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12121 5月25日 曇 良 （25東京2）第11日 第1競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走10時10分 （ダート・左）
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

35 ナムライチバンボシ 牡3鹿 56 津村 明秀奈村 信重氏 大和田 成 日高 中前牧場 482－ 61：39．1 7．8�
611 バ ン ク シ ー 牡3鹿 56 吉田 豊渡邊 隆氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 470－ 21：39．42 10．7�
48 キネオハレー 牡3鹿 56 大野 拓弥ジャパンフードビジネス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 B498＋ 21：40．03� 3．7�
47 メ イ ラ ー ド 牡3栗 56 三浦 皇成 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 472＋ 41：40．32 29．7�
11 � サトノロータス 牡3栗 56 戸崎 圭太里見 治氏 古賀 慎明 米 Dr. Masa-

take Iida B464－ 21：40．51	 5．5	
12 レーザービーム 牡3栗 56 勝浦 正樹畑佐 博氏 高柳 瑞樹 新ひだか 折手牧場 456－101：40．6
 84．5

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± 01：40．91
 10．0�
24 レッドエンブレム 牡3黒鹿56 田中 博康 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 478－121：41．0� 35．0�
713 エターナルヒーロー �3黒鹿56 石橋 脩岡田 牧雄氏 木村 哲也 むかわ 東振牧場 454－ 21：41．42� 3．3
23 � アンウォンド 牝3栗 54

51 ▲横山 和生�大樹ファーム 菊沢 隆徳 米 Aaron U. Jones
& Marie D. Jones 508± 01：41．5クビ 43．8�

59 エスカッシャン 牡3青 56 北村 宏司 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 504 ― 〃 クビ 23．4�
510 トウカイマスター 牡3栗 56 田中 勝春内村 正則氏 栗田 博憲 日高 福満牧場 478＋ 61：41．6
 64．0�
816 ピンクダイヤモンド 牝3鹿 54 田辺 裕信吉田 好雄氏 高橋 義博 新冠 山岡牧場 394＋ 21：42．23� 142．4�
36 リネンナデシコ 牝3黒鹿54 木幡 初広戸山 光男氏 南田美知雄 青森 石田 英機 418＋ 41：43．810 243．3�
714 フユミチャン 牝3栗 54 村田 一誠福島 徳佑氏 田中 剛 新冠 須崎牧場 456＋ 81：44．65 319．4�
815 アービンゲイル 牡3鹿 56 松岡 正海前原 敏行氏 伊藤 大士 むかわ 市川牧場 444 ―1：45．13 134．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，056，700円 複勝： 44，245，400円 枠連： 16，089，900円
馬連： 55，276，700円 馬単： 36，339，900円 ワイド： 26，445，100円
3連複： 72，200，800円 3連単： 111，634，300円 計： 385，288，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 200円 � 260円 � 160円 枠 連（3－6） 1，280円

馬 連 �� 2，660円 馬 単 �� 4，910円

ワ イ ド �� 630円 �� 480円 �� 630円

3 連 複 ��� 2，490円 3 連 単 ��� 15，540円

票 数

単勝票数 計 230567 的中 � 23350（4番人気）
複勝票数 計 442454 的中 � 57025（4番人気）� 39599（6番人気）� 90974（1番人気）
枠連票数 計 160899 的中 （3－6） 9313（8番人気）
馬連票数 計 552767 的中 �� 15351（12番人気）
馬単票数 計 363399 的中 �� 5470（22番人気）
ワイド票数 計 264451 的中 �� 10170（9番人気）�� 14054（4番人気）�� 10342（8番人気）
3連複票数 計 722008 的中 ��� 21421（9番人気）
3連単票数 計1116343 的中 ��� 5303（51番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．4―35．8―48．6―1：01．4―1：13．8―1：26．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムライチバンボシ �
�
父 フサイチリシャール �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．6．23 福島11着

2010．5．26生 牡3鹿 母 サドーダンサー 母母 スコツチダンサー 8戦1勝 賞金 8，425，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フユミチャン号・アービンゲイル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年6月

25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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 ウエスタンパレス号・オーゴンプリンス号・カオヴィラマス号・コミュニティ号・フィードベア号・

フレイムミーティア号

12122 5月25日 晴 良 （25東京2）第11日 第2競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走10時40分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

35 ツキノウサギ 牝3鹿 54 吉田 豊飯田 政子氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 B444＋ 41：23．3 12．3�
11 シェアードワールド 牡3黒鹿56 内田 博幸 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B442± 0 〃 ハナ 8．8�
611 ブラザーウインド 牡3栗 56 C．ウィリアムズ �スピードファーム武藤 善則 新冠 スピードフアーム B480＋ 2 〃 クビ 2．2�

（豪）

12 トクラットリバー 牝3黒鹿54 北村 宏司吉田 勝己氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 454－ 41：23．51� 15．3�
818 アイティコスモス 牝3黒鹿54 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 むかわ 貞広 賢治 428＋10 〃 クビ 29．5�
48 クラウンストラーダ 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 和生矢野 悦三氏 菊川 正達 安平 吉田牧場 476± 0 〃 ハナ 16．2	
713 ルーセブラック 牝3黒鹿54 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 446－ 21：23．6クビ 13．0

816 アルマダクロス 牡3栗 56 横山 典弘栗坂 崇氏 伊藤 伸一 浦河 中神牧場 456＋ 21：23．7� 3．8�
59 カシノサトラップ 牡3栗 56

53 ▲原田 和真柏木 務氏 天間 昭一 鹿児島 神野 生男 484＋ 2 〃 ハナ 21．1�
36 ファイアポイント 牡3黒鹿56 大野 拓弥田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 荒木 貴宏 446－101：23．8� 39．6
612 ヴァンビーナ 牝3青鹿54 丸山 元気村山 忠弘氏 根本 康広 日高 坂 牧場 470± 01：23．9	 100．9�
715 ピースロード 牡3鹿 56 田辺 裕信久米田正平氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 470＋161：24．22 73．6�
510 トレッドオンエアー 
3黒鹿56 江田 照男有限会社シルク武市 康男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 41：24．3� 219．8�
47 � クレバースランチェ 牝3鹿 54 的場 勇人�岡崎牧場 矢野 英一 愛 Brighton

Farm Ltd 442－ 21：24．72� 630．2�
817 ヤナガセイコ 牝3鹿 54 柴山 雄一吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 422 ―1：24．91� 245．9�
24 スズノシオン 牝3栗 54 丸田 恭介小紫惠美子氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 416－ 4 〃 クビ 259．6�
23 キョウワアクション 牡3栗 56

54 △杉原 誠人�協和牧場 的場 均 新冠 協和牧場 444 ― 〃 ハナ 459．6�
714 スターナイト 
3鹿 56 武士沢友治岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 泊 寿幸 446＋ 61：25．43 626．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，710，200円 複勝： 49，487，900円 枠連： 15，765，300円
馬連： 60，340，100円 馬単： 40，407，400円 ワイド： 29，947，100円
3連複： 72，915，300円 3連単： 116，955，800円 計： 412，529，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 270円 � 210円 � 140円 枠 連（1－3） 2，080円

馬 連 �� 3，160円 馬 単 �� 7，160円

ワ イ ド �� 780円 �� 550円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，680円 3 連 単 ��� 22，850円

票 数

単勝票数 計 267102 的中 � 17181（4番人気）
複勝票数 計 494879 的中 � 38509（5番人気）� 58748（3番人気）� 128725（1番人気）
枠連票数 計 157653 的中 （1－3） 5612（9番人気）
馬連票数 計 603401 的中 �� 14125（13番人気）
馬単票数 計 404074 的中 �� 4167（26番人気）
ワイド票数 計 299471 的中 �� 9087（8番人気）�� 13379（3番人気）�� 18830（2番人気）
3連複票数 計 729153 的中 ��� 20088（6番人気）
3連単票数 計1169558 的中 ��� 3778（62番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―36．0―48．7―1：00．2―1：11．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F34．6
3 18，5（1，13）（2，10，11）（8，9）14（4，12）（6，15）7，17，3，16 4 18，5（1，13）（10，11）2（8，9）4（12，14）（6，15）（16，7）17，3

勝馬の
紹 介

ツキノウサギ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2012．12．16 中山7着

2010．3．27生 牝3鹿 母 ムーンシンフォニー 母母 ロイヤルペルラ 5戦1勝 賞金 7，000，000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。

第２回 東京競馬 第１１日



12123 5月25日 晴 良 （25東京2）第11日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時10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

612 ファイアマーシャル 牝3鹿 54 蛯名 正義 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 440＋ 81：47．7 15．2�
47 レディアントデイズ 牡3栗 56 北村 宏司髙橋 長治氏 田村 康仁 新ひだか グローリーファーム 480－ 21：47．8� 11．3�
11 ミラクルルージュ 牝3青鹿54 田辺 裕信 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 438＋ 6 〃 ハナ 16．4�
12 カミナリコゾウ 牡3栗 56 三浦 皇成田頭 勇貴氏 大和田 成 新冠 村上牧場 B456＋ 2 〃 ハナ 15．6�
36 カ ウ ウ ェ ラ 牡3青鹿56 吉田 豊 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 438－101：48．01� 55．9�
48 コ イ コ イ 牡3栗 56

53 ▲横山 和生中村 祐子氏 菊川 正達 新冠 小泉牧場 448＋ 41：48．1	 87．5	
24 アースミッション 牡3栗 56 松岡 正海前原 敏行氏 伊藤 大士 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 436＋ 41：48．2� 109．9

715
 レッドルーファス 牡3栗 56 内田 博幸 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 米 Charles

H. Wacker 482 ― 〃 ハナ 9．2�
713 ゴールドボンド 牡3鹿 56 丸田 恭介 �ゴールドレーシング 加藤 和宏 新冠 松浦牧場 490＋ 6 〃 ハナ 9．3
23 プラチナレイン 牝3黒鹿54 大野 拓弥 �クイーンズ・ランチ 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 474－ 81：48．52 34．6�
818 スカーレットポピー 牝3栗 54 戸崎 圭太吉田 千津氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 464＋ 21：48．6� 1．6�
59 ローローローロー 牝3黒鹿54 村田 一誠石川 幸司氏 中川 公成 新ひだか 坂本牧場 464－ 4 〃 ハナ 185．6�
35 アイアイサッチャー 牝3黒鹿54 柴田 善臣齊藤 敬氏 二ノ宮敬宇 新冠 つつみ牧場 460＋ 2 〃 クビ 132．7�
817 フォントネー 牝3鹿 54 柴山 雄一村野 康司氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 61：48．81� 267．9�
714 サクセスカーチス 牡3鹿 56 江田 照男髙嶋 哲氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 462＋ 21：49．01� 26．7�
611 ラブインザミスト 牝3黒鹿54 田中 博康宮坂五十四氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 502＋141：49．74 474．9�
816 ヨベルシチー 牡3黒鹿 56

54 △嶋田 純次 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 442－101：49．8	 290．5�
510
 アレックスキッド �3栗 56 吉田 隼人岡田 牧雄氏 高木 登 米

Whispering Oaks
Farm & Afleet
Alex Syndicate

486＋141：49．9クビ 369．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 36，636，300円 複勝： 49，655，700円 枠連： 22，876，500円
馬連： 60，408，600円 馬単： 48，813，300円 ワイド： 31，549，000円
3連複： 71，661，900円 3連単： 135，296，100円 計： 456，897，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，520円 複 勝 � 410円 � 290円 � 420円 枠 連（4－6） 4，930円

馬 連 �� 5，600円 馬 単 �� 11，910円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 2，160円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 14，280円 3 連 単 ��� 119，440円

票 数

単勝票数 計 366363 的中 � 19118（5番人気）
複勝票数 計 496557 的中 � 31693（6番人気）� 47963（3番人気）� 30180（7番人気）
枠連票数 計 228765 的中 （4－6） 3425（15番人気）
馬連票数 計 604086 的中 �� 7965（19番人気）
馬単票数 計 488133 的中 �� 3027（37番人気）
ワイド票数 計 315490 的中 �� 5906（15番人気）�� 3550（25番人気）�� 6015（14番人気）
3連複票数 計 716619 的中 ��� 3705（42番人気）
3連単票数 計1352961 的中 ��� 836（342番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―11．9―12．5―11．8―11．6―11．6―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．4―35．3―47．8―59．6―1：11．2―1：22．8―1：35．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F36．5

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

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

勝馬の
紹 介

ファイアマーシャル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Louis Quatorze デビュー 2012．12．24 中山4着

2010．4．24生 牝3鹿 母 ブッシュファイヤー 母母 Traki Traki 3戦1勝 賞金 6，100，000円
※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） 1頭 マイネルオリンポス号
（非抽選馬） 5頭 イイデジャスト号・クォンタムビット号・グレイスヒーロー号・セビジャーナス号・ニシノアイボウ号

12124 5月25日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25東京2）第11日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）

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

11 ビービーマイセン 牡4青鹿59 山本 康志�坂東牧場 松山 康久 平取 坂東牧場 486± 03：20．5 1．7�
78 ランブリングローズ 牝6鹿 58 石神 深一草野 仁氏 田中 剛 新ひだか 千代田牧場 484－ 43：20．92� 5．2�
67 サニーサイレンス 牡4栗 59 蓑島 靖典宮﨑 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 468－ 43：21．64 5．9�
66 アサクサマリンバ 牡6鹿 60 浜野谷憲尚田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 470＋ 23：22．23� 8．3�
810� プロジェクトブルー 牡6鹿 60

57 ▲山崎 亮誠 �ブルーマネジメント星野 忍 浦河 大道牧場 512± 03：22．73 14．5	
811 アミフジガガ 牝4黒鹿57 小野寺祐太内藤 好江氏 菅原 泰夫 茨城 内藤牧場 B452± 03：23．12� 44．4

44 ダ ー リ ブ 牝5栗 58 大江原 圭北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飛野牧場 458± 03：23．84 29．9�
79 � トウカイチェッカー �4鹿 59 上野 翔内村 正則氏 的場 均 浦河 鎌田 正嗣 444－ 23：24．54 132．6�
22 � パリスブルー 牝6黒鹿 58

57 ▲原田 和真 �ブルーマネジメント小野 次郎 新冠 川上牧場 470＋ 83：25．56 24．7
55 � フ ゲ ン 牡6鹿 60 鈴木 慶太栗山 良子氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 526＋ 63：26．77 117．1�
33 クールユリア 牝4鹿 57 金子 光希川上 哲司氏 矢野 英一 日高 田中 元寿 496＋ 43：29．2大差 76．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 20，104，900円 複勝： 22，474，500円 枠連： 12，796，000円
馬連： 36，441，500円 馬単： 31，446，000円 ワイド： 17，389，100円
3連複： 48，213，500円 3連単： 110，717，000円 計： 299，582，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 120円 � 120円 � 140円 枠 連（1－7） 420円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 570円

ワ イ ド �� 180円 �� 190円 �� 330円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 1，500円

票 数

単勝票数 計 201049 的中 � 93256（1番人気）
複勝票数 計 224745 的中 � 59982（1番人気）� 55830（2番人気）� 33902（3番人気）
枠連票数 計 127960 的中 （1－7） 22494（2番人気）
馬連票数 計 364415 的中 �� 66078（1番人気）
馬単票数 計 314460 的中 �� 41397（1番人気）
ワイド票数 計 173891 的中 �� 27042（1番人気）�� 23889（2番人気）�� 10845（4番人気）
3連複票数 計 482135 的中 ��� 68426（1番人気）
3連単票数 計1107170 的中 ��� 54513（1番人気）
上り 1マイル 1：45．8 4F 52．5－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビービーマイセン �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 ミスターシービー デビュー 2012．4．7 福島7着

2009．5．8生 牡4青鹿 母 スイートミトゥーナ 母母 アンジユレスイート 障害：4戦1勝 賞金 9，900，000円
〔発走状況〕 フゲン号は，発進不良〔出遅れ〕。



12125 5月25日 晴 良 （25東京2）第11日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走12時30分 （ダート・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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

611 マイネオレンジ 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 矢野 英一 新冠 ビッグレッドファーム 480＋ 81：24．9 51．3�

815 アンルーリー 牝3鹿 54 蛯名 正義ディアレスト 高木 登 新ひだか 八田ファーム 470－ 21：25．53� 1．5�
23 レ デ ィ ー 牝3鹿 54

52 △杉原 誠人浅見 文子氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 422－ 41：26．03 13．3�
12 セイユウスマイル 牝3鹿 54 横山 典弘松岡 正二氏 鈴木 伸尋 新ひだか 畠山牧場 470－ 2 〃 クビ 17．3�
48 オ リ ア ー ナ 牝3青鹿54 田辺 裕信 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 豊洋牧場 482± 0 〃 ハナ 39．7�
24 ダイワプロシード 牝3栗 54 大野 拓弥大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 454＋ 41：26．32 164．4	
35 タマノエスペランサ 牝3鹿 54 中谷 雄太玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 新冠 武田牧場 476－ 21：26．4� 10．2

612 クレバーパルマ 牝3栗 54 丸山 元気本間 充氏 根本 康広 新ひだか 橋本牧場 428＋ 41：26．5クビ 11．7�
713� ラゴディラゴライ 牝3鹿 54 武士沢友治佐藤 則子氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：26．92� 132．8�
714 シゲルコジシザ 牝3鹿 54 三浦 皇成森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか 加野牧場 B464＋ 81：27．0クビ 194．7
510 プリティウイッチ 牝3鹿 54 柴田 善臣平賀 久枝氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：27．21� 8．7�
11 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 B430－ 41：27．73 31．1�
47 ビーナストリック 牝3栗 54 木幡 初広友水 達也氏 中野 栄治 新冠 岩見牧場 444－ 21：28．12� 34．7�
59 フルーツガーデン 牝3青鹿54 村田 一誠田頭 勇貴氏 菊沢 隆徳 浦河 谷口牧場 472± 01：28．2� 197．6�
36 エルシェロアスール 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太山下 恭茂氏 伊藤 伸一 浦河 山下 恭茂 460± 01：28．41� 79．9�
816 プラティーヌ 牝3鹿 54 柴山 雄一伊藤 元庸氏 高市 圭二 新冠 細川農場 456± 01：29．35 75．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，463，300円 複勝： 74，272，400円 枠連： 22，117，400円
馬連： 67，972，500円 馬単： 52，482，800円 ワイド： 38，373，800円
3連複： 94，631，900円 3連単： 165，957，900円 計： 549，272，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，130円 複 勝 � 820円 � 110円 � 250円 枠 連（6－8） 580円

馬 連 �� 3，990円 馬 単 �� 14，230円

ワ イ ド �� 1，660円 �� 4，930円 �� 320円

3 連 複 ��� 9，550円 3 連 単 ��� 91，070円

票 数

単勝票数 計 334633 的中 � 5145（10番人気）
複勝票数 計 742724 的中 � 11107（10番人気）� 395751（1番人気）� 49401（4番人気）
枠連票数 計 221174 的中 （6－8） 28561（1番人気）
馬連票数 計 679725 的中 �� 12594（12番人気）
馬単票数 計 524828 的中 �� 2723（41番人気）
ワイド票数 計 383738 的中 �� 5314（19番人気）�� 1737（43番人気）�� 34351（3番人気）
3連複票数 計 946319 的中 ��� 7317（28番人気）
3連単票数 計1659579 的中 ��� 1345（242番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．5―47．9―1：00．1―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネオレンジ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2012．7．28 新潟1着

2010．3．1生 牝3栗 母 コスモバレンシア 母母 スナークバンダム 4戦2勝 賞金 14，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 アルボナンザ号・エバーグレーズ号・エフティチャーミー号・サザランディー号・セトノミッシー号・

バーニングハート号・ビッグダージリン号・ビーマイラブ号・プランタンビジュー号・ボストンビリーヴ号・
ムードティアラ号・レッドマニッシュ号・ロジウエスト号

12126 5月25日 晴 良 （25東京2）第11日 第6競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走13時00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
2：22．1
2：22．1

良
良

815 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± 02：29．5 6．8�

713 ビッグバンドジャズ 牡3黒鹿56 北村 宏司下河�美智子氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 494－ 22：29．6� 6．4�
46 イレプレイスブル 牡3黒鹿56 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 466－ 22：29．81� 4．5�
22 ダイビングボード 牡3鹿 56 田辺 裕信有限会社シルク高柳 瑞樹 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 514＋ 62：29．9� 9．8	
814 バロンミノル 牡3黒鹿56 石橋 脩吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 494＋ 82：30．11� 29．4

47 サトノテイオウ 牡3鹿 56 戸崎 圭太里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 466－ 2 〃 アタマ 3．3�
59 トーセンウィンドウ 牝3栗 54 江田 照男島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 446－ 22：30．2	 25．2�
34 セクシイサウンド 牝3鹿 54 勝浦 正樹平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 484－ 8 〃 クビ 27．5
11 ブリリアントダンス 牡3鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 480± 02：30．3クビ 73．8�
610 ネルトスグアサ 牡3黒鹿56 武士沢友治福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 中脇 満 444＋ 2 〃 クビ 54．7�
35 シンボリパソドブレ 牡3鹿 56 柴田 善臣シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 478－ 22：30．4	 15．3�
58 マイネルサンオペラ 牡3栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 日高 春木 昭雄 460± 02：30．5� 12．7�
712 ヴェリタラブ 牝3鹿 54 大野 拓弥山科 統氏 二ノ宮敬宇 浦河 バンダム牧場 426－ 2 〃 アタマ 32．3�
23 ギンザブルースター 牡3芦 56 吉田 隼人有馬 博文氏 池上 昌弘 浦河 丸村村下

ファーム 438－ 22：30．81	 101．6�
611 オマツリマンボ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか グランド牧場 476＋ 22：31．43� 151．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，131，900円 複勝： 52，699，600円 枠連： 24，546，200円
馬連： 72，217，400円 馬単： 43，370，200円 ワイド： 35，769，700円
3連複： 85，157，000円 3連単： 130，522，900円 計： 475，414，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 200円 � 230円 � 180円 枠 連（7－8） 1，420円

馬 連 �� 2，650円 馬 単 �� 5，290円

ワ イ ド �� 830円 �� 650円 �� 610円

3 連 複 ��� 4，840円 3 連 単 ��� 35，750円

票 数

単勝票数 計 311319 的中 � 36160（4番人気）
複勝票数 計 526996 的中 � 69488（3番人気）� 56483（4番人気）� 88878（2番人気）
枠連票数 計 245462 的中 （7－8） 12763（7番人気）
馬連票数 計 722174 的中 �� 20117（11番人気）
馬単票数 計 433702 的中 �� 6054（22番人気）
ワイド票数 計 357697 的中 �� 10444（10番人気）�� 13690（5番人気）�� 14725（3番人気）
3連複票数 計 851570 的中 ��� 12993（12番人気）
3連単票数 計1305229 的中 ��� 2695（90番人気）

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

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―23．9―37．0―50．3―1：03．4―1：16．9―1：29．9―1：42．6―1：54．9―2：06．4―2：17．8

コーナー
通過順位

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

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

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 7戦2勝 賞金 17，850，000円



12127 5月25日 晴 良 （25東京2）第11日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系4歳以上
発走13時30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

36 ラブリースター 牝4栃栗55 柴山 雄一長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 464－ 21：25．6 17．9�
24 ジツリキフォーティ 牡4黒鹿57 北村 宏司河合實貴男氏 古賀 慎明 浦河 上山牧場 496± 01：25．81� 1．6�
12 シークレットアーム 牡4鹿 57 石橋 脩�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 516＋ 81：26．01� 136．5�
47 ドリームリーグ 牡4栗 57 大野 拓弥セゾンレースホース� 畠山 吉宏 浦河 駿河牧場 508＋ 2 〃 ハナ 21．9�
611 フェアリーライン 牝4鹿 55 蛯名 正義 �キャロットファーム 池上 昌弘 安平 追分ファーム 532－ 4 〃 クビ 14．8	
35 � 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 480＋ 41：26．21� 11．1

11 � トーセンブリッツ 牡5青 57 C．ウィリアムズ 島川 �哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B466＋ 61：26．3� 11．2�

（豪）

815 デリケートアーチ 牝4栃栗55 三浦 皇成 �社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム B460＋ 21：26．4クビ 102．9
713 フィンデルムンド 牡5鹿 57 吉田 隼人 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 476± 0 〃 アタマ 86．4�
612� トーセンビジュー 	4鹿 57 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 田端牧場 444＋ 51：26．82� 152．4�
59 � リネンヴィヴィッド 牡4鹿 57 木幡 初広戸山 光男氏 南田美知雄 日高 広富牧場 510＋ 21：27．01� 205．3�
714 ベルストーリー 牝4鹿 55 松岡 正海髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 高岸 順一 516＋ 8 〃 アタマ 68．0�
816 ピオニエトウショウ 牝4鹿 55 内田 博幸トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 430＋ 21：27．1クビ 5．9�
23 ジョウノソナタ 牝4黒鹿55 戸崎 圭太小川 義勝氏 武藤 善則 日高 三城牧場 484＋161：27．2
 40．1�
48 � プレミアムカード 	5鹿 57 津村 明秀青芝商事� 清水 英克 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 81：27．83� 126．6�
（15頭）

510 ディアイレイザー 牡4栗 57 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 浦河 高松牧場 B472－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 37，222，000円 複勝： 101，467，500円 枠連： 24，300，400円
馬連： 67，763，100円 馬単： 52，377，200円 ワイド： 36，103，200円
3連複： 73，429，200円 3連単： 147，812，600円 計： 540，475，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，790円 複 勝 � 290円 � 110円 � 1，700円 枠 連（2－3） 430円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 3，520円

ワ イ ド �� 400円 �� 8，460円 �� 2，200円

3 連 複 ��� 15，780円 3 連 単 ��� 110，980円

票 数

単勝票数 差引計 372220（返還計 14002） 的中 � 16416（6番人気）
複勝票数 差引計1014675（返還計 32201） 的中 � 45384（5番人気）� 649894（1番人気）� 5802（11番人気）
枠連票数 差引計 243004（返還計 226） 的中 （2－3） 41946（1番人気）
馬連票数 差引計 677631（返還計115865） 的中 �� 53242（5番人気）
馬単票数 差引計 523772（返還計 77784） 的中 �� 11001（11番人気）
ワイド票数 差引計 361032（返還計 51033） 的中 �� 25478（4番人気）�� 971（51番人気）�� 3841（22番人気）
3連複票数 差引計 734292（返還計219237） 的中 ��� 3436（44番人気）
3連単票数 差引計1478126（返還計428080） 的中 ��� 983（260番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―35．9―48．4―1：00．7―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラブリースター �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Aptitude デビュー 2011．8．28 新潟14着

2009．4．4生 牝4栃栗 母 キョウコマチ 母母 パ リ モ ニ ー 18戦2勝 賞金 26，000，000円
〔競走除外〕 ディアイレイザー号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 ビットアレグロ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ピオニエトウショウ号の騎手内田博幸は，最後の直線コースでの御法について戒告。
〔その他〕 ジツリキフォーティ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ジツリキフォーティ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年6月25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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アウトオブオーダー号・シベリアンブラック号・デプロマトウショウ号・レッドガルシア号
※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。

12128 5月25日 晴 良 （25東京2）第11日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系4歳以上

発走14時00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
1：44．2
1：44．1

良
良

36 ディサイファ 牡4鹿 57 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 488± 01：46．5 3．8�

35 サイレントクロップ 牝4青鹿 55
52 ▲横山 和生 �グリーンファーム国枝 栄 千歳 社台ファーム 518＋101：46．81� 21．1�

612 トーセンオーラ 牝4鹿 55 北村 宏司島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 454－ 21：46．9	 14．5�
24 フェアブレシア 牡4鹿 57 石橋 脩岡田 牧雄氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 512－121：47．0� 41．8�
817 アンスポークン 牝4鹿 55 田辺 裕信 	社台レースホース戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－101：47．1	 35．2

12 マイネルエクレウス 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 コスモヴューファーム 488－ 2 〃 アタマ 17．9�
713 ジ ャ ー ビ ス 
5鹿 57 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 468－121：47．31� 4．8�
611 リルバイリル 
5鹿 57 吉田 隼人小林 薫氏 栗田 博憲 様似 富田 恭司 478± 0 〃 クビ 13．0
47 パリソワール 牡4栗 57 丸山 元気丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 434－ 2 〃 アタマ 78．0�
59 クールエレガンス 牡6青鹿57 柴山 雄一臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 B488± 01：47．4クビ 14．4�
715 キングビート 牡4黒鹿 57

55 △嶋田 純次	桜井牧場 水野 貴広 新ひだか 桜井牧場 472－ 41：47．71� 354．6�
510 マイネルスパイス 牡4鹿 57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 長浜 忠 430± 0 〃 アタマ 15．0�
714 トモロマイスター 牡6黒鹿57 丸田 恭介戸賀 智子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 448－ 2 〃 クビ 15．3�
816 バトルキトリ 牝4栗 55

52 ▲山崎 亮誠宮川 秋信氏 尾形 和幸 新ひだか 前田牧場 472± 01：47．8クビ 88．7�
23 サトノグロリアス 牡4黒鹿 57

55 △杉原 誠人里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 510－ 81：47．9	 9．6�
818 ヌーアムート 
4黒鹿57 戸崎 圭太 	社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－ 2 〃 ハナ 6．7�
48 デラコリーナ 牝5鹿 55 大野 拓弥 	サンデーレーシング 鈴木 康弘 安平 追分ファーム 478＋ 81：48．11� 186．4�
11 � モエレプレジデント 牡4黒鹿57 吉田 豊中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 444－ 81：48．95 310．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 34，690，600円 複勝： 61，841，500円 枠連： 29，115，100円
馬連： 93，574，300円 馬単： 51，754，800円 ワイド： 41，748，500円
3連複： 122，646，500円 3連単： 173，306，700円 計： 608，678，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 520円 � 430円 枠 連（3－3） 4，330円

馬 連 �� 4，160円 馬 単 �� 6，930円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 1，100円 �� 4，180円

3 連 複 ��� 17，250円 3 連 単 ��� 79，250円

票 数

単勝票数 計 346906 的中 � 72618（1番人気）
複勝票数 計 618415 的中 � 113217（1番人気）� 27075（11番人気）� 33610（10番人気）
枠連票数 計 291151 的中 （3－3） 4969（18番人気）
馬連票数 計 935743 的中 �� 16638（17番人気）
馬単票数 計 517548 的中 �� 5514（27番人気）
ワイド票数 計 417485 的中 �� 7273（16番人気）�� 9617（9番人気）�� 2389（57番人気）
3連複票数 計1226465 的中 ��� 5249（66番人気）
3連単票数 計1733067 的中 ��� 1614（279番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．7―12．2―12．4―12．3―11．5―11．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―35．3―47．5―59．9―1：12．2―1：23．7―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

ディサイファ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dubai Millennium デビュー 2012．2．26 中山3着

2009．4．20生 牡4鹿 母 ミ ズ ナ 母母 Tribulation 13戦2勝 賞金 32，115，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 エーシングルーオン号・カシノデューク号



12129 5月25日 晴 良 （25東京2）第11日 第9競走 ��
��1，600�

は や ま

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

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

612 ゼンノルジェロ 牡5青 57 丸山 元気大迫久美子氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 504＋ 81：32．8 22．7�
48 メイショウヤタロウ 牡5鹿 57 藤田 伸二松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 486－ 2 〃 クビ 5．1�
714 サクラヴィクトリー 牡4栗 57 吉田 隼人�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 464－141：32．9� 11．1�
23 ウインクリアビュー 牝6栗 55 三浦 皇成�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 462＋ 41：33．0	 7．3�
11 リフトザウイングス 牡5青鹿57 蛯名 正義 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 516－ 21：33．1	 19．0	
510 ドリームトレイン 牡4黒鹿57 吉田 豊前田 幸治氏 谷 潔 新冠 村上牧場 484－141：33．2	 31．1

12 ローレルブレット 牡4黒鹿57 田辺 裕信 �ローレルレーシング 今野 貞一 新冠 川島牧場 440－ 41：33．3� 10．0�
817
 ナスノシベリウス 牝4芦 55 横山 典弘�須野牧場 和田 正道 米

B. P. Walden Jr., J.
Stuart & Unbridled’s
Song Syndicate

508＋12 〃 ハナ 70．8
24 ローズノーブル 牝4青 55 北村 宏司 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 416＋10 〃 ハナ 4．6�
816� エメラルスピード 牡5栗 57 石橋 脩高橋 勉氏 勢司 和浩 浦河 中村 雅明 464＋ 41：33．4クビ 19．0�
59 コスモトゥルーラヴ 牡4鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 日高 戸川牧場 492－ 6 〃 ハナ 45．5�
713 ドラゴンライズ 牡5鹿 57 柴山 雄一窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 478± 0 〃 アタマ 69．5�
611 ラヴェルソナタ �5鹿 57 杉原 誠人 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 520＋ 41：33．5	 21．5�
35 ヴァリアシオン 牡4鹿 57 C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 西園 正都 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508＋ 81：33．6� 6．4�
（豪）

715
 ダークマレイン 牝4鹿 55 大野 拓弥門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-
ter Farm 454± 0 〃 アタマ 119．3�

818 ニシノスタイル 牡4鹿 57 村田 一誠西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 川上牧場 500＋ 41：33．7	 81．7�
36 シンボリカージナル 牡7鹿 57 柴田 善臣シンボリ牧場 高橋 祥泰 静内 シンボリ牧場 494－ 61：33．8� 151．1�
47 ケルンフォーティー 牡4栗 57 戸崎 圭太谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育

成牧場 450＋ 41：33．9クビ 17．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 44，903，400円 複勝： 82，321，600円 枠連： 39，541，700円
馬連： 136，788，100円 馬単： 72，641，300円 ワイド： 57，055，800円
3連複： 166，066，400円 3連単： 259，056，800円 計： 858，375，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，270円 複 勝 � 580円 � 230円 � 380円 枠 連（4－6） 3，460円

馬 連 �� 6，830円 馬 単 �� 15，440円

ワ イ ド �� 2，040円 �� 2，390円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 21，160円 3 連 単 ��� 128，490円

票 数

単勝票数 計 449034 的中 � 15607（11番人気）
複勝票数 計 823216 的中 � 32935（10番人気）� 113744（2番人気）� 54755（6番人気）
枠連票数 計 395417 的中 （4－6） 8455（17番人気）
馬連票数 計1367881 的中 �� 14781（26番人気）
馬単票数 計 726413 的中 �� 3474（67番人気）
ワイド票数 計 570558 的中 �� 6856（20番人気）�� 5811（33番人気）�� 11200（10番人気）
3連複票数 計1660664 的中 ��� 5794（71番人気）
3連単票数 計2590568 的中 ��� 1488（432番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―34．9―46．5―58．5―1：10．0―1：21．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼンノルジェロ �
�
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 2010．9．26 阪神3着

2008．4．30生 牡5青 母 フサイチエアデール 母母 ラスティックベル 10戦3勝 賞金 29，806，000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。

12130 5月25日 晴 良 （25東京2）第11日 第10競走 ��
��1，600�

くんぷう

薫風ステークス
発走15時10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 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

59 ロンギングスター 牡6栗 57 吉田 豊坂本 浩一氏 勢司 和浩 浦河 中村 雅明 476＋ 21：36．6 19．7�
11 タマブラックホール 牡4黒鹿57 石橋 脩玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 510＋101：36．7� 10．1�
48 シルクシュナイダー 牡5黒鹿57 戸崎 圭太有限会社シルク須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510＋101：37．12� 5．8�
714 スズカロジック 牡5栗 57 内田 博幸永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 山下 恭茂 488－ 4 〃 アタマ 13．9�
510 エンジョイタイム 牡5鹿 57 丸田 恭介前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント 484＋ 21：37．2� 105．6�
47 スズカヴィグラス 牡4鹿 57 吉田 隼人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 B494－ 21：37．3� 3．1�
23 	 ダブルスター 牡4栗 57 田辺 裕信	グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 504－ 21：37．4� 6．5

35 サトノジョリー 牝4青鹿55 丸山 元気里見 治氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 444± 01：37．5� 17．6�
713 ナリタスプリング 牡6青鹿57 江田 照男�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 498－181：37．6
 21．3
611 タイセイファントム 牡5鹿 57 蛯名 正義田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 446－ 2 〃 アタマ 13．7�
24 バトードール 牡6栗 57 C．ウィリアムズ 	キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B522－ 61：38．13 9．2�

（豪）

36 ナシュワンヒーロー 牡6栗 57 津村 明秀間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか へいはた牧場 454± 0 〃 ハナ 53．0�
612	 テープカット 牡6鹿 57 武士沢友治橋本 忠雄氏 高橋 祥泰 新ひだか タイヘイ牧場 474＋ 41：38．2
 90．9�
815	 エバーオンワード 牡5鹿 57 丹内 祐次井上 修一氏 浅野洋一郎 新冠 松田 富士夫 478＋ 21：39．69 274．8�
12 ガリレオバローズ 牡5黒鹿57 北村 宏司猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 534－ 4 （競走中止） 17．1�
816	 セニョリータ 牝5鹿 55 松岡 正海水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 446＋ 6 （競走中止） 184．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，531，500円 複勝： 82，535，500円 枠連： 46，238，100円
馬連： 169，214，200円 馬単： 88，047，100円 ワイド： 62，784，400円
3連複： 203，946，300円 3連単： 331，803，700円 計： 1，033，100，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，970円 複 勝 � 560円 � 390円 � 300円 枠 連（1－5） 5，680円

馬 連 �� 8，720円 馬 単 �� 17，800円

ワ イ ド �� 2，850円 �� 2，310円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 16，140円 3 連 単 ��� 95，620円

票 数

単勝票数 計 485315 的中 � 19499（10番人気）
複勝票数 計 825355 的中 � 36403（10番人気）� 56740（6番人気）� 79590（3番人気）
枠連票数 計 462381 的中 （1－5） 6017（19番人気）
馬連票数 計1692142 的中 �� 14322（38番人気）
馬単票数 計 880471 的中 �� 3651（78番人気）
ワイド票数 計 627844 的中 �� 5366（41番人気）�� 6655（33番人気）�� 12290（15番人気）
3連複票数 計2039463 的中 ��� 9329（67番人気）
3連単票数 計3318037 的中 ��� 2561（379番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．4―34．9―47．0―59．6―1：12．2―1：24．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロンギングスター �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2009．11．15 東京1着

2007．3．23生 牡6栗 母 ヒシアイドル 母母 ヒシモナーク 24戦5勝 賞金 86，202，000円
〔競走中止〕 セニョリータ号は，競走中に疾病〔左第3中手骨開放骨折〕を発症したため3コーナーで競走中止。

ガリレオバローズ号は，競走中に疾病〔左第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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 アンアヴェンジド号・イーグルドライヴ号・ヴィンテージイヤー号・カネトシイナーシャ号・ダイバクフ号・

ダノンハラショー号・ディーエスコンドル号・ニチリン号・ブルーデインヒル号
※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。



12131 5月25日 晴 良 （25東京2）第11日 第11競走
東京競馬場開設80周年記念

��
��1，400�

けやき

欅 ス テ ー ク ス
発走15時45分 （ダート・左）
4歳以上；負担重量は，日本馬：55�，牝馬2�減，収得賞金1，000万円超過馬は超過
額1，100万円毎1�増，�：55�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬6�増，GⅡ競走1着馬4�
増，GⅢ競走1着馬2�増（ただし2歳時の成績を除く）

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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

815 アドマイヤロイヤル 牡6鹿 56 四位 洋文近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 524＋ 61：23．7 3．4�
510 エ ア ウ ル フ 牡6栗 57 内田 博幸 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム B490＋101：23．8	 4．2�
36 トキノエクセレント 牡5黒鹿56 田辺 裕信田中 準市氏 矢野 照正 浦河 三嶋牧場 470± 01：24．01
 11．7�
11 シセイオウジ 牡6栗 56 田中 勝春猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 466＋ 6 〃 クビ 20．6�
816 ブライトアイザック 牡7鹿 58 江田 照男保坂 義貞氏 菅原 泰夫 浦河 富田牧場 504＋ 21：24．1クビ 23．9�
48 トキノフウジン 牡6黒鹿56 横山 典弘田中 準市氏 昆 貢 新冠 村田牧場 454＋ 21：24．2	 26．2	
47 スノードラゴン 牡5芦 57 蛯名 正義岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 502－ 21：24．51� 2．9

23 � チョイワルグランパ 牡7黒鹿55 大庭 和弥�グランプリ 森 秀行 千歳 社台ファーム B526± 0 〃 クビ 112．7�
35 � サクラシャイニー 牡7栗 56 丸山 元気�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 462－101：24．6クビ 37．8�
611 ツクバコガネオー 5栗 56 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 524± 0 〃 ハナ 14．8
59 メイショウツチヤマ 牡6鹿 56 柴田 善臣松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 486＋ 21：24．7	 43．4�
12 オリオンザポラリス 牡6黒鹿56 勝浦 正樹平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 大塚牧場 470＋ 2 〃 クビ 57．1�
612 エーシンホワイティ 牡6鹿 57 丸田 恭介�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 506＋ 21：25．23 65．4�
24 シェアースマイル 牝4栗 53 大野 拓弥小林 秀樹氏 栗田 徹 新ひだか 加野牧場 510－ 21：26．05 208．3�
714� ド ス ラ イ ス 牡7栗 58 三浦 皇成小田 吉男氏 森 秀行 米 WinStar

Farm, LLC 550＋241：27．59 234．7�
（15頭）

713 ツクバホクトオー 牡7黒鹿56 吉田 隼人荻原 昭二氏 尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 79，694，000円 複勝： 138，138，400円 枠連： 68，266，900円
馬連： 307，939，400円 馬単： 170，670，800円 ワイド： 115，295，500円
3連複： 407，511，000円 3連単： 766，894，000円 計： 2，054，410，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 150円 � 240円 枠 連（5－8） 560円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 280円 �� 640円 �� 780円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ��� 8，540円

票 数

単勝票数 計 796940 的中 � 186773（2番人気）
複勝票数 計1381384 的中 � 321981（1番人気）� 254902（3番人気）� 120206（4番人気）
枠連票数 計 682669 的中 （5－8） 91375（3番人気）
馬連票数 計3079394 的中 �� 375397（3番人気）
馬単票数 計1706708 的中 �� 99543（6番人気）
ワイド票数 計1152955 的中 �� 118484（3番人気）�� 41743（5番人気）�� 33732（6番人気）
3連複票数 計4075110 的中 ��� 138747（4番人気）
3連単票数 計7668940 的中 ��� 66338（12番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．9―12．3―12．3―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．8―35．7―48．0―1：00．3―1：11．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．7
3 ・（14，16）－（3，11）15（2，5，9）10，7，6（1，4）8，12 4 16（14，11）（3，15）5（2，10，9）（7，6）（1，8）（4，12）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤロイヤル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2009．8．22 札幌2着

2007．2．10生 牡6鹿 母 マストビーラヴド 母母 ダイナシユート 27戦6勝 賞金 177，872，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔出走取消〕 ツクバホクトオー号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の33頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）33頭 アーリーデイズ号・インプレスウィナー号・エクセルシオール号・エスケープマジック号・エーシンダックマン号・

エーシンミズーリ号・オーブルチェフ号・ゴールスキー号・ゴールドバシリスク号・サダムグランジュテ号・
サンディエゴシチー号・サンライズモール号・シゲルソウウン号・スエズ号・スズカセクレターボ号・
スリーボストン号・セイカプリコーン号・セイリオス号・タガノロックオン号・トウショウカズン号・
ドリームバスケット号・ナガラオリオン号・ハナズゴール号・ファリダット号・フィールドシャイン号・
ブライトライン号・ボレアス号・マイネルロブスト号・マコトスパルビエロ号・マルカフリート号・
ミッキードリーム号・ラフアウェイ号・レインスティック号

12132 5月25日 晴 良 （25東京2）第11日 第12競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走16時20分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

47 サトノプライマシー 牡4鹿 57 戸崎 圭太里見 治氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 522－ 81：37．2 6．0�
510 ロジスプリング 牡6栗 57 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 488＋141：37．41� 62．6�
12 ビッグリバティ 牡4青鹿57 津村 明秀�杵臼牧場 大和田 成 浦河 杵臼牧場 508＋ 2 〃 クビ 60．9�
48 サンマルデューク 牡4黒鹿57 四位 洋文相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 508＋ 4 〃 アタマ 6．8�
612 スターノエル 牡4黒鹿57 蛯名 正義 �キャロットファーム 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 468－ 61：37．61� 5．6�
816 ワイドバッハ 牡4鹿 57 C．ウィリアムズ 幅田 京子氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 476－141：37．91� 2．2	

（豪）

815 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± 01：38．21� 9．2�
36 	 エイトプリンス 牡5栗 57

55 △杉原 誠人河合良太郎氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 432± 01：38．3� 37．2�
59 ツクババンドーオー 牡4鹿 57 武士沢友治荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 486－ 21：38．4� 27．1
611 ゴールデンクラウン 牡4青鹿57 北村 宏司吉田 和子氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 508－ 2 〃 クビ 36．0�
35 センジンジョー 牡6鹿 57 田辺 裕信河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 大狩部牧場 460－ 2 〃 ハナ 52．5�
714 メジロオマリー 牡8黒鹿57 黛 弘人岩﨑 伸道氏 奥平 雅士 洞爺 メジロ牧場 B466± 01：38．5クビ 287．2�
11 	 エーシンユリシーズ 牡4栗 57

54 ▲山崎 亮誠
栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 B522＋ 21：38．82 21．4�
23 シルクコスモス 
6栗 57 宮崎 北斗有限会社シルク北出 成人 新冠 堤 牧場 456－ 41：39．11� 275．2�
24 サ イ カ ニ ア 牡6鹿 57 丸田 恭介�ターフ・スポート木村 哲也 浦河 酒井牧場 518＋121：39．73� 166．6�
713 ジーガートップ 牡7栗 57 江田 照男�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 518＋ 21：40．87 353．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 63，473，900円 複勝： 98，565，500円 枠連： 48，987，400円
馬連： 164，388，500円 馬単： 98，328，900円 ワイド： 68，248，100円
3連複： 197，670，000円 3連単： 375，756，000円 計： 1，115，418，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 260円 � 1，900円 � 960円 枠 連（4－5） 2，430円

馬 連 �� 15，870円 馬 単 �� 27，120円

ワ イ ド �� 4，260円 �� 3，940円 �� 18，650円

3 連 複 ��� 188，240円 3 連 単 ��� 783，360円

票 数

単勝票数 計 634739 的中 � 83962（3番人気）
複勝票数 計 985655 的中 � 118496（4番人気）� 12097（12番人気）� 25113（10番人気）
枠連票数 計 489874 的中 （4－5） 14938（9番人気）
馬連票数 計1643885 的中 �� 7646（39番人気）
馬単票数 計 983289 的中 �� 2676（65番人気）
ワイド票数 計 682481 的中 �� 3957（44番人気）�� 4293（40番人気）�� 892（77番人気）
3連複票数 計1976700 的中 ��� 775（229番人気）
3連単票数 計3757560 的中 ��� 354（1074番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．9―12．6―12．8―12．2―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．4―48．0―1：00．8―1：13．0―1：24．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノプライマシー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2011．11．27 東京1着

2009．5．6生 牡4鹿 母 エ ア ピ ー ス 母母 ジョイアスピルエット 7戦3勝 賞金 25，700，000円
〔発走状況〕 ゴールデンクラウン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ゴールデンクラウン号は，平成25年5月26日から平成25年6月16日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
※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） 1頭 コスモイフリート号
（非抽選馬） 6頭 クワイアーソウル号・ケイアイアポロン号・セトノハリケーン号・ディアフロイデ号・トミケンユークアイ号・

ユウターグローバル号
※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。



（25東京2）第11日 5月25日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 192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

213，760，000円
4，550，000円
1，650，000円
19，500，000円
72，528，500円
5，522，200円
1，843，200円

勝馬投票券売得金
479，618，700円
857，705，500円
370，640，900円
1，292，324，400円
786，679，700円
560，709，300円
1，616，049，800円
2，825，713，800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
計 8，789，442，100円

総入場人員 43，764名 （有料入場人員 ）
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