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３００１３１１月４日 晴 良 （２４東京５）第２日 第１競走 ��１，３００�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

１：１８．１
１：１８．１

良

良

２２ アルマベルヴァ 牡２鹿 ５５ I．メンディザバル コウトミックレーシング 矢野 英一 新冠 赤石 久夫 ４９２＋ ２１：２１．３ ３．２�
（仏）

６８ ウインプロスパー 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成�ウイン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム ５１２＋ ２１：２１．４� ２．０�
７１０ ミヤビワンド 牡２鹿 ５５ 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 浦河 大成牧場 B４８２－ ８１：２２．１４ ４７．０�
５７ ビックファントム 牡２鹿 ５５ 内田 博幸芹澤 精一氏 勢司 和浩 新ひだか 本桐牧場 ５１４＋ ６１：２２．２� １６．７�
４４ ハイラブソング 牝２芦 ５４ 浜中 俊服部 新平氏 小島 太 浦河 鮫川フアーム ４５４± ０ 〃 ハナ ２７．５�
７１１ ウチケンジェーニオ 牡２栗 ５５ 江田 照男内田 健一氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 ４４２＋ ６１：２２．９４ １０８．６�
８１２ エイダイシアトル 牡２鹿 ５５ 上野 翔	東振牧場 伊藤 大士 むかわ 東振牧場 ４４０＋ ８１：２３．０� ２２８．０

５６ イデアリスタ �２鹿 ５５ 田辺 裕信岡田 壮史氏 菊川 正達 平取 原田 新治 ４８０＋ ２１：２３．１� １３．９�
１１ ショウブスター 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣長塩 豊氏 菅原 泰夫 青森 一山育成牧場 ４６０－ ４１：２３．４１� ２６．５�
３３ ポ ロ ロ ッ カ 牝２青鹿５４ 田中 博康	ミルファーム 畠山 重則 新冠 ラツキー牧場 ４３８＋ ４ 〃 クビ ２０６．０
６９ キ ン シ バ イ 牡２鹿 ５５ C．オドノヒュー 山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 シンボリ牧場 ５０６－ ４１：２３．６� ９６．８�

（愛）

４５ ダイキチサブロウ 牡２栗 ５５ 田中 勝春西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 乾 皆雄 ４７６＋ ４１：２３．７� ５．５�
８１３ フジシルクレディー 牝２黒鹿５４ 宮崎 北斗	フジレーシング 高橋 文雅 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４２２－ ４１：２３．９１� ３５７．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １５，９６７，９００円 複勝： ３５，４３７，９００円 枠連： １０，４９０，９００円

馬連： ４２，９１７，２００円 馬単： ３４，６５１，５００円 ワイド： １８，７５７，７００円

３連複： ５５，６０２，０００円 ３連単： １１０，３２９，１００円 計： ３２４，１５４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � ６１０円 枠 連（２－６） ３２０円

馬 連 �� ３３０円 馬 単 �� ７３０円

ワ イ ド �� １９０円 �� １，５００円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� ２，２４０円 ３ 連 単 ��� ８，５９０円

票 数

単勝票数 計 １５９６７９ 的中 � ４０２１２（２番人気）
複勝票数 計 ３５４３７９ 的中 � ５９５１６（２番人気）� １８０２４７（１番人気）� ６１６４（８番人気）
枠連票数 計 １０４９０９ 的中 （２－６） ２４７６８（１番人気）
馬連票数 計 ４２９１７２ 的中 �� ９８８４４（１番人気）
馬単票数 計 ３４６５１５ 的中 �� ３５０８６（３番人気）
ワイド票数 計 １８７５７７ 的中 �� ３２３５２（１番人気）�� ２５６４（１９番人気）�� ４３１１（１１番人気）
３連複票数 計 ５５６０２０ 的中 ��� １８３５２（９番人気）
３連単票数 計１１０３２９１ 的中 ��� ９４７９（２４番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．２―１１．８―１２．８―１２．８―１２．８―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
６．９―１８．１―２９．９―４２．７―５５．５―１：０８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルマベルヴァ �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．７．２９ 新潟１７着

２０１０．３．８生 牡２鹿 母 サンディフォルス 母母 スイートセシール ４戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
※出走取消馬 タイキグラミー号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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。

３００１４１１月４日 晴 良 （２４東京５）第２日 第２競走 ��
��１，４００�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

１：２１．２
１：２０．３

良

良

７１０ サクラディソール 牝２鹿 ５４ 横山 典弘�さくらコマース尾関 知人 千歳 社台ファーム ４２８＋ ２１：２３．５ ３．９�

８１２ マイネルルークス 牡２栃栗５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 千歳 社台ファーム ４６０＋ ４１：２３．７１ ９０．１�

５５ アルマドラーゴ 牡２栗 ５５ 吉田 豊コウトミックレーシング 高橋 文雅 新ひだか 信田牧場 ４５８＋ ２１：２３．９１� １２８．０�
２２ マイネライムライト 牝２鹿 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 天間 昭一 新冠 コスモヴューファーム ４２８＋ ４ 〃 アタマ ４．７�
７９ リ ヴ ァ ロ 牝２鹿 ５４ 浜中 俊四本 昭弘氏 田中 剛 千歳 社台ファーム ４５０± ０１：２４．０� ３４．８�
８１１ ボンジュールココロ 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 ４５４－ ２ 〃 ハナ ２．５�
１１ ドラゴントーク 牝２黒鹿５４ 内田 博幸窪田 康志氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４３８± ０ 〃 アタマ １４．９	
３３ オクタヴィア 牝２鹿 ５４ 北村 宏司岡田 牧雄氏 古賀 慎明 新ひだか 前田 宗将 ３８８± ０１：２４．１� ２４．８

６７ アラビアンドラゴン 牡２芦 ５５ 田中 勝春吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム ４４０＋ ８ 〃 クビ １９．４�
６８ オーペドアンジョ 牡２青 ５５ 石橋 脩桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 ４１６＋ ２１：２４．２� ２９．９�
５６ クラウンプルートゥ 牡２黒鹿５５ 蛯名 正義矢野 悦三氏 小野 次郎 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム ４５２＋ ２ 〃 クビ ７．４
４４ カシマシャドウ 牡２黒鹿５５ 田面木博公松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 B４３６＋ ８１：２４．６２� １４２．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １９，９５９，９００円 複勝： ３８，７２８，９００円 枠連： １１，６１０，８００円

馬連： ５１，５０７，５００円 馬単： ３６，８８２，１００円 ワイド： ２３，０９０，４００円

３連複： ６１，４７９，９００円 ３連単： １０６，９５５，３００円 計： ３５０，２１４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � ２００円 � １，７７０円 � ４，０５０円 枠 連（７－８） ４６０円

馬 連 �� １８，５６０円 馬 単 �� ２６，７２０円

ワ イ ド �� ５，７５０円 �� １０，９３０円 �� ６８，８７０円

３ 連 複 ��� ４４４，８３０円 ３ 連 単 ��� １，７５４，０７０円

票 数

単勝票数 計 １９９５９９ 的中 � ４１１９１（２番人気）
複勝票数 計 ３８７２８９ 的中 � ６９８１０（２番人気）� ４９１０（１０番人気）� ２０８７（１２番人気）
枠連票数 計 １１６１０８ 的中 （７－８） １８７５５（１番人気）
馬連票数 計 ５１５０７５ 的中 �� ２０４９（３４番人気）
馬単票数 計 ３６８８２１ 的中 �� １０１９（５７番人気）
ワイド票数 計 ２３０９０４ 的中 �� ９９５（３８番人気）�� ５２０（４４番人気）�� ８２（６４番人気）
３連複票数 計 ６１４７９９ 的中 ��� １０２（１８７番人気）
３連単票数 計１０６９５５３ 的中 ��� ４５（９７１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２３．９―３６．０―４８．８―１：００．７―１：１１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３４．７
３ ・（４，６）（２，１０）（７，１１）１，１２（３，８）（５，９） ４ ・（４，６）（２，１０，９）（１，７，１１）（１２，８）３，５
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サクラディソール �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１２．８．１２ 新潟４着

２０１０．４．９生 牝２鹿 母 ブリリアントクロス 母母 アグネスミネルバ ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円

第５回 東京競馬 第２日



３００１５１１月４日 晴 良 （２４東京５）第２日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１０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

１：３３．８
１：３３．１

良

良

７８ マイネルイルミナル 牡２鹿 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 日高 富川田中牧場 ４５４＋ ８１：３５．９ １０．２�

８１１ ブルジュオン 牝２黒鹿５４ 三浦 皇成�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社
ノースヒルズ ４４０－ ６ 〃 クビ ５．７�

５５ タカラプリンス 牡２黒鹿５５ 内田 博幸村山 義男氏 国枝 栄 新冠 大栄牧場 ４６８＋ ６１：３６．０クビ ５．０�
１１ サクセスカーチス 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義�嶋 哲氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム ４５２＋ ２１：３６．２１� １．６�
６６ ヴェネチアンレッド 牝２黒鹿５４ 北村 宏司村野 康司氏 畠山 吉宏 日高 下河辺牧場 ４３４－１０１：３６．３� ５１．４�
３３ オリオンザレヴリ 牡２青鹿５５ 武士沢友治平本 敏夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４５４＋１０１：３６．４� ７７．０�
２２ スピニングゴッデス 牝２黒鹿５４ 柴田 善臣池田 豊治氏 石毛 善彦 新ひだか マークリ牧場 ４７４＋ ６ 〃 クビ ５５．７	
８１０ スズノニシキ 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信小紫惠美子氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 ５１６＋ ６１：３６．６１� ３０．２

７９ バンテアイスレイ 牝２鹿 ５４ 上野 翔�ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 真歌田中牧場 ４３４＋ ２ 〃 クビ ６５．４�
６７ コスモフェイト 牡２鹿 ５５ 丹内 祐次岡田 繁幸氏 畠山 重則 新ひだか 乾 皆雄 ４４８－ ４１：３６．８１� １８．７
４４ ケーニヒスアレー 牝２鹿 ５４ 宮崎 北斗石川 幸司氏 大和田 成 新ひだか 山際セントラルスタッド ４５８＋ ２１：３９．１大差 ３１１．８�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２１，７５９，０００円 複勝： ７７，７４１，７００円 枠連： １１，９４０，５００円

馬連： ４６，５１２，６００円 馬単： ４６，１１９，３００円 ワイド： ２４，５１７，２００円

３連複： ６１，２０７，２００円 ３連単： １４９，８７７，６００円 計： ４３９，６７５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０２０円 複 勝 � ４５０円 � ３７０円 � ３３０円 枠 連（７－８） １，７１０円

馬 連 �� ３，０４０円 馬 単 �� ６，１６０円

ワ イ ド �� ８５０円 �� ６８０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ４，３６０円 ３ 連 単 ��� ３３，８９０円

票 数

単勝票数 計 ２１７５９０ 的中 � １６９５９（４番人気）
複勝票数 計 ７７７４１７ 的中 � ４４３１９（４番人気）� ５５３５４（３番人気）� ６６０６５（２番人気）
枠連票数 計 １１９４０５ 的中 （７－８） ５１６６（６番人気）
馬連票数 計 ４６５１２６ 的中 �� １１３１３（７番人気）
馬単票数 計 ４６１１９３ 的中 �� ５５２７（１７番人気）
ワイド票数 計 ２４５１７２ 的中 �� ６９３５（９番人気）�� ８９７７（６番人気）�� １１００５（５番人気）
３連複票数 計 ６１２０７２ 的中 ��� １０３７３（１２番人気）
３連単票数 計１４９８７７６ 的中 ��� ３２６４（９２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．８―３５．７―４７．４―１：００．３―１：１２．０―１：２３．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルイルミナル �
�
父 メジロベイリー �

�
母父 タマモクロス デビュー ２０１２．７．８ 福島５着

２０１０．３．９生 牡２鹿 母 マイネアクティース 母母 ヒカルダンサー ５戦１勝 賞金 ７，７５０，０００円

３００１６１１月４日 晴 良 （２４東京５）第２日 第４競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１１時２５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

５５ � チャーリーブレイヴ 牡２鹿 ５５ I．メンディザバル 林 正道氏 尾関 知人 米 Mike
Abraham ４８２± ０１：２６．９ ５．０�

（仏）

５６ トミケンプレミオ 牡２鹿 ５５ 宮崎 北斗冨樫 賢二氏 天間 昭一 浦河 梅田牧場 ４９８－ ２１：２７．３２� １５．１�
７９ ダンディーレイ 牡２栗 ５５ 内田 博幸 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 藤原牧場 ４６６－ ４１：２７．４� ６．１�
６８ � シゲルアンドロメダ 牝２鹿 ５４ 浜中 俊森中 蕃氏 坂口 正則 米 Jeremy

Peskoff ４６８－ ４１：２７．５� ４．６�
８１１� バルバドスブルー 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣 �ブルーマネジメント森 秀行 米 Dell Ridge

Farm, LLC ４８２－ ４１：２８．２４ ２．８�
３３ ガッテンハピネス 牝２芦 ５４ 北村 宏司大島 芳子氏 本間 忍 千歳 社台ファーム ４５４－ ８１：２８．７３ １６．９	
８１２ シルバートーク 牡２芦 ５５ 石橋 脩加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 ４８４－ ４ 〃 クビ １５２．９

４４ クリスウィング 牡２鹿 ５５ 田中 勝春�リーヴァ 新開 幸一 新ひだか 藤沢牧場 ４６８＋ ８１：２８．９１� ２２．８�
１１ ドリームアース 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信森 保彦氏 小桧山 悟 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４６８± ０１：２９．０クビ ３２．８�
７１０ マイネチリペッパー 牝２栗 ５４ 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４４６＋ ６１：２９．２１� ４１．４
２２ � ヒシパシフィック 牡２鹿 ５５ 松岡 正海阿部雅一郎氏 手塚 貴久 米 Masa-

ichiro Abe ４７４＋ ２１：２９．３	 １２．２�
６７ グリーンヴィジョン 牡２黒鹿５５ 江田 照男��昭牧場 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 ４４６＋ ２１：２９．９３� １７４．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２２，８５４，１００円 複勝： ３８，１２９，６００円 枠連： １２，２７８，１００円

馬連： ５５，３７７，１００円 馬単： ３７，５７４，９００円 ワイド： ２５，２７７，７００円

３連複： ６８，２３３，７００円 ３連単： １０９，７８９，２００円 計： ３６９，５１４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � ２２０円 � ４７０円 � ２１０円 枠 連（５－５） ３，４９０円

馬 連 �� ４，３００円 馬 単 �� ８，０１０円

ワ イ ド �� １，５７０円 �� ６６０円 �� １，４９０円

３ 連 複 ��� １２，１１０円 ３ 連 単 ��� ６０，９７０円

票 数

単勝票数 計 ２２８５４１ 的中 � ３６１４０（３番人気）
複勝票数 計 ３８１２９６ 的中 � ５０４１１（４番人気）� １７８０６（７番人気）� ５３４７０（３番人気）
枠連票数 計 １２２７８１ 的中 （５－５） ２５９８（１４番人気）
馬連票数 計 ５５３７７１ 的中 �� ９５０９（１８番人気）
馬単票数 計 ３７５７４９ 的中 �� ３４６６（３３番人気）
ワイド票数 計 ２５２７７７ 的中 �� ３８６８（２３番人気）�� ９８８８（５番人気）�� ４０９０（２１番人気）
３連複票数 計 ６８２３３７ 的中 ��� ４１６１（４０番人気）
３連単票数 計１０９７８９２ 的中 ��� １３２９（２０８番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．６―１２．３―１３．２―１２．７―１２．０―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．４―３６．７―４９．９―１：０２．６―１：１４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．２―３F３７．０
３ ６，８（５，１１）（９，１２）（１，１０）（４，７）（３，２） ４ ６，８（５，１１）（９，１２，２）（１，１０，７）４，３

勝馬の
紹 介

�チャーリーブレイヴ �
�
父 Indian Charlie �

�
母父 Carson City デビュー ２０１２．９．１ 札幌１１着

２０１０．３．１９生 牡２鹿 母 Catchofthecentury 母母 Catnip ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３００１７１１月４日 晴 良 （２４東京５）第２日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０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

６１２ ジェベルムーサ 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム ５６２ ―１：４０．０ １０．２�

２４ サルバドールハクイ 牡２鹿 ５５ 松岡 正海則武 輝一氏 相沢 郁 浦河 北俣ファーム ４５６ ― 〃 クビ ２２．１�
４７ ローレルアルトス 牡２黒鹿５５ 蛯名 正義 �ローレルレーシング 小野 次郎 青森 ワールドファーム ４５６ ―１：４０．２１� ４６．０�
６１１ クールシャンクス 牡２鹿 ５５ 内田 博幸川上 哲司氏 矢野 英一 浦河 岡本 昌市 ４７４ ―１：４０．６２� １１．５�
２３ スターシンフォニー 牝２栗 ５４ I．メンディザバル �サンデーレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム ４９６ ―１：４１．１３ ４．６�

（仏）

７１３ ヤマニンビルトゥズ 牡２鹿 ５５ 江田 照男土井 肇氏 黒岩 陽一 浦河 廣田 伉助 ４８６ ―１：４１．５２� ６９．４	
３５ キャビンクルー 牝２栗 ５４ 大庭 和弥山上 和良氏 和田 正道 新冠 浜口牧場 ４３０ ―１：４１．７１� ８２．５

８１６ ハクサンレガシー 牡２青鹿５５ 北村 宏司河� 五市氏 田村 康仁 新ひだか 田湯牧場 ４５４ ―１：４１．９１� ７．２�
１１ ギンザマーシャル 牡２芦 ５５ 三浦 皇成有馬 博文氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ５１０ ―１：４２．１１ ２９．３�
７１４ ダイワボルドー 牡２芦 ５５ 横山 典弘大城 敬三氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４８８ ―１：４２．３１� ３４．３
４８ ナムラビジン 牝２鹿 ５４ 宮崎 北斗奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 ４５６ ―１：４２．４� １２．６�
１２ グリコーゲン 牡２黒鹿５５ 石橋 脩青芝商事� 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４５４ ―１：４２．５� ５５．７�
５９ ブラウンマンボー 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信キャピタルクラブ 田村 康仁 浦河 カナイシスタッド ４９０ ―１：４２．７１ ６４．８�
８１５ トラストハック 牝２青 ５４ 吉田 豊菅波 雅巳氏 高橋 文雅 新冠 北星村田牧場 ４４２ ―１：４３．５５ ２０４．３�
３６ アドマイヤノブナガ 牡２鹿 ５５ 浜中 俊近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム ４８０ ―１：４３．７１� １７．８�
５１０ フ チ 牝２鹿 ５４ C．オドノヒュー 蛭川 年明氏 谷 潔 浦河 ひるかわ育

成牧場 ５０４ ―１：４９．０大差 ２．６�
（愛）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，９９９，８００円 複勝： ３３，９２４，０００円 枠連： １８，４５７，１００円

馬連： ５２，７６６，８００円 馬単： ３５，７６４，３００円 ワイド： ２５，８３９，８００円

３連複： ６８，６７７，３００円 ３連単： １０３，９９０，１００円 計： ３６３，４１９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０２０円 複 勝 � ４１０円 � ７６０円 � １，２２０円 枠 連（２－６） １，１８０円

馬 連 �� １０，８８０円 馬 単 �� １８，６３０円

ワ イ ド �� ３，２３０円 �� ６，８５０円 �� ６，１４０円

３ 連 複 ��� １０３，２３０円 ３ 連 単 ��� ５０４，９００円

票 数

単勝票数 計 ２３９９９８ 的中 � １８６３５（４番人気）
複勝票数 計 ３３９２４０ 的中 � ２３４９３（６番人気）� １１５９１（８番人気）� ６９１７（１１番人気）
枠連票数 計 １８４５７１ 的中 （２－６） １１６０２（４番人気）
馬連票数 計 ５２７６６８ 的中 �� ３５８０（３７番人気）
馬単票数 計 ３５７６４３ 的中 �� １４１７（６４番人気）
ワイド票数 計 ２５８３９８ 的中 �� １９８９（３５番人気）�� ９２５（６９番人気）�� １０３３（６２番人気）
３連複票数 計 ６８６７７３ 的中 ��� ４９１（２５１番人気）
３連単票数 計１０３９９０１ 的中 ��� １５２（１２１２番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．１―１２．０―１２．３―１３．３―１３．１―１２．７―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２３．９―３５．９―４８．２―１：０１．５―１：１４．６―１：２７．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジェベルムーサ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Rock of Gibraltar 初出走

２０１０．２．１５生 牡２鹿 母 ア ビ ラ 母母 Animatrice １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 フチ号は，発走地点で馬装整備。発走時刻４分遅延。
〔制裁〕 フチ号の騎手C．オドノヒューは，３コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（１５番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フチ号は，平成２４年１２月４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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ビービーラッシュ号・マコトオンディーヌ号
※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。

３００１８１１月４日 晴 良 （２４東京５）第２日 第６競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１２時５０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

１：３３．８
１：３３．１

良

良

８１７ ウキヨノカゼ 牝２黒鹿５４ I．メンディザバル 國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーフレンズファーム ４９０ ―１：３５．６ ５０．７�
（仏）

３６ イヴピアジェ 牝２青鹿５４ 蛯名 正義�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 株式会社
ノースヒルズ ４５８ ―１：３６．０２� ６．７�

２４ スイートサルサ 牝２栗 ５４ 田辺 裕信シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 ４７０ ― 〃 クビ ５．７�
７１４ フォレノワール 牝２鹿 ５４ 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 飛野牧場 ５０２ ―１：３６．１クビ ２．６�
６１１ クロイゼリンチャン 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 北田 剛 ４３８ ― 〃 ハナ ５８．１�
４８ パイナップルリリー 牝２黒鹿５４ 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４５０ ―１：３６．３１� ３１．４�
７１５ ダイワポライト 牝２青鹿５４ 丹内 祐次大城 敬三氏 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 ４４０ ―１：３６．４� ３９．７	
７１３ コウヨウエンプレス 牝２鹿 ５４ 宮崎 北斗寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 本巣 一敏 ４８０ ― 〃 クビ ６．７

１１ クラリティーエス 牝２青鹿５４ 吉田 豊吉田 照哉氏 松山 康久 千歳 社台ファーム ４８４ ―１：３６．５クビ １４．６�
８１６ ニュートロンスター 牝２青鹿５４ 松岡 正海山上 和良氏 堀井 雅広 日高 高山牧場 ４７２ ―１：３６．７１� １０１．１�
２３ サトノフェアリー 牝２鹿 ５４ 田中 勝春里見 治氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４３２ ―１：３６．９１� ６．５
４７ ソ ン ヨ ン 牝２栗 ５４ C．オドノヒュー 重松 國建氏 鹿戸 雄一 日高 横井 哲 ４６０ ―１：３７．０� ７２．３�

（愛）

５１０ ドクタールキア 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣松岡 悟氏 根本 康広 日高 庄野牧場 ４４８ ―１：３７．３２ ５４．０�
６１２ プリマチュチュ 牝２栗 ５４

５１ ▲長岡 禎仁スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４５６ ―１：３８．１５ １６５．４�
８１８ リュクスボヌール 牝２鹿 ５４ 江田 照男田畑 憲士氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 ４２８ ―１：３８．３１� １８３．２�
５９ ヒロスマイル 牝２鹿 ５４ 武士沢友治富岡 博氏 古賀 史生 浦河 秋場牧場 ４３２ ― 〃 クビ ２００．０�
３５ シルバームーン 牝２芦 ５４ 横山 典弘�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４３８ ―１：３８．７２� ４９．８�
１２ マトリカリア 牝２黒鹿５４ 田中 博康 �ローレルレーシング 和田正一郎 新冠 対馬 正 ４５２ ―１：３８．９１� １２６．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，６３５，５００円 複勝： ３６，４０３，８００円 枠連： ２１，９４２，６００円

馬連： ５５，６３０，０００円 馬単： ３５，９９２，１００円 ワイド： ２４，６０２，１００円

３連複： ６６，３７９，７００円 ３連単： １０６，７２４，４００円 計： ３７０，３１０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，０７０円 複 勝 � １，２１０円 � ２５０円 � ２３０円 枠 連（３－８） ６，２５０円

馬 連 �� １５，０７０円 馬 単 �� ３９，０７０円

ワ イ ド �� ４，０６０円 �� ４，４１０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� ３６，４００円 ３ 連 単 ��� ４４０，０２０円

票 数

単勝票数 計 ２２６３５５ 的中 � ３５２１（１０番人気）
複勝票数 計 ３６４０３８ 的中 � ６３５６（１０番人気）� ４２４１８（４番人気）� ４７２８３（２番人気）
枠連票数 計 ２１９４２６ 的中 （３－８） ２５９４（１７番人気）
馬連票数 計 ５５６３００ 的中 �� ２７２６（３３番人気）
馬単票数 計 ３５９９２１ 的中 �� ６８０（７９番人気）
ワイド票数 計 ２４６０２１ 的中 �� １４５７（３５番人気）�� １３４０（４０番人気）�� ７４２２（９番人気）
３連複票数 計 ６６３７９７ 的中 ��� １３４６（９２番人気）
３連単票数 計１０６７２４４ 的中 ��� １７９（８０４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．０―３６．０―４８．４―１：００．７―１：１２．５―１：２３．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウキヨノカゼ �
�
父 オンファイア �

�
母父 フサイチコンコルド 初出走

２０１０．３．３０生 牝２黒鹿 母 アドマイヤダッシュ 母母 シンコウエンジェル １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ダイワポライト号の騎手丹内祐次は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（１４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） ３頭 イメージガール号・フロアクラフト号・ロジヒット号
※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。



３００１９１１月４日 晴 良 （２４東京５）第２日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時２０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

２２ ニットウビクトリー 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣�日東牧場 松山 康久 浦河 日東牧場 ４７０± ０１：３７．５ ９．２�

６８ サトノレオパード 牡３鹿 ５６ 横山 典弘里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５０２＋ ２１：３７．７１� ６．２�
４４ ハ ー コ ッ ト 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４６４－ ４１：３７．９１� １．７�
３３ コスモシャンハイ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 日高 庫宝牧場 ５０４＋２０１：３８．４３ ４０．１�
８１２ ダテノスイミー 牡５栗 ５７ 蛯名 正義関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 ４５２＋ ２１：３８．６１ １７．４�
７１１ リンガスクリフ 牡４栗 ５７ 三浦 皇成伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ４９８＋ ２ 〃 クビ １０．５�
４５ ヤマニンティグル 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 B４７６＋ ４１：３８．７	 １２７．８	
８１３
 エ ク チ ュ ア 牡３鹿 ５６ 石橋 脩前田 幸治氏 矢作 芳人 英 Value

Bloodstock ４５０＋２０１：３８．８クビ ９．９

７１０
 オ オ ミ カ ミ 牡３栃栗５６ 浜中 俊幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米 McKee Sta-

bles Inc. ５００－ ４１：３９．０１� ２８．７�
６９ バンダムクラウス 牡５鹿 ５７ 江田 照男山科 統氏 南田美知雄 浦河 バンダム牧場 B４５４± ０１：３９．２	 ２５４．８�
５６ メイショウトチワカ 牡４鹿 ５７ 田中 勝春松本 好雄氏 小島 太 浦河 鮫川フアーム ４６４＋ ４１：３９．７３ ４８．０
５７ � フ ゲ ン 牡５鹿 ５７ 田中 博康栗山 良子氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 ５２０＋１４１：４１．３１０ ２６７．４�
１１ ワイワイガヤガヤ 牡３栗 ５６ 吉田 豊小田切有一氏 粕谷 昌央 日高 大江牧場 B５３４＋ ８１：４２．２５ ４５．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３０，６７５，５００円 複勝： ６７，３０１，９００円 枠連： １９，２８９，５００円

馬連： ７５，９４２，３００円 馬単： ５５，３４２，８００円 ワイド： ３２，６４８，５００円

３連複： ９０，７５９，８００円 ３連単： １８０，０８６，２００円 計： ５５２，０４６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９２０円 複 勝 � １６０円 � １９０円 � １１０円 枠 連（２－６） ３，７４０円

馬 連 �� ３，３７０円 馬 単 �� ７，６８０円

ワ イ ド �� ８５０円 �� ２５０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� １，１３０円 ３ 連 単 ��� １８，２３０円

票 数

単勝票数 計 ３０６７５５ 的中 � ２６５０６（３番人気）
複勝票数 計 ６７３０１９ 的中 � ７０４８５（２番人気）� ５３６７２（４番人気）� ３５２１４７（１番人気）
枠連票数 計 １９２８９５ 的中 （２－６） ３８１５（１２番人気）
馬連票数 計 ７５９４２３ 的中 �� １６６６７（１１番人気）
馬単票数 計 ５５３４２８ 的中 �� ５３２２（２０番人気）
ワイド票数 計 ３２６４８５ 的中 �� ７９６０（１２番人気）�� ３７０４４（１番人気）�� ３０８８０（２番人気）
３連複票数 計 ９０７５９８ 的中 ��� ５９５１４（２番人気）
３連単票数 計１８００８６２ 的中 ��� ７２９１（５８番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１１．４―１２．３―１２．８―１２．７―１２．５―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．１―３４．５―４６．８―５９．６―１：１２．３―１：２４．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニットウビクトリー �
�
父 ヘクタープロテクター �

�
母父 エイシンサンディ デビュー ２０１２．１．２８ 東京４着

２００９．３．１６生 牡３鹿 母 エイシンサーメット 母母 エイシンスポーケン ８戦２勝 賞金 １７，８００，０００円

３００２０１１月４日 晴 良 （２４東京５）第２日 第８競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０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

１：２１．９
１：２１．５

不良

不良

８１５ ダイワモービル 牡４黒鹿５７ 北村 宏司大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 ５２０＋ ６１：２５．８ ４．９�

４８ ピグマリオン 牡３鹿 ５６ 浜中 俊 �キャロットファーム 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 ４５６－ ６１：２６．１２ ２．３�
６１２ ケイアイアポロン 牡４鹿 ５７ 内田 博幸 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 新ひだか 松田牧場 ５２２－ ４ 〃 アタマ １３．６�
４７ ノ ボ ク ン 牡５鹿 ５７ 大庭 和弥�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 ４８２± ０１：２６．４２ ４７．８�
６１１ ジ ャ イ ア ン 牡４鹿 ５７ 松岡 正海�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４８４＋ ６１：２６．５クビ ５．６�
１１ リバティーアゲイン 牡３青鹿５６ 三浦 皇成阿部 幸暉氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 ４８２± ０１：２６．７１� ４３．１	
２４ デュアルサクセス 牡５黒鹿５７ I．メンディザバル 吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４４６－ ２ 〃 ハナ １６．８


（仏）

５９ ク リ ム ゾ ン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春田原 邦男氏 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６０＋ ４ 〃 クビ ５１．５�

１２ カネトシミント 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義兼松 利男氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 ５１４＋１４１：２６．８� ４４．９�
３５ オメガスパーキング 牡３鹿 ５６ 横山 典弘原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４８４＋１４１：２７．１２ ５．２
７１４ シンボリシュテルン 牡４黒鹿５７ 柴田 善臣シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 ５３０＋１４１：２７．２� ３１３．３�
５１０� ダノンフォレスト 牡４鹿 ５７ 石橋 脩�ダノックス 萩原 清 安平 追分ファーム ４７０＋ ８１：２７．４１� １５９．８�
２３ マンボマンボ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信久保 敏文氏 大江原 哲 新ひだか 及川 幸夫 B４７４－ ４１：２７．６１� １５３．０�
３６ � サ ト シ ッ ク 牡５鹿 ５７ 中谷 雄太小林 照弘氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ５１６－ ４１：２８．０２� ４２３．６�
８１６ シンボリルマン 	５鹿 ５７ 柴山 雄一シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 ４８４± ０１：２８．４２� ４２５．１�
７１３ イージーウイン 牡５鹿 ５７ 丹内 祐次田島榮二郎氏 嶋田 功 新ひだか 畠山牧場 ４６０± ０１：２８．５クビ １２９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，６８９，１００円 複勝： ４９，９４８，１００円 枠連： ２３，５８０，５００円

馬連： ８１，８４５，４００円 馬単： ５４，２４１，４００円 ワイド： ３４，６８２，４００円

３連複： ９６，６９２，４００円 ３連単： １７３，８９５，８００円 計： ５４５，５７５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � ２８０円 枠 連（４－８） ４４０円

馬 連 �� ４８０円 馬 単 �� １，１７０円

ワ イ ド �� ２００円 �� ７３０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� １，９２０円 ３ 連 単 ��� ８，５６０円

票 数

単勝票数 計 ３０６８９１ 的中 � ４９５０３（２番人気）
複勝票数 計 ４９９４８１ 的中 � ９５５１５（２番人気）� １５３３３３（１番人気）� ３０８７５（６番人気）
枠連票数 計 ２３５８０５ 的中 （４－８） ４０４６４（１番人気）
馬連票数 計 ８１８４５４ 的中 �� １２６７３１（１番人気）
馬単票数 計 ５４２４１４ 的中 �� ３４２１４（３番人気）
ワイド票数 計 ３４６８２４ 的中 �� ５５８６３（１番人気）�� １００８９（９番人気）�� １３８３７（６番人気）
３連複票数 計 ９６６９２４ 的中 ��� ３７３１３（５番人気）
３連単票数 計１７３８９５８ 的中 ��� １４９９４（２１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．５―３６．８―４９．６―１：０２．１―１：１３．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワモービル �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 Unbridled デビュー ２０１０．９．１２ 中山１着

２００８．２．１７生 牡４黒鹿 母 フリーフォーギブン 母母 Redeemer １９戦３勝 賞金 ３７，００２，０００円
〔制裁〕 サトシック号の調教師水野貴広は，競走中に同馬の鞍が変位したことについて戒告。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３００２１１１月４日 晴 良 （２４東京５）第２日 第９競走 ��
��１，８００�

ひ ゃ く に ち そ う

百 日 草 特 別
発走１４時２５分 （芝・左）

２歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ９，５００，０００円 ３，８００，０００円 ２，４００，０００円 １，４００，０００円 ９５０，０００円
付 加 賞 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４６．９
１：４６．４

良

良

６７ � レッドレイヴン 牡２青鹿５５ 内田 博幸 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 米 Richard Santulli
& Bobby Flay ４９２＋ ２１：４８．６ １．９�

５５ ピュアソルジャー 牡２鹿 ５５ 吉田 豊鶴見 清氏 大久保洋吉 新ひだか 千代田牧場 ４７０± ０１：４８．９１� １３．１�
３３ トーセンヤマト 牡２栗 ５５ 田中 勝春島川 �哉氏 中川 公成 新ひだか 土田農場 ５１０＋ ４１：４９．０� ３５．０�
８１１ セ キ シ ョ ウ 牝２青鹿５４ 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 ４７８－ ６ 〃 ハナ ４．５�
１１ タイセイポラリス 牡２栗 ５５ 蛯名 正義田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ５００＋１８ 〃 クビ ８．２�
７８ ドラゴンレジェンド 牡２栗 ５５ 田辺 裕信窪田 芳郎氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４７４± ０１：４９．１� ８．０	
６６ コスモハヤブサ 牡２青鹿５５ 三浦 皇成 
ビッグレッドファーム 清水 美波 新冠 コスモヴューファーム ４４４－ ８ 〃 ハナ １３．４�
４４ マイネルクレイズ 牡２黒鹿５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ハシモトフアーム ４７２＋１０１：４９．４１� ８６．４�
２２ トーセンエジンバラ 牡２栗 ５５ 北村 宏司島川 �哉氏 本間 忍 日高 本間牧場 ４６８＋ ６１：４９．６１	 １３０．８
７９ ア ガ サ 牝２青 ５４ 石橋 脩上野 直樹氏 小野 次郎 日高 社台ファーム ４７８－ ２１：５０．１３ ２１．６�
８１０ インティワタナ 牝２鹿 ５４ 松岡 正海
ミルファーム 大和田 成 新ひだか 城地 清満 ４５２＋１６１：５１．４８ ２０６．３�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ４７，８４４，４００円 複勝： ６３，１０３，５００円 枠連： ２３，８６５，１００円

馬連： １１２，６６０，６００円 馬単： ７９，８９６，８００円 ワイド： ４４，５６３，８００円

３連複： １２０，５０１，２００円 ３連単： ２７７，１１３，７００円 計： ７６９，５４９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １３０円 � ２４０円 � ５１０円 枠 連（５－６） １，０１０円

馬 連 �� １，６３０円 馬 単 �� ２，３４０円

ワ イ ド �� ６２０円 �� ９７０円 �� ２，４１０円

３ 連 複 ��� ９，４３０円 ３ 連 単 ��� ２６，０６０円

票 数

単勝票数 計 ４７８４４４ 的中 � ２０５２７６（１番人気）
複勝票数 計 ６３１０３５ 的中 � １９６５３９（１番人気）� ６０２３６（５番人気）� ２２３７０（８番人気）
枠連票数 計 ２３８６５１ 的中 （５－６） １７４４１（４番人気）
馬連票数 計１１２６６０６ 的中 �� ５１０２６（７番人気）
馬単票数 計 ７９８９６８ 的中 �� ２５２７４（８番人気）
ワイド票数 計 ４４５６３８ 的中 �� １８７７２（７番人気）�� １１３７１（１１番人気）�� ４３４５（２９番人気）
３連複票数 計１２０５０１２ 的中 ��� ９４３７（３２番人気）
３連単票数 計２７７１１３７ 的中 ��� ７８５０（９４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．３―３６．７―４９．６―１：０２．０―１：１４．５―１：２６．０―１：３７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．６―３F３４．１

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

勝馬の
紹 介

�レッドレイヴン �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Silver Hawk デビュー ２０１２．７．１ 函館１着

２０１０．３．４生 牡２青鹿 母 Wonder Again 母母 Ameriflora ２戦２勝 賞金 １６，７７３，０００円
※アガサ号・インティワタナ号・セキショウ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

３００２２１１月４日 晴 良 （２４東京５）第２日 第１０競走 ��
��１，６００�ユートピアステークス

発走１５時００分 （芝・左）

牝，３歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５５�
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 ２０３，０００円 ５８，０００円 ２９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．３
１：３０．７

良

良

１１ パストフォリア 牝３鹿 ５４ 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４６２－ ２１：３４．０ ４．１�

８８ ラインジェシカ 牝５栗 ５５ 内田 博幸大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ４９６－ ２ 〃 ハナ １４．７�
４４ イチオクノホシ 牝３芦 ５４ I．メンディザバル �ビリオンスター矢野 英一 千歳 社台ファーム ４４８＋ ８ 〃 クビ ３．７�

（仏）

７７ サクラクローバー 牝５鹿 ５５ 横山 典弘�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 ４７０－ ４ 〃 ハナ １１．８�
３３ カトルズリップス 牝４黒鹿５５ 田辺 裕信山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B４８６＋ ４１：３４．２１� １４．８�
６６ サンシャイン 牝３黒鹿５４ 浜中 俊青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４２６－ ２ 〃 クビ ２．８	
８９ ピュアブリーゼ 牝４栗 ５５ 三浦 皇成 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４５８＋ ６ 〃 ハナ ２３．１

２２ スピードリッパー 牝４栗 ５５ 蛯名 正義吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４７４＋ ６１：３４．３� ８．４�
５５ カイルアロマンス 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣横瀬 兼二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４５８－１２１：３５．２５ １７０．３�

（９頭）

売 得 金

単勝： ４２，７８３，３００円 複勝： ６０，４５２，７００円 枠連： ２４，０７６，５００円

馬連： １２６，４９１，０００円 馬単： ８３，１８０，０００円 ワイド： ４２，８０３，９００円

３連複： １２９，８３３，９００円 ３連単： ３２４，０５７，５００円 計： ８３３，６７８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １４０円 � ２４０円 � １５０円 枠 連（１－８） １，８２０円

馬 連 �� ２，４１０円 馬 単 �� ３，８５０円

ワ イ ド �� ６４０円 �� ２９０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ２，３５０円 ３ 連 単 ��� １５，１７０円

票 数

単勝票数 計 ４２７８３３ 的中 � ８３０８３（３番人気）
複勝票数 計 ６０４５２７ 的中 � １３１３０３（２番人気）� ５３１８１（５番人気）� １１６１７８（３番人気）
枠連票数 計 ２４０７６５ 的中 （１－８） ９８１１（１０番人気）
馬連票数 計１２６４９１０ 的中 �� ３８８４８（１３番人気）
馬単票数 計 ８３１８００ 的中 �� １５９５４（１８番人気）
ワイド票数 計 ４２８０３９ 的中 �� １５５４８（８番人気）�� ４１５９０（２番人気）�� １５３００（９番人気）
３連複票数 計１２９８３３９ 的中 ��� ４０９１５（１０番人気）
３連単票数 計３２４０５７５ 的中 ��� １５７７０（５３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１１．８―１２．０―１２．２―１１．７―１１．０―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．９―３５．７―４７．７―５９．９―１：１１．６―１：２２．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パストフォリア 
�
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 ２０１１．１０．８ 東京３着

２００９．２．１２生 牝３鹿 母 ハッピーパス 母母 ハッピートレイルズ １１戦４勝 賞金 ５４，００９，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
※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。

１レース目



３００２３１１月４日 晴 良 （２４東京５）第２日 第１１競走 ��
��２，５００�第５０回アルゼンチン共和国杯（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （芝・左）

３歳以上，２３．１１．５以降２４．１０．２８まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
アルゼンチン共和国労働雇用社会保障省賞（１着）

賞 品
本 賞 ５５，０００，０００円 ２２，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，３００，０００円 ５，５００，０００円
付 加 賞 １，１０６，０００円 ３１６，０００円 １５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２９．８
２：２９．５

良

良

３４ ル ル ー シ ュ 牡４黒鹿５６ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５０２－１６２：２９．９ ３．８�

４７ ムスカテール 牡４黒鹿５５ 内田 博幸吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４８２－ ４２：３０．１１� ４．９�
２３ マイネルマーク 牡４青鹿５２ 丹内 祐次 �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 B４５８－ ２２：３０．５２� １４．６�
１１ ビートブラック 牡５青 ５９ 石橋 脩前田 幸治氏 中村 均 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１２－ ４２：３０．６クビ ２２．８�
６１１ オーシャンブルー 牡４鹿 ５５ 三浦 皇成青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４３６－ ４２：３０．７� １１．５�
５９ ギュスターヴクライ 牡４黒鹿５８ 蛯名 正義 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム ４８８－ ８２：３０．８� ３．１	
５８ オウケンブルースリ 牡７栗 ５８ 浜中 俊福井 明氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４８４－ ４２：３１．１２ ７．３

３５ アースシンボル 牝７鹿 ５０ 田中 博康松山 増男氏 宗像 義忠 三石 城地 清満 ４７２－ ２２：３１．２� ２５６．７�
８１４� メ ー ヴ ェ 牝４黒鹿５２ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 栗田 博憲 英 D. D. and Mrs

Jean P. Clee ４５８－ ２２：３１．３� ７１．６�
６１０ トウカイトリック 牡１０鹿 ５６ 北村 宏司内村 正則氏 野中 賢二 三石 土田 扶美子 ４４４－ ６２：３１．５１� １８４．６
４６ トウカイパラダイス 牡５黒鹿５６ 柴山 雄一内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４９６－１８ 〃 クビ ３０．０�
７１２ フォゲッタブル 牡６黒鹿５７ C．オドノヒュー 金子真人ホールディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４８６－ ４２：３１．７１ ２６．８�

（愛）

２２ イケドラゴン 牡７栗 ５０ 江田 照男池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 ５３４＋１４２：３１．９１	 ６６．８�
７１３ マイネルキッツ 牡９栗 ５８ 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 B５０２＋ ８２：３３．８大差 ９２．３�
８１５ ミッキーペトラ 牡６鹿 ５４ 田中 勝春野田みづき氏 森 秀行 静内 矢野牧場 ５１６± ０２：３４．３３ １６１．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６４，９１０，９００円 複勝： ２４６，７８９，７００円 枠連： １４３，７８８，１００円

馬連： ７７２，０５３，０００円 馬単： ４２１，０７１，０００円 ワイド： ２３９，００２，６００円

３連複： １，０２４，８６０，３００円 ３連単： ２，１９９，４３１，５００円 計： ５，２１１，９０７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １７０円 � １９０円 � ３７０円 枠 連（３－４） ８６０円

馬 連 �� １，０６０円 馬 単 �� １，８７０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� ７５０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� ３，１３０円 ３ 連 単 ��� １２，７４０円

票 数

単勝票数 計１６４９１０９ 的中 � ３４４９８４（２番人気）
複勝票数 計２４６７８９７ 的中 � ４３５７１９（２番人気）� ３６０２２５（３番人気）� １４４５７５（６番人気）
枠連票数 計１４３７８８１ 的中 （３－４） １２４３１５（３番人気）
馬連票数 計７７２０５３０ 的中 �� ５３７６７１（４番人気）
馬単票数 計４２１０７１０ 的中 �� １６６１８８（６番人気）
ワイド票数 計２３９００２６ 的中 �� １３４６８９（４番人気）�� ７７３６６（８番人気）�� ６４９１７（１２番人気）
３連複票数 計１０２４８６０３ 的中 ��� ２４１８３８（９番人気）
３連単票数 計２１９９４３１５ 的中 ��� １２７４３０（３３番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．２―１１．０―１２．１―１２．３―１２．３―１２．９―１２．６―１２．１―１２．１―１１．５―１１．２―１１．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
６．８―１８．０―２９．０―４１．１―５３．４―１：０５．７―１：１８．６―１：３１．２―１：４３．３―１：５５．４―２：０６．９―２：１８．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ル ル ー シ ュ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Highest Honor デビュー ２０１０．９．５ 札幌１着

２００８．３．１９生 牡４黒鹿 母 ダンスーズデトワール 母母 Latifolia １１戦６勝 賞金 １５２，７７９，０００円
〔制裁〕 メーヴェ号の騎手宮崎北斗は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１３番・１２番・１１番・１０番への進

路影響）
〔その他〕 ギュスターヴクライ号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症。
※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。

３００２４１１月４日 晴 良 （２４東京５）第２日 第１２競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時１０分 （ダート・左）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．４
１：３３．３

重

良

２４ � タイガースラム �６栗 ５７ 浜中 俊吉田 和美氏 高野 友和 新冠 柏木 一則 ５７０－２０１：３７．２ ６．５�

３６ ツクババンドーオー 牡３鹿 ５６ 武士沢友治荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 ４８６± ０１：３７．８３� ３３．７�
１１ フラアンジェリコ 牡４栗 ５７ I．メンディザバル �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４９４－ ８ 〃 クビ ４．１�

（仏）

２３ ル イ ー ズ 牝４青鹿５５ 吉田 豊大野 富生氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム B４７８－ ２１：３８．０� ３１．９�
５９ スイングエンジン 牡６栗 ５７ 松岡 正海平井 裕氏 森 秀行 浦河 岡部牧場 ４６８＋ ４１：３８．２１� １０９．９�
６１１ キングスリージョン 牡６栗 ５７ 横山 典弘吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム ５００＋ ２１：３８．３� ２１．８�
８１６ ヤマタケディガー 牡６栗 ５７ 三浦 皇成山中 佳代氏 根本 康広 日高 今井牧場 ４６６－ ４ 〃 クビ ７．３	
８１５ ケイアイエレガント 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信 
啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 B５０２＋１０１：３８．５１ ３１．７�
６１２ パ ン ジ ャ 牡４青鹿５７ 石橋 脩深澤 朝房氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ５１８－ ６ 〃 クビ １３．４�
７１３ ラヴィンライフ 牡６鹿 ５７ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 武 宏平 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８＋ ６１：３８．６� １４．８
４８ サクラトップクイン 牝４鹿 ５５ 内田 博幸櫻井 秀樹氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４４４＋ ２１：３８．７クビ ３．７�
７１４ ラッシュザワーク 牡５栗 ５７ 柴田 善臣 
グリーンファーム二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４９０＋ ４１：３８．８� ６７．６�
４７ � ヒロノキョウシュウ 牡７鹿 ５７ 柴山 雄一八百板俊一郎氏 星野 忍 静内 聖心台牧場 ５０８＋ ２１：３８．９クビ ３５１．４�
１２ フ ィ ア レ ス 牝３栗 ５４ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４４２＋ ４１：３９．６４ １０．３�
５１０ フレンドワン 牡３黒鹿５６ 田中 勝春戸山 昌彦氏 南田美知雄 森 笹川大晃牧場 ４７２＋ ２１：４０．０２� ２２．９�
３５ � ガ ナ ー ル 牡５黒鹿５７ 江田 照男伊達 敏明氏 伊藤 圭三 日高 サンシャイン

牧場 ５２８＋１０１：４０．１� ２０９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４８，１９２，９００円 複勝： ７３，４８４，３００円 枠連： ５０，１６０，７００円

馬連： １９４，８１３，７００円 馬単： ９３，９４５，１００円 ワイド： ６４，０９４，３００円

３連複： ２３６，６０７，７００円 ３連単： ４４１，３３０，８００円 計： １，２０２，６２９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２６０円 � ７６０円 � １８０円 枠 連（２－３） ７，３１０円

馬 連 �� １１，０８０円 馬 単 �� １７，０９０円

ワ イ ド �� ３，２３０円 �� ６４０円 �� ２，２１０円

３ 連 複 ��� １５，０９０円 ３ 連 単 ��� １０４，２３０円

票 数

単勝票数 計 ４８１９２９ 的中 � ５８９４８（３番人気）
複勝票数 計 ７３４８４３ 的中 � ７４２１４（４番人気）� ２０２２７（１２番人気）� １３０５７７（２番人気）
枠連票数 計 ５０１６０７ 的中 （２－３） ５０６６（２６番人気）
馬連票数 計１９４８１３７ 的中 �� １２９８７（３７番人気）
馬単票数 計 ９３９４５１ 的中 �� ４０５７（５８番人気）
ワイド票数 計 ６４０９４３ 的中 �� ４７００（４５番人気）�� ２６３８０（３番人気）�� ６９６０（２９番人気）
３連複票数 計２３６６０７７ 的中 ��� １１５７９（５０番人気）
３連単票数 計４４１３３０８ 的中 ��� ３１２５（３５４番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１２．１―１２．２―１２．４―１１．９―１１．９―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．２―３６．３―４８．５―１：００．９―１：１２．８―１：２４．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�タイガースラム �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Grand Slam

２００６．４．１１生 �６栗 母 ス ラ ム イ ン 母母 Topacio １９戦２勝 賞金 ２５，６００，０００円
初出走 JRA ［他本会外：１戦１勝］

※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 テンゲントッパ号
※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。

４レース目



（２４東京５）第２日 １１月４日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６２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

２６６，１６０，０００円
８，９８０，０００円
２，２６０，０００円
２４，１１０，０００円
５６，４９１，０００円
４，４６７，０００円
１，５５５，２００円

勝馬投票券売得金
４９２，２７２，３００円
８２１，４４６，１００円
３７１，４８０，４００円
１，６６８，５１７，２００円
１，０１４，６６１，３００円
５９９，８８０，４００円
２，０８０，８３５，１００円
４，２８３，５８１，２００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 １１，３３２，６７４，０００円

総入場人員 ３５，７０２名 （有料入場人員 ３３，６９１名）


