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12085 5月12日 晴 重 （25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）

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

611 ビッグダージリン 牝3鹿 54 吉田 豊関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 B462＋121：24．4 21．0�
713 デンコウアローズ 牝3鹿 54 柴田 善臣田中 康弘氏 小島 太 浦河 磯野牧場 440－141：25．35 10．9�
816 アルデグロリア 牝3栗 54 武士沢友治井上 修一氏 浅野洋一郎 新ひだか 元茂牧場 492＋24 〃 クビ 33．7�
612 シャインエフェクト 牝3芦 54 石橋 脩皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 452＋16 〃 ハナ 150．0�
12 マプティット 牝3鹿 54 岩田 康誠 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 418－ 81：25．4クビ 19．7�
47 リルバニヤン 牝3鹿 54 C．デムーロ 津村 靖志氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 428－12 〃 クビ 19．6	

（伊）

35 フレックスハート 牝3鹿 54 浜中 俊保坂 和孝氏 木村 哲也 浦河 杵臼牧場 470± 0 〃 アタマ 10．2

36 カワイコチャン 牝3鹿 54 戸崎 圭太スリースターズレーシング 尾関 知人 新ひだか 前田 宗将 432＋ 21：25．5クビ 3．3�
510 フィールザロマンス 牝3黒鹿54 横山 典弘加藤 信之氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 450－ 21：25．6� 3．2�
815 コスモアンジェリケ 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中川 公成 日高 中川 欽一 448＋ 41：25．7クビ 35．0
48 ヒエラポリス 牝3芦 54 北村 宏司吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 524－ 21：25．8� 4．6�
59 エンドレスラヴ 牝3鹿 54 藤岡 康太山上 和良氏 中川 公成 日高 細川牧場 472 ―1：26．01� 226．0�
714 ニシノマオジュー 牝3鹿 54 田辺 裕信西山 茂行氏 松山 将樹 浦河 高昭牧場 468＋ 41：26．95 121．9�
23 ミラクルベル 牝3黒鹿54 三浦 皇成栗山 良子氏 池上 昌弘 平取 北島牧場 424＋ 61：27．75 197．8�
24 ダイヤパッション 牝3栗 54

52 △杉原 誠人大野 數芳氏 金成 貴史 平取 北島牧場 B442＋ 81：27．8� 452．5�
11 スーサンリラ 牝3鹿 54 的場 勇人林 千枝子氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 448＋101：28．22� 520．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，728，500円 複勝： 41，074，700円 枠連： 14，849，400円
馬連： 54，396，900円 馬単： 36，017，500円 ワイド： 24，519，100円
3連複： 70，212，100円 3連単： 110，562，400円 計： 372，360，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，100円 複 勝 � 560円 � 320円 � 1，190円 枠 連（6－7） 8，600円

馬 連 �� 9，170円 馬 単 �� 20，040円

ワ イ ド �� 2，330円 �� 7，180円 �� 4，270円

3 連 複 ��� 81，730円 3 連 単 ��� 503，680円

票 数

単勝票数 計 207285 的中 � 7798（8番人気）
複勝票数 計 410747 的中 � 18909（6番人気）� 38714（4番人気）� 8243（10番人気）
枠連票数 計 148494 的中 （6－7） 1275（21番人気）
馬連票数 計 543969 的中 �� 4379（30番人気）
馬単票数 計 360175 的中 �� 1327（62番人気）
ワイド票数 計 245191 的中 �� 2626（27番人気）�� 833（45番人気）�� 1410（36番人気）
3連複票数 計 702121 的中 ��� 634（120番人気）
3連単票数 計1105624 的中 ��� 162（724番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．4―12．1―12．5―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．6―46．7―59．2―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビッグダージリン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 トワイニング デビュー 2012．9．15 中山9着

2010．3．27生 牝3鹿 母 ビッグトワイニング 母母 ビッグオーシャン 7戦1勝 賞金 5，750，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ブラウンティアラ号・ラヴィーバレンシア号
※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。

12086 5月12日 晴 重 （25東京2）第8日 第2競走 ��1，300�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
1：16．4
1：16．4

重
重

35 ヒアルロンサン 牝3鹿 54 内田 博幸�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 小池 博幸 B434＋ 61：18．8 16．0�
12 イーグルカッター 牡3黒鹿56 戸崎 圭太杉山 忠国氏 古賀 史生 新ひだか 中村 和夫 472－ 2 〃 クビ 1．9�
24 ホクレアパパ 牡3鹿 56 三浦 皇成萱場 博史氏 伊藤 伸一 新ひだか 漆原 武男 428＋ 21：19．11� 20．0�
23 ジーランディア 牡3芦 56 横山 典弘池谷 誠一氏 的場 均 浦河 斉藤 政志 498± 01：19．31� 68．5�
510 ヴァンドランス 牝3栗 54 浜中 俊日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 458－ 21：19．51� 6．1�
48 カンタベリーリュウ 牡3鹿 56 太宰 啓介峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新冠 佐藤 信広 488－ 2 〃 ハナ 122．3	
47 クリアプロフィット 牡3鹿 56 田辺 裕信安達 允彦氏 小西 一男 日高 坂 牧場 480－ 41：19．6クビ 59．2

59 グラスボンズ 牡3栗 56 的場 勇人半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 510± 01：19．7� 33．8�
714 デルマスナカケババ 牝3黒鹿54 松山 弘平浅沼 廣幸氏 大江原 哲 日高 ファニーヒルファーム 470± 01：19．91� 74．3�
612 トーセンボンバー 牡3黒鹿 56

54 △杉原 誠人島川 哉氏 柴崎 勇 新冠 村上 欽哉 514－ 6 〃 ハナ 79．5�
713 デラウメイア 牡3栗 56 蛯名 正義野崎 宗信氏 菅原 泰夫 新冠 須崎牧場 454± 01：20．75 3．3�
36 ス タ ー ボ ウ 牝3鹿 54 池添 謙一岡田 牧雄氏 高橋 裕 新冠 タニグチ牧場 462－ 21：21．44 40．9�
815 マウントプリサイス 牡3栗 56 吉田 豊中沢 春吉氏 浅野洋一郎 浦河 細道牧場 500 ― 〃 クビ 147．4�
11 ブラウンリーガー 牡3黒鹿56 上野 翔キャピタルクラブ 松永 康利 浦河 浦河小林牧場 470 ―1：22．57 481．9�

（14頭）
611 マリアベール 牝3栗 54 田中 勝春島田 久氏 尾関 知人 新ひだか 平野牧場 500 ― （競走除外）

816 コンテベルデ 牡3青鹿56 武士沢友治浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 21，524，600円 複勝： 39，586，900円 枠連： 13，658，700円
馬連： 42，968，600円 馬単： 30，697，900円 ワイド： 20，370，500円
3連複： 49，072，100円 3連単： 85，184，800円 計： 303，064，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，600円 複 勝 � 290円 � 120円 � 350円 枠 連（1－3） 1，060円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 3，950円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，380円 �� 600円

3 連 複 ��� 3，460円 3 連 単 ��� 26，090円

票 数

単勝票数 差引計 215246（返還計 10805） 的中 � 10622（4番人気）
複勝票数 差引計 395869（返還計 16689） 的中 � 26638（4番人気）� 145905（1番人気）� 21131（5番人気）
枠連票数 差引計 136587（返還計 249） 的中 （1－3） 9527（4番人気）
馬連票数 差引計 429686（返還計 56684） 的中 �� 25613（4番人気）
馬単票数 差引計 306979（返還計 44536） 的中 �� 5750（11番人気）
ワイド票数 差引計 203705（返還計 29514） 的中 �� 11601（4番人気）�� 3414（14番人気）�� 8508（6番人気）
3連複票数 差引計 490721（返還計106473） 的中 ��� 10490（10番人気）
3連単票数 差引計 851848（返還計189688） 的中 ��� 2410（69番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
6．9―17．9―29．6―41．5―53．6―1：05．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒアルロンサン �
�
父 トワイニング �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2012．6．16 福島2着

2010．4．15生 牝3鹿 母 ゴッドエンジェル 母母 フジノキャラット 15戦1勝 賞金 11，900，000円
〔出走取消〕 コンテベルデ号は，疾病〔蕁麻疹〕のため出走取消。
〔競走除外〕 マリアベール号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻6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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 オスカルアンドラス号・カオヴィラマス号

第２回 東京競馬 第８日



12087 5月12日 晴 重 （25東京2）第8日 第3競走 ��
��1，600�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
1：34．4
1：33．3

重
良

612 ラルゴスパーダ 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 478－101：38．4 3．8�
24 エルドリッジ 牡3青鹿56 岩田 康誠一村 哲也氏 白井 寿昭 むかわ 桑原牧場 506± 0 〃 クビ 1．6�
714 プリーズドンテル 牡3鹿 56 武士沢友治サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 522± 01：38．61� 351．7�
48 コスモナイスガイ 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 柴崎 勇 新冠 ビッグレッドファーム 534± 0 〃 アタマ 9．0�
611� サトノロータス 牡3栗 56 C．デムーロ 里見 治氏 古賀 慎明 米 Dr. Masa-

take Iida B466－ 41：38．81 21．2�
（伊）

816 シルバーフォンテン 牡3芦 56 福永 祐一吉橋 計氏 戸田 博文 えりも 寺井 文秀 476＋ 41：39．22� 221．0	
510 オーゴンプリンス 牡3鹿 56 的場 勇人永田 清男氏 高木 登 浦河 市川フアーム 480－ 2 〃 クビ 219．3

35 � アンナチュラル 牝3鹿 54 三浦 皇成�大樹ファーム 古賀 慎明 米

Galleria Blood-
stock & Summer-
hill Bloodstock

452－ 4 〃 ハナ 42．4�
36 � ジョイフルティアズ 牝3鹿 54 田辺 裕信 �オリオンファーム 久保田貴士 米 Turner Breed-

ers, LLC 488 ―1：39．62� 19．5
815 ドラゴンナイト 牡3鹿 56 吉田 豊窪田 康志氏 高柳 瑞樹 日高 三城牧場 520 ―1：40．34 69．5�
23 セイウンアツシゲ 牡3芦 56

54 △杉原 誠人西山 茂行氏 牧 光二 日高 メイプルファーム 462－ 81：40．4クビ 129．7�
11 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 458－ 21：40．82� 30．6�
713� ホークオブサミット 牡3鹿 56 田中 勝春藤田 在子氏 手塚 貴久 米

Dr. & Mrs. John R Steele, Mr.
& Mrs. Henry Johnson, Don
Ameche III,et

B518＋ 41：40．9	 25．8�
12 � アイアンフォックス 牡3鹿 56 北村 宏司岡田 牧雄氏 栗田 博憲 英 Howard

Barton Stud 474 ―1：41．96 80．7�
47 スピリットサムライ 牡3青鹿56 太宰 啓介西村新一郎氏 和田 雄二 むかわ 貞広 賢治 462－ 81：42．11 155．3�
59 ナゲットシーニュ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行竹本いずみ氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 442＋ 41：44．0大差 778．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，846，700円 複勝： 71，732，400円 枠連： 16，757，800円
馬連： 53，233，000円 馬単： 44，260，300円 ワイド： 25，293，000円
3連複： 68，899，100円 3連単： 141，098，900円 計： 449，121，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 110円 � 3，770円 枠 連（2－6） 200円

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 150円 �� 12，030円 �� 7，880円

3 連 複 ��� 20，180円 3 連 単 ��� 81，740円

票 数

単勝票数 計 278467 的中 � 58330（2番人気）
複勝票数 計 717324 的中 � 96584（2番人気）� 440474（1番人気）� 1515（15番人気）
枠連票数 計 167578 的中 （2－6） 62979（1番人気）
馬連票数 計 532330 的中 �� 178467（1番人気）
馬単票数 計 442603 的中 �� 42760（3番人気）
ワイド票数 計 252930 的中 �� 63490（1番人気）�� 388（57番人気）�� 594（50番人気）
3連複票数 計 688991 的中 ��� 2520（42番人気）
3連単票数 計1410989 的中 ��� 1274（170番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―12．3―12．7―13．0―12．4―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．5―35．8―48．5―1：01．5―1：13．9―1：25．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラルゴスパーダ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Rahy デビュー 2012．11．25 東京7着

2010．3．22生 牡3鹿 母 フサイチエレガンス 母母 Exclusive Bird 5戦1勝 賞金 8，300，000円
〔制裁〕 プリーズドンテル号の騎手武士沢友治は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナゲットシーニュ号は，「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。

12088 5月12日 晴 稍重 （25東京2）第8日 第4競走 ��
��2，400�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
2：22．1
2：22．1

良
良

710 トーセンハルカゼ 牡3鹿 56 内田 博幸島川 �哉氏 鈴木 康弘 日高 有限会社 エ
スティファーム 474－ 22：27．6 4．4�

811 レッドオーディン 牡3鹿 56 C．ウィリアムズ �東京ホースレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 452＋ 22：27．7� 2．4�
（豪）

56 イーグルモア 牡3栗 56 石橋 脩 �千葉パブリックゴ
ルフコース 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 448－ 22：27．8� 4．1�

67 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 502＋ 42：28．54 14．5�
55 ヒストリアドリーム 牝3鹿 54 池添 謙一嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム 448－ 82：28．82 65．7	
11 ヒカルスターダスト 牡3黒鹿56 武士沢友治髙橋 京子氏 古賀 史生 むかわ 宇南山牧場 B548＋ 22：29．01	 11．7

44 テ ン カ イ チ 牡3鹿 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 450＋ 42：29．1クビ 57．5�
812 ミヤビハカン 牡3青鹿56 柴田 大知村上 義勝氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 492－ 6 〃 クビ 206．2�
22 ブラックファントム 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 512 ―2：29．95 18．7
79 エーブドラエモン 牡3鹿 56 的場 勇人 �レーシングホース

ジャパン 清水 英克 新ひだか 出羽牧場 B458＋ 42：30．32� 87．7�
68 キョウエイカミング 牝3黒鹿54 田辺 裕信田中 晴夫氏 武藤 善則 浦河 福岡 光夫 440＋ 82：30．93� 67．7�
33 ダンスフェイム 牝3鹿 54 三浦 皇成 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 460－102：31．32� 11．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，242，600円 複勝： 39，465，200円 枠連： 12，644，000円
馬連： 53，904，800円 馬単： 39，066，500円 ワイド： 25，667，400円
3連複： 66，687，100円 3連単： 123，849，900円 計： 387，527，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 130円 � 140円 � 130円 枠 連（7－8） 520円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 220円 �� 220円 �� 260円

3 連 複 ��� 500円 3 連 単 ��� 3，500円

票 数

単勝票数 計 262426 的中 � 47406（3番人気）
複勝票数 計 394652 的中 � 82233（2番人気）� 77363（3番人気）� 84562（1番人気）
枠連票数 計 126440 的中 （7－8） 18273（2番人気）
馬連票数 計 539048 的中 �� 72667（1番人気）
馬単票数 計 390665 的中 �� 23864（3番人気）
ワイド票数 計 256674 的中 �� 29472（2番人気）�� 29615（1番人気）�� 23107（3番人気）
3連複票数 計 666871 的中 ��� 100317（1番人気）
3連単票数 計1238499 的中 ��� 26143（4番人気）

ハロンタイム 13．1―11．2―12．1―12．4―12．6―12．5―12．6―12．4―12．3―11．9―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―24．3―36．4―48．8―1：01．4―1：13．9―1：26．5―1：38．9―1：51．2―2：03．1―2：15．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーセンハルカゼ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．12．22 中山3着

2010．3．23生 牡3鹿 母 トーセンハピネス 母母 リッジフィールド 6戦1勝 賞金 10，850，000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。



12089 5月12日 晴 良 （25東京2）第8日 第5競走 ��1，800�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
1：44．2
1：44．1

良
良

715 ユールシンギング 牡3鹿 56 北村 宏司 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 530－ 21：48．5 2．7�
24 ロングシャドウ 牡3青鹿56 内田 博幸飯塚 知一氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 490± 01：48．92� 4．1�
713 タカラプリンス 牡3黒鹿56 戸崎 圭太村山 義男氏 国枝 栄 新冠 大栄牧場 466± 01：49．11� 8．8�
35 ショウナンダイチ 牡3鹿 56 岩田 康誠国本 哲秀氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋121：49．31� 5．6�
818 ブロンドバレット 牝3栗 54 田中 勝春河原 義宏氏 新開 幸一 浦河 小島牧場 438± 0 〃 ハナ 249．0�
510 マイネルジェイド 牡3鹿 56 C．ウィリアムズ 	サラブレッドクラブ・ラフィアン 和田 正道 新冠 コスモヴューファーム 432－ 4 〃 クビ 13．0


（豪）

611 カネトシエスプリ 牡3黒鹿56 川須 栄彦兼松 利男氏 水野 貴広 日高 森永牧場 440－ 4 〃 アタマ 28．2�
816 コスモケリア 牝3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 様似 猿倉牧場 464＋ 41：49．4� 20．4�
23 メロディフェア 牝3青鹿54 柴田 善臣星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 438＋ 41：49．5� 19．4
47 クラウンセシリア 牝3黒鹿54 藤岡 康太矢野 悦三氏 松永 康利 新冠 浜口牧場 448＋ 2 〃 クビ 152．3�
817 ポ セ イ ド ン 牡3栗 56 松山 弘平安原 浩司氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田牧場 430 ―1：49．71 210．7�
12 ボーンチャイナ 牝3栗 54 浜中 俊吉田 勝己氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 456－ 41：49．8� 177．6�
59 フレンドリーゼウス 牡3栗 56 田辺 裕信増山 武志氏 中川 公成 浦河 山春牧場 444± 01：49．9� 189．4�
714 トウショウウルフ 牡3鹿 56 吉田 豊トウショウ産業	 菊沢 隆徳 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 440± 01：50．43 38．6�
11 ハイファンタジー 牝3栗 54 C．デムーロ �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 440± 01：51．46 30．8�

（伊）

48 バルカローレ 牝3栗 54 福永 祐一 �キャロットファーム 小島 太 安平 ノーザンファーム 480－ 41：51．5� 59．7�
612 ワイハーノカゼ 牝3鹿 54 蛯名 正義ドラゴンヒルズホースクラブ 小野 次郎 日高 白井牧場 448± 01：51．81� 31．2�
36 ギ ン ヤ ン マ 牡3黒鹿 56

54 △杉原 誠人村島 昭男氏 金成 貴史 新冠 カミイスタット B494± 01：54．0大差 323．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 25，683，900円 複勝： 43，604，700円 枠連： 20，245，800円
馬連： 58，803，700円 馬単： 38，779，400円 ワイド： 28，829，700円
3連複： 76，710，200円 3連単： 123，042，900円 計： 415，700，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 140円 � 210円 枠 連（2－7） 340円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 240円 �� 540円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，220円 3 連 単 ��� 4，300円

票 数

単勝票数 計 256839 的中 � 75893（1番人気）
複勝票数 計 436047 的中 � 106839（1番人気）� 93254（2番人気）� 43178（4番人気）
枠連票数 計 202458 的中 （2－7） 44875（1番人気）
馬連票数 計 588037 的中 �� 82702（1番人気）
馬単票数 計 387794 的中 �� 29931（1番人気）
ワイド票数 計 288297 的中 �� 35407（1番人気）�� 12080（6番人気）�� 15679（4番人気）
3連複票数 計 767102 的中 ��� 46703（2番人気）
3連単票数 計1230429 的中 ��� 21148（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―35．8―48．5―1：01．2―1：13．9―1：26．0―1：37．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F34．6

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

・（5，6）7（3，13）（10，16，18）14（4，12，11，15）1（2，8，9）17・（6，18）（5，13）（10，16）（7，15）（11，14）（3，4，12）（1，8，9）（2，17）
勝馬の
紹 介

ユールシンギング �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．1．27 東京3着

2010．4．25生 牡3鹿 母 ジョリーノエル 母母 クリスマスツリー 4戦1勝 賞金 8，500，000円
〔制裁〕 カネトシエスプリ号の騎手川須栄彦は，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：12番・4番・1番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ギンヤンマ号は，「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。

12090 5月12日 晴 良 （25東京2）第8日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走12時50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
1：19．6
1：19．0

良
良

612 エールブリーズ 牡3青鹿56 川田 将雅 �社台レースホース鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 508＋ 61：21．2 1．5�

47 ケンブリッジサン 牡3鹿 56
54 △杉原 誠人中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 464－ 2 〃 クビ 8．6�
816 オメガファイター 牡3鹿 56 松山 弘平原 �子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 484± 01：21．52 45．5�
23 ベ ラ ベ ラ 牡3栗 56 蛯名 正義中村 祐子氏 田中 清隆 日高 サンバマウン

テンファーム 442－ 4 〃 クビ 43．1�
510 ネロディアマンテ 牝3青 54 C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 相沢 郁 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504＋ 81：21．71� 5．3�
（豪）

24 チェリーペトルズ 牝3鹿 54 北村 宏司 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 452－ 41：21．91� 15．8	
48 コアレスドラゴン 牡3鹿 56 三浦 皇成小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 B488－ 6 〃 アタマ 78．0

35 ハクサンレガシー 牡3青鹿56 田中 勝春河﨑 五市氏 田村 康仁 新ひだか 田湯牧場 456＋ 6 〃 アタマ 19．3�
12 クレバーユニバース 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ウエスタンファーム 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 462＋ 21：22．21	 259．9
59 スズノフウジン 牡3栗 56 田辺 裕信小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 496± 01：22．3	 113．7�
715 ワキノキセキ 牡3黒鹿56 内田 博幸脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 ベルモント

ファーム 468－ 21：22．4
 44．3�
713 リメンバーメジロ 牝3鹿 54 吉田 豊芹澤 精一氏 相沢 郁 洞爺湖 メジロ牧場 430＋161：22．61 94．4�
11 トミケンフィアブル 牡3栗 56 藤岡 康太冨樫 賢二氏 和田正一郎 浦河 高野牧場 470－ 8 〃 クビ 114．1�
36 ハニームーナー 牝3栗 54 川須 栄彦 H.R.H．プリンセス・ハヤ 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 432＋ 21：22．7クビ 85．8�
818 カシノワルツ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B436＋ 4 〃 ハナ 691．3�
714 プラティーヌ 牝3鹿 54 浜中 俊伊藤 元庸氏 高市 圭二 新冠 細川農場 456± 01：23．01	 167．9�
817 サウスマキシム 牡3鹿 56 柴田 善臣南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 512－ 21：23．1	 88．3�
611 スイートドーナッツ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太岡 浩二氏 鈴木 孝志 日高 シンボリ牧場 452－ 61：23．31
 59．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 36，403，600円 複勝： 71，121，800円 枠連： 20，676，100円
馬連： 69，930，100円 馬単： 55，109，800円 ワイド： 36，369，400円
3連複： 90，591，200円 3連単： 176，852，900円 計： 557，054，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 190円 � 530円 枠 連（4－6） 560円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 320円 �� 860円 �� 2，460円

3 連 複 ��� 4，790円 3 連 単 ��� 11，590円

票 数

単勝票数 計 364036 的中 � 196672（1番人気）
複勝票数 計 711218 的中 � 356293（1番人気）� 70678（3番人気）� 17117（6番人気）
枠連票数 計 206761 的中 （4－6） 27422（2番人気）
馬連票数 計 699301 的中 �� 85833（2番人気）
馬単票数 計 551098 的中 �� 52181（2番人気）
ワイド票数 計 363694 的中 �� 31860（2番人気）�� 10041（7番人気）�� 3297（22番人気）
3連複票数 計 905912 的中 ��� 13985（13番人気）
3連単票数 計1768529 的中 ��� 11262（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．7―46．7―58．4―1：09．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エールブリーズ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Caerleon デビュー 2012．11．4 京都2着

2010．1．31生 牡3青鹿 母 アイリッシュカーリ 母母 Enthraller 9戦2勝 賞金 36，102，000円
※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 コトブキゴールド号・ダイナミックガイ号・ドラグレスク号
※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。



12091 5月12日 晴 重 （25東京2）第8日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走13時20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

55 ハコダテナイト 牡3栗 56 田辺 裕信河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 506＋ 41：36．2 2．6�
33 デルマヌラリヒョン 牡3鹿 56 柴田 善臣浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 478－ 41：36．41 7．4�
66 ラローザブル 牡3栗 56 石橋 脩髙樽さゆり氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B480＋ 21：36．5� 5．4�
44 サンダーオーシャン 牡3鹿 56 池添 謙一千明牧場 松山 康久 日高 千明牧場 498－ 41：37．35 5．0�
22 ローレルアルトス 牡3黒鹿56 蛯名 正義 �ローレルレーシング 小野 次郎 青森 ワールドファーム 456－ 21：37．83 26．1�
11 ゼンノコリオリ 牡3鹿 56 松山 弘平大迫久美子氏 安田 隆行 浦河 中村 雅明 448－ 41：38．33 32．2	
89 ヤマニンパンテオン 牡3鹿 56 吉田 豊土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 434＋ 2 〃 クビ 71．3

77 エアロブンバ 牡3栗 56 田中 勝春 �ラッキーフィールド田村 康仁 新ひだか 藤原牧場 490－ 21：38．4� 40．6�
810 ナスノニシキ 牡3栗 56 横山 典弘�須野牧場 尾関 知人 新ひだか タイヘイ牧場 478－ 41：39．03� 6．7
78 ドラグレスク 牡3鹿 56 太宰 啓介村上 憲政氏 本田 優 日高 荒井ファーム 514＋ 61：39．1� 11．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 27，702，900円 複勝： 47，040，400円 枠連： 15，221，800円
馬連： 66，833，500円 馬単： 45，886，600円 ワイド： 31，466，700円
3連複： 76，878，800円 3連単： 161，607，700円 計： 472，638，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 200円 � 180円 枠 連（3－5） 720円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 290円 �� 260円 �� 540円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 4，110円

票 数

単勝票数 計 277029 的中 � 87275（1番人気）
複勝票数 計 470404 的中 � 128303（1番人気）� 51769（5番人気）� 64080（3番人気）
枠連票数 計 152218 的中 （3－5） 15646（3番人気）
馬連票数 計 668335 的中 �� 70896（3番人気）
馬単票数 計 458866 的中 �� 28754（3番人気）
ワイド票数 計 314667 的中 �� 28064（3番人気）�� 33507（2番人気）�� 12719（8番人気）
3連複票数 計 768788 的中 ��� 57910（3番人気）
3連単票数 計1616077 的中 ��� 29033（6番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．7―12．8―12．6―12．2―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
11．9―22．8―34．5―47．3―59．9―1：12．1―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハコダテナイト �
�
父 アルカセット �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．11．25 東京2着

2010．3．14生 牡3栗 母 ラヴリージョウ 母母 ラブラブジョウ 6戦2勝 賞金 19，000，000円
〔制裁〕 サンダーオーシャン号の調教師松山康久は，馬場入場後に同馬の左手綱の尾錠が外れたことについて戒告。
※ドラグレスク号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

12092 5月12日 晴 良 （25東京2）第8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）
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
1：56．1
1：56．1

良
良

44 ターフデライト 牝4青 55 C．デムーロ�須野牧場 小島 茂之 千歳 社台ファーム 478± 02：03．3 12．4�
（伊）

55 ウエスタンディオ 牡6鹿 57 戸崎 圭太西川 賢氏 千田 輝彦 新ひだか 北西牧場 478－ 62：03．51� 5．3�
89 	 スターリットスカイ 牝5栗 55 藤岡 康太永田 和彦氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 466± 0 〃 クビ 14．5�
22 ロジメジャー 牡4黒鹿57 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 494± 02：03．6
 3．8�
77 ストラスペイ 牝4鹿 55 C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 468－12 〃 アタマ 2．9	

（豪）

33 ダノンキャスケード 牡4鹿 57 岩田 康誠
ダノックス 松田 国英 千歳 社台ファーム 434＋ 22：03．81 8．8�
66 シンボリシュテルン 牡5黒鹿 57

55 △杉原 誠人シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 534＋ 22：04．22� 130．7�
11 	 コパノシーズン 牡4栗 57 武士沢友治�谷岡牧場 高柳 瑞樹 新ひだか 谷岡牧場 470－172：04．3クビ 75．1
810 クロスカップリング 牡4青鹿57 蛯名 正義諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 470＋ 42：04．4� 6．1�
78 	 グルービーメテオ 牡4栗 57 的場 勇人�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 454－ 62：04．61� 95．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 28，327，000円 複勝： 41，598，800円 枠連： 16，245，300円
馬連： 66，882，500円 馬単： 46，865，600円 ワイド： 28，867，300円
3連複： 73，198，300円 3連単： 163，650，100円 計： 465，634，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 340円 � 210円 � 360円 枠 連（4－5） 4，080円

馬 連 �� 3，710円 馬 単 �� 9，120円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 2，210円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 10，820円 3 連 単 ��� 79，200円

票 数

単勝票数 計 283270 的中 � 18032（6番人気）
複勝票数 計 415988 的中 � 30526（6番人気）� 60620（4番人気）� 28237（7番人気）
枠連票数 計 162453 的中 （4－5） 2942（15番人気）
馬連票数 計 668825 的中 �� 13324（16番人気）
馬単票数 計 468656 的中 �� 3793（34番人気）
ワイド票数 計 288673 的中 �� 5337（18番人気）�� 3148（21番人気）�� 7050（15番人気）
3連複票数 計 731983 的中 ��� 4995（33番人気）
3連単票数 計1636501 的中 ��� 1525（204番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―12．4―13．3―13．4―12．7―12．6―11．6―10．8―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―25．0―37．4―50．7―1：04．1―1：16．8―1：29．4―1：41．0―1：51．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F33．9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ターフデライト �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2011．11．26 東京1着

2009．3．17生 牝4青 母 マンデーデライト 母母 オーナーズデライト 10戦2勝 賞金 25，598，000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 晴 良 （25東京2）第8日 第9競走 ��
��1，600�

た ち か わ

立 川 特 別
発走14時25分 （芝・左）
4歳以上，1，000万円以下，24．5．12以降25．5．5まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

11 マイネヒメル 牝4栗 52 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 21：32．5 12．3�

811 チキウミサキ 牝4青鹿52 川須 栄彦三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 カナイシスタッド 438＋ 41：32．6� 14．3�
79 ミヤコマンハッタン 牝4鹿 52 浜中 俊吉田喜代司氏 土田 稔 浦河 杵臼牧場 486＋ 81：32．81� 5．8�
33 	 サクラレグナム 牡4栗 55 C．ウィリアムズ �さくらコマース金成 貴史 新冠 川上牧場 500－ 21：32．9
 5．2�

（豪）

710 ダイワアクシス 牡4黒鹿55 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 452＋ 4 〃 クビ 4．1�
67 トウカイソニック 牡7黒鹿55 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 490＋ 61：33．11
 8．2	
812 ウイングドウィール 牝4黒鹿52 田中 勝春 �グリーンファーム宗像 義忠 千歳 社台ファーム 480± 01：33．2
 8．6

22 シンボリカージナル 牡7鹿 53 松山 弘平シンボリ牧場 高橋 祥泰 静内 シンボリ牧場 500－ 61：33．3クビ 83．0�
56 マイネルカーミン 牡4黒鹿53 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 田湯牧場 490± 01：33．4� 69．8�
68 マイネイディール 牝5青鹿51 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 白井牧場 490－ 81：33．61� 18．3
44 ツーオブアス 牝4黒鹿51 武士沢友治�前川企画 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 466＋ 41：33．81 35．0�
55 グランプリブラッド 牡4鹿 55 三浦 皇成北側 雅司氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B440－ 21：34．33 6．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 32，702，600円 複勝： 53，355，400円 枠連： 28，820，900円
馬連： 109，652，100円 馬単： 61，449，900円 ワイド： 40，215，000円
3連複： 123，731，000円 3連単： 218，829，600円 計： 668，756，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 350円 � 380円 � 220円 枠 連（1－8） 2，090円

馬 連 �� 5，540円 馬 単 �� 13，370円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 1，040円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 10，900円 3 連 単 ��� 84，340円

票 数

単勝票数 計 327026 的中 � 21029（7番人気）
複勝票数 計 533554 的中 � 38403（7番人気）� 34782（8番人気）� 73814（2番人気）
枠連票数 計 288209 的中 （1－8） 10220（10番人気）
馬連票数 計1096521 的中 �� 14629（28番人気）
馬単票数 計 614499 的中 �� 3393（64番人気）
ワイド票数 計 402150 的中 �� 6338（27番人気）�� 9620（16番人気）�� 9769（15番人気）
3連複票数 計1237310 的中 ��� 8379（49番人気）
3連単票数 計2188296 的中 ��� 1915（366番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―34．5―46．0―57．7―1：09．0―1：20．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネヒメル �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2011．8．21 札幌7着

2009．2．22生 牝4栗 母 コスモチェーロ 母母 Shorwon 18戦3勝 賞金 34，339，000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。

12094 5月12日 晴 稍重 （25東京2）第8日 第10競走 ��
��1，400�

り っ か

立夏ステークス
発走15時00分 （ダート・左）
4歳以上，1，600万円以下，24．5．12以降25．5．5まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

47 スズカセクレターボ 牡5栗 55 戸崎 圭太永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 474＋ 21：22．4 8．9�
713 ダンシングマオ 牝6鹿 53 北村 宏司森口�一郎氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 472－ 61：22．61 51．4�
612 キョウワダッフィー 牡5鹿 56 岩田 康誠�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 458＋ 2 〃 ハナ 3．9�
12 � カネトシイナーシャ 牡5黒鹿55 松山 弘平兼松 利男氏 白井 寿昭 米 JMJ Racing

Stables, LLC 482＋ 4 〃 クビ 23．0�
815 サトノジョリー 牝4青鹿53 吉田 豊里見 治氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 444＋121：22．7クビ 53．4	
11 ナリタスーパーワン 牡4鹿 55 福永 祐一
オースミ 松永 昌博 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482± 01：22．91� 7．0�
35 ヴィンテージイヤー 牡4鹿 55 田中 勝春 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 浦河 日進牧場 B528＋10 〃 クビ 5．8�
510 ルグランヴォヤージ 牡6芦 55 C．デムーロ �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B518＋101：23．0クビ 15．1

（伊）

36 タイセイファントム 牡5鹿 56 C．ウィリアムズ 田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 448＋ 21：23．21� 4．1�
（豪）

714 タイキソレイユ 牝4黒鹿52 池添 謙一�大樹ファーム 作田 誠二 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 450＋ 81：23．41� 32．8�

59 エーシンハダル 牡6鹿 56 川田 将雅
栄進堂 野中 賢二 新ひだか タイヘイ牧場 B506± 01：23．61 59．9�
816 キクノストーム 牡4鹿 54 三浦 皇成菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 高村牧場 482－ 8 〃 クビ 41．7�
23 サミットストーン 牡5鹿 55 田辺 裕信河﨑 五市氏 田村 康仁 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 544± 01：23．7クビ 32．4�
48 	 ダ イ バ ク フ 牡8鹿 51 大下 智柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 門別 富川牧場 496＋ 41：23．8
 210．1�
24 エチゴイチエ 牡5鹿 56 川須 栄彦齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 478＋ 41：23．9� 13．5�
611	 クールバニヤン 牡9青鹿52 的場 勇人�フジレーシング 高橋 文雅 門別 藤本ファーム 440＋ 61：26．2大差 606．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，589，300円 複勝： 89，094，400円 枠連： 44，463，500円
馬連： 172，694，000円 馬単： 91，765，300円 ワイド： 63，796，700円
3連複： 208，615，700円 3連単： 359，022，900円 計： 1，078，041，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 290円 � 1，270円 � 200円 枠 連（4－7） 8，040円

馬 連 �� 19，540円 馬 単 �� 30，650円

ワ イ ド �� 5，260円 �� 810円 �� 3，620円

3 連 複 ��� 31，780円 3 連 単 ��� 226，850円

票 数

単勝票数 計 485893 的中 � 43499（5番人気）
複勝票数 計 890944 的中 � 82178（5番人気）� 14752（13番人気）� 141294（2番人気）
枠連票数 計 444635 的中 （4－7） 4082（24番人気）
馬連票数 計1726940 的中 �� 6525（51番人気）
馬単票数 計 917653 的中 �� 2210（87番人気）
ワイド票数 計 637967 的中 �� 2896（54番人気）�� 20428（7番人気）�� 4239（43番人気）
3連複票数 計2086157 的中 ��� 4846（96番人気）
3連単票数 計3590229 的中 ��� 1168（623番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．5―11．8―12．0―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―35．0―46．8―58．8―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカセクレターボ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2010．12．11 小倉5着

2008．2．29生 牡5栗 母 セクレゴールド 母母 Secrettame 19戦5勝 賞金 75，765，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01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25頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）25頭 エバーオンワード号・カシノインカローズ号・キクノフレヴァン号・キングオブロー号・クランチタイム号・

サクラインザスカイ号・スズカヴィグラス号・スズカロジック号・セニョリータ号・ダブルスター号・
タマブラックホール号・チャンピオンラブ号・デザートオアシス号・テープカット号・トーホウプリンセス号・
ナシュワンヒーロー号・ナリタスプリング号・ネオザウイナー号・フォルテリコルド号・ベストサーパス号・
ホクセツダンス号・マックスガイ号・ヤマノサファイア号・レッドヴァンクール号・ロイヤルインパクト号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２レース目



12095 5月12日 晴 良 （25東京2）第8日 第11競走 ��
��1，600�第8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 90，000，000円 36，000，000円 23，000，000円 14，000，000円 9，000，000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
1：31．9

良
良
良

611 ヴィルシーナ 牝4青 55 内田 博幸佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 450－ 61：32．4 3．1�
48 ホエールキャプチャ 牝5芦 55 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 474＋ 2 〃 ハナ 44．0�
11 マイネイサベル 牝5鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 高橋 修 478－ 61：32．5� 13．9�
23 ジョワドヴィーヴル 牝4鹿 55 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 430＋ 21：32．6� 13．7�
36 ドナウブルー 牝5鹿 55 C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 430± 01：32．7� 14．4	

（豪）

24 ハナズゴール 牝4栗 55 浜中 俊M．タバート氏 加藤 和宏 浦河 不二牧場 428＋10 〃 クビ 4．4

612 ゴールデングローブ 牝5栗 55 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454± 01：32．8クビ 142．9�
59 アイムユアーズ 牝4栗 55 戸崎 圭太ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 470＋ 4 〃 アタマ 39．0�
818 エーシンメンフィス 牝5鹿 55 川須 栄彦�栄進堂 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 490－101：32．9� 58．4
714 アロマティコ 牝4栗 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 458± 0 〃 クビ 21．3�
510 イチオクノホシ 牝4芦 55 C．デムーロ �ビリオンスター矢野 英一 千歳 社台ファーム 460± 0 〃 アタマ 14．1�

（伊）

713 レインボーダリア 牝6栗 55 柴田 善臣田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 458＋ 21：33．0クビ 22．8�
12 オールザットジャズ 牝5鹿 55 岩田 康誠市川 義美氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム 464－ 2 〃 クビ 18．7�
817 サウンドオブハート 牝4栗 55 池添 謙一�ターフ・スポート松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 456± 01：33．1� 6．8�
47 アドマイヤセプター 牝5栗 55 北村 宏司近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 470＋ 4 〃 クビ 98．3�
35 ザッハトルテ 牝6芦 55 松山 弘平永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 438－ 81：33．2クビ 45．6�
816 メ ー デ イ ア 牝5鹿 55 横山 典弘 �社台レースホース笹田 和秀 安平 追分ファーム 496＋ 61：33．41	 49．8�
715 フミノイマージン 牝7鹿 55 太宰 啓介谷 二氏 本田 優 日高 シンコーファーム 478－ 6 （競走中止） 74．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 458，073，300円 複勝： 563，226，600円 枠連： 452，009，800円 馬連： 1，852，645，800円 馬単： 949，709，100円
ワイド： 586，494，000円 3連複： 2，675，419，100円 3連単： 4，941，037，600円 5重勝： 1，704，710，300円 計： 14，183，325，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 1，020円 � 360円 枠 連（4－6） 4，730円

馬 連 �� 8，030円 馬 単 �� 12，600円

ワ イ ド �� 2，570円 �� 870円 �� 7，150円

3 連 複 ��� 35，770円 3 連 単 ��� 193，570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����� 114，070円

票 数

単勝票数 計4580733 的中 � 1166669（1番人気）
複勝票数 計5632266 的中 � 1392094（1番人気）� 107917（13番人気）� 364379（4番人気）
枠連票数 計4520098 的中 （4－6） 70546（22番人気）
馬連票数 計18526458 的中 �� 170459（28番人気）
馬単票数 計9497091 的中 �� 55633（45番人気）
ワイド票数 計5864940 的中 �� 55520（30番人気）�� 175090（6番人気）�� 19521（70番人気）
3連複票数 計26754191 的中 ��� 55204（109番人気）
3連単票数 計49410376 的中 ��� 18839（575番人気）
5重勝票数 計17047103 的中 ����� 15730

ハロンタイム 12．4―10．8―11．4―11．7―11．9―11．4―11．2―11．6

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴィルシーナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Machiavellian デビュー 2011．8．28 札幌1着

2009．3．5生 牝4青 母 ハルーワスウィート 母母 ハルーワソング 11戦4勝 賞金 333，481，000円
〔競走中止〕 フミノイマージン号は，競走中に疾病〔右第1指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アラフネ号・クィーンズバーン号・トーセンベニザクラ号・マルセリーナ号・ミッドサマーフェア号
※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。

12096 5月12日 晴 稍重 （25東京2）第8日 第12競走 ��
��2，100�BSイレブン賞

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

BSイレブン賞（1着）
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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

47 ヴォーグトルネード 牡4栗 57 福永 祐一深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 470－ 22：09．4 4．3�

11 タ ナ ト ス 牡5黒鹿57 内田 博幸榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 474＋ 82：10．99 5．4�
815 ト リ ノ 牡5栗 57 川須 栄彦北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 494－ 6 〃 ハナ 40．9�
12 リーゼントブルース 牡4芦 57 柴田 善臣三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 B474＋ 22：11．11� 3．6�
59 ルシャンベルタン 牡5鹿 57 池添 謙一嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム B488－ 82：11．31� 136．4�
612 メイスンキャプテン 牡4栗 57 北村 宏司梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 木村牧場 504－ 62：11．4	 11．1	
48 インパルション 牡4鹿 57 C．デムーロ 岡田 牧雄氏 矢野 英一 日高 出口牧場 464＋ 4 〃 ハナ 7．1


（伊）

611
 キャッツインブーツ 牡8栗 57 川田 将雅山本 英俊氏 庄野 靖志 愛 Stonethorn
Stud Farms Ltd 536－ 6 〃 ハナ 15．6�

713 イルポスティーノ 牡4栗 57 田辺 裕信 �サンデーレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 506＋ 62：11．5	 190．1
36 プリュキエール 牡4青鹿57 C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 本間 忍 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 498＋ 62：11．71	 25．8�

（豪）

24 ディアフォルティス 牡5黒鹿57 太宰 啓介ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか 中田 英樹 B484－ 62：12．55 231．3�
816 テラノコブラ 牡5栗 57 武士沢友治寺田 寿男氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 476－ 22：12．92	 80．5�
510 ゴーゴーヒュウガ 牡5鹿 57 藤岡 康太永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか 北海道静内農業高等学校 464－ 22：13．75 98．8�
35 セトブリッジ 牡4黒鹿57 岩田 康誠難波 澄子氏 森 秀行 日高 新井 昭二 512＋12 〃 アタマ 85．2�
714 エクストラセック 牡6栗 57 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 千歳 社台ファーム 528＋102：14．12	 8．5�
23 クリノハナミチ 牡4栗 57 蛯名 正義栗本 博晴氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 504＋ 22：14．2	 25．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 78，052，100円 複勝： 116，772，500円 枠連： 73，416，600円
馬連： 218，515，100円 馬単： 126，307，100円 ワイド： 91，638，700円
3連複： 284，847，700円 3連単： 549，809，200円 計： 1，539，359，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 200円 � 210円 � 730円 枠 連（1－4） 340円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，520円

ワ イ ド �� 650円 �� 3，580円 �� 3，590円

3 連 複 ��� 17，570円 3 連 単 ��� 73，390円

票 数

単勝票数 計 780521 的中 � 144191（2番人気）
複勝票数 計1167725 的中 � 179202（2番人気）� 159284（3番人気）� 33129（10番人気）
枠連票数 計 734166 的中 （1－4） 163626（1番人気）
馬連票数 計2185151 的中 �� 118886（3番人気）
馬単票数 計1263071 的中 �� 37049（6番人気）
ワイド票数 計 916387 的中 �� 37459（5番人気）�� 6097（34番人気）�� 6070（35番人気）
3連複票数 計2848477 的中 ��� 11968（56番人気）
3連単票数 計5498092 的中 ��� 5529（234番人気）

ハロンタイム 7．2―11．3―12．4―12．6―12．1―12．1―12．1―12．1―12．7―12．3―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．5―30．9―43．5―55．6―1：07．7―1：19．8―1：31．9―1：44．6―1：56．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴォーグトルネード �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2011．12．3 阪神6着

2009．5．13生 牡4栗 母 スマイルポジション 母母 バンボリーナ 13戦3勝 賞金 43，080，000円
〔発走状況〕 ディアフォルティス号は，馬場入場後に左前肢落鉄。発走時刻3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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ヴェイロン号・オリオンザアルファ号・サンマルデューク号・バーチャルトラック号
（非抽選馬） 2頭 ウインフロレゾン号・ジーガートップ号
※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8日 5月12日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 176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

348，290，000円
6，930，000円
7，040，000円
32，070，000円
66，891，000円
5，242，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
831，877，100円
1，217，673，800円
729，009，700円
2，820，460，100円
1，565，915，000円
1，003，527，500円
3，864，862，400円
7，154，548，900円
1，704，710，300円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 20，892，584，800円

総入場人員 46，020名 （有料入場人員 44，194名）
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