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３２０３７１１月１３日 晴 良 （２３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 （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

１：２１．４
１：２０．３

良

良

２３ チャーチクワイア 牝２栗 ５４ I．メンディザバル �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４４６－２０１：２３．５ ９．２�
（仏）

７１３ ダイワズーム 牝２栗 ５４ C．ルメール 大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４６０－ ２１：２３．６� ３．８�
（仏）

７１４ ロンギングトゥユー 牝２栗 ５４ 三浦 皇成坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４８０－ ８１：２３．８１� ３．９�
４８ クリスタルブランカ 牝２黒鹿５４ 石橋 脩嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 ４４６＋ ４１：２４．０１� ８．４�
３６ バルスピュール 牝２黒鹿５４ 丸山 元気ディアレスト 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 ４４８－ ４１：２４．１クビ ２６．２�
３５ ベ ル シ エ ロ 牝２栗 ５４ 吉田 豊 �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 ４７６－ ８ 〃 クビ １０．７�
６１１ スノークラフト 牝２芦 ５４

５１ ▲嶋田 純次鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４５８－ ４１：２４．２クビ ８．３	
８１７ ダノンエレガント 牝２鹿 ５４ 横山 典弘
ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４４８－ ２ 〃 ハナ ７．２�
４７ ダ イ ゴ ミ 牝２鹿 ５４ 森 泰斗小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 ４７６＋ ８１：２４．４１� ３３５．６�

（船橋）

６１２ ステラーケイト 牝２栗 ５４ 柴田 善臣井上 一郎氏 大江原 哲 新冠 パカパカ
ファーム ４４６＋ ２１：２４．５クビ ３８．８

５９ リ ム ー ザ ン 牝２黒鹿５４ 藤岡 佑介
G１レーシング 戸田 博文 日高 シンボリ牧場 ４７４－ ６１：２４．８２ ５５．２�
８１５ ヴ ァ ッ プ 牝２黒鹿５４ 柴田 大知�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム ４３６－ ２１：２４．９クビ １２１．８�
１２ アルティメイトラブ 牝２黒鹿５４ 松岡 正海 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４６４－ ２１：２５．０� ２０．３�
５１０ ブ リ ッ サ 牝２鹿 ５４ 武士沢友治�ミルファーム 畠山 重則 新冠 新冠伊藤牧場 ４６６＋ ４ 〃 アタマ ３１０．６�
１１ チーフザムーン 牝２青鹿５４ 江田 照男川上 哲司氏 坂本 勝美 浦河 高村牧場 ４７８－ ２１：２５．２１ ２５５．７�
８１６ マイネパティ 牝２鹿 ５４ 中谷 雄太 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム ３８８－１２１：２５．４１ ２１８．５�
２４ ボクノテンシ 牝２鹿 ５４ 丸田 恭介�大道牧場 保田 一隆 新ひだか 森 政巳 ４０４＋ ４１：２５．８２� ２５６．３�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １４，８５９，５００円 複勝： ２９，３７６，９００円 枠連： １４，１８５，１００円

馬連： ５０，８７３，２００円 馬単： ３０，７８２，８００円 ワイド： １９，９９０，０００円

３連複： ６１，５０１，１００円 ３連単： ９３，８５０，２００円 計： ３１５，４１８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９２０円 複 勝 � ２６０円 � １７０円 � １５０円 枠 連（２－７） ７８０円

馬 連 �� １，５７０円 馬 単 �� ３，５５０円

ワ イ ド �� ５９０円 �� ６９０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� １，９００円 ３ 連 単 ��� １３，６２０円

票 数

単勝票数 計 １４８５９５ 的中 � １２７４５（６番人気）
複勝票数 計 ２９３７６９ 的中 � ２４５８９（６番人気）� ４８９３４（２番人気）� ５９５７６（１番人気）
枠連票数 計 １４１８５１ 的中 （２－７） １３５０９（４番人気）
馬連票数 計 ５０８７３２ 的中 �� ２３９８８（６番人気）
馬単票数 計 ３０７８２８ 的中 �� ６４１１（１３番人気）
ワイド票数 計 １９９９００ 的中 �� ７８９４（６番人気）�� ６５２３（９番人気）�� ２２４３２（１番人気）
３連複票数 計 ６１５０１１ 的中 ��� ２３９８９（３番人気）
３連単票数 計 ９３８５０２ 的中 ��� ５０８６（２６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．０―３６．３―４８．９―１：００．６―１：１１．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チャーチクワイア �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１１．９．１０ 札幌３着

２００９．２．１生 牝２栗 母 ロレットチャペル 母母 サンタフェトレイル ３戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔制裁〕 クリスタルブランカ号の騎手石橋脩は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。（５番・４番・２番・１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または施行団体名を表示している。

３２０３８１１月１３日 晴 稍重 （２３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 （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

１１ カリスマアキラ 牡２栗 ５５
５２ ▲嶋田 純次ディアレスト 斎藤 誠 日高 タバタファーム ４５８＋ ２１：２６．２ ２．１�

５８ デルマエビス 牡２鹿 ５５ 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム ４５４＋ ６１：２６．８３� ９．２�
６１１ ゲンパチメジャー 牡２栗 ５５ 石橋 脩平野 武志氏 萱野 浩二 浦河 林 孝輝 ４９２－ ６１：２７．１２ ６．０�
７１２ マイネベルヴィ 牝２栗 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム ４４６＋ ２ 〃 ハナ ８．１�
４７ コスモダンケシェン 牡２鹿 ５５ F．ベリー �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 中脇 満 ４６６－ ２１：２７．５２� １５．２�

（愛）

８１５ フランスギャル 牝２黒鹿５４ 三浦 皇成菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 沖田 哲夫 ４６０＋ ４１：２７．９２� ２０．４	
８１４ フジキラメキ 牝２鹿 ５４ 横山 典弘荒木 誠氏 伊藤 伸一 新ひだか 前川 正美 ４７２－１０１：２８．１１� ５．０

４６ フクノイナズマ 牡２鹿 ５５ 津村 明秀福島 実氏 相沢 郁 浦河 ミルファーム ４６４＋１４１：２８．４２ ３４１．１�
５９ アスコットシチー 牡２栗 ５５ 藤岡 佑介 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 日高 幾千世牧場 ４４８＋ ４１：２８．６１� ３６．７�
３４ タカイチロージズ 牡２栗 ５５ 森 泰斗�橋 一郎氏 嶋田 潤 新冠 ビッグレッドファーム ４９２－ ４１：２９．２３� ２３６．２

（船橋）

２２ リュウシンリスボン 牝２鹿 ５４ 武士沢友治桑畑 �信氏 水野 貴広 日高 槇本牧場 B４７８－ ２１：２９．４１� ３１０．８�
６１０ プリネシアエンゼル 牝２鹿 ５４ 丸田 恭介内藤 好江氏 浅野洋一郎 新冠 平山牧場 ４６０± ０１：２９．６１ ９８．１�
２３ コスモビーラヴド 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 保田 一隆 新冠 ビッグレッドファーム ４０２－ ２１：３０．１３ ３９３．３�
７１３ カシノモンスター 牡２鹿 ５５ 江田 照男柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 日東牧場 ４８６± ０１：３０．２� ４０８．６�
３５ パシステント 牡２栗 ５５

５２ ▲菅原 隆一井上 修一氏 佐藤 全弘 新ひだか 真歌田中牧場 ４４２－ ２１：３０．７３ ４９５．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，９７０，５００円 複勝： ２６，３１９，９００円 枠連： １０，９９４，８００円

馬連： ４３，７２９，９００円 馬単： ３１，９１８，２００円 ワイド： １５，８０２，３００円

３連複： ４６，９６８，７００円 ３連単： ８５，３８８，０００円 計： ２７７，０９２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � ２００円 � １８０円 枠 連（１－５） ６７０円

馬 連 �� ８００円 馬 単 �� １，２２０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� ３１０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� １，５１０円 ３ 連 単 ��� ６，１６０円

票 数

単勝票数 計 １５９７０５ 的中 � ６２４２３（１番人気）
複勝票数 計 ２６３１９９ 的中 � ９７０４２（１番人気）� ２６２４９（５番人気）� ３１３５０（４番人気）
枠連票数 計 １０９９４８ 的中 （１－５） １２２４４（３番人気）
馬連票数 計 ４３７２９９ 的中 �� ４０７２５（４番人気）
馬単票数 計 ３１９１８２ 的中 �� １９３３４（３番人気）
ワイド票数 計 １５８０２３ 的中 �� １４５９８（２番人気）�� １３５３４（４番人気）�� ４７４１（１１番人気）
３連複票数 計 ４６９６８７ 的中 ��� ２３０８７（６番人気）
３連単票数 計 ８５３８８０ 的中 ��� １０２４２（１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１３．０―２４．７―３６．９―４９．５―１：０１．７―１：１３．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カリスマアキラ �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー ２０１１．８．６ 新潟１１着

２００９．４．２生 牡２栗 母 ロイヤルアタック 母母 ヌーベルマリエ ５戦１勝 賞金 ８，８００，０００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。

第５回　東京競馬　第４日



３２０３９１１月１３日 晴 良 （２３東京５）第４日 第３競走 ��
��１，８００�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

１：４６．９
１：４６．６

良

良

５９ ミヤビアミュレット 牡２青鹿５５ C．ルメール 村上 義勝氏 小島 茂之 日高 浜本牧場 ４６６－ ４１：４９．２ ８．０�
（仏）

７１４ タイセイグルーヴィ 牡２鹿 ５５ 松岡 正海田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 ４５８± ０１：４９．８３� ３．４�
６１２ オメガインペリアル 牡２黒鹿５５ 横山 典弘原 �子氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４９４＋ ４１：５０．３３ １４．１�
１１ ゴールデンクラウン 牡２青鹿５５ 安藤 勝己吉田 和子氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム ４９６＋１６ 〃 クビ ２．７�
３５ マイネルテンクウ 牡２鹿 ５５ 中谷 雄太 �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 ４９８± ０１：５０．５１� １３５．５�
２３ マイネルカブト 牡２鹿 ５５ F．ベリー �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新ひだか 岡田スタツド ４６６＋ ８ 〃 アタマ ５１．３�
（愛）

３６ ジェノアチャリス 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成 	サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ５００＋ ４ 〃 クビ ６．９

２４ ダイワプライム 牡２栗 ５５ 丸山 元気大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５１２＋ ２１：５０．６� ６．７�
８１６ フレンドワン 牡２黒鹿５５ I．メンディザバル 戸山 昌彦氏 南田美知雄 森 笹川大晃牧場 ４５８＋ ２ 〃 クビ ９７．３�

（仏）

４７ トーセンオードリー 牝２黒鹿５４ 武士沢友治島川 哉氏 小桧山 悟 千歳 社台ファーム ４７２－ ２ 〃 ハナ １０２．１�
４８ アズマスターフィー 牡２黒鹿５５ 丸田 恭介東 哲次氏 武市 康男 日高 日高大洋牧場 ４７２＋ ６１：５０．７� ３６．４�
５１０ フ リ ザ ン テ 牝２鹿 ５４ 藤岡 佑介林 正道氏 的場 均 新冠 ヒノデファーム ４９６－１４ 〃 ハナ １０９．８�
７１３ モ ネ ロ 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一上野 直樹氏 小野 次郎 日高 浦新 徳司 ４３８－ ２１：５０．９１� ３４３．９�
６１１ ソルナシエンテ 牡２鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次山本 武司氏 高市 圭二 浦河 笹島 政信 ４５２＋ ２１：５１．２１	 ３０２．２�
８１５ ゴ メ ン 牡２鹿 ５５ 柴田 大知小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 ４４２－ ２１：５１．３� ２７７．３�
１２ トキノポイント 牡２栗 ５５ 江田 照男田中 準市氏 矢野 照正 新ひだか 矢野牧場 ４５２－ ８ 〃 クビ ２２０．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，０８３，８００円 複勝： ３３，８９８，３００円 枠連： １３，８０８，７００円

馬連： ５７，３６０，９００円 馬単： ４０，１２２，５００円 ワイド： ２２，３１２，３００円

３連複： ６８，３７７，０００円 ３連単： １１５，９６６，４００円 計： ３７４，９２９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８００円 複 勝 � ２１０円 � １５０円 � ３３０円 枠 連（５－７） １，４５０円

馬 連 �� １，２９０円 馬 単 �� ３，０７０円

ワ イ ド �� ４４０円 �� １，０５０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ４，１５０円 ３ 連 単 ��� ２１，３３０円

票 数

単勝票数 計 ２３０８３８ 的中 � ２２８３０（５番人気）
複勝票数 計 ３３８９８３ 的中 � ４１９５０（４番人気）� ７６０６４（１番人気）� ２１８２０（６番人気）
枠連票数 計 １３８０８７ 的中 （５－７） ７０３６（７番人気）
馬連票数 計 ５７３６０９ 的中 �� ３２９８３（７番人気）
馬単票数 計 ４０１２２５ 的中 �� ９６６９（１５番人気）
ワイド票数 計 ２２３１２３ 的中 �� １３２７６（５番人気）�� ４９８３（１３番人気）�� ７６２７（８番人気）
３連複票数 計 ６８３７７０ 的中 ��� １２１８４（１６番人気）
３連単票数 計１１５９６６４ 的中 ��� ４０１４（７６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．３―３６．２―４８．９―１：０１．８―１：１５．０―１：２６．２―１：３７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．４―３F３４．２

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

勝馬の
紹 介

ミヤビアミュレット �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１１．１０．９ 東京５着

２００９．３．２８生 牡２青鹿 母 ユーワクイーン 母母 エプソムジョーオー ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔その他〕 ジェノアチャリス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ジェノアチャリス号は，平成２３年１２月１３日まで出走できない。
※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。

３２０４０１１月１３日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（２３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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

６８ � ボンジュールヒカリ 牡４栗 ６０ 五十嵐雄祐田中善次郎氏 天間 昭一 むかわ 上水牧場 ５０６± ０３：２１．６ ５．０�

１１ ディアマイホース 牡５黒鹿６０ 横山 義行吉橋 計氏 菊沢 隆徳 えりも 寺井 文秀 ５１６＋ ６３：２１．８１� ６．６�
４４ ヴィーヴァシャトル 牡５栗 ６０ 江田 勇亮芹澤 精一氏 阿部 新生 浦河 松栄牧場 ５００± ０３：２３．１８ ６５．１�
３３ ミラクルオブレナ 牡３黒鹿５８ 高野 和馬平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 ５１０－１４３：２３．４２ ２８．８�
２２ ニシノファブレッド 牡３鹿 ５８ 穂苅 寿彦福田 光博氏 根本 康広 むかわ 西山牧場 ４８６＋１０３：２４．３５ １７４．３�
８１３� ベートーヴェン 牡６鹿 ６０ 黒岩 悠中島 稔氏 日吉 正和 浦河 冨岡牧場 ５０６＋ ２３：２５．４７ ４０．３�
６９ ブライトジェム 牡３栗 ５８ 山本 康志吉田 和美氏 小島 茂之 日高 待兼牧場 ４７８＋ ２３：２６．０３� ９０．４�
５７ メジロアマギ 牝３栗 ５６ 浜野谷憲尚岩� 伸道氏 尾関 知人 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４６０＋ ６３：２８．０大差 １３１．４	
７１１ ゴールドサクセス 牡６鹿 ６０ 西谷 誠居城 要氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム ４７８＋１０３：２９．５９ ７．７

８１２ フォレストリーダー 牡３栗 ５８ 熊沢 重文小野 博郷氏 浅野洋一郎 新冠 赤石 久夫 ４８８＋ ６３：２９．６� ４２．２�
５６ スリースプリント 牡３鹿 ５８ 柴田 大知永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４７０＋１８３：３６．２大差 ２２８．４
７１０ ケイアイカミノコエ 牡３黒鹿５８ 池崎 祐介 �啓愛義肢材料販売所 南田美知雄 青森 野々宮牧場 ５１０＋ ８３：３９．１大差 １５７．７�
４５ ドラゴンハンター 牡４青鹿６０ 石神 深一櫻井 正氏 岩戸 孝樹 日高 中川牧場 B４９６＋ ４ （競走中止） １．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １６，８６７，５００円 複勝： ３８，１５８，４００円 枠連： １２，０７８，４００円

馬連： ３７，３５８，３００円 馬単： ３５，３３５，９００円 ワイド： １４，９３５，３００円

３連複： ４６，０３９，３００円 ３連単： １０８，００９，２００円 計： ３０８，７８２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � ３８０円 � ３３０円 � １，７００円 枠 連（１－６） １，４００円

馬 連 �� １，３４０円 馬 単 �� ２，９４０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� １，７９０円 �� １，４４０円

３ 連 複 ��� ８，７６０円 ３ 連 単 ��� ３５，９４０円

票 数

単勝票数 計 １６８６７５ 的中 � ２７０５２（２番人気）
複勝票数 計 ３８１５８４ 的中 � ２７５２１（３番人気）� ３３７４９（２番人気）� ５１８１（８番人気）
枠連票数 計 １２０７８４ 的中 （１－６） ６３８７（５番人気）
馬連票数 計 ３７３５８３ 的中 �� ２０６３０（５番人気）
馬単票数 計 ３５３３５９ 的中 �� ８８８０（９番人気）
ワイド票数 計 １４９３５３ 的中 �� ８８１１（５番人気）�� １９６１（１９番人気）�� ２４６１（１５番人気）
３連複票数 計 ４６０３９３ 的中 ��� ３８７９（２３番人気）
３連単票数 計１０８００９２ 的中 ��� ２２１８（８７番人気）

上り １マイル １：４５．７ ４F ５２．４－３F ３９．９
コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

�ボンジュールヒカリ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Woodman

２００７．３．１生 牡４栗 母 エアステビア 母母 グレートクリスティーヌ 障害：４戦１勝 賞金 ９，１００，０００円
初出走 JRA

〔競走中止〕 ドラゴンハンター号は，２周目５号障害〔竹柵〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出走取消馬 アンブロークン号（疾病〔左前挫跖〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 カリント号・ブライティアアース号
（非抽選馬） ３頭 エメラルドコースト号・ハンドクラッピング号・ミッキーミステリー号



３２０４１１１月１３日 晴 良 （２３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

１：３４．１
１：３３．１

良

良

５６ ア ー カ イ ブ 牡２鹿 ５５ F．ベリー �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４８０ ―１：３７．３ ３．３�
（愛）

４４ ソ ン サ ン 牡２芦 ５５ 三浦 皇成林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４８０ ―１：３７．６１� ２６．８�
２２ リトルビッグマン 牡２鹿 ５５ 大庭 和弥山上 和良氏 新開 幸一 新ひだか 友田牧場 ４４０ ―１：３７．７� ５５．９�
８１２ ブレイブフォース 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 新ひだか 田湯牧場 ４７６ ―１：３７．９１� ９．５�
５７ マイネカメリア 牝２鹿 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム ４０２ ―１：３８．０� ６．２�
７１０	 アメリカンウィナー 牡２青鹿５５ 吉田 豊吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Woodcote

Stud, Ltd. ４９０ ― 〃 ハナ １２．５	
６９ ルーチェデルソーレ 牝２鹿 ５４ 丸山 元気星野 祐介氏 相沢 郁 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４８ ― 〃 クビ １１２．０

６８ 	 ヒシラストレディ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次阿部雅一郎氏 手塚 貴久 米 Masa-
ichiro Abe ４２４ ― 〃 ハナ ２．５�

７１１ セメイユドラフェ 牝２鹿 ５４ 田中 勝春吉田 和美氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム ４３４ ―１：３８．１� １４．３�
１１ アーサーバローズ 牡２栗 ５５ 石橋 脩猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 ４６８ ― 〃 クビ １６．７
８１３ オンワードナスキー 牡２栗 ５５ 加藤士津八�オンワード牧場 加藤 和宏 浦河 オンワード牧場 ４６０ ―１：３８．８４ １３４．３�
３３ マキシムギャラント 牡２栗 ５５ 柴山 雄一小田 廣美氏 石栗 龍彦 日高 大沢育成牧場 ４３０ ―１：３８．９� ２３３．０�
４５ キママレディー 牝２栗 ５４ 江田 照男村田 哲朗氏 坂本 勝美 新ひだか 千代田牧場 ４７８ ―１：３９．５３� １４５．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １８，９１６，６００円 複勝： ２６，７５４，３００円 枠連： １５，９３３，５００円

馬連： ４８，２７９，６００円 馬単： ３６，３６８，１００円 ワイド： １８，１６３，１００円

３連複： ５５，１３３，８００円 ３連単： １０３，０２８，４００円 計： ３２２，５７７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １８０円 � ６９０円 � １，０４０円 枠 連（４－５） ２，３３０円

馬 連 �� ４，４６０円 馬 単 �� ７，６００円

ワ イ ド �� １，５４０円 �� ３，６２０円 �� １０，０６０円

３ 連 複 ��� ５３，０５０円 ３ 連 単 ��� ２４５，２８０円

票 数

単勝票数 計 １８９１６６ 的中 � ４５５２９（２番人気）
複勝票数 計 ２６７５４３ 的中 � ５１０９５（２番人気）� ８８８３（８番人気）� ５６４６（９番人気）
枠連票数 計 １５９３３５ 的中 （４－５） ５０４７（１０番人気）
馬連票数 計 ４８２７９６ 的中 �� ７９８９（１９番人気）
馬単票数 計 ３６３６８１ 的中 �� ３５３２（２９番人気）
ワイド票数 計 １８１６３１ 的中 �� ２９７６（２０番人気）�� １２３１（３１番人気）�� ４３６（４９番人気）
３連複票数 計 ５５１３３８ 的中 ��� ７６７（９６番人気）
３連単票数 計１０３０２８４ 的中 ��� ３１０（４５１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．７―１２．４―１２．５―１２．８―１１．９―１１．５―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．３―３６．７―４９．２―１：０２．０―１：１３．９―１：２５．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ー カ イ ブ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Roy 初出走

２００９．３．４生 牡２鹿 母 デ ー タ 母母 Dama Imperial 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。

３２０４２１１月１３日 晴 稍重 （２３東京５）第４日 第６競走 ��
��１，３００�サラブレッド系２歳

発走１２時４０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：１８．１
１：１８．１

良

良

１２ � フェアエレン 牝２栗 ５４ 丸山 元気前田 幸治氏 小笠 倫弘 米 WinStar
Farm LLC ４８２ ―１：２０．４ ４．２�

５９ � アスターコリント 牡２黒鹿５５ F．ベリー 加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. C.
W. McNeely III ５０６ ―１：２０．５� １１．５�

（愛）

４８ � リアライズナマステ 牡２栗 ５５ I．メンディザバル 工藤 圭司氏 森 秀行 米
Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

４５２ ―１：２０．６� ３．１�
（仏）

１１ スマイルヴィジット 牝２栗 ５４ 丸田 恭介ディアレスト 池上 昌弘 新冠 赤石 久夫 ４３６ ―１：２１．２３� ３０．７�
５１０ ケイアイセイラ 牝２栗 ５４ C．ルメール �啓愛義肢材料販売所 斎藤 誠 新ひだか 松田牧場 ４７６ ―１：２１．８３� ４．１�

（仏）

３５ テンショウゴッデス 牝２鹿 ５４ 吉田 豊一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４７０ ―１：２２．０１ ８．７�
３６ デ リ ッ ト 牝２鹿 ５４ 石橋 脩杉澤 光雄氏 伊藤 大士 浦河 赤田牧場 ４４４ ― 〃 クビ ４３．０	
８１５ バトルマグマ 牡２栗 ５５ 森 泰斗宮川 秋信氏 矢作 芳人 新ひだか 片山牧場 ４６６ ―１：２２．１� ２５．０


（船橋）

２４ プレジデントハート 牡２黒鹿５５ 柴山 雄一鈴木 芳夫氏 田島 俊明 日高 小西ファーム ４２６ ― 〃 ハナ １５２．７�
８１６ ヒヤマサンデー 牡２黒鹿５５ 江田 照男篠木 俊二氏 菅原 泰夫 福島 篠木牧場 ４９８ ―１：２３．２７ ４３．４�
７１４ スマイルアロット 牡２栗 ５５ 柴田 善臣西川 賢氏 鈴木 康弘 浦河 小倉牧場 ４４６ ―１：２３．３� ２４．１
４７ ビックタイム 牝２栗 ５４ 熊沢 重文永田 清男氏 谷原 義明 新ひだか 白井 吉美 ４３４ ―１：２３．７２� ２１９．４�
６１２ メイジストリーム 牡２鹿 ５５ 武士沢友治鈴木キヌ子氏 本間 忍 日高 本間牧場 ４４８ ―１：２３．８� １８．９�
２３ アールフィリア 牡２鹿 ５５ 津村 明秀星野 良二氏 小西 一男 新ひだか 城地 清満 ４７２ ―１：２４．０１	 ２１５．４�
７１３ オープンユアハート 牝２鹿 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 畠山 重則 日高 宝寄山 忠則 ４３０ ―１：２４．５３ ２９４．５�
６１１ ア パ ッ チ 牡２鹿 ５５ 田中 勝春村田 哲朗氏 坂本 勝美 日高 小屋畑 和久 ４４４ ―１：２７．１大差 ５０．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，７０１，１００円 複勝： ２５，０６７，９００円 枠連： １７，１５４，２００円

馬連： ４９，８１２，２００円 馬単： ３３，１４５，１００円 ワイド： １９，２８５，２００円

３連複： ５６，５１７，７００円 ３連単： ９３，６２０，５００円 計： ３１１，３０３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １６０円 � ３２０円 � １４０円 枠 連（１－５） ５８０円

馬 連 �� ２，７８０円 馬 単 �� ４，４１０円

ワ イ ド �� ９１０円 �� ３２０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ２，４２０円 ３ 連 単 ��� １８，２３０円

票 数

単勝票数 計 １６７０１１ 的中 � ３１８８４（３番人気）
複勝票数 計 ２５０６７９ 的中 � ４２７０４（３番人気）� １５０８４（５番人気）� ６２９１９（１番人気）
枠連票数 計 １７１５４２ 的中 （１－５） ２２１０８（２番人気）
馬連票数 計 ４９８１２２ 的中 �� １３２４８（１１番人気）
馬単票数 計 ３３１４５１ 的中 �� ５５５３（１８番人気）
ワイド票数 計 １９２８５２ 的中 �� ４８２３（９番人気）�� １６８７５（１番人気）�� ８７８４（５番人気）
３連複票数 計 ５６５１７７ 的中 ��� １７２９１（６番人気）
３連単票数 計 ９３６２０５ 的中 ��� ３７９２（４６番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１８．５―３０．３―４２．８―５５．３―１：０７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フェアエレン �
�
父 Street Cry �

�
母父 Pulpit 初出走

２００９．１．２３生 牝２栗 母 Palais Versailles 母母 Versailles Treaty １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アパッチ号は，平成２３年１２月１３日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 シブリン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３２０４３１１月１３日 晴 稍重 （２３東京５）第４日 第７競走 ��１，４００�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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

３５ エースインザホール 牡４鹿 ５７ C．ルメール �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 ４９２＋ ２１：２４．６ ２．８�

（仏）

５９ ニシノゲイナー 牡３鹿 ５６ F．ベリー 西山 茂行氏 武藤 善則 むかわ 西山牧場 ４５８＋１０１：２５．０２� ２８．２�
（愛）

２２ ハタノゼフィロス 牡３栗 ５６ 柴山 雄一 �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム ４７６＋ ６ 〃 クビ １２．１�

４７ シルクドミニオン 牡５栗 ５７ 江田 照男有限会社シルク粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 ４８４－ ２１：２５．６３� １８．０�
１１ ミ ト ラ �３黒鹿５６ 三浦 皇成吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４９８－ ２１：２５．７クビ ５．３�
７１２ リンドブルム 牡４鹿 ５７ 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ５２０－ ２１：２５．８� ３４．５	
２３ キョウエイショウリ 牡３黒鹿５６ 岩部 純二田中 晴夫氏 中川 公成 浦河 山口 義彦 ４５０＋ ４１：２５．９クビ １０２．２

４６ ヒカリキャピタル 牡３鹿 ５６ 森 泰斗�ヒカリクラブ 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 B４４８＋ ４１：２６．２１� ２１１．４�

（船橋）

８１４ サンデースイセイ 牝３鹿 ５４ 丸山 元気浜野順之助氏 清水 英克 日高 長田ファーム ４７６－ ２ 〃 ハナ １６．３�
５８ � モ ノ リ ス �４芦 ５７ 武士沢友治岡田 牧雄氏 新開 幸一 日高 原田牧場 ４６２－１４ 〃 アタマ １３２．８
６１１� リビングストン 牡５青鹿５７ 松岡 正海 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム ５０６－ ２ 〃 クビ ２２．９�
８１５ デイブレイク 牡３鹿 ５６ 柴田 大知�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４８０＋ ６１：２６．３� ５３．２�
３４ スズノオオタカ 牡３鹿 ５６ I．メンディザバル 阿部 雅子氏 五十嵐忠男 日高 大沢育成牧場 ５０８－ ６１：２６．８３ １４．８�

（仏）

７１３ エイコオウイング 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 ４５４± ０１：２７．０� ３．５�

（１４頭）
６１０ ダイワスペシャル 牡３栗 ５６ 田中 勝春大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 服部 牧場 ５１０± ０ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２４，２４６，３００円 複勝： ４３，１３２，４００円 枠連： １８，９７９，９００円

馬連： ７５，４６６，２００円 馬単： ４８，３１１，７００円 ワイド： ２９，３５２，２００円

３連複： ８５，７８８，７００円 ３連単： １４８，２３３，５００円 計： ４７３，５１０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １６０円 � ６５０円 � ４１０円 枠 連（３－５） ２，４７０円

馬 連 �� ３，３９０円 馬 単 �� ４，６４０円

ワ イ ド �� １，２５０円 �� ８３０円 �� ４，６５０円

３ 連 複 ��� １４，８４０円 ３ 連 単 ��� ５８，９５０円

票 数

単勝票数 差引計 ２４２４６３（返還計 ４０３３） 的中 � ７０２６７（１番人気）
複勝票数 差引計 ４３１３２４（返還計 ５９１４） 的中 � １００９５７（２番人気）� １３８８４（８番人気）� ２３９７１（５番人気）
枠連票数 差引計 １８９７９９（返還計 ３１９） 的中 （３－５） ５６８５（１１番人気）
馬連票数 差引計 ７５４６６２（返還計 ２４２４０） 的中 �� １６４５４（１３番人気）
馬単票数 差引計 ４８３１１７（返還計 １５４２１） 的中 �� ７６９０（１４番人気）
ワイド票数 差引計 ２９３５２２（返還計 １１０６５） 的中 �� ５８１１（１３番人気）�� ９１２４（７番人気）�� １４９１（３８番人気）
３連複票数 差引計 ８５７８８７（返還計 ４９４６５） 的中 ��� ４２６８（４３番人気）
３連単票数 差引計１４８２３３５（返還計 ８１０８９） 的中 ��� １８５６（１７３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．９―１２．１―１２．０―１２．１―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．７―３５．６―４７．７―５９．７―１：１１．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エースインザホール �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 キャロルハウス デビュー ２００９．１０．２４ 東京１着

２００７．１．２４生 牡４鹿 母 グローバルカード 母母 グローバルダイナ ２０戦３勝 賞金 ３４，７８２，０００円
〔競走除外〕 ダイワスペシャル号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。枠外に跳び出し，疾病〔四肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時

刻６分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ダイワスペシャル号は，平成２３年１１月１４日から平成２３年１２月１３日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
※スズノオオタカ号は，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。

３２０４４１１月１３日 晴 稍重 （２３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 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

２３ エーシンビートロン 牡５黒鹿５７ C．ルメール�栄進堂 西園 正都 静内 服部 牧場 ４７６－ ４１：３６．５ １．４�
（仏）

２４ オメガスカイツリー 牡３黒鹿５６ 横山 典弘原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４８８± ０１：３６．８２ １１．０�
３６ マルブツビアン 牡３黒鹿５６ 田中 勝春大澤 毅氏 杉浦 宏昭 浦河 松田 憲一 ４９６＋ ６１：３７．１１� ３６．３�
１２ エターナルロブロイ 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成大迫 基弘氏 浅見 秀一 安平 追分ファーム ５０４± ０ 〃 ハナ ２５．９�
６１１ ヒラボクビジン 牝４黒鹿５５ 藤岡 佑介�平田牧場 土田 稔 浦河 谷川牧場 ４６６－ ２１：３７．４１� １３．１�
１１ ファストワーカー 牡３栃栗５６ 柴田 善臣 �社台レースホース萩原 清 千歳 社台ファーム ５２２± ０ 〃 クビ １８．３	
３５ ディアビリーヴ 牡４青鹿５７ 吉田 豊寺田千代乃氏 田村 康仁 様似 ホウセイ牧場 ４９８＋ ２１：３７．６１	 ２４．６

８１６ ル ロ ワ 牡４青鹿５７ F．ベリー 栗山 良子氏 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム ４７０＋ ４１：３７．８１	 ４２．０�

（愛）

７１４ スマートイーグル 牡４栗 ５７ 柴山 雄一大川 徹氏 高木 登 浦河 杵臼牧場 ４８６－ ２１：３８．０１	 １７７．０�
５１０ ナ イ ジ ェ ラ 牝５青鹿５５ 丸山 元気 �ローレルレーシング 河内 洋 新冠 武田牧場 ４８４＋１４１：３８．１
 ８１．９
６１２ アイノレグルス 牡６鹿 ５７ 武士沢友治馬場 �晃氏 藤沢 則雄 新冠 対馬 正 ４６６－ ２１：３８．３１	 ６８．７�
４７ フ ォ ー ミ ー 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４６８＋ ６１：３８．５１	 １４７．７�
５９ ル イ ー ズ 牝３青鹿５４ 柴田 大知大野 富生氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム ４８０－ ４１：３８．７１
 １６１．８�
８１５� ヒロノキョウシュウ 牡６鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次八百板俊一郎氏 鈴木 勝美 静内 聖心台牧場 ４９４－ ２ 〃 ハナ ６５５．１�
４８ リ コ リ ス 牝５鹿 ５５ I．メンディザバル 諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ５１４－１４１：３８．９１	 ８．０�

（仏）

７１３ ヒカルマイステージ 牡５栗 ５７ 森 泰斗�橋 京子氏 勢司 和浩 登別 青藍牧場 ５１６± ０１：４１．１大差 ４１．０�
（船橋）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，９１１，６００円 複勝： ８０，６３５，４００円 枠連： ２５，３４７，１００円

馬連： ９４，３７７，６００円 馬単： ６６，００９，４００円 ワイド： ３５，９４４，５００円

３連複： １０１，５４１，７００円 ３連単： ２０７，７９２，２００円 計： ６４７，５５９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ２３０円 � ５９０円 枠 連（２－２） ７２０円

馬 連 �� ６４０円 馬 単 �� ８００円

ワ イ ド �� ３４０円 �� ８９０円 �� ２，５１０円

３ 連 複 ��� ５，１６０円 ３ 連 単 ��� １５，２９０円

票 数

単勝票数 計 ３５９１１６ 的中 � ２０３１０５（１番人気）
複勝票数 計 ８０６３５４ 的中 � ４９２３８７（１番人気）� ５０６３５（３番人気）� １４５９５（９番人気）
枠連票数 計 ２５３４７１ 的中 （２－２） ２６２９６（４番人気）
馬連票数 計 ９４３７７６ 的中 �� １０９０７７（２番人気）
馬単票数 計 ６６００９４ 的中 �� ６１２６０（２番人気）
ワイド票数 計 ３５９４４５ 的中 �� ３０１３７（２番人気）�� ９５８９（８番人気）�� ３２０８（２８番人気）
３連複票数 計１０１５４１７ 的中 ��� １４５２７（１８番人気）
３連単票数 計２０７７９２２ 的中 ��� １００３５（４０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．２―３５．１―４７．４―５９．７―１：１１．７―１：２４．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーシンビートロン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー ２００８．１０．２６ 京都５着

２００６．３．２５生 牡５黒鹿 母 ローレンシア 母母 シユンミサキ １７戦４勝 賞金 ６０，４３２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時４５分に変更。
〔発走状況〕 エーシンビートロン号は，枠入り不良。発走時刻３分遅延。
〔調教再審査〕 エーシンビートロン号は，発走調教再審査。
※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 モエレジンダイコ号
※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。



３２０４５１１月１３日 晴 良 （２３東京５）第４日 第９競走 ��
��１，６００�

あ か ま つ

赤 松 賞
発走１４時１５分 （芝・左）

牝，２歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．１
１：３３．１

良

良

４８ トーセンベニザクラ 牝２黒鹿５４ 津村 明秀島川 �哉氏 柴崎 勇 日高 有限会社 エ
スティファーム ４４０＋ ８１：３４．５ １９．７�

８１６ パストフォリア 牝２鹿 ５４ 横山 典弘 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４６４＋ ６ 〃 ハナ ９．４�
６１２ トランドネージュ 牝２栗 ５４ I．メンディザバル �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム ４８２± ０１：３４．８１� ３．３�

（仏）

８１７ ラフレーズカフェ 牝２青鹿５４ C．ルメール 西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４７８＋１０１：３５．０１� １３．７�
（仏）

８１８ コ リ ー ヌ 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３４± ０１：３５．１� ４３．０	
７１３ クイーンアルタミラ 牝２黒鹿５４ 松岡 正海柏瀬 公子氏 鈴木 康弘 新ひだか マルショウ牧場 ４６６＋ ６ 〃 クビ ５．３

１１ ハナズゴール 牝２栗 ５４ 丸田 恭介M．タバート氏 加藤 和宏 浦河 不二牧場 ４１４± ０１：３５．２� ８．５�
２３ ハ イ リ リ ー 牝２栗 ５４ 吉田 豊�G１レーシング 尾形 充弘 安平 追分ファーム ４５２± ０ 〃 クビ ５．８�
５９ ウイングドウィール 牝２黒鹿５４ 田中 勝春 �グリーンファーム 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４６６＋ ８１：３５．５１� １０．０
２４ ミサソレムニス 牝２栗 ５４ 藤岡 佑介吉田 和美氏 高野 友和 洞爺湖 メジロ牧場 ４３０± ０１：３５．７１� ５０．９�
７１５ トップスカーレット 牝２栗 ５４ 柴田 大知林 正道氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４３４－ ４１：３６．０２ ８５．３�
５１０ ラ リ エ ッ ト 牝２黒鹿５４ 中谷 雄太島田 久氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 ４３２－ ２１：３６．２１� ６７．５�
３５ サルバドールピアス 牝２鹿 ５４ 江田 照男則武 輝一氏 伊藤 大士 日高 松平牧場 ４２４－ ４１：３６．３クビ １５３．７�
４７ エクソプラネット 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文吉田 和美氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム ４１４－ ６１：３６．５１� ５７．２�
６１１ フリーダムマーチ 牝２黒鹿５４ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２８＋ ４１：３６．６� ２９．７�
１２ フォゲラバーディ 牝２青鹿５４ 丸山 元気平田 修氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４２６＋ ４１：３６．９２ １１５．９�
７１４	 リ リ ヤ ン 牝２黒鹿５４ 森 泰斗太田 好則氏 出川 龍一 浦河 津島 優治 ４２４－２２１：３７．２１� ４２５．１�

（船橋） （船橋）

３６ 
 スプリームブルー 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一大島 昌也氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム ４７４＋１０１：３７．８３� １６５．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３５，３８７，８００円 複勝： ５６，８３１，０００円 枠連： ３０，４６９，９００円

馬連： １１８，９５６，７００円 馬単： ６７，０８７，６００円 ワイド： ３８，５６８，１００円

３連複： １２８，９３２，２００円 ３連単： ２２３，５９３，５００円 計： ６９９，８２６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９７０円 複 勝 � ４５０円 � ２７０円 � １５０円 枠 連（４－８） ３，４００円

馬 連 �� １０，３３０円 馬 単 �� ２５，３００円

ワ イ ド �� ２，５１０円 �� ８９０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ８，５２０円 ３ 連 単 ��� ９４，７３０円

票 数

単勝票数 計 ３５３８７８ 的中 � １４２０３（８番人気）
複勝票数 計 ５６８３１０ 的中 � ２５６０８（８番人気）� ４９０３３（６番人気）� １４２２６３（１番人気）
枠連票数 計 ３０４６９９ 的中 （４－８） ６６２９（１７番人気）
馬連票数 計１１８９５６７ 的中 �� ８５０１（３１番人気）
馬単票数 計 ６７０８７６ 的中 �� １９５７（７１番人気）
ワイド票数 計 ３８５６８１ 的中 �� ３５９５（２８番人気）�� １０７２５（９番人気）�� １５７６９（４番人気）
３連複票数 計１２８９３２２ 的中 ��� １１１７４（２９番人気）
３連単票数 計２２３５９３５ 的中 ��� １７４２（２８０番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．８―１２．２―１２．５―１１．０―１１．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．５―３５．３―４７．５―１：００．０―１：１１．０―１：２２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３４．５
３ １２－１８（５，１６）（６，１０）（２，１７）（７，９）（１，４）１１，８（１３，１５）－３－１４ ４ １２－１８（５，１６）（２，６）（１０，１７）（７，９）８（１，４）（１３，１１）１５，３－１４

勝馬の
紹 介

トーセンベニザクラ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２０１１．７．３ 中山６着

２００９．３．７生 牝２黒鹿 母 トーセンブリリアン 母母 パ ル セ イ ト ６戦２勝 賞金 １９，４２０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ヴュルデバンダム号・カインドギフト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

３２０４６１１月１３日 晴 良 （２３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，２２．１１．１３以降２３．１１．６まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

１１ ムーンリットレイク 牡３鹿 ５６ C．ルメール �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム ４４８± ０１：４７．６ ２．２�
（仏）

６９ � ランリョウオー 牡４黒鹿５８ I．メンディザバル 吉田 和美氏 橋田 満 豪
Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

４７８－１０ 〃 ハナ ２．９�
（仏）

５８ ネオサクセス 牡４鹿 ５４ 石橋 脩秋場 清�氏 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 B４６８＋ ４１：４７．８１� ３２．１�
３４ プ レ イ 牡３青鹿５６ F．ベリー 岡田 繁幸氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ５０６± ０１：４８．０１� ７．８�

（愛）

５７ アロマカフェ 牡４黒鹿５８ 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４８０± ０ 〃 ハナ １８．４�
２２ ケニアブラック 牡５鹿 ５５ 三浦 皇成吉田 和美氏 勢司 和浩 日高 佐々木牧場 ４６２－ ２１：４８．１� １７．９	
３３ ビンテージチャート 牡５栗 ５６ 横山 典弘 �キャロットファーム 上原 博之 早来 ノーザンファーム ５３６－ ４ 〃 クビ １３．９

７１１ ドリームトラベラー 牡６鹿 ５４ 丸田 恭介 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム ５００＋１６１：４８．２クビ ２７７．５�
６１０ ナシュワンヒーロー 牡４栗 ５７ 松岡 正海間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか へいはた牧場 ４４８＋ ６ 〃 クビ １８．６�
８１４ フェイマステイル 牡５鹿 ５５ 柴田 善臣 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４７４＋ ４１：４８．３クビ ６４．５
４６ シェーンヴァルト 牡５黒鹿５６ 丸山 元気 �サンデーレーシング 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４８６＋ ２ 〃 クビ ５５．３�
４５ アヴェンティーノ 牡７鹿 ５３ 吉田 豊吉田 和子氏 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２０－ ２１：４８．７２	 ２７７．５�
８１３ マイネソルシエール 牝３栗 ５１ 柴田 大知 �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 ４５６＋ ６１：４８．８	 ５２．２�
７１２ バルバレスコ 牡８鹿 ５０ 江田 照男北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 ４７２－ ４１：４９．３３ ５８９．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ５０，４５１，８００円 複勝： ８１，６６６，０００円 枠連： ３８，５５２，１００円

馬連： １６９，６２２，９００円 馬単： １０４，３９１，１００円 ワイド： ５４，８８４，８００円

３連複： １７９，２５７，３００円 ３連単： ３９４，３５７，６００円 計： １，０７３，１８３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � ４７０円 枠 連（１－６） ２４０円

馬 連 �� ２７０円 馬 単 �� ４７０円

ワ イ ド �� １６０円 �� ９９０円 �� １，０５０円

３ 連 複 ��� ２，６２０円 ３ 連 単 ��� ７，０３０円

票 数

単勝票数 計 ５０４５１８ 的中 � １８４２７５（１番人気）
複勝票数 計 ８１６６６０ 的中 � ２６６９９２（１番人気）� ２１７３７７（２番人気）� ２２８０１（８番人気）
枠連票数 計 ３８５５２１ 的中 （１－６） １１８８７９（１番人気）
馬連票数 計１６９６２２９ 的中 �� ４６７２７３（１番人気）
馬単票数 計１０４３９１１ 的中 �� １６６９５４（１番人気）
ワイド票数 計 ５４８８４８ 的中 �� １１９２１３（１番人気）�� １０９７８（１３番人気）�� １０３８４（１５番人気）
３連複票数 計１７９２５７３ 的中 ��� ５０６０５（６番人気）
３連単票数 計３９４３５７６ 的中 ��� ４１４２４（１６番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．２―１１．７―１２．５―１２．５―１２．６―１１．１―１１．０―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．３―３６．０―４８．５―１：０１．０―１：１３．６―１：２４．７―１：３５．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．６―３F３４．０

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

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

ムーンリットレイク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sinndar デビュー ２０１１．４．１０ 阪神１着

２００８．４．２０生 牡３鹿 母 ムーンライトダンス 母母 Style of Life ５戦４勝 賞金 ５６，４３０，０００円
〔制裁〕 ドリームトラベラー号の騎手丸田恭介は，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。（６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。

１レース目



３２０４７１１月１３日 晴 稍重 （２３東京５）第４日 第１１競走 ��
��１，６００�第１６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，２２．１１．１３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，２２．１１．１２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 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ５８１，０００円 １６６，０００円 ８３，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

８１６ ナムラタイタン 牡５栗 ５６ 熊沢 重文奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 ５２０－ ２１：３５．２ １３．３�

６１２ ダノンカモン 牡５黒鹿５６ 三浦 皇成�ダノックス 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム B５２６± ０１：３５．３� １．７�
１２ アドマイヤロイヤル 牡４鹿 ５６ 安藤 勝己近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５１８± ０１：３５．４クビ ８．０�
３５ ダイショウジェット 牡８鹿 ５６ 柴山 雄一馬場 �晃氏 大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ５６８＋ ６１：３５．５� ３９．１�
２４ ヒラボクワイルド 牡５青鹿５６ 松岡 正海�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４９２＋ ４１：３５．８１� ６０．０�
２３ シ ャ ア 牡５栗 ５６ 小坂 忠士萩 英男氏 田島 良保 日高 中川 哲也 ４７０－ ６ 〃 クビ ６６．１�
６１１	 テスタマッタ 牡５鹿 ５８ F．ベリー 吉田 和美氏 村山 明 米 Waterford

Farm ４９４＋ ２ 〃 ハナ １５．３	
（愛）

４７ タイセイレジェンド 牡４栗 ５６ 柴田 善臣田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B５４０± ０１：３５．９� １８．２

７１３ シルクフォーチュン 牡５鹿 ５７ C．ルメール 有限会社シルク藤沢 則雄 新冠 中地 義次 ４６２＋ ４１：３６．３２� ４．５�

（仏）

５９ クリールパッション 牡６鹿 ５６ 津村 明秀横山 修二氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 B４７４＋ ２１：３６．４� １９７．１�
１１ ロールオブザダイス 牡６栗 ５６ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B４６２－ ４１：３６．９３ ２６８．７
５１０ オオトリオウジャ 牡５鹿 ５６ I．メンディザバル 鳳サラブレッドレーシングチーム 牧浦 充徳 三石 幌村牧場 ５０２－ ４１：３７．１１
 ３０．１�

（仏）

７１４ アドバンスウェイ 牡５鹿 ５６ 江田 照男西川 隆士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 ５０４＋ ６ 〃 アタマ １６７．４�
３６ ビッグロマンス 牡３黒鹿５５ 田中 勝春西村 專次氏 小笠 倫弘 新冠 ヒカル牧場 ５１０＋２４１：３８．１６ ２０７．８�
８１５� ピースオブパワー 牡５青鹿５６ 藤岡 佑介田畑 勝彦氏 矢作 芳人 大樹 メムブリーディ

ングシステム ４９８＋１０ 〃 アタマ ３２５．６�
４８ コンティネント 牡７鹿 ５６ 丸山 元気近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５２２＋ ４１：３８．２クビ １４９．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １００，３９２，１００円 複勝： ２５７，２１４，８００円 枠連： ８０，８０３，６００円

馬連： ３９１，２６１，６００円 馬単： ２６１，６７７，７００円 ワイド： １２９，３３６，７００円

３連複： ４８５，５１２，９００円 ３連単： １，１７６，５８０，９００円 計： ２，８８２，７８０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３３０円 複 勝 � ２６０円 � １１０円 � ２００円 枠 連（６－８） ９２０円

馬 連 �� １，０２０円 馬 単 �� ３，４６０円

ワ イ ド �� ４１０円 �� １，１００円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� ２，０５０円 ３ 連 単 ��� １７，１５０円

票 数

単勝票数 計１００３９２１ 的中 � ５９６９５（４番人気）
複勝票数 計２５７２１４８ 的中 � １０９０４６（４番人気）� １６４９１６６（１番人気）� １７２２０１（３番人気）
枠連票数 計 ８０８０３６ 的中 （６－８） ６５４１７（３番人気）
馬連票数 計３９１２６１６ 的中 �� ２８３１５９（３番人気）
馬単票数 計２６１６７７７ 的中 �� ５５９３７（９番人気）
ワイド票数 計１２９３３６７ 的中 �� ７８５２２（３番人気）�� ２５６０１（１２番人気）�� １２７３９９（２番人気）
３連複票数 計４８５５１２９ 的中 ��� １７５３７５（６番人気）
３連単票数 計１１７６５８０９ 的中 ��� ５０６３４（４８番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．２―１２．０―１２．０―１１．８―１１．４―１２．２―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．４―３５．４―４７．４―５９．２―１：１０．６―１：２２．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラタイタン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Afleet デビュー ２００９．５．１０ 京都１着

２００６．５．２０生 牡５栗 母 ネクストタイム 母母 ジ ャ ビ ラ バ １７戦８勝 賞金 １８１，１３５，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１７頭 アドマイヤダンク号・インオラリオ号・エアマックール号・エプソムアーロン号・クイックリープ号・

グランドラッチ号・ケイアイテンジン号・コロナグラフ号・シャイニングアワー号・スピリタス号・スリーアリスト号・
セイカアレグロ号・タマモクリエイト号・デストラメンテ号・ナニハトモアレ号・バーディバーディ号・
マカニビスティー号

※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。

３２０４８１１月１３日 晴 良 （２３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 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３１．４
１：３１．４

良

良

８８ アーバンウィナー 牡４黒鹿５７ 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４７０＋ ２１：３４．３ ５．４�

３３ フルアクセル 牡３栗 ５６ F．ベリー 山田 和正氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４７０－ ６１：３４．４� ２．４�
（愛）

５５ オルトリンデ 牝５栗 ５５ 三浦 皇成 �グリーンファーム 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４７８－ ４１：３４．６１� ５．５�
７７ マイネルエデン 牡５鹿 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 阿部 新生 新冠 飛渡牧場 ５２８＋ ８１：３４．７� １２．４�
８９ クリールトルネード 牡６鹿 ５７ I．メンディザバル 横山 修二氏 笹田 和秀 新冠 松浦牧場 ４８０－ ４１：３４．８クビ ５１．４�

（仏）

１１ ポールアックス 	５鹿 ５７ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５１２＋ ２ 〃 クビ ７．６�
２２ ディープサウンド 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介増田 雄一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４８２＋ ８１：３５．１２ ４．５	
６６ ラガーアンバー 牡４黒鹿５７ 森 泰斗古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 今 牧場 ４６６± ０１：３６．４８ ９９．８


（船橋）

４４ ワールドコンパス 牡５鹿 ５７
５４ ▲嶋田 純次齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４８８± ０１：３６．５クビ １２３．２�

（９頭）

売 得 金

単勝： ４５，３１３，４００円 複勝： ５８，４２９，９００円 枠連： ２５，４９３，０００円

馬連： １２４，８６７，９００円 馬単： ８６，９０７，５００円 ワイド： ４０，８５０，７００円

３連複： １２６，１９５，２００円 ３連単： ３７５，７３６，２００円 計： ８８３，７９３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（３－８） ５３０円

馬 連 �� ５８０円 馬 単 �� １，５９０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ３３０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� ６６０円 ３ 連 単 ��� ５，０００円

票 数

単勝票数 計 ４５３１３４ 的中 � ６６５４１（３番人気）
複勝票数 計 ５８４２９９ 的中 � ９２１４７（３番人気）� １７６０１９（１番人気）� ９９９８０（２番人気）
枠連票数 計 ２５４９３０ 的中 （３－８） ３５６９５（１番人気）
馬連票数 計１２４８６７９ 的中 �� １５９１５６（２番人気）
馬単票数 計 ８６９０７５ 的中 �� ４０５６３（７番人気）
ワイド票数 計 ４０８５０７ 的中 �� ５１９７３（２番人気）�� ２７２５８（５番人気）�� ５４５９１（１番人気）
３連複票数 計１２６１９５２ 的中 ��� １４２８９４（１番人気）
３連単票数 計３７５７３６２ 的中 ��� ５５４８７（１４番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１１．９―１１．９―１１．６―１１．０―１１．４―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．１―３６．０―４７．９―５９．５―１：１０．５―１：２１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アーバンウィナー �

父 タヤスツヨシ �


母父 トウシヨウボーイ デビュー ２００９．７．１８ 新潟１着

２００７．２．２３生 牡４黒鹿 母 ジョウノエンジェル 母母 ザ ン ベ ー ジ １９戦４勝 賞金 ６３，７７３，０００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。

４レース目



（２３東京５）第４日 １１月１３日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １７７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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２４７，７７０，０００円
２，１３０，０００円
１２，９８０，０００円
１，９００，０００円
２３，４４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６２，５５５，０００円
５，５００，６００円
１，７５２，３００円

勝馬投票券売得金
３９８，１０２，０００円
７５７，４８５，２００円
３０３，８００，３００円
１，２６１，９６７，０００円
８４２，０５７，６００円
４３９，４２５，２００円
１，４４１，７６５，６００円
３，１２６，１５６，６００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 ８，５７０，７５９，５００円

総入場人員 ４２，８０６名 （有料入場人員 ４０，４２５名）


