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３０００１１１月３日 晴 良 （２４東京５）第１日 第１競走 ��１，６００�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

１：３６．９
１：３６．９

不良

不良

５９ デルマヌラリヒョン 牡２鹿 ５５ 浜中 俊浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム ４８２－ ２１：４０．２ ３．８�

４８ ショウナンアズサ 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠国本 哲秀氏 高野 友和 日高 シンボリ牧場 ４９２－１０１：４０．６２� ２．５�
７１４ ハブアストロール 牡２鹿 ５５ 田中 勝春スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか マークリ牧場 ５１２± ０ 〃 クビ ５．４�
７１３ テンジンキヨモリ 牡２青鹿５５ 江田 照男�テンジン 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４７０± ０１：４０．８１� ５２．３�
３５ トキメキボーイ 牡２黒鹿５５ 北村 宏司片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ４６０＋ ６１：４１．０１� １９．８�
４７ ハルカナルブルー 牝２黒鹿５４ I．メンディザバル �ブルーマネジメント畠山 吉宏 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４５２－１４１：４１．１クビ ４５．２�
（仏）

６１１ ミッキールドラ 牡２栗 ５５ 松岡 正海野田みづき氏 国枝 栄 新ひだか 矢野牧場 ４８６＋ ６１：４１．３１� １３．８	
５１０ ジオメトリー 牡２栗 ５５ 大庭 和弥池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新冠 新冠橋本牧場 ４９２＋１２１：４１．４� ５０．５

１１ クイックスパイダー 牡２栗 ５５ 丹内 祐次菊池 昭雄氏 萱野 浩二 新ひだか 米田牧場 ４６６＋ ２ 〃 ハナ ２５．８�
１２ スリーヨーク 牡２鹿 ５５ 横山 典弘永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４６０± ０１：４１．５クビ ６４．９�
２３ ベルウッドジンプウ 牡２栗 ５５ 柴田 善臣鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 中田 英樹 ４５４＋ ２１：４２．３５ ２４．１
６１２ ウインマスカット 牡２鹿 ５５ 嘉藤 貴行�ウイン 田中 清隆 平取 協栄組合 ４３８± ０ 〃 ハナ ３５１．９�
３６ ヤマイチコンコルド 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信坂本 肇氏 大江原 哲 森 笹川大晃牧場 ４８２－ ４１：４２．４クビ １０３．３�
２４ ブラックテラー 牡２栗 ５５ 武士沢友治小川 敏夫氏 小桧山 悟 新ひだか 石川 栄一 ４７０± ０１：４３．３５ １８９．６�
８１６ フェイマスシーン 牡２鹿 ５５ 吉田 豊笠原 幸六氏 大久保洋吉 平取 高橋 啓 ４８４＋ ８１：４３．５１� １５．４�
８１５ ケイアイアラシ 牡２栗 ５５ 蛯名 正義 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 浦河 富田牧場 ５０８＋１２１：４４．５６ ２５．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，０１０，２００円 複勝： ３６，７４２，３００円 枠連： １４，６９４，８００円

馬連： ５１，２２３，０００円 馬単： ３３，３１０，４００円 ワイド： ２３，８３７，９００円

３連複： ６７，０３８，２００円 ３連単： ９９，７０９，２００円 計： ３４３，５６６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（４－５） ４１０円

馬 連 �� ４１０円 馬 単 �� １，１２０円

ワ イ ド �� １８０円 �� ３２０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� ７４０円 ３ 連 単 ��� ３，７１０円

票 数

単勝票数 計 １７０１０２ 的中 � ３５９６２（２番人気）
複勝票数 計 ３６７４２３ 的中 � ６３２７９（２番人気）� １２０６０７（１番人気）� ５５４０７（３番人気）
枠連票数 計 １４６９４８ 的中 （４－５） ２６６４２（１番人気）
馬連票数 計 ５１２２３０ 的中 �� ９２５４５（１番人気）
馬単票数 計 ３３３１０４ 的中 �� ２２０９６（２番人気）
ワイド票数 計 ２３８３７９ 的中 �� ４０１２９（１番人気）�� １６６２８（３番人気）�� １９１２７（２番人気）
３連複票数 計 ６７０３８２ 的中 ��� ６７２１４（１番人気）
３連単票数 計 ９９７０９２ 的中 ��� １９８７１（２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１２．３―１２．８―１３．１―１２．７―１２．８―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．５―３５．８―４８．６―１：０１．７―１：１４．４―１：２７．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デルマヌラリヒョン �
�
父 バトルライン �

�
母父 タヤスツヨシ デビュー ２０１２．１０．１３ 東京２着

２０１０．４．１４生 牡２鹿 母 オープンアップ 母母 タッチオブゴールド 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。

３０００２１１月３日 晴 良 （２４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）

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

１：２３．１
１：２３．１

重

重

１１ プラティーヌ 牝２鹿 ５４ 横山 典弘伊藤 元庸氏 鈴木 伸尋 新冠 細川農場 ４６８＋１０１：２７．５ ４．５�

５６ フィールザロマンス 牝２黒鹿５４ 松岡 正海加藤 信之氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 ４５０± ０ 〃 クビ ３．０�
８１１ クレバーパルマ 牝２栗 ５４ 内田 博幸本間 充氏 根本 康広 新ひだか 橋本牧場 ４２４＋ ２１：２７．７１� ３．１�
４４ ベルモントラヴ 牝２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 ４８６＋ ２１：２８．９７ １３．５�
７９ ポエティックターン 牝２鹿 ５４ 丸山 元気 H.H．シェイク・ハムダン 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８６＋ ２１：２９．１１� ４６．９�
６７ シュテルンブルーメ 牝２鹿 ５４ 石橋 脩 �グリーンファーム 田島 俊明 千歳 社台ファーム ４９０＋ ２１：２９．２� ６．８	
２２ エメラルドタワー 牝２黒鹿５４ 丹内 祐次田和 廣通氏 矢野 照正 新ひだか へいはた牧場 ４６６－ ８１：２９．５１� １８．０

５５ ラフアウトラウド 牝２栗 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 浦河 バンダム牧場 ４６４－ ２１：２９．６� ２２５．５�
８１２ ウエスタンカリーナ 牝２黒鹿５４ 田中 勝春西川 賢氏 古賀 史生 新ひだか 北西牧場 ４９０－ ４１：３０．１３ ３２．７�
６８ ハ ナ マ ツ リ 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 様似 様似堀牧場 ５００－ ２１：３０．２� ２４．０
７１０ クリノチョモラーリ 牝２栗 ５４ 大庭 和弥栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 若林 武雄 ４７８± ０１：３０．３クビ ２９１．４�
３３ ヘヴンリーハート 牝２鹿 ５４ 鈴来 直人有限会社シルク畠山 重則 新ひだか 畠山牧場 ４５０＋ ４１：３１．４７ ２８９．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １７，９７０，５００円 複勝： ３２，８７９，７００円 枠連： １２，０９０，１００円

馬連： ４８，８７３，３００円 馬単： ３５，８７５，２００円 ワイド： ２１，８４７，１００円

３連複： ５９，０５１，１００円 ３連単： １０４，８５９，９００円 計： ３３３，４４６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １５０円 � １３０円 � １２０円 枠 連（１－５） ７１０円

馬 連 �� ７３０円 馬 単 �� １，７００円

ワ イ ド �� ２６０円 �� ２９０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ６６０円 ３ 連 単 ��� ４，５００円

票 数

単勝票数 計 １７９７０５ 的中 � ３１５３２（３番人気）
複勝票数 計 ３２８７９７ 的中 � ４９１７５（３番人気）� ７０２２３（２番人気）� ８２６２０（１番人気）
枠連票数 計 １２０９０１ 的中 （１－５） １２６３８（３番人気）
馬連票数 計 ４８８７３３ 的中 �� ４９５０７（２番人気）
馬単票数 計 ３５８７５２ 的中 �� １５６４４（５番人気）
ワイド票数 計 ２１８４７１ 的中 �� ２０２７０（２番人気）�� １６９９４（３番人気）�� ３３０７１（１番人気）
３連複票数 計 ５９０５１１ 的中 ��� ６６１４４（１番人気）
３連単票数 計１０４８５９９ 的中 ��� １７２２８（７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１２．４―１３．１―１２．７―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．２―３６．６―４９．７―１：０２．４―１：１４．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プラティーヌ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１２．１０．６ 東京４着

２０１０．２．２５生 牝２鹿 母 スイートレディ 母母 アトムピット ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円

第５回 東京競馬 第１日



３０００３１１月３日 晴 良 （２４東京５）第１日 第３競走 ��
��１，８００�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

１：４６．９
１：４６．４

良

良

８９ ダイビングボード 牡２鹿 ５５ 北村 宏司有限会社シルク高柳 瑞樹 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ５１６± ０１：４８．３ ２１．８�

７７ ロングシャドウ 牡２青鹿５５ 内田 博幸飯塚 知一氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４９２＋ ４ 〃 ハナ ３．１�
２２ サークルオブライフ 牡２栗 ５５ 田中 勝春 H.H．シェイク・ハムダン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６４－ ６１：４８．５１� ４．０�
８８ テーオークリスエス 牡２鹿 ５５ 浜中 俊小笹 公也氏 須貝 尚介 日高 ヤナガワ牧場 ５１６＋ ８１：４８．８１� ２．７�
４４ キネオハレー 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義ジャパンフードビジネス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 ４９０＋ ８ 〃 クビ ７．３�
３３ サイモンパルフェ 牝２黒鹿５４ 三浦 皇成澤田 昭紀氏 木村 哲也 日高 ヤナガワ牧場 ４７４－ ２１：４８．９クビ ２２．０�
１１ ビッグダージリン 牝２鹿 ５４ 石橋 脩関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 ４７２＋ ４１：４９．５３� １９．８	
５５ テルミニスト 牡２黒鹿５５ 吉田 豊加藤 厚子氏 松永 康利 新冠 大狩部牧場 ４６０＋ ４１：４９．７１ ４０．８

６６ メルクマール 牡２鹿 ５５ 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 浦河 バンダム牧場 ４６０＋ ８１：５０．５５ ２７３．２�

（９頭）

売 得 金

単勝： １９，４４６，６００円 複勝： ３３，６４４，４００円 枠連： １０，３１７，４００円

馬連： ４５，２６０，４００円 馬単： ３５，２０４，１００円 ワイド： ２０，０００，５００円

３連複： ５３，５２９，４００円 ３連単： １１６，４５１，６００円 計： ３３３，８５４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１８０円 複 勝 � ３１０円 � １３０円 � １５０円 枠 連（７－８） ３３０円

馬 連 �� ２，５１０円 馬 単 �� ７，３６０円

ワ イ ド �� ６７０円 �� １，０４０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� ３，１３０円 ３ 連 単 ��� ３４，１００円

票 数

単勝票数 計 １９４４６６ 的中 � ７０５１（６番人気）
複勝票数 計 ３３６４４４ 的中 � １９７７６（５番人気）� ９４１２８（１番人気）� ６１８１４（３番人気）
枠連票数 計 １０３１７４ 的中 （７－８） ２３１１３（１番人気）
馬連票数 計 ４５２６０４ 的中 �� １３３１３（８番人気）
馬単票数 計 ３５２０４１ 的中 �� ３５３２（２４番人気）
ワイド票数 計 ２００００５ 的中 �� ６９８３（７番人気）�� ４３１２（１４番人気）�� ２０４５４（４番人気）
３連複票数 計 ５３５２９４ 的中 ��� １２６２４（１１番人気）
３連単票数 計１１６４５１６ 的中 ��� ２５２１（９９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．０―３５．３―４８．１―１：００．９―１：１３．４―１：２５．２―１：３６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．４―３F３４．９

３ ８，１（２，５）－（４，７）－（３，９）６
２
４

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

勝馬の
紹 介

ダイビングボード 
�
父 ダンスインザダーク 

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１２．１０．１３ 東京４着

２０１０．１．２０生 牡２鹿 母 ラストリゾート 母母 リープフォージョイ ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円

３０００４１１月３日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４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３：２４．５良・良

３４ ゴールデンガッツ 牡７栗 ６０ 金子 光希�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ５００－ ２３：２７．１ ３．６�

２２ サトノケンオー �５栗 ６０ 熊沢 重文里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４７４＋ ２３：２７．３１� １４．８�
４６ ハ ク サ ン 牡６黒鹿６０ 石神 深一篠� 恒雄氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 ４４８＋ ８３：２７．７２� ６．４�
３３ メジロサンノウ 牡４黒鹿 ６０

５７ ▲高嶋 活士岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４８２＋ ２３：２８．４４ ８３．０�
８１３ モルフェサイレンス 牡７栗 ６２ 大江原 圭並河賢一郎氏 大江原 哲 平取 高橋 幸男 ５１４＋１６３：２８．６１� ５７．５�
６９ ボストンプラチナ 牡５青鹿６０ 横山 義行ボストンホース� 嶋田 功 日高 浦新 徳司 ４５２＋１０３：２８．７クビ ３８．３�
６１０ セ イ エ イ 牡４栗 ６０ 高野 和馬江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 ５３０＋１６３：２８．９１� ６９．４	
１１ コスモソユーズ 牡４栗 ６０ 平沢 健治 
ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか マークリ牧場 ５０４＋ ４３：２９．１１� ５．６�
７１２ シルクダイナスティ 牡７栗 ６０ 草野 太郎有限会社シルク星野 忍 新冠 �渡 信義 ４９２＋１６３：２９．２� ２９．０
８１４ スズマーシャル 牡６栗 ６０ 浜野谷憲尚成田 隆好氏 根本 康広 三石 小河 豊水 ４８６＋１２３：２９．４１� ２２２．３�
５７ シゲルハッサク 牡３芦 ５８

５６ ▲森 一馬森中 蕃氏 日吉 正和 新ひだか 井高牧場 ４８２＋１０３：３０．７８ ７８．９�
５８ � モ ル エ ラ ン �７青鹿６０ 江田 勇亮 
ユートピア牧場 松山 将樹 登別 ユートピア牧場 ４７４＋ ４３：３０．９１� １７．１�
４５ � カワキタトップ 牡６芦 ６０ 植野 貴也川島 吉男氏 梅内 忍 三石 木田牧場 ４７８± ０３：３１．０� ４０．２�
７１１ ロードセイバー 牡５栗 ６０ 白浜 雄造 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか 藤井 益美 ４６０－ ６３：３２．５９ ２．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，１０４，３００円 複勝： ２２，７９０，６００円 枠連： １３，１６５，３００円

馬連： ３８，１６１，８００円 馬単： ２８，１７６，２００円 ワイド： １７，０５６，１００円

３連複： ５３，６０４，１００円 ３連単： ８７，０９６，９００円 計： ２７６，１５５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １５０円 � ３００円 � １７０円 枠 連（２－３） ２，３００円

馬 連 �� ２，２１０円 馬 単 �� ３，２９０円

ワ イ ド �� ７６０円 �� ３５０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� ２，７６０円 ３ 連 単 ��� １６，９８０円

票 数

単勝票数 計 １６１０４３ 的中 � ３５７４５（２番人気）
複勝票数 計 ２２７９０６ 的中 � ４７３７９（１番人気）� １５４８８（５番人気）� ３９５１３（３番人気）
枠連票数 計 １３１６５３ 的中 （２－３） ４２３１（１１番人気）
馬連票数 計 ３８１６１８ 的中 �� １２７６２（８番人気）
馬単票数 計 ２８１７６２ 的中 �� ６３２５（１４番人気）
ワイド票数 計 １７０５６１ 的中 �� ５３５２（７番人気）�� １３５１７（２番人気）�� ４４３２（９番人気）
３連複票数 計 ５３６０４１ 的中 ��� １４３７７（６番人気）
３連単票数 計 ８７０９６９ 的中 ��� ３７８６（４３番人気）

上り １マイル １：４４．６ ４F ５１．５－３F ３８．５
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」
１
�

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンガッツ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Afleet デビュー ２００７．１１．１８ 京都１着

２００５．４．１４生 牡７栗 母 ゴールデンジャック 母母 コ マ ー ズ 障害：１４戦２勝 賞金 ３５，７００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１３頭 アイティゴールド号・アドマイヤテンクウ号・エーシンイグアス号・カピターノ号・カリズマアゲン号・

クリスマドンナ号・ダイバーシティ号・タフ号・ナリタトルネード号・バイヨン号・ハッピーティア号・
メジロアマギ号・リリースバージョン号



３０００５１１月３日 晴 良 （２４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

１：４６．９
１：４６．４

良

良

４４ トウショウプライド 牡２栗 ５５ 田辺 裕信トウショウ産業� 武市 康男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４９０ ―１：５０．８ ９９．３�

８１３ アルデュード 牡２栗 ５５ 蛯名 正義吉田 和美氏 金成 貴史 洞爺湖 メジロ牧場 ５３６ ― 〃 ハナ １３．６�
２２ モンテエベレスト 牡２青鹿５５ 柴田 善臣毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ５１０ ―１：５０．９� ８．７�
７１０ ロードラファエル 牡２鹿 ５５ 北村 宏司 �ロードホースクラブ 栗田 徹 新ひだか 中田 英樹 ４７８ ―１：５１．１１� ４１．８�
６８ ファーストエバー 牡２鹿 ５５ 田中 勝春吉田 照哉氏 牧 光二 千歳 社台ファーム ４３８ ― 〃 クビ ３０．７�
７１１ オスカルアンドラス 牡２鹿 ５５ 浜中 俊�ターフ・スポート加藤 征弘 浦河 市川フアーム ４７６ ―１：５１．２� ３．６	
３３ ボディーダンシング 牝２鹿 ５４ 横山 典弘吉田 照哉氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４５２ ―１：５１．５１� ２．８

４５ カ ッ シ ー ニ 牡２鹿 ５５ 吉田 豊松田 整二氏 田島 俊明 浦河 木戸口牧場 ５３２ ― 〃 クビ ９．２�
８１２ ヤマニンアルゴシー 牡２栗 ５５ 松岡 正海土井 肇氏 池上 昌弘 新冠 錦岡牧場 ４６６ ― 〃 ハナ ６７．０�
５６ アリオンバローズ 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠猪熊 広次氏 藤沢 則雄 新ひだか タイヘイ牧場 ４６０ ―１：５１．６� ５．１
５７ シアワセノホシ 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成�木村牧場 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 ４４４ ―１：５１．８１� ４１．１�
１１ コスモカワギリ 牡２鹿 ５５ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム ５１０ ― 〃 ハナ ５３．２�
６９ ウインフェロー 牡２鹿 ５５ 武士沢友治�ウイン 尾関 知人 様似 小田 誠一 ４６２ ―１：５２．１２ ２１１．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２２，４１６，５００円 複勝： ３４，６３０，５００円 枠連： １３，４１７，７００円

馬連： ４９，０４４，０００円 馬単： ３５，３４９，６００円 ワイド： ２２，１２０，３００円

３連複： ５７，６２８，４００円 ３連単： ９８，９６１，８００円 計： ３３３，５６８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９，９３０円 複 勝 � ２，４００円 � ４２０円 � ３１０円 枠 連（４－８） ４，１８０円

馬 連 �� ６８，９５０円 馬 単 �� １３９，５１０円

ワ イ ド �� １２，９５０円 �� ９，２６０円 �� １，２４０円

３ 連 複 ��� １３７，６４０円 ３ 連 単 ��� ２，０８６，６９０円

票 数

単勝票数 計 ２２４１６５ 的中 � １７８０（１２番人気）
複勝票数 計 ３４６３０５ 的中 � ３２８３（１２番人気）� ２２５７５（６番人気）� ３３５５５（４番人気）
枠連票数 計 １３４１７７ 的中 （４－８） ２３６９（１８番人気）
馬連票数 計 ４９０４４０ 的中 �� ５２５（６１番人気）
馬単票数 計 ３５３４９６ 的中 �� １８７（１２０番人気）
ワイド票数 計 ２２１２０３ 的中 �� ４１２（５９番人気）�� ５７８（５３番人気）�� ４５７３（１４番人気）
３連複票数 計 ５７６２８４ 的中 ��� ３０９（１６０番人気）
３連単票数 計 ９８９６１８ 的中 ��� ３５（１２７６番人気）

ハロンタイム １３．２―１１．８―１２．８―１３．１―１３．０―１２．８―１１．６―１１．０―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２５．０―３７．８―５０．９―１：０３．９―１：１６．７―１：２８．３―１：３９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．９―３F３４．１

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

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

トウショウプライド �
�
父 ローエングリン �

�
母父 ジェニュイン 初出走

２０１０．２．２１生 牡２栗 母 シータトウショウ 母母 ジェーントウショウ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

３０００６１１月３日 晴 良 （２４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

７１１ ワキノキセキ 牡２黒鹿５５ 蛯名 正義脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 ベルモント
ファーム ４６０ ―１：２３．６ ９．１�

８１４ カフェブリリアント 牝２栗 ５４ 松岡 正海西川 光一氏 松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 ４４４ ―１：２３．９２ ６．０�
３３ ロ ジ ヒ ッ ト 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか 井高牧場 ４３８ ―１：２４．１１ ２．６�
６１０ ブラウンワールド 牝２黒鹿５４ 熊沢 重文キャピタルクラブ 加藤 和宏 新冠 田鎖牧場 ４４８ ―１：２４．３１� ３７．２�
１１ アルピナブルー 牝２鹿 ５４ 内田 博幸 Him Rock Racing 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４５２ ―１：２４．６２ ４．０�
４６ ソロトワール 牝２栗 ５４ 北村 宏司村野 康司氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４９２ ― 〃 クビ １６．３�
２２ ワ ン ダ フ ル 牡２栗 ５５ 岩田 康誠諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４５６ ―１：２４．８１� １９．４�
５７ ラストチャンス 牡２鹿 ５５ 江田 照男白井 岳氏 矢野 照正 日高 白井牧場 ４８８ ―１：２５．０１� ５２．２	
８１３ プリーズドンテル 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 ５１４ ―１：２５．２１� ６９．３

５８ タイセイボルト 牡２青鹿５５ 田辺 裕信田中 成奉氏 矢作 芳人 新冠 新冠橋本牧場 ４５２ ―１：２５．３� １３．４�
３４ プレミールサリー 牝２黒鹿５４ 石橋 脩ケンレーシング組合 牧 光二 日高 竹島 幸治 ４９４ ― 〃 クビ １２６．１�
６９ キャノンボール �２栗 ５５ 丸山 元気Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４５６ ―１：２５．４� ８６．４�
４５ エルカスティーヨ 牡２芦 ５５ 浜中 俊有限会社シルク佐藤 吉勝 新ひだか 飯岡牧場 ４９８ ―１：２５．８２� １３．４�
７１２ ザトロージャン 牡２鹿 ５５ 石神 深一 K.C．タン氏 和田正一郎 新ひだか 岡田スタツド ４９２ ―１：２６．０１� ２２０．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２４，４１１，８００円 複勝： ３５，０８０，０００円 枠連： １６，２３９，２００円

馬連： ４８，６０４，２００円 馬単： ３２，８５１，３００円 ワイド： ２２，６９０，７００円

３連複： ５５，５４８，３００円 ３連単： ９１，３６８，２００円 計： ３２６，７９３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９１０円 複 勝 � ２４０円 � １９０円 � １３０円 枠 連（７－８） １，６３０円

馬 連 �� ２，７２０円 馬 単 �� ６，１５０円

ワ イ ド �� ８５０円 �� ４７０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ２，５６０円 ３ 連 単 ��� ２５，４９０円

票 数

単勝票数 計 ２４４１１８ 的中 � ２１２６７（４番人気）
複勝票数 計 ３５０８００ 的中 � ３０３０８（４番人気）� ４４６９６（３番人気）� １０１９８４（１番人気）
枠連票数 計 １６２３９２ 的中 （７－８） ７３６３（８番人気）
馬連票数 計 ４８６０４２ 的中 �� １３２３３（１１番人気）
馬単票数 計 ３２８５１３ 的中 �� ３９４５（２４番人気）
ワイド票数 計 ２２６９０７ 的中 �� ６１７９（１０番人気）�� １２１６４（３番人気）�� １４７５８（２番人気）
３連複票数 計 ５５５４８３ 的中 ��� １６０２８（６番人気）
３連単票数 計 ９１３６８２ 的中 ��� ２６４６（６７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１３．０―２５．０―３７．３―４９．６―１：０１．２―１：１２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．３―３F３４．０
３ １０（９，１１）７（８，６，１４）（３，１３）（４，５）１，２－１２ ４ １０（９，１１）７（８，６，１４）３，１３（４，５）（１，２）－１２
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ワキノキセキ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 アジュディケーティング 初出走

２０１０．１．２４生 牡２黒鹿 母 ベルモントピノコ 母母 スターリーナイト １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※ロジヒット号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



３０００７１１月３日 晴 良 （２４東京５）第１日 第７競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２０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

６９ ブ ロ ッ ケ ン 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣本間 茂氏 山内 研二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４５２± ０１：２６．０ ７．０�

４５ シルクミライ 牝５黒鹿５５ 田辺 裕信有限会社シルク松山 将樹 浦河 福岡 光夫 ４８８± ０１：２６．３２ １５．３�
３３ ラブリースター 牝３栃栗５４ 蛯名 正義長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム ４６４± ０１：２６．４クビ ２．２�
５７ エンドレスノット 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ８１：２６．６１� ６．９�
１１ ピュアマインド 牝４栗 ５５ 吉田 豊吉田 照哉氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム ４４４－ ４１：２６．７� ５．５�
７１０ ゴールドエンジュ 牝４鹿 ５５ 浜中 俊�菅井牧場 松山 将樹 新冠 武田 修一 ４５４＋ ２１：２６．８� ３４．３	
６８ ディープランマ 牝３栗 ５４ 丸山 元気深見 敏男氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 ４３２± ０ 〃 クビ １０６．６

７１１ ミエノグレース 牝５栗 ５５ 岩田 康誠里見美惠子氏 鹿戸 雄一 新冠 富本 茂喜 B４９４－ ２１：２６．９クビ １６．１�
４４ � フィールザライト 牝４黒鹿５５ 田中 勝春櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 ４２８－１４１：２７．０� １３５．３�
８１３ ラストメッセージ 牝４栗 ５５ 内田 博幸村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４４２± ０１：２７．３２ ８．５
８１２ ベ ル シ エ ロ 牝３栗 ５４ 藤田 伸二 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９２＋ ４ 〃 アタマ ４０．０�
５６ ク ナ ン ガ ン 牝５黒鹿５５ 鈴来 直人坂田 行夫氏 高市 圭二 日高 いとう牧場 ４８８＋１０ 〃 クビ １７９．５�
２２ カルブンクルス 牝３青 ５４ 石橋 脩�樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 ４５８＋ ６１：２７．５１� ７９．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２４，３４３，０００円 複勝： ４１，７３６，９００円 枠連： １７，３７４，５００円

馬連： ６６，９７１，９００円 馬単： ４３，６１４，４００円 ワイド： ２８，１３９，１００円

３連複： ８２，８９４，０００円 ３連単： １３９，４８７，８００円 計： ４４４，５６１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２２０円 � ３００円 � １３０円 枠 連（４－６） ４，５４０円

馬 連 �� ３，８７０円 馬 単 �� ７，２４０円

ワ イ ド �� １，２２０円 �� ３９０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� １，９２０円 ３ 連 単 ��� １９，３００円

票 数

単勝票数 計 ２４３４３０ 的中 � ２７６１７（４番人気）
複勝票数 計 ４１７３６９ 的中 � ４４３１０（４番人気）� ２７７６５（６番人気）� １２６５６９（１番人気）
枠連票数 計 １７３７４５ 的中 （４－６） ２８２８（１９番人気）
馬連票数 計 ６６９７１９ 的中 �� １２７７７（１７番人気）
馬単票数 計 ４３６１４４ 的中 �� ４４５０（２８番人気）
ワイド票数 計 ２８１３９１ 的中 �� ５２９１（１８番人気）�� １９５９４（３番人気）�� １１１９９（６番人気）
３連複票数 計 ８２８９４０ 的中 ��� ３１９１３（６番人気）
３連単票数 計１３９４８７８ 的中 ��� ５３３６（６５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．６―３６．８―４９．３―１：０１．８―１：１３．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブ ロ ッ ケ ン �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー ２０１１．７．２ 京都１着

２００９．２．５生 牝３鹿 母 ヘニーズソング 母母 Zama Hummer １５戦２勝 賞金 ２２，５００，０００円
※カルブンクルス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

３０００８１１月３日 晴 良 （２４東京５）第１日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時５０分 （芝・左）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

７１０ コスモグレースフル 牡３鹿 ５５ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 浦河 木村牧場 ４９４＋ ６１：４７．３ ２１．０�

７９ スーパームーン 牡３青鹿５５ 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５０８＋ ８ 〃 アタマ ２．１�
８１１ ニシノジャブラニ 牡４鹿 ５７ 北村 宏司西山 茂行氏 上原 博之 むかわ 西山牧場 ４８６＋ ４ 〃 クビ ３．７�
１１ オメガブレイン 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４５８＋ ６ 〃 ハナ ２０．９�
４４ メジロマリアン 牝６芦 ５５ 田辺 裕信岩� 伸道氏 高木 登 洞爺 メジロ牧場 ４９６＋１０１：４７．４� １８６．２�
５６ シンボリニース 	５鹿 ５７ 岩田 康誠シンボリ牧場 荒川 義之 新ひだか シンボリ牧場 ５１４－１０１：４７．６１
 １４３．８�
５５ バ ン ザ イ 牡３栗 ５５ 浜中 俊幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム ４８２－１０１：４７．７� １１．７	
６８ マッキーバッハ 牡７鹿 ５７ 蛯名 正義薪浦 亨氏 牧田 和弥 門別 浜本牧場 ４７２± ０ 〃 ハナ ２１．１

３３ プロヴィデンス 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ５１６－ ２ 〃 クビ ２８．２�
６７ カネトシマーシャル 牡４鹿 ５７ 横山 典弘兼松 利男氏 五十嵐忠男 新ひだか 静内酒井牧場 ５０２＋ ２ 〃 ハナ ６．５�
８１２� セイカミカワ 牝５黒鹿５５ 丸山 元気久米 大氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 ４９６＋ ４１：４８．２３ ２９４．８
２２ トルバドゥール 牡４栃栗５７ I．メンディザバル �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム ４９２＋ ４１：４８．３クビ １５．９�

（仏）

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３１，３５０，１００円 複勝： ６４，０５６，４００円 枠連： ２０，１３７，２００円

馬連： ７９，４０９，２００円 馬単： ５７，３４９，９００円 ワイド： ３３，６５５，６００円

３連複： ８７，３８３，２００円 ３連単： １７７，２７６，４００円 計： ５５０，６１８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１００円 複 勝 � ３８０円 � １１０円 � １３０円 枠 連（７－７） １，６９０円

馬 連 �� １，８２０円 馬 単 �� ５，３１０円

ワ イ ド �� ６４０円 �� ７４０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� １，３３０円 ３ 連 単 ��� １４，６１０円

票 数

単勝票数 計 ３１３５０１ 的中 � １１７９６（７番人気）
複勝票数 計 ６４０５６４ 的中 � ２０４０１（８番人気）� ２８４０６７（１番人気）� １２９３４４（２番人気）
枠連票数 計 ２０１３７２ 的中 （７－７） ８８２９（７番人気）
馬連票数 計 ７９４０９２ 的中 �� ３２３５８（６番人気）
馬単票数 計 ５７３４９９ 的中 �� ７９８０（１８番人気）
ワイド票数 計 ３３６５５６ 的中 �� １０９０１（８番人気）�� ９２２９（１２番人気）�� ６６８１８（１番人気）
３連複票数 計 ８７３８３２ 的中 ��� ４８７４３（２番人気）
３連単票数 計１７７２７６４ 的中 ��� ８９５７（３９番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．６―１１．９―１２．２―１２．２―１２．６―１１．６―１０．９―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．３―３６．２―４８．４―１：００．６―１：１３．２―１：２４．８―１：３５．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．７―３F３４．１

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモグレースフル �
�
父 ラスカルスズカ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１０．２２ 東京９着

２００９．４．２２生 牡３鹿 母 サインボード 母母 ノスタルジア １４戦３勝 賞金 ３２，２２０，０００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３日 晴 良 （２４東京５）第１日 第９競走 ��
��２，１００�

い せ ざ き

伊 勢 佐 木 特 別
発走１４時２５分 （ダート・左）

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

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０６．７
２：０５．９

良

良

６１０� イッシンドウタイ 牡３鹿 ５５ 横山 典弘�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ５００＋ ２２：１１．７ ２３．３�

８１３ コスタパルメーラ 牡４黒鹿５７ 吉田 豊吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B４７６＋１２２：１１．９１� ９．８�
５８ タ ナ ト ス 牡４黒鹿５７ 藤田 伸二榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４６０± ０ 〃 クビ ６．２�
８１４ ロケットダイヴ 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４４８－ ６２：１２．２１	 ８４．５�
３３ ホノカアボーイ 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４６６－ ２２：１２．４	 ２２．０�
３４ テイエムデジタル 牡３鹿 ５５ 柴田 善臣竹園 正繼氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 ４８４＋ ２２：１２．７１	 ２０．６�
５７ ト リ ノ 牡４栗 ５７ 内田 博幸北山 敏	氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム ４９２－ ４ 〃 ハナ ７．６

１１ オネストエイブ 牡３鹿 ５５ 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４６２－ ６２：１２．９１
 ２５．１�
２２ ミッキーナチュラル 牡３栗 ５５ 田中 勝春野田みづき氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ５０６＋ ６２：１３．５３
 １４．８
４６ � ベストサーパス 牡３栗 ５５ 三浦 皇成小川 勲氏 藤岡 健一 米 Iron County

Farms Inc ４９６± ０２：１３．７１� １３．５�
７１１ オリオンザアルファ 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 B４９２＋１０ 〃 ハナ １８．９�
４５ ヴィーヴァギブソン 牡５鹿 ５７ 浜中 俊芹澤 精一氏 武 宏平 平取 スガタ牧場 ５２８＋ ８２：１３．８クビ ９０．９�
６９ ガリレオバローズ 牡４黒鹿５７ 北村 宏司猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５３２＋ ２２：１３．９	 １８．７�
７１２ ローマンエンブレム 牡３栗 ５５ I．メンディザバル �ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 B５３２＋ ８ 〃 クビ ２．４�

（仏）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３５，０４５，５００円 複勝： ７０，８７３，３００円 枠連： ３４，２５５，４００円

馬連： １２１，１３４，１００円 馬単： ６７，１１１，７００円 ワイド： ４８，２９７，８００円

３連複： １４１，００９，３００円 ３連単： ２３６，５２０，５００円 計： ７５４，２４７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３３０円 複 勝 � ５６０円 � ２９０円 � ２７０円 枠 連（６－８） ４，１１０円

馬 連 �� １３，５５０円 馬 単 �� ２７，８００円

ワ イ ド �� ２，４７０円 �� ２，１９０円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� ２３，７８０円 ３ 連 単 ��� ２１６，３００円

票 数

単勝票数 計 ３５０４５５ 的中 � １１８６２（１１番人気）
複勝票数 計 ７０８７３３ 的中 � ２９７３１（１０番人気）� ６９０７１（４番人気）� ７５４８１（３番人気）
枠連票数 計 ３４２５５４ 的中 （６－８） ６１６０（１７番人気）
馬連票数 計１２１１３４１ 的中 �� ６５９８（４７番人気）
馬単票数 計 ６７１１１７ 的中 �� １７８２（９９番人気）
ワイド票数 計 ４８２９７８ 的中 �� ４７３４（３５番人気）�� ５３７１（２７番人気）�� １２４２７（１０番人気）
３連複票数 計１４１００９３ 的中 ��� ４３７７（７９番人気）
３連単票数 計２３６５２０５ 的中 ��� ８０７（６７６番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．１―１２．４―１２．０―１２．１―１３．０―１３．３―１３．１―１２．４―１２．５―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１８．２―３０．６―４２．６―５４．７―１：０７．７―１：２１．０―１：３４．１―１：４６．５―１：５９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．７―３F３７．６
１
３

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

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

�イッシンドウタイ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 スラヴィック

２００９．４．２０生 牡３鹿 母 ラストヒット 母母 ゲートアンドフライ １２戦２勝 賞金 ３２，３３６，０００円
地方デビュー ２０１１．４．２９ 門別

※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３日 晴 良 （２４東京５）第１日 第１０競走 ��
��１，４００�

お く た ま

奥多摩ステークス
発走１５時００分 （芝・左）
３歳以上，１，６００万円以下，２３．１１．５以降２４．１０．２８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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．６
１：１９．０

良

良

５５ サクラゴスペル 牡４黒鹿５７．５ 横山 典弘�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 山田牧場 ４８８＋ ４１：２０．６ ６．０�

８１１ プリンセスメモリー 牝５鹿 ５４ 北村 宏司海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム ４１４＋ ６１：２１．０２� １７．７�
３３ マイネルロガール 牡４鹿 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム B４９４＋ ４ 〃 ハナ ２４．９�
４４ メジャーアスリート 牡３栗 ５４ 浜中 俊�G１レーシング 高木 登 浦河 有限会社

松田牧場 ５０２＋ ２ 〃 ハナ ３２．９�
７９ プランスデトワール 牡４芦 ５６ 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４８２＋ ６１：２１．２１ ２．６�
６７ トゥザサミット 牡５鹿 ５５ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム ４５６＋ ８１：２１．３� ２７．６	
１１ クレバーサンデー 牡５鹿 ５５ 三浦 皇成�岡崎牧場 崎山 博樹 浦河 東栄牧場 ４７４－ ４ 〃 ハナ １６．２

６８ シルクドリーマー 牡３鹿 ５５ 田中 勝春有限会社シルク音無 秀孝 浦河 笠松牧場 ４７０＋１０１：２１．４� ６．３�
８１２ サザンスターディ 牡６鹿 ５４ 武士沢友治南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 ５２８＋ ４ 〃 クビ ６１．６�
７１０ ゴーハンティング 牡４黒鹿５７ 石橋 脩 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム ５０２＋ ４１：２１．５� ６．２
５６ ターニングポイント �７青鹿５４ 丸山 元気山上 和良氏 和田 正道 新冠 泉渕瀬牧場 ４６８＋ ２１：２１．７１	 ７４．６�
２２ エ ネ ア ド 牡３鹿 ５５ 蛯名 正義 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４４＋ ２１：２２．２３ ８．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４９，０６４，７００円 複勝： ８３，１１９，１００円 枠連： ３２，６９９，３００円

馬連： １４７，１５８，９００円 馬単： ８６，７８８，４００円 ワイド： ５３，４３８，１００円

３連複： １６８，９８２，６００円 ３連単： ３３３，９９６，６００円 計： ９５５，２４７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２６０円 � ５５０円 � ６４０円 枠 連（５－８） ３，８４０円

馬 連 �� ５，７６０円 馬 単 �� １０，２７０円

ワ イ ド �� １，９３０円 �� １，７４０円 �� ５，０５０円

３ 連 複 ��� ３４，８１０円 ３ 連 単 ��� １７２，６２０円

票 数

単勝票数 計 ４９０６４７ 的中 � ６４９４６（２番人気）
複勝票数 計 ８３１１９１ 的中 � ９７１１５（４番人気）� ３７７９３（７番人気）� ３１５０４（８番人気）
枠連票数 計 ３２６９９３ 的中 （５－８） ６３００（１５番人気）
馬連票数 計１４７１５８９ 的中 �� １８８７４（２２番人気）
馬単票数 計 ８６７８８４ 的中 �� ６２４２（３９番人気）
ワイド票数 計 ５３４３８１ 的中 �� ６８７８（２３番人気）�� ７６７９（２０番人気）�� ２５６１（４８番人気）
３連複票数 計１６８９８２６ 的中 ��� ３５８３（９４番人気）
３連単票数 計３３３９９６６ 的中 ��� １４２８（４６５番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．１―１１．５―１１．７―１１．２―１０．７―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．９―２４．０―３５．５―４７．２―５８．４―１：０９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．１―３F３３．４
３ ５，１２（３，７）６－（１，８）（２，４，１０）９，１１ ４ ・（５，１２）（３，７）－（１，６）（２，８）（４，１０）（１１，９）

勝馬の
紹 介

サクラゴスペル �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 Cure the Blues デビュー ２０１１．１．２９ 東京１着

２００８．４．４生 牡４黒鹿 母 サクラブルース 母母 スループリンセス １３戦５勝 賞金 ７２，６１３，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。



３００１１１１月３日 晴 良 （２４東京５）第１日 第１１競走 ��
��１，６００�第１回アルテミスステークス

発走１５時３５分 （芝・左）

牝，２歳，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 ２８，０００，０００円 １１，０００，０００円 ７，０００，０００円 ４，２００，０００円 ２，８００，０００円
付 加 賞 ６６５，０００円 １９０，０００円 ９５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．１
１：３３．１

良

良

１１ コレクターアイテム 牝２黒鹿５４ 浜中 俊�G１レーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム ４７２－ ８１：３３．８レコード ２．７�

４８ ア ユ サ ン 牝２鹿 ５４ 丸山 元気星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 ４９４± ０１：３３．９� ８．９�
７１３ ウインプリメーラ 牝２黒鹿５４ 田辺 裕信�ウイン 大久保龍志 新冠 ビッグレッドファーム ４３０－ ８１：３４．４３ １２．２�
４７ � エイシンラトゥナ 牝２黒鹿５４ 内田 博幸平井 豊光氏 松元 茂樹 米 R. S. Evans ４９６＋１２１：３４．５� １０．３�
５１０ ナンシーシャイン 牝２鹿 ５４ 江田 照男三ツ矢組合 岩戸 孝樹 新ひだか 下村 繁正 ４２０± ０ 〃 アタマ ３０．４�
１２ トロワボヌール 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４６０± ０１：３４．６� ４７．２�
２４ トーセンレディ 牝２栗 ５４ 北村 宏司島川 	哉氏 加藤 征弘 新ひだか 服部 牧場 ４７６± ０ 〃 同着 ６０．４

２３ ネロディアマンテ 牝２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 ４８６± ０ 〃 アタマ １１．４�
７１４ ビ リ オ ネ ア 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか 田中 裕之 ４２６－１２１：３４．７� ４７．２
８１８ エターナルムーン 牝２鹿 ５４ 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 浦河 �桁牧場 ４５８＋ ８１：３４．８クビ ６６．２�
８１６ ラヴネヴァーダイズ 牝２鹿 ５４ 吉田 豊岡田 牧雄氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム ４２４＋ ６１：３４．９� ７６．０�
３６ テンシンランマン 牝２鹿 ５４ 田中 勝春 �キャロットファーム 伊藤 伸一 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４７４＋ ２ 〃 ハナ ７．７�
６１２ アルマシャウラ 牝２鹿 ５４ 藤田 伸二コウトミックレーシング 鹿戸 雄一 浦河 上山牧場 ４３６－ ２１：３５．１１� ５３．６�
５９ ピ ロ ポ 牝２鹿 ５４ 石橋 脩畑佐 博氏 水野 貴広 新ひだか 沖田 博志 ４３４＋ ２１：３５．２� ８０．６�
８１７ ジーニマジック 牝２鹿 ５４ I．メンディザバル 田所 英子氏 小笠 倫弘 日高 天羽牧場 ４６６－ ８ 〃 ハナ １６．１�

（仏）

７１５ シーブリーズライフ 牝２栗 ５４ 松岡 正海飯田 正剛氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 ４３８＋ ２ 〃 ハナ １５８．２�
３５ バリローチェ 牝２黒鹿５４ 岩田 康誠 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４５０＋ ６１：３５．３クビ ６．７�
６１１ リアリティー 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 ４５６＋１０１：３８．５大差 ６５．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ９５，９７９，９００円 複勝： １５８，３２１，３００円 枠連： １０１，１１６，８００円

馬連： ３７３，４１８，８００円 馬単： １８９，９３８，５００円 ワイド： １２６，４３７，６００円

３連複： ４８５，５７０，０００円 ３連単： ８３７，４１０，９００円 計： ２，３６８，１９３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � ３００円 � ３１０円 枠 連（１－４） ７４０円

馬 連 �� １，５８０円 馬 単 �� ２，４６０円

ワ イ ド �� ６５０円 �� ５９０円 �� １，６４０円

３ 連 複 ��� ５，０４０円 ３ 連 単 ��� １８，９８０円

票 数

単勝票数 計 ９５９７９９ 的中 � ２８１１０９（１番人気）
複勝票数 計１５８３２１３ 的中 � ４７８５００（１番人気）� １１２８７０（５番人気）� １０４３６２（７番人気）
枠連票数 計１０１１１６８ 的中 （１－４） １０１０８６（２番人気）
馬連票数 計３７３４１８８ 的中 �� １７４７１３（５番人気）
馬単票数 計１８９９３８５ 的中 �� ５７０１７（６番人気）
ワイド票数 計１２６４３７６ 的中 �� ４９０２５（４番人気）�� ５４５９１（３番人気）�� １８０１０（２１番人気）
３連複票数 計４８５５７００ 的中 ��� ７１１２５（１３番人気）
３連単票数 計８３７４１０９ 的中 ��� ３２５７５（３６番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．５―１１．５―１２．１―１２．３―１１．６―１１．６―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．０―３４．５―４６．６―５８．９―１：１０．５―１：２２．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コレクターアイテム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Storm Bird デビュー ２０１２．９．１５ 阪神１着

２０１０．２．２０生 牝２黒鹿 母 ネットオークション 母母 Antique Auction ３戦２勝 賞金 ４１，０６５，０００円
〔制裁〕 アユサン号の騎手丸山元気は，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。（３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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 アガサ号・インティワタナ号・セキショウ号
（非抽選馬） １頭 マケマケ号
※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。

３００１２１１月３日 晴 良 （２４東京５）第１日 第１２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時１０分 （芝・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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３１．３
１：３０．７

良

良

８１３ フルアクセル 牡４栗 ５７ 石橋 脩山田 和正氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４８４＋１０１：３３．１ ８．１�

６９ キッズニゴウハン 牡４栗 ５７ 田辺 裕信瀬谷 �雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ６１：３３．２� ５．０�
５７ チェリーヒロイン 牝３栗 ５４ 浜中 俊伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム ４０４± ０１：３３．３� ２３．４�
５６ ニジブルーム 牡４芦 ５７ 北村 宏司横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ４９２－１０１：３３．５１� １００．２�
４４ サトノヒーロー 牡３黒鹿５６ 内田 博幸里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５２８＋ ２１：３３．６� ２．８�
３３ 	 ユウターウェーヴ 牡５栗 ５７ 江田 照男北前孔一郎氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 ４８４－ ６ 〃 ハナ １７９．５�
２２ コルノグランデ 牡４青鹿５７ 三浦 皇成吉田 勝己氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム ４６２－ ２１：３３．８１
 ７．３	
７１０ ドリームトレイン 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠前田 幸治氏 谷 潔 新冠 村上牧場 ４８４－ ４ 〃 アタマ ６．１

６８ コスモトゥルーラヴ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 日高 戸川牧場 ４９２＋ ４ 〃 クビ ２１．１�
１１ ロイヤルクレスト 牡４栃栗５７ 横山 典弘�木村牧場 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 ５２４± ０ 〃 ハナ ７．１
４５ 	 サクラルーラー 牡６鹿 ５７ 武士沢友治�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 新和牧場 ５２６± ０１：３４．６５ ２９６．７�
８１２ マ イ ヨ ー ル 牡６芦 ５７ 丹内 祐次岡田 繁幸氏 清水 美波 新ひだか 乾 皆雄 ５００－ ６１：３４．７� ４５．４�
７１１ マイネルカーミン 牡３黒鹿５６ 丸山 元気 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 田湯牧場 ４８０＋ ４１：３４．８� １００．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４５，７３９，７００円 複勝： ７１，７０９，６００円 枠連： ２７，９８４，８００円

馬連： １２７，４９１，４００円 馬単： ７６，４６７，７００円 ワイド： ４７，２２１，２００円

３連複： １５０，５１６，３００円 ３連単： ３００，２７９，７００円 計： ８４７，４１０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � ２８０円 � １９０円 � ６１０円 枠 連（６－８） １，６８０円

馬 連 �� ２，０５０円 馬 単 �� ４，８９０円

ワ イ ド �� ６２０円 �� ３，０００円 �� １，６００円

３ 連 複 ��� １３，８６０円 ３ 連 単 ��� ８５，７３０円

票 数

単勝票数 計 ４５７３９７ 的中 � ４４５１３（６番人気）
複勝票数 計 ７１７０９６ 的中 � ６８４２６（６番人気）� １１７４４８（２番人気）� ２５５７１（８番人気）
枠連票数 計 ２７９８４８ 的中 （６－８） １２３４０（９番人気）
馬連票数 計１２７４９１４ 的中 �� ４５９２９（１２番人気）
馬単票数 計 ７６４６７７ 的中 �� １１５４１（２５番人気）
ワイド票数 計 ４７２２１２ 的中 �� １９９５３（７番人気）�� ３７２０（２９番人気）�� ７１５０（１９番人気）
３連複票数 計１５０５１６３ 的中 ��� ８０１６（４７番人気）
３連単票数 計３００２７９７ 的中 ��� ２５８５（２６５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．８―３４．５―４５．７―５７．６―１：０９．５―１：２１．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フルアクセル �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Acatenango デビュー ２０１１．２．２０ 東京４着

２００８．４．１３生 牡４栗 母 アクセラレイション 母母 Whirlwind １３戦４勝 賞金 ４７，８０８，０００円



（２４東京５）第１日 １１月３日 （祝日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６０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

２４０，９１０，０００円
８，６７０，０００円
１，８３０，０００円
２１，９２０，０００円
５７，０４９，５００円
５，１４０，８００円
１，５３６，０００円

勝馬投票券売得金
３９８，８８２，８００円
６８５，５８４，１００円
３１３，４９２，５００円
１，１９６，７５１，０００円
７２２，０３７，４００円
４６４，７４２，０００円
１，４６２，７５４，９００円
２，６２３，４１９，５００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 ７，８６７，６６４，２００円

総入場人員 ２８，４０７名 （有料入場人員 ２６，７８９名）


