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３２０６１１１月２０日 曇 不良 （２３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

６１２ アルファウイング 牡２栗 ５５
５２ ▲嶋田 純次�貴悦 田村 康仁 新冠 村上 欽哉 ４６０± ０１：３８．２ ２０．９�

４８ ボンジュールエール 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝田中善次郎氏 高木 登 新ひだか 前川 正美 ４５６＋ ２１：３９．２６ １４．６�
１２ サンデーコア �２黒鹿５５ 田中 勝春田口 廣氏 大江原 哲 新冠 川上牧場 ４７６－ ８ 〃 ハナ ６．１�
２４ サードシアター 牡２鹿 ５５ F．ベリー �キャロットファーム 鈴木 伸尋 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２－ ２１：３９．５２ ２６．１�
（愛）

６１１ ディーエスゲイン 牡２鹿 ５５ 江田 照男秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 ４５８－ ６１：３９．７１� ２６．８�
５９ コスモマイギフト 牡２黒鹿５５ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 日田牧場 ４８２＋ ４１：３９．９� １．３	
５１０ ダンツフォーカス 牡２鹿 ５５ 酒井 学山元 哲二氏 池添 兼雄 新ひだか 折手牧場 ４８４－ ４１：４０．７５ ２２．８

８１６ サダルスード 牡２鹿 ５５ 御神本訓史松井 淳二氏 本間 忍 日高 大江牧場 ４９６＋ ２ 〃 クビ ２９８．５�

（大井）

１１ コスモクーペ 牡２鹿 ５５ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 阿部 新生 新冠 ビッグレッドファーム ５１０＋ ６１：４０．８クビ ４４．３�
３５ シャイニーアース 牡２黒鹿５５ 吉田 豊小林 昌志氏 菊川 正達 日高 原田牧場 ５２２＋ ６１：４０．９� ３５５．３
７１４ オンワードモンテ 牡２鹿 ５５ 小林 淳一�オンワード牧場 柴田 政人 浦河 オンワード牧場 ４５４－ ８１：４１．２１� ３３７．９�
７１３ トキワヅクシ 牝２鹿 ５４ 二本柳 壮福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 福岡 清 ４５６－ ４１：４１．９４ ７２５．２�
４７ ダイキチパワー 牡２栗 ５５ 熊沢 重文西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 乾 皆雄 ４５８＋ ２ 〃 ハナ １８７．３�
８１５ ライフハッカー 牡２栗 ５５ 武士沢友治橋本 忠雄氏 高橋 祥泰 日高 門別牧場 ４８８－ ４１：４２．２２ ３２２．８�
３６ バ リ バ リ 牡２鹿 ５５ 坂井 英光中村 祐子氏 菊川 正達 平取 二風谷ファーム ４２２－ ８１：４２．４１� ２２７．９�

（大井）

２３ ヒカリレーザー 牡２青鹿５５ 大庭 和弥�ヒカリクラブ 南田美知雄 日高 中川牧場 ３９４－ ２１：４２．６１� ３６１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，１５２，２００円 複勝： ６５，８０７，９００円 枠連： １３，２７０，１００円

馬連： ４６，４２６，６００円 馬単： ３８，９４６，０００円 ワイド： １８，６７１，７００円

３連複： ５３，９３２，５００円 ３連単： １１４，８６３，５００円 計： ３７２，０７０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０９０円 複 勝 � ７６０円 � ８６０円 � ３００円 枠 連（４－６） ４，３６０円

馬 連 �� ６，３６０円 馬 単 �� １７，７５０円

ワ イ ド �� １，５７０円 �� ６７０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� ８，２６０円 ３ 連 単 ��� ７９，６００円

票 数

単勝票数 計 ２０１５２２ 的中 � ７６００（４番人気）
複勝票数 計 ６５８０７９ 的中 � ２１６８６（４番人気）� １８８０７（５番人気）� ６５１７６（２番人気）
枠連票数 計 １３２７０１ 的中 （４－６） ２２４９（１１番人気）
馬連票数 計 ４６４２６６ 的中 �� ５３９０（１３番人気）
馬単票数 計 ３８９４６０ 的中 �� １６２０（３１番人気）
ワイド票数 計 １８６７１７ 的中 �� ２８１５（１５番人気）�� ７１０７（７番人気）�� ５７４４（１０番人気）
３連複票数 計 ５３９３２５ 的中 ��� ４８１９（２３番人気）
３連単票数 計１１４８６３５ 的中 ��� １０６５（１６５番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルファウイング �
�
父 マイネルセレクト �

�
母父 タイキブリザード デビュー ２０１１．９．１１ 中山６着

２００９．３．１６生 牡２栗 母 ピースオブスマイル 母母 ピアマキシム ４戦１勝 賞金 ７，０５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 スーパーボルト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

３２０６２１１月２０日 曇 重 （２３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

１：３４．１
１：３３．１

良

良

８１６ マイネルアトラクト 牡２鹿 ５５ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 斎藤 誠 新冠 ビッグレッドファーム ５０８－ ４１：３６．４ ４．０�

６１１ コスモトゥルーラヴ 牡２鹿 ５５ F．ベリー �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 日高 戸川牧場 ４９２－ ４１：３６．６１ ７．０�
（愛）

１２ レッドブルピサ 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝市川 義美氏 国枝 栄 新ひだか フジワラフアーム ５０８＋ ６１：３６．９２ ２．５�
８１８ コスモアウリンコ 牡２鹿 ５５ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４５４± ０１：３７．０� ２３９．２�
５１０ シンデンアラタ 牡２黒鹿５５ 小林 淳一神田 通博氏 佐藤 全弘 新ひだか 落合 一巳 ４８６＋ ６１：３７．２１� ２９６．２�
５９ グランシャルム 牝２栗 ５４ 蛯名 正義 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４５０－ ６ 〃 アタマ ５．４	
１１ ロードラディアント 牡２鹿 ５５ 田中 勝春 �ロードホースクラブ 牧 光二 日高 中川 浩典 ４６６± ０１：３７．３� ２７．９

３６ ボールドドリーム 牡２黒鹿５５ 江田 照男増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 ４８４－ ４１：３７．５１ １９２．１�
４８ ヴェルティゴ 牡２青鹿５５ 横山 義行島田 久氏 尾関 知人 新冠 つつみ牧場 ５００＋ ６１：３８．０３ ２９．０�
２３ コスモアメイジング 牝２黒鹿５４ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム ４１０＋ ２ 〃 ハナ ２７１．４
４７ ソーワンダーフル 牝２栗 ５４ 坂井 英光平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４２４＋ ２１：３８．２１� ５０１．０�

（大井）

６１２ ハルピュイア 牝２芦 ５４ 伊藤 工真�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４４０－ ６１：３８．３� ３５４．０�
２４ チャペルプリンセス 牝２栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次有限会社シルク斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４０－ ６ 〃 クビ １０．６�

３５ ミヤビリファイン 牡２青鹿５５ 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 新ひだか 高橋 修 ４７４＋ ４１：３８．７２� ５０．５�
７１５ プロヴォカーレ 牝２栗 ５４ 御神本訓史伊達 敏明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 ４３０－ ８１：３８．８クビ １７．２�
（大井）

７１３ ヒヨドリゴエ 牝２黒鹿５４ 二本柳 壮村上 卓史氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４３０－ ２１：３９．９７ ５６３．３�
８１７ オープンユアハート 牝２鹿 ５４ 伊藤 直人�ミルファーム 畠山 重則 日高 宝寄山 忠則 ４３０± ０ 〃 クビ ７４１．２�
７１４ スペランツァーレ 牝２栗 ５４ 武士沢友治魚住 啓市氏 田島 俊明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３０± ０１：４０．３２� ７３．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，０８２，６００円 複勝： ２５，４９８，８００円 枠連： １１，６１９，４００円

馬連： ４２，３４９，３００円 馬単： ２８，５９８，１００円 ワイド： １７，３９９，１００円

３連複： ４９，８１８，７００円 ３連単： ８０，９４８，８００円 計： ２７２，３１４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � １３０円 枠 連（６－８） １，２７０円

馬 連 �� １，３００円 馬 単 �� ２，３８０円

ワ イ ド �� ４１０円 �� ２３０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� １，０７０円 ３ 連 単 ��� ７，０５０円

票 数

単勝票数 計 １６０８２６ 的中 � ３１８５８（２番人気）
複勝票数 計 ２５４９８８ 的中 � ５０６３６（２番人気）� ３７４５１（４番人気）� ５７４４４（１番人気）
枠連票数 計 １１６１９４ 的中 （６－８） ６８００（６番人気）
馬連票数 計 ４２３４９３ 的中 �� ２４２２６（５番人気）
馬単票数 計 ２８５９８１ 的中 �� ８８８３（１０番人気）
ワイド票数 計 １７３９９１ 的中 �� ９６２９（５番人気）�� ２０６７４（１番人気）�� １３１５０（３番人気）
３連複票数 計 ４９８１８７ 的中 ��� ３４４７２（３番人気）
３連単票数 計 ８０９４８８ 的中 ��� ８４７４（１５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．３―１２．１―１２．４―１１．８―１２．２―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．５―３４．８―４６．９―５９．３―１：１１．１―１：２３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．５―３F３７．１
３ １－９（１１，１４）（２，１６）（３，５，１２）（４，７，１５）（８，１０）６（１３，１８）＝１７ ４ １，９，１１（２，１６）（５，１４）（３，１２，１５）（４，７，８，１０）６（１３，１８）＝１７

勝馬の
紹 介

マイネルアトラクト �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 トウカイテイオー デビュー ２０１１．６．１９ 中山７着

２００９．２．２７生 牡２鹿 母 マイネディーバ 母母 アルカザーマ ５戦１勝 賞金 ８，３５０，０００円
※ロードラディアント号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

第５回　東京競馬　第６日



３２０６３１１月２０日 晴 重 （２３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）

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

２２ サンキューアスク 牝２黒鹿５４ 武士沢友治廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４８０＋ ２１：４９．５ ９．１�

７１２ ヘレナモルフォ 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝岡田 牧雄氏 栗田 博憲 日高 賀張三浦牧場 ４５０＋ ２１：４９．７１� １６．５�
６９ ユ キ ム ス メ 牝２黒鹿５４ 田中 勝春スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 ４２２－ ４ 〃 アタマ １５７．８�
６１０ トーセンオーラ 牝２鹿 ５４ 石橋 脩島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド ４３４－ ６１：４９．８� ３．２�
３４ エ ポ キ シ 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４４２± ０ 〃 クビ ５．９�
７１１ コスモミレネール 牝２鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム ４２８± ０ 〃 アタマ ８．７	
５８ レッドルイーザ 牝２栗 ５４ 田面木博公 
東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 戸川牧場 ４６２－ ６１：５０．０１� ４．５�
５７ コ ー ル ミ ー 牝２鹿 ５４ 御神本訓史千葉 正人氏 鈴木 伸尋 新冠 松浦牧場 ４５０－ ８１：５０．５３ ３７．２�

（大井）

４６ ラクリモーサ 牝２青鹿５４ 中谷 雄太 
グリーンファーム 田島 俊明 千歳 社台ファーム ４２４－１２１：５０．６クビ １４．７
３３ アスペンゴールド 牝２栗 ５４ 吉田 豊
G１レーシング 久保田貴士 新ひだか 追分ファーム ４２６－ ６ 〃 ハナ ２３．７�
８１３ コスモバルバラ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム ４２２－ ４１：５０．７� １４．１�
１１ アラカメジョウ 牝２鹿 ５４ 坂井 英光�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４４０＋ ２１：５１．９７ ６４．４�

（大井）

８１４ フロムクローバーズ 牝２栗 ５４ 酒井 学 �サンデーレーシング 上原 博之 安平 追分ファーム ４８０＋２２１：５２．０� ３９．８�
４５ ベルベットメドウ 牝２青鹿５４ 鈴来 直人藤井 謙氏 松山 将樹 浦河 日東牧場 ４４８－ ８ （競走中止） １２９．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，９６２，０００円 複勝： ３７，３４２，５００円 枠連： １５，０１９，９００円

馬連： ５７，６２９，３００円 馬単： ３６，３４６，６００円 ワイド： ２３，９９５，７００円

３連複： ６８，５６６，０００円 ３連単： １０３，７５０，０００円 計： ３６３，６１２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９１０円 複 勝 � ２７０円 � ４６０円 � ３，７２０円 枠 連（２－７） １，８００円

馬 連 �� ４，９１０円 馬 単 �� ９，１３０円

ワ イ ド �� １，３６０円 �� １４，８５０円 �� １８，１８０円

３ 連 複 ��� １６８，６８０円 ３ 連 単 ��� ９２２，５１０円

票 数

単勝票数 計 ２０９６２０ 的中 � １８１９４（５番人気）
複勝票数 計 ３７３４２５ 的中 � ４３５６６（４番人気）� ２１６５４（７番人気）� ２２４０（１４番人気）
枠連票数 計 １５０１９９ 的中 （２－７） ６１８５（１０番人気）
馬連票数 計 ５７６２９３ 的中 �� ８６７６（２２番人気）
馬単票数 計 ３６３４６６ 的中 �� ２９３９（４５番人気）
ワイド票数 計 ２３９９５７ 的中 �� ４５０８（１７番人気）�� ３９１（７７番人気）�� ３１９（８１番人気）
３連複票数 計 ６８５６６０ 的中 ��� ３００（２３４番人気）
３連単票数 計１０３７５００ 的中 ��� ８３（１２９１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．９―３５．５―４７．７―５９．８―１：１２．２―１：２４．３―１：３６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．７―３F３７．３

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

勝馬の
紹 介

サンキューアスク �
�
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 ２０１１．８．２０ 新潟８着

２００９．５．３０生 牝２黒鹿 母 フューチャサンデー 母母 アスクローザ ５戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔騎手変更〕 レッドルイーザ号の騎手松岡正海は，第５日第７競走での落馬負傷のため田面木博公に変更。
〔競走中止〕 ベルベットメドウ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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。

３２０６４１１月２０日 晴
（ 芝 ）重
（ダート）不良（２３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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

３４ オンワードシェルタ 牡５鹿 ６０ 穂苅 寿彦�オンワード牧場 杉浦 宏昭 浦河 オンワード牧場 ５１２＋ ２３：２８．２ ５．８�

２２ エイユーブラッサム 牡４鹿 ６０ 今村 康成笹部 和子氏 池添 兼雄 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ４５２－ ６３：２８．５２ ４．１�

７１１ パワーショウ 牡４鹿 ６０ 山本 康志大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社
吉田ファーム ４７６－ ２３：２９．９９ ４．８�

４６ ブライティアアース 牝３栗 ５６ 蓑島 靖典小林 昌志氏 成島 英春 平取 雅 牧場 ５００＋ ２３：３０．３２� ９１．０�
５８ ダイバーシティ �６鹿 ６０ 横山 義行 �サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４５８－ ６３：３０．９３� ５．５�
７１２� メイショウオルフェ 牡４黒鹿６０ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 ４９４＋ ２３：３１．０クビ ４６．５	
６１０� ブルーデザフィーオ 牡５青 ６０ 大庭 和弥 �ブルーマネジメント石栗 龍彦 新冠 川上牧場 ４９４－ ２３：３１．２１� ３．５

５７ 	� ユ キ オ ー �５栗 ６０ 五十嵐雄祐中村 浩章氏 藤原 辰雄 米 Alfonso

J.Mazzetti ４９６－ ２３：３１．３
 ３１．０�
４５ ドリームマイスター 牡６鹿 ６０ 柴田 大知セゾンレースホース� 畠山 吉宏 静内 藤川フアーム ５１４＋ ４３：３１．４� １６．８�
１１ � ハンドクラッピング 牡５栗 ６０ 鈴木 慶太加藤 徹氏 柴田 政人 新ひだか 山田牧場 ４７４＋ ８３：３３．３大差 １６３．５
６９ メジロテンニョ 牝３鹿 ５６ 江田 勇亮岩� 伸道氏 菅原 泰夫 洞爺湖 メジロ牧場 ４９４＋ ４３：３４．３６ ９２．６�
３３ スマイルフォンテン 牝３栗 ５６ 大江原 圭吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド ４６０－ ６３：３５．７９ １４３．０�
８１３ カ リ ン ト 牡３青鹿５８ 水出 大介西森 鶴氏 中川 公成 新冠 パカパカ

ファーム ４４６＋ ８３：３８．５大差 ３７８．２�
８１４ シルクスペンサー 牡３鹿 ５８ 高野 和馬有限会社シルク佐藤 全弘 安平 ノーザンファーム ５２４＋２４３：３９．２４ １８７．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，７７２，０００円 複勝： １９，３１１，４００円 枠連： １１，８０９，９００円

馬連： ３７，９２５，８００円 馬単： ２７，８２４，７００円 ワイド： １４，５６９，０００円

３連複： ４７，５１０，４００円 ３連単： ８４，０６８，５００円 計： ２５６，７９１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � １６０円 � １４０円 � １５０円 枠 連（２－３） １，０６０円

馬 連 �� １，０１０円 馬 単 �� ２，０８０円

ワ イ ド �� ３８０円 �� ５４０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� １，９７０円 ３ 連 単 ��� １２，０１０円

票 数

単勝票数 計 １３７７２０ 的中 � １８９７０（５番人気）
複勝票数 計 １９３１１４ 的中 � ３１７９６（４番人気）� ３８０７２（１番人気）� ３４２１５（３番人気）
枠連票数 計 １１８０９９ 的中 （２－３） ８２７８（５番人気）
馬連票数 計 ３７９２５８ 的中 �� ２７８８７（４番人気）
馬単票数 計 ２７８２４７ 的中 �� ９８９１（８番人気）
ワイド票数 計 １４５６９０ 的中 �� １０００３（４番人気）�� ６５１６（８番人気）�� ７３４０（５番人気）
３連複票数 計 ４７５１０４ 的中 ��� １７８６７（６番人気）
３連単票数 計 ８４０６８５ 的中 ��� ５１６７（４１番人気）

上り １マイル １：４８．９ ４F ５２．６－３F ３９．０
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オンワードシェルタ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２００９．５．２４ 東京７着

２００６．５．１生 牡５鹿 母 オンワードノーブル 母母 オンワードナンシー 障害：１８戦１勝 賞金 ２７，８２０，０００円
〔その他〕 オンワードシェルタ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 オンワードシェルタ号は，平成２３年１２月２０日まで出走できない。
※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） １頭 ミッキーミステリー号
（非抽選馬） １頭 ホーカーシーホーク号



３２０６５１１月２０日 晴 稍重 （２３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

１：２１．４
１：２０．３

良

良

８１８ ラミアプリマベーラ 牝２栗 ５４ 小林 淳一岡田 壮史氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４５４ ―１：２４．８ ９０．３�

６１１ バサラヴォーグ 牡２芦 ５５ 後藤 浩輝湊 義明氏 大竹 正博 浦河 村下牧場 ４５２ ― 〃 クビ ５．０�
６１２ チェリーヒロイン 牝２栗 ５４ 坂井 英光伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム ４１０ ― 〃 ハナ ２９．４�

（大井）

１１ ブライトボーイ 牡２鹿 ５５ 伊藤 工真古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 ４７４ ―１：２５．０１� ８２．４�
７１５ リバーデュランダル 牡２栗 ５５ 江田 照男河越 武治氏 星野 忍 浦河 山春牧場 ３９４ ―１：２５．１� ６９．２�
４７ マイネルスパーブ 牡２鹿 ５５ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム ４６０ ―１：２５．２� ３３．０�
２３ ワイルドアプローズ 牡２青鹿５５ 御神本訓史 	キャロットファーム 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４８８ ―１：２５．６２� ４．２


（大井）

８１７ ジパングティアラ 牝２鹿 ５４ 吉田 豊大野 龍氏 田中 剛 日高 ヤナガワ牧場 ４６４ ― 〃 クビ １８．８�
７１４ トウカイマジカル 牡２鹿 ５５ 熊沢 重文内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ４６４ ―１：２５．７� ２４２．０�
８１６ イ イ ジ ャ ン 牝２芦 ５４ 中谷 雄太小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 ４５８ ―１：２５．８クビ ５１．２
５１０ ルタンデスリーズ 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高木 登 新ひだか 嶋田牧場 ４７０ ―１：２５．９� ２．４�
７１３ パシフィックブルー 牝２黒鹿５４ 大庭 和弥山上 和良氏 和田 正道 平取 コアレススタッド ４１８ ―１：２６．０クビ １１３．１�
４８ アミフジガガ 牝２黒鹿５４ 酒井 学内藤 好江氏 菅原 泰夫 茨城 内藤牧場 ４５４ ― 〃 クビ １２．２�
１２ チ イ サ コ ベ 牡２黒鹿５５ 武士沢友治矢野 和雅氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４０２ ―１：２６．１� ５７．７�
２４ シンボリプロント 牡２黒鹿５５ 石橋 脩シンボリ牧場 牧 光二 新ひだか シンボリ牧場 ４３８ ―１：２６．２� ４２．８�
３５ スパンティーク 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次楠本 勝美氏 大和田 成 新冠 富本 茂喜 ４５０ ―１：２６．４１� ８６．８�
３６ ア デ ヤ カ 牝２青鹿５４ 田中 勝春小野 博郷氏 土田 稔 新冠 赤石 久夫 ４５４ ―１：２６．８２� ３９．９�
５９ キンショーダイシ 牡２栗 ５５ F．ベリー 礒野日出夫氏 田島 俊明 日高 中川 欽一 ４５０ ―１：２７．１１� １８．７�

（愛）

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，１０５，６００円 複勝： ２６，０５７，８００円 枠連： １９，０７３，９００円

馬連： ４７，６９３，８００円 馬単： ３２，６９９，８００円 ワイド： ２０，１７２，９００円

３連複： ５７，１５５，５００円 ３連単： ８９，５７０，９００円 計： ３０９，５３０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９，０３０円 複 勝 � ２，０６０円 � ２２０円 � ７４０円 枠 連（６－８） １，９７０円

馬 連 �� ２４，１５０円 馬 単 �� ５９，１５０円

ワ イ ド �� ５，９６０円 �� ２６，８６０円 �� １，９４０円

３ 連 複 ��� １９３，４９０円 ３ 連 単 ��� １，６１２，２８０円

票 数

単勝票数 計 １７１０５６ 的中 � １４９３（１６番人気）
複勝票数 計 ２６０５７８ 的中 � ２８２７（１６番人気）� ３８７８８（３番人気）� ８５０１（７番人気）
枠連票数 計 １９０７３９ 的中 （６－８） ７１４９（７番人気）
馬連票数 計 ４７６９３８ 的中 �� １４５８（５５番人気）
馬単票数 計 ３２６９９８ 的中 �� ４０８（１１４番人気）
ワイド票数 計 ２０１７２９ 的中 �� ８２９（５７番人気）�� １８２（１２４番人気）�� ２６１４（１７番人気）
３連複票数 計 ５７１５５５ 的中 ��� ２１８（３３３番人気）
３連単票数 計 ８９５７０９ 的中 ��� ４１（２１８５番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．５―１２．２―１２．７―１１．４―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．３―３６．５―４９．２―１：００．６―１：１２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．３―３F３５．６
３ １０，１１，６，１５（１，２，１８）（７，８）（３，１２，１６）１３，１４，５－１７－（４，９） ４ １０（６，１１）１５（１，２，１８）８（３，７，１６，１４）１２（５，１３，１７）－（４，９）

勝馬の
紹 介

ラミアプリマベーラ �
�
父 トーセンダンス �

�
母父 フレンチグローリー 初出走

２００９．５．７生 牝２栗 母 ディコーラム 母母 ドレツシング １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 チイサコベ号の騎手松岡正海は，第５日第７競走での落馬負傷のため武士沢友治に変更。
〔発走状況〕 キンショーダイシ号は，発走地点で馬装整備。発走時刻４分遅延。

スパンティーク号は，枠入り不良。
※ジパングティアラ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

３２０６６１１月２０日 晴 不良 （２３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

５７ フレイムオブピース 牡２黒鹿５５ 蛯名 正義 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４５２ ―１：２５．６ ４．０�

６９ ワイルドアイザック 牡２栗 ５５ 江田 照男保坂 義貞氏 菅原 泰夫 日高 下河辺牧場 ４６６ ―１：２６．４５ ２．６�
７１２ ペガサスバイオ 牡２栗 ５５ 吉田 豊バイオ� 松山 将樹 千歳 社台ファーム ４６２ ―１：２７．１４ １１．０�
５８ � ホライゾンブルー 牡２鹿 ５５ 田中 勝春前田 幸治氏 田中 剛 米 William

Peeples ４６４ ―１：２７．２� ４．６�
７１１ セ ン キ 牡２鹿 ５５ 石橋 脩河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 ４６４ ―１：２７．４１� ４２．８�
３４ ドリームスパークル 牡２栗 ５５ 御神本訓史セゾンレースホース� 畠山 吉宏 新ひだか 佐竹 学 ４８６ ―１：２８．０３� ４０．３	

（大井）

２２ コウズシャイン 牡２鹿 ５５ 二本柳 壮山本 功士氏 二本柳俊一 浦河 高松牧場 ４９４ ―１：２８．８５ １８３．２

８１３ ヒシダンカン 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝阿部雅一郎氏 小笠 倫弘 新冠 カミイスタット ４４８ ―１：２９．０	 ８９．０�
６１０ セレブレートサマー 牝２栗 ５４ 坂井 英光柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４６８ ―１：２９．３１	 １２６．７�

（大井）

１１ コンドッティエーレ 牡２栗 ５５ F．ベリー 村野 康司氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド ４７２ ―１：３０．７９ １５．５
（愛）

４５ シ ブ リ ン 牝２芦 ５４
５１ ▲嶋田 純次コウトミックレーシング 清水 英克 青森 谷川 博勝 ４５６ ―１：３０．８� ９０．４�

３３ トウショウラダー 牡２鹿 ５５ 武士沢友治トウショウ産業� 奥平 雅士 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４３６ ― 〃 ハナ １５．４�
４６ カフェルネッサンス 牡２黒鹿５５ 横山 義行西川 光一氏 松山 康久 千歳 社台ファーム ５２０ ―１：３１．０１� １２．３�
８１４ アルサメーネ 牡２鹿 ５５ 大庭 和弥門野 重雄氏 南田美知雄 新ひだか 原口牧場 ４７６ ― 〃 アタマ ７１．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，１０８，９００円 複勝： ２８，７６５，０００円 枠連： １６，９２４，９００円

馬連： ４５，１１４，４００円 馬単： ３２，７５４，６００円 ワイド： １８，１１５，３００円

３連複： ５０，５７１，１００円 ３連単： ８６，５０４，７００円 計： ２９７，８５８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １５０円 � １２０円 � ２２０円 枠 連（５－６） ２６０円

馬 連 �� ５７０円 馬 単 �� １，３６０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ６１０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� ２，０３０円 ３ 連 単 ��� ８，８５０円

票 数

単勝票数 計 １９１０８９ 的中 � ３８２４２（２番人気）
複勝票数 計 ２８７６５０ 的中 � ５０５７９（２番人気）� ８５４４０（１番人気）� ２５２２７（４番人気）
枠連票数 計 １６９２４９ 的中 （５－６） ４８９５５（１番人気）
馬連票数 計 ４５１１４４ 的中 �� ５８８３２（２番人気）
馬単票数 計 ３２７５４６ 的中 �� １７８３５（４番人気）
ワイド票数 計 １８１１５３ 的中 �� １８３４４（２番人気）�� ６７９３（６番人気）�� ８９５６（４番人気）
３連複票数 計 ５０５７１１ 的中 ��� １８４２２（３番人気）
３連単票数 計 ８６５０４７ 的中 ��� ７２１７（１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．０―３６．１―４８．４―１：００．６―１：１２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フレイムオブピース �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００９．５．２６生 牡２黒鹿 母 ブローザキャンドル 母母 メイクアウイッシュ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 カフェルネッサンス号の騎手松岡正海は，第５日第７競走での落馬負傷のため横山義行に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３２０６７１１月２０日 晴 稍重 （２３東京５）第６日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１３時１０分 （芝・左）

５００万円以下；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

１：２１．４
１：２０．３

良

良

８１３ オメガハートランド 牝２鹿 ５４ 石橋 脩原 �子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４１４± ０１：２３．０ １．６�

１１ ドリームトレイン 牡２黒鹿５５ 吉田 豊前田 幸治氏 谷 潔 新冠 村上牧場 ４７６－ ４ 〃 クビ ７．１�
２２ アースソニック 牡２鹿 ５５ 酒井 学前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 ４７６± ０１：２３．１� ８．３�
７１２ エクスクライム 牡２栗 ５５ F．ベリー 前原 敏行氏 牧 光二 日高 長谷川牧場 ４３６－ ２１：２３．３１� ８．９�

（愛）

７１１ サトノプレジデント 牡２黒鹿５５ 蛯名 正義里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４８０± ０１：２３．４クビ ８．２�
５８ コスモパルダ 牡２青鹿５５ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム ４７４＋ ６１：２３．７１� １０１．９�
５７ トーセンピアス 牝２黒鹿５４ 武士沢友治島川 	哉氏 松永 康利 千歳 社台ファーム ４１２± ０１：２３．９１	 ５６．２

４６ シンワクイーン 牝２鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次若尾 昭一氏 田村 康仁 新ひだか 本桐牧場 ４５８＋ ４１：２４．０� １８．３�
６９ コスモユキシマキ 牝２芦 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 柴崎 勇 新ひだか 秋田育成牧場 ４５０＋ ２１：２４．８５ ９７．１�
８１４
 ウィナーズマックス 牡２黒鹿５５ 伊藤 工真山口 克己氏 大江原 哲 平取 山口 明彦 ４６６＋ ８１：２５．０１� ８４．２
３３ 
 ユーセイツーア 牡２栗 ５５ 二本柳 壮小川 敏夫氏 小桧山 悟 新ひだか 石川 栄一 ４７８＋１２１：２５．６３� ５８８．７�
４５ 
 カインドギフト 牝２栗 ５４ 田中 勝春吉田 和美氏 栗田 徹 洞爺湖 メジロ牧場 ４８０－ ４ 〃 クビ １５７．９�
６１０� ディスコナイト 牝２栗 ５４ 御神本訓史吉田 照哉氏 出川 克己 千歳 社台ファーム ４４２－ ４１：２６．４５ ８６．５�

（船橋） （大井）

３４ � アメノミナカヌシ 牡２黒鹿５５ 坂井 英光大倉 佑介氏 田島 寿一 日高 エンドレス
ファーム ５０６＋ １１：２７．１４ ２８４．７�

（川崎） （大井）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２９，５０９，４００円 複勝： ６３，７６８，５００円 枠連： １８，５９６，８００円

馬連： ６１，９７５，６００円 馬単： ５４，２９６，９００円 ワイド： ２６，５１９，５００円

３連複： ７２，２２９，５００円 ３連単： １６３，３１０，６００円 計： ４９０，２０６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � １９０円 枠 連（１－８） ４９０円

馬 連 �� ５００円 馬 単 �� ７００円

ワ イ ド �� ２６０円 �� ２８０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ９９０円 ３ 連 単 ��� ２，５９０円

票 数

単勝票数 計 ２９５０９４ 的中 � １４９２３４（１番人気）
複勝票数 計 ６３７６８５ 的中 � ３６２７５２（１番人気）� ５７１６６（３番人気）� ４７６８９（５番人気）
枠連票数 計 １８５９６８ 的中 （１－８） ２８３２０（２番人気）
馬連票数 計 ６１９７５６ 的中 �� ９１６５９（１番人気）
馬単票数 計 ５４２９６９ 的中 �� ５８００１（１番人気）
ワイド票数 計 ２６５１９５ 的中 �� ２８０８３（２番人気）�� ２４４６４（４番人気）�� １１４４１（５番人気）
３連複票数 計 ７２２２９５ 的中 ��� ５４３３０（２番人気）
３連単票数 計１６３３１０６ 的中 ��� ４６６２１（１番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．６―１１．７―１１．７―１１．８―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．５―３５．１―４６．８―５８．５―１：１０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３６．２
３ １（２，９，１４）６（８，１１）（１０，１３）１２－（４，７）－３－５ ４ １（２，９，１４）（６，１１）（８，１２，１３）１０，７－３，４＝５

勝馬の
紹 介

オメガハートランド �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１１．９．４ 新潟１着

２００９．４．１２生 牝２鹿 母 オメガアイランド 母母 アイリッシュダンス ３戦２勝 賞金 １６，５３８，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アメノミナカヌシ号は，平成２３年１２月２０日まで平地競走に出走できない。
※ユーセイツーア号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

３２０６８１１月２０日 晴 不良 （２３東京５）第６日 第８競走 ��
��１，３００�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 ７，４００，０００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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

７１３ プロスペラスマム 牝４鹿 ５５ 坂井 英光本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ５１８＋ ６１：１８．２ １３．４�
（大井）

２４ � セイウンアスラン 牡５栗 ５７ 石橋 脩西山 茂行氏 手塚 貴久 米
Diane Shashura, G.
David Shashura & and
Bridle Breezes, LLC.

５０８＋ ８１：１８．４１� １８．３�
２３ リンガスクリフ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ４９６± ０１：１８．６１	 １．８�
１２ ジ ャ イ ア ン 牡３鹿 ５６ 御神本訓史�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４８２± ０１：１８．７
 ２６．５�

（大井）

３６ シャラントレディ 牝４黒鹿５５ 田中 勝春 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 ノーザンファーム ４４４± ０１：１８．８クビ ９．３�
８１６ アドバンスペリー 牡４鹿 ５７ 酒井 学 �千葉パブリックゴ

ルフコース 池上 昌弘 新冠 川上牧場 B４８０－ ２ 〃 ハナ １９７．３	
１１ � センノデバギヤ 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥浅野 正敏氏 清水 英克 むかわ ヤマイチ牧場 ４９８－ ４１：１８．９クビ １６９．２

３５ ドンビザッツウェイ 牡４鹿 ５７ F．ベリー 田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 B５１０＋ ６１：１９．０
 ４．５�

（愛）

５９ ナムラエメラルド 牝３鹿 ５４ 伊藤 工真奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 ４４８－ ８１：１９．１� １６．３�
８１５ テイエムシャトウ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一竹園 正繼氏 柴田 政人 浦河 梅田牧場 ４７６± ０１：１９．９５ ３５６．９

４８ マルタシュンプウ 牡４栗 ５７ 江田 照男�佐藤牧場 鈴木 勝美 新ひだか グランド牧場 B５３２＋ ４１：２０．０� ２７６．１�
（法６３４）

６１２ サーストンサブリナ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義齊藤 宣勝氏 的場 均 浦河 中村 雅明 ４７２＋１８１：２０．１クビ ４２．６�
４７ ドリームクレド 牡３栗 ５６ 熊沢 重文セゾンレースホース� 阿部 新生 浦河 帰山 清貴 ４７８－ ２１：２０．３１� ９２．２�
７１４ ミラクルフルーツ 牝５鹿 ５５ 中谷 雄太吉田 照哉氏 高橋 裕 千歳 社台ファーム B５０４－ ２１：２０．６２ ４４８．８�
５１０ ケイアイアシュラ 牡４栗 ５７

５４ ▲嶋田 純次 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか 松田 三千雄 ４９８＋ ２１：２１．０２� １８．５�
６１１ レッドジール 牡５栗 ５７ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ５０４＋１４１：２１．２１� ４０．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，７６５，０００円 複勝： ４５，９０９，４００円 枠連： ２３，８６１，１００円

馬連： ８０，６９８，０００円 馬単： ５９，７９９，２００円 ワイド： ３２，０３５，３００円

３連複： ９１，５０１，８００円 ３連単： １８４，９８９，４００円 計： ５４５，５５９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３４０円 複 勝 � ２７０円 � ４４０円 � １１０円 枠 連（２－７） ８００円

馬 連 �� １２，０３０円 馬 単 �� ２３，１３０円

ワ イ ド �� ２，９２０円 �� ４００円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� ４，９１０円 ３ 連 単 ��� ７０，４５０円

票 数

単勝票数 計 ２６７６５０ 的中 � １５８１８（４番人気）
複勝票数 計 ４５９０９４ 的中 � ３３２７１（４番人気）� １７６２９（７番人気）� １８２４９７（１番人気）
枠連票数 計 ２３８６１１ 的中 （２－７） ２２０７５（３番人気）
馬連票数 計 ８０６９８０ 的中 �� ４９５４（２８番人気）
馬単票数 計 ５９７９９２ 的中 �� １９０８（４８番人気）
ワイド票数 計 ３２０３５３ 的中 �� ２４７６（２８番人気）�� ２２１７１（３番人気）�� ９８４７（９番人気）
３連複票数 計 ９１５０１８ 的中 ��� １３７５８（１６番人気）
３連単票数 計１８４９８９４ 的中 ��� １９３８（１８１番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．９―１１．３―１１．８―１１．８―１２．４―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１７．９―２９．２―４１．０―５２．８―１：０５．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プロスペラスマム �
�
父 マイネルセレクト �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００９．８．９ 新潟４着

２００７．３．２５生 牝４鹿 母 グラッドハンド 母母 グリーシャンコレー ２２戦２勝 賞金 ３１，１００，０００円
［他本会外：１戦１勝］

〔騎手変更〕 シャラントレディ号の騎手松岡正海は，第５日第７競走での落馬負傷のため田中勝春に変更。
〔発走状況〕 ナムラエメラルド号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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 ダノンゲットウィン号・トレノローザ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３２０６９１１月２０日 晴 稍重 （２３東京５）第６日 第９競走 ��
��１，８００�t v k 賞

発走１４時１５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
tvk賞（１着）

賞 品
本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ２６６，０００円 ７６，０００円 ３８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

４４ ハッピーパレード 牝５黒鹿５５ F．ベリー 馬場 幸夫氏 牧 光二 早来 ノーザンファーム ４６０＋１０１：４９．５ １５．０�
（愛）

２２ カルドブレッサ 牡３栗 ５５ 御神本訓史 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４７８± ０ 〃 アタマ ４．６�
（大井）

７７ ターゲットマシン 牡３青鹿５５ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４８８－ ２１：４９．７１� ５．１�
５５ カレンミロティック 牡３栗 ５５ 石橋 脩鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４６４± ０１：４９．８� ９．４�
６６ ミヤビファルネーゼ 牡３黒鹿５５ 吉田 豊村上 義勝氏 戸田 博文 浦河 大成牧場 ４６８－ ４１：４９．９� ３．７�
８１０ ヤマカツゴールド 牡５栗 ５７ 酒井 学山田 博康氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 ４５４＋ ２１：５０．１１� １３．６�
３３ マ イ ウ エ イ 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義近藤 英子氏 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム B４６２＋ ８ 〃 ハナ ３２．３	
１１ イ チ ブ ン 牡４青鹿５７ 江田 照男山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 水上 習孝 ４９６－ ６１：５０．２	 ７．６

７８ ヒラボクインパクト 牡３鹿 ５５ 後藤 浩輝�平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４７０＋ ８ 〃 クビ ６．５�
８９ 
 スプリングバレル 牡６黒鹿５７ 坂井 英光加藤 春夫氏 村山 明 様似 出口 繁夫 ４８８＋２２１：５１．８１０ ８３．５

（大井）

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３１，２６２，０００円 複勝： ５３，９４６，５００円 枠連： ２１，９４０，４００円

馬連： １０６，２３６，２００円 馬単： ６８，６０１，１００円 ワイド： ３６，１３６，４００円

３連複： １１３，４５５，０００円 ３連単： ２３３，６３１，４００円 計： ６６５，２０９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５００円 複 勝 � ３１０円 � １８０円 � ２２０円 枠 連（２－４） ２，７９０円

馬 連 �� ２，７１０円 馬 単 �� ５，９４０円

ワ イ ド �� ８６０円 �� １，３４０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� ５，６４０円 ３ 連 単 ��� ４５，８００円

票 数

単勝票数 計 ３１２６２０ 的中 � １６４９２（８番人気）
複勝票数 計 ５３９４６５ 的中 � ３９８６５（７番人気）� ９３８９４（２番人気）� ６４７４３（３番人気）
枠連票数 計 ２１９４０４ 的中 （２－４） ５８０４（１５番人気）
馬連票数 計１０６２３６２ 的中 �� ２９００５（１６番人気）
馬単票数 計 ６８６０１１ 的中 �� ８５３６（３６番人気）
ワイド票数 計 ３６１３６４ 的中 �� １０３５８（１５番人気）�� ６４５６（２３番人気）�� １３８５５（８番人気）
３連複票数 計１１３４５５０ 的中 ��� １４８４８（２８番人気）
３連単票数 計２３３６３１４ 的中 ��� ３７６５（２１３番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．２―１２．６―１２．８―１２．８―１２．０―１１．１―１１．０―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２５．１―３７．７―５０．５―１：０３．３―１：１５．３―１：２６．４―１：３７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．２―３F３４．２

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハッピーパレード �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Slew o’Gold デビュー ２００８．７．５ 阪神５着

２００６．２．２３生 牝５黒鹿 母 メインスルー 母母 Main Prospect ４０戦４勝 賞金 ８９，４７１，０００円
〔騎手変更〕 カルドブレッサ号の騎手松岡正海は，第５日第７競走での落馬負傷のため御神本訓史に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

３２０７０１１月２０日 晴 稍重 （２３東京５）第６日 第１０競走 ��
��１，４００�

お く た ま

奥多摩ステークス
発走１４時５０分 （芝・左）
３歳以上，１，６００万円以下，２２．１１．２０以降２３．１１．１３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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．８
１：１９．０

良

良

５９ ヤマカツハクリュウ 牡４芦 ５５ 後藤 浩輝山田 博康氏 小島 貞博 浦河 鮫川 啓一 ４８０± ０１：２１．６ ３．２�

６１１ セレスマジェスティ 牡４黒鹿５４ 御神本訓史岡田 牧雄氏 菊川 正達 浦河 �原 敏明 B４８２－ ８１：２１．９２ ２６．５�
（大井）

８１８ シルクウェッジ 牡４青鹿５６ 吉田 豊有限会社シルク和田 正道 新冠 ムラカミファーム ４８４＋１４１：２２．０� １０．４�
４７ � アロマンシェス 牡７鹿 ５４ 江田 照男伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 ４７０＋１０１：２２．２１� １９５．７�
５１０ サザンスターディ 牡５鹿 ５６ 石橋 脩南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 ５３２＋１２１：２２．４１ １５．０�
７１４ カイシュウボナンザ 牡５黒鹿５５ 大庭 和弥飯村 孝男氏 領家 政蔵 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４９８＋ ６１：２２．５� ４４．３�
２３ ダイワプリベール 牡５鹿 ５３ 柴田 大知大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム B４７０＋ ６ 〃 クビ ２１５．５	
２４ インプレスウィナー 牡４青 ５７ 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 ４５４± ０１：２２．６クビ １２．７

８１７ プランスデトワール 牡３芦 ５５ 蛯名 正義山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４６６－ ２１：２２．７� ４．７�
８１６� スーパーワシントン 牡８鹿 ５４ 坂井 英光�アサヒクラブ 中尾 秀正 浦河 本巣 敦 ４７０－ ４１：２２．８� ５８．８

（大井）

１１ カゼノグッドボーイ 牡５栗 ５４ 熊沢 重文深井 孟氏 中野 栄治 早来 吉田 浩三 ４４６± ０ 〃 クビ ４９．８�
７１３ ラ テ ア ー ト 牝３鹿 ５２ 嶋田 純次 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４６４＋ ２１：２２．９� １８．８�
４８ カトルズリップス 牝３黒鹿５２ 田面木博公山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B４８６＋ ２ 〃 アタマ ３２．８�
６１２ タイキパーシヴァル 牡３栗 ５５ 武士沢友治�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＋ ８１：２３．４３ １０．５�
１２ シャドークロス 牡６栗 ５６ F．ベリー �サンコウ牧場 清水 英克 静内 サンコウ牧場 ４９０＋ ６１：２３．６１� ５．６�

（愛）

７１５� メイショウシオギリ 牝７鹿 ５１ 中谷 雄太松本 好雄氏 高橋 義忠 門別 高柳 隆男 B５２４± ０１：２３．７クビ ２７９．２�
３５ メモリーパフィア 牝５黒鹿５２ 酒井 学橋元 幸次氏 湯窪 幸雄 日高 藤本 直弘 ４７４－ ８１：２４．０１� ９２．５�
３６ ユキノハリケーン 牡７鹿 ５５ 小林 淳一馬場 幸廣氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ４９４＋ ２１：２４．５３ １２７．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３５，４５７，６００円 複勝： ５５，４５１，０００円 枠連： ３９，１０１，１００円

馬連： １４６，１６０，９００円 馬単： ８０，３３５，８００円 ワイド： ４７，５００，０００円

３連複： １６５，０８６，６００円 ３連単： ２９４，８５０，３００円 計： ８６３，９４３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １５０円 � ５５０円 � ３２０円 枠 連（５－６） ８８０円

馬 連 �� ４，９７０円 馬 単 �� ８，０８０円

ワ イ ド �� １，４４０円 �� ７９０円 �� ３，５５０円

３ 連 複 ��� １４，１９０円 ３ 連 単 ��� ７６，５７０円

票 数

単勝票数 計 ３５４５７６ 的中 � ８９４７５（１番人気）
複勝票数 計 ５５４５１０ 的中 � １３００００（１番人気）� ２０８６１（９番人気）� ４０３９５（５番人気）
枠連票数 計 ３９１０１１ 的中 （５－６） ３３０５２（３番人気）
馬連票数 計１４６１６０９ 的中 �� ２１７４２（１９番人気）
馬単票数 計 ８０３３５８ 的中 �� ７３４４（３２番人気）
ワイド票数 計 ４７５０００ 的中 �� ８１１１（１６番人気）�� １５４０５（５番人気）�� ３１７９（４０番人気）
３連複票数 計１６５０８６６ 的中 ��� ８５８９（４６番人気）
３連単票数 計２９４８５０３ 的中 ��� ２８４２（２４５番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．３―１１．７―１１．６―１１．９―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．６―３３．９―４５．６―５７．２―１：０９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．７―３F３６．０
３ １２－（５，８）（６，１７）（１，４）（１５，１８）－１０，１４（３，７，９，１３）－１１，２，１６ ４ １２，５（１，４，８）（６，１７）（３，１５，１８）１０，１４，９，１３，７，１１，２，１６

勝馬の
紹 介

ヤマカツハクリュウ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２００９．１２．１２ 阪神２着

２００７．２．１９生 牡４芦 母 ヤマカツリリー 母母 リンデンリリー １８戦５勝 賞金 ７９，８８０，０００円
〔騎手変更〕 タイキパーシヴァル号の騎手松岡正海は，第５日第７競走での落馬負傷のため武士沢友治に変更。
〔制裁〕 セレスマジェスティ号の騎手御神本訓史は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１８番への進路

影響）
※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 アサヒバロン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

１レース目



３２０７１１１月２０日 晴 重 （２３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，２２．１１．２０以降２３．１１．１３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 ２１，０００，０００円 ８，４００，０００円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

２３ ケイアイテンジン 牡５栗 ５６ 後藤 浩輝 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 三石 乾 皆雄 ４８２＋ ２１：２２．７ １７．０�

７１４ ナニハトモアレ 牡５黒鹿５５ 御神本訓史北側 雅司氏 鮫島 一歩 日高 目黒牧場 ５０８－ ４ 〃 クビ ９．９�
（大井）

５１０ バーディバーディ 牡４黒鹿５８ 坂井 英光里見美惠子氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 ４９２＋１０１：２２．８クビ １０．２�
（大井）

５９ タマモクリエイト 牡６鹿 ５３ 大庭 和弥タマモ� 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ５１４＋ ６１：２３．１１� ５４．６�
８１５ ティアップワイルド 牡５栗 ５７．５ 石橋 脩田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 ５２６－ ６ 〃 クビ ３０．３�
１１ � エアマックール 牡６黒鹿５４ 伊藤 工真 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 米 Winches-

ter Farm ４８８＋ ２１：２３．２� ２３５．８�
６１１ ウィキマジック 牡３黒鹿５５ F．ベリー 宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 石郷岡 雅樹 ５０６＋ ２１：２３．４１� １．９	

（愛）

４７ インペリアルマーチ 牡４黒鹿５６ 嶋田 純次 
キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５７４＋ ８１：２３．７１� ６．９�
１２ セイカアレグロ 牡６鹿 ５０ 柴田 大知久米 大氏 稲葉 隆一 新冠 シンユウフアーム ５１４＋１２１：２３．８� ３４９．７�
８１６� インオラリオ 牡６鹿 ５５ 酒井 学藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita ５２２＋１２１：２４．１２ ３１．３
７１３ ツクバホクトオー 牡５黒鹿５５ 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４７８＋ ４１：２４．２クビ ４８．６�
３５ シャイニングアワー 牡６栗 ５４ 田中 勝春 
ユートピア牧場 羽月 友彦 登別 ユートピア牧場 B４９０＋ ２１：２４．４１	 ５６．２�
６１２ ブライトアイザック 牡５鹿 ５７ 江田 照男保坂 義貞氏 菅原 泰夫 浦河 富田牧場 ４９４＋１２１：２４．５� ５．２�
２４ アドマイヤダンク 牡７栗 ５２ 武士沢友治近藤 利一氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 B５０８－ ２１：２５．２４ ３９５．５�
４８ コロナグラフ 牡６鹿 ５３ 熊沢 重文 
社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ５１６＋１０１：２５．５２ １５９．０�
３６ マヤノツルギ 牡７黒鹿５４ 蛯名 正義田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ５２２＋１０１：２６．８８ ２３４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５９，４１６，２００円 複勝： ８７，８１８，５００円 枠連： ５５，６６０，６００円

馬連： ２５９，３３３，１００円 馬単： １４８，７１６，６００円 ワイド： ７５，４７９，１００円

３連複： ２８０，９０８，７００円 ３連単： ６１２，４５６，３００円 計： １，５７９，７８９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７００円 複 勝 � ５２０円 � ３００円 � ３９０円 枠 連（２－７） ４，９９０円

馬 連 �� ７，６１０円 馬 単 �� １７，１２０円

ワ イ ド �� ２，１１０円 �� ２，７６０円 �� １，２７０円

３ 連 複 ��� ２４，２１０円 ３ 連 単 ��� ２１２，１１０円

票 数

単勝票数 計 ５９４１６２ 的中 � ２７５７５（６番人気）
複勝票数 計 ８７８１８５ 的中 � ４２０６０（６番人気）� ８２５４７（４番人気）� ６０２０３（５番人気）
枠連票数 計 ５５６６０６ 的中 （２－７） ８２４３（１５番人気）
馬連票数 計２５９３３３１ 的中 �� ２５１５５（２１番人気）
馬単票数 計１４８７１６６ 的中 �� ６４１１（４１番人気）
ワイド票数 計 ７５４７９１ 的中 �� ８７８５（２１番人気）�� ６６５５（２６番人気）�� １４９０７（１３番人気）
３連複票数 計２８０９０８７ 的中 ��� ８５６４（６０番人気）
３連単票数 計６１２４５６３ 的中 ��� ２１３１（４４５番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．５―１１．６―１１．６―１１．９―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．１―３４．６―４６．２―５７．８―１：０９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイテンジン �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００８．１２．１４ 阪神１着

２００６．２．２３生 牡５栗 母 スギノセンヒメ 母母 ハイエストソサエティー ２２戦６勝 賞金 １２６，８７８，０００円
［他本会外：３戦０勝］

〔騎手変更〕 インペリアルマーチ号の騎手松岡正海は，第５日第７競走での落馬負傷のため嶋田純次に変更。
※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） １頭 ビギンマニューバー号
（非抽選馬） ６頭 アドバンスウェイ号・サウンドアクシス号・スマートステージ号・ファイナルスコアー号・メンデル号・

ライステラス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

３２０７２１１月２０日 晴 重 （２３東京５）第６日 第１２競走 ��
��１，６００�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 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

３５ ジェネラルノブレス 牡５栗 ５７ 中谷 雄太諸江 幸祐氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ５０２－ ２１：３７．０ ３．５�

２４ トキノフウジン 牡４黒鹿５７ 柴原 央明田中 準市氏 昆 貢 新冠 村田牧場 ４５４－ ２１：３７．２１� ８．２�
２３ キングスリージョン 牡５栗 ５７ 吉田 豊吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム ４９０－ ６１：３７．６２� １５．６�
７１４ シルクグラサージュ 牡３青鹿５６ 武士沢友治有限会社シルク高木 登 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８＋ ４１：３７．８１� ４．１�
６１１	 クラシックセンス 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４６８－ ２１：３８．１２ ２．７�
８１５ ヨ ク バ リ 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝小田切有一氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４８０＋ ２１：３８．２クビ ３２．９�
５９ カンタベリーダダ 牡３鹿 ５６ 坂井 英光峰 哲馬氏 鈴木 勝美 むかわ ヤマイチ牧場 ４５４－ ４ 〃 クビ ２０．７	

（大井）

５１０	 エルヘイロー 牡３黒鹿５６ 石橋 脩黒岩 晴男氏 二ノ宮敬宇 日高 �橋 耀代 ４７８－ ６１：３８．３
 １６９．４

４７ 	 モエレジンダイコ 牡６栗 ５７ 伊藤 工真坂本 肇氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 B４７８－ ４１：３８．６１
 ３６．８�
４８ � エ イ ワ ナ ギ 牡８鹿 ５７ 御神本訓史永井公太郎氏 松山 康久 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. ５２２－１２１：３８．８１� １１９．３�
（大井）

１２ パープルスター 牝５鹿 ５５ 酒井 学松岡 隆雄氏 崎山 博樹 新ひだか 福岡 清 ５０４－ ４１：３８．９
 ６０．２
７１３ シングンレジェンド 牡５鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４６２＋ ２１：３９．２１
 ８８．１�
１１ マイネルウィット 牡４青鹿５７ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４９６－１０１：３９．５２ ２３３．５�
３６ � ダンジグマスター 牡６鹿 ５７ 田中 勝春榮 義則氏 森 秀行 米

W. S. Farish & Kil-
roy Thoroughbred
Partnership

４６６＋ ２１：３９．７１� １９２．２�
６１２ リサーチアゲン 牡３鹿 ５６ 江田 照男浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 川越牧場 ４８２＋ １１：３９．８� ２０６．１�

（１５頭）
８１６ ダイワモービル 牡３黒鹿５６ F．ベリー 大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 ５０８＋ ２ （競走除外）

（愛）

売 得 金

単勝： ３９，４６１，５００円 複勝： ５５，１４８，７００円 枠連： ３６，６６９，７００円

馬連： １１５，４６２，６００円 馬単： ６７，２８０，７００円 ワイド： ３８，７３８，４００円

３連複： １０９，５３１，４００円 ３連単： ２２１，６０８，４００円 計： ６８３，９０１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １６０円 � ２６０円 � ３３０円 枠 連（２－３） １，０５０円

馬 連 �� １，４２０円 馬 単 �� ２，５３０円

ワ イ ド �� ５１０円 �� ５９０円 �� １，３７０円

３ 連 複 ��� ４，６６０円 ３ 連 単 ��� １８，４２０円

票 数

単勝票数 差引計 ３９４６１５（返還計 ３２６５０） 的中 � ９０４５９（２番人気）
複勝票数 差引計 ５５１４８７（返還計 ４５４５１） 的中 � １２０７４４（２番人気）� ５１７８１（４番人気）� ３７４７１（５番人気）
枠連票数 差引計 ３６６６９７（返還計 １９９９） 的中 （２－３） ２５８６６（５番人気）
馬連票数 差引計１１５４６２６（返還計２７３４９３） 的中 �� ６００２６（４番人気）
馬単票数 差引計 ６７２８０７（返還計１５６２１４） 的中 �� １９６６３（８番人気）
ワイド票数 差引計 ３８７３８４（返還計 ７８７４５） 的中 �� １９５４６（４番人気）�� １６６７９（５番人気）�� ６５４３（１５番人気）
３連複票数 差引計１０９５３１４（返還計４５８４８６） 的中 ��� １７３６０（１４番人気）
３連単票数 差引計２２１６０８４（返還計９３０２０６） 的中 ��� ８８８３（５０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１２．０―１２．４―１２．８―１２．１―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．７―３５．７―４８．１―１：００．９―１：１３．０―１：２４．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジェネラルノブレス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Forty Niner デビュー ２００９．４．１１ 福島３着

２００６．４．１８生 牡５栗 母 フサイチビューティー 母母 Embellished １７戦４勝 賞金 ５８，６６９，０００円
〔騎手変更〕 シルクグラサージュ号の騎手松岡正海は，第５日第７競走での落馬負傷のため武士沢友治に変更。
〔競走除外〕 ダイワモービル号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻３分遅延。
※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 コスモミカエル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

４レース目



（２３東京５）第６日 １１月２０日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 １２回 出走頭数 １８３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

２１８，３００，０００円
２，１３０，０００円
１３，６４０，０００円
１，５００，０００円
２０，６２０，０００円
６４，１３６，２５０円
５，４３２，８００円
１，８１１，７００円

勝馬投票券売得金
３２９，０５５，０００円
５６４，８２６，０００円
２８３，５４７，８００円
１，０４７，００５，６００円
６７６，２００，１００円
３６９，３３２，４００円
１，１６０，２６７，２００円
２，２７０，５５２，８００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 ６，７００，７８６，９００円

総入場人員 ３７，７５９名 （有料入場人員 ３５，５０７名）


