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3000111月2日 曇 良 （25東京5）第1日 第1競走 ��1，300�サラブレッド系2歳
発走10時00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

24 プレシャスムーン 牝2鹿 54 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 438＋ 81：20．4 34．9�
611 コウセイマユヒメ 牝2鹿 54

52 △横山 和生杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 456＋ 21：20．82� 5．8�
815 サンマディソン 牝2鹿 54 松岡 正海加藤 信之氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 452＋ 21：20．9クビ 3．2�
47 ダテノトライアンフ 牡2栗 55 石橋 脩関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 480± 01：21．11� 5．4�
510 リンガスアリュール 牝2栗 54 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 510＋ 21：21．2� 3．8�
23 シゲルトオトウミ 牝2栗 54 後藤 浩輝森中 蕃氏 武市 康男 浦河 鎌田 正嗣 442－ 21：21．3� 10．6�
714 スパーキードリーム 牡2栗 55 丸田 恭介栗山 良子氏 大竹 正博 新冠 村上 欽哉 484－ 2 〃 クビ 67．6	
816 ジョックロック 牡2鹿 55 田辺 裕信
ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 456＋141：21．4クビ 39．2�
59 ファインクリスエス 牡2黒鹿55 三浦 皇成井山 登氏 矢野 英一 新冠 岩見牧場 468－ 21：21．61 33．1�
612 トーホウレオポルド 牡2青鹿55 江田 照男東豊物産 武藤 善則 日高 竹島 幸治 440＋ 41：21．7� 156．7�
36 ユキノビリーブ 牝2黒鹿54 北村 宏司井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 456± 0 〃 クビ 14．0�
35 オ ク リ モ ノ 牝2栗 54 内田 博幸
ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 472＋ 21：21．8� 33．5�
713 ディアブラックブル 牝2青鹿54 吉田 豊ディアレスト 水野 貴広 浦河 村下 清志 B434－101：22．11� 121．0�
12 トウカイシンボル 牡2栗 55 高倉 稜内村 正則氏 成島 英春 青森 大橋牧場 450＋ 21：23．48 179．9�
11 ナントナント 牝2鹿 54 柴田 大知小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 木下牧場 416＋ 61：24．35 121．4�

（15頭）
48 クツワホームラン 牝2栗 54 戸崎 圭太芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 452－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 15，726，500円 複勝： 35，361，700円 枠連： 12，768，700円
馬連： 38，362，300円 馬単： 23，352，700円 ワイド： 19，060，000円
3連複： 44，227，200円 3連単： 67，033，600円 計： 255，892，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，490円 複 勝 � 910円 � 180円 � 140円 枠 連（2－6） 2，460円

馬 連 �� 11，370円 馬 単 �� 26，980円

ワ イ ド �� 3，260円 �� 2，500円 �� 370円

3 連 複 ��� 10，620円 3 連 単 ��� 83，710円

票 数

単勝票数 差引計 157265（返還計 10995） 的中 � 3555（9番人気）
複勝票数 差引計 353617（返還計 23151） 的中 � 6722（10番人気）� 57087（3番人気）� 85914（1番人気）
枠連票数 差引計 127687（返還計 2851） 的中 （2－6） 3836（12番人気）
馬連票数 差引計 383623（返還計 66871） 的中 �� 2492（30番人気）
馬単票数 差引計 233527（返還計 38940） 的中 �� 639（61番人気）
ワイド票数 差引計 190600（返還計 30497） 的中 �� 1334（36番人気）�� 1758（27番人気）�� 14818（2番人気）
3連複票数 差引計 442272（返還計132394） 的中 ��� 3074（34番人気）
3連単票数 差引計 670336（返還計192962） 的中 ��� 591（232番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．4―30．6―43．4―55．6―1：07．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F37．0
3 ・（4，5）7（6，11）（9，15）（1，3，12）（10，13）16－2－14 4 4（5，7）（6，9，11）15，12（1，3，10）（16，13）－2，14

勝馬の
紹 介

プレシャスムーン �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．10．19 東京15着

2011．4．14生 牝2鹿 母 プレシャスドロップ 母母 ザラストドロップ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔競走除外〕 クツワホームラン号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。

3000211月2日 曇 良 （25東京5）第1日 第2競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走10時30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

22 スマートストリーム 牡2鹿 55 内田 博幸大川 徹氏 吉田 直弘 浦河 浦河日成牧場 496－ 21：26．9 1．9�
57 ビックナサンクス 牡2青鹿55 北村 宏司平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか 荒木 貴宏 524＋ 41：27．11� 10．4�
610 トップアドバンス 牡2鹿 55 石橋 脩柳内 正基氏 勢司 和浩 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 460＋ 6 〃 クビ 10．3�
11 キタサンワイルド 牡2黒鹿55 高倉 稜�大野商事 清水 久詞 新冠 村田牧場 510－ 21：27．41� 34．4�
34 メイショウボイス 牡2鹿 55 武 豊松本 好雄氏 小島 太 新ひだか ウエスタンファーム 488＋ 21：27．71� 4．9�
814 ウインヴォイジャー 牡2芦 55 大野 拓弥	ウイン 清水 英克 日高 シンボリ牧場 516＋ 81：28．01� 25．4

69 イタリアンフェッテ 牝2鹿 54 丸田 恭介友水 達也氏 石毛 善彦 平取 高橋 啓 408－ 8 〃 クビ 89．5�
33 ボールドブルーム 牡2鹿 55 江田 照男増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 472＋ 21：28．21 112．2�
711 キングオブキック 牡2栗 55 武士沢友治北原光一郎氏 畠山 重則 浦河 上山牧場 468＋ 41：28．41� 189．4
46 	 ヒシサブリナ 牝2鹿 54 田辺 裕信阿部 雅英氏 牧 光二 米 Masa-

ichiro Abe 462＋ 21：28．5
 6．0�
45 テイエムペガサス 牝2黒鹿54 松岡 正海竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 長浜牧場 454＋ 21：29．13
 25．0�
58 カシノワンダラー 牡2鹿 55

52 ▲原田 和真柏木 務氏 二本柳俊一 青森 一山育成牧場 448－ 61：29．2
 107．1�
712 ジャマスルナ 牡2黒鹿55 吉田 豊小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 482－ 61：29．52 303．1�
813 ドリームアスリート 牡2栗 55 三浦 皇成セゾンレースホース	 根本 康広 新ひだか 坂本 春雄 450± 0 〃 ハナ 125．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，456，100円 複勝： 36，229，800円 枠連： 10，506，700円
馬連： 41，707，600円 馬単： 31，164，500円 ワイド： 20，043，200円
3連複： 54，770，300円 3連単： 97，748，000円 計： 313，626，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 300円 � 270円 枠 連（2－5） 1，200円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 1，890円

ワ イ ド �� 500円 �� 520円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 3，640円 3 連 単 ��� 13，880円

票 数

単勝票数 計 214561 的中 � 91959（1番人気）
複勝票数 計 362298 的中 � 141294（1番人気）� 22181（5番人気）� 26011（4番人気）
枠連票数 計 105067 的中 （2－5） 6504（5番人気）
馬連票数 計 417076 的中 �� 25510（5番人気）
馬単票数 計 311645 的中 �� 12192（6番人気）
ワイド票数 計 200432 的中 �� 10337（4番人気）�� 9850（5番人気）�� 4271（12番人気）
3連複票数 計 547703 的中 ��� 11115（11番人気）
3連単票数 計 977480 的中 ��� 5200（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―24．3―36．9―49．5―1：01．6―1：13．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．4
3 2，7（1，4）13，6（8，14）（3，5，9）10（11，12） 4 ・（2，7）（1，4）13（6，14）3（8，10）5，9（11，12）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スマートストリーム �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Gulch デビュー 2013．10．6 東京2着

2011．5．5生 牡2鹿 母 ウルトラシートゥ 母母 シートゥシャイニングシー 2戦1勝 賞金 7，800，000円

第５回 東京競馬 第１日



3000311月2日 曇 良 （25東京5）第1日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走11時00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
1：33．6
1：33．1

良
良

56 デルマサリーチャン 牝2鹿 54 後藤 浩輝浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 462± 01：36．7 18．7�
813 ブルーホール 牡2青鹿 55

53 △横山 和生�Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 448－ 6 〃 アタマ 194．1�
22 アンリキャトル 牡2黒鹿55 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 462－ 2 〃 ハナ 3．5�
44 ブラックエミオ 牡2鹿 55 横山 典弘鈴木 正浩氏 鈴木 伸尋 新冠 競優牧場 470＋ 2 〃 アタマ 3．5�
710 キョウエイマグマ 牡2鹿 55 江田 照男田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 沖田 忠幸 462± 01：36．91 6．9�
812 コスモラヴコール 牡2芦 55 三浦 皇成 	ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 ファーミングヤナキタ 468± 01：37．11� 34．8

11 ゲ ラ ー デ 牡2鹿 55 大野 拓弥中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 浦河小林牧場 434－121：37．31� 129．6�
69 ケイビエント 牝2鹿 54 田辺 裕信山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424－ 61：37．51� 57．2�
57 カ シ ノ バ ル 	2栗 55 武士沢友治柏木 務氏 蛯名 利弘 熊本 片山 建治 454＋ 4 〃 アタマ 57．9
45 コスモベツァーリ 牝2鹿 54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 高橋 裕 日高 戸川牧場 434－ 21：37．71 13．8�
68 ワンダースマイル 牝2黒鹿54 武 豊伊東 純一氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 470－ 21：37．8
 3．7�
33 マユラウインド 牝2黒鹿54 I．メンディザバル 石川 眞実氏 萩原 清 新冠 須崎牧場 B460＋161：38．75 24．4�

（仏）

711 ラブシューペ 牝2青 54 田中 勝春増田 陽一氏 大和田 成 新ひだか 松田牧場 420＋ 61：39．12� 36．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 18，763，800円 複勝： 31，518，300円 枠連： 10，277，100円
馬連： 42，445，600円 馬単： 29，110，800円 ワイド： 21，594，800円
3連複： 52，895，300円 3連単： 89，785，900円 計： 296，391，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，870円 複 勝 � 540円 � 4，370円 � 180円 枠 連（5－8） 8，840円

馬 連 �� 116，450円 馬 単 �� 144，190円

ワ イ ド �� 18，960円 �� 730円 �� 7，340円

3 連 複 ��� 175，060円 3 連 単 ��� 1，325，240円

票 数

単勝票数 計 187638 的中 � 7931（6番人気）
複勝票数 計 315183 的中 � 13735（5番人気）� 1482（13番人気）� 62961（3番人気）
枠連票数 計 102771 的中 （5－8） 858（22番人気）
馬連票数 計 424456 的中 �� 269（70番人気）
馬単票数 計 291108 的中 �� 149（127番人気）
ワイド票数 計 215948 的中 �� 270（66番人気）�� 7789（8番人気）�� 702（46番人気）
3連複票数 計 528953 的中 ��� 223（176番人気）
3連単票数 計 897859 的中 ��� 50（1081番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．0―36．4―49．0―1：01．7―1：13．3―1：24．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デルマサリーチャン �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．10．19 東京10着

2011．3．23生 牝2鹿 母 ローザロッサ 母母 マンボステップ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 ワンダースマイル号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。前扉が破損したため外枠から発走。
〔調教再審査〕 ワンダースマイル号は，発走調教再審査。
※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。

3000411月2日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25東京5）第1日 第4競走 ��3，100�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時30分 （芝・ダート）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード3：22．0良・稍重

57 テイエムブユウデン 牡6鹿 60 林 満明竹園 正繼氏 岩元 市三 新冠 競優牧場 468－ 83：29．5 9．2�
11 オウケンウッド 牡5芦 60 石神 深一福井 明氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 448＋103：29．6� 7．8�
58 メジロサンノウ 牡5黒鹿 60

57 ▲原田 和真岩﨑 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 484＋ 83：30．23� 53．8�
69 テイエムオウショウ 牡4栗 60 平沢 健治竹園 正繼氏 柴田 政見 日高 長谷川牧場 446－ 83：30．83� 17．1�
711 トウシンボルト 牡6黒鹿60 中村 将之�サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 494＋ 43：30．9� 3．6�
22 � トーセンプラチナ 牡4鹿 60 浜野谷憲尚島川 	哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 484＋ 63：31．11 5．7

45 コスモソユーズ 牡5栗 60 五十嵐雄祐 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか マークリ牧場 500－ 43：31．2� 14．5�
46 ローレルエルヴェル 牡8鹿 60 草野 太郎 �ローレルレーシング 星野 忍 静内 池田牧場 462＋ 83：31．3� 5．4
712 サンレイランキング 牡6鹿 60 難波 剛健永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 460＋ 63：31．51	 72．9�
33 � コブラボール 牡9青鹿60 江田 勇亮吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 498＋203：31．6� 100．2�
34 ワンダーエレメント 牝5鹿 58 植野 貴也山本 信行氏 牧田 和弥 浦河 小柳牧場 482－ 63：31．92 30．1�
814 テ ル バ イ ク 牡5栗 60 山本 康志加藤 信之氏 小島 茂之 日高 有限会社

ケイズ 478± 03：32．21� 32．8�
610 ジークジオン 牡4栗 60 金子 光希幅田 昌伸氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 464－163：33．05 8．2�
813 シンワカントリー 牡5黒鹿62 大江原 圭ロイヤルパーク 武 宏平 日高 エンドレス

ファーム 502＋ 43：33．1� 38．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 12，713，400円 複勝： 17，668，300円 枠連： 12，193，700円
馬連： 31，787，800円 馬単： 20，687，100円 ワイド： 14，181，900円
3連複： 43，492，400円 3連単： 65，685，500円 計： 218，410，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 310円 � 370円 � 1，540円 枠 連（1－5） 3，610円

馬 連 �� 3，280円 馬 単 �� 7，030円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 5，500円 �� 6，640円

3 連 複 ��� 76，980円 3 連 単 ��� 348，750円

票 数

単勝票数 計 127134 的中 � 10937（6番人気）
複勝票数 計 176683 的中 � 16524（4番人気）� 13351（6番人気）� 2624（13番人気）
枠連票数 計 121937 的中 （1－5） 2496（15番人気）
馬連票数 計 317878 的中 �� 7162（15番人気）
馬単票数 計 206871 的中 �� 2174（27番人気）
ワイド票数 計 141819 的中 �� 3256（14番人気）�� 624（54番人気）�� 515（56番人気）
3連複票数 計 434924 的中 ��� 417（173番人気）
3連単票数 計 656855 的中 ��� 139（883番人気）
上り 1マイル 1：46．9 4F 52．0－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムブユウデン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 フラツシユオブステイール デビュー 2009．12．5 阪神11着

2007．2．17生 牡6鹿 母 リキサンフラッシュ 母母 シバイチヒメ 障害：18戦2勝 賞金 37，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シャイニーデザート号
（非抽選馬） 2頭 ビーアウェイク号・レンディル号



3000511月2日 曇 良 （25東京5）第1日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12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
1：46．0
1：46．0

良
良

45 ストロベリーキング 牡2黒鹿55 高倉 稜田頭 勇貴氏 高橋 文雅 浦河 杵臼牧場 478 ―1：52．4 29．2�
813� ラハイナルナ 牡2鹿 55 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 愛 S. F. Blood-
stock LLC 504 ― 〃 クビ 2．7�

814 ラグジードライブ �2栗 55 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム B470 ―1：52．61	 25．3�
712 メイショウカノン 牡2青鹿55 武 豊松本 好�氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 480 ― 〃 アタマ 9．8�
69 スプリームサンダー 牝2栗 54

52 △横山 和生関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 466 ― 〃 ハナ 45．8	
34 ヴリルスター 牡2鹿 55 石橋 脩キャピタルクラブ 田村 康仁 浦河 カナイシスタッド 458 ―1：52．81	 52．1

57 プリンケプス 牡2鹿 55 内田 博幸吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 496 ― 〃 ハナ 20．6�
711 ノーブルプラネット 牡2青鹿55 戸崎 圭太 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 460 ―1：52．9クビ 2．9
58 ショウナンアラン 牡2鹿 55 北村 宏司�湘南 上原 博之 日高 オリオンファーム 472 ―1：53．11 10．7�
22 ビックナジョーカー 牡2鹿 55 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 マリオステー

ブル 474 ― 〃 ハナ 102．1�
11 � コスモソウルメイト 牡2青鹿55 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 米 Gary L.

Chervenell 490 ― 〃 クビ 41．8�
（コスモパトリオット）

33 バトルタラサ 牝2鹿 54 松岡 正海宮川 秋信氏 小野 次郎 新ひだか 沖田 忠幸 454 ― 〃 アタマ 11．0�
610 タケルムーン 牡2鹿 55 吉田 豊森 保彦氏 田村 康仁 平取 びらとり牧場 450 ―1：53．31	 117．7�
46 ラフィナート 牝2黒鹿54 田中 勝春 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか ケイアイファーム 450 ―1：53．51	 20．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，083，300円 複勝： 31，479，500円 枠連： 17，050，200円
馬連： 44，082，700円 馬単： 31，586，300円 ワイド： 21，908，300円
3連複： 55，027，000円 3連単： 89，955，800円 計： 315，173，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，920円 複 勝 � 540円 � 160円 � 510円 枠 連（4－8） 1，340円

馬 連 �� 3，690円 馬 単 �� 10，090円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 6，990円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 17，490円 3 連 単 ��� 120，710円

票 数

単勝票数 計 240833 的中 � 6515（9番人気）
複勝票数 計 314795 的中 � 12662（9番人気）� 74116（2番人気）� 13347（8番人気）
枠連票数 計 170502 的中 （4－8） 9399（7番人気）
馬連票数 計 440827 的中 �� 8822（13番人気）
馬単票数 計 315863 的中 �� 2311（33番人気）
ワイド票数 計 219083 的中 �� 3869（14番人気）�� 748（64番人気）�� 4314（12番人気）
3連複票数 計 550270 的中 ��� 2322（54番人気）
3連単票数 計 899558 的中 ��� 550（336番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．8―26．6―39．5―52．4―1：05．2―1：17．8―1：29．4―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F34．6

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ストロベリーキング �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ウォーエンブレム 初出走

2011．4．22生 牡2黒鹿 母 ドリームエンブレム 母母 マキシムドリーム 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3000611月2日 曇 良 （25東京5）第1日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時50分 （芝・左）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．2
1：20．3

良
良

714 カラダレジェンド 牡2鹿 55 田辺 裕信子安 裕樹氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 468 ―1：24．4 5．4�
（アーベントイアー）

23 タイセイティグレス 牝2青鹿54 三浦 皇成田中 成奉氏 菊川 正達 えりも 寺井 文秀 470 ―1：24．72 84．8�
59 ヤマニンブロケード 牡2芦 55 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 442 ―1：24．91� 38．7�
47 タカラミッシェル 牝2鹿 54

52 △横山 和生村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 396 ― 〃 アタマ 57．3�
611 ウインドオブケン 牡2黒鹿55 内田 博幸岡村 善行氏 牧 光二 新冠 山岡ファーム 466 ―1：25．21� 71．0�
818 ビビッドオーブ 牝2栗 54 武 豊 M・

Kenichiホールディング� 鈴木 伸尋 浦河 福岡 光夫 446 ―1：25．3	 7．9	
612 ディアエミネンス 牝2栗 54 後藤 浩輝ディアレスト 伊藤 圭三 浦河 桑田フアーム 426 ― 〃 アタマ 6．7

816 ナイフリッジ 牡2栗 55 大野 拓弥有限会社シルク古賀 史生 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464 ―1：25．4� 36．9�
715 オーバーテイク 牡2青 55 石橋 脩�橋本牧場 勢司 和浩 日高 浦新 徳司 442 ―1：25．5クビ 34．7
12 ローザフィナーレ 牝2鹿 54 I．メンディザバル �キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 414 ―1：25．6	 12．5�

（仏）

713 サドラーズヒーロ 牡2鹿 55 松岡 正海冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 468 ―1：25．81	 227．3�
11 レ オ ニ ー ズ 牡2鹿 55 戸崎 圭太 �社台レースホース小島 茂之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492 ―1：25．9	 19．5�
36 フリークウェーブ 牡2鹿 55 武士沢友治岡田 牧雄氏 和田 雄二 浦河 冨岡牧場 B440 ― 〃 クビ 127．1�
48 
 タ マ ユ ラ 牝2栗 54 蛯名 正義吉田 安惠氏 戸田 博文 愛 Redpender

Stud Ltd 466 ―1：26．0クビ 2．1�
35 ディアオーブ 牝2栗 54 丸田 恭介ディアレスト 水野 貴広 日高 沖田牧場 468 ― 〃 クビ 138．9�
817 ヘップバーン 牝2栗 54 吉田 豊平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 482 ―1：26．1クビ 69．5�
24 センショウフージン 牡2栗 55 柴田 善臣齊藤 宣勝氏 高橋 裕 青森 石田 英機 466 ―1：26．2� 173．1�
510 ビ オ レ ン ト 牝2栗 54 北村 宏司細谷 典幸氏 金成 貴史 日高 木村牧場 486 ―1：27．9大差 84．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，961，900円 複勝： 30，567，400円 枠連： 17，739，200円
馬連： 43，017，500円 馬単： 31，765，400円 ワイド： 21，075，000円
3連複： 50，652，300円 3連単： 80，863，300円 計： 299，642，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 240円 � 1，440円 � 650円 枠 連（2－7） 9，890円

馬 連 �� 18，820円 馬 単 �� 32，300円

ワ イ ド �� 5，200円 �� 2，640円 �� 13，130円

3 連 複 ��� 130，250円 3 連 単 ��� 727，770円

票 数

単勝票数 計 239619 的中 � 35337（2番人気）
複勝票数 計 305674 的中 � 42054（2番人気）� 4829（12番人気）� 11545（7番人気）
枠連票数 計 177392 的中 （2－7） 1325（23番人気）
馬連票数 計 430175 的中 �� 1687（44番人気）
馬単票数 計 317654 的中 �� 726（73番人気）
ワイド票数 計 210750 的中 �� 996（47番人気）�� 1988（28番人気）�� 391（83番人気）
3連複票数 計 506523 的中 ��� 287（235番人気）
3連単票数 計 808633 的中 ��� 82（1152番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―12．6―12．7―11．9―11．1―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．0―24．8―37．4―50．1―1：02．0―1：13．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．3
3 7，9，3（2，5，14）（6，15）（8，18）（11，12）（4，13）（10，17）（1，16） 4 7，9（3，14）（2，5，15）（6，8，18）（12，13）11（4，17）－（1，16）＝10

勝馬の
紹 介

カラダレジェンド �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2011．2．4生 牡2鹿 母 キョウエイワンダー 母母 サボンネリエ 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。



3000711月2日 曇 良 （25東京5）第1日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走13時20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

33 シュガーヒル 牡4芦 57
55 △横山 和生金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 484＋ 61：38．0 3．3�
44 イッツガナハプン 牡4栗 57 大野 拓弥サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 502＋ 21：38．31� 8．9�
710 トミケンプレミオ 牡3鹿 56 戸崎 圭太冨樫 賢二氏 天間 昭一 浦河 梅田牧場 496＋ 21：39．04 5．4�
68 	 ゲ ン テ ン 牡4黒鹿57 蛯名 正義林 正道氏 矢作 芳人 米 Carol Ham-

mersmith B500＋ 1 〃 クビ 8．5�
56 ブルーイングリーン 牡4栗 57 松岡 正海青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：39．1クビ 18．1�
22 ウインゴーウェル 
4栗 57 武士沢友治�ウイン 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 534－12 〃 ハナ 44．9	
813 ポッドスター 牡3栗 56 江田 照男小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 飛野牧場 492± 0 〃 クビ 24．8

69 	 ナスノシベリウス 牝4芦 55 横山 典弘�須野牧場 和田 正道 米

B. P. Walden Jr., J.
Stuart & Unbridled’s
Song Syndicate

500－ 61：39．2� 4．3�
711 オアフライダー 牡3鹿 56 内田 博幸 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 タバタファーム 474＋ 81：39．41� 22．6
11 バ ン ク シ ー 牡3鹿 56 吉田 豊渡邊 隆氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 478－ 41：39．71� 86．0�
45 エイブルブラッド 牡5鹿 57 後藤 浩輝吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 496－ 21：40．02 10．6�
812 ロードシュプリーム 牡3鹿 56 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 510± 01：40．42� 28．4�
57 ラシアンウッズ 
5鹿 57 石橋 脩林 正道氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 462＋ 81：41．67 196．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 25，400，400円 複勝： 47，822，600円 枠連： 18，146，800円
馬連： 59，198，100円 馬単： 34，823，300円 ワイド： 28，097，600円
3連複： 72，441，000円 3連単： 118，431，400円 計： 404，361，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 210円 � 150円 枠 連（3－4） 730円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 430円 �� 300円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 8，710円

票 数

単勝票数 計 254004 的中 � 60694（1番人気）
複勝票数 計 478226 的中 � 103202（1番人気）� 51410（4番人気）� 89475（2番人気）
枠連票数 計 181468 的中 （3－4） 18554（4番人気）
馬連票数 計 591981 的中 �� 37194（3番人気）
馬単票数 計 348233 的中 �� 12807（5番人気）
ワイド票数 計 280976 的中 �� 16033（3番人気）�� 25117（1番人気）�� 11823（4番人気）
3連複票数 計 724410 的中 ��� 33342（2番人気）
3連単票数 計1184314 的中 ��� 10043（8番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．1―12．3―12．4―12．5―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―36．2―48．5―1：00．9―1：13．4―1：25．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シュガーヒル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Salt Lake デビュー 2011．10．10 東京2着

2009．5．5生 牡4芦 母 ソルティビッド 母母 Piper Piper 16戦3勝 賞金 43，557，000円

3000811月2日 曇 良 （25東京5）第1日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時50分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
本 賞 7，200，000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

46 スフィンクス 牝4鹿 55 内田 博幸佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか 橋本牧場 460－ 61：25．3 3．4�
814 タニセンヴォイス 牝4栗 55 武 豊染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 466± 01：25．72� 4．2�
57 アルデグロリア 牝3栗 54 武士沢友治井上 修一氏 浅野洋一郎 新ひだか 元茂牧場 492＋ 2 〃 アタマ 3．5�
813 メテオレイン 牝4鹿 55 三浦 皇成亀井 哲也氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム 464－ 21：26．01� 69．4�
712 ロマンシングジェム 牝3青鹿54 田辺 裕信吉田 千津氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 486＋ 61：26．21� 26．8�
69 	 ラヴィーズバード 牝4鹿 55 I．メンディザバル 藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 448－ 21：26．41� 12．4�

（仏）

45 マイネエレーナ 牝5鹿 55 柴田 大知 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム 436－ 2 〃 クビ 18．5


33 フランスギャル 牝4黒鹿55 吉田 豊菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 沖田 哲夫 476－ 41：26．61� 38．5�
11 ナムラケイオス 牝4鹿 55 田中 勝春奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 522＋ 2 〃 ハナ 21．7�
58 	 スターファンタジア 牝4黒鹿55 松岡 正海下井 道博氏 石栗 龍彦 浦河 東栄牧場 482＋ 21：26．81� 110．9
34 ハーモニーフェア 牝3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 454－ 41：26．9� 12．1�
610 ア ガ サ 牝3青 54 戸崎 圭太上野 直樹氏 清水 英克 日高 社台ファーム 490－ 21：27．11� 84．8�
711 ニシノオドリコ 牝3栗 54

51 ▲原田 和真西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 高昭牧場 470－ 21：27．31� 75．0�
22 ベルモントラヴ 牝3芦 54 北村 宏司 �ベルモントファーム和田正一郎 新冠 ベルモント

ファーム 484＋ 21：27．83 15．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 27，659，000円 複勝： 51，743，700円 枠連： 17，910，600円
馬連： 74，212，200円 馬単： 44，525，200円 ワイド： 31，723，300円
3連複： 85，213，700円 3連単： 147，511，500円 計： 480，499，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 130円 � 120円 枠 連（4－8） 540円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 250円 �� 210円 �� 250円

3 連 複 ��� 590円 3 連 単 ��� 3，220円

票 数

単勝票数 計 276590 的中 � 64382（1番人気）
複勝票数 計 517437 的中 � 105818（2番人気）� 103997（3番人気）� 121066（1番人気）
枠連票数 計 179106 的中 （4－8） 24508（2番人気）
馬連票数 計 742122 的中 �� 89210（2番人気）
馬単票数 計 445252 的中 �� 26973（2番人気）
ワイド票数 計 317233 的中 �� 30864（3番人気）�� 40228（1番人気）�� 31408（2番人気）
3連複票数 計 852137 的中 ��� 107563（1番人気）
3連単票数 計1475115 的中 ��� 33833（2番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スフィンクス �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2011．9．4 札幌11着

2009．4．2生 牝4鹿 母 アレグリアス 母母 インヴァイト 15戦3勝 賞金 29，620，000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。



3000911月2日 曇 良 （25東京5）第1日 第9競走 ��
��1，800�t v k 賞

発走14時25分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下，24．11．3以降25．10．27まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

tvk賞（1着）
賞 品

本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：44．1

良
良

77 フェスティヴタロー 牡4栗 57 田中 勝春臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 小倉 光博 502＋ 61：46．2 2．5�
55 サイモンラムセス 牡3鹿 54 I．メンディザバル 澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 436－ 61：46．3� 4．5�

（仏）

33 バロンドゥフォール 牡3鹿 54 蛯名 正義窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 464－ 41：46．62 5．2�
44 ウィケットキーパー 牝4鹿 53 内田 博幸吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B454＋ 41：46．81� 9．3�
89 インプレッシヴデイ 牡6芦 54 武 豊藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 村上 雅規 514－ 41：46．9� 32．6�
78 ロンギングゴールド 牡3黒鹿52 北村 宏司坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 454－ 41：47．11� 8．9�
11 クラリティーエス 牝3青鹿51 吉田 豊吉田 照哉氏 松山 康久 千歳 社台ファーム 480＋ 21：47．52� 18．0	
810 ナンヨーケンゴー 	3鹿 54 戸崎 圭太中村 德也氏 斎藤 誠 日高 日高大洋牧場 476＋ 61：47．92� 8．6

22 キタサンパイロット 牡4鹿 54 高倉 稜�大野商事 清水 久詞 新ひだか 木田 祐博 472＋ 61：48．32� 79．4�
66 シンボリカージナル 牡7鹿 52 江田 照男シンボリ牧場 高橋 祥泰 静内 シンボリ牧場 486－ 61：48．61� 154．1

（10頭）

売 得 金
単勝： 33，413，200円 複勝： 63，115，200円 枠連： 19，374，000円
馬連： 90，148，100円 馬単： 59，596，100円 ワイド： 35，884，000円
3連複： 97，764，200円 3連単： 219，828，100円 計： 619，122，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 150円 � 160円 枠 連（5－7） 380円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 220円 �� 260円 �� 440円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 2，630円

票 数

単勝票数 計 334132 的中 � 107448（1番人気）
複勝票数 計 631152 的中 � 198303（1番人気）� 98824（2番人気）� 88037（3番人気）
枠連票数 計 193740 的中 （5－7） 38351（1番人気）
馬連票数 計 901481 的中 �� 128816（1番人気）
馬単票数 計 595961 的中 �� 48525（1番人気）
ワイド票数 計 358840 的中 �� 45583（1番人気）�� 35490（2番人気）�� 17503（6番人気）
3連複票数 計 977642 的中 ��� 96222（1番人気）
3連単票数 計2198281 的中 ��� 61806（1番人気）

ハロンタイム 13．4―11．4―11．5―11．8―11．8―11．8―11．3―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―24．8―36．3―48．1―59．9―1：11．7―1：23．0―1：34．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F34．5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フェスティヴタロー �
�
父 ローエングリン �

�
母父 マジックマイルズ デビュー 2011．10．2 中山6着

2009．4．9生 牡4栗 母 アドマイヤゴールド 母母 ツルミダイヤ 17戦4勝 賞金 70，081，000円
〔制裁〕 フェスティヴタロー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10，000円。（被害馬：5番）
※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。

3001011月2日 曇 良 （25東京5）第1日 第10競走 ��
��2，100�

ばんしゅう

晩秋ステークス
発走15時00分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

813 フ ァ イ ヤ ー 牡5青鹿57 横山 典弘深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 518＋ 82：11．5 4．8�
812 スターバリオン 牡4芦 57 田辺 裕信幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 合資会社カ

ネツ牧場 494± 0 〃 クビ 7．1�
56 メタギャラクシー 牡6鹿 57 後藤 浩輝 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 新ひだか グランド牧場 B492－ 62：11．6� 47．5�
44 ユーロビート 	4鹿 57 戸崎 圭太吉田 和美氏 高柳 瑞樹 洞爺湖 メジロ牧場 532－ 4 〃 ハナ 2．4�
33 ギャザーロージズ 	6芦 57 I．メンディザバル 吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 490＋ 2 〃 アタマ 7．0�

（仏）

710 タ ナ ト ス 牡5黒鹿57 柴田 善臣榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 456＋ 22：11．7� 11．4	
11 マ ス ト ハ ブ 牡6鹿 57 田中 勝春青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 三城牧場 528－ 62：12．01
 16．6

68 � グレイレジェンド 牡5芦 57 石橋 脩小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 472＋ 22：12．1クビ 52．1�
45 オメガスカイツリー 牡5黒鹿57 北村 宏司原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 496± 02：12．31� 20．1�
711 ドレミファドン 牡5黒鹿57 江田 照男千葉 正人氏 中川 公成 日高 ナカノファーム 500－ 22：12．72� 19．7
57 ニシノヴァンクール 牡6青鹿57 大野 拓弥西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 西山牧場 512± 02：13．44 226．3�
22 スギノブレイド 	7栗 57 武士沢友治杉山 美惠氏 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 506－ 62：13．5� 318．3�
69 ドラゴンフォルテ 牡4鹿 57 内田 博幸窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 478＋ 2 〃 ハナ 19．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 41，480，300円 複勝： 79，614，100円 枠連： 32，190，500円
馬連： 134，205，700円 馬単： 75，955，500円 ワイド： 50，850，600円
3連複： 159，444，300円 3連単： 289，604，300円 計： 863，345，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 230円 � 290円 � 810円 枠 連（8－8） 2，320円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 4，520円

ワ イ ド �� 800円 �� 4，170円 �� 3，270円

3 連 複 ��� 29，310円 3 連 単 ��� 119，810円

票 数

単勝票数 計 414803 的中 � 69362（2番人気）
複勝票数 計 796141 的中 � 107507（3番人気）� 75347（4番人気）� 21585（11番人気）
枠連票数 計 321905 的中 （8－8） 10275（11番人気）
馬連票数 計1342057 的中 �� 40130（10番人気）
馬単票数 計 759555 的中 �� 12423（15番人気）
ワイド票数 計 508506 的中 �� 16513（8番人気）�� 2915（44番人気）�� 3736（39番人気）
3連複票数 計1594443 的中 ��� 4015（86番人気）
3連単票数 計2896043 的中 ��� 1784（345番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．9―31．7―44．5―56．7―1：09．5―1：21．8―1：34．0―1：46．4―1：58．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フ ァ イ ヤ ー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Woodman デビュー 2011．1．23 小倉5着

2008．5．26生 牡5青鹿 母 ホシノカミコウチ 母母 Senate Appointee 22戦5勝 賞金 66，543，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



曇 良 競走 アルテミスステークス（重賞）
（芝・左）

牝， 除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード
中央レコード

：
：

良
良

マーブルカテドラル 鹿 田辺 裕信 社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム ：

パシフィックギャル I．メンディザバル 吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ：
（仏）

ニシノミチシルベ 鹿 松岡 正海西山 茂行氏 手塚 貴久 新冠 川上牧場 ：
サクラパリュール 鹿 戸崎 圭太 さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡スタット ：
セレナビアンカ 鹿 田中 勝春島川 利子氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ：
マイネグレヴィル 鹿 柴田 大知 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム ：
ク リ ス マ ス 黒鹿 武 豊 M・

Kenichiホールディング 斎藤 誠 新冠 アラキフアーム 〃 クビ

マイネグラティア 黒鹿 石橋 脩 サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 パカパカ

ファーム ： クビ

ダイワソフィー 丸田 恭介大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 〃 クビ

バウンスシャッセ 鹿 北村 宏司 キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ： クビ

ヤマニンアリエッタ 黒鹿 高倉 稜土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 〃 クビ

プライマリーコード 三浦 皇成 キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 〃 ハナ

ミュゼリトルガール 鹿 柴田 善臣髙橋 仁氏 大江原 哲 新冠 若林牧場 ： クビ

ヴ ィ ス ビ ー 黒鹿 江田 照男大野 富生氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム ：
ツクバアスナロ 鹿 横山 典弘荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 洞 湖 レイクヴィラファーム 〃 ハナ

ハッピーベリンダ 鹿 横山 和生窪田 康志氏 菊沢 隆徳 新ひだか 城地 清満 〃 アタマ

ハ ツ ガ ツ オ 鹿 武士沢友治江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 ：
マ ユ キ 栗 内田 博幸 LS.M 森 秀行 新ひだか タガミファーム 〃 クビ

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム ： ： ：
コーナー
通過順位

F F

勝馬の
紹 介

マーブルカテドラル 父 ダイワメジャー 母父 エ リ シ オ
母 ヘルスウォール 母母 サラトガフラッシュ

〔制裁〕 マーブルカテドラル号の調教師上原博之は，競走中に同馬の鞍が変位したことについて戒告。
マイネグレヴィル号の騎手柴田大知は，最後の直線コースで外側に斜行したこ （被害馬：

ニシノミチシルベ号の騎手松岡正海は，最後の直線コースでの御法（ の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－ により以下の る馬とならなかった。

ウインリバティ号・スイートガーデン号・トーセンシルエット号・ニシノアカツキ号
※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。

曇 良 競走
（芝・左）

牝，
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
：
：

良
良

エアジェルブロワ 黒鹿 武 豊 ラッキーフィールド笹田 和秀 安平 ノーザンファーム ：

ガーネットチャーム 鹿 蛯名 正義 社台レースホース鹿戸 雄一 安平 追分ファーム ：
ミ ナ レ ッ ト 鹿 松岡 正海 ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 ：
ゴールドカルラ 鹿 田辺 裕信磯波 勇氏 高木 登 新冠 守矢牧場 〃 クビ

カディーシャ 栗 戸崎 圭太 ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 武市 康男 平取 北島牧場 ： クビ

マイネエポナ 鹿 柴田 大知 サラブレッドクラブ
・ラフィアン 斎藤 誠 日高 シンコーファーム 〃 クビ

ナオミノユメ 鹿 I．メンディザバル 塩澤 正樹氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ：
（仏）

タガノルミナーレ 黒鹿 池添 謙一八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ：

ローズノーブル 青 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 〃 ハナ

シャドウライフ 黒鹿 横山 典弘飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ：
フ ィ リ ラ 栗 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ：
カラダエーピー 栗 △横山 和生子安 裕樹氏 尾形 和幸 平取 清水牧場 ：

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム ：
コーナー
通過順位

F F・
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エアジェルブロワ 父 ダイワメジャー 母父 エ リ シ オ
母 アルバローズ 母母 ロ ゼ カ ラ ー

※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。



（25東京5）第1日 11月2日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 168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

238，160，000円
11，580，000円
1，680，000円
21，630，000円
64，164，500円
5，348，800円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
412，231，000円
681，414，100円
291，874，200円
1，077，834，000円
649，014，800円
446，876，000円
1，348，696，800円
2，380，672，200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 7，288，613，100円

総入場人員 27，123名 （有料入場人員 25，115名）
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