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３２０８５１１月２７日 晴 良 （２３東京５）第８日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時１０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

６１１ ド ル モ ン 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣伊藤 信之氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 B４９６＋ ４１：２７．５ １４．２�

３６ ナムラケイオス 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 ４８８＋２２１：２７．６� １０．６�
７１３ スピーディードータ 牝２鹿 ５４ 戸崎 圭太安達 允彦氏 小西 一男 日高 坂 牧場 ４４２－ ２１：２８．１３ ４．８�

（大井）

５９ エ リ ク サ ー 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４７０＋ ６１：２８．３１ ９．７�
６１２ クニコチャン 牝２栗 ５４ C．ウィリアムズ �岡 義雄氏 矢野 英一 新冠 アサヒ牧場 ４５６＋ ４１：２８．４� ３．７�

（豪）

８１６ コンパティビリティ 牡２栗 ５５ 横山 典弘 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４３４＋ ２１：２８．５� ５．２�
４８ フォーユアプレジャ 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠	G１レーシング 小島 茂之 千歳 社台ファーム ５５０＋３０１：２８．６� ４０．１

１２ サウススカーレット 牝２芦 ５４ 石橋 脩南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 ４８２－ ２１：２８．９２ ６．４�
２４ パレストレパング 牡２鹿 ５５ 吉田 豊坂本 肇氏 的場 均 浦河 辻 牧場 ４６６＋２０１：２９．２１� １０７．２�
２３ エリザヴェータ 牝２青鹿５４ C．ルメール 片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 日高大洋牧場 ４８８＋ ２１：２９．９４ １３．３

（仏）

５１０ ケージースズラン 牝２鹿 ５４
５１ ▲嶋田 純次川井 五郎氏 菊沢 隆徳 新冠 イワミ牧場 ４２８－１４１：３０．２１� ２５５．３�

１１ アイスクリスタル 牝２芦 ５４ 宮崎 北斗山上 和良氏 武藤 善則 平取 コアレススタッド ４５４＋１０ 〃 クビ １５２．１�
４７ ブラックリベリオン 牡２鹿 ５５ 丸山 元気黒澤 尚氏 栗田 徹 新冠 片倉 拓司 ４４２＋ ２１：３０．３クビ ３３．９�
３５ コスモライデイン 牡２鹿 ５５ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 浦河 宮内牧場 ４８０＋１０１：３１．０４ ２９８．５�
８１５ ギンザファイター 牡２鹿 ５５ 御神本訓史有馬 博文氏 小島 太 えりも エクセルマネジメント ５０８＋１２ 〃 ハナ ２８５．９�

（大井）

７１４ クライシスワン 牡２鹿 ５５
５２ ▲小野寺祐太宮坂五十四氏 二本柳俊一 新冠 松浦牧場 ４３０＋ ６１：３１．２１ ５１４．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，４７３，１００円 複勝： ３６，３４９，０００円 枠連： １４，７７５，４００円

馬連： ６７，８３９，５００円 馬単： ４１，６１４，３００円 ワイド： ２６，８５１，２００円

３連複： ８１，４２５，９００円 ３連単： １２１，８４０，６００円 計： ４１２，１６９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４２０円 複 勝 � ２９０円 � ３８０円 � ２１０円 枠 連（３－６） １，０６０円

馬 連 �� ５，８８０円 馬 単 �� １２，０３０円

ワ イ ド �� １，８９０円 �� ７７０円 �� １，０８０円

３ 連 複 ��� ９，５００円 ３ 連 単 ��� ７７，５９０円

票 数

単勝票数 計 ２１４７３１ 的中 � １１９５１（８番人気）
複勝票数 計 ３６３４９０ 的中 � ３３０４３（６番人気）� ２３０３６（８番人気）� ５２４３５（２番人気）
枠連票数 計 １４７７５４ 的中 （３－６） １０３００（４番人気）
馬連票数 計 ６７８３９５ 的中 �� ８５２０（２７番人気）
馬単票数 計 ４１６１４３ 的中 �� ２５５５（５５番人気）
ワイド票数 計 ２６８５１２ 的中 �� ３３９８（２７番人気）�� ８９６１（１０番人気）�� ６１６３（１６番人気）
３連複票数 計 ８１４２５９ 的中 ��� ６３３１（４０番人気）
３連単票数 計１２１８４０６ 的中 ��� １１５９（２９１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．６―３６．０―４９．３―１：０２．３―１：１４．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ド ル モ ン �
�
父 イーグルカフェ �

�
母父 マヤノトップガン デビュー ２０１１．８．７ 新潟１７着

２００９．３．１１生 牡２鹿 母 コ リ ン ナ 母母 シネマライフ ５戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
※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。
（非抽選馬） ４頭 タカイチロージズ号・テヌート号・トキノポイント号・モネロ号
※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。

３２０８６１１月２７日 晴 良 （２３東京５）第８日 第２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１０時４０分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３６．９
１：３６．９

不良

不良

１２ ダノンゴールド 牡２黒鹿５５ 横山 典弘�ダノックス 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５３６－ ２１：４０．２ ２．１�

３５ フィーユブルー 牡２鹿 ５５ C．ウィリアムズ 青芝商事� 矢野 英一 千歳 社台ファーム B４７８± ０１：４０．６２� ６．８�
（豪）

４８ モエレアンバサダー 牡２鹿 ５５ I．メンディザバル 中村 和夫氏 小笠 倫弘 新ひだか 中村 和夫 ４９６－ ４１：４０．７� ２６．１�
（仏）

２４ ニシノボレロ 牡２青鹿５５ 福永 祐一西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 ４６６＋ ２１：４１．２３ ３．７�
８１６ ディアコンコルド 牡２鹿 ５５ C．ルメール 寺田千代乃氏 加藤 征弘 安平 追分ファーム ４９８＋１２ 〃 クビ ４２．４�

（仏）

４７ プリュキエール 牡２青鹿５５ C．スミヨン �サンデーレーシング 本間 忍 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４６８－１２１：４１．４１ １２．１	
（仏）

７１４ オールキャスト 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠前田 晋二氏 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４＋ ４１：４１．５� １６．４

２３ ミステリアスパワー 牡２鹿 ５５ 御神本訓史�大山商事 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 ５１８＋ ２ 〃 ハナ ２７０．８�

（大井）

６１２ キングザブルース 牡２栗 ５５ 戸崎 圭太西浦 和男氏 土田 稔 浦河 丸幸小林牧場 ４８０＋ ６１：４１．８２ １３７．５�
（大井）

７１３ ダニーボーイ 牡２鹿 ５５ 武士沢友治廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上 悦夫 ４８６± ０１：４２．１１� ３８０．５
８１５ エスペランサシチー 牡２芦 ５５ M．デムーロ �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 千代田牧場 ４８８± ０１：４２．２� １８．９�

（伊）

３６ キョウワアーク 牡２鹿 ５５ 石橋 脩�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 ５０４± ０ 〃 クビ １０１．１�
５９ ムーンベックカフェ 牡２栗 ５５ 武 豊西川 恭子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４８４＋１０ 〃 アタマ １４．１�
１１ リュウシンリスボン 牝２鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次桑畑 �信氏 水野 貴広 日高 槇本牧場 B４７２－ ６１：４２．３クビ ４６０．６�
５１０ グリーンボウル 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成玉腰 勇吉氏 矢野 英一 浦河 三嶋牧場 ４４２－ ２１：４２．４� １５８．６�
６１１ アグネスコルサ 牡２鹿 ５５ 丸山 元気渡辺 孝男氏 清水 久詞 浦河 高昭牧場 ４７２－ ６ 〃 クビ １９７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，７６１，６００円 複勝： ４１，７４０，８００円 枠連： １８，３０１，５００円

馬連： ６６，７９６，８００円 馬単： ４４，６９１，０００円 ワイド： ２７，９７０，３００円

３連複： ８５，５８４，７００円 ３連単： １３２，１７１，４００円 計： ４４５，０１８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １３０円 � ２００円 � ４６０円 枠 連（１－３） ６６０円

馬 連 �� ６８０円 馬 単 �� ９９０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� １，０１０円 �� １，４１０円

３ 連 複 ��� ４，１１０円 ３ 連 単 ��� １０，０６０円

票 数

単勝票数 計 ２７７６１６ 的中 � １０４７８８（１番人気）
複勝票数 計 ４１７４０８ 的中 � １１９９１９（１番人気）� ５０８７６（３番人気）� １６７０３（８番人気）
枠連票数 計 １８３０１５ 的中 （１－３） ２０５９８（２番人気）
馬連票数 計 ６６７９６８ 的中 �� ７２７７８（２番人気）
馬単票数 計 ４４６９１０ 的中 �� ３３５６９（２番人気）
ワイド票数 計 ２７９７０３ 的中 �� ２１０５６（２番人気）�� ６５１０（１４番人気）�� ４５７８（１９番人気）
３連複票数 計 ８５５８４７ 的中 ��� １５４００（１３番人気）
３連単票数 計１３２１７１４ 的中 ��� ９７０４（１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．７―３６．１―４９．２―１：０２．７―１：１５．３―１：２７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．０―３F３７．５
３ ５，８（４，７，９）（２，１５）（３，１６）１２（１０，６，１１）（１３，１４）１ ４ ・（５，８）９（４，７，１５）（３，１２，２，１６）（１０，１３，６，１１）１４，１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンゴールド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Dixieland Band デビュー ２０１１．１１．１２ 東京３着

２００９．３．６生 牡２黒鹿 母 ライブリーチューン 母母 Extravagant Woman ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 アールフィリア号
※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。

第５回　東京競馬　第８日



３２０８７１１月２７日 晴 良 （２３東京５）第８日 第３競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１１時１０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

２４ マウントビスティー 牡２栗 ５５ 石橋 脩備前島敏子氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ４５８± ０１：２１．８ １５８．２�

７１３ マ ス ク オ フ 牝２黒鹿５４ A．シュタルケ 吉田 照哉氏 和田 正道 千歳 社台ファーム ４１０± ０１：２２．１２ ３．３�
（独）

４８ デルマジュロウジン 牡２鹿 ５５
５２ ▲小野寺祐太浅沼 廣幸氏 尾関 知人 日高 ファニーヒルファーム ４３０－ ４１：２２．６３ １５３．３�

７１４ カフェコンセール 牡２青 ５５ 蛯名 正義吉野 弘司氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４６８＋ ６ 〃 クビ ６．０�
１２ エムケージャック 牡２鹿 ５５ 丸山 元気紺野 光彦氏 高橋 裕 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４７８± ０１：２２．８１� ９．６�
５１０ クレバーオーロラ 牝２芦 ５４ 柴田 善臣田� 正明氏 加藤 和宏 日高 日高大洋牧場 ４５０＋ ６ 〃 クビ １５．５�
５９ エクスプローラー 牡２青 ５５ C．ルメール 薗部 博之氏 小笠 倫弘 安平 追分ファーム ５０４± ０１：２２．９クビ ８．３	

（仏）

１１ メテオレイン 牝２鹿 ５４ I．メンディザバル 亀井 哲也氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム ４４０± ０１：２３．０� ９１．８

（仏）

２３ ラグジュリア 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 ４７２＋１２１：２３．３２ ４．７�

６１１ ツインピークス 牡２栗 ５５ 宮崎 北斗山上 和良氏 武藤 善則 日高 ファーミングヤナキタ ４８８＋２０１：２３．４� ４２１．０
３６ � フェザーステップ 牝２黒鹿５４ 柴山 雄一�リーヴァ 田島 俊明 米 Padua Sta-

bles, LLC ４４０－ ６１：２３．５� １７７．８�
４７ エバールージュ 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝宇田 豊氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４３４＋ ４１：２３．６クビ ９．２�
３５ エーブゴードン 牡２青 ５５ 戸崎 圭太 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 新ひだか 静内酒井牧場 ４３８－ ２ 〃 ハナ １９９．３�
（大井）

８１８ カーステンボッシュ 牡２栗 ５５ 岩田 康誠吉田 和美氏 木村 哲也 洞爺湖 メジロ牧場 ４６４－ ６１：２４．０２� ２６．３�
７１５ ジャッドマックス 牡２鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次�樽さゆり氏 伊藤 伸一 新ひだか 大滝 康晴 ４６６＋ ８１：２４．２１	 ２０．３�
８１６ アポロライダー 牡２鹿 ５５ C．ウィリアムズ アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 新ひだか へいはた牧場 ４４０－ ２１：２４．３� ９３．５�

（豪）

８１７ ケイアイカーム 牡２黒鹿５５ M．デムーロ �啓愛義肢材料販売所 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 ４３０－ ２１：２４．４� ３１．９�
（伊）

６１２ カ イ リ キ ー 牡２栗 ５５ 木幡 初広金井 順一氏 松永 康利 浦河 山田 昇史 ４７０± ０１：２４．７１� １８４．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２６，３９２，０００円 複勝： ４４，９６１，５００円 枠連： ２４，３５２，４００円

馬連： ７６，６２７，３００円 馬単： ４８，１４６，７００円 ワイド： ３０，８４６，７００円

３連複： ９２，５２０，１００円 ３連単： １３８，４７５，５００円 計： ４８２，３２２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５，８２０円 複 勝 � ３，６６０円 � １９０円 � ２，６１０円 枠 連（２－７） ５２０円

馬 連 �� ５５，９４０円 馬 単 �� １０７，６８０円

ワ イ ド �� １３，９６０円 �� ６０，９８０円 �� ９，４５０円

３ 連 複 ��� ９４８，３４０円 ３ 連 単 ��� ４，８６６，４３０円

票 数

単勝票数 計 ２６３９２０ 的中 � １３１５（１４番人気）
複勝票数 計 ４４９６１５ 的中 � ２６４４（１６番人気）� ８８８０２（１番人気）� ３７３６（１４番人気）
枠連票数 計 ２４３５２４ 的中 （２－７） ３５００９（１番人気）
馬連票数 計 ７６６２７３ 的中 �� １０１１（７０番人気）
馬単票数 計 ４８１４６７ 的中 �� ３３０（１３３番人気）
ワイド票数 計 ３０８４６７ 的中 �� ５４４（７２番人気）�� １２４（１３１番人気）�� ８０６（６０番人気）
３連複票数 計 ９２５２０１ 的中 ��� ７２（５１１番人気）
３連単票数 計１３８４７５５ 的中 ��� ２１（２８１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．４―３４．９―４７．０―５８．４―１：０９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３４．８
３ ４，６（２，１６）（３，１７）（１，１０）５（１４，１５）７，９（８，１２，１８）（１１，１３） ４ ４，６（２，１６）（３，１７）（１，１０）（５，１４，１５）７，９（１２，１８）（８，１１）１３

勝馬の
紹 介

マウントビスティー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１１．８．２０ 新潟４着

２００９．４．５生 牡２栗 母 ア ミ リ ス 母母 ミスティーグリーン ４戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔発走状況〕 エバールージュ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

アポロライダー号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 カフェコンセール号の騎手蛯名正義は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（１０番への進路影響）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アポロライダー号は，平成２３年１１月２８日から平成２３年１２月１８日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
〔調教再審査〕 エバールージュ号は，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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 グランデフォルテ号
（非抽選馬） １頭 コスモウンディーネ号
※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。

３２０８８１１月２７日 晴 良 （２３東京５）第８日 第４競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１１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

１：３６．９
１：３６．９

不良

不良

６１０ アシェンライト 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝�G１レーシング 伊藤 正徳 日高 待兼牧場 ５１２ ―１：４０．８ ２．８�

５７ シンキングマシーン 牡２黒鹿５５ 戸崎 圭太佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド ５０４ ― 〃 クビ ５．０�
（大井）

２２ コスモメルハバ 牡２鹿 ５５ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新ひだか 田上 稔 ４８６ ―１：４１．４３� １３．５�
４６ サトノライトニング 牡２鹿 ５５ 横山 典弘里見 治氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４９４ ―１：４１．８２� ４．１�
３３ コパノウィリアム 牡２鹿 ５５ 吉田 豊小林 祥晃氏 尾形 充弘 新ひだか 服部 牧場 ４７２ ―１：４２．１１� １５．２�
８１４ ドリームオーシャン 牡２芦 ５５ I．メンディザバル セゾンレースホース� 田島 俊明 新冠 武田 修一 ５３０ ―１：４２．４１� １２．０	

（仏）

７１２ シベリアンブラック 牡２黒鹿５５ 木幡 初広藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 ５２４ ―１：４２．８２� １４１．７

６９ ハーツブラッド 牝２鹿 ５４ C．ルメール �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４３０ ―１：４２．９クビ ７．３�

（仏）

５８ アマクサハイヤ 牡２青鹿５５ 田中 勝春奈良�孝一郎氏 古賀 慎明 浦河 大柳ファーム ４８６ ―１：４３．０� ２９．０�
８１３ ナ ガ ア キ ラ 牡２鹿 ５５ 宮崎 北斗井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 バンダム牧場 ５０８ ― 〃 クビ ７４．９
３４ グラスマテリアル 牡２黒鹿５５ 武士沢友治半沢� 鈴木 勝美 日高 ヤナガワ牧場 ４７６ ―１：４３．７４ １３９．３�
４５ ミスターナインワン 牡２鹿 ５５ 丸山 元気増山 武志氏 萱野 浩二 新冠 ムラカミファーム ４６６ ―１：４４．３３� ４１．０�
１１ アポロサクシード 牡２栗 ５５ 御神本訓史アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 原田牧場 ５００ ― （競走中止） １１２．６�

（大井）

（１３頭）
７１１ ハッピーマリーン 牝２栗 ５４ 蛯名 正義道永 幸治氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ５０８ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： ２４，０３１，８００円 複勝： ３２，２３５，８００円 枠連： １６，４５６，３００円

馬連： ５５，５０３，９００円 馬単： ３６，５９３，３００円 ワイド： ２１，７８９，０００円

３連複： ５８，７５４，０００円 ３連単： ９４，７２８，１００円 計： ３４０，０９２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � １７０円 � ２９０円 枠 連（５－６） ４９０円

馬 連 �� ７００円 馬 単 �� １，１５０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ５２０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� ２，３５０円 ３ 連 単 ��� ７，９８０円

票 数

単勝票数 差引計 ２４０３１８（返還計 ４２９６） 的中 � ６９５９７（１番人気）
複勝票数 差引計 ３２２３５８（返還計 ６２６４） 的中 � ７８７９３（１番人気）� ５１１８９（３番人気）� ２２０９６（７番人気）
枠連票数 差引計 １６４５６３（返還計 ２１５） 的中 （５－６） ２４９４７（２番人気）
馬連票数 差引計 ５５５０３９（返還計 ３１１２２） 的中 �� ５９０６９（２番人気）
馬単票数 差引計 ３６５９３３（返還計 １９５３９） 的中 �� ２３６６６（２番人気）
ワイド票数 差引計 ２１７８９０（返還計 １４２２６） 的中 �� １８１９３（２番人気）�� １０３１０（５番人気）�� ６１２７（１２番人気）
３連複票数 差引計 ５８７５４０（返還計 ６３０１４） 的中 ��� １８４７１（８番人気）
３連単票数 差引計 ９４７２８１（返還計 ９６６２８） 的中 ��� ８７６９（１７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．４―３５．８―４９．２―１：０２．７―１：１５．７―１：２８．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アシェンライト �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 Deputy Minister 初出走

２００９．５．２１生 牡２栗 母 マチカネチコウヨレ 母母 Alysbelle １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走除外〕 ハッピーマリーン号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔競走中止〕 アポロサクシード号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
※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。



３２０８９１１月２７日 晴 良 （２３東京５）第８日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１２時３０分 （芝・左）

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

中央レコード

２：０１．３
１：５９．９

良

良

２２ サトノプライマシー 牡２鹿 ５５ C．スミヨン 里見 治氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５２６ ―２：０４．４ ３．９�
（仏）

８１０ ジャングルクルーズ 牡２鹿 ５５ 横山 典弘窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５００ ― 〃 クビ １．７�
３３ ダーレームーン 牝２鹿 ５４ 御神本訓史守内 満氏 堀井 雅広 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４２２ ―２：０５．４６ ３５．６�
（大井）

７８ パルピテーション 牝２栗 ５４ 吉田 豊吉田 和美氏 菊沢 隆徳 浦河 まるとみ冨岡牧場 ５２０ ― 〃 アタマ １１．６�
６６ � アントゥワード 牝２栗 ５４ M．デムーロ�大樹ファーム 古賀 慎明 愛 Strategy

Bloodstock ４２８ ―２：０５．５クビ １４．５�
（伊）

１１ ファイアセレッソ 牝２青 ５４ 戸崎 圭太 �ユートピア牧場 菊川 正達 登別 ユートピア牧場 ４３４ ―２：０５．７１ ９７．０�
（大井）

８１１ ドラゴンエイジ 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４５４ ― 〃 ハナ ９．８	
７９ ミヤビエスペランサ 牡２鹿 ５５ 福永 祐一村上 義勝氏 戸田 博文 新ひだか 原 武久 ４９０ ―２：０５．９１� １９．５

６７ セイカエスペランサ 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝久米 誠氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 ４８４ ― 〃 クビ １０４．８�
５５ マイネルアズーリ 牡２黒鹿５５ C．ウィリアムズ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 伊藤 伸一 新ひだか 藤井 益美 ５１４ ―２：０６．０クビ １７．９

（豪）

４４ ジャンピングタワー 牝２鹿 ５４ 武士沢友治田和 廣通氏 鈴木 勝美 日高 ナカノファーム ４６０ ―２：０６．１� １２９．１�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２７，８１８，０００円 複勝： ４７，１１３，８００円 枠連： １４，６２９，５００円

馬連： ５４，４７３，８００円 馬単： ４８，１２４，９００円 ワイド： ２１，８４５，６００円

３連複： ６２，１８９，３００円 ３連単： １３８，７５２，４００円 計： ４１４，９４７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � ４９０円 枠 連（２－８） ２９０円

馬 連 �� ３３０円 馬 単 �� ９７０円

ワ イ ド �� １９０円 �� １，２７０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� ２，８８０円 ３ 連 単 ��� １２，０６０円

票 数

単勝票数 計 ２７８１８０ 的中 � ５６５７９（２番人気）
複勝票数 計 ４７１１３８ 的中 � ６２３８５（２番人気）� ２６３７３０（１番人気）� １０００５（８番人気）
枠連票数 計 １４６２９５ 的中 （２－８） ３７４７３（１番人気）
馬連票数 計 ５４４７３８ 的中 �� １２２１６７（１番人気）
馬単票数 計 ４８１２４９ 的中 �� ３６６８９（３番人気）
ワイド票数 計 ２１８４５６ 的中 �� ３９２７７（１番人気）�� ３５０３（１９番人気）�� ５６０８（１２番人気）
３連複票数 計 ６２１８９３ 的中 ��� １５９６７（１３番人気）
３連単票数 計１３８７５２４ 的中 ��� ８４９５（４０番人気）

ハロンタイム １３．３―１２．７―１２．７―１２．９―１３．０―１２．８―１２．８―１１．５―１１．２―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．３―２６．０―３８．７―５１．６―１：０４．６―１：１７．４―１：３０．２―１：４１．７―１：５２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．０―３F３４．２

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノプライマシー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ティンバーカントリー 初出走

２００９．５．６生 牡２鹿 母 エ ア ピ ー ス 母母 ジョイアスピルエット 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。

３２０９０１１月２７日 晴 良 （２３東京５）第８日 第６競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時００分 （芝・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

２：２２．１
２：２２．１

良

良

１１ ヒールゼアハーツ 牡３栗 ５５ 福永 祐一 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ５０４＋２０２：２５．８ ２４．２�

６１１ サトノアポロ 牡３黒鹿５５ 後藤 浩輝里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４９０－ ６ 〃 クビ ２８．１�
６１２ アルマフローラ 牝３青 ５３ A．シュタルケ �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム ４３８＋ ４ 〃 ハナ ３．３�

（独）

４８ スペースアーク 牡４鹿 ５７ 戸崎 圭太里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４９８＋ ４２：２６．０１� １４．９�
（大井）

２３ ゼ ロ ー ソ 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠前田 葉子氏 尾関 知人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８８＋ ２ 〃 クビ １９．０�
８１５ マイネルシュライ 牡３青 ５５ 三浦 皇成 �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 B４９８＋ ８２：２６．１クビ ２６．５	

４７ ネオブラックダイヤ 牡３青鹿５５ M．デムーロ小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０４－ ２２：２６．３１� ３．３


（伊）

２４ クリーンメタボ 牡３黒鹿５５ 中谷 雄太石橋 和夫氏 清水 英克 新ひだか グランド牧場 ４６８－ ２２：２６．５１� ４２．１�
５９ メジロダイボサツ 牡３鹿 ５５ 吉田 豊岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４５４± ０２：２６．６� ８．３�
８１６ インナージョイ 牡３鹿 ５５ C．スミヨン 金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ２２：２６．７クビ ７．９
（仏）

８１７ トップモースト 牡３栗 ５５
５２ ▲小野寺祐太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 浦河 グラストレーニ
ングセンター B４４８＋ ２２：２６．８� ９６．９�

７１３ ダイワソウル 牡４青鹿５７ 柴田 大知大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４８４＋ ８２：２７．３３ １６．６�
５１０	 ムカワタイガー 牡３栗 ５５ 武士沢友治小田 廣美氏 鈴木 勝美 平取 稲原牧場 ４６０＋１０２：２７．４� ３０９．２�
３５ バンスタンウォルツ 牡３鹿 ５５ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９８＋ ４２：２７．５クビ ３４．２�
７１４ ビリーヴマイン 牡３鹿 ５５ 石橋 脩コウトミックレーシング 清水 英克 新冠 大栄牧場 ４４０＋ ６２：２７．８２ １８７．１�
１２ キングシャーロット 牡４鹿 ５７ 丸山 元気馬場 幸夫氏 栗田 徹 新ひだか 上村 清志 ４７６＋１０２：２８．１１� １０３．３�
３６ アドマイヤスコール 牡３鹿 ５５ C．ウィリアムズ 近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４８２－ ２２：２８．２� ３１．０�

（豪）

（１７頭）

売 得 金

単勝： ３０，４０９，５００円 複勝： ４５，２９５，５００円 枠連： ２３，６９３，５００円

馬連： ８７，２３８，５００円 馬単： ５１，１０４，４００円 ワイド： ３４，７９３，０００円

３連複： １０５，８０４，０００円 ３連単： １５４，６１７，５００円 計： ５３２，９５５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４２０円 複 勝 � ５５０円 � ６２０円 � １６０円 枠 連（１－６） ２，９８０円

馬 連 �� ２９，８８０円 馬 単 �� ６０，４５０円

ワ イ ド �� ６，８７０円 �� １，３７０円 �� １，４６０円

３ 連 複 ��� ３２，８３０円 ３ 連 単 ��� ３２６，０３０円

票 数

単勝票数 計 ３０４０９５ 的中 � ９９１６（８番人気）
複勝票数 計 ４５２９５５ 的中 � １７８６０（９番人気）� １５５６８（１０番人気）� １０７８２９（１番人気）
枠連票数 計 ２３６９３５ 的中 （１－６） ５８７８（１２番人気）
馬連票数 計 ８７２３８５ 的中 �� ２１５５（６８番人気）
馬単票数 計 ５１１０４４ 的中 �� ６２４（１３２番人気）
ワイド票数 計 ３４７９３０ 的中 �� １２１１（６７番人気）�� ６３６５（１２番人気）�� ５９４３（１４番人気）
３連複票数 計１０５８０４０ 的中 ��� ２３７９（１０１番人気）
３連単票数 計１５４６１７５ 的中 ��� ３５０（８６０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１１．９―１２．０―１１．９―１２．３―１２．３―１２．１―１２．５―１２．５―１２．４―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．６―２３．７―３５．６―４７．６―５９．５―１：１１．８―１：２４．１―１：３６．２―１：４８．７―２：０１．２―２：１３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．６―３F３７．１
１
３
１７－５（１，１５）（２，４，６，１６）－１３（３，１１）（８，１４）１２，９（７，１０）
１７＝（５，１５）１，１６（２，４）（３，６，１１）（９，１３，８，１４）１２，１０，７

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

勝馬の
紹 介

ヒールゼアハーツ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Distant Relative デビュー ２０１０．７．２５ 新潟７着

２００８．５．５生 牡３栗 母 ミスティーミス 母母 Baino Clinic １１戦２勝 賞金 １７，２３０，０００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。



３２０９１１１月２７日 晴 良 （２３東京５）第８日 第７競走 ��
��１，６００�ベ ゴ ニ ア 賞

発走１３時３０分 （芝・左）

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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．１
１：３３．１

良

良

８１６ サトノギャラント 牡２黒鹿５５ 横山 典弘里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９０＋ ２１：３６．２ ７．８�

１１ オコレマルーナ 牡２青鹿５５ 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 ４４２± ０１：３６．４１� ４．３�

２４ リアルフレア 牡２栗 ５５ M．デムーロ吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム ４５６＋１８ 〃 クビ １６．４�
（伊）

５９ ショウナンラムジ 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠国本 哲秀氏 矢作 芳人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ５００± ０ 〃 アタマ １．９�
１２ ブライアンズオーラ 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 友田牧場 ４７２＋ ６１：３６．６１� １１．４�
６１２ フライングバルーン 牝２栗 ５４ 蛯名 正義吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４３８＋ ８ 〃 クビ ３２．０�
８１５ フェスティヴタロー 牡２栗 ５５ 田中 勝春臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 小倉 光博 ４８４＋１２１：３６．７� ９５．０	
３６ ウイングドウィール 牝２黒鹿５４ C．ルメール �グリーンファーム 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４５４－１２１：３６．９１ ４４．７


（仏）

６１１ 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 ４５０＋ ４ 〃 ハナ ２９．４�
（仏）

５１０ ジャーエスペランサ 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 ４６８＋ ６ 〃 クビ １８．５
３５ フリーダムマーチ 牝２黒鹿５４ 丸山 元気 �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 ４２４－ ４ 〃 アタマ １４６．４�
４８ アサクサウタヒメ 牝２黒鹿５４ 四位 洋文田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４４２－ ２１：３７．０クビ ８０．２�
４７ ダイワカリエンテ 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４４４＋ ２ 〃 クビ ７８．３�
７１３ エーシンスナイパー 牡２鹿 ５５ 石橋 脩�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 ４３６－ ８１：３７．３２ ５９．４�
７１４� ギンザファミリア 牝２栗 ５４ 御神本訓史�有馬工務店 村上 頼章 平取 坂東牧場 ３７６± ０１：３７．６２ ２６７．９�

（大井） （大井）

２３ � ユ カ ナ 牝２鹿 ５４ 戸崎 圭太中田 和宏氏 渡辺 和雄 平取 有限会社中
田牧場 ４９０＋ ８１：３７．７クビ ２３２．７�

（大井） （大井）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，４１１，５００円 複勝： ６２，９６３，９００円 枠連： ２８，４５１，６００円

馬連： １２２，１７８，８００円 馬単： ７３，６６７，５００円 ワイド： ３９，５９３，６００円

３連複： １２１，４６７，１００円 ３連単： ２３９，４００，１００円 計： ７２８，１３４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � ２５０円 � １７０円 � ４３０円 枠 連（１－８） ９２０円

馬 連 �� １，５２０円 馬 単 �� ３，３９０円

ワ イ ド �� ５３０円 �� １，６９０円 �� １，０９０円

３ 連 複 ��� ６，５４０円 ３ 連 単 ��� ３３，６８０円

票 数

単勝票数 計 ４０４１１５ 的中 � ４１１８６（３番人気）
複勝票数 計 ６２９６３９ 的中 � ６６０９０（３番人気）� １１７２５６（２番人気）� ３１６３５（６番人気）
枠連票数 計 ２８４５１６ 的中 （１－８） ２２９９３（３番人気）
馬連票数 計１２２１７８８ 的中 �� ５９６０８（５番人気）
馬単票数 計 ７３６６７５ 的中 �� １６０６２（１１番人気）
ワイド票数 計 ３９５９３６ 的中 �� １９８８５（４番人気）�� ５５３５（１５番人気）�� ８８３３（１１番人気）
３連複票数 計１２１４６７１ 的中 ��� １３７１１（１９番人気）
３連単票数 計２３９４００１ 的中 ��� ５２４６（９３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．０―３６．０―４８．９―１：０１．９―１：１３．４―１：２４．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．３―３F３４．３
３ ５（６，７）（８，１１）（３，１０，１２）（１，９，１５）（２，１３）（１４，４）－１６ ４ ５（６，７，１１）１２（８，１０，１５）（３，９）（１，４）（２，１３）（１６，１４）
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２黒鹿 母 スティンガー 母母 レガシーオブストレングス ４戦２勝 賞金 ２３，６４４，０００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。

３２０９２１１月２７日 晴 良 （２３東京５）第８日 第８競走 ��
��１，４００�シャングリラ賞

発走１４時０５分 （ダート・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 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００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 � サクラシャイニー 牡５栗 ５７ 戸崎 圭太�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４６８± ０１：２４．９ ３．７�
（大井）

４８ � サトノデートナ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 米
Barbara Nel-
son & Richard
Lugovich Jr.

４８０－ ４ 〃 クビ ２０．３�
５１０ メイショウツチヤマ 牡４鹿 ５７ 武 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４９０＋ ６１：２５．０	 ４．９�
５９ トキノエクセレント 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成田中 準市氏 矢野 照正 浦河 三嶋牧場 ４５８＋ ４１：２５．１クビ ７．６�
８１６� カフェヒミコ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣西川 恭子氏 松山 康久 米 Katsumi

Yoshizawa ５０６＋ ２１：２５．４２ ４．０�
７１３�� ス イ レ ン 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝シンボリ牧場 高橋 祥泰 米

Occidental
Thoroughbreds
& Sarum Farm

５０６± ０１：２５．５
 １５．５�
７１４ ブレーヴゴールド 牡５青鹿５７ 御神本訓史磯波 勇氏 高木 登 新冠 平山牧場 B４６６＋ ６１：２５．６クビ ４５．０	

（大井）

６１２ スカラブレイ 牡３黒鹿５６ 福永 祐一 
キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４５６＋１６ 〃 クビ ４５．２�
８１５ ゴールドバシリスク 牡４鹿 ５７ 丸山 元気居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム ５００＋ ２１：２５．７クビ ９．７�
３６ � モエレエンデバー 牡４黒鹿５７ 四位 洋文中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 ４８８－ ２１：２５．８	 ６９．７
２４ タマモスクワート 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠タマモ� 中川 公成 新冠 対馬 正 ５０８＋ ６１：２５．９クビ １８．３�
１２ ケンエンブレム 牡３鹿 ５６ 池添 謙一中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 川上牧場 ４６０＋１２ 〃 アタマ ９９．２�
４７ ザストロンシチー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 富川田中牧場 ４８０＋ ２ 〃 アタマ ３５．４�
１１ ヤマタケディガー 牡５栗 ５７ 小林 淳一山中 佳代氏 根本 康広 日高 今井牧場 ４６８＋ ２１：２６．１１	 ２１６．６�
２３ グランブリーズ 牡４栗 ５７ 宮崎 北斗藤澤眞佐子氏 荒川 義之 浦河 今井 秀樹 ４８８± ０１：２６．３１� ４３４．２�
６１１ レッツゴーマークン 牡３栗 ５６ 武士沢友治魚住 啓市氏 田島 俊明 日高 ナカノファーム B４３８± ０１：２６．５１� ４６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４３，１９０，３００円 複勝： ８３，１４１，１００円 枠連： ４２，０８８，３００円

馬連： １６２，７８３，１００円 馬単： ８４，７１８，４００円 ワイド： ５３，６５６，５００円

３連複： １７１，９１６，８００円 ３連単： ２８１，２２８，３００円 計： ９２２，７２２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １７０円 � ７４０円 � １８０円 枠 連（３－４） ４，９８０円

馬 連 �� ９，５８０円 馬 単 �� １４，８５０円

ワ イ ド �� ２，８４０円 �� ５１０円 �� ２，５１０円

３ 連 複 ��� １２，１３０円 ３ 連 単 ��� ８４，７２０円

票 数

単勝票数 計 ４３１９０３ 的中 � ９４１０６（１番人気）
複勝票数 計 ８３１４１１ 的中 � １５０２４５（２番人気）� ２１４３０（８番人気）� １４４０６７（３番人気）
枠連票数 計 ４２０８８３ 的中 （３－４） ６２４０（１６番人気）
馬連票数 計１６２７８３１ 的中 �� １２５４７（２９番人気）
馬単票数 計 ８４７１８４ 的中 �� ４２１３（４６番人気）
ワイド票数 計 ５３６５６５ 的中 �� ４４３９（２９番人気）�� ２８４６４（４番人気）�� ５０３５（２４番人気）
３連複票数 計１７１９１６８ 的中 ��� １０４６２（３８番人気）
３連単票数 計２８１２２８３ 的中 ��� ２４５０（２４０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．０―３６．３―４８．９―１：００．７―１：１２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．６―３F３６．０
３ ７，８（１２，１０）（５，１３，１６）（４，９，１４）２（３，１５）－１，１１－６ ４ ・（７，８）（１２，１０）１６（５，１３）（９，１４）（４，２）（３，１５）１，１１－６

勝馬の
紹 介

�サクラシャイニー �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 サクラユタカオー

２００６．５．６生 牡５栗 母 サクラフューチャー 母母 ローラローラ ２３戦３勝 賞金 ４５，４６２，０００円
地方デビュー ２００８．５．６ 札幌

※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 エスカーダ号・コスモケンジ号・パワースポット号
※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。



３２０９３１１月２７日 晴 良 （２３東京５）第８日 第９競走 ��
��１，６００�ア プ ロ ー ズ 賞

発走１４時４０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 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．４
１：３１．４

良

良

１１ アドマイヤセプター 牝３栗 ５４ I．メンディザバル 近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４４８－ ６１：３３．５ ４．９�
（仏）

２４ ハングリージャック 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８８－ ２１：３３．７１� ９．０�
１２ フルアクセル 牡３栗 ５６ C．ルメール 山田 和正氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４７２＋ ２１：３３．９１� ４．６�

（仏）

８１７ ヒシカツジェームス 牡４栗 ５７ 武 豊阿部 雅英氏 久保田貴士 新ひだか 岡田スタツド ４７６＋ ６ 〃 アタマ ２１．７�
６１２ ア バ ウ ト 牡３栗 ５６ 福永 祐一副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 ５１２± ０ 〃 クビ ４２．５�
４７ サクラゴスペル 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 山田牧場 ４８０－ ４１：３４．０クビ ３５．８�
７１３ エチゴイチエ 牡３鹿 ５６ M．デムーロ齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４７０＋１０ 〃 クビ ７．１	

（伊）

５９ � クラレットジャグ 	６鹿 ５７ 後藤 浩輝 
サンデーレーシング 中川 公成 早来 ノーザンファーム ４８６＋１８１：３４．１
 ８９．４�
８１６ クリールトルネード 牡６鹿 ５７ C．ウィリアムズ 横山 修二氏 笹田 和秀 新冠 松浦牧場 ４８４＋ ４１：３４．３１� １１５．７�

（豪）

５１０ アドマイヤバートン 牡３栗 ５６ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 千歳 社台ファーム ４６４－ ８１：３４．４クビ ７．０
２３ ローレルエルヴェル 牡６鹿 ５７ 小林 淳一 �ローレルレーシング 小西 一男 静内 池田牧場 ４７０＋ ６ 〃 ハナ ２１４．２�
３６ パープルタイヨー 牡５鹿 ５７ 御神本訓史中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 ４４６－ ２ 〃 クビ １１３．５�

（大井）

７１４ サ ト ノ オ ー 牡３芦 ５６ 横山 典弘里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４５６＋ ４ 〃 アタマ ６．０�
３５ オルトリンデ 牝５栗 ５５ 柴田 善臣 �グリーンファーム 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４８２＋ ４１：３４．５クビ １９．７�
６１１ マイネルエデン 牡５鹿 ５７ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 阿部 新生 新冠 飛渡牧場 ５２０－ ８１：３４．８１
 ８９．５�
８１５ レインスティック 牡４栗 ５７ 田中 勝春 
社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４６０＋ ８１：３５．０１ １２．０�
４８ ベ ス ト ラ ン 牝５黒鹿５５ 武士沢友治本間 茂氏 柴田 政人 新冠 北星村田牧場 ４７８＋ ６１：３５．３２ ３８８．２�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ５３，３４４，６００円 複勝： ８８，５１８，９００円 枠連： ５２，５９１，０００円

馬連： １９８，９３０，８００円 馬単： １０６，６８８，１００円 ワイド： ６４，８８９，６００円

３連複： ２２４，３０５，１００円 ３連単： ３８５，４２４，５００円 計： １，１７４，６９２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � ２１０円 � ３００円 � １７０円 枠 連（１－２） １，２８０円

馬 連 �� ２，４４０円 馬 単 �� ４，０７０円

ワ イ ド �� ８３０円 �� ４５０円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� ３，６６０円 ３ 連 単 ��� ２４，０２０円

票 数

単勝票数 計 ５３３４４６ 的中 � ８６１８５（２番人気）
複勝票数 計 ８８５１８９ 的中 � １１３９０４（３番人気）� ６５６６０（７番人気）� １６５４５５（１番人気）
枠連票数 計 ５２５９１０ 的中 （１－２） ３０３８３（６番人気）
馬連票数 計１９８９３０８ 的中 �� ６０３６２（１０番人気）
馬単票数 計１０６６８８１ 的中 �� １９３５０（１７番人気）
ワイド票数 計 ６４８８９６ 的中 �� １８８２５（９番人気）�� ３８１１０（１番人気）�� １７４７１（１１番人気）
３連複票数 計２２４３０５１ 的中 ��� ４５２３６（８番人気）
３連単票数 計３８５４２４５ 的中 ��� １１８４５（５８番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．５―１１．８―１１．７―１１．４―１１．１―１１．４―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．３―３６．１―４７．８―５９．２―１：１０．３―１：２１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤセプター �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．８．２１ 札幌１着

２００８．３．１４生 牝３栗 母 アドマイヤグルーヴ 母母 エアグルーヴ ９戦３勝 賞金 ５５，１７５，０００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。

３２０９４１１月２７日 晴 良 （２３東京５）第８日 第１０競走
ジャパン・オータムインターナショナル

��
��２，４００�第３１回ジャパンカップ（ＧⅠ）

発走１５時２０分 （国際招待） （芝・左）

３歳以上；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
外務大臣賞・農林水産大臣賞・アイルランド大使賞・日本馬主協会連合会会長賞・東京馬主協会賞（１着）

賞 品
本 賞 ２５０，０００，０００円 １００，０００，０００円 ６３，０００，０００円 ３８，０００，０００円 ２５，０００，０００円
付 加 賞 ３，４４４，０００円 ９８４，０００円 ４９２，０００円
参加記念品
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

レースレコード

２：２２．１
２：２２．１
２：２２．１

良

良

良

１２ ブエナビスタ 牝５黒鹿５５ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４６４＋ ２２：２４．２ ３．４�

８１６ トーセンジョーダン 牡５鹿 ５７ C．ウィリアムズ 島川 �哉氏 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４７８± ０ 〃 クビ １４．１�
（豪）

１１ ジャガーメイル 牡７鹿 ５７ 四位 洋文吉田 和美氏 堀 宣行 浦河 アイオイファーム B４８４－ ６２：２４．５１� １０６．５�
３５ トレイルブレイザー 牡４鹿 ５７ 武 豊前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８８－ ２２：２４．６� ４４．０�
６１２ ウインバリアシオン 牡３鹿 ５５ 安藤 勝己�ウイン 松永 昌博 安平 ノーザンファーム ５１２－ ４２：２４．７� １４．７	
７１３	 デインドリーム 牝３鹿 ５３ A．シュタルケ ブルク・

エバーシュタイン牧場＆吉田照哉 P．シールゲン 独 Gestut
Brummerhof ４２６ 〃 クビ ３．３


（Danedream（GER）） （独） （独）

７１４	 シ ャ レ ー タ 牝３鹿 ５３ C．ルメールアガ・カーン殿下 A．ドゥロワイエデュプレ 愛
His Highness
The Aga Khan’s
Studs S.C.

４４４ ２：２４．９１
 ３６．４�
（Shareta（IRE）） （仏） （仏）

８１５ エイシンフラッシュ 牡４黒鹿５７ 池添 謙一平井 豊光氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４９２＋ ２ 〃 クビ １１．３�
２３ ローズキングダム 牡４黒鹿５７ I．メンディザバル �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４６２＋ ２２：２５．０� ２２．０

（仏）

２４ オウケンブルースリ 牡６栗 ５７ 蛯名 正義福井 明氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４８８± ０ 〃 アタマ ４６．０�
３６ トゥザグローリー 牡４鹿 ５７ 福永 祐一 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ５２４－ ４ 〃 ハナ １６．３�
５９ 	 サラリンクス 牝４鹿 ５５ C．スミヨンロバート・G．エーン

ルート夫人 J．ハモンド 愛 Grangecon
Stud B４０４ ２：２５．１クビ ９４．７�

（Sarah Lynx（IRE）） （仏） （仏）

４８ ヴィクトワールピサ 牡４黒鹿５７ M．デムーロ市川 義美氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５０８ ２：２５．８４ １０．９�
（伊）

６１１	 ミッションアプルーヴド 牡７鹿 ５７ J．エスピノーザ T．チャタポール氏 N．チャタポール 米 Dr.William
F.Coyro Jr. ５２２ ２：２５．９� １６８．５�

（Mission Approved（USA）） （米） （米）

５１０ キングトップガン 牡８鹿 ５７ 戸崎 圭太池田 豊治氏 鮫島 一歩 新冠 北星村田牧場 ５０８＋ ２２：２６．５３� ２４０．０�
（大井）

４７ ペ ル ー サ 牡４栗 ５７ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５２４＋ ４２：２６．７１
 ７．５�

（１６頭）

売 得 金
単勝： ７２３，３５８，５００円 複勝： ７３１，５７１，２００円 枠連： ６５０，５４０，１００円 馬連： ２，８７６，２２０，７００円 馬単： １，５４２，５８６，７００円

ワイド： ７８３，２８６，２００円 ３連複： ３，５６２，０１８，０００円 ３連単： ７，４７６，３０９，６００円 ５重勝： ９８８，３１６，３００円 計： １９，３３４，２０７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １４０円 � ４３０円 � １，６６０円 枠 連（１－８） ９７０円

馬 連 �� ２，３００円 馬 単 �� ４，１８０円

ワ イ ド �� ９８０円 �� ３，８００円 �� １５，８６０円

３ 連 複 ��� ８０，８８０円 ３ 連 単 ��� ３２４，６８０円

５ 重 勝
対象競走：京都９R／東京９R／小倉１０R／京都１０R／東京１０R

キャリーオーバー なし����� ３，６１０，７８０円

票 数

単勝票数 計７２３３５８５ 的中 � １７０３５６８（２番人気）
複勝票数 計７３１５７１２ 的中 � ２０３５６５９（１番人気）� ３７０２０３（８番人気）� ８２７３６（１３番人気）
枠連票数 計６５０５４０１ 的中 （１－８） ４９５８９２（４番人気）
馬連票数 計２８７６２２０７ 的中 �� ９２６６７４（８番人気）
馬単票数 計１５４２５８６７ 的中 �� ２７２６５８（１４番人気）
ワイド票数 計７８３２８６２ 的中 �� ２０７２７８（９番人気）�� ４９９８３（４０番人気）�� １１７９１（８１番人気）
３連複票数 計３５６２０１８０ 的中 ��� ３２５０４（１６５番人気）
３連単票数 計７４７６３０９６ 的中 ��� １６９９４（７３１番人気）
５重勝票数 計９８８３１６３ 的中 ����� ２０２

ハロンタイム １３．０―１１．７―１２．４―１２．５―１２．２―１２．３―１２．５―１１．９―１１．２―１１．０―１１．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．０―２４．７―３７．１―４９．６―１：０１．８―１：１４．１―１：２６．６―１：３８．５―１：４９．７―２：００．７―２：１２．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブエナビスタ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Caerleon デビュー ２００８．１０．２６ 京都３着

２００６．３．１４生 牝５黒鹿 母 ビ ワ ハ イ ジ 母母 ア グ サ ン ２０戦９勝 賞金 １，３８６，４３３，０００円
［他本会外：２戦０勝］

※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。

２レース目
５レース目



３２０９５１１月２７日 晴 良 （２３東京５）第８日 第１１競走 ��
��２，０００�東京ウェルカムプレミアム

発走１６時００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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５６．１
１：５６．１

良

良

２３ � フェデラリスト 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム ５２８＋ ８１：５９．５ ６．９�

４７ ノ ー ス テ ア �３栗 ５５ M．デムーロ山本 英俊氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ５３０－ ４２：００．０３ ９．４�
（伊）

２４ アロマカフェ 牡４黒鹿５７ 武 豊西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４７８－ ２２：００．３２ ４．９�
７１４	 メ ー ヴ ェ 牝３黒鹿５３ 丸山 元気岡田 牧雄氏 栗田 博憲 英 D. D. and Mrs

Jean P. Clee ４５２－ ４２：００．４
 ２３．７�
８１６ ミカエルビスティー 牡４黒鹿５７ 三浦 皇成備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４７２－ ８ 〃 ハナ ６．２�
１２ リッカロイヤル 牡６芦 ５７ 後藤 浩輝立花 幸雄氏 須貝 尚介 浦河 中島 俊明 ５３６＋ ４２：００．５
 ３３．２�
５９ エーブチェアマン 牡４黒鹿５７ 戸崎 圭太 	レーシングホース

ジャパン 清水 利章 様似 様似渡辺牧場 ４３８＋ ４ 〃 アタマ ５．９

（大井）

３６ マイネルアトレ 牡６栗 ５７ A．シュタルケ 	サラブレッドクラブ・ラフィアン 中村 均 門別 佐々木 直孝 ４７２－ ８２：００．６クビ １１１．５�
（独）

１１ ネオサクセス 牡４鹿 ５７ 石橋 脩秋場 清�氏 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 B４６８± ０２：００．７
 １０．７
４８ シ ャ ガ ー ル 牡４栗 ５７ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５００± ０２：００．９１� ９．９�
６１２ アキノカウンター 牡５栗 ５７ 御神本訓史穐吉 正孝氏 中村 均 新冠 中地 義次 ４５４－ ２ 〃 クビ １２３．８�

（大井）

３５ コスモラピュタ 牡４鹿 ５７ C．ルメール �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム ４７２± ０ 〃 ハナ １４．０�
（仏）

８１５ ドリームノクターン 牡６鹿 ５７ 柴田 大知セゾンレースホース	 斎藤 誠 門別 賀張中川牧場 ５０８＋ ２２：０１．６４ ３７．３�
６１１� ゴールディーロック 牡７鹿 ５７ 宮崎 北斗松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４７０＋ ２２：０１．９２ ２９５．９�
７１３ タマモグレアー �７鹿 ５７ 大庭 和弥タマモ	 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ５２２－ ２２：０２．２１� ８６．３�
５１０ フェニコーン 牡７黒鹿５７ 田中 勝春齊藤四方司氏 小桧山 悟 門別 下河辺牧場 ５０６＋ ２ 〃 アタマ ９６．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８４，９３３，０００円 複勝： １２１，７７５，０００円 枠連： ８３，４８８，５００円

馬連： ３２６，８５４，４００円 馬単： １６７，００４，０００円 ワイド： １０１，４６７，７００円

３連複： ３７０，５７８，９００円 ３連単： ６８６，９９９，３００円 計： １，９４３，１００，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ２６０円 � ３２０円 � ２００円 枠 連（２－４） ６５０円

馬 連 �� ３，０７０円 馬 単 �� ５，８５０円

ワ イ ド �� ９６０円 �� ５４０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� ５，１４０円 ３ 連 単 ��� ３５，８００円

票 数

単勝票数 計 ８４９３３０ 的中 � １０３４３２（４番人気）
複勝票数 計１２１７７５０ 的中 � １２７２１９（４番人気）� ９７３３７（６番人気）� １９９６７６（１番人気）
枠連票数 計 ８３４８８５ 的中 （２－４） １０１６７３（１番人気）
馬連票数 計３２６８５４４ 的中 �� ８３８０４（１３番人気）
馬単票数 計１６７００４０ 的中 �� ２２５０７（２２番人気）
ワイド票数 計１０１４６７７ 的中 �� ２６９１２（１１番人気）�� ５２００６（１番人気）�� ３２５４７（５番人気）
３連複票数 計３７０５７８９ 的中 ��� ５６７９１（８番人気）
３連単票数 計６８６９９９３ 的中 ��� １５１２５（７６番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．８―１１．８―１２．２―１２．４―１２．１―１１．８―１１．２―１１．６―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．１―２４．９―３６．７―４８．９―１：０１．３―１：１３．４―１：２５．２―１：３６．４―１：４８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．１―３F３４．３

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

勝馬の
紹 介

�フェデラリスト �
�
父 Empire Maker �

�
母父 サンデーサイレンス

２００７．６．６生 牡４黒鹿 母 ダンスパートナー 母母 ダンシングキイ ６戦３勝 賞金 ４５，９６５，０００円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 １６時０５分に変更。
※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。



（２３東京５）第８日 １１月２７日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １１回 出走頭数 １７２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

６５４，２００，０００円
３，２２０，０００円
３３，９７０，０００円
７，１３０，０００円
６１，８４０，０００円
３１９，０００円
３１９，０００円

５９，８９２，０００円
５，０６４，０００円
１，７０２，８００円

勝馬投票券売得金
１，１０３，１２３，９００円
１，３３５，６６６，５００円
９６９，３６８，１００円
４，０９５，４４７，６００円
２，２４４，９３９，３００円
１，２０６，９８９，４００円
４，９３６，５６３，９００円
９，８４９，９４７，３００円
９８８，３１６，３００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
５ 重 勝
計 ２６，７３０，３６２，３００円

総入場人員 １０３，８１６名 （有料入場人員 ９９，１８０名）



平成２３年度 第５回東京競馬 総計

競走回数 ９５回 出走延頭数 １，３６５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

２，３５２，３７０，０００円
１０，６７０，０００円
１３３，６２０，０００円
１９，７８０，０００円
２２２，２８０，０００円

８９９，０００円
８９９，０００円

４８０，３９７，７５０円
４０，１６３，６００円
１３，５１３，５００円

勝馬投票券売得金
３，６９３，２１４，１００円
６，０６６，５４６，３００円
２，９６１，５７７，３００円
１２，３５７，２８６，２００円
７，５０５，７８１，２００円
４，１４３，１６５，７００円
１４，４５９，３６９，０００円
２９，０６２，４０６，５００円
９８８，３１６，３００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
５ 重 勝
計 ８１，２３７，６６２，６００円

総入場延人員 ３２９，２０４名 （有料入場延人員 ３０９，６７７名）


