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３００４９１１月１７日 曇 良 （２４東京５）第５日 第１競走 ��１，３００�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

１：１８．１
１：１８．１

良

良

４８ ハクサンレガシー 牡２青鹿５５ R．ムーア 河� 五市氏 田村 康仁 新ひだか 田湯牧場 ４５４± ０１：２０．９ ６．３�
（英）

４７ メイショウトラクマ 牡２黒鹿５５ 武 幸四郎松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ５１６＋ ４ 〃 クビ １５．４�
２３ ディアストライカー 牡２鹿 ５５ 内田 博幸ディアレスト 栗田 徹 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ４８２＋ ４１：２１．１１� １４．８�
８１５ トミケンプレミオ 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成冨樫 賢二氏 天間 昭一 浦河 梅田牧場 ４９８± ０１：２１．２� ２．１�
６１１ ベルウッドジンプウ 牡２栗 ５５ 柴田 善臣鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 中田 英樹 ４５４± ０１：２１．４１ １７．７�
１１ トーセンレインボー 牝２栗 ５４ 北村 宏司島川 �哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ

スティファーム ４６０± ０１：２２．２５ ９６．３�
５９ ブラウンマンボー 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹キャピタルクラブ 田村 康仁 浦河 カナイシスタッド ４８４－ ６１：２２．４１� ７６．０	
２４ ルルドバシリカ 牡２青鹿５５ 大庭 和弥日下部勝�氏 高橋 義博 青森 長谷地 義正 ４５２＋ ２ 〃 ハナ １００．８

３６ ボンジュールノゾミ 牝２栗 ５４ 武士沢友治田中善次郎氏 菊沢 隆徳 新冠 平山牧場 ４８２－ ４１：２２．５� ２０４．４�
５１０ ミヤビワンド 牡２鹿 ５５ 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 浦河 大成牧場 B４８０－ ２ 〃 アタマ ９．２�
８１６ ラ サ イ ニ 牝２黒鹿５４ 松岡 正海加藤 信之氏 小野 次郎 新冠 ヒノデファーム ４７２＋ ８１：２２．６クビ ２５．０
１２ アラビアンドラゴン 牡２芦 ５５ 田中 勝春吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム ４４４＋ ４１：２２．８１� ５．２�
３５ ガロファニーノ 牝２黒鹿５４ 岩田 康誠�樽さゆり氏 松永 康利 浦河 斉藤英牧場 ４１８－ ２１：２３．２２� ３３．１�
７１４ ヨベルシチー 牡２黒鹿５５ 鈴来 直人 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 日高 幾千世牧場 ４３６＋ ４１：２４．１５ １９７．２�
７１３ コスモアリーナ 牡２青鹿５５ 柴田 大知岡田 繁幸氏 嶋田 潤 新冠 ビッグレッドファーム B４４２± ０１：２４．２� １１１．３�
６１２ ギルガードール 牡２鹿 ５５ 江田 照男牧畠 清久氏 堀井 雅広 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４１４－ ４１：２４．４１� ２８３．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，３８３，０００円 複勝： ２５，９２１，８００円 枠連： １０，１８８，８００円

馬連： ３７，０８５，６００円 馬単： ２５，９９７，３００円 ワイド： １９，０１２，２００円

３連複： ４９，９９６，３００円 ３連単： ８０，８９１，０００円 計： ２６２，４７６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２７０円 � ４４０円 � ４９０円 枠 連（４－４） ３，５５０円

馬 連 �� ３，５８０円 馬 単 �� ５，７１０円

ワ イ ド �� ９００円 �� ６８０円 �� １，１１０円

３ 連 複 ��� １８，４００円 ３ 連 単 ��� ５５，７５０円

票 数

単勝票数 計 １３３８３０ 的中 � １６８８８（３番人気）
複勝票数 計 ２５９２１８ 的中 � ２７９７９（３番人気）� １５００３（６番人気）� １３３３２（７番人気）
枠連票数 計 １０１８８８ 的中 （４－４） ２１２４（１４番人気）
馬連票数 計 ３７０８５６ 的中 �� ７６６５（１３番人気）
馬単票数 計 ２５９９７３ 的中 �� ３３６５（２１番人気）
ワイド票数 計 １９０１２２ 的中 �� ５２２５（１０番人気）�� ７１１４（８番人気）�� ４１４０（１３番人気）
３連複票数 計 ４９９９６３ 的中 ��� ２００６（５４番人気）
３連単票数 計 ８０８９１０ 的中 ��� １０７１（１６８番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１８．４―３０．７―４３．５―５６．１―１：０８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハクサンレガシー �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．１１．４ 東京８着

２０１０．３．１８生 牡２青鹿 母 レガシーパーパス 母母 レガシーフィールド ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 カンタベリーリュウ号・スピードボニータ号
※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。

３００５０１１月１７日 曇 良 （２４東京５）第５日 第２競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１０時２０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

１：３３．８
１：３３．１

良

良

２４ スイートサルサ 牝２栗 ５４ 田辺 裕信シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 ４６８－ ２１：３６．３ ４．１�

５９ クリノチョモラーリ 牝２栗 ５４ 大庭 和弥栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 若林 武雄 ４７８± ０１：３６．６２ ４８０．７�
３６ クラリティーエス 牝２青鹿５４ 吉田 豊吉田 照哉氏 松山 康久 千歳 社台ファーム ４８４± ０１：３６．７� ２５．５�
５１０ フォレノワール 牝２鹿 ５４ 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 飛野牧場 ５０４＋ ２１：３６．８クビ ２．７�
４７ ヤマニンソルシェ 牝２芦 ５４ 田中 勝春土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ４４４－ ２１：３６．９� １４．９�
８１８ ミラクルアスク 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ４３６－ ４ 〃 アタマ １１．３�
１２ レイヌドネージュ 牝２鹿 ５４ 松岡 正海 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム ４８６± ０１：３７．０クビ １３．１	
２３ フリティラリア 牝２芦 ５４ 横山 典弘有限会社シルク鈴木 伸尋 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２４－ ６ 〃 クビ １１．０

３５ マイネカトレア 牝２栗 ５４ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム ４４６＋ ４１：３７．２１� １２．５�
４８ ジンジャーミスト 牝２鹿 ５４ 和田 竜二 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４３０－ ８１：３７．３クビ ２７．２
７１３ アディシオン 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣島川 利子氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４９２－ ８１：３７．４� １１．９�
７１４ ピークタイム 牝２栗 ５４ 北村 宏司 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４９２－ ４ 〃 アタマ ３７．８�
６１１ プ レ ジ ー ル 牝２黒鹿５４ 武士沢友治�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ４６４± ０１：３７．６１� ３４５．５�
６１２ フ ァ リ ー ム 牝２鹿 ５４ 石橋 脩水上 行雄氏 鈴木 康弘 浦河 笠松牧場 ４７６＋ ４ 〃 ハナ １７４．５�
８１６ ボーラキアーラ 牝２黒鹿５４ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４８２＋１４ 〃 ハナ ３９．９�
８１７ カシノオパール 牝２芦 ５４

５１ ▲高嶋 活士柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 前川 隆則 ４２２－ ８１：３８．１３ ３６９．１�
１１ マイネピュアハート 牝２栗 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４６４＋１０ 〃 ハナ １３５．６�
７１５ マスミラクルスノー 牝２鹿 ５４ 武 幸四郎上田 忠男氏 岩戸 孝樹 新冠 越湖牧場 ４３２－ ２１：３８．８４ ２７０．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５，７３８，１００円 複勝： ２９，９０１，７００円 枠連： １０，３５３，８００円

馬連： ３７，５８３，９００円 馬単： ２４，４４６，７００円 ワイド： １７，５６７，８００円

３連複： ５２，６８９，２００円 ３連単： ７４，４７２，１００円 計： ２６２，７５３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １７０円 �１０，２９０円 � ６３０円 枠 連（２－５） ３５０円

馬 連 �� ９８，３６０円 馬 単 �� １４３，１９０円

ワ イ ド �� ２４，１７０円 �� １，４６０円 �� ４５，６７０円

３ 連 複 ��� ５６３，５５０円 ３ 連 単 ��� ２，４９８，２１０円

票 数

単勝票数 計 １５７３８１ 的中 � ３０７２２（２番人気）
複勝票数 計 ２９９０１７ 的中 � ６２８７７（２番人気）� ５９０（１８番人気）� １０９５３（１０番人気）
枠連票数 計 １０３５３８ 的中 （２－５） ２２３３２（１番人気）
馬連票数 計 ３７５８３９ 的中 �� ２８２（８６番人気）
馬単票数 計 ２４４４６７ 的中 �� １２６（１５１番人気）
ワイド票数 計 １７５６７８ 的中 �� １７６（９１番人気）�� ３０６３（１６番人気）�� ９３（１１８番人気）
３連複票数 計 ５２６８９２ 的中 ��� ６９（３７０番人気）
３連単票数 計 ７４４７２１ 的中 ��� ２２（１９６７番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１２．５―１２．８―１２．６―１１．７―１１．１―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．２―３６．７―４９．５―１：０２．１―１：１３．８―１：２４．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スイートサルサ �
�
父 デュランダル �

�
母父 Grand Lodge デビュー ２０１２．１１．４ 東京３着

２０１０．３．１５生 牝２栗 母 スイートハビタット 母母 Lindesberg ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００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 バンテアイスレイ号

第５回 東京競馬 第５日



３００５１１１月１７日 曇 良 （２４東京５）第５日 第３競走 ��１，４００�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

１：２１．２
１：２０．３

良

良

２４ スズノフウジン 牡２栗 ５５ 内田 博幸小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 ４９０＋ ２１：２２．４ ４８．４�

３６ サーストンニュース 牡２青鹿５５ 岩田 康誠齊藤 宣勝氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４３６＋ ４１：２２．５� ２．０�
１１ クリノエルブルース 牡２芦 ５５ 江田 照男栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 門別牧場 ４５２－ ４１：２２．９２� ３７．８�
４７ オメガキングティー 牡２鹿 ５５ R．ムーア 原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４６４＋２２ 〃 アタマ １７．５�

（英）

５９ アルマダクロス 牡２栗 ５５ 北村 宏司栗坂 崇氏 伊藤 伸一 浦河 中神牧場 ４４６－ ６１：２３．０� ６．４�
８１７ クラウンプルートゥ 牡２黒鹿５５ 勝浦 正樹矢野 悦三氏 小野 次郎 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム ４５０－ ２１：２３．２１� ３８．４�
５１０ ベシュテルング 牝２栗 ５４ 吉田 豊 �サンデーレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム ４０６＋１０ 〃 クビ １６９．２	
６１２ ドラゴンブラザーズ 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成窪田 康志氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 ４８０－１２ 〃 アタマ １６．９

７１３ ブラウンワールド 牝２黒鹿５４ 石橋 脩キャピタルクラブ 加藤 和宏 新冠 田鎖牧場 ４４８± ０ 〃 同着 ６４．３�
６１１ ティアップベリー 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義田中 昇氏 高木 登 豊浦 飯原牧場 ５０８＋１２１：２３．５２ ５．８�
３５ ブリリアント 牡２鹿 ５５ 松岡 正海本田 恒雄氏 武市 康男 新冠 タニグチ牧場 ４６８－ ２１：２３．６クビ ６．２
４８ ラピードアイザック 牡２栗 ５５ 和田 竜二保坂 義貞氏 菅原 泰夫 日高 山際 辰夫 B４７４－ ２１：２３．７� １９７．０�
２３ カシマシャドウ 牡２黒鹿５５ 田面木博公松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 B４３６± ０ 〃 アタマ ２４３．０�
８１６ コンヘラシオン 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信岡田 壮史氏 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド ４５２－ ８１：２４．０２ ４２．１�
８１８ ケツァルコアトル 牡２青鹿５５ 鈴来 直人�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 岡田スタツド ４８８＋ ４１：２４．２１ ６５６．１�
７１５ マイネルリネージ 牡２鹿 ５５ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 中本 隆志 ４８８－１６１：２４．５２ ３４６．３�
１２ カシノハッピー 牡２栗 ５５ 蓑島 靖典柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 金成吉田牧場 B４４８＋ ２１：２４．７� ５４５．７�
７１４ カシノスペル 牡２鹿 ５５

５２ ▲高嶋 活士柏木 務氏 二本柳俊一 鹿児島 柏木 務 ４７８－ ２１：２５．０２ ６３３．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，３９７，５００円 複勝： ４３，２７２，６００円 枠連： １４，７７７，５００円

馬連： ４５，２３３，５００円 馬単： ３３，３４６，３００円 ワイド： ２２，５８７，６００円

３連複： ６０，８２９，２００円 ３連単： ９８，２３３，６００円 計： ３３９，６７７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，８４０円 複 勝 � ６９０円 � １２０円 � ５６０円 枠 連（２－３） ２，５５０円

馬 連 �� ３，１３０円 馬 単 �� １２，８３０円

ワ イ ド �� １，２２０円 �� ４，３００円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� １４，３９０円 ３ 連 単 ��� １３５，０１０円

票 数

単勝票数 計 ２１３９７５ 的中 � ３４８４（１０番人気）
複勝票数 計 ４３２７２６ 的中 � １１０５９（８番人気）� １６２９７２（１番人気）� １４０６３（７番人気）
枠連票数 計 １４７７７５ 的中 （２－３） ４２８８（８番人気）
馬連票数 計 ４５２３３５ 的中 �� １０６８８（１０番人気）
馬単票数 計 ３３３４６３ 的中 �� １９１９（３８番人気）
ワイド票数 計 ２２５８７６ 的中 �� ４５９６（１３番人気）�� １２４４（３７番人気）�� ６６５４（９番人気）
３連複票数 計 ６０８２９２ 的中 ��� ３１２１（３８番人気）
３連単票数 計 ９８２３３６ 的中 ��� ５３７（３１９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．９―３５．３―４６．７―５８．３―１：１０．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズノフウジン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー ２０１２．１０．６ 東京６着

２０１０．３．２６生 牡２栗 母 スズノヒロイン 母母 ビワプランサー ３戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
※クラウンプルートゥ号は，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。

３００５２１１月１７日 曇 良 （２４東京５）第５日 第４競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１１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

１：２３．１
１：２３．１

重

重

５９ � アポロソニック 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 IEAH Stables &
Andrew Cohen ５２８－ ４１：２７．１ ５．５�

４８ ダンディーレイ 牡２栗 ５５ R．ムーア �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 藤原牧場 ４７０＋ ４１：２７．６３ ４．４�
（英）

４７ クイックスパイダー 牡２栗 ５５ 岩部 純二菊池 昭雄氏 萱野 浩二 新ひだか 米田牧場 ４６４－ ２１：２８．１３ ２３．６�
６１２ アスターフレンチ 牡２栗 ５５ 和田 竜二加藤 久枝氏 南井 克巳 新冠 村田牧場 ５０２－ ６ 〃 クビ ３９．８�
７１３ ディアバイブル 牝２栗 ５４ 田辺 裕信ディアレスト 牧 光二 日高 沖田牧場 ５０４± ０１：２８．２クビ １２．１�
２４ バーディーイーグル 牡２鹿 ５５ 内田 博幸里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４８６＋ ６ 〃 クビ ２．７�
５１０� ヒシパシフィック 牡２鹿 ５５ 武士沢友治阿部雅一郎氏 手塚 貴久 米 Masa-

ichiro Abe ４７２－ ２１：２８．５２ ２０４．５	
２３ デルマコナキジジ 牡２栗 ５５ 松岡 正海浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム ４８８－ ４１：２８．６� ２８．４

７１４ レ イ ア ロ ハ 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 有限会社

吉田ファーム ５０４－ ４１：２８．７クビ ４８．７�
８１６ ラフアウトラウド 牝２栗 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 畠山 重則 浦河 バンダム牧場 ４６２－ ２１：２９．１２� ３８９．９�
３５ シゲルコジシザ 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか 加野牧場 ４７６－ ４１：２９．２クビ １６１．６
８１５ アスキットキング 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣中江 隆一氏 柴田 政人 新冠 競優牧場 ４３２± ０１：２９．６２� １５．９�
３６ フレーズデボワ 牡２栗 ５５ 江田 照男 �社台レースホース中川 公成 千歳 社台ファーム ４８４± ０１：３０．４５ ５９．６�
６１１ リュウノヒゲ 牝２芦 ５４ 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 田中スタッド ４５４－ ４１：３１．１４ ９．２�
１２ ド ミ ン ゴ 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４９２＋１６１：３３．３大差 １７．５�
１１ ペ イ ズ リ ー 牝２黒鹿５４ 吉田 豊�Basic 畠山 吉宏 日高 藤本 直弘 ４３８－ ２１：３３．４クビ ２７３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，１６１，７００円 複勝： ３５，９８３，３００円 枠連： １３，５２６，９００円

馬連： ４８，５７４，０００円 馬単： ３３，０２９，９００円 ワイド： ２３，４９４，８００円

３連複： ５９，８５５，２００円 ３連単： ９４，３１１，７００円 計： ３３０，９３７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ２１０円 � １７０円 � ６００円 枠 連（４－５） １，０９０円

馬 連 �� １，５７０円 馬 単 �� ３，０５０円

ワ イ ド �� ６２０円 �� ３，８１０円 �� １，５２０円

３ 連 複 ��� ８，８１０円 ３ 連 単 ��� ４０，４００円

票 数

単勝票数 計 ２２１６１７ 的中 � ３１９６３（３番人気）
複勝票数 計 ３５９８３３ 的中 � ４７３７２（３番人気）� ６６２５９（２番人気）� １２２５７（８番人気）
枠連票数 計 １３５２６９ 的中 （４－５） ９２３４（４番人気）
馬連票数 計 ４８５７４０ 的中 �� ２２９３２（５番人気）
馬単票数 計 ３３０２９９ 的中 �� ８０１２（８番人気）
ワイド票数 計 ２３４９４８ 的中 �� １００５０（５番人気）�� １４４９（３９番人気）�� ３７６２（１８番人気）
３連複票数 計 ５９８５５２ 的中 ��� ５０１６（２７番人気）
３連単票数 計 ９４３１１７ 的中 ��� １７２３（１１６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．８―３５．６―４７．９―１：００．８―１：１４．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アポロソニック �
�
父 Big Brown �

�
母父 Pure Prize デビュー ２０１２．１０．７ 東京７着

２０１０．４．２生 牡２鹿 母 Purely Surprized 母母 Raise the Prize ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔その他〕 バーディーイーグル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドミンゴ号・ペイズリー号は，平成２４年１２月１７日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 バーディーイーグル号は，平成２４年１２月１７日まで出走できない。
※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。



３００５３１１月１７日 小雨 良 （２４東京５）第５日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２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

１：４６．９
１：４６．４

良

良

４４ ヘルデンテノール 牡２鹿 ５５ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１０ ―１：５０．０ ２．６�

８１３ ツクバインドラ 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠荻原 昭二氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６８ ―１：５０．１� １１．９�

４５ ヒカルデザイアー 牡２鹿 ５５ R．ムーア �橋 京子氏 武藤 善則 登別 登別上水牧場 ４７８ ―１：５０．２� ７．２�
（英）

８１２ トーセンターキー 牡２黒鹿５５ 内田 博幸島川 �哉氏 加藤 征弘 新ひだか 岡田スタツド ４８６ ―１：５０．３� ２．８�
５６ ブラマンジェ 牝２白 ５４ 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム ５０８ ―１：５０．５１� １０．２	
６８ ティアップレーヴ 牝２芦 ５４ 三浦 皇成田中 昇氏 高木 登 日高 大江牧場 ４７８ ―１：５０．７１� ３４．８


（ティアップレーブ）

７１０ ヴァンビーナ 牝２青鹿５４ 江田 照男村山 忠弘氏 根本 康広 日高 坂 牧場 ４６６ ―１：５０．８� ６４．４�
５７ ダイワロージー 牝２鹿 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 折手牧場 ４２６ ―１：５１．０１� ４２．４�
３３ ダノンアイガー 牡２芦 ５５ 田辺 裕信�ダノックス 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４９８ ―１：５１．３２ ４１．８
１１ 	 ホークオブサミット 牡２鹿 ５５ 田中 勝春藤田 在子氏 手塚 貴久 米

Dr. & Mrs. John R Steele, Mr.
& Mrs. Henry Johnson, Don
Ameche III,et

５１０ ―１：５１．９３� ２７．９�
６９ ポッドシャイン 牡２黒鹿５５ 石橋 脩小川眞査雄氏 池上 昌弘 新ひだか タガミファーム ４８４ ―１：５２．１１� １４７．８�
７１１ ヴィアレーギア 牡２黒鹿５５ 武士沢友治伊達 敏明氏 保田 一隆 日高 サンシャイン

牧場 ５１４ ―１：５２．５２� ８４．２�
２２ ヒカルメッセージ 牡２鹿 ５５ 横山 典弘高橋 光氏 勢司 和浩 登別 青藍牧場 ４６８ ―１：５４．３大差 ２５．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２０，７３７，０００円 複勝： ２６，４６１，４００円 枠連： １４，１３７，５００円

馬連： ４１，４９６，９００円 馬単： ３２，１０８，２００円 ワイド： １９，５６１，４００円

３連複： ５０，８９１，０００円 ３連単： ９２，８３６，４００円 計： ２９８，２２９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � ２６０円 � １９０円 枠 連（４－８） ２００円

馬 連 �� １，５２０円 馬 単 �� ２，２９０円

ワ イ ド �� ６２０円 �� ３６０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ２，６２０円 ３ 連 単 ��� １０，９９０円

票 数

単勝票数 計 ２０７３７０ 的中 � ６４７９６（１番人気）
複勝票数 計 ２６４６１４ 的中 � ６６７０５（１番人気）� ２１５８７（４番人気）� ３４７５０（３番人気）
枠連票数 計 １４１３７５ 的中 （４－８） ５４２３３（１番人気）
馬連票数 計 ４１４９６９ 的中 �� ２０２６９（５番人気）
馬単票数 計 ３２１０８２ 的中 �� １０３８８（８番人気）
ワイド票数 計 １９５６１４ 的中 �� ７６０９（５番人気）�� １４６３０（２番人気）�� ４９１３（８番人気）
３連複票数 計 ５０８９１０ 的中 ��� １４３５３（７番人気）
３連単票数 計 ９２８３６４ 的中 ��� ６２３６（２４番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．１―１２．５―１３．１―１２．６―１２．１―１１．６―１１．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２５．０―３７．５―５０．６―１：０３．２―１：１５．３―１：２６．９―１：３８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．８―３F３４．７

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

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

勝馬の
紹 介

ヘルデンテノール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Crafty Prospector 初出走

２０１０．１．２０生 牡２鹿 母 デ ィ ー バ 母母 ミスセクレト １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ダイワロージー号の騎手北村宏司は，２コーナーで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（８番・９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。

３００５４１１月１７日 小雨 良 （２４東京５）第５日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１２時４０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

１：２１．２
１：２０．３

良

良

１２ ウォータープリプリ 牝２黒鹿５４ 武 幸四郎山岡 正人氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 ４８４ ―１：２２．５ １．９�

６１２ リ ッ プ ル 牝２鹿 ５４ 内田 博幸 H.H．シェイク・ハムダン 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４５６ ―１：２２．７１ ４．２�

４７ ラインビューティー 牝２栗 ５４ 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 ４７０ ―１：２３．０２ ４７．１�
７１４ シ ェ ー ル 牝２芦 ５４ 和田 竜二谷水 雄三氏 池上 昌弘 新ひだか カントリー牧場 ４３８ ―１：２３．２１ ４１．７�
２４ シキランマン 牝２栗 ５４ 勝浦 正樹�樽さゆり氏 石栗 龍彦 浦河 松栄牧場 ４０２ ― 〃 ハナ ２８４．５�
５９ トーセンアルニカ 牝２鹿 ５４ 横山 典弘島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム ４５４ ―１：２３．４１ １３．６�
２３ スイートリリック 牝２栗 ５４ 三浦 皇成伊藤 英明氏 矢作 芳人 新冠 秋田牧場 ４４４ ―１：２３．６１� １４．４	
８１７ トゥルーカラーズ 牝２鹿 ５４ 松岡 正海畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 ４２２ ― 〃 ハナ １５．３

５１０ イイデジャスト 牝２黒鹿５４ 蛯名 正義 �アールエスエーカントリ土田 稔 新冠 山岡ファーム ４６６ ―１：２３．７� １０３．４�
３５ グンジョウノソラ 牝２黒鹿５４ 柴田 大知内藤 好江氏 浅野洋一郎 新ひだか 本桐牧場 ４２８ ―１：２４．０２ ７０．１
１１ ウエスタンアタック 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣 �ウエスタンファーム根本 康広 新冠 競優牧場 ４４８ ―１：２４．１� ６５．１�

（クレバーワイルド）

４８ サンシャインレディ 牝２青 ５４ 石橋 脩�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４４０ ―１：２４．２� １１８．１�
６１１ ル ー メ ア 牝２栗 ５４ 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 吉村 圭司 新ひだか ケイアイファーム ４４８ ― 〃 クビ ２１．５�
３６ キーンオレンジ 牝２鹿 ５４ 北村 宏司 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４６４ ―１：２４．３� １４．９�
７１３ ホワイトポピー 牝２芦 ５４ 田辺 裕信楠本 勝美氏 高橋 裕 平取 中川 隆 ４２４ ―１：２５．２５ ２２．６�
８１５ サンテレーズ 牝２鹿 ５４ 武士沢友治小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４３０ ―１：２５．６２� ９８．５�
８１６ ジェイケイダンサー 牝２青鹿５４ 吉田 豊小谷野次郎氏 大久保洋吉 新ひだか 藤川フアーム ４２４ ―１：２６．０２� ６１．５�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２１，２６４，８００円 複勝： ２８，５９２，２００円 枠連： １５，５５７，０００円

馬連： ４３，３１４，４００円 馬単： ３０，８９６，０００円 ワイド： ２１，５２８，５００円

３連複： ５１，７３０，０００円 ３連単： ８５，６３５，６００円 計： ２９８，５１８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � ５８０円 枠 連（１－６） ３４０円

馬 連 �� ４２０円 馬 単 �� ７３０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� １，６００円 �� ２，２００円

３ 連 複 ��� ５，５９０円 ３ 連 単 ��� １７，９５０円

票 数

単勝票数 計 ２１２６４８ 的中 � ９０４５３（１番人気）
複勝票数 計 ２８５９２２ 的中 � ８２４０４（１番人気）� ５４２０９（２番人気）� ７８４６（１０番人気）
枠連票数 計 １５５５７０ 的中 （１－６） ３３８５４（１番人気）
馬連票数 計 ４３３１４４ 的中 �� ７６５７３（１番人気）
馬単票数 計 ３０８９６０ 的中 �� ３１３１８（１番人気）
ワイド票数 計 ２１５２８５ 的中 �� ３１８７０（１番人気）�� ２８７７（１８番人気）�� ２０７２（２６番人気）
３連複票数 計 ５１７３００ 的中 ��� ６８３２（１２番人気）
３連単票数 計 ８５６３５６ 的中 ��� ３５２１（３７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．５―３５．５―４７．６―５９．３―１：１０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３４．９
３ ８－１３（２，１４）（４，７，１６）（１０，１７）３，５，６，１２－（９，１１）－（１，１５） ４ ８－（２，１３）１４（４，７，１６）３（１０，１７）（５，６，１２）－（９，１１）（１，１５）

勝馬の
紹 介

ウォータープリプリ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Cape Cross 初出走

２０１０．３．２２生 牝２黒鹿 母 ハイウェイトゥグローリー 母母 Anita Via １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



３００５５１１月１７日 小雨 良 （２４東京５）第５日 第７競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時１０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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．４
１：３３．３

重

良

８１５ サンリットレイク 牡３鹿 ５６ R．ムーア 吉田 勝己氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ５１０＋ ２１：３８．２ ６．３�
（英）

６１２ オメガスパーキング 牡３鹿 ５６ 横山 典弘原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４８４± ０１：３８．３� ４．６�
１１ カフェコンセール 牡３青 ５６ 蛯名 正義吉野 弘司氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４７２＋ ６１：３８．４� ３．７�
４８ スターライラック 牝３鹿 ５４ 江田 照男庄野 昭彦氏 中川 公成 日高 庄野牧場 ４５８＋ ６１：３８．５クビ ２０．３�
５１０ ユッカマウンテン 牝３栗 ５４ 北村 宏司吉田 照哉氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム ４４０± ０１：３８．６� ５．８�
２４ ファーマジェンヌ 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 ４９８＋ ２ 〃 ハナ １１．１�
１２ タニセンヴォイス 牝３栗 ５４ 内田 博幸染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４５４－ ２１：３８．７� ５．７�
６１１ デルマインドラ 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成浅沼 廣幸氏 佐藤 吉勝 千歳 社台ファーム B５４６± ０１：３９．１２� ６３．８	
３６ � ホワイトジュエル 牝５芦 ５５ 勝浦 正樹 
フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム ４５４＋ ２１：３９．２� ２２９．８�
７１４ サ ワ キ ッ ク 牝３鹿 ５４ 武士沢友治井上 久光氏 柴田 政人 新ひだか 岡田牧場 ５１６± ０１：３９．４１	 １４０．２�
３５ � トーホウビューティ 牝４栗 ５５ 柴田 善臣東豊物産 田中 清隆 浦河 有限会社

吉田ファーム ４６８± ０１：３９．８２� １７．０�
４７ ミラクルフラッグ 牝５栗 ５５ 和田 竜二小林 英一氏 岩戸 孝樹 日高 出口牧場 B４９４＋ ４１：４０．１１� ７８．４�
５９ グランデタキオン 牡５鹿 ５７ 石橋 脩芹澤 精一氏 相沢 郁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０± ０１：４０．４２ １２６．５�
８１６� トーアティアレ 牝５鹿 ５５ 石神 深一高山ランド 柴田 政人 豊浦トーア牧場 ４４８－ ６１：４０．５クビ ５５４．４�
２３ � カシノグリーディ 牡３鹿 ５６

５３ ▲高嶋 活士柏木 務氏 二本柳俊一 青森 一山育成牧場 ５０２＋ ６１：４０．７１	 ６６９．６�
７１３ メイショウモーレン 牝３栗 ５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 小島 太 安平 ノーザンファーム ４６２＋１４１：４２．６大差 ６５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，６６５，７００円 複勝： ４３，５５２，２００円 枠連： １７，７３０，９００円

馬連： ６１，３５３，５００円 馬単： ３７，８３５，９００円 ワイド： ２５，７８４，４００円

３連複： ７９，０６１，３００円 ３連単： １２１，０９６，５００円 計： ４０８，０８０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � １９０円 � １７０円 � １５０円 枠 連（６－８） １，３６０円

馬 連 �� １，８１０円 馬 単 �� ３，７６０円

ワ イ ド �� ６８０円 �� ５１０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� １，３５０円 ３ 連 単 ��� １０，３２０円

票 数

単勝票数 計 ２１６６５７ 的中 � ２７２３４（５番人気）
複勝票数 計 ４３５５２２ 的中 � ５６１１９（４番人気）� ６８７００（２番人気）� ９１７２３（１番人気）
枠連票数 計 １７７３０９ 的中 （６－８） ９６５７（６番人気）
馬連票数 計 ６１３５３５ 的中 �� ２５１３９（８番人気）
馬単票数 計 ３７８３５９ 的中 �� ７４３５（１６番人気）
ワイド票数 計 ２５７８４４ 的中 �� ８９９３（８番人気）�� １２６１７（４番人気）�� １６８４４（２番人気）
３連複票数 計 ７９０６１３ 的中 ��� ４３４６３（１番人気）
３連単票数 計１２１０９６５ 的中 ��� ８６６３（１６番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．６―１２．５―１２．５―１２．６―１２．４―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．４―３５．０―４７．５―１：００．０―１：１２．６―１：２５．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンリットレイク �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１０．３０ 東京１０着

２００９．４．７生 牡３鹿 母 サンウィルシャイン 母母 ドリームビジヨン ９戦２勝 賞金 １７，４００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 カネトシミント号・クナンガン号・サントワマミー号・デュアルサクセス号・ニシノカーリー号・

プロジェクトブルー号・ベルモントフェスタ号
（非抽選馬） ４頭 イージーウイン号・シンデンアラタ号・ダテノスイミー号・トウショウギフト号
※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。

３００５６１１月１７日 小雨 良 （２４東京５）第５日 第８競走 ��３，１１０�
しゅうよう

秋陽ジャンプステークス
発走１３時４５分 （ 芝 ）

３歳以上；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減，J・GⅠ競走１着馬５�増，J・
GⅡ競走１着馬３�増，J・GⅢ競走１着馬１�増，収得賞金４００万円以下の馬１�減

賞 品
本 賞 １５，０００，０００円 ６，０００，０００円 ３，８００，０００円 ２，３００，０００円 １，５００，０００円
付 加 賞 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード３：２７．１良

１１ アグネスラナップ 牡７青 ６０ 北沢 伸也渡辺 孝男氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 ４９６± ０３：２７．８ ２．９�

７１２ スナークスペイン 牡５青鹿６０ 小坂 忠士杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 城地 清満 ４６６＋ ２３：２８．４３� ４．８�
５７ タ フ �４芦 ５９ 高野 和馬�グランプリ 森 秀行 安平 ノーザンファーム ４６４－１２３：２８．６１� ４５．２�
６１０ リリースバージョン 牡５鹿 ５９ 金子 光希薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 追分ファーム ４８０＋ ６３：２８．７� １０４．６�
７１１ カ ピ タ ー ノ 牡８黒鹿５９ 石神 深一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 富菜牧場 ５０６＋ ６ 〃 クビ １０．４�
６９ � エーシンイグアス 牡４鹿 ５９ 黒岩 悠�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 ５１８＋１０３：２８．８クビ ３１．１�
３３ セクシイスイート 牝４鹿 ５７ 蓑島 靖典平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ５２４＋１６ 〃 クビ ３６．１	
８１４� ハッピーティア 牝４鹿 ５７ 池崎 祐介丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 滝本 健二 ４７８＋ ４３：２９．１１� １６．４

２２ アドマイヤテンクウ 牡５鹿 ５９ 西谷 誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５４２＋１８３：２９．５２� １４．５�
８１３ アイティゴールド 牡４黒鹿５９ 大江原 圭一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４９０＋２８３：３０．４５ １０４．３�
３４ カリズマアゲン 牡５鹿 ５９ 平沢 健治浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 ５０２＋１０３：３０．６１� ３６．８
４５ メジロアマギ 牝４栗 ５７ 鈴木 慶太岩� 伸道氏 尾関 知人 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４８０± ０３：３２．０９ １０３．２�
５８ バ イ ヨ ン 牡７栗 ６０ 五十嵐雄祐 �キャロットファーム 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４５０＋ ４３：３７．５大差 １９．２�
４６ モズハリケーン 牡４栗 ６０ 植野 貴也北側 雅司氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 ５１２－ ２ （競走中止） ３．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，５６７，６００円 複勝： ２５，４８５，１００円 枠連： １８，９３４，０００円

馬連： ５０，３０３，９００円 馬単： ３４，０７５，０００円 ワイド： ２３，１１７，２００円

３連複： ６８，１５６，１００円 ３連単： １１１，８５０，１００円 計： ３５０，４８９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １５０円 � １７０円 � ８７０円 枠 連（１－７） ５００円

馬 連 �� ８８０円 馬 単 �� １，４９０円

ワ イ ド �� ４４０円 �� １，８７０円 �� ２，６７０円

３ 連 複 ��� １３，０６０円 ３ 連 単 ��� ３８，１１０円

票 数

単勝票数 計 １８５６７６ 的中 � ５１２５４（１番人気）
複勝票数 計 ２５４８５１ 的中 � ５６８７６（１番人気）� ４３６０４（３番人気）� ５２０７（１１番人気）
枠連票数 計 １８９３４０ 的中 （１－７） ２８２２９（２番人気）
馬連票数 計 ５０３０３９ 的中 �� ４２６６０（２番人気）
馬単票数 計 ３４０７５０ 的中 �� １６９９０（３番人気）
ワイド票数 計 ２３１１７２ 的中 �� １４６０２（２番人気）�� ２９０７（２３番人気）�� ２００９（３２番人気）
３連複票数 計 ６８１５６１ 的中 ��� ３８５３（４１番人気）
３連単票数 計１１１８５０１ 的中 ��� ２１６６（１０８番人気）

上り １マイル １：４５．３ ４F ５２．１－３F ３９．３
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アグネスラナップ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００７．１２．１５ 阪神４着

２００５．４．４生 牡７青 母 フォーティエース 母母 ピンクシェイド 障害：８戦３勝 賞金 ５４，８３６，０００円
〔競走中止〕 モズハリケーン号は，２周目８号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１７頭 エイユーブラッサム号・カワキタトップ号・コスモソユーズ号・サトノケンオー号・サーストンムーン号・

スズマーシャル号・セイエイ号・ダイシングロウ号・テイエムブユウデン号・トウシンボルト号・ナドレ号・
ビービースカット号・ボストンプラチナ号・マックスチャンプ号・メジロサンノウ号・ユウターチェイサー号・
ローレルレヴァータ号



３００５７１１月１７日 小雨 良 （２４東京５）第５日 第９競走 ��
��１，４００�

さ い こ

西 湖 特 別
発走１４時２０分 （ダート・左）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．５

不良

不良

７１４ キ ズ マ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 H.R.H．プリンセス・ハヤ 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４９４＋ ６１：２４．０ ３．０�

１１ スノードラゴン 牡４芦 ５７ 田辺 裕信岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 ５０４＋ ２１：２４．２１� ６．７�
５９ スズカロジック 牡４栗 ５７ 松岡 正海永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 山下 恭茂 ４９６－ ８１：２４．４１� ２２．５�
１２ ダイヤモンドムーン 牝５黒鹿５５ 岩田 康誠岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 B５１４＋ ４１：２４．５クビ ２４．２�
３６ タマブラックホール 牡３黒鹿５６ 石橋 脩玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ５０６＋ ６ 〃 クビ ４．７�
４８ エフティシュタルク 牡４青鹿５７ 柴田 大知吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ５２６＋ ６１：２４．６クビ ２６．０�
８１５ トキノエクセレント 牡４黒鹿５７ 三浦 皇成田中 準市氏 矢野 照正 浦河 三嶋牧場 ４７０＋ ６１：２５．０２� ５．５�
２３ トイボックス 牡５黒鹿５７ 勝浦 正樹名古屋友豊	 木原 一良 新ひだか 久井牧場 ４６８－１０１：２５．１	 １２８．７

２４ 
 ジャパンプライド 牡４鹿 ５７ 横山 典弘星野 壽市氏 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 ４７６± ０１：２５．２クビ ８．６�
７１３ ゴールドゼウス 牡３黒鹿５６ 内田 博幸スター・ホースメンズクラブ 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４８０＋ ２ 〃 ハナ ４２．８�
６１１ ブレイクチャンス �５鹿 ５７ 田中 勝春齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４９８＋ ４１：２５．４１� １６２．８
６１２ カフェラビリンス 牡５鹿 ５７ 横山 義行西川 恭子氏 松山 康久 千歳 社台ファーム ５２４－ ２１：２５．５クビ １７７．９�
５１０ ナムラアピア 牝３芦 ５４ 和田 竜二奈村 信重氏 福島 信晴 日高 ナカノファーム ４８４＋ ８１：２６．２４ １４．５�
４７ ガリレオシチー 牡６黒鹿５７ 鈴来 直人 	友駿ホースクラブ 嶋田 功 日高 幾千世牧場 ５２０＋ ６１：２６．３	 ４４０．１�
３５ ステラリード 牝５栗 ５５ R．ムーア 広尾レース	 森 秀行 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４４４－ ２ 〃 アタマ ５７．３�
（英）

８１６ サクラシリアス 牡５鹿 ５７ 吉田 豊	さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 ４８４＋ ４１：２６．５１ １４０．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，９６１，１００円 複勝： ７０，７９１，６００円 枠連： ２３，０６６，４００円

馬連： １０８，９６０，１００円 馬単： ５８，５１９，７００円 ワイド： ４４，６２０，３００円

３連複： １２５，６１６，７００円 ３連単： １９７，６５０，４００円 計： ６６４，１８６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １７０円 � １８０円 � ４６０円 枠 連（１－７） ７３０円

馬 連 �� ８９０円 馬 単 �� １，５００円

ワ イ ド �� ４６０円 �� １，１００円 �� １，８４０円

３ 連 複 ��� ４，６３０円 ３ 連 単 ��� １５，０６０円

票 数

単勝票数 計 ３４９６１１ 的中 � ９２８８２（１番人気）
複勝票数 計 ７０７９１６ 的中 � １３４１８８（１番人気）� １１１３７４（３番人気）� ３１２１８（７番人気）
枠連票数 計 ２３０６６４ 的中 （１－７） ２３６３３（２番人気）
馬連票数 計１０８９６０１ 的中 �� ９０５４２（２番人気）
馬単票数 計 ５８５１９７ 的中 �� ２８８１０（２番人気）
ワイド票数 計 ４４６２０３ 的中 �� ２６３６４（２番人気）�� ９７６１（１２番人気）�� ５６５５（２６番人気）
３連複票数 計１２５６１６７ 的中 ��� ２００５７（１１番人気）
３連単票数 計１９７６５０４ 的中 ��� ９６８９（２９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．９―３５．６―４７．６―５９．５―１：１１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キ ズ マ �
�
父 Discreet Cat �

�
母父 Jade Robbery デビュー ２０１１．９．３ 新潟１着

２００９．３．１２生 牡３鹿 母 ハンドオブフェイト 母母 Destiny Dance ７戦３勝 賞金 ３９，１０５，０００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 オースミレジスタ号・タニセンジャッキー号
※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。

３００５８１１月１７日 小雨 良 （２４東京５）第５日 第１０競走 ��
��１，４００�

ぎんれい

銀嶺ステークス
発走１４時５５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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．５

不良

不良

８１５ タイセイシュバリエ 牡３芦 ５６ 岩田 康誠田中 成奉氏 宮本 博 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８０－ ４１：２４．０ ３．２�

３６ レッドヴァンクール 牡６鹿 ５７ R．ムーア �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ５２８＋ ４ 〃 アタマ ７２．６�
（英）

４８ � キモンレッド 牝４栗 ５５ 松岡 正海小林 祥晃氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 ４６６＋ ２１：２４．２１ ２８．７�
６１１ エーシンハダル 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義�栄進堂 野中 賢二 新ひだか タイヘイ牧場 B４９２－ ８ 〃 クビ １０．０�
５９ オリオンザポラリス 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 大塚牧場 ４６６± ０１：２４．３クビ １５．９�
１２ エーシンビートロン 牡６黒鹿５７ 内田 博幸�栄進堂 西園 正都 静内 服部 牧場 ４７８± ０ 〃 ハナ ３．１�
２３ サダムグランジュテ 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４７８－ ６ 〃 アタマ ２９．５	
３５ � サトノデートナ 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成里見 治氏 国枝 栄 米

Barbara Nel-
son & Richard
Lugovich Jr.

４９６＋ ４１：２４．４クビ ３４．６

７１３ スピルオーバー 牡５栗 ５７ 和田 竜二村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ５４４－１２ 〃 クビ ２１．６�
６１２ ノボレインボー 牝６芦 ５５ 大庭 和弥�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 ５２０＋１２１：２４．６１	 ３１４．８�
５１０ カフェシュプリーム 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣西川 光一氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ５１８＋１０ 〃 クビ ８．８
７１４ イチエイクリッパー 牡５鹿 ５７ 柴田 大知築地 榮一氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 ５１８－ ８１：２４．７
 ２２０．３�
４７ サマーソング 牝５鹿 ５５ 田中 勝春セゾンレースホース� 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ４６８－１４１：２４．８クビ ７．７�
２４ ハンマープライス 牡６栗 ５７ 吉田 豊 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４９６＋ ８１：２５．０１	 １３７．７�
８１６ ネオヴァンクル 牡３栗 ５６ 石橋 脩小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５１４＋ ６１：２５．２１
 ６７．７�
１１ ラガーリンリン 牝５芦 ５５ 武 幸四郎奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 前川 正美 ４８８± ０１：２５．８３
 ５６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，８６６，８００円 複勝： ６６，６５０，２００円 枠連： ２９，１４３，７００円

馬連： １３７，４４４，５００円 馬単： ７３，３５４，９００円 ワイド： ５０，９４５，２００円

３連複： １５７，４８３，２００円 ３連単： ２７０，８３４，０００円 計： ８２１，７２２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １７０円 � １，７００円 � ７８０円 枠 連（３－８） ３，７３０円

馬 連 �� １５，１４０円 馬 単 �� ２０，５９０円

ワ イ ド �� ４，４３０円 �� １，８３０円 �� １３，４７０円

３ 連 複 ��� ９３，９６０円 ３ 連 単 ��� ４１９，０３０円

票 数

単勝票数 計 ３５８６６８ 的中 � ９１０９８（２番人気）
複勝票数 計 ６６６５０２ 的中 � １４６７３５（２番人気）� ８１７４（１３番人気）� １８９９９（９番人気）
枠連票数 計 ２９１４３７ 的中 （３－８） ５７７６（１６番人気）
馬連票数 計１３７４４４５ 的中 �� ６７０３（４１番人気）
馬単票数 計 ７３３５４９ 的中 �� ２６３０（６０番人気）
ワイド票数 計 ５０９４５２ 的中 �� ２８２０（４２番人気）�� ７００８（１９番人気）�� ９１６（７４番人気）
３連複票数 計１５７４８３２ 的中 ��� １２３７（１７４番人気）
３連単票数 計２７０８３４０ 的中 ��� ４７７（８２３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．２―３４．９―４６．７―５８．７―１：１１．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイシュバリエ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．７．３０ 小倉２着

２００９．１．３１生 牡３芦 母 ダンスノワール 母母 ランバダレディ １４戦３勝 賞金 ５３，４９０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※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。



３００５９１１月１７日 小雨 良 （２４東京５）第５日 第１１競走 ��
��１，８００�第１７回東京スポーツ杯２歳ステークス（ＧⅢ）

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
東京スポーツ杯（１着）

賞 品
本 賞 ３２，０００，０００円 １３，０００，０００円 ８，０００，０００円 ４，８００，０００円 ３，２００，０００円
付 加 賞 ５４６，０００円 １５６，０００円 ７８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４６．９
１：４６．４

良

良

１１ コ デ ィ ー ノ 牡２黒鹿５５ 横山 典弘 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４７４± ０１：４６．０レコード １．９�

８１５� レッドレイヴン 牡２青鹿５５ 内田 博幸 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 米 Richard Santulli
& Bobby Flay ４９８＋ ６１：４６．３１� ６．０�

６１０ インプロヴァイズ 牡２青 ５５ R．ムーア 有限会社シルク堀 宣行 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５８± ０１：４６．５１� １８．９�

（英）

５９ ケンブリッジサン 牡２鹿 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 ４６８＋ ４ 〃 アタマ １８．２�

６１１ バッドボーイ 牡２鹿 ５５ 石橋 脩畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 ４９０－ ８１：４６．６	 １３８．１�
３５ サトノノブレス 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠里見 治氏 池江 泰寿 洞爺湖 メジロ牧場 ４８６± ０ 〃 クビ ４．７	
２３ ミヤジタイガ 牡２鹿 ５５ 和田 竜二曽我 司氏 岩元 市三 日高 白井牧場 ４８６＋ ８１：４６．７クビ ３２．６

７１２ マイネルホウオウ 牡２栗 ５５ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ヒカル牧場 ４８８＋ ２ 〃 クビ ５７．４�
８１４ ポップアップハート 牡２栗 ５５ 田中 勝春丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４８２－ ４１：４６．８クビ ４３．１�
２２ ダービーフィズ 牡２栗 ５５ 蛯名 正義 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４４６－ ６ 〃 アタマ １３．９
４７ ディーエスタイド 牡２黒鹿５５ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 ４８４－ ２１：４７．０１	 １２６．０�
７１３ ザ ラ ス ト ロ 牡２鹿 ５５ 松岡 正海高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 松田牧場 ４８８＋ ８１：４７．１� １８．６�
４６ アポロカーネル 
２鹿 ５５ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新ひだか 前田 宗将 ４６０± ０１：４７．４２ ３１６．６�
５８ タカノハーバー 牡２青鹿５５ 上村 洋行山口多賀司氏 昆 貢 新冠 ハシモトフアーム ４６４－１０１：４７．６１	 １５２．８�
３４ ロードシュプリーム 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム ５０２－ ２１：４８．１３ ７８．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １３０，０１８，６００円 複勝： １７３，５０９，７００円 枠連： ６４，７２９，３００円

馬連： ３７５，７４６，８００円 馬単： ２２７，７０７，３００円 ワイド： １３８，０２３，１００円

３連複： ４９６，０３４，４００円 ３連単： １，０２７，９２５，８００円 計： ２，６３３，６９５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � ３１０円 枠 連（１－８） ４４０円

馬 連 �� ４７０円 馬 単 �� ６６０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ６１０円 �� １，２００円

３ 連 複 ��� ２，６９０円 ３ 連 単 ��� ６，３３０円

票 数

単勝票数 計１３００１８６ 的中 � ５５５８６６（１番人気）
複勝票数 計１７３５０９７ 的中 � ６６７９２４（１番人気）� ２２６１６５（３番人気）� ９０４３６（６番人気）
枠連票数 計 ６４７２９３ 的中 （１－８） １０９３６０（１番人気）
馬連票数 計３７５７４６８ 的中 �� ５９７４６７（１番人気）
馬単票数 計２２７７０７３ 的中 �� ２５８３０６（１番人気）
ワイド票数 計１３８０２３１ 的中 �� １６３７８８（２番人気）�� ５２９６１（７番人気）�� ２４９３３（１６番人気）
３連複票数 計４９６０３４４ 的中 ��� １３６２８６（９番人気）
３連単票数 計１０２７９２５８ 的中 ��� １１９９７７（１０番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．１―１１．２―１１．３―１２．０―１３．１―１２．２―１０．９―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．９―３５．１―４６．４―５８．４―１：１１．５―１：２３．７―１：３４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．６―３F３４．５

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

勝馬の
紹 介

コ デ ィ ー ノ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．８．１２ 札幌１着

２０１０．２．１５生 牡２黒鹿 母 ハッピーパス 母母 ハッピートレイルズ ３戦３勝 賞金 ７０，０６４，０００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。

３００６０１１月１７日 小雨 良 （２４東京５）第５日 第１２競走 ��
��２，１００�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５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：０６．７
２：０５．９

良

良

６１１ ギャザーロージズ �５芦 ５７ 吉田 豊吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４８２＋ ４２：１１．６ ８．０�

１１ ト リ ノ 牡４栗 ５７ 内田 博幸北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム ４９４＋ ２２：１１．７� ５．６�
２３ クリティカルヒット 牡３黒鹿５５ 蛯名 正義 �キャロットファーム 戸田 博文 千葉 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１４－ ４２：１１．９１� ３．８�
２２ メイスンキャプテン 牡３栗 ５５ 北村 宏司梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 木村牧場 ５１０＋１８２：１２．３２� ９．３�
７１３ カシュカシュ 牝３鹿 ５３ 三浦 皇成松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 ４２８－１２２：１２．５１	 ４３．７�
７１２ オリオンザアルファ 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 B４８８－ ４２：１２．８２ ２２．１	
８１４ ロケットダイヴ 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４５０＋ ２２：１３．２２� ５．２

３５ 
 ヒロノキョウシュウ 牡７鹿 ５７ 石神 深一八百板俊一郎氏 星野 忍 静内 聖心台牧場 ５１０＋ ２２：１４．３７ ３６０．６�
４７ オネストエイブ 牡３鹿 ５５ 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４６２± ０ 〃 クビ １４．７
４６ ヒミノキンカメ 牡４鹿 ５７ 小坂 忠士佐々木八郎氏 川村 禎彦 新ひだか 前川 正美 ４７８－ ２２：１４．６２ ９０．７�
５９ コスモイーチタイム 牡４栗 ５７ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 保田 一隆 新冠 ビッグレッドファーム ４５０＋ ４ 〃 クビ ９５．０�
５８ メジロオマリー 牡７黒鹿５７ 上村 洋行岩� 伸道氏 奥平 雅士 洞爺 メジロ牧場 ４５２－ ４２：１４．８１	 １６７．６�
３４ 
 ダイヤノゲンセキ �４黒鹿５７ 松岡 正海 �ダイヤモンドファーム 坂口 正則 浦河 ダイヤモンドファーム ５３２－ ４２：１５．７５ １２．９�
６１０ アイノグロー 牡５黒鹿５７ 江田 照男礒川 正明氏 松永 康利 日高 日西牧場 B５０４＋ ８２：１６．１２� １１１．７�
８１５ リアルアヴェニュー 牡５鹿 ５７ R．ムーア �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５２８＋ ４２：３５．５大差 ７．１�

（英）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３４，９１３，６００円 複勝： ５３，４９８，４００円 枠連： ３２，７１４，９００円

馬連： １０６，４２６，２００円 馬単： ６０，１３５，４００円 ワイド： ４１，０１５，４００円

３連複： １３２，３６１，５００円 ３連単： ２３６，３０４，５００円 計： ６９７，３６９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８００円 複 勝 � ２１０円 � ２１０円 � １５０円 枠 連（１－６） ２，０２０円

馬 連 �� １，８７０円 馬 単 �� ３，８００円

ワ イ ド �� ６９０円 �� ５５０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ２，５５０円 ３ 連 単 ��� １６，６２０円

票 数

単勝票数 計 ３４９１３６ 的中 � ３４７７６（５番人気）
複勝票数 計 ５３４９８４ 的中 � ６４１６７（３番人気）� ６０３８８（４番人気）� １１３９５７（１番人気）
枠連票数 計 ３２７１４９ 的中 （１－６） １１９６４（９番人気）
馬連票数 計１０６４２６２ 的中 �� ４２１４７（７番人気）
馬単票数 計 ６０１３５４ 的中 �� １１６９９（１５番人気）
ワイド票数 計 ４１０１５４ 的中 �� １３９７０（７番人気）�� １８３３８（３番人気）�� ２８０６２（１番人気）
３連複票数 計１３２３６１５ 的中 ��� ３８３８１（３番人気）
３連単票数 計２３６３０４５ 的中 ��� １０４９４（２７番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．３―１２．１―１２．２―１２．７―１３．４―１２．６―１２．３―１２．３―１２．７―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１８．４―３０．５―４２．７―５５．４―１：０８．８―１：２１．４―１：３３．７―１：４６．０―１：５８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．２―３F３７．９
１
３

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

勝馬の
紹 介

ギャザーロージズ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 Dancing Spree デビュー ２００９．１１．７ 東京３着

２００７．２．２５生 �５芦 母 ベリーローズ 母母 Lady Berry １７戦４勝 賞金 ４９，２００，０００円
〔発走状況〕 アイノグロー号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔調教再審査〕 アイノグロー号は，発走調教再審査。
〔その他〕 リアルアヴェニュー号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
※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。



（２４東京５）第５日 １１月１７日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １９０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

２４５，７９０，０００円
８，４６０，０００円
２，３５０，０００円
２２，１８０，０００円
６６，２２５，５００円
５，８６９，８００円
１，８２４，０００円

勝馬投票券売得金
３９０，６７５，５００円
６２３，６２０，２００円
２６４，８６０，７００円
１，０９３，５２３，３００円
６７１，４５２，６００円
４４７，２５７，９００円
１，３８４，７０４，１００円
２，４９２，０４１，７００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 ７，３６８，１３６，０００円

総入場人員 ２４，０３４名 （有料入場人員 ２２，２８３名）


