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３００６１１１月１８日 晴 不良 （２４東京５）第６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

７１２ ゲマインシャフト 牡２鹿 ５５ 松岡 正海丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム ４７８± ０１：３８．９ ３．８�

７１１ ゴールドメイン 牡２栗 ５５ 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 ４５２± ０１：３９．０� ７．９�
８１３ ベリートゥベリー 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成北所 直人氏 鈴木 伸尋 様似 �村 伸一 ４６４－ ４ 〃 アタマ ２．７�
８１４ クールシャンクス 牡２鹿 ５５ 戸崎 圭太川上 哲司氏 矢野 英一 浦河 岡本 昌市 ４７０－ ４１：３９．６３� ３．６�

（大井）

５７ イラッシャイマセ 牡２栗 ５５ 中谷 雄太井上 久光氏 柴田 政人 日高 法理牧場 ４５８－ ２１：４０．１３ ４９．７�
６１０ トウカイマスター 牡２栗 ５５ 幸 英明内村 正則氏 栗田 博憲 日高 福満牧場 ４７２－ ２１：４０．３１� ５１．４�
３４ エルカスティーヨ 牡２芦 ５５ 石神 深一有限会社シルク佐藤 吉勝 新ひだか 飯岡牧場 ４９４－ ４１：４０．９３� ４２．２�
５８ ゴールドピューマ 牡２栗 ５５ 北村 宏司居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム ４９０＋１２１：４１．２１� １４．１	
２２ キ ン シ バ イ 牡２鹿 ５５ 木幡 初広山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 シンボリ牧場 ５０６± ０１：４１．４１� １０５．１

４５ キクカサンダー 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣飯島 和吉氏 二ノ宮敬宇 浦河 小倉牧場 ４４４－ ４１：４１．６１� ７１．２�
３３ ウインマスカット 牡２鹿 ５５ 柴田 大知�ウイン 田中 清隆 平取 協栄組合 ４４０＋ ２ 〃 クビ ２５０．８
４６ テイケイファイン 牡２黒鹿５５ 大庭 和弥兼松 忠男氏 中川 公成 新冠 村上 欽哉 ４４２＋ ２１：４２．０２� ３１５．９�
６９ スピードボニータ 牝２栗 ５４ 鈴来 直人市川不動産� 和田 正道 浦河 久保 昇 ４５０－ ４１：４２．２１� １０１．６�
１１ ブリリアンシー 牡２芦 ５５ 田辺 裕信青山 洋一氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 ４６０＋１０１：４２．６２� ２２．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，５０８，６００円 複勝： ２５，８００，４００円 枠連： １３，７０７，５００円

馬連： ３９，２３５，３００円 馬単： ２８，５３６，６００円 ワイド： １７，１８９，７００円

３連複： ５３，９２３，５００円 ３連単： ９６，０７２，７００円 計： ２８８，９７４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １３０円 � １８０円 � １１０円 枠 連（７－７） １，０３０円

馬 連 �� １，０９０円 馬 単 �� １，７９０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� １８０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ５７０円 ３ 連 単 ��� ４，２８０円

票 数

単勝票数 計 １４５０８６ 的中 � ３０２２４（３番人気）
複勝票数 計 ２５８００４ 的中 � ５１１３６（２番人気）� ２８１３５（４番人気）� ８５５４０（１番人気）
枠連票数 計 １３７０７５ 的中 （７－７） ９８２９（３番人気）
馬連票数 計 ３９２３５３ 的中 �� ２６８０２（５番人気）
馬単票数 計 ２８５３６６ 的中 �� １１７９２（８番人気）
ワイド票数 計 １７１８９７ 的中 �� １０８３７（５番人気）�� ２８７１０（１番人気）�� １２９６３（３番人気）
３連複票数 計 ５３９２３５ 的中 ��� ７０５４８（２番人気）
３連単票数 計 ９６０７２７ 的中 ��� １６５８８（１２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１２．０―１２．６―１３．１―１２．８―１１．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．１―３６．１―４８．７―１：０１．８―１：１４．６―１：２６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゲマインシャフト �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 タヤスツヨシ デビュー ２０１２．１０．７ 東京４着

２０１０．３．１８生 牡２鹿 母 スプリングアマイン 母母 ダイナマイン ３戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
※スピードボニータ号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

３００６２１１月１８日 晴 稍重 （２４東京５）第６日 第２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１０時２０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

１：３３．８
１：３３．１

良

良

５９ シンボリディスコ 牡２栗 ５５ 柴田 善臣シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 ４７２－ ２１：３５．６ ７．７�

８１８ クロムレック 牡２栗 ５５ 戸崎 圭太 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ５０４± ０ 〃 クビ ４．７�
（大井）

２４ � ヒシサイレンス 牡２黒鹿５５ 幸 英明阿部雅一郎氏 小笠 倫弘 米 Masa-
ichiro Abe ４４８－ ２１：３５．７� １１．９�

６１１ ディレットリーチェ 牝２栗 ５４ 田辺 裕信飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 ４８４＋ ２１：３５．９１ １０．２�
６１２ スワンボート 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 オンワード牧場 ４５０＋ ２ 〃 クビ ５．７�
７１５ ワイハーノカゼ 牝２鹿 ５４ 松岡 正海ドラゴンヒルズホースクラブ 小野 次郎 日高 白井牧場 B４５０－１０１：３６．１１� １４．１�
５１０ ダイワフェーム 牡２黒鹿５５ 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 田上 稔 ４５４＋ ２１：３６．２� ３．０	
７１３ ファインユニバース 牡２栗 ５５ 松田 大作井山 登氏 矢野 英一 新冠 岩見牧場 ４６４＋ ４ 〃 アタマ ２６．２

８１６ プレミールサリー 牝２黒鹿５４ 川島 信二ケンレーシング組合 牧 光二 日高 竹島 幸治 ４９４± ０１：３６．３� ２３１．８�
３６ フェスティヴショウ 牡２栗 ５５ 中谷 雄太臼井義太郎氏 天間 昭一 様似 土井 仁 ４３６＋ ２１：３６．４	 １１６．１�
２３ ガ ッ ト 牡２黒鹿５５ 江田 照男桐谷 茂氏 星野 忍 日高 大矢牧場 ４４６－ ２１：３６．５� １０４．１
７１４ ディアグリスター 牡２鹿 ５５ 木幡 初広ディアレスト 高橋 裕 新冠 松浦牧場 ４６４＋ ６１：３６．６� １１８．５�
４８ オリオンザレヴリ 牡２青鹿５５ 武士沢友治平本 敏夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４５０－ ４１：３６．７� ２６．２�
１１ ディーズリアン 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 ４７２－ ２１：３６．９１� ４７．７�
８１７ バンテアイスレイ 牝２鹿 ５４ 石神 深一�ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 真歌田中牧場 ４３０－ ４１：３７．１１� １９０．８�
３５ メルクマール 牡２鹿 ５５ 鈴来 直人�ミルファーム 畠山 重則 浦河 バンダム牧場 ４６０± ０１：３７．４１	 ５４０．９�
４７ キュウシュウソダチ 牡２鹿 ５５ 大庭 和弥西村新一郎氏 蛯名 利弘 鹿児島 服部 文明 ４３８－１２ 〃 クビ １５０．９�
１２ コスモカワギリ 牡２鹿 ５５ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム ５０６－ ４１：３７．５クビ １５４．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，２６７，０００円 複勝： ２６，４１３，０００円 枠連： １２，３７０，５００円

馬連： ４１，０５６，５００円 馬単： ２５，９３９，４００円 ワイド： １７，１８２，０００円

３連複： ５０，７８３，２００円 ３連単： ７６，９８１，９００円 計： ２６６，９９３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２４０円 � ２５０円 � ３２０円 枠 連（５－８） ５９０円

馬 連 �� ２，１４０円 馬 単 �� ４，６９０円

ワ イ ド �� １，０７０円 �� ７６０円 �� １，４７０円

３ 連 複 ��� ６，７４０円 ３ 連 単 ��� ３９，１６０円

票 数

単勝票数 計 １６２６７０ 的中 � １６７７０（４番人気）
複勝票数 計 ２６４１３０ 的中 � ３１０７５（３番人気）� ２８３７５（４番人気）� ２０５３２（６番人気）
枠連票数 計 １２３７０５ 的中 （５－８） １５５３９（２番人気）
馬連票数 計 ４１０５６５ 的中 �� １４１８１（９番人気）
馬単票数 計 ２５９３９４ 的中 �� ４０８８（２１番人気）
ワイド票数 計 １７１８２０ 的中 �� ３９６１（１２番人気）�� ５７８５（７番人気）�� ２８１７（１７番人気）
３連複票数 計 ５０７８３２ 的中 ��� ５５６７（２２番人気）
３連単票数 計 ７６９８１９ 的中 ��� １４５１（１１９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．０―３５．６―４７．９―１：００．６―１：１２．４―１：２３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．７―３F３５．０
３ ・（１６，１８）１２（１１，１３，１４）（３，１０）２（８，９）（４，１７）７－６（１，５）－１５ ４ １６，１８（１２，１３，１４）（１１，３，１０，９）１７（２，８，４）（１，６）（７，１５）５

勝馬の
紹 介

シンボリディスコ �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１２．１０．２７ 東京４着

２０１０．４．３生 牡２栗 母 スイートアマリリス 母母 スイートソフイア ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔調教再審査〕 ディレットリーチェ号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教再審査。
※バンテアイスレイ号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第５回 東京競馬 第６日



３００６３１１月１８日 晴 稍重 （２４東京５）第６日 第３競走 ��１，８００�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

１：４６．０
１：４６．０

良

良

１２ ケイアイチョウサン 牡２黒鹿５５ 戸崎 圭太長山 尚義氏 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 ４４２－ ２１：４８．９ ８．６�
（大井）

５９ ベルウッドテラス 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 日高 オリオンファーム ４９２＋ ４１：４９．２１� ６．０�
１１ サムソンズプライド 牡２鹿 ５５ 江田 照男有限会社シルク杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム ４５２－ ４１：４９．４１� ６．８�
２３ ロードラファエル 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 栗田 徹 新ひだか 中田 英樹 ４７４－ ４１：４９．６１� ６．７�
４７ レアパルファム 牝２芦 ５４ 幸 英明森 保彦氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４６８－ ４１：４９．７クビ １８．１�
７１４ ドラゴンレインボー 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成窪田 康志氏 田島 俊明 浦河 大島牧場 ４５８± ０ 〃 クビ ４．６�
２４ カ ッ シ ー ニ 牡２鹿 ５５ 木幡 初広松田 整二氏 田島 俊明 浦河 木戸口牧場 ５２８－ ４１：４９．８� ２２．３	
８１５ オースミミズホ 牝２鹿 ５４ 川島 信二�オースミ 荒川 義之 浦河 鮫川 啓一 ４４２± ０ 〃 アタマ ６．８

４８ プリーズドンテル 牡２鹿 ５５ 北村 宏司サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 ５２０＋ ６１：４９．９� １１１．０�
７１３ マイネルジェイド 牡２鹿 ５５ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 コスモヴューファーム ４４４＋ ６１：５０．０クビ ８．６�
６１２ コスモピースフル 牝２鹿 ５４ 中谷 雄太 ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム ４４６－ ２１：５０．２１� １４２．１�
６１１ シアワセノホシ 牡２鹿 ５５ 松田 大作木村牧場 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 ４４４± ０１：５０．４１� １５５．０�
８１７ コスモサンチャン 牝２鹿 ５４ 松岡 正海 ビッグレッドファーム 小野 次郎 新冠 コスモヴューファーム ４２０－ ２ 〃 クビ ３０．０�
８１６ ソ デ フ リ ン 牝２栗 ５４ 武 幸四郎下河邉行信氏 小桧山 悟 日高 中前牧場 ４４０＋ ２１：５０．８２� ２７７．８�
５１０ オ ン ア イ ス 牝２栗 ５４ 武士沢友治平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 ４３６－ ４１：５１．１１� ２９１．５�
３６ パイナップルリリー 牝２黒鹿５４ 田辺 裕信�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４４８－ ２１：５１．２� ３０．０�
３５ コスモパレード 牡２栗 ５５ 大庭 和弥 ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 日高 藤本ファーム ４３２－ ２１：５２．３７ ２１８．８�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １８，０１３，７００円 複勝： ３３，２１７，４００円 枠連： １６，３０８，７００円

馬連： ５２，２０８，３００円 馬単： ３１，９６５，８００円 ワイド： ２２，７２０，１００円

３連複： ６５，８４５，１００円 ３連単： ９９，４２６，７００円 計： ３３９，７０５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � ２６０円 � ２８０円 � ２２０円 枠 連（１－５） １，１９０円

馬 連 �� ３，３８０円 馬 単 �� ６，７６０円

ワ イ ド �� １，１００円 �� ７３０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� ４，８７０円 ３ 連 単 ��� ３９，３７０円

票 数

単勝票数 計 １８０１３７ 的中 � １６６５０（６番人気）
複勝票数 計 ３３２１７４ 的中 � ３３９８５（５番人気）� ３０４８７（７番人気）� ４４０７５（２番人気）
枠連票数 計 １６３０８７ 的中 （１－５） １０１４０（７番人気）
馬連票数 計 ５２２０８３ 的中 �� １１４０９（１９番人気）
馬単票数 計 ３１９６５８ 的中 �� ３４９３（３６番人気）
ワイド票数 計 ２２７２０１ 的中 �� ４９９９（１８番人気）�� ７８５６（５番人気）�� ６３９２（１０番人気）
３連複票数 計 ６５８４５１ 的中 ��� ９９９７（１８番人気）
３連単票数 計 ９９４２６７ 的中 ��� １８６４（１５２番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１１．７―１２．３―１２．８―１３．０―１１．８―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．０―３５．７―４８．０―１：００．８―１：１３．８―１：２５．６―１：３７．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．１

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

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

勝馬の
紹 介

ケイアイチョウサン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー ２０１２．８．５ 新潟７着

２０１０．２．１１生 牡２黒鹿 母 シャドウシルエット 母母 ユーワジョイナー ５戦１勝 賞金 ７，６００，０００円
〔制裁〕 サムソンズプライド号の騎手江田照男は，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。（６番への進

路影響）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

３００６４１１月１８日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （２４東京５）第６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 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

３３ ジュヌドラゴン 牡５黒鹿６０ 山本 康志諸江 幸祐氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４８６＋ ８３：２６．２ ３．６�

２２ ティンバーウルフ 牡５栗 ６０ 金子 光希大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社
大原ファーム ４４６＋ ２３：２６．８３� ２１．９�

８１３� トーセンタイガー 牡４鹿 ６０ 五十嵐雄祐島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ
スティファーム B５２６＋ ２３：２７．４３� ３．５�

７１１ スーパーティチャー 牝５鹿 ５８ 草野 太郎福島 実氏 嶋田 功 日高 三輪 幸子 ４９４－ ２３：２９．１大差 ６．０�
１１ ライジングバイオ 牡７鹿 ６０ 今村 康成バイオ� 坪 憲章 平取 清水牧場 ４８０＋ ６３：３０．９大差 １５．６�
５８ ハートビートボーイ 牡３黒鹿５８ 中村 将之橋場 勇二氏 清水 出美 新ひだか 坂本牧場 ４８４－ ６ 〃 クビ ７５．２	
７１２ アンシャンテルール 牝４黒鹿５８ 高野 和馬柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４５０± ０３：３１．５３� ３０．５

３４ � エリザベートアスク 牝４栗 ５８ 平沢 健治廣崎 玲子氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４９４＋１６３：３１．６� ８１．１�
６１０ リアルクラシック �３鹿 ５８ 鈴木 慶太岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 片山牧場 ４５６＋１０３：３３．９大差 ５７．４�
５７ ガンズオブナバロン 牡６黒鹿６０ 横山 義行 サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４９６＋ ６３：３４．８５ ７．６�
８１４ ウエスタンブラボー 牡５青鹿６０ 大江原 圭西川 賢氏 鈴木 康弘 新ひだか 北西牧場 ４８０＋ ４ 〃 ハナ ４５．６�
４６ ディジェスティフ 牝３鹿 ５６ 浜野谷憲尚 �グリーンファーム 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４３４＋ ２３：３５．４３� １０４．９�
６９ � ア マ レ ッ ト 牝４鹿 ５８ 江田 勇亮�イージス 石毛 善彦 新ひだか 大滝 康晴 ４５８＋１８３：３７．３大差 １７９．３�
４５ � ノンパッサーレ 牡４黒鹿６０ 石神 深一佐久間崇之氏 佐藤 吉勝 新冠 ムラカミファーム ４９４＋ ８３：３９．２大差 ５．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，８５１，５００円 複勝： １８，９０３，０００円 枠連： １０，９５３，４００円

馬連： ３８，０４６，１００円 馬単： ２７，０９８，６００円 ワイド： １５，５５１，４００円

３連複： ５２，６０６，７００円 ３連単： ８４，８４３，５００円 計： ２６０，８５４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １６０円 � ２９０円 � １５０円 枠 連（２－３） ２，８８０円

馬 連 �� ２，９６０円 馬 単 �� ４，６００円

ワ イ ド �� ９４０円 �� ２９０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� ３，０３０円 ３ 連 単 ��� ２３，６００円

票 数

単勝票数 計 １２８５１５ 的中 � ２８１８６（２番人気）
複勝票数 計 １８９０３０ 的中 � ３５５２８（２番人気）� １３２０４（６番人気）� ３８０６５（１番人気）
枠連票数 計 １０９５３４ 的中 （２－３） ２８１４（１３番人気）
馬連票数 計 ３８０４６１ 的中 �� ９４９９（１３番人気）
馬単票数 計 ２７０９８６ 的中 �� ４３５３（２０番人気）
ワイド票数 計 １５５５１４ 的中 �� ３７７５（１３番人気）�� １５６１８（１番人気）�� ４６３２（９番人気）
３連複票数 計 ５２６０６７ 的中 ��� １２８３６（１１番人気）
３連単票数 計 ８４８４３５ 的中 ��� ２６５４（７３番人気）

上り １マイル １：４７．４ ４F ５１．８－３F ３８．４
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジュヌドラゴン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Woodman デビュー ２００９．１１．２９ 東京４着

２００７．３．１３生 牡５黒鹿 母 ピュアティー 母母 L’Extra Honor 障害：１１戦１勝 賞金 １７，９００，０００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） １頭 ノーブルエース号
（非抽選馬） １頭 カシノデューク号



３００６５１１月１８日 晴 良 （２４東京５）第６日 第５競走 ��
��１，４００�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

１：２１．２
１：２０．３

良

良

１１ ハーモニーフェア 牝２黒鹿５４ 蛯名 正義 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４４２ ―１：２３．７ ４．７�

３４ ヒルノクオリア 牡２鹿 ５５ 武 幸四郎蛭川 正文氏 昆 貢 浦河 笠松牧場 ４６６ ― 〃 クビ ２．２�
５８ セデュウシング 牝２栗 ５４ 北村 宏司山田 和正氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４６８ ―１：２４．３３� ４．０�
６９ テイエムブシドー 牡２鹿 ５５ 武士沢友治竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 オリエント牧場 ４５２ ―１：２４．４� ３１．７�
４５ � サウンドカスケード 牡２鹿 ５５ 戸崎 圭太増田 雄一氏 池上 昌弘 米

Equus Farm &
Susan M. For-
rester

４８６ ―１：２４．７１� １３．２�
（大井）

２２ トミケンフィアブル 牡２栗 ５５ 柴田 大知冨樫 賢二氏 和田正一郎 浦河 高野牧場 ４７６ ― 〃 クビ ４２．３�
３３ トドロキカポネサン 牡２黒鹿５５ 田辺 裕信原田昭太郎氏 田中 剛 千歳 社台ファーム ４２４ ― 〃 アタマ ５７．１	
７１１ ショウナンパレット 牝２黒鹿５４ 幸 英明�湘南 古賀 史生 新冠 柏木 一則 ４６２ ―１：２４．８クビ ９．７

５７ ブリーズギフト 牝２黒鹿５４ 川島 信二飯田 良枝氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 ４４８ ― 〃 ハナ ７８．３�
６１０ ケイツーモリガン 牝２栗 ５４ 大庭 和弥楠本 勝美氏 蛯名 利弘 むかわ 上水牧場 ４２６ ― 〃 アタマ ８８．１�
８１３ ランドブリーズ 牝２鹿 ５４ 松田 大作西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム ４８０ ―１：２５．４３� １２９．５
７１２ ザ マ ジ ッ ク 牡２栗 ５５ 三浦 皇成 �千葉パブリックゴ

ルフコース 斎藤 誠 浦河 伏木田牧場 ４８６ ―１：２６．１４ ２２．６�
４６ ア マ ネ セ ル 牝２鹿 ５４ 木幡 初広西山 茂行氏 保田 一隆 新ひだか 本桐牧場 ４５０ ―１：２８．１大差 １６４．１�
８１４ ラヴァーズブラック 牝２青鹿５４ 江田 照男福田 光博氏 小桧山 悟 日高 増尾牧場 ３９６ ―１：２８．３１� １５９．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，２３３，２００円 複勝： ２７，５３１，２００円 枠連： １２，５３１，４００円

馬連： ４４，４７５，４００円 馬単： ３７，３３９，０００円 ワイド： ２０，１８２，７００円

３連複： ５４，５９９，３００円 ３連単： １０４，６１６，７００円 計： ３２０，５０８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � １３０円 枠 連（１－３） ５００円

馬 連 �� ５４０円 馬 単 �� １，１８０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ３３０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ５９０円 ３ 連 単 ��� ３，４９０円

票 数

単勝票数 計 １９２３３２ 的中 � ３２８１０（３番人気）
複勝票数 計 ２７５３１２ 的中 � ４３４７６（３番人気）� ８９９９１（１番人気）� ４９４２９（２番人気）
枠連票数 計 １２５３１４ 的中 （１－３） １８６９２（２番人気）
馬連票数 計 ４４４７５４ 的中 �� ６１５５５（２番人気）
馬単票数 計 ３７３３９０ 的中 �� ２３５１５（３番人気）
ワイド票数 計 ２０１８２７ 的中 �� ２４３６１（２番人気）�� １３１７０（３番人気）�� ２８９７９（１番人気）
３連複票数 計 ５４５９９３ 的中 ��� ６８８７９（１番人気）
３連単票数 計１０４６１６７ 的中 ��� ２２１５０（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．７―３７．２―４９．９―１：０１．５―１：１２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．５―３F３３．８
３ ・（４，５，１１）（１，９，１０）（２，３）１２（８，７）１３－６＝１４ ４ ・（４，５，１１）１（９，１０）（２，１２）３（８，１３）７－６＝１４

勝馬の
紹 介

ハーモニーフェア �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ジャングルポケット 初出走

２０１０．１．２７生 牝２黒鹿 母 ファーストチェア 母母 マイケイティーズ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ブリーズギフト号の騎手川島信二は，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）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

３００６６１１月１８日 晴 重 （２４東京５）第６日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１２時４０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

５６ ヴォルカニック 牡２芦 ５５ 松田 大作今西 和雄氏 昆 貢 新ひだか 静内白井牧場 ４８８ ―１：２５．８ ２．１�

８１１ ハヴアグッドデイ 牝２鹿 ５４ 戸崎 圭太飯田 正剛氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 ４７０ ―１：２７．１８ ３．９�
（大井）

６７ セ ン ラ ン 牡２鹿 ５５ 松岡 正海河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 ４８０ ―１：２７．５２� ４．７�
４４ オーハッピーデイ 牡２栗 ５５ 田辺 裕信南 �幸氏 高木 登 新ひだか 西村 和夫 ４６４ ―１：２７．７１� ２８．８�
８１２ ダンシングポーン 牡２鹿 ５５ 幸 英明大迫久美子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 ４３０ ―１：２７．８� １４．５�
７９ マックスシュテルン 牡２鹿 ５５ 江田 照男藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ５０４ ― 〃 ハナ ２１．４�
３３ リバイバルワンダー 牡２鹿 ５５ 武士沢友治伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 ４８４ ―１：２８．０１� ８８．４	
６８ ヤマノカドゥ 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣山住 勲氏 森 秀行 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４４８ ― 〃 ハナ ３９．３

５５ ヒシトパーズ 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥阿部雅一郎氏 加藤 和宏 新冠 カミイスタット ４４６ ―１：２８．２１� ４４．３�
２２ ナゲットシーニュ 牝２黒鹿５４ 三浦 皇成竹本いずみ氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 ４３２ ―１：２８．９４ １３．３�
１１ ヒシカルチャー 牡２鹿 ５５ 北村 宏司阿部雅一郎氏 国枝 栄 新冠 カミイスタット ４６２ ―１：２９．５３� ３４．７
７１０ シャインワイル 牝２鹿 ５４ 武 幸四郎柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４３２ ―１：３１．０９ １９１．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １８，９３２，４００円 複勝： ２４，９９６，１００円 枠連： １１，９８２，０００円

馬連： ４２，５０１，５００円 馬単： ３３，９８３，８００円 ワイド： １９，５３８，３００円

３連複： ５１，９２５，８００円 ３連単： １００，７９０，８００円 計： ３０４，６５０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １４０円 枠 連（５－８） ３６０円

馬 連 �� ４２０円 馬 単 �� ７００円

ワ イ ド �� １８０円 �� １９０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� ４４０円 ３ 連 単 ��� １，６２０円

票 数

単勝票数 計 １８９３２４ 的中 � ７１２０９（１番人気）
複勝票数 計 ２４９９６１ 的中 � ７８４８７（１番人気）� ５１３１３（２番人気）� ３８８９５（３番人気）
枠連票数 計 １１９８２０ 的中 （５－８） ２４８１６（１番人気）
馬連票数 計 ４２５０１５ 的中 �� ７５１５８（１番人気）
馬単票数 計 ３３９８３８ 的中 �� ３６０８４（２番人気）
ワイド票数 計 １９５３８３ 的中 �� ３０９２７（１番人気）�� ２６３０６（２番人気）�� １４７７３（３番人気）
３連複票数 計 ５１９２５８ 的中 ��� ８８７５２（１番人気）
３連単票数 計１００７９０８ 的中 ��� ４６１７６（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１３．０―２４．８―３６．９―４９．３―１：０１．５―１：１３．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴォルカニック �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

２０１０．５．５生 牡２芦 母 リンクシェーマ 母母 シ ェ ー マ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



３００６７１１月１８日 晴 重 （２４東京５）第６日 第７競走 ��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．５

不良

不良

４８ ジャーグラット 牡４栗 ５７ 柴田 善臣本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 ４３４＋１０１：２４．７ １２．８�

４７ エンドレスノット 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４６６－ ４１：２４．９１� ８．４�

７１３ リーサムダイチ 牡４鹿 ５７ 北村 宏司平田友里恵氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 ４７８± ０１：２５．０� ２９．２�
７１４ ビットプレスト 牡４鹿 ５７ 江田 照男礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４６０－ ６ 〃 ハナ ２０．４�
３６ ミヤビリファイン 牡３青鹿５６ 松田 大作村上 義勝氏 大久保洋吉 新ひだか 高橋 修 ４９２＋ ８ 〃 クビ ４４．７�
１２ ピグマリオン 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太 �キャロットファーム 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 ４５６± ０１：２５．１� ２．５	

（大井）

６１２ レッツゴーマークン 牡４栗 ５７ 武士沢友治�Basic 田島 俊明 日高 ナカノファーム ４４２＋ ４ 〃 ハナ １２．０

３５ ノ ボ ク ン 牡５鹿 ５７ 大庭 和弥�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 ４８６＋ ４１：２５．２� ４２．０�
６１１ ラブリースター 牝３栃栗５４ 蛯名 正義長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム ４５８－ ６ 〃 ハナ １１．３�
５９ サウンドレーサー 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信増田 雄一氏 勢司 和浩 浦河 富田牧場 ４６４＋ ４１：２５．３� ５．９
２３ ゴールドカルラ 牝４鹿 ５５ 幸 英明磯波 勇氏 高木 登 新冠 守矢牧場 ５１４＋ ４ 〃 ハナ ６．２�
１１ アプローチミー 牡５黒鹿５７ 松岡 正海吉澤 克己氏 相沢 郁 浦河 駿河牧場 ４９０＋１６１：２５．７２� ９１．４�
２４ ベジャールコード 牡４黒鹿５７ 木幡 初広千明牧場 岩戸 孝樹 新ひだか 城地 清満 B４８８－ ２１：２６．１２� ２０４．２�
８１５ キトゥンブルー 牝４青鹿５５ 柴田 大知 �社台レースホース斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０８＋ ８１：２６．４１� １２９．９�
８１６ ウィッシュアゲン 牝５鹿 ５５ 川島 信二浅川 皓司氏 加藤 和宏 日高 碧雲牧場 ４７８＋２６１：２６．６１� ４２７．１�
５１０ ドリームバラード 牝３黒鹿５４ 武 幸四郎ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 B４４６± ０１：２６．７� ３２９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，１４８，６００円 複勝： ５３，９９７，８００円 枠連： ２１，８２１，５００円

馬連： ７８，７２９，８００円 馬単： ４８，３４３，５００円 ワイド： ３２，７５０，５００円

３連複： １０２，１９９，９００円 ３連単： １６１，０７５，９００円 計： ５２６，０６７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２８０円 複 勝 � ４４０円 � ３２０円 � ７４０円 枠 連（４－４） ６，１３０円

馬 連 �� ５，９５０円 馬 単 �� １５，８９０円

ワ イ ド �� １，９６０円 �� ４，４７０円 �� ３，４９０円

３ 連 複 ��� ５６，５００円 ３ 連 単 ��� ３４０，６２０円

票 数

単勝票数 計 ２７１４８６ 的中 � １６７１８（７番人気）
複勝票数 計 ５３９９７８ 的中 � ３２２５５（７番人気）� ４８３４８（３番人気）� １７８３７（９番人気）
枠連票数 計 ２１８２１５ 的中 （４－４） ２６２９（１９番人気）
馬連票数 計 ７８７２９８ 的中 �� ９７６７（２１番人気）
馬単票数 計 ４８３４３５ 的中 �� ２２４６（５２番人気）
ワイド票数 計 ３２７５０５ 的中 �� ４１７８（２４番人気）�� １７８８（４２番人気）�� ２３０５（３７番人気）
３連複票数 計１０２１９９９ 的中 ��� １３３５（１２６番人気）
３連単票数 計１６１０７５９ 的中 ��� ３４９（７３０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．４―３６．７―４９．１―１：０１．１―１：１２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３５．６
３ ３（７，９）６（２，８，１１）１４，４（１３，１５）（５，１２）１０，１－１６ ４ ３（７，９）（６，８）１１（２，１４）（４，１３，１５）（５，１２）（１，１０）＝１６

勝馬の
紹 介

ジャーグラット �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Hernando デビュー ２０１０．８．２１ 新潟４着

２００８．２．１５生 牡４栗 母 ク ノ ッ ソ ス 母母 Candarli ２３戦３勝 賞金 ３５，７４０，０００円
〔その他〕 ピグマリオン号の調教師加藤征弘の臨場代行調教助手から，３コーナーでのミヤビリファイン号の進路の取り方について，

走行妨害の申立てがあったが棄却。
※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。
（非抽選馬） １頭 キングダムキング号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

３００６８１１月１８日 晴 重 （２４東京５）第６日 第８競走 ��
��２，１００�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５５�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

２：０６．７
２：０５．９

良

良

５９ レ ジ ア ー ネ �４鹿 ５７ 蛯名 正義広尾レース� 尾関 知人 浦河 中島牧場 ４７０± ０２：１１．３ ３．９�

４８ モントリヒト 牡３栗 ５５ 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４２４＋ ２２：１１．４� ３．０�
１２ ユーロビート �３鹿 ５５ 田辺 裕信吉田 和美氏 高柳 瑞樹 洞爺湖 メジロ牧場 ５３２＋１２２：１１．８２� ２４．１�
７１３ ドラゴンピース 牡３鹿 ５５ 木幡 初広窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４８６－ ２２：１２．１２ ５．０�
３５ ゲルマンシチー 牡４青 ５７ 大庭 和弥 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 幌村牧場 ４７２＋１２ 〃 クビ ６．１�
５１０ ベストアンサー 牡５鹿 ５７ 戸崎 圭太青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム B４５８＋ ４２：１２．３１	 ５９．１	

（大井）

３６ ウインゴーウェル 牡３栗 ５５ 武士沢友治�ウイン 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム ５４０＋１６ 〃 ハナ ７３．１

８１６ リネンタキシード 牡５青鹿５７ 石神 深一戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 ５２２－ ４ 〃 ハナ ２８７．０�
２３ リキサンヒーロー 牡５栗 ５７ 江田 照男 �ハイパワー商事 高木 登 新冠 村田牧場 B４６８± ０２：１３．０４ ４４．２�
６１１ マイネルティンラン 牡４栗 ５７ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム ４５６＋ ２２：１３．１� １６０．８
６１２ アイアイエンデバー 牡３黒鹿５５ 松岡 正海齊藤 敬氏 小島 茂之 新冠 つつみ牧場 ４５０＋ ６２：１３．２� ２６．１�
７１４ モ ネ ロ 牡３鹿 ５５ 松田 大作上野 直樹氏 保田 一隆 日高 浦新 徳司 B４５０± ０２：１３．３クビ １５．２�
４７ ト キ ノ ユ ウ 牡３鹿 ５５ 三浦 皇成岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 ４３２＋ ２２：１４．１５ １０６．２�
１１ 
 ボンドストリート �４鹿 ５７ 中谷 雄太岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド ５１４± ０２：１５．０５ １８０．６�
８１５ レアーレスパーダ �５鹿 ５７ 柴田 善臣 �社台レースホース上原 博之 安平 追分ファーム ５０８－ ２２：１５．５３ ３４．５�
２４ ハヤブサフィーバー 牡３栗 ５５ 幸 英明武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４７８＋ ６２：１６．６７ ２１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，３９８，０００円 複勝： ４５，７７０，３００円 枠連： １９，４２７，３００円

馬連： ７８，４２３，６００円 馬単： ４６，５３９，１００円 ワイド： ３１，８６２，１００円

３連複： ９０，７６８，９００円 ３連単： １５４，９３５，１００円 計： ４９２，１２４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １５０円 � １２０円 � ４６０円 枠 連（４－５） ４５０円

馬 連 �� ４６０円 馬 単 �� １，０３０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� １，３８０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� ３，７３０円 ３ 連 単 ��� １２，７９０円

票 数

単勝票数 計 ２４３９８０ 的中 � ５０４８０（２番人気）
複勝票数 計 ４５７７０３ 的中 � ８８４７１（２番人気）� １３４９５０（１番人気）� １５９０４（８番人気）
枠連票数 計 １９４２７３ 的中 （４－５） ３２０５９（１番人気）
馬連票数 計 ７８４２３６ 的中 �� １２８０９４（１番人気）
馬単票数 計 ４６５３９１ 的中 �� ３３５８５（２番人気）
ワイド票数 計 ３１８６２１ 的中 �� ４７４４３（１番人気）�� ４８９０（１７番人気）�� ７０４５（１２番人気）
３連複票数 計 ９０７６８９ 的中 ��� １７９８５（１１番人気）
３連単票数 計１５４９３５１ 的中 ��� ８９４１（２７番人気）

ハロンタイム ７．２―１１．５―１２．７―１２．１―１２．１―１３．３―１３．０―１２．９―１２．３―１１．９―１２．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．２―１８．７―３１．４―４３．５―５５．６―１：０８．９―１：２１．９―１：３４．８―１：４７．１―１：５９．０

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

レ ジ ア ー ネ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Miswaki デビュー ２０１１．１．２２ 京都１１着

２００８．５．２２生 �４鹿 母 コーディーライン 母母 Private Encore １３戦２勝 賞金 ２６，３００，０００円
［他本会外：１戦１勝］

※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。
（非抽選馬） １頭 エクチュア号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



３００６９１１月１８日 晴 良 （２４東京５）第６日 第９競走 ��
��１，４００�か ら ま つ 賞

発走１４時１５分 （芝・左）

２歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ９，５００，０００円 ３，８００，０００円 ２，４００，０００円 １，４００，０００円 ９５０，０００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

１：２１．２
１：２０．３

良

良

７１３ ネオウィズダム 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４８２－ ２１：２２．３ ４．７�

６１２ エターナルムーン 牝２鹿 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 浦河 �桁牧場 ４６２＋ ４ 〃 クビ ６．７�
５９ ワキノキセキ 牡２黒鹿５５ 田辺 裕信脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 ベルモント

ファーム ４６６＋ ６１：２２．９３� ４．７�
１２ ラインミーティア 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム ４５２＋１０１：２３．０クビ ６．４�
４８ スマートルピナス 牝２鹿 ５４ 武士沢友治大久保典義氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４４０± ０１：２３．１� １４．０�
２４ マイネモントル 牝２青鹿５４ 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新ひだか 城地 清満 ４２４± ０ 〃 アタマ ５４．３

１１ グレイスフルデイズ 牡２芦 ５５ 北村 宏司 	グリーンファーム 西園 正都 千歳 社台ファーム ４７６＋ ６１：２３．２� ３．５�
４７ リ シ ェ ス 牝２芦 ５４ 三浦 皇成原 �子氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド ４４８± ０１：２３．４１	 ５８．６�
６１１ アポロヌリー 牡２芦 ５５ 松岡 正海アポロサラブレッドクラブ 小島 茂之 日高 下河辺牧場 ４５６＋１４ 〃 クビ ８９．９
７１４ ショウナンアンカー 牡２栗 ５５ 松田 大作国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 静内フアーム ４５８－ ２１：２３．６１	 ２６６．８�
２３ エフティチャーミー 牝２鹿 ５４ 幸 英明吉野 英子氏 金成 貴史 平取 北島牧場 ４３８－ ２１：２３．８１ ２２．６�
８１６ ベ ラ ベ ラ 牡２栗 ５５ 大庭 和弥中村 祐子氏 田中 清隆 日高 サンバマウン

テンファーム ４４４± ０ 〃 クビ １１４．０�
５１０ インティワタナ 牝２鹿 ５４ 鈴来 直人�ミルファーム 大和田 成 新ひだか 城地 清満 ４５０－ ２１：２３．９クビ １８６．０�
８１５
 マヒナズヒル 牝２鹿 ５４ 戸崎 圭太尾田 信夫氏 月岡 健二 安平 ノーザンファーム ４５２－ ２１：２４．１１� ６１．９�

（大井） （大井）

３５ レオハイタッチ 牡２鹿 ５５ 江田 照男田中 博之氏 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 ４８２－ ４ 〃 クビ ３０．７�
３６ リアリティー 牝２鹿 ５４ 川島 信二小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 ４５４－ ２１：２４．２� ８４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，９９７，６００円 複勝： ４６，７６９，８００円 枠連： ２７，６９０，７００円

馬連： ９９，４７４，８００円 馬単： ５８，７７０，５００円 ワイド： ３４，３９１，６００円

３連複： １１５，１３１，１００円 ３連単： ２０１，８９３，１００円 計： ６１４，１１９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １８０円 � ２１０円 � １８０円 枠 連（６－７） １，５７０円

馬 連 �� １，５００円 馬 単 �� ２，５９０円

ワ イ ド �� ６９０円 �� ５７０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ２，４００円 ３ 連 単 ��� １２，９００円

票 数

単勝票数 計 ２９９９７６ 的中 � ５０８４０（３番人気）
複勝票数 計 ４６７６９８ 的中 � ７１８８５（２番人気）� ５４８５７（５番人気）� ７０２１３（３番人気）
枠連票数 計 ２７６９０７ 的中 （６－７） １３０２２（７番人気）
馬連票数 計 ９９４７４８ 的中 �� ４９１１８（７番人気）
馬単票数 計 ５８７７０５ 的中 �� １６７９２（９番人気）
ワイド票数 計 ３４３９１６ 的中 �� １２２９２（７番人気）�� １５２９２（５番人気）�� １２０２４（９番人気）
３連複票数 計１１５１３１１ 的中 ��� ３５５３６（７番人気）
３連単票数 計２０１８９３１ 的中 ��� １１５５２（３２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．９―３５．９―４８．６―１：００．２―１：１１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．４―３F３３．７
３ １１，１３（７，９）（８，１２）（４，１０，１５）（２，１４）３（１，６）－５，１６ ４ １１，１３（７，９）（８，１２，３）（４，１５）（２，１０，１４）６，１（１６，５）

勝馬の
紹 介

ネオウィズダム �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Grape Tree Road デビュー ２０１２．８．１９ 札幌２着

２０１０．４．２生 牡２鹿 母 ゴ レ ラ 母母 Exciting Times ４戦２勝 賞金 １７，７２０，０００円
※ベラベラ号・リアリティー号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

３００７０１１月１８日 晴 良 （２４東京５）第６日 第１０競走 ��
��２，４００�

ばんしゅう

晩 秋 特 別
発走１４時５０分 （芝・左）

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

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ２５９，０００円 ７４，０００円 ３７，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

３３ ネオブラックダイヤ 牡４青鹿５７ 北村 宏司小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０６－ ６２：２４．５ ９．３�

６６ ホッコーブレーヴ 牡４鹿 ５７ 幸 英明矢部 幸一氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 ４８２＋１０２：２４．７１� ７．３�
５５ ピサノカルティエ 牡６鹿 ５７ 戸崎 圭太市川 義美氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４９４＋１０２：２５．１２� ６．２�

（大井）

１１ 	 コスモワイルド 牡３黒鹿５５ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 河津 裕昭 日高 白瀬 明 B４５６＋ ６２：２５．８４ １８．１�
（川崎）

２２ タイセイグルーヴィ 牡３鹿 ５５ 蛯名 正義田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 ４６８＋ ２２：２６．１１
 １．５�
８１０ スズカゲイル 牡７鹿 ５７ 松田 大作永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 小島牧場 ４２０－ ６２：２７．１６ １１０．５�
７７ � トレノソルーテ �６鹿 ５７ 江田 照男戸賀 智子氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ５２８＋ ２２：２７．７３� ８０．３	
７８  ミッションモード 牡５栗 ５７ 三浦 皇成山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 T. Yoshida ４８８－ ６２：２７．８クビ １４．５

８９ � セイカミカワ 牝５黒鹿５５ 田辺 裕信久米 大氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 ４９６± ０２：２８．７５ ２２０．０�
４４ � ミウラリチャード 牡８鹿 ５７ 大庭 和弥佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 前川 隆範 B５３８＋１０２：２９．９７ ３１２．６�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３６，８０９，９００円 複勝： １１０，５４５，１００円 枠連： ２２，１４０，６００円

馬連： １０１，２３９，８００円 馬単： ８６，７１６，１００円 ワイド： ３６，８５９，７００円

３連複： １１４，７８４，４００円 ３連単： ３６８，２９２，６００円 計： ８７７，３８８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９３０円 複 勝 � ４８０円 � ３９０円 � ３２０円 枠 連（３－６） ２，３７０円

馬 連 �� ２，１８０円 馬 単 �� ５，２８０円

ワ イ ド �� ５６０円 �� ７９０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ５，０６０円 ３ 連 単 ��� ３５，４７０円

票 数

単勝票数 計 ３６８０９９ 的中 � ３１３６０（４番人気）
複勝票数 計１１０５４５１ 的中 � ５８１０４（４番人気）� ７４６６４（３番人気）� ９７３４７（２番人気）
枠連票数 計 ２２１４０６ 的中 （３－６） ６９１５（７番人気）
馬連票数 計１０１２３９８ 的中 �� ３４４２８（７番人気）
馬単票数 計 ８６７１６１ 的中 �� １２１２６（１４番人気）
ワイド票数 計 ３６８５９７ 的中 �� １６６８１（６番人気）�� １１１６９（１０番人気）�� １６１６１（７番人気）
３連複票数 計１１４７８４４ 的中 ��� １６７６７（１１番人気）
３連単票数 計３６８２９２６ 的中 ��� ７６６４（７９番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．７―１２．１―１２．４―１２．３―１２．４―１２．１―１２．２―１１．９―１１．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．６―２３．４―３５．１―４７．２―５９．６―１：１１．９―１：２４．３―１：３６．４―１：４８．６―２：００．５―２：１２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．９
１
３
８－７－（１，９）－５（６，３，２）－１０－４
８，１（７，９）６（３，５）２－１０－４

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

勝馬の
紹 介

ネオブラックダイヤ 
�
父 ゼンノロブロイ 

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２０１１．１．３０ 東京２着

２００８．２．５生 牡４青鹿 母 オレンジパラダイス 母母 オレンジシェード １８戦４勝 賞金 ５９，８３９，０００円
〔発走状況〕 タイセイグルーヴィ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミウラリチャード号は，平成２４年１２月１８日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１レース目



３００７１１１月１８日 晴 重 （２４東京５）第６日 第１１競走 ��
��１，４００�

しもつき

霜月ステークス
発走１５時３０分 （ダート・左）

３歳以上，２３．１１．１９以降２４．１１．１１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 ２０，０００，０００円 ８，０００，０００円 ５，０００，０００円 ３，０００，０００円 ２，０００，０００円
付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．５

不良

不良

８１６� エーシンウェズン 牡５鹿 ５５ 戸崎 圭太�栄進堂 野中 賢二 米 Helen Y.
Painter ５３４＋１６１：２２．６ ４．７�

（大井）

４８ グリッターウイング 牡５栗 ５５ 武 幸四郎吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５１０－ ６１：２３．０２� ２３．９�
４７ � サクラシャイニー 牡６栗 ５５ 松田 大作�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４５６＋ ８１：２３．１クビ ７３．１�
７１３ マルカベンチャー 牡６栗 ５６ 幸 英明河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム ４７０－ ８１：２３．３１	 ３．７�
１２ メイショウツチヤマ 牡５鹿 ５４ 柴田 善臣松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４８８＋ ２１：２３．４� １０．９�
７１４ ガンマーバースト 牡５鹿 ５５ 大庭 和弥池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新ひだか 畠山牧場 ４９８± ０１：２３．６１	 １１．３�
８１５ メテオロロジスト 牡５栗 ５６ 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 ４９６＋ ２ 〃 ハナ ８．４	
６１２ シセイオウジ 牡５栗 ５５ 木幡 初広猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４６２＋ ４ 〃 クビ ８．２

５９ サウンドアクシス 牡６栗 ５５ 松岡 正海 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ４ 〃 ハナ ７２．３�
３６ タマモクリエイト 牡７鹿 ５３ 柴田 大知タマモ� 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ５１０－ ４１：２３．７クビ １１３．０
２４ オースミイチバン 牡３栗 ５５ 川島 信二�オースミ 荒川 義之 浦河 鮫川 啓一 ５０４＋ ２ 〃 クビ ８．５�
５１０ ハギノリベラ 牡６鹿 ５１ 中村 将之安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 B５３２＋ ４１：２３．９１	 ２０５．７�
６１１ ケイアイテンジン 牡６栗 ５７ 江田 照男 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 三石 乾 皆雄 ４８２＋ ４ 〃 ハナ １１．０�
２３ トシギャングスター 牡５芦 ５５ 蛯名 正義田畑 利彦氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ４７６＋ ２１：２４．２１
 ２８．８�
１１ ブルーデジャブ �５芦 ５４ 中谷 雄太 �ブルーマネジメント大根田裕之 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ５１２－ ６ 〃 クビ ４７．９�
３５ スズカコーズウェイ 牡８栗 ５５ 武士沢友治永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４７０－ ６１：２４．８３� １９２．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４６，３１５，５００円 複勝： ７３，１２１，８００円 枠連： ６２，７６６，６００円

馬連： ２３９，１２１，７００円 馬単： １１９，０９５，７００円 ワイド： ７０，２９１，１００円

３連複： ２８８，８２１，９００円 ３連単： ５２５，５１９，８００円 計： １，４２５，０５４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � ２２０円 � ６５０円 � １，３２０円 枠 連（４－８） ３，０９０円

馬 連 �� ８，０３０円 馬 単 �� １２，４５０円

ワ イ ド �� ２，３９０円 �� ５，８２０円 �� １１，０００円

３ 連 複 ��� １４９，２７０円 ３ 連 単 ��� ６１８，５６０円

票 数

単勝票数 計 ４６３１５５ 的中 � ７８４２６（２番人気）
複勝票数 計 ７３１２１８ 的中 � １０７８６７（２番人気）� ２７４８７（９番人気）� １２５０１（１２番人気）
枠連票数 計 ６２７６６６ 的中 （４－８） １５０２８（１３番人気）
馬連票数 計２３９１２１７ 的中 �� ２１９８３（３１番人気）
馬単票数 計１１９０９５７ 的中 �� ７０６０（５８番人気）
ワイド票数 計 ７０２９１１ 的中 �� ７３７０（３２番人気）�� ２９６２（５０番人気）�� １５５７（７４番人気）
３連複票数 計２８８８２１９ 的中 ��� １４２８（２４６番人気）
３連単票数 計５２５５１９８ 的中 ��� ６２７（１１３３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．７―１２．２―１２．２―１１．５―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．５―３５．２―４７．４―５９．６―１：１１．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エーシンウェズン �
�
父 Trippi �

�
母父 Our Emblem デビュー ２００９．９．２７ 阪神２着

２００７．４．３生 牡５鹿 母 Xtra Emblem 母母 Nasty Sabina ２３戦６勝 賞金 １１６，２２１，０００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） ２頭 ゴールドバシリスク号・トキノフウジン号
（非抽選馬） ９頭 アンノルーチェ号・エベレストオー号・シゲルソウウン号・スリーアリスト号・ダノンエリモトップ号・

ブレイブファイト号・ミッキーペトラ号・ロードバリオス号・ワンダーポデリオ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

３００７２１１月１８日 晴 良 （２４東京５）第６日 第１２競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時０５分 （芝・左）

牝，１０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５５�
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

１：１９．６
１：１９．０

良

良

１１ アミカブルナンバー 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣池谷 誠一氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４５４＋ ４１：２１．５ ２．９�

５９ エクセラントカーヴ 牝３黒鹿５４ 戸崎 圭太吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４２２＋ ４１：２１．６� ４．７�
（大井）

３４ � デ ン フ ァ レ 牝５栗 ５５ 中谷 雄太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 浦河 宮内牧場 ４８８－ ２１：２１．７� ６２．７�

８１４ ザッハトルテ 牝５芦 ５５ 松田 大作永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 ４３２－１２ 〃 クビ ４４．１�
５８ チェリーヒロイン 牝３栗 ５４ 川島 信二伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム ４０４± ０ 〃 ハナ １１．１�
２２ ブランダムール 牝３栗 ５４ 田辺 裕信�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ４４６± ０１：２１．８� ４０．５	
７１３ レッドエレンシア 牝４黒鹿５５ 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 浦河 信岡牧場 ４２８－ ２ 〃 ハナ ５．６

２３ クリアンサス 牝４鹿 ５５ 木幡 初広 �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 ４８０－１６ 〃 クビ １５．４�
３５ メジロツボネ 牝４芦 ５５ 江田 照男岩� 伸道氏 高木 登 洞爺湖 メジロ牧場 ４５０＋ ８１：２２．２２� ４４．１�
４７ ローズノーブル 牝３青 ５４ 北村 宏司 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４０８± ０ 〃 クビ ５．２
６１１ プロスペラスマム 牝５鹿 ５５ 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ５１４－ ４ 〃 アタマ ２５８．３�
８１５ コスモルーシー 牝３黒鹿５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高野 友和 浦河 惣田 英幸 ４５６± ０１：２２．３クビ ６１．５�
７１２ パワフルラリマー 牝３栗 ５４ 松岡 正海友水 達也氏 武藤 善則 日高 木村牧場 ４８０＋ ２１：２２．５１� １０５．９�
４６ サクセスセレーネ 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義�嶋 哲氏 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム ４２８＋１０１：２２．７１� ２４．６�
６１０ ピュアオパール 牝４青鹿５５ 幸 英明 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４１６－ ４ 〃 クビ １２７．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４８，６３１，１００円 複勝： ７６，９８１，２００円 枠連： ３８，１２５，４００円

馬連： １４７，１９６，８００円 馬単： ８３，２３０，４００円 ワイド： ５２，５２１，７００円

３連複： １６９，１９７，０００円 ３連単： ３４０，４０６，４００円 計： ９５６，２９０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � １８０円 � １，５８０円 枠 連（１－５） ５６０円

馬 連 �� ７３０円 馬 単 �� １，４１０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� ４，１３０円 �� ６，６５０円

３ 連 複 ��� ２３，８３０円 ３ 連 単 ��� ８５，１６０円

票 数

単勝票数 計 ４８６３１１ 的中 � １３６４８６（１番人気）
複勝票数 計 ７６９８１２ 的中 � １８９２６３（１番人気）� １２４４４２（２番人気）� ８２１２（１２番人気）
枠連票数 計 ３８１２５４ 的中 （１－５） ５１０１６（１番人気）
馬連票数 計１４７１９６８ 的中 �� １５０１８０（２番人気）
馬単票数 計 ８３２３０４ 的中 �� ４３８４３（３番人気）
ワイド票数 計 ５２５２１７ 的中 �� ５４７７９（１番人気）�� ２８３０（３９番人気）�� １７４３（５４番人気）
３連複票数 計１６９１９７０ 的中 ��� ５２４１（６６番人気）
３連単票数 計３４０４０６４ 的中 ��� ２９５０（２４４番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アミカブルナンバー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Silver Deputy デビュー ２０１１．１１．１９ 東京４着

２００９．１．２３生 牝３鹿 母 ヒシシルバーメイド 母母 Hishi Amazon ７戦３勝 賞金 ３２，５５４，０００円
※パワフルラリマー号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

４レース目



（２４東京５）第６日 １１月１８日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重後良
不良後重

競走回数 １２回 出走頭数 １７８頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１９７，４１０，０００円
２，０８０，０００円
９，１９０，０００円
１，５１０，０００円
１７，５７０，０００円
６１，３１７，５００円
５，３０２，８００円
１，７０８，８００円

勝馬投票券売得金
３１３，１０７，１００円
５６４，０４７，１００円
２６９，８２５，６００円
１，００１，７０９，６００円
６２７，５５８，５００円
３７１，０４０，９００円
１，２１０，５８６，８００円
２，３１４，８５５，２００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 ６，６７２，７３０，８００円

総入場人員 ３６，５１９名 （有料入場人員 ３４，５４５名）


