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３００３７１１月１１日 曇 良 （２４東京５）第４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

２２ オリオンザプラズマ 牡２栗 ５５ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 有限会社石川牧場 ４６４－ ４１：２７．７ １．４�

３４ トーセンハクオウ 牡２栗 ５５ 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 池田 新田牧場 ５１４－ ６１：２７．９１� ３３．５�
５７ アルマライズ 牡２黒鹿５５ 勝浦 正樹コウトミックレーシング 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 ４７８＋ ８１：２８．０� ２８．５�
４６ ターゲットゾーン 牡２栗 ５５ 熊沢 重文畑佐 博氏 水野 貴広 日高 天羽牧場 ５０４＋ ４１：２８．４２� ６０．５�
７１１ デルマカマイタチ 牡２黒鹿５５ I．メンディザバル 浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B４８４＋ ４１：２８．６１� ５．２�

（仏）

６１０ ネ ス 牝２青 ５４ 北村 宏司楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 日高 浜本牧場 ４６２＋ ２１：２８．８１ ５１．３�
３３ スチブナイト 牡２鹿 ５５ 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４９６± ０１：２９．２２� ６３．１	

（大井）

７１２ ドラゴンウォー 牡２鹿 ５５ 福永 祐一窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９０＋ ４１：２９．５２ ６．９

１１ カシノラッキー 牡２青鹿５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 下河辺牧場 ４７０± ０１：２９．６クビ ５１．４�
６９ ムネニアオリボン 牡２鹿 ５５ 武士沢友治江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ５０４－ ４１：３０．０２� １４５．１�
８１３ ミラクルチャンス 牝２栗 ５４ 田面木博公井上 修一氏 佐藤 全弘 新ひだか 真歌田中牧場 ４９４± ０１：３０．１クビ ５９．７
８１４ ラ グ ー ン 牝２栗 ５４ 江田 照男桐谷 茂氏 大和田 成 新ひだか 坂本 春雄 ４４４＋ ２１：３０．３１� １７４．８�
５８ ニシノラビッシュ 牝２鹿 ５４ 和田 竜二西山 茂行氏 伊藤 圭三 新冠 川上牧場 ４３２＋ ８１：３０．４� １４０．８�
４５ ウエスタンイーグル 牝２黒鹿５４ 田中 勝春 �ウエスタンファーム 小野 次郎 新ひだか 中村 和夫 ４４２－ ２１：３０．７１� ９１．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，５６１，６００円 複勝： ５０，３５８，９００円 枠連： １３，１８５，０００円

馬連： ３７，８３６，７００円 馬単： ３４，８３５，８００円 ワイド： １８，０７９，６００円

３連複： ５６，３１０，０００円 ３連単： １１２，４８１，３００円 計： ３３９，６４８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ５４０円 � ６５０円 枠 連（２－３） １，４６０円

馬 連 �� １，６２０円 馬 単 �� ２，１２０円

ワ イ ド �� ６４０円 �� ６９０円 �� ４，０００円

３ 連 複 ��� ８，２８０円 ３ 連 単 ��� ２１，８２０円

票 数

単勝票数 計 １６５６１６ 的中 � ９７４４０（１番人気）
複勝票数 計 ５０３５８９ 的中 � ３３３４８５（１番人気）� ９９５４（４番人気）� ８０８９（５番人気）
枠連票数 計 １３１８５０ 的中 （２－３） ６６７９（３番人気）
馬連票数 計 ３７８３６７ 的中 �� １７２６７（４番人気）
馬単票数 計 ３４８３５８ 的中 �� １２１８４（５番人気）
ワイド票数 計 １８０７９６ 的中 �� ７２６０（４番人気）�� ６７１１（５番人気）�� １０４１（３２番人気）
３連複票数 計 ５６３１００ 的中 ��� ５０２５（１９番人気）
３連単票数 計１１２４８１３ 的中 ��� ３８０５（５５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１２．５―１３．１―１２．７―１２．４―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．０―３６．５―４９．６―１：０２．３―１：１４．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オリオンザプラズマ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２０１２．８．２６ 新潟１４着

２０１０．２．２３生 牡２栗 母 ミスフェリチタ 母母 ス リ ー エ フ ６戦１勝 賞金 ７，７５０，０００円
※ターゲットゾーン号は，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。

３００３８１１月１１日 曇 良 （２４東京５）第４日 第２競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時２０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

１：２１．２
１：２０．３

良

良

５６ ノーブルジュピタ 牝２鹿 ５４ 吉田 豊吉木 伸彦氏 水野 貴広 新冠 秋田牧場 ４３０－ ２１：２３．５ ５０．６�

４５ ディアラブクイーン 牝２黒鹿５４ 勝浦 正樹ディアレスト 新開 幸一 新冠 赤石 久夫 ４７６＋ ４ 〃 クビ ２３．０�
７１１ ドリームサンサン 牝２黒鹿５４ 和田 竜二ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 ４５２－ ４１：２３．６クビ ７．８�
１１ ベルミュール 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信有限会社シルク二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４３４－１４１：２３．８１� ２８．２�
４４ アイティコスモス 牝２黒鹿５４ 福永 祐一一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 むかわ 貞広 賢治 ４２２＋ ４１：２３．９� ２４．５�
５７ ポークチョップ 牝２鹿 ５４ 田中 勝春鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 ４４８＋ ２１：２４．１１� ４．２�
３３ シャインケニー 牝２鹿 ５４ 浜中 俊小野 建氏 池上 昌弘 浦河 三好牧場 ４４０－ ２１：２４．３１� ５．３�
８１３ ネオヴィヴィアン 牝２青鹿５４ 蛯名 正義小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４１４－ ４ 〃 ハナ １０．９	
２２ エメラルドリバー 牝２黒鹿５４ 戸崎 圭太 
グリーンファーム 和田正一郎 千歳 社台ファーム ４２８＋ ８１：２４．５１ ３．７�

（大井）

８１２ ミヤビヴァージナル 牝２栗 ５４ 熊沢 重文村上 義勝氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 ４２２－ ４１：２４．７１� １６７．９�
７１０ サマーカエラ 牝２栗 ５４ 北村 宏司セゾンレースホース
 高橋 祥泰 安平 追分ファーム ４２４－ ２１：２４．８� １０．６
６８ ムジョウノカゼ 牝２栗 ５４ 大庭 和弥國分 純氏 高橋 義博 日高 ファニーフレンズファーム ４３２＋ ４ 〃 クビ ９９．７�
６９ アンプレデクタブル 牝２栗 ５４ 石橋 脩 H.J．スウィーニィ氏 大和田 成 新冠 パカパカ

ファーム ４２６± ０１：２５．９７ １１．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １３，４６５，７００円 複勝： ２５，９６８，４００円 枠連： １０，４２８，３００円

馬連： ４３，４３２，７００円 馬単： ２８，７５３，５００円 ワイド： １８，０７９，２００円

３連複： ５３，８８３，２００円 ３連単： ８３，３２１，９００円 計： ２７７，３３２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，０６０円 複 勝 � １，１９０円 � ５２０円 � ３００円 枠 連（４－５） ３，６５０円

馬 連 �� ３９，０００円 馬 単 �� ８９，９２０円

ワ イ ド �� ８，５００円 �� ５，２３０円 �� ２，１１０円

３ 連 複 ��� ７３，３７０円 ３ 連 単 ��� ７４０，８７０円

票 数

単勝票数 計 １３４６５７ 的中 � ２０９９（１１番人気）
複勝票数 計 ２５９６８４ 的中 � ５１６３（１１番人気）� １２９０１（８番人気）� ２６３９２（４番人気）
枠連票数 計 １０４２８３ 的中 （４－５） ２１１２（１６番人気）
馬連票数 計 ４３４３２７ 的中 �� ８２２（５５番人気）
馬単票数 計 ２８７５３５ 的中 �� ２３６（１１７番人気）
ワイド票数 計 １８０７９２ 的中 �� ５１８（６０番人気）�� ８４７（４６番人気）�� ２１４９（２８番人気）
３連複票数 計 ５３８８３２ 的中 ��� ５４２（１４９番人気）
３連単票数 計 ８３３２１９ 的中 ��� ８３（１０６１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．１―３５．９―４８．４―１：００．２―１：１１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノーブルジュピタ �
�
父 アドマイヤジュピタ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー ２０１２．１０．２０ 東京７着

２０１０．２．１５生 牝２鹿 母 アイアイボタン 母母 ユーワジョイナー ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第５回 東京競馬 第４日



３００３９１１月１１日 曇 良 （２４東京５）第４日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０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

４５ スズノネイロ 牝２黒鹿５４ 勝浦 正樹�樽さゆり氏 高橋 裕 浦河 山本牧場 ４６０ ―１：２３．７ １３．２�

８１３ レッドオーヴァル 牝２鹿 ５４ 福永 祐一 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４４６ ―１：２３．９１ １．４�
６９ ムードティアラ 牝２鹿 ５４ 北村 宏司�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 ４８０ ―１：２４．６４ １９．４�
１１ トーホウギルス 牡２栗 ５５ 蛯名 正義東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４６０ ―１：２４．８１� ９．６�
５７ アルファグッキー 牝２鹿 ５４ 戸崎 圭太�貴悦 田村 康仁 新冠 秋田牧場 ４４４ ―１：２５．１２ ７３．０�

（大井）

７１１ ハーマンミュート 牡２青鹿５５ 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム B４８８ ―１：２５．４２ ７．８	

８１２ フリーマインド 牝２鹿 ５４ 武士沢友治上野 直樹氏 伊藤 大士 日高 碧雲牧場 ４２０ ―１：２５．５� １３６．０

３３ ベルモントレーヌ 牝２芦 ５４ 武 豊 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ４４０ ― 〃 クビ ５１．１�
７１０ メ ネ フ ネ 牝２栗 ５４ 田辺 裕信藤沼 利夫氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム ４６０ ―１：２５．６クビ ２５．１�
４４ イメージガール 牝２黒鹿５４ 石橋 脩飯田 政子氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 ４５２ ―１：２５．７� ４９．５
５６ マイネルルビウス 牡２鹿 ５５ I．メンディザバル �サラブレッドクラブ・ラフィアン 勢司 和浩 新冠 競優牧場 ４７６ ―１：２６．４４ １９．３�

（仏）

６８ ミステリーガール 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥グリーンスウォード 嶋田 潤 新冠 田渕牧場 ４３４ ―１：２７．０３� ２２８．７�
２２ ノーブルファルコン 牡２黒鹿５５ 吉田 豊吉木 伸彦氏 大和田 成 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４９４ ―１：２７．３１� １３６．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２２，４２７，５００円 複勝： ４８，０８５，１００円 枠連： １２，１８２，５００円

馬連： ４１，００４，８００円 馬単： ３７，１３１，８００円 ワイド： １８，０９６，２００円

３連複： ４６，８８４，７００円 ３連単： １０４，５３４，５００円 計： ３３０，３４７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３２０円 複 勝 � ２１０円 � １１０円 � ３００円 枠 連（４－８） ６３０円

馬 連 �� ７７０円 馬 単 �� ２，８６０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� １，２００円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ２，３３０円 ３ 連 単 ��� １８，８１０円

票 数

単勝票数 計 ２２４２７５ 的中 � １３４４０（４番人気）
複勝票数 計 ４８０８５１ 的中 � ２９６２４（４番人気）� ３０３３８９（１番人気）� １８２５０（７番人気）
枠連票数 計 １２１８２５ 的中 （４－８） １４３４２（３番人気）
馬連票数 計 ４１００４８ 的中 �� ３９６５６（３番人気）
馬単票数 計 ３７１３１８ 的中 �� ９６０８（１０番人気）
ワイド票数 計 １８０９６２ 的中 �� １４５４２（３番人気）�� ３３１９（１８番人気）�� １１３８４（４番人気）
３連複票数 計 ４６８８４７ 的中 ��� １４８７４（８番人気）
３連単票数 計１０４５３４５ 的中 ��� ４１０３（５４番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．７―１２．３―１２．６―１２．１―１１．０―１１．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１３．０―２４．７―３７．０―４９．６―１：０１．７―１：１２．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズノネイロ �
�
父 デュランダル �

�
母父 ジェイドロバリー 初出走

２０１０．４．１４生 牝２黒鹿 母 ア グ レ ス 母母 インヴォケイション 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または施行団体名を表示している。

３００４０１１月１１日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４東京５）第４日 第４競走 ��３，０００�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時２０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

６１０ ジェットストリーム 牡４黒鹿６０ 浜野谷憲尚馬場 幸夫氏 手塚 貴久 むかわ 上水牧場 ５２０＋ ２３：２５．１ ５．８�

３４ ネオレボルーション �６青鹿６０ 五十嵐雄祐 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ５１０－ ８３：２５．４２ ３．４�
５８ � ロトディパーチャー 牡５鹿 ６０ 今村 康成中島 稔氏 坪 憲章 伊達 高橋農場 ４８２－１４３：２６．１４ １４４．９�
７１１ ア バ デ ィ �５黒鹿 ６０

５７ ▲高嶋 活士加藤 信之氏 清水 美波 日高 小屋畑 和久 ４４０＋ ６３：２６．３１� １０６．６�
４６ オウケンウッド 牡４芦 ６０ 石神 深一福井 明氏 田中 剛 千歳 社台ファーム ４６０＋１４３：２６．４� ３．７�
５７ 	 フレッドバローズ �６鹿 ６０ 林 満明猪熊 広次氏 中竹 和也 米 Brereton

C. Jones ５２２＋ ４３：２６．６１� ６．３�
２２ ユニバーサルアゲン 牡４鹿 ６０ 平沢 健治浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 ４４８＋ ４３：２７．３４ ３３．０	
１１ ゴーカイフォンテン 牡６鹿 ６０ 金子 光希吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 ５００＋１４３：２９．２大差 ８．９

６９ パルジョーイ 牡３青鹿５８ 江田 勇亮水谷八重子氏 柴田 政人 日高 白井牧場 ５２６＋ ４３：２９．４１ １８５．０�
８１４� トーセンロマネ 牡６栗 ６０ 高野 和馬島川 �哉氏 菅原 泰夫 千歳 社台ファーム ４４４± ０３：２９．７１
 ９０．６
４５ シルバーヒリュウ 牝３鹿 ５６ 蓑島 靖典小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 ４３４± ０３：３０．３３� １９２．２�
３３ � オーミハピネス 牡４栗 ６０ 草野 太郎岩� 僖澄氏 保田 一隆 日高 鹿戸 正幸 ５２６－１２３：３４．２大差 １３３．２�
８１３ フェイマステイル 牡６鹿 ６０ 大江原 圭 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４８６＋１０ （競走中止） １２．０�
７１２ メイショウタービン 牡３鹿 ５８ 北沢 伸也松本 好雄氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ４５８－ ２ （競走中止） １０．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，４８３，８００円 複勝： ２０，６０８，９００円 枠連： １１，４５５，０００円

馬連： ４０，９５２，４００円 馬単： ２９，４４９，７００円 ワイド： １６，８８２，２００円

３連複： ５３，０６９，３００円 ３連単： ８９，７５４，３００円 計： ２７６，６５５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２００円 � １６０円 � ３，０７０円 枠 連（３－６） ９３０円

馬 連 �� ８７０円 馬 単 �� ２，１３０円

ワ イ ド �� ３８０円 �� １０，２６０円 �� ８，３４０円

３ 連 複 ��� ４７，２５０円 ３ 連 単 ��� ２５４，７７０円

票 数

単勝票数 計 １４４８３８ 的中 � １９６７９（３番人気）
複勝票数 計 ２０６０８９ 的中 � ２９０８０（３番人気）� ４６０５０（１番人気）� １１８１（１２番人気）
枠連票数 計 １１４５５０ 的中 （３－６） ９１４０（２番人気）
馬連票数 計 ４０９５２４ 的中 �� ３５０７６（２番人気）
馬単票数 計 ２９４４９７ 的中 �� １０２３２（５番人気）
ワイド票数 計 １６８８２２ 的中 �� １２８３７（２番人気）�� ３７５（４５番人気）�� ４６２（４１番人気）
３連複票数 計 ５３０６９３ 的中 ��� ８２９（７５番人気）
３連単票数 計 ８９７５４３ 的中 ��� ２６０（４０３番人気）

上り １マイル １：４７．３ ４F ５１．３－３F ３８．１
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジェットストリーム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Gulch デビュー ２０１０．８．１ 函館４着

２００８．３．３生 牡４黒鹿 母 ク ラ イ ム 母母 Passing Vice 障害：６戦１勝 賞金 １２，０００，０００円
〔競走中止〕 メイショウタービン号は，２周目８号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

フェイマステイル号は，２周目８号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 ディジェスティフ号・ハートビートボーイ号・リアルクラシック号



３００４１１１月１１日 曇 良 （２４東京５）第４日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１２時１０分 （芝・左）

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

中央レコード

１：３３．８
１：３３．１

良

良

７９ ベステゲシェンク 牡２鹿 ５５ 北村 宏司吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４５６ ―１：３８．５ ３．５�

３３ バロンドゥフォール 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４７６ ―１：３８．６� ２．３�
１１ ジャストザオネスト 牡２黒鹿５５ 浜中 俊ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４８０ ―１：３９．０２� ３３．１�
５５ オーネットサクセス 牝２鹿 ５４ 武 豊醍醐 伸之氏 森 秀行 新ひだか レースホース ４３８ ― 〃 アタマ １９．９�
７８ カフェリュウジン 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ５２４ ― 〃 クビ １３．３�
４４ カ ウ ウ ェ ラ 牡２青鹿５５ 福永 祐一 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム ４４８ ―１：３９．３２ ５．５	
６６ ラッキーストリーク 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信藤井 謙氏 小西 一男 浦河 日東牧場 ４６０ ―１：３９．５１� ５１．５

８１０� ブ ラ ゾ ン 牡２芦 ５５ 石橋 脩前田 幸治氏 尾関 知人 米

Brandywine
Farm（Jim &
Pam Robinson）

４５６ ―１：３９．６� １２．４�
６７ ショウナンアデヤカ 牝２芦 ５４ 戸崎 圭太国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 酒井牧場 ４４６ ―１：３９．７クビ １３．９�

（大井）

２２ マコトオンディーヌ 牝２鹿 ５４ 江田 照男尾田左知子氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４９０ ―１：３９．８� ８２．６
８１１ スーパールーセント 牝２栗 ５４ 和田 竜二 Him Rock Racing 斎藤 誠 日高 タバタファーム ４２０ ―１：４０．０１� １０６．１�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２２，３８６，８００円 複勝： ３１，５８０，９００円 枠連： １１，４４４，８００円

馬連： ４７，３２４，８００円 馬単： ３７，８５４，３００円 ワイド： １９，５３６，８００円

３連複： ５６，２４８，２００円 ３連単： １１３，７５７，３００円 計： ３４０，１３３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � ４７０円 枠 連（３－７） ２９０円

馬 連 �� ３４０円 馬 単 �� ８７０円

ワ イ ド �� １９０円 �� １，３７０円 �� １，０００円

３ 連 複 ��� ３，２２０円 ３ 連 単 ��� １１，９６０円

票 数

単勝票数 計 ２２３８６８ 的中 � ５１３０２（２番人気）
複勝票数 計 ３１５８０９ 的中 � ６５３５２（２番人気）� １０２５０３（１番人気）� ９９１３（８番人気）
枠連票数 計 １１４４４８ 的中 （３－７） ２９６６７（１番人気）
馬連票数 計 ４７３２４８ 的中 �� １０３８４０（１番人気）
馬単票数 計 ３７８５４３ 的中 �� ３２２６４（２番人気）
ワイド票数 計 １９５３６８ 的中 �� ３３５５７（１番人気）�� ２９３８（１９番人気）�� ４１１５（１４番人気）
３連複票数 計 ５６２４８２ 的中 ��� １２９２１（１１番人気）
３連単票数 計１１３７５７３ 的中 ��� ７０２５（３２番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．０―１２．９―１３．３―１３．５―１２．１―１０．８―１０．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．０―２５．０―３７．９―５１．２―１：０４．７―１：１６．８―１：２７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．３―３F３３．８
３ ・（２，３）５（１，８）１０（４，１１，９）（６，７） ４ ・（２，３）５（１，８）１０（４，９）（１１，７）６

勝馬の
紹 介

ベステゲシェンク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Souvenir Copy 初出走

２０１０．４．２３生 牡２鹿 母 スーヴェニアギフト 母母 Alleged Gift １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 カウウェラ号の騎手福永祐一は，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５０，０００円。（１０番・１１番・７番へ

の進路影響）
※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。

３００４２１１月１１日 曇 良 （２４東京５）第４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）

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

１：２３．１
１：２３．１

重

重

８１３ ケイアイレオーネ 牡２芦 ５５ R．ムーア �啓愛義肢材料販売所 西浦 勝一 浦河 富田牧場 B５３８－ ６１：２５．９ ８．８�
（英）

８１４ タイセイロバリー 牡２青鹿５５ 勝浦 正樹田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 本桐牧場 ４８０－ ２ 〃 ハナ ９．３�
３３ � シュトラール 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義前田 幸治氏 武藤 善則 米 Machmer

Hall ４７０－ ４１：２６．２２ １．３�
６１０ イーサンヘイロー 牡２黒鹿５５ 吉田 豊国本 勇氏 大和田 成 日高 沖田牧場 ４５４－ ４１：２６．５１� １１３．０�
４５ カシノピカチュウ 牡２鹿 ５５ 大庭 和弥柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 ４６２－ ４１：２６．６� ２３９．９�
５８ サウンドトゥルー 牡２栗 ５５ 田辺 裕信山田 弘氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド ４７２＋ ２１：２６．８１	 ４１．７�
４６ ポルスターシャイン 牡２鹿 ５５ 北村 宏司平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 ４７６－ ２ 〃 アタマ ３３．３	
１１ 
 チェリーサターン 牡２栗 ５５ 武士沢友治櫻井 悦朗氏 勢司 和浩 浦河 北俣 牧夫 ５１４＋ ２ 〃 アタマ ３９１．０

２２ ジョージジョージ 牡２栗 ５５ 江田 照男北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 ４４６＋ ４１：２７．３３ ６１．０�
３４ ショウナンアポロン 牡２鹿 ５５ 福永 祐一国本 哲秀氏 古賀 史生 洞爺湖 メジロ牧場 ４８４－ ２１：２７．４� ２９．７�
７１１ メイショウオオカゼ 牡２黒鹿５５ 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２２± ０ 〃 クビ １８．２
６９ バイタルフォルム 牡２黒鹿５５ 田中 勝春�樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 藤春 修二 ４８０＋１４ 〃 アタマ １５．０�
５７ コスモリープリング 牝２鹿 ５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 古賀 慎明 新ひだか へいはた牧場 ４８６＋ ４１：２８．５７ ５９．０�
７１２� ウィンゲイル 牡２栗 ５５ 戸崎 圭太小尾 洸氏 八木 仁 浦河 福田牧場 ４５２± ０１：２９．１３� ２３５．９�

（川崎） （大井）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３３，６３５，２００円 複勝： ８９，５５９，３００円 枠連： １９，８２９，５００円

馬連： ６２，５０７，０００円 馬単： ５６，４２１，２００円 ワイド： ２８，３１３，０００円

３連複： ７８，３５２，６００円 ３連単： １７８，５６５，２００円 計： ５４７，１８３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ２１０円 � ２１０円 � １１０円 枠 連（８－８） ３，２５０円

馬 連 �� ２，７６０円 馬 単 �� ６，７２０円

ワ イ ド �� ７８０円 �� ２６０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ７９０円 ３ 連 単 ��� １２，１８０円

票 数

単勝票数 計 ３３６３５２ 的中 � ３０３６７（２番人気）
複勝票数 計 ８９５５９３ 的中 � ４５０８７（２番人気）� ４４９２２（３番人気）� ６２９７７５（１番人気）
枠連票数 計 １９８２９５ 的中 （８－８） ４５０６（１１番人気）
馬連票数 計 ６２５０７０ 的中 �� １６７３９（１０番人気）
馬単票数 計 ５６４２１２ 的中 �� ６２０２（１７番人気）
ワイド票数 計 ２８３１３０ 的中 �� ７４６９（９番人気）�� ２９０７４（２番人気）�� ３３００１（１番人気）
３連複票数 計 ７８３５２６ 的中 ��� ７３７２６（１番人気）
３連単票数 計１７８５６５２ 的中 ��� １０８２８（３６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．３―３５．３―４８．３―１：０１．２―１：１３．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイレオーネ �
�
父 Henny Hughes �

�
母父 Marquetry デビュー ２０１２．８．２６ 小倉７着

２０１０．５．１９生 牡２芦 母 モストリマーカブル 母母 Northern Pageant ５戦２勝 賞金 １２，５００，０００円
※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。



３００４３１１月１１日 曇 良 （２４東京５）第４日 第７競走 ��
��１，３００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時１０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１６．４
１：１６．４

重

重

２３ ユ ー ス フ ル 牡５鹿 ５７ 北村 宏司武田 茂男氏 大竹 正博 新ひだか 畑端牧場 ４７６＋ ２１：１９．１ ６．４�

４７ ミラクルミイクン 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信内藤 好江氏 矢野 照正 日高 中館牧場 ５２６＋ ４ 〃 ハナ ７１．９�
１２ � フランキンセンス 牡５鹿 ５７ 江田 照男加藤 厚子氏 松永 康利 新ひだか タツヤファーム ５４０＋ ４ 〃 クビ ７．６�
１１ デルマダイコク 牡３栗 ５６ I．メンディザバル 浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム ５２０＋ ６１：１９．２� ７．２�

（仏）

６１１ コスモイルダーナ 牡５青鹿５７ R．ムーア 岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 堤 牧場 ４９２－ ２１：１９．３クビ ２．７�
（英）

５９ アポロパックマン 牡３黒鹿５６ 武 豊アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 むかわ 真壁 信一 ４８６－ ８ 〃 クビ ３５．８�
６１２	 セイウンオウサム 牡５芦 ５７ 武士沢友治西山 茂行氏 手塚 貴久 米 Patrick Q.

Maguire ５１８＋ ６１：１９．４
 ２３．４�
５１０ フェアリーライン 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 	キャロットファーム 池上 昌弘 安平 追分ファーム ５４０＋ ２１：１９．５
 ７．６

７１３� アーティクラフティ 牡４鹿 ５７ 石橋 脩吉田 和美氏 木村 哲也 日高 待兼牧場 ５１６＋ ２１：１９．６クビ １３．６�
３５ ダ イ ゴ ロ ー 牡４鹿 ５７ 大庭 和弥山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 三石川上牧場 ５３６＋ ９１：１９．７� １７６．８�
４８ シベリアンソアー 牡４黒鹿５７ 勝浦 正樹藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 ４５６－ ２１：１９．９１ ９０．２
７１４ フランスギャル 牝３黒鹿５４ 吉田 豊菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 沖田 哲夫 ４７４± ０１：２０．０� ９．８�
２４ ビッグサンダー 牡５栗 ５７ 和田 竜二�Basic 畠山 吉宏 浦河 岡崎牧場 ４９８＋ ４１：２０．２１ １１０．７�
３６ ヒシマーベラス 牝３青 ５４ 熊沢 重文阿部雅一郎氏 加藤 和宏 浦河 中村 雅明 ４８０－ ２ 〃 クビ ２６３．１�
８１５ スズノライジン 牡３黒鹿５６ 田中 勝春小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 ５１２＋１２１：２０．３
 ８８．５�
８１６ スプリングピース 牡３栗 ５６ 戸崎 圭太廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４８８＋１２１：４９．４大差 ３９．８�

（大井）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，６６７，６００円 複勝： ４６，１８８，４００円 枠連： ２０，４６４，１００円

馬連： ６６，８３０，３００円 馬単： ４３，６９７，３００円 ワイド： ２９，０７４，５００円

３連複： ８４，６５３，５００円 ３連単： １３５，５００，５００円 計： ４５０，０７６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２５０円 � １，７１０円 � ２６０円 枠 連（２－４） ９，９５０円

馬 連 �� ２９，８２０円 馬 単 �� ３７，８１０円

ワ イ ド �� ５，８５０円 �� ８１０円 �� ６，４５０円

３ 連 複 ��� ５７，２２０円 ３ 連 単 ��� ４３４，７８０円

票 数

単勝票数 計 ２３６６７６ 的中 � ２９３４５（２番人気）
複勝票数 計 ４６１８８４ 的中 � ５３９１７（３番人気）� ５７４１（１２番人気）� ５１８７７（４番人気）
枠連票数 計 ２０４６４１ 的中 （２－４） １５１８（２２番人気）
馬連票数 計 ６６８３０３ 的中 �� １６５４（４７番人気）
馬単票数 計 ４３６９７３ 的中 �� ８５３（７７番人気）
ワイド票数 計 ２９０７４５ 的中 �� １１８９（４６番人気）�� ９４０４（７番人気）�� １０７７（５０番人気）
３連複票数 計 ８４６５３５ 的中 ��� １０９２（１１２番人気）
３連単票数 計１３５５００５ 的中 ��� ２３０（７４３番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．３―１１．７―１２．３―１２．０―１１．９―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１８．４―３０．１―４２．４―５４．４―１：０６．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユ ー ス フ ル �
�
父 メジロライアン �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００９．１２．２６ 中山３着

２００７．４．７生 牡５鹿 母 エルミラージュ 母母 エルメスティアラ １７戦２勝 賞金 ２４，８５０，０００円
〔その他〕 スプリングピース号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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。
（非抽選馬） １頭 カネトシイナーシャ号
※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。

３００４４１１月１１日 曇 良 （２４東京５）第４日 第８競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時４０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

１：３４．４
１：３３．３

重

良

６１１ エンジョイタイム 牡４鹿 ５７ 浜中 俊前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８４＋ ２１：３７．８ ９．１�

８１６ サトノティアラ 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹里見 治氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４５６± ０１：３８．０１� １９．０�
１１ タイセイスティング 牡３栗 ５６ 蛯名 正義田中 成奉氏 新開 幸一 浦河 バンダム牧場 ５１６＋ ４１：３８．１� ３．８�
４８ � アメリカンウィナー 牡３青鹿５６ 福永 祐一吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Woodcote

Stud, Ltd. ４９０＋１２ 〃 ハナ ３．８�
７１４ ラフアウェイ 牝４青 ５５ R．ムーア �ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント ５６０＋ ２１：３８．２クビ ２３．７�

（英）

６１２	 ドゥーアップ 牡４鹿 ５７ 石橋 脩�ヒダカファーム木村 哲也 浦河 ヒダカフアーム B５２８＋ ８ 〃 ハナ ４．７	
２４ ドリームザネクスト 牡５鹿 ５７ 戸崎 圭太セゾンレースホース� 根本 康広 平取 協栄組合 ４９８＋ ２１：３８．３� ６．７


（大井）

３６ カレンジェニオ 牡４栗 ５７ 武 豊鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 ４８６＋ ２ 〃 クビ ２３．５�
７１３ アースガルド 牡５鹿 ５７ 北村 宏司 �キャロットファーム 勢司 和浩 むかわ 市川牧場 ４９２＋１２１：３８．５１ ２５．４�
８１５ テンゲントッパ 牡４黒鹿５７ 江田 照男石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B４６４＋１２１：３８．７１
 ２４．９
５９ ツリーズオブホープ 牡５栗 ５７ 熊沢 重文吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム ４５８－ ６１：３９．０２ ９３．７�
３５ 	 トレノソルーテ �６鹿 ５７ 大庭 和弥戸賀 智子氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ５２６＋１０ 〃 クビ １３２．７�
４７ � コスモナダル 牡６黒鹿５７ 上野 翔 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 豪

Milburn Creek
Thoroughbred
Stud

B４６６＋ ６１：３９．１クビ １４９．０�
１２ キクノレジーナ 牝４青 ５５ 石神 深一菊池 五郎氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム ４５２－ ６ 〃 クビ ２３０．３�
２３ エターナルロブロイ 牡５鹿 ５７ 和田 竜二大迫 基弘氏 浅見 秀一 安平 追分ファーム ５０８＋ ６１：３９．３１ ６６．２�
５１０ トーセンディケム 牡６鹿 ５７ 吉田 豊島川 �哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B４７４＋ ２１：３９．６２ ２５６．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，１７０，０００円 複勝： ５０，６４９，０００円 枠連： ２５，００８，０００円

馬連： ９４，６８２，９００円 馬単： ５５，２０４，７００円 ワイド： ３７，５６３，８００円

３連複： １００，３９５，６００円 ３連単： １６９，９９８，３００円 計： ５６１，６７２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９１０円 複 勝 � ３２０円 � ６００円 � １８０円 枠 連（６－８） １，２４０円

馬 連 �� ９，８６０円 馬 単 �� ２０，３１０円

ワ イ ド �� ２，３４０円 �� １，０４０円 �� １，７１０円

３ 連 複 ��� １４，９８０円 ３ 連 単 ��� １１１，７２０円

票 数

単勝票数 計 ２８１７００ 的中 � ２４５７６（５番人気）
複勝票数 計 ５０６４９０ 的中 � ４０４１６（５番人気）� １８３７６（８番人気）� ９１７１０（１番人気）
枠連票数 計 ２５００８０ 的中 （６－８） １４８９３（７番人気）
馬連票数 計 ９４６８２９ 的中 �� ７０９２（３１番人気）
馬単票数 計 ５５２０４７ 的中 �� ２００６（６４番人気）
ワイド票数 計 ３７５６３８ 的中 �� ３８８０（３０番人気）�� ９１７１（９番人気）�� ５３７９（２０番人気）
３連複票数 計１００３９５６ 的中 ��� ４９４７（５１番人気）
３連単票数 計１６９９９８３ 的中 ��� １１２３（３２２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．０―３６．０―４８．５―１：０１．３―１：１３．６―１：２５．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エンジョイタイム �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２０１０．９．５ 小倉７着

２００８．４．２７生 牡４鹿 母 ゲッチュアドリーム 母母 Overact １７戦４勝 賞金 ３６，１４０，０００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 セイカフォルトゥナ号・タニセンジャッキー号・ブレイクチャンス号
※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。



３００４５１１月１１日 曇 良 （２４東京５）第４日 第９競走 ��
��２，０００�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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ２３８，０００円 ６８，０００円 ３４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５６．１
１：５６．１

良

良

４４ エアルプロン 牡３鹿 ５５ 福永 祐一 �ラッキーフィールド池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４８６－１０２：０１．３ ３．１�

２２ マイネルシュライ 牡４青 ５７ R．ムーア �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４８６－ ４ 〃 アタマ ２．９�
（英）

７７ ポールアックス �６鹿 ５７ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５１８＋ ４２：０１．４� １７．９�
５５ ニシノボレロ 牡３青鹿５５ 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 ４７０＋ ６２：０１．５	 ２１．３�
１１ カリスマミッキー 牡４栗 ５７ 石橋 脩三木 久史氏 中村 均 新冠 武田 寛治 ４７６－ ８ 〃 ハナ ７１．１�
８９ ヒラボクビクトリー 牡４鹿 ５７ 浜中 俊�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４５０－ ６２：０１．６クビ ３．５�
３３ 
 ダブルオーセブン 牡４黒鹿５７ 戸崎 圭太加藤 雅一氏 古賀 史生 日高 新生ファーム ４９２＋ ６ 〃 アタマ ３０．１	

（大井）

８８ オリエンタルジェイ 牡５黒鹿５７ 吉田 豊棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか グランド牧場 ５００－ ６２：０１．７クビ １８．４

６６ オペラダンシング 牡３黒鹿５５ 江田 照男鈴木 可一氏 尾形 充弘 浦河 谷川牧場 ４５８＋ ４２：０２．０１� ９．８�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２９，７２０，７００円 複勝： ４１，７０４，２００円 枠連： １５，３４７，４００円

馬連： ７８，７７７，０００円 馬単： ５６，４８８，４００円 ワイド： ３１，３７２，８００円

３連複： ８７，７７８，６００円 ３連単： ２１９，１６９，５００円 計： ５６０，３５８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � ３００円 枠 連（２－４） ４２０円

馬 連 �� ４７０円 馬 単 �� ８４０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ５００円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� １，９１０円 ３ 連 単 ��� ７，２２０円

票 数

単勝票数 計 ２９７２０７ 的中 � ７６３５０（２番人気）
複勝票数 計 ４１７０４２ 的中 � ８６８７６（２番人気）� １０８８７７（１番人気）� ２４７９３（６番人気）
枠連票数 計 １５３４７４ 的中 （２－４） ２７２９９（１番人気）
馬連票数 計 ７８７７７０ 的中 �� １２３７５６（１番人気）
馬単票数 計 ５６４８８４ 的中 �� ４９６６６（１番人気）
ワイド票数 計 ３１３７２８ 的中 �� ４２７８６（１番人気）�� １４３７５（６番人気）�� ８５４５（１２番人気）
３連複票数 計 ８７７７８６ 的中 ��� ３３９８６（５番人気）
３連単票数 計２１９１６９５ 的中 ��� ２２４１８（１９番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．６―１１．８―１２．８―１３．２―１２．６―１２．５―１１．５―１１．０―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．２―３６．０―４８．８―１：０２．０―１：１４．６―１：２７．１―１：３８．６―１：４９．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．７―３F３４．２

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

勝馬の
紹 介

エアルプロン �

父 ディープインパクト �


母父 ノーザンテースト デビュー ２０１２．１．２９ 京都２着

２００９．２．２２生 牡３鹿 母 エアデジャヴー 母母 アイドリームドアドリーム ６戦３勝 賞金 ３５，９６４，０００円
〔騎手変更〕 エアルプロン号の騎手I．メンディザバルは，第７競走での負傷のため福永祐一に変更。
〔制裁〕 ポールアックス号の騎手北村宏司は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。

３００４６１１月１１日 曇 良 （２４東京５）第４日 第１０競走 ��
��１，８００�ノベンバーステークス

発走１４時５０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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

３３ サトノギャラント 牡３黒鹿５５ 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５００＋ ４１：４５．８ ２．０�

４４ アナバティック 牡５栗 ５７ 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４８８－ ６１：４６．１１� １５．４�

２２ ミカエルビスティー 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４８２－１６ 〃 ハナ ９．８�
５６ ハッピーパレード 牝６黒鹿５５ 戸崎 圭太馬場 幸夫氏 牧 光二 早来 ノーザンファーム ４６２＋ ６１：４６．３１� ３４．８�

（大井）

６７ チュウワプリンス 牡６黒鹿５７ 浜中 俊中西 忍氏 大久保龍志 静内 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４０＋ ６ 〃 クビ ４５．２�

７９ ラフォルジュルネ 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６８－ ６ 〃 ハナ ４．９	

１１ ヒシカツジェームス 牡５栗 ５７ 武 豊阿部 雅英氏 久保田貴士 新ひだか 岡田スタツド ４８２＋ ８１：４６．５１� １０．３

８１１ トーセンジャガー 牡４青 ５７ 江田 照男島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム ４８４＋１４１：４６．６クビ １２．０�
５５ エチゴイチエ 牡４鹿 ５７ 石橋 脩齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４７２＋ ２１：４６．９１� ８．９
６８ ジャングルハヤテ 牡５黒鹿５７ 武士沢友治伊藤 誠吉氏 大和田 成 新ひだか グランド牧場 ４７８＋ ６１：４７．０� １９１．３�
８１２	 アロマンシェス 牡８鹿 ５７ 吉田 豊伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 ４６８＋ ４１：４７．２１
 １９６．４�
７１０ フライバイワイヤー 牡６栗 ５７ 和田 竜二 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７４± ０１：４７．５２ ４７．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３６，６２４，３００円 複勝： ５３，８４１，３００円 枠連： ２５，４１９，３００円

馬連： １２２，９８０，４００円 馬単： ８２，９０４，３００円 ワイド： ４４，２１７，７００円

３連複： １３６，９３２，６００円 ３連単： ３０９，９８７，１００円 計： ８１２，９０７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � ３３０円 � ２２０円 枠 連（３－４） １，６００円

馬 連 �� １，３００円 馬 単 �� １，８５０円

ワ イ ド �� ４３０円 �� ３３０円 �� １，２３０円

３ 連 複 ��� ２，６７０円 ３ 連 単 ��� １０，５７０円

票 数

単勝票数 計 ３６６２４３ 的中 � １４９２４５（１番人気）
複勝票数 計 ５３８４１３ 的中 � １７３１８１（１番人気）� ３１３５６（７番人気）� ５６１８５（３番人気）
枠連票数 計 ２５４１９３ 的中 （３－４） １１７４２（７番人気）
馬連票数 計１２２９８０４ 的中 �� ６９９６０（６番人気）
馬単票数 計 ８２９０４３ 的中 �� ３３１２７（７番人気）
ワイド票数 計 ４４２１７７ 的中 �� ２６２５８（４番人気）�� ３６０３９（２番人気）�� ７９７０（１７番人気）
３連複票数 計１３６９３２６ 的中 ��� ３７８５４（１１番人気）
３連単票数 計３０９９８７１ 的中 ��� ２１６４４（３２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．２―３５．６―４７．４―５９．３―１：１１．２―１：２２．９―１：３４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．５―３F３４．６

３ ４－７－（８，１１）２，６（１，９）３，１２（５，１０）
２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノギャラント �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．８．２１ 札幌３着

２００９．２．１３生 牡３黒鹿 母 スティンガー 母母 レガシーオブストレングス ９戦４勝 賞金 ６２，９４８，０００円
〔騎手変更〕 エチゴイチエ号の騎手I．メンディザバルは，第７競走での負傷のため石橋脩に変更。
※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。

１レース目



３００４７１１月１１日 小雨 良 （２４東京５）第４日 第１１競走 ��
��１，６００�第１７回東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス（ＧⅢ）

発走１５時３０分 （ダート・左）
３歳以上；負担重量は，３歳５５�４歳以上５６�，牝馬２�減，２３．１１．１２以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）１着馬３�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬２�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�
増，２３．１１．１１以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

中日新聞社賞・地方競馬全国協会理事長賞（１着）
賞 品

本 賞 ３５，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，３００，０００円 ３，５００，０００円
付 加 賞 ６４４，０００円 １８４，０００円 ９２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．４
１：３３．３

重

良

２４ � イ ジ ゲ ン 牡３芦 ５５ R．ムーア 林 正道氏 堀 宣行 米 Patricia
Pavlish ４８２＋ ４１：３６．４ ３．１�

（英）

７１４ ガ ン ジ ス 牡３栗 ５５ 蛯名 正義林 正道氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ５０２－ ４１：３６．５� ８．５�
６１１ ダノンカモン 牡６黒鹿５６ 武士沢友治�ダノックス 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ５２６＋ ４１：３６．７１� １１．８�
５１０ アドマイヤロイヤル 牡５鹿 ５６ 安藤 勝己近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５２２＋１２１：３６．８� １３．６�
５９ ストローハット 牡３栗 ５６ 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４７６＋ ８１：３６．９クビ １５．１�
６１２ ナムラタイタン 牡６栗 ５７ 熊沢 重文奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 ５１８－ ６ 〃 クビ ６．４�
２３ ト リ ッ プ 牡３芦 ５５ 田辺 裕信大八木信行氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５０４＋ ８ 〃 ハナ １０．７	
８１５ ヒラボクワイルド 牡６青鹿５６ 浜中 俊�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４９０± ０ 〃 ハナ ４６．６

３６ ス エ ズ 	７鹿 ５６ 石橋 脩吉田 和美氏 吉田 直弘 門別 日高大洋牧場 ５１０＋ ５１：３７．０� ２１８．１�
３５ マルカフリート 牡６鹿 ５６ 戸崎 圭太河長産業� 増本 豊 千歳 社台ファーム ４８２± ０１：３７．１� ４１．９�

（大井）

４７ シルクフォーチュン 牡６鹿 ５７ 武 豊有限会社シルク藤沢 則雄 新冠 中地 義次 ４６２－１２１：３７．２
 １２．６
７１３ セ イ リ オ ス 牡５鹿 ５６ 田中 勝春 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B４９０± ０１：３７．５２ １５３．３�
１２ アクティビューティ 牝５芦 ５４ 勝浦 正樹�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ５１４－ ８１：３７．６クビ ２１７．１�
４８ バーディバーディ 牡５黒鹿５７ 北村 宏司里見美惠子氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 B４８６－１２ 〃 アタマ ２７．３�
１１ ナムラビクター 牡３鹿 ５５ 和田 竜二奈村 信重氏 野村 彰彦 日高 いとう牧場 ５０８＋ ２１：３７．８１� ６．２�
８１６ アーリーロブスト 牡６鹿 ５６ 吉田 豊�三嶋牧場 本田 優 日高 山際 辰夫 ４９６－１２１：３８．６５ ２５８．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０８，５０７，３００円 複勝： １８５，９５６，０００円 枠連： ９９，２３６，５００円

馬連： ４７４，３８２，３００円 馬単： ２３８，０５６，９００円 ワイド： １６０，４５６，７００円

３連複： ６４８，２４２，５００円 ３連単： １，１２６，４９３，３００円 計： ３，０４１，３３１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １５０円 � ２４０円 � ２７０円 枠 連（２－７） １，１４０円

馬 連 �� １，４００円 馬 単 �� ２，０１０円

ワ イ ド �� ６２０円 �� ８７０円 �� １，８８０円

３ 連 複 ��� ４，８８０円 ３ 連 単 ��� １８，２４０円

票 数

単勝票数 計１０８５０７３ 的中 � ２８１０６５（１番人気）
複勝票数 計１８５９５６０ 的中 � ４０４５７７（１番人気）� １８５５６４（４番人気）� １５５８６８（６番人気）
枠連票数 計 ９９２３６５ 的中 （２－７） ６４６７９（５番人気）
馬連票数 計４７４３８２３ 的中 �� ２５０８８２（３番人気）
馬単票数 計２３８０５６９ 的中 �� ８７５４０（２番人気）
ワイド票数 計１６０４５６７ 的中 �� ６６９３３（３番人気）�� ４５８９５（８番人気）�� ２０１１８（２７番人気）
３連複票数 計６４８２４２５ 的中 ��� ９８１７８（１１番人気）
３連単票数 計１１２６４９３３ 的中 ��� ４５５８５（２８番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．９―１２．７―１２．９―１２．４―１１．５―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．１―２３．１―３５．０―４７．７―１：００．６―１：１３．０―１：２４．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�イ ジ ゲ ン �
�
父 Empire Maker �

�
母父 Dixieland Band デビュー ２０１２．１．５ 中山３着

２００９．４．２８生 牡３芦 母 Cosmic Wish 母母 Cosmic Fire ８戦５勝 賞金 ９３，５８８，０００円
〔騎手変更〕 ダノンカモン号の騎手I．メンディザバルは，第７競走での負傷のため武士沢友治に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ９頭 ガンマーバースト号・クリスタルボーイ号・グリッターウイング号・サウンドアクシス号・シルクアーネスト号・

ハートビートソング号・ボレアス号・マルカベンチャー号・モンストール号
※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。

３００４８１１月１１日 小雨 良 （２４東京５）第４日 第１２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時０５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

１：１９．６
１：１９．０

良

良

８１３ クリーンエコロジー 牡４芦 ５７ 浜中 俊石橋 和夫氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ５００－ ６１：２１．３ ２．７�

５６ モンテフジサン 牡５栗 ５７ 福永 祐一毛利 喜昭氏 松山 康久 青森 ワールドファーム ４７８－１２１：２１．５１� ２８．９�
３３ マイネルアダマス 牡３鹿 ５６ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム B４１８＋ ２ 〃 クビ １８．５�
６９ ジョーオリオン 牡３栗 ５６ 吉田 豊上田けい子氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 ４７０－ ４１：２１．６クビ １６．９�
２２ ミエノゴーゴー 牡４黒鹿５７ R．ムーア 里見美惠子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４７８＋２４ 〃 ハナ ５．２�

（英）

５７ チャーチクワイア 牝３栗 ５４ 北村 宏司 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４５０＋ ２１：２１．８１� ６．１	
４４ メイショウコウセイ 牡６鹿 ５７ 武 豊松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ５１２＋ ８１：２１．９� ９．１

１１ レッドクロス 牡５栗 ５７ 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 三城牧場 ４６０－ ２１：２２．０クビ ６．３�
６８ ザクリエイション 牡６黒鹿５７ 大庭 和弥池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 ５１０＋ ６１：２２．２１� ６３．５�
７１０ ローレルエルヴェル 牡７鹿 ５７ 田辺 裕信 �ローレルレーシング 小西 一男 静内 池田牧場 ４６６＋１２１：２２．３クビ ９３．０
４５ レ ト 牡５鹿 ５７ 戸崎 圭太伊達 敏明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 ４７０± ０１：２２．４� １３．２�
（大井）

８１２ ウインキングストン 牡７栗 ５７ 武士沢友治�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 村上 欽哉 ５０８＋ ８１：２２．７２ ２２０．５�
７１１	 スレイプニル 牝５鹿 ５５ 江田 照男栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 日西牧場 ４６６－２４１：２８．５大差 １７７．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４７，８３５，０００円 複勝： ７０，２８０，０００円 枠連： ３６，１９４，２００円

馬連： １５０，１８５，１００円 馬単： ８５，５３４，８００円 ワイド： ５２，０１５，６００円

３連複： １６９，５６５，１００円 ３連単： ３５３，７４７，８００円 計： ９６５，３５７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １５０円 � ６２０円 � ３９０円 枠 連（５－８） ６７０円

馬 連 �� ４，１００円 馬 単 �� ５，２４０円

ワ イ ド �� １，３７０円 �� ８３０円 �� ３，７６０円

３ 連 複 ��� １４，４８０円 ３ 連 単 ��� ６６，６５０円

票 数

単勝票数 計 ４７８３５０ 的中 � １４２４３２（１番人気）
複勝票数 計 ７０２８００ 的中 � １８２９７０（１番人気）� ２３０１４（９番人気）� ４０３８１（７番人気）
枠連票数 計 ３６１９４２ 的中 （５－８） ４０１３４（１番人気）
馬連票数 計１５０１８５１ 的中 �� ２７０８３（１５番人気）
馬単票数 計 ８５５３４８ 的中 �� １２０５６（２１番人気）
ワイド票数 計 ５２０１５６ 的中 �� ９３３５（２０番人気）�� １６０１８（９番人気）�� ３２８９（３９番人気）
３連複票数 計１６９５６５１ 的中 ��� ８６４８（５３番人気）
３連単票数 計３５３７４７８ 的中 ��� ３９１７（２２９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．８―３５．２―４７．２―５８．８―１：０９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリーンエコロジー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー ２０１０．８．８ 新潟１着

２００８．３．２７生 牡４芦 母 スパークルジュエル 母母 Golden Jewel Box １３戦４勝 賞金 ５５，９０２，０００円
〔騎手変更〕 クリーンエコロジー号の騎手I．メンディザバルは，第７競走での負傷のため浜中俊に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スレイプニル号は，平成２４年１２月１１日まで平地競走に出走できない。
※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



（２４東京５）第４日 １１月１１日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６１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

２４８，９６０，０００円
２，０８０，０００円
８，１３０，０００円
１，６５０，０００円
２２，５８０，０００円
５６，６３７，５００円
５，１３２，８００円
１，５４５，６００円

勝馬投票券売得金
３９７，４８５，５００円
７１４，７８０，４００円
３００，１９４，６００円
１，２６０，８９６，４００円
７８６，３３２，７００円
４７３，６８８，１００円
１，５７２，３１５，９００円
２，９９７，３１１，０００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 ８，５０３，００４，６００円

総入場人員 ３４，６６３名 （有料入場人員 ３２，５６６名）


