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12049 5月4日 晴 良 （25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10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
1：34．4
1：33．3

重
良

34 ショウリノウタゲ 牝3鹿 54 三浦 皇成平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 川端 正博 502－101：39．1 13．7�
713 マキノクィーン 牝3鹿 54 浜中 俊島宮 萬喜氏 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 486＋ 61：39．95 2．9�
35 ヤマトダイアンサス 牝3栃栗54 北村 宏司みの商事� 大竹 正博 日高 山際 辰夫 478± 0 〃 クビ 46．1�
611 ウインコサージュ 牝3芦 54 石橋 脩�ウイン 手塚 貴久 新ひだか 藤沢牧場 472＋ 81：40．75 31．2�
59 プリンセスペガサス 牝3栗 54 田中 勝春外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 462＋ 21：40．91� 6．9	
712 ポ ロ ロ ッ カ 牝3青鹿54 中谷 雄太�ミルファーム 畠山 重則 新冠 ラツキー牧場 440－ 2 〃 クビ 86．3

46 フレイムミーティア 牝3鹿 54 田辺 裕信嶋田 賢氏 大和田 成 日高 シンコーファーム 450± 01：41．0クビ 6．4�
11 ケイツーモリガン 牝3栗 54 柴田 大知楠本 勝美氏 蛯名 利弘 むかわ 上水牧場 416＋ 21：41．31� 243．9�
610 テ ュ ケ ー 牝3鹿 54 武士沢友治小川 敏夫氏 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 476＋ 2 〃 クビ 10．2
814 ダームブランシュ 牝3芦 54 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム 424＋ 41：41．93� 16．4�
58 ホッカイカトリーヌ 牝3栗 54 柴山 雄一�北海牧場 柴田 政人 日高 若林 武雄 410 ―1：42．11 237．4�
47 ヒーフーミーチャン 牝3鹿 54 嘉藤 貴行竹本いずみ氏 高橋 義博 新冠 新冠橋本牧場 412＋ 61：43．16 322．1�
815 セプテンバー 牝3栗 54 江田 照男グリーンスウォード嶋田 潤 新冠 佐藤 義紀 442＋ 41：43．31� 157．9�
22 スイートキャラメル 牝3黒鹿54 大庭 和弥�髙昭牧場 和田 雄二 浦河 高昭牧場 508－ 8 〃 ハナ 266．6�
23 ハニーバニー 牝3鹿 54 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 新ひだか グランド牧場 482－ 81：48．2大差 3．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 19，250，200円 複勝： 35，867，800円 枠連： 12，658，300円
馬連： 53，016，300円 馬単： 35，195，500円 ワイド： 24，478，400円
3連複： 68，076，800円 3連単： 110，308，300円 計： 358，851，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，370円 複 勝 � 420円 � 160円 � 840円 枠 連（3－7） 1，550円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 4，440円

ワ イ ド �� 610円 �� 6，220円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 19，380円 3 連 単 ��� 103，050円

票 数

単勝票数 計 192502 的中 � 11117（6番人気）
複勝票数 計 358678 的中 � 19389（7番人気）� 86502（1番人気）� 8725（9番人気）
枠連票数 計 126583 的中 （3－7） 6055（8番人気）
馬連票数 計 530163 的中 �� 23028（7番人気）
馬単票数 計 351955 的中 �� 5856（19番人気）
ワイド票数 計 244784 的中 �� 10552（6番人気）�� 921（36番人気）�� 3561（20番人気）
3連複票数 計 680768 的中 ��� 2593（51番人気）
3連単票数 計1103083 的中 ��� 790（277番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―36．2―49．0―1：02．2―1：14．6―1：26．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F36．9
3 5，12（3，14）（4，6）（9，13）（1，10，15）－2（7，11）－8 4 5，12，14（3，13）6（4，15）9（1，10，11）（2，7，8）

勝馬の
紹 介

ショウリノウタゲ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 Arch デビュー 2012．11．25 東京6着

2010．4．30生 牝3鹿 母 ワンアンドオール 母母 Affability 5戦1勝 賞金 6，300，000円
〔その他〕 ハニーバニー号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

12050 5月4日 晴 良 （25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40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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

12 ワ ン ダ フ ル 牡3栗 56 横山 典弘諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 460＋ 61：26．1 3．5�
612 ナムラキンボシ 牡3鹿 56 蛯名 正義奈村 信重氏 高木 登 日高 沖田牧場 492＋ 41：26．73� 2．0�
815 ファインユニバース 牡3栗 56 戸崎 圭太井山 登氏 矢野 英一 新冠 岩見牧場 464＋ 8 〃 クビ 7．1�
36 ホッコーマグマ 牡3鹿 56 三浦 皇成矢部 幸一氏 西浦 勝一 むかわ 上水牧場 474－ 41：26．8クビ 22．6�
11 マザーズアイ 牝3栗 54 柴田 大知西山 茂行氏 高木 登 浦河 高昭牧場 454± 01：27．01� 93．8�
47 アルファメール 牡3栗 56 吉田 豊 H.H．シェイク・ハムダン 小島 太 新ひだか カントリー牧場 490＋ 21：27．21� 10．7�
35 オーペドアンジョ 牡3青 56 浜中 俊桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 418－ 41：27．41� 24．1	
713 ハリマヤヨサコイ 牡3鹿 56 内田 博幸西森 鶴氏 的場 均 新冠 田渕牧場 B470＋ 41：27．5� 87．5

510 キーコレクション 牡3栗 56 北村 宏司北前孔一郎氏 相沢 郁 新冠 高瀬 敦 454－ 4 〃 クビ 96．0�
24 ライングラン 牡3芦 56 石橋 脩大澤 繁昌氏 水野 貴広 日高 シンボリ牧場 440－ 21：27．71� 95．2�
59 ニシノオドリコ 牝3栗 54 田辺 裕信西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 高昭牧場 464＋ 21：27．8クビ 47．4
23 クリノエルブルース 牡3芦 56 江田 照男栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 門別牧場 456± 0 〃 クビ 27．9�
816 トミケンジェスト 牡3栗 56 田中 勝春冨樫 賢二氏 宗像 義忠 新ひだか 矢野牧場 466－ 21：28．01 54．0�
611 シルバーフォンテン 牡3芦 56 武士沢友治吉橋 計氏 戸田 博文 えりも 寺井 文秀 472 ―1：28．74 329．5�
48 フ リ ッ プ 牡3鹿 56 柴山 雄一�Basic 田島 俊明 浦河 谷川牧場 462 ―1：29．87 220．2�
714 パティキュラリー 牝3鹿 54 嘉藤 貴行平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 436－ 21：31．07 88．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，415，800円 複勝： 52，250，600円 枠連： 16，936，700円
馬連： 57，716，200円 馬単： 41，959，400円 ワイド： 30，780，500円
3連複： 74，016，400円 3連単： 127，375，700円 計： 425，451，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 110円 � 160円 枠 連（1－6） 360円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 180円 �� 400円 �� 260円

3 連 複 ��� 600円 3 連 単 ��� 2，820円

票 数

単勝票数 計 244158 的中 � 55565（2番人気）
複勝票数 計 522506 的中 � 105839（2番人気）� 189319（1番人気）� 62111（3番人気）
枠連票数 計 169367 的中 （1－6） 35658（1番人気）
馬連票数 計 577162 的中 �� 129391（1番人気）
馬単票数 計 419594 的中 �� 39547（2番人気）
ワイド票数 計 307805 的中 �� 51338（1番人気）�� 16302（5番人気）�� 28985（2番人気）
3連複票数 計 740164 的中 ��� 91356（1番人気）
3連単票数 計1273757 的中 ��� 33379（3番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワ ン ダ フ ル �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2012．11．3 東京7着

2010．4．8生 牡3栗 母 ノットユアビジネス 母母 ニフティディード 5戦1勝 賞金 7，750，000円
※パティキュラリー号・マザーズアイ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第２回 東京競馬 第５日



12051 5月4日 晴 良 （25東京2）第5日 第3競走 ��
��2，100�サラブレッド系3歳

発走11時10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 ティアップロージズ 牡3黒鹿56 江田 照男田中 昇氏 小野 次郎 日高 戸川牧場 458＋ 42：16．1 62．3�
11 グリコーゲン 牡3黒鹿56 浜中 俊青芝商事� 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 434－ 82：16．2� 11．8�
610 ヤマニンビルトゥズ 牡3鹿 56 蛯名 正義土井 肇氏 黒岩 陽一 浦河 廣田 伉助 498－ 2 〃 クビ 4．1�
814 ウインチェイサー 牡3青鹿56 戸崎 圭太�ウイン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム B518－ 22：16．51� 6．2�
22 ルルドノヒトミ 牝3黒鹿54 三浦 皇成 �キャロットファーム 小笠 倫弘 洞爺湖 メジロ牧場 498－ 4 〃 アタマ 15．2	
712 アフターダークネス 牡3栗 56 柴山 雄一芹澤 精一氏 田中 清隆 浦河 大柳ファーム 514－ 22：16．92� 201．1

46 ティアサンシャイン 牝3青鹿54 田中 勝春岩崎 銀一氏 谷原 義明 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 486± 02：17．21� 12．9�
69 ドラゴンマッチョ 	3芦 56 田辺 裕信窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 420－ 62：17．41� 159．7�
45 ウインファイア 牡3鹿 56 柴田 大知�ウイン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 452－ 42：17．61
 279．2
33 パルトゥーラ 牝3栗 54 石神 深一加藤 誠氏 田中 剛 洞爺湖 メジロ牧場 B436－ 6 〃 アタマ 104．2�
57 ニコットサンキュー 牡3栗 56 嘉藤 貴行塩川 和則氏 大和田 成 浦河 久保 昇 500－102：17．7クビ 143．3�
34 フクノカストル 牡3黒鹿56 岩部 純二福島 実氏 萱野 浩二 新ひだか 中田 浩美 462＋ 2 〃 クビ 217．4�
813 シンパサイザー 牡3芦 56 武士沢友治水上 行雄氏 武市 康男 浦河 笠松牧場 432± 02：18．97 103．3�
711� ウエスタンパレス 牡3鹿 56 内田 博幸 �ウエスタンファーム 鈴木 康弘 米 Dr. Masa-

take Iida 556± 02：19．53� 1．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，260，200円 複勝： 39，509，300円 枠連： 14，113，200円
馬連： 52，585，500円 馬単： 40，979，100円 ワイド： 27，328，100円
3連複： 66，319，500円 3連単： 132，919，000円 計： 399，013，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，230円 複 勝 � 920円 � 300円 � 180円 枠 連（1－5） 10，200円

馬 連 �� 17，020円 馬 単 �� 54，400円

ワ イ ド �� 4，370円 �� 2，250円 �� 740円

3 連 複 ��� 14，310円 3 連 単 ��� 198，580円

票 数

単勝票数 計 252602 的中 � 3196（7番人気）
複勝票数 計 395093 的中 � 8933（7番人気）� 33320（5番人気）� 74026（2番人気）
枠連票数 計 141132 的中 （1－5） 1022（22番人気）
馬連票数 計 525855 的中 �� 2281（27番人気）
馬単票数 計 409791 的中 �� 556（62番人気）
ワイド票数 計 273281 的中 �� 1487（29番人気）�� 2937（17番人気）�� 9651（8番人気）
3連複票数 計 663195 的中 ��� 3421（35番人気）
3連単票数 計1329190 的中 ��� 494（314番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．9―31．7―44．9―58．2―1：11．9―1：25．7―1：38．9―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4F50．4―3F37．2
1
3
1（6，14）（2，3，10）（8，11）12－（5，9）（4，13）7・（1，14）10，6（3，8）（2，12）（5，11）（4，9）7，13

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ティアップロージズ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ラシアンルーブル デビュー 2012．12．2 中山9着

2010．3．8生 牡3黒鹿 母 アシヤマダム 母母 キヤツトロンシヤン 5戦1勝 賞金 5，000，000円

12052 5月4日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25東京2）第5日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード3：17．5良・良

68 マ サ デ パ ン 牡5黒鹿60 上野 翔加藤 信之氏 清水 美波 浦河 津島 優治 490＋103：21．4 12．9�
56 ジョープラチネラ 牝5鹿 58 平沢 健治上田けい子氏 岩戸 孝樹 新冠 川上 悦夫 456＋ 23：21．61 5．6�
33 ニシノファブレッド 牡5鹿 60 高野 和馬福田 光博氏 根本 康広 むかわ 西山牧場 B488－ 23：22．23� 3．7�
813 ペイトリッツデイ 牡4鹿 59 蓑島 靖典髙瀬 真尚氏 高木 登 新冠 前川 隆範 B506＋ 23：22．83� 45．9�
45 プレミアムウォーズ 牡4栗 59 草野 太郎中西 宏彰氏 星野 忍 新冠 タニグチ牧場 488＋183：23．11� 49．0�
57 リアルクラシック �4鹿 59 鈴木 慶太岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 片山牧場 444± 03：23．73� 126．0�
11 アンシャンテルール 牝5黒鹿58 大江原 圭柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 456＋ 23：24．01� 72．5	
812 ワイワイガヤガヤ 牡4栗 59 山本 康志小田切有一氏 粕谷 昌央 日高 大江牧場 530± 03：25．38 14．9

710 エースドライバー �4鹿 59 金子 光希 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 460－ 23：26．57 21．9�
69 リバーオリエンタル 牡4鹿 59 江田 勇亮吉田 和美氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 446＋ 23：26．6� 7．4
44 アイアムエレガント 牝5黒鹿58 浜野谷憲尚堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 526＋163：26．91� 2．7�
711 マイネルソラーナ 牡5栗 60 石神 深一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 468＋123：30．0大差 34．2�
22 	 ボ ナ ン ザ 牡4芦 59 小野寺祐太平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 478± 03：41．6大差 83．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 16，962，300円 複勝： 20，349，100円 枠連： 13，788，500円
馬連： 36，929，000円 馬単： 27，448，700円 ワイド： 17，470，000円
3連複： 52，703，700円 3連単： 86，918，900円 計： 272，570，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 290円 � 190円 � 170円 枠 連（5－6） 1，270円

馬 連 �� 2，360円 馬 単 �� 5，950円

ワ イ ド �� 860円 �� 650円 �� 460円

3 連 複 ��� 3，290円 3 連 単 ��� 27，340円

票 数

単勝票数 計 169623 的中 � 10395（5番人気）
複勝票数 計 203491 的中 � 16092（5番人気）� 29746（3番人気）� 35419（2番人気）
枠連票数 計 137885 的中 （5－6） 8025（6番人気）
馬連票数 計 369290 的中 �� 11549（10番人気）
馬単票数 計 274487 的中 �� 3406（23番人気）
ワイド票数 計 174700 的中 �� 4845（10番人気）�� 6625（7番人気）�� 9851（4番人気）
3連複票数 計 527037 的中 ��� 11856（10番人気）
3連単票数 計 869189 的中 ��� 2347（83番人気）
上り 1マイル 1：47．1 4F 53．0－3F 39．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マ サ デ パ ン �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 イルドブルボン デビュー 2010．6．27 福島11着

2008．5．17生 牡5黒鹿 母 ツガルダンス 母母 ミリオンジェミー 障害：14戦1勝 賞金 13，000，000円
〔制裁〕 ボナンザ号の騎手小野寺祐太は，1周目7号障害を外側に斜飛したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番）



12053 5月4日 晴 良 （25東京2）第5日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走12時30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
1：31．3
1：30．7

良
良

510 モ モ ト ン ボ 牝3鹿 54 北村 宏司 �社台レースホース栗田 徹 千歳 社台ファーム 458＋ 21：34．2 3．1�
713 ブライトチェリー 牝3芦 54 田中 勝春 IHR 菊川 正達 新冠 山岡ファーム 462± 0 〃 クビ 4．2�
12 オーゴンチャチャ 牝3鹿 54 田辺 裕信永田 清男氏 谷原 義明 日高 田中 元寿 432± 01：34．83� 39．6�
23 スカーレットポピー 牝3栗 54 戸崎 圭太吉田 千津氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 462 ― 〃 アタマ 3．3�
611 コスモカトルカール 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 440± 0 〃 ハナ 227．3�
59 プ ー カ 牝3黒鹿54 横山 典弘 �キャロットファーム 松山 康久 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 412－ 41：34．9� 6．7	
612 ヒシエメラルド 牝3鹿 54 柴山 雄一阿部 雅英氏 国枝 栄 新冠 カミイスタット 428－121：35．11� 220．4

36 マ リ ン レ イ 牝3黒鹿54 石橋 脩山田 裕仁氏 伊藤 大士 浦河 金成吉田牧場 460＋ 6 〃 アタマ 16．9�
47 ヤマニンアドーレ 牝3芦 54 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 424＋ 41：35．31� 34．9�
24 ピースバイオ 牝3鹿 54 三浦 皇成バイオ 田中 剛 日高 中館牧場 468＋ 21：35．72� 47．2�
818 パルムドールロゼ 牝3栗 54 吉田 豊安原 浩司氏 高橋 文雅 浦河 赤田牧場 428＋ 61：35．8� 120．3�
35 ロ ジ ヒ ッ ト 牝3鹿 54 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか 井高牧場 442－ 4 〃 アタマ 19．2�
11 マインユアーズ 牝3栗 54 岩部 純二藤田 秀行氏 的場 均 日高 増尾牧場 442＋ 61：36．01 249．2�
48 ノアビーナス 牝3栗 54 武士沢友治佐山 公男氏 水野 貴広 浦河 富菜牧場 442 ―1：36．21� 207．0�
816 エーシンハルシオン 牝3鹿 54 蛯名 正義栄進堂 久保田貴士 浦河 栄進牧場 458 ―1：36．41� 49．7�
715 レディーピンク 牝3鹿 54 柴田 善臣小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 432＋ 21：37．57 172．3�
714 ラ ッ カ ー サ 牝3栗 54 大庭 和弥�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 424－ 6 〃 ハナ 298．6�

（17頭）
817 ブリーズギフト 牝3黒鹿54 浜中 俊飯田 良枝氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 446＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 29，472，200円 複勝： 42，442，600円 枠連： 21，976，400円
馬連： 63，668，800円 馬単： 42，579，900円 ワイド： 31，106，900円
3連複： 79，272，600円 3連単： 126，147，200円 計： 436，666，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 150円 � 510円 枠 連（5－7） 410円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 230円 �� 830円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 5，280円 3 連 単 ��� 16，240円

票 数

単勝票数 差引計 294722（返還計 1570） 的中 � 77258（1番人気）
複勝票数 差引計 424426（返還計 2627） 的中 � 103512（1番人気）� 82140（2番人気）� 14441（8番人気）
枠連票数 計 219764 的中 （5－7） 40373（1番人気）
馬連票数 差引計 636688（返還計 7434） 的中 �� 76363（1番人気）
馬単票数 差引計 425799（返還計 4936） 的中 �� 26087（1番人気）
ワイド票数 差引計 311069（返還計 4451） 的中 �� 40871（1番人気）�� 8425（9番人気）�� 4959（17番人気）
3連複票数 差引計 792726（返還計 14875） 的中 ��� 11087（16番人気）
3連単票数 差引計1261472（返還計 22193） 的中 ��� 5735（38番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―34．9―46．8―59．1―1：11．1―1：22．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モ モ ト ン ボ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Chichicastenango デビュー 2012．11．24 東京6着

2010．4．24生 牝3鹿 母 チ ナ ン デ ガ 母母 European Style 5戦1勝 賞金 9，050，000円
〔競走除外〕 ブリーズギフト号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。

12054 5月4日 晴 良 （25東京2）第5日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時00分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

611 コンプリートゲーム 牡3鹿 56 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 510－101：38．3 94．4�
22 ダンディーレイ 牡3栗 56 内田 博幸 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 藤原牧場 464± 01：38．51� 5．9�
58 アンルーリー 牝3鹿 54 蛯名 正義ディアレスト 高木 登 新ひだか 八田ファーム 468－ 2 〃 ハナ 5．9�
35 ディアグリスター 牡3鹿 56 吉田 豊ディアレスト 高橋 裕 新冠 松浦牧場 474＋101：38．71� 41．5�
11 モリトリュウコ 牡3鹿 56 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 金成吉田牧場 472＋ 2 〃 ハナ 5．5�
47 ベリートゥベリー 牡3鹿 56 横山 典弘北所 直人氏 鈴木 伸尋 様似 髙村 伸一 462± 01：38．91� 3．0	
59 ローレルアルトス 牡3黒鹿56 江田 照男 
ローレルレーシング 小野 次郎 青森 ワールドファーム 458－ 21：39．11� 120．0�
815 ジュルヴォアソング 牡3鹿 56 田中 勝春廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 490± 01：39．31� 17．5�
34 ファイブタブレット 牡3栗 56 三浦 皇成 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 486± 01：39．4	 7．6
713
 イヤーオブドラゴン 牡3鹿 56 浜中 俊窪田 康志氏 大竹 正博 米 Sally An-

dersen 508＋ 21：39．61� 13．5�
712 アップルハウス 牡3青鹿56 柴田 大知新木 鈴子氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム 448± 01：39．7クビ 77．1�
23 ドラゴンビューティ 牡3鹿 56 柴山 雄一 
アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 482－ 61：39．91� 224．3�
610 オメガユニコーン 牡3黒鹿56 戸崎 圭太原 �子氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 468＋ 21：40．43 19．2�
814 ナンヨーケンゴー �3鹿 56 柴田 善臣中村 德也氏 斎藤 誠 日高 日高大洋牧場 472－ 41：41．67 70．5�
46 ファーストエバー 牡3鹿 56 石橋 脩吉田 照哉氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 456＋ 6 〃 ハナ 52．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，203，800円 複勝： 52，965，700円 枠連： 18，260，800円
馬連： 74，176，200円 馬単： 45，586，100円 ワイド： 36，246，500円
3連複： 88，684，400円 3連単： 137，351，900円 計： 482，475，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，440円 複 勝 � 1，460円 � 220円 � 260円 枠 連（2－6） 6，590円

馬 連 �� 33，800円 馬 単 �� 89，720円

ワ イ ド �� 6，980円 �� 4，830円 �� 760円

3 連 複 ��� 49，360円 3 連 単 ��� 482，700円

票 数

単勝票数 計 292038 的中 � 2438（13番人気）
複勝票数 計 529657 的中 � 7590（12番人気）� 74504（2番人気）� 57182（5番人気）
枠連票数 計 182608 的中 （2－6） 2045（28番人気）
馬連票数 計 741762 的中 �� 1620（61番人気）
馬単票数 計 455861 的中 �� 375（134番人気）
ワイド票数 計 362465 的中 �� 1236（55番人気）�� 1798（41番人気）�� 12499（8番人気）
3連複票数 計 886844 的中 ��� 1326（124番人気）
3連単票数 計1373519 的中 ��� 210（896番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―36．8―49．4―1：01．8―1：13．6―1：25．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コンプリートゲーム �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2012．7．28 新潟7着

2010．3．15生 牡3鹿 母 ト ピ ア リ ー 母母 アラビックナイト 10戦2勝 賞金 12，000，000円



12055 5月4日 晴 良 （25東京2）第5日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時30分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

44 ケイアイチョウサン 牡3黒鹿56 戸崎 圭太�チョウサン 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 434－ 41：34．6 5．6�
22 � ヒ ュ ウ マ 牡3鹿 56 浜中 俊林 正道氏 矢作 芳人 米 Aaron Sones 468－ 61：34．7� 2．0�
77 カ ケ ダ シ 牡3鹿 56 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 504－ 21：34．8� 3．5�
810 オリバーバローズ 牡3黒鹿56 江田 照男猪熊 広次氏 牧 光二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B490＋ 4 〃 ハナ 116．6�
55 エスユーハリケーン 牡3鹿 56 柴田 善臣楳津 繁氏 高橋 祥泰 新ひだか 上村 清志 472－ 41：34．9� 29．9�
66 	 ビービーボイジャー 牡3栗 56 北村 宏司	坂東牧場 高柳 瑞樹 浦河 金成吉田牧場 496＋ 61：35．0� 38．3

11 マイネルミラノ 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 2 〃 ハナ 17．8�
89 	 マンセイグレネード 牡3鹿 56 三浦 皇成簗田 満氏 高市 圭二 浦河 バンブー牧場 478＋ 21：35．1
 62．6�
33 モオプナツヨシ 牡3黒鹿56 石橋 脩横瀬 兼二氏 牧田 和弥 新ひだか 静内フジカワ牧場 476＋ 21：35．31 17．1
78 � ヒシラストガイ 牡3栗 56 田辺 裕信阿部 雅英氏 久保田貴士 米 Masa-

ichiro Abe 478± 01：35．72� 10．3�
（10頭）

売 得 金
単勝： 37，773，700円 複勝： 60，237，700円 枠連： 17，653，400円
馬連： 72，903，100円 馬単： 57，844，700円 ワイド： 33，275，800円
3連複： 85，378，400円 3連単： 199，248，900円 計： 564，315，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 140円 � 110円 � 120円 枠 連（2－4） 510円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 210円 �� 290円 �� 160円

3 連 複 ��� 470円 3 連 単 ��� 3，850円

票 数

単勝票数 計 377737 的中 � 53766（3番人気）
複勝票数 計 602377 的中 � 86609（3番人気）� 225130（1番人気）� 118726（2番人気）
枠連票数 計 176534 的中 （2－4） 25787（2番人気）
馬連票数 計 729031 的中 �� 102706（2番人気）
馬単票数 計 578447 的中 �� 31533（4番人気）
ワイド票数 計 332758 的中 �� 38759（2番人気）�� 24140（3番人気）�� 63836（1番人気）
3連複票数 計 853784 的中 ��� 136768（1番人気）
3連単票数 計1992489 的中 ��� 38280（6番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．3―11．8―11．7―11．6―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―36．1―47．9―59．6―1：11．2―1：22．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．0
3 10－5（3，7）（1，2）4，6（9，8） 4 10＝5（3，7）（1，2）（6，4）（9，8）

勝馬の
紹 介

ケイアイチョウサン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2012．8．5 新潟7着

2010．2．11生 牡3黒鹿 母 シャドウシルエット 母母 ユーワジョイナー 9戦2勝 賞金 25，371，000円

12056 5月4日 晴 良 （25東京2）第5日 第8競走 ��2，100�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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

44 ゲルマンシチー 牡5青 57 内田 博幸 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 幌村牧場 474± 02：13．3 2．0�
33 アルジェンタム 牡5栗 57 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 千歳 社台ファーム 484－ 22：13．72� 10．0�
11 マイネルティンラン 牡5栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 22：13．91� 7．7�
22 フィーユブルー �4鹿 57 三浦 皇成青芝商事� 矢野 英一 千歳 社台ファーム B480－ 2 〃 アタマ 9．7�
89 � マックスロノ 牡4栗 57 戸崎 圭太田所 英子氏 高柳 瑞樹 日高 天羽牧場 B490＋ 42：14．0クビ 6．6�
66 リネンタキシード 牡6青鹿57 田辺 裕信戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 B528－ 22：14．32 43．1	
55 トウショウカムイ 牡5鹿 57 石橋 脩トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 502＋ 42：14．4	 4．5

77 � リワードレブロン 牡5鹿 57 横山 典弘宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード 478± 02：14．82� 77．6�
88 ヤマニンミミック 牝5黒鹿55 北村 宏司土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 484＋ 42：14．9� 61．7�

（9頭）

売 得 金
単勝： 33，295，200円 複勝： 49，730，000円 枠連： 14，950，200円
馬連： 66，286，900円 馬単： 54，093，400円 ワイド： 29，545，500円
3連複： 80，531，000円 3連単： 201，683，600円 計： 530，115，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 170円 � 170円 枠 連（3－4） 680円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 310円 �� 270円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 4，420円

票 数

単勝票数 計 332952 的中 � 131920（1番人気）
複勝票数 計 497300 的中 � 157584（1番人気）� 63478（5番人気）� 63847（4番人気）
枠連票数 計 149502 的中 （3－4） 16302（4番人気）
馬連票数 計 662869 的中 �� 62333（4番人気）
馬単票数 計 540934 的中 �� 37783（4番人気）
ワイド票数 計 295455 的中 �� 24611（4番人気）�� 29664（2番人気）�� 10643（10番人気）
3連複票数 計 805310 的中 ��� 43441（5番人気）
3連単票数 計2016836 的中 ��� 33711（10番人気）

ハロンタイム 7．2―11．1―12．4―13．1―13．2―13．4―13．0―12．4―12．5―12．3―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．3―30．7―43．8―57．0―1：10．4―1：23．4―1：35．8―1：48．3―2：00．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゲルマンシチー 
�
父 マンハッタンカフェ 

�
母父 Rainbow Quest デビュー 2011．2．12 東京1着

2008．5．14生 牡5青 母 フレームオブトゥルース 母母 River Lullaby 14戦3勝 賞金 37，750，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



12057 5月4日 晴 良 （25東京2）第5日 第9競走 ��
��1，400�

た か お

高 尾 特 別
発走14時35分 （芝・左）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000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
1：19．6
1：19．0

良
良

814� キョウエイバサラ 牡5芦 57 浜中 俊田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave
Bloodstock 518＋ 21：21．1 6．6�

46 トシザグレイト 牡4鹿 57 田中 勝春上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 468－ 61：21．31	 7．4�
22 ゴールドカルラ 牝5鹿 55 田辺 裕信磯波 勇氏 高木 登 新冠 守矢牧場 518＋ 6 〃 クビ 13．6�
712 チェリーヒロイン 牝4栗 55 石橋 脩伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 412＋ 4 〃 ハナ 9．8�
45 モンテフジサン 牡6栗 57 戸崎 圭太毛利 喜昭氏 松山 康久 青森 ワールドファーム 488＋141：21．4クビ 9．5�
34 チャーチクワイア 牝4栗 55 北村 宏司 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 462± 0 〃 ハナ 4．7	
33 マイネルハイセンス 牡5黒鹿57 三浦 皇成 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 イワミ牧場 B482＋ 4 〃 ハナ 14．2�
11 
 ダブルオーセブン 牡5黒鹿57 吉田 豊久保 佳和氏 古賀 史生 日高 新生ファーム 492± 0 〃 クビ 113．1�
813 シャンボールフィズ 牝4鹿 55 内田 博幸 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 434－ 21：21．61	 5．2
57 ドラゴンライズ 牡5鹿 57 柴田 善臣窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 488＋ 61：21．91� 78．8�
711 コ リ ー ヌ 牝4鹿 55 横山 典弘
ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 446± 01：22．11	 21．8�
58 シェルエメール 牝5黒鹿55 蛯名 正義前田 葉子氏 鈴木 孝志 新冠 ノースヒルズマネジメント 440－ 41：22．2� 13．3�
610� サトノロック 牡6鹿 57 柴山 雄一里見 治氏 国枝 栄 愛 Rockhart

Trading Ltd 478－ 2 〃 クビ 106．6�
69 マイネルアダマス 牡4鹿 57 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム B420＋ 21：22．3� 14．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 39，322，300円 複勝： 72，506，000円 枠連： 34，191，700円
馬連： 131，122，700円 馬単： 67，234，100円 ワイド： 51，286，300円
3連複： 156，619，700円 3連単： 250，171，900円 計： 802，454，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 240円 � 290円 � 440円 枠 連（4－8） 670円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 4，910円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 1，520円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 10，510円 3 連 単 ��� 55，230円

票 数

単勝票数 計 393223 的中 � 47499（3番人気）
複勝票数 計 725060 的中 � 88891（2番人気）� 68044（4番人気）� 39476（10番人気）
枠連票数 計 341917 的中 （4－8） 37722（2番人気）
馬連票数 計1311227 的中 �� 37664（10番人気）
馬単票数 計 672341 的中 �� 10121（15番人気）
ワイド票数 計 512863 的中 �� 12675（9番人気）�� 8244（22番人気）�� 7530（28番人気）
3連複票数 計1566197 的中 ��� 11007（36番人気）
3連単票数 計2501719 的中 ��� 3343（187番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―11．8―11．9―11．2―10．8―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．8―35．6―47．5―58．7―1：09．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�キョウエイバサラ �
�
父 Aussie Rules �

�
母父 Cozzene デビュー 2010．10．9 京都2着

2008．2．10生 牡5芦 母 Annalina 母母 Solaia 27戦2勝 賞金 66，088，000円

12058 5月4日 晴 良 （25東京2）第5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，24．5．5以降25．4．29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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

48 コスモロビン 牡5鹿 58 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 中村 俊紀 540＋122：24．7 52．9�
714 ホッコーブレーヴ 牡5鹿 55 三浦 皇成矢部 幸一氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 478± 0 〃 ハナ 6．8�
23 マイネルメダリスト 牡5鹿 57 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 新冠伊藤牧場 488－ 4 〃 クビ 35．7�
713 トウカイオーロラ 牡6黒鹿55 柴田 善臣内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 486＋ 62：24．8クビ 53．9�
510 ヴァーゲンザイル �5黒鹿55 吉田 豊 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 454± 0 〃 クビ 17．0	
36 ネオブラックダイヤ 牡5青鹿54 北村 宏司小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋ 8 〃 アタマ 13．8

59 フェデラルホール 牡4黒鹿55 江田 照男吉田 勝己氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 486－ 22：24．9� 10．9�
611 ジャングルハヤテ 牡6黒鹿54 田辺 裕信伊藤 誠吉氏 大和田 成 新ひだか グランド牧場 490＋ 6 〃 クビ 43．8�
47 マイネルマーク 牡5青鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B456－ 62：25．0� 9．2
818 タニノエポレット 牡6鹿 56 大庭 和弥谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 506－ 4 〃 ハナ 48．1�
24 ジョングルール 牡4黒鹿56 浜中 俊吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 512－ 42：25．1� 3．4�
11 タ イ タ ン 牡5栗 56 横山 典弘深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 474＋ 42：25．2� 5．3�
612 マイネルアイザック 牡4黒鹿54 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 82：25．41	 76．9�
12 マ ナ ク ー ラ 牡7黒鹿54 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム 474－ 62：25．5
 86．8�
35 エアルプロン 牡4鹿 55 内田 博幸 �ラッキーフィールド池江 泰寿 千歳 社台ファーム 480－ 82：26．45 29．7�
715 エキストラエンド 牡4鹿 56 戸崎 圭太 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 458－ 4 〃 クビ 9．4�
817 ポールアックス �7鹿 54 田中 勝春山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 522＋ 42：27．14 47．0�
816 マッキーバッハ 牡8鹿 54 石神 深一薪浦 亨氏 牧田 和弥 門別 浜本牧場 478－ 42：27．2
 214．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 49，081，900円 複勝： 93，180，400円 枠連： 45，718，400円
馬連： 173，210，100円 馬単： 83，375，800円 ワイド： 67，118，400円
3連複： 211，071，500円 3連単： 340，107，700円 計： 1，062，864，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，290円 複 勝 � 1，510円 � 240円 � 780円 枠 連（4－7） 1，210円

馬 連 �� 14，110円 馬 単 �� 34，830円

ワ イ ド �� 4，960円 �� 10，820円 �� 3，190円

3 連 複 ��� 104，690円 3 連 単 ��� 701，120円

票 数

単勝票数 計 490819 的中 � 7323（14番人気）
複勝票数 計 931804 的中 � 14228（15番人気）� 123115（2番人気）� 28887（9番人気）
枠連票数 計 457184 的中 （4－7） 27951（5番人気）
馬連票数 計1732101 的中 �� 9060（47番人気）
馬単票数 計 833758 的中 �� 1767（106番人気）
ワイド票数 計 671184 的中 �� 3334（53番人気）�� 1514（96番人気）�� 5226（33番人気）
3連複票数 計2110715 的中 ��� 1488（262番人気）
3連単票数 計3401077 的中 ��� 358（1653番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．0―12．9―12．7―12．4―12．6―12．2―11．8―11．4―11．3―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�
12．5―23．5―35．5―48．4―1：01．1―1：13．5―1：26．1―1：38．3―1：50．1―2：01．5―2：12．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．4―3F34．6
1
3

17－5（3，11，15）（12，16）（7，9）（2，10）－4（1，8）6（14，18）－13
17（5，11）（3，15）（7，9，12，16）（2，10，8）（4，1，6）（18，14）－13

2
4

17－5（3，11）（9，12，15）（7，16）（2，10）（4，8）（1，6）－14，18－13
17（5，11）3（9，12，15）（7，16）（2，10）（4，1，6，8）（18，14）13

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモロビン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2010．9．20 札幌11着

2008．5．28生 牡5鹿 母 ティーアイディップ 母母 シ ェ ー マ 17戦5勝 賞金 106，897，000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 フライバイワイヤー号



12059 5月4日 晴 良 （25東京2）第5日 第11競走 ��
��2，000�プリンシパルステークス

発走15時45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 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000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
1：56．1
1：56．1

良
良

66 サムソンズプライド 牡3鹿 56 田辺 裕信有限会社シルク杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 460± 02：01．4 17．2�
79 ミエノワンダー 牡3鹿 56 北村 宏司里見美惠子氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 500± 0 〃 クビ 3．3�
78 マジェスティハーツ 牡3鹿 56 蛯名 正義 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 486－122：01．61� 4．8�
33 アルバタックス 牡3栗 56 浜中 俊 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 500＋ 82：02．02� 10．0�
22 ガ チ バ ト ル 牡3栗 56 田中 勝春吉田喜代司氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 448＋ 4 〃 ハナ 59．1	
44 トルークマクト 牡3鹿 56 武士沢友治�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 432－ 42：02．1	 180．0

810 ジューヴルエール 牡3黒鹿56 内田 博幸有限会社シルク池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 462± 0 〃 アタマ 6．1�
67 インパラトール 牡3鹿 56 石橋 脩榊原源一郎氏 領家 政蔵 日高 前川ファーム 502－ 42：02．63 5．7�
811 メイショウブシン 牡3鹿 56 三浦 皇成松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 444－ 42：02．7� 36．7
11 デインツリー 牡3青鹿56 横山 典弘 �社台レースホース長浜 博之 安平 追分ファーム 490＋102：03．65 21．1�
55 サーストンニュース 牡3青鹿56 戸崎 圭太齊藤 宣勝氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 440± 0 （競走中止） 6．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 80，013，000円 複勝： 106，942，000円 枠連： 51，429，300円
馬連： 283，281，500円 馬単： 156，424，100円 ワイド： 80，724，300円
3連複： 306，033，900円 3連単： 661，420，500円 計： 1，726，268，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，720円 複 勝 � 360円 � 150円 � 190円 枠 連（6－7） 430円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 6，090円

ワ イ ド �� 810円 �� 1，490円 �� 360円

3 連 複 ��� 4，470円 3 連 単 ��� 38，510円

票 数

単勝票数 計 800130 的中 � 36702（7番人気）
複勝票数 計1069420 的中 � 60037（7番人気）� 229838（1番人気）� 157796（2番人気）
枠連票数 計 514293 的中 （6－7） 88308（1番人気）
馬連票数 計2832815 的中 �� 93655（12番人気）
馬単票数 計1564241 的中 �� 18962（31番人気）
ワイド票数 計 807243 的中 �� 23973（13番人気）�� 12394（20番人気）�� 61742（1番人気）
3連複票数 計3060339 的中 ��� 50533（17番人気）
3連単票数 計6614205 的中 ��� 12678（151番人気）

ハロンタイム 13．0―12．6―12．2―12．2―12．5―12．5―12．3―11．4―11．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―25．6―37．8―50．0―1：02．5―1：15．0―1：27．3―1：38．7―1：49．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．1

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

勝馬の
紹 介

サムソンズプライド �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2012．7．8 福島9着

2010．3．26生 牡3鹿 母 フェザーレイ 母母 エルフィンフェザー 11戦3勝 賞金 39，267，000円
〔競走中止〕 サーストンニュース号は，競走中に疾病〔左第3中手骨開放骨折〕を発症したため決勝線手前で競走中止。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりサムソンズプライド号は，東京優駿（GⅠ）競走に優先出走できる。

12060 5月4日 晴 良 （25東京2）第5日 第12競走 ��1，300�サラブレッド系4歳以上
発走16時20分 （ダート・左）

1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．4
1：16．4

重
重

24 � グ レ ン 牡4黒鹿57 江田 照男西森 鶴氏 中川 公成 日高 宝寄山 忠則 508＋ 41：17．7 20．3�
510 シンキングマシーン 牡4黒鹿57 横山 典弘佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 510－101：17．8� 3．5�
23 リックムファサ 牡5鹿 57 戸崎 圭太山邉 浩氏 清水 英克 新ひだか 藤巻 則弘 470－ 41：18．01� 7．1�
36 ダンシングミッシー 牝4鹿 55 吉田 豊伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 464＋ 81：18．31	 4．6�
59 ミステリートレイン 牡5鹿 57 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 504－ 21：18．51� 27．1�
815 エフティシュタルク 牡5青鹿57 蛯名 正義吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム 540＋ 6 〃 ハナ 22．1	
713 ヘアーオブザドッグ 牡4鹿 57 北村 宏司平賀 久枝氏 鈴木 康弘 浦河 鎌田 正嗣 510± 01：18．71� 5．6

714 レッツゴーマークン 牡5栗 57 柴山 雄一�Basic 田島 俊明 日高 ナカノファーム 440－ 2 〃 クビ 15．3�
48 � シャイニイチカ 牝6鹿 55 武士沢友治冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 B438＋ 8 〃 アタマ 238．5�
816 ケイアイアポロン 牡5鹿 57 柴田 善臣亀田 和弘氏 松山 康久 新ひだか 松田牧場 530＋101：18．8クビ 17．8
611� コパノカーン 牡5栗 57 内田 博幸小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 530－ 2 〃 クビ 29．7�
35 ゲンパチメジャー 牡4栗 57 石橋 脩平野 武志氏 萱野 浩二 浦河 林 孝輝 490－ 21：18．9クビ 12．0�
12 ミラクルピッチ 牝4黒鹿55 田中 勝春松尾 正氏 柴崎 勇 新ひだか 土居 忠吉 452－ 81：19．11 68．3�
11 カツノセカンド 牡6鹿 57 柴田 大知勝野 �治氏 伊藤 伸一 日高 下河辺牧場 482－ 41：19．2	 286．5�
47 ジョウノバッカス 牡4栗 57 浜中 俊小川 義勝氏 森 秀行 日高 三城牧場 498＋ 81：19．52 130．5�
612 ニシノマナザシ 牡6芦 57 田辺 裕信西山 茂行氏 尾形 和幸 むかわ 西山牧場 508＋ 61：21．9大差 28．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，136，300円 複勝： 92，775，100円 枠連： 49，147，400円
馬連： 155，691，900円 馬単： 85，417，300円 ワイド： 66，838，700円
3連複： 197，588，900円 3連単： 341，094，300円 計： 1，042，689，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，030円 複 勝 � 490円 � 170円 � 250円 枠 連（2－5） 1，140円

馬 連 �� 4，650円 馬 単 �� 11，220円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 2，310円 �� 640円

3 連 複 ��� 11，670円 3 連 単 ��� 87，960円

票 数

単勝票数 計 541363 的中 � 21024（8番人気）
複勝票数 計 927751 的中 � 40325（8番人気）� 176644（1番人気）� 96294（4番人気）
枠連票数 計 491474 的中 （2－5） 32087（5番人気）
馬連票数 計1556919 的中 �� 24741（17番人気）
馬単票数 計 854173 的中 �� 5620（41番人気）
ワイド票数 計 668387 的中 �� 9011（21番人気）�� 6897（28番人気）�� 27589（5番人気）
3連複票数 計1975889 的中 ��� 12500（39番人気）
3連単票数 計3410943 的中 ��� 2862（284番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
6．8―18．2―29．9―41．6―53．1―1：05．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�グ レ ン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 マルゼンスキー

2009．5．10生 牡4黒鹿 母 レ ン 母母 ダ イ セ ダ ン 10戦2勝 賞金 18，600，000円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノマナザシ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年6月4日まで平地競
走に出走できない。



（25東京2）第5日 5月4日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 168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 手 当

207，790，000円
2，080，000円
5，360，000円
1，530，000円
18，780，000円
62，606，500円
4，994，600円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
438，186，900円
718，756，300円
310，824，300円
1，220，588，200円
738，138，100円
496，199，400円
1，466，296，800円
2，714，747，900円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 8，103，737，900円

総入場人員 46，268名 （有料入場人員 44，785名）
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