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12097 5月18日 晴 稍重 （25東京2）第9日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時10分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

816 アースザスリー 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �クイーンズ・ランチ 加藤 征弘 新ひだか 折手牧場 466－ 41：39．1 3．0�
510 メイショウポピュラ 牝3栗 54 蛯名 正義松本 好雄氏 中野 栄治 浦河 日の出牧場 428＋ 61：39．2� 8．4�
612 アウレオーラ 牝3黒鹿54 吉田 豊有限会社シルク大久保洋吉 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B514－ 21：39．3� 2．9�
36 ラ グ ー ン 牝3栗 54 村田 一誠桐谷 茂氏 大和田 成 新ひだか 坂本 春雄 448＋ 61：39．51� 17．2�
23 デルマハンニャ 牝3鹿 54 石神 深一浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 440＋101：39．6� 553．1�
714 ソフトライム 牝3黒鹿54 田辺 裕信吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B462－ 21：39．7クビ 16．5	
59 ハルカナルブルー 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 458＋10 〃 クビ 9．7

12 ブ ラ ッ サ ム 牝3栗 54

52 △杉原 誠人 �クイーンズ・ランチ 池上 昌弘 浦河 富田牧場 530 ―1：39．91� 111．5�
（ケイアイパヴォ）

815 テネシーワルツ 牝3鹿 54 松岡 正海�タイヘイ牧場 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 482－ 41：40．22 25．6�
11 ウエスタンアタック 牝3鹿 54 丸山 元気 �ウエスタンファーム 根本 康広 新冠 競優牧場 448± 0 〃 ハナ 35．4
35 トーアコロチャン 牝3栗 54 武士沢友治高山ランド� 柴田 政人 豊浦トーア牧場 462＋ 81：40．51� 258．8�
47 クリノマナスル 牝3鹿 54 宮崎 北斗栗本 博晴氏 成島 英春 日高 日西牧場 438－ 21：40．6クビ 343．9�
713 アネモステラス 牝3鹿 54 川島 信二有限会社シルク松山 将樹 安平 ノーザンファーム 448－ 81：40．91� 64．0�
611 キ ャ ラ 牝3黒鹿54 三浦 皇成諸江 幸祐氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 506－101：41．75 11．3�
48 スイスイスーウィ 牝3芦 54 川須 栄彦芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新冠 松浦牧場 B456＋ 21：41．91� 22．9�
24 カオヴィラマス 牝3栗 54 嘉藤 貴行上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか

北海道大学北方生
物圏フィールド科学セ
ンター静内研究牧場 422＋ 81：43．28 318．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，843，300円 複勝： 33，140，500円 枠連： 14，472，300円
馬連： 46，664，900円 馬単： 30，906，500円 ワイド： 23，578，800円
3連複： 65，322，500円 3連単： 107，134，200円 計： 338，063，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 180円 � 120円 枠 連（5－8） 670円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，050円

ワ イ ド �� 380円 �� 160円 �� 420円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 5，660円

票 数

単勝票数 計 168433 的中 � 45169（2番人気）
複勝票数 計 331405 的中 � 76300（2番人気）� 36624（3番人気）� 90645（1番人気）
枠連票数 計 144723 的中 （5－8） 16145（3番人気）
馬連票数 計 466649 的中 �� 27263（2番人気）
馬単票数 計 309065 的中 �� 11159（3番人気）
ワイド票数 計 235788 的中 �� 13116（2番人気）�� 49742（1番人気）�� 11718（3番人気）
3連複票数 計 653225 的中 ��� 59136（1番人気）
3連単票数 計1071342 的中 ��� 13977（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．4―35．9―48．7―1：01．5―1：13．9―1：26．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アースザスリー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．1．6 中山3着

2010．4．14生 牝3鹿 母 リヴァプール 母母 マークプロミス 5戦1勝 賞金 10，400，000円
〔制裁〕 スイスイスーウィ号の騎手川須栄彦は，発馬機内での御法について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クリノマッキンリー号・スイートキャラメル号

12098 5月18日 晴 稍重 （25東京2）第9日 第2競走 ��2，100�サラブレッド系3歳
発走10時40分 （ダート・左）

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

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

510 ポッドフェローズ 牡3鹿 56 C．ウィリアムズ 小川眞査雄氏 大竹 正博 新冠 村田牧場 476＋ 22：14．6 5．9�
（豪）

48 ギンザマーシャル 牡3芦 56 松岡 正海有馬 博文氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 520＋ 2 〃 クビ 24．3�
36 トキメキボーイ 牡3黒鹿56 柴田 善臣片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 458＋ 22：15．23� 2．6�
47 トウショウマナーズ 牡3鹿 56 内田 博幸藤田 衛成氏 池上 昌弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 526± 02：15．83� 5．8�
815 ドラゴンマッチョ �3芦 56 村田 一誠窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 428＋ 82：16．01 64．5�
35 ルルドノヒトミ 牝3黒鹿54 三浦 皇成 �キャロットファーム 小笠 倫弘 洞爺湖 メジロ牧場 498± 02：16．21� 6．2	
11 グラスリード 牡3青鹿 56

54 △杉原 誠人半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 438＋ 22：16．41 52．4

24 キルタンサス 牡3栗 56 吉田 豊山口 敦広氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 448＋ 22：16．71� 17．6�
23 キ ン シ バ イ 牡3鹿 56 川島 信二山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 シンボリ牧場 512＋ 8 〃 クビ 385．9�
611 ニコットサンキュー 牡3栗 56 的場 勇人塩川 和則氏 大和田 成 浦河 久保 昇 500± 02：17．02 153．7
59 ヒーローゴールド 牡3鹿 56 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 三石橋本牧場 476－ 22：17．1クビ 27．6�
714 スキャットマン 牡3黒鹿56 大庭 和弥千葉 正人氏 鈴木 伸尋 新ひだか 白井 吉美 452± 0 〃 ハナ 226．2�
713 プリンサプル 牡3鹿 56 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 浦河 櫛桁牧場 490＋ 22：17．41� 7．6�
12 プラサスティ 牡3栗 56 柴田 大知山上 和良氏 加藤 和宏 新ひだか 由利 徳之 B466± 02：17．93 25．5�
612 セプテンバー 牝3栗 54 嘉藤 貴行グリーンスウォード嶋田 潤 新冠 佐藤 義紀 442± 02：18．64 622．8�
816 グランデアスール 牡3鹿 56 宮崎 北斗青木 照吉氏 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 538 ―2：19．45 167．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，019，700円 複勝： 35，151，700円 枠連： 13，757，600円
馬連： 43，061，200円 馬単： 29，830，300円 ワイド： 20，570，700円
3連複： 55，845，700円 3連単： 91，728，300円 計： 307，965，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 190円 � 610円 � 130円 枠 連（4－5） 1，250円

馬 連 �� 7，750円 馬 単 �� 13，320円

ワ イ ド �� 2，340円 �� 390円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 5，000円 3 連 単 ��� 39，340円

票 数

単勝票数 計 180197 的中 � 24237（3番人気）
複勝票数 計 351517 的中 � 47380（3番人気）� 9975（8番人気）� 102576（1番人気）
枠連票数 計 137576 的中 （4－5） 8157（5番人気）
馬連票数 計 430612 的中 �� 4103（24番人気）
馬単票数 計 298303 的中 �� 1653（41番人気）
ワイド票数 計 205707 的中 �� 2013（24番人気）�� 14810（3番人気）�� 3961（15番人気）
3連複票数 計 558457 的中 ��� 8253（16番人気）
3連単票数 計 917283 的中 ��� 1721（122番人気）

ハロンタイム 7．5―11．3―12．6―13．2―13．0―12．9―12．8―12．6―12．6―13．0―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．5―18．8―31．4―44．6―57．6―1：10．5―1：23．3―1：35．9―1：48．5―2：01．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ポッドフェローズ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 メジロライアン デビュー 2012．12．9 中山11着

2010．3．18生 牡3鹿 母 ラヴァーズレーン 母母 モ ガ ミ ヒ メ 7戦1勝 賞金 6，250，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アフターダークネス号・フリップ号
（非抽選馬） 2頭 アルテルフ号・ブラックファントム号
※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。

第２回 東京競馬 第９日



12099 5月18日 晴 稍重 （25東京2）第9日 第3競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走11時10分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

611 トミケンプレミオ 牡3鹿 56 戸崎 圭太冨樫 賢二氏 天間 昭一 浦河 梅田牧場 496＋ 41：25．3 3．0�
35 � ヒシパシフィック 牡3鹿 56 石橋 脩阿部 雅英氏 手塚 貴久 米 Masa-

ichiro Abe 474－ 21：25．51� 14．9�
24 ナ ム ラ ネ ネ 牝3鹿 54 田中 勝春奈村 信重氏 新開 幸一 浦河 谷川牧場 440－ 61：25．6	 92．6�
815 グラマラスグロウ 牝3鹿 54 村田 一誠首藤 徳氏 蛯名 利弘 新ひだか グランド牧場 B450＋ 21：25．7
 76．7�
12 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 456－ 81：26．12	 379．2�
714 ナルミチャン 牝3鹿 54 柴田 善臣�日東牧場 黒岩 陽一 浦河 日東牧場 460± 01：26．2
 14．8	
612� コスモヘプタッド 牡3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 上原 博之 豪 Pomerol

Pty Ltd 448 ―1：26．3	 54．8

713 ケイアイアラシ 牡3栗 56 蛯名 正義亀田 和弘氏 田村 康仁 浦河 富田牧場 498＋ 21：26．4クビ 4．9�
816� リリコレッジェーロ 牡3栗 56 吉田 豊窪田 康志氏 大久保洋吉 米 Masatake

Iida DVM 514－ 6 〃 ハナ 7．5�
47 トウショウブロンコ 牡3黒鹿56 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 478－ 21：26．61	 6．9�
23 ナムラコンジョウ 牡3芦 56 田辺 裕信奈村 信重氏 岩戸 孝樹 様似 林 時春 510＋ 81：27．13 4．1�
510 ブラウンティアラ 牝3栗 54 丸山 元気キャピタルクラブ 小西 一男 新冠 田鎖牧場 406± 01：27．31 437．6�
11 コスモサウタール 牝3鹿 54 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 むかわ 貞広 賢治 450± 01：28．04 125．1�
59 プティアノンス 牝3栗 54 大庭 和弥有限会社シルク和田 雄二 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 386± 01：28．42	 443．4�
36 ヴィヴィッド 牝3鹿 54 宮崎 北斗髙野 葉子氏 小野 次郎 新冠 中央牧場 402 ―1：30．2大差 296．2�
48 オンナゴコロ 牝3栗 54 二本柳 壮上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 畠山牧場 394－ 21：30．62	 392．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，931，400円 複勝： 38，018，700円 枠連： 13，248，600円
馬連： 48，666，000円 馬単： 32，990，400円 ワイド： 22，627，500円
3連複： 58，553，100円 3連単： 96，912，800円 計： 331，948，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 390円 � 2，050円 枠 連（3－6） 1，650円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 2，230円

ワ イ ド �� 560円 �� 5，140円 �� 10，820円

3 連 複 ��� 55，410円 3 連 単 ��� 171，110円

票 数

単勝票数 計 209314 的中 � 55763（1番人気）
複勝票数 計 380187 的中 � 89906（1番人気）� 22932（7番人気）� 3612（11番人気）
枠連票数 計 132486 的中 （3－6） 5960（9番人気）
馬連票数 計 486660 的中 �� 18290（10番人気）
馬単票数 計 329904 的中 �� 10940（8番人気）
ワイド票数 計 226275 的中 �� 10892（7番人気）�� 1040（31番人気）�� 490（47番人気）
3連複票数 計 585531 的中 ��� 780（91番人気）
3連単票数 計 969128 的中 ��� 418（330番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―12．0―12．4―12．1―12．5―13．1

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トミケンプレミオ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 Affirmed デビュー 2012．10．20 東京7着

2010．3．7生 牡3鹿 母 モ カ モ カ 母母 Oh So Smooth 8戦1勝 賞金 12，350，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オンナゴコロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年6月18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。
（非当選馬） 4頭 ウエスタンマドンナ号・フレーズデボワ号・ヤマニングランバル号・リネンナデシコ号
（非抽選馬） 2頭 オスカルアンドラス号・ゴッドガーデン号

12100 5月18日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（25東京2）第9日 第4競走 ��3，100�サラブレッド系障害4歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）
4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード3：24．5良・良

711 アドマイヤツバサ 牡6青鹿60 高田 潤近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 466－ 43：22．0レコード 2．0�
712 シ ャ ロ ー ム 牡8栗 60

57 ▲森 一馬田所 英子氏 安達 昭夫 門別 天羽牧場 456－103：23．59 109．8�
46 シンワカントリー 牡5黒鹿62 難波 剛健若尾 昭一氏 武 宏平 日高 エンドレス

ファーム 506－ 83：23．71 83．3�
57 オウケンウッド 牡5芦 60 石神 深一福井 明氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 452－ 83：23．8� 59．3�
45 ボストンプラチナ 牡6青鹿60 高野 和馬ボストンホース� 嶋田 潤 日高 浦新 徳司 466－ 63：25．18 84．2�
34 スズカマジェスタ 牡5青鹿60 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 474－ 83：25．63 10．4	
813 メジロサンノウ 牡5黒鹿60 大江原 圭岩﨑 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 476－ 43：27．7大差 30．4

610 テ ル バ イ ク 牡5栗 60 山本 康志加藤 信之氏 小島 茂之 日高 有限会社

ケイズ 466－ 6 〃 ハナ 19．3�
69 � ボンジュールヒカリ 牡6栗 60

57 ▲原田 和真田中善次郎氏 天間 昭一 むかわ 上水牧場 504＋ 23：27．8� 106．0�
58 トキノナスティア 牝7黒鹿60 浜野谷憲尚田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 474± 03：28．65 138．0
33 センシズバイオ 牡4栗 59 白浜 雄造バイオ� 梅田 智之 平取 清水牧場 510－ 83：36．0大差 20．1�
11 ティンバーウルフ 牡6栗 60 江田 勇亮大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社

大原ファーム 442－ 4 （競走中止） 19．3�
814 シ ー ラ イ フ 牝5芦 58 小坂 忠士佐々木完二氏 田島 良保 日高 小屋畑 和久 514－ 8 （競走中止） 10．7�
22 ティアップブレイズ 牡5鹿 62 草野 太郎田中 昇氏 高木 登 新ひだか 三木田 頼嗣 528± 0 （競走中止） 3．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，981，200円 複勝： 21，770，400円 枠連： 14，047，400円
馬連： 34，659，400円 馬単： 26，195，800円 ワイド： 17，080，300円
3連複： 48，264，200円 3連単： 86，801，600円 計： 265，800，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 150円 � 2，030円 � 890円 枠 連（7－7） 10，910円

馬 連 �� 14，570円 馬 単 �� 18，230円

ワ イ ド �� 5，690円 �� 2，530円 �� 47，120円

3 連 複 ��� 156，230円 3 連 単 ��� 529，420円

票 数

単勝票数 計 169812 的中 � 69634（1番人気）
複勝票数 計 217704 的中 � 57072（1番人気）� 2119（14番人気）� 5117（10番人気）
枠連票数 計 140474 的中 （7－7） 951（28番人気）
馬連票数 計 346594 的中 �� 1756（35番人気）
馬単票数 計 261958 的中 �� 1061（51番人気）
ワイド票数 計 170803 的中 �� 738（44番人気）�� 1688（27番人気）�� 88（90番人気）
3連複票数 計 482642 的中 ��� 228（200番人気）
3連単票数 計 868016 的中 ��� 121（830番人気）
上り 1マイル 1：45．0 4F 51．4－3F 37．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤツバサ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2009．11．7 京都4着

2007．3．3生 牡6青鹿 母 ロ ー カ ス 母母 スターアルファ 障害：2戦2勝 賞金 19，000，000円
〔競走中止〕 ティアップブレイズ号は，2周目8号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

シーライフ号・ティンバーウルフ号は，2周目8号障害〔いけ垣〕飛越後に，転倒した「ティアップブレイズ」号に触れ，転倒
したため競走中止。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アグネスミヌエット号・アドバンスヘイロー号・アポロマーベリック号・アルバトン号・マサデパン号
（非抽選馬） 6頭 アサティスボーイ号・サーストンムーン号・シゲルゴユウサン号・ニシノラブキング号・メジロアマギ号・

リバーキャッスル号



12101 5月18日 晴 良 （25東京2）第9日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時30分 （芝・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
1：56．1
1：56．1

良
良

611 トーセンアルニカ 牝3鹿 54 内田 博幸島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ
スティファーム 438－ 22：02．0 2．0�

510 スワンソング 牝3鹿 54 田中 勝春 H.H．シェイク・ハムダン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 450－ 62：02．1� 12．9�

11 ゴールデンファレノ 牝3栗 54 柴田 善臣嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 422＋ 42：02．2� 50．1�
818 リボントリコロール 牝3芦 54 戸崎 圭太 �グリーンファーム菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 448－ 42：02．41� 14．4�
36 スイートクラウン 牝3栗 54 武士沢友治谷田 元彦氏 新開 幸一 新ひだか 福岡 清 B480＋ 42：02．5クビ 132．7	
47 ディーズミストレス 牝3黒鹿54 石橋 脩秋谷 壽之氏 柴田 政人 新ひだか 有限会社石川牧場 442＋ 6 〃 アタマ 27．3

714 シンセラメンテ 牝3黒鹿54 C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 中川 公成 平取 坂東牧場 510 ―2：02．71� 67．2�

（豪）

817 マイネリッカ 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 444＋ 2 〃 クビ 58．9

12 ミ ュ ー ル 牝3栗 54 田辺 裕信国田 正忠氏 古賀 慎明 新ひだか ヒサイファーム 410± 02：02．91 29．9�
816 スウィートアゲン 牝3鹿 54 村田 一誠浅川 皓司氏 加藤 和宏 新ひだか 落合 一巳 474 ― 〃 クビ 318．9�
35 フォルビート 牝3青鹿54 丸山 元気広尾レース� 黒岩 陽一 大樹 大樹ファーム 424 ―2：03．0クビ 210．9�
48 サンタクローチェ 牝3青鹿54 三浦 皇成村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 474－ 22：03．1� 4．1�
24 スピニングゴッデス 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行池田 豊治氏 石毛 善彦 新ひだか マークリ牧場 470± 02：03．2� 177．2�
23 リリーローズ 牝3鹿 54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 416± 02：03．3クビ 635．8�
713 ルーベンスクラフト 牝3栗 54 松岡 正海 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 474± 02：03．51 13．5�
612 ナムラタンタン 牝3鹿 54

52 △杉原 誠人奈村 信重氏 石栗 龍彦 浦河 桑田フアーム 422－ 22：03．71� 475．8�
715 ツクバエトワール 牝3鹿 54 蛯名 正義荻原 昭二氏 戸田 博文 安平 追分ファーム 458 ―2：03．91� 6．7�
59 タイキロマネスク 牝3鹿 54 川須 栄彦�大樹ファーム 古賀 慎明 大樹 大樹ファーム 452＋ 22：04．64 327．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，141，500円 複勝： 42，141，800円 枠連： 18，460，900円
馬連： 50，231，300円 馬単： 34，190，400円 ワイド： 25，408，200円
3連複： 60，585，600円 3連単： 101，451，100円 計： 358，610，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 300円 � 790円 枠 連（5－6） 1，010円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，710円 �� 4，090円

3 連 複 ��� 11，040円 3 連 単 ��� 37，220円

票 数

単勝票数 計 261415 的中 � 103400（1番人気）
複勝票数 計 421418 的中 � 130863（1番人気）� 30652（4番人気）� 9608（9番人気）
枠連票数 計 184609 的中 （5－6） 13499（4番人気）
馬連票数 計 502313 的中 �� 32418（3番人気）
馬単票数 計 341904 的中 �� 15165（4番人気）
ワイド票数 計 254082 的中 �� 14247（3番人気）�� 3535（17番人気）�� 1441（39番人気）
3連複票数 計 605856 的中 ��� 4051（33番人気）
3連単票数 計1014511 的中 ��� 2012（112番人気）

ハロンタイム 13．1―12．1―11．7―12．6―12．7―12．5―12．0―11．5―11．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．2―36．9―49．5―1：02．2―1：14．7―1：26．7―1：38．2―1：50．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．3

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

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

トーセンアルニカ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2012．11．17 東京6着

2010．1．18生 牝3鹿 母 セシルブルース 母母 セシルカット 4戦1勝 賞金 8，300，000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。

12102 5月18日 晴 稍重 （25東京2）第9日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走13時00分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

610 ベリートゥベリー 牡3鹿 56 横山 典弘北所 直人氏 鈴木 伸尋 様似 髙村 伸一 460－ 21：36．7 4．8�
23 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 472＋ 41：37．01� 4．4�
22 モリトリュウコ 牡3鹿 56 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 金成吉田牧場 474＋ 21：37．21 6．0�
47 インストアイベント 牡3栗 56 内田 博幸 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 484＋ 41：37．41� 9．2�
46 � チェリーサターン 牡3栗 56 川須 栄彦櫻井 悦朗氏 勢司 和浩 浦河 北俣 牧夫 512± 01：37．5� 104．8�
815 サンマルスピリット 牡3鹿 56 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 浦河 日優牧場 476－161：38．13� 74．4	
712 ウインバーディ 牡3鹿 56 三浦 皇成
ウイン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 500± 01：38．2クビ 194．2�
34 スズヨストラ 牡3栗 56 柴田 大知鈴木与四郎氏 浅野洋一郎 新ひだか 岡田スタツド 460－ 21：38．3� 31．6�
58 ベールグリーン 牡3黒鹿56 柴田 善臣斎藤 光政氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 478－ 41：38．51� 63．9
11 ドンクーガー 牡3青鹿56 松岡 正海山田 貢一氏 高橋 義忠 新冠 北星村田牧場 470－ 4 〃 クビ 8．8�
713 ダノンアイガー 牡3芦 56 田辺 裕信
ダノックス 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 490－ 41：38．6クビ 4．2�
814 ロマンシングジェム 牝3青鹿54 田中 勝春吉田 千津氏 大和田 成 千歳 社台ファーム B484± 01：38．7� 12．2�
611 カシマトウヨウ 牡3鹿 56 吉田 豊松浦 一久氏 松山 康久 茨城 栗山 道郎 492－10 〃 クビ 29．6�
59 イ ク ラ ン 牡3栗 56 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 460± 01：39．33� 530．1�
35 ドラゴンビューティ 牡3鹿 56 佐藤 裕太 
アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 484＋ 21：39．61� 368．3�

（船橋）

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，348，900円 複勝： 47，909，100円 枠連： 17，446，400円
馬連： 60，007，700円 馬単： 36，829，800円 ワイド： 29，582，400円
3連複： 72，097，700円 3連単： 111，549，800円 計： 399，771，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 170円 � 160円 � 190円 枠 連（2－6） 480円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 430円 �� 560円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，010円 3 連 単 ��� 11，390円

票 数

単勝票数 計 243489 的中 � 40176（3番人気）
複勝票数 計 479091 的中 � 78350（3番人気）� 86925（2番人気）� 62768（4番人気）
枠連票数 計 174464 的中 （2－6） 26833（1番人気）
馬連票数 計 600077 的中 �� 40357（3番人気）
馬単票数 計 368298 的中 �� 12782（3番人気）
ワイド票数 計 295824 的中 �� 17539（2番人気）�� 12839（6番人気）�� 16744（4番人気）
3連複票数 計 720977 的中 ��� 26516（3番人気）
3連単票数 計1115498 的中 ��� 7234（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―22．9―34．7―46．9―59．3―1：11．5―1：24．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベリートゥベリー �
�
父 イーグルカフェ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2012．9．9 中山2着

2010．3．10生 牡3鹿 母 ビ サ イ ド 母母 プリンセスバローズ 9戦2勝 賞金 22，700，000円
〔制裁〕 アンルーリー号の騎手蛯名正義は，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10，000円。（被害馬：7番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



12103 5月18日 晴 良 （25東京2）第9日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系4歳以上
発走13時30分 （芝・左）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

816 アールデュラン �4鹿 57 三浦 皇成星野 紀子氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 476＋ 41：33．9 43．4�
714 ア ロ ヒ ラ ニ 牡4黒鹿57 C．ウィリアムズ �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 446－ 81：34．11� 9．4�

（豪）

12 リアルフレア 牡4栗 57 柴田 善臣吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 458－10 〃 ハナ 19．1�
11 � アクアライン 牝4黒鹿55 田辺 裕信古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 456＋ 6 〃 アタマ 20．0�
36 サトノプレジデント �4黒鹿57 内田 博幸里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 484± 01：34．2� 1．6�
612 トーセンマルス 牡5鹿 57 吉田 豊島川 	哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム 438－ 21：34．3クビ 13．0

817 アンレヴマン 牡4鹿 57 石橋 脩 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 514＋ 6 〃 クビ 24．4�
35 マイネルコランダム 牡4青鹿57 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 コスモヴューファーム 470＋ 2 〃 アタマ 9．5
24 トキノサコン 牡5栗 57 御神本訓史田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川上 悦夫 486－ 41：34．4� 22．5�

（大井）

713� グランドライン �4黒鹿57 丸山 元気岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 476＋121：34．5� 26．0�
818 ラインロバート 牡4青鹿57 柴田 大知大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 470－ 21：34．6� 368．5�
23 アスールアラテラ 牡5鹿 57 武士沢友治 �サンデーレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 448＋ 41：34．81	 94．5�
510 アイティクイーン 牝5栗 55 川島 信二一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 日高 白井牧場 508＋ 61：35．01	 183．9�
47 � キボウノチカラ 牡4鹿 57 二本柳 壮上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 畠山牧場 464＋ 41：35．32 415．4�
59 パワーヒッター 牡4鹿 57 田中 勝春丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 前谷 武志 486－ 41：35．4
 121．2�
715� ライズアゲイン 牡4鹿 57 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 466－111：35．61	 23．9�
611 フロールジェナ 牝5鹿 55

53 △杉原 誠人小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 438－ 2 〃 アタマ 798．9�
48 カシノアクセル 牡5鹿 57

54 ▲原田 和真柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 片山 建治 426± 01：36．02� 767．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 34，365，100円 複勝： 67，909，700円 枠連： 22，899，900円
馬連： 70，800，400円 馬単： 54，837，100円 ワイド： 35，444，500円
3連複： 84，780，400円 3連単： 159，146，900円 計： 530，184，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，340円 複 勝 � 1，310円 � 410円 � 760円 枠 連（7－8） 2，640円

馬 連 �� 17，430円 馬 単 �� 48，240円

ワ イ ド �� 4，360円 �� 6，350円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 49，500円 3 連 単 ��� 359，180円

票 数

単勝票数 計 343651 的中 � 6243（11番人気）
複勝票数 計 679097 的中 � 12786（11番人気）� 48089（4番人気）� 23189（8番人気）
枠連票数 計 228999 的中 （7－8） 6416（9番人気）
馬連票数 計 708004 的中 �� 2998（43番人気）
馬単票数 計 548371 的中 �� 839（100番人気）
ワイド票数 計 354445 的中 �� 1992（40番人気）�� 1359（53番人気）�� 4780（16番人気）
3連複票数 計 847804 的中 ��� 1264（112番人気）
3連単票数 計1591469 的中 ��� 327（708番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．6―35．2―47．2―59．5―1：11．0―1：22．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アールデュラン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2011．12．3 中山4着

2009．4．20生 �4鹿 母 パ フ ェ 母母 Meringue Pie 14戦2勝 賞金 20，010，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 トモヲエラババ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

12104 5月18日 晴 稍重 （25東京2）第9日 第8競走 ��
��2，100�サラブレッド系4歳以上

発走14時00分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

59 キングオブフェイス 牡5栗 57 C．ウィリアムズ 西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 丸幸小林牧場 506＋ 42：13．3 9．0�
（豪）

11 アルジェンタム 牡5栗 57 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 千歳 社台ファーム 486＋ 22：13．72� 2．4�
46 フィーユブルー 	4鹿 57 三浦 皇成青芝商事� 矢野 英一 千歳 社台ファーム B476－ 4 〃 ハナ 8．4�
23 シンボリプロント 牡4黒鹿 57

55 △杉原 誠人シンボリ牧場 牧 光二 新ひだか シンボリ牧場 458＋ 42：13．8クビ 28．8�
713 マイネルティンラン 牡5栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 4 〃 ハナ 8．4�
611 オパールパワー 牡4芦 57 丸山 元気居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム 562－ 42：13．9� 14．7	
610
 マックスロノ 牡4栗 57 戸崎 圭太田所 英子氏 高柳 瑞樹 日高 天羽牧場 B486－ 4 〃 クビ 7．6

35 モ ネ ロ 牡4鹿 57 石橋 脩上野 直樹氏 小野 次郎 日高 浦新 徳司 B452＋ 82：14．0� 33．2�
58 ガッテンキャンパス 牡4鹿 57 御神本訓史栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 上村 清志 456± 02：14．31� 92．9�

（大井）

47 スプリングパリオ 牡4鹿 57 内田 博幸加藤 春夫氏 堀 宣行 白老 習志野牧場 476－ 2 〃 ハナ 5．3
34 ファンタズミック 牡5鹿 57 松岡 正海大塚 亮一氏 畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム 508＋ 82：15．04 101．9�
814
 トーホウナイト 牡5黒鹿57 川須 栄彦東豊物産� 伊藤 大士 日高 竹島 幸治 486－ 42：15．1� 99．3�
815 クレバーバラード 牡4芦 57 田辺 裕信本間 充氏 岩戸 孝樹 浦河 川越ファーム B482± 02：16．9大差 188．4�
22 
 スプリングオー 	4黒鹿57 大庭 和弥栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 バンブー牧場 450＋ 62：17．1� 302．2�
712
 オリオンザパワー 牡4黒鹿57 宮崎 北斗平本 敏夫氏 小野 次郎 様似 林 時春 466－ 82：17．63 238．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，651，100円 複勝： 47，154，200円 枠連： 21，112，500円
馬連： 70，641，900円 馬単： 45，625，900円 ワイド： 31，602，200円
3連複： 86，977，800円 3連単： 151，792，700円 計： 481，558，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 270円 � 140円 � 270円 枠 連（1－5） 1，280円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 3，040円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，110円 �� 500円

3 連 複 ��� 3，200円 3 連 単 ��� 21，810円

票 数

単勝票数 計 266511 的中 � 23503（6番人気）
複勝票数 計 471542 的中 � 37641（6番人気）� 128398（1番人気）� 38842（5番人気）
枠連票数 計 211125 的中 （1－5） 12210（6番人気）
馬連票数 計 706419 的中 �� 43151（5番人気）
馬単票数 計 456259 的中 �� 11111（9番人気）
ワイド票数 計 316022 的中 �� 14649（5番人気）�� 6663（16番人気）�� 16299（4番人気）
3連複票数 計 869778 的中 ��� 20102（10番人気）
3連単票数 計1517927 的中 ��� 5137（59番人気）

ハロンタイム 7．1―11．5―13．2―13．3―12．7―13．0―12．2―12．1―12．3―12．5―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．6―31．8―45．1―57．8―1：10．8―1：23．0―1：35．1―1：47．4―1：59．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キングオブフェイス �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 Caerleon デビュー 2010．10．17 京都4着

2008．5．28生 牡5栗 母 グリーンセラフィム 母母 Park Express 25戦2勝 賞金 23，970，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



12105 5月18日 晴 良 （25東京2）第9日 第9競走 ��1，800�カーネーションカップ
発走14時35分 （芝・左）

牝，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 462，000円 132，000円 66，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：44．1

良
良

47 ダイワストリーム 牝3栗 54 田辺 裕信大城 敬三氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム 472± 01：49．2 2．7�
818 プリンセスカママル 牝3鹿 54 柴田 善臣 P.G．ファッジ氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 450＋ 41：49．41� 61．9�
715 イルミナティ 牝3鹿 54 村田 一誠ディアレスト 菊川 正達 浦河 小島牧場 470－ 2 〃 ハナ 73．3�
48 パシャドーラ 牝3鹿 54 杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 494－101：49．5� 24．8�
59 スマートルピナス 牝3鹿 54 武士沢友治大久保典義氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 442± 0 〃 クビ 82．7�
817 センティナリー 牝3鹿 54 C．ウィリアムズ �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 434－ 61：49．71� 4．2	

（豪）

612 エスターブレ 牝3栗 54 川須 栄彦草野 仁氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 442－ 2 〃 ハナ 16．3

611 アドマイヤイチバン 牝3青鹿54 蛯名 正義近藤 利一氏 戸田 博文 日高 シンボリ牧場 464± 0 〃 クビ 31．6�
24 クラリティーエス 牝3青鹿54 吉田 豊吉田 照哉氏 松山 康久 千歳 社台ファーム 482± 0 〃 アタマ 14．3�
12 ジェラテリアバール 牝3黒鹿54 戸崎 圭太吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 488－ 61：49．8� 6．4
816 モ モ ト ン ボ 牝3鹿 54 横山 典弘 �社台レースホース栗田 徹 千歳 社台ファーム 452－ 61：49．9クビ 7．8�
713 ダノンビーナス 牝3鹿 54 三浦 皇成�ダノックス 国枝 栄 日高 日高大洋牧場 410－ 6 〃 クビ 70．1�
11 サトノフェアリー 牝3鹿 54 石橋 脩里見 治氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 420± 01：50．0クビ 99．3�
35 ビーインラプチャー 牝3栗 54 田中 勝春吉田 千津氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 432＋ 2 〃 クビ 67．6�
23 カ ナ ル ナ ニ 牝3芦 54 丸山 元気 �社台レースホース鈴木 康弘 安平 追分ファーム 496＋ 61：50．21� 19．0�
714 マイネモントル 牝3青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新ひだか 城地 清満 430＋ 41：50．51� 330．5�
510� メロディアス 牝3栗 54 御神本訓史吉田 照哉氏 川島 正行 千歳 社台ファーム B458－ 1 〃 クビ 91．2�

（船橋） （大井）

36 � シルバーストリーク 牝3芦 54 佐藤 裕太小泉 学氏 矢野 義幸 新冠 小泉 学 448－ 71：51．77 76．0�
（船橋） （船橋）

（18頭）

売 得 金
単勝： 36，279，300円 複勝： 61，727，400円 枠連： 32，060，000円
馬連： 107，974，100円 馬単： 58，800，700円 ワイド： 42，258，600円
3連複： 120，533，100円 3連単： 212，441，500円 計： 672，074，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 160円 � 1，210円 � 1，600円 枠 連（4－8） 400円

馬 連 �� 8，860円 馬 単 �� 14，410円

ワ イ ド �� 2，990円 �� 4，190円 �� 20，270円

3 連 複 ��� 129，860円 3 連 単 ��� 542，500円

票 数

単勝票数 計 362793 的中 � 107342（1番人気）
複勝票数 計 617274 的中 � 155184（1番人気）� 10553（10番人気）� 7850（15番人気）
枠連票数 計 320600 的中 （4－8） 59806（1番人気）
馬連票数 計1079741 的中 �� 9002（27番人気）
馬単票数 計 588007 的中 �� 3013（44番人気）
ワイド票数 計 422586 的中 �� 3512（33番人気）�� 2490（42番人気）�� 507（107番人気）
3連複票数 計1205331 的中 ��� 685（242番人気）
3連単票数 計2124415 的中 ��� 289（1069番人気）

ハロンタイム 13．2―11．5―12．1―13．0―12．9―12．8―11．5―11．0―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．7―36．8―49．8―1：02．7―1：15．5―1：27．0―1：38．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F33．7

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

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

ダイワストリーム �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2012．12．16 中山2着

2010．3．5生 牝3栗 母 ダイワエンジェル 母母 プリンセススキー 5戦2勝 賞金 24，013，000円
〔制裁〕 パシャドーラ号の騎手杉原誠人は，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：9番）
※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 ディープストーリー号・ロジウエスト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

12106 5月18日 晴 良 （25東京2）第9日 第10競走 ��
��1，400�

あ き が わ

秋 川 特 別
発走15時10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 462，000円 132，000円 66，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

48 チェリーヒロイン 牝4栗 55 石橋 脩伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 412± 01：22．0 9．9�
510� デ ン フ ァ レ 牝6栗 55 的場 勇人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 浦河 宮内牧場 480± 01：22．1	 82．2�
24 エンドレスノット 牝4鹿 55 丸山 元気金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 478－ 4 〃 ハナ 10．2�
818 ハーキュリーズ 牡5鹿 57 内田 博幸 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 446－ 2 〃 アタマ 3．2�
59 コルノグランデ 牡5青鹿57 C．ウィリアムズ 吉田 勝己氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 462－ 2 〃 ハナ 27．2	

（豪）

612 マイネボヌール 牝4青鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 442－121：22．31
 65．4


12 レッドエレンシア 牝5黒鹿55 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 浦河 信岡牧場 430＋ 4 〃 ハナ 18．3�
36 トシザグレイト 牡4鹿 57 田中 勝春上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 468± 0 〃 ハナ 4．3�
611 ドラゴンライズ 牡5鹿 57 柴田 善臣窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 478－101：22．51 58．2
35 ウインスラッガー 牡4栗 57 田辺 裕信�ウイン 石坂 正 浦河 バンダム牧場 506＋ 21：22．6	 6．2�
816 ロードラディアント 牡4鹿 57 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 牧 光二 日高 中川 浩典 492＋ 8 〃 ハナ 26．0�
714 ショウナンマハ 牝5黒鹿55 横山 典弘�湘南 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム 454± 0 〃 クビ 20．7�
713 モンテフジサン 牡6栗 57 御神本訓史毛利 喜昭氏 松山 康久 青森 ワールドファーム 484－ 4 〃 ハナ 21．3�

（大井）

715 オークヴィル 牝5鹿 55 戸崎 圭太下河辺隆行氏 堀 宣行 日高 下河辺牧場 510＋101：22．7	 16．1�
23 プロスペラスマム 牝6鹿 55 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 524± 01：22．8� 313．5�
817 シルクパルサー 牡6鹿 57 吉田 豊有限会社シルク尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 488－ 2 〃 アタマ 142．7�
11 � リビングストン �7青鹿57 川須 栄彦 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 498－ 41：23．01
 170．8�
47 � ホーマンベルウィン 牡5黒鹿57 佐藤 裕太久保 博文氏 西園 正都 平取 びらとり牧場 466－ 6 〃 クビ 197．2�

（船橋）

（18頭）

売 得 金
単勝： 38，459，500円 複勝： 72，957，800円 枠連： 39，160，800円
馬連： 133，375，400円 馬単： 69，237，300円 ワイド： 49，111，200円
3連複： 152，161，800円 3連単： 250，095，100円 計： 804，558，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 280円 � 1，350円 � 350円 枠 連（4－5） 8，310円

馬 連 �� 38，080円 馬 単 �� 69，430円

ワ イ ド �� 6，660円 �� 1，610円 �� 6，250円

3 連 複 ��� 106，550円 3 連 単 ��� 769，050円

票 数

単勝票数 計 384595 的中 � 30903（4番人気）
複勝票数 計 729578 的中 � 76942（4番人気）� 12267（14番人気）� 58133（5番人気）
枠連票数 計 391608 的中 （4－5） 3480（25番人気）
馬連票数 計1333754 的中 �� 2585（74番人気）
馬単票数 計 692373 的中 �� 736（143番人気）
ワイド票数 計 491112 的中 �� 1794（63番人気）�� 7704（15番人気）�� 1913（60番人気）
3連複票数 計1521618 的中 ��� 1054（233番人気）
3連単票数 計2500951 的中 ��� 240（1444番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．0―35．6―47．3―58．7―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チェリーヒロイン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．11．20 東京3着

2009．2．7生 牝4栗 母 エイプリルヒロイン 母母 クイーンソネット 14戦3勝 賞金 43，392，000円
〔制裁〕 チェリーヒロイン号の騎手石橋脩は，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10，000円。（被害馬：13番）

トシザグレイト号の騎手田中勝春は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：5番・13
番）

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



12107 5月18日 晴 良 （25東京2）第9日 第11競走 ��
��1，800�メイステークス

発走15時45分 （芝・左）
4歳以上，24．5．19以降25．5．12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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：44．1

良
良

12 タムロスカイ 牡6栗 55 田中 勝春谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 492－ 21：45．2 192．8�
510� セイウンジャガーズ 牡6黒鹿54 柴田 大知西山 茂行氏 杉浦 宏昭 愛 Lodge

Park Stud 480± 01：45．3� 24．2�
24 ムーンリットレイク 牡5鹿 56 C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 456± 01：45．51� 2．3�

（豪）

611 フレールジャック 牡5鹿 56 三浦 皇成 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 430－101：45．71	 7．4�
36 ミルドリーム 牡4青鹿55 内田 博幸平井 裕氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 434－ 6 〃 クビ 7．2�
817 マルセリーナ 牝5鹿 55 吉田 豊 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム 444－ 4 〃 ハナ 8．7	
48 カネトシディオス 牡6黒鹿55 戸崎 圭太兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 442－101：45．91� 11．0

11 ア ラ フ ネ 牝4栗 52 梶 晃啓�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 448＋ 4 〃 ハナ 118．1�
23 ニシノメイゲツ 牡6青鹿53 御神本訓史西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 452± 01：46．0クビ 88．6�

（大井）

612 ミッドサマーフェア 牝4青鹿54 田辺 裕信 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 462＋ 41：46．21 13．6

35 オースミスパーク 牡8鹿 56 川島 信二�オースミ 南井 克巳 門別 長谷川牧場 462－101：46．3� 25．6�
713 デ ル フ ォ イ 牡7鹿 55 柴田 善臣 �社台レースホース長浜 博之 新冠 追分ファーム 470－ 2 〃 クビ 43．8�
715 サトノタイガー 牡5黒鹿54 的場 勇人里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム 476＋ 81：46．4クビ 30．3�
714 イケドラゴン 牡8栗 49 石神 深一池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 534＋ 61：46．5
 274．1�
59 ホッカイカンティ 牡8鹿 55 村田 一誠�北海牧場 柴田 政人 門別 北海牧場 526－ 61：46．82 358．1�
816 ベストディール 牡4鹿 56 丸山 元気 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 474－101：47．12 43．5�
47 � フェデラリスト 牡6黒鹿58 蛯名 正義 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 520－ 81：47．2
 13．5�
818 マッハヴェロシティ 牡7青 53 宮崎 北斗井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 日の出牧場 532＋101：47．52 150．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 77，825，200円 複勝： 122，382，500円 枠連： 64，217，700円
馬連： 276，440，000円 馬単： 145，575，600円 ワイド： 93，846，000円
3連複： 332，366，800円 3連単： 611，924，000円 計： 1，724，577，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 19，280円 複 勝 � 2，380円 � 450円 � 150円 枠 連（1－5） 15，850円

馬 連 �� 116，250円 馬 単 �� 294，350円

ワ イ ド �� 21，230円 �� 4，680円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 93，590円 3 連 単 ��� 1，290，290円

票 数

単勝票数 計 778252 的中 � 3181（16番人気）
複勝票数 計1223825 的中 � 9675（16番人気）� 59925（8番人気）� 332234（1番人気）
枠連票数 計 642177 的中 （1－5） 2991（33番人気）
馬連票数 計2764400 的中 �� 1755（117番人気）
馬単票数 計1455756 的中 �� 365（238番人気）
ワイド票数 計 938460 的中 �� 1058（109番人気）�� 4864（50番人気）�� 22908（10番人気）
3連複票数 計3323668 的中 ��� 2621（205番人気）
3連単票数 計6119240 的中 ��� 350（1862番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．0―11．6―11．8―11．9―11．8―11．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．4―34．4―46．0―57．8―1：09．7―1：21．5―1：32．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．5

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

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

勝馬の
紹 介

タムロスカイ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 セ ク レ ト デビュー 2009．11．8 京都2着

2007．5．8生 牡6栗 母 タムロチェリー 母母 ミスグローリー 36戦6勝 賞金 150，072，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の21頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）21頭 エアウルフ号・エタンダール号・オリオンザポラリス号・カリバーン号・クリーンエコロジー号・

ケイアイアストン号・サクラアドニス号・サトノギャラント号・シルクアーネスト号・スズジュピター号・
ダイシンプラン号・ダイワズーム号・ツクバコガネオー号・トキノエクセレント号・トップカミング号・
トーセンベニザクラ号・ピエナファンタスト号・マコトナワラタナ号・ミッキーペトラ号・メダリアビート号・モズ号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

12108 5月18日 晴 良 （25東京2）第9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

59 プ リ ー ム ス 牝4鹿 55 戸崎 圭太林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 486－ 81：36．7 4．1�
11 サンマルデューク 牡4黒鹿57 武士沢友治相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 504＋ 41：36．91� 16．0�
714 ドリームザネクスト 牡6鹿 57 丸山 元気セゾンレースホース� 根本 康広 平取 協栄組合 498－ 4 〃 クビ 10．5�
816 ダイワスパンキー 牡4栗 57 柴田 大知大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 494± 01：37．21	 31．2�
36 サンリットレイク 牡4鹿 57 C．ウィリアムズ 吉田 勝己氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 498－ 2 〃 クビ 3．7�

（豪）

612 ニシノゲイナー 牡5鹿 57 御神本訓史西山 茂行氏 武藤 善則 むかわ 西山牧場 458＋ 21：37．3	 23．1	
（大井）

48 
 ヴィットリオドーロ 牡4黒鹿57 三浦 皇成 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 米 Yoshiyuki Ito 506－121：37．4クビ 60．3

12 
� クールヴェント 牡5鹿 57 田辺 裕信櫻井 盛夫氏 久保田貴士 米 Grade1

Bloodstock Inc. 508－ 4 〃 クビ 97．8�
611 フォントルロイ 牡4鹿 57 川須 栄彦大林 一彦氏 村山 明 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：37．71	 14．4�
35 ゴールドゼウス 牡4黒鹿57 横山 典弘スター・ホースメンズクラブ 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 484－ 41：37．91� 12．9
815 クラリスピンク 牝5青 55 田中 勝春吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム 458－ 21：38．11 31．4�
24 オリオンザアルファ 牡6黒鹿 57

55 △杉原 誠人平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 B478－ 21：38．42 258．6�
510 アルディートプリエ 牝4黒鹿55 松岡 正海吉岡 泰治氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム 502－ 21：38．71	 95．9�
23 ハッピーマリーン 牝4栗 55 蛯名 正義道永 幸治氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 520－ 21：40．08 19．0�
713� ニチリンローレル 牡5栗 57 石橋 脩岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 504－ 71：40．85 201．2�
47 クリームソーダ 牡5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 （競走中止） 4．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，322，100円 複勝： 79，200，800円 枠連： 37，528，400円
馬連： 135，518，500円 馬単： 72，188，800円 ワイド： 58，754，800円
3連複： 166，073，400円 3連単： 291，163，500円 計： 889，750，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 210円 � 370円 � 320円 枠 連（1－5） 3，060円

馬 連 �� 3，930円 馬 単 �� 5，430円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 1，000円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 10，480円 3 連 単 ��� 46，720円

票 数

単勝票数 計 493221 的中 � 96153（2番人気）
複勝票数 計 792008 的中 � 112793（3番人気）� 52687（6番人気）� 62657（5番人気）
枠連票数 計 375284 的中 （1－5） 9053（16番人気）
馬連票数 計1355185 的中 �� 25473（15番人気）
馬単票数 計 721888 的中 �� 9827（16番人気）
ワイド票数 計 587548 的中 �� 11248（11番人気）�� 14834（8番人気）�� 7449（24番人気）
3連複票数 計1660734 的中 ��� 11704（34番人気）
3連単票数 計2911635 的中 ��� 4600（130番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．3―11．9―12．5―12．9―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―34．5―46．4―58．9―1：11．8―1：24．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プ リ ー ム ス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．5．20 東京7着

2009．4．7生 牝4鹿 母 レジェンドトレイル 母母 ハッピートレイルズ 6戦3勝 賞金 23，500，000円
〔競走中止〕 クリームソーダ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕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 コスモイフリート号・シルクコスモス号・ジーガートップ号・スマートスパークル号・センジンジョー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



（25東京2）第9日 5月18日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 198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

208，020，000円
5，080，000円
1，920，000円
19，050，000円
74，729，500円
5，822，800円
1，900，800円

勝馬投票券売得金
386，168，300円
669，464，600円
308，412，500円
1，078，040，800円
637，208，600円
449，865，200円
1，303，562，100円
2，272，141，500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 7，104，863，600円

総入場人員 30，314名 （有料入場人員 28，735名）
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