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3003711月10日 曇 良 （25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

612 ブ リ ッ ツ 牡2栗 55 戸崎 圭太青山 洋一氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 476± 01：27．0 3．1�
510 ジ ー ニ ア イ 牡2青 55 R．ムーア 井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 三嶋牧場 478＋ 21：27．21� 2．4�

（英）

816 バイタルワンダー �2青鹿55 石橋 脩伊東 純一氏 尾形 充弘 日高 メイプルファーム 456＋ 41：27．73 29．3�
713 キービスケット 牝2黒鹿54 北村 宏司北前孔一郎氏 高橋 文雅 安平 追分ファーム 486＋ 41：28．01� 9．4�
24 ペイシャマシェリ 牝2黒鹿54 宮崎 北斗北所 直人氏 高橋 義博 様似 清水スタッド 482± 0 〃 ハナ 87．2�
35 トウカイリーブル 牡2鹿 55 田辺 裕信内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 松栄牧場 470± 01：28．53 9．1�
36 キョウエイボヌール 牝2栗 54 津村 明秀田中 晴夫氏 武市 康男 浦河 山春牧場 454－ 21：28．6� 6．2	
611 サンバデジャネイロ 牝2黒鹿54 二本柳 壮
ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 444＋ 81：30．4大差 187．4�
12 ディアオーブ 牝2栗 54 松山 弘平ディアレスト 水野 貴広 日高 沖田牧場 468± 0 〃 ハナ 116．0�
815 カンタベリーワルツ 牝2芦 54 丸田 恭介峰 哲馬氏 杉浦 宏昭 新ひだか 藤吉牧場 396± 01：30．61 245．3
59 タケショウレーブ 牡2栗 55 柴田 大知
ナイト商事 矢野 照正 浦河 富菜牧場 482－ 41：30．91� 128．8�
11 リ サ 牝2黒鹿54 大庭 和弥グリーンスウォード嶋田 潤 新ひだか 萩澤 國男 444－ 61：31．0� 73．5�
47 バラノカオリ 牝2栗 54 的場 勇人
ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 450＋ 8 〃 ハナ 362．5�
23 トリノドリーム 牝2鹿 54 武士沢友治小川 敏夫氏 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 458－ 4 〃 アタマ 277．0�
48 ディバインドーター 牝2栗 54 大野 拓弥 
サンデーレーシング 矢野 英一 日高 追分ファーム 456＋ 21：31．95 22．7�
714 シゲルスルガ 牡2黒鹿55 西田雄一郎森中 蕃氏 武市 康男 日高 門別牧場 466＋ 21：32．21� 371．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，834，700円 複勝： 32，204，500円 枠連： 10，784，000円
馬連： 42，916，600円 馬単： 28，435，100円 ワイド： 20，190，600円
3連複： 56，762，100円 3連単： 100，410，800円 計： 308，538，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 110円 � 130円 � 450円 枠 連（5－6） 380円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 170円 �� 780円 �� 850円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 7，230円

票 数

単勝票数 計 168347 的中 � 43975（2番人気）
複勝票数 計 322045 的中 � 110909（1番人気）� 75993（2番人気）� 9729（7番人気）
枠連票数 計 107840 的中 （5－6） 21347（1番人気）
馬連票数 計 429166 的中 �� 87597（1番人気）
馬単票数 計 284351 的中 �� 25359（2番人気）
ワイド票数 計 201906 的中 �� 41581（1番人気）�� 5286（11番人気）�� 4786（12番人気）
3連複票数 計 567621 的中 ��� 22615（5番人気）
3連単票数 計1004108 的中 ��� 10251（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．3―37．2―49．8―1：02．1―1：14．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブ リ ッ ツ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2013．10．6 東京3着

2011．3．1生 牡2栗 母 ビターオレンジ 母母 オレンジピール 3戦1勝 賞金 8，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルスルガ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年12月10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を表示している。

3003811月10日 曇 良 （25東京5）第4日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時25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
1：33．6
1：32．3

良
良

810 イタリアンネオ 牡2黒鹿55 田辺 裕信平井 裕氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 516± 01：36．7 6．2�
811 アースプレイ 牝2青鹿54 田中 勝春松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 ガーベラパー

クスタツド 434－ 2 〃 クビ 8．8�
22 マイネルゲール 牡2黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 むかわ ヤマイチ牧場 504＋ 21：37．12� 13．9�
44 キョウエイマグマ 牡2鹿 55 戸崎 圭太田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 沖田 忠幸 458－ 41：37．31� 5．7�
33 トーセンソユーズ 牡2栗 55 横山 典弘島川 �哉氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 490＋ 41：37．51� 7．3	
11 シングンゴールド 牡2栗 55 松岡 正海伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 432＋ 21：37．71� 5．6

67 センノイギダー 牡2栗 55 宮崎 北斗浅野 正敏氏 浅野洋一郎 新ひだか 静内酒井牧場 466－ 21：37．91� 126．3�
79 ドスコイサーファー 牡2鹿 55 松山 弘平�LS.M 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 436＋ 61：38．0クビ 40．7�
78 ヒロシデラックス 牡2栗 55 R．ムーア Him Rock Racing 上原 博之 厚真 大川牧場 472－ 2 〃 ハナ 3．0

（英）

55 ウェルカムレイン 牝2鹿 54 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446＋ 4 〃 ハナ 28．9�

66 イナカノホシ 牝2栗 54 大庭 和弥北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 北海道静内農業高等学校 412＋ 41：38．63� 75．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 20，957，000円 複勝： 41，022，800円 枠連： 9，979，000円
馬連： 45，820，200円 馬単： 31，366，600円 ワイド： 20，080，100円
3連複： 53，179，400円 3連単： 96，787，400円 計： 319，192，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 190円 � 310円 � 360円 枠 連（8－8） 2，260円

馬 連 �� 2，900円 馬 単 �� 4，520円

ワ イ ド �� 910円 �� 820円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 11，470円 3 連 単 ��� 45，910円

票 数

単勝票数 計 209570 的中 � 26848（4番人気）
複勝票数 計 410228 的中 � 66132（2番人気）� 33692（6番人気）� 27613（7番人気）
枠連票数 計 99790 的中 （8－8） 3273（11番人気）
馬連票数 計 458202 的中 �� 11694（16番人気）
馬単票数 計 313666 的中 �� 5130（26番人気）
ワイド票数 計 200801 的中 �� 5485（16番人気）�� 6188（13番人気）�� 3227（21番人気）
3連複票数 計 531794 的中 ��� 3422（42番人気）
3連単票数 計 967874 的中 ��� 1556（185番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．3―13．1―12．9―12．0―11．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．9―36．2―49．3―1：02．2―1：14．2―1：25．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F34．5
3 ・（5，6）（7，10）（3，4，8）11，1（2，9） 4 ・（5，6，10）（7，4，8）（3，11，1）（2，9）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

イタリアンネオ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2013．9．29 中山4着

2011．4．6生 牡2黒鹿 母 プラジェラート 母母 バルドネキア 3戦1勝 賞金 6，100，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第５回 東京競馬 第４日



3003911月10日 曇 良 （25東京5）第4日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時55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
1：36．9
1：36．9

不良
不良

510 タマモネイヴィー 牡2鹿 55 田辺 裕信タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 492 ―1：40．6 14．3�
816 ショウナンマルシェ 牡2青鹿55 大野 拓弥国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492 ― 〃 クビ 6．0�
611 ノースファイヤー 牝2青鹿54 津村 明秀キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 カナイシスタッド 488 ―1：40．81� 195．5�
35 キネオフライト 牡2栗 55 北村 宏司吉田 千津氏 伊藤 大士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528 ―1：40．9クビ 7．4�
11 パナシュドール 牝2鹿 54 丸田 恭介落合 幸弘氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 440 ―1：41．11� 35．6�
36 ファンレーベン 牡2栗 55 柴田 大知猿田 栄二氏 黒岩 陽一 浦河 中村 雅明 488 ― 〃 ハナ 5．7	
612 アイソレーション 牡2鹿 55 C．ルメール 丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 526 ― 〃 クビ 14．7


（仏）

713 ダノンブレイブ 牡2栗 55 松山 弘平�ダノックス 安田 隆行 日高 下河辺牧場 530 ―1：41．63 3．6�
59 メ テ オ ー ロ 牡2栗 55 後藤 浩輝白井 岳氏 矢野 英一 日高 白井牧場 456 ―1：41．7� 30．5�
47 ヒラボクボーノ 牡2鹿 55 横山 典弘�平田牧場 小野 次郎 浦河 大柳ファーム 442 ―1：42．12� 22．7
24 ボビンレース 牝2栗 54 田中 勝春 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 482 ―1：42．2クビ 17．3�
48 バレットトレイン 牡2栗 55 戸崎 圭太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大和田 成 新ひだか 井高牧場 518 ―1：42．73 17．4�
12 ロードデューク 牡2栗 55 R．ムーア �ロードホースクラブ 古賀 慎明 新ひだか ケイアイファーム 468 ―1：43．55 9．4�

（英）

714 アンジュドボヌール 牝2栗 54 浜中 俊杉山 忠国氏 古賀 史生 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 510 ―1：43．92� 92．3�

23 リックバナード 牡2栗 55 石橋 脩山邉 浩氏 清水 英克 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 476 ― 〃 ハナ 55．6�

815 ユメハマサユメ 牡2栗 55 松岡 正海松田 整二氏 畠山 重則 新ひだか 水丸牧場 542 ―1：45．28 107．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，667，700円 複勝： 32，045，500円 枠連： 16，485，800円
馬連： 45，178，700円 馬単： 27，729，700円 ワイド： 21，284，400円
3連複： 56，769，000円 3連単： 80，302，400円 計： 299，463，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 420円 � 220円 � 4，120円 枠 連（5－8） 2，590円

馬 連 �� 2，970円 馬 単 �� 6，730円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 18，590円 �� 16，240円

3 連 複 ��� 199，510円 3 連 単 ��� 1，346，900円

票 数

単勝票数 計 196677 的中 � 10887（6番人気）
複勝票数 計 320455 的中 � 19612（6番人気）� 47329（3番人気）� 1664（16番人気）
枠連票数 計 164858 的中 （5－8） 4707（13番人気）
馬連票数 計 451787 的中 �� 11259（9番人気）
馬単票数 計 277297 的中 �� 3043（23番人気）
ワイド票数 計 212844 的中 �� 5270（8番人気）�� 275（98番人気）�� 315（92番人気）
3連複票数 計 567690 的中 ��� 210（325番人気）
3連単票数 計 803024 的中 ��� 44（2029番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．4―36．5―49．2―1：02．2―1：14．9―1：27．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモネイヴィー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 カコイーシーズ 初出走

2011．4．11生 牡2鹿 母 ドリーミーアイ 母母 アイシャドー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ユメハマサユメ号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 ユメハマサユメ号は，発走調教再審査。
※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。

3004011月10日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25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25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

58 ケイアイドウソジン 牡7鹿 60 江田 勇亮亀田 和弘氏 田村 康仁 新冠 村田牧場 504＋ 83：26．0 7．7�
712 ワンダフルフェロー 牡4黒鹿60 鈴木 慶太岩﨑 僖澄氏 松永 康利 新冠 清水 克則 462＋103：26．21� 20．8�
711� レッドグルーヴァー 牡4芦 60 高田 潤 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 米 Edition Farm 470－ 43：26．3� 2．5�
46 バードバーニング 牡3鹿 58 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 452＋ 23：26．61� 3．2�
33 カフェディーン 牡4鹿 60 山本 康志西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 500＋ 83：27．13 8．1�
11 エリタージュ 牝3鹿 56 難波 剛健佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 鮫川 啓一 448－ 23：27．42 27．3	
22 カノヤミノリ 牡4芦 60 黒岩 悠神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 460－ 83：27．5クビ 62．1

610 テイエムパラディー 牡3鹿 58 平沢 健治竹園 正繼氏 福島 信晴 日高 テイエム牧場日高支場 486± 03：27．92	 60．1�
814 マイネルガヴロシュ 牡6青鹿60 西谷 誠 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 メイタイ牧場 476－ 43：28．11 23．9�
57 ヒラボクビクトリー 牡5鹿 60 北沢 伸也�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 456＋ 43：28．84 11．1
813 ラッシュザワーク 牡6栗 60 金子 光希 �グリーンファーム二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 482－ 63：30．5大差 168．0�
34 
 トウショウドライヴ 牡5鹿 60 石神 深一野島 春男氏 南田美知雄 新ひだか 片岡 博 442＋143：32．8大差 155．6�
69 ノボプレシャス 牝4栗 58 五十嵐雄祐�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 476＋123：33．12 33．7�
45 
 スレイプニル 牝6鹿 58 上野 翔栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 日西牧場 506＋ 43：34．48 311．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，856，800円 複勝： 22，527，700円 枠連： 12，754，600円
馬連： 34，333，000円 馬単： 26，429，800円 ワイド： 15，673，700円
3連複： 48，227，200円 3連単： 86，042，500円 計： 262，845，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 280円 � 360円 � 130円 枠 連（5－7） 620円

馬 連 �� 8，210円 馬 単 �� 14，400円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 500円 �� 650円

3 連 複 ��� 6，760円 3 連 単 ��� 64，410円

票 数

単勝票数 計 168568 的中 � 17351（3番人気）
複勝票数 計 225277 的中 � 18063（4番人気）� 12814（6番人気）� 63945（1番人気）
枠連票数 計 127546 的中 （5－7） 15350（2番人気）
馬連票数 計 343330 的中 �� 3089（23番人気）
馬単票数 計 264298 的中 �� 1355（41番人気）
ワイド票数 計 156737 的中 �� 1979（20番人気）�� 8118（4番人気）�� 6010（8番人気）
3連複票数 計 482272 的中 ��� 5270（20番人気）
3連単票数 計 860425 的中 ��� 986（171番人気）
上り 1マイル 1：46．6 4F 51．6－3F 38．5

コーナー
通過順位

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

2
�

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

ケイアイドウソジン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Cutlass デビュー 2008．11．23 京都3着

2006．4．12生 牡7鹿 母 ブリーダーズフライト 母母 Flight 障害：1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ブラックテラー号
（非抽選馬） 5頭 アンシャンテルール号・エクセリオン号・カイトケイラー号・ベネチアブルー号・ベロセットレコード号



3004111月10日 曇 良 （25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15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
1：33．6
1：32．3

良
良

814 ショウナンワダチ 牡2芦 55 北村 宏司国本 哲秀氏 大竹 正博 新ひだか 静内フアーム 482 ―1：37．2 5．9�
611 リーサルウェポン 牝2鹿 54 戸崎 圭太 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 タバタファーム 432 ―1：37．52 3．6�
11 オウトラヴェス 牡2黒鹿55 石橋 脩吉田 和美氏 勢司 和浩 様似 富田 恭司 472 ― 〃 クビ 6．0�
713 ヤマニンキュルミネ 牡2芦 55 松山 弘平土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 454 ―1：37．6クビ 26．0�
23 ダノンシュワー 牡2黒鹿55 横山 典弘�ダノックス 菊沢 隆徳 新ひだか 岡田スタツド 498 ―1：37．91� 8．9�
34 マイネルファラオン 牡2黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 498 ― 〃 クビ 3．7	
46 ポッシブルドリーム 牡2黒鹿55 R．ムーア 窪田 康志氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 550 ―1：38．53� 9．1


（英）

58 チリトテチン 牝2鹿 54 大庭 和弥阿部 紀子氏 蛯名 利弘 浦河 大道牧場 404 ―1：38．6クビ 161．5�
610 シャンパンビーチ 牝2栗 54 四位 洋文 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム 430 ―1：38．81� 42．9�
59 エンジェルキック 牝2鹿 54 大野 拓弥森 保彦氏 小桧山 悟 新ひだか 田湯牧場 488 ―1：39．01	 127．6
712 コイサンコール 牝2鹿 54 田中 勝春村田 哲朗氏 勢司 和浩 新ひだか 田湯牧場 430 ―1：39．21	 35．3�
815 セイカブレリア 牝2鹿 54 松岡 正海久米 誠氏 土田 稔 日高 藤本 友則 444 ―1：39．41� 73．1�
35 
 マルターズポラリス �2鹿 55 武士沢友治藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Summer

Wind Farm B512 ―1：39．5� 52．8�
47 ロ ー ツ ェ 牡2鹿 55 西田雄一郎林 千枝子氏 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 488 ―1：39．71 203．1�
22 クリールバッカス 牡2芦 55 津村 明秀横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 520 ―1：40．55 98．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，082，600円 複勝： 31，652，800円 枠連： 13，880，800円
馬連： 48，025，500円 馬単： 31，492，900円 ワイド： 21，852，800円
3連複： 56，965，600円 3連単： 91，870，500円 計： 316，823，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 180円 � 160円 � 190円 枠 連（6－8） 970円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 2，260円

ワ イ ド �� 460円 �� 650円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，320円 3 連 単 ��� 11，770円

票 数

単勝票数 計 210826 的中 � 28224（3番人気）
複勝票数 計 316528 的中 � 46396（3番人気）� 55250（2番人気）� 43938（4番人気）
枠連票数 計 138808 的中 （6－8） 10645（3番人気）
馬連票数 計 480255 的中 �� 31917（2番人気）
馬単票数 計 314929 的中 �� 10304（8番人気）
ワイド票数 計 218528 的中 �� 11860（5番人気）�� 8061（9番人気）�� 12899（3番人気）
3連複票数 計 569656 的中 ��� 18153（5番人気）
3連単票数 計 918705 的中 ��� 5765（26番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．4―12．9―13．1―12．3―11．2―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―36．5―49．4―1：02．5―1：14．8―1：26．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンワダチ �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2011．2．1生 牡2芦 母 ショウナンマライア 母母 ショウナンアイドル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 エンジェルキック号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。

3004211月10日 曇 良 （25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45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

22 ス ザ ク 牡2鹿 55 浜中 俊一村 哲也氏 白井 寿昭 新ひだか グランド牧場 488－ 41：25．0 1．7�
33 アンズチャン 牝2鹿 54 C．ルメールケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 464＋141：25．32 8．1�

（仏）

67 セイウンクロス 牡2鹿 55 後藤 浩輝西山 茂行氏 武藤 善則 新ひだか へいはた牧場 424＋ 41：25．72� 5．8�
79 プリサイスエース 牡2栗 55 田辺 裕信井山 登氏 矢野 照正 新冠 芳住 鉄兵 496－ 21：25．91� 19．7�
68 シャークベイ 牡2青鹿55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 478－ 21：26．21	 4．9�
812 オーゴンボルト 牡2黒鹿55 R．ムーア 永田 清男氏 畠山 吉宏 浦河 大西ファーム 502＋ 21：26．51	 39．8	

（英）

811 シゲルウシュウ 牡2栗 55 丸田 恭介森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 奥山 博 454± 01：26．71� 263．6

56 ニシノイナズマ 牡2芦 55 北村 宏司西山 茂行氏 松山 将樹 新冠 川上牧場 476± 01：27．12� 57．4�
710 アイナマーリエ 牝2鹿 54 石橋 脩山口功一郎氏 栗田 徹 新ひだか マルショウ牧場 468± 01：27．31 29．9�
55 ウイングラビティ 牡2鹿 55 松岡 正海ウイン 武市 康男 新ひだか 城地 清満 464－ 81：27．51� 187．6�
44 ブルーボサノヴァ 牝2栗 54 柴田 大知 ブルーマネジメント和田 雄二 新冠 川上牧場 480＋ 21：27．6� 32．6�
11 ウォッカマティーニ 牝2芦 54 松山 弘平芹澤 精一氏 田中 清隆 浦河 山田 昇史 458－ 61：29．7大差 130．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 34，178，700円 複勝： 56，775，400円 枠連： 18，365，600円
馬連： 61，252，300円 馬単： 45，922，900円 ワイド： 29，251，800円
3連複： 76，016，000円 3連単： 159，096，700円 計： 480，859，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 200円 � 140円 枠 連（2－3） 680円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 340円 �� 200円 �� 460円

3 連 複 ��� 780円 3 連 単 ��� 3，620円

票 数

単勝票数 計 341787 的中 � 159629（1番人気）
複勝票数 計 567754 的中 � 199210（1番人気）� 52293（4番人気）� 102060（3番人気）
枠連票数 計 183656 的中 （2－3） 19948（2番人気）
馬連票数 計 612523 的中 �� 61778（3番人気）
馬単票数 計 459229 的中 �� 33648（3番人気）
ワイド票数 計 292518 的中 �� 20430（4番人気）�� 43028（2番人気）�� 13948（5番人気）
3連複票数 計 760160 的中 ��� 72105（2番人気）
3連単票数 計1590967 的中 ��� 32481（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．1―36．1―48．2―1：00．4―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ス ザ ク �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．8．10 新潟4着

2011．4．1生 牡2鹿 母 プリモスター 母母 チ ー タ ー 4戦2勝 賞金 15，100，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3004311月10日 曇 良 （25東京5）第4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

815 オリオンザスター 牡3栗 56 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 506± 01：37．7 4．1�
712 ゴールドゼウス 牡4黒鹿57 C．ルメール スター・ホースメンズクラブ 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 492－ 21：38．02 3．9�

（仏）

22 エ ル マ ン ボ 牡3青鹿56 R．ムーア �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 534± 01：38．21 2．9�
（英）

610 オメガラヴィータ 牝3栗 54 松山 弘平原 �子氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 464＋ 41：38．62� 101．6�
34 スリープレシャス 牡5青 57 後藤 浩輝永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B466＋ 21：38．7クビ 25．3	
58 ラブミーニキータ 牝5芦 55 戸崎 圭太小林 祥晃氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 520－ 61：38．91 19．3

46 アップルハウス 牡3青鹿56 大野 拓弥新木 鈴子氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム 456＋ 61：39．0� 34．5�
611 ハーストイーグル 牡3鹿 56 横山 典弘髙瀬 真尚氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 508－ 41：39．1� 15．3�
814 レオパルドゥス 牡5栗 57 柴田 大知 �サンデーレーシング 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 492－ 61：39．42 100．4
23 	 ビットアレグロ 牡4栗 57 丸田 恭介礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 490＋ 81：39．5クビ 19．7�
59 ネオヴァンデロア 牡3黒鹿56 北村 宏司小林 仁幸氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 516＋ 41：39．92� 37．7�
713	 ザゲームイズオン 牡4鹿 57 松岡 正海大塚 亮一氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 496± 01：40．53� 79．0�
47 アップアンカー 牡3栗 56 石橋 脩加藤 守氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 498－ 41：41．03 69．1�
35 	 カシノペンダント 牝4栗 55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 諏訪牧場 450± 01：42．38 218．1�
11 	 ウエスタンムサシ 牡4芦 57 田中 勝春西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 506＋ 81：42．4� 9．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，345，000円 複勝： 44，256，900円 枠連： 17，957，000円
馬連： 69，187，100円 馬単： 41，151，700円 ワイド： 29，972，900円
3連複： 82，688，600円 3連単： 137，326，800円 計： 449，886，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 130円 � 150円 � 140円 枠 連（7－8） 610円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 230円 �� 280円 �� 260円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 4，210円

票 数

単勝票数 計 273450 的中 � 52591（3番人気）
複勝票数 計 442569 的中 � 92461（1番人気）� 78082（3番人気）� 91193（2番人気）
枠連票数 計 179570 的中 （7－8） 21788（2番人気）
馬連票数 計 691871 的中 �� 85541（1番人気）
馬単票数 計 411517 的中 �� 23719（3番人気）
ワイド票数 計 299729 的中 �� 33827（1番人気）�� 25415（3番人気）�� 28558（2番人気）
3連複票数 計 826886 的中 ��� 80141（1番人気）
3連単票数 計1373268 的中 ��� 24091（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．8―48．2―1：00．9―1：13．5―1：25．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オリオンザスター �
�
父 オリオンザサンクス �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2013．2．23 中山3着

2010．5．23生 牡3栗 母 オオシマオジョー 母母 コートリーブレーヴ 8戦2勝 賞金 19，600，000円
※アップアンカー号・ビットアレグロ号は，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を表示している。

3004411月10日 曇 良 （25東京5）第4日 第8競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時45分 （芝・左）

牝，1000万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

66 ノーブルジュピタ 牝3鹿 53 田中 勝春吉木 伸彦氏 水野 貴広 新冠 秋田牧場 436＋102：01．6 8．2�
77 ラスヴェンチュラス 牝4鹿 55 松岡 正海西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 420－ 4 〃 クビ 1．3�
22 ストラスペイ 牝4鹿 55 四位 洋文 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 482－ 42：01．7クビ 10．0�
11 ブルーバレット 牝3黒鹿53 後藤 浩輝泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 452－ 22：01．8� 14．9�
44 インダクティ 牝5黒鹿55 丸田 恭介 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 404± 02：01．9クビ 20．8�
55 ニシノテキーラ 牝5鹿 55 田辺 裕信西山 茂行氏 浅見 秀一 むかわ 西山牧場 468－ 42：02．0� 9．4	
33 カ ル マ ー ト 牝5黒鹿55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478± 02：02．21� 30．8

（7頭）

売 得 金
単勝： 30，456，600円 複勝： 70，380，700円 枠連： 発売なし
馬連： 46，834，300円 馬単： 48，047，200円 ワイド： 22，384，400円
3連複： 54，853，100円 3連単： 215，241，100円 計： 488，197，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 250円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 190円 �� 480円 �� 170円

3 連 複 ��� 610円 3 連 単 ��� 6，070円

票 数

単勝票数 計 304566 的中 � 29286（2番人気）
複勝票数 計 703807 的中 � 39271（4番人気）� 529848（1番人気）
馬連票数 計 468343 的中 �� 85336（3番人気）
馬単票数 計 480472 的中 �� 26570（5番人気）
ワイド票数 計 223844 的中 �� 32804（3番人気）�� 8953（7番人気）�� 37370（2番人気）
3連複票数 計 548531 的中 ��� 67364（3番人気）
3連単票数 計2152411 的中 ��� 26177（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．5―37．6―49．7―1：02．1―1：14．6―1：26．8―1：38．0―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F34．8

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

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3鹿 母 アイアイボタン 母母 ユーワジョイナー 8戦3勝 賞金 22，820，000円
※ブルーバレット号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3004511月10日 曇 良 （25東京5）第4日 第9競走 ��
��1，800�ノベンバーステークス

発走14時15分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，24．11．10以降25．11．3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 17，400，000円 7，000，000円 3，500，000
3，500，000

円
円 1，740，000円

付 加 賞 329，000円 94，000円 24，000
24，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：44．1

良
良

46 スピルバーグ 牡4鹿 56 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 500＋ 21：47．4 1．4�
35 クイーンオリーブ 牝5青鹿53 後藤 浩輝有限会社シルク牧 光二 浦河 杵臼牧場 480＋16 〃 クビ 13．2�
610 ダイワズーム 牝4栗 54 C．ルメール 大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 466＋ 21：47．61� 10．9�

（仏）

713 バッドボーイ 牡3鹿 55 戸崎 圭太畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 496－14 〃 同着 12．6�
34 フルアクセル 牡5栗 56 石橋 脩山田 和正氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 476± 01：47．81� 22．8�
58 ア ー デ ン ト 牡4芦 56 横山 典弘 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 4 〃 クビ 12．8	
47 � キングズクエスト 	4栗 54 田辺 裕信岡田 壮史氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 446± 01：47．9クビ 96．8

611 ヴィクトリースター 牡5鹿 55 浜中 俊 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム 462－ 41：48．0
 17．9�
712 エスカナール 牝5黒鹿53 四位 洋文下河辺隆行氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 476－ 4 〃 ハナ 26．3�
23 トーセンジャガー 牡5青 56 武士沢友治島川 哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 488± 0 〃 アタマ 39．7�
11 マーブルデイビー 牡7栗 52 宮崎 北斗下村 直氏 清水 久詞 三石 三石川上牧場 492＋ 2 〃 アタマ 181．6�
22 ジャングルハヤテ 牡6黒鹿54 津村 明秀伊藤 誠吉氏 大和田 成 新ひだか グランド牧場 490－ 2 〃 アタマ 67．8�
59 ガ チ バ ト ル 牡3栗 54 田中 勝春吉田喜代司氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 454＋ 21：48．1� 44．4�
814 マイネルグート 牡6鹿 55 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 516＋ 21：48．63 127．0�
815� ワールドブルー 牡7鹿 51 丸田 恭介 �ブルーマネジメント森 秀行 米 Fusao

Sekiguchi 500－ 61：49．98 398．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 46，784，100円 複勝： 88，934，000円 枠連： 29，505，000円
馬連： 113，005，700円 馬単： 76，470，400円 ワイド： 47，860，200円
3連複： 143，615，000円 3連単： 295，514，700円 計： 841，689，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 200円 �
�

150円
180円 枠 連（3－4） 580円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 250円 ��
��

180円
220円

��
��

510円
750円

3 連 複 ���
���

890円
1，060円 3 連 単 ���

���
2，750円
3，180円

票 数

単勝票数 計 467841 的中 � 263864（1番人気）
複勝票数 計 889340 的中 �

�
458582
56491

（1番人気）
（3番人気）

� 45295（5番人気）� 84697（2番人気）

枠連票数 計 295050 的中 （3－4） 37725（3番人気）
馬連票数 計1130057 的中 �� 100185（3番人気）
馬単票数 計 764704 的中 �� 51679（4番人気）
ワイド票数 計 478602 的中 ��

��
30178
11654

（4番人気）
（9番人気）

��
��

49255
7522
（1番人気）
（15番人気）

�� 36932（2番人気）

3連複票数 計1436150 的中 ��� 60622（2番人気）��� 49692（5番人気）
3連単票数 計2955147 的中 ��� 39771（7番人気）��� 34297（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―36．3―48．9―1：01．2―1：12．9―1：24．3―1：35．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

スピルバーグ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Lycius デビュー 2011．10．15 東京1着

2009．5．12生 牡4鹿 母 プリンセスオリビア 母母 Dance Image 10戦4勝 賞金 81，453，000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。

3004611月10日 曇 良 （25東京5）第4日 第10競走 ��
��1，400�オ ー ロ カ ッ プ

発走14時50分 （芝・左）
3歳以上，24．11．10以降25．11．3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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

11 プリンセスメモリー 牝6鹿 53 後藤 浩輝海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム 408＋ 21：21．1 28．3�
611 テイエムオオタカ 牡5鹿 56 大野 拓弥竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 498＋ 6 〃 ハナ 13．0�
35 クラウンレガーロ 牡3栗 53 浜中 俊�クラウン 天間 昭一 新冠 大栄牧場 464＋181：21．31� 9．4�
36 シャイニーホーク 牡5栗 56 柴田 大知小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 510－10 〃 クビ 19．5�
816� セイウンジャガーズ 牡6黒鹿55 田辺 裕信西山 茂行氏 杉浦 宏昭 愛 Lodge

Park Stud 472－ 41：21．4クビ 25．1�
510 キングレオポルド 牡6鹿 53 丸田 恭介里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 514－ 2 〃 アタマ 127．0	
59 モグモグパクパク 牡3栗 53 北村 宏司小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 456＋ 2 〃 ハナ 17．0

612 ワ イ ズ リ ー 	5栗 54 松山 弘平前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 454＋ 4 〃 クビ 6．9�
23 カシノピカチュウ 牡3鹿 54 西田雄一郎柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 474＋ 4 〃 ハナ 9．3�
12 クリーンエコロジー 牡5芦 53 宮崎 北斗石橋 和夫氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 502± 0 〃 ハナ 58．4
818 ザ ラ ス ト ロ 牡3鹿 53 戸崎 圭太高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 松田牧場 490＋ 41：21．5
 28．6�
715 インプレスウィナー 牡6青 57．5 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 454± 0 〃 クビ 5．0�
714� オセアニアボス 牡8青鹿55 津村 明秀�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry

Hill Stud B488＋ 61：21．6クビ 52．7�
817 レオアクティブ 牡4栗 57 横山 典弘�レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 454＋ 2 〃 ハナ 3．8�
48 � ヘニーハウンド 牡5栗 56 石橋 脩林 正道氏 矢作 芳人 米 Gulf Coast

Farms, LLC 502± 01：21．7
 30．7�
47 クィーンズバーン 牝5黒鹿54 四位 洋文林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 464± 01：21．8� 27．7�
713 サトノタイガー 牡5黒鹿53 的場 勇人里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム 472＋ 21：21．9クビ 151．0�
24 ブラボースキー 牡5栗 54 松岡 正海松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 494－ 21：22．11� 42．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 45，308，300円 複勝： 78，957，700円 枠連： 40，726，900円
馬連： 156，496，900円 馬単： 78，348，500円 ワイド： 63，269，200円
3連複： 205，767，000円 3連単： 316，071，600円 計： 984，946，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，830円 複 勝 � 840円 � 460円 � 380円 枠 連（1－6） 5，470円

馬 連 �� 19，460円 馬 単 �� 45，930円

ワ イ ド �� 5，270円 �� 5，030円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 47，910円 3 連 単 ��� 468，400円

票 数

単勝票数 計 453083 的中 � 12652（11番人気）
複勝票数 計 789577 的中 � 23098（10番人気）� 46405（6番人気）� 58065（5番人気）
枠連票数 計 407269 的中 （1－6） 5497（25番人気）
馬連票数 計1564969 的中 �� 5935（65番人気）
馬単票数 計 783485 的中 �� 1259（140番人気）
ワイド票数 計 632692 的中 �� 2928（61番人気）�� 3071（60番人気）�� 8526（20番人気）
3連複票数 計2057670 的中 ��� 3170（165番人気）
3連単票数 計3160716 的中 ��� 498（1359番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．3―47．0―58．2―1：09．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．1
3 7，8（4，11）16（2，6，5）（3，12，18）10（1，13）（9，15，17）－14 4 7（8，11）（4，16）（6，5，18）（2，3，12）（10，17）（1，13，15）9，14

勝馬の
紹 介

プリンセスメモリー �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2009．7．25 新潟1着

2007．2．25生 牝6鹿 母 リトルブレッシング 母母 サワヤカプリンセス 28戦5勝 賞金 138，361，000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。
（非抽選馬） 1頭 コレクターアイテム号

１レース目



3004711月10日 曇 良 （25東京5）第4日 第11競走 ��
��1，600�第18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，24．11．10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，24．11．9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 609，000円 174，000円 87，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

36 ベルシャザール 牡5青鹿56 C．ルメール �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 536＋ 21：35．3 3．5�
（仏）

23 アドマイヤロイヤル 牡6鹿 57 四位 洋文近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 520＋ 41：35．4� 6．2�
713	 ベストウォーリア 牡3栗 56 戸崎 圭太馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Buck Pond

Farm, Inc 508＋ 2 〃 ハナ 14．3�
816 ゴールスキー 牡6黒鹿56 浜中 俊 �社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム 488＋ 41：35．61
 4．5�
35 ナイトフッド 牡7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＋ 41：35．81
 168．2�
510 アドマイヤサガス 牡5青 56 後藤 浩輝近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 518－ 21：35．9クビ 11．7	
12 	 イ ジ ゲ ン 牡4芦 57 R．ムーア 林 正道氏 堀 宣行 米 Patricia

Pavlish 494＋101：36．0
 6．8

（英）

48 	 カネトシイナーシャ 牡5黒鹿56 北村 宏司兼松 利男氏 白井 寿昭 米 JMJ Racing
Stables, LLC 490± 01：36．1� 71．0�

611 クリールパッション 牡8鹿 56 丸田 恭介横山 修二氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 B484＋12 〃 アタマ 90．4�
59 サンライズブレット 牡5栗 56 松山 弘平松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム 474＋ 21：36．2クビ 68．2
815 シルクフォーチュン 牡7鹿 57 横山 典弘有限会社シルク藤沢 則雄 新冠 中地 義次 466＋ 2 〃 ハナ 10．0�
24 メイショウマシュウ 牡5黒鹿57 柴田 大知松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 514－ 41：36．52 33．7�
11 ナムラタイタン 牡7栗 56 津村 明秀奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 524＋ 2 〃 ハナ 19．1�
47 ツクバコガネオー �5栗 56 松岡 正海荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 528＋ 21：36．81� 70．1�
714 ティアップワイルド 牡7栗 57 石橋 脩田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 534± 01：37．01 219．6�
612 グラッツィア 牡5鹿 56 田辺 裕信山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 486± 01：38．49 26．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 105，288，400円 複勝： 176，198，700円 枠連： 84，714，500円
馬連： 420，000，700円 馬単： 209，944，000円 ワイド： 146，939，600円
3連複： 588，421，500円 3連単： 1，036，510，000円 計： 2，768，017，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 180円 � 380円 枠 連（2－3） 1，010円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，920円

ワ イ ド �� 360円 �� 870円 �� 960円

3 連 複 ��� 3，390円 3 連 単 ��� 14，010円

票 数

単勝票数 計1052884 的中 � 242206（1番人気）
複勝票数 計1761987 的中 � 355867（1番人気）� 288375（3番人気）� 92155（7番人気）
枠連票数 計 847145 的中 （2－3） 62126（5番人気）
馬連票数 計4200007 的中 �� 307991（2番人気）
馬単票数 計2099440 的中 �� 80877（3番人気）
ワイド票数 計1469396 的中 �� 110656（2番人気）�� 39810（9番人気）�� 35943（13番人気）
3連複票数 計5884215 的中 ��� 128447（8番人気）
3連単票数 計10365100 的中 ��� 54631（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―34．7―46．8―58．9―1：11．2―1：23．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベルシャザール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．10．9 京都1着

2008．4．25生 牡5青鹿 母 マルカキャンディ 母母 ジーナロマンティカ 15戦5勝 賞金 193，209，000円
〔発走状況〕 シルクフォーチュン号は，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11頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）11頭 ウォータールルド号・エベレストオー号・カネトシディオス号・コスモソーンパーク号・サウンドアクシス号・

チャーリーブレイヴ号・ティアモブリーオ号・ナガラオリオン号・フリソ号・マスクトヒーロー号・
メイショウツチヤマ号

※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。

3004811月10日 曇 良 （25東京5）第4日 第12競走 ��
��1，600�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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

813 ファントムライト 牡4黒鹿57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 480－ 21：33．4 6．0�
44 レッドセシリア 牝3鹿 54 四位 洋文 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 426－ 61：33．5� 5．9�
68 チェリーヒロイン 牝4栗 55 C．ルメール 伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 416＋ 41：33．6� 16．3�

（仏）

45 ベステゲシェンク 牡3鹿 56 北村 宏司吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 472＋ 81：33．81	 2．0�
22 
 シベリアンスパーブ 牡4鹿 57 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 494± 01：33．9� 21．5	
57 カグニザント 牡5黒鹿57 後藤 浩輝 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム 476－ 4 〃 ハナ 126．7

11 マイネイディール 牝5青鹿55 田辺 裕信 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 白井牧場 504＋ 21：34．11	 53．5�
69 テ ン ペ ル 牡5黒鹿57 横山 典弘山本 英俊氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 474－ 61：34．2� 8．4�
33 マイネルスパイス 牡4鹿 57 R．ムーア �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 長浜 忠 420－ 8 〃 ハナ 38．1
（英）

812
 コスモソウタ 牡4鹿 57 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 新冠 タニグチ牧場 470± 0 〃 ハナ 125．3�
56 ノ ウ レ ッ ジ 牡3鹿 56 田中 勝春 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 496－ 41：34．83� 11．5�
711 コスモミレネール 牝4鹿 55 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 454＋ 61：34．9� 32．8�
710 ロビンフット 牡5青鹿57 西田雄一郎桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 赤石 久夫 510－ 21：37．4大差 325．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 66，070，600円 複勝： 100，236，700円 枠連： 39，931，600円
馬連： 167，062，100円 馬単： 96，131，700円 ワイド： 63，746，400円
3連複： 189，772，000円 3連単： 405，040，300円 計： 1，127，991，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 200円 � 190円 � 380円 枠 連（4－8） 440円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，350円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 6，680円 3 連 単 ��� 31，260円

票 数

単勝票数 計 660706 的中 � 87332（3番人気）
複勝票数 計1002367 的中 � 144093（3番人気）� 162666（2番人気）� 57662（6番人気）
枠連票数 計 399316 的中 （4－8） 68509（1番人気）
馬連票数 計1670621 的中 �� 66875（7番人気）
馬単票数 計 961317 的中 �� 20067（11番人気）
ワイド票数 計 637464 的中 �� 27299（6番人気）�� 11283（16番人気）�� 14093（11番人気）
3連複票数 計1897720 的中 ��� 20997（21番人気）
3連単票数 計4050403 的中 ��� 9564（96番人気）

ハロンタイム 12．1―10．3―10．9―11．9―12．5―12．1―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―22．4―33．3―45．2―57．7―1：09．8―1：21．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファントムライト �
�
父 オペラハウス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．12．4 阪神3着

2009．2．7生 牡4黒鹿 母 マリーシャンタル 母母 ダイナカール 10戦4勝 賞金 36，100，000円
※ロビンフット号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

４レース目



（25東京5）第4日 11月10日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 168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

263，940，000円
9，060，000円
1，891，000円
23，470，000円
63，473，500円
5，314，800円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
450，830，500円
775，193，400円
295，084，800円
1，250，113，100円
741，470，500円
502，506，100円
1，613，036，500円
3，020，214，800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 8，648，449，700円

総入場人員 31，109名 （有料入場人員 28，749名）
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