361 的中 （6－8） 15840（2番人気）
馬連票数 計 848965 的中 �� 79526（4番人気）
馬単票数 計 411776 的中 �� 20809（5番人気）
ワイド票数 計 540921 的中 �� 51231（3番人気）�� 39624（6番人気）�� 40318（5番人気）
3連複票数 計1052009 的中 ��� 73005（4番人気）
3連単票数 計1692777 的中 ��� 24458（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．0―35．7―47．3―58．2―1：09．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．9―3F33．3
3 9（2，4）7（3，6）8，1，10，5 4 9，4（2，7）6（3，8）（1，10）5

勝馬の
紹 介

オールザゴー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．10．2 中山2着

2014．1．19生 牡5鹿 母 アルーリングボイス 母母 アルーリングアクト 28戦4勝 賞金 84，990，000円
※ピナクルズ号は，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。



12057 5月4日 晴 良 （1東京2） 第5日 第9競走 ��
��1，600�

り っ か

立夏ステークス
発走14時35分 （ダート・左）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 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

58 マジカルスペル 牡5芦 57 C．ルメール 吉田 勝己氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 534＋ 41：35．9 4．7�
815� スウィングビート 牡4鹿 57 田辺 裕信 �社台レースホース加藤 征弘 米 Shadai Farm 492＋ 21：36．0	 10．4�
46 � シ ヴ ァ ー ジ 牡4栗 57 石橋 脩 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 米 Hinkle Farms B492－ 61：36．1	 3．2�
814 フィールドセンス 牡5鹿 57 丹内 祐次前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 532－ 4 〃 アタマ 44．5�
22 バ レ ッ テ ィ 
5鹿 57 横山 典弘 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 504－ 6 〃 クビ 82．0	
712 クレマンダルザス 
6鹿 57 D．レーン 吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 464－ 21：36．2	 4．8


（豪）

35 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± 01：36．3� 40．9�
11 イダペガサス 牡4栗 57 戸崎 圭太張 一達氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 504＋ 2 〃 アタマ 17．2�
611 バーンフライ 牡4黒鹿57 高倉 稜�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490－ 21：36．4アタマ 143．3
59 シ ョ ー ム 牡4栗 57 和田 竜二西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 492＋ 81：36．5	 5．7�
34 スズカフリオーソ 牡5栗 57 三浦 皇成永井 啓弍氏 藤沢 則雄 浦河 田中スタッド B488＋ 61：36．6� 54．2�
713 トワイライトタイム 牡4青鹿57 蛯名 正義三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 464－ 4 〃 ハナ 17．3�
47 フォーハンドレッド 牡5黒鹿57 大野 拓弥窪田 康志氏 田中 博康 日高 下河辺牧場 480＋ 61：36．7	 33．3�
23 レッドオルバース 牡7栗 57 内田 博幸 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 514－ 81：37．01� 47．7�
610 シュナウザー 牡6黒鹿57 武藤 雅村木 隆氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 484＋ 41：39．4大差 224．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 63，946，700円 複勝： 101，555，500円 枠連： 35，663，600円
馬連： 149，122，900円 馬単： 54，089，100円 ワイド： 106，232，700円
3連複： 212，068，900円 3連単： 233，094，100円 計： 955，773，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 190円 � 260円 � 140円 枠 連（5－8） 1，190円

馬 連 �� 2，830円 馬 単 �� 4，530円

ワ イ ド �� 970円 �� 450円 �� 710円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 20，820円

票 数

単勝票数 計 639467 的中 � 107267（2番人気）
複勝票数 計1015555 的中 � 135982（4番人気）� 83096（5番人気）� 228584（1番人気）
枠連票数 計 356636 的中 （5－8） 23051（4番人気）
馬連票数 計1491229 的中 �� 40768（11番人気）
馬単票数 計 540891 的中 �� 8936（18番人気）
ワイド票数 計1062327 的中 �� 26869（11番人気）�� 63349（3番人気）�� 37940（7番人気）
3連複票数 計2120689 的中 ��� 48724（7番人気）
3連単票数 計2330941 的中 ��� 8116（52番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―35．0―47．1―59．0―1：11．1―1：23．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マジカルスペル �
�
父 Creative Cause �

�
母父 Proud Citizen デビュー 2016．7．17 函館3着

2014．1．30生 牡5芦 母 プラウドスペル 母母 Pacific Spell 12戦5勝 賞金 72，801，000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。

競 走 の 中 止 第10競走
ウインズ渋谷開設70周年記念

��
�� 2，400�メトロポリタンステークス（Ｌ）

（芝・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 26，000，000円 10，000，000円 6，500，000円 3，900，000円 2，600，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円

11 アイスバブル 牡4芦 56 戸崎 圭太 金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿

22 ソールインパクト 牡7芦 56 武藤 雅 窪田 芳郎氏 戸田 博文
33 グローブシアター 牡5黒鹿56 C．ルメール �キャロット

ファーム 角居 勝彦
44 ブレスジャーニー 牡5鹿 56 三浦 皇成 島川 �哉氏 佐々木晶三
55 カレンラストショー 牡7栗 56 内田 博幸 鈴木 隆司氏 橋口 慎介
56 アドマイヤエイカン 牡6鹿 57 横山 典弘 近藤 利一氏 須貝 尚介
67 ルミナスウォリアー 牡8鹿 58 D．レーン �サンデーレーシ

ング 和田正一郎
68 ミライヘノツバサ 牡6芦 56 大野 拓弥 三島 宣彦氏 伊藤 大士
79 エ ン ジ ニ ア 牡6鹿 56 和田 竜二 髙嶋 祐子氏 牧 光二
710 パリンジェネシス 牡5黒鹿56 石橋 脩 �キャロット

ファーム 清水 久詞
811 カ ラ ビ ナ 牡6鹿 56 田辺 裕信 ゴドルフィン 藤岡 健一
812 ノーブルマーズ 牡6栗 57 高倉 稜 吉木 伸彦氏 宮本 博



競 走 の 中 止 第11競走 ��
�� 2，000�プリンシパルステークス（Ｌ）

（芝・左）
（ダービートライアル）

3歳；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円

11 クリスタルバローズ 牡3鹿 56 大野 拓弥 猪熊 広次氏 奥村 武
22 ザ ダ ル 牡3栗 56 石橋 脩 �キャロット

ファーム 大竹 正博
23 アトミックフォース 牡3鹿 56 田辺 裕信 吉田 千津氏 武藤 善則
34�ヴァッシュモン 牡3鹿 56 武藤 雅 山口功一郎氏 栗田 徹
35 ル ヴ ォ ル グ 牡3黒鹿56 C．ルメール �フクキタル 藤沢 和雄
46 シークレットラン 牡3鹿 56 戸崎 圭太 亀井 哲也氏 田村 康仁
47 ブラッドストーン 牡3黒鹿56 吉田 豊 加藤 徹氏 小島 茂之
58 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
59 インテンスライト 牡3鹿 56 菊沢 一樹 堂守 貴志氏 菊沢 隆徳
610 レターオンザサンド 牡3芦 56 内田 博幸 小川 勲氏 藤岡 健一
611 エングレーバー 牡3鹿 56 和田 竜二 �キャロット

ファーム 中内田充正
712 マイネルサーパス 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドク

ラブ・ラフィアン 高木 登
713 ダンスディライト 牡3黒鹿56 横山 典弘 �社台レースホース 松永 幹夫
814 ヒシゲッコウ 牡3黒鹿56 D．レーン 阿部 雅英氏 堀 宣行
815 タニノドラマ 牡3鹿 56 三浦 皇成 谷水 雄三氏 松田 国英

競 走 の 中 止 第12競走 �� 1，600�サラブレッド系4歳以上
（ダート・左）

牝，1000万円以下；負担重量は，55�

本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円

11 ミラクルブラッド 牝4鹿 55 石橋 脩 芹澤 精一氏 相沢 郁
12 メイショウササユリ 牝5黒鹿55 横山 典弘 松本 好雄氏 松永 幹夫
23 ダイワエトワール 牝5黒鹿55 三浦 皇成 大城 敬三氏 鹿戸 雄一
24 トラストロン 牝4黒鹿55 吉田 豊 菅波立知子氏 高橋 文雅
35 リュミエールドール 牝5鹿 55 D．レーン �社台レースホース 浜田多実雄
36 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
47 アポロマーキュリー 牝5栗 55 C．ルメール アポロサラブレッ

ドクラブ 矢野 英一
48 アポロレイア 牝4鹿 55 武士沢友治 アポロサラブレッ

ドクラブ 鈴木 伸尋
59 シアワセデス 牝6鹿 55 大野 拓弥 窪田 康志氏 浜田多実雄
510 ショーカノン 牝5鹿 52 ▲ 菅原 明良 吉冨 学氏 鈴木 伸尋
611 パレスハングリー 牝5黒鹿53 △ 野中悠太郎 西村 豊氏 大江原 哲
612 カウントオンイット 牝5栗 55 和田 竜二 飯田 正剛氏 高野 友和
713 キョウエイソフィア 牝4鹿 54 ☆ 武藤 雅 田中 晴夫氏 萱野 浩二
714 フクサンローズ 牝5鹿 55 田辺 裕信 小沼 博氏 小西 一男
815 ミスティック 牝4黒鹿55 田中 勝春 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦
816 カレイドスコープ 牝4鹿 53 △ 菊沢 一樹 �グランド牧場 菊沢 隆徳

※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 ホノカ号・ミヤジヴィジェ号

特 記 事 項
第 2回東京競馬第 5日は，天候不良（ひょう）の影響により，第 10競走以降の競走を中止した。



（1東京2）第5日 5月4日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 9回 出走頭数 120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

135，510，000円
14，540，000円
470，000円

14，480，000円
48，616，000円
3，120，000円
1，152，000円

勝馬投票券売得金
407，436，400円
617，175，500円
150，577，400円
741，680，800円
381，313，700円
496，973，500円
977，410，800円
1，493，543，200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 5，266，111，300円

総入場人員 51，098名 （有料入場人員 49，082名）
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