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３２０２５１１月１２日 晴 重 （２３東京５）第３日 第１競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走９時５５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

６１０ コスモポーラベア 牡２芦 ５５ 田辺 裕信 �ビッグレッドファーム 斎藤 誠 新ひだか 沼田 照秋 ４８０± ０１：３９．３ ５．２�

４６ フィーユブルー 牡２鹿 ５５ F．ベリー 青芝商事� 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４７８＋２４１：３９．４� １７．１�
（愛）

２２ マイネルレーサー 牡２鹿 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４７２－ ２１：３９．６１ ４．１�

５７ オールキャスト 牡２黒鹿５５ 川田 将雅前田 晋二氏 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７０－ ４１：３９．９２ ８．１�
１１ アドバンスコンドル 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成西川 隆士氏 松山 将樹 新ひだか 今 牧場 ４８８＋ ６１：４０．０� １０．０�
７１２ コズミックガール 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥グリーンスウォード 嶋田 潤 新冠 長浜 秀昭 ４２０± ０１：４０．１� １０３．３	
５８ ダッシュファイアー 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 ５６２－ ２１：４０．３１� １８１．４

６９ シーズザデイ 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝荒井 壽明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 ４５０＋ ６１：４１．０４ ７．４�
４５ ダブルピース 牡２黒鹿５５ 中谷 雄太�ミルファーム 畠山 重則 平取 中川 隆 ４８０－ ２１：４１．２１� ４５５．８�
３３ バトルドミンゴ 牡２芦 ５５ 江田 照男宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 村上牧場 ５３８± ０１：４１．３クビ ５５．３
３４ コスモオレオ 牡２鹿 ５５ 武士沢友治 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム ４４０＋ ２１：４１．５１� ２７９．６�
７１１ リアルアビリティー 牡２芦 ５５ 柴田 大知�ミルファーム 伊藤 大士 新冠 ハクツ牧場 ４７８－ ２１：４２．３５ １０９．５�
８１３ ソーラーインパルス 牡２黒鹿５５ 横山 典弘吉田 和美氏 新開 幸一 浦河 まるとみ冨岡牧場 ５００＋ ２１：４３．１５ ２．９�
８１４ トートモデルニスモ 牡２鹿 ５５ 田中 勝春苅部康太郎氏 佐藤 全弘 新ひだか 原口牧場 ４７６＋ ４１：４５．４大差 ３３６．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，７６５，１００円 複勝： ２４，６２３，０００円 枠連： ９，３３９，３００円

馬連： ３７，８９１，１００円 馬単： ２５，４３７，９００円 ワイド： １５，７６３，５００円

３連複： ４６，９１２，４００円 ３連単： ７６，９８２，８００円 計： ２５０，７１５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １７０円 � ４７０円 � １６０円 枠 連（４－６） ２，５９０円

馬 連 �� ４，０２０円 馬 単 �� ７，１６０円

ワ イ ド �� １，１８０円 �� ５４０円 �� １，５４０円

３ 連 複 ��� ７，０２０円 ３ 連 単 ��� ４７，８７０円

票 数

単勝票数 計 １３７６５１ 的中 � ２１１７５（３番人気）
複勝票数 計 ２４６２３０ 的中 � ４５０３４（３番人気）� １０２２２（７番人気）� ４６８４５（２番人気）
枠連票数 計 ９３３９３ 的中 （４－６） ２６７０（１１番人気）
馬連票数 計 ３７８９１１ 的中 �� ６９７２（１７番人気）
馬単票数 計 ２５４３７９ 的中 �� ２６２２（３２番人気）
ワイド票数 計 １５７６３５ 的中 �� ３２２４（１６番人気）�� ７６７４（６番人気）�� ２４２２（１８番人気）
３連複票数 計 ４６９１２４ 的中 ��� ４９３４（２６番人気）
３連単票数 計 ７６９８２８ 的中 ��� １１８７（１５５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１１．９―１２．６―１２．７―１２．４―１２．４―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．６―３５．５―４８．１―１：００．８―１：１３．２―１：２５．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモポーラベア �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ラストタイクーン デビュー ２０１１．１０．２ 中山８着

２００９．４．１８生 牡２芦 母 ナ ナ バ ケ 母母 ノーシークレット ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トートモデルニスモ号は，平成２３年１２月１２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。

３２０２６１１月１２日 晴 重 （２３東京５）第３日 第２競走 ��１，３００�サラブレッド系２歳
発走１０時２０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

１：１８．１
１：１８．１

良

良

１２ コウセイコタロウ 牡２黒鹿５５ 三浦 皇成杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 堤 牧場 ４７６＋ ４１：１９．４ ３．５�

１１ フ ィ ア レ ス 牝２栗 ５４ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４４６＋ ４１：１９．６１� ３．７�
６１１ プレミアムゴールド 牡２栗 ５５ 江田 照男中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４７４－ ２１：１９．７� １０．２�
２３ オサキニシツレイ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人志村 康徳氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４３２＋ ４１：２０．２３ １４２．１�
７１３ クレバーデステニー 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信田� 正明氏 小西 一男 新ひだか 斉藤スタッド ４３６－ ４１：２０．６２� ３．６�
８１６ トミケンウエスト 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝冨樫 賢二氏 和田 正道 日高 日高大洋牧場 ４７２± ０１：２０．７クビ １０．２�
３６ テ ヌ ー ト 牡２鹿 ５５ 田中 勝春重松 國建氏 大江原 哲 日高 坂東ファーム B４７０－ ２１：２１．６５ ２１．６	
４７ サンマルダーム 牝２栗 ５４ 吉田 豊相馬 勇氏 佐藤 吉勝 むかわ 真壁 信一 ４３０－ ２１：２１．７� ６６．９

６１２ ガルディアン 牝２鹿 ５４ 丸山 元気コウトミックレーシング 清水 英克 浦河 小島牧場 ４５６＋ ２１：２１．８クビ ４９．０�
７１４ ノーネームホース 牡２黒鹿５５ 勝浦 正樹山田 弘氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド ４７６－ ４１：２１．９� ２５．６�
５１０ フクノゴールド 牡２鹿 ５５ 青木 芳之福島 実氏 嶋田 功 新ひだか 中村 和夫 B４４８－ ４ 〃 クビ ３６４．２
３５ クラウンビースト 牡２黒鹿５５ 武士沢友治矢野 悦三氏 松永 康利 日高 山田 政宏 ４４０＋１０１：２２．０クビ １５６．１�
２４ 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 ４６６＋ ６ 〃 クビ １０６．１�
４８ デルマホテイ 牡２鹿 ５５ 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム ４４６＋ ２１：２２．３１� １４５．８�
８１５ スプリングウィン 牝２栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次加藤 春夫氏 柄崎 孝 様似 堀 弘康 ４４４± ０１：２２．７２� ２１６．４�
５９ タケデンサプライズ 牡２青鹿５５ F．ベリー 武市 弘氏 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 B４８０＋ ８１：２３．５５ １４．３�

（愛）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１，２２８，３００円 複勝： ２０，４６６，７００円 枠連： １２，２５９，１００円

馬連： ３８，３０９，４００円 馬単： ２５，４１３，８００円 ワイド： １５，７４２，０００円

３連複： ４５，８９８，６００円 ３連単： ７２，２５９，０００円 計： ２４１，５７６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １４０円 � １７０円 � ２４０円 枠 連（１－１） ７２０円

馬 連 �� ７４０円 馬 単 �� １，５５０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� ４１０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� ２，３１０円 ３ 連 単 ��� ９，６４０円

票 数

単勝票数 計 １１２２８３ 的中 � ２５５１４（１番人気）
複勝票数 計 ２０４６６７ 的中 � ４６９７０（２番人気）� ３３４６０（３番人気）� １７９８０（５番人気）
枠連票数 計 １２２５９１ 的中 （１－１） １２５７９（２番人気）
馬連票数 計 ３８３０９４ 的中 �� ３８３６３（２番人気）
馬単票数 計 ２５４１３８ 的中 �� １２１５７（５番人気）
ワイド票数 計 １５７４２０ 的中 �� １４００３（２番人気）�� ９４８１（４番人気）�� ４９３０（９番人気）
３連複票数 計 ４５８９８６ 的中 ��� １４７０４（５番人気）
３連単票数 計 ７２２５９０ 的中 ��� ５５３６（２１番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．２―１８．３―３０．２―４２．７―５４．７―１：０６．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウセイコタロウ �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．８．６ 小倉３着

２００９．３．８生 牡２黒鹿 母 シルクグラフィック 母母 カッティングウェイ ４戦１勝 賞金 ８，０５０，０００円
〔その他〕 タケデンサプライズ号は，発走直後に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。
※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３日



３２０２７１１月１２日 晴 稍重 （２３東京５）第３日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１０時５０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

８１１ オコレマルーナ 牡２青鹿５５ F．ベリー 金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４４２± ０１：３５．８ １．３�

（愛）

５５ プロトリューション 牡２栗 ５５ 田辺 裕信石瀬 浩三氏 牧 光二 新ひだか 斉藤スタッド ４５４－ ４１：３６．４３� ３１．２�
７１０ ラインロバート 牡２青鹿５５ 吉田 豊大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム ４５８± ０ 〃 クビ １２．０�
２２ カフェコンセール 牡２青 ５５ 田中 勝春吉野 弘司氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４６２－ ４１：３６．５クビ ７．３�
４４ エクスプローラー 牡２青 ５５ 松岡 正海薗部 博之氏 小笠 倫弘 安平 追分ファーム ５０４± ０１：３６．８２ １２．３�
１１ ビレッジオブベスト 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣村山 輝雄氏 矢野 照正 新ひだか 漆原 武男 ４８４＋ ８ 〃 クビ ３５．５�
６７ アストロフォンテン 牡２鹿 ５５ 丸山 元気吉橋 計氏 戸田 博文 日高 増尾牧場 ４５８－ ２１：３７．０１ ９０．５	
７９ シュガーツヨシ 牡２鹿 ５５ 江田 照男横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 新ひだか 谷藤 弘美 ４３０－ ６ 〃 クビ １７５．９

３３ イカルストミー 牡２鹿 ５５ 武士沢友治五十嵐政則氏 根本 康広 浦河 秋場牧場 ４３２－ ２１：３７．１クビ ３１５．９�
８１２ エメラルポケット 牝２鹿 ５４ 小牧 太高橋 勉氏 土田 稔 新ひだか 坂本 春雄 ４２４－ ８ 〃 クビ １５３．８�
５６ キングスバーン 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義林 正道氏 的場 均 浦河 酒井牧場 ４７８－ ４１：３７．６３ ７９．７
６８ ル ナ 牡２芦 ５５ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 田中スタッド ４５８＋ ６１：４７．２大差 ２５．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２７，３７４，７００円 複勝： ８５，４２１，４００円 枠連： １１，５７８，８００円

馬連： ４８，５１７，３００円 馬単： ４７，２９３，７００円 ワイド： ２３，０５２，１００円

３連複： ５３，４３５，９００円 ３連単： １３３，７０１，１００円 計： ４３０，３７５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � ４３０円 � ２４０円 枠 連（５－８） １，１００円

馬 連 �� １，１００円 馬 単 �� １，２１０円

ワ イ ド �� ５２０円 �� ２６０円 �� １，０７０円

３ 連 複 ��� １，９２０円 ３ 連 単 ��� ５，９８０円

票 数

単勝票数 計 ２７３７４７ 的中 � １７８６４４（１番人気）
複勝票数 計 ８５４２１４ 的中 � ６０７０５６（１番人気）� １７２６５（６番人気）� ３８６１０（４番人気）
枠連票数 計 １１５７８８ 的中 （５－８） ７７８１（５番人気）
馬連票数 計 ４８５１７３ 的中 �� ３２７１５（４番人気）
馬単票数 計 ４７２９３７ 的中 �� ２８９３８（４番人気）
ワイド票数 計 ２３０５２１ 的中 �� １０５９２（４番人気）�� ２５９６８（３番人気）�� ４６９９（１４番人気）
３連複票数 計 ５３４３５９ 的中 ��� ２０６１８（７番人気）
３連単票数 計１３３７０１１ 的中 ��� １６５０５（１７番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．２―１１．６―１２．３―１２．５―１１．８―１１．４―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．１―３５．７―４８．０―１：００．５―１：１２．３―１：２３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３５．３
３ ８（２，６）１２（９，１１）（１，５）（３，４）７－１０ ４ ８，６（２，１２）（９，１１）（１，５）４，３（７，１０）

勝馬の
紹 介

オコレマルーナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Woodman デビュー ２０１１．１０．９ 東京３着

２００９．３．２生 牡２青鹿 母 ラスリングカプス 母母 Fieldy ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔調教再審査〕 ルナ号は，４コーナーで外側に逃避したことついて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルナ号は，平成２３年１２月１２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。

３２０２８１１月１２日 晴 稍重 （２３東京５）第３日 第４競走 ��２，０００�サラブレッド系２歳
発走１１時２０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

２：０１．３
１：５９．９

良

良

５６ ステアトゥヘヴン 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ５２０ ―２：０４．５ ９．９�

３３ ベルウッドホルン 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝鈴木 照雄氏 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド ４７８ ― 〃 クビ ２７．９�
２２ ダノンゴールド 牡２黒鹿５５ 横山 典弘�ダノックス 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５３８ ―２：０４．６クビ ２．３�
４５ イキシアグレイド 牡２青鹿５５ 柴田 善臣�川島牧場 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４６８ ―２：０４．９１� １６．２�
６９ キ ン ラ ン 牡２栗 ５５ F．ベリー 熊谷 貴之氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８６ ―２：０５．３２� ２．８�

（愛）

４４ シュピッツェ 牝２鹿 ５４ 小牧 太吉田 照哉氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４４４ ―２：０５．５１� １５．０	
７１１ シャイボーイ 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹松田 整二氏 田島 俊明 平取 びらとり牧場 ４７８ ―２：０５．８１� １４．１

１１ クレバーシリウス 牡２鹿 ５５ 丸山 元気田� 正明氏 加藤 和宏 浦河 山本牧場 ４３２ ― 〃 アタマ ６１．９�
５７ サムライソード 牡２栗 ５５ 三浦 皇成山上 和良氏 新開 幸一 新冠 北星村田牧場 ４７２ ―２：０６．０１� ３１．８
８１３ ス コ ー ル 牡２鹿 ５５ 吉田 豊吉田 喬氏 鹿戸 雄一 日高 白井牧場 B４７４ ―２：０６．６３� １０３．０�
６８ マスターベスト 牡２鹿 ５５ 武士沢友治白井 岳氏 高柳 瑞樹 日高 白井牧場 ４６８ ―２：０６．８１ １５３．６�
８１２ フランチャイズ 牡２栗 ５５ 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム ４９０ ―２：０７．２２� １９．３�
７１０ マストゴーオン 牡２鹿 ５５ 浜中 俊石川 達絵氏 小笠 倫弘 日高 木村牧場 ４９６ ―２：０９．２大差 ５３．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １７，６３６，４００円 複勝： ２４，８７３，０００円 枠連： １１，６６９，４００円

馬連： ４１，２３３，３００円 馬単： ３１，０６９，７００円 ワイド： １７，１７５，７００円

３連複： ４５，３７２，２００円 ３連単： ８２，２３９，８００円 計： ２７１，２６９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９９０円 複 勝 � ２６０円 � ５００円 � １４０円 枠 連（３－５） ７，０７０円

馬 連 �� １０，２９０円 馬 単 �� １９，１６０円

ワ イ ド �� ２，５１０円 �� ４８０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� ５，８７０円 ３ 連 単 ��� ６７，２２０円

票 数

単勝票数 計 １７６３６４ 的中 � １４０４９（３番人気）
複勝票数 計 ２４８７３０ 的中 � ２２５１１（３番人気）� ９５０６（８番人気）� ７０６９２（１番人気）
枠連票数 計 １１６６９４ 的中 （３－５） １２１９（２０番人気）
馬連票数 計 ４１２３３３ 的中 �� ２９６０（２４番人気）
馬単票数 計 ３１０６９７ 的中 �� １１９７（４５番人気）
ワイド票数 計 １７１７５７ 的中 �� １５６８（２６番人気）�� ９５１８（２番人気）�� ５４６１（１１番人気）
３連複票数 計 ４５３７２２ 的中 ��� ５７０７（１６番人気）
３連単票数 計 ８２２３９８ 的中 ��� ９０３（１９５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．３―２５．３―３７．９―５０．９―１：０４．０―１：１７．１―１：３０．３―１：４１．８―１：５２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．４―３F３４．２

３ ６，２，１１（５，７，１２，３）（１，４，９，１３，１０）８
２
４

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

勝馬の
紹 介

ステアトゥヘヴン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Machiavellian 初出走

２００９．２．２７生 牡２鹿 母 ヘヴンリーソング 母母 Heavenly Music １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔その他〕 マストゴーオン号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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。



３２０２９１１月１２日 晴 重 （２３東京５）第３日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１２時１５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

１：３６．９
１：３６．９

不良

不良

７９ ジョーオリオン 牡２栗 ５５ 吉田 豊上田けい子氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 ４５６ ―１：３９．６ ２．５�

５５ エスペランサシチー 牡２芦 ５５ 石橋 脩 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 千代田牧場 ４８８ ―１：４０．９８ １３．４�
７８ グリーンボウル 牡２鹿 ５５ 鈴来 直人玉腰 勇吉氏 矢野 英一 浦河 三嶋牧場 ４４４ ―１：４１．２２ １３０．２�
４４ キングザブルース 牡２栗 ５５ 浜中 俊西浦 和男氏 土田 稔 浦河 丸幸小林牧場 ４７４ ―１：４１．３� ４１．３�
３３ ヴィサージュ 牡２栗 ５５ F．ベリー ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ５１０ ―１：４１．５１� ３．４�

（愛）

２２ レオキングダム 牡２鹿 ５５ 田中 勝春田中 博之氏 岩戸 孝樹 青森 ワールドファーム ４７０ ―１：４１．８２ ５．９�
６６ ロゼクリスタル 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信ディアレスト 斎藤 誠 日高 タバタファーム ４９６ ―１：４２．０１� ７．３	
８１１ ドリームパイソン 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝セゾンレースホース� 高橋 祥泰 平取 協栄組合 ４７４ ―１：４２．５３ ２９．９

６７ ディアエボニー 牝２青鹿５４ 蛯名 正義ディアレスト 石栗 龍彦 新ひだか 八田ファーム ４３０ ― 〃 クビ ３２．８�
８１０ エフケーゴッド 牡２鹿 ５５ 柴田 大知布施 貞夫氏 本間 忍 新ひだか 神垣 道弘 ５０８ ―１：４２．７１ １０３．０�
１１ エストボヌール 牡２鹿 ５５ 江田 照男橋川 欣司氏 本間 忍 新冠 辻 和明 ４９０ ―１：４２．８� １４．０

（１１頭）

売 得 金

単勝： １６，０５７，８００円 複勝： ２３，９３７，５００円 枠連： ９，９９０，０００円

馬連： ３８，４３２，２００円 馬単： ２９，８２８，９００円 ワイド： １５，６７０，４００円

３連複： ４４，７５５，１００円 ３連単： ９２，２１５，７００円 計： ２７０，８８７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � ３２０円 � １，９３０円 枠 連（５－７） ２，１２０円

馬 連 �� １，９７０円 馬 単 �� ２，８１０円

ワ イ ド �� ６８０円 �� ５，７００円 �� １０，０００円

３ 連 複 ��� ８５，３５０円 ３ 連 単 ��� ２８０，０７０円

票 数

単勝票数 計 １６０５７８ 的中 � ５１８３１（１番人気）
複勝票数 計 ２３９３７５ 的中 � ７７５０８（１番人気）� １６１３７（５番人気）� ２１２２（１０番人気）
枠連票数 計 ９９９００ 的中 （５－７） ３４９０（８番人気）
馬連票数 計 ３８４３２２ 的中 �� １４４１４（８番人気）
馬単票数 計 ２９８２８９ 的中 �� ７８４３（１１番人気）
ワイド票数 計 １５６７０４ 的中 �� ６１２３（７番人気）�� ６５５（３６番人気）�� ３７１（４３番人気）
３連複票数 計 ４４７５５１ 的中 ��� ３８７（９２番人気）
３連単票数 計 ９２２１５７ 的中 ��� ２４３（４０３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．２―３６．２―４８．４―１：０１．３―１：１４．１―１：２６．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョーオリオン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ジェイドロバリー 初出走

２００９．３．１４生 牡２栗 母 フミノアンタレス 母母 ザ カ リ フ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 レオキングダム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３０，０００円。（１１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。

３２０３０１１月１２日 晴 良 （２３東京５）第３日 第６競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１２時４５分（番組第７競走を順序変更） （芝・左）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５５�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

２：２２．１
２：２２．１

良

良

１１ ノ ー ス テ ア �３栗 ５５ 三浦 皇成山本 英俊氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ５３４－ ４２：２６．６ ８．３�

３３ カノンコード 牡５芦 ５７ 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５１０－ ８２：２６．８１� ８．１�
６６ 	 ミッションモード 牡４栗 ５７ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 T. Yoshida ４８８－ ６２：２７．０１
 ５．６�
８８ ヴァーゲンザイル 牡３黒鹿５５ 吉田 豊 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム ４６６± ０２：２７．１
 １．８�
２２ ブレーブビスティー 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信備前島敏子氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 ４８４－ ２２：２７．２� ７．８�
７７ � レオプログレス 牡６青 ５７ 江田 照男�レオ 平井 雄二 様似 清水 誠一 ４５４－ ６２：２７．３
 ２５．１	
４４ コスモエンペラー 牡４栗 ５７ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新ひだか 米田牧場 ５１２＋ ６２：２７．４
 １６．７

５５ ジェイケイラン 牝５黒鹿５５ 石橋 脩小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム ５１２－ ８２：２８．１４ １９．４�

（８頭）

売 得 金

単勝： ２４，７４８，３００円 複勝： ７２，１００，９００円 枠連： 発売なし

馬連： ５３，９０３，１００円 馬単： ３８，４７７，４００円 ワイド： ２２，４９０，４００円

３連複： ５３，００６，５００円 ３連単： １３５，８３４，４００円 計： ４００，５６１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８３０円 複 勝 � ４３０円 � ４９０円 � ２９０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ３，３５０円 馬 単 �� ６，２８０円

ワ イ ド �� ８１０円 �� ７１０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� ４，６７０円 ３ 連 単 ��� ３５，７４０円

票 数

単勝票数 計 ２４７４８３ 的中 � ２３５５８（５番人気）
複勝票数 計 ７２１００９ 的中 � ４３５６７（４番人気）� ３６８７９（５番人気）� ７２４６５（２番人気）
馬連票数 計 ５３９０３１ 的中 �� １１９１０（１３番人気）
馬単票数 計 ３８４７７４ 的中 �� ４５２３（２４番人気）
ワイド票数 計 ２２４９０４ 的中 �� ６７９１（１１番人気）�� ７８３５（１０番人気）�� ９４２０（６番人気）
３連複票数 計 ５３００６５ 的中 ��� ８３９４（２０番人気）
３連単票数 計１３５８３４４ 的中 ��� ２８０５（１２０番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．７―１２．１―１２．６―１２．６―１２．２―１２．６―１２．４―１１．８―１１．３―１１．７―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．０―２４．７―３６．８―４９．４―１：０２．０―１：１４．２―１：２６．８―１：３９．２―１：５１．０―２：０２．３―２：１４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．６
１
３
６－３，１，７，４，８－２－５
６－３，４－７，８－１，２，５

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ノ ー ス テ ア �

父 ゼンノロブロイ �


母父 Silver Hawk デビュー ２０１０．１０．１０ 東京５着

２００８．３．５生 �３栗 母 ム ガ ー ル 母母 ム ガ メ ー ル ６戦３勝 賞金 ２８，５１０，０００円
〔制裁〕 カノンコード号の騎手川田将雅は，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。（６番への進路影響）



３２０３１１１月１２日 晴 重 （２３東京５）第３日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時１５分（番組第６競走を順序変更） （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

１１ マスターソムリエ 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４８６＋ ８１：３７．６ ４．６�

３４ ワンダースピンドル 牡３黒鹿５６ 浜中 俊山本 信行氏 小崎 憲 新ひだか 米田牧場 ４８６＋ ２１：３７．８１ ７．０�
６９ ダテノスイミー 牡４栗 ５７ 蛯名 正義関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 ４３０＋ ２ 〃 クビ １７．９�
４５ ラッシュザワーク 牡４栗 ５７ 川田 将雅 �グリーンファーム二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４９４± ０１：３８．６５ ４１．３�
６１０ シーズンズベスト 牝４青鹿５５ 横山 典弘 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４９０＋ ６１：３９．３４ ２．６�
７１２ エ ン ブ リ オ 牡５鹿 ５７ 大庭 和弥上野 直樹氏 清水 英克 新ひだか 藤井 益美 ４８６－ ２１：３９．５１� １３．０	
８１３ ディーエスコンドル 牡３鹿 ５６ 丸山 元気秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 ４６０＋ ２１：３９．６� ４．１

７１１	 サ ト シ ッ ク 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹小林けい子氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ５１２－ ２１：３９．７クビ １１９．１�
４６ サツマノホシ 牡３栗 ５６ 江田 照男古賀 和夫氏 牧 光二 鹿児島 新保 孝一 ４７６＋ ２１：３９．８
 ９０．３�
５７ �	 シベリアンアロー 牡５栗 ５７ 田辺 裕信藤田 在子氏 矢野 英一 米 G. Watts

Humphrey, Jr. ４７４＋２４１：４０．３３ ９３．２
２２ 	 モンテムーン 牡４鹿 ５７ 武士沢友治毛利 喜昭氏 武市 康男 日高 下河辺牧場 ５３２± ０１：４０．４
 ３０２．３�
３３ チタニウムヘッド 牡４芦 ５７ 後藤 浩輝 �グリーンファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム ４９２＋１０１：４０．７１
 １９７．４�
５８ ベ リ ア ル 牡３栗 ５６ F．ベリー 田原 邦男氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４４４＋ ６１：４１．４４ １３．５�

（愛）

８１４	 ワイルドジョイ 牡４鹿 ５７ 松岡 正海竹内 昭二氏 小島 茂之 新ひだか 三石ファーム ４４６＋１０１：４２．３５ ２６４．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２３，０９２，９００円 複勝： ３６，４９５，２００円 枠連： １５，７１４，１００円

馬連： ６２，３２３，１００円 馬単： ３７，５２７，０００円 ワイド： ２３，９１６，１００円

３連複： ６５，８７８，０００円 ３連単： １２０，３５６，６００円 計： ３８５，３０３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １７０円 � ２１０円 � ２８０円 枠 連（１－３） １，４７０円

馬 連 �� １，３３０円 馬 単 �� ２，５９０円

ワ イ ド �� ５１０円 �� ９４０円 �� ９４０円

３ 連 複 ��� ４，４８０円 ３ 連 単 ��� ２５，１１０円

票 数

単勝票数 計 ２３０９２９ 的中 � ３９６７４（３番人気）
複勝票数 計 ３６４９５２ 的中 � ６４６０７（３番人気）� ４６５３８（４番人気）� ３０５５８（５番人気）
枠連票数 計 １５７１４１ 的中 （１－３） ７９０２（８番人気）
馬連票数 計 ６２３２３１ 的中 �� ３４６２３（５番人気）
馬単票数 計 ３７５２７０ 的中 �� １０６９８（１０番人気）
ワイド票数 計 ２３９１６１ 的中 �� １２３５９（６番人気）�� ６１４１（１３番人気）�� ６１４０（１４番人気）
３連複票数 計 ６５８７８０ 的中 ��� １０８５７（１９番人気）
３連単票数 計１２０３５６６ 的中 ��� ３５３８（８９番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．２―１２．２―１２．７―１２．４―１２．６―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．３―３４．５―４６．７―５９．４―１：１１．８―１：２４．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マスターソムリエ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー ２００９．１１．２９ 東京４着

２００７．５．６生 牡４鹿 母 ヴァインドレッサー 母母 ヴァイオレットラブ １６戦２勝 賞金 ３５，７４０，０００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。

３２０３２１１月１２日 晴 良 （２３東京５）第３日 第８競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時４５分 （芝・左）

牝，１０００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�
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

１：５６．１
１：５６．１

良

良

７９ マイネオーチャード 牝３栗 ５３ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ムラカミファーム ４４８＋ ２２：００．６ ９．８�

４４ ア カ リ 牝５栗 ５５ 江田 照男山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 静内 矢野牧場 B４５４＋ ６２：００．８１� ３９．０�
１１ マリアヴェロニカ 牝３黒鹿５３ 石橋 脩 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４４２± ０ 〃 ハナ ３．０�
５５ アフォリズム 牝３鹿 ５３ 川田 将雅 H.R.H．プリンセス・ハヤ 荒川 義之 新ひだか 藤沢牧場 ４４６－ ６２：０１．０１� ２１．７�
８１１ コスモバタフライ 牝３黒鹿５３ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 小河 豊水 ４５８± ０ 〃 クビ ４．３�
３３ タイキエイワン 牝４黒鹿５５ 田辺 裕信�大樹ファーム 田中 章博 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４５６± ０２：０１．１� １３．４	
８１２ ビコーペグー 牝４黒鹿５５ F．ベリー �レジェンド 堀井 雅広 新ひだか 山口 修二 ４７６± ０２：０１．２� １１．２


（愛）

６８ ハーマジェスティ 牝６鹿 ５５
５２ ▲杉原 誠人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 静内 橋本牧場 B５０８＋ ２２：０１．３クビ ８９．０�
６７ サクセスシルエット 牝３鹿 ５３ 蛯名 正義�嶋 哲氏 久保田貴士 浦河 有限会社

吉田ファーム ４１２＋１０２：０１．５１� ７．６�
７１０ チェルカトローバ 牝４鹿 ５５ 丸山 元気近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム B４４８＋ ８２：０１．７１� １０７．８
２２ ダンサーズブロンド 牝５栗 ５５

５２ ▲嶋田 純次 �グリーンファーム 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ４１６＋ ２２：０１．８� ２０４．０�
５６ � ペンテシレイア 牝４黒鹿５５ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム ５１６± ０２：０２．４３� ５．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２５，９０６，１００円 複勝： ３９，９１３，４００円 枠連： １７，８９６，１００円

馬連： ６９，５７２，４００円 馬単： ４３，１５８，３００円 ワイド： ２６，３３１，９００円

３連複： ７２，９５２，８００円 ３連単： １３９，１０７，８００円 計： ４３４，８３８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９８０円 複 勝 � ２９０円 � ９３０円 � １６０円 枠 連（４－７） ２０，２３０円

馬 連 �� ２１，５４０円 馬 単 �� ３７，２１０円

ワ イ ド �� ４，２４０円 �� ５１０円 �� ２，３６０円

３ 連 複 ��� １７，５２０円 ３ 連 単 ��� １６９，４１０円

票 数

単勝票数 計 ２５９０６１ 的中 � ２０８５５（５番人気）
複勝票数 計 ３９９１３４ 的中 � ３４７１７（５番人気）� ８３７８（９番人気）� ９１７２８（１番人気）
枠連票数 計 １７８９６１ 的中 （４－７） ６５３（２４番人気）
馬連票数 計 ６９５７２４ 的中 �� ２３８４（３５番人気）
馬単票数 計 ４３１５８３ 的中 �� ８５６（６７番人気）
ワイド票数 計 ２６３３１９ 的中 �� １４５０（３３番人気）�� １３８６４（４番人気）�� ２６４７（２８番人気）
３連複票数 計 ７２９５２８ 的中 ��� ３０７４（５５番人気）
３連単票数 計１３９１０７８ 的中 ��� ６０６（４１０番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．９―１１．２―１２．０―１２．３―１２．４―１２．６―１１．５―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．８―３６．０―４８．０―１：００．３―１：１２．７―１：２５．３―１：３６．８―１：４８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネオーチャード �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２０１０．１１．７ 東京４着

２００８．４．１２生 牝３栗 母 シルキーヴェルジェ 母母 ザ ン ゼ ９戦３勝 賞金 ２４，８００，０００円
〔制裁〕 マリアヴェロニカ号の騎手石橋脩は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（５番・１１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。



３２０３３１１月１２日 晴 重 （２３東京５）第３日 第９競走 ��
��２，１００�

あ か ふ じ

赤富士ステークス
発走１４時２０分 （ダート・左）

３歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００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

６１２ ソリタリーキング 牡４黒鹿５７ 川田 将雅 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４５８－ ８２：１０．３ ３．３�

４８ トーセンアレス 牡４鹿 ５７ 横山 典弘島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム ４７６＋ ８２：１０．６２ ８．７�
８１５ リバティバランス 牡４黒鹿５７ F．ベリー 吉田 千津氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B５４８＋ ４２：１０．７� ５．３�

（愛）

４７ タ ナ ト ス 牡３黒鹿５５ 小牧 太榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４４６－ ６２：１０．８クビ １６．７�
２３ ゴールデンチケット 牡５黒鹿５７ 後藤 浩輝 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４９８＋ ４２：１１．１１� ３．５�
５９ ド ッ ト コ ム 牡６鹿 ５７ 蛯名 正義青山 洋一氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４８２＋ ２２：１１．２� ３４．６	
１２ ベルモントガリバー 牡５鹿 ５７ 田中 勝春 �ベルモントファーム 古賀 史生 新冠 ベルモント

ファーム ５１８＋ ２２：１１．３� ３６３．７

１１ チュウワブロッサム 牝４鹿 ５５ 松岡 正海中西 忍氏 大久保龍志 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４７２－ ２２：１１．４クビ １５．１�
７１３ エナージバイオ 牡６栗 ５７ 大庭 和弥バイオ� 梅田 智之 門別 日高大洋牧場 ４６０－ ８２：１１．６１� ２２１．３
６１１	 アストレーション 牡５栗 ５７ 柴田 善臣広尾レース� 二ノ宮敬宇 米 Tower

Bloodstock ４９８－ ２２：１１．８１� ９．７�
２４ インフィニットエア 
５黒鹿５７ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８＋ ４２：１２．２２� ３４．１�
３５ 	 ヒシパーフェクト 牡５鹿 ５７ 浜中 俊阿部雅一郎氏 久保田貴士 米 Thomas L.

Nichols ４７６＋ ４２：１２．４１� １２３．４�
８１６ ドリームリバイバル 牡６栗 ５７ 中谷 雄太セゾンレースホース� 畠山 重則 新冠 オリエント牧場 ４８０－ ２２：１２．６１ ３７．５�
３６ エ ジ ソ ン 牡５栗 ５７ 石橋 脩重松 國建氏 鹿戸 雄一 日高 横井 哲 ５２８－１０２：１３．２３� ７８．７�
５１０ ワーズワース 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信池谷 誠一氏 大竹 正博 むかわ 上水牧場 ４９２＋ ８２：１３．４１� １５１．１�
７１４ レ ッ ド ア イ 
５栗 ５７ 丸山 元気 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４７６＋１８２：１４．６７ １０６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，４８４，７００円 複勝： ６２，４３６，１００円 枠連： ３０，９２４，７００円

馬連： １１７，２８４，３００円 馬単： ６５，１４３，４００円 ワイド： ４２，５０８，９００円

３連複： １２７，８９９，６００円 ３連単： ２３０，９５６，３００円 計： ７１２，６３８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １５０円 � ２７０円 � １９０円 枠 連（４－６） ７２０円

馬 連 �� １，６９０円 馬 単 �� ２，９８０円

ワ イ ド �� ６７０円 �� ３６０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� ２，９９０円 ３ 連 単 ��� １６，６４０円

票 数

単勝票数 計 ３５４８４７ 的中 � ８６５４５（１番人気）
複勝票数 計 ６２４３６１ 的中 � １４３１８２（１番人気）� ４９４９０（５番人気）� ８８１０２（３番人気）
枠連票数 計 ３０９２４７ 的中 （４－６） ３２０３６（３番人気）
馬連票数 計１１７２８４３ 的中 �� ５１３９７（６番人気）
馬単票数 計 ６５１４３４ 的中 �� １６１４４（１０番人気）
ワイド票数 計 ４２５０８９ 的中 �� １５３１９（７番人気）�� ３２０６０（２番人気）�� １０８７１（９番人気）
３連複票数 計１２７８９９６ 的中 ��� ３１６５７（６番人気）
３連単票数 計２３０９５６３ 的中 ��� １０２４６（３９番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．７―１２．４―１２．６―１２．６―１２．７―１２．５―１１．９―１２．０―１２．３―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１８．８―３１．２―４３．８―５６．４―１：０９．１―１：２１．６―１：３３．５―１：４５．５―１：５７．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ソリタリーキング �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１２．６ 阪神１着

２００７．４．１１生 牡４黒鹿 母 スカーレットレディ 母母 スカーレットローズ １３戦５勝 賞金 ９１，０９６，０００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 スギノブレイド号
※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。

３２０３４１１月１２日 曇 良 （２３東京５）第３日 第１０競走 ��
��１，４００�パラダイスステークス

発走１４時５５分 （芝・左）

３歳以上，２２．１１．１３以降２３．１１．６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 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．８
１：１９．０

良

良

４６ トライアンフマーチ 牡５鹿 ５７．５ 川田 将雅 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４７２－１０１：２２．０ ３．８�

６９ アンシェルブルー 牝４黒鹿５４ 田中 勝春矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 ４５２± ０１：２２．１� ６．６�
７１１ コスモセンサー 牡４栗 ５６ F．ベリー �ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 川越ファーム ５０８± ０ 〃 アタマ １９．１�

（愛）

８１４� オセアニアボス 牡６青鹿５７ 石橋 脩�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry
Hill Stud ４９８± ０ 〃 クビ ４．１�

５７ � レジェトウショウ 牝５栗 ５２ 浜中 俊トウショウ産業� 阿部 新生 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４８２－ ８１：２２．２クビ １１．９�
５８ フォーエバーマーク 牝３鹿 ５３ 三浦 皇成青山 洋一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４９８＋１０ 〃 クビ ８．１	
４５ ガ ル ボ 牡４青 ５７ 藤田 伸二石川 一義氏 清水 英克 様似 �村 伸一 ４７０＋２４１：２２．４１	 １１．５

１１ トゥニーポート 牝４黒鹿５３ 田辺 裕信�ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 ４６６＋ ４１：２２．５� １５．２�
３４ ラインブラッド 牡５栗 ５５ 松岡 正海大澤 繁昌氏 領家 政蔵 静内 シンボリ牧場 ５０６± ０１：２２．６� ２３．０�
８１３ クリアンサス 牝３鹿 ５１ 横山 典弘 �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２＋ ８ 〃 クビ １８．３
７１２ ニシノステディー 牝３栗 ５１ 吉田 豊西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４７６－ ６１：２２．７クビ ２７．０�
６１０� フライングアップル 
７鹿 ５４ 杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 McKee Sta-

bles, Inc. ５１０＋ ４ 〃 アタマ １６３．９�
２２ ショウナンアルバ 牡６鹿 ５５ 蛯名 正義国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ５００－１０１：２３．５５ ３３．２�
３３ ホクトスルタン 牡７芦 ５６ 柴田 善臣布施壽賀子氏 田中 剛 三石 ダイイチ牧場 ５０４± ０ 〃 クビ ７８．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４３，３２５，５００円 複勝： ７２，３６３，８００円 枠連： ３３，５８７，４００円

馬連： １５６，７７５，８００円 馬単： ８１，５０７，２００円 ワイド： ５５，０８６，５００円

３連複： １７３，２０７，７００円 ３連単： ３０８，５６７，８００円 計： ９２４，４２１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １８０円 � ２１０円 � ４８０円 枠 連（４－６） ８８０円

馬 連 �� １，３００円 馬 単 �� ２，１２０円

ワ イ ド �� ５００円 �� １，１６０円 �� １，５４０円

３ 連 複 ��� ８，７１０円 ３ 連 単 ��� ３３，３９０円

票 数

単勝票数 計 ４３３２５５ 的中 � ９１５６６（１番人気）
複勝票数 計 ７２３６３８ 的中 � １２４１０４（２番人気）� ９６０２２（３番人気）� ３１８５６（９番人気）
枠連票数 計 ３３５８７４ 的中 （４－６） ２８３４１（４番人気）
馬連票数 計１５６７７５８ 的中 �� ８９２３０（３番人気）
馬単票数 計 ８１５０７２ 的中 �� ２８５０３（３番人気）
ワイド票数 計 ５５０８６５ 的中 �� ２９５９５（３番人気）�� １１４５０（１３番人気）�� ８４１９（２１番人気）
３連複票数 計１７３２０７７ 的中 ��� １４６８８（２９番人気）
３連単票数 計３０８５６７８ 的中 ��� ６８２２（８６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．８―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４F４６．１―３F３３．９
３ ８（１，１３）１１，３，１２（２，５，１４）７（４，６）（９，１０） ４ ８－１３（１，１１）（３，５，１２）（２，７，１４）（４，６）（９，１０）

勝馬の
紹 介

トライアンフマーチ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００９．１．２５ 京都２着

２００６．４．１１生 牡５鹿 母 キョウエイマーチ 母母 インターシャルマン １６戦３勝 賞金 １７１，６９６，０００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。



３２０３５１１月１２日 曇 良 （２３東京５）第３日 第１１競走 ��
��１，４００�第４７回京王杯２歳ステークス（ＧⅡ）

発走１５時３０分 （芝・左）

２歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
京王電鉄株式会社賞（１着）

賞 品
本 賞 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ５１８，０００円 １４８，０００円 ７４，０００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

１：２１．４
１：２０．３

良

良

５７ レオアクティブ 牡２栗 ５５ 横山 典弘田中 博之氏 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 ４４８－１４１：２２．１ １５．４�

３３ サドンストーム 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹 H.H．シェイク・ハムダン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７０＋１６１：２２．３１� ３６．０�

３４ オ リ ー ビ ン 牡２栗 ５５ 小牧 太吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４６２－２４１：２２．４� ９．２�
８１４ モンストール 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 村下農場 ４６４± ０１：２２．６１� １．６�
２２ コスモアンドロメダ 牝２黒鹿５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 コスモヴューファーム ４４４＋ ２１：２２．７� １０１．１�
１１ ナイスヘイロー 牡２青鹿５５ 藤田 伸二菅藤 宗一氏 昆 貢 浦河 野表 俊一 ４５４± ０１：２２．８� ２４．７�
７１２ ダイワインスパイア 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 田上 稔 ４６４－ ４１：２２．９� ７．８	
４５ 	 ゲ ン テ ン 牡２黒鹿５５ 蛯名 正義林 正道氏 矢作 芳人 米 Carol Ham-

mersmith ４９０± ０１：２３．１１ ６．８

７１１ ネオヴァンクル 牡２栗 ５５ 浜中 俊小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５０６＋ ８ 〃 クビ ２１．１�
６９ ロッソコルサ 牡２栗 ５５ F．ベリー 大久保和夫氏 矢野 英一 新ひだか 静内酒井牧場 ４４２＋１０１：２３．２クビ １２４．３�

（愛）

８１３	 エーシンブラスター 牡２黒鹿５５ 川田 将雅栄進堂 大久保龍志 米 Machmer
Hall ４８４± ０ 〃 クビ ３０．６�

５８ 
 キングクリチャン 牡２栗 ５５ 丸山 元気栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 ４７４± ０１：２３．３� ４１３．７�
６１０
 ターコイズクラウド 牝２鹿 ５４ 武士沢友治栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 碧雲牧場 ４２２－１０１：２４．１５ ５９０．８�
４６ ハヤブサソング 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４８０± ０１：２４．８４ ２０２．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １０３，００１，１００円 複勝： １７４，４２７，３００円 枠連： ５９，２９８，９００円

馬連： ３３５，５１６，０００円 馬単： ２１３，４６２，６００円 ワイド： １１０，１６４，３００円

３連複： ３９６，５６６，９００円 ３連単： ９０５，０１２，４００円 計： ２，２９７，４４９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５４０円 複 勝 � ４２０円 � １，０４０円 � ３９０円 枠 連（３－５） ２，５２０円

馬 連 �� １１，２７０円 馬 単 �� ２７，５４０円

ワ イ ド �� ３，０００円 �� １，１６０円 �� ２，７４０円

３ 連 複 ��� ２３，３３０円 ３ 連 単 ��� １８５，２２０円

票 数

単勝票数 計１０３００１１ 的中 � ５２９８２（５番人気）
複勝票数 計１７４４２７３ 的中 � １１３８７９（５番人気）� ４０３４９（８番人気）� １２４５０９（４番人気）
枠連票数 計 ５９２９８９ 的中 （３－５） １７３７０（１１番人気）
馬連票数 計３３５５１６０ 的中 �� ２１９７３（３２番人気）
馬単票数 計２１３４６２６ 的中 �� ５７２１（６０番人気）
ワイド票数 計１１０１６４３ 的中 �� ８９２５（３１番人気）�� ２４０６９（１３番人気）�� ９７７９（２７番人気）
３連複票数 計３９６５６６９ 的中 ��� １２５５０（６３番人気）
３連単票数 計９０５０１２４ 的中 ��� ３６０６（４０４番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１１．８―１２．２―１１．５―１１．２―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．５―３５．３―４７．５―５９．０―１：１０．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レオアクティブ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 オペラハウス デビュー ２０１１．６．２５ 中山３着

２００９．２．２２生 牡２栗 母 レオソレイユ 母母 ホマレノプリンセス ６戦２勝 賞金 ５５，８５４，０００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。

３２０３６１１月１２日 曇 重 （２３東京５）第３日 第１２競走 ��
��１，３００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時０５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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

７１４ ファンドリカップ 牡５芦 ５７ 勝浦 正樹水戸眞知子氏 高橋 義忠 浦河 有限会社
松田牧場 ４９２－１０１：１７．９ １０．４�

６１２ ゴールドバシリスク 牡４鹿 ５７ 丸山 元気居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム ４９８－ ２１：１８．４３ １．９�
３５ トウカイレジーナ 牝４鹿 ５５ 石橋 脩内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 ４３８－１０１：１８．５クビ ４．６�
１２ トーセンディケム 牡５鹿 ５７ 江田 照男島川 �哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B４７０－１２１：１８．６� １３９．４�
２３ エ ス カ ー ダ 牡４青鹿５７ 鈴来 直人山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 ４５８－ ４１：１８．７� ７３．５�
６１１ ケイアイクライム 牡４黒鹿５７ 吉田 豊 �啓愛義肢材料販売所 鈴木 康弘 新ひだか 佐竹 学 ５１２＋ ４１：１８．９１� ２０．５	
５９ レオカミカゼ 牡４黒鹿５７ 田中 勝春田中 博之氏 古賀 慎明 日高 若林 武雄 ４８６＋ １１：１９．０クビ＋� １３７．８

３６ パワースポット 牝３鹿 ５４ 横山 典弘�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 ４６４＋１４１：１９．１� ９．６�
５１０ ル ナ ロ ッ ソ 牝５栗 ５５ 後藤 浩輝木浪 巖氏 杉浦 宏昭 静内 西川富岡牧場 ５１８± ０１：１９．６３ ５２．９
７１３ アフィリエイト 牡５栗 ５７ 田辺 裕信青山 洋一氏 戸田 博文 白老 追分ファーム B５３４－１２ （降着） ５１．７�
８１５ マイネルセラーノス 牡４栗 ５７ F．ベリー �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム ４８４＋ １１：１９．８１� ４９．５�
（愛）

１１ メイショウボルト 牡５鹿 ５７ 浜中 俊松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 日田牧場 ４５０－ ６１：１９．９� ９５．４�
８１６ アタッキングゾーン 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣広尾レース� 二ノ宮敬宇 日高 大江牧場 ５０２＋１６１：２０．２１	 ８６．４�
４８ トウカイチャーム 牡３栗 ５６ 蛯名 正義内村 正則氏 栗田 博憲 平取 二風谷ファーム ４８６＋ ６１：２０．３� ７．７�
４７ テ ン ペ ス タ 牡３栗 ５６ 松岡 正海コウトミックレーシング 高橋 裕 浦河 大道牧場 B５１６＋ ８１：２０．８３ １２８．２�

（１５頭）
２４ スピーディセイコー 牡６鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人竹國 弘氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ４９０＋１２ （競走除外）

売 得 金

単勝： ３７，８９２，２００円 複勝： ５４，８４７，０００円 枠連： ３５，４７２，１００円

馬連： １１３，６６６，５００円 馬単： ６９，４３２，３００円 ワイド： ３９，６１２，１００円

３連複： １２０，５０９，８００円 ３連単： ２４９，２２６，７００円 計： ７２０，６５８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０４０円 複 勝 � ２１０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（６－７） ６６０円

馬 連 �� ８２０円 馬 単 �� ２，５００円

ワ イ ド �� ３２０円 �� ５４０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� １，１７０円 ３ 連 単 ��� １０，１１０円

票 数

単勝票数 差引計 ３７８９２２（返還計 １３５８） 的中 � ２８９２６（５番人気）
複勝票数 差引計 ５４８４７０（返還計 ２９２８） 的中 � ４６９３８（４番人気）� ２０９７０５（１番人気）� ８６１２１（２番人気）
枠連票数 差引計 ３５４７２１（返還計 ６７２） 的中 （６－７） ３９７１２（２番人気）
馬連票数 差引計１１３６６６５（返還計 １４７４１） 的中 �� １０２３８５（３番人気）
馬単票数 差引計 ６９４３２３（返還計 ９５１８） 的中 �� ２０５５３（９番人気）
ワイド票数 差引計 ３９６１２１（返還計 ６７７３） 的中 �� ２９６８８（３番人気）�� １５５４９（７番人気）�� ５７４０７（１番人気）
３連複票数 差引計１２０５０９８（返還計 ３１２７９） 的中 ��� ７６１３６（３番人気）
３連単票数 差引計２４９２２６７（返還計 ６２１４０） 的中 ��� １８２０９（２６番人気）

ハロンタイム ６．９―１０．５―１１．２―１１．９―１２．１―１２．１―１３．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
６．９―１７．４―２８．６―４０．５―５２．６―１：０４．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファンドリカップ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー ２００８．１２．１３ 阪神４着

２００６．４．１８生 牡５芦 母 ウルフコール 母母 ビューティーメイク ４６戦４勝 賞金 ８９，７３４，０００円
〔競走除外〕 スピーディセイコー号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。疾病〔両前肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻６分遅延。
〔降着〕 アフィリエイト号は，７位〔タイム１分１８秒９，着差クビ〕に入線したが，発走後まもなく急に内側に斜行して「ルナロッソ」号の走

行を妨害したため１０着に降着。
〔制裁〕 アフィリエイト号の騎手田辺裕信は，発走後まもなく急に内側に斜行したことについて平成２３年１１月１９日から平成２３年１１月

２７日まで騎乗停止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 スピーディセイコー号は，平成２３年１１月１３日から平成２３年１２月１２日まで出走停止。停止期間の

満了後に発走調教再審査。
※スピーディセイコー号・トウカイレジーナ号・トーセンディケム号は，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。



（２３東京５）第３日 １１月１２日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
重

競走回数 １２回 出走頭数 １５９頭 本 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

２７６，５８０，０００円
２１，８２０，０００円
１，６９０，０００円
２６，１５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５６，１７０，５００円
４，３４６，０００円
１，５７４，１００円

勝馬投票券売得金
３７９，５１３，１００円
６９１，９０５，３００円
２４７，７２９，９００円
１，１１３，４２４，５００円
７０７，７５２，２００円
４０７，５１３，９００円
１，２４６，３９５，５００円
２，５４６，４６０，４００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 ７，３４０，６９４，８００円

総入場人員 ２８，４６５名 （有料入場人員 ２６，４２７名）


