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３２００１１１月５日 曇 良 （２３東京５）第１日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０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

１：２３．１
１：２３．１

重

重

３５ フォルテリコルド 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５２４± ０１：２７．５ ５．５�

４８ ドラゴンプライド 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成窪田 芳郎氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４７４－１０１：２７．６� １．６�
１１ スピーディードータ 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信安達 允彦氏 小西 一男 日高 坂 牧場 ４４４± ０１：２７．７クビ １３．６�
８１６ ド ル モ ン 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣伊藤 信之氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 B４９２＋ ２ 〃 アタマ ３３．９�
２３ キョウワアーク 牡２鹿 ５５ 石橋 脩�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 ５０４－ ４ 〃 クビ ７８．９�
５１０ テイエムデジタル 牡２鹿 ５５ 小林 淳一竹園 正繼氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 ４７２＋ ６１：２８．０１� １６．５�
４７ ミラクルミイクン 牡２鹿 ５５ 江田 照男内藤 好江氏 矢野 照正 日高 中館牧場 ５２２－ ８ 〃 ハナ １３．０	
７１３ スズカヴィグラス 牡２鹿 ５５ F．ベリー 永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 ４７２－ ２１：２８．８５ ７６．８


（愛）

１２ マンボマンボ 牡２鹿 ５５ 田中 勝春久保 敏文氏 大江原 哲 新ひだか 及川 幸夫 ４５４－ ４１：２８．９� １７５．７�
６１１ カフェボリンジャー 牡２青鹿５５ 後藤 浩輝西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 ４９２＋ ２１：２９．０クビ ９．５�
６１２ ヒカリレーザー 牡２青鹿５５ 大庭 和弥ヒカリクラブ 南田美知雄 日高 中川牧場 ３９６± ０１：２９．１� ９５．７�
３６ ミキノウインク 牝２鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一谷口 久和氏 保田 一隆 新ひだか 坂本 智広 ４０６－ ４１：２９．３１� ３０８．６�
７１４ トウショウテイスト 牡２鹿 ５５ 武士沢友治トウショウ産業 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４８０＋ ４ 〃 クビ ２８．４�
８１５ カルブンクルス 牝２青 ５４

５１ ▲嶋田 純次�樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 ４５８＋ ２１：２９．９３� ２２３．７�
５９ タ ツ ユ タ カ 牡２栗 ５５ 丸山 元気鈴木 昭作氏 根本 康広 千葉 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ５００＋ ８ 〃 クビ ７３．３�
２４ タケデンザオー 牝２黒鹿５４ 嘉藤 貴行武市 弘氏 高橋 義博 浦河 安藤牧場 ４５２－ ４１：３２．４大差 ４１１．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，９１４，６００円 複勝： ４０，６２０，３００円 枠連： １１，６５０，５００円

馬連： ４５，６８８，６００円 馬単： ３４，６２６，７００円 ワイド： ２０，８８３，５００円

３連複： ５６，９１６，４００円 ３連単： １０１，００９，７００円 計： ３２８，３１０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � ２３０円 枠 連（３－４） ３８０円

馬 連 �� ４４０円 馬 単 �� １，１８０円

ワ イ ド �� １９０円 �� ６４０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� １，１１０円 ３ 連 単 ��� ６，１２０円

票 数

単勝票数 計 １６９１４６ 的中 � ２４６５９（２番人気）
複勝票数 計 ４０６２０３ 的中 � ５３４５４（２番人気）� ２２４６９５（１番人気）� ２１３４０（４番人気）
枠連票数 計 １１６５０５ 的中 （３－４） ２２８３８（１番人気）
馬連票数 計 ４５６８８６ 的中 �� ７６８９８（１番人気）
馬単票数 計 ３４６２６７ 的中 �� ２１７１７（３番人気）
ワイド票数 計 ２０８８３５ 的中 �� ３２９９７（１番人気）�� ６７７５（９番人気）�� １３８５７（３番人気）
３連複票数 計 ５６９１６４ 的中 ��� ３８０３３（２番人気）
３連単票数 計１０１００９７ 的中 ��� １２２００（１１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．７―１２．３―１２．２―１２．２―１２．６―１４．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２４．１―３６．４―４８．６―１：００．８―１：１３．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォルテリコルド �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 End Sweep デビュー ２０１１．７．９ 中山６着

２００９．２．１１生 牡２鹿 母 ストロングメモリー 母母 アピーリングストーリー ５戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 タケデンサプライズ号
※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。

３２００２１１月５日 曇 良 （２３東京５）第１日 第２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１０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

１：３４．１
１：３３．１

良

良

７１１ モエレフルール 牝２黒鹿５４ 北村 宏司中村 和夫氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 ４７６－１０１：３４．４ ７．１�

４６ サトノレオパード 牡２鹿 ５５ 横山 典弘里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９０＋ ４１：３４．５� ４．１�
５７ マイネルコランダム 牡２青鹿５５ F．ベリー �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 ４６０＋３０１：３４．６� ３３．７�
（愛）

６１０ カジノロワイヤル 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム ４４２＋ ８１：３４．８１� ２．５�
４５ パイライトパワー 牝２鹿 ５４ 千葉 直人西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 ４３０＋ ２ 〃 アタマ １１．１�
８１４� ローレンルーナ 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義林 正道氏 田村 康仁 米 Yoichi

Aoyama ４６８＋ ４１：３５．０１	 ４．６	
１１ ロードラディアント 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 牧 光二 日高 中川 浩典 ４６６＋ ８１：３５．５３ １５．３

５８ コスモマチェドニア 牝２鹿 ５４ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 日高 いとう牧場 ４５０＋ ２１：３６．２４ ７４．２�
７１２ ソーワンダーフル 牝２栗 ５４ 石橋 脩平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４２２－ ２１：３６．６２� ２５７．３�
６９ マスターズキング 牡２鹿 ５５ 松岡 正海�リーヴァ 矢作 芳人 日高 シンボリ牧場 ４７４＋ ２１：３６．７クビ ３４．５
３３ セイウンノカナタ 牡２栗 ５５ 武士沢友治西山 茂行氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 B４３８－ ２１：３６．９１� ２５７．３�
３４ スターインザライト 牝２栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次星野 壽市氏 保田 一隆 日高 前野牧場 ３９８－ ２ 〃 アタマ １５７．９�
２２ リ ト ル モ ア 牡２黒鹿５５ 丸山 元気平本 敏夫氏 小野 次郎 新ひだか 須甲牧場 ４５８＋ ２１：３７．２１� １１６．０�

（１３頭）
８１３ ツインピークス 牡２栗 ５５ 宮崎 北斗山上 和良氏 武藤 善則 日高 ファーミングヤナキタ ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １７，３６５，５００円 複勝： ３０，７５３，１００円 枠連： １１，６０５，３００円

馬連： ４５，１８８，０００円 馬単： ３１，４７６，４００円 ワイド： １８，７９７，５００円

３連複： ５４，４１７，２００円 ３連単： ９５，２００，３００円 計： ３０４，８０３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２３０円 � １６０円 � ８２０円 枠 連（４－７） １，１２０円

馬 連 �� １，３７０円 馬 単 �� ３，２１０円

ワ イ ド �� ６００円 �� ４，５００円 �� ２，１７０円

３ 連 複 ��� １６，６６０円 ３ 連 単 ��� ８７，９４０円

票 数

単勝票数 差引計 １７３６５５（返還計 ５２） 的中 � １９３３６（４番人気）
複勝票数 差引計 ３０７５３１（返還計 ９７） 的中 � ３５３５４（４番人気）� ６４４０９（２番人気）� ７３７９（８番人気）
枠連票数 差引計 １１６０５３（返還計 ２８） 的中 （４－７） ７６５７（５番人気）
馬連票数 差引計 ４５１８８０（返還計 ３２６） 的中 �� ２４３７７（５番人気）
馬単票数 差引計 ３１４７６４（返還計 ２３９） 的中 �� ７２４０（１５番人気）
ワイド票数 差引計 １８７９７５（返還計 ２１６） 的中 �� ８３８３（６番人気）�� ９８３（３３番人気）�� ２０７２（２０番人気）
３連複票数 差引計 ５４４１７２（返還計 ６７８） 的中 ��� ２４１２（４２番人気）
３連単票数 差引計 ９５２００３（返還計 ８３２） 的中 ��� ７９９（２１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．９―３５．８―４７．５―５９．６―１：１１．１―１：２２．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モエレフルール �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー ２０１１．９．１９ 札幌４着

２００９．３．２９生 牝２黒鹿 母 ドクターノーヴァ 母母 マ ガ ロ ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔出走取消〕 ツインピークス号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。
※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５回　東京競馬　第１日



３２００３１１月５日 曇 良 （２３東京５）第１日 第３競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１１時００分 （芝・左）

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

中央レコード

２：０１．３
１：５９．９

良

良

６７ コスモオオゾラ 牡２鹿 ５５ 中谷 雄太 �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 ４７０－ ２２：０３．２ ２．６�

８１２ スーパームーン 牡２青鹿５５ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４８８－ ２２：０３．５２ ２．２�
７９ マイネルバイカ 牡２鹿 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 白井 寿昭 新ひだか 乾 皆雄 ４４０－ ６２：０３．７１� １７．２�
５５ ガンガンユコウゼ 牡２鹿 ５５ 北村 宏司小田切有一氏 本間 忍 新冠 アサヒ牧場 ４７０＋ ２２：０３．８� ９．４�
５６ マイネアスタリスク 牝２鹿 ５４ 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 ４２６＋ ４２：０３．９� ２２．５�
１１ ブルーナボーニャ 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信 �キャロットファーム 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム ５０２－ ４ 〃 アタマ ４１．３	
２２ ティティカカ 牝２栗 ５４ 丸山 元気ディアレスト 田村 康仁 浦河 鮫川 啓一 ４９０－ ２ 〃 クビ １８．４

８１１ ハシルヨアニキ 牡２黒鹿５５ 三浦 皇成田中 幹雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ５００－ ２２：０４．０� １９．３�
７１０ コスモガラサ 牡２黒鹿５５ F．ベリー �ビッグレッドファーム 高柳 瑞樹 日高 加藤牧場 ４３０＋ ４２：０４．５３ １９．３�

（愛）

３３ スリーオーシャン 牝２芦 ５４ 江田 照男永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 ４２４＋ ４２：０４．７１� ７４．４
６８ クリノエルヴィス 牡２鹿 ５５ 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか 斉藤スタッド ４８２－ ４２：０５．０１� ２９７．３�
４４ ジャングルスター 牡２鹿 ５５ 武士沢友治冨沢 敦子氏 手塚 貴久 日高 石原牧場 ５５４± ０２：０６．４９ １４７．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １８，２９３，７００円 複勝： ３０，２３３，４００円 枠連： １３，３０８，０００円

馬連： ４５，１３１，６００円 馬単： ３３，３２３，５００円 ワイド： １９，２５６，１００円

３連複： ４９，９８０，９００円 ３連単： ９５，０４６，４００円 計： ３０４，５７３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � ２４０円 枠 連（６－８） ２９０円

馬 連 �� ２８０円 馬 単 �� ６２０円

ワ イ ド �� １５０円 �� ４１０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� １，０３０円 ３ 連 単 ��� ３，２８０円

票 数

単勝票数 計 １８２９３７ 的中 � ５５７６９（２番人気）
複勝票数 計 ３０２３３４ 的中 � １０６２５６（１番人気）� ８０１３４（２番人気）� １７９１６（４番人気）
枠連票数 計 １３３０８０ 的中 （６－８） ３４７８６（１番人気）
馬連票数 計 ４５１３１６ 的中 �� １１９７２６（１番人気）
馬単票数 計 ３３３２３５ 的中 �� ３９７９２（２番人気）
ワイド票数 計 １９２５６１ 的中 �� ４６４０７（１番人気）�� ９７２６（４番人気）�� ６８３８（７番人気）
３連複票数 計 ４９９８０９ 的中 ��� ３６０３６（２番人気）
３連単票数 計 ９５０４６４ 的中 ��� ２１４０９（３番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．０―１２．４―１２．８―１３．２―１２．９―１２．４―１１．４―１１．０―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２５．０―３７．４―５０．２―１：０３．４―１：１６．３―１：２８．７―１：４０．１―１：５１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．９―３F３４．５

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

勝馬の
紹 介

コスモオオゾラ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１１．９．２５ 中山４着

２００９．２．１７生 牡２鹿 母 マイネシャローナ 母母 ザ ナ ッ ク ３戦１勝 賞金 ８，１００，０００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。

３２００４１１月５日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３東京５）第１日 第４競走 ��３，１００�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時３０分 （芝・ダート）

３歳以上；負担重量は，３歳５８�４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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円� コースレコード３：２４．５良・良

６７ メジロクリントン 牡４栗 ６０ 江田 勇亮岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ５２８＋１０３：３０．７ １０．３�

７９ サトノバロン �５黒鹿６０ 横山 義行里見 治氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ５２０＋ ６ 〃 ハナ ２．０�
８１２ サトノケンオー �４栗 ６０ 熊沢 重文里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４６８－ ８３：３１．２３ ４．９�
８１１� ファイトシーン 牡７黒鹿６０ 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４５４＋１２３：３１．３クビ １８．２�
４４ スズマーシャル 牡５栗 ６０ 鈴木 慶太成田 隆好氏 小西 一男 三石 小河 豊水 ４８４＋ ６ 〃 クビ ５９．４�
７１０ ゴールデンカイザー 牡６鹿 ６０ 北沢 伸也鳴戸 雄一氏 大根田裕之 浦河 野表 俊一 ４７８± ０３：３１．４クビ １３８．１�
５５ � リワードクラウン 牡４栗 ６０ 五十嵐雄祐宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード ５０２－ ２３：３１．７１� １５．７�
２２ マンドリーカ 牡４栗 ６０ 穂苅 寿彦伊藤 信之氏 松山 将樹 新ひだか 山際牧場 ４９４－ ２３：３１．８� １５．６	
１１ モルフェサイレンス 牡６栗 ６２ 大江原 圭並河賢一郎氏 大江原 哲 平取 高橋 幸男 ４９８＋１０ 〃 アタマ １３．０

３３ ショウナンサミット 牡５栗 ６０ 大庭 和弥国本 哲秀氏 田中 剛 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８± ０３：３２．５４ ２３．６�
６８ サーストンムーン 牡４鹿 ６０ 浜野谷憲尚齊藤 宣勝氏 加藤 和宏 新冠 ラツキー牧場 ４８２－ ４３：３２．６� １３．０�
５６ � シ デ ン カ イ 牡６青 ６０ 山本 康志柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 様似 徳永 春夫 ４６８－ ４３：３４．８大差 １９．０

（１２頭）

売 得 金

単勝： １５，２２６，６００円 複勝： ２０，８９０，２００円 枠連： １３，８２７，４００円

馬連： ４０，１２２，８００円 馬単： ２８，１５２，２００円 ワイド： １６，９２２，７００円

３連複： ５０，７８９，８００円 ３連単： ８６，２５１，０００円 計： ２７２，１８２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０３０円 複 勝 � ２１０円 � １２０円 � １５０円 枠 連（６－７） ５００円

馬 連 �� １，１１０円 馬 単 �� ２，９４０円

ワ イ ド �� ４３０円 �� ６００円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� １，３１０円 ３ 連 単 ��� １０，０８０円

票 数

単勝票数 計 １５２２６６ 的中 � １１７４７（３番人気）
複勝票数 計 ２０８９０２ 的中 � １９６１０（３番人気）� ６７９１８（１番人気）� ３３８４２（２番人気）
枠連票数 計 １３８２７４ 的中 （６－７） ２０７２５（２番人気）
馬連票数 計 ４０１２２８ 的中 �� ２６８７５（２番人気）
馬単票数 計 ２８１５２２ 的中 �� ７０６７（９番人気）
ワイド票数 計 １６９２２７ 的中 �� ９２１１（２番人気）�� ６２１６（７番人気）�� ２３２９２（１番人気）
３連複票数 計 ５０７８９８ 的中 ��� ２８６６３（１番人気）
３連単票数 計 ８６２５１０ 的中 ��� ６３１９（１９番人気）

上り １マイル １：４６．２ ４F ５１．５－３F ３８．３
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メジロクリントン �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１０．３１ 東京４着

２００７．２．２５生 牡４栗 母 メジロルルド 母母 メジロドーベル 障害：６戦２勝 賞金 ２４，６００，０００円



３２００５１１月５日 曇 良 （２３東京５）第１日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１２時２０分 （芝・左）

牝，新馬；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

１：３４．１
１：３３．１

良

良

８１６ ルネッタアスール 牝２鹿 ５４ 宮崎 北斗青木 照吉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム ４５４ ―１：３５．３ １７．０�

４７ ピ エ モ ン テ 牝２栗 ５４ 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 ４４４ ―１：３５．５１� ２６．３�
３５ ラクリモーサ 牝２青鹿５４ 三浦 皇成 �グリーンファーム 田島 俊明 千歳 社台ファーム ４３６ ―１：３５．６� ９．４�
８１７ ダイワフェリス 牝２栗 ５４ 武士沢友治大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ５１６ ― 〃 ハナ ７５．７�
７１４ レッドルイーザ 牝２栗 ５４ 横山 典弘 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 戸川牧場 ４６８ ― 〃 ハナ ２．６�
１１ フ ァ ー ゴ 牝２栗 ５４ 田中 勝春吉田 勝己氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４１６ ―１：３５．７� ７．０�
６１１ コンサートレディ 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 ４７２ ― 〃 アタマ ４．５	
５１０ サウススカーレット 牝２芦 ５４ 柴田 善臣南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 ４８４ ―１：３５．８� １９．４

７１５ チャペルプリンセス 牝２栗 ５４ 伊藤 直人有限会社シルク斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４６ ―１：３６．２２� １４．９�
８１８ コ ナ セ ラ ー 牝２栗 ５４ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム ４７８ ― 〃 クビ １４．０
２４ ローズフラッシュ 牝２鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 ４６２ ―１：３６．３クビ ６５．０�
１２ イエローシュシュ 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝ディアレスト 清水 英克 新冠 松浦牧場 ４６２ ―１：３６．４� １０４．３�
７１３ ウエスタンルーチェ 牝２黒鹿５４ 石橋 脩西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか ウエスタンファーム ４４４ ―１：３６．５� ９８．１�
５９ パリーナチャン 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文�松栄牧場 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 ４３４ ― 〃 アタマ ３２１．４�
４８ コスモウンディーネ 牝２栗 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新ひだか 中田 浩美 ４３４ ―１：３７．０３ ２６．０�
３６ ヤマタケデヒア 牝２黒鹿５４ 江田 照男山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 王蔵牧場 ４１６ ― 〃 ハナ １７３．０�
６１２ ア プ ロ ー ズ 牝２栗 ５４ 丸山 元気栗坂 崇氏 小野 次郎 新ひだか キヨタケ牧場 ４１６ ―１：３７．６３� ６２．８�
２３ ピンクバード 牝２鹿 ５４ 中谷 雄太 �三石川上牧場 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 ４１４ ―１：３７．８１� ３３４．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，１６３，７００円 複勝： ３１，５１６，８００円 枠連： １８，４３３，０００円

馬連： ５２，０３０，２００円 馬単： ３４，３９７，３００円 ワイド： ２１，６８８，０００円

３連複： ５９，６１８，５００円 ３連単： ９４，４５４，９００円 計： ３３３，３０２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７００円 複 勝 � ５４０円 � ７１０円 � ３３０円 枠 連（４－８） ３，４３０円

馬 連 �� ２０，４８０円 馬 単 �� ４１，２８０円

ワ イ ド �� ５，７２０円 �� ２，８００円 �� ３，３１０円

３ 連 複 ��� ７０，７４０円 ３ 連 単 ��� ４９４，３９０円

票 数

単勝票数 計 ２１１６３７ 的中 � ９８１５（７番人気）
複勝票数 計 ３１５１６８ 的中 � １５２２９（７番人気）� １１００９（９番人気）� ２７８３９（４番人気）
枠連票数 計 １８４３３０ 的中 （４－８） ３９７１（１６番人気）
馬連票数 計 ５２０３０２ 的中 �� １８７５（５３番人気）
馬単票数 計 ３４３９７３ 的中 �� ６１５（９９番人気）
ワイド票数 計 ２１６８８０ 的中 �� ９２６（５４番人気）�� １９１９（３１番人気）�� １６１７（３７番人気）
３連複票数 計 ５９６１８５ 的中 ��� ６２２（１６５番人気）
３連単票数 計 ９４４５４９ 的中 ��� １４１（１０６５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１１．７―１２．１―１１．９―１１．５―１２．１―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．８―３５．５―４７．６―５９．５―１：１１．０―１：２３．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルネッタアスール �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 エ リ シ オ 初出走

２００９．５．３生 牝２鹿 母 ティーパートナー 母母 ハッピーパートナー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

３２００６１１月５日 曇 良 （２３東京５）第１日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１２時５０分 （芝・左）

新馬；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

１：２１．４
１：２０．３

良

良

４６ セコンドピアット 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義 �社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム ４５４ ―１：２２．８ １．５�

５７ マ ロ ン ク ン 牡２栗 ５５ 江田 照男ケンレーシング組合 牧 光二 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 ４７４ ― 〃 クビ ２２．０�

３３ シャドウライフ 牝２黒鹿５４ 横山 典弘飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４５０ ―１：２３．０１� ７．０�
３４ パーフェクトミー 牡２鹿 ５５ 石橋 脩木浪 巖氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 西川富岡牧場 ４２０ ― 〃 クビ １５．８�
１１ ルミナススカイ 牡２黒鹿５５ 丸山 元気小林 久義氏 中川 公成 日高 エンドレス

ファーム ４６２ ―１：２３．１クビ ２２．７�
４５ ヴェルティゴ 牡２青鹿５５ 田辺 裕信島田 久氏 尾関 知人 新冠 つつみ牧場 ４９４ ―１：２３．５２� １８．１�
５８ ロードパルジファル 牡２栗 ５５ 三浦 皇成 	ロードホースクラブ 新開 幸一 浦河 山田 昇史 ４９６ ―１：２４．１３� ６５．５

７１１ コスモキャリー 牝２鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 大竹 正博 新冠 平山牧場 ４４２ ―１：２４．８４ ３１．２�
６１０ バ リ バ リ 牡２鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次中村 祐子氏 菊川 正達 平取 二風谷ファーム ４３０ ―１：２４．９� ２１０．８�
６９ ガルチデフィート 牡２栗 ５５ 荻野 琢真スリースターズレーシング 松山 将樹 浦河 平成ファーム ４４８ ―１：２５．３２� ２５３．３
８１４	 バグダッドカフェ 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣吉田 和美氏 栗田 徹 米 Dr. Char-

les S. Giles ４９２ ―１：２５．４� ６．７�
８１３ ウエスタンバロン 牡２青鹿５５ 田中 勝春西川 賢氏 古賀 史生 新ひだか ウエスタンファーム ４９２ ―１：２５．５� １７０．５�
２２ トキワヅクシ 牝２鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 福岡 清 ４６０ ―１：２７．１１０ ３６３．９�
７１２ バニラビーンズ 牝２鹿 ５４ 武士沢友治田頭 勇貴氏 松山 将樹 新ひだか 前田 宗将 ４６０ ―１：２８．８大差 １１４．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２２，９４９，５００円 複勝： ５２，３８１，８００円 枠連： １５，７８２，７００円

馬連： ４６，０６６，２００円 馬単： ３９，４１６，８００円 ワイド： １８，４２０，５００円

３連複： ４９，０５２，８００円 ３連単： １０９，００２，０００円 計： ３５３，０７２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ３１０円 � １８０円 枠 連（４－５） ７９０円

馬 連 �� １，２７０円 馬 単 �� １，４３０円

ワ イ ド �� ４９０円 �� ２４０円 �� １，３６０円

３ 連 複 ��� ２，２６０円 ３ 連 単 ��� ７，７１０円

票 数

単勝票数 計 ２２９４９５ 的中 � １２５３５７（１番人気）
複勝票数 計 ５２３８１８ 的中 � ３３４１７８（１番人気）� １７３３１（６番人気）� ４１８４３（３番人気）
枠連票数 計 １５７８２７ 的中 （４－５） １４８５３（３番人気）
馬連票数 計 ４６０６６２ 的中 �� ２６９７０（５番人気）
馬単票数 計 ３９４１６８ 的中 �� ２０４１１（５番人気）
ワイド票数 計 １８４２０５ 的中 �� ９０３４（６番人気）�� ２２６８９（１番人気）�� ２８７２（１９番人気）
３連複票数 計 ４９０５２８ 的中 ��� １６０４７（９番人気）
３連単票数 計１０９００２０ 的中 ��� １０４３８（２０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．０―３５．９―４８．１―５９．３―１：１０．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セコンドピアット �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Alphabet Soup 初出走

２００９．４．１０生 牝２鹿 母 エービーヌードル 母母 Rasant １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ヴェルティゴ号の騎手田辺裕信は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金７０，０００円。（１４番への進路影

響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バニラビーンズ号は，平成２３年１２月５日まで平地競走に出走できない。
※トキワヅクシ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



３２００７１１月５日 曇 良 （２３東京５）第１日 第７競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

７７ クリームソーダ 牡３青鹿５６ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５１６± ０１：３８．７ １．４�

１１ クレヨンロケット 牡５栗 ５７ 田辺 裕信 �サンデーレーシング 久保田貴士 早来 ノーザンファーム ５２２＋３２１：３９．１２� ７．０�
３３ ドビュッシー 牡４栗 ５７ 柴田 善臣 �ワールド・パーム 高橋 裕 新ひだか 斉藤スタッド ４９６＋ ４１：３９．２� １０．０�
２２ ケ イ バ ズ キ 牡５鹿 ５７ 北村 宏司小田切有一氏 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ４４０± ０１：３９．３� ５３．５�
４４ ヴァルディヴィア 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �社台レースホース二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５００－ ８１：３９．５１� ６．２�
６６ リ ン ゴ ッ ト �３栗 ５６ 武士沢友治吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５０４－ ４１：４０．０３ １８．４	
８８ グランマルシェ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ５０８＋ ６１：４０．１クビ ２９．６

５５ 	 ハッピーデュランダ 牡４栗 ５７ 江田 照男岡田 勇氏 中川 公成 新冠 飛渡牧場 B４７４－ ２１：４０．７３� １６５．２�

（８頭）

売 得 金

単勝： ３２，２３４，１００円 複勝： ８７，０９０，３００円 枠連： 発売なし

馬連： ５１，５５４，８００円 馬単： ４９，４１７，６００円 ワイド： ２０，３７３，３００円

３連複： ４８，４４５，１００円 ３連単： １７６，８８５，８００円 計： ４６６，００１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １００円 � １９０円 � １６０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ４５０円 馬 単 �� ６２０円

ワ イ ド �� １８０円 �� １６０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ７９０円 ３ 連 単 ��� ２，３５０円

票 数

単勝票数 計 ３２２３４１ 的中 � １９００６０（１番人気）
複勝票数 計 ８７０９０３ 的中 � ６５６９００（１番人気）� ３８３６１（４番人気）� ５５１７３（３番人気）
馬連票数 計 ５１５５４８ 的中 �� ８６４３０（３番人気）
馬単票数 計 ４９４１７６ 的中 �� ５９２８３（３番人気）
ワイド票数 計 ２０３７３３ 的中 �� ３０４６２（３番人気）�� ３９５５９（２番人気）�� ６８９２（８番人気）
３連複票数 計 ４８４４５１ 的中 ��� ４５４０７（３番人気）
３連単票数 計１７６８８５８ 的中 ��� ５５７０１（６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．７―１２．５―１３．２―１２．７―１１．９―１１．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．４―３６．９―５０．１―１：０２．８―１：１４．７―１：２６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．６―３F３５．９
３ ６，７（１，４）８（２，３）５ ４ ・（６，７）４（１，８，３）（２，５）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

クリームソーダ �

父 Unbridled’s Song �


母父 Devil’s Bag デビュー ２０１１．５．２８ 東京２着

２００８．２．８生 牡３青鹿 母 バイザスポーツ 母母 Final Accord ５戦２勝 賞金 ２０，２００，０００円
〔制裁〕 クリームソーダ号の騎手横山典弘は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（５番・４番・３番への進路影響）

３２００８１１月５日 曇 良 （２３東京５）第１日 第８競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時５０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

８１２� サクラシャイニー 牡５栗 ５７ 松岡 正海�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４６８＋１０１：２５．０ ２６．６�

６７ ペガサスヒルズ 牡４栗 ５７ 横山 典弘吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 ４７６－ ６１：２５．９５ ３．０�
８１１ ドンビザッツウェイ 牡４鹿 ５７ 田中 勝春田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 B５０４－ ２１：２６．２１� ２．５�
３３ スノウプリンス 牡３栗 ５６ 丸山 元気野口 弘司氏 小西 一男 浦河 畔高牧場 ４７０＋ ６ 〃 クビ ４４．０�
７９ ジ ャ イ ア ン 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４８２－ ６１：２６．４１	 ２７．５�
４４ キングダムキング 牡３鹿 ５６ 北村 宏司西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４８４＋ ８ 〃 アタマ ８．５	
７１０
 セイウンオウサム 牡４芦 ５７

５４ ▲嶋田 純次西山 茂行氏 手塚 貴久 米 Patrick Q.
Maguire ５００－ ２１：２６．５� ６．５


５６ セイカフォルテ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 ４４６＋ ２ 〃 アタマ ３０．５�
６８ ヒズラストノート 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４８０＋ ６１：２７．３５ ２０．０�
２２ ヒアズルッキング �３鹿 ５６ 三浦 皇成 �キャロットファーム 伊藤 圭三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４＋ ４１：２７．４� １１３．６
１１ ド ナ リ サ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 ４７２－ ４１：２７．５� １７．０�
５５ � ウィッシュボーン 牡４鹿 ５７

５４ ▲高嶋 活士加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 ４５６＋ ２１：２８．４５ １６６．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２３，２３３，９００円 複勝： ３７，０５８，４００円 枠連： １５，６８５，９００円

馬連： ７４，２８６，１００円 馬単： ４６，９７９，４００円 ワイド： ２８，１１５，０００円

３連複： ７８，４６２，１００円 ３連単： １５１，９６３，０００円 計： ４５５，７８３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，６６０円 複 勝 � ２９０円 � １３０円 � １２０円 枠 連（６－８） ３４０円

馬 連 �� ２，８１０円 馬 単 �� ７，６３０円

ワ イ ド �� ９３０円 �� ９３０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ２，０９０円 ３ 連 単 ��� ２５，１９０円

票 数

単勝票数 計 ２３２３３９ 的中 � ６９００（７番人気）
複勝票数 計 ３７０５８４ 的中 � ２０７８５（６番人気）� ９０８６４（２番人気）� １０３０８１（１番人気）
枠連票数 計 １５６８５９ 的中 （６－８） ３４１３５（１番人気）
馬連票数 計 ７４２８６１ 的中 �� １９５５２（１０番人気）
馬単票数 計 ４６９７９４ 的中 �� ４５４６（２８番人気）
ワイド票数 計 ２８１１５０ 的中 �� ６３７５（１３番人気）�� ６３８７（１２番人気）�� ４７９３７（１番人気）
３連複票数 計 ７８４６２１ 的中 ��� ２７８０８（５番人気）
３連単票数 計１５１９６３０ 的中 ��� ４４５３（７５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．７―３５．７―４８．２―１：００．６―１：１２．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サクラシャイニー �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 サクラユタカオー

２００６．５．６生 牡５栗 母 サクラフューチャー 母母 ローラローラ ２２戦２勝 賞金 ３０，３２８，０００円
地方デビュー ２００８．５．６ 札幌



３２００９１１月５日 曇 良 （２３東京５）第１日 第９競走 ��
��１，８００�

ひ ゃ く に ち そ う

百 日 草 特 別
発走１４時２５分 （芝・左）

２歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ２０３，０００円 ５８，０００円 ２９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４６．９
１：４６．６

良

良

５５ ベストディール 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム ４５４－ ４１：４８．５ ２．０�

２２ クラウドチェンバー 牡２鹿 ５５ 横山 典弘 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４６４± ０１：４８．８２ ４．０�
８９ スプリングピース 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４７４－ ６１：４９．０１� ２６．３�
８８ サトノプレジデント 牡２黒鹿５５ 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４８０－ ４１：４９．１クビ ９．９�
６６ アドマイヤリリーフ 牡２青鹿５５ 田辺 裕信近藤 利一氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８± ０ 〃 アタマ １６．５�
１１ ヒシマーベラス 牝２青 ５４ 丸山 元気阿部雅一郎氏 加藤 和宏 浦河 中村 雅明 ４７４＋１６１：４９．３１� １１．４�
４４ ツクバヤマノオー 牡２青 ５５ 柴田 善臣荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５２６＋ ８１：４９．５１� ２２．１	
７７ キープビリービング 牡２黒鹿５５ 柴田 大知�ミルファーム 菊川 正達 新ひだか 畑端牧場 ４６６＋ ２ 〃 ハナ ４４．３

３３ マイネエカテリーナ 牝２青鹿５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４９２－ ４１：４９．６クビ ７．０�

（９頭）

売 得 金

単勝： ３４，２６０，８００円 複勝： ６４，６４７，６００円 枠連： １６，９１７，７００円

馬連： ８３，７４８，１００円 馬単： ６３，９２６，９００円 ワイド： ３０，７９６，８００円

３連複： ９２，５４９，６００円 ３連単： ２２４，５０５，９００円 計： ６１１，３５３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � ４５０円 枠 連（２－５） ４２０円

馬 連 �� ４００円 馬 単 �� ６１０円

ワ イ ド �� ２００円 �� ７００円 �� １，５２０円

３ 連 複 ��� ２，９２０円 ３ 連 単 ��� ８，７２０円

票 数

単勝票数 計 ３４２６０８ 的中 � １３９８８７（１番人気）
複勝票数 計 ６４６４７６ 的中 � ２７３４６７（１番人気）� １２２４４５（２番人気）� １８２６４（８番人気）
枠連票数 計 １６９１７７ 的中 （２－５） ２９８３６（１番人気）
馬連票数 計 ８３７４８１ 的中 �� １５６５５８（１番人気）
馬単票数 計 ６３９２６９ 的中 �� ７７４９８（１番人気）
ワイド票数 計 ３０７９６８ 的中 �� ４９６６２（１番人気）�� ９６３３（９番人気）�� ４１６４（２１番人気）
３連複票数 計 ９２５４９６ 的中 ��� ２３４３９（１１番人気）
３連単票数 計２２４５０５９ 的中 ��� １９０１８（２６番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．３―１２．１―１３．０―１２．８―１２．６―１１．３―１０．９―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．２―３６．３―４９．３―１：０２．１―１：１４．７―１：２６．０―１：３６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．４―３F３３．８

３ ４，７（２，５）（８，９，３）１，６
２
４

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

勝馬の
紹 介

ベストディール 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Marchand de Sable デビュー ２０１１．８．１４ 札幌１着

２００９．３．１７生 牡２鹿 母 コマーサント 母母 Deception ３戦２勝 賞金 ２２，００３，０００円

３２０１０１１月５日 曇 良 （２３東京５）第１日 第１０競走 ��
��２，１００�

い せ ざ き

伊 勢 佐 木 特 別
発走１５時００分 （ダート・左）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０６．７
２：０５．９

良

良

５１０� クジュウクシマ 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝石橋 和夫氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 ４６４－ ４２：１１．２ １０．８�

１１ レックスパレード 牡３栗 ５５ 松岡 正海 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 追分ファーム ５１８－ ４２：１１．４１� ７．６�
２３ クラブトゥギャザー 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４９２－ ２２：１１．８２� ３．５�
６１１ ギャザーロージズ 	４芦 ５７ 田辺 裕信吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム B４７４＋ ２２：１１．９
 ２．５�
１２ ニシノヴァンクール 牡４青鹿５７ 蛯名 正義西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 西山牧場 ５０６－ ６２：１２．１１� ８．９�
８１５ エーシングレーソロ 牡６芦 ５７ 石橋 脩�栄進堂 松永 昌博 浦河 栄進牧場 ４９０－１２２：１２．２クビ ５１．４	
６１２ エーシンバリントン 牡３鹿 ５５ 丸山 元気�栄進堂 中尾 秀正 浦河 三嶋牧場 ４８４＋ ６ 〃 アタマ ２２．５

７１４ パ ク サ 牡３鹿 ５５ 武士沢友治加藤 信之氏 鈴木 康弘 浦河 藤春 修二 ５４４＋ ２２：１２．５１
 １４．０�
３６ � エルドラゴン 牡３鹿 ５５ 柴田 善臣ザ・チャンピオンズ 高木 登 新ひだか 田中 裕之 ５０８＋ ６ 〃 ハナ ９１．１�
７１３ アポカリプス 牡４鹿 ５７ 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 前谷 武志 B５０２－ ６２：１３．２４ １１６．４
４７ レオキュート 牝４黒鹿５５ 大庭 和弥�レオ 平井 雄二 浦河 江谷 重雄 ４４０－ ４２：１３．８３� １４４．９�
２４ ホワイトショウフク 牡６芦 ５７ F．ベリー 山本 浩一氏 村山 明 静内 静内白井牧場 ４５０－ ８２：１４．０１� ５２．８�

（愛）

４８ トウショウクラウン 牡３栗 ５５ 柴田 大知トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５０４＋１８２：１４．５３ ７１．２�
８１６� ローレルカンタータ 牡５栗 ５７ 田中 勝春 �ローレルレーシング 勢司 和浩 日高 タバタファーム ５１２± ０２：１４．６
 １８７．９�
５９ ニシノスローン 牡４鹿 ５７ 北村 宏司西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ４９２＋ ２２：１５．４５ ４４．４�
３５ トミケンプライマリ 牝５栗 ５５ 江田 照男冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 平成ファーム ４７８＋ ２ （競走中止） １１３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，６４６，１００円 複勝： ６８，２２４，６００円 枠連： ３６，７００，５００円

馬連： １４３，９７５，９００円 馬単： ８１，３２２，２００円 ワイド： ４８，３８７，１００円

３連複： １５８，６２３，９００円 ３連単： ３０６，７７７，１００円 計： ８８０，６５７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０８０円 複 勝 � ２９０円 � ２６０円 � １４０円 枠 連（１－５） １，６９０円

馬 連 �� ５，０２０円 馬 単 �� ９，３８０円

ワ イ ド �� １，５６０円 �� ７００円 �� ５００円

３ 連 複 ��� ４，４５０円 ３ 連 単 ��� ４３，３２０円

票 数

単勝票数 計 ３６６４６１ 的中 � ２６９８０（５番人気）
複勝票数 計 ６８２２４６ 的中 � ５１２４４（５番人気）� ５８３２６（４番人気）� １７８８９７（１番人気）
枠連票数 計 ３６７００５ 的中 （１－５） １６０３４（６番人気）
馬連票数 計１４３９７５９ 的中 �� ２１１８２（１５番人気）
馬単票数 計 ８１３２２２ 的中 �� ６４０１（２９番人気）
ワイド票数 計 ４８３８７１ 的中 �� ７２２５（１７番人気）�� １７１８０（８番人気）�� ２５２９０（３番人気）
３連複票数 計１５８６２３９ 的中 ��� ２６３５５（１３番人気）
３連単票数 計３０６７７７１ 的中 ��� ５２２７（１２２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．２―１８．５―３０．５―４２．８―５５．１―１：０７．８―１：２０．５―１：３３．１―１：４５．６―１：５８．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�クジュウクシマ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 Greinton

２００７．５．１１生 牡４鹿 母 リファールニース 母母 バーブスボールド １６戦３勝 賞金 ４３，８３８，０００円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔競走中止〕 トミケンプライマリ号は，競走中に疾病〔左前繋靭帯断裂〕を発症し，最後の直線コースで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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 マイネルトレース号・リコリス号
※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。



３２０１１１１月５日 曇 良 （２３東京５）第１日 第１１競走 ��
��１，６００�ユートピアステークス

発走１５時３５分 （芝・左）

牝，３歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５５�
賞 品

本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．４
１：３１．４

良

良

５６ アスカトップレディ 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義上野 武氏 須貝 尚介 新ひだか 藤井 益美 ４７４＋ ４１：３３．２ ５．４�

３３ リーチコンセンサス 牝５鹿 ５５ 横山 典弘 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４７８－ ４１：３３．５１� １０．３�
８１２ デルマドゥルガー 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム ４９６＋ ４１：３３．６� ５．０�
１１ リ ヴ ァ ー レ 牝３黒鹿５４ 江田 照男エデンアソシエーション 牧 光二 新冠 川島牧場 ４５８＋ ４１：３３．７クビ ４．９�
６９ アグネスワルツ 牝４栗 ５５ 柴田 善臣渡辺 孝男氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４８４－ ６１：３３．８� ３．７�
４４ カトルズリップス 牝３黒鹿５４ 武士沢友治山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B４８４＋ ６ 〃 クビ ６７．５�
６８ クーデグレイス 牝５黒鹿５５ 田辺 裕信吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４９６＋ ８１：３３．９� １１．５	
２２ マイネプリンセス 牝５鹿 ５５ 三浦 皇成 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ５０８－ ２１：３４．０� １９．２�
５７ テーオーティアラ 牝５鹿 ５５ F．ベリー 小笹 公也氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４７０－１２１：３４．１クビ ５２．４�

（愛）

７１０ マジックビクトリア 牝７鹿 ５５ 柴田 大知鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 ４７０＋ ４１：３４．２� １４１．９
８１３ レッドエレンシア 牝３黒鹿５４ 田中 勝春 
東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 浦河 信岡牧場 ４３０± ０１：３４．３� １０．６�
７１１ レジェンドブルー 牝５鹿 ５５ 松岡 正海平川 浩之氏 宮 徹 静内 小倉 光博 ４５０－ ８１：３４．４� ５０．６�
４５ ヴィーヴァヴォドカ 牝５黒鹿５５ 北村 宏司芹澤 精一氏 勢司 和浩 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０８＋２６１：３５．２５ １５３．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ５２，９６７，０００円 複勝： ９６，３００，４００円 枠連： ５６，１２８，０００円

馬連： ２８１，３６０，６００円 馬単： １４４，９３４，３００円 ワイド： ７７，４２８，３００円

３連複： ３１６，５７８，８００円 ３連単： ６２８，８８０，４００円 計： １，６５４，５７７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １９０円 � ２４０円 � １７０円 枠 連（３－５） ２，６９０円

馬 連 �� ２，７００円 馬 単 �� ５，０４０円

ワ イ ド �� ７３０円 �� ５２０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� ４，２８０円 ３ 連 単 ��� ２７，４９０円

票 数

単勝票数 計 ５２９６７０ 的中 � ７７９７０（４番人気）
複勝票数 計 ９６３００４ 的中 � １３６１２０（４番人気）� ９４５３５（５番人気）� １７０５５７（２番人気）
枠連票数 計 ５６１２８０ 的中 （３－５） １５４４５（１２番人気）
馬連票数 計２８１３６０６ 的中 �� ７７０３５（１５番人気）
馬単票数 計１４４９３４３ 的中 �� ２１２５４（２３番人気）
ワイド票数 計 ７７４２８３ 的中 �� ２５７８３（９番人気）�� ３８３９０（６番人気）�� ２３８１１（１１番人気）
３連複票数 計３１６５７８８ 的中 ��� ５４６９５（１９番人気）
３連単票数 計６２８８８０４ 的中 ��� １６８８７（１０２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１１．７―１１．７―１１．９―１１．２―１１．２―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．７―３５．４―４７．１―５９．０―１：１０．２―１：２１．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アスカトップレディ �
�
父 アドマイヤボス �

�
母父 Shaadi デビュー ２００９．１２．５ 阪神９着

２００７．３．１３生 牝４黒鹿 母 タガノシャーディ 母母 イ ン バ レ ル ２０戦５勝 賞金 １００，８２９，０００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。

３２０１２１１月５日 曇 良 （２３東京５）第１日 第１２競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時１０分 （ダート・左）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

８１３ イチエイクリッパー 牡４鹿 ５７ 石橋 脩築地 榮一氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 ５０２－ ４１：２４．６ １３．２�

３４ トキノエクセレント 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成田中 準市氏 矢野 照正 浦河 三嶋牧場 ４５４± ０１：２４．８１� ２．５�
６９ ブレーヴゴールド 牡５青鹿５７ F．ベリー 磯波 勇氏 高木 登 新冠 平山牧場 B４６０± ０１：２５．０１� ５．５�

（愛）

５８ タイキジャガー 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝�大樹ファーム 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４８４＋ ６１：２５．２� ３６．０�
８１４ コスモケンジ 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ハクツ牧場 ４９０－ ２１：２５．３� １０．８�
３３ リーサムダイチ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治平田友里恵氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 ４７８± ０１：２５．４クビ ２０．４�
１１ トシギャングスター 牡４芦 ５７ 田辺 裕信田畑 利彦氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ４６４＋ ２ 〃 クビ ３．８	
６１０� ビッグジャンパー 牡５栗 ５７ 江田 照男宮田 直也氏 藤原 辰雄 新冠 川上 悦夫 ４５０± ０１：２５．７２ ２２．７

４６ オ ヤ シ オ 牡３鹿 ５６ 柴田 大知平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４８０＋ ６１：２６．２３ ６６．８�
２２ タマモワルツ 牝４鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次タマモ� 水野 貴広 新ひだか 曾我 博 ５０２＋１０１：２６．３クビ ３４．２
４５ � スズヨノーベル 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗鈴木与四郎氏 新開 幸一 むかわ 高田 良一 ４６４－ ８ 〃 アタマ １６６．４�
７１１� クールフォーマ �６鹿 ５７ 北村 宏司川上 哲司氏 坂本 勝美 門別 高山牧場 B５２６± ０１：２６．４� ４９．０�
７１２ トウショウノーヴァ 牡３鹿 ５６ 丸山 元気トウショウ産業� 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 ４６２－ ４１：２６．９３ ２９．４�
５７ コ コ カ ラ 牡４栗 ５７ 柴田 善臣ディアレスト 高橋 裕 浦河 桑田フアーム ４９６－ ２１：２７．０� ４９．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３４，８７２，４００円 複勝： ５３，４８７，９００円 枠連： ３３，４０８，１００円

馬連： １２０，６９８，６００円 馬単： ７３，１３９，２００円 ワイド： ４３，０４９，７００円

３連複： １４０，１４９，４００円 ３連単： ２８０，９６９，８００円 計： ７７９，７７５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３２０円 複 勝 � ２６０円 � １３０円 � １８０円 枠 連（３－８） ６１０円

馬 連 �� １，７３０円 馬 単 �� ４，９９０円

ワ イ ド �� ６４０円 �� ８８０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ２，３６０円 ３ 連 単 ��� ２２，０８０円

票 数

単勝票数 計 ３４８７２４ 的中 � ２０９３９（５番人気）
複勝票数 計 ５３４８７９ 的中 � ４０４４２（５番人気）� １５１５８８（１番人気）� ７６７８９（３番人気）
枠連票数 計 ３３４０８１ 的中 （３－８） ４０９０８（２番人気）
馬連票数 計１２０６９８６ 的中 �� ５１５１８（６番人気）
馬単票数 計 ７３１３９２ 的中 �� １０８２５（１６番人気）
ワイド票数 計 ４３０４９７ 的中 �� １５８８８（６番人気）�� １１１４５（１０番人気）�� ３８６０６（２番人気）
３連複票数 計１４０１４９４ 的中 ��� ４３９７７（５番人気）
３連単票数 計２８０９６９８ 的中 ��� ９３９２（５８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．６―３５．１―４７．２―５９．２―１：１２．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イチエイクリッパー �
�
父 ス キ ャ ン �

�
母父 バンブービギン デビュー ２００９．１０．１０ 東京４着

２００７．３．１０生 牡４鹿 母 バ タ ラ バ 母母 アウントヘップ ２３戦４勝 賞金 ４０，２５０，０００円
※出走取消馬 ピサノプレミアム号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※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。



（２３東京５）第１日 １１月５日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １５７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 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２１０，８１０，０００円
１，０８０，０００円
８，９４０，０００円
１，２３０，０００円
１９，９１０，０００円
５５，４２１，５００円
４，６６０，４００円
１，５５４，３００円

勝馬投票券売得金
３２６，１２７，９００円
６１３，２０４，８００円
２４３，４４７，１００円
１，０２９，８５１，５００円
６６１，１１２，５００円
３６４，１１８，５００円
１，１５５，５８４，５００円
２，３５０，９４６，３００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ６，７４４，３９３，１００円

総入場人員 ２８，４２９名 （有料入場人員 ２６，３５６名）


