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３２０７３１１月２６日 晴 良 （２３東京５）第７日 第１競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走９時５０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

１：３６．９
１：３６．９

不良

不良

８１５ 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 ４９２＋ ２１：４０．８ １７．０�

５１０ スパークオンアイス 牝２鹿 ５４ M．デムーロ西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ２ 〃 クビ ３．５�
（伊）

４７ フジキラメキ 牝２鹿 ５４ 横山 典弘荒木 誠氏 伊藤 伸一 新ひだか 前川 正美 ４７２± ０１：４０．９クビ １５．５�
２３ 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 ５２４＋ ８ 〃 クビ ４．８�
４８ タニセンヴォイス 牝２栗 ５４ 武 豊染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４４４＋ ４ 〃 ハナ ６．２�
３５ 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± ０１：４１．２１� １３．８�
２４ 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 ４７６＋ ６１：４１．５１� ３０．４	
７１４ 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 ４２４＋ ４１：４１．６� ７４．４

５９ ポ ッ プ イ ン 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義島田 久氏 小野 次郎 日高 今井牧場 ４２４＋ ２１：４１．７� ４．９�
１２ コスモリボン 牝２栗 ５４ 三浦 皇成 �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± ０１：４１．８クビ １０．５�
８１６ サンマルダーム 牝２栗 ５４ 田中 勝春相馬 勇氏 佐藤 吉勝 むかわ 真壁 信一 ４２８－ ２１：４１．９� ６０．２
６１２ ナムラナデシコ 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一奈村 信重氏 田村 康仁 新ひだか 平野牧場 ４７８＋ ２１：４２．３２� ４８．６�
７１３ ディアエボニー 牝２青鹿５４ 大庭 和弥ディアレスト 石栗 龍彦 新ひだか 八田ファーム ４２６－ ４１：４２．４� １５１．１�
６１１ キャラメリゼ 牝２栗 ５４ 鈴来 直人有限会社シルク畠山 重則 新ひだか 畠山牧場 ４５０－ ６１：４２．６� ３０７．３�
３６ スカイアート 牝２栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次�大樹ファーム 伊藤 圭三 大樹 大樹ファーム ４５８＋ ２１：４２．９２ １０８．０�
１１ ローズフラッシュ 牝２鹿 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 ４６８＋ ６１：４３．６４ １７０．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，９５９，３００円 複勝： ３０，７２０，９００円 枠連： １２，１３１，２００円

馬連： ４２，６２８，０００円 馬単： ２７，９０５，９００円 ワイド： １８，８４４，４００円

３連複： ５５，６６７，８００円 ３連単： ８３，５６９，９００円 計： ２８５，４２７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７００円 複 勝 � ４９０円 � １５０円 � ３６０円 枠 連（５－８） １，５３０円

馬 連 �� ２，６１０円 馬 単 �� ７，７００円

ワ イ ド �� ９７０円 �� ２，７９０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ９，３４０円 ３ 連 単 ��� ７１，６４０円

票 数

単勝票数 計 １３９５９３ 的中 � ６５０５（８番人気）
複勝票数 計 ３０７２０９ 的中 � １２８７５（８番人気）� ７９４３３（１番人気）� １８７９２（５番人気）
枠連票数 計 １２１３１２ 的中 （５－８） ５８５２（６番人気）
馬連票数 計 ４２６２８０ 的中 �� １２０６３（９番人気）
馬単票数 計 ２７９０５９ 的中 �� ２６７８（３３番人気）
ワイド票数 計 １８８４４４ 的中 �� ４８０９（１１番人気）�� １５８２（３２番人気）�� ７７８７（７番人気）
３連複票数 計 ５５６６７８ 的中 ��� ４４０１（３３番人気）
３連単票数 計 ８３５６９９ 的中 ��� ８６１（２３１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１１．９―１３．１―１３．４―１２．８―１２．５―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．７―３５．６―４８．７―１：０２．１―１：１４．９―１：２７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５２．１―３F３８．７
３ ・（４，１０）１５（５，８）（２，３，６，９，１６）（１，１２）１４－（１３，１１）７ ４ ・（４，１０）１５（５，８）３（２，１６）（６，９）１（１４，１２）－１３，１１，７

勝馬の
紹 介

ティティカカ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ウォーニング デビュー ２０１１．１０．９ 東京５着

２００９．４．１７生 牝２栗 母 キクノトップレディ 母母 ホッコーオウカ ３戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔制裁〕 フジキラメキ号の調教師伊藤伸一は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。
※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 ダノンエレガント号・チーフザムーン号・リムーザン号
※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。

３２０７４１１月２６日 晴 良 （２３東京５）第７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

４８ ク リ ム ゾ ン 牡２鹿 ５５ M．デムーロ田原 邦男氏 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５８＋ ８１：２０．７ ９．９�

（伊）

５９ ディアワイズマン 牡２鹿 ５５ 吉田 豊ディアレスト 高橋 裕 新冠 長浜牧場 B４９４－ ４１：２１．１２� １０．１�
３５ ラ パ ー ジ ュ 牝２青鹿５４ 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム ４５４± ０１：２１．３１� ２．４�
２３ ミルクトゥース 牝２黒鹿５４ 木幡 初広三宅 勝俊氏 中川 公成 浦河 金成吉田牧場 ４７４－ ８１：２２．２５ １８７．８�
７１４ キボウダクリチャン 牝２栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 ４３８＋ ２１：２２．４１ １２．２�
１２ コンサートレディ 牝２鹿 ５４ 丸山 元気平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 ４６６－ ６１：２２．６１� ４．６�
３６ 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 ４４２－ ２１：２２．７クビ １３３．８	
１１ ラブファンディ 牡２鹿 ５５ 千葉 直人オールラブクラブ 南田美知雄 日高 坂口 豊翼 ４２６＋ ６１：２３．０１� ２８６．８

５１０ フ リ ポ ン ヌ 牝２栗 ５４ 武士沢友治�ターフ・スポート松永 康利 浦河 大北牧場 ４３６－ ４ 〃 アタマ １９．９�
８１５ 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 ５０２＋１０１：２３．１クビ ４．８
７１３ オパールキッド 牡２栗 ５５ 津村 明秀森 保彦氏 清水 久詞 新ひだか 静内白井牧場 ４４０＋ ６１：２３．２� ２２．０�
４７ サウンズファン 牝２鹿 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 畠山 重則 日高 三輪牧場 ４６２± ０ 〃 クビ ６４３．９�
２４ 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± ０１：２３．５２ ４５６．７�
６１１ フレンドブライト 牡２鹿 ５５ 的場 勇人横尾 晴人氏 清水 美波 浦河 佐々木 貴博 ４２４＋ ８１：２３．８１� ２８５．６�
８１６ ビリーヴユウ 牝２鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太コウトミックレーシング 高木 登 新冠 赤石 久夫 ４３８＋１６１：２３．９クビ ９３．３�
６１２ マイアイスパーク 牡２鹿 ５５ 鈴来 直人MYI馬主組合 小野 次郎 日高 横井 忠幸 ４７２＋ ４１：２４．１１� ３６９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，３４０，４００円 複勝： ２７，４２５，６００円 枠連： １０，６４６，８００円

馬連： ４０，７１５，４００円 馬単： ３１，５４９，５００円 ワイド： １７，５６３，４００円

３連複： ４８，３６２，０００円 ３連単： ８２，６３９，４００円 計： ２７５，２４２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９９０円 複 勝 � ３４０円 � ２３０円 � １３０円 枠 連（４－５） ２，８３０円

馬 連 �� ４，０８０円 馬 単 �� ９，０４０円

ワ イ ド �� ９９０円 �� ７００円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ４，５２０円 ３ 連 単 ��� ４０，９６０円

票 数

単勝票数 計 １６３４０４ 的中 � １３０２５（４番人気）
複勝票数 計 ２７４２５６ 的中 � １６３４０（７番人気）� ２７４９８（４番人気）� ７６０６９（１番人気）
枠連票数 計 １０６４６８ 的中 （４－５） ２７７７（１２番人気）
馬連票数 計 ４０７１５４ 的中 �� ７３７９（１８番人気）
馬単票数 計 ３１５４９５ 的中 �� ２５７７（３５番人気）
ワイド票数 計 １７５６３４ 的中 �� ４２２２（１３番人気）�� ６２４４（７番人気）�� ８７４２（５番人気）
３連複票数 計 ４８３６２０ 的中 ��� ７９１０（１８番人気）
３連単票数 計 ８２６３９４ 的中 ��� １４８９（１３１番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１８．３―３０．３―４３．２―５５．７―１：０７．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ク リ ム ゾ ン �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー ２０１１．１０．９ 東京８着

２００９．２．２７生 牡２鹿 母 スクリーマー 母母 スケアヘッドライン ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 シルクダヴィンチ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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） ２頭 コスモマチェドニア号・シャドウガーデン号
（非抽選馬） １頭 カシノモンスター号
※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。

第５回　東京競馬　第７日



３２０７５１１月２６日 晴 良 （２３東京５）第７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

２３ マイネルコランダム 牡２青鹿５５ 石橋 脩 �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 ４６２＋ ２１：３５．６ ７．２�

３６ ローズノーブル 牝２青 ５４ 武 豊 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ３９０－ ４１：３５．８１ ６．０�
１１ マイネルクリフ 牡２黒鹿５５ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 新冠 森 牧場 ４７８－ ２１：３５．９� １０４．７�
７１３ 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 ４９２＋ ２１：３６．１１ ２．３�
１２ サンリットレイク 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝吉田 勝己氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ５１２± ０ 〃 クビ ５２．０�
７１４ タイセイグルーヴィ 牡２鹿 ５５ I．メンディザバル 田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 ４６４＋ ６１：３６．２� ４．０	

（仏）

２４ 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 ４５４－ ４１：３６．６２� １７．３

８１６ 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 ４６０＋ ８１：３６．７� １１０．１�
３５ プロトリューション 牡２栗 ５５ 蛯名 正義石瀬 浩三氏 牧 光二 新ひだか 斉藤スタッド ４６２＋ ８１：３６．９１� １６．０�
４８ コスモガラサ 牡２黒鹿５５ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 高柳 瑞樹 日高 加藤牧場 ４３４＋ ４ 〃 ハナ ４４３．４
５９ ベニノエクスプレス 牡２栗 ５５ 丸山 元気�紅谷 武藤 善則 新冠 川上 悦夫 ４３８＋ ８１：３７．０� ３９．５�
５１０ ゴールウェイ 牝２鹿 ５４ 田中 勝春吉田 和美氏 栗田 徹 洞爺湖 メジロ牧場 ４４８－ ８１：３７．２１� １１８．３�
６１２ イルテアトリーノ 牝２黒鹿５４ 柴田 善臣岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 浦河 杵臼牧場 ５０８＋ ２１：３７．３� ４１９．５�
８１５ コスモウンディーネ 牝２栗 ５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新ひだか 中田 浩美 ４３４± ０１：３８．１５ １８０．４�
８１７ アサクサニッポン 牡２青 ５５ M．デムーロ田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６０－１０１：３８．４２ ２６．２�

（伊）

４７ ヒヨドリゴエ 牝２黒鹿５４ 武士沢友治村上 卓史氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４２８－ ２ 〃 ハナ ６４６．７�
６１１ リトルビッグマン 牡２鹿 ５５ 大庭 和弥山上 和良氏 新開 幸一 新ひだか 友田牧場 ４３６－ ４１：３８．９３ ５６．９�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２０，７６０，３００円 複勝： ４１，２４４，０００円 枠連： １８，７４７，０００円

馬連： ５０，０５０，１００円 馬単： ３５，８７８，３００円 ワイド： ２３，５６０，１００円

３連複： ６３，３９４，０００円 ３連単： １１０，４０１，３００円 計： ３６４，０３５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２５０円 � ２５０円 � １，８７０円 枠 連（２－３） １，０３０円

馬 連 �� ２，６７０円 馬 単 �� ６，０４０円

ワ イ ド �� ９３０円 �� ５，６２０円 �� ６，０７０円

３ 連 複 ��� ５１，７６０円 ３ 連 単 ��� ２３４，１３０円

票 数

単勝票数 計 ２０７６０３ 的中 � ２３０３３（４番人気）
複勝票数 計 ４１２４４０ 的中 � ４９０６２（３番人気）� ４８８８８（４番人気）� ４６４５（１１番人気）
枠連票数 計 １８７４７０ 的中 （２－３） １３５２６（４番人気）
馬連票数 計 ５００５０１ 的中 �� １３８６２（９番人気）
馬単票数 計 ３５８７８３ 的中 �� ４３８６（２１番人気）
ワイド票数 計 ２３５６０１ 的中 �� ６５３５（９番人気）�� １００９（４２番人気）�� ９３２（４５番人気）
３連複票数 計 ６３３９４０ 的中 ��� ９０４（１００番人気）
３連単票数 計１１０４０１３ 的中 ��� ３４８（４５３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．９―３５．８―４８．２―１：００．５―１：１２．０―１：２３．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルコランダム �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．６．１９ 阪神１０着

２００９．４．２１生 牡２青鹿 母 ダイイチシガー 母母 ダイイチルビー ３戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔制裁〕 ラトマティーナ号の調教師和田正一郎は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。
※コスモウンディーネ号は，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。

３２０７６１１月２６日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３東京５）第７日 第４競走 ３，０００�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時２０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

１１ � アサティスボーイ 牡７鹿 ６０ 穂苅 寿彦廣松 金次氏 境 征勝 新冠 八木サニー
ファーム ４５０＋ ２３：２６．７ ４．８�

３３ � ホーカーシーホーク 牡５黒鹿６０ 金子 光希石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 曾我 博 ４６６＋ ６ 〃 クビ ２６．９�
４５ ブルーマーテル 牡７栗 ６０ 五十嵐雄祐吉田喜代司氏 菅原 泰夫 砂原 岩本 五郎 B４５６－ ２３：２６．８クビ １．９�
４６ トーセンオーパス �５鹿 ６０ 横山 義行島川 �哉氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４６０＋ ２ 〃 クビ ４．７�
８１４ スーパーティチャー 牝４鹿 ５８ 大江原 圭福島 実氏 嶋田 功 日高 三輪 幸子 ４９０± ０ 〃 ハナ ３６．６�
３４ ア イ ノ カ ゼ 牡６鹿 ６０ 平沢 健治丸岡 啓一氏 鈴木 勝美 新冠 ムラカミファーム ５０６＋ ６３：２７．１１� ２７．７�
８１３ メジロサンノウ 牡３黒鹿５８ 江田 勇亮岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４６８＋ ４３：２８．２７ ２０．４	
５８ � ハ ツ ノ ボ リ 牝５栗 ５８ 山本 康志栗本 博晴氏 星野 忍 千歳 社台ファーム ４５４＋１２３：２８．３� １６６．４

６１０ アンブロークン �６青鹿６０ 蓑島 靖典広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４６８＋ ２３：２８．７２� １２５．６�
７１１ アイソトープ 牡６栗 ６０ 石神 深一 社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム ４８４－ ６３：２９．３３� １６．８�
５７ ムライチンタ 牝３栗 ５６ 柴田 大知坂田 行夫氏 上原 博之 日高 有限会社

ケイズ ４７６－ ４３：２９．４クビ １５６．９�
６９ テイエムタカシオ 牡３栗 ５８ 大庭 和弥竹園 正繼氏 加藤 和宏 新ひだか 山田牧場 ４６８＋２８３：３３．９大差 １２６．６�
２２ シャトルベクター 牡３青鹿５８ 鈴木 慶太加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 ５１０＋ ４３：３４．６４ ５１．３�
７１２ メジロオマリー 牡６黒鹿６０ 浜野谷憲尚岩� 伸道氏 奥平 雅士 洞爺 メジロ牧場 B４７２－ ２３：３５．０２� １６．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，７３２，３００円 複勝： ２０，３３１，７００円 枠連： １３，３７０，２００円

馬連： ３４，０５１，０００円 馬単： ２８，１５１，３００円 ワイド： １３，８７９，９００円

３連複： ４２，９５４，８００円 ３連単： ７７，０１３，４００円 計： ２４４，４８４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １４０円 � ３６０円 � １１０円 枠 連（１－３） ２，１９０円

馬 連 �� ４，２００円 馬 単 �� ７，３９０円

ワ イ ド �� ７８０円 �� １８０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １，４６０円 ３ 連 単 ��� １６，１００円

票 数

単勝票数 計 １４７３２３ 的中 � ２４２４４（３番人気）
複勝票数 計 ２０３３１７ 的中 � ４０８９４（２番人気）� ８２７７（６番人気）� ７２６４７（１番人気）
枠連票数 計 １３３７０２ 的中 （１－３） ４５０８（７番人気）
馬連票数 計 ３４０５１０ 的中 �� ５９８５（１１番人気）
馬単票数 計 ２８１５１３ 的中 �� ２８１３（１９番人気）
ワイド票数 計 １３８７９９ 的中 �� ３６７１（１０番人気）�� ２４２９２（１番人気）�� ６１０１（４番人気）
３連複票数 計 ４２９５４８ 的中 ��� ２１７８７（２番人気）
３連単票数 計 ７７０１３４ 的中 ��� ３５３１（４０番人気）

上り １マイル １：４６．３ ４F ５２．１－３F ３９．４
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アサティスボーイ �
�
父 ア サ テ ィ ス �

�
母父 オペラハウス

２００４．３．８生 牡７鹿 母 ホクトリベルテ 母母 スキーストーム 障害：２戦１勝 賞金 ７，３００，０００円
地方デビュー ２００６．４．２６ 門別

〔制裁〕 スーパーティチャー号の騎手大江原圭は，２周目４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１０番への進
路影響）



３２０７７１１月２６日 晴 良 （２３東京５）第７日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時１０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

１：４６．９
１：４６．６

良

良

８１７� レッドシャンクス 牡２鹿 ５５ 横山 典弘 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 愛 Robert Power
Bloodstock Ltd ５００＋ ８１：４９．５ ４．０�

５９ マイネルエクレウス 牡２鹿 ５５ I．メンディザバル �サラブレッドクラブ・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４７６＋ ２１：４９．８１� １９．７�
（仏）

３６ ロジサンデー 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか 田中 裕之 ４７２＋ ４ 〃 クビ ４０．３�
４７ コスモアマルフィ 牝２鹿 ５４ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新ひだか 中田 英樹 ４４４± ０１：４９．９� ７４．２�
２３ セイクリッドロード 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ５０８－ ４ 〃 アタマ ９６．３�
２４ キ ン ラ ン 牡２栗 ５５ 蛯名 正義熊谷 貴之氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９０＋ ４１：５０．０� ７．０	
４８ 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± ０１：５０．１クビ ３．４

６１１ ライトヴァース 牡２鹿 ５５ 津村 明秀 �社台レースホース勢司 和浩 池田 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６－ ２ 〃 クビ ３８．３�
６１２ エアロケット 牡２黒鹿５５ M．デムーロ �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４５０－ ２１：５０．２� ３．９�

（伊）

１１ マイネサムサラ 牝２鹿 ５４ A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム ４３２－ ２１：５０．４１	 ５６．１
（独）

７１５ アポロテイスト 牡２栗 ５５ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 山際牧場 ５０２＋１０ 〃 クビ １９．６�
３５ ダイメイサンデー 牡２青鹿５５ 丸山 元気宮本 孝一氏 高橋 義博 新ひだか タイヘイ牧場 ４７０＋ ４１：５０．５クビ ２５．４�
１２ ジェイケイドリーム 牝２黒鹿５４ 石橋 脩小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム ４７６＋ ２１：５０．７１� ９８．４�
５１０ ガンガンユコウゼ 牡２鹿 ５５ 吉田 豊小田切有一氏 本間 忍 新冠 アサヒ牧場 ４７０± ０１：５０．８� ５４．９�
８１８ コスモプレジデント 牡２鹿 ５５ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 安平 吉田牧場 ４５４± ０１：５０．９クビ １１０．４�
７１３ ブレイブフォース 牡２鹿 ５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 新ひだか 田湯牧場 ４８２＋ ６１：５１．３２� ５４．６�
７１４ 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 ４４６＋１２１：５１．６１� ２３２．６�
８１６ エヌチョウサン 牡２黒鹿５５ 武 豊長山 尚義氏 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 ５２８＋１４２：０１．５大差 ４３．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，４９５，１００円 複勝： ４５，５９５，０００円 枠連： １６，４９５，７００円

馬連： ５８，０９８，６００円 馬単： ３７，１１７，１００円 ワイド： ２５，３６８，２００円

３連複： ６７，８９４，６００円 ３連単： １０８，８６４，６００円 計： ３８２，９２８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １９０円 � ５６０円 � ７６０円 枠 連（５－８） ２，６５０円

馬 連 �� ５，７００円 馬 単 �� ７，６４０円

ワ イ ド �� ２，２４０円 �� ２，０９０円 �� ８，１１０円

３ 連 複 ��� ５０，５２０円 ３ 連 単 ��� ２１６，５６０円

票 数

単勝票数 計 ２３４９５１ 的中 � ４７０６０（３番人気）
複勝票数 計 ４５５９５０ 的中 � ７９５８６（３番人気）� １９３３０（６番人気）� １３４５０（９番人気）
枠連票数 計 １６４９５７ 的中 （５－８） ４６０７（１４番人気）
馬連票数 計 ５８０９８６ 的中 �� ７５３２（１６番人気）
馬単票数 計 ３７１１７１ 的中 �� ３５９０（２２番人気）
ワイド票数 計 ２５３６８２ 的中 �� ２８０７（２１番人気）�� ３０１９（１９番人気）�� ７５７（６３番人気）
３連複票数 計 ６７８９４６ 的中 ��� ９９２（１２０番人気）
３連単票数 計１０８８６４６ 的中 ��� ３７１（５０５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．３―３６．０―４８．７―１：０１．７―１：１４．７―１：２６．２―１：３７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．８―３F３４．８

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

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

�レッドシャンクス �
�
父 Galileo �

�
母父 Overbury デビュー ２０１１．１０．３０ 東京３着

２００９．３．２８生 牡２鹿 母 Ardbrae Lady 母母 Gagajulu ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔制裁〕 マイネルエクレウス号の騎手I．メンディザバルは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（５番への進路影

響）
〔調教再審査〕 エヌチョウサン号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 エヌチョウサン号は，競走中に異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 ブラウシュタイン号
※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。

３２０７８１１月２６日 晴 良 （２３東京５）第７日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１２時４０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

３５ ターフデライト 牝２青 ５４ I．メンディザバル �須野牧場 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７８ ―１：２５．６ ３．２�
（仏）

５８ ジャーフライト 牝２青 ５４ 三浦 皇成本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか マークリ牧場 ４７２ ―１：２５．７� ３１．２�
３４ ウェルテクス 牡２黒鹿５５ 石橋 脩岡田 牧雄氏 柴田 政人 新冠 柏木 一則 ４７８ ―１：２５．９１� １６．１�
６１０ ジュリエットソング 牝２青 ５４ 柴田 善臣�ターフ・スポート尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４５８ ―１：２６．０� ６．１�
２２ ブルーピアス 牝２栗 ５４ 津村 明秀田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 水丸牧場 ４４２ ―１：２６．２１� ３３．０�
２３ ターフスプライト 牡２黒鹿５５ M．デムーロ �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４５０ ―１：２６．４１ ２．７	

（伊）

５９ ヘンリーフォンテン 牡２鹿 ５５ 丸山 元気吉橋 計氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 ４７０ ―１：２６．５� ９．２

８１４ トウカイジェスタ 牡２黒鹿５５ 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ４４４ ― 〃 クビ ８９．２�
１１ サンターナズリボン 牝２栗 ５４ 武士沢友治藤田 在子氏 伊藤 伸一 新冠 村上 雅規 ４６６ ―１：２６．７１� ４２．８�
４７ イナズマソリオ 牝２黒鹿５４ 蛯名 正義小泉 賢悟氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒノデファーム ４６６ ―１：２６．８� １５．６
４６ アドリアーネ 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一石川 一義氏 清水 英克 新ひだか ダイイチ牧場 ４２２ ―１：２６．９� ７２．２�
７１２ マンガンヒカル 牝２黒鹿５４ 石神 深一安蒜 忠國氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 ４６８ ―１：２７．０� ２０１．９�
７１３ ショウナンアゼリア 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝国本 哲秀氏 国枝 栄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３４ ― 〃 ハナ ２６．４�
６１１ ツクバコテング 牡２鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 日高 中原牧場 ４１２ ―１：２７．２１� ２２４．０�
８１５ アポロレイラ 牝２栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 門別牧場 ４８８ ―１：２７．４１� ７５．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，９０２，５００円 複勝： ２８，６９４，５００円 枠連： １３，７３７，１００円

馬連： ４５，５７７，６００円 馬単： ３２，２６２，６００円 ワイド： １８，３５２，５００円

３連複： ５０，０５１，７００円 ３連単： ８２，９７４，５００円 計： ２８９，５５３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １８０円 � ６４０円 � ４２０円 枠 連（３－５） １，０２０円

馬 連 �� ７，７３０円 馬 単 �� ７，３９０円

ワ イ ド �� ２，３２０円 �� ９５０円 �� ６，５４０円

３ 連 複 ��� ３１，２００円 ３ 連 単 ��� １５８，６５０円

票 数

単勝票数 計 １７９０２５ 的中 � ４４１９６（２番人気）
複勝票数 計 ２８６９４５ 的中 � ５５０７１（２番人気）� ９８８２（８番人気）� １６１９２（６番人気）
枠連票数 計 １３７３７１ 的中 （３－５） ９９７３（４番人気）
馬連票数 計 ４５５７７６ 的中 �� ４３５５（２３番人気）
馬単票数 計 ３２２６２６ 的中 �� ３２２５（２５番人気）
ワイド票数 計 １８３５２５ 的中 �� １９２８（２３番人気）�� ４９８１（１０番人気）�� ６７０（４８番人気）
３連複票数 計 ５００５１７ 的中 ��� １１８４（７７番人気）
３連単票数 計 ８２９７４５ 的中 ��� ３８６（３６５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２５．１―３８．２―５１．４―１：０２．８―１：１３．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ターフデライト �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 リアルシヤダイ 初出走

２００９．３．１７生 牝２青 母 マンデーデライト 母母 オーナーズデライト １戦１勝 賞金 ７，０００，０００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。



３２０７９１１月２６日 晴 良 （２３東京５）第７日 第７競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１３時１０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

１：３４．１
１：３３．１

良

良

３３ ヴァリアシオン 牡２鹿 ５５ I．メンディザバル �サンデーレーシング 西園 正都 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８８ ―１：３７．５ １．９�

（仏）

８１１ ナカヤマアンジュ 牝２栗 ５４ 柴田 善臣和泉 憲一氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４３２ ―１：３７．８２ ２３．８�
６７ アンバサドゥール 牡２鹿 ５５ 津村 明秀伊藤 元庸氏 鈴木 伸尋 浦河 猿橋 義昭 ４７０ ―１：３７．９クビ ４１．７�
１１ リバーオリエンタル 牡２鹿 ５５ 吉田 豊吉田 和美氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４５４ ― 〃 クビ ７．４�
５５ グラスメジャー 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４９８ ―１：３８．２１� ５．３�
５６ ヤマニンネレイス 牝２栗 ５４ 柴山 雄一土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４６０ ― 〃 クビ ４８．８�
４４ アポロマーベリック 牡２鹿 ５５ 武 豊アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 藤本 友則 ５１０ ―１：３８．４１� ７．４	
２２ マホウノランプ 牝２黒鹿５４ 武士沢友治上田 忠男氏 畠山 重則 新ひだか 畠山牧場 ４４０ ―１：３８．７２ １８６．１

６８ イケジャングル 牡２鹿 ５５ 木幡 初広池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 ハシモトフアーム ４７８ ―１：３８．８� １４１．０�
８１２ パールイアリング 牝２鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次加藤 徹氏 松永 康利 浦河 大北牧場 ４５８ ―１：３９．０１� ４７．２�
７１０ マリンブラスト 牝２黒鹿５４ 後藤 浩輝西野 晴夫氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 ４６２ ―１：３９．３１� １５．６
７９ レヴィストーン 牝２栗 ５４ 丸山 元気岡田 牧雄氏 尾関 知人 新ひだか 小倉 光博 ４７０ ―１：３９．６１� １３．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２２，５９６，５００円 複勝： ３１，２１３，４００円 枠連： １３，５３５，９００円

馬連： ４５，９１４，０００円 馬単： ３７，４７２，２００円 ワイド： １９，２１８，１００円

３連複： ５０，９２２，９００円 ３連単： １００，５９０，５００円 計： ３２１，４６３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １３０円 � ４６０円 � ７２０円 枠 連（３－８） １，３２０円

馬 連 �� １，６９０円 馬 単 �� ２，３４０円

ワ イ ド �� ７５０円 �� １，３００円 �� ４，１００円

３ 連 複 ��� １３，０６０円 ３ 連 単 ��� ３８，２７０円

票 数

単勝票数 計 ２２５９６５ 的中 � ９７２５３（１番人気）
複勝票数 計 ３１２１３４ 的中 � １０００９７（１番人気）� １３６４１（７番人気）� ８１１６（８番人気）
枠連票数 計 １３５３５９ 的中 （３－８） ７６０６（５番人気）
馬連票数 計 ４５９１４０ 的中 �� ２００８８（６番人気）
馬単票数 計 ３７４７２２ 的中 �� １１８３１（９番人気）
ワイド票数 計 １９２１８１ 的中 �� ６６６１（８番人気）�� ３６４７（１４番人気）�� １１０７（３４番人気）
３連複票数 計 ５０９２２９ 的中 ��� ２８７８（４１番人気）
３連単票数 計１００５９０５ 的中 ��� １９４０（１１９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．８―３７．６―５０．５―１：０３．０―１：１４．４―１：２５．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァリアシオン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Nureyev 初出走

２００９．３．２０生 牡２鹿 母 スワンプリンセス 母母 Fairy Footsteps １戦１勝 賞金 ７，０００，０００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。

３２０８０１１月２６日 晴 良 （２３東京５）第７日 第８競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時４０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

７１３ ウォンビーロング 牝４鹿 ５５ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 水上 習孝 ４７８＋１６１：３９．０ ２０．５�

８１６ 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± ０ 〃 クビ ８．４�
４８ クレヨンロケット 牡５栗 ５７ I．メンディザバル �サンデーレーシング 久保田貴士 早来 ノーザンファーム ５１６－ ６１：３９．１� １．７�

（仏）

５１０ ハタノゼフィロス 牡３栗 ５６ 柴山 雄一 �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 ４７８＋ ２１：３９．２クビ １１．５�

７１４ エーブポセイドーン 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 �レーシングホース
ジャパン 清水 利章 新ひだか シンボリ牧場 ５０４＋ ６１：３９．４１ １４．７�

３６ トーアクリスタル 牡３芦 ５６ 丸山 元気高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ５４４＋ ４ 〃 クビ １３６．０	
８１５ リアルアヴェニュー 牡４鹿 ５７ 石橋 脩 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５３４＋１０１：３９．５クビ ９．３

３５ ニシノサンタロウ 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次西山 茂行氏 鈴木 伸尋 むかわ 西山牧場 ５６０＋１０ 〃 アタマ ７１．５�
６１１ ミエノグレース 牝４栗 ５５ 武 豊里見美惠子氏 鹿戸 雄一 新冠 富本 茂喜 B５０２－ ２１：３９．６� １６．１�
５９ 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± ０１：３９．９２ ３２．１
６１２ ミスターロックマン 牡３黒鹿５６ A．シュタルケ 岡 浩二氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B４４４＋ ７１：４０．２１� ２０５．１�

（独）

１２ ジェットヴォイス 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成本間 茂氏 石毛 善彦 日高 新井 昭二 ４９４＋ ６ 〃 クビ １３．３�
４７ マ ン マ ル コ 牝３栗 ５４ 田中 勝春清水 裕氏 佐藤 全弘 新ひだか 本桐牧場 ４５０± ０１：４１．０５ １４３．２�
１１ クラウディア 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太ディアレスト 田村 康仁 新冠 大栄牧場 ４４２＋ ４１：４２．１７ ４６６．９�
２４ バレドクール 牝３青鹿５４ M．デムーロ �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４８４＋２４１：４２．２クビ ３５．６�

（伊）

（１５頭）
２３ ヒシイサベル 牝４鹿 ５５ 武士沢友治阿部雅一郎氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３０，８０４，９００円 複勝： ５４，３２７，５００円 枠連： ２２，３４１，４００円

馬連： ７６，０１８，１００円 馬単： ５４，６３６，７００円 ワイド： ３１，４４６，５００円

３連複： ９１，８５６，６００円 ３連単： １６７，５３７，２００円 計： ５２８，９６８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０５０円 複 勝 � ４３０円 � １８０円 � １１０円 枠 連（７－８） １，６６０円

馬 連 �� ７，６３０円 馬 単 �� １６，５６０円

ワ イ ド �� １，８１０円 �� ７００円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ３，６９０円 ３ 連 単 ��� ５１，４４０円

票 数

単勝票数 計 ３０８０４９ 的中 � １１８４９（８番人気）
複勝票数 計 ５４３２７５ 的中 � １９８３８（９番人気）� ６４７３５（２番人気）� ２１６２５６（１番人気）
枠連票数 計 ２２３４１４ 的中 （７－８） ９９７３（７番人気）
馬連票数 計 ７６０１８１ 的中 �� ７３５３（２６番人気）
馬単票数 計 ５４６３６７ 的中 �� ２４３６（５３番人気）
ワイド票数 計 ３１４４６５ 的中 �� ３８６７（２５番人気）�� １０７９１（７番人気）�� ２６９９９（１番人気）
３連複票数 計 ９１８５６６ 的中 ��� １８３９１（１４番人気）
３連単票数 計１６７５３７２ 的中 ��� ２４０４（１５０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．０―３５．８―４８．６―１：０１．３―１：１３．６―１：２５．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウォンビーロング �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．９．６ 札幌２着

２００７．４．７生 牝４鹿 母 タイフウジョオー 母母 ラツキーゲスト ２１戦３勝 賞金 ４３，５３０，０００円
〔出走取消〕 ヒシイサベル号は，疾病〔左寛跛行〕のため出走取消。
※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 アポロアビリティ号・ウマテック号・ビッグギャンブラー号・ミスチフキッツ号
※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。



３２０８１１１月２６日 晴 良 （２３東京５）第７日 第９競走 ��
��１，６００�か ら ま つ 賞

発走１４時１５分 （ダート・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 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３６．９
１：３６．９

不良

不良

２４ タイセイスティング 牡２栗 ５５ 蛯名 正義田中 成奉氏 新開 幸一 浦河 バンダム牧場 ４９８＋ ６１：３８．９ １５．５�

５１０ ヴィンテージイヤー 牡２鹿 ５５ 田中 勝春 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 浦河 日進牧場 ５００＋ ２ 〃 ハナ ３．２�

４８ ミルキーブロード 牝２芦 ５４ 後藤 浩輝半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４７０－ ４ 〃 クビ ５．２�
１１ � ルンタノチュー 牡２鹿 ５５ 筒井 勇介藤村 伸次氏 山中 輝久 平取 福原 謙吉 ４４８－ ８１：３９．１１ ４５４．５�

（笠松） （笠松）

８１６ ジョウノソナタ 牝２黒鹿５４ 石橋 脩小川 義勝氏 武藤 善則 日高 三城牧場 ４６６＋ ８１：３９．５２� ５６．８�
８１５ ハードロッカー 牡２黒鹿５５ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４５８＋ ２１：３９．６� １８．７	
３５ � ミリオンヴォルツ 牡２鹿 ５５ I．メンディザバル 林 正道氏 高野 友和 米 WinStar

Farm LLC ４７４－ ４１：３９．７� ２０．３

（仏）

１２ トウショウブーム 牡２鹿 ５５ 丸山 元気トウショウ産業� 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 ５１２± ０１：３９．８� ９．３�
７１４ エーペックス 牡２青鹿５５ 柴山 雄一魚住 啓市氏 畠山 吉宏 日高 川島 良一 ４８８± ０１：３９．９	 ７７．２�
７１３ ローマンエンブレム 牡２栗 ５５ 三浦 皇成�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 ５０４－ ４１：４０．０クビ ２３．４
２３ � ヴィットリオドーロ 牡２黒鹿５５ M．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 米 Yoshiyuki Ito ４９４－ ６１：４０．１� ６．７�

（伊）

６１２ ロッソコルサ 牡２栗 ５５ 木幡 初広大久保和夫氏 矢野 英一 新ひだか 静内酒井牧場 ４４２± ０１：４０．４２ ３９．８�
５９ 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 ５２２－ ４１：４０．５クビ ８．２�
３６ コスモポーラベア 牡２芦 ５５ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 斎藤 誠 新ひだか 沼田 照秋 ４８６＋ ６１：４０．６� ８５．９�
４７ シルクブルックリン 牡２黒鹿５５ 武 豊有限会社シルク上原 博之 新冠 対馬 正 ５３８－ ６１：４０．７� １０．３�
６１１
 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 ４２４＋ ２１：４１．０１	 ３１２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，８５２，０００円 複勝： ５９，３５５，５００円 枠連： ３０，７２０，４００円

馬連： １０８，８４１，０００円 馬単： ６３，４０７，２００円 ワイド： ３９，４５１，３００円

３連複： １１９，５２１，４００円 ３連単： ２０３，６１５，１００円 計： ６５８，７６３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５５０円 複 勝 � ３５０円 � １４０円 � ２００円 枠 連（２－５） ５９０円

馬 連 �� ２，９７０円 馬 単 �� ５，４３０円

ワ イ ド �� ９１０円 �� １，８１０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ５，１７０円 ３ 連 単 ��� ４１，６８０円

票 数

単勝票数 計 ３３８５２０ 的中 � １７２６９（７番人気）
複勝票数 計 ５９３５５５ 的中 � ３４７１２（７番人気）� １４４２２４（１番人気）� ７４６３９（２番人気）
枠連票数 計 ３０７２０４ 的中 （２－５） ３８４３４（２番人気）
馬連票数 計１０８８４１０ 的中 �� ２７１２２（１２番人気）
馬単票数 計 ６３４０７２ 的中 �� ８６２７（２０番人気）
ワイド票数 計 ３９４５１３ 的中 �� １０３８２（８番人気）�� ５００３（２４番人気）�� ２６８９２（１番人気）
３連複票数 計１１９５２１４ 的中 ��� １７０７２（１３番人気）
３連単票数 計２０３６１５１ 的中 ��� ３６０６（１１７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．７―１２．３―１２．７―１２．７―１２．７―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．２―３４．９―４７．２―５９．９―１：１２．６―１：２５．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．７―３F３９．０
３ ２，７（５，８）１２（１１，１３）９（４，３）（６，１５）（１，１０）１６，１４ ４ ２（７，８）（５，１２）１３（１１，９，３）４（１５，１０）６（１，１４，１６）
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

タイセイスティング �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２０１１．７．２ 中山９着

２００９．３．２４生 牡２栗 母 ミラクルケープ 母母 ステージバンダム ６戦２勝 賞金 １７，１００，０００円
※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 ジョーオリオン号・ラフレーズカフェ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

３２０８２１１月２６日 晴 良 （２３東京５）第７日 第１０競走 ��
��２，１００�

ばんしゅう

晩 秋 特 別
発走１４時５０分 （ダート・左）
３歳以上，１，０００万円以下，２２．１１．２７以降２３．１１．２０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 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

２３ コスタパルメーラ 牡３黒鹿５５ 吉田 豊吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B４６８＋１２２：１２．７ ３．５�

６１２ オメガスカイツリー 牡３黒鹿５５ 横山 典弘原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４９２＋ ４ 〃 ハナ ３．０�
８１５ パ ク サ 牡３鹿 ５４ 武士沢友治加藤 信之氏 鈴木 康弘 浦河 藤春 修二 ５４２－ ２２：１２．９１� ９．７�
７１３� キャッツインブーツ 牡６栗 ５４ I．メンディザバル 山本 英俊氏 庄野 靖志 愛 Stonethorn

Stud Farms Ltd ５３２－ ２２：１３．２１	 ２４．１�
（仏）

４８ 
 キャトルマン 牡６鹿 ５４ 柴山 雄一 �キャロットファーム 斎藤 誠 早来 ノーザンファーム B５５８＋２６２：１３．５２ １１９．６�
７１４
 アルファオリオン 牡８鹿 ５４ 田中 勝春�貴悦 小島 茂之 平取 赤石牧場 ４７２＋ ８２：１４．０３ ８３．０	
８１６ ルシャンベルタン 牡３鹿 ５４ 丸山 元気嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム B４７８± ０２：１４．１	 １９．９

３６ プロヴィデンス 牡５鹿 ５５ 三浦 皇成臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ５０８－ ６ 〃 ハナ １２．３�
１１ 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± ０ 〃 アタマ ６．４�
５９ 
 エルドラゴン 牡３鹿 ５３ 嶋田 純次ザ・チャンピオンズ 高木 登 新ひだか 田中 裕之 ５１４＋ ６２：１４．２クビ ６１．２
５１０ ジールドリル 牡４鹿 ５４ A．シュタルケ 前田 幸治氏 小島 太 新冠 ノースヒルズマネジメント ５３２－ ６ 〃 ハナ ２７．８�

（独）

２４ 
 セイカミカワ 牝４黒鹿５２ 津村 明秀久米 大氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 ４９８＋ ８２：１４．８３� ８６．４�
１２ タケルハヤテ 牡３鹿 ５３ 石橋 脩森 保彦氏 池上 昌弘 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４５６＋１０ 〃 クビ １２．１�
６１１
 リラティビティ 牡５鹿 ５４ M．デムーロ池谷 誠一氏 萩原 清 新ひだか 下屋敷牧場 B４９０－ ４２：１５．６５ ３１．３�

（伊）

３５ 
 ワンダーティンバー 牡７栗 ５２ 中谷 雄太山本 信行氏 阿部 新生 新冠 村上牧場 B４８６－１４２：１６．８７ ３０４．９�

（１５頭）
４７ マイネルトレース 牡４栗 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新ひだか 澤田 嘉隆 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３４，１６０，３００円 複勝： ５９，３２３，２００円 枠連： ３２，７２５，０００円

馬連： １３０，６９９，９００円 馬単： ７２，４０２，２００円 ワイド： ４３，４７５，１００円

３連複： １４３，１８５，３００円 ３連単： ２５９，３０３，７００円 計： ７７５，２７４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １５０円 � １３０円 � ２１０円 枠 連（２－６） ５５０円

馬 連 �� ６３０円 馬 単 �� １，２８０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ６３０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １，５８０円 ３ 連 単 ��� ７，４５０円

票 数

単勝票数 計 ３４１６０３ 的中 � ７８００７（２番人気）
複勝票数 計 ５９３２３２ 的中 � １０４２５６（２番人気）� １４６７７２（１番人気）� ６０６５３（４番人気）
枠連票数 計 ３２７２５０ 的中 （２－６） ４４３８９（１番人気）
馬連票数 計１３０６９９９ 的中 �� １５５２７６（１番人気）
馬単票数 計 ７２４０２２ 的中 �� ４１９９６（２番人気）
ワイド票数 計 ４３４７５１ 的中 �� ４４２４５（１番人気）�� １５７１６（６番人気）�� ２０５１８（４番人気）
３連複票数 計１４３１８５３ 的中 ��� ６７０８５（２番人気）
３連単票数 計２５９３０３７ 的中 ��� ２５６９６（９番人気）

ハロンタイム ７．４―１１．８―１２．６―１２．９―１２．６―１２．７―１２．７―１２．６―１２．２―１２．３―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．４―１９．２―３１．８―４４．７―５７．３―１：１０．０―１：２２．７―１：３５．３―１：４７．５―１：５９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

コスタパルメーラ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１０．２４ 東京７着

２００８．４．２８生 牡３黒鹿 母 シーディザーブス 母母 ディフェレンテ ９戦３勝 賞金 ３４，７３８，０００円
〔出走取消〕 マイネルトレース号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 エーシングレーソロ号・サクセスヒューゴー号・スマートルシファー号・ロッソネロ号
（非抽選馬） １頭 トウショウデザイア号
※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。



３２０８３１１月２６日 晴 良 （２３東京５）第７日 第１１競走 ��
��１，６００�キャピタルステークス

発走１５時２５分 （芝・左）
３歳以上；負担重量は，３歳５５�４歳以上５６�，牝馬２�減，２２．１１．２７以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）１着馬３�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬２�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�
増，２２．１１．２６以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

賞 品

本 賞 ２２，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，５００，０００円 ２，７５０，０００
２，７５０，０００

円
円

付 加 賞 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．４
１：３１．４

良

良

３５ アプリコットフィズ 牝４黒鹿５４ 田中 勝春 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４３６－ ４１：３２．９ ２．４�

７１３ ガ ル ボ 牡４青 ５６ 石橋 脩石川 一義氏 清水 英克 様似 �村 伸一 ４７４＋ ４１：３３．０� ３３．１�
６１０ マイネルラクリマ 牡３栗 ５５ 吉田 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 武 牧場 ４７０＋ ２ 〃 アタマ ８．１�
５８ エアラフォン 牡４栗 ５６ I．メンディザバル �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４６４－ ４ 〃 クビ ７．３�

（仏）

８１５ コスモセンサー 牡４栗 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 川越ファーム ５０６－ ２ 〃 同着 ４９．８�
７１２ レッドスパーダ 牡５鹿 ５６ 横山 典弘 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 ５４２＋１６１：３３．３１� ５．７	
４７ 	 チョウカイファイト 牡８栗 ５６ 蛯名 正義�平田牧場 加藤 敬二 浦河 酒井牧場 ５０６－ ４１：３３．４� ２３７．９

４６ 	 スマートステージ 
６鹿 ５６ 武 豊大川 徹氏 鹿戸 雄一 三石 ダイイチ牧場 B５０２－ ６ 〃 クビ ２６．９�
５９ ストロングガルーダ 牡５青鹿５６ 丸山 元気村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４９０± ０１：３３．６１� １５６．９�
２３ ム ク ド ク 
５青鹿５６ 津村 明秀平井 龍司氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９２＋ ２ 〃 アタマ ６０．２
３４ スズジュピター 牡６黒鹿５６ 柴田 善臣小紫惠美子氏 高橋 裕 早来 ノーザンファーム ４７６± ０１：３３．８１� ７９．６�
８１４ ゴールスキー 牡４黒鹿５６ M．デムーロ �社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム ４８０＋ ２１：３３．９クビ ４．３�

（伊）

１１ エーシンジャッカル 牡３黒鹿５５ 三浦 皇成�栄進堂 高野 友和 浦河 栄進牧場 ４６２－ ２１：３４．０� ７２．８�
６１１ ドリームゼニス 牡５栗 ５６ 後藤 浩輝セゾンレースホース� 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ５０８－ ２ 〃 クビ ４４．５�
２２ � シンボリグラン 牡９芦 ５７ 柴山 雄一シンボリ牧場 畠山 吉宏 愛 Takahiro

Wada ５４０＋ ８１：３４．２１� ３５９．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ７０，００１，９００円 複勝： １１９，６７８，７００円 枠連： ４７，７２８，１００円

馬連： ２９３，０１５，７００円 馬単： １６４，１７５，２００円 ワイド： ８６，３５９，８００円

３連複： ３２４，０８５，８００円 ３連単： ６７７，６０６，７００円 計： １，７８２，６５１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � ５３０円 � ２２０円 枠 連（３－７） ６８０円

馬 連 �� ３，１７０円 馬 単 �� ３，９９０円

ワ イ ド �� １，１７０円 �� ３３０円 �� ２，４８０円

３ 連 複 ��� ５，４２０円 ３ 連 単 ��� ３１，４８０円

票 数

単勝票数 計 ７０００１９ 的中 � ２３５８４１（１番人気）
複勝票数 計１１９６７８７ 的中 � ３５２４１１（１番人気）� ４０７２０（７番人気）� １２９７８４（５番人気）
枠連票数 計 ４７７２８１ 的中 （３－７） ５１９６４（３番人気）
馬連票数 計２９３０１５７ 的中 �� ６８４２６（１１番人気）
馬単票数 計１６４１７５２ 的中 �� ３０４２０（１７番人気）
ワイド票数 計 ８６３５９８ 的中 �� １７１３７（１１番人気）�� ７５９２５（２番人気）�� ７８０９（２６番人気）
３連複票数 計３２４０８５８ 的中 ��� ４４１９２（１２番人気）
３連単票数 計６７７６０６７ 的中 ��� １５８８７（８６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．５―３４．８―４６．６―５８．２―１：０９．４―１：２１．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アプリコットフィズ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１１．７ 東京１着

２００７．１．２６生 牝４黒鹿 母 マンハッタンフィズ 母母 サトルチェンジ １４戦４勝 賞金 １８４，３９２，０００円
〔制裁〕 ガルボ号の騎手石橋脩は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（４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。

３２０８４１１月２６日 晴 良 （２３東京５）第７日 第１２競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時００分 （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

１：５６．１
１：５６．１

良

良

４４ チュウワプリンス 牡５黒鹿５７ I．メンディザバル 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－ ２２：０１．３ ４．７�

（仏）

８１１ ポールアックス �５鹿 ５７ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５１０－ ２２：０１．５１� １３．３�
７８ マイネルグート 牡４鹿 ５７ 柴田 大知 �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 ５０８＋１０ 〃 アタマ １５．５�
３３ トウカイオーロラ 牡４黒鹿５７ 武 豊内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４７４＋ ４ 〃 ハナ ４．３�
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 ４３８－ ４２：０１．８１	 ５．３�
６７ ディアフロイデ 牡３鹿 ５５ 柴山 雄一ディアレスト 松永 康利 新ひだか 八田ファーム ４２６＋ ６２：０２．０１ ４１７．５	
５５ アドマイヤプリンス 牡４鹿 ５７ M．デムーロ近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５４２＋ ６ 〃 ハナ ２．５


（伊）

８１０
 ヒロノキョウシュウ 牡６鹿 ５７ 吉田 豊八百板俊一郎氏 鈴木 勝美 静内 聖心台牧場 ４９２－ ２２：０２．３１	 ３８１．３�
７９ ヒカルアカツキ �４青鹿５７ 柴田 善臣高橋 光氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４４２－１８ 〃 アタマ ２１．２�
２２ ロードアイアン 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新冠 赤石 久夫 ４８８＋ ６２：０２．９３� ４９．８
６６ ラガーアンバー 牡４黒鹿５７ A．シュタルケ 古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 今 牧場 ４６６± ０２：０３．２２ ７５．８�

（独）

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３５，７０７，０００円 複勝： ５５，１６３，３００円 枠連： ２３，７５２，６００円

馬連： １００，５７５，４００円 馬単： ６８，２８１，５００円 ワイド： ３６，８２８，２００円

３連複： １１１，７４２，５００円 ３連単： ２７５，６３０，９００円 計： ７０７，６８１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １９０円 � ３１０円 � ３７０円 枠 連（４－８） ３，１１０円

馬 連 �� ２，８５０円 馬 単 �� ５，０４０円

ワ イ ド �� ８７０円 �� １，１００円 �� ２，２４０円

３ 連 複 ��� １０，４５０円 ３ 連 単 ��� ４７，０７０円

票 数

単勝票数 計 ３５７０７０ 的中 � ５９９０３（３番人気）
複勝票数 計 ５５１６３３ 的中 � ９４３４１（４番人気）� ４３４３１（５番人気）� ３５６１６（６番人気）
枠連票数 計 ２３７５２６ 的中 （４－８） ５６５４（１４番人気）
馬連票数 計１００５７５４ 的中 �� ２６０９８（１１番人気）
馬単票数 計 ６８２８１５ 的中 �� １００１６（１８番人気）
ワイド票数 計 ３６８２８２ 的中 �� １０７５９（８番人気）�� ８３３７（１３番人気）�� ３９３８（２１番人気）
３連複票数 計１１１７４２５ 的中 ��� ７８９９（３１番人気）
３連単票数 計２７５６３０９ 的中 ��� ４３２２（１３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．３―２５．３―３７．０―４９．２―１：０２．２―１：１４．８―１：２７．１―１：３８．４―１：４９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．５―３F３４．２

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

チュウワプリンス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００９．３．１４ 阪神１着

２００６．１．１８生 牡５黒鹿 母 コ ン パ ス 母母 コ ン カ ロ １７戦４勝 賞金 ６０，８０４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６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。



（２３東京５）第７日 １１月２６日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８０頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２０１，５８０，０００円
１６，１３０，０００円
１，５１０，０００円
１９，０５０，０００円
６２，７２３，０００円
５，３５４，８００円
１，７８２，０００円

勝馬投票券売得金
３３４，３１２，５００円
５７３，０７３，３００円
２５５，９３１，４００円
１，０２６，１８４，８００円
６５３，２３９，７００円
３７４，３４７，５００円
１，１６９，６３９，４００円
２，２２９，７４７，２００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
計 ６，６１６，４７５，８００円

総入場人員 ３４，０４４名 （有料入場人員 ３１，６８１名）


