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12061 5月5日 晴 良 （25東京2）第6日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時05分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

510 プランタンビジュー 牝3鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 450＋ 21：25．7 11．8�
（仏）

48 ヒ メ サ ク ラ 牝3鹿 54 石橋 脩岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 460－ 21：26．55 11．8�
47 アースザスリー 牝3鹿 54 岩田 康誠 �クイーンズ・ランチ 加藤 征弘 新ひだか 折手牧場 470± 01：26．71� 3．0�
59 ディアアスペン 牝3栗 54 三浦 皇成ディアレスト 田村 康仁 青森 野々宮牧場 454± 0 〃 クビ 7．7�
35 ニキーヤダイヤ 牝3栗 54 内田 博幸池田 豊治氏 土田 稔 浦河 鎌田 正嗣 464＋ 61：26．91 19．1	
612 アーケオプテリクス 牝3鹿 54 武士沢友治佐々木雄二氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 41：27．11� 24．4

12 フライングマオ 牝3黒鹿54 C．デムーロ 森口�一郎氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 436＋ 21：27．2� 13．2�

（伊）

816 ビーフィットウォー 牝3青鹿54 横山 典弘 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 416－ 41：27．3� 3．5

24 ポ タ ラ カ 牝3黒鹿54 柴田 大知�ミルファーム 斎藤 誠 新ひだか 小野 秀治 436± 01：27．4� 40．1�
713 ネ ス 牝3青 54 大庭 和弥楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 日高 浜本牧場 454＋ 81：27．82� 105．5�
36 キャニオンチャーム 牝3黒鹿54 川須 栄彦�谷川牧場 伊藤 圭三 浦河 谷川牧場 B450－ 6 〃 アタマ 101．4�
611 ラインビューティー 牝3栗 54 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 476＋ 21：28．22� 9．8�
23 アンサーソング 牝3黒鹿 54

52 △菱田 裕二 �社台レースホース田島 俊明 安平 追分ファーム 448＋ 21：28．73 148．8�
714 オランジュドール 牝3栗 54 福永 祐一 �グリーンファーム戸田 博文 千歳 社台ファーム 418± 0 〃 クビ 72．7�
11 ゴッドガーデン 牝3栗 54 田中 博康柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 426＋ 91：29．65 322．1�

（15頭）
815 アポロレジーナ 牝3鹿 54 北村 宏司アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 474－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 17，409，800円 複勝： 32，404，100円 枠連： 16，043，200円
馬連： 32，166，300円 馬単： 20，094，000円 ワイド： 16，142，200円
3連複： 30，248，500円 3連単： 45，500，500円 計： 210，008，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 450円 � 380円 � 150円 枠 連（4－5） 850円

馬 連 �� 5，930円 馬 単 �� 12，420円

ワ イ ド �� 2，030円 �� 690円 �� 780円

3 連 複 ��� 6，580円 3 連 単 ��� 51，990円

票 数

単勝票数 差引計 174098（返還計 46562） 的中 � 11657（6番人気）
複勝票数 差引計 324041（返還計113851） 的中 � 15449（8番人気）� 18827（7番人気）� 81001（1番人気）
枠連票数 差引計 160432（返還計 17603） 的中 （4－5） 13943（3番人気）
馬連票数 差引計 321663（返還計254001） 的中 �� 4004（24番人気）
馬単票数 差引計 200940（返還計163053） 的中 �� 1194（47番人気）
ワイド票数 差引計 161422（返還計113505） 的中 �� 1872（30番人気）�� 5927（6番人気）�� 5235（7番人気）
3連複票数 差引計 302485（返還計468112） 的中 ��� 3395（22番人気）
3連単票数 差引計 455005（返還計681392） 的中 ��� 646（174番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．7―35．9―48．8―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 10（9，16）7（4，8）2，3，1（5，11）（12，14）－13－6 4 10（9，16）（4，7，8）（2，3，11）5，1（12，14）13，6

勝馬の
紹 介

プランタンビジュー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．10．6 京都2着

2010．4．12生 牝3鹿 母 スプリングチケット 母母 カズミハルコマ 4戦1勝 賞金 8，550，000円
〔競走除外〕 アポロレジーナ号は，発走地点で他の馬に蹴られ，疾病〔右飛節部挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻5分遅

延。
※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 マザーズアイ号
※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。

12062 5月5日 晴 良 （25東京2）第6日 第2競走 ��1，600�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
1：34．4
1：33．3

重
良

510 アイディドゥイット 牡3栗 56 三浦 皇成前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社
ノースヒルズ 488＋ 41：39．2 8．7�

612 サルジェンツチェリ 牡3芦 56 武士沢友治加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 466± 01：39．83� 31．8�
35 リ ヴ ァ ロ 牝3鹿 54 C．デムーロ 四本 昭弘氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 448± 01：40．43� 13．3�

（伊）

713 ラ グ ー ン 牝3栗 54 武 豊桐谷 茂氏 大和田 成 新ひだか 坂本 春雄 442－ 61：40．82� 14．5�
11 ヒーローゴールド 牡3鹿 56 江田 照男井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 三石橋本牧場 478± 0 〃 ハナ 18．8�
47 ブルーローズ 牡3鹿 56 岩田 康誠青山 洋一氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 450± 01：40．9� 3．5�
24 エアセノーテ 牡3栗 56 横山 典弘 	ラッキーフィールド伊藤 正徳 様似 猿倉牧場 500＋ 21：41．11 5．0

48 ディアストライカー 牡3鹿 56 北村 宏司ディアレスト 栗田 徹 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B482＋ 2 〃 クビ 25．3�
714 スキャットマン 牡3黒鹿56 大庭 和弥千葉 正人氏 鈴木 伸尋 新ひだか 白井 吉美 452＋ 61：41．31 211．8�
12 コウヨウセレクト 牡3栗 56 福永 祐一寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 498＋ 21：41．4� 33．4
36 ドリームアース 牡3鹿 56

54 △菱田 裕二森 保彦氏 小桧山 悟 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム 474＋ 21：41．72 259．1�

611 ウインエスペランサ 牡3芦 56 柴田 大知	ウイン 粕谷 昌央 日高 旭 牧場 B488± 0 〃 クビ 104．6�
815 チャックフィールド 牡3鹿 56 M．デムーロ田島榮二郎氏 大竹 正博 日高 坂 牧場 524－ 21：41．8� 6．9�

（仏）

23 グレイスヒーロー 牡3栗 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 446－ 8 〃 ハナ 5．9�
59 ブラックテラー 牡3栗 56 田中 博康小川 敏夫氏 小桧山 悟 新ひだか 石川 栄一 476＋ 51：41．9クビ 393．5�
816 サクラファイティン 牡3鹿 56 浜中 俊	さくらコマース伊藤 圭三 新ひだか 山田牧場 506－ 41：42．96 42．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，672，400円 複勝： 29，649，100円 枠連： 14，755，600円
馬連： 50，471，000円 馬単： 31，215，100円 ワイド： 23，206，800円
3連複： 63，500，700円 3連単： 93，456，200円 計： 324，926，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 310円 � 550円 � 450円 枠 連（5－6） 8，620円

馬 連 �� 10，560円 馬 単 �� 18，320円

ワ イ ド �� 2，460円 �� 1，790円 �� 4，980円

3 連 複 ��� 39，960円 3 連 単 ��� 214，200円

票 数

単勝票数 計 186724 的中 � 17002（5番人気）
複勝票数 計 296491 的中 � 27486（4番人気）� 13462（9番人気）� 16965（7番人気）
枠連票数 計 147556 的中 （5－6） 1264（27番人気）
馬連票数 計 504710 的中 �� 3530（38番人気）
馬単票数 計 312151 的中 �� 1258（67番人気）
ワイド票数 計 232068 的中 �� 2332（32番人気）�� 3240（25番人気）�� 1130（53番人気）
3連複票数 計 635007 的中 ��� 1173（119番人気）
3連単票数 計 934562 的中 ��� 322（637番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―12．0―12．7―12．8―12．8―13．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．1―35．1―47．8―1：00．6―1：13．4―1：26．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイディドゥイット �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ゼネラリスト デビュー 2013．2．3 東京5着

2010．4．4生 牡3栗 母 プリティメイズ 母母 ハートリープス 5戦1勝 賞金 7，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時35分に変更。
〔制裁〕 ヒーローゴールド号の騎手江田照男は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成25年5月11日から平成25年

5月19日まで騎乗停止。（被害馬：6番・7番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 イフウドウドウ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第２回 東京競馬 第６日



12063 5月5日 晴 良 （25東京2）第6日 第3競走 ��
��1，300�サラブレッド系3歳

発走11時00分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．4
1：16．4

重
重

714 コアレスキング 牡3鹿 56 吉田 豊小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 コアレススタッド 520＋ 41：19．4 2．7�
48 � フロリダブルー 牡3鹿 56 内田 博幸 �クイーンズ・ランチ 松山 康久 米 Darley & Craig

D. Upham 458－ 2 〃 ハナ 6．0�
59 スワンボート 牡3鹿 56 横山 典弘田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 オンワード牧場 454－ 41：20．14 15．9�
11 メイショウトラクマ 牡3黒鹿56 武 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 514＋ 2 〃 クビ 2．8�
611� ハントヴェルカー 牡3鹿 56 三浦 皇成前田 幸治氏 田中 剛 米

Gabriel Duignan, Rich-
ard Strappe, Bradley
TB’s & Cherokee Equine

514＋ 61：20．63 58．2�
23 アルバラード 牡3鹿 56 川須 栄彦有限会社シルク伊藤 圭三 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B474－ 21：20．91� 282．0	
47 クリーンオトコギ 牡3栗 56 石橋 脩石橋 和夫氏 清水 英克 様似 猿倉牧場 456＋101：21．11	 312．3

713 ムネニアオリボン 牡3鹿 56 武士沢友治江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 500－ 61：21．31	 404．2�
815 ゴールデンソウル 牡3栗 56 C．デムーロ 落合 幸弘氏 斎藤 誠 新ひだか 土田 扶美子 448＋181：21．4
 16．1�

（伊）

35 イイデジャスト 牝3黒鹿54 浜中 俊 �アールエスエーカントリ土田 稔 新冠 山岡ファーム 476－ 4 〃 アタマ 103．8
24 デルマアマノジャク 牝3芦 54 宮崎 北斗浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 430± 01：21．71� 148．0�
816 スパイグラスヒル 牡3黒鹿56 大庭 和弥松田 整二氏 田島 俊明 浦河 山下 恭茂 478－ 61：22．01� 276．2�
36 ショウナンパンチ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太国本 哲秀氏 伊藤 大士 日高 坂田牧場 516＋ 8 〃 ハナ 11．8�
612 ビックファントム 牡3鹿 56 田中 勝春芹澤 精一氏 勢司 和浩 新ひだか 本桐牧場 502± 01：22．1
 19．2�
510 ブライティアミル 牝3栗 54 M．デムーロ小林 昌志氏 的場 均 新冠 清水 克則 464＋ 8 〃 アタマ 21．0�

（仏）

12 ノーブルダンス 牝3鹿 54
52 △菱田 裕二吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前川 正美 438＋ 21：22．63 591．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，338，200円 複勝： 48，690，100円 枠連： 17，419，300円
馬連： 64，733，600円 馬単： 46，244，400円 ワイド： 30，432，600円
3連複： 93，697，800円 3連単： 154，788，100円 計： 483，344，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 200円 � 400円 枠 連（4－7） 850円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 380円 �� 750円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 4，940円 3 連 単 ��� 13，900円

票 数

単勝票数 計 273382 的中 � 80876（1番人気）
複勝票数 計 486901 的中 � 168957（1番人気）� 54392（3番人気）� 21134（7番人気）
枠連票数 計 174193 的中 （4－7） 15187（2番人気）
馬連票数 計 647336 的中 �� 54149（2番人気）
馬単票数 計 462444 的中 �� 24614（3番人気）
ワイド票数 計 304326 的中 �� 21989（2番人気）�� 9876（10番人気）�� 4087（18番人気）
3連複票数 計 936978 的中 ��� 14018（12番人気）
3連単票数 計1547881 的中 ��� 8224（34番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．2―29．9―42．4―54．8―1：06．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コアレスキング �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ジェニュイン デビュー 2012．8．4 新潟6着

2010．4．22生 牡3鹿 母 コアレスサンデー 母母 リイフオーダンサー 6戦1勝 賞金 9，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時05分に変更。
※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） 1頭 ギンヤンマ号
（非抽選馬） 2頭 アンナチュラル号・リルバニヤン号
※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。

12064 5月5日 晴 良 （25東京2）第6日 第4競走 ��1，600�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
1：31．3
1：30．7

良
良

48 セデュウシング 牝3栗 54 北村 宏司山田 和正氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 464－ 81：34．3 5．2�
59 トミケングレンサ 牡3栗 56 岩田 康誠冨樫 賢二氏 水野 貴広 日高 戸川牧場 474＋ 21：34．61� 4．1�
611 ベルゲンクライ 牡3芦 56 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 486－ 41：34．7� 30．7�
12 オ ベ ロ ン �3鹿 56 C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 470－ 21：34．8� 5．7�

（豪）

816 コスモソーク 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 旭 牧場 528＋ 21：35．01 79．0�
24 ティアップビクター 牡3黒鹿56 江田 照男田中 昇氏 高木 登 浦河 猿橋 義昭 450－ 2 〃 アタマ 49．7	
713 グ ン シ ン 牡3鹿 56 武 豊�大島牧場 堀井 雅広 浦河 大島牧場 466－ 21：35．1� 67．4

612 ユキアカリノマチ 牝3黒鹿54 M．デムーロ吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 492± 01：35．2� 4．4�

（仏）

818 マイネルゴスホーク 牡3鹿 56 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 古賀 慎明 浦河 大北牧場 498－ 2 〃 ハナ 15．5

47 ドラゴンヘラクレス 牡3青鹿56 武士沢友治窪田 康志氏 高柳 瑞樹 日高 三城牧場 446－ 41：35．41� 36．5�
36 ハーツオブテキサス 牝3黒鹿54 浜中 俊吉田 千津氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 486＋ 21：35．82� 20．9�
35 サクライスピラート 牡3鹿 56 戸崎 圭太�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 新和牧場 458－10 〃 ハナ 9．0�
714 スターポケット 牝3黒鹿54 大庭 和弥西城 公雄氏 高橋 文雅 新ひだか 寺越 政幸 460－ 4 〃 ハナ 173．2�
817 カシマルフィ 牡3黒鹿56 田中 勝春�カシマ 高市 圭二 むかわ 上水牧場 460－ 21：36．43� 73．9�
510 ショウワダンディ 牡3鹿 56 C．デムーロ 山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 安平 有限会社 ノー

ザンレーシング 494－ 41：37．78 31．5�
（伊）

23 ビ ジ ン ダ ネ 牝3鹿 54
52 △菱田 裕二坪野谷和平氏 和田 雄二 新冠 川上牧場 434－ 21：37．8� 307．8�

11 アンダインフェイム 牡3黒鹿56 石橋 脩�Basic 和田 正道 新冠 川島牧場 454－201：39．8大差 40．0�
715 ナイキスカイ 牡3黒鹿56 内田 博幸小野 誠治氏 古賀 史生 浦河 アイオイファーム 510 ―1：40．11� 145．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，034，700円 複勝： 44，841，400円 枠連： 17，460，900円
馬連： 58，983，000円 馬単： 36，094，400円 ワイド： 29，066，800円
3連複： 75，499，500円 3連単： 111，536，300円 計： 398，517，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 190円 � 170円 � 470円 枠 連（4－5） 780円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，650円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 8，490円 3 連 単 ��� 32，680円

票 数

単勝票数 計 250347 的中 � 38547（3番人気）
複勝票数 計 448414 的中 � 69664（2番人気）� 81713（1番人気）� 19592（7番人気）
枠連票数 計 174609 的中 （4－5） 16641（2番人気）
馬連票数 計 589830 的中 �� 40474（2番人気）
馬単票数 計 360944 的中 �� 11910（4番人気）
ワイド票数 計 290668 的中 �� 19615（1番人気）�� 4124（17番人気）�� 4125（16番人気）
3連複票数 計 754995 的中 ��� 6564（21番人気）
3連単票数 計1115363 的中 ��� 2519（81番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．4―35．2―47．0―58．8―1：10．7―1：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F35．5
3 5，2，6（1，3）8（4，16）9（7，17，13，18）（10，12）（14，11）＝15 4 ・（5，2）6（3，8）1（4，9）16（7，13）（17，18）（10，11，12）14＝15

勝馬の
紹 介

セデュウシング �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Thunder Gulch デビュー 2012．11．18 東京3着

2010．2．20生 牝3栗 母 シダクティヴリー 母母 Torrid Affair 4戦1勝 賞金 7，300，000円
〔制裁〕 ショウワダンディ号の騎手C．デムーロは，発走後まもなくの御法（前の馬に接触した）について戒告。（被害馬：11番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ナイキスカイ号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平成25年5月6日から平成25年5月26日

まで出走停止。停止期間の満了後に平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アンダインフェイム号・ナイキスカイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年6月

5日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 カネトシエスプリ号
※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。



12065 5月5日 晴 良 （25東京2）第6日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時20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

67 コスモブレード 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 手塚 貴久 新ひだか 小河 豊水 484＋ 22：00．5 3．2�
811 トーセンゴージャス 牡3黒鹿56 北村 宏司島川 �哉氏 木村 哲也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－14 〃 クビ 6．4�
710 レアパルファム 牝3芦 54 C．デムーロ 森 保彦氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 462－ 22：01．24 3．3�

（伊）

68 ワッペンジュニア 牡3青鹿56 C．ウィリアムズ 有限会社シルク尾関 知人 安平 ノーザンファーム 464± 0 〃 クビ 15．2�
（豪）

33 レディアントデイズ 牡3栗 56 岩田 康誠髙橋 長治氏 田村 康仁 新ひだか グローリーファーム 482＋ 22：01．51� 8．7	
44 セビジャーナス 牝3黒鹿54 武士沢友治加藤 厚子氏 浅野洋一郎 日高 広富牧場 424＋ 8 〃 クビ 13．8

812 ノエルキャロル 牡3鹿 56 戸崎 圭太吉田 勝己氏 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 452＋ 42：01．6クビ 9．3�
22 ドラゴンウォー 牡3鹿 56 福永 祐一窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 498± 02：01．7� 11．2�
56 ニシノアイボウ 牡3鹿 56 江田 照男西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 478－ 42：01．91� 120．2
55 シェランコントレ 牡3栗 56

54 △菱田 裕二大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 バンブー牧場 432－ 62：03．28 171．7�
11 サンシャインレディ 牝3青 54 大庭 和弥�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 434＋ 22：03．3クビ 97．1�
79 ミ ス ズ 牝3鹿 54 吉田 豊松本 俊廣氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 454 ―2：06．3大差 72．3�

（アイビーバニヤン）

（12頭）

売 得 金
単勝： 25，005，900円 複勝： 37，316，700円 枠連： 15，282，800円
馬連： 63，354，600円 馬単： 38，858，900円 ワイド： 25，135，000円
3連複： 66，394，400円 3連単： 119，962，600円 計： 391，310，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 180円 � 130円 枠 連（6－8） 460円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 430円 �� 240円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 6，530円

票 数

単勝票数 計 250059 的中 � 62063（1番人気）
複勝票数 計 373167 的中 � 79176（2番人気）� 45439（3番人気）� 87006（1番人気）
枠連票数 計 152828 的中 （6－8） 24636（2番人気）
馬連票数 計 633546 的中 �� 51623（2番人気）
馬単票数 計 388589 的中 �� 15455（3番人気）
ワイド票数 計 251350 的中 �� 13640（3番人気）�� 30256（1番人気）�� 12549（5番人気）
3連複票数 計 663944 的中 ��� 38685（2番人気）
3連単票数 計1199626 的中 ��� 13572（7番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―11．3―12．1―12．3―12．6―12．5―11．8―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．5―35．8―47．9―1：00．2―1：12．8―1：25．3―1：37．1―1：48．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．2

3 8－7，6，4（5，2，10）3，11（1，12）＝9
2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモブレード �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2012．9．29 中山3着

2010．4．27生 牡3鹿 母 シルバーインゴット 母母 Christabelle 3戦1勝 賞金 7，550，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミスズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年6月5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。

12066 5月5日 晴 良 （25東京2）第6日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時50分 （芝・左）

牝，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
1：44．2
1：44．1

良
良

89 スマートレイアー 牝3芦 54 武 豊大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 460－121：49．5 1．6�
44 ピクシーホロウ 牝3鹿 54 C．ウィリアムズ 吉田 和美氏 大竹 正博 新冠 若林牧場 478＋101：49．6� 14．0�

（豪）

11 スーパーマダム 牝3鹿 54 内田 博幸原 �子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 472＋ 61：50．34 4．0�
55 アドマイヤイチバン 牝3青鹿54 福永 祐一近藤 利一氏 戸田 博文 日高 シンボリ牧場 464＋ 8 〃 クビ 10．2�
88 スマートルピナス 牝3鹿 54 武士沢友治大久保典義氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 442－ 2 〃 ハナ 21．7�
22 サトノフェアリー 牝3鹿 54 田中 勝春里見 治氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 420－ 81：50．4� 22．1�
66 ティンホイッスル 牝3黒鹿54 大庭 和弥 	荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 大西ファーム 452＋ 61：50．61� 23．1

77 コスモピースフル 牝3鹿 54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 41：50．81� 17．2�
33 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 470＋121：51．75 108．2�

（9頭）

売 得 金
単勝： 35，247，700円 複勝： 80，421，500円 枠連： 13，122，700円
馬連： 62，629，400円 馬単： 59，189，500円 ワイド： 29，649，700円
3連複： 78，076，100円 3連単： 210，198，400円 計： 568，535，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 260円 � 120円 枠 連（4－8） 1，100円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 420円 �� 150円 �� 470円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 4，510円

票 数

単勝票数 計 352477 的中 � 178487（1番人気）
複勝票数 計 804215 的中 � 480699（1番人気）� 31082（5番人気）� 124256（2番人気）
枠連票数 計 131227 的中 （4－8） 8846（4番人気）
馬連票数 計 626294 的中 �� 44792（4番人気）
馬単票数 計 591895 的中 �� 32418（5番人気）
ワイド票数 計 296497 的中 �� 14320（7番人気）�� 72765（1番人気）�� 12320（8番人気）
3連複票数 計 780761 的中 ��� 72721（3番人気）
3連単票数 計2101984 的中 ��� 34435（11番人気）

ハロンタイム 13．2―12．3―13．0―12．8―12．8―12．5―11．0―10．7―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．5―38．5―51．3―1：04．1―1：16．6―1：27．6―1：38．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．4―3F32．9

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

勝馬の
紹 介

スマートレイアー 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2013．4．7 阪神1着

2010．5．15生 牝3芦 母 スノースタイル 母母 シャルムダンサー 2戦2勝 賞金 12，000，000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。



12067 5月5日 晴 良 （25東京2）第6日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走13時20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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

612� ケイアイヘルメス 牡5黒鹿57 戸崎 圭太亀田 和弘氏 田村 康仁 米 Morihiro
Kameda 524＋ 21：25．0 2．5�

23 ジツリキフォーティ 牡4黒鹿57 岩田 康誠河合實貴男氏 古賀 慎明 浦河 上山牧場 496－ 41：25．1	 2．6�
816
 ビットアレグロ 牡4栗 57 柴田 大知礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 476－ 61：25．31� 84．8�
11 セイントチャンス 牡4鹿 57 石橋 脩内海 正章氏 勢司 和浩 様似 清水スタッド 478＋ 41：25．61	 34．3�
12 
 トーセンブリッツ 牡5青 57 浜中 俊島川 �哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B460－ 4 〃 アタマ 8．9�
611 マイネルガネーシャ 牡5栗 57 C．ウィリアムズ 	サラブレッドクラブ・ラフィアン 畠山 重則 日高 今井牧場 502＋ 21：25．7クビ 10．5


（豪）

815
 レッドガルシア 牡4栗 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 B494－ 2 〃 クビ 51．9�
35 
 ロードエストレーラ 牡4栗 57 田中 勝春 	ロードホースクラブ 新開 幸一 浦河 丸幸小林牧場 502－ 21：25．8� 103．0�
48 デイブレイク 牡5鹿 57 内田 博幸ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム B490＋ 2 〃 ハナ 14．1�
24 スノウプリンス 牡5栗 57 江田 照男野口 弘司氏 小西 一男 浦河 畔高牧場 476＋12 〃 ハナ 156．9�
36 サーストンデンバー 牡4鹿 57 三浦 皇成齊藤 宣勝氏 天間 昭一 新ひだか 仲野牧場 B510－ 21：25．9� 38．0�
59 リュウシンヒーロー 5鹿 57 武士沢友治桑畑 �信氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 448＋ 4 〃 ハナ 227．8�
713
 ス ペ ク ラ 牡4鹿 57 福永 祐一林 正道氏 田村 康仁 安平 追分ファーム 490－ 21：26．0� 42．8�
47 
 ウインアンブロシア 牝4鹿 55

53 △菱田 裕二	ウイン 粕谷 昌央 安平 追分ファーム 448－ 21：26．95 95．6�
510
 トミケンウエスト 牡4鹿 57 川須 栄彦冨樫 賢二氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 476＋ 81：28．7大差 61．2�
714�
 ツヴァイハンダー 牡4鹿 57 北村 宏司伊藤 英明氏 藤沢 和雄 米 Hidetoshi

Yamamoto B546－ 21：28．91� 23．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，939，300円 複勝： 48，365，900円 枠連： 25，015，200円
馬連： 87，616，300円 馬単： 57，426，200円 ワイド： 41，390，700円
3連複： 110，412，700円 3連単： 185，844，100円 計： 588，010，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 120円 � 1，010円 枠 連（2－6） 260円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 160円 �� 2，430円 �� 3，590円

3 連 複 ��� 9，470円 3 連 単 ��� 29，450円

票 数

単勝票数 計 319393 的中 � 101538（1番人気）
複勝票数 計 483659 的中 � 123672（2番人気）� 142550（1番人気）� 6430（12番人気）
枠連票数 計 250152 的中 （2－6） 71374（1番人気）
馬連票数 計 876163 的中 �� 233929（1番人気）
馬単票数 計 574262 的中 �� 80419（1番人気）
ワイド票数 計 413907 的中 �� 91676（1番人気）�� 3314（24番人気）�� 2217（40番人気）
3連複票数 計1104127 的中 ��� 8611（23番人気）
3連単票数 計1858441 的中 ��� 4658（75番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―34．9―47．0―59．6―1：12．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F38．0
3 14－8（6，10，11）－（13，12）3（2，9，15）－（4，16）（5，7）1 4 14（8，11）（6，10）12，13（3，15）9，2（4，16）7（5，1）

勝馬の
紹 介

�ケイアイヘルメス �
�
父 Pulpit �

�
母父 In Excess デビュー 2010．11．1 東京2着

2008．4．18生 牡5黒鹿 母 Just Too Too 母母 Marsh Grass 20戦3勝 賞金 40，700，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

12068 5月5日 晴 良 （25東京2）第6日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走13時50分 （芝・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
1：56．1
1：56．1

良
良

67 ビームライフル 牡4青鹿57 戸崎 圭太西山 茂行氏 須貝 尚介 新ひだか 本桐牧場 468＋ 42：00．1 32．1�
68 ボーイフレンド 牡4栗 57 浜中 俊北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 444－ 42：00．31� 45．0�
811 ヒールゼアハーツ 牡5栗 57 福永 祐一 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 498－ 22：00．4クビ 4．6�
22 グレートマーシャル 牡5鹿 57 武士沢友治浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 478－102：00．5� 41．6�
44 ニシノボレロ 牡4青鹿57 吉田 豊西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 488＋ 6 〃 クビ 21．0�
812	 ユウターウェーヴ 牡6栗 57 田中 勝春北前孔一郎氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 492± 0 〃 アタマ 49．1	
33 タイセイグルーヴィ 牡4鹿 57 C．ウィリアムズ 田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 470± 0 〃 ハナ 9．9


（豪）

55 サンライズトゥルー 牡4鹿 57 M．デムーロ松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 456－ 42：00．6� 1．9�
（仏）

11 セイクリッドロード 牡4鹿 57 内田 博幸吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 510＋ 8 〃 クビ 17．3�
79 クリビツテンギョ 牡4栗 57 武 豊�浜本牧場 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 480± 02：00．7クビ 9．2
56 グリッドマトリクス 牡7鹿 57 柴田 大知薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 バンダム牧場 512＋ 22：00．91
 293．7�
710 ケルンフォーティー 牡4栗 57 岩田 康誠谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育

成牧場 446－ 42：01．11
 12．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 40，847，700円 複勝： 61，236，800円 枠連： 22，824，400円
馬連： 85，537，400円 馬単： 62，733，000円 ワイド： 37，851，300円
3連複： 104，807，600円 3連単： 213，512，100円 計： 629，350，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，210円 複 勝 � 800円 � 1，020円 � 220円 枠 連（6－6） 34，240円

馬 連 �� 24，230円 馬 単 �� 66，330円

ワ イ ド �� 4，630円 �� 2，360円 �� 2，780円

3 連 複 ��� 72，290円 3 連 単 ��� 554，840円

票 数

単勝票数 計 408477 的中 � 10058（8番人気）
複勝票数 計 612368 的中 � 18024（9番人気）� 13891（10番人気）� 91825（2番人気）
枠連票数 計 228244 的中 （6－6） 492（32番人気）
馬連票数 計 855374 的中 �� 2606（51番人気）
馬単票数 計 627330 的中 �� 698（101番人気）
ワイド票数 計 378513 的中 �� 1994（42番人気）�� 3975（25番人気）�� 3362（28番人気）
3連複票数 計1048076 的中 ��� 1070（129番人気）
3連単票数 計2135121 的中 ��� 284（820番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―11．8―11．9―12．3―12．5―12．5―11．3―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．8―36．6―48．5―1：00．8―1：13．3―1：25．8―1：37．1―1：48．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

ビームライフル �
�
父 ソングオブウインド �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2011．7．30 新潟4着

2009．2．11生 牡4青鹿 母 ショウナンアネーロ 母母 ショウナンハピネス 17戦3勝 賞金 37，311，000円
〔制裁〕 ボーイフレンド号の騎手浜中俊は，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：4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。



12069 5月5日 晴 良 （25東京2）第6日 第9競走 ��
��1，600�

しょうなん

湘南ステークス
発走14時25分 （芝・左）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

510 フジマサエンペラー 牡4黒鹿57 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 502＋ 21：32．5 4．4�
48 ダンスファンタジア 牝5鹿 55 M．デムーロ �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 468＋16 〃 クビ 21．5�

（仏）

715 サンライズメジャー 牡4栗 57 福永 祐一松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 478－101：32．6クビ 11．0�
36 ヒラボクインパクト 牡5鹿 57 北村 宏司�平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 486＋ 21：32．81� 8．1�
612 ミヤビファルネーゼ 牡5黒鹿57 戸崎 圭太村上 義勝氏 戸田 博文 浦河 大成牧場 484＋ 2 〃 アタマ 3．8	
11 ラ ロ メ リ ア 	5鹿 57 C．ウィリアムズ �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 430－ 61：32．9� 18．6


（豪）

611 ラインジェシカ 牝6栗 55 横山 典弘大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 498－ 61：33．0クビ 78．4�
47 ワ イ ズ リ ー 	5栗 57 吉田 豊前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 452－ 2 〃 クビ 16．5�
12 キッズニゴウハン 牡5栗 57 内田 博幸瀬谷 雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム B482－ 4 〃 ハナ 20．3�
818 ショウナンラムジ 牡4鹿 57 川須 栄彦国本 哲秀氏 矢作 芳人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 496－ 81：33．1� 8．6�
714 セイクリッドセブン 牡6栗 57 菱田 裕二 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 21：33．31
 160．7�
59 � ロードロックスター 牡7鹿 57 C．デムーロ �ロードホースクラブ 笹田 和秀 愛 K.I. Farm 504－ 2 〃 アタマ 22．9�

（伊）

817 アイウォントユー 牡6栗 57 岩部 純二薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 464－12 〃 アタマ 125．6�
24 マイネルエルフ 牡7鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 518－ 41：33．4クビ 194．5�
816 エスピナアスール 牝6黒鹿55 三浦 皇成青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 470± 0 〃 クビ 61．0�
713 ヒシカツジェームス 牡6栗 57 石橋 脩阿部 雅英氏 久保田貴士 新ひだか 岡田スタツド 480－ 21：33．5� 9．7�
23 フラアンジェリコ 牡5栗 57 江田 照男 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 512＋121：33．92� 27．7�
35 ロードラテアート 牡7黒鹿57 田中 博康 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 三石 ケイアイファーム 482－ 21：34．53� 294．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 46，514，600円 複勝： 78，239，700円 枠連： 37，871，100円
馬連： 150，437，300円 馬単： 75，899，200円 ワイド： 58，733，500円
3連複： 179，432，700円 3連単： 277，259，400円 計： 904，387，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 180円 � 630円 � 420円 枠 連（4－5） 1，640円

馬 連 �� 4，830円 馬 単 �� 9，450円

ワ イ ド �� 1，940円 �� 1，110円 �� 3，380円

3 連 複 ��� 22，810円 3 連 単 ��� 105，420円

票 数

単勝票数 計 465146 的中 � 83380（2番人気）
複勝票数 計 782397 的中 � 144531（2番人気）� 27631（11番人気）� 44803（6番人気）
枠連票数 計 378711 的中 （4－5） 17101（8番人気）
馬連票数 計1504373 的中 �� 23003（18番人気）
馬単票数 計 758992 的中 �� 5928（34番人気）
ワイド票数 計 587335 的中 �� 7434（26番人気）�� 13370（8番人気）�� 4195（47番人気）
3連複票数 計1794327 的中 ��� 5806（80番人気）
3連単票数 計2772594 的中 ��� 1941（323番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．6―11．7―11．8―11．3―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―34．9―46．6―58．4―1：09．7―1：21．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フジマサエンペラー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．10．2 中山3着

2009．3．14生 牡4黒鹿 母 チ ュ ー ニ ー 母母 フロムビヨンド 14戦2勝 賞金 57，315，000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 セレスマジェスティ号・ダノンウィスラー号・ドリームヒーロー号・プレミアムブルー号・ランリョウオー号
※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。

12070 5月5日 晴 良 （25東京2）第6日 第10競走 ��
��2，100�ブリリアントステークス

発走15時00分 （ダート・左）
4歳以上，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 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

34 ナリタシルクロード 牡6鹿 54 江田 照男�オースミ 崎山 博樹 浦河 杵臼牧場 524－102：10．1 32．9�
46 タガノロックオン 牡5栗 56 戸崎 圭太八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 518＋ 2 〃 クビ 6．2�
712 トウショウフリーク 牡6鹿 56．5 武 豊トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 478± 02：10．31� 7．5�
33 ナムラタイタン 牡7栗 58．5 C．デムーロ 奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 524＋ 42：10．51� 5．4�

（伊）

11 フ リ ソ 牡7鹿 55 三浦 皇成藤田 孟司氏 小島 茂之 門別 モリナガファーム 488－ 42：10．81	 57．9�
22 ナイトフッド 牡7青鹿54 田中 勝春 	社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム B514－ 2 〃 アタマ 11．8

58 ユーロビート 
4鹿 55 浜中 俊吉田 和美氏 高柳 瑞樹 洞爺湖 メジロ牧場 538＋ 42：10．9� 4．4�
45 トウショウクラウン 牡5栗 55 内田 博幸トウショウ産業� 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 526＋122：11．0� 4．8�
69 ハギノリベラ 牡7鹿 50 吉田 豊安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 B534＋ 22：11．74 185．8
610� イ ン バ ル コ 牡7鹿 57 北村 宏司藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita B530± 02：11．8� 50．7�
711 ランフォルセ 牡7青鹿57．5 横山 典弘 	キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 494＋ 32：11．9クビ 10．3�
813 キングスエンブレム 牡8青 57．5 福永 祐一 	サンデーレーシング 石坂 正 早来 ノーザンファーム 462＋ 1 〃 ハナ 16．4�
57 ナニハトモアレ 牡7黒鹿54 石橋 脩北側 雅司氏 鮫島 一歩 日高 目黒牧場 510± 0 〃 クビ 184．9�
814 ラッキーバニラ 牡6青鹿54 岩田 康誠吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B500－102：17．0大差 42．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 48，852，900円 複勝： 69，286，300円 枠連： 40，923，400円
馬連： 159，684，900円 馬単： 83，873，200円 ワイド： 55，374，600円
3連複： 186，774，100円 3連単： 326，917，700円 計： 971，687，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，290円 複 勝 � 630円 � 210円 � 320円 枠 連（3－4） 690円

馬 連 �� 14，320円 馬 単 �� 37，110円

ワ イ ド �� 2，740円 �� 3，940円 �� 930円

3 連 複 ��� 31，300円 3 連 単 ��� 340，290円

票 数

単勝票数 計 488529 的中 � 11712（9番人気）
複勝票数 計 692863 的中 � 24989（9番人気）� 101877（3番人気）� 57477（5番人気）
枠連票数 計 409234 的中 （3－4） 44162（3番人気）
馬連票数 計1596849 的中 �� 8232（41番人気）
馬単票数 計 838732 的中 �� 1668（89番人気）
ワイド票数 計 553746 的中 �� 4900（32番人気）�� 3375（44番人気）�� 15270（11番人気）
3連複票数 計1867741 的中 ��� 4405（97番人気）
3連単票数 計3269177 的中 ��� 709（747番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．2―30．6―43．0―55．6―1：07．9―1：20．3―1：32．9―1：45．2―1：57．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナリタシルクロード �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2009．8．16 小倉8着

2007．3．17生 牡6鹿 母 グリーンインディ 母母 Valthea 40戦6勝 賞金 119，445，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 タガノロックオン号の騎手戸崎圭太は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：3番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラッキーバニラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年6月5日まで平地競

走に出走できない。
※出走取消馬 ブルロック号（疾病〔左寛跛行〕のため）
※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



12071 5月5日 晴 良 （25東京2）第6日 第11競走 ��
��1，600�第18回NHKマイルカップ（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・左）
牡・牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，牡馬57�，牝馬55�

NHK杯・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 92，000，000円 37，000，000円 23，000，000円 14，000，000円 9，200，000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
1：31．4

良
良
良

48 マイネルホウオウ 牡3栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ヒカル牧場 482± 01：32．7 34．3�

817 インパルスヒーロー 牡3鹿 57 田中 勝春佐々木完二氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 496－ 4 〃 クビ 14．2�
612 フラムドグロワール 牡3栗 57 横山 典弘有限会社シルク藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 488－101：32．8クビ 29．6�
36 レッドアリオン 牡3鹿 57 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント 472＋ 21：33．01� 6．9�
510 ガイヤースヴェルト 牡3黒鹿57 C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 490－ 2 〃 クビ 5．2	

（豪）

713 シャイニープリンス 牡3青鹿57 吉田 豊小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 コアレススタッド 504－ 2 〃 ハナ 42．1

715	 エーシントップ 牡3黒鹿57 内田 博幸�栄進堂 西園 正都 米

Randal Family Trust,
R David & Marylyn
A Randal Trustees

528＋ 41：33．1クビ 2．9�
59 コパノリチャード 牡3黒鹿57 福永 祐一小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 490± 0 〃 クビ 7．0�
611 カシノピカチュウ 牡3鹿 57 C．デムーロ 柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 466－ 61：33．2
 47．6

（伊）

35 ディアセルヴィス 牡3鹿 57 菱田 裕二ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 452－ 21：33．41� 310．7�
47 ゴットフリート 牡3栗 57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：33．5
 7．8�
23 � ストーミングスター 牡3鹿 57 M．デムーロ�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 458± 0 〃 ハナ 21．9�

（仏）

816 サトノネプチューン 牡3鹿 57 岩田 康誠里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 484－ 6 〃 ハナ 118．2�
818 モグモグパクパク 牡3栗 57 北村 宏司小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 446－ 8 〃 クビ 92．3�
11 アットウィル 牡3栗 57 三浦 皇成宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 富田牧場 482＋ 41：33．6クビ 97．3�
12 ザ ラ ス ト ロ 牡3鹿 57 武 豊高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 松田牧場 482± 01：33．81
 71．5�
24 	 マイネルエテルネル 牡3栗 57 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 愛 Redpender
Stud Ltd 466＋ 6 〃 クビ 296．5�

714 ローガンサファイア 牝3鹿 55 浜中 俊 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 432± 01：33．9クビ 30．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 425，137，000円 複勝： 520，559，400円 枠連： 429，512，800円 馬連： 1，763，509，700円 馬単： 935，498，500円
ワイド： 522，021，800円 3連複： 2，476，228，800円 3連単： 4，885，448，600円 5重勝： 726，463，800円 計： 12，684，380，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，430円 複 勝 � 730円 � 510円 � 770円 枠 連（4－8） 3，720円

馬 連 �� 21，890円 馬 単 �� 56，570円

ワ イ ド �� 5，290円 �� 7，400円 �� 4，380円

3 連 複 ��� 137，530円 3 連 単 ��� 1，235，600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 536，130，284円的中なし

票 数

単勝票数 計4251370 的中 � 97928（10番人気）
複勝票数 計5205594 的中 � 185389（8番人気）� 283001（6番人気）� 174869（9番人気）
枠連票数 計4295128 的中 （4－8） 85413（16番人気）
馬連票数 計17635097 的中 �� 59458（52番人気）
馬単票数 計9354985 的中 �� 12205（114番人気）
ワイド票数 計5220218 的中 �� 24299（53番人気）�� 17306（67番人気）�� 29469（46番人気）
3連複票数 計24762288 的中 ��� 13288（251番人気）
3連単票数 計48854486 的中 ��� 2918（1687番人気）
5重勝票数 計7264638 的中なし

ハロンタイム 12．3―10．8―11．3―11．7―11．7―11．3―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．1―34．4―46．1―57．8―1：09．1―1：20．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルホウオウ �
�
父 スズカフェニックス �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．6．23 福島1着

2010．4．23生 牡3栗 母 テンザンローズ 母母 コウエイシャダイ 10戦4勝 賞金 155，144，000円
〔制裁〕 インパルスヒーロー号の騎手田中勝春は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：15

番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 アルバタックス号・ガチバトル号・サーストンニュース号・ジェベルムーサ号・ノボリディアーナ号・

ビーナストリック号・ミリオンフレッシュ号・ラインミーティア号
※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。

12072 5月5日 晴 良 （25東京2）第6日 第12競走 ��
��1，600�

ひ よ し

日 吉 特 別
発走16時25分 （ダート・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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

815 タイセイスティング 牡4栗 57 M．デムーロ田中 成奉氏 新開 幸一 浦河 バンダム牧場 510－121：36．5 2．5�
（仏）

36 ワンダーコロアール 牡4黒鹿57 武 豊山本 信行氏 河内 洋 新ひだか フクダファーム 466＋101：36．71� 7．9�
510 レッドジャクソン 牡4鹿 57 田中 勝春 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 浦河 信岡牧場 540－ 41：37．12� 16．4�
713 クワイアーソウル 牡5黒鹿57 横山 典弘�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント 504＋ 6 〃 クビ 44．9�
816 ディアフロイデ 牡5鹿 57 C．デムーロディアレスト 松永 康利 新ひだか 八田ファーム 438± 01：37．2クビ 30．8�

（伊）

714 ハ ー コ ッ ト 牡4鹿 57 北村 宏司 	社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 468± 01：37．51	 13．0

59 トミケンユークアイ 牡4黒鹿57 内田 博幸冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 バンブー牧場 494－ 41：37．6� 4．6�
35 テルミーホワイ 牡6鹿 57 菱田 裕二薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 490－ 81：37．7� 16．6�
47 ナムラグーテン 牡5栗 57 武士沢友治奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 488－ 2 〃 クビ 16．5
612 フォルトファーレン 牡4黒鹿57 浜中 俊 	キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 444－ 61：37．8� 39．7�
11 コパノウィリアム 牡4鹿 57 吉田 豊小林 祥晃氏 尾形 充弘 新ひだか 服部 牧場 480± 01：37．9クビ 11．3�
48 コスモイーチタイム 牡5栗 57 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 454－ 4 〃 アタマ 77．5�
611 トウカイアストロ 牡4栗 57 岩田 康誠内村 正則氏 栗田 徹 平取 二風谷ファーム 490－ 41：38．75 78．5�
24 ジェットヴォイス 牡6鹿 57 三浦 皇成本間 茂氏 石毛 善彦 日高 新井 昭二 496＋ 61：38．8� 44．3�
23 ユウターグローバル 牡7青鹿57 戸崎 圭太北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 中本牧場 462－ 81：39．01� 71．6�
12 
 レッドアンバー 牡6栗 57 江田 照男	日進牧場 矢野 照正 浦河 日進牧場 466－181：39．74 65．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 73，461，300円 複勝： 104，392，400円 枠連： 66，624，200円
馬連： 204，048，000円 馬単： 116，666，300円 ワイド： 87，584，600円
3連複： 256，295，000円 3連単： 490，322，100円 計： 1，399，393，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 310円 � 440円 枠 連（3－8） 770円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 610円 �� 830円 �� 3，240円

3 連 複 ��� 8，800円 3 連 単 ��� 28，250円

票 数

単勝票数 計 734613 的中 � 240387（1番人気）
複勝票数 計1043924 的中 � 253236（1番人気）� 76971（5番人気）� 49704（8番人気）
枠連票数 計 666242 的中 （3－8） 64572（2番人気）
馬連票数 計2040480 的中 �� 107150（3番人気）
馬単票数 計1166663 的中 �� 41861（4番人気）
ワイド票数 計 875846 的中 �� 37161（4番人気）�� 26486（10番人気）�� 6278（33番人気）
3連複票数 計2562950 的中 ��� 21510（29番人気）
3連単票数 計4903221 的中 ��� 12811（62番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．9―48．2―1：00．4―1：12．6―1：24．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイスティング �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2011．7．2 中山9着

2009．3．24生 牡4栗 母 ミラクルケープ 母母 ステージバンダム 15戦3勝 賞金 46，122，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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） 1頭 シゲルクルミ号
（非抽選馬） 3頭 サンリットレイク号・セトブリッジ号・ニシノゲイナー号
※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



（25東京2）第6日 5月5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 180頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

367，540，000円
6，650，000円
7，200，000円
33，960，000円
68，316，000円
5，320，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
815，461，500円
1，155，403，400円
716，855，600円
2，783，171，500円
1，563，792，700円
956，589，600円
3，721，367，900円
7，114，746，100円
726，463，800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 19，553，852，100円

総入場人員 62，079名 （有料入場人員 60，200名）
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