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３２０１３１１月６日 曇 良 （２３東京５）第２日 第１競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走９時５５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

１：３４．１
１：３３．１

良

良

３３ チェリーメドゥーサ 牝２青鹿５４ 田辺 裕信櫻井 悦朗氏 小西 一男 新ひだか 中田 浩美 ４３８－ ６１：３５．６ ４．５�

６７ エンドレスノット 牝２鹿 ５４ 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 ４６４＋ ２ 〃 ハナ １．８�

８１１ サンキューアスク 牝２黒鹿５４ 後藤 浩輝廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４７８± ０１：３５．８１� １０．０�
５５ ミスワールド 牝２鹿 ５４ 北村 宏司村田 哲朗氏 坂本 勝美 浦河 小倉牧場 ４６２＋ ６１：３６．１２ ２１．２�
７９ ガ ン セ 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義西森 鶴氏 高木 登 新冠 隆栄牧場 ４７６＋ ６１：３６．２クビ ６．０�
６６ ケイツークロート 牝２栗 ５４ 嘉藤 貴行楠本 勝美氏 高橋 義博 日高 ナカノファーム ４４０－ ６１：３６．３� ６１．５�
２２ ラトマティーナ 牝２芦 ５４

５１ ▲嶋田 純次 	スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４５２＋ ２ 〃 ハナ ３８．１

７８ トーセンネフティス 牝２鹿 ５４ 武士沢友治島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム ４４８－ ６ 〃 アタマ ４３．６�
１１ コスモリボン 牝２栗 ５４ I．メンディザバル 	ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム ４８８＋１８ 〃 ハナ ２６．６

（仏）

４４ ア エ ロ ー 牝２鹿 ５４ 柴田 大知	ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４６０－１０１：３６．８３ １６８．６�
８１０ トゥルーマートル 牝２黒鹿５４ 吉田 豊 	キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４３４－ ２１：３７．０１ １６．８�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １８，０２６，８００円 複勝： ４１，８９１，３００円 枠連： １０，８２４，９００円

馬連： ４４，２７３，６００円 馬単： ３３，４２１，１００円 ワイド： １９，５８６，８００円

３連複： ５５，８９６，８００円 ３連単： １０８，９８７，３００円 計： ３３２，９０８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � ２００円 枠 連（３－６） ３７０円

馬 連 �� ３９０円 馬 単 �� ９７０円

ワ イ ド �� １９０円 �� ４３０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ８４０円 ３ 連 単 ��� ３，８３０円

票 数

単勝票数 計 １８０２６８ 的中 � ３２０１５（２番人気）
複勝票数 計 ４１８９１３ 的中 � ６８４８８（２番人気）� ２０８５２２（１番人気）� ２９０８０（４番人気）
枠連票数 計 １０８２４９ 的中 （３－６） ２２０３７（１番人気）
馬連票数 計 ４４２７３６ 的中 �� ８５９４７（１番人気）
馬単票数 計 ３３４２１１ 的中 �� ２５５１２（３番人気）
ワイド票数 計 １９５８６８ 的中 �� ３１７９５（１番人気）�� １０００４（５番人気）�� １３１５８（３番人気）
３連複票数 計 ５５８９６８ 的中 ��� ４９６５６（２番人気）
３連単票数 計１０８９８７３ 的中 ��� ２１００７（６番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．２―１１．８―１２．１―１２．４―１１．４―１１．３―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．０―２４．２―３６．０―４８．１―１：００．５―１：１１．９―１：２３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３５．１
３ ７，１１，３，６（１，２，５，９）（４，８，１０） ４ ・（７，１１）（３，９）（１，２，６，５）（４，８，１０）

勝馬の
紹 介

チェリーメドゥーサ �
�
父 シックスセンス �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．１０．８ 東京２着

２００９．２．２７生 牝２青鹿 母 キョウワグレイス 母母 エールノコイビト ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔制裁〕 チェリーメドゥーサ号の騎手田辺裕信は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。（７番への進路影

響）
※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。

３２０１４１１月６日 曇 良 （２３東京５）第２日 第２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１０時２５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

８１６ フリートアロー 牡２栗 ５５ 北村 宏司矢野 秀春氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 ４９６＋２８１：２７．０ ７．０�

３６ レオンビスティー 牡２鹿 ５５ 小林慎一郎備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 ４８８＋１０ 〃 クビ １．９�
２４ ビッグウェーバー 牡２黒鹿５５ 田中 勝春加藤 光淑氏 的場 均 新冠 赤石 久夫 ４９４± ０１：２７．８５ ６２．０�
２３ タンブルブルータス 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成ポリッシュホースメイト和田 正道 新冠 �渡 信義 ４７４－ ２１：２７．９� １０．５�
４８ メイショウバロン 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝松本 好�氏 安田 隆行 浦河 辻 牧場 ４８２± ０１：２８．１� １１．９�
５１０ ト キ ノ ユ ウ 牡２鹿 ５５ 小林 淳一岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 ４３２－ ６１：２８．４２ ３４４．８	
５９ フクノサンデー 牡２黒鹿５５ 横山 義行小沼 博氏 田中 剛 新ひだか 沖田 忠幸 ４５４－ ２１：２８．７１� ３３．０

１１ エリザヴェータ 牝２青鹿５４ 田辺 裕信片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 日高大洋牧場 ４８６＋ ４１：２８．８クビ ５．４�
８１５ ナムラナデシコ 牝２鹿 ５４ 丸山 元気奈村 信重氏 田村 康仁 新ひだか 平野牧場 ４７６－ ４ 〃 ハナ １９．４�
６１１ コスモレイラ 牝２青鹿５４ 柴田 大知 ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム ４５６＋１０１：２８．９� １４．４�
７１４ ズ ー ム イ ン 牡２栗 ５５ 吉田 豊島田 久氏 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 ４８８－ ２１：２９．１１ ４９．４�
６１２ クライシスワン 牡２鹿 ５５ 二本柳 壮宮坂五十四氏 二本柳俊一 新冠 松浦牧場 ４２４－ ８１：３０．７１０ ３５３．３�
３５ チクシタイショウ 牡２鹿 ５５ 大庭 和弥木稲 安則氏 嶋田 潤 新冠 木稲牧場 ４２６＋ ２１：３０．８クビ ３４０．４�
１２ シャドウガーデン 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次飯塚 知一氏 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 ４１６－ ４１：３１．０１� １７２．１�
４７ マスターキワミ 牝２鹿 ５４ 古川 吉洋坂東牧場 土田 稔 むかわ 上水牧場 ４３０－ ４１：３１．２１� ２３６．６�
７１３ マルチフローラ 牝２栗 ５４ 石橋 脩ディアレスト 小野 次郎 新冠 石郷岡 雅樹 ４５４＋ ２１：３１．５２ ５８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，０８２，４００円 複勝： ３８，５６５，４００円 枠連： １３，７０１，２００円

馬連： ５２，１１９，５００円 馬単： ３８，０３４，９００円 ワイド： ２２，１７０，０００円

３連複： ６４，３９８，４００円 ３連単： １１２，５１２，２００円 計： ３６１，５８４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２１０円 � １１０円 � ９３０円 枠 連（３－８） ５７０円

馬 連 �� ６７０円 馬 単 �� １，７１０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� ３，３８０円 �� １，３００円

３ 連 複 ��� ７，２００円 ３ 連 単 ��� ３１，９３０円

票 数

単勝票数 計 ２００８２４ 的中 � ２２６８６（３番人気）
複勝票数 計 ３８５６５４ 的中 � ３９７５２（３番人気）� １５３００４（１番人気）� ６１４５（１１番人気）
枠連票数 計 １３７０１２ 的中 （３－８） １７９９２（２番人気）
馬連票数 計 ５２１１９５ 的中 �� ５７９０８（２番人気）
馬単票数 計 ３８０３４９ 的中 �� １６４５７（６番人気）
ワイド票数 計 ２２１７００ 的中 �� １７９１４（３番人気）�� １４７９（３３番人気）�� ３９８８（１５番人気）
３連複票数 計 ６４３９８４ 的中 ��� ６６０４（２４番人気）
３連単票数 計１１２５１２２ 的中 ��� ２６０１（９０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．８―３６．１―４９．０―１：０１．５―１：１３．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フリートアロー �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ボストンハーバー デビュー ２０１１．７．１０ 中山３着

２００９．４．２６生 牡２栗 母 ニホンピロルージュ 母母 ニホンピロピュアー ３戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
〔制裁〕 コスモレイラ号の騎手柴田大知は，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。（１３番への進路影

響）
フリートアロー号の騎手北村宏司は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（６番への進路影響）

第５回　東京競馬　第２日



３２０１５１１月６日 曇 良 （２３東京５）第２日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時５５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

１：２１．４
１：２０．３

良

良

８１６ ヴィオラーネ 牝２青鹿５４ 横山 典弘平井 裕氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４４０－ ４１：２３．５ ９．５�

４７ ジャッドマックス 牡２鹿 ５５
５２ ▲嶋田 純次�樽さゆり氏 伊藤 伸一 新ひだか 大滝 康晴 ４５８－ ４１：２３．８２ １２．３�

４８ ブエノディオス 牡２鹿 ５５ F．ベリー 吉田 昭一氏 阿部 新生 新冠 八木 常郎 ４６６－ ２１：２４．０１� ６７．１�
（愛）

１２ キングズクエスト 牡２栗 ５５ I．メンディザバル 岡田 壮史氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド ４４８± ０１：２４．１� ４．１�
（仏）

６１２ アポロライダー 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 新ひだか へいはた牧場 ４４２＋ ２ 〃 ハナ １６９．５�
２４ スズノライジン 牡２黒鹿５５ 吉田 豊小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 ５１２＋ ２ 〃 ハナ １１．１�
７１４ ゾ ク ゾ ク �２鹿 ５５ 三浦 皇成中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか 中村 和夫 ４２８－１２１：２４．２� １７．５�
５１０ ビップヴィットリオ 牡２黒鹿５５ 柴田 善臣鈴木 邦英氏 清水 久詞 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７０± ０ 〃 アタマ １９．８	
３５ ウィケットキーパー 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４３４－ ２１：２４．３� ４．１

８１５ オオタニジムチョウ 牡２黒鹿５５ 武士沢友治國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーフレンズファーム ４６２＋ ６１：２４．５１� ５４．０�
６１１ ラッキーストーム 牝２黒鹿５４ 石橋 脩海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド ４０８－ ２１：２４．６クビ ２５７．６�
２３ ダイヤモンターニャ 牝２黒鹿５４ 江田 照男森山 進氏 本間 忍 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 ４２４－ ８１：２４．８１� ３５．４
７１３ カシノペンダント 牝２栗 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 諏訪牧場 ４３８± ０１：２４．９� ２１７．３�
１１ ギンザクリスタル 牝２青鹿５４ 丸山 元気有馬 博文氏 清水 英克 安平 ノーザンファーム ４１８－ ６１：２５．０クビ １９４．４�
５９ クリノダイキンボシ 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか 筒井 征文 ４５８± ０１：２５．１� ３．３�
３６ ヒシデュランダル 牝２栗 ５４ 北村 宏司阿部雅一郎氏 坂本 勝美 浦河 中村 雅明 ４３４＋ ８１：２５．９５ １８６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，７７９，１００円 複勝： ３３，５８８，１００円 枠連： １５，５６３，０００円

馬連： ５８，７７９，５００円 馬単： ３８，０８２，０００円 ワイド： ２３，５７９，９００円

３連複： ７０，２８６，２００円 ３連単： １１３，６５１，２００円 計： ３７１，３０９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９５０円 複 勝 � ３５０円 � ４５０円 � １，１１０円 枠 連（４－８） ５，５００円

馬 連 �� ７，７７０円 馬 単 �� １６，５１０円

ワ イ ド �� ２，５００円 �� ８，６００円 �� １０，１００円

３ 連 複 ��� １５９，１２０円 ３ 連 単 ��� ９８６，７６０円

票 数

単勝票数 計 １７７７９１ 的中 � １４８３１（４番人気）
複勝票数 計 ３３５８８１ 的中 � ２７４６５（５番人気）� ２０１８３（６番人気）� ７２５９（１０番人気）
枠連票数 計 １５５６３０ 的中 （４－８） ２０９０（２１番人気）
馬連票数 計 ５８７７９５ 的中 �� ５５８３（２６番人気）
馬単票数 計 ３８０８２０ 的中 �� １７０３（５２番人気）
ワイド票数 計 ２３５７９９ 的中 �� ２３６１（２８番人気）�� ６７０（４９番人気）�� ５７０（５４番人気）
３連複票数 計 ７０２８６２ 的中 ��� ３２６（１９１番人気）
３連単票数 計１１３６５１２ 的中 ��� ８５（１０７６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．４―３６．５―４８．７―１：００．１―１：１１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３４．８
３ １２，８（４，７，１６）（３，１３，１５）（９，１４）（１，２，５，１０）６，１１ ４ １２，８（４，７）１６（１，３，１５）１３（２，１４）９（５，１０）６，１１

勝馬の
紹 介

ヴィオラーネ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー ２０１１．１０．８ 東京８着

２００９．５．３生 牝２青鹿 母 フロムファースト 母母 ブリランジャー ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

３２０１６１１月６日 曇 良 （２３東京５）第２日 第４競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１１時２５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

１：３６．９
１：３６．９

不良

不良

６９ ランドフォール 牡２鹿 ５５ F．ベリー 大社 聡氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B４６０－ ４１：３９．６ ３．２�
（愛）

３３ サイレントキラー 牡２青鹿 ５５
５２ ▲嶋田 純次畑佐 博氏 水野 貴広 新ひだか 酒井 秀紀 ４１８± ０１：４０．６６ ４８．７�

５８ ニシノボレロ 牡２青鹿５５ 横山 典弘西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 ４６４＋ ４１：４０．９２ １．６�
７１２ セイカフォルトゥナ 牝２栗 ５４ 石橋 脩久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 ４７０＋１０１：４１．４３ ２８９．３�
３４ レジェンドスズラン 牡２栗 ５５ 田辺 裕信鈴木 修平氏 鈴木 伸尋 新ひだか 荒谷 英俊 ５０８－ ２ 〃 クビ ８６．０�
８１３ ハヤブサフィーバー 牡２栗 ５５ 柴田 善臣武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４８０± ０１：４１．５クビ ２５．７�
８１４ ダイキチパワー 牡２栗 ５５ 田中 勝春西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 乾 皆雄 ４５６± ０１：４１．７１� ８９．１�
２２ ベルモントマリア 牝２黒鹿５４ 後藤 浩輝 	ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム ４７４－ ４１：４１．８クビ ４７．６

１１ コスモディクタット 牝２鹿 ５４ 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 庄野牧場 ４２０＋ ２１：４２．０１� ２７．８�
６１０ マイネフラッシュ 牝２栗 ５４ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 競優牧場 ４７６＋ ４１：４２．１� ２２．７
７１１ エレクティオン 牝２鹿 ５４ 丸山 元気日下部勝�氏 土田 稔 新冠 平山牧場 ４６２－ ４１：４２．５２� １０．８�
４６ マヤノフィロソフィ 牡２鹿 ５５ 古川 吉洋田所 英子氏 武市 康男 新冠 高橋 忍 ４６４－ ４１：４２．６クビ ４３４．０�
４５ モリトスピア 牡２青鹿５５ 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 谷口牧場 ５１８－ ２１：４３．１３ ３８３．６�
５７ シ ェ リ フ 牡２黒鹿５５ 江田 照男星野 壽市氏 保田 一隆 新ひだか 藤吉牧場 ４４６－ ４１：４６．２大差 ３５９．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２１，３６５，４００円 複勝： ８４，９１１，６００円 枠連： １４，０６５，０００円

馬連： ５４，４６５，５００円 馬単： ４９，２６４，８００円 ワイド： ２４，００５，９００円

３連複： ６８，３１５，９００円 ３連単： １６１，８５６，４００円 計： ４７８，２５０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １１０円 � ４００円 � １００円 枠 連（３－６） ２，８９０円

馬 連 �� ５，４２０円 馬 単 �� ６，９３０円

ワ イ ド �� ７７０円 �� １２０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� １，０１０円 ３ 連 単 ��� １３，９５０円

票 数

単勝票数 計 ２１３６５４ 的中 � ５３０１４（２番人気）
複勝票数 計 ８４９１１６ 的中 � １２２２００（２番人気）� １２４９７（７番人気）� ６０８２５２（１番人気）
枠連票数 計 １４０６５０ 的中 （３－６） ３５９７（９番人気）
馬連票数 計 ５４４６５５ 的中 �� ７４２９（１２番人気）
馬単票数 計 ４９２６４８ 的中 �� ５２４７（１７番人気）
ワイド票数 計 ２４００５９ 的中 �� ５０９６（１２番人気）�� ８５７８９（１番人気）�� ５８７２（１０番人気）
３連複票数 計 ６８３１５９ 的中 ��� ５０３６３（５番人気）
３連単票数 計１６１８５６４ 的中 ��� ８５６６（３５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１２．０―１２．９―１３．３―１２．３―１２．５―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．６―３５．６―４８．５―１：０１．８―１：１４．１―１：２６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．１―３F３７．８
３ ２，９（１，１０）（８，１２）１４，４，１１（５，７）１３（３，６） ４ ・（２，９）（１，１０）（８，１２）（４，１４）１１（５，１３）－（３，６）－７

勝馬の
紹 介

ランドフォール �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．７．１６ 新潟１１着

２００９．１．２９生 牡２鹿 母 スイートベイジル 母母 チョコレートケーキ ５戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シェリフ号は，平成２３年１２月６日まで平地競走に出走できない。
※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。



３２０１７１１月６日 曇 良 （２３東京５）第２日 第５競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１２時２０分 （ダート・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

１：２３．１
１：２３．１

重

重

３５ ダイワミストレス 牝２黒鹿５４ 横山 典弘大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ４８０ ―１：２６．９ ７．０�

７１３ リーゼントブルース 牡２芦 ５５ 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 ４８８ ―１：２７．５３� ２６．２�
４７ モエレアンバサダー 牡２鹿 ５５ F．ベリー 中村 和夫氏 小笠 倫弘 新ひだか 中村 和夫 ５００ ― 〃 クビ １１９．５�

（愛）

２３ シルクダヴィンチ 牡２栗 ５５ 三浦 皇成有限会社シルク二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９２ ―１：２７．６� ４７．３�

２４ プリュキエール 牡２青鹿５５ 北村 宏司 �サンデーレーシング 本間 忍 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４８０ ―１：２７．８１� ４６．１�
３６ タイセイローマン 牡２鹿 ５５ 武士沢友治田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 静内白井牧場 ４８０ ―１：２８．０１� ５８．８�
８１６ ドリームピース 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝セゾンレースホース	 松山 康久 安平 追分ファーム ４８４ ―１：２８．４２� ４．４

１１ ルチャドルアスール 牡２黒鹿５５ 蛯名 正義青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 ５０８ ―１：２８．５� １．７�
８１５ スーパーボルト 牡２栗 ５５

５２ ▲嶋田 純次浜野順之助氏 清水 英克 新ひだか 土田 扶美子 ５１２ ― 〃 ハナ １７．４�
６１１ コンノートスタイル 牡２鹿 ５５ 石橋 脩渡邊 隆氏 尾形 充弘 浦河 福岡 光夫 ４６２ ―１：２９．０３ ８９．７
５９ クールフォエバー 牝２栗 ５４ 大庭 和弥川上 哲司氏 坂本 勝美 新ひだか 沖田 博志 ４９０ ―１：３０．８大差 ７１．３�
４８ キネオオーシャン 牡２鹿 ５５ 田中 勝春ジャパンフードビジネス	 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 ４６４ ―１：３１．７５ ３５．５�
７１４ ライフハッカー 牡２栗 ５５ 柴田 善臣橋本 忠雄氏 高橋 祥泰 日高 門別牧場 ４９２ ―１：３１．８クビ １７．９�
１２ エメラルホーム 牡２黒鹿５５ 古川 吉洋高橋 勉氏 土田 稔 新ひだか 出羽牧場 ４５８ ―１：３２．１２ ７５．３�
６１２ エ ク セ ラ ン 牡２鹿 ５５ 荻野 琢真井上 修一氏 大竹 正博 新ひだか グランド牧場 ４６４ ― 〃 ハナ １７３．４�
５１０ ヒ メ ボ タ ル 牝２鹿 ５４ 小林 淳一西村 專次氏 田島 俊明 白老 社台牧場 ４２８ ―１：３３．７１０ ４４６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，１１２，１００円 複勝： ４３，５５１，９００円 枠連： １８，９５８，５００円

馬連： ５５，７３２，７００円 馬単： ４４，２１３，９００円 ワイド： ２４，０１４，９００円

３連複： ６７，３５８，２００円 ３連単： １２６，４７８，４００円 計： ４０６，４２０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２８０円 � １，１９０円 � １，５５０円 枠 連（３－７） ２，１７０円

馬 連 �� ７，４００円 馬 単 �� １１，５００円

ワ イ ド �� ２，１２０円 �� ５，３５０円 �� １３，７６０円

３ 連 複 ��� １５７，３２０円 ３ 連 単 ��� ７７７，８５０円

票 数

単勝票数 計 ２６１１２１ 的中 � ２９６０９（３番人気）
複勝票数 計 ４３５５１９ 的中 � ４９２８０（３番人気）� ８８９７（７番人気）� ６６９１（１０番人気）
枠連票数 計 １８９５８５ 的中 （３－７） ６４６０（７番人気）
馬連票数 計 ５５７３２７ 的中 �� ５５６３（２０番人気）
馬単票数 計 ４４２１３９ 的中 �� ２８３８（３１番人気）
ワイド票数 計 ２４０１４９ 的中 �� ２８４１（２１番人気）�� １１０１（４５番人気）�� ４２４（８１番人気）
３連複票数 計 ６７３５８２ 的中 ��� ３１６（２０２番人気）
３連単票数 計１２６４７８４ 的中 ��� １２０（９５６番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１２．０―１２．６―１２．６―１２．４―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．４―３５．４―４８．０―１：００．６―１：１３．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワミストレス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ホワイトマズル 初出走

２００９．２．２１生 牝２黒鹿 母 サウンドバイト 母母 リュドゥパーム １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 ルチャドルアスール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ルチャドルアスール号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒメボタル号は，平成２３年１２月６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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ジョーオリオン号・トキワヅクシ号・ロゼクリスタル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

３２０１８１１月６日 小雨 良 （２３東京５）第２日 第６競走 ��
��１，８００�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

１：４６．９
１：４６．６

良

良

７８ ハイクラウン 牡２栗 ５５ 松岡 正海渡邊 隆氏 松山 康久 新冠 森 牧場 ４８２ ―１：５２．３ ５．７�

７７ ダイワネクサス 牡２鹿 ５５ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４７６ ―１：５２．５１� １．４�
５５ シングンタイガー 牡２鹿 ５５ 丸山 元気伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４６２ ―１：５２．６� ５２．３�
３３ ダイメイサンデー 牡２青鹿５５ 嘉藤 貴行宮本 孝一氏 高橋 義博 新ひだか タイヘイ牧場 ４６６ ―１：５２．７クビ １０２．５�
６６ コスモプレジデント 牡２鹿 ５５ F．ベリー �ビッグレッドファーム 菊川 正達 安平 吉田牧場 ４５４ ―１：５３．２３ ４．８�

（愛）

１１ ブラウシュタイン 牡２黒鹿５５ 三浦 皇成吉田 昭一氏 阿部 新生 新冠 八木 常郎 ４１２ ―１：５３．７３ ２４．９�
８１０ コーリンギデオン 牡２鹿 ５５ 武士沢友治伊藤 恵子氏 平井 雄二 日高 今井牧場 ４３４ ―１：５３．８� ７２．８	
４４ ヤマニンカセドラル 牡２鹿 ５５ 田中 勝春土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 ４９４ ―１：５４．３３ １７．５

２２ トップグローリー 牡２栗 ５５ 大庭 和弥�コオロ 坂本 勝美 浦河 王蔵牧場 ４５０ ―１：５４．８３ ５５．１�
８９ ヒヨドリゴエ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次村上 卓史氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４３２ ―１：５４．９� １０７．１�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２４，７８３，０００円 複勝： ５２，５８１，４００円 枠連： １１，０７５，０００円

馬連： ３９，３３３，６００円 馬単： ４０，６８２，８００円 ワイド： １７，６４５，１００円

３連複： ４３，９５１，５００円 ３連単： １４０，３７５，５００円 計： ３７０，４２７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � ７９０円 枠 連（７－７） ３００円

馬 連 �� ２９０円 馬 単 �� １，０９０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ２，１８０円 �� １，３２０円

３ 連 複 ��� ４，５００円 ３ 連 単 ��� ２４，１６０円

票 数

単勝票数 計 ２４７８３０ 的中 � ３４５７８（３番人気）
複勝票数 計 ５２５８１４ 的中 � ５６１０４（３番人気）� ３５２０９０（１番人気）� ５１４０（６番人気）
枠連票数 計 １１０７５０ 的中 （７－７） ２７５８７（２番人気）
馬連票数 計 ３９３３３６ 的中 �� １０２１８３（２番人気）
馬単票数 計 ４０６８２８ 的中 �� ２７７１６（４番人気）
ワイド票数 計 １７６４５１ 的中 �� ２７９６４（２番人気）�� １６８２（２０番人気）�� ２８５３（１１番人気）
３連複票数 計 ４３９５１５ 的中 ��� ７２１０（１２番人気）
３連単票数 計１４０３７５５ 的中 ��� ４２８９（５４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．３―２５．４―３８．２―５１．４―１：０４．５―１：１７．６―１：２９．３―１：４０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．８―３F３４．７

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

勝馬の
紹 介

ハイクラウン 
�
父 キングカメハメハ 

�
母父 Chief’s Crown 初出走

２００９．３．１２生 牡２栗 母 クラウンフォレスト 母母 Playmate １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ダイワネクサス号の騎手北村宏司は，２コーナーで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（４番・３番・１番への進路

影響）
※出走取消馬 アルフェロア号（疾病〔右肩跛行〕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。



３２０１９１１月６日 小雨 良 （２３東京５）第２日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１３時２０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

１：２３．１
１：２３．１

重

重

６７ メジャーアスリート 牡２栗 ５５ 安藤 勝己�G１レーシング 高木 登 浦河 有限会社
松田牧場 ４９６＋ ４１：２６．０ １．６�

３３ ヴィンテージイヤー 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 浦河 日進牧場 ４９８± ０１：２６．２１� ６．３�

１１ タニセンジャッキー 牡２鹿 ５５ 松岡 正海染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４６６± ０ 〃 クビ ６．８�
４４ エーペックス 牡２青鹿５５ 後藤 浩輝魚住 啓市氏 畠山 吉宏 日高 川島 良一 ４８８＋ ４１：２６．８３� ４４．０�
７８ シルクブルックリン 牡２黒鹿５５ 柴田 善臣有限会社シルク上原 博之 新冠 対馬 正 ５４４＋ ４１：２７．２２� ８．５�
８１０ サハラブレイヴ 牡２栗 ５５ 蛯名 正義 �グリーンファーム 牧田 和弥 千歳 社台ファーム ４８６＋ ６ 〃 クビ ３０．２�
７９ サンセルマン 牡２黒鹿５５ 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 ４４８－ ６１：２７．３クビ ８５．１	
２２ ハタノアブソルート 牡２鹿 ５５ F．ベリー 
グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ５２０＋１０１：２８．０４ １９．０�
（愛）

６６ リプレイスインディ 牡２鹿 ５５ 江田 照男古川 智洋氏 中川 公成 新ひだか 静内酒井牧場 ４８２－ ６１：２９．４９ １１９．３�
８１１ フランベルジェ 牡２黒鹿５５ 古川 吉洋 
キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B４７８＋２０１：２９．８２� ２４．１
５５ � ネコグンダン 牝２鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次桐谷 茂氏 堀井 雅広 新ひだか 出羽牧場 B４３６－ ２１：２９．９� １５７．７�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３２，４８０，４００円 複勝： ６８，９４６，０００円 枠連： １４，９３９，８００円

馬連： ６８，４６８，１００円 馬単： ５４，６５６，７００円 ワイド： ２９，４２６，５００円

３連複： ７５，８５１，５００円 ３連単： １８４，９９０，９００円 計： ５２９，７５９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １５０円 枠 連（３－６） ４１０円

馬 連 �� ４３０円 馬 単 �� ５８０円

ワ イ ド �� １８０円 �� ２２０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ７００円 ３ 連 単 ��� ２，０７０円

票 数

単勝票数 計 ３２４８０４ 的中 � １７００７６（１番人気）
複勝票数 計 ６８９４６０ 的中 � ３８７８９２（１番人気）� ９００９５（２番人気）� ６６３５８（３番人気）
枠連票数 計 １４９３９８ 的中 （３－６） ２７２９０（１番人気）
馬連票数 計 ６８４６８１ 的中 �� １１９６４４（１番人気）
馬単票数 計 ５４６５６７ 的中 �� ６９９１６（１番人気）
ワイド票数 計 ２９４２６５ 的中 �� ４７８７８（１番人気）�� ３４０８７（２番人気）�� １４６１４（５番人気）
３連複票数 計 ７５８５１５ 的中 ��� ８０５５３（１番人気）
３連単票数 計１８４９９０９ 的中 ��� ６５９６５（２番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．７―１２．５―１２．６―１２．５―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．２―３４．９―４７．４―１：００．０―１：１２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メジャーアスリート �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１１．７．９ 中山２着

２００９．５．２生 牡２栗 母 スプリンターキャット 母母 My Cherie Amour ５戦２勝 賞金 １６，８００，０００円
〔発走状況〕 ハタノアブソルート号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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。

３２０２０１１月６日 小雨 良 （２３東京５）第２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）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５５�
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

７１１ ミッキーオリーブ 牝４鹿 ５５ 丸山 元気野田みづき氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４９４－ ４１：２６．０ ８．６�

４４ ナムラエメラルド 牝３鹿 ５４ 横山 典弘奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 ４５６－ ８１：２６．１� ９．０�
１１ ニシノフェミニン 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４５６± ０１：２６．４２ ６．１�
５７ プロスペラスマム 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ５１２－ ２１：２６．５クビ ６．５�
８１３� セニョリータ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 ４６６－１０１：２６．７１� ４１．４�
４５ トウカイシャンテ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝内村 正則氏 田村 康仁 浦河 帰山 清貴 ４６０＋ ３１：２６．９１� ８０．４�
６９ シルクミライ 牝４黒鹿５５ 松岡 正海有限会社シルク松山 将樹 浦河 福岡 光夫 ４７０－ ６１：２７．１１ ７．２�
６８ エ ヴ ァ 牝５黒鹿５５ F．ベリー 田原 邦男氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４４４＋ ２１：２７．３１� １０．７	

（愛）

５６ アフィントン 牝３栗 ５４ I．メンディザバル 吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４５８＋ ２ 〃 ハナ ６．５

（仏）

３３ コーンドリー 牝３黒鹿５４ 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４８０＋ ６１：２７．４� １４．１�
８１２ バイナリースター 牝４鹿 ５５ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 安平 追分ファーム B５２６± ０１：２７．６１� ５．１
７１０� クリノビートイット 牝４青 ５５ 武士沢友治栗本 博晴氏 石毛 善彦 新ひだか 千代田牧場 ４０６－ ２１：２８．２３� ３１８．３�
２２ サクラメアリ 牝３栃栗５４ 三浦 皇成�さくらコマース伊藤 圭三 新冠 川上 悦夫 ４６０＋２８１：２８．８３� ４４．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２４，０７４，３００円 複勝： ４３，２５７，０００円 枠連： ２２，９４４，９００円

馬連： ８６，７９２，３００円 馬単： ５０，７５６，８００円 ワイド： ３１，５５２，５００円

３連複： １０６，２２２，４００円 ３連単： １８５，０９６，３００円 計： ５５０，６９６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � ３１０円 � ２８０円 � ２１０円 枠 連（４－７） ３，１９０円

馬 連 �� ２，８００円 馬 単 �� ６，７９０円

ワ イ ド �� １，３４０円 �� ９４０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� ６，６５０円 ３ 連 単 ��� ３９，１８０円

票 数

単勝票数 計 ２４０７４３ 的中 � ２２２３９（６番人気）
複勝票数 計 ４３２５７０ 的中 � ３４３２２（８番人気）� ３９５３８（６番人気）� ６０７９７（２番人気）
枠連票数 計 ２２９４４９ 的中 （４－７） ５３２４（１６番人気）
馬連票数 計 ８６７９２３ 的中 �� ２２９３５（１７番人気）
馬単票数 計 ５０７５６８ 的中 �� ５５２１（４７番人気）
ワイド票数 計 ３１５５２５ 的中 �� ５７１３（２７番人気）�� ８３２４（１４番人気）�� ９１０５（１３番人気）
３連複票数 計１０６２２２４ 的中 ��� １１７８９（３５番人気）
３連単票数 計１８５０９６３ 的中 ��� ３４８７（１８５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．７―３５．９―４８．３―１：００．３―１：１２．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキーオリーブ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．７．１７ 新潟５着

２００７．５．１生 牝４鹿 母 インディスユニゾン 母母 ラスティックベル ７戦２勝 賞金 １５，９００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※出走取消馬 キャンパスライフ号（疾病〔右寛跛行〕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。



３２０２１１１月６日 小雨 良 （２３東京５）第２日 第９競走 ��
��１，８００�

り っ と う

立 冬 特 別
発走１４時２５分 （芝・左）
３歳以上，１，０００万円以下，２２．１１．６以降２３．１０．３０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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

８８ � メ ー ヴ ェ 牝３黒鹿５２ 三浦 皇成岡田 牧雄氏 栗田 博憲 英 D. D. and Mrs
Jean P. Clee ４５６± ０１：４７．３ ２．６�

３３ ヤマカツゴールド 牡５栗 ５４ 田中 勝春山田 博康氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 ４５２± ０１：４７．４� ９．４�
１１ ミヤビファルネーゼ 牡３黒鹿５４ 吉田 豊村上 義勝氏 戸田 博文 浦河 大成牧場 ４７２＋ ２ 〃 クビ ３．２�
６６ マルタカシクレノン 牡３青鹿５４ 石橋 脩國立 治氏 清水 美波 浦河 細道牧場 ４９８＋ ２１：４７．９３ ７．２�
７７ マ イ ヨ ー ル 牡５芦 ５５ 松岡 正海岡田 繁幸氏 清水 利章 新ひだか 乾 皆雄 ５００－ ４１：４８．１１ ７．５�
４４ アマミスウィフト 牡７鹿 ５１ 武士沢友治鈴木 信俊氏 清水 利章 浦河 高岸 節雄 ４５４－ ２１：４８．３１� ６５．６�
５５ ハーマジェスティ 牝６鹿 ５０ 小林慎一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 静内 橋本牧場 B５０６－ ６１：４８．４	 ５６．１	
２２ エーシンアルカウス 牡４黒鹿５５ 田辺 裕信�栄進堂 久保田貴士 浦河 小柳牧場 ４６８＋ ４１：４８．５	 １５．２

８９ トップキングダム 牡５栗 ５５ 柴田 善臣�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４７２－ ６１：５１．６大差 １２．４�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２７，４９４，４００円 複勝： ４２，１９０，９００円 枠連： １８，４７５，２００円

馬連： ９０，５６０，５００円 馬単： ６２，９５５，１００円 ワイド： ３１，９２９，２００円

３連複： ９５，２６７，６００円 ３連単： ２４１，１０６，８００円 計： ６０９，９７９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １２０円 � ２１０円 � １４０円 枠 連（３－８） １，１３０円

馬 連 �� １，２７０円 馬 単 �� １，９８０円

ワ イ ド �� ４２０円 �� １８０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� １，２００円 ３ 連 単 ��� ６，７６０円

票 数

単勝票数 計 ２７４９４４ 的中 � ８３９４４（１番人気）
複勝票数 計 ４２１９０９ 的中 � １２４８０１（１番人気）� ３８３３１（５番人気）� ７９９１２（２番人気）
枠連票数 計 １８４７５２ 的中 （３－８） １２０９３（４番人気）
馬連票数 計 ９０５６０５ 的中 �� ５２７４９（５番人気）
馬単票数 計 ６２９５５１ 的中 �� ２３５１２（６番人気）
ワイド票数 計 ３１９２９２ 的中 �� １６６９６（６番人気）�� ５４４６７（１番人気）�� １３２７７（８番人気）
３連複票数 計 ９５２６７６ 的中 ��� ５９０４４（３番人気）
３連単票数 計２４１１０６８ 的中 ��� ２６３５０（１６番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．５―１２．１―１２．２―１１．７―１１．７―１１．２―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．６―３６．７―４８．９―１：００．６―１：１２．３―１：２３．５―１：３５．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．７―３F３５．０

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

勝馬の
紹 介

�メ ー ヴ ェ 
�
父 Motivator 

�
母父 Shirley Heights デビュー ２０１０．８．１４ 札幌５着

２００８．５．８生 牝３黒鹿 母 Top Table 母母 Lora’s Guest １３戦３勝 賞金 ４１，５１５，０００円
〔その他〕 トップキングダム号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 トップキングダム号は，平成２３年１２月６日まで出走できない。

３２０２２１１月６日 曇 良 （２３東京５）第２日 第１０競走 ��
��１，４００�

ぎんれい

銀嶺ステークス
発走１５時００分 （ダート・左）

３歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
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 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

３３ インペリアルマーチ 牡４黒鹿５７ I．メンディザバル �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５６６＋ ４１：２４．５ １．４�
（仏）

６９ キングパーフェクト 牡５黒鹿５７ 横山 典弘田中 晴夫氏 萱野 浩二 様似 スイートフアーム ４６４＋ ２ 〃 クビ ６．０�
２２ ブラッシュアップ 牡６栗 ５７ 田中 勝春 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 作田 誠二 静内 カタオカステーブル ４７２± ０１：２４．６� ２４．２�
１１ ダンシングマオ 牝４鹿 ５５ 北村 宏司森口�一郎氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム ４６６－ ４１：２４．７� １３．８�
５８ アイディンパワー 牡５鹿 ５７ 吉田 豊米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田 頼嗣 ４８０－１２１：２４．８クビ ９２．２	
４６ 	 ギンザナイト 牡６栗 ５７ 三浦 皇成齋藤 文男氏 小崎 憲 米 Lazy Lane

Farms, Inc. ５０４＋ ６１：２５．１１� ４５．１

８１４ トウショウカズン 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信トウショウ産業� 領家 政蔵 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５３４＋ ６ 〃 クビ ７．２�
７１２ アンシャンレジーム 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム ５４２＋ ６１：２６．０５ ４２．８�
４５ ハイローラー 牡５鹿 ５７ 丸山 元気加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 土田農場 ４８４＋ ２ 〃 アタマ ２４８．５
５７ シゲルソウウン 
４栗 ５７ 後藤 浩輝森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 仲野牧場 ５１４－１０１：２６．３１� ３４．４�
６１０ マイネルエルドラド 牡５鹿 ５７ 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 須崎牧場 ４９８＋ ２１：２６．５１� ６０．９�
８１３	 アースリヴィング 牝５鹿 ５５ 中谷 雄太 �グリーンファーム 小笠 倫弘 米 Marablue

Farm, LLC ４９６－ ６１：２６．９２� ２５０．２�
３４ � ジートップキセキ 牡６栗 ５７ 柴田 善臣�南原商事 本間 忍 静内 岡田スタツド ５１２＋ ２１：２７．１１ １４７．０�
７１１ ドリームスカイラブ 牡６黒鹿５７ F．ベリー セゾンレースホース� 高橋 祥泰 平取 北島牧場 ４９４± ０ 〃 ハナ １１９．８�

（愛）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ５１，２０３，８００円 複勝： １４５，１６０，３００円 枠連： ３４，４３０，７００円

馬連： １７４，７６６，８００円 馬単： １２２，１３２，４００円 ワイド： ５７，４１１，０００円

３連複： １８７，７００，９００円 ３連単： ４５０，２１４，３００円 計： １，２２３，０２０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � ３１０円 枠 連（３－６） ３７０円

馬 連 �� ３５０円 馬 単 �� ４９０円

ワ イ ド �� １８０円 �� ３９０円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� １，４８０円 ３ 連 単 ��� ３，７４０円

票 数

単勝票数 計 ５１２０３８ 的中 � ２９１０５８（１番人気）
複勝票数 計１４５１６０３ 的中 � ９９９０３７（１番人気）� １１９０２６（２番人気）� ４２１１５（５番人気）
枠連票数 計 ３４４３０７ 的中 （３－６） ７０５８０（１番人気）
馬連票数 計１７４７６６８ 的中 �� ３７３４５７（１番人気）
馬単票数 計１２２１３２４ 的中 �� １８７３６２（１番人気）
ワイド票数 計 ５７４１１０ 的中 �� ９９６９９（１番人気）�� ３３７０８（４番人気）�� １１９３１（１１番人気）
３連複票数 計１８７７００９ 的中 ��� ９３７０４（３番人気）
３連単票数 計４５０２１４３ 的中 ��� ８９０４３（６番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インペリアルマーチ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２０１０．１．１７ 京都１着

２００７．５．８生 牡４黒鹿 母 キョウエイマーチ 母母 インターシャルマン １３戦５勝 賞金 ９４，００９，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５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を表示している。

１レース目



３２０２３１１月６日 曇 良 （２３東京５）第２日 第１１競走 ��
��２，５００�第４９回アルゼンチン共和国杯（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （芝・左）

３歳以上，２２．１１．６以降２３．１０．３０まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
アルゼンチン共和国社会福祉省賞（１着）

賞 品
本 賞 ５８，０００，０００円 ２３，０００，０００円 １５，０００，０００円 ８，７００，０００円 ５，８００，０００円
付 加 賞 １，３０２，０００円 ３７２，０００円 １８６，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

２：２９．８
２：２９．５

良

良

６１１ トレイルブレイザー 牡４鹿 ５５ 安藤 勝己前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９０＋ ４２：３１．５ ６．３�

６１２ オウケンブルースリ 牡６栗 ５８．５ 田辺 裕信福井 明氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４８８± ０２：３１．７１� ４．３�
４７ カワキタコマンド 牡４鹿 ５５ 柴田 善臣川島 吉男氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４８０＋ ８２：３２．２３ １８．０�
３６ カ リ バ ー ン 牡４鹿 ５６ 蛯名 正義 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B４９８＋１４２：３２．５１� ６．５�
８１８ ビートブラック 牡４青 ５７ 松岡 正海前田 幸治氏 中村 均 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０８＋ ２ 〃 ハナ ５．６�
４８ キングトップガン 牡８鹿 ５６ 横山 典弘池田 豊治氏 鮫島 一歩 新冠 北星村田牧場 ５０６－１４ 〃 ハナ １９．２�
８１６ アブソリュート 牡７黒鹿５５ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４６６－ ２ 〃 ハナ １５１．８	
２３ フォゲッタブル 牡５黒鹿５７ I．メンディザバル 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 ４９４－ ２ 〃 クビ １６．５�

（仏）

７１３ コスモヘレノス 牡４鹿 ５７ F．ベリー �ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 ナカノファーム ５０８－１２２：３２．８１� １３．７�
（愛）

１２ ネ コ パ ン チ 牡５黒鹿５５ 江田 照男桐谷 茂氏 星野 忍 浦河 大道牧場 ４７６± ０２：３３．０１� ４５．３
５１０ ポルカマズルカ 牝５鹿 ５３ 北村 宏司 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４９６± ０２：３３．２１ ３６．５�
３５ トウカイトリック 牡９鹿 ５７．５ 石橋 脩内村 正則氏 野中 賢二 三石 土田 扶美子 ４５０＋ ６ 〃 クビ １２２．３�
２４ ナムラクレセント 牡６鹿 ５８ 後藤 浩輝奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ５００± ０２：３３．３クビ ８．６�
１１ ピエナファンタスト 牡５鹿 ５３ 古川 吉洋本谷 兼三氏 谷 潔 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ４ 〃 ハナ ２４．６�
５９ ドリームセーリング 牡４栗 ５３ 三浦 皇成セゾンレースホース
 白井 寿昭 新ひだか 千代田牧場 ４６４＋ ２２：３３．６１� ５２．６�
７１４ ゴールデンハインド 牡５鹿 ５５ 荻野 琢真吉田 和子氏 大竹 正博 早来 ノーザンファーム ５４６＋ ６２：３３．９２ ５７．１�
８１７ イケドラゴン 牡６栗 ５１ 丸山 元気池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 ５３４＋ ６２：３４．０クビ １７１．０�
７１５ コスモラピュタ 牡４鹿 ５５ 柴田 大知 �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 ４７２－ ２２：３５．７大差 ３３．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５１，３７１，５００円 複勝： ２１８，０３１，９００円 枠連： １８６，６７１，４００円

馬連： ８１８，５８９，２００円 馬単： ４１５，５３７，５００円 ワイド： ２４５，８４８，４００円

３連複： １，０７９，８７０，１００円 ３連単： ２，０１１，００９，６００円 計： ５，１２６，９２９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２００円 � １９０円 � ４３０円 枠 連（６－６） １，６２０円

馬 連 �� １，６２０円 馬 単 �� ３，１８０円

ワ イ ド �� ６３０円 �� １，３５０円 �� ２，０４０円

３ 連 複 ��� １０，８１０円 ３ 連 単 ��� ４８，５２０円

票 数

単勝票数 計１５１３７１５ 的中 � １９００５２（３番人気）
複勝票数 計２１８０３１９ 的中 � ３０７２８９（３番人気）� ３５７６９９（１番人気）� １０９３２６（７番人気）
枠連票数 計１８６６７１４ 的中 （６－６） ８５１５２（７番人気）
馬連票数 計８１８５８９２ 的中 �� ３７３４８７（５番人気）
馬単票数 計４１５５３７５ 的中 �� ９６６９７（９番人気）
ワイド票数 計２４５８４８４ 的中 �� １０２４０６（４番人気）�� ４４２３３（１２番人気）�� ２８６３９（２８番人気）
３連複票数 計１０７９８７０１ 的中 ��� ７３７４２（３４番人気）
３連単票数 計２０１１００９６ 的中 ��� ３０５９３（１１４番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．３―１８．４―３０．１―４２．３―５４．９―１：０７．５―１：２０．０―１：３１．９―１：４３．８―１：５５．８―２：０７．３―２：１９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．７―３F３５．７
１
３

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

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

トレイルブレイザー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Forty Niner デビュー ２００９．９．２１ 新潟１着

２００７．３．１５生 牡４鹿 母 リ リ オ 母母 Gioconda １６戦５勝 賞金 １３３，０１０，０００円
〔発走状況〕 アブソリュート号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アブソリュート号は，平成２３年１１月７日から平成２３年１２月６日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 フェニコーン号・レッドスパークル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

３２０２４１１月６日 曇 良 （２３東京５）第２日 第１２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時１０分 （芝・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

１：１９．８
１：１９．０

良

良

３３ タツミリュウ 牡３栗 ５６ 田辺 裕信�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 ４８８＋ ４１：２２．４ ６．３�

２２ ウエスタンディオ 牡４鹿 ５７ 石橋 脩西川 賢氏 尾形 充弘 新ひだか 北西牧場 ４６６－ ６ 〃 クビ ２３．３�
８９ ポールアックス �５鹿 ５７ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５１０＋ ２ 〃 ハナ ５．０�
６６ ローレルエルヴェル 牡６鹿 ５７ 小林 淳一 �ローレルレーシング 小西 一男 静内 池田牧場 ４６４± ０１：２２．７１� ３８．２�
５５ メルシーヨーク 牝６鹿 ５５ 松岡 正海永井 康郎氏 藤岡 範士 三石 水上 習孝 ４３８－ ２１：２２．８クビ １４．８�
７７ ウインドジャズ 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４８４＋ ２１：２２．９� ３．９	
１１ レッドストラーダ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 B４９４＋１２１：２３．０	 ２．５

８８ ジェネスサンキュー 牡３芦 ５６ F．ベリー 山口 真吾氏 田島 俊明 日高 藤本ファーム ４５２＋ ２１：２３．８５ ９．７�

（愛）

４４ 
 スマートスパークル 牡５栗 ５７
５４ ▲嶋田 純次栗本 博晴氏 高市 圭二 静内 グランド牧場 ４９４± ０１：２４．３３ １８９．４�

（９頭）

売 得 金

単勝： ４１，９６３，０００円 複勝： ５４，１８６，８００円 枠連： ２７，５１０，８００円

馬連： １２６，９８０，９００円 馬単： ８５，５３０，６００円 ワイド： ４３，２８４，４００円

３連複： １３４，４２５，９００円 ３連単： ３８１，１９５，５００円 計： ８９５，０７７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２１０円 � ５２０円 � １８０円 枠 連（２－３） ６，１５０円

馬 連 �� ５，５００円 馬 単 �� ９，８１０円

ワ イ ド �� １，６６０円 �� ６１０円 �� １，３６０円

３ 連 複 ��� ９，１２０円 ３ 連 単 ��� ６２，９３０円

票 数

単勝票数 計 ４１９６３０ 的中 � ５２５６１（４番人気）
複勝票数 計 ５４１８６８ 的中 � ７１３２８（４番人気）� ２１９０６（７番人気）� ９５３５０（３番人気）
枠連票数 計 ２７５１０８ 的中 （２－３） ３３０５（１６番人気）
馬連票数 計１２６９８０９ 的中 �� １７０５３（１８番人気）
馬単票数 計 ８５５３０６ 的中 �� ６４３７（３４番人気）
ワイド票数 計 ４３２８４４ 的中 �� ６２１４（１９番人気）�� １８５５７（９番人気）�� ７７１４（１８番人気）
３連複票数 計１３４４２５９ 的中 ��� １０８８７（３０番人気）
３連単票数 計３８１１９５５ 的中 ��� ４４７１（１７６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．９―３５．５―４７．５―５８．９―１：１０．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タツミリュウ 
�
父 チーフベアハート 

�
母父 タイキシャトル デビュー ２０１０．１０．２ 中山１着

２００８．３．２５生 牡３栗 母 メイショウユウゼン 母母 ローマステーション ９戦３勝 賞金 ２７，６１７，０００円
※ウエスタンディオ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

４レース目



（２３東京５）第２日 １１月６日（日曜日） 曇一時雨 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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２８４，５２０，０００円
２，１１０，０００円
７，１００，０００円
２，６７０，０００円
２６，８６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５５，８８６，５００円
４，３８８，０００円
１，５５４，３００円

勝馬投票券売得金
４５６，７３６，２００円
８６６，８６２，６００円
３８９，１６０，４００円
１，６７０，８６２，２００円
１，０３５，２６８，６００円
５７０，４５４，６００円
２，０４９，５４５，４００円
４，２１７，４７４，４００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 １１，２５６，３６４，４００円

総入場人員 ３０，８９０名 （有料入場人員 ２８，８３４名）


