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３２０４９１１月１９日 雨 良 （２３東京５）第５日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走９時５５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

１：２１．４
１：２０．３

良

良

３６ アサクサウタヒメ 牝２黒鹿５４ 福永 祐一田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４４４± ０１：２４．３ ２．７�

８１８ シンジルキボウアイ 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 ４２４－ ２ 〃 クビ １４．７�
８１６ ディアイレイザー 牡２栗 ５５ 吉田 豊ディアレスト 高橋 裕 浦河 高松牧場 ４６４＋ ２１：２４．４クビ ２０．８�
５１０ ルミナススカイ 牡２黒鹿５５ 丸山 元気小林 久義氏 中川 公成 日高 エンドレス

ファーム ４６８＋ ６１：２４．６１� ４．１�
７１４ パイライトパワー 牝２鹿 ５４ 千葉 直人西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 ４３０± ０１：２４．８１� ８．０�
６１１ トーセンムンク 牝２鹿 ５４ 武士沢友治島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム ４６０± ０１：２４．９� ３０７．３�
１１ ノーブルガイア 牝２黒鹿５４ 田中 勝春菅波立知子氏 田村 康仁 日高 富川田中牧場 ４３０－ ４ 〃 クビ ４１．９	
７１３ キングズクエスト 牡２栗 ５５ 松岡 正海岡田 壮史氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド ４５２＋ ４１：２５．０� １１．４

８１７ エースドライバー 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４６６－ ２１：２５．１� ５．２�
７１５ ブランドマックス 牡２黒鹿５５ 柴田 善臣榎本 富三氏 嶋田 潤 日高 門別 正 ４４８＋ ８１：２５．２クビ ５４．０
６１２ ミットフロイデ 牝２栗 ５４ 柴田 大知平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４４６＋ ４１：２５．３� ２１８．１�
３５ リュウノスケ 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠春藤 良一氏 根本 康広 新冠 津田牧場 ４４２＋ ２１：２５．４� ３１．３�
１２ ヴィンソンマシーフ 牝２鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次コウトミックレーシング 清水 英克 日高 メイプルファーム ４２８＋１４ 〃 ハナ １９５．５�
４７ ソーリメンバー 牝２黒鹿５４ 伊藤 直人�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４３０－ ２１：２５．７２ １２８．１�
２３ ヒシデュランダル 牝２栗 ５４ 伊藤 工真阿部雅一郎氏 坂本 勝美 浦河 中村 雅明 B４３０－ ４１：２５．９１� ３１０．２�
２４ コトノクリチャン 牝２栗 ５４ 大庭 和弥栗本 博晴氏 石毛 善彦 浦河 駿河牧場 ４４２－ ８１：２６．０� ４１６．２�
４８ エクスラヴィータ 牝２栗 ５４ 三浦 皇成前原 敏行氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 ４５０－ ６ 〃 ハナ １８６．０�
５９ ガルチデフィート 牡２栗 ５５ 中谷 雄太スリースターズレーシング 松山 将樹 浦河 平成ファーム ４４４－ ４１：２６．１クビ ７５．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １２，６７３，３００円 複勝： ２６，２８６，３００円 枠連： １３，０９２，６００円

馬連： ３９，０１１，８００円 馬単： ２６，０３５，３００円 ワイド： １７，６５７，３００円

３連複： ５０，５８１，７００円 ３連単： ７８，６３４，８００円 計： ２６３，９７３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � ３６０円 � ５３０円 枠 連（３－８） ４００円

馬 連 �� １，４１０円 馬 単 �� ２，３３０円

ワ イ ド �� ５７０円 �� ９２０円 �� ３，３３０円

３ 連 複 ��� ９，３３０円 ３ 連 単 ��� ３６，０５０円

票 数

単勝票数 計 １２６７３３ 的中 � ３７８５７（１番人気）
複勝票数 計 ２６２８６３ 的中 � ８３４３０（１番人気）� １５３４２（６番人気）� ９４６７（７番人気）
枠連票数 計 １３０９２６ 的中 （３－８） ２４６４９（１番人気）
馬連票数 計 ３９０１１８ 的中 �� ２０４４８（５番人気）
馬単票数 計 ２６０３５３ 的中 �� ８２７１（７番人気）
ワイド票数 計 １７６５７３ 的中 �� ８１６６（５番人気）�� ４７７５（１１番人気）�� １２２８（２９番人気）
３連複票数 計 ５０５８１７ 的中 ��� ４００５（３１番人気）
３連単票数 計 ７８６３４８ 的中 ��� １６１０（１１３番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１２．４―１２．５―１１．９―１１．４―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．０―３６．４―４８．９―１：００．８―１：１２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３５．４
３ １１，１２，１８（２，３，１６）（６，１３）（１，１０，１７）１５，７，９（８，１４）５，４ ４ １１（１２，１８）（３，１６）（２，６）（１，１７）（８，１３）（５，７，１０）１４，１５（４，９）

勝馬の
紹 介

アサクサウタヒメ �
�
父 アサクサデンエン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー ２０１１．８．２０ 新潟３着

２００９．２．１７生 牝２黒鹿 母 ミュージカルパレス 母母 ミ ュ ン シ ー ５戦１勝 賞金 １０，８５０，０００円
〔発走状況〕 ソーリメンバー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ルミナススカイ号の騎手丸山元気は，３コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１５番への進路影響）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ソーリメンバー号は，平成２３年１１月２０日から平成２３年１２月１１日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ギンザクリスタル号・コンノートスタイル号・ロードラディアント号

３２０５０１１月１９日 雨 稍重 （２３東京５）第５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

７１３� ローレンルーナ 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義林 正道氏 田村 康仁 米 Yoichi
Aoyama ４６６－ ２１：２６．７ ４．１�

８１５ レオンビスティー 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 ４８２－ ６１：２７．０２ １．５�
１１ ビッグウェーバー 牡２黒鹿５５ 田中 勝春加藤 光淑氏 的場 均 新冠 赤石 久夫 ４９６＋ ２１：２７．４２� ２１．６�
７１４ ヒミノオオワシ 牡２栗 ５５ 松岡 正海佐々木八郎氏 鈴木 孝志 新冠 パカパカ

ファーム ４８８± ０１：２９．１大差 ４９．２�
２４ コスモレイラ 牝２青鹿５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム ４５４－ ２ 〃 ハナ ７２．１�
５９ クレバーアポロ 牡２栗 ５５ I．メンディザバル 田� 正明氏 小西 一男 むかわ 上水牧場 ４６６＋ ４１：２９．３１� ９．９	

（仏）

５１０ パリーナチャン 牝２鹿 ５４
５１ ▲嶋田 純次�松栄牧場 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 ４２８－ ６１：２９．５１ ２２７．２


６１１ トウカイライト 牡２栗 ５５ 伊藤 工真内村 正則氏 成島 英春 浦河 谷川牧場 ４５６－１２１：２９．６� ５２９．８�
２３ オテンバレディ 牝２栗 ５４ 江田 照男丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 松本牧場 ４６４＋ ４１：３０．１３ ５３５．１�
３６ ギンザノクリチャン 牝２栗 ５４ 武士沢友治栗本 博晴氏 古賀 史生 浦河 山田 昇史 B４６０－ ８１：３０．４１� ４２３．９
４７ マイネフラッシュ 牝２栗 ５４ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 競優牧場 ４７６± ０１：３０．７２ １３６．７�
４８ テイエムサイエンス 牡２黒鹿５５ 大庭 和弥竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５８＋ ６１：３０．９� ６２１．９�
１２ クラウンプリズム 牝２鹿 ５４ 伊藤 直人矢野 悦三氏 高柳 瑞樹 日高 出口牧場 B４６０－ ４１：３１．１１� ４０９．９�
８１６� バグダッドカフェ 牝２鹿 ５４ 横山 典弘吉田 和美氏 栗田 徹 米 Dr. Char-

les S. Giles ４９８＋ ６１：３１．２� １１．０�
３５ ハリファックス 牡２芦 ５５ F．ベリー �社台レースホース伊藤 圭三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１４＋１０１：３１．６２� ６６．２�
（愛）

６１２ グリマルディ 牡２栗 ５５ 丸山 元気石川 眞実氏 鈴木 伸尋 新冠 前川 隆範 B４９２＋ ４１：３２．２３� ３０５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，４３８，２００円 複勝： ７４，４８７，９００円 枠連： １１，１６４，８００円

馬連： ３７，７７８，４００円 馬単： ３３，３００，８００円 ワイド： １６，３８２，５００円

３連複： ４７，５３１，６００円 ３連単： ９８，１６６，７００円 計： ３３９，２５０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １２０円 � １００円 � ２００円 枠 連（７－８） ２２０円

馬 連 �� ２７０円 馬 単 �� ８１０円

ワ イ ド �� １４０円 �� ５５０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ７６０円 ３ 連 単 ��� ４，９４０円

票 数

単勝票数 計 ２０４３８２ 的中 � ３９８１７（２番人気）
複勝票数 計 ７４４８７９ 的中 � ８１３９７（２番人気）� ５３３７２４（１番人気）� ３０２１１（４番人気）
枠連票数 計 １１１６４８ 的中 （７－８） ３８９５８（１番人気）
馬連票数 計 ３７７７８４ 的中 �� １０６３２８（１番人気）
馬単票数 計 ３３３００８ 的中 �� ３０４６６（２番人気）
ワイド票数 計 １６３８２５ 的中 �� ４１１０６（１番人気）�� ５２９６（８番人気）�� １５１８４（２番人気）
３連複票数 計 ４７５３１６ 的中 ��� ４６６１５（３番人気）
３連単票数 計 ９８１６６７ 的中 ��� １４６８８（１５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１２．３―１３．１―１２．６―１１．７―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．８―３６．１―４９．２―１：０１．８―１：１３．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ローレンルーナ �
�
父 Mineshaft �

�
母父 Elusive Quality デビュー ２０１１．１０．１６ 東京４着

２００９．４．２３生 牡２鹿 母 Champagne Sue 母母 Golden Tiy ３戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔発走状況〕 コスモレイラ号は，発走地点への集合に遅れたため発走時刻３分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グリマルディ号は，平成２３年１２月１９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。

第５回　東京競馬　第５日



３２０５１１１月１９日 雨 良 （２３東京５）第５日 第３競走 ��２，０００�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 １，６５０，０００
１，６５０，０００

円
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

６１１ スーパームーン 牡２青鹿５５ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９２＋ ４２：０３．２ ４．７�

３５ コスモグレースフル 牡２鹿 ５５ F．ベリー �ビッグレッドファーム 高橋 裕 浦河 木村牧場 ４８８－ ６２：０３．４１� ４０．５�
（愛）

５８ キョウエイマイン 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣田中 晴夫氏 石毛 善彦 新冠 小泉牧場 ４２２± ０ 〃 同着 ６５．４�
２２ ブラインドサイド 牡２鹿 ５５ 福永 祐一諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７６± ０ 〃 ハナ ２．８�
４６ フェデラルホール 牡２黒鹿５５ 蛯名 正義吉田 勝己氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ２２：０３．５クビ ２．６�
２３ フレンドフィーバー 牡２栗 ５５ 江田 照男横尾 晴人氏 清水 美波 浦河 南部 功 ４３８＋ ８２：０３．６� ６４．３�
８１５ クシャトリア 牝２青 ５４ 三浦 皇成田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４４６－ ８ 〃 クビ ９９．１	
５９ ショウナンラピス 牡２青鹿５５ 後藤 浩輝国本 哲秀氏 国枝 栄 新ひだか 静内フアーム ４５８＋ ２２：０３．８１ １３．３

７１２ コ メ ッ ク ス 牡２鹿 ５５ 石橋 脩堤 賢一氏 武市 康男 日高 下河辺牧場 ４７４－１０２：０４．０１� ５６．７�
４７ マイネルバイカ 牡２鹿 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 白井 寿昭 新ひだか 乾 皆雄 ４４４＋ ４２：０４．１クビ １５．０
１１ ド ウ デ ス 牡２栗 ５５ 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 ５０８－ ２２：０４．３１� ３２．６�
３４ ライムフレーバー 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次 �スピードファーム 和田 正道 新ひだか 真歌田中牧場 ４３４－ ２２：０４．７２� ４４１．９�
８１４ マイネルピエノ 牡２栗 ５５ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鈴木 康弘 浦河 村下 明博 ４７８＋１２ 〃 クビ ３１０．３�
６１０ コスモフェリシタル 牝２鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 谷山 光雄 ４６０± ０２：０６．１９ ３３．８�
７１３ トップグローリー 牡２栗 ５５ 大庭 和弥�コオロ 坂本 勝美 浦河 王蔵牧場 ４５２＋ ２２：１０．４大差 ２７２．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，５０３，６００円 複勝： ３４，２４２，０００円 枠連： １３，２９０，９００円

馬連： ４６，６５１，５００円 馬単： ３２，５０９，９００円 ワイド： ２１，６５４，７００円

３連複： ６０，５０２，１００円 ３連単： １０１，５０１，６００円 計： ３２８，８５６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � ２００円 �
�

９６０円
１，０１０円 枠 連（３－６）（５－６）

２，６４０円
７００円

馬 連 ��
��

３，８４０円
３，７３０円 馬 単 ��

��
５，５００円
５，３２０円

ワ イ ド ��
��

２，０９０円
２，０４０円 �� １３，９９０円

３ 連 複 ��� ５８，９９０円 ３ 連 単 ���
���

１３１，８９０円
１３４，２５０円

票 数

単勝票数 計 １８５０３６ 的中 � ３１２４２（３番人気）
複勝票数 計 ３４２４２０ 的中 � ５９５５１（３番人気）� ８０７５（８番人気）� ７６８５（１０番人気）
枠連票数 計 １３２９０９ 的中 （３－６） １７８６（１４番人気）（５－６） ７３２９（６番人気）
馬連票数 計 ４６６５１５ 的中 �� ４４８５（２１番人気）�� ４６２８（１９番人気）
馬単票数 計 ３２５０９９ 的中 �� ２１８３（３１番人気）�� ２２５７（３０番人気）
ワイド票数 計 ２１６５４７ 的中 �� ２５８４（２０番人気）�� ２６４９（１９番人気）�� ３７３（５５番人気）
３連複票数 計 ６０５０２１ 的中 ��� ７５７（９９番人気）
３連単票数 計１０１５０１６ 的中 ��� ２８４（４７６番人気） ��� ２７９（４８２番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．９―１２．２―１２．４―１２．３―１２．６―１３．０―１１．９―１１．７―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．９―３７．１―４９．５―１：０１．８―１：１４．４―１：２７．４―１：３９．３―１：５１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．８―３F３５．８

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

勝馬の
紹 介

スーパームーン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２０１１．１０．２２ 東京５着

２００９．４．２８生 牡２青鹿 母 フェアリーバラード 母母 Angelic Song ３戦１勝 賞金 ７，７００，０００円
〔制裁〕 ブラインドサイド号の騎手福永祐一は，決勝線手前での御法について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トップグローリー号は，平成２３年１２月１９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。

３２０５２１１月１９日 雨 良 （２３東京５）第５日 第４競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１１時２０分 （芝・左）

牝，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

１：２１．４
１：２０．３

良

良

４７ ガーネットチャーム 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠 �社台レースホース鹿戸 雄一 安平 追分ファーム ４２６ ―１：２４．４ ４．４�

２４ テイエムコウノトリ 牝２黒鹿５４ 大庭 和弥竹園 正繼氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド ４６２ ―１：２４．６１� ２６．３�
５１０ リンガスジュエル 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ４４０ ―１：２４．８１� ９．９�
１１ アミカブルナンバー 牝２鹿 ５４ 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４５０ ―１：２４．９� ３．３�
４８ ヤサカオディール 牝２黒鹿５４ 中谷 雄太志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 ４３２ ―１：２５．０� １９３．４�
５９ トミケンアニマード 牝２鹿 ５４ 石神 深一冨樫 賢二氏 和田正一郎 新ひだか 飯岡牧場 ４３２ ―１：２５．５３ １３７．６�
６１２ ミラクルムーン 牝２黒鹿５４ 松岡 正海阿部 紀子氏 手塚 貴久 浦河 大北牧場 ４４２ ―１：２５．６クビ ８．２	
３６ オメガエンブレム 牝２青 ５４ 福永 祐一原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４４２ ―１：２５．８１� ５．４

７１４ ステキナポケット 牝２黒鹿５４ 横山 義行簗詰 貴彦氏 田中 剛 浦河 辻 牧場 ４４８ ― 〃 クビ １２３．４�
２３ ルーマードダイヤ 牝２鹿 ５４ 吉田 豊日下部勝�氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４５２ ―１：２５．９クビ ３０．４�
７１３ ヤワタサイレンス 牝２鹿 ５４ 丸山 元気平岩 健一氏 高橋 裕 日高 木村牧場 ４８６ ― 〃 クビ ８．９
３５ ハニーカフェ 牝２青鹿５４ 田面木博公西川 恭子氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 ４１４ ―１：２６．０クビ ４６．６�
８１６ ウインエポナ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次�ウイン 高木 登 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５０ ―１：２６．４２� ８０．５�

７１５ ピットシール 牝２鹿 ５４ 江田 照男�大島牧場 木村 哲也 浦河 大島牧場 ４１８ ―１：２６．５� ２２９．６�
１２ ヤマニンブロドリー 牝２栗 ５４ 伊藤 工真土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ４３６ ―１：２６．６クビ ３３９．６�
８１８ オ オ ブ タ イ 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝西村新一郎氏 天間 昭一 むかわ 貞広 賢治 ４８０ ― 〃 クビ １９．２�
６１１ トーセンタイムリー 牝２青鹿５４ 田中 勝春島川 �哉氏 鈴木 康弘 日高 有限会社 エ

スティファーム ４１４ ―１：２６．７� ５３．０�
８１７ リネンピーク 牝２鹿 ５４ 小林 淳一戸山 光男氏 南田美知雄 青森 青南ムラカミ

ファーム ４４８ ―１：２７．２３ ４０７．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，８０５，８００円 複勝： ２７，６７９，０００円 枠連： １２，０６６，５００円

馬連： ４０，３９８，７００円 馬単： ２６，９９２，２００円 ワイド： １７，１４９，７００円

３連複： ４７，８４５，９００円 ３連単： ７２，２８３，５００円 計： ２６１，２２１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １８０円 � ６４０円 � ２７０円 枠 連（２－４） ４，５６０円

馬 連 �� ８，３８０円 馬 単 �� １２，９８０円

ワ イ ド �� ２，６５０円 �� １，０８０円 �� ３，０２０円

３ 連 複 ��� ２７，７２０円 ３ 連 単 ��� １４１，５００円

票 数

単勝票数 計 １６８０５８ 的中 � ３０５９８（２番人気）
複勝票数 計 ２７６７９０ 的中 � ５２７９５（２番人気）� ９０７３（９番人気）� ２６１０４（５番人気）
枠連票数 計 １２０６６５ 的中 （２－４） １９５４（２３番人気）
馬連票数 計 ４０３９８７ 的中 �� ３５６２（２６番人気）
馬単票数 計 ２６９９２２ 的中 �� １５３５（４２番人気）
ワイド票数 計 １７１４９７ 的中 �� １５７３（２８番人気）�� ４０４９（１３番人気）�� １３７６（３２番人気）
３連複票数 計 ４７８４５９ 的中 ��� １２７４（７９番人気）
３連単票数 計 ７２２８３５ 的中 ��� ３７７（３８８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．９―２４．４―３６．５―４９．０―１：０１．２―１：１２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３５．４
３ ・（１，４）－１０，２（１２，１５）６（５，８，１３）（７，１４，１８）（９，１１，１６）１７，３ ４ ・（１，４）－１０（２，１２）（５，６）（７，８，１５）１８（９，１３）１４，１７（３，１１，１６）

勝馬の
紹 介

ガーネットチャーム �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００９．１．３１生 牝２鹿 母 オリエントチャーム 母母 ニ キ ー ヤ 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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 サンターナズリボン号・ジパングティアラ号・ショウナンアゼリア号



３２０５３１１月１９日 雨 良 （２３東京５）第５日 第５競走 ��
��１，８００�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

１：４６．９
１：４６．６

良

良

２３ フェアブレシア 牡２鹿 ５５ F．ベリー 岡田 牧雄氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド ５１８ ―１：５３．９ ４．３�
（愛）

５９ クリールカイザー 牡２栗 ５５ 松岡 正海横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 ４５４ ―１：５４．１１� ２３．３�
４６ ハ ー モ ニ ー 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６６ ―１：５４．３１� １３．７�
３５ ス キ ピ オ 牡２栗 ５５ 蛯名 正義小村アセットM� 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４４８ ―１：５４．５１ １１．３�
８１４� バルダメンテ 牡２青鹿５５ 三浦 皇成前田 幸治氏 和田正一郎 米 Marion G.

Montanari ５１０ ― 〃 アタマ １５．０�
７１３ クレバーフウジン 牡２鹿 ５５ 丸山 元気田� 正明氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム ４４０ ―１：５４．６� ６５．０	
３４ マイネオリヴィア 牝２黒鹿５４ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４５０ ―１：５４．８１� １９９．８

６１１ エーデルシュタイン 牝２黒鹿５４ 田中 勝春岡田 牧雄氏 大竹 正博 豊浦 飯原牧場 ４８０ ― 〃 ハナ ９．１�
２２ ヴィンドランダ 牡２青鹿５５ 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 平取 坂東牧場 ４８８ ―１：５５．０１� ４３．９
１１ ハートフルポケット 牝２栗 ５４ 石橋 脩岡村 善行氏 牧 光二 新冠 山岡ファーム ４５０ ― 〃 クビ ４２．０�
８１５ ドラゴンフォルテ 牡２鹿 ５５ 福永 祐一窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 ４７８ ―１：５５．２１� ３．０�
５８ スイートライラック 牝２黒鹿５４ 柴田 善臣シンボリ牧場 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 ４４８ ―１：５５．４１� ６７．８�
６１０ ゴシェナイト 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠 �キャロットファーム 田中 剛 安平 ノーザンファーム ４７４ ―１：５５．５� ６．３�
７１２� プリモスズカ 牡２鹿 ５５ I．メンディザバル 永井 啓弍氏 伊藤 圭三 米 Yoshiyuki Ito ５０２ ―１：５５．８２ １６．１�

（仏）

４７ エフティヤマト 牡２青 ５５ 柴田 大知吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 ４７０ ―１：５６．１２ ２０２．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，６７２，０００円 複勝： ３３，０５２，４００円 枠連： １７，２０７，６００円

馬連： ４６，２４４，３００円 馬単： ３２，１６１，１００円 ワイド： １９，４２４，３００円

３連複： ５６，４７２，６００円 ３連単： ８８，４６８，８００円 計： ３１２，７０３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １９０円 � ６５０円 � ４２０円 枠 連（２－５） ２，９３０円

馬 連 �� ３，５２０円 馬 単 �� ５，８３０円

ワ イ ド �� １，０２０円 �� ８５０円 �� ２，４１０円

３ 連 複 ��� １０，５６０円 ３ 連 単 ��� ５１，２１０円

票 数

単勝票数 計 １９６７２０ 的中 � ３６５２９（２番人気）
複勝票数 計 ３３０５２４ 的中 � ５７２９０（２番人気）� １１５０４（９番人気）� １９１９８（７番人気）
枠連票数 計 １７２０７６ 的中 （２－５） ４３４８（１３番人気）
馬連票数 計 ４６２４４３ 的中 �� ９６９６（１６番人気）
馬単票数 計 ３２１６１１ 的中 �� ４０７３（２４番人気）
ワイド票数 計 １９４２４３ 的中 �� ４７６０（１１番人気）�� ５７６９（９番人気）�� １９１７（３４番人気）
３連複票数 計 ５６４７２６ 的中 ��� ３９５０（３９番人気）
３連単票数 計 ８８４６８８ 的中 ��� １２７５（１６５番人気）

ハロンタイム １３．３―１１．９―１３．３―１３．６―１３．８―１３．５―１１．８―１１．３―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．３―２５．２―３８．５―５２．１―１：０５．９―１：１９．４―１：３１．２―１：４２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．０―３F３４．５

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

勝馬の
紹 介

フェアブレシア �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ 初出走

２００９．４．２９生 牡２鹿 母 オカノハーモニー 母母 トライトップゴール 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。

３２０５４１１月１９日 雨 稍重 （２３東京５）第５日 第６競走 ��２，１００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時４０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�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

２：０６．７
２：０５．９

良

良

５５ ゲルマンシチー 牡３青 ５５ 後藤 浩輝 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 幌村牧場 ４７２＋ ６２：１２．７ ６．６�

７７ ローレルキングダム 牡３栗 ５５ 田中 勝春 �ローレルレーシング 大竹 正博 新冠 村田牧場 ４７６± ０２：１２．９１ ２．０�
２２ オリオンザアルファ 牡４黒鹿５７ 吉田 豊平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 B４７４＋ ２２：１３．３２� ３１．７�
１１ デ ミ チ ン タ 牡３鹿 ５５ 岩田 康誠加藤 信之氏 天間 昭一 日高 有限会社

ケイズ ４７０＋ ２ 〃 クビ ９．６�
８１０ ヴァルディヴィア 牡３鹿 ５５ 蛯名 正義 �社台レースホース二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９６－ ４２：１３．４� ６．２�
８９ テ ル バ イ ク 牡３栗 ５５ 松岡 正海加藤 信之氏 小島 茂之 日高 有限会社

ケイズ ４６０＋ ２２：１３．６１� １１．３	
３３ � ヒカルジュピター 牡３鹿 ５５ F．ベリー �橋 京子氏 高木 登 登別 青藍牧場 ４７８－ ４２：１３．７クビ ２１．６


（愛）

７８ ニシノジャブラニ 牡３鹿 ５５ 三浦 皇成西山 茂行氏 上原 博之 むかわ 西山牧場 B４７６＋１２２：１４．４４ ８．９�
４４ アドマイヤトリック 牡３黒鹿５５ 福永 祐一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム ４５６＋１２２：１４．５クビ ２８．０�
６６ リネンタキシード 牡４青鹿５７ 丸山 元気戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 ５２８± ０２：１４．８２ １１２．０

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２０，９６１，９００円 複勝： ３７，６５０，４００円 枠連： １２，９１４，９００円

馬連： ５１，９６４，５００円 馬単： ３５，０３０，４００円 ワイド： ２３，０７９，９００円

３連複： ５８，２２０，２００円 ３連単： １１５，１２６，３００円 計： ３５４，９４８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ２００円 � １３０円 � ５５０円 枠 連（５－７） ５８０円

馬 連 �� ８００円 馬 単 �� ２，０２０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� ２，０４０円 �� １，１６０円

３ 連 複 ��� ４，７８０円 ３ 連 単 ��� ２４，６１０円

票 数

単勝票数 計 ２０９６１９ 的中 � ２５０９７（３番人気）
複勝票数 計 ３７６５０４ 的中 � ４６１１３（３番人気）� １１２８０９（１番人気）� １２１０８（９番人気）
枠連票数 計 １２９１４９ 的中 （５－７） １６４８５（３番人気）
馬連票数 計 ５１９６４５ 的中 �� ４８１１４（３番人気）
馬単票数 計 ３５０３０４ 的中 �� １２８３０（７番人気）
ワイド票数 計 ２３０７９９ 的中 �� １８４７６（３番人気）�� ２５６６（２５番人気）�� ４６６７（１６番人気）
３連複票数 計 ５８２２０２ 的中 ��� ９０００（１９番人気）
３連単票数 計１１５１２６３ 的中 ��� ３４５３（８６番人気）

ハロンタイム ７．４―１１．７―１３．２―１３．０―１２．６―１２．６―１２．７―１２．１―１２．４―１２．１―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．４―１９．１―３２．３―４５．３―５７．９―１：１０．５―１：２３．２―１：３５．３―１：４７．７―１：５９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．５―３F３７．４
１
３
６（２，８，１０）３，７（１，５）－（４，９）
６（８，１０）９（２，５）（３，７）１，４

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

勝馬の
紹 介

ゲルマンシチー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Rainbow Quest デビュー ２０１１．２．１２ 東京１着

２００８．５．１４生 牡３青 母 フレームオブトゥルース 母母 River Lullaby ５戦２勝 賞金 １５，７４０，０００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。



３２０５５１１月１９日 雨 重 （２３東京５）第５日 第７競走 ��１，６００�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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

８１５ イーグルドライヴ 牡４栗 ５７ F．ベリー �ターフ・スポート木村 哲也 浦河 酒井牧場 B５２０＋１０１：３６．４ ７．６�
（愛）

６１１ アクロスザボード �５鹿 ５７ 岩田 康誠吉田 和美氏 尾関 知人 早来 ノーザンファーム ４５０＋ ２１：３６．７１� ５．２�
６１２ ゴールドアカデミー 牡５栗 ５７ 田中 勝春居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム B４９０－ ２１：３７．０２ ８．９�
２３ ロ ジ ハ ー ツ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣久米田正明氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４９８＋ ４１：３７．３１� ４．８�
７１４ カネトシリープイン 牡３芦 ５６ I．メンディザバル 兼松 利男氏 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 B４６６－ ２１：３７．６１� １４．３�

（仏）

４７ ショウナンガーデン 牝３鹿 ５４ 丸山 元気国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 桑田牧場 ４３０＋ ４１：３７．７� ３９．５�
３５ ケ イ バ ズ キ 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝小田切有一氏 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ４４４＋ ４１：３７．８クビ １４．１	
３６ ニシノオウガイ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４９０＋ ４ 〃 ハナ ４．６

５９ コ ア ヨ カ 牡３鹿 ５６ 江田 照男西村新一郎氏 天間 昭一 新冠 中地 義次 ５００＋１０１：３８．３３ ６０．７�
２４ フレンドリードレス 牝５鹿 ５５ 柴田 大知増山 武志氏 中川 公成 日高 サンシャイン

牧場 ４０８－ ２ 〃 アタマ １０２．９�
８１６ トレノユーボウ �４黒鹿５７ 横山 典弘廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ５１６＋１０１：３８．５� １１．３
５１０ ローレルソラン 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 �ローレルレーシング 宗像 義忠 新冠 �渡 信義 ４４８＋ ２１：３９．２４ １２．３�
１２ � リーブルーム �４黒鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次大湯 幸栄氏 水野 貴広 日高 木村牧場 ４９２－ ２ 〃 ハナ ２３７．１�
１１ � サンマルグランデラ 牡４黒鹿５７ 大庭 和弥グリーンスウォード 嶋田 潤 新冠 海馬沢 明 ５１２＋ ８１：４２．８大差 ４８７．９�
７１３ ヤマノトップラン 牝４栗 ５５ 蛯名 正義澤村 敏雄氏 杉浦 宏昭 新ひだか 前川 隆則 ４９４＋１２１：４３．５４ １１３．６�
４８ � ルペルカリア 牝４鹿 ５５ 松岡 正海 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム B４７６＋１８ （競走中止） ５５．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，３６７，６００円 複勝： ３４，９９２，２００円 枠連： １９，６０６，７００円

馬連： ５８，１８９，７００円 馬単： ３５，５７８，１００円 ワイド： ２３，９５７，６００円

３連複： ７０，１０４，７００円 ３連単： １０９，６２０，４００円 計： ３７２，４１７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２９０円 � １９０円 � ２５０円 枠 連（６－８） ６８０円

馬 連 �� １，８７０円 馬 単 �� ３，７１０円

ワ イ ド �� ７１０円 �� １，１５０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� ４，４８０円 ３ 連 単 ��� ２４，４３０円

票 数

単勝票数 計 ２０３６７６ 的中 � ２１２９５（４番人気）
複勝票数 計 ３４９９２２ 的中 � ３０１６４（５番人気）� ５４５５８（２番人気）� ３５５８３（４番人気）
枠連票数 計 １９６０６７ 的中 （６－８） ２１４９８（２番人気）
馬連票数 計 ５８１８９７ 的中 �� ２３０８５（６番人気）
馬単票数 計 ３５５７８１ 的中 �� ７０８６（１２番人気）
ワイド票数 計 ２３９５７６ 的中 �� ８５７６（５番人気）�� ５０１７（１５番人気）�� ７３８５（８番人気）
３連複票数 計 ７０１０４７ 的中 ��� １１５６６（１０番人気）
３連単票数 計１０９６２０４ 的中 ��� ３３１２（４６番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．６―１１．９―１２．１―１２．３―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．４―３５．０―４６．９―５９．０―１：１１．３―１：２３．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イーグルドライヴ �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 アーミジャー デビュー ２００９．１２．１９ 中山３着

２００７．４．１生 牡４栗 母 ステファニーチャン 母母 チャリタブル １６戦２勝 賞金 １８，６９０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔競走中止〕 ルペルカリア号は，最後の直線コースでつまずき，転倒したため競走中止。
〔その他〕 サンマルグランデラ号・ヤマノトップラン号は，最後の直線コースで他の馬の影響を受けたため，「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。
（非当選馬） １頭 クリスマドンナ号
※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。

３２０５６１１月１９日 雨 稍重 （２３東京５）第５日 第８競走 ��３，１１０�
しゅうよう

秋陽ジャンプステークス
発走１３時４５分 （ 芝 ）

３歳以上；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減，J・GⅠ競走１着馬５�増，J・
GⅡ競走１着馬３�増，J・GⅢ競走１着馬１�増，収得賞金４００万円以下の馬１�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 ２１７，０００円 ６２，０００円 ３１，０００円 � コースレコード なし

６６ シャイニーブラック 牡４黒鹿５９ 熊沢 重文小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 ４６４± ０３：３２．４ 基準タイム ６．５�

２２ ルールプロスパー 牡６青鹿５９ 白浜 雄造儀賀 好子氏 北出 成人 浦河 岡崎牧場 ４６８－１０３：３３．１４ １．７�
４４ カネスラファール 牡７黒鹿５９ 横山 義行杉澤 光雄氏 小野 次郎 門別 坂 牧場 ４９０＋ ６３：３３．２� ９．３�
１１ � ファイトシーン 牡７黒鹿５９ 柴田 大知村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４５２－ ２ 〃 ハナ １３．８�
８１０� リワードクラウン 牡４栗 ５９ 五十嵐雄祐宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード ５００－ ２３：３４．１５ １７．２�
３３ モリノミヤコ 牡９黒鹿５９ 山本 康志関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ４８２＋ ６３：３４．２� １３１．８�
８９ � タ カ ラ ボ ス 牡７栗 ６０ 大庭 和弥栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 小葉松 幸雄 ４４６＋１２３：３４．６２� ５．４�
７７ コアレスアルダン �５鹿 ５９ 大江原 圭小林 昌志氏 藤原 辰雄 平取 広川 忠久 ４７２－ ４３：３６．６大差 １２４．０	
７８ ショウナンサミット 牡５栗 ５９ 石神 深一国本 哲秀氏 田中 剛 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４－ ４３：３７．４５ ５６．９

５５ � モエレエキスパート 牡５青鹿６０ 浜野谷憲尚 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 新ひだか 中村 和夫 ５０８＋１０３：４１．９大差 １５．７�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １９，６８１，５００円 複勝： ２２，７２５，８００円 枠連： １３，３４７，４００円

馬連： ４６，９９５，５００円 馬単： ３８，２２３，４００円 ワイド： １７，１６５，２００円

３連複： ５７，８５５，４００円 ３連単： １３５，５３４，２００円 計： ３５１，５２８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � １９０円 � １２０円 � １９０円 枠 連（２－６） ６３０円

馬 連 �� ６６０円 馬 単 �� １，８７０円

ワ イ ド �� ３００円 �� ６１０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� １，１３０円 ３ 連 単 ��� ８，８１０円

票 数

単勝票数 計 １９６８１５ 的中 � ２４０４９（３番人気）
複勝票数 計 ２２７２５８ 的中 � ２７６１６（３番人気）� ６９３６９（１番人気）� ２６２８２（４番人気）
枠連票数 計 １３３４７４ 的中 （２－６） １５７２８（３番人気）
馬連票数 計 ４６９９５５ 的中 �� ５２９９２（２番人気）
馬単票数 計 ３８２２３４ 的中 �� １５１４６（７番人気）
ワイド票数 計 １７１６５２ 的中 �� １４６９６（３番人気）�� ６１８４（１０番人気）�� １６７１１（２番人気）
３連複票数 計 ５７８５５４ 的中 ��� ３７８１９（３番人気）
３連単票数 計１３５５３４２ 的中 ��� １１３６２（２５番人気）

上り １マイル １：５０．２ ４F ５４．１－３F ４０．５
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャイニーブラック 
�
父 ダンスインザダーク 

�
母父 マヤノトップガン デビュー ２００９．１２．１３ 中京６着

２００７．３．１６生 牡４黒鹿 母 ダイタクアズミット 母母 スプリングネヴァー 障害：５戦２勝 賞金 ２５，２４７，０００円



３２０５７１１月１９日 雨 重 （２３東京５）第５日 第９競走 ��
��１，４００�

く に た ち

国 立 特 別
発走１４時２０分 （芝・左）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．８
１：１９．０

良

良

４７ プリンセスメモリー 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム ４０８＋ ８１：２５．１ １２．９�

６１１ ラインジェシカ 牝４栗 ５５ 岩田 康誠大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ４９８＋ ２１：２５．３１� １８．３�
２２ オメガブレイン 牡３鹿 ５６ 福永 祐一原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４５０＋ ４１：２５．４	 ５．８�
８１５
 セイウンジャガーズ 牡４黒鹿５７ 横山 典弘西山 茂行氏 杉浦 宏昭 愛 Lodge

Park Stud ４７４＋ ６ 〃 ハナ １．７�
７１２ ウインドジャズ 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４９０＋ ６ 〃 アタマ ４０．６�
５８ ビップセレブアイ 牡３青鹿５６ F．ベリー 鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４７４＋ ２１：２５．６１� ８．０�

（愛）

２３ マンゴプディング 牝４黒鹿５５ 江田 照男 �ローレルレーシング 小野 次郎 新冠 村田牧場 ４２２－ ２１：２５．９２ １５３．１	
４６ ロジフェローズ 牝４青鹿５５ 田中 勝春久米田正明氏 大竹 正博 日高 日高大洋牧場 ４５４－ ２１：２６．１１� ８１．５

１１ キョウエイアシュラ 牡４鹿 ５７ I．メンディザバル 田中 晴夫氏 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 ４５６＋ ４１：２６．３１� ２７．３�

（仏）

６１０� ト ム ト ム �６栗 ５７ 三浦 皇成金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 早来 ノーザンファーム ５０４＋２０ 〃 アタマ １２７．５�

５９ タマニューホープ 牡５鹿 ５７ 丸山 元気玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４７０－１０ 〃 アタマ １４３．４
３５ レッドストラーダ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 B４９０－ ４１：２６．４	 １０．０�
８１４ トウショウフォアゴ 牡４黒鹿５７ 石橋 脩トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７２＋ ６１：２６．９３ ３４．３�
７１３ ショウナンダンク 牡５芦 ５７ 柴田 大知�湘南 伊藤 大士 静内 神垣 道弘 ４９２－ ８１：２７．０	 ９１．９�
３４ ヒカルプリンス �５鹿 ５７ 武士沢友治�橋 京子氏 栗田 博憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２＋ ２１：２７．４２	 ３５５．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３４，６７０，６００円 複勝： ９２，２１２，７００円 枠連： ２２，２７４，６００円

馬連： １０２，９４５，３００円 馬単： ７１，４７７，０００円 ワイド： ３８，６５９，２００円

３連複： １１６，０００，３００円 ３連単： ２４１，８９６，６００円 計： ７２０，１３６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２９０円 複 勝 � ５１０円 � ５００円 � ２８０円 枠 連（４－６） ４，９８０円

馬 連 �� ８，３２０円 馬 単 �� １７，１９０円

ワ イ ド �� １，７５０円 �� ９３０円 �� １，０４０円

３ 連 複 ��� １２，５００円 ３ 連 単 ��� １０２，０２０円

票 数

単勝票数 計 ３４６７０６ 的中 � ２１２４５（５番人気）
複勝票数 計 ９２２１２７ 的中 � ４５７４６（６番人気）� ４６２９２（５番人気）� ９６０６９（２番人気）
枠連票数 計 ２２２７４６ 的中 （４－６） ３３０３（１６番人気）
馬連票数 計１０２９４５３ 的中 �� ９１３８（２１番人気）
馬単票数 計 ７１４７７０ 的中 �� ３０７０（４４番人気）
ワイド票数 計 ３８６５９２ 的中 �� ５３１６（１８番人気）�� １０３９３（１０番人気）�� ９２７４（１２番人気）
３連複票数 計１１６０００３ 的中 ��� ６８５３（３７番人気）
３連単票数 計２４１８９６６ 的中 ��� １７５０（２４９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１３．０―２４．５―３６．３―４８．８―１：００．９―１：１２．４

コーナー
通過順位

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

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４鹿 母 リトルブレッシング 母母 サワヤカプリンセス １６戦３勝 賞金 ６８，３５３，０００円
〔騎手変更〕 ラインジェシカ号の騎手松岡正海は，第７競走での落馬による検査のため岩田康誠に変更。
※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。

３２０５８１１月１９日 雨 不良 （２３東京５）第５日 第１０競走 ��
��１，６００�

きんしゅう

錦秋ステークス
発走１４時５５分 （ダート・左）

３歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

８１６ サイレントメロディ 牡４青 ５７ 横山 典弘 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム ４９４＋ ２１：３６．３ ２．８�

８１５ デンコウヤマト 牡５栗 ５７ 武士沢友治田中 康弘氏 小島 太 浦河 辻 牧場 ４８８＋ ４１：３６．５１� ２０．７�
５１０ フォーティファイド 牡６栗 ５７ F．ベリー 吉田 和美氏 石坂 正 門別 中前 義隆 ５０４± ０１：３６．６� ２１．５�

（愛）

７１３ ス エ ズ 	６鹿 ５７ 丸山 元気吉田 和美氏 吉田 直弘 門別 日高大洋牧場 ５２０± ０ 〃 クビ ２４．７�
１２ バトードール 牡４栗 ５７ I．メンディザバル �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ５２８＋ ６１：３６．８１� １５．５�

（仏）

４８ ミッキーチアフル 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成野田みづき氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５１０＋ ４ 〃 ハナ ３８．６�
１１ ピ ュ ー タ ー 牡４芦 ５７ 岩田 康誠細川祐季子氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ５００＋ ６ 〃 アタマ ９．０	
４７ ドリームスカイラブ 牡６黒鹿５７ 中谷 雄太セゾンレースホース
 高橋 祥泰 平取 北島牧場 B４９０－ ４ 〃 アタマ １８１．５�
６１２ ダノンエクスプレス 牡５栗 ５７ 福永 祐一
ダノックス 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４７２＋ ２１：３６．９クビ ６．０�
３５ スーブルソー 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム ５１２－ ２１：３７．０
 ８．４
６１１ ジョーメテオ 牡５鹿 ５７ 田中 勝春上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 ５０４＋ ２１：３７．１クビ ２８９．４�
５９ �� クリュギスト 牡５鹿 ５７ 小牧 太吉田 和美氏 吉田 直弘 豪 Arrowleave

Joint Venture ５１６－ ６１：３７．２� ４．５�
２３ ザ ド ラ イ ブ 牡５栗 ５７ 柴田 大知 
千葉パブリックゴ

ルフコース 斎藤 誠 日高 沖田牧場 ４７６－ ２１：３７．３
 ５６．９�
７１４ ラ ル ー チ ェ 牝５芦 ５５ 石橋 脩植中 倫子氏 平田 修 安平 ノーザンファーム B５０２± ０１：３７．６１
 １５３．２�
２４ オッキオディガット 牡５鹿 ５７ 嶋田 純次 �キャロットファーム 国枝 栄 浦河 有限会社

松田牧場 B４７２＋１０１：３７．９１
 １４８．３�
３６ アンシャンレジーム 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム ５４４＋ ２１：３８．６４ １２４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，３６５，６００円 複勝： ６９，３２０，８００円 枠連： ３４，３２７，８００円

馬連： １５５，４６１，３００円 馬単： ７７，９６６，５００円 ワイド： ５１，９０５，１００円

３連複： １６０，６５７，６００円 ３連単： ２８９，３７９，４００円 計： ８７８，３８４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １５０円 � ４９０円 � ５００円 枠 連（８－８） ２，６４０円

馬 連 �� ３，２７０円 馬 単 �� ４，３９０円

ワ イ ド �� １，１８０円 �� １，４２０円 �� ５，５８０円

３ 連 複 ��� １８，６６０円 ３ 連 単 ��� ７４，８６０円

票 数

単勝票数 計 ３９３６５６ 的中 � １１４２３０（１番人気）
複勝票数 計 ６９３２０８ 的中 � １７０４２５（１番人気）� ３０２６７（７番人気）� ３００１２（８番人気）
枠連票数 計 ３４３２７８ 的中 （８－８） ９６２６（１３番人気）
馬連票数 計１５５４６１３ 的中 �� ３５１６８（１２番人気）
馬単票数 計 ７７９６６５ 的中 �� １３１２１（１４番人気）
ワイド票数 計 ５１９０５１ 的中 �� １１１２５（１３番人気）�� ９１０９（１７番人気）�� ２２２０（４５番人気）
３連複票数 計１６０６５７６ 的中 ��� ６３５５（６２番人気）
３連単票数 計２８９３７９４ 的中 ��� ２８５３（２４２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．５―３５．２―４７．４―５９．６―１：１１．６―１：２３．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サイレントメロディ �
�
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 ２００９．９．２７ 中山３着

２００７．１．２７生 牡４青 母 サイレントハピネス 母母 レガシーオブストレングス １４戦５勝 賞金 ７８，７１２，０００円
〔騎手変更〕 ピューター号の騎手松岡正海は，第７競走での落馬負傷のため岩田康誠に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 アースマリン号・エアウルフ号・レーザーバレット号・ロンギングスター号
※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。



３２０５９１１月１９日 雨 不良 （２３東京５）第５日 第１１競走 ��
��１，８００�第１６回東京スポーツ杯２歳ステークス（ＧⅢ）

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
東京スポーツ杯（１着）

賞 品
本 賞 ３２，０００，０００円 １３，０００，０００円 ８，０００，０００円 ４，８００，０００円 ３，２００，０００円
付 加 賞 ５５３，０００円 １５８，０００円 ７９，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４６．９
１：４６．６

良

良

７１３ ディープブリランテ 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 矢作 芳人 新冠 パカパカ
ファーム ４９８＋ ８１：５２．７ ２．４�

８１５ フジマサエンペラー 牡２黒鹿５５ 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム ４８０± ０１：５３．２３ ５５．０�
６１０ マイネルディーン 牡２青 ５５ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 ４４０＋ ４ 〃 アタマ １３９．９�
８１４ ジャスタウェイ 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝大和屋 暁氏 須貝 尚介 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８－ ２１：５３．５１� ７．４�
３５ エ ネ ア ド 牡２鹿 ５５ 福永 祐一 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３８＋ ４ 〃 クビ ８．２�
６１１ アドマイヤリリーフ 牡２青鹿５５ F．ベリー 近藤 利一氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８± ０１：５３．６クビ ６７．１	
（愛）

４６ ピタゴラスコンマ 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成�瀬 真尚氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４９６－ ２ 〃 クビ １３．２

４７ マ デ イ ラ 牡２栗 ５５ 蛯名 正義 �キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム ４７２－ ８１：５３．８１� １８．５�
７１２ マイネルロブスト 牡２黒鹿５５ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 小泉牧場 ４８４－ ２ 〃 クビ １１．０�
５９ ホーカーテンペスト 牡２栗 ５５ 横山 典弘 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４８４± ０１：５４．４３� １２．９
５８ 	 キングクリチャン 牡２栗 ５５ 丸山 元気栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 ４８０＋ ６１：５４．７２ ３９７．１�
２３ キープビリービング 牡２黒鹿５５ 柴田 大知�ミルファーム 菊川 正達 新ひだか 畑端牧場 ４６４－ ２１：５４．８� ２３４．６�
１１ ク ラ レ ン ト 牡２栗 ５５ 小牧 太前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７８＋ ４１：５４．９クビ ４．７�
３４ 	 フクノツール 牡２鹿 ５５ 吉田 豊小川 敏夫氏 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 ４８８＋１０１：５６．１７ ５８３．０�
２２ 
 ア グ ン 牡２鹿 ５５ I．メンディザバル 林 正道氏 友道 康夫 米 Whisper Hill

Farm LLC ５２２＋ ４１：５７．０５ ４８．９�
（仏）

（１５頭）

売 得 金

単勝： １０９，０４１，８００円 複勝： １４５，７８４，４００円 枠連： ６５，５６５，９００円

馬連： ３６７，７５９，５００円 馬単： ２０７，７１１，６００円 ワイド： １１９，２５０，９００円

３連複： ４３９，９４７，９００円 ３連単： ８８７，４７６，５００円 計： ２，３４２，５３８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １５０円 � ９００円 � ２，４８０円 枠 連（７－８） ６７０円

馬 連 �� ５，９７０円 馬 単 �� ７，６８０円

ワ イ ド �� ２，１４０円 �� ６，４００円 �� ２３，２７０円

３ 連 複 ��� １３７，７６０円 ３ 連 単 ��� ５２５，６５０円

票 数

単勝票数 計１０９０４１８ 的中 � ３６６７２０（１番人気）
複勝票数 計１４５７８４４ 的中 � ３９０４２１（１番人気）� ３３４５５（９番人気）� １１４８９（１２番人気）
枠連票数 計 ６５５６５９ 的中 （７－８） ７３２８２（２番人気）
馬連票数 計３６７７５９５ 的中 �� ４５４７０（２４番人気）
馬単票数 計２０７７１１６ 的中 �� １９９６０（２８番人気）
ワイド票数 計１１９２５０９ 的中 �� １４０２２（２６番人気）�� ４５６１（４９番人気）�� １２４４（７３番人気）
３連複票数 計４３９９４７９ 的中 ��� ２３５７（１８０番人気）
３連単票数 計８８７４７６５ 的中 ��� １２４６（７７４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．３―２５．２―３７．５―５０．４―１：０３．６―１：１６．８―１：２９．０―１：４０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．１―３F３５．９

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

・（３，１３）（２，１２，１５）（６，１０，１４）（７，８）１，５，１１（４，９）・（３，１３）１２（２，１５）１４（６，１０）７，８（４，５，１１）（１，９）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ディープブリランテ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Loup Sauvage デビュー ２０１１．１０．１ 阪神１着

２００９．５．８生 牡２鹿 母 ラヴアンドバブルズ 母母 Bubble Dream ２戦２勝 賞金 ３９，５５３，０００円
〔騎手変更〕 マイネルロブスト号の騎手松岡正海は，第７競走での落馬負傷のため中谷雄太に変更。
※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。

３２０６０１１月１９日 雨 不良 （２３東京５）第５日 第１２競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時０５分 （ダート・左）

牝，１０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５５�
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

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

１２ アンティークカラー 牝３栗 ５４ 岩田 康誠太田 美實氏 藤原 英昭 日高 天羽牧場 ４４４＋ ２１：２４．４ ４．２�

８１６ テクニカルラン 牝５鹿 ５５ F．ベリー 吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B４３４－ ４１：２４．８２� １１．１�
（愛）

６１１ フラワーロック 牝３鹿 ５４ 横山 典弘�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 ４６８＋ ８１：２４．９� ３８．０�
２３ ミッキーオリーブ 牝４鹿 ５５ 丸山 元気野田みづき氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４９４± ０ 〃 アタマ ４４．７�
５９ リープオブフェイス 牝４芦 ５５ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 追分ファーム ４７４± ０１：２５．０� ３．２�
７１３ リ ュ シ オ ル 牝５鹿 ５５ I．メンディザバル 吉田 勝己氏 小島 太 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ６ 〃 ハナ １１．７�

（仏）

３５ ピュアチャプレット 牝５芦 ５５ 福永 祐一吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４８８－ ２１：２５．１� ７．０	
２４ ウッドシップ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 ４８４＋ ２ 〃 ハナ ４０．４

１１ � シャイニイチカ 牝４鹿 ５５ 石橋 脩冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 ４３０± ０１：２５．２� １０１．１�
３６ ダノンプリマドンナ 牝４黒鹿５５ 小牧 太�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 ４６４± ０１：２５．３クビ ６．０
６１２ プ ラ ー ジ ュ 牝５鹿 ５５ 田中 勝春 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８－ ２ 〃 ハナ ３６．６�
４８ マドモアゼルノン 牝４黒鹿５５ 柴田 大知�ミルファーム 畠山 重則 日高 小西ファーム ４６２－ ５１：２５．５１ ２２３．５�
４７ シャインエフォート 牝５鹿 ５５ 武士沢友治皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 ４７４－ ２１：２５．７１� ４５．８�
５１０ クレバークリス 牝５芦 ５５ 吉田 豊田� 正明氏 小西 一男 浦河 岡崎牧場 ４９０± ０１：２６．４４ １７４．０�
８１５ ナンヨークイーン 牝５鹿 ５５ 江田 照男中村 �也氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム B４４０± ０１：２６．５� ４５．０�
７１４ クリアザウェイ 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣 �社台レースホース栗田 博憲 安平 追分ファーム ４８８－ ２１：２６．７１ １７．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，０６１，６００円 複勝： ６５，０８８，７００円 枠連： ３３，７３２，６００円

馬連： １１９，１４２，５００円 馬単： ６８，２２４，９００円 ワイド： ４４，６９７，８００円

３連複： １３３，８８７，５００円 ３連単： ２５３，０３２，７００円 計： ７５１，８６８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １９０円 � ２７０円 � １，１３０円 枠 連（１－８） １，８５０円

馬 連 �� ２，５６０円 馬 単 �� ４，５１０円

ワ イ ド �� ８７０円 �� ２，７５０円 �� ５，２７０円

３ 連 複 ��� ２６，７００円 ３ 連 単 ��� １１１，３６０円

票 数

単勝票数 計 ３４０６１６ 的中 � ６５４２２（２番人気）
複勝票数 計 ６５０８８７ 的中 � １１００９２（２番人気）� ６４２６０（５番人気）� １１８６５（１１番人気）
枠連票数 計 ３３７３２６ 的中 （１－８） １３５０１（９番人気）
馬連票数 計１１９１４２５ 的中 �� ３４４２３（９番人気）
馬単票数 計 ６８２２４９ 的中 �� １１１６９（１６番人気）
ワイド票数 計 ４４６９７８ 的中 �� １３２２７（７番人気）�� ３９３４（２９番人気）�� ２０２９（５３番人気）
３連複票数 計１３３８８７５ 的中 ��� ３７０１（８２番人気）
３連単票数 計２５３０３２７ 的中 ��� １６７７（３１１番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．５―１１．９―１２．３―１２．６―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．２―３４．７―４６．６―５８．９―１：１１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンティークカラー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Spinning World デビュー ２０１０．１２．１９ 阪神４着

２００８．３．４生 牝３栗 母 ロ ー ズ ボ ー 母母 Minister’s Song ８戦３勝 賞金 ３０，６００，０００円
〔制裁〕 ピュアチャプレット号の騎手福永祐一は，４コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（７番への進路影

響）
ピュアチャプレット号の騎手福永祐一は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（１４番・９番への進路
影響）

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 クォリティシーズン号・トウカイライフ号
（非抽選馬） １頭 タマモワルツ号
※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。



（２３東京５）第５日 １１月１９日（土曜日） 雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良後稍重後重後不良
稍重後重後不良

競走回数 １２回 出走頭数 １８０頭 本 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

２５８，６１０，０００円
１９，０４０，０００円
２，１５０，０００円
２４，４１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，６１３，０００円
５，４１７，０００円
１，７８２，０００円

勝馬投票券売得金
３６６，２４３，５００円
６６３，５２２，６００円
２６８，５９２，３００円
１，１１２，５４３，０００円
６８５，２１１，２００円
４１０，９８４，２００円
１，２９９，６０７，５００円
２，４７１，１２１，５００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ７，２７７，８２５，８００円

総入場人員 ２２，９９５名 （有料入場人員 ２１，２６７名）


