
３１０２５１１月１３日 晴 良 （２２東京５）第３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

１：３７．２
１：３７．２

重

重

４６ ブラウブリッツ 牝２鹿 ５４ M．デムーロ �社台レースホース池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４９２± ０１：４１．０ ７．８�
（伊）

７１１ バ リ サ イ ト 牡２青鹿５５ 松岡 正海 �キャロットファーム 松山 康久 安平 ノーザンファーム ４６４－ ６１：４１．５３ １．６�
６９ ザストロンシチー 牡２鹿 ５５ 吉田 豊 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 富川田中牧場 ４５４＋ ６１：４２．２４ １４．５�
１１ アカウンタビリティ 牡２黒鹿５５ 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 浦河 山田 昇史 ４８８＋ ４１：４２．３� １６．９�
８１４ コスモキズナ 牡２鹿 ５５ 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 新ひだか 中田 英樹 ４８４± ０１：４２．５１� ５１．７�
５７ ディーエスラムール 牡２青 ５５ 柴山 雄一秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 中村農場 ５１２＋ ２ 〃 クビ ３４．２	
３４ マイネルマルゴー 牡２栗 ５５ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 池田 新田牧場 ４７８－ ４１：４２．６� ２７．４

３３ マイネロードナイト 牝２鹿 ５４

５２ △伊藤 工真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 矢野 英一 新冠 コスモヴューファーム ４７４＋１０ 〃 ハナ ３２．７�

８１３ ファストカラー 牝２栗 ５４ 蛯名 正義 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４７６＋１２ 〃 クビ ４．８�
７１２ プレシャスマリン 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝西浦 和男氏 土田 稔 浦河 丸幸小林牧場 ４５８＋ ６１：４３．２３� １３４．５
２２ リサーチアゲン 牡２鹿 ５５ 江田 照男浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 川越牧場 ４７２－ ２１：４３．５１� １６９．８�
４５ ナムラハニー 牝２青 ５４ 勝浦 正樹奈村 信重氏 水野 貴広 浦河 桑田フアーム ４４０－ ４１：４３．９２� １９５．０�
６１０ ケイオーステップ 牡２鹿 ５５ 大庭 和弥ジャパンフードビジネス� 牧 光二 新ひだか 田上 稔 ４９２＋ ８１：４４．７５ １０１．３�
５８ ボールドホワイト 牡２芦 ５５ 渡辺 薫彦�藤沢牧場 田島 俊明 新ひだか 藤沢牧場 ５１２－ ２１：４６．０８ ２４７．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，９９２，４００円 複勝： ４３，４７６，４００円 枠連： １１，２６６，４００円

普通馬連： ４２，１０５，４００円 馬単： ３３，４５２，０００円 ワイド【拡大馬連】： １６，８７６，０００円

３連複： ５４，００３，５００円 ３連単： ９７，５９２，３００円 計： ３１３，７６４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � ２２０円 枠 連（４－７） ４６０円

普通馬連 �� ４７０円 馬 単 �� １，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ６６０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� １，０８０円 ３ 連 単 ��� ６，７５０円

票 数

単勝票数 計 １４９９２４ 的中 � １５３０４（３番人気）
複勝票数 計 ４３４７６４ 的中 � ３６５９４（２番人気）� ２８２９６１（１番人気）� ２１１２８（４番人気）
枠連票数 計 １１２６６４ 的中 （４－７） １８２９５（２番人気）
普通馬連票数 計 ４２１０５４ 的中 �� ６７３１３（２番人気）
馬単票数 計 ３３４５２０ 的中 �� １５７９９（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６８７６０ 的中 �� ２０１５７（２番人気）�� ５４９５（８番人気）�� １３７２７（３番人気）
３連複票数 計 ５４００３５ 的中 ��� ３７２３４（２番人気）
３連単票数 計 ９７５９２３ 的中 ��� １０６７６（１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．７―３６．１―４９．３―１：０２．７―１：１５．５―１：２７．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラウブリッツ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Gulch デビュー ２０１０．１０．９ 東京４着

２００８．５．１０生 牝２鹿 母 ムーディーサンダー 母母 Line of Thunder ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００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。



３１０２６１１月１３日 晴 良 （２２東京５）第３日 第２競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時２０分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２３．１
１：２３．１

重

重

５５ コスモケンジ 牡２栗 ５５ 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ハクツ牧場 ４８０± ０１：２７．８ ２．１�

１１ トーセンナスクラ 牡２黒鹿 ５５
５３ △伊藤 工真島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム ４４４－ ２ 〃 クビ ６．７�
４４ ミスターロックマン 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝岡 浩二氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４３４－ ２１：２８．７５ ４．９�
７７ アウトヒット 牡２鹿 ５５ 村田 一誠島田 久氏 柴崎 勇 日高 今井牧場 ５０４± ０１：２９．１２� ８８．２�
２２ キョカキョク 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣小田切有一氏 高橋 祥泰 日高 浦新牧場 ４３４－ ２１：２９．２クビ ４４．４�
８１０ サツマノホシ 牡２栗 ５５ 江田 照男古賀 和夫氏 牧 光二 鹿児島 新保 孝一 ４４８＋ ８ 〃 アタマ ２２．９	
６６ ゴールドテースト 牡２黒鹿５５ 大庭 和弥戸部 洋氏 石栗 龍彦 浦河 村中 一英 ４３４± ０１：２９．９４ ４３．４

８９ エアクイゾン 牡２鹿 ５５ 浜中 俊 �ラッキーフィールド奥平 雅士 千歳 社台ファーム B４９６＋１８ 〃 クビ ６．８�
３３ レ ゴ リ ス 牡２鹿 ５５ 内田 博幸 �天羽�治牧場 尾関 知人 日高 天羽 禮治 ５１８－ ２１：３０．２１� ６．４
７８ マスターサイプレス 牡２鹿 ５５ 津村 明秀�服部牧場 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 B４９２＋ ２１：３０．５１� ７１．６�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １０，７８９，７００円 複勝： ２０，１５３，８００円 枠連： ７，６２８，３００円

普通馬連： ３２，２２８，４００円 馬単： ２５，１８２，３００円 ワイド【拡大馬連】： １１，１９６，６００円

３連複： ３７，１９０，８００円 ３連単： ７２，０１１，７００円 計： ２１６，３８１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � １４０円 枠 連（１－５） ５００円

普通馬連 �� ４９０円 馬 単 �� ７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ２１０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ５８０円 ３ 連 単 ��� ２，０２０円

票 数

単勝票数 計 １０７８９７ 的中 � ４１９１１（１番人気）
複勝票数 計 ２０１５３８ 的中 � ７４５３３（１番人気）� ３３４６２（２番人気）� ３０３６２（３番人気）
枠連票数 計 ７６２８３ 的中 （１－５） １１４２０（１番人気）
普通馬連票数 計 ３２２２８４ 的中 �� ４９２５８（１番人気）
馬単票数 計 ２５１８２３ 的中 �� ２４０２９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１１９６６ 的中 �� １３５６３（２番人気）�� １４７７９（１番人気）�� ７３９５（５番人気）
３連複票数 計 ３７１９０８ 的中 ��� ４７９７３（１番人気）
３連単票数 計 ７２０１１７ 的中 ��� ２６３３４（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．１―３６．２―４９．３―１：０２．４―１：１４．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．６―３F３８．５
３ ９，１０（３，５）（１，８）－（２，７）６，４ ４ ・（９，１０）（３，５）（１，８）（２，７）（６，４）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモケンジ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 メジロライアン デビュー ２０１０．８．２９ 新潟１１着

２００８．５．６生 牡２栗 母 メジロカンナ 母母 メジロホタカ ４戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



３１０２７１１月１３日 晴 良 （２２東京５）第３日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１０時５０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

１：４６．９
１：４６．６

良

良

２４ ピュアブリーゼ 牝２栗 ５４ 内田 博幸 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４３４± ０１：４９．９ ３．６�

３５ ミススパイダー 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝菊池 昭雄氏 萱野 浩二 新ひだか 矢野牧場 B４４４－ ４１：５０．６４ ４．８�
７１４ オペラフォンテン 牝２栗 ５４ 北村 宏司吉橋 計氏 柴崎 勇 浦河 中脇 満 ４５４＋ ２１：５１．１３ １６．０�
３６ マイネクイーン 牝２鹿 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 浦河 富田牧場 ４４０＋ ２ 〃 ハナ ３．４�
６１１ ギンザグラマラス 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成有馬 博文氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４４６± ０ 〃 クビ １０．５�
５１０ マリーズタイム 牝２鹿 ５４ 田中 勝春冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 ４３８－ ４１：５１．２クビ ２３．４	
２３ アラマサコマンダー 牝２鹿 ５４ M．デムーロ�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４１６－ ６１：５１．３� ９．６


（伊）

８１５ エクセレントブルー 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣 �ブルーマネジメント森 秀行 新冠 川上牧場 ４５２－ ６１：５１．４� ４４．６�
８１６ ディアテイスティー 牝２栗 ５４ 柴山 雄一ディアレスト 加藤 和宏 浦河 小島牧場 ４６２－ ２１：５１．５� ２８４．５�
１２ エ ル ダ 牝２黒鹿５４ 勝浦 正樹日下部勝�氏 土田 稔 浦河 鎌田 正嗣 ４６６－ ４１：５１．６� １６３．４
４８ ビュースペシャル 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人キャピタルクラブ 秋山 雅一 浦河 カナイシスタッド ４４２± ０ 〃 クビ ２８３．１�
７１３ ラストブライト 牝２栗 ５４ 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新ひだか 福岡 清 ４２２＋ ２１：５１．７クビ １０．２�
４７ ミヤビエスプレッソ 牝２黒鹿５４ 江田 照男村上 義勝氏 大江原 哲 浦河 大成牧場 ４３８＋ ２１：５１．９１� １８５．０�
５９ ピースワンレディ 牝２栗 ５４

５２ △伊藤 工真長谷川成利氏 大江原 哲 新ひだか 桜井牧場 ４４２＋１４１：５２．１１ ２８９．２�
６１２ サマーレインボウ 牝２鹿 ５４ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム ４１２－ ４１：５２．９５ ３５３．９�
１１ ミ ス コ マ チ 牝２黒鹿５４ 浜中 俊西村 專次氏 小笠 倫弘 新冠 八木 常郎 ４３８＋１０１：５３．１１� ３５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，４４７，４００円 複勝： ２７，２９１，５００円 枠連： １６，０３９，２００円

普通馬連： ４７，４８３，９００円 馬単： ３１，７５０，９００円 ワイド【拡大馬連】： １８，２０９，４００円

３連複： ５８，９０９，６００円 ３連単： ９１，２７６，７００円 計： ３０６，４０８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １７０円 � １９０円 � ３５０円 枠 連（２－３） ２９０円

普通馬連 �� ９９０円 馬 単 �� １，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ９６０円 �� １，４２０円

３ 連 複 ��� ６，１７０円 ３ 連 単 ��� ２０，２２０円

票 数

単勝票数 計 １５４４７４ 的中 � ３４０８９（２番人気）
複勝票数 計 ２７２９１５ 的中 � ５２００９（２番人気）� ３９１５９（３番人気）� １６５４１（７番人気）
枠連票数 計 １６０３９２ 的中 （２－３） ４２０３１（１番人気）
普通馬連票数 計 ４７４８３９ 的中 �� ３５６５８（２番人気）
馬単票数 計 ３１７５０９ 的中 �� １２８９５（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８２０９４ 的中 �� １０６０７（３番人気）�� ４６０１（１０番人気）�� ３００７（２０番人気）
３連複票数 計 ５８９０９６ 的中 ��� ７０４８（２２番人気）
３連単票数 計 ９１２７６７ 的中 ��� ３３３３（５５番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．０―１２．５―１２．４―１２．６―１３．０―１１．９―１１．２―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２５．０―３７．５―４９．９―１：０２．５―１：１５．５―１：２７．４―１：３８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．４―３F３４．４

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

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

ピュアブリーゼ �
�
父 Monsun �

�
母父 Peintre Celebre デビュー ２０１０．１０．２ 中山２着

２００８．３．１９生 牝２栗 母 ピューリティー 母母 Pariana ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００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。



３１０２８１１月１３日 晴 良 （２２東京５）第３日 第４競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１１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

１：２１．５
１：２０．３

良

良

８１１ ラ テ ア ー ト 牝２鹿 ５４ 松岡 正海 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４５６± ０１：２３．２ ３．７�

５５ タカラバクシンオー 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝村山 義男氏 国枝 栄 新冠 大栄牧場 ４４４± ０ 〃 ハナ ４．３�
４４ デルマガネーシャ 牡２青鹿５５ 内田 博幸浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム ４４６＋ ２１：２３．４１� １０．０�
５６ ノアフェアリー 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹佐山 公男氏 堀井 雅広 新ひだか 石川 栄一 ４８８± ０１：２３．５クビ １０２．７�
３３ ブルースター 牡２栗 ５５ 田中 勝春 �三石川上牧場 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 ４５６± ０ 〃 ハナ １２．１�
２２ サニーヘイロー 牝２栗 ５４ 蛯名 正義宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４３８－ ８ 〃 クビ ５．０�
６８ ベルモントセブン 牡２黒鹿５５ 津村 明秀 �ベルモントファーム 鈴木 伸尋 新冠 ベルモント

ファーム ４４８＋ ２１：２３．７１� ３１．４	
７９ オメガローズマリー 牝２栗 ５４ 三浦 皇成原 �子氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４６０－ ２ 〃 クビ ６．８

６７ ルービンシュタイン 牡２黒鹿５５ 吉田 豊日下部勝�氏 土田 稔 新冠 村上牧場 ４２８± ０１：２３．８� ２０．８�
７１０ バタースコッチ 牝２栗 ５４ 江田 照男吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４４８－ ２１：２４．０１ １４５．０�
８１２ ジャストザヒロイン 牝２栗 ５４ 吉田 隼人ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 むかわ 上水牧場 ４４４＋ ２１：２４．９５ ３３．６
１１ ロイヤルサルート 牡２栗 ５５ 柴田 善臣臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４９２± ０１：２６．９大差 １０．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １６，８９９，８００円 複勝： ３４，０１２，１００円 枠連： １２，２８６，３００円

普通馬連： ５２，１７５，３００円 馬単： ３４，７４７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，０１９，１００円

３連複： ６１，０３５，１００円 ３連単： ９７，５６６，５００円 計： ３２９，７４１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １７０円 � １７０円 � ２７０円 枠 連（５－８） ８５０円

普通馬連 �� ９３０円 馬 単 �� １，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ８８０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� ３，７６０円 ３ 連 単 ��� １４，１５０円

票 数

単勝票数 計 １６８９９８ 的中 � ３６９３９（１番人気）
複勝票数 計 ３４０１２１ 的中 � ６１８７６（１番人気）� ５６５３３（２番人気）� ２７７２２（７番人気）
枠連票数 計 １２２８６３ 的中 （５－８） １０７１９（３番人気）
普通馬連票数 計 ５２１７５３ 的中 �� ４１６３３（１番人気）
馬単票数 計 ３４７４７１ 的中 �� １６１５０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１０１９１ 的中 �� １４９９３（１番人気）�� ５６４９（１５番人気）�� ５３２８（１６番人気）
３連複票数 計 ６１０３５１ 的中 ��� １１９８９（１２番人気）
３連単票数 計 ９７５６６５ 的中 ��� ５０９１（２４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．４―１２．２―１２．０―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．７―３５．１―４７．３―５９．３―１：１１．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ テ ア ー ト �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１０．２３ 福島３着

２００８．３．１０生 牝２鹿 母 ラ テ ル ネ 母母 ヨシオカザン ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円



３１０２９１１月１３日 晴 良 （２２東京５）第３日 第５競走 ��
��１，３００�サラブレッド系２歳

発走１２時１５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

１：１８．１
１：１８．１

良

良

６８ ウインマーベリック 牡２鹿 ５５ 内田 博幸�ウイン 安田 隆行 浦河 岡本牧場 ４７６ ―１：２１．２ ６．８�

２２ プライドワン 牡２鹿 ５５ 池添 謙一三枝 栄二氏 昆 貢 日高 新井 昭二 ４８２ ―１：２１．３クビ ２．０�
８１２ セイカフォルテ 牡２鹿 ５５ 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 ４４８ ―１：２１．６１� １６．９�
３３ オーソリタティヴ 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成広尾レース� 森 秀行 日高 三城牧場 ４７４ ― 〃 アタマ １４．４�
５５ ケイアイゼウス 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹 �啓愛義肢材料販売所 柴崎 勇 青森 佐々木牧場 ５１０ ―１：２１．７� ５３．９�
１１ ハタノゼフィロス 牡２栗 ５５ 柴山 雄一 �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ４８０ ―１：２２．３３� ３３．５	
５６ グランサンク 牝２栗 ５４ 蛯名 正義村木 隆氏 鹿戸 雄一 新ひだか 千代田牧場 ４６２ ―１：２３．５７ ５．５

７１０ エイコオウイング 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 ４４６ ―１：２４．４５ ４．７�
７９ コンペキノウミ 牝２青鹿５４ 吉田 豊平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４４８ ―１：２４．６１� ７２．９�
６７ リネントワイニング 牡２鹿 ５５ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 多田 正弘 ４７６ ―１：２４．７� １８４．２
８１１ ラブリームーン 牝２青鹿５４ 吉田 隼人長谷川光司氏 堀井 雅広 新冠 越湖牧場 ４３８ ―１：２５．０２ １６２．８�
４４ タケデングリーン 牡２鹿 ５５ 大庭 和弥武市 弘氏 奥平 雅士 浦河 安藤牧場 ４４０ ―１：２９．０大差 １９５．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １５，６３４，１００円 複勝： ２７，３２０，９００円 枠連： １１，８３４，４００円

普通馬連： ４２，１２３，８００円 馬単： ３６，１２２，２００円 ワイド【拡大馬連】： １５，７８１，７００円

３連複： ４７，７１０，７００円 ３連単： ９６，４９９，２００円 計： ２９３，０２７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � ２００円 � １１０円 � ３２０円 枠 連（２－６） ５７０円

普通馬連 �� ５８０円 馬 単 �� １，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ９４０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� ２，４００円 ３ 連 単 ��� １４，３２０円

票 数

単勝票数 計 １５６３４１ 的中 � １８２４３（４番人気）
複勝票数 計 ２７３２０９ 的中 � ２７９７１（４番人気）� １０９５９９（１番人気）� １４４３８（６番人気）
枠連票数 計 １１８３４４ 的中 （２－６） １５４６１（３番人気）
普通馬連票数 計 ４２１２３８ 的中 �� ５３７１６（３番人気）
馬単票数 計 ３６１２２２ 的中 �� １５０５８（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５７８１７ 的中 �� １３９３０（３番人気）�� ３８１８（１１番人気）�� ７０７１（６番人気）
３連複票数 計 ４７７１０７ 的中 ��� １４７０８（１０番人気）
３連単票数 計 ９６４９９２ 的中 ��� ４９７５（４３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１８．５―３０．１―４２．７―５５．３―１：０８．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインマーベリック �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 Gone West 初出走

２００８．３．７生 牡２鹿 母 エ ブ ア ド 母母 Oumaldaaya １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タケデングリーン号は，平成２２年１２月１３日まで平地競走に出走できない。



３１０３０１１月１３日 晴 良 （２２東京５）第３日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１２時４５分 （芝・左）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．１
１：３３．１

良

良

３３ ターゲットマシン 牡２青鹿５５ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４８４ ―１：３６．０ ３．２�

５５ リンガスクリフ 牡２栗 ５５ 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ４９４ ―１：３６．２１� ８．０�
６７ ストーンステージ 牡２栗 ５５ 北村 宏司百万 武夫氏 古賀 慎明 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４９０ ―１：３６．３クビ ３．１�
２２ キタサンハヤブサ 牡２芦 ５５ M．デムーロ�大野商事 鹿戸 雄一 新ひだか 木田牧場 ５１２ ― 〃 クビ ３．８�

（伊）

８１１ マツマエザクラ 牝２青鹿 ５４
５２ △伊藤 工真鳴海 芳明氏 清水 英克 新冠 森 牧場 ４５６ ―１：３６．４クビ ３０．４�

５６ サクラプレリュード 牝２鹿 ５４ 田中 博康�さくらコマース上原 博之 新冠 川上牧場 ４６８ ―１：３７．０３� １１．５	
７９ コスモレッドアイ 牡２栗 ５５ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 登別 登別上水牧場 ４６４ ―１：３７．２１� ５３．２

７１０ フ ォ ー ミ ー 牝２鹿 ５４ 渡辺 薫彦 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４６０ ― 〃 クビ １３２．９�
１１ ディアフロイデ 牡２鹿 ５５ 内田 博幸ディアレスト 松永 康利 新ひだか 八田ファーム ４２２ ―１：３７．３� ２４．４�
４４ トミケンアグード 牡２栗 ５５ 吉田 隼人冨樫 賢二氏 水野 貴広 苫小牧 藤沢 武雄 ４５０ ―１：３７．７２� ４８．０
８１２ ジェイケイタイムズ 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝小谷野次郎氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤川フアーム B４４８ ―１：３７．８� ４９．５�
６８ ゴールデンハルサヤ 牡２栗 ５５ 江田 照男金山 克己氏 加藤 和宏 浦河トラストスリーファーム ４６０ ―１：３８．６５ １６８．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １５，２９１，９００円 複勝： ２３，０５０，３００円 枠連： １２，８１５，６００円

普通馬連： ４２，６７４，８００円 馬単： ３２，４２９，２００円 ワイド【拡大馬連】： １５，９１１，０００円

３連複： ４８，１０７，５００円 ３連単： ９０，２７３，２００円 計： ２８０，５５３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １５０円 � １７０円 � １４０円 枠 連（３－５） ８５０円

普通馬連 �� １，６９０円 馬 単 �� ２，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� ２７０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� １，７７０円 ３ 連 単 ��� ９，７７０円

票 数

単勝票数 計 １５２９１９ 的中 � ３７８４７（２番人気）
複勝票数 計 ２３０５０３ 的中 � ４２４７２（３番人気）� ３３６９０（４番人気）� ４８７２７（１番人気）
枠連票数 計 １２８１５６ 的中 （３－５） １１２３４（５番人気）
普通馬連票数 計 ４２６７４８ 的中 �� １８７１０（８番人気）
馬単票数 計 ３２４２９２ 的中 �� ９８６０（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５９１１０ 的中 �� ７３８５（６番人気）�� １６０３１（２番人気）�� ９３１３（４番人気）
３連複票数 計 ４８１０７５ 的中 ��� ２００９８（４番人気）
３連単票数 計 ９０２７３２ 的中 ��� ６８２３（２４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．７―１２．１―１２．２―１２．１―１１．５―１１．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．４―３６．５―４８．７―１：００．８―１：１２．３―１：２３．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ターゲットマシン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Titus Livius 初出走

２００８．３．１２生 牡２青鹿 母 ハンターズマーク 母母 Manfath 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。



３１０３１１１月１３日 晴 良 （２２東京５）第３日 第７競走 ��２，１００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時１５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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：０６．７
２：０５．９

良

良

５５ ソルモンターレ 牡４鹿 ５７ 小林慎一郎�ターフ・スポート矢作 芳人 浦河 谷川牧場 B４６０± ０２：１２．９ ３．１�

８９ リキサンヒーロー 牡３栗 ５５ 勝浦 正樹 �ハイパワー商事 高木 登 新冠 村田牧場 B４６０± ０２：１３．５３� ８４．６�
１１ ウイントランザム 牡３鹿 ５５ 蛯名 正義�ウイン 山内 研二 新冠 川島牧場 ４６０＋ ２２：１３．８２ １２．６�
２２ トーセンルーチェ 牡４栗 ５７

５５ △伊藤 工真島川 �哉氏 鈴木 康弘 新冠 ハシモトフアーム ５７４＋ ８ 〃 ハナ ４．９�
７８ ガートモンテス 牡４青鹿５７ 吉田 豊吉田 照哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４９４± ０２：１３．９クビ ２．８	
６６ アサクサマリンバ 牡３鹿 ５５ 柴山 雄一田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６８＋ ２２：１４．２１� １１．５

７７ マジェスティバイオ 牡３鹿 ５５ 村田 一誠バイオ� 田中 剛 平取 清水牧場 ４９６＋ ２２：１４．５２ ２２．５�
４４ レ オ ア ラ シ 牡３鹿 ５５ 北村 宏司田中 博之氏 小島 茂之 平取 びらとり牧場 ４８６＋ ２２：１４．９２� １８．５�
３３ ヴィーヴァレジーナ 牝４栗 ５５ 内田 博幸芹澤 精一氏 作田 誠二 静内 武 牧場 ４２０－１０２：１５．０� １５．９
８１０ ドリームヘリテージ 牡４栗 ５７ 田中 博康セゾンレースホース� 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム ４６８＋ ４２：１５．１� ４０．８�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １６，１４５，９００円 複勝： ２９，０８９，７００円 枠連： １２，６７２，７００円

普通馬連： ５６，９７６，９００円 馬単： ３８，６７５，８００円 ワイド【拡大馬連】： １９，７３０，７００円

３連複： ６５，６５８，５００円 ３連単： １２４，５１８，１００円 計： ３６３，４６８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １５０円 � １，１５０円 � ３３０円 枠 連（５－８） ３，０００円

普通馬連 �� １１，４７０円 馬 単 �� １４，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，９３０円 �� ６９０円 �� ８，２５０円

３ 連 複 ��� ２５，７９０円 ３ 連 単 ��� １２２，２００円

票 数

単勝票数 計 １６１４５９ 的中 � ４２２５８（２番人気）
複勝票数 計 ２９０８９７ 的中 � ７０１８２（１番人気）� ４９４３（１０番人気）� ２１０４２（５番人気）
枠連票数 計 １２６７２７ 的中 （５－８） ３１２７（１１番人気）
普通馬連票数 計 ５６９７６９ 的中 �� ３６６８（２７番人気）
馬単票数 計 ３８６７５８ 的中 �� １９５６（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９７３０７ 的中 �� １６１８（２９番人気）�� ７４９８（６番人気）�� ５６５（４３番人気）
３連複票数 計 ６５６５８５ 的中 ��� １８７９（６４番人気）
３連単票数 計１２４５１８１ 的中 ��� ７５２（３０８番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．３―１１．９―１２．３―１２．４―１２．７―１２．４―１２．６―１３．０―１３．１―１４．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．０―１８．３―３０．２―４２．５―５４．９―１：０７．６―１：２０．０―１：３２．６―１：４５．６―１：５８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．９―３F４０．３
１
３
５－（４，８）－３，６，１－７，９－１０－２
５，８，４＝（３，６，１）－（９，７）－１０－２

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

勝馬の
紹 介

ソルモンターレ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Machiavellian デビュー ２００９．３．２２ 阪神２着

２００６．５．３生 牡４鹿 母 オリジナルスピン 母母 Not Before Time １７戦２勝 賞金 ３１，１５５，０００円
［他本会外：１戦１勝］



３１０３２１１月１３日 晴 良 （２２東京５）第３日 第８競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時４５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 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

７１０ ナムラカクレイ 牡４栗 ５７ 内田 博幸奈村 信重氏 斎藤 誠 新ひだか 八田ファーム ４８０－ ４１：３７．５ ２．７�

８１１ マリアージュ 牝５栗 ５５
５３ △伊藤 工真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 静内 矢野牧場 ４４０－ ２１：３８．０クビ＋３ ７．７�
８１２� ヤ マ ノ ベ ガ 牡６黒鹿５７ 北村 宏司山住れい子氏 牧 光二 門別 竹島 幸治 ４９２－ ２１：３８．２１� ７４．１�
３３ � ナ サ ニ エ ル 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成吉田 和美氏 小島 茂之 早来 ノーザンファーム ５４０＋ ６１：３８．４１	 ６．６�
２２ マルサライガー 
６黒鹿５７ 柴山 雄一鈴木キヌ子氏 本間 忍 門別 本間牧場 ４７６＋ ８１：３８．５クビ ２００．５�
１１ レオソリスト 牡５黒鹿５７ 江田 照男�レオ 岩戸 孝樹 平取 協栄組合 B５２４＋ ４ 〃 クビ １３７．３�
５６ デルマプロティナ 牝３黒鹿５４ M．デムーロ浅沼 廣幸氏 田中 剛 千歳 社台ファーム ４９０－ ２１：３９．１３	 １４．１	

（伊）

６７ ア イ ノ カ ゼ 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹丸岡 啓一氏 鈴木 勝美 新冠 ムラカミファーム ５０６－ ４１：３９．３１� ６２．３

７９ メジロマリアン 牝４芦 ５５ 吉田 豊�メジロ牧場 高木 登 洞爺 メジロ牧場 ４９０＋ ２１：３９．４� ８．９�
４４ セ イ リ オ ス 牡３鹿 ５６ 横山 典弘 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４７８＋１０ （降着） ３．１
６８ ノーフォークパイン 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７６＋ ６１：４０．０３	 １１９．６�

５５ マイネルオベリスク 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 赤石 久夫 B４９４± ０１：４１．０６ ２３．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２２，６４１，６００円 複勝： ３６，５２８，０００円 枠連： １９，４８６，７００円

普通馬連： ７６，７２９，６００円 馬単： ４８，６１０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，３４０，２００円

３連複： ７９，０２７，４００円 ３連単： １５２，５８１，９００円 計： ４６０，９４５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � ２１０円 � １，２３０円 枠 連（７－８） ５６０円

普通馬連 �� ９８０円 馬 単 �� １，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� １，９３０円 �� ２，７９０円

３ 連 複 ��� ９，５４０円 ３ 連 単 ��� ２７，７１０円

票 数

単勝票数 計 ２２６４１６ 的中 � ６７７００（１番人気）
複勝票数 計 ３６５２８０ 的中 � １０７１３９（１番人気）� ４４８５６（３番人気）� ４９６７（９番人気）
枠連票数 計 １９４８６７ 的中 （７－８） ２５６８６（２番人気）
普通馬連票数 計 ７６７２９６ 的中 �� ５８３６９（３番人気）
馬単票数 計 ４８６１０３ 的中 �� ２５８４２（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５３４０２ 的中 �� ２１２７３（３番人気）�� ３０１９（１９番人気）�� ２０６０（２７番人気）
３連複票数 計 ７９０２７４ 的中 ��� ６１１８（３０番人気）
３連単票数 計１５２５８１９ 的中 ��� ４０６４（８７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．８―１２．２―１２．７―１２．３―１２．２―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．５―３５．３―４７．５―１：００．２―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４F５０．０―３F３７．３
３ ・（５，１２）（４，９，１０）（１，６）（３，１１）（２，７，８） ４ ・（５，１２）（４，１０）（９，６）（３，１，１１）（２，７，８）

勝馬の
紹 介

ナムラカクレイ �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２００９．２．２２ 東京５着

２００６．５．２８生 牡４栗 母 ナムラユウユウ 母母 パ ン ペ ロ ウ １７戦４勝 賞金 ５９，１１０，０００円
〔降着〕 セイリオス号は，２位〔タイム１分３７秒５，着差クビ〕に入線したが，最後の直線コースで急に外側に斜行して「メジロマリアン」号

および「アイノカゼ」号の走行を妨害したため１０着に降着。
〔制裁〕 セイリオス号の騎手横山典弘は，最後の直線コースで急に外側に斜行したことについて平成２２年１１月２０日から平成２２年

１１月２８日まで騎乗停止。
※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。



３１０３３１１月１３日 晴 良 （２２東京５）第３日 第９競走 ��
��１，８００�ノベンバーステークス

発走１４時２０分 （芝・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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

５８ � レッドシューター 牡５鹿 ５７ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 Epona Blood-
stock Ltd B５４０＋１２１：４５．７ ３．９�

４６ スノークラッシャー 牡５栃栗５７ M．デムーロ齊藤四方司氏 清水 利章 鵡川 上水牧場 ４４０＋ ２１：４５．９１� ５．３�
（伊）

６１０ エオリアンハープ 牝４栗 ５５ 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４４４＋ ６ 〃 アタマ ８．８�
５９ マイネルアトレ 牡５栗 ５７ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 門別 佐々木 直孝 ４５６＋ ２ 〃 ハナ １８８．３�
２３ スズジュピター 牡５黒鹿５７ 三浦 皇成小紫惠美子氏 高橋 裕 早来 ノーザンファーム ４８０－ ２１：４６．０	 １７．１�
１１ バ シ レ ウ ス 牡３鹿 ５５ 蛯名 正義広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 有限会社石川牧場 ４８６＋ ４１：４６．１
 １１．３	
４７ ベンチャーナイン 牡５鹿 ５７ 渡辺 薫彦本杉 芳郎氏 小桧山 悟 門別 瀬戸牧場 ５０８＋ ８１：４６．４１
 ４９．０

８１５� ゴールディーロック 牡６鹿 ５７ 勝浦 正樹松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４６２＋ ８１：４６．６１	 ２５７．８�
３４ ラ ル ケ ッ ト 牝５青鹿５５ 内田 博幸 �サンデーレーシング 和田 正道 早来 ノーザンファーム ５００－ ４１：４６．７クビ １６．３�
７１３ ケイアイライジン 牡４栗 ５７ 吉田 豊 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 日高 メイプルファーム ５０４＋ ２ 〃 ハナ ２７．７
７１２ レインフォーレスト 牡４芦 ５７ 池添 謙一松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４７０＋ ２１：４６．８
 １２．１�
２２ ロードアリエス 牡５黒鹿５７ 後藤 浩輝 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ５２０± ０１：４７．１１
 ４．３�
３５ ブルーマーテル 牡６栗 ５７ 柴田 善臣吉田喜代司氏 菅原 泰夫 砂原 岩本 五郎 B４６０＋ ４ 〃 クビ ９４．５�
８１４� キングスパーク 牡５黒鹿５７ 村田 一誠小林 久義氏 中川 公成 新冠 飛渡牧場 ４９８－ ６１：４７．３１� ３９．９�
６１１� エックスダンス 牡５鹿 ５７ 松岡 正海吉田 和美氏 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ５１８＋ ２１：４７．５１ １３．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３３，１３６，５００円 複勝： ６１，１５６，０００円 枠連： ２９，５８５，８００円

普通馬連： １２８，２３７，０００円 馬単： ６８，５９８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，２４０，２００円

３連複： １４５，５７８，２００円 ３連単： ２５１，０１９，２００円 計： ７６０，５５１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １８０円 � １９０円 � ２６０円 枠 連（４－５） １，２５０円

普通馬連 �� １，２７０円 馬 単 �� ２，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ８４０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� ３，２８０円 ３ 連 単 ��� １２，３６０円

票 数

単勝票数 計 ３３１３６５ 的中 � ６７７９０（１番人気）
複勝票数 計 ６１１５６０ 的中 � １０２７７５（２番人気）� ８９４１９（３番人気）� ５６１２１（４番人気）
枠連票数 計 ２９５８５８ 的中 （４－５） １７５４６（６番人気）
普通馬連票数 計１２８２３７０ 的中 �� ７４７３２（３番人気）
馬単票数 計 ６８５９８４ 的中 �� ２１４３５（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３２４０２ 的中 �� ２６６４９（３番人気）�� １２３５５（１０番人気）�� １２８５８（９番人気）
３連複票数 計１４５５７８２ 的中 ��� ３２８４４（７番人気）
３連単票数 計２５１０１９２ 的中 ��� １４９９４（１３番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１１．６―１１．８―１１．７―１２．０―１１．６―１１．６―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．１―３４．７―４６．５―５８．２―１：１０．２―１：２１．８―１：３３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．５―３F３５．５

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

勝馬の
紹 介

�レッドシューター �
�
父 Red Ransom �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００８．２．２ 東京１着

２００５．３．３１生 牡５鹿 母 Aspiration 母母 La Meilleure １３戦５勝 賞金 １００，４９９，０００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。



３１０３４１１月１３日 晴 良 （２２東京５）第３日 第１０競走 ��
��１，４００�オ ー ロ カ ッ プ

発走１４時５５分 （芝・左）

３歳以上，２１．１１．１４以降２２．１１．７まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
岩手県競馬組合管理者賞（１着）

賞 品
本 賞 ２２，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，５００，０００円 ３，３００，０００円 ２，２００，０００円
付 加 賞 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．８
１：１９．０

良

良

３５ リ ビ ア ー モ 牝５鹿 ５３ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 高橋 裕 早来 ノーザンファーム ４９４－ ６１：２１．０ ５．３�

８１８ ムラマサノヨートー 牡６栗 ５４ 田中 勝春新井 孝治氏 牧 光二 浦河 岡本 昌市 ５０８＋１０１：２１．２１� ２４．７�
６１２ テイエムアタック 牡６栗 ５４ 津村 明秀竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 テイエム牧場新冠分場 ４９８＋ ４ 〃 クビ ３２．０�
６１１� ファリダット 牡５青鹿５７．５ M．デムーロ前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Management ４６６－ ８ 〃 アタマ ６．７�
（伊）

２３ ロードバリオス 牡５青 ５５ 後藤 浩輝 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ４５２－ ６ 〃 アタマ ５．９�
５１０ キョウエイアシュラ 牡３鹿 ５５ 内田 博幸田中 晴夫氏 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 ４５０－ ６１：２１．４１ １１．０	
４８ � アーバニティ 牡６黒鹿５７ 松岡 正海 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム ５０４± ０ 〃 ハナ ５．８

３６ ゲイルスパーキー 牡６鹿 ５５ 北村 宏司�RRA 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 B４９８＋１０ 〃 アタマ ３９．１�
８１６ ファルカタリア 牡６栗 ５３ 柴田 善臣 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５００－ ２１：２１．５クビ ５８．３�
７１３ ギンザボナンザ 牝３青 ５２ 池添 謙一有馬 博文氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム ４５２＋ ２ 〃 クビ １３．０
１１ � マルタカエンペラー 牡６鹿 ５３ 江田 照男�橋まゆみ氏 清水 美波 新冠 中本 隆志 ４４８＋ ４ 〃 ハナ １６４．２�
５９ ヤマニンエマイユ 牝７鹿 ５２ 伊藤 工真土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４６２－ ２ 〃 ハナ ８４．２�
２４ ショウナンアルバ 牡５鹿 ５６ 蛯名 正義国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ５０２＋ ８１：２１．６クビ ６．６�
１２ � ダイワマックワン 牡５鹿 ５４ 田中 博康大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４６４＋ ６ 〃 クビ ４２．５�
４７ � スピードタッチ 牡７鹿 ５２ 大庭 和弥冨沢 敦子氏 崎山 博樹 様似 長田 操 ５１８＋ ８１：２１．７クビ １９８．３�
８１７ エーブダッチマン 牡４栗 ５５ 吉田 隼人 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 浦河 大北牧場 ４７０＋ ６１：２１．８	 １２．１�
７１４ ダイシングロウ 牡６黒鹿５４ 吉田 豊大八木信行氏 松田 博資 門別 滝本 健二 ４９８－１２１：２２．０１
 ８６．７�
７１５ タマモホットプレイ 牡９栗 ５４ 渡辺 薫彦タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４７４－ ２１：２２．２１
 １８９．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３８，４５８，０００円 複勝： ７０，８７６，１００円 枠連： ３８，９０１，５００円

普通馬連： １８０，９９０，６００円 馬単： ８９，００７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ５５，９９７，４００円

３連複： ２１７，１３７，８００円 ３連単： ３６９，１２７，７００円 計： １，０６０，４９７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � ２１０円 � ８００円 � ７７０円 枠 連（３－８） １，９３０円

普通馬連 �� ６，６００円 馬 単 �� １４，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，８６０円 �� ２，９９０円 �� ８，２１０円

３ 連 複 ��� ６４，８６０円 ３ 連 単 ��� ３４１，８１０円

票 数

単勝票数 計 ３８４５８０ 的中 � ５７３３９（１番人気）
複勝票数 計 ７０８７６１ 的中 � １０９６１６（２番人気）� ２０５８８（１０番人気）� ２１４０２（９番人気）
枠連票数 計 ３８９０１５ 的中 （３－８） １４９２０（８番人気）
普通馬連票数 計１８０９９０６ 的中 �� ２０２４０（２６番人気）
馬単票数 計 ８９００７９ 的中 �� ４５０４（５５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５５９９７４ 的中 �� ４８５７（３３番人気）�� ４６３５（３５番人気）�� １６６０（７６番人気）
３連複票数 計２１７１３７８ 的中 ��� ２４７１（１７４番人気）
３連単票数 計３６９１２７７ 的中 ��� ７９７（９２５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．４―１１．７―１１．３―１１．２―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．５―３４．９―４６．６―５７．９―１：０９．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リ ビ ア ー モ �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００８．３．２２ 中山１１着

２００５．５．５生 牝５鹿 母 ラトラヴィアータ 母母 サクラハゴロモ ２１戦６勝 賞金 １３０，０８６，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 アポロドルチェ号・ストリートスタイル号・タガノエリザベート号・プリンセスメモリー号・リキサンファイター号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３１０３５１１月１３日 晴 良 （２２東京５）第３日 第１１競走 ��
��１，４００�第４６回京王杯２歳ステークス（ＧⅡ）

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
京王電鉄株式会社賞（１着）

賞 品
本 賞 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ５５３，０００円 １５８，０００円 ７９，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：２１．５
１：２０．３

良

良

４６ グランプリボス 牡２鹿 ５５ M．デムーロ�グランプリ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ５０８± ０１：２１．８ １２．３�
（伊）

２３ リアルインパクト 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５０２－１０１：２１．９� ３．４�
１１ テイエムオオタカ 牡２鹿 ５５ 大庭 和弥竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 ４７０＋ ４１：２２．２２ １４０．０�
６１１ ライステラス 牝２芦 ５４ 内田 博幸 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４４８－ ４１：２２．３� １０．２�
３５ エーシンブラン 牡２芦 ５５ 蛯名 正義�栄進堂 坂口 正則 様似 栄進牧場 ４５８＋ ２ 〃 ハナ １３．５�
５８ ロビンフット 牡２青鹿５５ 吉田 隼人桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 赤石 久夫 ４９２－ ２ 〃 クビ １０．７	
８１４ オースミイージー 牡２鹿 ５５ 渡辺 薫彦�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 ４６４＋ ２１：２２．４� １１．０

７１３ ジンクアッシュ 牡２黒鹿５５ 吉田 豊�フォーレスト 山内 研二 新ひだか フジワラフアーム ５０４－１０１：２２．５� ６４．１�
６１０ スカラブレイ 牡２黒鹿５５ 柴田 善臣 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４４４－ ２ 〃 ハナ ３５．４�
４７ オルフェーヴル 牡２栗 ５５ 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４＋ ４１：２２．６クビ ３．３
２２ コスモティカル 牝２栗 ５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 新ひだか 西村 和夫 ４２６＋ ２１：２２．９１� １２８．９�
８１５ ブラウンワイルド 牡２鹿 ５５ 浜中 俊キャピタルクラブ 坂口 正則 新冠 田鎖牧場 ４５６＋ ８ 〃 クビ ７．７�
５９ サンライズアバカス 牡２鹿 ５５ 松岡 正海松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 ４７８＋ ２１：２３．２１� ６０．３�
３４ オウケンウッド 牡２芦 ５５ 北村 宏司福井 明氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４３６± ０ 〃 クビ ２０２．２�
７１２ シゲルジュウヤク 牡２栗 ５５ 三浦 皇成森中 蕃氏 西橋 豊治 新冠 大栄牧場 ４５４－ ８１：２４．８１０ １６０．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ９２，７８２，５００円 複勝： １２８，８６３，０００円 枠連： ７７，４２０，２００円

普通馬連： ３８９，９８３，３００円 馬単： ２１０，４７８，０００円 ワイド【拡大馬連】： １０８，７５０，３００円

３連複： ４５４，７４７，１００円 ３連単： ８８２，５６０，７００円 計： ２，３４５，５８５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２３０円 複 勝 � ３９０円 � １９０円 � ２，６００円 枠 連（２－４） ５１０円

普通馬連 �� ３，１００円 馬 単 �� ７，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２１０円 �� １３，７１０円 �� ５，５６０円

３ 連 複 ��� ９５，５９０円 ３ 連 単 ��� ５１５，７１０円

票 数

単勝票数 計 ９２７８２５ 的中 � ５９６４０（７番人気）
複勝票数 計１２８８６３０ 的中 � ８２７５８（７番人気）� ２３８２８７（２番人気）� １０２１２（１３番人気）
枠連票数 計 ７７４２０２ 的中 （２－４） １１２８３５（１番人気）
普通馬連票数 計３８９９８３３ 的中 �� ９２８７９（１３番人気）
馬単票数 計２１０４７８０ 的中 �� ２０６５８（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１０８７５０３ 的中 �� ２３００６（１４番人気）�� １９０９（７３番人気）�� ４７５０（４２番人気）
３連複票数 計４５４７４７１ 的中 ��� ３５１１（１７７番人気）
３連単票数 計８８２５６０７ 的中 ��� １２６３（９０１番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．７―１２．４―１１．７―１１．０―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．４―３５．１―４７．５―５９．２―１：１０．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランプリボス �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．８．１４ 札幌１着

２００８．３．２８生 牡２鹿 母 ロージーミスト 母母 ビューティフルベーシック ３戦２勝 賞金 ４５，５５３，０００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。



３１０３６１１月１３日 晴 良 （２２東京５）第３日 第１２競走 ��
��１，３００�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５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１６．４
１：１６．４

重

重

８１６ サウンドアクシス 牡４栗 ５７ 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 ４８０－ ２１：１７．７ ２．８�

６１１ サクセスオネスティ 牡４鹿 ５７ 北村 宏司�嶋 祐子氏 久保田貴士 浦河 谷川牧場 ５１０－ ２ 〃 クビ ３．６�
１２ グローリールピナス 牝４栃栗５５ 田中 勝春大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４７０－ ２１：１８．１２� １２．７�
２４ アイソトープ 牡５栗 ５７ 安藤 勝己 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム B４８０－ ２１：１８．２� ８．３�
１１ リバーアゲイン 牡５栗 ５７ 吉田 豊河越 武治氏 須貝 彦三 三石 沖田 忠幸 ４８２＋１２ 〃 アタマ ８５．１�
８１５ ミッキーフォルテ 牡５鹿 ５７ 浜中 俊三木 久史氏 中村 均 静内 三宅牧場 B５４０＋ ８１：１８．３クビ ５１．３�
７１３ レッドヴァンクール 牡４鹿 ５７ M．デムーロ 	東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ５２０＋ ２１：１８．６１� ５．９


（伊）

５９ アンシャンレジーム 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム ５３０＋ ２１：１９．０２� ８．６�
３５ コ コ カ ラ 牡３栗 ５６ 柴山 雄一ディアレスト 高橋 裕 浦河 桑田フアーム ４９６－ ２ 〃 クビ １４８．０�
４７ コリコパット 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人吉田 照哉氏 武藤 善則 浦河 社台ファーム ４３８－ ４ 〃 ハナ ７５．５
２３ ニシノブイシェープ 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹西山 茂行氏 水野 貴広 むかわ 西山牧場 ５０２＋ ６１：１９．１� ３９．５�
７１４ プリモローズ 牝４芦 ５５

５３ △伊藤 工真�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４７６－ ４１：１９．４１� ４４９．８�
４８ 	 ケイアイブリザード 牡３芦 ５６ 後藤 浩輝 	啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. ４６８－１６１：１９．６１
 ３８．７�
３６ セイコースペシャル 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣竹國 弘氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ４９０＋ ４１：１９．８１ １３９．１�
５１０	 カフェアラジン 牡４鹿 ５７ 津村 明秀西川 恭子氏 松山 康久 米 Spooky Hollow

Racing, Inc. ５１４± ０ 〃 クビ １４４．６�
６１２	 セントエドワード 牡５栗 ５７ 池添 謙一齋藤 文男氏 小崎 憲 加 R. M. C.

Stable ５１２－１０１：２０．２２� ８０．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４２，４６０，２００円 複勝： ７１，１６８，４００円 枠連： ３５，１４２，８００円

普通馬連： １４９，０９５，３００円 馬単： ８７，３３７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，８９２，２００円

３連複： １６４，２６６，０００円 ３連単： ３３５，２０７，６００円 計： ９３３，５７０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � ３１０円 枠 連（６－８） ３９０円

普通馬連 �� ４１０円 馬 単 �� ７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ７９０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� １，９４０円 ３ 連 単 ��� ６，０９０円

票 数

単勝票数 計 ４２４６０２ 的中 � １２３７９２（１番人気）
複勝票数 計 ７１１６８４ 的中 � ２０１１９８（１番人気）� １８００９６（２番人気）� ３６０７５（６番人気）
枠連票数 計 ３５１４２８ 的中 （６－８） ６７８５３（１番人気）
普通馬連票数 計１４９０９５３ 的中 �� ２７１９５０（１番人気）
馬単票数 計 ８７３３７８ 的中 �� ８９５０５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８８９２２ 的中 �� ８５３１２（１番人気）�� １３０２３（９番人気）�� １３４２１（８番人気）
３連複票数 計１６４２６６０ 的中 ��� ６２７１８（４番人気）
３連単票数 計３３５２０７６ 的中 ��� ４０６４８（１１番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．２―１１．４―１２．０―１１．８―１１．８―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１８．２―２９．６―４１．６―５３．４―１：０５．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウンドアクシス �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００９．６．１４ 中京１３着

２００６．４．２８生 牡４栗 母 キョウエイフォルテ 母母 クラフテイワイフ １６戦４勝 賞金 ５４，７４８，０００円
〔その他〕 サウンドアクシス号は，最後の直線コースで内側に逃避したことについて平地調教注意。
※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 ジーガーウイング号
※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。



（２２東京５）第３日 １１月１３日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６２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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２６６，７２０，０００円
２，１３０，０００円
１１，９７０，０００円
１，８５０，０００円
２６，４００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５７，９５９，０００円
４，４４１，０００円
１，６０３，８００円

勝馬投票券売得金
３３４，６８０，０００円
５７２，９８６，２００円
２８５，０７９，９００円
１，２４０，８０４，３００円
７３６，３９１，９００円
４００，９４４，８００円
１，４３３，３７２，２００円
２，６６０，２３４，８００円
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�
�
�
�
�
�
�

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 ７，６６４，４９４，１００円

総入場人員 ３１，０５６名 （有料入場人員 ２９，６９０名）




