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12109 5月19日 晴 良 （25東京2）第10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

612 エバーダンシング 牝3栗 54 C．デムーロ 宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 448－ 21：26．5 2．8�
（伊）

48 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 476± 01：26．71� 2．9�
611 マザーズアイ 牝3栗 54 田辺 裕信西山 茂行氏 高木 登 浦河 高昭牧場 452－ 21：27．01� 22．7�
47 レッドキュラス 牝3鹿 54 松岡 正海手嶋 康雄氏 天間 昭一 新ひだか 沖田 忠幸 446＋ 81：27．21� 23．0�
24 ニキーヤダイヤ 牝3栗 54 福永 祐一池田 豊治氏 土田 稔 浦河 鎌田 正嗣 466＋ 21：27．3クビ 14．4�
815 ポークチョップ 牝3鹿 54 柴田 善臣鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 454± 01：27．72� 11．6�
11 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± 01：27．91� 7．5	
36 フーラビューティー 牝3青鹿54 岩田 康誠有限会社シルク田中 剛 安平 ノーザンファーム 486－ 21：28．32� 10．8

12 ドクタールキア 牝3鹿 54 丸山 元気松岡 悟氏 根本 康広 日高 庄野牧場 446＋ 61：28．4� 307．2�
714 デルマハヤブサ 牝3青鹿54 大庭 和弥浅沼 廣幸氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 434＋ 21：28．71� 302．1�
713 クレメンタイン 牝3鹿 54 田中 勝春岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 408＋ 81：29．12� 49．5
59 サルサビーン 牝3鹿 54 松山 弘平岡田 隆寛氏 伊藤 伸一 新ひだか 岡田牧場 B444－141：29．2クビ 220．7�
816 ラヴィーバレンシア 牝3鹿 54 吉田 豊花野 友象氏 田中 清隆 浦河 三枝牧場 470－121：29．3� 346．6�
23 アワードリング 牝3栗 54 戸崎 圭太 �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 430＋ 41：29．61� 36．1�
510 アルマアダーラ 牝3栗 54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 伊藤 大士 新冠 大栄牧場 426＋141：29．81� 61．0�
35 スターバトマーテル 牝3鹿 54

52 △杉原 誠人�ターフ・スポート大竹 正博 浦河 市川フアーム 464＋ 81：30．43� 314．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，583，400円 複勝： 41，272，100円 枠連： 14，385，300円
馬連： 51，568，300円 馬単： 32，052，800円 ワイド： 25，029，000円
3連複： 66，458，800円 3連単： 101，643，900円 計： 352，993，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 120円 � 390円 枠 連（4－6） 340円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 220円 �� 800円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 3，030円 3 連 単 ��� 10，950円

票 数

単勝票数 計 205834 的中 � 58880（1番人気）
複勝票数 計 412721 的中 � 88274（2番人気）� 124968（1番人気）� 16786（7番人気）
枠連票数 計 143853 的中 （4－6） 31683（1番人気）
馬連票数 計 515683 的中 �� 91426（1番人気）
馬単票数 計 320528 的中 �� 27000（1番人気）
ワイド票数 計 250290 的中 �� 36408（1番人気）�� 6927（11番人気）�� 5273（15番人気）
3連複票数 計 664588 的中 ��� 16238（9番人気）
3連単票数 計1016439 的中 ��� 6853（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．4―37．0―49．8―1：02．5―1：14．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エバーダンシング �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2012．11．24 東京9着

2010．4．23生 牝3栗 母 リトミックダンス 母母 レガシーオブストレングス 5戦1勝 賞金 9，750，000円
〔発走状況〕 ディアアスペン号は，枠入り不良。
※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 ファリーム号
※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。

12110 5月19日 晴 良 （25東京2）第10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

714 メイショウトラクマ 牡3黒鹿56 武 幸四郎松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 510－ 41：39．0 5．8�
35 オアフライダー 牡3鹿 56 内田 博幸 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 タバタファーム 470＋ 61：39．1� 1．6�
24 ラッキーチケット 牡3鹿 56 北村 宏司 �キャロットファーム 勢司 和浩 浦河 ミルファーム 486－101：39．42 33．2�
510 ゴールデンソウル 牡3栗 56 戸崎 圭太落合 幸弘氏 斎藤 誠 新ひだか 土田 扶美子 448± 0 〃 クビ 13．2�
815 ハイフロンティア 牡3鹿 56 福永 祐一 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 492－ 41：39．5� 15．1�
48 グレートムガル 牡3鹿 56 蛯名 正義青山 洋一氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 506 ―1：39．92� 47．5	
816 オ ン ラ イ ン 牡3鹿 56 和田 竜二重松 國建氏 佐藤 吉勝 新ひだか 沼田 照秋 476－ 2 〃 ハナ 316．4

11 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 464－ 61：40．0� 64．9�
12 カラダドリーム 牡3鹿 56 田辺 裕信子安 裕樹氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

松田牧場 488＋ 41：40．21� 24．9�
47 ミエノハートハート 牡3鹿 56 横山 典弘里見美惠子氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 422＋ 21：40．51� 21．3
611 ローランズソング 牡3栗 56 田中 勝春有限会社シルク栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 522－ 41：41．24 13．6�
59 ドリームアース 牡3鹿 56 藤岡 佑介森 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 472－ 21：41．3� 337．5�
36 ペリドットムーン 牡3鹿 56 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋16 〃 クビ 49．9�
612 ザエリモホース 牡3鹿 56 大庭 和弥平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上 悦夫 B462－141：41．61� 338．0�
713 パイナップルリリー 牝3黒鹿54 吉田 豊�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 448－ 41：41．92 245．9�
23 グ ン シ ン 牡3鹿 56 武 豊�大島牧場 堀井 雅広 浦河 大島牧場 468＋ 21：42．0� 30．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，021，900円 複勝： 64，582，300円 枠連： 15，226，200円
馬連： 53，519，200円 馬単： 42，460，100円 ワイド： 29，069，000円
3連複： 68，883，700円 3連単： 122，984，800円 計： 423，747，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 160円 � 110円 � 400円 枠 連（3－7） 490円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 210円 �� 1，060円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 16，180円

票 数

単勝票数 計 270219 的中 � 37259（2番人気）
複勝票数 計 645823 的中 � 75363（2番人気）� 355767（1番人気）� 18655（7番人気）
枠連票数 計 152262 的中 （3－7） 23074（1番人気）
馬連票数 計 535192 的中 �� 83850（1番人気）
馬単票数 計 424601 的中 �� 24492（4番人気）
ワイド票数 計 290690 的中 �� 44383（1番人気）�� 5704（13番人気）�� 12526（5番人気）
3連複票数 計 688837 的中 ��� 20048（6番人気）
3連単票数 計1229848 的中 ��� 5611（46番人気）

ハロンタイム 12．1―11．3―11．9―12．5―12．8―12．8―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．4―35．3―47．8―1：00．6―1：13．4―1：25．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウトラクマ �
�
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 2012．10．13 東京10着

2010．3．13生 牡3黒鹿 母 カパルアベイ 母母 カ パ ル ア 12戦1勝 賞金 18，300，000円
〔制裁〕 アーケオプテリクス号の騎手武士沢友治は，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30，000円。（被害馬：

12番）

第２回 東京競馬 第１０日



12111 5月19日 晴 良 （25東京2）第10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 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 452－ 21：20．0 3．4�
36 メイスンウォー 牡3鹿 56 三浦 皇成梅村 浩氏 小島 茂之 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460± 01：20．53 6．9�
24 シャツカストライン 牡3鹿 56 和田 竜二古川 智洋氏 佐藤 吉勝 新冠 隆栄牧場 492－ 41：20．92� 21．8�
47 ニューキングダム 牡3鹿 56 C．デムーロ �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 536＋ 21：21．11� 2．4�

（伊）

816 コウヨウエンプレス 牝3鹿 54 武 豊寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 本巣 一敏 472－101：21．2� 21．1�
59 ブランドハヤテ 牡3芦 56 田中 勝春榎本 富三氏 嶋田 潤 日高 門別牧場 468＋ 2 〃 ハナ 74．0	
12 ヒシキャッツアイ 牝3鹿 54 大庭 和弥阿部 雅英氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 444 ―1：21．3クビ 188．9

612 ニシノオタフク 牝3鹿 54 松山 弘平西山 茂行氏 田中 剛 新ひだか 本桐牧場 488＋ 2 〃 クビ 218．7�
48 チ サ ト 牝3栗 54 北村 宏司鈴木 照雄氏 中川 公成 日高 合資会社カ

ネツ牧場 444－101：21．4� 109．3�
35 アルマネアン 牝3黒鹿54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 池上 昌弘 新ひだか 田湯牧場 450－101：21．82� 17．0
611 ダンシングポーン 牡3鹿 56 武 幸四郎大迫久美子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 434－101：21．9� 185．8�
23 サクラモンストール 牡3栗 56 戸崎 圭太�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 新和牧場 478 ― 〃 アタマ 9．1�
510 ドリームサンサン 牝3黒鹿54 岩田 康誠ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 456＋ 4 〃 同着 24．5�
713 サイドリアル 牡3栗 56 松岡 正海�ターフ・スポート高市 圭二 浦河 永田 克之 456＋ 41：22．0クビ 220．3�
815 ワンショット 牡3鹿 56 武士沢友治宮坂五十四氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 466 ―1：22．42� 451．0�
11 ナスノクロス 牝3鹿 54 内田 博幸�須野牧場 新開 幸一 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 490＋ 61：22．61� 18．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，523，400円 複勝： 43，474，600円 枠連： 15，750，800円
馬連： 56，175，300円 馬単： 36，119，700円 ワイド： 27，689，600円
3連複： 73，415，300円 3連単： 112，764，900円 計： 390，913，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 200円 � 500円 枠 連（3－7） 840円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，220円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 6，900円 3 連 単 ��� 29，230円

票 数

単勝票数 計 255234 的中 � 60068（2番人気）
複勝票数 計 434746 的中 � 91808（2番人気）� 61079（3番人気）� 17137（9番人気）
枠連票数 計 157508 的中 （3－7） 13944（3番人気）
馬連票数 計 561753 的中 �� 35138（3番人気）
馬単票数 計 361197 的中 �� 12414（5番人気）
ワイド票数 計 276896 的中 �� 15202（3番人気）�� 5456（15番人気）�� 4002（19番人気）
3連複票数 計 734153 的中 ��� 7859（25番人気）
3連単票数 計1127649 的中 ��� 2848（92番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
6．8―17．7―29．4―42．0―54．8―1：07．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スワンボート �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ティッカネン デビュー 2012．8．4 新潟8着

2010．6．11生 牡3鹿 母 オンワードスワン 母母 オンワードシェーン 9戦1勝 賞金 12，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 カミノセンプー号・ケンブリッジアトナ号・スターオブミューズ号・セイクラベ号・トウショウパシオン号・

ピンクダイヤモンド号・ベルウッドジンプウ号・マイネライムライト号・ミッレフィオーレ号
※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。

12112 5月19日 晴 良 （25東京2）第10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 250，000
250，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

510 クロイゼリンチャン 牝3鹿 54 戸崎 圭太 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 北田 剛 430± 01：35．2 3．7�
611 コウヨウルビー 牝3鹿 54 北村 宏司寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 510± 01：35．41 10．4�
715 ア ン レ ー ル 牝3鹿 54 内田 博幸 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 450＋ 8 〃 クビ 12．7�
713 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 488＋ 21：35．5クビ 9．0�
36 マイネジュリエッタ 牝3黒鹿54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 450＋121：35．81� 30．2	
48 オーバーザトップ 牡3黒鹿56 横山 典弘草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 446＋ 2 〃 同着 6．0

35 モンプレジール 牡3鹿 56 柴田 善臣平田 修氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 456－ 4 〃 アタマ 16．4�
816 キ マ モ リ 牡3黒鹿56 丸山 元気諸江 幸祐氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 442－ 61：35．9� 83．3�
23 	 アンカジャポニカ 牝3黒鹿54 C．デムーロ 岡田 牧雄氏 栗田 博憲 愛 Tinnakill, M. Sad-

lier & A. Byrne 438－ 21：36．21� 19．5
（伊）

47 オリオンザレヴリ 牡3青鹿56 梶 晃啓平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 444－ 21：36．41� 78．8�
817 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 468－ 6 〃 ハナ 3．1�
12 ブリーズギフト 牝3黒鹿54 武士沢友治飯田 良枝氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 440－ 21：36．61� 556．5�
818 ヴェネチアンレッド 牝3黒鹿54 三浦 皇成村野 康司氏 畠山 吉宏 日高 下河辺牧場 422± 01：36．7クビ 214．3�
59 ドリームブレイズ 牡3鹿 56 勝浦 正樹セゾンレースホース� 田島 俊明 安平 追分ファーム 458± 01：36．91
 58．6�
714 マスタープラチナム 牝3栗 54 蛯名 正義�谷岡牧場 栗田 徹 新ひだか 谷岡牧場 460 ―1：37．11
 104．3�
612 プリンセスオリーブ 牝3栗 54 松山 弘平矢野喜代春氏 伊藤 伸一 新ひだか マークリ牧場 458 ― 〃 アタマ 279．0�
24 フィンガークロス 牡3鹿 56 和田 竜二古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 488－ 41：38．27 321．5�
11 スイートマズルカ 牝3黒鹿 54

52 △杉原 誠人シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B456 ―1：38．62� 450．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 25，987，800円 複勝： 45，214，000円 枠連： 15，625，600円
馬連： 56，898，700円 馬単： 36，695，500円 ワイド： 25，947，800円
3連複： 70，521，600円 3連単： 106，842，700円 計： 383，733，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 180円 � 310円 � 380円 枠 連（5－6） 1，900円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 2，850円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，070円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 7，310円 3 連 単 ��� 30，380円

票 数

単勝票数 計 259878 的中 � 56195（2番人気）
複勝票数 計 452140 的中 � 80600（2番人気）� 36403（5番人気）� 27712（7番人気）
枠連票数 計 156256 的中 （5－6） 6079（9番人気）
馬連票数 計 568987 的中 �� 25135（6番人気）
馬単票数 計 366955 的中 �� 9521（9番人気）
ワイド票数 計 259478 的中 �� 10405（5番人気）�� 5970（13番人気）�� 3075（27番人気）
3連複票数 計 705216 的中 ��� 7120（27番人気）
3連単票数 計1068427 的中 ��� 2596（98番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―36．1―48．5―1：01．0―1：12．5―1：23．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クロイゼリンチャン �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ラストタイクーン デビュー 2012．11．4 東京5着

2010．4．20生 牝3鹿 母 プ レ ア デ ス 母母 エ チ ケ ッ ト 7戦1勝 賞金 10，250，000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。



12113 5月19日 晴 良 （25東京2）第10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

714 マイネグラディウス 牝3黒鹿54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 大竹 正博 日高 戸川牧場 390－ 42：02．8 62．8�

48 カシノオパール 牝3芦 54 梶 晃啓柏木 務氏 和田 雄二 新ひだか 前川 隆則 418－ 62：02．9� 178．7�
817 サクラビクトワール 牡3鹿 56 戸崎 圭太�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 新和牧場 488 ― 〃 アタマ 8．0�
24 マンハッタンテルス 牝3黒鹿54 藤岡 佑介吉田喜代司氏 土田 稔 新冠 川島牧場 464－ 62：03．0クビ 59．4�
12 エイトエンダー 牡3黒鹿56 横山 典弘吉田 照哉氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 460＋ 42：03．21� 3．2�
611 ローレルラスター 牡3鹿 56 福永 祐一 �ローレルレーシング 的場 均 新冠 協和牧場 474± 02：03．3	 18．4	
11 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 480＋ 42：03．51� 1．9�
818 マイネルワーグナー 牡3鹿 56 和田 竜二 �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 430＋ 2 〃 ハナ 72．0�
23 ユキアカリノマチ 牝3黒鹿54 三浦 皇成吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 490－ 2 〃 ハナ 16．8
713 ティアップビクター 牡3黒鹿56 丸山 元気田中 昇氏 高木 登 浦河 猿橋 義昭 448－ 2 〃 ハナ 43．8�
510 サニーロック 牝3黒鹿54 田辺 裕信宮﨑 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 450± 02：03．71	 14．4�
35 カシノコゴロウ 牡3鹿 56 菅原 隆一柏木 務氏 蛯名 利弘 熊本 片山 建治 466＋ 8 〃 クビ 78．6�
612 ウルフキングボーイ 
3青鹿56 武士沢友治廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 B480 ―2：04．65 153．9�
715 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 436＋ 22：04．91� 199．2�
36 フレームエンゼル 牝3鹿 54 吉田 豊柴田 洋一氏 高橋 文雅 日高 藤本ファーム B434＋ 42：05．0� 212．4�
816 バトルトウショウ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹トウショウ産業� 小笠 倫弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 442－142：05．1	 256．9�
59 コパノメガミ 牝3黒鹿 54

52 △杉原 誠人小林 祥晃氏 菊沢 隆徳 新ひだか 原 武久 454－ 82：05．31� 381．1�
（17頭）

47 ウインジョニー 牡3栗 56 武 幸四郎�ウイン 金成 貴史 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター B480－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 24，416，900円 複勝： 33，287，300円 枠連： 19，737，900円
馬連： 49，878，300円 馬単： 39，631，100円 ワイド： 25，504，200円
3連複： 65，748，400円 3連単： 120，906，100円 計： 379，110，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，280円 複 勝 � 1，280円 � 3，700円 � 420円 枠 連（4－7） 16，320円

馬 連 �� 270，670円 馬 単 �� 471，740円

ワ イ ド �� 47，310円 �� 5，260円 �� 23，170円

3 連 複 ��� 836，600円 3 連 単 ��� 8，111，710円

票 数

単勝票数 差引計 244169（返還計 1853） 的中 � 3065（9番人気）
複勝票数 差引計 332873（返還計 4149） 的中 � 6623（11番人気）� 2196（13番人気）� 23134（3番人気）
枠連票数 差引計 197379（返還計 84） 的中 （4－7） 893（20番人気）
馬連票数 差引計 498783（返還計 10303） 的中 �� 136（114番人気）
馬単票数 差引計 396311（返還計 7901） 的中 �� 62（199番人気）
ワイド票数 差引計 255042（返還計 7148） 的中 �� 132（106番人気）�� 1203（35番人気）�� 270（78番人気）
3連複票数 差引計 657484（返還計 23018） 的中 ��� 58（384番人気）
3連単票数 差引計1209061（返還計 38419） 的中 ��� 11（2636番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―11．5―12．3―12．8―12．7―13．1―12．3―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．8―36．3―48．6―1：01．4―1：14．1―1：27．2―1：39．5―1：51．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．7―3F35．6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネグラディウス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ア ラ ジ デビュー 2012．12．22 中山10着

2010．3．28生 牝3黒鹿 母 メジロベツァーリ 母母 ソードリリー 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走除外〕 ウインジョニー号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
※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） 1頭 キープザサミット号
（非抽選馬） 1頭 カレンナデルガード号

12114 5月19日 晴 良 （25東京2）第10日 第6競走 ��
��1，600�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
1：31．3
1：30．7

良
良

510 ベステゲシェンク 牡3鹿 56 北村 宏司吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 464＋141：33．5 3．7�
23 ロンギングゴールド 牡3黒鹿56 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 460＋ 61：34．35 3．9�
611 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 474＋ 2 〃 クビ 12．3�
47 ユキノユウダン 牡3栗 56 丸山 元気馬場 幸廣氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 424± 01：34．51� 13．9�
36 マイネルミラノ 牡3栗 56 C．ウィリアムズ �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 456－ 4 〃 ハナ 5．8�

（豪）

714 ディープストーリー 牝3青 54 内田 博幸有限会社シルク藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 438＋ 8 〃 クビ 12．2	
11 アンブリッジローズ 牡3鹿 56 三浦 皇成 
キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 436－ 21：34．71 61．1�
12 イ キ 牡3栗 56 C．デムーロ 前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460－14 〃 クビ 22．6�
（伊）

816 ヒカルハノハノ 牡3黒鹿56 横山 典弘高橋 光氏 古賀 史生 登別 青藍牧場 480－ 21：34．8� 15．2
48 オメガラヴィータ 牝3栗 54 岩田 康誠原 	子氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 464± 01：35．11
 30．5�
815 トーセンエジンバラ 牡3栗 56 戸崎 圭太島川 �哉氏 本間 忍 日高 本間牧場 476± 01：35．2
 66．7�
59 ファーストエバー 牡3鹿 56 田中 勝春吉田 照哉氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 454－ 21：35．41� 32．4�
612� ヘンゲンジザイ 牝3鹿 54 松山 弘平髙橋 仁氏 大江原 哲 日高 沖田牧場 504＋ 21：35．5� 348．3�
35 ボブキャット 牡3鹿 56 蛯名 正義村木 隆氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 500－ 41：35．6� 8．7�
713 オマツリマンボ 牝3鹿 54 武士沢友治
ミルファーム 畠山 重則 新ひだか グランド牧場 474＋ 81：35．91
 345．5�
24 メリオンジョー 牝3黒鹿54 松岡 正海冨沢 敦子氏 畠山 重則 新ひだか 矢野牧場 458± 01：36．53� 265．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，839，100円 複勝： 44，158，500円 枠連： 18，282，400円
馬連： 70，019，000円 馬単： 41，234，900円 ワイド： 31，142，100円
3連複： 84，023，400円 3連単： 125，931，300円 計： 442，630，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 170円 � 280円 枠 連（2－5） 740円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 380円 �� 730円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 3，490円 3 連 単 ��� 12，660円

票 数

単勝票数 計 278391 的中 � 59567（1番人気）
複勝票数 計 441585 的中 � 75053（2番人気）� 79616（1番人気）� 34912（6番人気）
枠連票数 計 182824 的中 （2－5） 18474（3番人気）
馬連票数 計 700190 的中 �� 71411（1番人気）
馬単票数 計 412349 的中 �� 21658（1番人気）
ワイド票数 計 311421 的中 �� 21972（1番人気）�� 10351（4番人気）�� 6876（16番人気）
3連複票数 計 840234 的中 ��� 17775（6番人気）
3連単票数 計1259313 的中 ��� 7346（13番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．7―12．0―12．2―11．7―11．1―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．6―35．3―47．3―59．5―1：11．2―1：22．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．0
3 2（5，15）（7，6）11（3，9，10）8，14（4，13）（1，12）＝16 4 2（7，5，15）（6，11）（3，9，10）（8，14，13）4（1，12）－16

勝馬の
紹 介

ベステゲシェンク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Souvenir Copy デビュー 2012．11．11 東京1着

2010．4．23生 牡3鹿 母 スーヴェニアギフト 母母 Alleged Gift 4戦2勝 賞金 18，853，000円
※ディープストーリー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



12115 5月19日 晴 良 （25東京2）第10日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走13時20分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
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

816 ピュアマインド 牝5栗 55 戸崎 圭太吉田 照哉氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 454＋ 41：38．0 5．1�
815 リアライズクレア 牝4栗 55 内田 博幸工藤 圭司氏 加藤 征弘 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 540－ 2 〃 クビ 4．1�
11 ラブミーニキータ 牝5芦 55 吉田 豊小林 祥晃氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 520－ 21：38．42� 12．1�
35 メテオレイン 牝4鹿 55 田辺 裕信亀井 哲也氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム 466＋ 6 〃 クビ 25．1�
36 タニセンヴォイス 牝4栗 55 武 豊染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 462＋ 61：38．5クビ 2．8�
714 レッドティムール 牝4青鹿55 北村 宏司 �東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 526－ 21：38．6� 15．6	
12 ピュアダイヤモンド 牝4青鹿55 福永 祐一 
ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 468＋14 〃 クビ 100．4�
24 � ア リ ア ー ヌ 牝4鹿 55 武士沢友治岩﨑 僖澄氏 蛯名 利弘 浦河 宮内牧場 448＋ 61：39．13 162．9�
23 フランスギャル 牝4黒鹿55 三浦 皇成菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 沖田 哲夫 466－ 41：39．31� 13．6
612 サ ラ フ ァ ン 牝4栗 55

53 △杉原 誠人
ターフ・スポート大竹 正博 浦河 上山牧場 478＋ 61：39．72� 66．9�
611 サクラオードシエル 牝4青鹿55 横山 典弘�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 新和牧場 482± 01：39．91� 8．7�
713 ヒヅグータス 牝4鹿 55 和田 竜二�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 460＋ 41：40．96 207．1�
47 ウエスタンルーチェ 牝4黒鹿55 石神 深一西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか ウエスタンファーム 450＋ 61：41．32� 53．3�
59 ウインディーヒル 牝5黒鹿55 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 534＋ 41：41．83 109．3�
48 オペラフォンテン 牝5栗 55 丸山 元気吉橋 計氏 柴崎 勇 浦河 中脇 満 480＋ 81：43．07 138．3�
510� サンタンジェロ 牝5黒鹿55 田中 勝春村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 462± 01：44．38 107．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，220，200円 複勝： 47，177，400円 枠連： 22，658，100円
馬連： 66，419，700円 馬単： 43，041，800円 ワイド： 31，306，800円
3連複： 82，200，100円 3連単： 134，770，400円 計： 453，794，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 180円 � 160円 � 300円 枠 連（8－8） 970円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 2，260円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，040円 �� 820円

3 連 複 ��� 3，240円 3 連 単 ��� 15，720円

票 数

単勝票数 計 262202 的中 � 40642（3番人気）
複勝票数 計 471774 的中 � 72398（3番人気）� 94151（2番人気）� 33680（5番人気）
枠連票数 計 226581 的中 （8－8） 17338（2番人気）
馬連票数 計 664197 的中 �� 46466（3番人気）
馬単票数 計 430418 的中 �� 14059（7番人気）
ワイド票数 計 313068 的中 �� 23076（2番人気）�� 6983（14番人気）�� 9086（8番人気）
3連複票数 計 822001 的中 ��� 18763（9番人気）
3連単票数 計1347704 的中 ��� 6328（34番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．2―35．2―47．7―1：00．3―1：12．8―1：25．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．3―3F37．7
3 6，12（2，15）11（10，13，14）（5，16）7（8，9）1（3，4） 4 6（2，12，15）11，14（10，13，16）5，7（8，9）1，4，3

勝馬の
紹 介

ピュアマインド �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 タヤスツヨシ デビュー 2010．11．14 東京2着

2008．3．11生 牝5栗 母 スプリングアマイン 母母 ダイナマイン 23戦2勝 賞金 33，020，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンタンジェロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年6月19日まで平地競

走に出走できない。

12116 5月19日 晴 良 （25東京2）第10日 第8競走 ��
��1，400�

しゃくやく

芍 薬 賞
発走13時50分 （ダート・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 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

23 ミヤジマッキー 牡3鹿 56 松山 弘平曽我 司氏 牧田 和弥 浦河 村中牧場 484± 01：25．3 2．6�
12 メイショウアイアン 牡3鹿 56 福永 祐一松本 好雄氏 増本 豊 新ひだか 藤沢牧場 496－ 81：25．4� 5．3�
35 アグネスチャンス 牝3黒鹿54 北村 宏司渡辺 孝男氏 森 秀行 浦河 高松牧場 462－ 41：25．82� 50．7�
59 アップルハウス 牡3青鹿56 和田 竜二新木 鈴子氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム 450＋ 21：25．9� 178．4�
47 タ サ ジ ャ ラ 牡3鹿 56 勝浦 正樹 K.C．タン氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム B514± 01：26．0クビ 20．5�
713 サーシスリーフ 牡3鹿 56 C．ウィリアムズ �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高野 友和 日高 豊洋牧場 472－ 6 〃 ハナ 31．7	
（豪）

24 エムエムアリオーン 牡3芦 56 吉田 豊久保 佳和氏 古賀 史生 浦河 山口 義彦 532＋ 6 〃 クビ 21．1

815 バーディーイーグル 牡3鹿 56 内田 博幸里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 476－ 41：26．1� 6．5�
612 ジ ョ バ イ ロ 牡3鹿 56 蛯名 正義岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 490＋ 41：26．3� 4．4�
48 イーサンヘイロー 牡3黒鹿56 田中 勝春国本 勇氏 大和田 成 日高 沖田牧場 458－10 〃 クビ 29．2
816	 シゲルアンドロメダ 牝3鹿 54 田辺 裕信森中 蕃氏 坂口 正則 米 Jeremy

Peskoff 462－ 21：26．61� 174．9�
36 エ ッ フ ェ ル 牡3栗 56 三浦 皇成小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 山本 通則 508－ 41：26．81� 112．2�
11 エトルアンフルール 牝3栗 54 岩田 康誠村山 卓也氏 高柳 瑞樹 新ひだか 有限会社石川牧場 474± 01：27．11� 29．5�
714 メイショウツバクロ 牝3鹿 54 武 幸四郎松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 470＋ 61：27．2� 24．6�
510 ア ラ ム ナ ス 牡3鹿 56 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＋ 61：27．3クビ 53．1�
611
 マンボマーチ 牝3青鹿54 梶 晃啓栗本 博晴氏 成島 英春 新ひだか グランド牧場 438＋ 21：27．51� 103．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，748，300円 複勝： 57，482，700円 枠連： 23，563，300円
馬連： 92，944，200円 馬単： 53，534，000円 ワイド： 38，857，500円
3連複： 110，521，700円 3連単： 182，175，000円 計： 592，826，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 180円 � 700円 枠 連（1－2） 510円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，640円 �� 2，060円

3 連 複 ��� 5，770円 3 連 単 ��� 19，000円

票 数

単勝票数 計 337483 的中 � 103969（1番人気）
複勝票数 計 574827 的中 � 158069（1番人気）� 84786（3番人気）� 14203（11番人気）
枠連票数 計 235633 的中 （1－2） 34745（1番人気）
馬連票数 計 929442 的中 �� 110561（2番人気）
馬単票数 計 535340 的中 �� 35459（1番人気）
ワイド票数 計 388575 的中 �� 37582（1番人気）�� 5365（17番人気）�� 4229（28番人気）
3連複票数 計1105217 的中 ��� 14142（19番人気）
3連単票数 計1821750 的中 ��� 7077（42番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミヤジマッキー �
�
父 スパイキュール �

�
母父 マルゼンスキー デビュー 2013．1．19 京都2着

2010．4．8生 牡3鹿 母 ミヤジプロスパー 母母 タツノメロウ 5戦2勝 賞金 21，213，000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 キタサンイナズマ号・ダノンレジェンド号・ワンダフル号
※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。



12117 5月19日 晴 良 （25東京2）第10日 第9競走 ��
��1，800�テ レ 玉 杯

発走14時25分 （芝・左）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

テレビ埼玉杯（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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：44．1

良
良

713 アルキメデス 牡4鹿 57 C．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 470± 01：46．9 7．6�

（伊）

611 スーパームーン 牡4青鹿57 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 502－10 〃 アタマ 4．0�
712 ロンギングダンサー 牡4黒鹿57 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 470－ 41：47．0� 6．2�
11 	 ファルスター 牡5鹿 57 C．ウィリアムズ 佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492－ 21：47．31
 3．5�

（豪）

46 ヒカルアカツキ �6青鹿57 和田 竜二高橋 光氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 452－ 4 〃 クビ 103．0�
47 ロビンフット 牡5青鹿57 勝浦 正樹桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 赤石 久夫 516＋14 〃 ハナ 92．9�
610 ボーイフレンド 牡4栗 57 福永 祐一北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 442－ 2 〃 アタマ 13．2	
814 ミエノゴーゴー 牡5黒鹿57 戸崎 圭太里見美惠子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 468＋ 2 〃 同着 6．5

59 タイセイグルーヴィ 牡4鹿 57 北村 宏司田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 466－ 41：47．51� 13．2�
23 ラヴィンライフ 牡7鹿 57 武 豊 �サンデーレーシング 武 宏平 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504＋ 41：47．82 18．0
34 グリッドマトリクス 牡7鹿 57 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 バンダム牧場 506－ 61：47．9� 130．8�
35 マルターズグロウヴ 牡5黒鹿57 田辺 裕信藤田 在子氏 萱野 浩二 日高 天羽 禮治 500－ 61：48．32� 172．5�
22 ロードアイアン 牡7鹿 57 松山 弘平 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新冠 赤石 久夫 B496＋101：48．4
 173．8�
58 	 メイショウシレトコ 牡5鹿 57 武 幸四郎松本 好雄氏 梅内 忍 日高 日西牧場 450－121：49．14 82．1�
815 ダークブレイズ 牡4黒鹿57 岩田 康誠 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 534－ 41：49．42 93．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 40，826，700円 複勝： 65，641，000円 枠連： 29，827，800円
馬連： 127，089，500円 馬単： 67，825，200円 ワイド： 45，906，500円
3連複： 137，350，400円 3連単： 233，660，200円 計： 748，127，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 220円 � 150円 � 190円 枠 連（6－7） 590円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 4，220円

ワ イ ド �� 690円 �� 670円 �� 450円

3 連 複 ��� 2，730円 3 連 単 ��� 18，100円

票 数

単勝票数 計 408267 的中 � 42575（5番人気）
複勝票数 計 656410 的中 � 69676（5番人気）� 133004（1番人気）� 89500（3番人気）
枠連票数 計 298278 的中 （6－7） 37581（1番人気）
馬連票数 計1270895 的中 �� 45702（9番人気）
馬単票数 計 678252 的中 �� 11876（21番人気）
ワイド票数 計 459065 的中 �� 16063（10番人気）�� 16599（8番人気）�� 26357（2番人気）
3連複票数 計1373504 的中 ��� 37192（7番人気）
3連単票数 計2336602 的中 ��� 9528（53番人気）

ハロンタイム 13．1―11．3―11．9―12．5―12．5―12．0―11．3―10．9―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．4―36．3―48．8―1：01．3―1：13．3―1：24．6―1：35．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．6―3F33．6

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

勝馬の
紹 介

アルキメデス �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2011．10．29 京都1着

2009．3．24生 牡4鹿 母 アーキオロジー 母母 Caress 9戦3勝 賞金 52，944，000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。

12118 5月19日 晴 良 （25東京2）第10日 第10競走 ��
��1，400�フリーウェイステークス

発走15時00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 441，000円 126，000円 63，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

36 � ランリョウオー 牡6黒鹿57 C．ウィリアムズ 吉田 和美氏 橋田 満 豪
Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

474＋ 41：21．7 4．6�
（豪）

23 ロードガルーダ 牡4青 57 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 508－ 8 〃 クビ 6．7�
611 ネオザウイナー 牡5青鹿57 松山 弘平小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 61：21．8	 26．8�
35 トゥザサミット 牡6鹿 57 松岡 正海 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム 452－ 8 〃 クビ 67．3�
510 エスピナアスール 牝6黒鹿55 大庭 和弥青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 474＋ 41：21．9	 111．9	
713 アミカブルナンバー 牝4鹿 55 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 456－ 6 〃 ハナ 4．0

612 キングオブロー 牡4鹿 57 柴田 善臣池田 豊治氏 伊藤 伸一 新ひだか タガミファーム 492＋ 21：22．0クビ 48．8�
24 スピードリッパー 牝5栗 55 三浦 皇成吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B464－ 4 〃 クビ 62．3�
12 オコレマルーナ 牡4青鹿57 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 442－ 2 〃 アタマ 3．7
47 ダノンウィスラー 牡5鹿 57 福永 祐一�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか 折手牧場 446－ 8 〃 同着 58．5�
11 プランスデトワール 牡5芦 57 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 480＋ 61：22．1	 13．1�
816 リ ン ゴ ッ ト 
5栗 57 勝浦 正樹吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 516＋ 2 〃 クビ 118．7�
714 シルクウェッジ 牡6青鹿57 吉田 豊有限会社シルク和田 正道 新冠 ムラカミファーム 484－14 〃 ハナ 33．1�
48 プリンセスメモリー 牝6鹿 55 北村 宏司海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム 414－ 4 〃 アタマ 13．0�
818 マイネルエルフ 牡7鹿 57 武士沢友治 �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± 01：22．31� 296．8�
817 アルティシムス 牡5鹿 57 石橋 脩 �社台レースホース野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋ 41：22．4	 22．7�
715� サクラインザスカイ 牡4栗 57 蛯名 正義�さくらコマース牧 光二 新ひだか 山田牧場 462± 01：23．03	 94．5�
59 セレスマジェスティ 
6黒鹿57 田中 勝春岡田 牧雄氏 菊川 正達 浦河 榊原 敏明 B488＋ 41：23．31 226．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 53，594，700円 複勝： 93，081，900円 枠連： 41，293，700円
馬連： 182，113，100円 馬単： 98，324，500円 ワイド： 66，878，500円
3連複： 215，677，600円 3連単： 374，670，400円 計： 1，125，634，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 190円 � 270円 � 620円 枠 連（2－3） 1，540円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 3，350円

ワ イ ド �� 690円 �� 2，130円 �� 2，520円

3 連 複 ��� 14，980円 3 連 単 ��� 71，310円

票 数

単勝票数 計 535947 的中 � 93100（3番人気）
複勝票数 計 930819 的中 � 158444（2番人気）� 90280（4番人気）� 32376（8番人気）
枠連票数 計 412937 的中 （2－3） 19912（8番人気）
馬連票数 計1821131 的中 �� 82679（5番人気）
馬単票数 計 983245 的中 �� 21715（12番人気）
ワイド票数 計 668785 的中 �� 25209（6番人気）�� 7554（21番人気）�� 6334（25番人気）
3連複票数 計2156776 的中 ��� 10630（42番人気）
3連単票数 計3746704 的中 ��� 3878（194番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―11．9―12．0―11．4―10．9―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．3―36．2―48．2―59．6―1：10．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F33．5
3 ・（16，10）（3，6，11）（4，15）7，14（1，5，18）（2，13）（8，12）17，9 4 ・（16，10）（3，6）11（4，7，14，15）（1，5，18）（2，13）12（8，17）9

勝馬の
紹 介

�ランリョウオー �
�
父 Redoute’s Choice �

�
母父 Tayasu Tsuyoshi デビュー 2010．2．28 阪神3着

2007．9．22生 牡6黒鹿 母 Hollow Bullet 母母 Beat The Bullet 22戦5勝 賞金 140，926，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔その他〕 プリンセスメモリー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 プリンセスメモリー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年6月19日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アーデント号・オーシャンカレント号・ゴーハンティング号・シルクドリーマー号・ヒシカツジェームス号・

ヒラボクインパクト号・ロードロックスター号
※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。

２レース目



12119 5月19日 晴 良 （25東京2）第10日 第11競走 ��
��2，400�優 駿 牝 馬（ＧⅠ）

発走15時40分 （第74回オークス） （芝・左）
牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，55�

内閣総理大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 97，000，000円 39，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 9，700，000円
付 加 賞 31，346，000円 8，956，000円 4，478，000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

2：22．1
2：22．1
2：23．6

良
良
良

23 メイショウマンボ 牝3鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 478＋102：25．2 28．5�
713 エバーブロッサム 牝3鹿 55 戸崎 圭太宇田 豊氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 460－ 62：25．41� 9．6�
35 デニムアンドルビー 牝3鹿 55 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 432± 02：25．72 3．3�
24 ア ユ サ ン 牝3鹿 55 丸山 元気星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 486＋ 22：25．91� 6．5�
612 フロアクラフト 牝3黒鹿55 松山 弘平 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 480＋ 42：26．21	 140．2	
47 テ ィ ア ー モ 牝3鹿 55 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 432± 02：26．41
 61．0

817 スイートサルサ 牝3栗 55 蛯名 正義シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 458－ 42：26．5
 37．9�
510 リラコサージュ 牝3栗 55 柴田 善臣 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 406－ 2 〃 クビ 55．0�
59 ローブティサージュ 牝3青 55 岩田 康誠有限会社シルク須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 440＋ 42：26．71
 13．4
48 ブリリアントアスク 牝3鹿 55 武士沢友治廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 430－ 42：26．91� 228．3�
714 プリンセスジャック 牝3栗 55 福永 祐一�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 468＋ 4 〃 クビ 37．1�
816 クロフネサプライズ 牝3芦 55 武 豊畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 460＋ 22：27．11� 8．1�
715 セレブリティモデル 牝3黒鹿55 田中 勝春 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 480＋ 22：27．3	 46．3�
36 サクラプレジール 牝3青 55 横山 典弘�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 新和牧場 480＋ 62：27．51
 12．9�
818 トーセンソレイユ 牝3鹿 55 C．ウィリアムズ 島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 418＋ 2 〃 アタマ 16．3�

（豪）

12 ブリュネット 牝3栗 55 和田 竜二 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 462± 02：27．71� 91．7�
11 レッドオーヴァル 牝3鹿 55 C．デムーロ �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 422－ 82：27．8	 5．4�

（伊）

611 クラウンロゼ 牝3鹿 55 三浦 皇成矢野 恭裕氏 天間 昭一 新冠 カミイスタット 452＋ 42：28．65 98．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 495，349，100円 複勝： 599，920，900円 枠連： 569，843，600円 馬連： 2，184，780，100円 馬単： 1，095，558，200円
ワイド： 630，914，300円 3連複： 3，066，377，300円 3連単： 5，786，924，800円 5重勝： 840，328，200円 計： 15，269，996，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，850円 複 勝 � 710円 � 260円 � 150円 枠 連（2－7） 1，540円

馬 連 �� 13，880円 馬 単 �� 31，120円

ワ イ ド �� 3，670円 �� 2，310円 �� 490円

3 連 複 ��� 15，610円 3 連 単 ��� 150，480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����� 1，030，170円

票 数

単勝票数 計4953491 的中 � 137318（9番人気）
複勝票数 計5999209 的中 � 166360（9番人気）� 594805（4番人気）� 1384070（1番人気）
枠連票数 計5698436 的中 （2－7） 273473（9番人気）
馬連票数 計21847801 的中 �� 116167（42番人気）
馬単票数 計10955582 的中 �� 25982（92番人気）
ワイド票数 計6309143 的中 �� 40105（45番人気）�� 64465（27番人気）�� 346870（2番人気）
3連複票数 計30663773 的中 ��� 144971（50番人気）
3連単票数 計57869248 的中 ��� 28382（446番人気）
5重勝票数 差引計8403282（返還計 36096） 的中 ����� 602

ハロンタイム 12．5―11．1―12．1―12．0―11．9―11．8―12．4―12．9―12．8―12．0―11．8―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―23．6―35．7―47．7―59．6―1：11．4―1：23．8―1：36．7―1：49．5―2：01．5―2：13．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F35．7
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

メイショウマンボ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2012．11．25 京都1着

2010．2．25生 牝3鹿 母 メイショウモモカ 母母 メイショウアヤメ 7戦4勝 賞金 203，923，000円
〔制裁〕 メイショウマンボ号の騎手武幸四郎は，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：13番）
※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） 2頭 セキショウ号・タガノミューチャン号
（非抽選馬） 1頭 タンスチョキン号
※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。

12120 5月19日 晴 良 （25東京2）第10日 第12競走 ��
��2，100�

たんざわ

丹沢ステークス
発走16時25分 （ダート・左）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

69 コルポディヴェント 牡5栗 57 北村 宏司 �社台レースホース久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 518＋ 22：12．9 8．2�

711� イッシンドウタイ 牡4鹿 57 岩田 康誠�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 494－ 2 〃 クビ 2．7�
68 ギャザーロージズ 	6芦 57 吉田 豊吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 486± 02：13．0
 6．2�
56 フ ァ イ ヤ ー 牡5青鹿57 横山 典弘深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 512－ 42：13．1� 33．9�
812 スズカルーセント 牡5鹿 57 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 502－ 8 〃 クビ 5．2�
45 ビンテージチャート 牡7栗 57 蛯名 正義 �キャロットファーム 上原 博之 早来 ノーザンファーム 524± 02：13．31� 11．3	
813 ニシノヴァンクール 牡6青鹿57 田辺 裕信西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 西山牧場 508－ 2 〃 ハナ 72．4

710 ダノンゴールド 牡4黒鹿57 内田 博幸�ダノックス 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 534－ 42：13．61
 7．7�
57 ジ ャ ン ナ 牡5鹿 57 石橋 脩前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 ノースヒルズマネジメント 488＋ 22：13．7� 58．5
11 レックスパレード 牡5栗 57 松岡 正海 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 追分ファーム 518－ 22：13．91� 18．7�
33 ラ タ ー シ ュ 牡7栗 57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 506－122：14．0� 17．0�
22 ヤマニンシャスール 牡6鹿 57 和田 竜二土井 薫氏 浅見 秀一 日高 福山牧場 474－16 〃 クビ 128．8�
44 フライバイワイヤー 牡7栗 57 武士沢友治 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 458－162：18．7大差 158．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 80，773，800円 複勝： 118，061，000円 枠連： 60，530，600円
馬連： 212，705，200円 馬単： 126，699，200円 ワイド： 89，720，700円
3連複： 265，121，000円 3連単： 553，542，100円 計： 1，507，153，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 190円 � 130円 � 180円 枠 連（6－7） 320円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 2，650円

ワ イ ド �� 350円 �� 670円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 11，690円

票 数

単勝票数 計 807738 的中 � 77773（5番人気）
複勝票数 計1180610 的中 � 140032（4番人気）� 322605（1番人気）� 160606（2番人気）
枠連票数 計 605306 的中 （6－7） 140216（1番人気）
馬連票数 計2127052 的中 �� 165217（3番人気）
馬単票数 計1266992 的中 �� 35314（9番人気）
ワイド票数 計 897207 的中 �� 64865（3番人気）�� 29774（7番人気）�� 84779（1番人気）
3連複票数 計2651210 的中 ��� 125449（2番人気）
3連単票数 計5535421 的中 ��� 34951（25番人気）

ハロンタイム 7．1―12．0―13．1―13．1―12．5―12．7―12．8―12．7―12．2―12．1―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―19．1―32．2―45．3―57．8―1：10．5―1：23．3―1：36．0―1：48．2―2：00．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コルポディヴェント �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2011．1．23 中山1着

2008．4．6生 牡5栗 母 オータムブリーズ 母母 セプテンバーソング 15戦5勝 賞金 74，770，000円

５レース目



（25東京2）第10日 5月19日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 195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

371，340，000円
7，300，000円
46，910，000円
34，330，000円
74，163，250円
5，736，000円
1，872，000円

勝馬投票券売得金
881，885，300円
1，253，353，700円
846，725，300円
3，204，110，600円
1，713，177，000円
1，067，966，000円
4，306，299，300円
7，956，816，600円
840，328，200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 22，070，662，000円

総入場人員 63，457名 （有料入場人員 61，337名）
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