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３００２５１１月１０日 晴 良 （２４東京５）第３日 第１競走 ��１，４００�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

１：２３．１
１：２３．１

重

重

３４ ランパスキャット 牡２黒鹿５５ 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４９６＋ ４１：２７．８ １１．６�

７１２ ダンディーソル 牡２青鹿５５ 梶 晃啓 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 今 牧場 ４６６＋ ４ 〃 クビ ８．５�
８１５ ト ド ロ ッ ク 牡２鹿 ５５ I．メンディザバル 山岸 桂市氏 奥平 雅士 新冠 川島牧場 B４８２± ０１：２７．９� １．６�

（仏）

２３ ヨイチピース 牡２栗 ５５ 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム ４４８＋ ２１：２８．２２ ７．２�
２２ ジ ョ バ イ ロ 牡２鹿 ５５ 和田 竜二岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド ４９６± ０１：２８．３クビ ６３．３�
４７ アーケオプテリクス 牝２鹿 ５４ 武士沢友治佐々木雄二氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド ４６４＋ ２ 〃 アタマ ２１６．６�
１１ ブライティアマンボ 牝２鹿 ５４ 松岡 正海小林 昌志氏 成島 英春 平取 雅 牧場 ４３２＋ ２ 〃 クビ １５．６	
６１１ ブ ッ ト バ セ 牡２栗 ５５ 浜中 俊一村 哲也氏 白井 寿昭 浦河 カナイシスタッド ４７４± ０１：２８．４� １９．０

７１３ トップトライ 牡２黒鹿５５ 岩部 純二�コオロ 萱野 浩二 新冠 ムラカミファーム ４７０＋ ４１：２８．７２ ８５．０�
６１０ ノーブルマーブル 牝２黒鹿５４ 吉田 豊小池 繁徳氏 谷原 義明 浦河 赤田牧場 ４５８＋ ４１：２９．０２ １３３．９�
８１４ ルーセブラック 牝２黒鹿５４ 三浦 皇成池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４４８＋ ８１：２９．２１� ４９．３
３５ ゴールドライト 牡２栗 ５５ 木幡 初広居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム ４９２＋ ２１：２９．４１� ２２．２�
５９ アノヒミタユメ 牝２黒鹿５４ 柴田 善臣小田切有一氏 本間 忍 新冠 アサヒ牧場 ４４０－ ２１：２９．５クビ ６３．４�
４６ クリノローツェ 牝２黒鹿５４ 北村 宏司栗本 博晴氏 星野 忍 新冠 平山牧場 ４７８± ０１：２９．８２ １０９．７�
５８ メイキングパワー 牝２黒鹿５４ 内田 博幸�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４９０－ ６１：３０．０１ ７３．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，５９９，７００円 複勝： ３７，００４，０００円 枠連： １０，６３７，０００円

馬連： ３７，７５４，１００円 馬単： ２９，５０１，４００円 ワイド： １８，５１３，７００円

３連複： ５１，２３１，６００円 ３連単： ８７，４００，６００円 計： ２８８，６４２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１６０円 複 勝 � ２２０円 � １９０円 � １１０円 枠 連（３－７） ２，３２０円

馬 連 �� ３，２８０円 馬 単 �� ６，９５０円

ワ イ ド �� ７７０円 �� ３００円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� １，２３０円 ３ 連 単 ��� １６，７８０円

票 数

単勝票数 計 １６５９９７ 的中 � １１２９２（４番人気）
複勝票数 計 ３７００４０ 的中 � ２４２９３（４番人気）� ３０７１７（２番人気）� １９６４４６（１番人気）
枠連票数 計 １０６３７０ 的中 （３－７） ３３９２（９番人気）
馬連票数 計 ３７７５４１ 的中 �� ８５１２（８番人気）
馬単票数 計 ２９５０１４ 的中 �� ３１３４（１９番人気）
ワイド票数 計 １８５１３７ 的中 �� ５１５５（８番人気）�� １５９２８（２番人気）�� １８５８９（１番人気）
３連複票数 計 ５１２３１６ 的中 ��� ３０８８９（１番人気）
３連単票数 計 ８７４００６ 的中 ��� ３８４４（４８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．９―３６．１―４９．１―１：０１．７―１：１４．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ランパスキャット �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Hennessy デビュー ２０１２．１０．２８ 東京８着

２０１０．２．３生 牡２黒鹿 母 キャッツプライド 母母 Kirt’s Pride ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００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。

３００２６１１月１０日 晴 良 （２４東京５）第３日 第２競走 ��
��１，６００�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

１：３６．９
１：３６．９

不良

不良

８１６ プロモントーリオ 牡２鹿 ５５ 横山 典弘水上 行雄氏 萩原 清 日高 道見牧場 ４９４± ０１：４０．６ １．９�

３５ オリオンザジャパン 牡２芦 ５５ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 武 牧場 ４７０－１０１：４１．０２� １１．６�
２４ アンルーリー 牝２鹿 ５４ 和田 竜二ディアレスト 高木 登 新ひだか 八田ファーム ４６２＋ ２１：４１．１クビ １３３．０�
３６ プリズンブレーク 牡２青 ５５ 北村 宏司細谷 典幸氏 中川 公成 新冠 中本 隆志 ４３２－ ２１：４１．６３ ９１．８�
６１２ ヴェルフェン 牡２芦 ５５ 蛯名 正義�Basic 田村 康仁 新冠 村本牧場 ４８８－ ４１：４１．９１� １１．７�
５１０ オ ベ ロ ン 牡２鹿 ５５ I．メンディザバル �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム ４８２－ ２１：４２．１１ ６．４	

（仏）

４７ ブルーローズ 牡２鹿 ５５ 川田 将雅青山 洋一氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 ４５４＋ ６１：４２．４１� ７６．５

７１４ ウインコサージュ 牝２芦 ５４ 石橋 脩�ウイン 手塚 貴久 新ひだか 藤沢牧場 ４６２＋ ４１：４２．５� ４６．７�
８１５ グラスリード 牡２青鹿５５ 松岡 正海半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４３８＋ ２１：４２．６� ３１．１�
２３ トウショウアミラル 牡２黒鹿５５ 武士沢友治トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５８－ ６ 〃 クビ ８０．７
４８ リネンナデシコ 牝２黒鹿５４ 田中 勝春戸山 光男氏 南田美知雄 青森 石田 英機 ４１２± ０１：４２．８１ ３５０．４�
６１１ ベルモントホウオウ 牝２青鹿５４ 三浦 皇成 �ベルモントファーム 鈴木 伸尋 新冠 ベルモント

ファーム ４９２＋１２１：４３．１２ ４．０�
５９ リアンハート 牡２栃栗５５ 江田 照男増田 和啓氏 本間 忍 日高 新井 昭二 ４７４－ ６１：４３．２� １３１．６�
１１ セイクリッドナイト 牡２黒鹿５５ R．ムーア 吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ５１８－ ２１：４３．３クビ ３６．７�

（英）

１２ タカラクルーズ 牡２栗 ５５ 柴田 善臣村山 義男氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４５０－ ４ 〃 ハナ ７９．３�
７１３ ルーミナリー 牡２黒鹿５５ 浜中 俊 H.R.H．プリンセス・ハヤ 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７６＋ ４１：４４．３６ １３１．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，４７１，３００円 複勝： ３０，１６４，１００円 枠連： １０，９４２，０００円

馬連： ３７，５７７，７００円 馬単： ２５，５０４，２００円 ワイド： １６，４１９，６００円

３連複： ４５，７１７，８００円 ３連単： ７４，３９７，７００円 計： ２５６，１９４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ２７０円 � ２，１００円 枠 連（３－８） ７５０円

馬 連 �� ８００円 馬 単 �� １，２８０円

ワ イ ド �� ４３０円 �� ３，３１０円 �� ６，６８０円

３ 連 複 ��� ２９，４５０円 ３ 連 単 ��� ９１，２１０円

票 数

単勝票数 計 １５４７１３ 的中 � ６４８１６（１番人気）
複勝票数 計 ３０１６４１ 的中 � １２７９５１（１番人気）� ２１４０８（５番人気）� ２０７３（１４番人気）
枠連票数 計 １０９４２０ 的中 （３－８） １０８０７（３番人気）
馬連票数 計 ３７５７７７ 的中 �� ３４９９８（４番人気）
馬単票数 計 ２５５０４２ 的中 �� １４７３２（５番人気）
ワイド票数 計 １６４１９６ 的中 �� １０４９６（３番人気）�� １１５８（２８番人気）�� ５６６（５２番人気）
３連複票数 計 ４５７１７８ 的中 ��� １１４６（６９番人気）
３連単票数 計 ７４３９７７ 的中 ��� ６０２（２２８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１２．３―１２．８―１３．３―１２．９―１２．７―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．７―３６．０―４８．８―１：０２．１―１：１５．０―１：２７．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プロモントーリオ �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１２．１０．７ 東京２着

２０１０．４．２６生 牡２鹿 母 モエレプロミネンス 母母 ト コ ピ ジ ャ ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００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 ターゲットゾーン号
※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。

第５回 東京競馬 第３日



３００２７１１月１０日 晴 良 （２４東京５）第３日 第３競走 ��１，６００�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

１：３３．８
１：３３．１

良

良

８１５ エフティシリウス 牡２青鹿５５ 蛯名 正義吉野 英子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４５２＋１０１：３７．７ １６．３�

２３ エスユーハリケーン 牡２鹿 ５５ 江田 照男楳津 繁氏 高橋 祥泰 新ひだか 上村 清志 ４６８± ０ 〃 クビ ４．０�
４７ スティレット 牡２青鹿５５ 田辺 裕信 �ユートピア牧場 松山 将樹 登別 ユートピア牧場 ４６０＋ ６１：３７．８クビ ３８．７�
７１３ テ ン ミ ラ イ 牡２栗 ５５ 内田 博幸天白 泰司氏 牧 光二 浦河 村中牧場 ４５６－ ６ 〃 クビ １８．８�
５１０ トキノロブロイ 牡２黒鹿５５ 吉田 豊田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４６８－ ２１：３７．９� ５．４�
１１ サトノマーキュリー 牡２黒鹿５５ 北村 宏司里見 治氏 国枝 栄 むかわ 上水牧場 ４８６＋ ２ 〃 ハナ ３．６�
１２ ファインユニバース 牡２栗 ５５ 三浦 皇成井山 登氏 矢野 英一 新冠 岩見牧場 ４６０－ ４ 〃 クビ ８．７	
６１１ フィリーズカレン 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣野� 昭夫氏 阿部 新生 豊浦 飯原牧場 ４７４－ ４１：３８．０� １６．８

３５ ドラグレスク 牡２鹿 ５５ 宮崎 北斗村上 憲政氏 本田 優 日高 荒井ファーム ５１２＋ ４１：３８．２１� ９１．６�
６１２ シャイニーリーヴァ 牡２鹿 ５５ 松岡 正海小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 ４５８＋ ８１：３８．４１� １２．５�
８１６ ケイツーネイト 牝２芦 ５４ 武士沢友治楠本 勝美氏 菅原 泰夫 日高 川島 良一 ３９０± ０１：３８．６１� １８３．５
４８ カシマルフィ 牡２黒鹿５５ 田中 勝春�カシマ 高市 圭二 むかわ 上水牧場 ４５６＋ ２ 〃 アタマ １５．８�
３６ デルマキタロウ 牡２鹿 ５５ R．ムーア 浅沼 廣幸氏 田中 剛 千歳 社台ファーム ４７０－ ２１：３８．７クビ ４４．４�

（英）

５９ マコトデリシオッソ 牝２青鹿５４ 川田 将雅尾田左知子氏 森 秀行 様似 出口 繁夫 ５１８± ０１：３９．１２� ３９．６�
７１４ コモリスーザン 牝２栗 ５４ 石橋 脩井上 久光氏 柴田 政人 日高 インターナショ

ナル牧場 ４４２－ ６１：３９．９５ ６３．４�
２４ メルクマール 牡２鹿 ５５ 柴田 大知�ミルファーム 畠山 重則 浦河 バンダム牧場 ４６０± ０１：４０．３２� ２７３．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，２５５，１００円 複勝： ３１，１８８，６００円 枠連： １６，４９１，６００円

馬連： ４５，８８０，５００円 馬単： ２８，７８３，５００円 ワイド： ２１，１６３，９００円

３連複： ５８，３１１，７００円 ３連単： ８２，４２３，０００円 計： ３０２，４９７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６３０円 複 勝 � ４５０円 � １６０円 � ７９０円 枠 連（２－８） ３，０１０円

馬 連 �� ２，７８０円 馬 単 �� ７，７６０円

ワ イ ド �� １，２５０円 �� ４，７２０円 �� ２，０３０円

３ 連 複 ��� ４０，１９０円 ３ 連 単 ��� ２２２，８２０円

票 数

単勝票数 計 １８２５５１ 的中 � ８８４１（７番人気）
複勝票数 計 ３１１８８６ 的中 � １６０４０（８番人気）� ６８８４９（１番人気）� ８２６５（１０番人気）
枠連票数 計 １６４９１６ 的中 （２－８） ４０５５（１２番人気）
馬連票数 計 ４５８８０５ 的中 �� １２１９９（９番人気）
馬単票数 計 ２８７８３５ 的中 �� ２７４０（２８番人気）
ワイド票数 計 ２１１６３９ 的中 �� ４２８４（１２番人気）�� １０８０（５７番人気）�� ２５７１（２４番人気）
３連複票数 計 ５８３１１７ 的中 ��� １０７１（１１４番人気）
３連単票数 計 ８２４２３０ 的中 ��� ２７３（６１４番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．７―１２．２―１２．９―１３．２―１２．１―１１．３―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．５―３６．７―４９．６―１：０２．８―１：１４．９―１：２６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．１―３F３４．９
３ ・（５，７）（３，９）１０（２，８）（１２，１３）（６，１１）４（１６，１５）（１４，１） ４ ・（５，７）（３，１０，９）（２，１２，８）１３（６，１１，１５）（４，１６，１）１４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エフティシリウス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ナリタブライアン デビュー ２０１２．７．２９ 札幌８着

２０１０．３．２６生 牡２青鹿 母 ソフィーズローズ 母母 スカーレットブーケ ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 エスユーハリケーン号の騎手江田照男は，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。（１０番への

進路影響）
ファインユニバース号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１２番・９番・８番への進
路影響）

※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。

３００２８１１月１０日 晴 良 （２４東京５）第３日 第４競走 ��
��２，０００�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

２：０１．３
１：５９．９

良

良

２３ マイネルマエストロ 牡２青鹿５５ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム ４７８－ ４２：０１．７ ６．２�

７１５ トゥルヴァーユ 牝２芦 ５４ 三浦 皇成 �グリーンファーム 矢野 英一 日高 天羽 禮治 ５１６－ ４２：０２．０１� ４．７�
８１７ マイネルサンオペラ 牡２栗 ５５ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 日高 春木 昭雄 ４６４± ０２：０２．３２ ３１．０�
３５ ソムニアシチー 牝２鹿 ５４ 江田 照男 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 B４３４＋ ４ 〃 クビ １１．２�
１１ トーセンウィンドウ 牝２栗 ５４ 川田 将雅島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム ４５０－ ２２：０２．４クビ ８２．５�
５１０ ウインプライズ 牡２鹿 ５５ 吉田 豊�ウイン 高橋 祥泰 新冠 石田牧場 ４３８＋ ８２：０２．５� １３８．５	
８１８ ランブリングマン 牡２鹿 ５５ 武士沢友治スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 ５２４＋ ８ 〃 クビ ５．８

６１１ マンハッタンテルス 牝２黒鹿５４ 浜中 俊吉田喜代司氏 土田 稔 新冠 川島牧場 ４６４－ ４２：０２．６クビ ６６．６�
５９ ギンザブルースター 牡２芦 ５５ 岩田 康誠有馬 博文氏 池上 昌弘 浦河 丸村村下

ファーム ４４６＋ ４２：０２．７� １１．３�
４７ マイネルミラノ 牡２栗 ５５ R．ムーア �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム ４５２± ０ 〃 クビ ７．７
（英）

６１２ リネンウインド �２黒鹿５５ 池添 謙一戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 前谷 武志 ４５０－ ２２：０２．９１	 ２３９．１�
２４ ニシノアイボウ 牡２鹿 ５５ 内田 博幸西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 ４７８＋ ８２：０３．０� ３４．３�
７１４ サクセスカサノヴァ 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義�嶋 哲氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム ４７４＋ ６ 〃 ハナ ３．９�
４８ ゴールドウインド 牡２青鹿５５ 北村 宏司居城 要氏 坂本 勝美 新冠 北勝ファーム B４７４－ ２２：０３．１� ５０．９�
３６ クォンタムビット 牡２栗 ５５ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 新ひだか タイヘイ牧場 ４６０＋ ４２：０３．３１	 ５８．７�
１２ ブライハイド 牡２黒鹿５５ 田辺 裕信伊達 敏明氏 上原 博之 日高 サンシャイン

牧場 ４６８＋ ６２：０３．４� ２７４．０�
７１３ ローズダンサー 牡２黒鹿５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ５０６－ ２２：０３．６１ １４１．１�
８１６ ブリリアントダンス 牡２鹿 ５５ 大庭 和弥鈴木 芳夫氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド B４８４＋ ４２：０４．５５ ３３２．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，２６１，８００円 複勝： ３８，３８８，２００円 枠連： １８，６０６，５００円

馬連： ５１，３６５，２００円 馬単： ３１，６６７，６００円 ワイド： ２４，１５７，９００円

３連複： ６７，１１２，６００円 ３連単： ９８，１２５，２００円 計： ３４８，６８５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � ２４０円 � １９０円 � ８２０円 枠 連（２－７） ７１０円

馬 連 �� ２，１３０円 馬 単 �� ４，７３０円

ワ イ ド �� ７６０円 �� １，８５０円 �� ２，９３０円

３ 連 複 ��� ２２，４６０円 ３ 連 単 ��� １０１，０００円

票 数

単勝票数 計 １９２６１８ 的中 � ２４６４４（４番人気）
複勝票数 計 ３８３８８２ 的中 � ４４８４３（４番人気）� ６２３７２（２番人気）� ９７１４（９番人気）
枠連票数 計 １８６０６５ 的中 （２－７） １９５５０（２番人気）
馬連票数 計 ５１３６５２ 的中 �� １７８４２（１０番人気）
馬単票数 計 ３１６６７６ 的中 �� ４９４８（２１番人気）
ワイド票数 計 ２４１５７９ 的中 �� ８２１２（８番人気）�� ３１７２（２４番人気）�� １９６８（３０番人気）
３連複票数 計 ６７１１２６ 的中 ��� ２２０６（５８番人気）
３連単票数 計 ９８１２５２ 的中 ��� ７１７（２８７番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．１―１１．９―１２．８―１３．０―１３．１―１２．２―１２．３―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．２―３４．３―４６．２―５９．０―１：１２．０―１：２５．１―１：３７．３―１：４９．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．７―３F３６．６

３ ５＝１６，６，４（２，８）９，３（１，７，１４）（１３，１０，１５）１１（１２，１７）－１８
２
４

５－１６－（２，６）４（３，７，８）９（１，１１，１０，１４）（１３，１５）－（１２，１７）－１８
５＝（１６，６）（４，８）（２，９，１４）（３，７）（１，１５）（１３，１０，１７）１１（１２，１８）

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルマエストロ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．１０．１４ 京都５着

２０１０．３．２８生 牡２青鹿 母 ウエスタンシャープ 母母 ミュージカルラーク ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００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。



３００２９１１月１０日 晴 良 （２４東京５）第３日 第５競走 ��
��１，４００�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

１：２３．１
１：２３．１

重

重

８１２� ダノンレジェンド 牡２黒鹿５５ 浜中 俊�ダノックス 村山 明 米 Colts Neck
Stables, LLC ４４８ ―１：２６．６ ４．３�

５７ � エ ジ ル 牝２栗 ５４ 北村 宏司吉田 和美氏 木村 哲也 米
White Cloud Bloodstock,
Jeffrey Lovinger &
Pamela Lovinger

４９４ ―１：２７．８７ １１．２�
３３ ソ ラ ニ ー 牡２黒鹿５５ 宮崎 北斗井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 鮫川 啓一 ４９０ ― 〃 アタマ ３．４�
７１０ ドラゴンビューティ 牡２鹿 ５５ 武士沢友治 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４８４ ―１：２８．１１� ７０．９�
１１ ノーブルダンス 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前川 正美 ４６２ ―１：２９．３７ ８１．０�
４４ バンブーデルピエロ 牡２鹿 ５５ 和田 竜二�バンブー牧場 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 ５０２ ―１：３０．１５ ７．６	
７１１ ケイアイエイト 牡２鹿 ５５ 松岡 正海 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 新ひだか 松田牧場 ４９６ ― 〃 クビ ２．７

４５ カ ナ デ ル 牝２鹿 ５４ 二本柳 壮鈴木 照雄氏 武市 康男 浦河 笹島 政信 B４６８ ―１：３１．３７ ９０．２�
６９ ドナヴェスタ 牝２栗 ５４ 吉田 豊山田 貢一氏 鈴木 伸尋 浦河 桑田牧場 ４６２ ― 〃 アタマ ４７．１�
２２ ヴィトルオーゾ 牡２黒鹿５５ 川田 将雅�ノースヒルズ 白井 寿昭 新冠 株式会社

ノースヒルズ ４７４ ―１：３１．４� ３８．２
６８ エヴォトウショウ 牝２栗 ５４ 岩田 康誠トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５８ ―１：３１．６１ ４０．０�
８１３ サキノリュウジン 牡２芦 ５５ 柴田 大知�原 富夫氏 大和田 成 新ひだか 信田牧場 ４４６ ―１：３３．９大差 ６０．２�

（１２頭）
５６ エムオータイガー 牡２栗 ５５ 田中 勝春大浅 貢氏 古賀 慎明 日高 藤本 直弘 ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １８，９７０，０００円 複勝： ２５，４９０，９００円 枠連： １２，３８２，５００円

馬連： ４１，４１３，１００円 馬単： ３０，０４５，４００円 ワイド： １７，５９４，８００円

３連複： ４６，７０７，７００円 ３連単： ８６，８７６，９００円 計： ２７９，４８１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １６０円 � ２７０円 � １５０円 枠 連（５－８） ２，１６０円

馬 連 �� ２，４２０円 馬 単 �� ３，７２０円

ワ イ ド �� ７３０円 �� ３５０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ３，１６０円 ３ 連 単 ��� １７，４５０円

票 数

単勝票数 計 １８９７００ 的中 � ３５３２９（３番人気）
複勝票数 計 ２５４９０９ 的中 � ４４８６８（３番人気）� １９５６０（５番人気）� ５３５５６（２番人気）
枠連票数 計 １２３８２５ 的中 （５－８） ４２４０（９番人気）
馬連票数 計 ４１４１３１ 的中 �� １２６６７（９番人気）
馬単票数 計 ３００４５４ 的中 �� ５９６３（１５番人気）
ワイド票数 計 １７５９４８ 的中 �� ５６９５（９番人気）�� １３８５７（３番人気）�� ５９３９（８番人気）
３連複票数 計 ４６７０７７ 的中 ��� １０９２１（７番人気）
３連単票数 計 ８６８７６９ 的中 ��� ３６７５（４９番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．２―１１．９―１３．０―１２．７―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１３．０―２４．２―３６．１―４９．１―１：０１．８―１：１４．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ダノンレジェンド �
�
父 Macho Uno �

�
母父 Storm Cat 初出走

２０１０．２．２４生 牡２黒鹿 母 My Goodness 母母 Caressing １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔出走取消〕 エムオータイガー号は，疾病〔左寛跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サキノリュウジン号は，平成２４年１２月１０日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 ナムラネネ号（疾病〔右寛跛行〕のため）

３００３０１１月１０日 晴 良 （２４東京５）第３日 第６競走 ��２，０００�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

２：０１．３
１：５９．９

良

良

６６ ダブルゴールド 牝２栗 ５４ 蛯名 正義吉田 和子氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム ４７２ ―２：０４．２ ７．２�

７８ ミッキータイム 牡２鹿 ５５ 横山 典弘野田みづき氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ５０８ ―２：０４．４１ １．６�
８１０ ベストフォンテン 牡２鹿 ５５ 江田 照男吉橋 計氏 高橋 裕 登別 登別上水牧場 ４９０ ― 〃 クビ １２５．０�
８９ ミラクルルージュ 牝２青鹿５４ 柴田 善臣 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４５０ ―２：０４．５クビ ２２．１�
５５ マクベスバローズ 牡２黒鹿５５ 北村 宏司猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４６４ ― 〃 クビ ６．６�
７７ ベ ロ ム 牡２栗 ５５ I．メンディザバル �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム ５１４ ―２：０４．６クビ ８．０�

（仏）

４４ ビービーラッシュ 牡２芦 ５５ 田中 勝春�坂東牧場 田中 剛 新冠 中本牧場 ４６４ ―２：０４．９１� ８８．６	
３３ ショウナンパンチ 牡２黒鹿５５ 浜中 俊国本 哲秀氏 伊藤 大士 日高 坂田牧場 ４９２ ―２：０５．５３� １１．１

２２ リッチエモーション 牝２栗 ５４ 三浦 皇成橋川 欣司氏 本間 忍 日高 日西牧場 ４６４ ―２：０６．１３� ５６．２�
１１ フジマサグランプリ 牡２黒鹿５５ 田辺 裕信藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 B５０６ ―２：０６．９５ ７０．４�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２３，６４２，５００円 複勝： ５９，５８６，４００円 枠連： １２，６９８，６００円

馬連： ３８，３８４，０００円 馬単： ３４，０８７，１００円 ワイド： １８，１４６，６００円

３連複： ４５，３２２，５００円 ３連単： １０８，４８４，７００円 計： ３４０，３５２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２００円 � １１０円 � １，８６０円 枠 連（６－７） ５００円

馬 連 �� ４７０円 馬 単 �� １，６１０円

ワ イ ド �� ３００円 �� ６，１２０円 �� ２，６００円

３ 連 複 ��� １２，５４０円 ３ 連 単 ��� ５５，８００円

票 数

単勝票数 計 ２３６４２５ 的中 � ２５９４５（３番人気）
複勝票数 計 ５９５８６４ 的中 � ４４０４０（３番人気）� ３７９７２４（１番人気）� ２８９２（１０番人気）
枠連票数 計 １２６９８６ 的中 （６－７） １９１００（２番人気）
馬連票数 計 ３８３８４０ 的中 �� ６０９７９（１番人気）
馬単票数 計 ３４０８７１ 的中 �� １５７２２（８番人気）
ワイド票数 計 １８１４６６ 的中 �� １８０９３（４番人気）�� ６５６（３６番人気）�� １５７２（２４番人気）
３連複票数 計 ４５３２２５ 的中 ��� ２６６８（３２番人気）
３連単票数 計１０８４８４７ 的中 ��� １４３５（１４０番人気）

ハロンタイム １３．５―１２．４―１２．７―１３．０―１３．２―１２．８―１２．２―１１．３―１１．１―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．５―２５．９―３８．６―５１．６―１：０４．８―１：１７．６―１：２９．８―１：４１．１―１：５２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．６―３F３４．４

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

勝馬の
紹 介

ダブルゴールド 
�
父 ゴールドアリュール 

�
母父 Seeking the Gold 初出走

２０１０．４．２９生 牝２栗 母 ゴールドティアラ 母母 Bright Tiara 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。



３００３１１１月１０日 晴 良 （２４東京５）第３日 第７競走 ��１，６００�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

５１０ ディアフロイデ 牡４鹿 ５７ R．ムーア ディアレスト 松永 康利 新ひだか 八田ファーム ４４０＋ ８１：３８．０ ２．６�
（英）

６１１ リーゼントブルース 牡３芦 ５６ 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 B４７０－ ４１：３８．１� １３．０�
６１２ プリュキエール 牡３青鹿５６ 北村 宏司 �サンデーレーシング 本間 忍 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４８８± ０１：３８．２� ３．９�
８１６ インディーグラブ 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４４２＋ ４１：３８．４１� ４．５�
３６ メイスンファースト 牡７鹿 ５７ 岩田 康誠梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 地興牧場 B４８８± ０１：３９．３５ １４．８�
７１４ ラ リ エ ッ ト 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信島田 久氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 ４３４－ ８１：３９．５１ ４９．５�
８１５ ソールデスタン 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣�前川企画 奥平 雅士 浦河 鎌田 正嗣 ４６４＋ ２ 〃 アタマ ２６．２	
４７ ローゼズガーランド 牝３鹿 ５４ 吉田 豊藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 ４８６± ０ 〃 アタマ ２０．６

７１３ カネトシファイター 牡４栗 ５７ 宮崎 北斗兼松 利男氏 高橋 義博 日高 新井 弘幸 ４７２－ ４１：３９．７１� ２１６．３�
２４ ビッグギャンブラー 牡４栗 ５７ 大庭 和弥坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上牧場 ５２８＋ ２１：４０．０１� ２０１．４�
５９ ホワイトアッシュ 牝４芦 ５５ 江田 照男�グランド牧場 高橋 祥泰 新ひだか グランド牧場 ４６０－１０１：４０．４２� １４９．５
１２ � サンマルヴィエント 牡４栗 ５７ 田中 勝春相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４７６＋ ２１：４０．５� ４５．９�
３５ ミスターロックマン 牡４黒鹿５７ 木幡 初広岡 浩二氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４３８± ０ 〃 ハナ ２８０．１�
１１ ドンビザッツウェイ 牡５鹿 ５７ 内田 博幸田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 ５００± ０１：４０．７１� １０．９�
４８ � レインボーデイズ 牝４栗 ５５ 武士沢友治�ターフ・スポート新開 幸一 日高 ナカノファーム ４２６－ ６１：４１．３３� １３７．４�
２３ イージーウイン 牡５鹿 ５７ 二本柳 壮田島榮二郎氏 嶋田 功 新ひだか 畠山牧場 ４６２＋ ２１：４２．９１０ １４６．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，０７６，８００円 複勝： ３７，１４４，１００円 枠連： １９，０８８，１００円

馬連： ６０，９０２，８００円 馬単： ３９，０８１，８００円 ワイド： ２６，９９０，８００円

３連複： ７５，７７３，０００円 ３連単： １２３，９２９，９００円 計： ４０３，９８７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � ２９０円 � １３０円 枠 連（５－６） ２９０円

馬 連 �� １，９４０円 馬 単 �� ３，０８０円

ワ イ ド �� ７３０円 �� １９０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� １，８９０円 ３ 連 単 ��� ９，９５０円

票 数

単勝票数 計 ２１０７６８ 的中 � ６４３１４（１番人気）
複勝票数 計 ３７１４４１ 的中 � ９５６５２（１番人気）� ２１９２８（６番人気）� ８８７６４（２番人気）
枠連票数 計 １９０８８１ 的中 （５－６） ４９７３５（１番人気）
馬連票数 計 ６０９０２８ 的中 �� ２３２５９（７番人気）
馬単票数 計 ３９０８１８ 的中 �� ９３８４（９番人気）
ワイド票数 計 ２６９９０８ 的中 �� ７８９６（８番人気）�� ４６７４３（１番人気）�� ７８２７（９番人気）
３連複票数 計 ７５７７３０ 的中 ��� ２９７１６（４番人気）
３連単票数 計１２３９２９９ 的中 ��� ９１９５（１９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１１．９―１２．４―１２．８―１２．１―１２．５―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．７―３５．６―４８．０―１：００．８―１：１２．９―１：２５．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３７．２
３ ９－１１（１０，１６）（７，１２）１４，６－（４，１３，１５）＝５，２－８－１－３ ４ ９（１１，１６）（１０，１２）７（６，１４）１５（４，１３）＝５，２－１，８＝３

勝馬の
紹 介

ディアフロイデ �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 ソウルオブザマター デビュー ２０１０．１１．１３ 東京９着

２００８．４．１３生 牡４鹿 母 サイレントベッド 母母 ビストロドゥパリ ２３戦１勝 賞金 １７，６２０，０００円
［他本会外：２戦２勝］

※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。

３００３２１１月１０日 晴 良 （２４東京５）第３日 第８競走 ��
��１，３００�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 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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

４８ ベビーネイル �５栗 ５７ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 浦河 信岡牧場 ５０４＋ ４１：１８．４ ３．５�

７１３ コスモケンジ 牡４栗 ５７ R．ムーア �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ハクツ牧場 ５００＋ ６１：１８．５� ３．５�
（英）

３５ ダンシングミッシー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 ４６０－ ６１：１８．７１	 ７．９�
２４ マックスガイ 牡３青鹿５６ 柴田 善臣平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 モリナガファーム ４６６＋ ２１：１８．８クビ １６．６�
５９ ラヴリードリーム 牝６青鹿５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 黒岩 陽一 静内 松田 三千雄 ４８２－ ２１：１８．９� ９９．７�
１２ ユメノキズナ 牝５鹿 ５５ 川田 将雅諸江 幸祐氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４８２＋１０ 〃 クビ ２２５．７�
６１２ アルセーヌシチー 牡６鹿 ５７ 武士沢友治 	友駿ホースクラブ 中野 栄治 浦河 アイオイファーム ５００－ ４１：１９．０クビ ２９．３

３６ クラッチヒット 牡７栗 ５７ 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム ４９４＋ ８ 〃 ハナ ２３．１�
４７ エイブルサクセス 牡４鹿 ５７ 田中 勝春中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 ５４８＋ ８１：１９．４２
 ４３．８�
２３ エースインザホール 牡５鹿 ５７ 北村 宏司 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 新冠 ハシモトフアーム ４９４＋ ４１：１９．６１	 ７．０
１１ カリスマアキラ 牡３栗 ５６ 内田 博幸 Him Rock Racing 斎藤 誠 日高 タバタファーム ４６６± ０１：１９．７
 １２．６�
７１４� ローレンルーナ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義林 正道氏 田村 康仁 米 Yoichi

Aoyama ４７２± ０１：１９．９１	 ８．０�
８１６ トウカイアストロ 牡３栗 ５６ 三浦 皇成内村 正則氏 栗田 徹 平取 二風谷ファーム ４８８＋ ２１：２０．２１� １７３．８�
８１５ ウエスタンレビュー 牝４黒鹿５５ 和田 竜二西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか 北西牧場 ５０４＋１２１：２０．７３ ９８．４�
６１１� ギ ガ ワ ッ ト 牡５黒鹿５７ 宮崎 北斗�木村牧場 高橋 裕 日高 木村牧場 ５２２－ ２ 〃 ハナ ２７３．１�
５１０ ミッドタウンレディ 牝５黒鹿５５ 浜中 俊吉田 和子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ５１４－ ８１：２１．６５ ５５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，７３０，０００円 複勝： ５３，４８１，４００円 枠連： ２５，４５１，７００円

馬連： ９０，８１８，２００円 馬単： ４９，３００，８００円 ワイド： ３７，６３５，１００円

３連複： １０９，０７４，７００円 ３連単： １６０，８７６，８００円 計： ５５６，３６８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � ２００円 枠 連（４－７） ３６０円

馬 連 �� ５７０円 馬 単 �� １，１９０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ５９０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� １，８５０円 ３ 連 単 ��� ６，３２０円

票 数

単勝票数 計 ２９７３００ 的中 � ６８５６１（１番人気）
複勝票数 計 ５３４８１４ 的中 � １１９０１３（１番人気）� ９５０２３（２番人気）� ６１０８２（４番人気）
枠連票数 計 ２５４５１７ 的中 （４－７） ５２２５３（１番人気）
馬連票数 計 ９０８１８２ 的中 �� １１９１９０（１番人気）
馬単票数 計 ４９３００８ 的中 �� ３０７８１（１番人気）
ワイド票数 計 ３７６３５１ 的中 �� ３７６８３（１番人気）�� １４８０８（７番人気）�� １５２５７（６番人気）
３連複票数 計１０９０７４７ 的中 ��� ４３７３６（３番人気）
３連単票数 計１６０８７６８ 的中 ��� １８８１０（５番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．７―１１．５―１２．３―１２．２―１２．２―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１７．７―２９．２―４１．５―５３．７―１：０５．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベビーネイル �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．８．２ 札幌１着

２００７．２．１０生 �５栗 母 ブライアンマリア 母母 ホッポウマリア １３戦４勝 賞金 ５０，１０２，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 クォリティシーズン号・シンビオシス号・トイボックス号
※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。



３００３３１１月１０日 晴 良 （２４東京５）第３日 第９競走 ��
��１，６００�

きんしゅう

錦秋ステークス
発走１４時２０分 （ダート・左）
３歳以上，１，６００万円以下，２３．１１．１２以降２４．１１．４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 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．４
１：３３．３

重

良

３５ ウォータールルド 牡４黒鹿５６ 内田 博幸山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 ４８４＋ ６１：３６．０ ２．６�

１２ ツクバコガネオー �４栗 ５５ 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５１８± ０１：３６．３２ ５．９�
２４ � テープカット 牡５鹿 ５３ 柴田 善臣橋本 忠雄氏 高橋 祥泰 新ひだか タイヘイ牧場 ４６６± ０１：３６．４� ２０３．９�
２３ ナイトフッド 牡６青鹿５６ 田中 勝春 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム B５１８＋ ４ 〃 アタマ ６．１�
７１４ パワースポット 牝４鹿 ５２ 松岡 正海�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 ４７２＋ ６１：３６．６１ １２．０�
８１５ ジョーメテオ 牡６鹿 ５５ 三浦 皇成上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 ５０８－ ８１：３６．８１ ４５．３�
４８ � チョイワルグランパ 牡６黒鹿５３ 川田 将雅	グランプリ 森 秀行 千歳 社台ファーム B５０８－ ６ 〃 クビ ３８．３

５９ ヒラボクビジン 牝５黒鹿５３ 横山 典弘	平田牧場 土田 稔 浦河 谷川牧場 ４７４－ ２１：３７．１１	 ６．０�
６１２ ゴールドアカデミー 牡６栗 ５５ 北村 宏司居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム B４８８＋ ４１：３７．３１
 ２６．３�
６１１ ストロングバサラ 牡７黒鹿５６ 田辺 裕信村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４９８＋ ８１：３７．４	 １１３．２
８１６ ステキナシャチョウ 牡５鹿 ５５ 大下 智池田 實氏 野中 賢二 浦河 辻 牧場 ４６４－ ４１：３７．５	 ５５．７�
７１３ アドマイヤツバサ 牡５青鹿５４ 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４６２－ ４１：３７．７１ １０．６�
５１０ アグネスアンカー 牡６鹿 ５４ 的場 勇人渡辺 孝男氏 的場 均 新冠 中地 康弘 ５６２＋１８１：３７．８� ３３５．１�
３６ サイモントルナーレ 牡６栗 ５５ 池添 謙一澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 B４６２± ０１：３７．９� ５５．７�
４７ ロンギングスター 牡５栗 ５６ 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 浦河 中村 雅明 ４７８± ０１：３８．６４ ２３．６�
１１ ヤマニンバッスル 牡６鹿 ５２ 江田 照男土井 肇氏 黒岩 陽一 浦河 廣田 伉助 ４８４－１２１：３９．８７ ２１９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，１０６，５００円 複勝： ６２，２１８，７００円 枠連： ２５，４７１，８００円

馬連： １１１，２００，３００円 馬単： ６２，６６５，７００円 ワイド： ４１，６３９，６００円

３連複： １３０，９８８，２００円 ３連単： ２３４，５１６，５００円 計： ７００，８０７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １５０円 � １９０円 � ３，０９０円 枠 連（１－３） ７３０円

馬 連 �� ７１０円 馬 単 �� １，２７０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� ７，２５０円 �� １１，８１０円

３ 連 複 ��� ３８，９７０円 ３ 連 単 ��� １２９，４５０円

票 数

単勝票数 計 ３２１０６５ 的中 � １００９５６（１番人気）
複勝票数 計 ６２２１８７ 的中 � １４５０２０（１番人気）� ９０５５１（３番人気）� ３４７７（１４番人気）
枠連票数 計 ２５４７１８ 的中 （１－３） ２６０１０（２番人気）
馬連票数 計１１１２００３ 的中 �� １１６２１６（２番人気）
馬単票数 計 ６２６６５７ 的中 �� ３６６２７（２番人気）
ワイド票数 計 ４１６３９６ 的中 �� ３４３４７（３番人気）�� １３０３（５４番人気）�� ７９７（６８番人気）
３連複票数 計１３０９８８２ 的中 ��� ２４８１（９３番人気）
３連単票数 計２３４５１６５ 的中 ��� １３３７（３３７番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．５―１２．１―１２．２―１２．３―１２．１―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．４―３４．９―４７．０―５９．２―１：１１．５―１：２３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３６．８
３ ・（１，５）（７，８）－２（１３，６）－（３，１１）（４，１２，１６）（９，１４）－（１０，１５） ４ １，５（７，８）２（１３，６）（３，１１）（４，１２，１６）（９，１４）１５，１０

勝馬の
紹 介

ウォータールルド �
�
父 ウォーターリーグ �

�
母父 Boston Harbor デビュー ２０１０．９．２０ 阪神６着

２００８．３．９生 牡４黒鹿 母 ウォーターエナン 母母 Scrape １８戦５勝 賞金 ９０，２６５，０００円
〔発走状況〕 ウォータールルド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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） ４頭 イチエイクリッパー号・サミットストーン号・ジョウノボヘミアン号・タイガースラム号

３００３４１１月１０日 晴 良 （２４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，２３．１１．１２以降２４．１１．４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 ２１，０００，０００円 ８，４００，０００円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００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

４４ インプレスウィナー 牡５青 ５６ 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 ４５６－ ４１：２０．５ １１．７�

７９ ミ ト ラ �４黒鹿５５ 横山 典弘吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ５０２－ ４１：２０．６� ２．８�
５５ ヒットジャポット 牡５黒鹿５６ 松岡 正海西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 カナイシスタッド ４８８± ０ 〃 クビ ４．５�
３３ ストロングガルーダ 牡６青鹿５４ 田辺 裕信村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４８８± ０１：２０．７クビ ５２．５�
２２ ブリッツェン 牡６鹿 ５６ 柴田 善臣広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４８６－ ２ 〃 ハナ ６５．２�
１１ マイネルクラリティ 牡６栗 ５５ I．メンディザバル �サラブレッドクラブ・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４９２－ ４１：２０．９１� ８６．８�

（仏）

８１２ チャームポット 牝６栗 ５３ 和田 竜二タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４５６－ ４ 〃 ハナ ３２．６	
６８ アンシェルブルー 牝５黒鹿５４ 蛯名 正義矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 ４７０＋ ２ 〃 アタマ ６．８

６７ ニシノステディー 牝４栗 ５２ 吉田 豊西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４８０＋ ４ 〃 ハナ １５．３�
７１０ アニメイトバイオ 牝５栗 ５４ 北村 宏司バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ４１：２１．１１� １０．９�
５６ ツルマルネオ �６鹿 ５４ 浜中 俊鶴田 鈴子氏 石坂 正 日高 浜本牧場 ４９６－１４１：２１．３１ １０６．６
８１１ ス ピ リ タ ス �７栗 ５６ 内田 博幸 �キャロットファーム 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４４８＋ ４１：２１．５１� ４．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３７，８６３，８００円 複勝： ７０，０８２，８００円 枠連： ２５，２７８，４００円

馬連： １３６，６１０，７００円 馬単： ７４，７５６，４００円 ワイド： ４７，８２４，４００円

３連複： １５１，５５０，４００円 ３連単： ２９３，４２９，３００円 計： ８３７，３９６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１７０円 複 勝 � ２９０円 � １４０円 � １５０円 枠 連（４－７） １，８３０円

馬 連 �� ２，０４０円 馬 単 �� ５，４７０円

ワ イ ド �� ７１０円 �� ７５０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ２，２８０円 ３ 連 単 ��� ２１，４５０円

票 数

単勝票数 計 ３７８６３８ 的中 � ２５５２８（６番人気）
複勝票数 計 ７００８２８ 的中 � ４６７２７（６番人気）� １６４４２７（１番人気）� １３６７５７（２番人気）
枠連票数 計 ２５２７８４ 的中 （４－７） １０２４４（７番人気）
馬連票数 計１３６６１０７ 的中 �� ４９５７６（９番人気）
馬単票数 計 ７４７５６４ 的中 �� １０１０４（２５番人気）
ワイド票数 計 ４７８２４４ 的中 �� １５５５４（９番人気）�� １４４６８（１１番人気）�� ５０５３６（１番人気）
３連複票数 計１５１５５０４ 的中 ��� ４９２４１（６番人気）
３連単票数 計２９３４２９３ 的中 ��� １０１００（７５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．０―３５．５―４７．０―５８．０―１：０９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．０―３F３３．５
３ ２（１，１２）（７，９）（４，８）（６，１０，１１）－（３，５） ４ ２（１，１２，９）７（４，８）（６，１０，１１）（３，５）

勝馬の
紹 介

インプレスウィナー �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．１１．７ 東京４着

２００７．４．４生 牡５青 母 ケリーズビューティ 母母 ビューティークロス ２３戦５勝 賞金 １１２，０９３，０００円
〔発走状況〕 マイネルクラリティ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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。



３００３５１１月１０日 晴 良 （２４東京５）第３日 第１１競走 ��
��１，４００�第４８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 ３６，０００，０００円 １４，０００，０００円 ９，０００，０００円 ５，４００，０００円 ３，６００，０００円
付 加 賞 ５８１，０００円 １６６，０００円 ８３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．２
１：２０．３

良

良

６１２� エーシントップ 牡２黒鹿５５ 浜中 俊�栄進堂 西園 正都 米
Randal Family Trust,
R David & Marylyn
A Randal Trustees

５３４＋１０１：２１．２ ６．５�

１１ ラブリーデイ 牡２黒鹿５５ 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４７４－１４１：２１．３� １６．６�

８１５ カ オ ス モ ス 牡２鹿 ５５ 内田 博幸小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか 沖田 忠幸 ５００＋ ８１：２１．５１� ２０．７�
１２ タイセイドリーム 牡２鹿 ５５ 石橋 脩田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ５１２－ ２１：２１．６クビ ３９．７�
４７ ノ ウ レ ッ ジ 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８８＋１０ 〃 クビ ６．１�
８１６ コスモシルバード 牡２芦 ５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 平取 二風谷ファーム ４９０－ ２１：２１．８１� ３８．３�
４８ モグモグパクパク 牡２栗 ５５ 北村 宏司小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 ４４４± ０１：２１．９クビ ７４．７	
２３ � マイネルエテルネル 牡２栗 ５５ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 愛 Redpender
Stud Ltd ４７２＋ ４ 〃 ハナ ５．６


５１０ テイエムイナズマ 牡２黒鹿５５ 池添 謙一竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム ５００± ０１：２２．０� ４．７�

２４ ガ チ バ ト ル 牡２栗 ５５ 田中 勝春吉田喜代司氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 ４４８＋ ２ 〃 クビ ５７．９�
３６ ナ カ ナ カ 	２鹿 ５５ R．ムーア 中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム ４２８＋ ２ 〃 ハナ ２５．５

（英）

７１４ アットウィル 牡２栗 ５５ 岩田 康誠宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 富田牧場 ４８４＋１０１：２２．２１ ５．９�
５９ レッドヴィーヴォ 牡２黒鹿５５ 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４５０＋ ２１：２２．４１� ３４．９�
３５ リメンバーメジロ 牝２鹿 ５４ 松岡 正海芹澤 精一氏 相沢 郁 洞爺湖 メジロ牧場 ４１０－ ２ 〃 ハナ ９３．２�
７１３ ツクバリンカーン 牡２芦 ５５ 柴田 善臣荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 ５２４＋ ６ 〃 ハナ １１５．８�
６１１ ヴァンフレーシュ 牝２鹿 ５４ I．メンディザバル 吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム ４６８－ ４１：２２．８２� ９．６�

（仏）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８８，８５８，９００円 複勝： １４６，３０２，５００円 枠連： ７８，２７３，７００円

馬連： ３７１，２６９，８００円 馬単： １７５，８２３，１００円 ワイド： １２１，１７０，３００円

３連複： ４８９，０７０，０００円 ３連単： ８１５，４０９，４００円 計： ２，２８６，１７７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ３１０円 � ５５０円 � ６１０円 枠 連（１－６） ２，３９０円

馬 連 �� ４，９００円 馬 単 �� ８，７００円

ワ イ ド �� ２，１３０円 �� ３，１３０円 �� ５，６００円

３ 連 複 ��� ４７，４７０円 ３ 連 単 ��� ２４６，６３０円

票 数

単勝票数 計 ８８８５８９ 的中 � １０８７８４（５番人気）
複勝票数 計１４６３０２５ 的中 � １３６１２２（５番人気）� ６７６４５（７番人気）� ６０２７９（８番人気）
枠連票数 計 ７８２７３７ 的中 （１－６） ２４１７０（１１番人気）
馬連票数 計３７１２６９８ 的中 �� ５５９５７（２０番人気）
馬単票数 計１７５８２３１ 的中 �� １４９２５（３８番人気）
ワイド票数 計１２１１７０３ 的中 �� １４２０４（２３番人気）�� ９５３３（３４番人気）�� ５２６８（５９番人気）
３連複票数 計４８９０７００ 的中 ��� ７６０５（１５３番人気）
３連単票数 計８１５４０９４ 的中 ��� ２４４０（７１８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１１．６―１１．９―１１．３―１１．０―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．０―３５．６―４７．５―５８．８―１：０９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．６―３F３３．７
３ ３，１２（１，５，１４，１５）（４，７，１１，１３）（２，８，９，１６）１０，６ ４ ３（１，１２）（５，１４，１５）（４，１１，１０）（２，７，１３）（８，９，１６）６

勝馬の
紹 介

�エーシントップ �
�
父 Tale of the Cat �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー ２０１２．６．１７ 阪神１着

２０１０．３．２８生 牡２黒鹿 母 Ecology 母母 Gdansk’s Honour ３戦３勝 賞金 ５８，７５６，０００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。

３００３６１１月１０日 晴 良 （２４東京５）第３日 第１２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時０５分 （芝・左）

牝，１０００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�
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

１１ クッカーニャ 牝３青鹿５３ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４５８＋ ８１：４７．７ ４．６�

５５ ソウルフルヴォイス 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４６０－ ４１：４７．９１� ３．２�
７７ オメガブルーハワイ 牝５黒鹿５５ 三浦 皇成原 �子氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４５６＋ ２１：４８．０� ２０．０�
２２ アラドヴァル 牝３青 ５３ 浜中 俊吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム ４４４－ ６ 〃 クビ ６．２�
７８ ウイングドウィール 牝３黒鹿５３ 田中 勝春 �グリーンファーム 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４７４± ０１：４８．１� １１．７�
４４ クラックシード 牝５黒鹿５５ 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３４＋ ２１：４８．２� ３．１	
８９ ルネッタアスール 牝３鹿 ５３ 松岡 正海青木 照吉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム ４６０± ０１：４８．４１� １４．０

３３ メイショウスズラン 牝５栗 ５５ 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 富田牧場 ５０２＋１０ 〃 アタマ ８３．１�
８１０ マイネヒメル 牝３栗 ５３ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム ４６０＋ ４１：４８．５クビ ４９．０�
６６ 	 プ ル プ ル 牝６鹿 ５５ 和田 竜二栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 辻 牧場 ４３６＋ ８１：４９．５６ ２３０．９

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３９，６３３，８００円 複勝： ６７，１６４，３００円 枠連： ２４，２６８，８００円

馬連： １０４，４３４，３００円 馬単： ６８，００７，５００円 ワイド： ３６，６６０，０００円

３連複： １１０，５３５，０００円 ３連単： ２６１，４６３，１００円 計： ７１２，１６６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � ２３０円 � １５０円 � ３８０円 枠 連（１－５） ８４０円

馬 連 �� ８５０円 馬 単 �� １，６５０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� １，３２０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� ４，４９０円 ３ 連 単 ��� １８，６２０円

票 数

単勝票数 計 ３９６３３８ 的中 � ６９０６０（３番人気）
複勝票数 計 ６７１６４３ 的中 � ７５５２２（４番人気）� １５１５８３（２番人気）� ３６５５８（６番人気）
枠連票数 計 ２４２６８８ 的中 （１－５） ２１４９１（３番人気）
馬連票数 計１０４４３４３ 的中 �� ９１０７９（３番人気）
馬単票数 計 ６８００７５ 的中 �� ３０４２９（６番人気）
ワイド票数 計 ３６６６００ 的中 �� ３０１１８（３番人気）�� ６３６４（１７番人気）�� １００９１（１３番人気）
３連複票数 計１１０５３５０ 的中 ��� １８１８８（１８番人気）
３連単票数 計２６１４６３１ 的中 ��� １０３６４（６５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２５．１―３７．２―４９．８―１：０２．１―１：１４．１―１：２５．３―１：３６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４５．６―３F３３．６

３ ７－１０－５，８（１，４）（２，６）－（３，９）
２
４

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

勝馬の
紹 介

クッカーニャ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１１．７．２３ 函館２着

２００９．４．１２生 牝３青鹿 母 ドリームスケイプ 母母 ドリームビジヨン １３戦３勝 賞金 ５２，０４４，０００円



（２４東京５）第３日 １１月１０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 １７３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

２５６，０６０，０００円
９，０９０，０００円
１，７６０，０００円
２２，９３０，０００円
６０，４４５，０００円
４，７７０，０００円
１，６６０，８００円

勝馬投票券売得金
３６１，４７０，２００円
６５８，２１６，０００円
２７９，５９０，７００円
１，１２７，６１０，７００円
６４９，２２４，５００円
４２７，９１６，７００円
１，３８１，３９５，２００円
２，４２７，３３３，１００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 ７，３１２，７５７，１００円

総入場人員 ２８，３６６名 （有料入場人員 ２６，４４２名）


