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12082 5月12日 晴 良 （1東京2） 第8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）

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

611 ファイナルマズル 牡3鹿 56
53 ▲菅原 明良 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 472－ 41：26．2 3．5�
23 メ ン デ ィ 牡3鹿 56 木幡 初也 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 リトルブルーファーム 490－ 21：26．62� 8．3�
36 ミユキダイアモンド 牝3鹿 54 田辺 裕信長井 純一氏 小西 一男 新ひだか 木村 秀則 440± 01：26．81� 3．0�
815 シャインベスト 牝3鹿 54 戸崎 圭太�加藤牧場 青木 孝文 日高 加藤牧場 436＋111：26．9� 20．0�
11 シ ュ ン ラ ン 牝3黒鹿54 吉田 豊中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 438－101：27．0� 22．2	
35 ゴールドソックス 牡3栗 56 石橋 脩澤田 孝之氏 牧 光二 新ひだか 三石橋本牧場 490＋101：27．1クビ 4．3

612 イワネコゴシキ 牡3青鹿56 石川裕紀人丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 492－ 21：27．41� 20．9�
59 カシノヴィオレ 牝3栗 54 原田 和真柏木 務氏 天間 昭一 新ひだか 原口牧場 432－101：27．5� 82．3�
713 キ ン ジ ト ー 牡3栗 56

54 △野中悠太郎山口 裕介氏 黒岩 陽一 浦河 谷川牧場 514－ 21：27．6� 12．4
47 ケンアンドランス 牡3鹿 56 柴田 善臣岡田 壮史氏 菊川 正達 安平 吉田牧場 494＋ 21：28．13 61．8�
48 クラウンポセイドン 牡3栗 56 嘉藤 貴行矢野 恭裕氏 田島 俊明 日高 クラウン日高牧場 478－ 81：28．2� 91．3�
816 バシクンレッツゴー 牡3栗 56

55 ☆菊沢 一樹石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 488± 01：28．3� 86．0�
12 ミスアラカン 牝3栗 54 丹内 祐次杉浦 和也氏 奥平 雅士 新ひだか 田中 裕之 448＋ 21：29．36 364．0�
24 ハクシンドリーム 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星新井原 博氏 深山 雅史 新冠 川上 悦夫 408＋ 61：29．4� 215．2�
714 シゲルスギライト 牝3鹿 54 江田 照男森中 蕃氏 高橋 裕 日高 スウィング

フィールド牧場 480＋ 21：29．5� 80．4�
（15頭）

510 ストロングヘヴン 牡3青 56 西村 太一天堀 忠博氏 松永 康利 日高 門別 敏朗 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 24，348，800円 複勝： 37，839，000円 枠連： 15，250，800円
馬連： 58，843，800円 馬単： 30，173，400円 ワイド： 40，179，900円
3連複： 86，716，900円 3連単： 99，682，200円 計： 393，034，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 190円 � 120円 枠 連（2－6） 1，610円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 3，420円

ワ イ ド �� 550円 �� 250円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 12，100円

票 数

単勝票数 差引計 243488（返還計 251） 的中 � 54198（2番人気）
複勝票数 差引計 378390（返還計 202） 的中 � 74141（2番人気）� 38689（4番人気）� 100829（1番人気）
枠連票数 差引計 152508（返還計 13） 的中 （2－6） 7338（7番人気）
馬連票数 差引計 588438（返還計 1430） 的中 �� 23373（6番人気）
馬単票数 差引計 301734（返還計 851） 的中 �� 6599（9番人気）
ワイド票数 差引計 401799（返還計 889） 的中 �� 17388（4番人気）�� 46688（1番人気）�� 17256（5番人気）
3連複票数 差引計 867169（返還計 3735） 的中 ��� 37330（2番人気）
3連単票数 差引計 996822（返還計 3497） 的中 ��� 5971（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．1―36．2―48．6―1：00．9―1：13．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．6
3 ・（5，7，11）2，15（4，13）3，8（1，6，12）－9（14，16） 4 ・（5，7，11）－（2，15）（4，13）（3，6，12）8，1（14，16）9

勝馬の
紹 介

ファイナルマズル �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．11．4 福島5着

2016．3．25生 牡3鹿 母 リスティアエーデル 母母 ミスアヴェニュー 6戦1勝 賞金 7，700，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔出走取消〕 ストロングヘヴン号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔3走成績による出走制限〕 ミスアラカン号・ハクシンドリーム号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月12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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ナムラナマステ号・モリトシュン号・ラインジュピター号
（非抽選馬） 2頭 デルマジュベルニー号・ハクサンメイゲツ号

12083 5月12日 晴 良 （1東京2） 第8日 第2競走 ��
��2，100�サラブレッド系3歳

発走10時30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
2：06．7
2：05．9

良
良

58 � ベルゲンハーバー 牡3栗 56 戸崎 圭太林 正道氏 斎藤 誠 米 Tim Thornton 450± 02：16．2 14．7�
814 フィールオーケー 牡3黒鹿 56

55 ☆武藤 雅吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム B466－ 42：16．3� 21．8�
46 ゲインスプレマシー 	3鹿 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 480－14 〃 ハナ 4．4�
712 ペイシャラトゥール 牡3鹿 56 嘉藤 貴行北所 直人氏 高市 圭二 浦河 恵比寿牧場 490± 02：16．51
 9．1�
813 フィストバンプ 牡3青鹿56 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 486＋ 62：17．13
 26．9�
711 デルマシャンティ 牡3芦 56 岩田 康誠浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 512－ 6 〃 ハナ 4．1	
34 サンニューヨーカー 牡3黒鹿56 松岡 正海 
加藤ステーブル 斎藤 誠 浦河 栄進牧場 552＋ 82：17．52
 15．7�
22 リンガスビャクヤ 牡3芦 56 三浦 皇成伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 三木田牧場 500± 02：17．6� 3．9�
610 タッカーブルー 牡3青鹿56 石川裕紀人小松崎 孝氏 鈴木 伸尋 厚真 大川牧場 490± 02：17．7
 144．7
57 ア ラ ゴ ネ ス 	3黒鹿56 D．レーン 吉田 勝己氏 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 550＋ 62：17．91
 7．7�

（豪）

69 ク ロ ヒ ョ ウ 牡3青鹿 56
54 △野中悠太郎河内 孝夫氏 小西 一男 日高 坂 牧場 478± 02：18．0クビ 23．1�

33 ノボリターン 牡3黒鹿56 内田 博幸
LS.M 天間 昭一 日高 サンバマウン
テンファーム 488－ 8 〃 ハナ 47．0�

45 カリスマサンボス 牡3芦 56 蛯名 正義畔柳 年言氏 中川 公成 浦河 加藤 重治 552＋ 6 〃 ハナ 243．3�
11 ド ラ ー ド 牡3黒鹿 56

55 ☆菊沢 一樹節 英司氏 南田美知雄 新冠 高瀬牧場 514＋ 62：18．42
 152．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 31，914，000円 複勝： 43，291，000円 枠連： 15，671，300円
馬連： 63，892，300円 馬単： 29，148，900円 ワイド： 46，049，400円
3連複： 90，175，400円 3連単： 104，566，700円 計： 424，709，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，470円 複 勝 � 580円 � 560円 � 270円 枠 連（5－8） 3，720円

馬 連 �� 29，120円 馬 単 �� 46，710円

ワ イ ド �� 6，670円 �� 2，140円 �� 2，310円

3 連 複 ��� 51，350円 3 連 単 ��� 467，960円

票 数

単勝票数 計 319140 的中 � 17288（6番人気）
複勝票数 計 432910 的中 � 18508（9番人気）� 19218（8番人気）� 47589（3番人気）
枠連票数 計 156713 的中 （5－8） 3259（15番人気）
馬連票数 計 638923 的中 �� 1700（49番人気）
馬単票数 計 291489 的中 �� 468（95番人気）
ワイド票数 計 460494 的中 �� 1755（50番人気）�� 5589（25番人気）�� 5173（28番人気）
3連複票数 計 901754 的中 ��� 1317（113番人気）
3連単票数 計1045667 的中 ��� 162（830番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．9―32．4―45．7―59．4―1：13．2―1：26．1―1：39．0―1：51．2―2：03．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ベルゲンハーバー �
�
父 Noble Mission �

�
母父 Pulpit デビュー 2019．2．3 東京8着

2016．3．9生 牡3栗 母 Two Harbors 母母 Santa Catalina 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ゲインスプレマシー号の騎手川田将雅は，前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金10，000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。

第２回 東京競馬 第８日



12084 5月12日 晴 良 （1東京2） 第8日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時00分 （芝・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
1：44．2
1：43．9

良
良

714 ルイジアナママ 牝3青鹿54 戸崎 圭太稲川 一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 446± 01：47．9 5．0�
816 カナロアガール 牝3鹿 54 三浦 皇成広尾レース� 田村 康仁 平取 清水牧場 458＋ 21：48．43 5．1�
510 グロリアーナ 牝3鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 516＋181：48．5クビ 2．4�
23 メ イ オ ー ル 牝3鹿 54 大野 拓弥千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 456＋ 8 〃 クビ 6．2�
48 バチェロレッテ 牝3黒鹿54 津村 明秀吉田 和美氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 454 ―1：48．6クビ 18．2	
12 クリムゾンスター 牝3黒鹿54 D．レーン N．ウェレット氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B436＋ 61：48．81� 17．3


（豪）

611 ベルレガッタ 牝3鹿 54 福永 祐一山本又一郎氏 鹿戸 雄一 新ひだか 矢野牧場 438－ 61：48．9� 17．2�
24 ノアクリスティン 牝3鹿 54 吉田 豊佐山 公男氏 古賀 史生 平取 びらとり牧場 476－ 41：49．0� 324．3�
815 アトムアリス 牝3黒鹿 54

52 △野中悠太郎永井 廣司氏 松山 将樹 新冠 隆栄牧場 484 ―1：49．1� 144．0
36 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 438＋141：49．2� 17．2�
59 ギャラクシーハニー 牝3栗 54 石川裕紀人 �シルクレーシング 手塚 貴久 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480± 0 〃 クビ 61．2�
612 シングンハート 牝3黒鹿54 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 日高 広富牧場 440－ 21：49．3� 122．0�
47 ディオミーオ 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 466－ 21：49．4� 87．9�
713 ジュントモチャン 牝3黒鹿 54

51 ▲大塚 海渡河合 純二氏 勢司 和浩 新ひだか ヒサイファーム 442＋ 41：49．61� 446．1�
35 クワイエットナウ 牝3黒鹿 54

53 ☆武藤 雅阿部 善武氏 松山 将樹 浦河 フクオカファーム 432＋ 41：50．02� 494．7�
817 レジーナスミス 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 新ひだか 坂本 春雄 466－ 41：50．21� 502．6�
11 フリューリング 牝3鹿 54 岩田 康誠嶋田 賢氏 大和田 成 新冠 大栄牧場 420 ―1：50．62� 142．7�

（17頭）

売 得 金
単勝： 39，209，500円 複勝： 58，061，500円 枠連： 14，103，400円
馬連： 78，050，300円 馬単： 37，616，900円 ワイド： 54，047，300円
3連複： 103，937，200円 3連単： 127，718，900円 計： 512，745，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 140円 � 150円 � 120円 枠 連（7－8） 1，050円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，280円

ワ イ ド �� 330円 �� 250円 �� 270円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 5，870円

票 数

単勝票数 計 392095 的中 � 62685（2番人気）
複勝票数 計 580615 的中 � 95452（2番人気）� 91719（3番人気）� 148271（1番人気）
枠連票数 計 141034 的中 （7－8） 10359（4番人気）
馬連票数 計 780503 的中 �� 54584（4番人気）
馬単票数 計 376169 的中 �� 12348（8番人気）
ワイド票数 計 540473 的中 �� 39891（3番人気）�� 55797（1番人気）�� 50874（2番人気）
3連複票数 計1039372 的中 ��� 98252（1番人気）
3連単票数 計1277189 的中 ��� 15753（10番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．1―12．5―12．7―12．4―11．6―10．9―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―36．4―48．9―1：01．6―1：14．0―1：25．6―1：36．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F33．9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ルイジアナママ �
�
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 2019．3．23 中山8着

2016．2．13生 牝3青鹿 母 マ ス ク オ フ 母母 ビハインドザマスク 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ベルレガッタ号の騎手福永祐一は，2コーナー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・8番・7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。

12085 5月12日 晴 良 （1東京2） 第8日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走11時30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
1：56．1
1：56．1

良
良

814 ラ イ ル 牡3鹿 56 D．レーン �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 492± 02：00．7 1．8�
（豪）

46 ホウオウビクトリー 牡3鹿 56 岩田 康誠小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 42：01．23 2．9�
813 スズロザーナ 牝3栗 54 三浦 皇成森 達郎氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 426＋ 62：01．52 7．3�
610 ブルーザリオン 牡3鹿 56 吉田 豊小林 哲之氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 434＋ 22：01．92� 17．5�
58 � モントカイザー 	3黒鹿56 丹内 祐次岡田 牧雄氏 尾形 和幸 英 Mrs D. du

Feu 462－ 6 〃 クビ 60．2�
712 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 460± 02：02．11� 16．9

69 ホワイトショーコ 牝3芦 54 江田 照男臼井義太郎氏 本間 忍 日高 シンボリ牧場 448＋ 42：02．2クビ 182．4�
11 ジョディーベルボワ 牝3鹿 54

52 △野中悠太郎大塚 亮一氏 菊川 正達 新冠 新冠橋本牧場 444＋ 8 〃 クビ 114．7�
34 ゴーアブロード 牡3鹿 56

53 ▲菅原 明良�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 492± 02：02．3� 20．4
711 メガディスカバリー 	3鹿 56

55 ☆武藤 雅有馬 博文氏 水野 貴広 新冠 新冠橋本牧場 B446± 02：02．93� 103．1�
33 サプライズフェスタ 牡3鹿 56

55 ☆菊沢 一樹江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 浦河 谷口牧場 460－ 62：03．0
 262．7�
22 アグラデッソ 牝3青鹿54 内田 博幸中島 俊房氏 竹内 正洋 日高 Wing Farm 474 ―2：03．1クビ 45．1�
57 グランパルトネール 牝3鹿 54 嘉藤 貴行鈴木 真氏 清水 英克 浦河 高岸 順一 452－ 82：03．31� 359．7�
45 ソ ラ タ カ ク 牡3黒鹿56 岩部 純二田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 小泉牧場 394－ 42：04．15 502．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，076，600円 複勝： 70，774，400円 枠連： 14，514，300円
馬連： 61，693，200円 馬単： 41，926，100円 ワイド： 42，435，200円
3連複： 84，496，300円 3連単： 149，675，100円 計： 500，591，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 120円 � 150円 枠 連（4－8） 260円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 410円

ワ イ ド �� 160円 �� 220円 �� 380円

3 連 複 ��� 480円 3 連 単 ��� 1，120円

票 数

単勝票数 計 350766 的中 � 152072（1番人気）
複勝票数 計 707744 的中 � 419517（1番人気）� 82387（2番人気）� 52841（3番人気）
枠連票数 計 145143 的中 （4－8） 42091（1番人気）
馬連票数 計 616932 的中 �� 169291（1番人気）
馬単票数 計 419261 的中 �� 76635（1番人気）
ワイド票数 計 424352 的中 �� 82029（1番人気）�� 47557（2番人気）�� 22891（6番人気）
3連複票数 計 844963 的中 ��� 131972（1番人気）
3連単票数 計1496751 的中 ��� 96713（1番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―11．5―11．7―12．4―12．8―12．7―11．6―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．9―36．4―48．1―1：00．5―1：13．3―1：26．0―1：37．6―1：48．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F34．7

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

勝馬の
紹 介

ラ イ ル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Flower Alley デビュー 2018．12．28 中山3着

2016．3．24生 牡3鹿 母 ライラックスアンドレース 母母 Refinement 4戦1勝 賞金 9，550，000円
〔3走成績による出走制限〕 サプライズフェスタ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月12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。



12086 5月12日 晴 良 （1東京2） 第8日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時20分 （芝・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
1：19．4
1：19．0

良
良

711 カレングロリアーレ 牡3鹿 56 北村 友一鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 450＋ 21：21．0 3．9�
33 シャドウセッション 牡3鹿 56 岩田 康誠飯塚 知一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 514± 01：21．21� 13．4�
610 マイネルアプラウス 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 492－ 21：21．3� 17．4�
34 シセイタイガ 牡3青鹿56 三浦 皇成猪苗代 勇氏 高橋 文雅 新冠 パカパカ

ファーム 448－ 21：21．4	 6．8�
814 ブルーアガヴェ 牡3黒鹿56 D．レーン 金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 新冠 パカパカ
ファーム 446＋ 21：21．5� 3．8�

（豪）

69 
 スズカユース 牝3栗 54
53 ☆菊沢 一樹永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 448＋ 4 〃 ハナ 346．0	

58 ビッグブルー 牡3鹿 56 M．デムーロ�レッドマジック金成 貴史 日高 下河辺牧場 490＋ 21：21．92	 4．7

11 ステイホット 牝3栗 54 大野 拓弥小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 474＋101：22．0	 25．2�
712 スズカカナロア 牡3鹿 56 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 476－ 61：22．32 6．5�
46 メジャーハリケーン 牡3青鹿56 戸崎 圭太林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 服部 牧場 472± 0 〃 クビ 47．7
57 ビームフラッシュ 牝3鹿 54

52 △野中悠太郎田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか タガミファーム B450＋ 41：22．4クビ 289．9�
813 ウインレフィナード 牡3黒鹿56 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 浦河 猿橋 義昭 440± 0 〃 ハナ 32．3�
22 フレンドリボン 牝3鹿 54 柴田 善臣横尾 晴人氏 南田美知雄 日高 クリアファーム 436＋ 6 〃 アタマ 511．4�
45 
 エムオールビー 牝3青鹿 54

51 ▲菅原 明良大浅 貢氏 尾形 和幸 安平 �橋本牧場 392－ 61：22．93 431．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 42，001，500円 複勝： 57，133，700円 枠連： 17，659，700円
馬連： 83，447，400円 馬単： 39，371，800円 ワイド： 55，758，000円
3連複： 108，827，200円 3連単： 135，784，700円 計： 539，984，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 370円 � 390円 枠 連（3－7） 620円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 3，010円

ワ イ ド �� 730円 �� 960円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 7，900円 3 連 単 ��� 29，140円

票 数

単勝票数 計 420015 的中 � 85011（2番人気）
複勝票数 計 571337 的中 � 110144（1番人気）� 35572（6番人気）� 33694（7番人気）
枠連票数 計 176597 的中 （3－7） 21908（2番人気）
馬連票数 計 834474 的中 �� 31688（9番人気）
馬単票数 計 393718 的中 �� 9789（13番人気）
ワイド票数 計 557580 的中 �� 20334（9番人気）�� 14967（12番人気）�� 6893（28番人気）
3連複票数 計1088272 的中 ��� 10320（31番人気）
3連単票数 計1357847 的中 ��� 3378（106番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．2―47．0―58．1―1：09．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．0
3 11（14，13）（9，10，12）－（1，8）－6（2，7）（4，5）3 4 11，14（9，10，13）12（1，8）（6，7）2，4（3，5）

勝馬の
紹 介

カレングロリアーレ �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 シェルゲーム デビュー 2018．12．2 中京3着

2016．4．12生 牡3鹿 母 カレンタントミール 母母 カ レ ン マ マ 4戦2勝 賞金 14，000，000円
〔発走状況〕 シャドウセッション号は，馬場入場時に左前肢落鉄。発走時刻2分遅延。
〔3走成績による出走制限〕 フレンドリボン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年7月12日まで平地競走に出走でき

ない。
※エムオールビー号・ビームフラッシュ号・メジャーハリケーン号は，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。

12087 5月12日 晴 良 （1東京2） 第8日 第6競走 ��
��1，300�サラブレッド系4歳以上

発走12時55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
1：16．1
1：16．1

重
重

11 ヤマニンリュシオル 牝4芦 55 伊藤 工真土井 肇氏 蛯名 利弘 新冠 錦岡牧場 478＋ 61：18．4 10．0�
47 � コールドターキー 牡4栗 57

56 ☆坂井 瑠星薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 日高 下川 茂広 B458＋ 6 〃 アタマ 142．7�
24 � スズノフブキ 	5鹿 57 松岡 正海小紫 嘉之氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 478－101：18．5
 32．6�
36 デュアルマンデート 牡4青鹿57 岩田 康誠池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 516＋ 41：18．81� 6．1�
611 ゴールドクロス 牡4鹿 57 田辺 裕信河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 山岡ファーム 488＋ 81：18．9
 1．5�
59 デルマカミカゼ 牡4黒鹿57 田中 勝春浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 460＋ 8 〃 アタマ 10．9�
35 アオテンジョウ 牡5栗 57 嘉藤 貴行北所 直人氏 松永 康利 登別 ユートピア牧場 488± 01：19．11� 319．9	
12 レ ノ カ ズ マ 牡4鹿 57 石川裕紀人合同会社雅苑興業 稲垣 幸雄 浦河 バンブー牧場 490± 01：19．31� 119．7

816 エ ナ グ リ ン 牡4栗 57

55 △野中悠太郎宮原 廣伸氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 474－ 41：19．51� 20．0�
23 オープンザウェイ 	7栗 57 福永 祐一�ラ・メール 田村 康仁 日高 沖田牧場 B466－ 41：19．71
 22．3
48 シセイタケル 牡4栗 57 内田 博幸猪苗代 勇氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 472＋ 41：19．91� 15．5�
714 タイセイカレッジ 牡4芦 57 大野 拓弥田中 成奉氏 奥村 武 日高 下河辺牧場 B430＋ 21：20．0
 45．5�
612 セイウンアワード 牡7鹿 57

54 ▲菅原 明良西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 B552＋121：20．21 245．4�
713 リアルモンテ 牡4鹿 57 江田 照男伊藤 誠吉氏 中川 公成 日高 広中 稔 484＋10 〃 クビ 121．1�
815 トキノメガミ 牝4栗 55

54 ☆菊沢 一樹時田 勝弘氏 小桧山 悟 浦河 中山牧場 470± 01：20．62
 430．8�
510� リネンコジーン 牡4芦 57 丹内 祐次戸山 光男氏 南田美知雄 浦河 江谷牧場 474－ 51：20．81
 85．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，996，200円 複勝： 131，997，300円 枠連： 17，017，300円
馬連： 76，959，700円 馬単： 47，622，400円 ワイド： 55，999，400円
3連複： 108，543，300円 3連単： 173，180，500円 計： 648，316，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 570円 � 5，990円 � 1，760円 枠 連（1－4） 6，080円

馬 連 �� 87，190円 馬 単 �� 136，840円

ワ イ ド �� 13，510円 �� 5，000円 �� 25，930円

3 連 複 ��� 337，790円 3 連 単 ��� 4，484，130円

票 数

単勝票数 計 369962 的中 � 29506（3番人気）
複勝票数 計1319973 的中 � 66116（3番人気）� 5543（12番人気）� 19441（8番人気）
枠連票数 計 170173 的中 （1－4） 2166（17番人気）
馬連票数 計 769597 的中 �� 684（64番人気）
馬単票数 計 476224 的中 �� 261（102番人気）
ワイド票数 計 559994 的中 �� 1068（56番人気）�� 2913（35番人気）�� 555（82番人気）
3連複票数 計1085433 的中 ��� 241（244番人気）
3連単票数 計1731805 的中 ��� 28（1756番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．4―30．2―42．2―54．0―1：05．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンリュシオル �
�
父 キャプテントゥーレ �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2018．4．8 福島12着

2015．4．2生 牝4芦 母 ヤマニンマドレーヌ 母母 ヤマニンジュエリー 8戦2勝 賞金 15，150，000円
〔制裁〕 リアルモンテ号の騎手江田照男は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
〔その他〕 スズノフブキ号は，競走中終始外側に逃避しようと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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 エンパシー号・オレノマニラ号



12088 5月12日 晴 良 （1東京2） 第8日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走13時25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
1：31．3
1：30．7

良
良

11 アバルラータ 牝5鹿 55 川田 将雅安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 454＋ 61：32．6 2．0�
55 オーヴォドーロ 牝4黒鹿55 田辺 裕信諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 466＋ 21：32．81	 13．0�
77 
 エ ミ ー リ オ 牡5鹿 57 松岡 正海加藤 誠氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 496± 0 〃 クビ 5．7�
88 フェルトベルク 牝5鹿 55 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 438＋ 2 〃 アタマ 33．9�
44 コーラルプリンセス 牝5芦 55 石川裕紀人吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 530－ 61：33．11� 8．0�
22 シュバルツボンバー 牡4鹿 57 三浦 皇成�桑田牧場 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B518－ 61：33．2� 2．8	
66 モンファロン 牡4黒鹿57 中谷 雄太杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 B464－ 41：33．41� 86．3


（7頭）
33 
 モズダディー 牡4栗 57 M．デムーロ北側 雅勝氏 藤岡 健一 米 Mr. & Mrs.

Oliver S. Tait B488＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 32，996，600円 複勝： 33，727，200円 枠連： 発売なし
馬連： 39，527，300円 馬単： 23，377，400円 ワイド： 23，482，400円
3連複： 33，481，000円 3連単： 84，314，600円 計： 270，906，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 190円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 330円 �� 190円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，440円 3 連 単 ��� 6，790円

票 数

単勝票数 差引計 329966（返還計 83758） 的中 � 128260（1番人気）
複勝票数 差引計 337272（返還計193266） 的中 � 171092（1番人気）� 24871（5番人気）� 36560（3番人気）
馬連票数 差引計 395273（返還計275397） 的中 �� 25952（6番人気）
馬単票数 差引計 233774（返還計163197） 的中 �� 9792（8番人気）
ワイド票数 差引計 234824（返還計115335） 的中 �� 17303（5番人気）�� 37248（2番人気）�� 7026（9番人気）
3連複票数 差引計 334810（返還計365929） 的中 ��� 17346（6番人気）
3連単票数 差引計 843146（返還計1028853） 的中 ��� 8997（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．4―34．8―46．4―58．2―1：09．2―1：20．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．4
3 8，6－2，1，4，7，5 4 8，6－2（1，4）7，5

勝馬の
紹 介

アバルラータ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2017．5．20 京都8着

2014．6．1生 牝5鹿 母 ホーリーミスト 母母 ブリリアントミスト 19戦3勝 賞金 58，167，000円
〔競走除外〕 モズダディー号は，馬場入場時に放馬。疲労が著しいため競走除外。

12089 5月12日 晴 良 （1東京2） 第8日 第8競走 ��2，000�テ レ 玉 杯
発走13時55分 （芝・左）

牝，4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，55�
テレビ埼玉杯（1着）

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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

89 ダイワメモリー 牝4栗 55 内田 博幸大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 476± 01：57．8 5．5�
55 リンディーホップ 牝4青鹿55 M．デムーロ �社台レースホース金成 貴史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 4 〃 クビ 4．1�
77 ハ イ ヒ ー ル 牝4鹿 55 D．レーン 石川 達絵氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 440＋ 21：58．01� 7．9�

（豪）

11 エバーミランダ 牝4鹿 55 大野 拓弥宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 424± 01：58．1� 8．0�
33 ポールヴァンドル 牝5芦 55 戸崎 圭太 �シルクレーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム 574＋ 41：58．2� 12．1�
44 アンネリース 牝5鹿 55 黛 弘人 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 492＋161：58．41 11．5

22 タガノアスワド 牝5黒鹿55 岩田 康誠八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 520－ 21：58．71� 6．7�
66 アストラサンタン 牝4青鹿55 福永 祐一丹羽久一郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 456＋ 21：58．91� 4．4�
810 ミラクルブラッド 牝4鹿 55 石橋 脩芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 452＋101：59．0� 46．5
78 ウインシトリン 牝5黒鹿55 松岡 正海	ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 458＋ 61：59．53 65．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 51，429，200円 複勝： 65，802，100円 枠連： 15，713，400円
馬連： 96，559，800円 馬単： 43，761，500円 ワイド： 60，978，900円
3連複： 116，093，200円 3連単： 168，275，900円 計： 618，614，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 220円 � 170円 � 260円 枠 連（5－8） 1，310円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 4，010円

ワ イ ド �� 710円 �� 910円 �� 620円

3 連 複 ��� 4，140円 3 連 単 ��� 23，870円

票 数

単勝票数 計 514292 的中 � 74243（3番人気）
複勝票数 計 658021 的中 � 76150（4番人気）� 118243（2番人気）� 58824（7番人気）
枠連票数 計 157134 的中 （5－8） 9276（3番人気）
馬連票数 計 965598 的中 �� 42016（7番人気）
馬単票数 計 437615 的中 �� 8174（20番人気）
ワイド票数 計 609789 的中 �� 22228（11番人気）�� 16880（14番人気）�� 25539（6番人気）
3連複票数 計1160932 的中 ��� 20984（13番人気）
3連単票数 計1682759 的中 ��� 5109（88番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．0―35．2―46．8―58．3―1：10．1―1：22．2―1：33．9―1：45．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．6

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

勝馬の
紹 介

ダイワメモリー �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．9．24 中山1着

2015．3．7生 牝4栗 母 ダイワスカーレット 母母 スカーレットブーケ 11戦3勝 賞金 33，774，000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。



12090 5月12日 晴 良 （1東京2） 第8日 第9競走 ��
��1，600�

せいりゅう

青竜ステークス
発走14時25分 （ダート・左）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金1，400万
円毎1�増，�：馬齢重量，GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走またはGⅢ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 18，000，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，800，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

811 デュープロセス 牡3栗 57 M．デムーロゴドルフィン 安田 隆行 英 Godolphin 470＋ 61：36．6 5．4�
11 デアフルーグ 牡3鹿 57 津村 明秀西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 500－ 4 〃 クビ 2．3�
55 ニューモニュメント 牡3鹿 56 福永 祐一前田 葉子氏 小崎 憲 新ひだか 高橋 義浩 468＋ 21：36．91	 36．7�
56 ブルベアイリーデ 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �ブルアンドベア 杉山 晴紀 浦河 フクオカファーム 482＋ 61：37．0クビ 62．6�
68 
 メイクハッピー 牝3鹿 54 大野 拓弥吉田 和子氏 新開 幸一 米 Reddam

Racing, LLC 480－ 21：37．1� 40．9�
79 ナンヨーイザヨイ 牡3黒鹿56 柴田 善臣中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 458－ 8 〃 クビ 96．2	
710 アシャカトブ 牡3栗 56 武藤 雅吉冨 学氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田牧場 490－ 21：37．31� 35．0

33 ハ ヤ ヤ ッ コ 牡3白 56 武 豊金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 464－ 41：37．61	 18．9�
44 ア ガ ラ ス 牡3青鹿56 石橋 脩 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 508＋ 4 〃 ハナ 16．0
22 カ ナ シ バ リ 牝3鹿 54 江田 照男由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 500－ 81：37．7� 167．8�
812 ケイアイターコイズ 牡3芦 56 藤懸 貴志亀田 和弘氏 山内 研二 新冠 新冠橋本牧場 510± 01：38．23 9．2�
67 
 カフェクラウン 牡3鹿 56 D．レーン 西川 光一氏 堀 宣行 米

Jason Litt, Litt Fam-
ily Horse Trust &
Alex Solis II

516± 01：39．37 3．3�
（豪）

（12頭）

売 得 金
単勝： 89，842，900円 複勝： 99，610，100円 枠連： 26，861，200円
馬連： 163，549，500円 馬単： 79，794，800円 ワイド： 98，922，300円
3連複： 215，026，300円 3連単： 342，189，600円 計： 1，115，796，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 170円 � 120円 � 500円 枠 連（1－8） 440円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，610円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 4，440円 3 連 単 ��� 18，200円

票 数

単勝票数 計 898429 的中 � 131097（3番人気）
複勝票数 計 996101 的中 � 139778（3番人気）� 315407（1番人気）� 32015（8番人気）
枠連票数 計 268612 的中 （1－8） 46497（2番人気）
馬連票数 計1635495 的中 �� 208215（2番人気）
馬単票数 計 797948 的中 �� 38778（4番人気）
ワイド票数 計 989223 的中 �� 106235（2番人気）�� 14260（19番人気）�� 21661（13番人気）
3連複票数 計2150263 的中 ��� 36263（14番人気）
3連単票数 計3421896 的中 ��� 13628（50番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―35．5―47．9―1：00．6―1：12．7―1：24．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F36．0
3 4（7，8）11，9，12（6，10）（1，3）－5，2 4 4（7，8）（9，11）（6，12）（1，3，10）（2，5）

勝馬の
紹 介

デュープロセス �
�
父 Daiwa Major �

�
母父 New Approach デビュー 2018．11．17 東京2着

2016．4．2生 牡3栗 母 Rose Law 母母 Short Skirt 5戦4勝 賞金 51，560，000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。

12091 5月12日 晴 良 （1東京2） 第8日 第10競走 ��
��2，000�プリンシパルステークス（Ｌ）

発走15時00分 （ダービートライアル） （芝・左）
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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

34 ザ ダ ル 牡3栗 56 石橋 脩 �キャロットファーム 大竹 正博 新冠 新冠橋本牧場 482－ 21：58．3 7．9�
22 エングレーバー 牡3鹿 56 川田 将雅 �キャロットファーム 中内田充正 安平 ノーザンファーム 458＋ 6 〃 クビ 11．3�
11 ヒシゲッコウ 牡3黒鹿56 D．レーン 阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 490＋ 61：58．62 7．3�

（豪）

46 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 新冠 カミイスタット 488＋ 2 〃 ハナ 24．3�
610 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 千歳 社台ファーム 462－ 21：58．7� 7．4�
712 ル ヴ ォ ル グ 牡3黒鹿56 M．デムーロ	フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ

ファーム 530＋ 21：58．9� 3．1

33 スカーフェイス 牡3鹿 56 岩田 康誠�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 440－ 4 〃 クビ 37．8�
813 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 526＋141：59．0クビ 259．1
58 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 新冠 ビッグレッドファーム 476－ 2 〃 アタマ 10．5�
711 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 安平 ノーザンファーム 492－ 41：59．21	 5．5�
45 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 浦河 チェスナット

ファーム 490＋ 41：59．3� 16．8�
814 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 新冠 シンユウフアーム 482＋121：59．4クビ 94．8�
69 
 ヴァッシュモン 牡3鹿 56 武藤 雅山口功一郎氏 栗田 徹 英 Gestut Hof

Ittlingen 460＋ 62：00．35 42．0�
57 
 ジャスパージャック 牡3鹿 56 松岡 正海加藤 和夫氏 森 秀行 米 Camas

Park Stud 516＋ 62：00．83 160．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 99，272，700円 複勝： 119，836，700円 枠連： 44，001，300円
馬連： 232，938，800円 馬単： 89，368，200円 ワイド： 129，337，300円
3連複： 309，684，000円 3連単： 402，491，000円 計： 1，426，930，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 290円 � 320円 � 310円 枠 連（2－3） 3，880円

馬 連 �� 4，820円 馬 単 �� 9，110円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 1，020円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 10，570円 3 連 単 ��� 71，290円

票 数

単勝票数 計 992727 的中 � 100479（5番人気）
複勝票数 計1198367 的中 � 112398（4番人気）� 96753（6番人気）� 102721（5番人気）
枠連票数 計 440013 的中 （2－3） 8777（15番人気）
馬連票数 計2329388 的中 �� 37425（22番人気）
馬単票数 計 893682 的中 �� 7353（41番人気）
ワイド票数 計1293373 的中 �� 20560（23番人気）�� 33096（11番人気）�� 24221（19番人気）
3連複票数 計3096840 的中 ��� 21960（42番人気）
3連単票数 計4024910 的中 ��� 4093（263番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．9―35．6―47．7―1：00．1―1：12．2―1：24．1―1：35．5―1：46．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．1―3F34．2

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

勝馬の
紹 介

ザ ダ ル �
�
父 トーセンラー �

�
母父 Lemon Drop Kid デビュー 2019．1．12 中山1着

2016．2．12生 牡3栗 母 シ ー ザ シ ー 母母 Magic Broad 3戦3勝 賞金 33，536，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ザダル号の騎手石橋脩は，最後の直線コース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過怠金

50，000円。（被害馬：5番・12番・10番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりザダル号は，東京優駿（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。

２レース目



12092 5月12日 晴 良 （1東京2） 第8日 第11競走 ��
��1，600�第14回ヴィクトリアマイル（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・左）
牝，4歳以上；負担重量は，55�

日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 105，000，000円 42，000，000円 26，000，000円 16，000，000円 10，500，000円
付 加 賞 3，822，000円 1，092，000円 546，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：31．3
1：30．7
1：31．5

良
良
良

24 ノ ー ム コ ア 牝4芦 55 D．レーン 池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：30．5レコード 9．4�
（豪）

59 プリモシーン 牝4青鹿55 福永 祐一 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 498± 0 〃 クビ 6．4�
23 クロコスミア 牝6黒鹿55 戸崎 圭太大塚 亮一氏 西浦 勝一 浦河 小島牧場 440－ 81：30．6� 30．8�
36 ラッキーライラック 牝4栗 55 石橋 脩 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 506－ 4 〃 ハナ 4．3�
611 アエロリット 牝5芦 55 横山 典弘 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 512 1：30．91� 5．8�
510 ミエノサクシード 牝6栗 55 川島 信二里見美惠子氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 466－ 21：31．11	 108．1	
817 サウンドキアラ 牝4鹿 55 田辺 裕信増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 448± 01：31．2
 94．7

47 ミッキーチャーム 牝4鹿 55 川田 将雅野田みづき氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 446± 0 〃 クビ 9．7�
816 ソウルスターリング 牝5青鹿55 武 豊 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 494＋ 4 〃 ハナ 21．6�
714 レッツゴードンキ 牝7栗 55 岩田 康誠廣崎利洋HD 梅田 智之 平取 清水牧場 502－ 2 〃 ハナ 41．0�
12 レッドオルガ 牝5鹿 55 北村 友一 東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 450± 01：31．41	 6．1�
48 デンコウアンジュ 牝6黒鹿55 柴田 善臣田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 454－ 4 〃 クビ 30．7�
713 サトノワルキューレ 牝4鹿 55 内田 博幸 サトミホースカンパニー 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 454－101：31．71
 75．5�
11 アマルフィコースト 牝4黒鹿55 坂井 瑠星 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 456－ 61：32．01
 37．4�
818 フロンテアクイーン 牝6鹿 55 三浦 皇成三協ファーム 国枝 栄 浦河 林 孝輝 480± 01：32．21 24．5�
612 ワントゥワン 牝6黒鹿55 中谷 雄太青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 454－ 2 〃 クビ 107．5�
35 メイショウオワラ 牝5鹿 55 秋山真一郎松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 458± 01：32．41 256．8�
715 カンタービレ 牝4鹿 55 M．デムーロ石川 達絵氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 434－ 21：32．5� 13．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 641，736，000円 複勝： 761，902，500円 枠連： 471，723，300円 馬連： 2，200，533，500円 馬単： 767，136，400円
ワイド： 1，187，186，100円 3連複： 4，163，530，600円 3連単： 5，635，677，700円 5重勝： 569，975，500円 計： 16，399，401，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 350円 � 250円 � 670円 枠 連（2－5） 2，900円

馬 連 �� 3，700円 馬 単 �� 7，670円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 4，040円 �� 3，150円

3 連 複 ��� 35，490円 3 連 単 ��� 175，040円

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

キャリーオーバー なし����� 44，331，420円

票 数

単勝票数 計6417360 的中 � 542127（5番人気）
複勝票数 計7619025 的中 � 567969（6番人気）� 879727（4番人気）� 263574（11番人気）
枠連票数 計4717233 的中 （2－5） 125933（22番人気）
馬連票数 計22005335 的中 �� 460245（14番人気）
馬単票数 計7671364 的中 �� 74933（30番人気）
ワイド票数 計11871861 的中 �� 221509（13番人気）�� 74677（47番人気）�� 96300（39番人気）
3連複票数 計41635306 的中 ��� 87980（115番人気）
3連単票数 計56356777 的中 ��� 23342（561番人気）
5重勝票数 計5699755 的中 ����� 9

ハロンタイム 12．3―10．6―10．8―11．1―11．3―11．2―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―22．9―33．7―44．8―56．1―1：07．3―1：18．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．4
3 11－（1，7）16（3，6）（2，4，15）（9，18）5（8，17）10（14，13）－12 4 11－（1，7）16（3，6）（2，4，15）（9，18）（5，8，17）（10，14，13）－12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ノ ー ム コ ア �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．7．16 福島1着

2015．2．25生 牝4芦 母 クロノロジスト 母母 インディスユニゾン 9戦4勝 賞金 208，258，000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。

12093 5月12日 曇 良 （1東京2） 第8日 第12競走 ��
��1，400�BSイレブン賞

発走16時25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

BSイレブン賞（1着）
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 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

713� イーグルバローズ 牡5鹿 57 D．レーン 猪熊 広次氏 堀 宣行 米 C. Kidder
& N. Cole 546－ 41：24．5 3．2�

（豪）

47 アーバンイェーガー 牡5黒鹿57 戸崎 圭太西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 500＋ 21：24．71	 8．2�
59 グロワールシチー 牡5鹿 57 岩田 康誠 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 462－ 21：24．8
 10．7�
612 ド リ ュ ウ 牡4栗 57 大野 拓弥�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 442－ 41：24．9クビ 4．8�
510 ルッジェーロ 牡4黒鹿57 武 豊村木 隆氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B510－ 6 〃 クビ 14．4	
611 ミックベンハー 牡4栗 57 津村 明秀�キラット・ワン 畠山 吉宏 清水 リトルブルーファーム 496＋ 21：25．0� 32．5

816 ビックリシタナモー 牡5黒鹿57 吉田 豊小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 500－ 41：25．1
 74．2�
48 マイネルラック 牡6鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 502＋ 8 〃 ハナ 214．3�
23 � ウォリアーズクロス 牡6鹿 57 石橋 脩 �シルクレーシング 国枝 栄 米

B & B Blood-
stock, Inc &
Marty Hughes

B550± 01：25．2クビ 21．9
11 � ターゲリート 牡6黒鹿57 武藤 雅�G1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 490－ 21：25．3
 213．9�
714� ハニージェイド 牝5黒鹿55 川田 将雅吉田 和子氏 島 一歩 米

John P Hicks, William D
Hart, Dr. Jerry Bilinski
& John Murdza

470± 0 〃 アタマ 17．1�
24 タイセイプレシャス �7栗 57 松岡 正海田中 成奉氏 池上 昌和 新ひだか 前谷 武志 476－ 2 〃 ハナ 154．9�
12 ハルクンノテソーロ 牡5黒鹿57 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新冠 長浜牧場 478± 01：25．51	 4．2�
35 メガオパールカフェ 牡8栗 57 川島 信二西川 光一氏 和田 勇介 日高 ヤナガワ牧場 538－ 41：25．81
 299．7�
36 ヴ ォ ー ガ 牡5栗 57 M．デムーロ一村 哲也氏 森 秀行 新ひだか グランド牧場 452＋ 61：25．9� 26．0�
815� ディープオーパス 牡6芦 57 坂井 瑠星深見 敏男氏 藤岡 健一 米 Richard

Shultz B496± 01：26．32� 120．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 133，386，800円 複勝： 172，448，400円 枠連： 66，722，000円
馬連： 330，576，900円 馬単： 123，848，900円 ワイド： 206，653，100円
3連複： 477，302，500円 3連単： 636，880，300円 計： 2，147，818，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 190円 � 280円 � 290円 枠 連（4－7） 1，320円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 560円 �� 720円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 3，890円 3 連 単 ��� 14，350円

票 数

単勝票数 計1333868 的中 � 332280（1番人気）
複勝票数 計1724484 的中 � 273287（3番人気）� 151985（4番人気）� 144019（5番人気）
枠連票数 計 667220 的中 （4－7） 39166（7番人気）
馬連票数 計3305769 的中 �� 200402（4番人気）
馬単票数 計1238489 的中 �� 46573（6番人気）
ワイド票数 計2066531 的中 �� 97880（5番人気）�� 73859（8番人気）�� 41246（15番人気）
3連複票数 計4773025 的中 ��� 91828（9番人気）
3連単票数 計6368803 的中 ��� 32157（27番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．3―12．5―11．7―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．3―36．6―49．1―1：00．8―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�イーグルバローズ �
�
父 Henny Hughes �

�
母父 Quiet American デビュー 2017．7．30 新潟5着

2014．4．29生 牡5鹿 母 Minny’s Niece 母母 Spectacular Affair 8戦5勝 賞金 62，397，000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。
（非当選馬） 1頭 ツクバクロオー号
※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。

５レース目



（1東京2）第8日 5月12日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 167頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

422，090，000円
5，180，000円
23，870，000円
7，130，000円
51，190，000円
12，000，000円
70，058，500円
5，008，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
1，258，210，800円
1，652，423，900円
719，238，000円
3，486，572，500円
1，353，146，700円
2，001，029，300円
5，897，813，900円
8，060，437，200円
569，975，500円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 24，998，847，800円

総入場人員 44，680名 （有料入場人員 41，330名）



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [841.890 595.276]
>> setpagedevice




