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12073 5月11日 小雨 良 （25東京2）第7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

510 エルシェロアスール 牝3栗 54 田中 勝春山下 恭茂氏 伊藤 伸一 浦河 山下 恭茂 460± 01：40．5 22．6�
815 エーシンオマーン 牝3鹿 54 石橋 脩�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 478－ 4 〃 クビ 4．4�
48 プ ル ー フ 牝3栗 54

52 △杉原 誠人近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 432＋ 61：41．67 11．1�

611 ジンジャーミスト 牝3鹿 54 内田 博幸 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 434－ 41：41．81� 4．2�
47 ティアップドリーム 牝3鹿 54 高倉 稜田中 昇氏 奥平 雅士 新ひだか 田原橋本牧場 468＋ 21：42．01� 24．4	
816 クリノアルプス 牝3栗 54 柴田 善臣栗本 博晴氏 石毛 善彦 新ひだか 大滝 康晴 422＋ 81：42．1� 119．8

24 コンチェルティーノ 牝3青鹿54 田辺 裕信 �キャロットファーム 高木 登 千歳 社台ファーム 486＋ 41：42．2クビ 17．2�
612 コウジンコラボ 牝3鹿 54 岩田 康誠加藤 興一氏 畠山 吉宏 新ひだか 山野牧場 458＋ 2 〃 クビ 4．3�
713 ティリアンパープル 牝3鹿 54 吉田 豊飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 456＋ 21：42．3� 26．7
714 オマツリマンボ 牝3鹿 54 上野 翔�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか グランド牧場 466－ 41：42．51� 163．0�
59 コラソンロコ 牝3栗 54 武士沢友治�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 484＋ 41：42．6クビ 171．6�
23 マリアローザ 牝3青鹿54 三浦 皇成山本 剛史氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 440－ 21：42．7� 19．9�
36 シスターエアー 牝3栗 54 藤岡 康太 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 488－ 61：42．91� 153．9�
35 キーンオレンジ 牝3鹿 54 北村 宏司 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 460－ 41：43．11� 52．8�
11 プレドマンシュ 牝3鹿 54 蛯名 正義 �社台レースホース池上 昌弘 新冠 追分ファーム 506－ 21：43．2� 8．6�
12 アイサメヤラズ 牝3鹿 54 戸崎 圭太西山 茂行氏 萱野 浩二 新冠 川上牧場 446－101：44．47 12．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，332，300円 複勝： 33，470，000円 枠連： 16，843，400円
馬連： 45，888，000円 馬単： 29，261，200円 ワイド： 22，381，000円
3連複： 65，688，500円 3連単： 92，421，300円 計： 323，285，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，260円 複 勝 � 590円 � 190円 � 300円 枠 連（5－8） 4，420円

馬 連 �� 4，190円 馬 単 �� 11，230円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 2，180円 �� 640円

3 連 複 ��� 9，650円 3 連 単 ��� 67，470円

票 数

単勝票数 計 173323 的中 � 6046（9番人気）
複勝票数 計 334700 的中 � 12453（8番人気）� 57616（2番人気）� 28205（5番人気）
枠連票数 計 168434 的中 （5－8） 2814（15番人気）
馬連票数 計 458880 的中 �� 8091（16番人気）
馬単票数 計 292612 的中 �� 1924（44番人気）
ワイド票数 計 223810 的中 �� 4178（15番人気）�� 2441（31番人気）�� 9113（4番人気）
3連複票数 計 656885 的中 ��� 5026（34番人気）
3連単票数 計 924213 的中 ��� 1011（211番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．5―12．8―13．1―12．7―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―36．3―49．1―1：02．2―1：14．9―1：27．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．4―3F38．3
3 ・（7，10）12（4，15）（11，14）（2，13）（5，16）（3，1，9）8，6 4 ・（7，10）（12，15）（4，14）11，16（2，13）（3，5，8）1（6，9）

勝馬の
紹 介

エルシェロアスール �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 Forestry デビュー 2012．10．14 新潟9着

2010．5．11生 牝3栗 母 フォレストキティ 母母 Haleakala 5戦1勝 賞金 6，250，000円

12074 5月11日 小雨 良 （25東京2）第7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

816 シュガーパイン 牡3鹿 56 戸崎 圭太金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B484± 01：26．4 1．9�
713 メテオーラビアンカ 牡3鹿 56 田辺 裕信 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 502± 01：26．61� 7．0�
59 アルマライズ 牡3黒鹿56 吉田 豊コウトミックレーシング 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 482－ 41：27．23� 19．9�
23 ショウナンヤマト 牡3栗 56 北村 宏司国本 哲秀氏 国枝 栄 新ひだか 静内フアーム 526－ 61：27．41� 3．4�
11 ノーブルシャトル 牝3栗 54 三浦 皇成吉木 伸彦氏 水野 貴広 様似 富田 恭司 448－ 21：27．61� 48．1	
815 ベストブライアン 牡3黒鹿56 石橋 脩岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 430－ 21：27．7クビ 22．6

24 フヨウムサシ 牡3栗 56

54 △杉原 誠人刈屋 �氏 高市 圭二 浦河 目名太山口
牧場 428＋ 21：27．8� 18．4�

612 クラッチブーケ 牝3黒鹿54 高倉 稜島田 久氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 460－ 41：28．33 66．3
12 クリスフォンテン �3黒鹿56 石神 深一吉橋 計氏 柴崎 勇 登別 登別上水牧場 440＋ 81：28．4� 375．1�
48 フクノシリウス 牡3黒鹿56 横山 典弘福島 実氏 岩戸 孝樹 浦河 山口 義彦 448－101：28．71� 31．5�
35 カシノマインド 牡3鹿 56 酒井 学柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 470± 01：29．23 266．2�
714 イフウドウドウ 牡3栗 56 田中 勝春西村新一郎氏 天間 昭一 平取 高橋 啓 460－ 2 〃 クビ 16．4�
510 ホノオノマイ 牝3鹿 54 荻野 琢真�ターフ・スポート和田 雄二 浦河 笹地牧場 426－ 21：30．26 238．7�
36 ダイメイチャーム 牝3鹿 54 武士沢友治宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 472－ 61：30．41 500．5�
611 ビューポイント 牝3鹿 54 上野 翔�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 高松牧場 438± 0 〃 クビ 110．4�
47 シュンアビリティ 牡3黒鹿56 藤岡 康太石川 博氏 高橋 義博 新冠 赤石 久夫 530 ―1：31．46 241．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，227，000円 複勝： 35，670，700円 枠連： 15，681，300円
馬連： 46，618，000円 馬単： 33，428，400円 ワイド： 21，912，400円
3連複： 55，975，200円 3連単： 99，712，700円 計： 331，225，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 170円 � 300円 枠 連（7－8） 480円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 310円 �� 570円 �� 940円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 5，300円

票 数

単勝票数 計 222270 的中 � 92465（1番人気）
複勝票数 計 356707 的中 � 106258（1番人気）� 53532（3番人気）� 21881（5番人気）
枠連票数 計 156813 的中 （7－8） 24153（2番人気）
馬連票数 計 466180 的中 �� 66707（2番人気）
馬単票数 計 334284 的中 �� 28276（3番人気）
ワイド票数 計 219124 的中 �� 19381（2番人気）�� 9204（4番人気）�� 5285（11番人気）
3連複票数 計 559752 的中 ��� 22354（5番人気）
3連単票数 計 997127 的中 ��� 13886（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．3―36．5―49．1―1：01．6―1：13．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シュガーパイン �
�
父 Indian Charlie �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2013．2．24 中山9着

2010．5．26生 牡3鹿 母 オリジナルスピンⅡ 母母 We Love Granny 4戦1勝 賞金 7，750，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ザエリモホース号・サザンビクトル号
（非抽選馬） 2頭 ゴールデンソウル号・ツヤマル号

第２回 東京競馬 第７日



12075 5月11日 小雨 良 （25東京2）第7日 第3競走 ��1，600�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
1：34．4
1：33．3

重
良

814 オリオンザムーン 牡3栗 56 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 504－ 41：39．9 3．3�
711 ダブルウォー 牡3鹿 56 蛯名 正義 �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 498＋ 2 〃 クビ 1．8�
57 ドリームワン 牡3栗 56 吉田 豊ドリームホース� 田村 康仁 千歳 社台ファーム 446± 01：40．32� 13．4�
58 モ シ モ シ 牝3黒鹿54 三浦 皇成小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 412＋ 4 〃 ハナ 33．7�
69 トーセンワイルド 牡3青 56 武士沢友治島川 	哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 492＋ 41：40．4� 22．7

46 ジオメトリー 牡3栗 56 戸崎 圭太池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新冠 新冠橋本牧場 486－ 6 〃 ハナ 14．4�
33 ドゥリマーズドリム 牝3青鹿54 内田 博幸石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新冠 小泉牧場 458＋101：40．6� 14．9�
610 サザンビクトル 牡3鹿 56 柴田 善臣南波 壽氏 武藤 善則 浦河 渡辺牧場 480－121：40．7� 83．8
45 ルルドバシリカ 牡3青鹿56 高倉 稜日下部勝德氏 高橋 義博 青森 長谷地 義正 452－ 21：40．8� 160．4�
34 イ ク ラ ン 牡3栗 56 上野 翔�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 460± 01：41．43� 281．2�
712 レ イ ア ロ ハ 牡3鹿 56 岩田 康誠山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 有限会社

吉田ファーム 502± 01：41．61� 119．2�
11 インパクトレディー 牝3芦 54

52 △杉原 誠人半沢� 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 426± 01：41．7クビ 514．6�
813 メイショウゴウワン 牡3鹿 56 浜中 俊松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 近藤牧場 448－ 61：42．97 15．4�
22 スパイグラスヒル 牡3黒鹿56 石神 深一松田 整二氏 田島 俊明 浦河 山下 恭茂 476－ 21：47．9大差 502．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，334，400円 複勝： 76，448，500円 枠連： 13，893，300円
馬連： 50，698，700円 馬単： 40，121，600円 ワイド： 24，571，700円
3連複： 60，409，000円 3連単： 139，147，100円 計： 430，624，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 120円 � 110円 � 180円 枠 連（7－8） 190円

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 140円 �� 330円 �� 290円

3 連 複 ��� 590円 3 連 単 ��� 2，750円

票 数

単勝票数 計 253344 的中 � 62292（2番人気）
複勝票数 計 764485 的中 � 118915（2番人気）� 474091（1番人気）� 43989（3番人気）
枠連票数 計 138933 的中 （7－8） 56131（1番人気）
馬連票数 計 506987 的中 �� 188144（1番人気）
馬単票数 計 401216 的中 �� 45811（2番人気）
ワイド票数 計 245717 的中 �� 59298（1番人気）�� 15022（3番人気）�� 18126（2番人気）
3連複票数 計 604090 的中 ��� 76835（1番人気）
3連単票数 計1391471 的中 ��� 37414（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―36．1―48．8―1：01．6―1：14．3―1：26．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オリオンザムーン �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2013．2．23 中山9着

2010．5．6生 牡3栗 母 トーヨーサンバ 母母 サンダードーム 5戦1勝 賞金 8，300，000円
〔発走状況〕 スパイグラスヒル号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。発走時刻2分遅延。
〔その他〕 メイショウゴウワン号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スパイグラスヒル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年7月11日まで平地

競走に出走できない。
※サザンビクトル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

12076 5月11日 小雨
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25東京2）第7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

11 カシマシンセイ 牡4鹿 59 山本 康志松浦 一久氏 松山 康久 浦河 大西ファーム 514＋ 83：22．2 2．1�
711� セフティーフライト 牡4栗 59 難波 剛健原口 輝昭氏 武 宏平 新ひだか 三石ファーム 448－ 63：22．51� 12．6�
57 ゴーカイフォンテン 牡7鹿 60 金子 光希吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 502＋ 23：22．81� 13．7�
610 ヨドノエース 牡4黒鹿59 小野寺祐太海原 聖一氏 高橋 義博 平取 高橋 啓 470＋ 83：23．43� 230．7�
22 ランブリングローズ 牝6鹿 58 北沢 伸也草野 仁氏 田中 剛 新ひだか 千代田牧場 488＋ 23：23．93 7．8�
34 � ラインミッシェル 牝4鹿 57 大江原 圭大澤 繁昌氏 根本 康広 新ひだか 上村 清志 444－ 83：24．22 93．2�
58 サードシアター 牡4鹿 59 江田 勇亮 	キャロットファーム 鈴木 伸尋 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－103：24．3� 30．0

813 ブ リ ッ サ 牝4鹿 57 上野 翔	ミルファーム 畠山 重則 新冠 新冠伊藤牧場 476－ 43：24．51� 6．1�
45 イキシアグレイド 牡4青鹿59 浜野谷憲尚	川島牧場 矢野 照正 新冠 川島牧場 480－ 23：26．09 33．7�
69 マージービート 牡6栗 60 蓑島 靖典 	キャロットファーム 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 494＋ 83：26．21� 39．6
33 � トーセンコールミー 牡4鹿 59 草野 太郎島川 �哉氏 菅原 泰夫 千歳 社台ファーム 476－ 43：28．0大差 120．3�
712� マ ー ニ ー 牝6鹿 58 高野 和馬浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 414－ 63：29．06 176．4�
814 タイセイクライマー 	5黒鹿60 石神 深一田中 成奉氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム 464± 0 （競走中止） 4．6�
46 � フ ゲ ン 牡6鹿 60 鈴木 慶太栗山 良子氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 520± 0 （競走中止） 192．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，307，000円 複勝： 20，317，400円 枠連： 14，722，000円
馬連： 32，035，400円 馬単： 24，265，100円 ワイド： 15，924，900円
3連複： 45，122，900円 3連単： 80，447，800円 計： 248，142，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 310円 � 310円 枠 連（1－7） 1，430円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，100円

ワ イ ド �� 640円 �� 570円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 4，330円 3 連 単 ��� 17，410円

票 数

単勝票数 計 153070 的中 � 58012（1番人気）
複勝票数 計 203174 的中 � 52620（1番人気）� 14196（6番人気）� 14457（5番人気）
枠連票数 計 147220 的中 （1－7） 7609（8番人気）
馬連票数 計 320354 的中 �� 17952（5番人気）
馬単票数 計 242651 的中 �� 8562（7番人気）
ワイド票数 計 159249 的中 �� 6295（7番人気）�� 7158（6番人気）�� 2390（20番人気）
3連複票数 計 451229 的中 ��� 7698（14番人気）
3連単票数 計 804478 的中 ��� 3412（49番人気）
上り 1マイル 1：46．4 4F 52．2－3F 38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カシマシンセイ �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2011．10．23 東京12着

2009．5．11生 牡4鹿 母 ミルフィーユ 母母 ブロッソミングビューティ 障害：4戦1勝 賞金 9，800，000円
〔競走中止〕 フゲン号は，1周目7号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

タイセイクライマー号は，競走中に疾病〔外傷性左前浅屈腱不全断裂〕を発症したため1周目4コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 カワキタバルク号



12077 5月11日 小雨 良 （25東京2）第7日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12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
1：19．6
1：19．0

良
良

713 マ デ ュ ー ロ 牡3鹿 56 北村 宏司多田 信尊氏 藤沢 和雄 日高 増尾牧場 468＋ 21：22．1 2．6�
12 ツキノウサギ 牝3鹿 54 高倉 稜飯田 政子氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 B440± 01：22．73� 34．7�
715 シェアードワールド 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B442＋ 41：22．91� 16．9�
48 インキュベーター 牡3鹿 56 石橋 脩吉澤 克己氏 相沢 郁 日高 下河辺牧場 488－ 41：23．11� 4．0�
23 オクタヴィア 牝3鹿 54 田辺 裕信岡田 牧雄氏 古賀 慎明 新ひだか 前田 宗将 406＋181：23．2	 20．7�
24 ドラゴンレインボー 牝3鹿 54 三浦 皇成窪田 康志氏 田島 俊明 浦河 大島牧場 442－ 21：23．3� 9．8	
816
 ブ ラ ゾ ン 牡3芦 56 横山 典弘前田 幸治氏 尾関 知人 米

Brandywine
Farm（Jim &
Pam Robinson） 454＋ 2 〃 ハナ 16．6


47 カレンナデルガード 牝3鹿 54
52 △杉原 誠人山科 統氏 大竹 正博 浦河 富塚 元喜 460＋ 21：23．51� 267．1�

35 デイドリーマー 牝3鹿 54 浜中 俊 H.H．シェイク・ハムダン 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 428＋ 61：23．71� 6．0�

817 コスモロックダンス 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 高柳 瑞樹 新ひだか 由利 徳之 468± 01：23．91 28．7
714 ブライトアーラ 牝3栗 54 藤岡 康太�岡崎牧場 加藤 和宏 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 446 ―1：24．0	 58．8�
（ブライトユウカ）

818 アノヒミタユメ 牝3黒鹿54 酒井 学小田切有一氏 本間 忍 新冠 アサヒ牧場 430＋ 8 〃 クビ 200．8�
611 プ ラ リ ネ 牝3鹿 54 荻野 琢真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 浦河 富菜牧場 448＋ 81：24．21 118．1�
11 ピークタイム 牝3栗 54 田中 勝春 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム 480－ 21：24．41� 53．2�
612 フローズンムーン 牝3鹿 54 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460－10 〃 クビ 30．4�
510 コーリンマレガー 牝3鹿 54 上野 翔伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 448 ―1：24．5クビ 56．9�
36 フクノアダーラ 牝3鹿 54 武士沢友治福島 実氏 蛯名 利弘 日高 白瀬 明 418－ 6 〃 クビ 443．8�
59 ムーンリンガス 牡3青 56 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 裕 茨城 栗山牧場 452－ 41：24．81	 44．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 18，470，000円 複勝： 30，977，300円 枠連： 14，825，600円
馬連： 46，895，200円 馬単： 30，217，200円 ワイド： 22，954，200円
3連複： 60，264，400円 3連単： 95，841，400円 計： 320，445，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 850円 � 430円 枠 連（1－7） 3，690円

馬 連 �� 5，460円 馬 単 �� 9，090円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 810円 �� 10，150円

3 連 複 ��� 24，550円 3 連 単 ��� 105，420円

票 数

単勝票数 計 184700 的中 � 56364（1番人気）
複勝票数 計 309773 的中 � 94302（1番人気）� 6832（10番人気）� 15198（5番人気）
枠連票数 計 148256 的中 （1－7） 2967（14番人気）
馬連票数 計 468952 的中 �� 6350（19番人気）
馬単票数 計 302172 的中 �� 2454（28番人気）
ワイド票数 計 229542 的中 �� 3454（18番人気）�� 7329（6番人気）�� 533（70番人気）
3連複票数 計 602644 的中 ��� 1812（67番人気）
3連単票数 計 958414 的中 ��� 671（274番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．0―11．6―11．9―12．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．0―45．6―57．5―1：10．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F36．5
3 5－8，9，11（4，15）13－6（2，12）（7，17）16，3（10，18）1，14 4 5＝8－（4，9，11）（15，13）－（2，6）（7，12）17（3，16）18（10，14）1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マ デ ュ ー ロ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2013．2．2 東京4着

2010．5．23生 牡3鹿 母 ティーパートナー 母母 ハッピーパートナー 5戦1勝 賞金 9，250，000円
〔制裁〕 オクタヴィア号の騎手田辺裕信は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：7番・9番・

1番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ケイアイアラシ号・サクセスカーチス号・ナムラタンタン号・リュウノヒゲ号

12078 5月11日 小雨 稍重 （25東京2）第7日 第6競走 ��
��1，400�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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

23 タイセイスウィープ 牡3鹿 56 浜中 俊田中 成奉氏 伊藤 大士 浦河 藤春 修二 460＋ 41：24．9 5．7�
35 ショウナンアポロン 牡3鹿 56 高倉 稜国本 哲秀氏 古賀 史生 洞爺湖 メジロ牧場 488－ 21：25．21� 56．1�
11 ウインプロスパー 牡3鹿 56 三浦 皇成�ウイン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 512＋ 21：25．41� 8．5�
59 トーコーグリーン 牡3黒鹿56 武 豊森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 484＋ 21：25．61� 1．7�
816 ノッキングオン 牡3鹿 56 石橋 脩松尾 正氏 柴崎 勇 新ひだか グランド牧場 436＋ 41：25．7クビ 12．4�
510 オ リ ア ー ナ 牝3青鹿54 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 豊洋牧場 482＋ 41：26．12� 257．8	
48 バイタルフォルム 牡3黒鹿56 横山 典弘髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 藤春 修二 472－ 61：26．31� 14．8

24 ナスノローズ 牝3鹿 54 戸崎 圭太�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 508＋ 81：26．4クビ 11．8�
612 ハンサムザムライ 牡3芦 56 荻野 琢真スリースターズレーシング 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 61：26．5� 25．0
47 トミケンスラーヴァ 牡3鹿 56 藤岡 康太冨樫 賢二氏 上原 博之 大樹 大樹ファーム 488－ 61：26．71� 61．4�
611 パ ッ シ ョ ン 牝3栗 54 北村 宏司阿部 紀子氏 高橋 文雅 浦河 大北牧場 436＋ 41：26．8� 135．5�
713 コスモグランツ 牡3黒鹿56 石神 深一 �ビッグレッドファーム 小笠 倫弘 浦河 福岡 光夫 B500＋ 61：26．9クビ 352．6�
714 ル ー 牡3鹿 56

54 △杉原 誠人武田 茂男氏 大竹 正博 新ひだか 前田 宗将 458－ 21：27．0� 177．9�
36 バトルレジナ 牝3芦 54 岩田 康誠宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 秋田牧場 470± 01：27．85 68．7�
12 アスキットキング 牡3鹿 56 柴田 善臣中江 隆一氏 柴田 政人 新冠 競優牧場 430＋ 2 〃 ハナ 112．3�
815 ランパスキャット 牡3黒鹿56 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 488－ 81：29．8大差 79．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，436，400円 複勝： 64，221，400円 枠連： 17，910，600円
馬連： 56，002，500円 馬単： 42，945，100円 ワイド： 29，209，000円
3連複： 70，256，500円 3連単： 142，382，100円 計： 452，363，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 300円 � 1，910円 � 340円 枠 連（2－3） 4，890円

馬 連 �� 22，740円 馬 単 �� 32，150円

ワ イ ド �� 4，920円 �� 900円 �� 3，650円

3 連 複 ��� 32，150円 3 連 単 ��� 201，690円

票 数

単勝票数 計 294364 的中 � 41081（2番人気）
複勝票数 計 642214 的中 � 61301（2番人気）� 7563（9番人気）� 53553（3番人気）
枠連票数 計 179106 的中 （2－3） 2705（15番人気）
馬連票数 計 560025 的中 �� 1818（40番人気）
馬単票数 計 429451 的中 �� 986（58番人気）
ワイド票数 計 292090 的中 �� 1425（38番人気）�� 8416（9番人気）�� 1932（31番人気）
3連複票数 計 702565 的中 ��� 1613（73番人気）
3連単票数 計1423821 的中 ��� 521（414番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．5―35．2―47．4―59．6―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイスウィープ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2012．6．9 函館4着

2010．4．25生 牡3鹿 母 ハルカナルタビジ 母母 ニツポーデユレン 4戦2勝 賞金 14，400，000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） 5頭 イーサンヘイロー号・カシマトウヨウ号・タサジャラ号・フルーツガーデン号・マンボマーチ号



12079 5月11日 小雨 良 （25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30分 （芝・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
1：19．6
1：19．0

良
良

59 エパティック 牝5鹿 55 戸崎 圭太村木 篤氏 堀 宣行 安平 追分ファーム 468－ 61：22．5 1．9�
35 ジ ャ ー ビ ス �5鹿 57

55 △杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 480－10 〃 アタマ 11．5�
611 バトルキトリ 牝4栗 55 田辺 裕信宮川 秋信氏 尾形 和幸 新ひだか 前田牧場 472＋ 8 〃 クビ 28．3�
48 ニシノクエーサー 牡5栗 57 北村 宏司西山 茂行氏 杉浦 宏昭 むかわ 西山牧場 490＋ 41：22．92� 17．9�
47 � コスモソウタ 牡4鹿 57 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 新冠 タニグチ牧場 472－ 4 〃 ハナ 15．3�
818� ムーンベックカフェ 牡4栗 57 武 豊西川 恭子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 504－ 11：23．0� 48．5	
23 サトノペガサス �5鹿 57 田中 勝春里見 治氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 440－ 8 〃 アタマ 6．5

715 ヤマニンネレイス 牝4栗 55 荻野 琢真土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 466－ 6 〃 アタマ 458．9�
11 レッドストラーダ 牡5鹿 57 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 498＋ 8 〃 アタマ 20．4
816 ユッカマウンテン 牝4栗 55 蛯名 正義吉田 照哉氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 452－ 2 〃 ハナ 6．6�
714 ラインロバート 牡4青鹿57 藤岡 康太大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：23．2	 186．5�
36 � オギノシュタイン 牝5黒鹿55 酒井 学荻野 亮氏 大和田 成 新ひだか 静内白井牧場 490＋ 2 〃 クビ 263．8�
12 グラントリノ 牝4栗 55 岩田 康誠加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 438－ 21：23．41
 30．3�
510� トモヲエラババ 牡4栃栗57 石神 深一江川 伸夫氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド 480± 01：23．93 591．0�
817� トーセンカルツェ 牡6栗 57 内田 博幸島川 �哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム 478－ 21：24．11
 23．5�
612 サンキストビーチ 牝5鹿 55 三浦 皇成新木 鈴子氏 成島 英春 浦河 ヒダカフアーム 446＋141：24．2� 224．5�
713� リバティーホール 牝4鹿 55 高倉 稜吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 B448＋ 4 〃 クビ 141．6�
24 � バージンロード 牝4鹿 55 武士沢友治泉 一郎氏 嶋田 潤 新ひだか 坂本牧場 B450－ 41：24．62� 410．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，649，100円 複勝： 39，972，900円 枠連： 20，657，000円
馬連： 64，618，000円 馬単： 41，989，400円 ワイド： 29，175，900円
3連複： 74，833，500円 3連単： 124，973，500円 計： 424，869，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 140円 � 310円 � 560円 枠 連（3－5） 1，170円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 1，910円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，030円 �� 4，100円

3 連 複 ��� 12，510円 3 連 単 ��� 42，100円

票 数

単勝票数 計 286491 的中 � 122657（1番人気）
複勝票数 計 399729 的中 � 111215（1番人気）� 29507（5番人気）� 13809（10番人気）
枠連票数 計 206570 的中 （3－5） 13048（5番人気）
馬連票数 計 646180 的中 �� 34912（4番人気）
馬単票数 計 419894 的中 �� 16229（6番人気）
ワイド票数 計 291759 的中 �� 13512（4番人気）�� 6988（12番人気）�� 1649（40番人気）
3連複票数 計 748335 的中 ��� 4416（44番人気）
3連単票数 計1249735 的中 ��� 2191（129番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．9―36．0―48．3―1：00．0―1：10．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F34．2
3 11，15（5，18）（2，13）17（1，7）9（6，14）（8，16）（3，10）4，12 4 11（5，15）18（2，13，17）（1，9）（6，7，14）（3，8，16）10（4，12）

勝馬の
紹 介

エパティック �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sky Classic デビュー 2011．7．24 新潟1着

2008．3．30生 牝5鹿 母 スカイアライアンス 母母 Swift Alliance 10戦3勝 賞金 23，880，000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 トルピドトウショウ号

12080 5月11日 雨 稍重 （25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 7，200，000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
1：34．4
1：33．3

重
良

12 オメガスパーキング 牡4鹿 57 横山 典弘原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B472－ 41：37．3 4．8�
714 ディサイファ 牡4鹿 57 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488－10 〃 クビ 7．7�
24 レッドブルピサ 牡4鹿 57 三浦 皇成市川 義美氏 国枝 栄 新ひだか フジワラフアーム 534＋ 41：37．93	 7．6�
59 ダ イ ゴ ロ ー 牡5鹿 57 戸崎 圭太山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 三石川上牧場 524＋ 21：38．11 8．5�
48 エイブルブラッド 牡5鹿 57 石橋 脩吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 496－101：38．31 62．7�
35 
 バルダメンテ 牡4青鹿57 浜中 俊前田 幸治氏 和田正一郎 米 Marion G.

Montanari 522＋ 41：38．62 20．0�
47 ガ ム ラ ン 牡5青鹿57 蛯名 正義 	サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 540＋12 〃 ハナ 4．3

816 キングジャズ 牡5栗 57 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 460－ 41：38．81	 3．8�
713 ミヤビアミュレット 牡4青鹿57 内田 博幸村上 義勝氏 小島 茂之 日高 浜本牧場 484＋ 81：39．01� 37．7
611� ヒラボクジャパン 牡4鹿 57 田辺 裕信�平田牧場 田中 剛 新ひだか 千代田牧場 482－101：39．1クビ 40．2�
23 � ナンヨーヤシマ 牡4青鹿57 柴田 善臣中村 德也氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 514± 01：39．31� 181．5�
11 � エ ク セ ラ ン 牡4鹿 57

55 △杉原 誠人井上 修一氏 根本 康広 新ひだか グランド牧場 458± 01：39．4 175．3�
815 マンボマンボ 牡4鹿 57 高倉 稜久保 敏文氏 大江原 哲 新ひだか 及川 幸夫 468－ 81：39．61	 378．9�
36 ブライテストソード �4栗 57 北村 宏司 	社台レースホース尾形 和幸 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 41：39．7クビ 26．9�
510 エムアイチャンドラ 牝4栗 55 酒井 学礒川 正明氏 松永 康利 日高 下河辺牧場 462＋ 41：40．12	 342．5�
612� カネトシデンファレ 牝4鹿 55 武士沢友治髙橋 一郎氏 嶋田 潤 千歳 社台ファーム 444－ 21：41．05 417．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，375，400円 複勝： 54，851，700円 枠連： 19，818，700円
馬連： 78，004，300円 馬単： 44，017，000円 ワイド： 33，248，600円
3連複： 89，598，000円 3連単： 145，496，200円 計： 494，409，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 190円 � 240円 � 220円 枠 連（1－7） 1，840円

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 3，750円

ワ イ ド �� 790円 �� 730円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 4，750円 3 連 単 ��� 25，430円

票 数

単勝票数 計 293754 的中 � 48341（3番人気）
複勝票数 計 548517 的中 � 82799（3番人気）� 59073（5番人気）� 64591（4番人気）
枠連票数 計 198187 的中 （1－7） 7978（8番人気）
馬連票数 計 780043 的中 �� 29197（12番人気）
馬単票数 計 440170 的中 �� 8669（15番人気）
ワイド票数 計 332486 的中 �� 10438（12番人気）�� 11525（10番人気）�� 7764（15番人気）
3連複票数 計 895980 的中 ��� 13946（21番人気）
3連単票数 計1454962 的中 ��� 4224（96番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．8―12．5―12．6―12．4―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．2―35．0―47．5―1：00．1―1：12．5―1：24．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オメガスパーキング �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2012．2．4 東京2着

2009．2．25生 牡4鹿 母 オメガフォーチュン 母母 エリンバード 11戦2勝 賞金 22，900，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



12081 5月11日 雨 稍重 （25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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

22 ラ シ ー マ 牡3鹿 56 浜中 俊桐谷 茂氏 星野 忍 新冠 高瀬牧場 494＋ 22：00．8 20．1�
67 アポロカーネル �3鹿 56 田辺 裕信アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新ひだか 前田 宗将 460＋ 22：01．01� 9．4�
44 マイネルランスタン 牡3栗 56 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 450± 02：01．21	 14．1�
811 テイエムブシドー 牡3鹿 56 戸崎 圭太竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 オリエント牧場 452± 0 〃 クビ 5．2�
810 バロンミノル 牡3黒鹿56 石橋 脩吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 486＋ 22：01．41	 75．2�
79 シンボリパソドブレ 牡3鹿 56 柴田 善臣シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 480－ 22：01．5
 19．6	
55 ネルトスグアサ 牡3黒鹿56 武士沢友治福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 中脇 満 442－ 42：01．81
 51．2

66 マンインザムーン 牡3芦 56 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 492± 02：01．9
 1．9�
33 サ チ ゴ ロ ウ 牡3栗 56 岩田 康誠小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 468－ 82：02．0クビ 50．6
11 � ヒシサイレンス 牡3黒鹿56 三浦 皇成阿部 雅英氏 小笠 倫弘 米 Masa-

ichiro Abe 452＋ 22：02．63� 12．4�
78 ヤマニンアルゴシー 牡3栗 56 内田 博幸土井 肇氏 池上 昌弘 新冠 錦岡牧場 460－ 22：02．7
 9．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 33，972，300円 複勝： 62，058，900円 枠連： 19，454，400円
馬連： 90，604，400円 馬単： 60，764，300円 ワイド： 37，944，600円
3連複： 100，922，200円 3連単： 223，068，300円 計： 628，789，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，010円 複 勝 � 580円 � 320円 � 540円 枠 連（2－6） 1，670円

馬 連 �� 7，840円 馬 単 �� 16，650円

ワ イ ド �� 2，270円 �� 2，250円 �� 2，130円

3 連 複 ��� 28，870円 3 連 単 ��� 199，550円

票 数

単勝票数 計 339723 的中 � 13379（8番人気）
複勝票数 計 620589 的中 � 26983（8番人気）� 56987（3番人気）� 29282（7番人気）
枠連票数 計 194544 的中 （2－6） 8618（7番人気）
馬連票数 計 906044 的中 �� 8537（25番人気）
馬単票数 計 607643 的中 �� 2694（48番人気）
ワイド票数 計 379446 的中 �� 4124（28番人気）�� 4162（27番人気）�� 4407（22番人気）
3連複票数 計1009222 的中 ��� 2580（75番人気）
3連単票数 計2230683 的中 ��� 825（418番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―12．0―12．2―12．6―12．0―11．9―11．8―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．9―36．9―49．1―1：01．7―1：13．7―1：25．6―1：37．4―1：48．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

ラ シ ー マ �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2012．7．1 中京3着

2010．4．3生 牡3鹿 母 ルミナスカラー 母母 インファチュエイト 13戦2勝 賞金 28，177，000円

12082 5月11日 雨 稍重 （25東京2）第7日 第10競走 ��2，000�
ち ち ぶ

秩 父 特 別
発走15時10分 （芝・左）

牝，4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，55�
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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

44 クイーンオリーブ 牝5青鹿55 戸崎 圭太有限会社シルク牧 光二 浦河 杵臼牧場 468＋162：00．3 3．8�
11 ニシノテキーラ 牝5鹿 55 内田 博幸西山 茂行氏 浅見 秀一 むかわ 西山牧場 466＋122：00．72� 4．1�
22 ディオベルタ 牝4栃栗55 蛯名 正義 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 456＋ 8 〃 ハナ 3．1�
55 デルマイザナミ 牝4鹿 55 藤岡 康太浅沼 廣幸氏 高野 友和 日高 ファニーヒルファーム 444－ 22：01．12� 46．3�
67 コスモバタフライ 牝5黒鹿55 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 小河 豊水 478＋ 22：01．31� 11．8�
33 ツインエンジェルズ 牝5青 55 柴田 善臣吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 452－ 22：01．4� 16．7	
78 ガーネットチャーム 牝4鹿 55 三浦 皇成 �社台レースホース鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 426＋ 2 〃 クビ 7．8

810� ヴェルデライト 牝5鹿 55 北村 宏司 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 466＋ 22：01．5クビ 27．5�
66 � トーセンインディ 牝5芦 55 武 豊島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 436－ 62：01．6	 27．6
79 カ ル マ ー ト 牝5黒鹿55 岩田 康誠 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－282：02．23� 30．1�
811 フ ァ ー ゴ 牝4栗 55 田中 勝春吉田 勝己氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 418－ 2 〃 アタマ 38．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 33，459，400円 複勝： 52，330，800円 枠連： 22，786，900円
馬連： 101，374，400円 馬単： 59，978，100円 ワイド： 37，549，600円
3連複： 111，637，200円 3連単： 229，297，900円 計： 648，414，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 150円 � 130円 枠 連（1－4） 660円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 300円 �� 230円 �� 280円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 3，170円

票 数

単勝票数 計 334594 的中 � 70945（2番人気）
複勝票数 計 523308 的中 � 86273（3番人気）� 92954（2番人気）� 128027（1番人気）
枠連票数 計 227869 的中 （1－4） 25555（2番人気）
馬連票数 計1013744 的中 �� 99092（3番人気）
馬単票数 計 599781 的中 �� 34812（3番人気）
ワイド票数 計 375496 的中 �� 30346（3番人気）�� 43052（1番人気）�� 33172（2番人気）
3連複票数 計1116372 的中 ��� 123444（1番人気）
3連単票数 計2292979 的中 ��� 53388（3番人気）

ハロンタイム 13．1―12．0―11．5―12．0―12．5―12．3―12．3―11．7―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．1―36．6―48．6―1：01．1―1：13．4―1：25．7―1：37．4―1：48．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

クイーンオリーブ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Machiavellian デビュー 2011．3．21 阪神3着

2008．3．21生 牝5青鹿 母 オリーブブランチ 母母 ソプラニーノ 14戦4勝 賞金 50，465，000円



12083 5月11日 雨 稍重 （25東京2）第7日 第11競走 ��
��1，400�第58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，24．5．12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，24．5．11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 55，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，300，000円 5，500，000円
付 加 賞 1，372，000円 392，000円 196，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

715 ダイワマッジョーレ 牡4鹿 56 蛯名 正義大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 436± 01：20．6 4．7�
23 トライアンフマーチ 牡7鹿 56 岩田 康誠 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 476－ 21：20．7� 12．1�
24 ガ ル ボ 牡6青 56 石橋 脩石川 一義氏 清水 英克 様似 髙村 伸一 474－ 2 〃 クビ 13．8�
510 レオアクティブ 牡4栗 56 田辺 裕信田中 博之氏 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 456－ 8 〃 アタマ 15．4�
816 シルクフォーチュン 牡7鹿 56 藤岡 康太有限会社シルク藤沢 則雄 新冠 中地 義次 470－ 41：20．8クビ 61．0�
818	 オセアニアボス 牡8青鹿56 柴田 善臣	グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry

Hill Stud B492－ 41：20．9� 183．8

714 サダムパテック 牡5鹿 58 武 豊大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512＋ 3 〃 ハナ 5．4�
35 トウケイヘイロー 牡4鹿 56 内田 博幸木村 信彦氏 清水 久詞 浦河 中村 和夫 492＋ 6 〃 ハナ 5．0�
817 テイエムオオタカ 牡5鹿 56 戸崎 圭太竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 502± 01：21．0� 20．4
11 インプレスウィナー 牡6青 56 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 460＋121：21．1
 30．0�
59 サ ン カ ル ロ 牡7黒鹿57 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510＋ 41：21．2クビ 14．0�
48 レッドスパーダ 牡7鹿 56 杉原 誠人 	東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 536－10 〃 クビ 31．0�
12 シャイニーホーク 牡5栗 56 小牧 太小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 514－ 81：21．51
 10．8�
36 パ ド ト ロ ワ 牡6鹿 56 北村 宏司吉田 照哉氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム 524－ 61：21．6
 104．6�
47 フラガラッハ 牡6鹿 56 高倉 稜 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 2 〃 クビ 43．6�
611 シ ル ポ ー ト 牡8鹿 56 酒井 学河﨑 五市氏 西園 正都 静内 タイヘイ牧場 506－ 21：21．7
 14．8�
612 フィフスペトル 牡7鹿 56 浜中 俊 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 41：21．8� 35．4�
713 タイキパーシヴァル 牡5栗 56 三浦 皇成�大樹ファーム 藤岡 健一 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 506－ 21：22．65 86．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 122，499，200円 複勝： 213，302，300円 枠連： 118，315，400円
馬連： 509，311，000円 馬単： 231，574，000円 ワイド： 188，949，300円
3連複： 748，949，100円 3連単： 1，164，217，100円 計： 3，297，117，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 360円 � 380円 枠 連（2－7） 870円

馬 連 �� 2，630円 馬 単 �� 4，390円

ワ イ ド �� 950円 �� 1，280円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 10，170円 3 連 単 ��� 47，540円

票 数

単勝票数 計1224992 的中 � 208343（1番人気）
複勝票数 計2133023 的中 � 386978（1番人気）� 141083（5番人気）� 132751（6番人気）
枠連票数 計1183154 的中 （2－7） 100840（2番人気）
馬連票数 計5093110 的中 �� 143151（6番人気）
馬単票数 計2315740 的中 �� 38952（8番人気）
ワイド票数 計1889493 的中 �� 50427（4番人気）�� 36421（9番人気）�� 25852（18番人気）
3連複票数 計7489491 的中 ��� 54370（23番人気）
3連単票数 計11642171 的中 ��� 18075（96番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．2―11．8―11．4―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．7―33．9―45．7―57．1―1：08．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F34．9
3 5，6（8，13）（11，17）4－（3，15）（2，9，12）14（1，10，18）7－16 4 5，6（8，13）11（4，17）（3，15）（2，9，12）（1，14）（7，10，18）－16

勝馬の
紹 介

ダイワマッジョーレ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Law Society デビュー 2012．2．5 京都1着

2009．1．17生 牡4鹿 母 フ ァ ン ジ カ 母母 Florie 13戦5勝 賞金 169，390，000円
〔発走状況〕 フラガラッハ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 インプレスウィナー号の騎手田中勝春は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）

ガルボ号の騎手石橋脩は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の18頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）18頭 アドマイヤロイヤル号・イケドラゴン号・インペリアルマーチ号・エタンダール号・クレスコグランド号・

サニーサンデー号・セイウンジャガーズ号・セイクレットレーヴ号・タムロスカイ号・ツクバホクトオー号・
トップカミング号・ネオサクセス号・ベストディール号・ホッカイカンティ号・マルセリーナ号・
ムーンリットレイク号・メイショウツチヤマ号・ヤマカツハクリュウ号

12084 5月11日 雨 稍重 （25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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

611 エステーラブ 牝6青鹿55 内田 博幸齋藤 宏明氏 萱野 浩二 新冠 平山牧場 460± 01：23．9 6．0�
59 カフェラビリンス 牡6鹿 57 柴田 善臣西川 恭子氏 松山 康久 千歳 社台ファーム 532－ 2 〃 クビ 23．3�
24 アルベルティ 牡5鹿 57 武 豊 H.R.H．プリンセス・ハヤ 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508－ 21：24．11� 3．0�
23 ジャーグラット 牡5栗 57 三浦 皇成本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 426－ 61：24．63 22．4�
36 プロスペラスマム 牝6鹿 55 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 524± 01：24．7クビ 245．5�
815 トウショウロジック 牡6鹿 57 酒井 学トウショウ産業� 清水 英克 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 512± 01：24．8� 42．1	
48 ブロックコード 牡5青鹿57 田中 勝春
ターフ・スポート宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 486＋ 61：24．9� 15．4�
713	 シゲルクルミ 牡4鹿 57 岩田 康誠森中 蕃氏 佐藤 吉勝 浦河 三枝牧場 474± 01：25．0� 20．6�
510 ヤマチョウフェア 牡5黒鹿57 石橋 脩長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 478＋ 21：25．21� 4．6
714 カネトシリープイン 牡5芦 57 藤岡 康太兼松 利男氏 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 B478± 01：25．51� 5．3�
11 ド ル モ ン 牡4鹿 57 北村 宏司伊藤 信之氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 B502＋ 41：25．71� 57．5�
35 セトノシャンクス 牡5栗 57 高倉 稜難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 484＋ 21：26．01� 227．1�
612 カズノタイショウ 牡6栗 57

55 △杉原 誠人鈴木 可一氏 小笠 倫弘 新ひだか フジワラフアーム B476± 01：26．21� 297．4�
816 バ ル ー ン 牡6鹿 57 蛯名 正義白井 岳氏 矢野 英一 日高 白瀬 明 B492＋ 41：26．62� 12．9�
47 メイショウゾンビ 牡4鹿 57 横山 典弘松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 480＋ 21：27．02� 48．4�
12 カリスマアキラ 牡4栗 57 吉田 豊 Him Rock Racing 上原 博之 日高 タバタファーム 474＋ 81：27．21� 129．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，294，500円 複勝： 74，613，600円 枠連： 37，442，700円
馬連： 135，597，300円 馬単： 78，500，500円 ワイド： 56，731，300円
3連複： 172，865，600円 3連単： 312，402，300円 計： 914，447，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 200円 � 470円 � 150円 枠 連（5－6） 1，430円

馬 連 �� 8，780円 馬 単 �� 15，190円

ワ イ ド �� 2，360円 �� 440円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 8，300円 3 連 単 ��� 67，660円

票 数

単勝票数 計 462945 的中 � 60863（4番人気）
複勝票数 計 746136 的中 � 98466（4番人気）� 31596（8番人気）� 166250（1番人気）
枠連票数 計 374427 的中 （5－6） 19380（6番人気）
馬連票数 計1355973 的中 �� 11401（30番人気）
馬単票数 計 785005 的中 �� 3815（50番人気）
ワイド票数 計 567313 的中 �� 5549（29番人気）�� 35108（3番人気）�� 13194（12番人気）
3連複票数 計1728656 的中 ��� 15384（26番人気）
3連単票数 計3124023 的中 ��� 3408（200番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―34．8―46．9―59．2―1：11．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F37．0
3 ・（2，10，12）4，14（7，15）－9－（3，11）－（13，8）（6，16）－1，5 4 ・（2，10，12）4（15，14）7－9（3，11）－（13，8）（6，16）－5，1
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

エステーラブ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2009．7．19 札幌1着

2007．4．3生 牝6青鹿 母 ザ フ ェ イ ツ 母母 ミスシャグラ 24戦2勝 賞金 41，932，000円
［他本会外：3戦2勝］

※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。
（非当選馬） 3頭 ゴールデンクラウン号・ジャズピアノ号・ミルキーブロード号



（25東京2）第7日 5月11日（土曜日） 雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 184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

261，620，000円
2，080，000円
5，360，000円
2，700，000円
23，880，000円
69，819，500円
5，764，800円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
422，357，000円
758，235，500円
332，351，300円
1，257，647，200円
717，061，900円
520，552，500円
1，656，522，100円
2，849，407，700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 8，514，135，200円

総入場人員 22，753名 （有料入場人員 21，372名）
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