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12070 5月11日 晴 良 （1東京2） 第7日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時05分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

11 アイアムピッカピカ 牝3黒鹿54 内田 博幸堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 456－ 61：26．8 6．7�
46 レディグレイ 牝3黒鹿54 石橋 脩 �キャロットファーム 宗像 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 2 〃 クビ 2．5�
35 カメリアテソーロ 牝3栗 54 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 前谷 武志 452＋ 61：26．9クビ 7．4�
713 デルマヴェルサイユ 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 492－ 21：27．0� 12．3�
815 ジューンバラード 牝3青鹿54 武士沢友治吉川 潤氏 堀井 雅広 平取 稲原牧場 422± 01：27．42� 7．0	
47 ペイシャコリンナ 牝3黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星北所 直人氏 土田 稔 新冠 隆栄牧場 476＋ 6 〃 クビ 7．5

610 グランデエス 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 480＋ 61：27．5クビ 123．6�
22 ノーブルフューチャ 牝3栗 54 伴 啓太吉木 伸彦氏 高柳 瑞樹 浦河 小葉松 幸雄 456＋ 21：27．81� 31．6�
611 ミスビートリックス 牝3青鹿54 戸崎 圭太 J．ウー氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 480± 0 〃 ハナ 8．1
59 ハ ル イ ロ 牝3鹿 54 松岡 正海吉田 照哉氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 478＋ 21：28．01� 127．6�
23 ユ メ カ ス ミ 牝3青鹿54 大野 拓弥 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 日高 株式会社カ

ネツ牧場 422＋ 21：28．53 280．1�
814 ロコマイカイ 牝3栗 54 江田 照男平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 444－ 81：29．24 380．1�
58 アートノーブル 牝3鹿 54

52 △野中悠太郎森山 進氏 本間 忍 新ひだか タイヘイ牧場 470＋121：29．51� 180．7�
712 ガ ウ ナ 牝3栗 54 田中 勝春酒井 喜生氏 久保田貴士 浦河 小林 仁 478± 01：29．92� 32．9�
34 ヴァージンビート 牝3鹿 54 伊藤 工真岡田 牧雄氏 田島 俊明 日高 春木ファーム 476＋ 21：30．96 317．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，135，500円 複勝： 47，364，800円 枠連： 13，542，600円
馬連： 56，955，000円 馬単： 27，491，600円 ワイド： 43，373，800円
3連複： 84，213，600円 3連単： 98，226，600円 計： 398，303，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 200円 � 120円 � 190円 枠 連（1－4） 490円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，920円

ワ イ ド �� 360円 �� 630円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 8，700円

票 数

単勝票数 計 271355 的中 � 32168（2番人気）
複勝票数 計 473648 的中 � 51162（5番人気）� 132128（1番人気）� 56342（4番人気）
枠連票数 計 135426 的中 （1－4） 21201（1番人気）
馬連票数 計 569550 的中 �� 52812（1番人気）
馬単票数 計 274916 的中 �� 10709（5番人気）
ワイド票数 計 433738 的中 �� 32281（3番人気）�� 16601（7番人気）�� 25201（4番人気）
3連複票数 計 842136 的中 ��� 39843（2番人気）
3連単票数 計 982266 的中 ��� 8184（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．9―48．7―1：01．3―1：13．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイアムピッカピカ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．1．12 中山11着

2016．2．21生 牝3黒鹿 母 アイアムカミノマゴ 母母 アイアムザウィナー 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴァージンビート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年6月11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〕 ユメカスミ号・ヴァージンビート号・アートノーブル号・ハルイロ号は，「3走成績による出走制限」のため，

令和元年7月11日まで平地競走に出走できない。

12071 5月11日 晴 良 （1東京2） 第7日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時35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

713 ポルタメント 牡3栗 56 田辺 裕信前田 幸治氏 中舘 英二 新ひだか 沼田 照秋 460＋ 61：38．6 1．7�
815 ム ニ ア イ ン 牡3栗 56 内田 博幸吉田 勝己氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム B480－ 81：39．02� 7．1�
816 フライクーゲル 牡3鹿 56 D．レーン 水上 行雄氏 黒岩 陽一 浦河 笠松牧場 B472－ 21：39．42� 7．8�

（豪）

47 ヘルニーニョアキラ 牡3鹿 56 戸崎 圭太 Him Rock Racing
ホールディングス� 武市 康男 新ひだか 高橋 義浩 462± 01：39．71� 16．4�

23 シゲルグリンダイヤ 牡3鹿 56 蛯名 正義森中 蕃氏 中野 栄治 安平 追分ファーム 466－ 41：40．33� 6．2�
611 アルファムーン 牡3栗 56

54 △野中悠太郎�貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 522－ 81：40．51� 88．4	
510 ディザイアソング 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子尾上 寿夫氏 金成 貴史 日高 いとう牧場 428± 0 〃 クビ 14．0

11 イデアエルピス 牡3鹿 56 柴山 雄一益田 修一氏 勢司 和浩 平取 中川 隆 502± 01：40．71� 375．0�
12 スリーコーズライン 牡3鹿 56

53 ▲大塚 海渡永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 464＋ 41：40．8クビ 158．4�
35 リワードプロキオン 牡3鹿 56 嘉藤 貴行宮崎忠比古氏 田中 清隆 浦河 有限会社

リワード B500± 01：41．12 187．0
24 スタープレゼンス 牡3栗 56 石川裕紀人�ヤナガワ牧場 黒岩 陽一 日高 ヤナガワ牧場 422－ 61：41．52� 141．2�
36 アドゥシール 牝3黒鹿54 松岡 正海�大樹ファーム 上原 博之 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 458＋ 81：41．71� 24．8�
612 スポーティブ �3栗 56

55 ☆武藤 雅吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 484 ―1：42．01� 31．9�
59 スズノワール 牡3青鹿 56

55 ☆坂井 瑠星森 達郎氏 高橋 裕 日高 いとう牧場 480＋ 21：42．31� 401．6�
714 タイムレスワールド 牡3黒鹿56 江田 照男飯田 正剛氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 470－ 81：42．51� 94．9�
48 デルマガルニエ 牡3芦 56 武士沢友治浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 514－ 21：44．5大差 247．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，971，700円 複勝： 129，236，100円 枠連： 14，602，100円
馬連： 56，739，300円 馬単： 35，444，400円 ワイド： 40，555，000円
3連複： 80，698，800円 3連単： 119，214，600円 計： 505，462，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 160円 � 190円 枠 連（7－8） 290円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 250円 �� 320円 �� 490円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 2，480円

票 数

単勝票数 計 289717 的中 � 131857（1番人気）
複勝票数 計1292361 的中 � 916484（1番人気）� 79402（3番人気）� 54719（5番人気）
枠連票数 計 146021 的中 （7－8） 37997（1番人気）
馬連票数 計 567393 的中 �� 83394（2番人気）
馬単票数 計 354444 的中 �� 38668（1番人気）
ワイド票数 計 405550 的中 �� 44381（2番人気）�� 32416（3番人気）�� 19324（7番人気）
3連複票数 計 806988 的中 ��� 66980（2番人気）
3連単票数 計1192146 的中 ��� 34825（3番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．1―12．7―12．5―12．0―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―36．3―49．0―1：01．5―1：13．5―1：25．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ポルタメント �
�
父 ローエングリン �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2018．8．19 新潟14着

2016．4．17生 牡3栗 母 カネトシフィオーレ 母母 リターンキャスト 6戦1勝 賞金 11，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマガルニエ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年6月11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〕 タイムレスワールド号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月11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 アイルビーザスター号
※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。

第２回 東京競馬 第７日



12072 5月11日 晴 良 （1東京2） 第7日 第3競走 ��1，300�サラブレッド系3歳
発走11時05分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

35 コウユークロガヨカ 牡3黒鹿56 武 豊加治屋貞光氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 B468＋ 21：19．3 1．8�
23 ジョガールボニート 牡3青鹿56 石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 450± 01：20．04 5．6�
612 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 454＋ 21：20．21� 5．8�
611 ハンターテソーロ 牡3芦 56 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 前田ファーム 464－ 21：20．62� 10．3�
816 チ ャ ン ダ ナ 牝3芦 54 田中 勝春�ターフ・スポート粕谷 昌央 日高 ナカノファーム 468－ 81：21．02� 19．1	
24 エ コ ロ ト ム 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子原村 正紀氏 根本 康広 浦河 東栄牧場 450－ 4 〃 ハナ 18．8

12 レイナアブソルータ 牝3芦 54 柴山 雄一岡田 牧雄氏 天間 昭一 新ひだか 沖田 忠幸 434－ 51：21．21� 123．5�
47 マナスルーテソーロ 牡3鹿 56 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 444－ 2 〃 クビ 58．9�
713 ジ ギ ー ベ イ 牝3青 54 宮崎 北斗加藤 徹氏 小桧山 悟 新冠 大狩部牧場 462－121：21．51� 473．4
11 ク ツ ワ ヒ メ 牝3栗 54

52 △野中悠太郎芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 434－ 41：21．6クビ 171．7�
510 カシノラウト 牡3鹿 56

53 ▲大塚 海渡柏木 務氏 和田 雄二 日高 日西牧場 484－ 21：21．7� 18．2�
815 アシャカホンマル 牡3黒鹿 56

55 ☆武藤 雅吉冨 学氏 小笠 倫弘 新ひだか 畠山牧場 508－ 2 〃 ハナ 18．5�
36 ザセイシュンズモウ 牝3栗 54 松岡 正海芳賀 克也氏 伊藤 伸一 浦河 荻伏三好フ

アーム 434＋ 41：21．8� 148．9�
48 モリトイナセ 牡3栗 56 武士沢友治石橋 忠之氏 堀井 雅広 新ひだか 藤原牧場 B466＋ 2 〃 ハナ 86．0�
59 カシマエンペラー 牡3青鹿56 嘉藤 貴行�カシマ 清水 英克 むかわ 上水牧場 468－121：21．9� 464．1�

（15頭）
714 ピスタロッソ 牡3栗 56 戸崎 圭太酒井 喜生氏 矢野 英一 むかわ 桑原牧場 496 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 29，708，400円 複勝： 66，748，000円 枠連： 14，766，100円
馬連： 50，033，500円 馬単： 30，904，000円 ワイド： 39，136，200円
3連複： 66，973，500円 3連単： 97，922，000円 計： 396，191，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 150円 � 150円 枠 連（2－3） 450円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 230円 �� 270円 �� 530円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 2，970円

票 数

単勝票数 差引計 297084（返還計 9402） 的中 � 127922（1番人気）
複勝票数 差引計 667480（返還計 13842） 的中 � 384139（1番人気）� 59350（3番人気）� 59755（2番人気）
枠連票数 差引計 147661（返還計 101） 的中 （2－3） 24891（2番人気）
馬連票数 差引計 500335（返還計 36752） 的中 �� 77674（1番人気）
馬単票数 差引計 309040（返還計 24772） 的中 �� 30734（1番人気）
ワイド票数 差引計 391362（返還計 29734） 的中 �� 46757（1番人気）�� 37562（2番人気）�� 16340（6番人気）
3連複票数 差引計 669735（返還計 88776） 的中 ��� 51535（1番人気）
3連単票数 差引計 979220（返還計126208） 的中 ��� 23832（1番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―11．6―12．4―12．3―12．1―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．4―30．0―42．4―54．7―1：06．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウユークロガヨカ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．1．5 中山3着

2016．3．21生 牡3黒鹿 母 アイティアビー 母母 トウキュウアビー 5戦1勝 賞金 12，500，000円
〔競走除外〕 ピスタロッソ号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔3走成績による出走制限〕 モリトイナセ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月11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 デルマノートルダム号

12073 5月11日 晴 良 （1東京2） 第7日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時35分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

34 ニシノアメイズ 牝3鹿 54 松岡 正海西山 茂行氏 松山 将樹 日高 長谷川 一男 494－ 21：39．3 10．2�
59 ストラトフォード 牝3鹿 54 内田 博幸下河邉 博氏 竹内 正洋 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター B482± 0 〃 ハナ 3．5�
611 トゥインクルリーフ 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 矢野 英一 新ひだか ウエスタンファーム 442－ 21：39．72� 3．3�
610 メジャーセブンス 牝3栗 54 田辺 裕信 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 468＋ 6 〃 アタマ 9．6�
23 コ ー ラ ル 牝3青鹿54 嘉藤 貴行鈴木美江子氏 田島 俊明 新冠 新冠橋本牧場 422± 01：40．12� 171．8	
712 ミオリパヤヤーム 牝3鹿 54

51 ▲大塚 海渡瀬谷 
雄氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 416－ 41：40．2� 151．7�
814 メルキュール 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458－ 21：40．41 11．8�

47 アルジェンタータ 牝3黒鹿54 M．デムーロ �グリーンファーム奥村 武 千歳 社台ファーム 424± 01：41．03� 6．2
46 サクラトスカーナ 牝3鹿 54 戸崎 圭太�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 460－ 41：41．21� 6．2�
58 アースエアブリーズ 牝3鹿 54 吉田 豊松山 増男氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 456± 01：41．51� 122．1�
815 フローラルティアラ 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子村井 良孝氏 水野 貴広 日高 新井 昭二 456－ 41：42．24 52．4�
22 ル ナ ー レ ス 牝3栗 54 武士沢友治�日東牧場 萱野 浩二 浦河 日東牧場 468＋ 21：42．62� 224．5�
11 ダ ル メ イ ン 牝3芦 54 石川裕紀人�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496－ 21：42．7� 53．3�
35 ティライズキセキ 牝3鹿 54 江田 照男田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 430－ 41：43．76 296．3�
713 ホワイトハッカー 牝3芦 54

52 △野中悠太郎田頭 勇貴氏 南田美知雄 新冠 守矢牧場 404± 01：45．7大差 225．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 31，600，600円 複勝： 45，977，200円 枠連： 17，364，100円
馬連： 63，763，400円 馬単： 31，517，300円 ワイド： 44，662，800円
3連複： 87，651，400円 3連単： 111，051，200円 計： 433，588，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 210円 � 130円 � 140円 枠 連（3－5） 1，460円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 3，670円

ワ イ ド �� 480円 �� 490円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 12，520円

票 数

単勝票数 計 316006 的中 � 24642（6番人気）
複勝票数 計 459772 的中 � 45039（5番人気）� 103805（1番人気）� 87393（2番人気）
枠連票数 計 173641 的中 （3－5） 9184（6番人気）
馬連票数 計 637634 的中 �� 31797（6番人気）
馬単票数 計 315173 的中 �� 6427（16番人気）
ワイド票数 計 446628 的中 �� 22603（5番人気）�� 21775（6番人気）�� 46263（1番人気）
3連複票数 計 876514 的中 ��� 50334（2番人気）
3連単票数 計1110512 的中 ��� 6429（34番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．5―48．0―1：00．9―1：13．7―1：26．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノアメイズ �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2018．6．17 東京7着

2016．3．5生 牝3鹿 母 ジョウノベネチア 母母 ダイナバーデイ 7戦1勝 賞金 9，050，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホワイトハッカー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年6月11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〕 ルナーレス号・ホワイトハッカー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月11日まで平地

競走に出走できない。



12074 5月11日 晴 良 （1東京2） 第7日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走12時25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

817 フィリアーノ 牡3芦 56 D．レーン 吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 452－ 21：33．6 5．0�
（豪）

510 ギフトオブアート 牝3鹿 54 三浦 皇成ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 482－ 21：33．81� 4．6�

816 ホウオウヒミコ 牝3黒鹿54 武 豊小笹 芳央氏 大竹 正博 洞�湖 レイクヴィラファーム 452＋ 6 〃 クビ 3．2�
36 コマノヴァンドール 牝3鹿 54 江田 照男長谷川芳信氏 菊川 正達 むかわ 新井牧場 468－ 41：34．11	 11．0�
815 トランスナショナル 牡3栗 56 田辺 裕信吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 476± 01：34．2
 3．2�
612 アイコニック 牝3鹿 54 松岡 正海合同会社雅苑興業 稲垣 幸雄 浦河 三嶋牧場 448＋ 41：34．51
 37．3�
23 サバイバルトリック 牝3黒鹿54 大野 拓弥福田 光博氏 根本 康広 日高 原田牧場 448－ 41：34．71� 33．2	
48 リーピングリーズン 牝3青鹿54 内田 博幸 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 武 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 480－ 61：35．12	 87．0�

11 ダーリンボウイ 牡3栗 56
55 ☆坂井 瑠星薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 日高 下川 茂広 438－ 21：35．31� 308．6�

611 シャイニーホワイト 牡3芦 56 伊藤 工真小林 昌志氏 田島 俊明 平取 清水牧場 B500＋ 2 〃 クビ 392．8
714 ラ イ ド 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 日高 出口牧場 B416± 01：35．4クビ 392．8

713 ネクストスクワッド 牡3栗 56 柴山 雄一平田 修氏 林 徹 日高 ヤナガワ牧場 B432－ 61：35．93 196．7�
24 ジャストインタイム 牡3栗 56

54 △野中悠太郎下河邉行信氏 伊藤 伸一 日高 坂 牧場 472＋ 61：36．0	 417．2�
12 シゲルコハク 牡3鹿 56 M．デムーロ森中 蕃氏 小島 茂之 新ひだか 今 牧場 492－ 6 〃 クビ 26．3�
35 ピュアデボーション 牝3鹿 54 宮崎 北斗 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 436－ 81：36．21 233．4�
59 ワンダースピリッツ 牝3青 54 石川裕紀人 IHR 中舘 英二 新ひだか 田中 裕之 442－ 61：37．58 129．7�
47 ブライティアアバ 牝3栗 54

51 ▲大塚 海渡小林 昌志氏 鹿戸 雄一 平取 雅 牧場 402－ 21：37．6	 717．1�
（17頭）

売 得 金
単勝： 38，545，900円 複勝： 57，207，700円 枠連： 19，976，500円
馬連： 66，503，600円 馬単： 33，105，200円 ワイド： 48，387，500円
3連複： 93，609，900円 3連単： 124，543，000円 計： 481，879，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 160円 � 150円 � 130円 枠 連（5－8） 330円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 390円 �� 390円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 9，410円

票 数

単勝票数 計 385459 的中 � 60919（4番人気）
複勝票数 計 572077 的中 � 81324（4番人気）� 95436（3番人気）� 129718（2番人気）
枠連票数 計 199765 的中 （5－8） 45807（2番人気）
馬連票数 計 665036 的中 �� 43114（6番人気）
馬単票数 計 331052 的中 �� 10838（11番人気）
ワイド票数 計 483875 的中 �� 31502（6番人気）�� 31664（5番人気）�� 34214（4番人気）
3連複票数 計 936099 的中 ��� 53514（4番人気）
3連単票数 計1245430 的中 ��� 9589（30番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．4―12．0―12．5―11．7―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．4―34．8―46．8―59．3―1：11．0―1：22．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フィリアーノ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2018．9．1 札幌3着

2016．2．8生 牡3芦 母 パシフィックギャル 母母 アイランドファッション 7戦1勝 賞金 12，100，000円
〔3走成績による出走制限〕 シャイニーホワイト号・ライド号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月11日まで平地競走

に出走できない。
※出走取消馬 ラブエテルノ号（疾病〔左後肢跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 セクシイフラワー号・ビームフラッシュ号・フォワードプッシュ号
※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。

12075 5月11日 晴 良 （1東京2） 第7日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12時55分 （ダート・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
1：21．5
1：20．3

重
不良

23 ウォータースペース 牝3青鹿54 M．デムーロ山岡 正人氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 450－101：24．4 5．6�
24 アンジェリーブル 牝3栗 54 横山 典弘�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 436± 01：25．14 5．3�
816 フォレブルート 牝3鹿 54 福永 祐一林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 438＋ 6 〃 クビ 4．2�
612 ホウオウクリスティ 牝3黒鹿54 武 豊小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 466－ 81：25．2クビ 39．8�
48 エリンアクトレス 牝3栗 54

53 ☆坂井 瑠星田頭 勇貴氏 清水 英克 新冠 大栄牧場 480＋ 21：25．41� 129．7�
815 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 426－ 41：25．72 136．4	
713 モリノカワセミ 牝3鹿 54

52 △野中悠太郎森 和久氏 大江原 哲 日高 森永牧場 446＋ 2 〃 ハナ 5．0

611 レッドエステーラ 牝3鹿 54

51 ▲大塚 海渡 �東京ホースレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 398－ 61：25．8� 34．9�
59 ヒ イ ナ ヅ キ 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 460± 01：25．9� 8．1

47 ハニーディスタフ 牝3栗 54 戸崎 圭太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B490－ 4 〃 ハナ 41．0�

12 サリーバランセ 牝3栗 54 石橋 脩黒須不二男氏 鈴木 伸尋 日高 天羽牧場 456± 0 〃 アタマ 24．4�
36 ドゥエルメス 牝3黒鹿54 柴山 雄一大塚 亮一氏 畠山 吉宏 新冠 アサヒ牧場 502－ 61：26．64 140．6�
510 ニシノアマタ 牝3栗 54

53 ☆武藤 雅西山 茂行氏 根本 康広 浦河 谷川牧場 442± 01：27．77 120．3�
714 ラテリシウス 牝3黒鹿54 石川裕紀人 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 514＋ 61：28．97 71．6�
11 イベリスリーフ 牝3栗 54 D．レーン �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 444－ 61：29．32 11．8�

（豪）

35 ノボシュンシュン 牝3栗 54 大野 拓弥�LS.M 小野 次郎 浦河 高昭牧場 452－ 41：30．15 12．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，290，500円 複勝： 61，817，500円 枠連： 20，288，500円
馬連： 82，027，500円 馬単： 33，561，900円 ワイド： 58，643，200円
3連複： 112，155，700円 3連単： 120，979，700円 計： 529，764，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 190円 � 160円 � 170円 枠 連（2－2） 1，650円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 3，050円

ワ イ ド �� 620円 �� 490円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，330円 3 連 単 ��� 13，050円

票 数

単勝票数 計 402905 的中 � 57294（4番人気）
複勝票数 計 618175 的中 � 80026（4番人気）� 102633（1番人気）� 98756（2番人気）
枠連票数 計 202885 的中 （2－2） 9501（6番人気）
馬連票数 計 820275 的中 �� 40196（5番人気）
馬単票数 計 335619 的中 �� 8251（11番人気）
ワイド票数 計 586432 的中 �� 23749（5番人気）�� 31335（3番人気）�� 30261（4番人気）
3連複票数 計1121557 的中 ��� 36008（4番人気）
3連単票数 計1209797 的中 ��� 6719（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．2―47．7―1：00．0―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウォータースペース �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．12．9 阪神4着

2016．3．15生 牝3青鹿 母 プティプランセス 母母 クリアーパス 4戦2勝 賞金 14，020，000円
〔調教再審査〕 イベリスリーフ号は，向正面から3コーナーにかけて砂をかぶり，頭を上げ，前進気勢を欠いたことについて平地調教

再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラテリシウス号・イベリスリーフ号・ノボシュンシュン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のた

め，令和元年6月11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 ヴィルトファン号・タマモジャイブ号
※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。



12076 5月11日 晴 良 （1東京2） 第7日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時25分 （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
1：19．5
1：19．0

良
良

48 キングリッド 牡5鹿 57 戸崎 圭太吉田 安惠氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 452± 01：20．4 2．8�
11 タイドオーバー 牝4黒鹿 55

53 △野中悠太郎 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 浦河 秋場牧場 438＋ 6 〃 ハナ 59．2�
818 レッドルチア 牝5黒鹿55 田中 勝春 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 426＋121：20．61� 59．1�
59 ヴェルラヴニール 牡5鹿 57 大野 拓弥 �サンデーレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446＋161：20．81� 52．7�
510 マサノアッレーグラ 牝4芦 55 武 豊中村 時子氏 大竹 正博 日高 道見牧場 508＋16 〃 ハナ 3．7	
817 マートルリース 牝4黒鹿55 石川裕紀人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 日高 白井牧場 460＋12 〃 クビ 67．1

12 バリンジャー 	5栗 57

56 ☆坂井 瑠星金子真人ホール
ディングス� 奥村 武 日高 日高大洋牧場 440－ 21：21．11
 17．5�

714� サトノアルテミス 牝4黒鹿55 松岡 正海 �サトミホースカンパニー 田中 剛 安平 ノーザンファーム 478＋ 7 〃 ハナ 45．4�
47 � プリメラビスタ 牝4栗 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム 428－ 4 〃 ハナ 13．8
36 グランドピルエット 牝4鹿 55 田辺 裕信 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 482± 01：21．2� 7．6�
35  フローラデマリポサ 牝5鹿 55 D．レーン 吉田 和美氏 堀 宣行 豪 Cressfield B500＋ 21：21．3
 8．1�

（豪）

816 グリニッチヴィレジ 牝6黒鹿 55
52 ▲藤田菜七子 �コロンバスサークル 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 440＋ 4 〃 アタマ 53．6�

612 アピールバイオ 牝5鹿 55 石橋 脩バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 456－ 61：21．4� 30．4�
23 グットクルサマー 	4栗 57 M．デムーロ �アフロin El Paso 国枝 栄 千歳 社台ファーム 482＋101：21．5� 11．5�
24 � スズカブレーン 牡7鹿 57 江田 照男永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B492＋ 6 〃 クビ 181．1�
611 アートシュアリー 牝4黒鹿 55

54 ☆武藤 雅森山 進氏 本間 忍 千歳 社台ファーム 422＋ 2 〃 ハナ 84．3�
715 レ ネ ッ ト 牝4栗 55 柴山 雄一 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 456－ 41：21．6クビ 298．5�
713� ディーズエフォート 牝4栗 55 武士沢友治�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 460＋ 21：22．66 493．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 36，578，100円 複勝： 55，047，200円 枠連： 22，201，800円
馬連： 84，635，700円 馬単： 36，621，800円 ワイド： 58，715，200円
3連複： 109，461，600円 3連単： 134，530，400円 計： 537，791，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 1，080円 � 1，300円 枠 連（1－4） 1，370円

馬 連 �� 7，670円 馬 単 �� 9，040円

ワ イ ド �� 2，400円 �� 3，030円 �� 27，440円

3 連 複 ��� 112，460円 3 連 単 ��� 267，950円

票 数

単勝票数 計 365781 的中 � 102404（1番人気）
複勝票数 計 550472 的中 � 147651（1番人気）� 10243（11番人気）� 8351（15番人気）
枠連票数 計 222018 的中 （1－4） 12472（4番人気）
馬連票数 計 846357 的中 �� 8542（23番人気）
馬単票数 計 366218 的中 �� 3035（25番人気）
ワイド票数 計 587152 的中 �� 6373（24番人気）�� 5025（28番人気）�� 543（107番人気）
3連複票数 計1094616 的中 ��� 730（217番人気）
3連単票数 計1345304 的中 ��� 364（626番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．8―35．2―46．6―57．6―1：08．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F33．8
3 17（4，12）（7，14）（5，18）（10，15）（1，16）（8，9）（3，6）2，11，13 4 17，12（4，7，14）5（10，18）（1，16）（8，15）9－（3，6）（2，11）－13

勝馬の
紹 介

キングリッド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2016．11．5 東京2着

2014．2．7生 牡5鹿 母 イングリッド 母母 ア ン チ ョ 18戦3勝 賞金 52，163，000円
〔制裁〕 タイドオーバー号の騎手野中悠太郎は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：18番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ノーブルプルート号
※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。

12077 5月11日 晴 良 （1東京2） 第7日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走14時00分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

12 フラワーストリーム �4鹿 57 D．レーン 花村 誠氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B462＋ 41：38．1 7．3�
（豪）

47 キ ル ロ ー ド 牡4鹿 57 三浦 皇成エンジェルレーシング� 田村 康仁 日高 天羽 禮治 494－ 41：38．52� 4．1�
816 ポップアップスター 牡5青鹿57 M．デムーロ �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 518＋ 61：38．6クビ 1．8�
713 オーシャンビュー 牡6鹿 57 武士沢友治冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 八木 明広 450－ 4 〃 ハナ 24．8�
611 サ ン ペ ド ロ 牡6栗 57 江田 照男�ラ・メール 田村 康仁 日高 豊洋牧場 474＋ 21：38．7� 52．1	
24 � ヒロノブシドウ 牡4黒鹿57 戸崎 圭太小野 博郷氏 浅野洋一郎 新冠 長浜牧場 508＋141：38．8� 37．1

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± 0 〃 ハナ 218．1�
23 � チェリートリトン 牡5芦 57

56 ☆武藤 雅櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 494± 0 〃 クビ 25．8�
35 ベルクカッツェ 牡4青鹿 57

54 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 水丸牧場 482＋ 41：39．11	 86．7
714 ビレッジキング �4黒鹿 57

56 ☆坂井 瑠星村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 三石川上牧場 B438－201：39．2クビ 310．1�
36 カシノランド 牡7黒鹿57 大庭 和弥柏木 務氏 天間 昭一 日高 日西牧場 484＋ 4 〃 ハナ 343．5�
48 カグラヤルージュ 牝4黒鹿55 横山 典弘西村 亮二氏 奥平 雅士 日高 浜本牧場 470－ 41：39．51	 18．3�
612� ナポレオンズワード �6黒鹿 57

54 ▲大塚 海渡 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 上原 博之 新冠 岩見牧場 480＋ 6 〃 ハナ 91．8�

11 ディーエスバズーカ 牡4黒鹿57 内田 博幸秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 514＋ 6 〃 クビ 44．0�
59 ワイルドグラス �5鹿 57 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 浦河 宮内牧場 452－ 41：40．88 244．8�
510 サンオークランド 牡5鹿 57 松岡 正海 �加藤ステーブル 中舘 英二 新ひだか 今 牧場 B508－ 2 〃 クビ 10．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，493，900円 複勝： 53，567，100円 枠連： 21，000，700円
馬連： 82，497，600円 馬単： 42，954，400円 ワイド： 59，977，300円
3連複： 114，929，200円 3連単： 161，796，300円 計： 574，216，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 160円 � 130円 � 110円 枠 連（1－4） 1，140円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 3，630円

ワ イ ド �� 460円 �� 260円 �� 180円

3 連 複 ��� 780円 3 連 単 ��� 7，430円

票 数

単勝票数 計 374939 的中 � 40583（3番人気）
複勝票数 計 535671 的中 � 60717（3番人気）� 82287（2番人気）� 209367（1番人気）
枠連票数 計 210007 的中 （1－4） 14258（5番人気）
馬連票数 計 824976 的中 �� 36190（7番人気）
馬単票数 計 429544 的中 �� 8861（12番人気）
ワイド票数 計 599773 的中 �� 27793（4番人気）�� 56541（2番人気）�� 98655（1番人気）
3連複票数 計1149292 的中 ��� 110385（1番人気）
3連単票数 計1617963 的中 ��� 15769（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．7―36．4―49．0―1：01．4―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4F49．1―3F36．7
3 7，14（3，12）6（4，16）（2，9）15，11，13（1，8）（5，10） 4 ・（7，14）12（3，6）16（4，2，15）（11，13）（1，9）（8，5）10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

フラワーストリーム �
�
父 タートルボウル �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．10．9 東京7着

2015．3．29生 �4鹿 母 シープシャンクス 母母 ラスリングカプス 14戦2勝 賞金 19，450，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※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。



12078 5月11日 晴 良 （1東京2） 第7日 第9競走 ��
��2，000�

な つ こ だ ち

夏 木 立 賞
発走14時35分 （芝・左）
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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

33 ヴァンランディ 牡3鹿 56 D．レーン �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 450± 01：59．3 2．1�
（豪）

77 サトノエルドール 牡3鹿 56 武 豊 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 追分ファーム 460－ 2 〃 アタマ 3．1�
66 ブラッドストーン 牡3黒鹿56 吉田 豊加藤 徹氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 472＋ 61：59．72� 8．9�
22 グレルグリーン 牡3黒鹿56 大野 拓弥斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 446－ 21：59．91� 5．8�
89 キングテセウス 牡3栗 56 石橋 脩保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 504－ 22：00．0	 7．7	
88 ディーイストワール 牡3鹿 56 蛯名 正義嶋田 一成氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 464＋ 22：00．42� 24．0

44 セイカヤマノ 牡3黒鹿56 柴山 雄一久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム B488－ 22：00．93 152．4�
55 オンマイオウン 牝3黒鹿54 的場 勇人田頭 勇貴氏 的場 均 新冠 スカイビーチステーブル 472－ 42：01．43 336．3�
11 ナガレボシトリキシ 牡3栗 56 原田 和真芳賀 克也氏 中野 栄治 日高 天羽牧場 492＋ 42：03．010 140．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 54，202，200円 複勝： 65，780，500円 枠連： 15，357，900円
馬連： 85，088，900円 馬単： 49，644，300円 ワイド： 45，154，500円
3連複： 96，508，600円 3連単： 248，875，000円 計： 660，611，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 110円 � 170円 枠 連（3－7） 280円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 160円 �� 310円 �� 380円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 2，410円

票 数

単勝票数 計 542022 的中 � 201549（1番人気）
複勝票数 計 657805 的中 � 299402（1番人気）� 153271（2番人気）� 45513（5番人気）
枠連票数 計 153579 的中 （3－7） 41072（1番人気）
馬連票数 計 850889 的中 �� 214622（1番人気）
馬単票数 計 496443 的中 �� 67638（1番人気）
ワイド票数 計 451545 的中 �� 93020（1番人気）�� 32325（5番人気）�� 25583（7番人気）
3連複票数 計 965086 的中 ��� 89566（3番人気）
3連単票数 計2488750 的中 ��� 74634（5番人気）

ハロンタイム 13．1―12．0―11．4―11．8―12．6―12．3―12．2―11．1―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．1―36．5―48．3―1：00．9―1：13．2―1：25．4―1：36．5―1：47．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．1―3F33．9

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

勝馬の
紹 介

ヴァンランディ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．11．4 東京4着

2016．4．30生 牡3鹿 母 ハッピーパス 母母 ハッピートレイルズ 4戦2勝 賞金 18，103，000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。

12079 5月11日 晴 良 （1東京2） 第7日 第10競走 ��
��2，400�

りょくふう

緑風ステークス
発走15時10分 （芝・左）
4歳以上，1，600万円以下，30．5．12以降1．5．5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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

55 ヴァントシルム 牡5鹿 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム B474－102：23．1 5．7�
11 タイセイトレイル 牡4黒鹿55 坂井 瑠星田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 488－ 6 〃 クビ 8．7�
77 ネプチュナイト 牡4黒鹿55 石橋 脩吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B476－ 42：24．05 3．5�
33 ケンホファヴァルト 牡6鹿 55 松岡 正海中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 472＋102：24．1� 17．2�
66 	 マサハヤダイヤ 牡6栗 54 大野 拓弥中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 478＋ 42：24．31
 52．3�
88 トーセンアイトーン 牡4黒鹿55 福永 祐一島川 	哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 448＋ 4 〃 ハナ 9．8

89 ヘリファルテ 牡5鹿 56 D．レーン �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 484＋ 22：24．4� 2．1�

（豪）

44 フォイヤーヴェルク 牡6青鹿55 内田 博幸 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B452－ 42：24．82� 43．6�
22 ウインブルーローズ 牡7鹿 50 藤田菜七子ウイン 高橋 祥泰 浦河 鎌田 正嗣 B498± 02：26．28 153．1�

（9頭）

売 得 金
単勝： 62，866，000円 複勝： 77，767，800円 枠連： 19，487，200円
馬連： 123，970，700円 馬単： 64，635，700円 ワイド： 69，985，300円
3連複： 160，585，300円 3連単： 307，977，400円 計： 887，275，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 220円 � 260円 � 210円 枠 連（1－5） 1，760円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 530円 �� 400円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 11，900円

票 数

単勝票数 計 628660 的中 � 87740（3番人気）
複勝票数 計 777678 的中 � 93548（3番人気）� 72290（4番人気）� 98278（2番人気）
枠連票数 計 194872 的中 （1－5） 8558（8番人気）
馬連票数 計1239707 的中 �� 52201（9番人気）
馬単票数 計 646357 的中 �� 13690（15番人気）
ワイド票数 計 699853 的中 �� 32832（8番人気）�� 45666（4番人気）�� 37915（6番人気）
3連複票数 計1605853 的中 ��� 70383（6番人気）
3連単票数 計3079774 的中 ��� 18757（45番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．0―12．1―11．9―12．1―12．0―11．6―11．8―11．6―11．7―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�
12．9―24．4―36．4―48．5―1：00．4―1：12．5―1：24．5―1：36．1―1：47．9―1：59．5―2：11．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．2
1
3
3－（1，7）－5－8－6，9（2，4）
3，7，1＝5＝8，6，9（2，4）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヴァントシルム �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2016．12．23 阪神7着

2014．5．11生 牡5鹿 母 メジロシャレード 母母 メジロドーベル 13戦4勝 賞金 70，715，000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。

追 加 記 事（第 2回東京競馬第 6日第 1競走）
〔その他〕　　キングアゲン号は，競走中に疾病〔右第 1趾骨近位骨折〕を発症。なお，同馬は「3

走成績による出走制限」の適用を除外。



12080 5月11日 晴 良 （1東京2） 第7日 第11競走 ��
��1，400�第64回京王杯スプリングカップ（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・左）
4歳以上；負担重量は，56�，牝馬2�減，30．5．12以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�
増，30．5．11以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を
除く）

京王電鉄株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 59，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 8，900，000円 5，900，000円
付 加 賞 1，134，000円 324，000円 162，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．5
1：19．0

良
良

59 タワーオブロンドン 牡4鹿 56 D．レーン 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 518－ 81：19．4レコード 3．6�

（豪）

47 リ ナ ー テ 牝5黒鹿54 武 豊 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 488－ 21：19．5� 13．8�
36 ロ ジ ク ラ イ 牡6黒鹿56 戸崎 圭太久米田正明氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 514－ 2 〃 ハナ 4．1�
24 トゥザクラウン 牡5鹿 56 福永 祐一 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 516－ 8 〃 ハナ 5．4�
48 キャナルストリート 牝5黒鹿54 石橋 脩村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 470＋ 41：19．6� 17．2�
11 リライアブルエース 牡6黒鹿56 坂井 瑠星 �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 494－ 81：19．7	 48．7	
816 スマートオーディン 牡6黒鹿56 池添 謙一大川 徹氏 池江 泰寿 新冠 スカイビーチステーブル 504＋ 4 〃 ハナ 6．4

12 ド ー ヴ ァ ー 牡6栗 56 三浦 皇成ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502－ 41：19．8クビ 28．4�
35 ストーミーシー 牡6栗 56 大野 拓弥�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 528± 0 〃 同着 45．7�
815 ダイメイフジ 牡5鹿 56 松岡 正海宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 508－ 6 〃 アタマ 152．2
611 エントシャイデン 牡4芦 56 田辺 裕信前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472－ 61：19．9	 14．9�
612 ロードクエスト 牡6鹿 57 M．デムーロ �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 464－ 2 〃 クビ 13．4�
510 タイムトリップ 牡5黒鹿56 田中 勝春中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 502－ 61：20．11
 74．8�
714 スターオブペルシャ �6栗 56 蛯名 正義 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 516－ 41：20．31 42．1�
713 ブ ロ ワ 牝6黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 478－ 21：21．36 401．0�

（15頭）
23 サトノアレス 牡5黒鹿56 柴山 雄一 �サトミホースカンパニー 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 514－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 181，813，200円 複勝： 283，724，000円 枠連： 110，863，800円
馬連： 484，597，800円 馬単： 167，373，500円 ワイド： 311，191，200円
3連複： 726，363，700円 3連単： 838，583，900円 計： 3，104，511，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 310円 � 180円 枠 連（4－5） 1，510円

馬 連 �� 2，590円 馬 単 �� 4，160円

ワ イ ド �� 960円 �� 410円 �� 980円

3 連 複 ��� 3，780円 3 連 単 ��� 20，940円

票 数

単勝票数 差引計1818132（返還計189481） 的中 � 396531（1番人気）
複勝票数 差引計2837240（返還計367606） 的中 � 573348（1番人気）� 184788（6番人気）� 430671（2番人気）
枠連票数 差引計1108638（返還計 39894） 的中 （4－5） 56808（7番人気）
馬連票数 差引計4845978（返還計1406971） 的中 �� 144476（9番人気）
馬単票数 差引計1673735（返還計457124） 的中 �� 30142（14番人気）
ワイド票数 差引計3111912（返還計1018414） 的中 �� 79946（9番人気）�� 212148（1番人気）�� 77982（10番人気）
3連複票数 差引計7263637（返還計3844610） 的中 ��� 144056（6番人気）
3連単票数 差引計8385839（返還計4369852） 的中 ��� 29021（41番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．0―11．3―11．0―11．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．2―45．5―56．5―1：07．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F33．9
3 13，15（6，4）8，7，9（1，2，14）（5，10）12，11－16 4 13，15，6，4，8（7，9）（1，2，14）（5，10）（11，12）16

勝馬の
紹 介

タワーオブロンドン �
�
父 Raven’s Pass �

�
母父 Dalakhani デビュー 2017．7．29 札幌1着

2015．2．9生 牡4鹿 母 スノーパイン 母母 Shinko Hermes 10戦5勝 賞金 198，059，000円
〔競走除外〕 サトノアレス号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 タイムトリップ号の騎手田中勝春は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：12番・14

番）
スマートオーディン号の騎手池添謙一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10
番・14番）

※一般事項Ⅴ－2の（4）によりタワーオブロンドン号は，安田記念（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。

12081 5月11日 晴 良 （1東京2） 第7日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走16時25分 （ダート・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
1：21．5
1：20．3

重
不良

713� アメリカンファクト 牡4栗 57
56 ☆武藤 雅吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Nesco II Ltd. B506＋ 41：23．4 5．8�

11 マイウェイアムール 牝4青鹿 55
52 ▲藤田菜七子田畑 利彦氏 林 徹 日高 モリナガファーム 484＋141：23．82	 21．3�

815 ハヤブサレジェンド 牡4黒鹿57 田辺 裕信�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 498＋ 21：24．43	 5．0�
611 ラブリーイレブン 牝4栗 55 戸崎 圭太吉野加壽代氏 坂口 智康 日高 浜本牧場 432－ 6 〃 クビ 9．8�
35 オールウェイズゼア 牡5黒鹿 57

55 △野中悠太郎グリーンスウォード高市 圭二 新ひだか 荒木 貴宏 480－ 81：24．61 70．9�
23 � レヴァンテライオン 
5黒鹿57 福永 祐一ライオンレースホース	 加藤士津八 米

Hargus Sexton, Sandra
Sexton, Tom Bozarth &
Silver Fern Farm LLC

486－ 61：24．7	 22．1

24 � プライムコード 牡5栗 57 吉田 豊�ターフ・スポート小西 一男 新冠 村田牧場 488± 01：24．91 53．8�
12 カ タ ナ 牡4鹿 57 武 豊椎名 節氏 上原 博之 新冠 松浦牧場 508－ 21：25．0	 6．3�
36 � メイショウタカトラ 牡5黒鹿57 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 496－ 61：25．1	 46．7
510 ウサギノカケアシ 牡7芦 57 江田 照男桐谷 敏子氏 星野 忍 新ひだか 大滝 康晴 492＋121：25．31	 131．6�
714 シアワセデス 牝6鹿 55 大野 拓弥窪田 康志氏 浜田多実雄 浦河 有限会社

吉田ファーム 492＋ 4 〃 同着 18．5�
612� バスカヴィル 牡5鹿 57 M．デムーロゴドルフィン 加藤 征弘 米

Tenth Street
Stables, LLC &
Darley

478－ 41：25．61� 2．7�
59 ミヤジヴィジェ 牝5鹿 55 内田 博幸曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 468－ 41：26．66 36．5�
47 ポルトドレーヴ 
6鹿 57 石川裕紀人村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B468－ 6 〃 ハナ 155．8�
816 アイアムジュピター 牡5鹿 57 柴山 雄一堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 500－ 21：26．81 89．9�
48 アルマユディト 牝4黒鹿55 松岡 正海コウトミックレーシング 中舘 英二 新ひだか 山際牧場 476－10 〃 ハナ 161．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 75，703，400円 複勝： 113，710，600円 枠連： 47，274，200円
馬連： 186，058，400円 馬単： 76，240，300円 ワイド： 127，433，800円
3連複： 273，258，700円 3連単： 352，230，200円 計： 1，251，909，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 220円 � 500円 � 220円 枠 連（1－7） 1，300円

馬 連 �� 5，330円 馬 単 �� 10，370円

ワ イ ド �� 2，100円 �� 610円 �� 2，090円

3 連 複 ��� 11，730円 3 連 単 ��� 74，820円

票 数

単勝票数 計 757034 的中 � 104024（3番人気）
複勝票数 計1137106 的中 � 146907（2番人気）� 50500（7番人気）� 142082（3番人気）
枠連票数 計 472742 的中 （1－7） 28041（5番人気）
馬連票数 計1860584 的中 �� 27048（17番人気）
馬単票数 計 762403 的中 �� 5513（33番人気）
ワイド票数 計1274338 的中 �� 15108（23番人気）�� 57038（5番人気）�� 15167（22番人気）
3連複票数 計2732587 的中 ��� 17471（32番人気）
3連単票数 計3522302 的中 ��� 3413（210番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．2―11．8―12．0―12．1―12．7

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アメリカンファクト �
�
父 Speightstown �

�
母父 Quiet American デビュー 2017．8．26 新潟13着

2015．5．22生 牡4栗 母 Missamerica Bertie 母母 Clever Bertie 15戦3勝 賞金 47，170，000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。
（非当選馬） 4頭 アメイズミー号・クリノレオノール号・フィルムフランセ号・ホノカ号
（非抽選馬） 1頭 キングラディウス号



（1東京2）第7日 5月11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 177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

277，390，000円
7，710，000円
20，480，000円
2，190，000円
33，490，000円
71，497，500円
4，857，000円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
644，909，400円
1，057，948，500円
336，725，500円
1，422，871，400円
629，494，400円
947，215，800円
2，006，410，000円
2，715，930，300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 9，761，505，300円

総入場人員 31，445名 （有料入場人員 27，950名）
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