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12133 5月26日 晴 良 （25東京2）第12日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走10時00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

714 リ ヴ ァ ロ 牝3鹿 54 C．デムーロ 四本 昭弘氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 452＋ 41：39．2 4．9�
（伊）

713 ヤマトダイアンサス 牝3栃栗54 北村 宏司みの商事� 大竹 正博 日高 山際 辰夫 478± 01：39．3� 6．0�
35 レオソルシエール 牝3鹿 54 内田 博幸田中 博之氏 古賀 慎明 新ひだか 築紫 洋 482＋ 81：39．4� 6．2�
47 フ ァ リ ー ム 牝3鹿 54

52 △嶋田 純次水上 行雄氏 鈴木 康弘 浦河 笠松牧場 488＋ 41：39．72 36．4�
510 フォルテシモ 牝3鹿 54 福永 祐一窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 436－ 41：39．8� 14．8�
59 ウインコサージュ 牝3芦 54 石橋 脩	ウイン 手塚 貴久 新ひだか 藤沢牧場 468－ 41：40．11� 20．4

611 プリンセスペガサス 牝3栗 54 田中 勝春外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 460－ 21：40．42 13．8�
36 ニュートロンスター 牝3青鹿54 戸崎 圭太山上 和良氏 堀井 雅広 日高 高山牧場 474＋ 61：40．61� 5．7�
612 シュペトレーゼ 牝3鹿 54 田辺 裕信 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 442＋ 21：40．91� 16．6
11 ブラマンジェ 牝3白 54 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス	 萩原 清 安平 ノーザンファーム 518＋101：41．85 8．5�
24 ノーブルシャトル 牝3栗 54 三浦 皇成吉木 伸彦氏 水野 貴広 様似 富田 恭司 452＋ 41：42．12 23．6�
23 ヤマニントルシュ 牝3栗 54

51 ▲横山 和生土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 414－ 81：42．41� 161．1�
12 サンマルアクトレス 牝3栗 54 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 新ひだか 武 牧場 450＋101：42．5� 110．6�
816 トウカイアンコール 牝3黒鹿54 村田 一誠内村 正則氏 栗田 徹 平取 二風谷ファーム 450－ 8 〃 クビ 42．4�
48 オ リ ュ ウ 牝3黒鹿54 大庭 和弥北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 見上牧場 478－ 21：42．71� 247．1�
815 ビビットオレンジ 牝3栗 54 大野 拓弥 	クイーンズ・ランチ 田村 康仁 浦河 高昭牧場 476－ 61：43．44 209．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，326，200円 複勝： 43，154，400円 枠連： 24，806，700円
馬連： 65，723，300円 馬単： 39，195，500円 ワイド： 28，887，900円
3連複： 88，155，600円 3連単： 123，860，100円 計： 438，109，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 190円 � 190円 枠 連（7－7） 1，280円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，530円

ワ イ ド �� 460円 �� 590円 �� 560円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ��� 12，180円

票 数

単勝票数 計 243262 的中 � 41529（1番人気）
複勝票数 計 431544 的中 � 74403（1番人気）� 64408（2番人気）� 63042（3番人気）
枠連票数 計 248067 的中 （7－7） 15364（6番人気）
馬連票数 計 657233 的中 �� 43182（1番人気）
馬単票数 計 391955 的中 �� 12221（2番人気）
ワイド票数 計 288879 的中 �� 16886（1番人気）�� 12602（4番人気）�� 13445（3番人気）
3連複票数 計 881556 的中 ��� 31569（1番人気）
3連単票数 計1238601 的中 ��� 8013（4番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．9―12．6―13．0―12．7―12．7―12．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リ ヴ ァ ロ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2012．9．1 新潟5着

2010．3．30生 牝3鹿 母 ミルククラウン 母母 Sky Crown 10戦1勝 賞金 9，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10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。
（非当選馬） 1頭 ウエスタンマドンナ号
（非抽選馬） 1頭 ダームブランシュ号
※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。

12134 5月26日 晴 良 （25東京2）第12日 第2競走 ��
��1，300�サラブレッド系3歳

発走10時30分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．4
1：16．4

重
重

22 � フロリダブルー 牡3鹿 56 内田 博幸 �クイーンズ・ランチ 松山 康久 米 Darley & Craig
D. Upham 458± 01：20．1 1．3�

34 � ハントヴェルカー 牡3鹿 56 三浦 皇成前田 幸治氏 田中 剛 米
Gabriel Duignan, Rich-
ard Strappe, Bradley
TB’s & Cherokee Equine

516＋ 21：20．52� 19．5�
35 キョウエイナイト 	3栗 56 岩部 純二田中 晴夫氏 中川 公成 浦河トラストスリーファーム 450＋ 81：21．24 297．2�
610 グランデミルク 牝3黒鹿54 的場 勇人 �グランデオーナーズ 的場 均 新ひだか 鳥谷 勝彦 476－ 2 〃 クビ 10．7�
58 エムオータイガー 牡3栗 56 田辺 裕信大浅 貢氏 尾形 和幸 日高 藤本 直弘 486＋101：21．3� 36．2�
814 フットパース 牡3栗 56 津村 明秀石瀬 浩三氏 小野 次郎 日高 鹿戸 武光 470－121：21．93� 148．3	
713� ココロノスポーツ 牝3鹿 54 戸崎 圭太スリースターズレーシング 木村 哲也 米 John C.

Oxley 474＋ 61：22．75 8．7

46 タイキオーラム 牝3黒鹿54 大野 拓弥�大樹ファーム 二ノ宮敬宇 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 400＋ 6 〃 ハナ 172．7�
815 ボンボニエール 牝3芦 54 中谷 雄太丸岡 啓一氏 菊川 正達 新冠 村田牧場 B438＋ 21：22．91
 314．8
47 ヨイチピース 牡3栗 56 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム 446－ 41：23．43 232．8�
11 レッツライド 牡3黒鹿56 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 青森 有限会社

ラークヒルズ 492＋301：24．57 22．9�
23 ウエスタンサージ 牡3鹿 56 柴田 善臣 �ウエスタンファーム 根本 康広 浦河 中神牧場 464 ―1：33．1大差 138．4�
611 イナズマデーア 牝3鹿 54 武士沢友治 �ローレルレーシング 水野 貴広 新冠 小泉牧場 482－20 （競走中止） 116．4�
59 バシニアティヴ 牝3栗 54 大庭 和弥石橋 英郎氏 高橋 義博 洞爺湖 メジロ牧場 426＋ 8 （競走中止） 30．4�
712 キョウエイラーク 牝3鹿 54

52 △杉原 誠人田中 晴夫氏 藤原 辰雄 浦河 山口 義彦 432＋ 6 （競走中止） 97．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 35，432，200円 複勝： 124，987，600円 枠連： 16，768，300円
馬連： 65，263，200円 馬単： 65，599，900円 ワイド： 32，873，800円
3連複： 83，402，600円 3連単： 207，055，300円 計： 631，382，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 320円 � 4，240円 枠 連（2－3） 750円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 340円 �� 4，140円 �� 23，750円

3 連 複 ��� 33，240円 3 連 単 ��� 66，600円

票 数

単勝票数 計 354322 的中 � 231309（1番人気）
複勝票数 計1249876 的中 � 915378（1番人気）� 46337（4番人気）� 2684（15番人気）
枠連票数 計 167683 的中 （2－3） 17540（4番人気）
馬連票数 計 652632 的中 �� 76460（3番人気）
馬単票数 計 655999 的中 �� 63701（3番人気）
ワイド票数 計 328738 的中 �� 29270（3番人気）�� 1933（29番人気）�� 332（71番人気）
3連複票数 計 834026 的中 ��� 1977（64番人気）
3連単票数 計2070553 的中 ��� 2450（137番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
6．8―17．8―30．3―43．0―55．3―1：07．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フロリダブルー �
�
父 Elusive Quality �

�
母父 Hennessy デビュー 2013．4．14 中山3着

2010．3．26生 牡3鹿 母 Word o’ Wisdom 母母 Word o’ Ransom 3戦1勝 賞金 8，300，000円
〔競走中止〕 キョウエイラーク号は，4コーナー手前で，「キョウエイナイト」号に触れ，転倒したため競走中止。

バシニアティヴ号・イナズマデーア号は，4コーナー手前で，転倒した「キョウエイラーク」号に触れ，騎手が落馬したため
競走中止。

〔制裁〕 キョウエイナイト号の騎手岩部純二は，4コーナー手前で急に内側に斜行したことについて平成25年6月1日から平成25年6月
23日まで騎乗停止。（被害馬：12番・9番・11番）

〔その他〕 レッツライド号・ウエスタンサージ号は，4コーナー手前で他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の
適用を除外。

※出走取消馬 クリスウィング号（疾病〔右前挫跖〕のため）
※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 アキノアッパー号・スターオブミューズ号・ストップザジョーク号・デルマアマノジャク号・マルガリーテス号・

ミッレフィオーレ号

第２回 東京競馬 第１２日



12135 5月26日 晴 良 （25東京2）第12日 第3競走 ��1，400�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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

11 メテオーラビアンカ 牡3鹿 56 田辺 裕信 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 500－ 21：27．0 2．3�
48 ヴェルフェン 牡3芦 56 内田 博幸�Basic 田村 康仁 新冠 村本牧場 498± 01：27．1� 11．5�
816 シルバートーク 牡3芦 56 二本柳 壮加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 486± 01：27．2� 9．3�
510 レオアクシス �3青鹿56 岩部 純二田中 博之氏 萱野 浩二 浦河 中村 雅明 494＋ 41：27．3� 9．3�
815 アキノディフェンス 牝3青 54 津村 明秀穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 松田牧場 458＋ 81：27．51� 22．4	
23 ファインユニバース 牡3栗 56 戸崎 圭太井山 登氏 矢野 英一 新冠 岩見牧場 462－ 21：27．92� 3．2

36 ブロンドムスタング 牝3栗 54

51 ▲横山 和生髙野 葉子氏 小西 一男 新冠 中央牧場 470 ― 〃 クビ 86．1�
12 ベルウッドテッペン 牡3鹿 56 幸 英明鈴木 照雄氏 松山 将樹 新冠 オリエント牧場 498 ―1：28．11 76．3�
47 マリアベール 牝3栗 54 黛 弘人島田 久氏 尾関 知人 新ひだか 平野牧場 496 ―1：28．52� 32．7
24 トキンパンチ 牡3栗 56 西田雄一郎西村新一郎氏 蛯名 利弘 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 490＋ 41：29．24 285．8�
611 ツクバヒタチオー 牡3青 56 大野 拓弥荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 496－121：29．41� 157．9�
59 キョウエイラーケン 牡3鹿 56 的場 勇人田中 晴夫氏 的場 均 様似 スイートフアーム 494 ―1：29．6� 298．4�
35 ガ ン シ ッ プ 牝3鹿 54 田中 博康円城 幸男氏 根本 康広 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 418 ―1：31．19 276．7�
612 エルアモール 牝3芦 54

51 ▲原田 和真池田 正孝氏 天間 昭一 新ひだか 酒井 亨 444 ―1：31．31 302．0�
714 ハッピーリース 牡3栗 56 岩田 康誠田頭 勇貴氏 武藤 善則 日高 佐々木 康治 518 ―1：31．62 41．4�

（15頭）
713 ス リ ラ ー 牡3栗 56 柴山 雄一千葉 正人氏 中川 公成 新冠 ハクツ牧場 558 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 30，011，400円 複勝： 48，766，000円 枠連： 21，379，700円
馬連： 69，578，500円 馬単： 55，225，000円 ワイド： 34，946，900円
3連複： 92，895，500円 3連単： 174，897，700円 計： 527，700，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 230円 � 230円 枠 連（1－4） 940円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 440円 �� 400円 �� 940円

3 連 複 ��� 2，820円 3 連 単 ��� 9，560円

票 数

単勝票数 差引計 300114（返還計 1302） 的中 � 109386（1番人気）
複勝票数 差引計 487660（返還計 2358） 的中 � 165448（1番人気）� 45904（5番人気）� 46833（4番人気）
枠連票数 差引計 213797（返還計 138） 的中 （1－4） 17910（4番人気）
馬連票数 差引計 695785（返還計 7035） 的中 �� 47386（4番人気）
馬単票数 差引計 552250（返還計 5180） 的中 �� 25617（5番人気）
ワイド票数 差引計 349469（返還計 5251） 的中 �� 21409（4番人気）�� 24328（3番人気）�� 9029（10番人気）
3連複票数 差引計 928955（返還計 20028） 的中 ��� 25884（8番人気）
3連単票数 差引計1748977（返還計 32636） 的中 ��� 14413（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．4―36．9―49．8―1：02．3―1：14．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メテオーラビアンカ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．2．16 東京7着

2010．2．20生 牡3鹿 母 ペディクラリス 母母 マチカネベニザクラ 5戦1勝 賞金 9，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時05分に変更。
〔騎手変更〕 ベルウッドテッペン号の騎手武士沢友治は，第2競走での落馬による検査のため幸英明に変更。

ツクバヒタチオー号の騎手杉原誠人は，第2競走での落馬による検査のため大野拓弥に変更。
〔競走除外〕 スリラー号は，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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 オーシャン号・クラウンビュレット号・クリーンオトコギ号・ゴールドマズル号

12136 5月26日 晴 良 （25東京2）第12日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走11時30分 （芝・左）

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

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

24 カカアデンカ 牝3栗 54 岩田 康誠星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B448＋ 61：34．7 28．0�
713 エスオンマイチェス 牡3黒鹿56 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 548 ― 〃 クビ 8．1�
817 オーゴンチャチャ 牝3鹿 54 C．デムーロ 永田 清男氏 谷原 義明 日高 田中 元寿 436＋ 4 〃 アタマ 5．3�

（伊）

816 アサクサゴールド 牡3黒鹿56 福永 祐一田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 462 ―1：34．8� 10．7�
23 タカラプリンス 牡3黒鹿56 内田 博幸村山 義男氏 国枝 栄 新冠 大栄牧場 466± 01：35．12 2．4�
47 コスモソーク 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 旭 牧場 532＋ 41：35．31� 9．7	
59 ボップリヴァーサル 牡3鹿 56 戸崎 圭太嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 浦河 佐々木 恵一 510 ―1：35．51 17．5

35 テンジンハルカゼ 牝3黒鹿 54

51 ▲山崎 亮誠�テンジン 矢野 照正 新ひだか 三石橋本牧場 418± 01：35．6� 290．1�
36 ブラックジャック 牡3青鹿56 的場 勇人北駿競走馬組合 水野 貴広 新冠 長浜牧場 468＋181：35．81� 50．9
818 サクラブリランテ 牡3鹿 56 横山 典弘�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 新和牧場 458 ― 〃 クビ 15．9�
48 マリンブリッジ 牝3鹿 54 幸 英明岡 浩二氏 中川 公成 新冠 有限会社 大

作ステーブル 400＋ 21：36．01 135．5�
510 エルフェンリート �3芦 56 田中 勝春岡田 牧雄氏 柴崎 勇 平取 コアレススタッド 496 ―1：36．32 23．7�
715 ミヤビアンジェロ 牝3鹿 54 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 浦河 大成牧場 438＋161：36．4クビ 70．1�
612 ハッピーアンブルー 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太 �三石川上牧場 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 B452＋ 61：36．71� 216．5�
11 ソ ン ヨ ン 牝3栗 54

51 ▲横山 和生重松 國建氏 鹿戸 雄一 日高 横井 哲 460＋ 81：36．8クビ 200．8�
714 フクノスピカ 牝3芦 54 田中 博康福島 実氏 蛯名 利弘 池田 新田牧場 492－ 61：37．54 301．3�
12 ローレルマヌエル 牡3芦 56 勝浦 正樹 �ローレルレーシング 的場 均 新ひだか 山本 昇寿 456 ―1：38．13� 156．8�
611 ア マ カ ケ ル 牡3鹿 56 武士沢友治小野 博郷氏 蛯名 利弘 新ひだか 稲葉牧場 486 ―1：41．6大差 213．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 34，335，500円 複勝： 52，035，800円 枠連： 30，561，700円
馬連： 79，646，200円 馬単： 53，255，000円 ワイド： 35，797，600円
3連複： 94，873，400円 3連単： 150，347，500円 計： 530，852，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，800円 複 勝 � 690円 � 310円 � 210円 枠 連（2－7） 930円

馬 連 �� 19，400円 馬 単 �� 47，310円

ワ イ ド �� 5，100円 �� 2，570円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 30，950円 3 連 単 ��� 297，670円

票 数

単勝票数 計 343355 的中 � 10265（9番人気）
複勝票数 計 520358 的中 � 17703（9番人気）� 45984（4番人気）� 83698（2番人気）
枠連票数 計 305617 的中 （2－7） 25727（5番人気）
馬連票数 計 796462 的中 �� 3235（37番人気）
馬単票数 計 532550 的中 �� 887（85番人気）
ワイド票数 計 357976 的中 �� 1803（39番人気）�� 3630（26番人気）�� 8760（11番人気）
3連複票数 計 948734 的中 ��� 2416（73番人気）
3連単票数 計1503475 的中 ��� 398（547番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．4―12．0―12．2―12．0―11．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．5―34．9―46．9―59．1―1：11．1―1：23．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カカアデンカ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Tabasco Cat デビュー 2012．7．29 新潟9着

2010．3．4生 牝3栗 母 スパイシークラウン 母母 ウエストバイノースウエスト 6戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時35分に変更。
〔制裁〕 テンジンハルカゼ号の騎手山崎亮誠は，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：8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アマカケル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年6月26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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 クリノアルプス号・クルトメッシュ号・ジーガーガーネット号・チョコタクン号・マイネライムライト号・

ヤマサダイス号・ラインビューティー号・リュウノヒゲ号
※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。



12137 5月26日 晴 良 （25東京2）第12日 第5競走 ��1，600�ホープフルジョッキーズ
発走12時30分 （ダート・左）

若手騎手，4歳以上，500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円
付 加 賞 511，000円 146，000円 73，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

612� リアライズナマステ 牡4栗 57 山崎 亮誠工藤 圭司氏 森 秀行 米
Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

474＋ 41：37．3 23．3�
510 タイセイローマン 牡4鹿 57 松岡 正海田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 静内白井牧場 498－121：37．51� 2．1�
815 ドラゴンピース 牡4鹿 57 田中 健窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 504± 01：37．6� 5．5�
36 エイブルブラッド 牡5鹿 57 菅原 隆一吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 498＋ 2 〃 クビ 15．0�
12 カントリースノー �6黒鹿57 長岡 禎仁鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B516± 01：38．02� 10．8�
714 ダ イ ゴ ロ ー 牡5鹿 57 城戸 義政山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 三石川上牧場 526＋ 21：38．1クビ 7．8�
35 ロックシンガー 牡4鹿 57 小野寺祐太	槇本牧場 手塚 貴久 日高 槇本牧場 500＋101：38．41	 23．8

48 � グリッターテイル 牡5鹿 57 原田 敬伍 	社台レースホース鮫島 一歩 米 Shadai Cor-

poration 472± 01：38．5� 38．2�
611
 ラブトゥオール 牡4黒鹿57 大江原 圭安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 470－ 8 〃 クビ 35．5�
713 ブエノディオス 牡4鹿 57 伴 啓太吉田 昭一氏 浜田多実雄 新冠 八木 常郎 484－ 41：38．82 57．7
11 
 バイザルーマー 牡5鹿 57 平野 優吉田 勝己氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 476＋ 21：38．9� 46．6�
816 ゴールドエンジュ 牝5鹿 55 西村 太一	菅井牧場 松山 将樹 新冠 武田 修一 460± 01：39．21	 99．1�
23 デルマエビス 牡4鹿 57 原田 和真浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 474＋ 41：39．3� 27．5�
59 パリーナチャン 牝4鹿 55 横山 和生	松栄牧場 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 450＋ 61：39．5	 63．1�
47 
 クリノタイコウ 牡4鹿 57 花田 大昂栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 中村 雅明 450－ 61：41．4大差 289．8�
24 グランラファル 牡4栗 57 嶋田 純次山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 496＋ 81：41．61 116．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，522，800円 複勝： 53，956，000円 枠連： 26，119，700円
馬連： 91，815，400円 馬単： 58，775，200円 ワイド： 39，799，300円
3連複： 112，643，400円 3連単： 169，935，900円 計： 588，567，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，330円 複 勝 � 500円 � 120円 � 170円 枠 連（5－6） 1，590円

馬 連 �� 2，980円 馬 単 �� 9，030円

ワ イ ド �� 990円 �� 2，240円 �� 270円

3 連 複 ��� 4，350円 3 連 単 ��� 45，460円

票 数

単勝票数 計 355228 的中 � 12772（6番人気）
複勝票数 計 539560 的中 � 18809（8番人気）� 177164（1番人気）� 88987（2番人気）
枠連票数 計 261197 的中 （5－6） 12996（5番人気）
馬連票数 計 918154 的中 �� 24265（8番人気）
馬単票数 計 587752 的中 �� 5129（25番人気）
ワイド票数 計 397993 的中 �� 9806（9番人気）�� 4143（25番人気）�� 46729（1番人気）
3連複票数 計1126434 的中 ��� 20397（10番人気）
3連単票数 計1699359 的中 ��� 2946（115番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―34．9―46．9―59．5―1：11．9―1：24．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�リアライズナマステ �
�
父 Speightstown �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2011．11．13 東京3着

2009．2．1生 牡4栗 母 Catbaby 母母 Catinca 10戦1勝 賞金 13，971，000円
［他本会外：3戦1勝］

〔騎手変更〕 タイセイローマン号の騎手杉原誠人は，第2競走での落馬負傷のため松岡正海に変更。
〔制裁〕 ブエノディオス号の騎手伴啓太は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：11番・9番・8番）

12138 5月26日 晴 良 （25東京2）第12日 第6競走 ��
��1，400�1960sダービーメモリーズ シンザンカップ

発走13時05分 （芝・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 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

23 サイモンラムセス 牡3鹿 56 松山 弘平澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 436－ 41：20．6 3．9�
12 ケンブリッジサン 牡3鹿 56 福永 祐一中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 462－ 21：21．02� 2．8�
510 ワキノキセキ 牡3黒鹿56 田辺 裕信脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 ベルモント

ファーム 460－ 81：21．1� 39．3�
24 ヨシカワクン 牝3鹿 54 勝浦 正樹井上 一郎氏 矢野 英一 様似 中脇 一幸 B450＋101：21．31	 60．9�
715 ベ ラ ベ ラ 牡3栗 56 蛯名 正義中村 祐子氏 田中 清隆 日高 サンバマウン

テンファーム 446＋ 41：21．51� 20．4�
36 ニシノモンクス 牝3鹿 54 内田 博幸西山 茂行氏 宮本 博 日高 メイプルファーム 432－101：21．71 15．0�
48 トミケンフィアブル 牡3栗 56 石神 深一冨樫 賢二氏 和田正一郎 浦河 高野牧場 470± 0 〃 アタマ 359．0	
611 ファンアットコート 牝3鹿 54 柴山 雄一
ミルファーム 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 454± 01：21．8クビ 195．9�
714 グッドラックミー 牝3鹿 54 吉田 豊大湯 幸栄氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 472－ 61：22．01	 23．7�
817 ハニームーナー 牝3栗 54 三浦 皇成 H.R.H．プリンセス・ハヤ 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 432± 01：22．1� 287．9
816 ツクバアラモード 牝3栗 54 柴田 善臣細谷 武史氏 田中 清隆 新ひだか 真歌伊藤牧場 450－ 21：22．31 27．2�
11 ホークインザブルー 牡3鹿 56 嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 478＋ 8 〃 クビ 41．0�
35 
 サマーフェニックス 牝3栗 54 横山 和生
グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 416－ 61：22．4クビ 360．0�
612 ワ ン ダ フ ル 牡3栗 56 C．デムーロ 諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 462＋ 2 〃 クビ 32．1�

（伊）

59 プリティーキャロル 牝3芦 54 藤田 伸二伊東 純一氏 大江原 哲 新ひだか タツヤファーム 440－ 6 〃 ハナ 78．7�
713 コトブキゴールド 牡3鹿 56 岩田 康誠尾上 松壽氏 金成 貴史 日高 藤本ファーム 446＋ 41：22．5� 27．5�
47 
 マンセイグレネード 牡3鹿 56 宮崎 北斗簗田 満氏 高市 圭二 浦河 バンブー牧場 476－ 2 〃 クビ 117．5�
818 シンデレラボーイ 牡3鹿 56 戸崎 圭太田畑 利彦氏 矢作 芳人 浦河 高昭牧場 490± 01：22．81� 4．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 43，773，800円 複勝： 73，745，500円 枠連： 38，730，400円
馬連： 121，463，500円 馬単： 72，532，900円 ワイド： 53，618，100円
3連複： 144，112，900円 3連単： 226，049，500円 計： 774，026，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 140円 � 130円 � 640円 枠 連（1－2） 430円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，700円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 4，270円 3 連 単 ��� 18，830円

票 数

単勝票数 計 437738 的中 � 95071（2番人気）
複勝票数 計 737455 的中 � 172743（2番人気）� 186209（1番人気）� 20190（9番人気）
枠連票数 計 387304 的中 （1－2） 70728（1番人気）
馬連票数 計1214635 的中 �� 226553（1番人気）
馬単票数 計 725329 的中 �� 55492（2番人気）
ワイド票数 計 536181 的中 �� 77087（1番人気）�� 7252（19番人気）�� 9349（15番人気）
3連複票数 計1441129 的中 ��� 26651（10番人気）
3連単票数 計2260495 的中 ��� 9460（40番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．1―11．7―11．6―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．3―46．0―57．6―1：09．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サイモンラムセス �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2012．10．20 京都3着

2010．3．1生 牡3鹿 母 コパノマルコリーニ 母母 ステファーナ 10戦2勝 賞金 28，591，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）12頭 キタサンミカヅキ号・クレバーユニバース号・コアレスキング号・サクラグランレーヴ号・サンキストロード号・

シュリメジャー号・シーユーアラウンド号・ドラゴンサクラ号・ハンサムザムライ号・マデューロ号・ミナレット号・
リメンバーメジロ号

※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。



12139 5月26日 晴 良 （25東京2）第12日 第7競走 ��
��1，600�1970sダービーメモリーズ タケホープカップ

発走13時40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 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

36 キタサンイナズマ 牡3青鹿56 横山 典弘�大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 492＋101：38．3 4．0�
59 ヘイローフォンテン 牡3鹿 56 田中 勝春吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 506＋ 21：38．62 24．4�
510 ラローザブル 牡3栗 56 石橋 脩髙樽さゆり氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B482＋ 21：38．81� 4．5�
35 エデンロック 牡3鹿 56 柴山 雄一田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 454－ 81：38．9� 15．7�
612 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± 01：39．0� 100．3�
24 ヒカルエリントン 牡3鹿 56 福永 祐一髙橋 京子氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 530± 01：39．1� 4．9	
714 ゲマインシャフト 牡3鹿 56 松岡 正海丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 474－ 6 〃 クビ 45．0

611 リアルマイスター 牡3鹿 56 藤岡 康太宮本 貞雄氏 羽月 友彦 新ひだか 小倉 光博 460－101：39．31� 227．5�
48 キタノイットウセイ 牡3鹿 56 津村 明秀北所 直人氏 鈴木 伸尋 日高 浜本牧場 502＋ 21：39．4� 55．2�
47 	 ライオンズバイツ 牡3鹿 56 武 豊中村 浩章氏 増本 豊 米 Green

Gates Farm 460－ 2 〃 アタマ 7．4
816 ゴールドメイン 牡3栗 56 木幡 初広嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 440－ 6 〃 ハナ 24．2�
23 ディアグリスター 牡3鹿 56 吉田 豊ディアレスト 高橋 裕 新冠 松浦牧場 474± 01：39．61 25．0�
713 アイディドゥイット 牡3栗 56 松山 弘平前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490＋ 21：40．02� 47．7�
11 アーバンレジェンド 牝3栗 54 岩田 康誠吉田 照哉氏 松田 博資 千歳 社台ファーム 454－101：40．95 12．4�
12 キングアドバンス 牡3鹿 56 北村 宏司柳内 正基氏 勢司 和浩 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 506＋ 81：41．75 47．7�
815 ブ ッ ト バ セ 牡3栗 56 藤田 伸二一村 哲也氏 白井 寿昭 浦河 カナイシスタッド 492＋ 21：42．12� 60．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，869，400円 複勝： 84，001，100円 枠連： 36，138，600円
馬連： 141，938，600円 馬単： 76，419，700円 ワイド： 59，982，500円
3連複： 167，506，800円 3連単： 248，442，000円 計： 867，298，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 180円 � 550円 � 160円 枠 連（3－5） 670円

馬 連 �� 5，260円 馬 単 �� 7，570円

ワ イ ド �� 1，950円 �� 400円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 6，590円 3 連 単 ��� 38，700円

票 数

単勝票数 計 528694 的中 � 111053（1番人気）
複勝票数 計 840011 的中 � 140063（2番人気）� 32098（9番人気）� 165879（1番人気）
枠連票数 計 361386 的中 （3－5） 42717（1番人気）
馬連票数 計1419386 的中 �� 21278（19番人気）
馬単票数 計 764197 的中 �� 7956（30番人気）
ワイド票数 計 599825 的中 �� 7594（21番人気）�� 43977（1番人気）�� 12252（13番人気）
3連複票数 計1675068 的中 ��� 20011（15番人気）
3連単票数 計2484420 的中 ��� 5058（96番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．8―48．6―1：01．7―1：14．0―1：25．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キタサンイナズマ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2013．1．5 京都4着

2010．3．8生 牡3青鹿 母 モ ガ ミ ヒ メ 母母 モガミポイント 4戦2勝 賞金 17，127，000円
※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）11頭 オリオンザジャパン号・ガチ号・グランプリダッシュ号・サトノマーキュリー号・ショウリノウタゲ号・セツナ号・

タマノペルセウス号・ハイパーチャージ号・メイショウオオカゼ号・モリトリュウコ号・ローレルアルトス号

12140 5月26日 晴 良 （25東京2）第12日 第8競走 ��
��1，800�1980sダービーメモリーズ シンボリルドルフカップ

発走14時15分 （芝・左）
4歳以上，1，600万円以下，24．5．26以降25．5．19まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：44．1

良
良

48 エキストラエンド 牡4鹿 56 C．デムーロ �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 462＋ 41：45．5 13．7�
（伊）

24 ビームライフル 牡4青鹿54 戸崎 圭太西山 茂行氏 須貝 尚介 新ひだか 本桐牧場 468± 01：45．6� 7．2�
510 クイーンオリーブ 牝5青鹿52 松山 弘平有限会社シルク牧 光二 浦河 杵臼牧場 464－ 4 〃 クビ 16．4�
23 ラ ロ メ リ ア �5鹿 55 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 426－ 4 〃 アタマ 14．5�

（豪）

11 オールアズワン 牡5黒鹿56 福永 祐一宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 480－ 81：45．7� 22．8�
611 チュウワプリンス 牡7黒鹿54 幸 英明中西 忍氏 大久保龍志 静内 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－ 8 〃 クビ 116．1	
59 ホッコーガンバ 牡5鹿 55 勝浦 正樹矢部 幸一氏 西浦 勝一 浦河 梅田牧場 496－ 41：45．8� 24．7

816 ホッコーブレーヴ 牡5鹿 56 武 豊矢部 幸一氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 478± 01：45．9クビ 4．9�
715 セコンドピアット 牝4鹿 53 石橋 脩 �社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム 470＋ 2 〃 クビ 9．0�
47 ミヤビファルネーゼ 牡5黒鹿57 岩田 康誠村上 義勝氏 戸田 博文 浦河 大成牧場 486＋ 21：46．0クビ 8．6
12 アイウォントユー 牡6栗 54 西田雄一郎薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 472＋ 81：46．1� 105．2�
36 ラインジェシカ 牝6栗 53 横山 典弘大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 502＋ 4 〃 アタマ 57．1�
612 マ イ ネ マ オ 牝5鹿 52 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 須崎牧場 498－ 4 〃 ハナ 21．6�
713 ア ー デ ン ト 牡4芦 56 蛯名 正義 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋161：46．2クビ 15．2�
35 ドリームヒーロー 牡6青鹿54 江田 照男田島 政光氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 438－ 61：46．3	 83．9�
818 ニシノジャブラニ 牡5鹿 54 松岡 正海西山 茂行氏 上原 博之 むかわ 西山牧場 492± 0 〃 クビ 37．4�
817 カネトシマーシャル 牡5鹿 56 藤岡 康太兼松 利男氏 五十嵐忠男 新ひだか 静内酒井牧場 506－ 21：46．4� 7．0�
714 マイネルエルフ 牡7鹿 54 津村 明秀 �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 522＋ 41：46．72 254．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 54，404，800円 複勝： 91，099，200円 枠連： 55，158，100円
馬連： 174，485，500円 馬単： 88，554，200円 ワイド： 72，407，000円
3連複： 219，824，800円 3連単： 306，643，600円 計： 1，062，577，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，370円 複 勝 � 530円 � 290円 � 500円 枠 連（2－4） 1，160円

馬 連 �� 6，720円 馬 単 �� 13，640円

ワ イ ド �� 2，350円 �� 4，620円 �� 2，040円

3 連 複 ��� 35，130円 3 連 単 ��� 211，770円

票 数

単勝票数 計 544048 的中 � 33437（6番人気）
複勝票数 計 910992 的中 � 45603（9番人気）� 97791（3番人気）� 49214（7番人気）
枠連票数 計 551581 的中 （2－4） 37369（5番人気）
馬連票数 計1744855 的中 �� 20470（28番人気）
馬単票数 計 885542 的中 �� 5116（52番人気）
ワイド票数 計 724070 的中 �� 8121（27番人気）�� 4068（59番人気）�� 9405（22番人気）
3連複票数 計2198248 的中 ��� 4931（124番人気）
3連単票数 計3066436 的中 ��� 1141（713番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―12．0―12．1―12．0―11．3―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．2―34．8―46．8―58．9―1：10．9―1：22．2―1：33．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F34．6

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

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

勝馬の
紹 介

エキストラエンド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Garde Royale デビュー 2012．1．5 京都4着

2009．4．7生 牡4鹿 母 カ ー リ ン グ 母母 Corraleja 12戦4勝 賞金 70，466，000円
〔制裁〕 エキストラエンド号の騎手C．デムーロは，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：11番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 オメガブレイン号・シンボリボルドー号・スマートリバティー号・セイクリッドセブン号・トウカイオーロラ号・

ポールアックス号・マイネルグート号・ミカエルビスティー号
※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。

１レース目



12141 5月26日 晴 良 （25東京2）第12日 第9競走 ��
��2，400�復刻 ダービースタリオンズステークス

発走14時50分 （芝・左）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減，収得賞金500万円以下の馬
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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

46 カ ナ ロ ア 牡4鹿 57 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 日高 日高大洋牧場 456＋ 22：25．1 3．0�

712 スーサングレート 牡5栗 57 松山 弘平林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B518＋ 82：25．2� 9．8�
610 ラブラドライト 	4鹿 57 内田 博幸吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 476－ 42：25．41� 13．7�
33 プレミアムテースト 牡5青 57 福永 祐一 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 444± 0 〃 ハナ 5．9�
69 キンセイポラリス 牡7鹿 57 C．ウィリアムズ 山田 裕仁氏 伊藤 大士 門別 天羽牧場 418＋ 82：25．93 40．6	

（豪）

814 アドマイヤカーリン 牡5青鹿57 蛯名 正義近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 484＋102：26．11
 26．3

45 エーブフウジン 牡5栗 57 古川 吉洋 �レーシングホース

ジャパン 高橋 文雅 新ひだか ダイイチ牧場 B490＋102：26．31
 49．4�
813 ダイシンハンター 牡4鹿 57 川田 将雅大八木信行氏 松田 博資 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 42：26．51� 41．5�
34 ラウンドロビン 牡4黒鹿57 C．デムーロ 諸江 幸祐氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 434＋ 4 〃 ハナ 3．0

（伊）

711� ローレルクラシック 牡6栗 57 戸崎 圭太 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 496－ 42：26．6� 38．8�
58 ターゲットマシン 牡5青鹿57 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 488± 02：26．81
 25．4�
57 ロイヤルダリア 牡7黒鹿57 木幡 初広矢野 和雅氏 石毛 善彦 三石 山際牧場 514－ 22：27．43� 222．5�
22 � グルービーメテオ 牡4栗 55 西村 太一�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 448－ 62：27．5� 339．2�
11 ケイワイツヨシ 牡4黒鹿57 松岡 正海横瀬 兼二氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 564＋ 62：29．110 134．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 60，478，300円 複勝： 83，810，200円 枠連： 46，983，400円
馬連： 176，515，300円 馬単： 104，966，400円 ワイド： 64，563，800円
3連複： 202，338，700円 3連単： 400，742，000円 計： 1，140，398，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 270円 � 350円 枠 連（4－7） 1，110円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 610円 �� 770円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 4，970円 3 連 単 ��� 18，230円

票 数

単勝票数 計 604783 的中 � 167186（2番人気）
複勝票数 計 838102 的中 � 182409（2番人気）� 78119（4番人気）� 57409（5番人気）
枠連票数 計 469834 的中 （4－7） 33362（5番人気）
馬連票数 計1765153 的中 �� 90909（5番人気）
馬単票数 計1049664 的中 �� 35911（8番人気）
ワイド票数 計 645638 的中 �� 28741（5番人気）�� 22000（7番人気）�� 11035（14番人気）
3連複票数 計2023387 的中 ��� 32083（15番人気）
3連単票数 計4007420 的中 ��� 17322（45番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．3―23．4―35．6―48．0―1：00．4―1：12．5―1：24．9―1：37．0―1：49．3―2：01．1―2：12．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．8
1
3
12－14（10，13）8，1，6，4（9，5）11，7，3，2
12＝14（10，13）－8，1－6，9（4，5）（7，3）11，2

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

勝馬の
紹 介

カ ナ ロ ア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 King’s Best デビュー 2012．1．5 京都2着

2009．4．2生 牡4鹿 母 クイーンカアフマヌ 母母 アルアメント 11戦3勝 賞金 48，742，000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。

12142 5月26日 晴 良 （25東京2）第12日 第10競走 ��
��2，400�東 京 優 駿（ＧⅠ）

発走15時40分 （第80回日本ダービー） （芝・左）
牡・牝，3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，牡馬57�，牝馬55�

内閣総理大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞・東京馬主協会賞（1着）
賞 品

本 賞 200，000，000円 80，000，000円 50，000，000円 30，000，000円 20，000，000円
付 加 賞 31，703，000円 9，058，000円 4，529，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品

朝日新聞社賞（1着）
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
2：23．3

良
良
良

11 キ ズ ナ 牡3青鹿57 武 豊前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 478－ 22：24．3 2．9�

59 エピファネイア 牡3鹿 57 福永 祐一 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 478－ 82：24．4� 6．1�
23 	 アポロソニック 牡3鹿 57 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 IEAH Stables &

Andrew Cohen 536＋ 62：24．61
 61．6�
816 ペプチドアマゾン 牡3鹿 57 藤岡 康太沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 472＋ 4 〃 ハナ 109．8�
48 ロ ゴ タ イ プ 牡3黒鹿57 C．デムーロ 吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 484－ 2 〃 ハナ 3．0�

（伊）

611 テイエムイナズマ 牡3黒鹿57 幸 英明竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 496＋ 22：24．7� 120．3	

36 ラブリーデイ 牡3黒鹿57 川田 将雅金子真人ホール
ディングス
 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 470＋ 2 〃 クビ 238．2�

510 タマモベストプレイ 牡3栗 57 和田 竜二タマモ
 南井 克巳 浦河 信成牧場 488＋ 2 〃 ハナ 64．8�
12 コ デ ィ ー ノ 牡3黒鹿57 C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 472－ 62：24．8� 7．6

（豪）

715 フラムドグロワール 牡3栗 57 北村 宏司有限会社シルク藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 496＋ 8 〃 アタマ 77．4�
35 メイケイペガスター 牡3青 57 藤田 伸二名古屋競馬
 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 82：24．9クビ 27．6�
817	 レッドレイヴン 牡3青鹿57 内田 博幸 
東京ホースレーシング 藤沢 和雄 米 Richard Santulli

& Bobby Flay 494－ 8 〃 アタマ 64．0�
47 ヒラボクディープ 牡3黒鹿57 蛯名 正義
平田牧場 国枝 栄 日高 下河辺牧場 480－ 62：25．0� 20．7�
714 アクションスター 牡3栗 57 戸崎 圭太福井 明氏 音無 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 62：25．1� 211．7�
713 マイネルホウオウ 牡3栗 57 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ヒカル牧場 488＋ 62：25．2クビ 37．3�
24 クラウンレガーロ 牡3栗 57 三浦 皇成矢野 悦三氏 日吉 正和 新冠 大栄牧場 446－ 42：25．83� 192．4�
612 サムソンズプライド 牡3鹿 57 田辺 裕信有限会社シルク杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 460± 0 〃 クビ 89．0�
818 ミヤジタイガ 牡3鹿 57 松山 弘平曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 478＋ 22：26．33 240．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 1，282，881，200円 複勝： 967，820，400円 枠連： 912，348，900円 馬連： 3，450，709，800円 馬単： 2，113，173，000円
ワイド： 967，396，600円 3連複： 4，178，753，500円 3連単： 9，844，630，900円 5重勝： 862，864，900円 計： 24，580，579，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 240円 � 960円 枠 連（1－5） 690円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 460円 �� 2，630円 �� 4，470円

3 連 複 ��� 17，130円 3 連 単 ��� 54，950円

5 重 勝
対象競走：東京8R／京都9R／東京9R／京都10R／東京10R

キャリーオーバー なし����� 35，377，470円

票 数

単勝票数 計12828812 的中 � 3714349（1番人気）
複勝票数 計9678204 的中 � 2076483（2番人気）� 1122715（4番人気）� 209405（9番人気）
枠連票数 計9123489 的中 （1－5）1050173（3番人気）
馬連票数 計34507098 的中 �� 2807533（3番人気）
馬単票数 計21131730 的中 �� 1044738（5番人気）
ワイド票数 計9673966 的中 �� 607681（4番人気）�� 92296（21番人気）�� 53643（40番人気）
3連複票数 計41787535 的中 ��� 192202（43番人気）
3連単票数 計98446309 的中 ��� 141164（131番人気）
5重勝票数 計8628649 的中 ����� 18

ハロンタイム 12．3―10．5―12．2―12．5―12．8―11．9―12．7―12．3―11．9―11．6―11．7―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�
12．3―22．8―35．0―47．5―1：00．3―1：12．2―1：24．9―1：37．2―1：49．1―2：00．7―2：12．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キ ズ ナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2012．10．7 京都1着

2010．3．5生 牡3青鹿 母 キャットクイル 母母 Pacific Princess 7戦5勝 賞金 352，401，000円
〔制裁〕 エピファネイア号の騎手福永祐一は，1コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番）
※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 ケイアイチョウサン号・バッドボーイ号・ピュアソルジャー号・マイネルマエストロ号
※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。

３レース目
５レース目



12143 5月26日 晴 良 （25東京2）第12日 第11競走 ��
��1，400�1stダービーメモリーズ ワカタカカップ

発走16時25分 （ダート・左）
4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 462，000円 132，000円 66，000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� ケイアイヘルメス 牡5黒鹿57 北村 宏司亀田 和弘氏 田村 康仁 米 Morihiro
Kameda 526＋ 21：24．4 12．5�

611 シンキングマシーン 牡4黒鹿57 横山 典弘佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 512＋ 21：24．5	 3．2�
35 � コリンブレッセ 牡4鹿 57 蛯名 正義林 正道氏 吉田 直弘 米 Caroline C

Stautberg 496＋ 21：24．6クビ 13．7�
48 リックムファサ 牡5鹿 57 戸崎 圭太山邉 浩氏 清水 英克 新ひだか 藤巻 則弘 480＋10 〃 クビ 4．4�
36 アルベルティ 牡5鹿 57 武 豊 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 504－ 41：24．81
 8．0�
510 ピグマリオン 牡4鹿 57 田中 勝春 �キャロットファーム 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 456± 0 〃 ハナ 8．7	
59 � アテーナーズブレス 牝5鹿 55 福永 祐一中村 浩章氏 増本 豊 米 Green

Gates Farm 460± 01：24．9	 23．8

816 ゴールドロジャー 牡5黒鹿57 的場 勇人�ターフ・スポート高木 登 新冠 村田牧場 492＋ 81：25．32� 171．4�
12 ファンデルワールス �4鹿 57 嘉藤 貴行 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 490＋ 4 〃 クビ 28．8�
23  レオアドミラル 牡7栗 57 江田 照男田中 博之氏 萱野 浩二 新冠 守矢牧場 494－ 21：25．61	 208．4
714 カフェラビリンス 牡6鹿 57 柴田 善臣西川 恭子氏 松山 康久 千歳 社台ファーム 532± 01：25．7クビ 13．6�
47 シルクブルックリン 牡4黒鹿57 松岡 正海有限会社シルク上原 博之 新冠 対馬 正 568＋ 4 〃 クビ 126．4�
11  バンブーリバプール 牡5青鹿57 和田 竜二�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 482＋ 4 〃 ハナ 15．0�
612� セイウンオウサム 牡6芦 57 岩田 康誠西山 茂行氏 手塚 貴久 米 Patrick Q.

Maguire 522＋ 41：26．12� 97．9�
713 トーホウジャパン 牡5栗 57 幸 英明東豊物産� 本田 優 日高 竹島 幸治 490＋121：26．31� 75．8�
24 ラブリイステラ 牝5芦 55 松山 弘平�リベリュール 松元 茂樹 浦河 カナイシスタッド 502－ 41：26．4クビ 90．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 72，161，000円 複勝： 127，026，500円 枠連： 63，706，600円
馬連： 256，301，900円 馬単： 140，308，100円 ワイド： 94，008，000円
3連複： 308，776，800円 3連単： 567，997，200円 計： 1，630，286，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 340円 � 150円 � 420円 枠 連（6－8） 1，720円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 4，970円

ワ イ ド �� 650円 �� 2，660円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 9，200円 3 連 単 ��� 51，320円

票 数

単勝票数 計 721610 的中 � 48556（5番人気）
複勝票数 計1270265 的中 � 88777（5番人気）� 319678（1番人気）� 68667（7番人気）
枠連票数 計 637066 的中 （6－8） 29093（8番人気）
馬連票数 計2563019 的中 �� 115938（5番人気）
馬単票数 計1403081 的中 �� 22264（16番人気）
ワイド票数 計 940080 的中 �� 39529（5番人気）�� 8898（31番人気）�� 20490（12番人気）
3連複票数 計3087768 的中 ��� 26446（27番人気）
3連単票数 計5679972 的中 ��� 8721（140番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．8―12．1―12．0―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―35．7―47．8―59．8―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ケイアイヘルメス �
�
父 Pulpit �

�
母父 In Excess デビュー 2010．11．1 東京2着

2008．4．18生 牡5黒鹿 母 Just Too Too 母母 Marsh Grass 21戦4勝 賞金 55，562，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時30分に変更。
〔騎手変更〕 セイウンオウサム号の騎手武士沢友治は，負傷のため岩田康誠に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タールタン号
（非抽選馬）12頭 アルセーヌシチー号・ゲンパチメジャー号・ゴーゴーヒュウガ号・ジャーグラット号・シルクミライ号・

トウショウロジック号・ドナリサ号・ナムラグーテン号・ブロッケン号・ホークウォリアー号・ミステリートレイン号・
ミルキーブロード号

12144 5月26日 晴 良 （25東京2）第12日 第12競走
第127回農林水産省賞典

��
��2，500�目 黒 記 念（ＧⅡ）

発走17時00分 （芝・左）
4歳以上，24．5．26以降25．5．19まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

農林水産大臣賞（1着）
賞 品

本 賞 55，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，300，000円 5，500，000円
付 加 賞 1，344，000円 384，000円 192，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．8
2：29．5

良
良

24 ムスカテール 牡5黒鹿56 内田 博幸吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 480－ 62：29．6レコード 8．8�
816 ル ル ー シ ュ 牡5黒鹿57 C．ウィリアムズ 山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 500－102：29．81� 6．3�

（豪）

611 カ フ ナ 牡5黒鹿56．5 戸崎 圭太金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 488＋ 62：29．9� 7．0�

59 ヒットザターゲット 牡5栗 57．5 大野 拓弥前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 518－ 22：30．0クビ 105．2�
23 	 タッチミーノット 牡7黒鹿57．5 横山 典弘吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム 496－ 8 〃 ハナ 10．1�
12 コスモロビン 牡5鹿 56 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 中村 俊紀 536－ 42：30．1� 18．9

11 ユニバーサルバンク 牡5黒鹿56 川田 将雅 	サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 464－122：30．2� 69．2�
612 クリールカイザー 牡4栗 54 吉田 豊横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 472± 02：30．41 14．5�
714 デスペラード 牡5鹿 57 C．デムーロ 市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 田中 裕之 478－102：30．5� 17．9

（伊）

48 アドマイヤラクティ 牡5鹿 57．5 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 486± 02：30．82 3．8�
35 カポーティスター 牡4黒鹿56 福永 祐一備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 514－ 6 〃 クビ 12．8�
47 ノ ー ス テ ア 
5栗 55 蛯名 正義山本 英俊氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 524－122：30．9� 16．2�
715 コスモラピュタ 牡6鹿 54 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 480± 02：31．11 159．4�
817 スマートロビン 牡5鹿 58 武 豊大川 徹氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 548＋122：31．52� 33．3�
510 ピエナファンタスト 牡7鹿 52 木幡 初広本谷 兼三氏 谷 潔 早来 ノーザンファーム 482＋ 22：31．6� 265．2�
713 ネ コ パ ン チ 牡7黒鹿55 江田 照男桐谷 茂氏 星野 忍 浦河 大道牧場 476－ 22：31．81 56．6�
36 コスモオオゾラ 牡4鹿 56 松岡 正海 	ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 484－ 22：31．9クビ 127．1�
818 カワキタコマンド 牡6鹿 55 田辺 裕信川島 吉男氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 492＋202：33．510 367．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 205，326，500円 複勝： 304，774，000円 枠連： 155，918，200円
馬連： 678，381，800円 馬単： 337，103，900円 ワイド： 260，033，600円
3連複： 943，974，300円 3連単： 1，557，865，800円 計： 4，443，378，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 260円 � 260円 � 250円 枠 連（2－8） 1，470円

馬 連 �� 2，780円 馬 単 �� 6，440円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 990円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 7，590円 3 連 単 ��� 48，790円

票 数

単勝票数 計2053265 的中 � 196968（4番人気）
複勝票数 計3047740 的中 � 322984（4番人気）� 330353（3番人気）� 348519（2番人気）
枠連票数 計1559182 的中 （2－8） 83389（6番人気）
馬連票数 計6783818 的中 �� 192131（7番人気）
馬単票数 計3371039 的中 �� 41195（23番人気）
ワイド票数 計2600336 的中 �� 62173（10番人気）�� 69488（7番人気）�� 55097（14番人気）
3連複票数 計9439743 的中 ��� 98115（20番人気）
3連単票数 計15578658 的中 ��� 25160（128番人気）

ハロンタイム 7．6―10．9―11．0―12．2―12．3―12．2―12．1―12．0―12．0―12．1―11．8―11．5―11．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．6―18．5―29．5―41．7―54．0―1：06．2―1：18．3―1：30．3―1：42．3―1：54．4―2：06．2―2：17．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．2
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ムスカテール �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．12．5 阪神1着

2008．4．18生 牡5黒鹿 母 シ ェ リ ー ル 母母 ジェドゥーザムール 19戦6勝 賞金 196，427，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を17時05分に変更。
〔騎手変更〕 カワキタコマンド号の騎手武士沢友治は，負傷のため田辺裕信に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ステラウインド号
※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12日 5月26日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 198頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

666，010，000円
2，080，000円
4，680，000円
50，890，000円
65，770，000円
9，500，000円
76，005，000円
6，478，000円
1，900，800円

勝馬投票券売得金
1，931，523，100円
2，055，176，700円
1，428，620，300円
5，371，823，000円
3，205，108，800円
1，744，315，100円
6，637，258，300円
13，978，467，500円
862，864，900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 37，215，157，700円

総入場人員 139，806名 （有料入場人員 133，074名）



平成25年度 第2回東京競馬 総計

競走回数 144回 出走延頭数 2，196頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

3，615，760，000円
10，400，000円
69，410，000円
128，580，000円
336，020，000円
9，500，000円
831，653，250円
65，798，600円
21，081，600円

勝馬投票券売得金
8，059，712，000円
11，780，513，800円
6，408，945，300円
24，481，784，700円
14，227，788，700円
8，895，271，400円
31，276，070，200円
59，502，223，200円
4，134，367，200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 168，766，676，500円

総入場延人員 599，087名 （有料入場延人員 531，934名）
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