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3007311月23日 晴 良 （25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

35 トーセンセラヴィ 牝2黒鹿54 横山 典弘島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ
スティファーム 482± 01：39．3 3．1�

47 ハビタブルゾーン 牝2栗 54 石橋 脩 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 444－ 81：39．93� 12．7�
611 チャプレット 牝2黒鹿54 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム 464－ 41：40．21� 21．7�
714 ブルザンインディゴ 牝2芦 54 武士沢友治藤沼 利夫氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 442＋ 81：40．52 15．6�
48 ローズオヌットゥ 牝2鹿 54 柴山 雄一栗山 良子氏 土田 稔 平取 北島牧場 396－ 21：40．81� 179．6	
12 アスカクイン 牝2栗 54 江田 照男上野 武氏 本間 忍 新ひだか 藤原牧場 452＋ 21：40．9� 24．1

713 タカラジェニファ 牝2鹿 54 後藤 浩輝村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 460± 01：41．32� 3．5�
11 ヒ ム カ 牝2栗 54 大野 拓弥�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 490＋ 41：41．61� 5．7
24 ハミングライフ 牝2栗 54

53 ☆横山 和生市川 義美氏 国枝 栄 平取 坂東牧場 488＋101：41．7� 28．4�
816 ドリームマーチ 牝2鹿 54 田中 勝春ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 438＋ 61：41．91� 65．4�
59 リ サ 牝2黒鹿54 大庭 和弥グリーンスウォード嶋田 潤 新ひだか 萩澤 國男 446＋ 21：43．17 160．8�
23 スマッシングダウト 牝2栗 54 戸崎 圭太吉田 和美氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 498± 01：43．41� 6．8�
36 ニシノクラーケン 牝2黒鹿54 松岡 正海西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 522＋10 〃 クビ 132．5�
612 プランドール 牝2栗 54 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 田中 清隆 新ひだか 澤田 嘉隆 B470± 01：43．71� 57．9�
510 バラノカオリ 牝2栗 54 田中 博康�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 448－ 21：44．55 333．3�
815 スイートイレーヌ 牝2鹿 54 木幡 初広シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 442＋ 81：45．03 173．7�
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売 得 金
単勝： 19，874，400円 複勝： 38，039，700円 枠連： 11，783，800円
馬連： 48，764，900円 馬単： 32，793，500円 ワイド： 26，223，900円
3連複： 64，523，500円 3連単： 107，934，000円 計： 349，937，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 170円 � 400円 � 560円 枠 連（3－4） 1，680円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 2，700円

ワ イ ド �� 790円 �� 1，370円 �� 4，060円

3 連 複 ��� 14，210円 3 連 単 ��� 48，370円

票 数

単勝票数 計 198744 的中 � 51560（1番人気）
複勝票数 計 380397 的中 � 79047（2番人気）� 22045（5番人気）� 14817（8番人気）
枠連票数 計 117838 的中 （3－4） 5186（7番人気）
馬連票数 計 487649 的中 �� 20520（7番人気）
馬単票数 計 327935 的中 �� 8986（10番人気）
ワイド票数 計 262239 的中 �� 8568（7番人気）�� 4725（16番人気）�� 1528（31番人気）
3連複票数 計 645235 的中 ��� 3353（41番人気）
3連単票数 計1079340 的中 ��� 1647（136番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．9―12．3―12．9―12．7―12．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．5―47．8―1：00．7―1：13．4―1：26．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．5―3F38．6
3 13，5，7，12（8，1，11）（4，3）10－（16，15）－（9，6）14－2 4 13，5（1，7）11，8（4，3，12）10－（16，14）（9，6，15）－2

勝馬の
紹 介

トーセンセラヴィ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2013．11．3 東京5着

2011．2．25生 牝2黒鹿 母 トーセンジョウオー 母母 アナスミラビリス 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔発走状況〕 スマッシングダウト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バラノカオリ号・スイートイレーヌ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年12月

23日まで平地競走に出走できない。

3007411月23日 晴 良 （25東京5）第7日 第2競走 ��
��1，400�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
1：21．2
1：20．3

良
良

713 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 468－ 21：22．7 21．3�
35 ノースショアビーチ 牡2鹿 55 村田 一誠�G1レーシング 田中 剛 千歳 社台ファーム 488＋141：22．8� 29．9�
818 スマイルシャワー 牝2鹿 54 田中 勝春 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 462＋10 〃 ハナ 28．9�
24 マサノマリリン 牝2黒鹿54 北村 宏司中村 時子氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 446－ 41：22．9� 25．0�
11 モントボーゲン 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 牧 光二 安平 ノーザンファーム 462－ 2 〃 クビ 3．3	
59 ミュゼミランダ 牝2栗 54 田辺 裕信髙橋 仁氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 430＋101：23．0� 6．9

47 ヤマニンキュルミネ 牡2芦 55 内田 博幸土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 458＋ 41：23．1� 15．0�
715 クラウンイヴ 牝2青 54 蛯名 正義�クラウン 矢野 英一 日高 クラウン日高牧場 430＋ 21：23．2クビ 77．7�
510 ビューティガッキ 牝2栗 54 柴田 善臣 M・

Kenichiホールディング� 小島 茂之 浦河 ガーベラパー
クスタツド 440－ 2 〃 クビ 62．0

816 ボンジュールショウ 牡2芦 55 丸田 恭介田中善次郎氏 天間 昭一 日高 坂 牧場 446－ 2 〃 ハナ 347．2�
23 マ レ ー ナ 牝2黒鹿54 C．ウィリアムズ 山本 英俊氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 470－ 61：23．3� 4．0�

（豪）

48 ウインネオルーラー 牡2黒鹿55 R．ムーア �ウイン 畠山 重則 浦河 日の出牧場 470＋ 61：23．51 7．0�
（英）

12 アインクラング 牝2芦 54 西田雄一郎有限会社シルク加藤 征弘 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 436－141：23．71	 137．0�

611 サクラエルカミーノ 牡2鹿 55 宮崎 北斗�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡スタット 470＋ 61：23．91� 91．8�
817 プラチナバディ 牡2鹿 55 吉田 豊 �クイーンズ・ランチ 田島 俊明 新ひだか 水上 習孝 458＋101：24．75 230．3�
36 オートクレール 牝2栗 54 松岡 正海岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 日高 出口牧場 418＋ 6 〃 ハナ 10．2�
612 リアルモード 牡2鹿 55 石橋 脩寺田千代乃氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 454＋ 81：24．8� 48．3�
714 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 444＋ 21：24．9� 45．8�
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売 得 金
単勝： 22，910，500円 複勝： 48，089，000円 枠連： 16，411，800円
馬連： 53，262，400円 馬単： 34，747，100円 ワイド： 28，036，400円
3連複： 71，544，800円 3連単： 111，900，500円 計： 386，902，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，130円 複 勝 � 740円 � 790円 � 1，140円 枠 連（3－7） 2，880円

馬 連 �� 62，100円 馬 単 �� 103，820円

ワ イ ド �� 17，170円 �� 8，440円 �� 14，450円

3 連 複 ��� 419，050円 3 連 単 ��� 2，847，680円

票 数

単勝票数 計 229105 的中 � 8499（7番人気）
複勝票数 計 480890 的中 � 17551（8番人気）� 16208（9番人気）� 10863（11番人気）
枠連票数 計 164118 的中 （3－7） 4215（15番人気）
馬連票数 計 532624 的中 �� 633（87番人気）
馬単票数 計 347471 的中 �� 247（165番人気）
ワイド票数 計 280364 的中 �� 401（95番人気）�� 820（64番人気）�� 477（86番人気）
3連複票数 計 715448 的中 ��� 126（449番人気）
3連単票数 計1119005 的中 ��� 29（3024番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．8―12．2―11．8―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．9―47．1―58．9―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイティグレス �
�
父 アサクサデンエン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．2 東京2着

2011．4．27生 牝2青鹿 母 ホットレディ 母母 グレースアンドグローリー 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 プラチナバディ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔制裁〕 ミュゼミランダ号の騎手田辺裕信は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番・14

番・12番）
マレーナ号の騎手C．ウィリアムズは，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：12番・14
番・6番）

〔調教再審査〕 プラチナバディ号は，発走調教再審査。
※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。
（非抽選馬） 2頭 フジシンゲン号・ラゴアボニータ号
※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。

第５回 東京競馬 第７日



3007511月23日 晴 良 （25東京5）第7日 第3競走 ��2，000�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
2：01．1
1：59．9

良
良

23 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± 02：03．1 9．8�
611 ロッカバラード 牡2青鹿55 蛯名 正義 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 440＋12 〃 クビ 15．8�
48 ケイクエスト 牡2栗 55 藤田 伸二山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 日高大洋牧場 492± 02：03．2� 7．1�
11 ギンザフェアレディ 牝2青鹿54 柴田 善臣有馬 博文氏 水野 貴広 新冠 新冠橋本牧場 458－ 8 〃 アタマ 24．7�
612 サヴァティアーノ 牡2黒鹿55 後藤 浩輝有限会社シルク萩原 清 安平 ノーザンファーム 510＋ 82：03．3� 2．2�
12 ピ ー キ ー 牡2鹿 55 内田 博幸 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新冠 村上 欽哉 466＋ 22：03．4クビ 8．7

35 ダノンブロンコ 牡2鹿 55 田中 勝春	ダノックス 高柳 瑞樹 新ひだか 千代田牧場 480－ 2 〃 アタマ 8．1�
24 ウインヤード 牡2鹿 55 吉田 豊柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 452＋ 22：03．71� 41．9�
816 エ ル ト ン ト 牡2鹿 55 R．ムーア 山本 英俊氏 鹿戸 雄一 平取 坂東牧場 500－ 62：03．8クビ 10．0

（英）

815 ボールドジュニア 牡2栗 55 石橋 脩増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 446± 02：04．01� 31．0�
36 レイニーアプローズ 牡2鹿 55 江田 照男吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 472＋102：04．32 125．1�
714 ポッドジョーカー 牡2黒鹿55 戸崎 圭太小川眞査雄氏 大竹 正博 新冠 村田牧場 460＋ 82：04．51� 27．5�
47 ト ロ ン バ 牡2栗 55 嘉藤 貴行門野 重雄氏 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム B466＋ 62：04．6� 292．1�
59 ウ イ ン サ ラ 牝2黒鹿54 武士沢友治	ウイン 松山 将樹 浦河 岡本 昌市 436＋ 42：04．81� 354．8�
510 オーベルジュリリー 牝2青鹿54 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 448＋20 （競走中止） 157．2�

（15頭）
713 ルミナスウォリアー 牡2鹿 55 C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 462－18 （競走除外）

（豪）

売 得 金
単勝： 24，310，400円 複勝： 44，287，000円 枠連： 17，116，400円
馬連： 44，042，800円 馬単： 28，833，200円 ワイド： 22，594，100円
3連複： 48，302，300円 3連単： 75，905，800円 計： 305，392，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 290円 � 410円 � 220円 枠 連（2－6） 910円

馬 連 �� 6，150円 馬 単 �� 12，430円

ワ イ ド �� 1，840円 �� 820円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 10，390円 3 連 単 ��� 71，920円

票 数

単勝票数 差引計 243104（返還計 12603） 的中 � 19555（5番人気）
複勝票数 差引計 442870（返還計 23201） 的中 � 40295（4番人気）� 25340（6番人気）� 61539（2番人気）
枠連票数 差引計 171164（返還計 1331） 的中 （2－6） 13917（4番人気）
馬連票数 差引計 440428（返還計 77286） 的中 �� 5291（22番人気）
馬単票数 差引計 288332（返還計 44683） 的中 �� 1713（43番人気）
ワイド票数 差引計 225941（返還計 34440） 的中 �� 2949（23番人気）�� 7055（8番人気）�� 4331（14番人気）
3連複票数 差引計 483023（返還計145266） 的中 ��� 3432（38番人気）
3連単票数 差引計 759058（返還計222427） 的中 ��� 779（238番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．7―37．1―49．4―1：02．3―1：14．9―1：27．1―1：38．8―1：51．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．2―3F36．0

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

勝馬の
紹 介

ラグジードライブ �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 トウシヨウボーイ デビュー 2013．11．2 東京3着

2011．4．8生 �2栗 母 ジョウノエンジェル 母母 ザ ン ベ ー ジ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔競走除外〕 ルミナスウォリアー号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔競走中止〕 オーベルジュリリー号は，競走中に疾病〔右手根骨粉砕骨折〕を発症し，最後の直線コースで転倒したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ミュゼクリエイター号
（非抽選馬） 2頭 チリトテチン号・ディープフォンテン号
※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。

3007611月23日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25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 7，000，000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

34 ツィンクルブーケ 牝5芦 58 難波 剛健吉田 勝己氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 464± 03：24．0 1．8�
46 � カシノデューク 牡4栗 60 草野 太郎柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 492＋ 23：24．95 33．0�
610� プロジェクトブルー 牡6鹿 60 石神 深一 �ブルーマネジメント星野 忍 浦河 大道牧場 518＋ 23：25．11� 27．9�
33 ワンダフルフェロー 牡4黒鹿60 鈴木 慶太岩﨑 僖澄氏 松永 康利 新冠 清水 克則 458－ 4 〃 ハナ 3．8�
813 アンシャンテルール 牝5黒鹿 58

57 ▲原田 和真柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 460－ 23：25．42 33．7�
22 � エ ク レ ウ ス 牡8黒鹿60 上野 翔栗本 守氏 星野 忍 新冠 ノースヒルズマネジメント 498＋ 83：25．5クビ 88．1	
711 カフェディーン 牡4鹿 60 横山 義行西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 502＋ 23：26．45 7．3

58 ナデシコホマレ 牝3栗 56 高野 和馬 �ローレルレーシング 矢野 照正 日高 春木 昭雄 434－123：27．78 78．3�
45 ジョープラチネラ 牝5鹿 58 五十嵐雄祐上田けい子氏 岩戸 孝樹 新冠 川上 悦夫 460＋ 83：27．8� 10．6�
11 エクセリオン 牡6芦 60 浜野谷憲尚岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 83：29．39 28．3
712 グリコーゲン 牡3黒鹿58 山本 康志青芝商事� 田中 剛 千歳 社台ファーム 436＋ 23：29．83 47．3�
69 ポ ロ ロ ッ カ 牝3青鹿56 小野寺祐太�ミルファーム 畠山 重則 新冠 ラツキー牧場 456＋ 23：30．54 312．7�
57 ヨイチピース 牡3栗 58 金子 光希加藤 興一氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム 450－ 63：35．0大差 219．5�
814� ニューアルゴノーツ 牡4青鹿60 江田 勇亮江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 498＋21 （競走中止） 256．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，015，100円 複勝： 46，188，000円 枠連： 12，963，200円
馬連： 35，209，000円 馬単： 32，459，900円 ワイド： 17，787，600円
3連複： 49，456，400円 3連単： 109，308，200円 計： 321，387，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 580円 � 520円 枠 連（3－4） 590円

馬 連 �� 3，070円 馬 単 �� 4，200円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 640円 �� 5，210円

3 連 複 ��� 14，310円 3 連 単 ��� 45，120円

票 数

単勝票数 計 180151 的中 � 82587（1番人気）
複勝票数 計 461880 的中 � 290173（1番人気）� 8994（7番人気）� 10202（5番人気）
枠連票数 計 129632 的中 （3－4） 16425（3番人気）
馬連票数 計 352090 的中 �� 8471（9番人気）
馬単票数 計 324599 的中 �� 5710（12番人気）
ワイド票数 計 177876 的中 �� 4324（10番人気）�� 7261（5番人気）�� 794（38番人気）
3連複票数 計 494564 的中 ��� 2551（36番人気）
3連単票数 計1093082 的中 ��� 1788（109番人気）
上り 1マイル 1：46．3 4F 51．7－3F 38．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→
→�」
1
�

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

勝馬の
紹 介

ツィンクルブーケ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．7．10 阪神12着

2008．2．11生 牝5芦 母 ツィンクルヴェール 母母 ツィンクルブライド 障害：7戦1勝 賞金 13，700，000円
〔競走中止〕 ニューアルゴノーツ号は，1周目5号障害〔竹柵〕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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ビレッジトレンディ号
（非抽選馬） 1頭 キープトライン号



3007711月23日 晴 良 （25東京5）第7日 第5競走 ��1，600�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
1：33．6
1：32．3

良
良

816 エアアンセム 牡2黒鹿55 後藤 浩輝 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 488 ―1：37．2 22．3�
715 サンソヴール 牝2黒鹿54 内田 博幸�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 436 ―1：37．3� 4．7�
11 ア カ ネ イ ロ 牝2栗 54 三浦 皇成 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 468 ― 〃 クビ 3．0�
714 バトルヴェルデ 牝2鹿 54 蛯名 正義宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 若林牧場 452 ―1：37．51� 30．2�
23 ホルボッシュ 牡2黒鹿55 北村 宏司窪田 康志氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 470 ― 〃 クビ 4．4	
817 サクラフォンテーヌ 牝2黒鹿54 横山 典弘�さくらコマース菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 438 ―1：37．6クビ 17．7

47 エンディアイモン 牡2栗 55 丸田 恭介井門 敏雄氏 松永 康利 日高 坂 牧場 460 ― 〃 クビ 132．0�
59 コスモポルカ 牡2鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 新ひだか 静内酒井牧場 498 ―1：37．91� 217．0�
36 ストーミング 牡2栗 55 西村 太一栗坂 崇氏 新開 幸一 浦河 中神牧場 470 ― 〃 ハナ 20．8
24 アサクサスターズ 牡2栗 55 R．ムーア 田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 462 ―1：38．0� 10．6�

（英）

35 マイネソルプレーザ 牝2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 442 ― 〃 クビ 41．3�

510 イデアオブクィーン 牝2芦 54 柴田 善臣益田 修一氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 404 ―1：38．1クビ 30．1�
48 デ コ イ 牡2鹿 55 C．ウィリアムズ 吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 462 ―1：38．31� 17．5�

（豪）

12 ミラクルステイ 牝2黒鹿54 藤田 伸二�協和牧場 的場 均 新冠 協和牧場 452 ―1：38．51� 78．3�
611 センショウゴールド 牡2黒鹿55 戸崎 圭太齊藤 宣勝氏 戸田 博文 新ひだか 前川 正美 432 ― 〃 クビ 28．8�
612 ラインシャドー 牡2黒鹿55 丸山 元気大澤 繁昌氏 根本 康広 新ひだか 飛野牧場 508 ―1：38．71� 124．1�
818 カ ブ ト 牡2黒鹿55 吉田 豊安原 浩司氏 田中 剛 新ひだか 岡田牧場 480 ―1：40．310 152．4�
713 ランドントウォーク 牡2青鹿55 田中 勝春井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 478 ―1：42．7大差 42．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，871，900円 複勝： 35，380，200円 枠連： 20，290，300円
馬連： 51，471，300円 馬単： 34，801，700円 ワイド： 24，987，100円
3連複： 63，958，900円 3連単： 99，237，000円 計： 353，998，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，230円 複 勝 � 420円 � 180円 � 140円 枠 連（7－8） 1，240円

馬 連 �� 5，870円 馬 単 �� 13，980円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 1，420円 �� 420円

3 連 複 ��� 6，230円 3 連 単 ��� 63，190円

票 数

単勝票数 計 238719 的中 � 8468（8番人気）
複勝票数 計 353802 的中 � 16021（7番人気）� 52384（3番人気）� 86004（1番人気）
枠連票数 計 202903 的中 （7－8） 12124（4番人気）
馬連票数 計 514713 的中 �� 6482（23番人気）
馬単票数 計 348017 的中 �� 1838（52番人気）
ワイド票数 計 249871 的中 �� 3495（22番人気）�� 4145（15番人気）�� 16165（2番人気）
3連複票数 計 639589 的中 ��� 7588（14番人気）
3連単票数 計 992370 的中 ��� 1159（165番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エアアンセム �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2011．3．8生 牡2黒鹿 母 エアマグダラ 母母 エアデジャヴー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 サンソヴール号の騎手田辺裕信は，第3競走での落馬負傷のため内田博幸に変更。
〔発走状況〕 ミラクルステイ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 ラインシャドー号の騎手丸山元気は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：11番・18

番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ランドントウォーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年12月23日まで平地

競走に出走できない。
※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 ミスアシング号・ムーンパスラブ号
※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。

3007811月23日 晴 良 （25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
1：21．2
1：20．3

良
良

713 アスコルティ 牝2黒鹿54 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 448 ―1：23．8 2．8�
11 レッドファルクス 牡2芦 55 北村 宏司 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 472 ―1：24．33 6．1�
818 ランデッククィーン 牝2栗 54 松岡 正海簗田 満氏 高市 圭二 浦河 バンブー牧場 470 ―1：24．61� 35．3�
612 コーデュロイ 牡2黒鹿55 R．ムーア H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514 ― 〃 アタマ 21．8�
（英）

24 ア オ リ ン ゴ 牝2鹿 54 三浦 皇成田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 藤井牧場 442 ― 〃 ハナ 79．6	
510 サトノバイタル 牡2栗 55 内田 博幸里見 治氏 成島 英春 新ひだか 矢野牧場 502 ―1：24．81� 29．4

611 トーセンプレジオ 牡2黒鹿55 横山 典弘島川 �哉氏 菅原 泰夫 安平 ノーザンファーム 486 ― 〃 クビ 2．7�
817 エドノプリンセス 牝2鹿 54 武士沢友治遠藤 喜松氏 菊沢 隆徳 新ひだか 沖田 忠幸 452 ― 〃 アタマ 77．0
714 ア ジ ャ ー ニ 牝2鹿 54 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454 ―1：25．12 34．7�
816 ゼンノブショウ 牡2鹿 55 吉田 豊大迫久美子氏 高橋 文雅 浦河 杵臼斉藤牧場 450 ―1：25．2クビ 155．3�
12 ドクターシェイド 牝2鹿 54 柴田 善臣松岡 悟氏 柴田 政人 日高 庄野牧場 430 ― 〃 クビ 279．9�
715 ロ ワ ド ー ル 牡2鹿 55 石橋 脩保坂 和孝氏 木村 哲也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 416 ― 〃 ハナ 41．2�
48 ベニノワンラブ 牡2栗 55 西村 太一�紅谷 新開 幸一 安平 吉田牧場 472 ―1：25．3クビ 202．0�
35 バ ン ダ ナ 牡2鹿 55 丸山 元気平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか ウエスタンファーム 416 ― 〃 ハナ 58．9�
23 オーミアリエル 牝2青鹿54 田中 勝春岩﨑 僖澄氏 松永 康利 新冠 松木 加代 442 ―1：26．04 27．2�
47 ブルーウィステリア 牝2黒鹿54 柴山 雄一桜井 欣吾氏 田村 康仁 新ひだか 飛野牧場 424 ―1：26．21� 173．0�
59 オールオブミー 牝2鹿 54 西田雄一郎松尾 正氏 嶋田 潤 浦河 三好牧場 460 ―1：26．41� 129．8�
36 サウンドグランデ 牡2栗 55 戸崎 圭太増田 雄一氏 和田 正道 新ひだか 前田 宗将 502 ―1：26．72 11．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，496，200円 複勝： 34，740，300円 枠連： 18，564，500円
馬連： 49，793，800円 馬単： 34，639，500円 ワイド： 24，304，600円
3連複： 59，739，500円 3連単： 105，952，000円 計： 353，230，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 210円 � 520円 枠 連（1－7） 770円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，420円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 6，980円 3 連 単 ��� 20，390円

票 数

単勝票数 計 254962 的中 � 74275（2番人気）
複勝票数 計 347403 的中 � 93016（1番人気）� 41049（3番人気）� 12445（7番人気）
枠連票数 計 185645 的中 （1－7） 18025（2番人気）
馬連票数 計 497938 的中 �� 41885（2番人気）
馬単票数 計 346395 的中 �� 19651（3番人気）
ワイド票数 計 243046 的中 �� 14707（2番人気）�� 4053（13番人気）�� 2591（24番人気）
3連複票数 計 597395 的中 ��� 6323（17番人気）
3連単票数 計1059520 的中 ��� 3835（43番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―12．8―12．8―11．9―11．0―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―24．0―36．8―49．6―1：01．5―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アスコルティ �
�
父 Danehill Dancer �

�
母父 Sadler’s Wells 初出走

2011．3．10生 牝2黒鹿 母 リ ッ ス ン 母母 Brigid 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 バンダナ号の騎手田辺裕信は，第3競走での落馬負傷のため丸山元気に変更。
※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 ポケットエース号
※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。



3007911月23日 晴 良 （25東京5）第7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

23 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 508＋ 61：38．8 3．3�
35 スリープレシャス 牡5青 57 後藤 浩輝永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B470＋ 4 〃 アタマ 30．6�
24 アンルーリー 牝3鹿 54 蛯名 正義ディアレスト 高木 登 新ひだか 八田ファーム 484＋12 〃 ハナ 6．0�
36 エルシェロアスール 牝3栗 54 田中 勝春山下 恭茂氏 伊藤 伸一 浦河 山下 恭茂 462＋ 61：39．01� 19．9�
816 インストアイベント 牡3栗 56 横山 典弘 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 476－12 〃 クビ 14．5	
12 ゴールドゼウス 牡4黒鹿57 R．ムーア スター・ホースメンズクラブ 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 490－ 21：39．1	 2．4


（英）

510 フ ィ ア レ ス 牝4栗 55 丹内 祐次西森 道男氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド 448± 01：39．2
 11．8�
612 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 494＋ 21：39．3クビ 28．9�
11 � ヒシサイレンス 牡3黒鹿56 北村 宏司阿部 雅英氏 小笠 倫弘 米 Masa-

ichiro Abe 470＋181：39．62 64．9
48 ドリームリーグ 牡4栗 57

56 ☆横山 和生セゾンレースホース� 畠山 吉宏 浦河 駿河牧場 510＋ 81：39．8	 112．3�
815 アンジェラスベル 牝3鹿 54 木幡 初広田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 458－ 6 〃 アタマ 337．8�
713 マ ル マ ロ ス 牡3芦 56 柴山 雄一ディアレスト 新開 幸一 新ひだか 稲葉牧場 B512－ 21：40．33 202．6�
59 アイアムライジング 牡3黒鹿56 内田 博幸堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 534＋ 4 〃 クビ 24．4�
611� サンマルヴィエント 牡5栗 57 戸崎 圭太相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B474＋ 41：40．4クビ 76．6�
47 ウ ル フ 牡3黒鹿56 吉田 隼人�ターフ・スポート高橋 文雅 浦河 鵜木 唯義 460－ 4 〃 クビ 245．4�
714� ユ サ ー ル 牝4芦 55 柴田 大知 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浅野洋一郎 浦河 宮内牧場 402－ 61：40．93 343．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，331，700円 複勝： 51，136，600円 枠連： 20，856，100円
馬連： 66，038，100円 馬単： 44，358，300円 ワイド： 33，675，900円
3連複： 88，293，200円 3連単： 164，074，300円 計： 496，764，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 670円 � 200円 枠 連（2－3） 1，140円

馬 連 �� 5，410円 馬 単 �� 7，910円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 440円 �� 2，070円

3 連 複 ��� 6，510円 3 連 単 ��� 39，680円

票 数

単勝票数 計 283317 的中 � 67893（2番人気）
複勝票数 計 511366 的中 � 113796（2番人気）� 14527（9番人気）� 71105（3番人気）
枠連票数 計 208561 的中 （2－3） 13583（5番人気）
馬連票数 計 660381 的中 �� 9011（17番人気）
馬単票数 計 443583 的中 �� 4139（25番人気）
ワイド票数 計 336759 的中 �� 5516（16番人気）�� 21146（3番人気）�� 3784（22番人気）
3連複票数 計 882932 的中 ��� 10017（20番人気）
3連単票数 計1640743 的中 ��� 3052（106番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．2―12．9―12．7―12．2―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―36．3―49．2―1：01．9―1：14．1―1：26．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イッツガナハプン �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．5．6 東京9着

2009．3．22生 牡4栗 母 フラウアントゥーム 母母 ブラッセルフラウ 8戦2勝 賞金 21，160，000円
〔騎手変更〕 ヒシサイレンス号の騎手田辺裕信は，第3競走での落馬負傷のため北村宏司に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 サンマルスピリット号・セツナ号・パリソワール号
（非抽選馬） 3頭 サルジェンツチェリ号・ポッドスター号・ミエノハートハート号
※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。

3008011月23日 晴 良 （25東京5）第7日 第8競走 ��1，400�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 7，200，000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

714 ゴールデンクラウン �4青鹿57 北村 宏司吉田 和子氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 512＋ 41：25．6 16．7�
47 アビリティラヴ 牡3鹿 56 柴田 善臣本間 充氏 本間 忍 浦河 田中スタッド 488－ 2 〃 クビ 4．3�
48 バーディーイーグル 牡3鹿 56 内田 博幸里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 480＋ 21：25．7� 11．9�
816 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 498＋ 21：25．91� 5．1�
12 キタサンミカヅキ 牡3鹿 56 武士沢友治�大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 530＋ 2 〃 アタマ 5．2�
24 ハルズハッピー 牡3芦 56 江田 照男田中 昇氏 小野 次郎 新ひだか 橋本牧場 500± 01：26．21	 9．9	
36 ネロディアマンテ 牝3青 54 蛯名 正義 �サンデーレーシング 相沢 郁 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋ 41：26．3クビ 6．2

11 ビットプレスト 牡5鹿 57 後藤 浩輝礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 462＋ 61：26．51� 44．8�
510 マイネルルークス 牡3栃栗56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 千歳 社台ファーム 484＋20 〃 アタマ 64．3
59 ポークチョップ 牝3鹿 54 丹内 祐次鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 460＋161：26．6� 153．9�
612
 サクラインペリアル 牡4栗 57 R．ムーア �さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 新和牧場 470＋ 21：26．7クビ 48．2�

（英）

713 サンダーオーシャン 牡3鹿 56 津村 明秀千明牧場 松山 康久 日高 千明牧場 508＋ 2 〃 ハナ 43．5�
815 ロレーヌクロス 牡3鹿 56 田中 勝春有限会社シルク加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 486－101：27．12� 19．1�
23 エバーグレーズ 牝3黒鹿54 吉田 隼人 Viridian Keiba Club 伊藤 正徳 新ひだか ヒサイファーム 462＋241：27．2� 137．6�
611 ザショットアロー 牡3鹿 56 柴山 雄一�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下牧場 490－ 81：27．41 49．6�
35 トゥルヴァーユ 牝3芦 54 C．ウィリアムズ �グリーンファーム矢野 英一 日高 天羽 禮治 522± 01：28．25 15．8�

（豪）

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，939，900円 複勝： 60，211，100円 枠連： 25，207，900円
馬連： 80，518，200円 馬単： 44，821，400円 ワイド： 38，588，500円
3連複： 102，435，800円 3連単： 156，743，100円 計： 539，465，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，670円 複 勝 � 500円 � 200円 � 350円 枠 連（4－7） 2，440円

馬 連 �� 4，370円 馬 単 �� 11，520円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 2，810円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 21，480円 3 連 単 ��� 151，810円

票 数

単勝票数 計 309399 的中 � 14681（8番人気）
複勝票数 計 602111 的中 � 27447（9番人気）� 98227（2番人気）� 43568（6番人気）
枠連票数 計 252079 的中 （4－7） 7644（12番人気）
馬連票数 計 805182 的中 �� 13625（20番人気）
馬単票数 計 448214 的中 �� 2872（46番人気）
ワイド票数 計 385885 的中 �� 6053（20番人気）�� 3327（36番人気）�� 6724（15番人気）
3連複票数 計1024358 的中 ��� 3521（74番人気）
3連単票数 計1567431 的中 ��� 762（498番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．9―12．6―12．2―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．4―48．0―1：00．2―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンクラウン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2011．8．28 札幌2着

2009．5．3生 �4青鹿 母 ゴールドティアラ 母母 Bright Tiara 15戦3勝 賞金 26，500，000円
〔制裁〕 アビリティラヴ号の騎手柴田善臣は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
※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 ウエスタンソーレ号・サイレンスバード号・ドリームジェダイ号・プレミアムゴールド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3008111月23日 晴 良 （25東京5）第7日 第9競走 ��
��1，600�オ キ ザ リ ス 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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000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
1：36．9
1：36．9

不良
不良

12 � アジアエクスプレス 牡2栗 55 R．ムーア 馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Ocala Stud 536＋ 21：37．9 2．3�
（英）

611 ペ ア ン 牡2黒鹿55 江田 照男上野 直樹氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム 500± 01：39．07 4．6�
816 トーセンマイティ 牡2鹿 55 横山 典弘島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 492－ 61：39．21� 41．2�
47 グラスプリマ 牝2鹿 54 柴田 善臣半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 500＋ 21：39．52 63．7�
35 レイヨンヴェール 牝2黒鹿54 後藤 浩輝 	グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 462－ 41：39．6	 7．1

24 フォールティテール 牡2黒鹿55 戸崎 圭太平本 敏夫氏 小西 一男 浦河 福岡 光夫 496－ 4 〃 アタマ 17．2�
23 セイウンクロス 牡2鹿 55 内田 博幸西山 茂行氏 武藤 善則 新ひだか へいはた牧場 422－ 2 〃 ハナ 8．2�
510 ヒマラヤタカコ 牝2栗 54 武士沢友治辻 大作氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 448－ 21：39．7
 189．4
48 ナモンレジェンド 牡2鹿 55 丸田 恭介	南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 500＋ 81：39．91 26．7�
36 ブルーボサノヴァ 牝2栗 54 柴田 大知 	ブルーマネジメント和田 雄二 新冠 川上牧場 474－ 61：40．0	 206．3�
713 ボンジュールキラリ 牡2黒鹿55 三浦 皇成田中善次郎氏 高木 登 日高 道見牧場 490＋ 21：40．1
 12．1�
815 オーゴンボルト 牡2黒鹿55 吉田 豊永田 清男氏 畠山 吉宏 浦河 大西ファーム 502± 01：40．42 176．5�
11 ダイチヴュルデ 牡2鹿 55 宮崎 北斗 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 438＋ 61：40．61
 249．8�
612 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± 01：41．45 116．6�
59 ゴールドアロー 牡2栗 55 C．ウィリアムズ 髙樽さゆり氏 高橋 義忠 新ひだか 前川 隆則 476－ 41：42．25 20．1�

（豪）

714 トリックデック 牡2栗 55 藤田 伸二前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 452＋ 21：43．37 23．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，311，600円 複勝： 76，990，800円 枠連： 29，803，500円
馬連： 119，586，900円 馬単： 70，825，600円 ワイド： 48，746，400円
3連複： 135，321，900円 3連単： 255，796，300円 計： 783，383，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 170円 � 770円 枠 連（1－6） 640円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，740円 �� 3，120円

3 連 複 ��� 9，410円 3 連 単 ��� 27，170円

票 数

単勝票数 計 463116 的中 � 162701（1番人気）
複勝票数 計 769908 的中 � 200887（1番人気）� 132281（2番人気）� 16908（11番人気）
枠連票数 計 298035 的中 （1－6） 34543（1番人気）
馬連票数 計1195869 的中 �� 134515（1番人気）
馬単票数 計 708256 的中 �� 44878（1番人気）
ワイド票数 計 487464 的中 �� 41957（1番人気）�� 6445（24番人気）�� 3526（38番人気）
3連複票数 計1353219 的中 ��� 10618（31番人気）
3連単票数 計2557963 的中 ��� 6949（74番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―35．0―47．1―1：00．1―1：12．5―1：24．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アジアエクスプレス �
�
父 Henny Hughes �

�
母父 Running Stag デビュー 2013．11．3 東京1着

2011．2．9生 牡2栗 母 Running Bobcats 母母 Backatem 2戦2勝 賞金 16，843，000円
〔騎手変更〕 トリックデック号の騎手田辺裕信は，第3競走での落馬負傷のため藤田伸二に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トリックデック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年12月23日まで平地競

走に出走できない。
※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 アスペンツリー号・アンズチャン号・エキマエ号
※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。

3008211月23日 晴 良 （25東京5）第7日 第10競走 ��
��2，000�オリエンタル賞

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 14，400，000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
1：56．1
1：56．1

良
良

11 ソルレヴァンテ 牡4鹿 57 内田 博幸 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 474＋ 22：00．2 4．2�

77 ミエノワンダー 牡3鹿 55 北村 宏司里見美惠子氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 506－ 42：01．26 8．3�
44 カ ム フ ィ ー 牡4黒鹿57 横山 典弘清水 二朗氏 鈴木 康弘 池田 新田牧場 470＋ 2 〃 クビ 3．9�
22 マ グ メ ル 牡4鹿 57 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム B462＋ 22：01．3� 36．9�
55 	 シャドウパーティー 牡4鹿 57 R．ムーア 飯塚 知一氏 堀 宣行 愛 Lodge

Park Stud 502＋ 62：01．62 3．6	
（英）

66 ロードエフォール 牡5黒鹿57 柴山 雄一 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 成隆牧場 490＋ 42：01．7クビ 25．0

810 ゴールドブライアン 牡5青鹿57 戸崎 圭太杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 458－ 42：01．8� 11．0�
78 カフェリュウジン 牡3鹿 55 松岡 正海西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 524＋ 4 〃 クビ 31．8�
89 リグヴェーダ 牡3鹿 55 C．ウィリアムズ �社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム 456± 02：02．33 6．0

（豪）

33 フェイルノート 
6青鹿57 大野 拓弥 �キャロットファーム 和田 正道 安平 ノーザンファーム 520± 02：02．61� 98．1�
（10頭）

売 得 金
単勝： 46，645，700円 複勝： 89，518，300円 枠連： 26，904，000円
馬連： 138，471，200円 馬単： 78，612，000円 ワイド： 49，652，000円
3連複： 151，715，100円 3連単： 321，062，800円 計： 902，581，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 200円 � 150円 枠 連（1－7） 1，220円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 490円 �� 300円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 8，710円

票 数

単勝票数 計 466457 的中 � 89365（3番人気）
複勝票数 計 895183 的中 � 172328（2番人気）� 100038（5番人気）� 184425（1番人気）
枠連票数 計 269040 的中 （1－7） 16320（7番人気）
馬連票数 計1384712 的中 �� 74445（7番人気）
馬単票数 計 786120 的中 �� 22691（8番人気）
ワイド票数 計 496520 的中 �� 24289（6番人気）�� 45013（1番人気）�� 23204（7番人気）
3連複票数 計1517151 的中 ��� 78676（2番人気）
3連単票数 計3210628 的中 ��� 27207（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．4―37．2―49．0―1：01．0―1：12．9―1：24．7―1：36．1―1：48．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．5

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

勝馬の
紹 介

ソルレヴァンテ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．1．5 中山2着

2009．2．26生 牡4鹿 母 ヒシバイタル 母母 バードキャット 14戦4勝 賞金 70，271，000円
〔発走状況〕 ロードエフォール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。

追 加 記 事（第 5回東京競馬第 5日第 6競走）
〔その他〕　　ブラウンタイガー号は，競走中に疾病〔左橈側手根骨々折〕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。



3008311月23日 晴 良 （25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，24．11．24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，24．11．23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 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

47 サトノギャラント 牡4黒鹿56 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 498－ 41：33．2 2．4�
59 ト リ ッ プ 牡4芦 56 横山 典弘近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 512＋ 4 〃 クビ 55．2�
48 メイケイペガスター 牡3青 56 藤田 伸二名古屋競馬� 木原 一良 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋121：33．3クビ 9．0�
36 タイキパーシヴァル 牡5栗 56 丸田 恭介�大樹ファーム 藤岡 健一 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 500－ 4 〃 クビ 59．6�
611 コスモソーンパーク 牡5青鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 486＋ 61：33．4� 48．5	
715 シャイニープリンス 牡3青鹿55 戸崎 圭太小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 コアレススタッド 506＋ 61：33．5クビ 7．6

11 レッドアリオン 牡3鹿 55 内田 博幸 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント 482＋ 6 〃 クビ 9．4�
24 スイートサルサ 牝3栗 53 田中 勝春シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 466＋ 21：33．6	 5．7�
23 コスモネモシン 牝6青鹿55 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 富田 恭司 474＋ 4 〃 アタマ 38．5
12 カネトシディオス 牡6黒鹿56 津村 明秀兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 452－ 61：33．7クビ 109．5�
612
 セイウンジャガーズ 牡6黒鹿56 吉田 豊西山 茂行氏 杉浦 宏昭 愛 Lodge

Park Stud 472± 01：33．8	 76．4�
818 ラインブラッド 牡7栗 56 C．ウィリアムズ 大澤 繁昌氏 領家 政蔵 静内 シンボリ牧場 506± 0 〃 クビ 282．1�

（豪）

816 ムーンリットレイク 牡5鹿 56 R．ムーア �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 456± 01：33．9	 14．8�
（英）

35 エイシンオスマン 牡5鹿 57 丸山 元気�栄進堂 坂口 正則 安平 有限会社 ノー
ザンレーシング 478－ 8 〃 クビ 200．9�

714 ム ク ド ク �7青鹿56 大野 拓弥平井 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 486－ 61：34．0クビ 255．3�

713 インパルスヒーロー 牡3鹿 56 後藤 浩輝佐々木完二氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B496＋ 4 〃 ハナ 10．3�
510 ブリッツェン 牡7鹿 56 柴田 善臣広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 484± 0 〃 ハナ 42．5�
817 コレクターアイテム 牝3黒鹿53 蛯名 正義�G1レーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B464－ 81：34．21	 80．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 86，082，500円 複勝： 153，341，500円 枠連： 71，165，300円
馬連： 311，296，600円 馬単： 167，026，200円 ワイド： 108，516，800円
3連複： 395，200，800円 3連単： 731，823，900円 計： 2，024，453，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 1，090円 � 350円 枠 連（4－5） 2，720円

馬 連 �� 8，990円 馬 単 �� 11，820円

ワ イ ド �� 2，320円 �� 730円 �� 8，340円

3 連 複 ��� 24，390円 3 連 単 ��� 133，100円

票 数

単勝票数 計 860825 的中 � 287625（1番人気）
複勝票数 計1533415 的中 � 513358（1番人気）� 24413（12番人気）� 92110（7番人気）
枠連票数 計 711653 的中 （4－5） 19364（11番人気）
馬連票数 計3112966 的中 �� 25570（28番人気）
馬単票数 計1670262 的中 �� 10433（42番人気）
ワイド票数 計1085168 的中 �� 11318（26番人気）�� 38772（6番人気）�� 3072（66番人気）
3連複票数 計3952008 的中 ��� 11961（71番人気）
3連単票数 計7318239 的中 ��� 4058（354番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．0―46．9―58．9―1：10．3―1：21．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノギャラント �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．8．21 札幌3着

2009．2．13生 牡4黒鹿 母 スティンガー 母母 レガシーオブストレングス 15戦6勝 賞金 125，864，000円
〔騎手変更〕 カネトシディオス号の騎手三浦皇成は，馬場入場後に他の馬に蹴られ，検査のため津村明秀に変更。

トリップ号の騎手田辺裕信は，第3競走での落馬負傷のため横山典弘に変更。
※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。
（非抽選馬） 3頭 イジゲン号・ダノンプログラマー号・レオアクティブ号
※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。

3008411月23日 晴 良 （25東京5）第7日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走16時00分 （ダート・左）
1000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

611 ドリームザネクスト 牡6鹿 57 丸山 元気セゾンレースホース� 根本 康広 平取 協栄組合 496＋101：37．6 24．9�
24 ワイルドドラゴン 牡3鹿 56 柴田 善臣窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 506± 0 〃 クビ 21．6�
815 ダンディーレイ 牡3栗 56 内田 博幸 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 藤原牧場 478＋ 21：37．7クビ 10．8�
510 トリニティチャーチ �5鹿 57 柴田 大知 �サンデーレーシング 本間 忍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋ 21：37．8	 28．9�
47 
 ダノンレジェンド 牡3黒鹿56 田中 勝春�ダノックス 村山 明 米 Colts Neck

Stables, LLC 450－ 4 〃 ハナ 13．8	
713 プランタンビジュー 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 448－ 2 〃 クビ 16．0

23 ヴ ェ ル デ ホ 牡3黒鹿56 横山 典弘�ダノックス 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 520＋101：37．9� 4．1�
11 ク ロ ス ボ ウ 牡3黒鹿56 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム 510± 01：38．11 11．1�
48 ラヴィアンクレール 牡5黒鹿57 津村 明秀 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 456－ 6 〃 ハナ 36．9
12 ビッグリバティ 牡4青鹿57 石橋 脩�杵臼牧場 大和田 成 浦河 杵臼牧場 512－ 6 〃 クビ 6．3�
35 
 バルダメンテ 牡4青鹿57 後藤 浩輝前田 幸治氏 和田正一郎 米 Marion G.

Montanari 520＋ 41：38．2クビ 3．9�
612 シュガーヒル 牡4芦 57

56 ☆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 482－ 21：38．41	 12．3�

714 ゲマインシャフト 牡3鹿 56 北村 宏司丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 490＋ 4 〃 アタマ 65．3�
59 カフェラビリンス 牡6鹿 57

55 △杉原 誠人西川 恭子氏 松山 康久 千歳 社台ファーム 534－ 21：38．5	 39．0�
36 レッツゴーマークン 牡5栗 57 柴山 雄一�Basic 田島 俊明 日高 ナカノファーム 434＋ 61：38．82 165．8�
816 カントリースノー �6黒鹿57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B526＋ 81：39．01� 190．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，420，500円 複勝： 94，381，500円 枠連： 44，002，000円
馬連： 147，704，200円 馬単： 78，426，300円 ワイド： 62，312，100円
3連複： 197，098，000円 3連単： 331，479，000円 計： 1，004，823，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，490円 複 勝 � 530円 � 630円 � 380円 枠 連（2－6） 1，780円

馬 連 �� 17，510円 馬 単 �� 42，250円

ワ イ ド �� 4，560円 �� 2，910円 �� 3，590円

3 連 複 ��� 64，770円 3 連 単 ��� 472，270円

票 数

単勝票数 計 494205 的中 � 15677（10番人気）
複勝票数 計 943815 的中 � 46320（8番人気）� 38099（9番人気）� 70626（5番人気）
枠連票数 計 440020 的中 （2－6） 18306（6番人気）
馬連票数 計1477042 的中 �� 6227（62番人気）
馬単票数 計 784263 的中 �� 1370（136番人気）
ワイド票数 計 623121 的中 �� 3350（59番人気）�� 5307（40番人気）�� 4271（49番人気）
3連複票数 計1970980 的中 ��� 2246（221番人気）
3連単票数 計3314790 的中 ��� 518（1463番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．0―12．7―12．4―12．2―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．8―48．5―1：00．9―1：13．1―1：25．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドリームザネクスト �
�
父 イーグルカフェ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2009．10．10 東京7着

2007．4．21生 牡6鹿 母 インスパイヤダンス 母母 ボージエスト 38戦3勝 賞金 74，365，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 ワイルドドラゴン号の騎手三浦皇成は，第11競走での馬場入場時の負傷のため柴田善臣に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 セイラ号・ニットウビクトリー号・プロスペラスマム号・ミヤビアミュレット号
（非抽選馬） 3頭 コスモパルダ号・デプロマトウショウ号・ファーマジェンヌ号



（25東京5）第7日 11月23日 （祝日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 191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

200，670，000円
2，080，000円
12，880，000円
1，400，000円
17，850，000円
70，633，000円
5，640，800円
1，833，600円

勝馬投票券売得金
422，210，400円
772，304，000円
315，068，800円
1，146，159，400円
682，344，700円
485，425，400円
1，427，590，200円
2，571，216，900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 7，822，319，800円

総入場人員 35，453名 （有料入場人員 32，933名）
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