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３００７３１１月２４日 曇 良 （２４東京５）第７日 第１競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走９時５０分 （ダート・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

１：３６．９
１：３６．９

不良

不良

１２ アンルーリー 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥ディアレスト 高木 登 新ひだか 八田ファーム ４６８＋ ６１：３９．０ ６．４�

５１０ クレバーパルマ 牝２栗 ５４ 内田 博幸本間 充氏 根本 康広 新ひだか 橋本牧場 ４２４± ０１：３９．８５ ３．７�
６１１ アイムオンファイア 牝２栗 ５４ 柴田 善臣小池 宗人氏 二ノ宮敬宇 新ひだか タイヘイ牧場 ４７２－ ６１：４０．６５ １０．８�
１１ ハーツオブテキサス 牝２黒鹿５４ 横山 典弘吉田 千津氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ４９６± ０１：４１．２３� ７．７�
４７ オメガラヴィータ 牝２栗 ５４ 岩田 康誠原 �子氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム ４６２－ ４ 〃 アタマ ５．３�
２４ ポエティックターン 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義 H.H．シェイク・ハムダン 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８８＋ ２１：４１．５１� ３６．７�
６１２ マキノクィーン 牝２鹿 ５４ 浜中 俊島宮 萬喜氏 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 ４７８－ ２１：４１．６� １１０．９�
７１４ スノードロップ 牝２芦 ５４ 柴田 大知山口 敦広氏 浅野洋一郎 新ひだか 藤沢牧場 ４５６＋ ２ 〃 アタマ １３．６	
２３ ポ ン マ リ ー 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲横山 和生吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４７４－ ２１：４２．２３� １１３．６

７１３ スターシンフォニー 牝２栗 ５４ C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム ４９８＋ ２１：４２．５２ ４．３�

（豪）

５９ ナ ト ゥ ー ラ 牝２鹿 ５４ 田中 博康 ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 戸田 博文 日高 オリオンファーム ４３４＋ ６１：４２．６クビ １４３．７�

４８ グ ー タ ッ チ 牝２鹿 ５４ 村田 一誠島田 久氏 柴崎 勇 日高 浜本 幸雄 ４５４± ０ 〃 ハナ １１８．３�
３６ ノーブルダンス 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前川 正美 ４６０－ ２１：４２．７� １１１．６�
８１５ アンプールトゥ 牝２黒鹿 ５４

５２ △西村 太一江川 伸夫氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４４６－ ４１：４３．６５ １３２．８�
３５ ピーコックグリーン 牝２芦 ５４ 梶 晃啓岡田 牧雄氏 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド ４４０± ０１：４４．７７ ５７．７�
８１６ ソ ン ヨ ン 牝２栗 ５４ 三浦 皇成重松 國建氏 鹿戸 雄一 日高 横井 哲 ４５２－ ８１：４６．４大差 ６０．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，３８６，９００円 複勝： ３２，５０６，７００円 枠連： １２，１６６，４００円

馬連： ４２，３９２，１００円 馬単： ２８，５１６，９００円 ワイド： ２１，４３２，４００円

３連複： ５９，９５７，９００円 ３連単： ９１，０９８，１００円 計： ３０２，４５７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２２０円 � １５０円 � ３５０円 枠 連（１－５） ６２０円

馬 連 �� １，１３０円 馬 単 �� ２，２４０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� １，４１０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� ４，５４０円 ３ 連 単 ��� ２４，５２０円

票 数

単勝票数 計 １４３８６９ 的中 � １７８２４（４番人気）
複勝票数 計 ３２５０６７ 的中 � ３７４７２（４番人気）� ７７３５０（１番人気）� １９１１５（６番人気）
枠連票数 計 １２１６６４ 的中 （１－５） １４６７８（１番人気）
馬連票数 計 ４２３９２１ 的中 �� ２７８７４（４番人気）
馬単票数 計 ２８５１６９ 的中 �� ９４０３（６番人気）
ワイド票数 計 ２１４３２４ 的中 �� １４８２５（３番人気）�� ３５２６（２０番人気）�� ５６３１（１０番人気）
３連複票数 計 ５９９５７９ 的中 ��� ９７６２（１５番人気）
３連単票数 計 ９１０９８１ 的中 ��� ２７４２（７４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．８―１２．７―１３．２―１２．９―１２．３―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．８―３５．６―４８．３―１：０１．５―１：１４．４―１：２６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンルーリー �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 ソウルオブザマター デビュー ２０１２．７．１４ 新潟１１着

２０１０．３．２４生 牝２鹿 母 サイレントベッド 母母 ビストロドゥパリ ３戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピーコックグリーン号・ソンヨン号は，平成２４年１２月２４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。
（非抽選馬） ２頭 カナデル号・ネス号
※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。

３００７４１１月２４日 曇 良 （２４東京５）第７日 第２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１０時２０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

６１１ インパルスヒーロー 牡２鹿 ５５ 田中 勝春佐々木完二氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４９６＋１０１：２２．７ ６．２�

２４ ケイアイホクトセイ 牡２鹿 ５５ W．ビュイック �啓愛義肢材料販売所 和田 正道 新ひだか 松田牧場 ５０８± ０ 〃 クビ ２２．４�
（英）

７１５ マカゼコイカゼ 牝２鹿 ５４ 横山 典弘國分 純氏 小野 次郎 日高 ファニーフレンズファーム ４２６－ ２１：２２．８� ７．２�
６１２ マイネライムライト 牝２鹿 ５４ 柴田 大知 �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 ４３６＋ ８１：２３．０１� １５．１�
３６ テ ン ミ ラ イ 牡２栗 ５５ R．ムーア 天白 泰司氏 牧 光二 浦河 村中牧場 ４６２＋ ６ 〃 アタマ １０．５�

（英）

８１６ 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± ０１：２３．１� ６．２�

８１７ 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 ４６２＋ ２ 〃 ハナ ９．３	

１２ ムードティアラ 牝２鹿 ５４ 北村 宏司
ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 ４７８－ ２１：２３．２クビ ８．５�
５９ ア ズ ー リ 牡２栗 ５５ 岩田 康誠�ノースヒルズ 尾関 知人 新ひだか 前田 宗将 ４２６＋１０１：２３．５１� １７６．８�
１１ ウインエスペランサ 牡２芦 ５５ 石橋 脩�ウイン 粕谷 昌央 日高 旭 牧場 ４８０＋ ６ 〃 アタマ １２５．０
４８ トクラットリバー 牝２黒鹿５４ A．シュタルケ 吉田 勝己氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム ４５０－ ２ 〃 アタマ ５．６�

（独）

２３ サンマルスピリット 牡２鹿 ５５ 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 浦河 日優牧場 ４７６＋ ８１：２３．６� ３６８．９�
４７ アルピナブルー 牝２鹿 ５４ C．ウィリアムズ Him Rock Racing 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４６０＋ ８１：２３．８１� １０．２�

（豪）

５１０ ベストバニヤン 牝２青鹿５４ 松岡 正海津村 靖志氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 ４４８＋ ６１：２３．９クビ ２９．９�
７１３ ネオドラゴン 牡２黒鹿５５ 内田 博幸窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 ４４０－ ２ 〃 クビ ５９．０�
７１４ イフウドウドウ 牡２栗 ５５ 三浦 皇成西村新一郎氏 天間 昭一 平取 高橋 啓 ４６２± ０１：２４．１１ １４８．２�
３５ フォージドホウオー 牡２鹿 ５５ 田面木博公
三登 佐藤 全弘 新ひだか 光伸牧場 B４４６＋ ２１：２４．４２ ５７．７�
８１８ カイカマヒネ 牝２鹿 ５４ 黛 弘人松尾 正氏 小野 次郎 秋田 松尾 豊 ４０６＋１０１：２７．３大差 ４６４．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，７４７，３００円 複勝： ４３，５７７，１００円 枠連： １８，１０１，４００円

馬連： ５９，２８９，１００円 馬単： ３５，３９０，１００円 ワイド： ２７，５０９，０００円

３連複： ７９，４７３，０００円 ３連単： １１１，８９２，２００円 計： ３９７，９７９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � ２６０円 � ５７０円 � ２７０円 枠 連（２－６） ４，９５０円

馬 連 �� ７，５２０円 馬 単 �� １４，３１０円

ワ イ ド �� ２，０７０円 �� ８４０円 �� ２，６００円

３ 連 複 ��� １５，４２０円 ３ 連 単 ��� １２１，４４０円

票 数

単勝票数 計 ２２７４７３ 的中 � ２９２３３（２番人気）
複勝票数 計 ４３５７７１ 的中 � ４７３１６（２番人気）� １７６５１（１０番人気）� ４６３５６（３番人気）
枠連票数 計 １８１０１４ 的中 （２－６） ２７０４（２０番人気）
馬連票数 計 ５９２８９１ 的中 �� ５８２２（３８番人気）
馬単票数 計 ３５３９０１ 的中 �� １８２６（７３番人気）
ワイド票数 計 ２７５０９０ 的中 �� ３２３０（３５番人気）�� ８４３５（３番人気）�� ２５４１（４２番人気）
３連複票数 計 ７９４７３０ 的中 ��� ３８０６（７３番人気）
３連単票数 計１１１８９２２ 的中 ��� ６８０（５３２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１１．９―１２．２―１１．６―１１．３―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．９―３５．８―４８．０―５９．６―１：１０．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インパルスヒーロー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．７．２８ 新潟２着

２０１０．２．２７生 牡２鹿 母 クラシカルテースト 母母 ダイナクラシツク ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔制裁〕 トクラットリバー号の騎手A．シュタルケは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。（１４番への

進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カイカマヒネ号は，平成２５年１月２４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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 デュルリアン号
（非抽選馬） ３頭 オクタヴィア号・カシノフェアリー号・スズノニシキ号
※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。

第５回 東京競馬 第７日



３００７５１１月２４日 曇 良 （２４東京５）第７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

１：４６．０
１：４６．０

良

良

８１６ ファーストエバー 牡２鹿 ５５ 田中 勝春吉田 照哉氏 牧 光二 千歳 社台ファーム ４４４＋ ６１：４８．８ ４１．５�

７１３ ポップジェムズ 牡２鹿 ５５ C．スミヨン 吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４７４± ０１：４８．９� ３．１�
（仏）

３６ ダイワフォース 牡２黒鹿５５ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４４８＋ ６１：４９．１１ ８．１�
８１８ ヒカルエリントン 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠�橋 京子氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ５３２－ ２ 〃 ハナ ５．０�
５１０� マイネルハイネス 牡２栗 ５５ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 仏 Mr Cyril
Morange ４５２± ０１：４９．２� ７１．５�

７１４� マイネグロリアーナ 牝２青鹿５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 国枝 栄 米 Dixiana

Farms LLC ４７４＋ ８１：４９．３� １８．０�
７１５ ロングシャドウ 牡２青鹿５５ 内田 博幸飯塚 知一氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４９０－ ２ 〃 アタマ ３．６	
４７ オリジナルスマイル 牡２鹿 ５５ R．ムーア 
社台レースホース和田 正道 千歳 社台ファーム ５１８＋２２１：４９．４� ２０．９�

（英）

１１ 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 ４４４－ ４１：４９．５クビ ２３８．０�
８１７ キネオハレー 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義ジャパンフードビジネス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 ４９０± ０１：４９．７１	 ４１．２
３５ コ イ コ イ 牡２栗 ５５ 大野 拓弥中村 祐子氏 菊川 正達 新冠 小泉牧場 ４４４－ ６ 〃 アタマ １９９．９�
６１１ ペリドットムーン 牡２鹿 ５５ C．ウィリアムズ 星野 壽市氏 相沢 郁 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８＋ ６ 〃 アタマ １０．３�
（豪）

６１２ チェリーヒュドラー 牡２青 ５５
５２ ▲横山 和生櫻井 悦朗氏 勢司 和浩 浦河 大成牧場 ４５４＋ ４１：５０．２３ ６４．０�

１２ ヴェネチアンレッド 牝２黒鹿５４ M．デムーロ村野 康司氏 畠山 吉宏 日高 下河辺牧場 ４２６－ ８１：５０．５２ ３５．７�
（伊）

２３ ピ ウ ピ ウ 牝２栗 ５４ 武士沢友治福田 光博氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 ４２４＋ ２ 〃 ハナ ４２８．２�
２４ オマツリマンボ 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行
ミルファーム 手塚 貴久 新ひだか グランド牧場 ４６８＋ ６１：５０．６� ４９８．４�
４８ ミステリーガール 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥グリーンスウォード 嶋田 潤 新冠 田渕牧場 ４２６－ ８１：５１．２３� ２６７．５�
５９ トウショウギブリ 牡２黒鹿５５ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４８６± ０１：５１．３� ２８０．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２５，４８４，９００円 複勝： ４８，０８６，４００円 枠連： １９，７２０，２００円

馬連： ５６，５４５，５００円 馬単： ３８，５８３，５００円 ワイド： ２８，７１６，３００円

３連複： ７６，２８８，４００円 ３連単： １１７，９９４，６００円 計： ４１１，４１９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，１５０円 複 勝 � ８７０円 � １６０円 � ２６０円 枠 連（７－８） ３２０円

馬 連 �� ７，４８０円 馬 単 �� ２１，２２０円

ワ イ ド �� ２，６００円 �� ３，４００円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� ２０，５８０円 ３ 連 単 ��� １９２，２３０円

票 数

単勝票数 計 ２５４８４９ 的中 � ４８４３（１０番人気）
複勝票数 計 ４８０８６４ 的中 � １０９５９（１０番人気）� １０５０２３（２番人気）� ４６３８５（４番人気）
枠連票数 計 １９７２０２ 的中 （７－８） ４６７７５（１番人気）
馬連票数 計 ５６５４５５ 的中 �� ５５８５（２４番人気）
馬単票数 計 ３８５８３５ 的中 �� １３４２（５５番人気）
ワイド票数 計 ２８７１６３ 的中 �� ２６４５（２７番人気）�� ２０１０（３５番人気）�� １１２８７（５番人気）
３連複票数 計 ７６２８８４ 的中 ��� ２７３６（５８番人気）
３連単票数 計１１７９９４６ 的中 ��� ４５３（４４３番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．８―１２．１―１２．７―１２．３―１２．３―１１．３―１１．４―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．９―３７．０―４９．７―１：０２．０―１：１４．３―１：２５．６―１：３７．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．８―３F３４．５

３ ・（１６，１１）（１０，１４，１５）（１，７，１３）９（５，１２，１７）（２，６，１８）（３，４）－８
２
４

１６（１０，１４，１１，１５）（１，７，９，１３）（１２，１７）（５，２，１８）（４，６）－３－８・（１６，１１）（１０，１４，１５）（１，７，１３）（５，９，１７）１８（１２，６）（２，４）３，８
勝馬の
紹 介

ファーストエバー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー ２０１２．１１．３ 東京５着

２０１０．４．１３生 牡２鹿 母 フロムファースト 母母 ブリランジャー ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔制裁〕 オマツリマンボ号の騎手嘉藤貴行は，発走直後に外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（５番・６番・７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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 フェスティヴショウ号
※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。

３００７６１１月２４日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４東京５）第７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 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

８１４ オウケンウッド 牡４芦 ６０ 石神 深一福井 明氏 田中 剛 千歳 社台ファーム ４５８－ ２３：２３．４ ３．０�

７１１ ナ イ ク 牡３鹿 ５８ 江田 勇亮加藤 信之氏 高橋 文雅 新ひだか 林 祐二 B４８４＋ ６３：２３．７１� ３３．２�
４５ ヒアズルッキング �４鹿 ６０ 山本 康志 �キャロットファーム 伊藤 圭三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８＋１６３：２３．９１� １４．０�
８１３ ア バ デ ィ �５黒鹿 ６０

５７ ▲高嶋 活士加藤 信之氏 清水 美波 日高 小屋畑 和久 ４４０± ０３：２４．１１ ２１．９�
４６ シ ャ ガ ー ル �５栗 ６０ 五十嵐雄祐山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４８６－１６ 〃 クビ ６．４�
３３ ノーブルエース 牝５鹿 ５８ 小野寺祐太�原 秀雄氏 菅原 泰夫 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４２０＋ ２３：２４．９５ １０５．４	
７１２ リキアイクロフネ 牡５鹿 ６０ 横山 義行高山 幸雄氏 阿部 新生 むかわ 東振牧場 ４７２＋１０３：２５．０� １５．０

２２ カシノピストン 牡５芦 ６０ 平沢 健治柏木 務氏 蛯名 利弘 熊本 竹原 孝昭 ４７２－ ６３：２５．１� １７．２�
１１ ニシノファブレッド 牡４鹿 ６０ 浜野谷憲尚福田 光博氏 根本 康広 むかわ 西山牧場 ４８８＋ ２３：２５．３１� ２．３�
６１０ アミフジガガ 牝３黒鹿５６ 草野 太郎内藤 好江氏 菅原 泰夫 茨城 内藤牧場 B４４０＋ ２３：２６．１５ １９６．２
５７ � タ ト ゥ ー ン 牝４鹿 ５８ 蓑島 靖典戸山 昌彦氏 南田美知雄 新ひだか 田中 裕之 ４７６＋１８３：２８．６大差 ２０３．０�
６９ バンクーバーリズム 牝４栗 ５８ 池崎 祐介安蒜 忠國氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 ４５０－ ２３：３６．５大差 ２４４．９�
５８ � トーセンモーション 牡５栗 ６０ 高野 和馬島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム ４４６＋ ４３：３９．１大差 １４５．１�
３４ ダブルレインボー �６栗 ６０ 大江原 圭吉田 勝己氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム ４９０＋ ４３：４０．４８ ２９．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，０２８，２００円 複勝： ２２，５４３，７００円 枠連： １４，６６３，７００円

馬連： ３７，４４５，０００円 馬単： ３１，４３６，３００円 ワイド： １８，７４０，７００円

３連複： ５３，７９３，６００円 ３連単： １０５，０８８，３００円 計： ３００，７３９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １５０円 � ４００円 � ３１０円 枠 連（７－８） １，３３０円

馬 連 �� ４，０８０円 馬 単 �� ６，４３０円

ワ イ ド �� １，０５０円 �� ８４０円 �� ２，２１０円

３ 連 複 ��� １２，８３０円 ３ 連 単 ��� ５１，６１０円

票 数

単勝票数 計 １７０２８２ 的中 � ４５２１９（２番人気）
複勝票数 計 ２２５４３７ 的中 � ５２８９３（２番人気）� １２０３０（８番人気）� １７２２６（４番人気）
枠連票数 計 １４６６３７ 的中 （７－８） ８１８８（５番人気）
馬連票数 計 ３７４４５０ 的中 �� ６７８７（１４番人気）
馬単票数 計 ３１４３６３ 的中 �� ３６１２（２２番人気）
ワイド票数 計 １８７４０７ 的中 �� ４４２５（１２番人気）�� ５６４２（１０番人気）�� ２０２１（２５番人気）
３連複票数 計 ５３７９３６ 的中 ��� ３０９６（４０番人気）
３連単票数 計１０５０８８３ 的中 ��� １５０３（１５１番人気）

上り １マイル １：４７．２ ４F ５２．３－３F ３９．０
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

オウケンウッド �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２０１０．８．２９ 小倉１着

２００８．２．１４生 牡４芦 母 リーフィーウッド 母母 ラスリングカプス 障害：６戦１勝 賞金 １６，１００，０００円



３００７７１１月２４日 晴 良 （２４東京５）第７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

１：３３．８
１：３３．１

良

良

６１２ クラウンロゼ 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成矢野 恭裕氏 天間 昭一 新冠 カミイスタット ４５４ ―１：３７．０ ２５．４�

１１ ビーフィットウォー 牝２青鹿５４ W．ビュイック �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２０ ―１：３７．２１� １６．９�

（英）

１２ ベストブレーン 牡２鹿 ５５ 内田 博幸寺田千代乃氏 清水 久詞 浦河 桑田牧場 ４８６ ― 〃 ハナ １２．７�
４７ デンカノホウトウ 牡２栗 ５５ 田中 博康 �グリーンファーム 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４６０ ―１：３７．３クビ ２４．２�
５９ シンボリパソドブレ 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 ４８６ ―１：３７．５１� ５９．０�
３６ モ モ ト ン ボ 牝２鹿 ５４ 北村 宏司 �社台レースホース栗田 徹 千歳 社台ファーム ４５８ ― 〃 クビ ３５．２	
６１１ ラッキーチケット 牡２鹿 ５５ C．ウィリアムズ �キャロットファーム 勢司 和浩 浦河 ミルファーム ４９２ ―１：３７．６� ４．６


（豪）

７１３ シンクロニシティ 牝２黒鹿５４ 宮崎 北斗�下河辺牧場 武藤 善則 日高 下河辺牧場 ４７８ ― 〃 ハナ ４．６�
８１７ エバーダンシング 牝２栗 ５４ 岩田 康誠宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６０ ―１：３７．９１� １２．１�
７１５ フ ァ ミ ー ユ 牡２黒鹿５５ 横山 典弘吉田 和子氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４６ ― 〃 アタマ ６．８
２３ ピュアブロッサム 牝２鹿 ５４ 田中 勝春長谷川清英氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム ４８４ ―１：３８．０クビ ４１．７�
２４ ヤマニンバニーユ 牝２栗 ５４ 柴山 雄一土井 肇氏 中川 公成 浦河 廣田 伉助 ４１６ ― 〃 クビ ２１１．８�
８１６ デンコウアカツキ 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 ４８８ ―１：３８．２１ ４．２�
４８ ミススターレーン 牝２栗 ５４

５２ △西村 太一阿部 紀子氏 清水 英克 浦河 大道牧場 ４１０ ― 〃 クビ ３１４．９�
５１０ エアフォーゼ 牡２栗 ５５ 浜中 俊 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４９８ ―１：３８．５２ ２０．４�
８１８ ハートオブキナコ 牝２栗 ５４ 池添 謙一大森 悌次氏 粕谷 昌央 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４７８ ―１：４０．５大差 １８４．６�
３５ ミサキノドリーム 牝２栗 ５４ 黛 弘人古賀 禎彦氏 高橋 義博 新ひだか 城地 清満 ４７２ ― （競走中止） １０７．５�

（１７頭）
７１４ スターポケット 牝２黒鹿５４ 吉田 豊西城 公雄氏 高橋 文雅 新ひだか 寺越 政幸 ４６４ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： ２３，３７６，８００円 複勝： ３２，６６３，４００円 枠連： ２０，７９２，４００円

馬連： ５２，０２２，０００円 馬単： ３３，８８７，０００円 ワイド： ２５，０３３，２００円

３連複： ６４，９７７，４００円 ３連単： ９９，６２４，３００円 計： ３５２，３７６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，５４０円 複 勝 � ６５０円 � ６５０円 � ４５０円 枠 連（１－６） １，４５０円

馬 連 �� １８，３５０円 馬 単 �� ５０，１２０円

ワ イ ド �� ４，７５０円 �� ３，４６０円 �� ２，３４０円

３ 連 複 ��� ８１，１４０円 ３ 連 単 ��� ５１７，７７０円

票 数

単勝票数 差引計 ２３３７６８（返還計 １４４４） 的中 � ７２６４（１０番人気）
複勝票数 差引計 ３２６６３４（返還計 ２２４１） 的中 � １２９８１（９番人気）� １３１４４（８番人気）� １９８３８（６番人気）
枠連票数 計 ２０７９２４ 的中 （１－６） １０６０２（６番人気）
馬連票数 差引計 ５２０２２０（返還計 ６９２１） 的中 �� ２０９３（５０番人気）
馬単票数 差引計 ３３８８７０（返還計 ４９１５） 的中 �� ４９９（１１４番人気）
ワイド票数 差引計 ２５０３３２（返還計 ４７３７） 的中 �� １２８８（５２番人気）�� １７７８（３８番人気）�� ２６５９（２８番人気）
３連複票数 差引計 ６４９７７４（返還計 １６１７０） 的中 ��� ５９１（１９０番人気）
３連単票数 差引計 ９９６２４３（返還計 ２５９７４） 的中 ��� １４２（１１６０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１２．６―１３．１―１３．０―１１．９―１１．１―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．９―３６．５―４９．６―１：０２．６―１：１４．５―１：２５．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クラウンロゼ �
�
父 ロ サ ー ド �

�
母父 ヒシアケボノ 初出走

２０１０．３．１８生 牝２鹿 母 ヒ シ ア ス カ 母母 ヒシカデイーナ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走除外〕 スターポケット号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔競走中止〕 ミサキノドリーム号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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。

３００７８１１月２４日 晴 良 （２４東京５）第７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

４８ パープルバーン 牡２鹿 ５５ 中谷 雄太井上 久光氏 柴田 政人 新冠 ビッグレッドファーム ４７８ ―１：２０．５ ２７．２�

５９ バ ヤ ル 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一杉澤 光雄氏 小野 次郎 日高 坂 牧場 ４３２ ―１：２０．８１� ７．６�
８１６ ワールドレーヴ 牡２黒鹿５５ W．ビュイック 嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 ４６２ ―１：２１．０１� ２．７�

（英）

５１０ フクノシリウス 牡２黒鹿５５ 西田雄一郎福島 実氏 岩戸 孝樹 浦河 山口 義彦 ４４８ ―１：２１．７４ ９．７�
７１３ ベルモントリヴァー 牡２鹿 ５５ R．ムーア �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム ４５８ ―１：２１．９１� ９．６�
（英）

１１ ペッパーベリー 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４５４ ―１：２２．０クビ １５．７�
２３ シュリメジャー 牡２黒鹿５５ 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 新冠 若林牧場 ４６６ ―１：２２．５３ ６．０	
３６ フレンドリーゼウス 牡２栗 ５５ Z．パートン増山 武志氏 中川 公成 浦河 山春牧場 ４４４ ―１：２３．０３ ４７．１


（香港）

４７ ダイワロフティ 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 ４６２ ― 〃 ハナ ６．０�
１２ ミワノロマンス 牝２芦 ５４ 丹内 祐次大浅 貢氏 清水 英克 日高 三輪 幸子 ４３６ ―１：２３．１クビ ３５．２�
３５ ホノオノマイ 牝２鹿 ５４ 石神 深一�ターフ・スポート田中 剛 浦河 笹地牧場 ４３６ ―１：２３．３１	 ６５．７
７１４ セ イ ク ラ ベ 牝２青鹿５４ 江田 照男江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 安達 洋生 ４４２ ―１：２３．４� １０４．４�
２４ ギ ン ヤ ン マ 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲菅原 隆一村島 昭男氏 金成 貴史 新冠 カミイスタット ５０６ ―１：２３．９３ ４８．８�
６１２ トウカイスタイル 牝２鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人内村 正則氏 成島 英春 平取 二風谷ファーム ４４６ ―１：２４．０クビ １４３．２�
８１５ デ マ ジ オ 牡２鹿 ５５ 石橋 脩田島榮二郎氏 中野 栄治 新ひだか 出羽牧場 ４９０ ―１：２４．７４ １０４．１�
６１１ ディアペタル 牝２栗 ５４ 吉田 豊ディアレスト 小野 次郎 新冠 赤石 久夫 ４１８ ―１：２５．２３ １７９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，１０９，０００円 複勝： ３１，１０５，９００円 枠連： １８，７９２，６００円

馬連： ４７，００５，５００円 馬単： ３１，１１８，５００円 ワイド： ２２，５２４，８００円

３連複： ５９，７３８，５００円 ３連単： ９２，８９７，２００円 計： ３２５，２９２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，７２０円 複 勝 � ５２０円 � ２４０円 � １６０円 枠 連（４－５） ８５０円

馬 連 �� ６，９２０円 馬 単 �� １６，１３０円

ワ イ ド �� １，８２０円 �� １，４７０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ８，０６０円 ３ 連 単 ��� ７９，６３０円

票 数

単勝票数 計 ２２１０９０ 的中 � ６４２６（８番人気）
複勝票数 計 ３１１０５９ 的中 � １２０９３（８番人気）� ３３３４４（４番人気）� ６８７７６（１番人気）
枠連票数 計 １８７９２６ 的中 （４－５） １６３３５（３番人気）
馬連票数 計 ４７００５５ 的中 �� ５０１５（２４番人気）
馬単票数 計 ３１１１８５ 的中 �� １４２４（５７番人気）
ワイド票数 計 ２２５２４８ 的中 �� ２９４６（２２番人気）�� ３６９６（１８番人気）�� ９６４３（４番人気）
３連複票数 計 ５９７３８５ 的中 ��� ５４７０（２７番人気）
３連単票数 計 ９２８９７２ 的中 ��� ８６１（２５４番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１８．０―３０．８―４３．７―５６．０―１：０７．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パープルバーン �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 マイネルラヴ 初出走

２０１０．２．２６生 牡２鹿 母 コスモカメリア 母母 シ ロ ツ バ キ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※ベルモントリヴァー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３００７９１１月２４日 晴 良 （２４東京５）第７日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１３時１０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３６．９
１：３６．９

不良

不良

２２ ワイルドドラゴン 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ５１０＋ ６１：３８．５ ２．０�

６９ 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 ５６０－ ２１：３８．７１� ７．１�
７１０ モリトリュウコ 牡２鹿 ５５ 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 金成吉田牧場 ４７２＋ ６１：３８．９１� １３．５�
５６ バイタルフォルム 牡２黒鹿５５ 横山 典弘�樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 藤春 修二 ４７６－ ４１：３９．５３� ３６．２�
７１１� ヤンキーソヴリン 牡２黒鹿５５ R．ムーア 岡田 牧雄氏 牧 光二 米 S. D.

Brilie, L. P. ４８４＋ ４ 〃 クビ ５．４�
（英）

３３ ステラジアン 牡２黒鹿５５ 大庭 和弥池谷 誠一氏 粕谷 昌央 日高 浦新 徳司 ４８８＋ ６１：３９．７１� １３．５�
８１３� ラゴディラゴライ 牝２鹿 ５４ 北村 宏司佐藤 則子氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム ４６２＋ ２ 〃 アタマ １６９．１	
４５ アルマベルヴァ 牡２鹿 ５５ 内田 博幸コウトミックレーシング 矢野 英一 新冠 赤石 久夫 ４９６＋ ４１：３９．９１� ５４．２

１１ マークスマン 牡２鹿 ５５ 池添 謙一 H.H．シェイク・ハムダン 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５０８＋１２１：４０．０クビ １５４．０�
４４ ツクバリンカーン 牡２芦 ５５ 柴田 善臣荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 ５２４± ０１：４０．２１	 １３．５�
６８ マイアイポイント 牡２鹿 ５５ 松岡 正海MYI馬主組合 鈴木 孝志 日高 横井 忠幸 ４７２－ ２ 〃 ハナ ２６．７
５７ ファイブタブレット 牡２栗 ５５ M．デムーロ �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム ４８２＋ ４１：４０．３
 １１．８�

（伊）

８１２ デルマヌラリヒョン 牡２鹿 ５５ 浜中 俊浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム ４７６－ ６１：４０．４クビ ２９．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３３，８５６，４００円 複勝： ６０，２３９，７００円 枠連： １９，９０１，２００円

馬連： ７３，９８３，２００円 馬単： ５３，１９１，９００円 ワイド： ３５，５９４，９００円

３連複： ９１，３９７，８００円 ３連単： １６３，５２９，６００円 計： ５３１，６９４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � ２２０円 � ３２０円 枠 連（２－６） ６１０円

馬 連 �� ８００円 馬 単 �� １，３００円

ワ イ ド �� ３９０円 �� ５９０円 �� １，５００円

３ 連 複 ��� ２，６８０円 ３ 連 単 ��� ９，６００円

票 数

単勝票数 計 ３３８５６４ 的中 � １３３９５４（１番人気）
複勝票数 計 ６０２３９７ 的中 � ２１４４９３（１番人気）� ５７４０６（３番人気）� ３３７５２（７番人気）
枠連票数 計 １９９０１２ 的中 （２－６） ２４４６３（２番人気）
馬連票数 計 ７３９８３２ 的中 �� ６８９７３（２番人気）
馬単票数 計 ５３１９１９ 的中 �� ３０２０８（２番人気）
ワイド票数 計 ３５５９４９ 的中 �� ２４４９５（２番人気）�� １４８３３（６番人気）�� ５４０５（１８番人気）
３連複票数 計 ９１３９７８ 的中 ��� ２５２３２（７番人気）
３連単票数 計１６３５２９６ 的中 ��� １２５８４（１８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．８―１２．８―１３．３―１２．５―１２．０―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．８―３５．６―４８．４―１：０１．７―１：１４．２―１：２６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．１―３F３６．８
３ ２，４（３，１３）（１，５，１２）（８，７，１１）９（６，１０） ４ ２（４，１３）（３，１，１２，１１）（８，５）（７，９）（６，１０）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ワイルドドラゴン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Wild Again デビュー ２０１２．７．２９ 新潟３着

２０１０．１．２８生 牡２鹿 母 マイワイルドローズ 母母 Rose of Mull ４戦２勝 賞金 １６，２５１，０００円
〔制裁〕 マークスマン号の騎手池添謙一は，向正面で外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）
※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。

３００８０１１月２４日 晴 良 （２４東京５）第７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）

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

５１０ 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± ０１：３７．４ １５．６�

８１６ ナムラグーテン 牡４栗 ５７ 横山 典弘奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 ４９０＋１２１：３７．６１� ３７．９�
２３ ニシノゲイナー 牡４鹿 ５７ A．シュタルケ 西山 茂行氏 武藤 善則 むかわ 西山牧場 ４５８＋ ４１：３７．９１� ３２．８�

（独）

７１４ ゴールデンクラウン 牡３青鹿５６ R．ムーア 吉田 和子氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム ５１０＋１０ 〃 アタマ １３．０�
（英）

８１５ 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 ５０６＋ ２１：３８．０クビ １３．０�
７１３ サトノレオパード 牡３鹿 ５６ O．ペリエ 里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５０８－ ２１：３８．１� ２．０	

（仏）

２４ ハ ー コ ッ ト 牡３鹿 ５６ W．ビュイック �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４７０＋ ６１：３８．３１� ３．８

（英）

６１１ ガッテンキャンパス 牡３鹿 ５６
５３ ▲杉原 誠人栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 上村 清志 ４４８＋ ８１：３８．４	 ２０４．０�

３５ 
 ガルビスティー 牡５鹿 ５７ 田中 勝春備前島敏子氏 伊藤 大士 愛 Janus Blood-
stock Inc ４９４＋１０１：３８．５	 ７１．７�

５９ セイントチャンス 牡３鹿 ５６ 北村 宏司内海 正章氏 勢司 和浩 様似 清水スタッド ４８０－ ４ 〃 クビ ４９．６
１１ シルクグラサージュ �４青鹿５７ 大野 拓弥有限会社シルク高木 登 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６－ ２１：３８．６クビ ２６．７�
４８ シンボリスウィフト 牡３黒鹿５６ Z．パートンシンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 ４７８－ ２１：３８．７� ９８．７�

（香港）

６１２ インディーグラブ 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４４０－ ２ 〃 ハナ ８．６�
３６ ショウナンガーデン 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 桑田牧場 ４４０± ０１：３８．９１� １４５．３�
１２ � トーアボンジョルノ 牡５鹿 ５７ 西田雄一郎高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ５２２＋１４１：３９．５３	 ３３３．２�
４７ サマーティアラ 牝４青鹿５５ 丸山 元気セゾンレースホース� 田島 俊明 新冠 飛渡牧場 ４３８－１２１：４１．３大差 １４０．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，３１６，５００円 複勝： ６０，７５３，８００円 枠連： ２５，２９９，４００円

馬連： ８９，３４９，５００円 馬単： ６３，７１０，５００円 ワイド： ３９，３１８，９００円

３連複： １０８，７１９，０００円 ３連単： １９４，２６６，０００円 計： ６１４，７３３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５６０円 複 勝 � ４７０円 � １，０４０円 � ８１０円 枠 連（５－８） ３，２４０円

馬 連 �� ２５，０９０円 馬 単 �� ４４，８７０円

ワ イ ド �� ５，１００円 �� ３，０５０円 �� ９，５６０円

３ 連 複 ��� １５８，８９０円 ３ 連 単 ��� ９５５，７９０円

票 数

単勝票数 計 ３３３１６５ 的中 � １６９１２（６番人気）
複勝票数 計 ６０７５３８ 的中 � ３６６２９（５番人気）� １４７８８（９番人気）� １９４５９（７番人気）
枠連票数 計 ２５２９９４ 的中 （５－８） ５７７６（１０番人気）
馬連票数 計 ８９３４９５ 的中 �� ２６２９（４２番人気）
馬単票数 計 ６３７１０５ 的中 �� １０４８（７４番人気）
ワイド票数 計 ３９３１８９ 的中 �� １８９５（４０番人気）�� ３２００（２５番人気）�� １００４（５５番人気）
３連複票数 計１０８７１９０ 的中 ��� ５０５（１９７番人気）
３連単票数 計１９４２６６０ 的中 ��� １５０（１０２８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．６―３５．０―４７．１―５９．８―１：１２．４―１：２４．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイアポロン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１１．１．９ 中山７着

２００８．２．９生 牡４鹿 母 ワンダーキャット 母母 One Great Lady １２戦２勝 賞金 １６，５４０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ８頭 カネトシミント号・クナンガン号・コスモメルハバ号・サントワマミー号・デュアルサクセス号・デルマエビス号・

ベルモントフェスタ号・マスターエクレール号
※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。



３００８１１１月２４日 晴 良 （２４東京５）第７日 第９競走 ��
��１，６００�２０１２エクセレント ジョッキーズ トロフィー

発走１４時１５分 （国際騎手招待） （芝・左）
３歳以上，１，０００万円以下 中央競馬の競走馬登録（再登録を受けた馬にあっては当該
再登録）を受けた時以降，２３．１１．２６以降２４．１１．１８まで平地競走（地方競馬指定交流競
走および理事長が別に定める外国の競走を含む。）に出走した馬に限る。；負担重量
は，３歳５７�４歳以上５８�，牝馬２�減

賞 品
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００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

１：３１．３
１：３０．７

良

良

６１０ ショウナンラムジ 牡３鹿 ５７ Z．パートン国本 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 ５０４＋１０１：３３．１ ２．８�
（香港）

２３ ガーネットチャーム 牝３鹿 ５５ W．ビュイック �社台レースホース鹿戸 雄一 安平 追分ファーム ４２０－１２１：３３．２� ９．５�
（英）

８１５ ニジブルーム 牡４芦 ５８ 蛯名 正義横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ４８８－ ４１：３３．４１� ２１．２�
７１３ シルクキングリー 牡３鹿 ５７ M．デムーロ 有限会社シルク岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 ４７２± ０ 〃 ハナ ３．９�

（伊）

２２ ドリームトレイン 牡３黒鹿５７ C．ウィリアムズ 前田 幸治氏 谷 潔 新冠 村上牧場 ４９０＋ ６ 〃 アタマ ７．８�
（豪）

３５ インプレッシヴデイ 牡５芦 ５８ 内田 博幸藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 村上 雅規 ５１６± ０１：３３．６１� １５．８�
１１ ホーカーテンペスト 牡３栗 ５７ R．ムーア �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４８６－ ６ 〃 ハナ ５．４	

（英）

４７ 	 ユウターウェーヴ 牡５栗 ５８ 浜中 俊北前孔一郎氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 ４８８＋ ４１：３３．８１� ４３．７

５９ ゴーゴーヒュウガ 牡４鹿 ５８ 岩田 康誠永井 啓弍氏 須貝 尚介 新ひだか 北海道静内農業高等学校 ４６６＋１０１：３４．０１� ５１．８�
８１４ ローレルエルヴェル 牡７鹿 ５８ J．ムルタ �ローレルレーシング 小西 一男 静内 池田牧場 ４６６± ０１：３４．３１
 １５２．８

（愛）

５８ ハードダダンダン 牡５黒鹿５８ A．シュタルケ 津田 一男氏 西橋 豊治 浦河 小池 博幸 ４５４－ ４１：３４．４
 ５１．６�
（独）

３４ ゴールドスマイル 牡４鹿 ５８ C．スミヨン 居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム ４７８＋ ２ 〃 ハナ １２３．８�
（仏）

６１１ パープルタイヨー 牡６鹿 ５８ 柴田 善臣中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 ４４８＋ ８ 〃 クビ １４６．８�
４６ � ベルエアメイダン 牝３鹿 ５５ 池添 謙一榮 義則氏 森 秀行 愛 Sanford R.

Robertson ４４２－ ４１：３４．５
 １１２．１�
７１２ メジロマリアン 牝６芦 ５６ 山口 勲岩� 伸道氏 高木 登 洞爺 メジロ牧場 ４９２－ ４１：３４．８２ ４２．６�

（佐賀）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３４，５５３，４００円 複勝： ５９，６１０，３００円 枠連： ２８，１６４，１００円

馬連： １１０，３２７，３００円 馬単： ６６，２４９，２００円 ワイド： ４３，６４８，４００円

３連複： １３２，９２１，６００円 ３連単： ２４４，１９７，６００円 計： ７１９，６７１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � ２８０円 � ３９０円 枠 連（２－６） ５７０円

馬 連 �� １，０００円 馬 単 �� １，７２０円

ワ イ ド �� ４５０円 �� ９００円 �� １，８４０円

３ 連 複 ��� ５，４４０円 ３ 連 単 ��� １７，０５０円

票 数

単勝票数 計 ３４５５３４ 的中 � ９７８７２（１番人気）
複勝票数 計 ５９６１０３ 的中 � １６５７０７（１番人気）� ４８３７０（５番人気）� ３１１７７（６番人気）
枠連票数 計 ２８１６４１ 的中 （２－６） ３６９５９（２番人気）
馬連票数 計１１０３２７３ 的中 �� ８１６３２（３番人気）
馬単票数 計 ６６２４９２ 的中 �� ２８５３６（５番人気）
ワイド票数 計 ４３６４８４ 的中 �� ２５８２０（３番人気）�� １１７８９（１２番人気）�� ５４８６（２０番人気）
３連複票数 計１３２９２１６ 的中 ��� １８０５６（１７番人気）
３連単票数 計２４４１９７６ 的中 ��� １０５７６（４８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．８―３５．３―４６．８―５８．３―１：０９．９―１：２１．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンラムジ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２０１１．９．２５ 阪神５着

２００９．１．１７生 牡３鹿 母 フォーカルスター 母母 フォーカルプレーン １３戦３勝 賞金 ５３，６５４，０００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。

３００８２１１月２４日 晴 良 （２４東京５）第７日 第１０競走 ��
��２，０００�オリエンタル賞

発走１４時５０分 （芝・左）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５６．１
１：５６．１

良

良

７１３ ナムラオウドウ 牡４黒鹿５７ 池添 謙一奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４５８± ０１：５８．８ １６．３�

２４ ロードエフォール 牡４黒鹿５７ 柴山 雄一 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 成隆牧場 ４８６－ ４１：５８．９� １３２．１�
３６ スーパームーン 牡３青鹿５５ O．ペリエ 山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５０６－ ２１：５９．１１ ５．２�

（仏）

５１０ ミエノキセキ 牡４栗 ５７ 内田 博幸里見美惠子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ５８０＋ ８１：５９．２� ４．０�
６１２� シャドウパーティー 牡３鹿 ５５ R．ムーア 飯塚 知一氏 堀 宣行 愛 Lodge

Park Stud ４９６＋ ４ 〃 クビ ４．０�
（英）

８１５ ニシノジャブラニ 牡４鹿 ５７ C．スミヨン 西山 茂行氏 上原 博之 むかわ 西山牧場 ４８４－ ２１：５９．３クビ ２４．５�
（仏）

８１６ サフランディライト 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠海原 聖一氏 北出 成人 平取 高橋 啓 ４８４± ０１：５９．４� ２３．５	
２３ プレミアムタイム 牡３栗 ５５ 横山 典弘 
社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム B４９２＋ ４１：５９．８２� ２０．０�
１１ カネトシパサージュ 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義兼松 利男氏 荒川 義之 浦河 鎌田 正嗣 ４５８－１２２：００．０１	 １６７．８�
３５ 
 マイネルクローバー 牡４栗 ５７ 津村 明秀浜野順之助氏 藤沢 則雄 青森 イズモリファーム ４９４－ ７ 〃 クビ ３８１．０
４８ メイブリーズ 牝３芦 ５３ 柴田 善臣千明牧場 鈴木 伸尋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０＋ ８ 〃 ハナ ３４．７�
６１１ ステラウインド 牡３黒鹿５５ 北村 宏司前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 ４７０＋ ４ 〃 ハナ ３．９�
４７ ステアトゥヘヴン 牡３鹿 ５５ 吉田 豊 
社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム B５１８＋ ２２：００．１クビ ７８．３�
１２ ルネッタアスール 牝３鹿 ５３ C．ウィリアムズ 青木 照吉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム ４６０± ０２：００．３１� ４４．０�

（豪）

５９ コアレスドラード 牡４栗 ５７ 松岡 正海小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 ４４２－ ８２：００．６２ ４０．３�
７１４ カズノタイショウ 牡５栗 ５７ 江田 照男鈴木 可一氏 小笠 倫弘 新ひだか フジワラフアーム B４８２＋ ２２：０２．３大差 ３７２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４５，１０６，６００円 複勝： ９３，７３３，６００円 枠連： ４１，５１５，２００円

馬連： １６３，７８７，４００円 馬単： ８６，９２５，１００円 ワイド： ６２，３２５，６００円

３連複： １８６，８７４，０００円 ３連単： ３３１，７５５，３００円 計： １，０１２，０２２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６３０円 複 勝 � ５００円 � ２，８００円 � ２３０円 枠 連（２－７） １０，２９０円

馬 連 �� ８７，４７０円 馬 単 �� １２６，５４０円

ワ イ ド �� １６，９８０円 �� １，５８０円 �� １０，１４０円

３ 連 複 ��� １５７，９８０円 ３ 連 単 ��� ９４８，９８０円

票 数

単勝票数 計 ４５１０６６ 的中 � ２１８３３（５番人気）
複勝票数 計 ９３７３３６ 的中 � ４７４５１（５番人気）� ７３７９（１３番人気）� １３００３４（４番人気）
枠連票数 計 ４１５１５２ 的中 （２－７） ２９７９（２５番人気）
馬連票数 計１６３７８７４ 的中 �� １３８２（７５番人気）
馬単票数 計 ８６９２５１ 的中 �� ５０７（１３６番人気）
ワイド票数 計 ６２３２５６ 的中 �� ８８９（７２番人気）�� ９９９５（１４番人気）�� １４９４（６４番人気）
３連複票数 計１８６８７４０ 的中 ��� ８７３（２１７番人気）
３連単票数 計３３１７５５３ 的中 ��� ２５８（１２０２番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．８―１１．７―１２．０―１２．３―１２．０―１１．７―１１．４―１１．３―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．７―３６．４―４８．４―１：００．７―１：１２．７―１：２４．４―１：３５．８―１：４７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．１―３F３４．４

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

勝馬の
紹 介

ナムラオウドウ �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 フレンチグローリー デビュー ２０１０．１２．１８ 阪神６着

２００８．５．３０生 牡４黒鹿 母 ビストロドゥパリ 母母 ド ッ フ ２０戦４勝 賞金 ７１，５１８，０００円
〔発走状況〕 ナムラオウドウ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ナムラオウドウ号の騎手池添謙一は，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。（１２番・１０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。



３００８３１１月２４日 晴 良 （２４東京５）第７日 第１１競走 ��
��１，４００�２０１２ファンタスティック ジョッキーズ トロフィー

発走１５時２５分 （国際騎手招待） （芝・左）
３歳以上，１，６００万円以下 中央競馬の競走馬登録（再登録を受けた馬にあっては当該
再登録）を受けた時以降，２３．１１．２６以降２４．１１．１８まで平地競走（地方競馬指定交流競
走および理事長が別に定める外国の競走を含む。）に出走した馬に限る。；負担重量
は，３歳５７�４歳以上５８�，牝馬２�減

賞 品

本 賞 １７，０００，０００円 ５，５５０，０００
５，５５０，０００

円
円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円

付 加 賞 ３７１，０００円 ８０，０００
８０，０００

円
円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．６
１：１９．０

良

良

５９ ブラボースキー 牡４栗 ５８ 山口 勲松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 ５１２＋ ６１：２０．２ １３．４�
（佐賀）

２２ ウエストエンド 牡４鹿 ５８ 蛯名 正義 H.R.H．プリンセス・ハヤ 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６４－ ６１：２０．４１� ７．０�

８１５ ル リ ニ ガ ナ 牝４鹿 ５６ R．ムーア �川島牧場 小野 次郎 新冠 川島牧場 B４７２＋ ６ 〃 同着 ３１．６�
（英）

６１０ メジャーアスリート 牡３栗 ５７ 浜中 俊�G１レーシング 高木 登 浦河 有限会社
松田牧場 ５０２± ０ 〃 ハナ ９．５�

４６ カイシュウコロンボ 牡４青鹿５８ A．シュタルケ 飯村 孝男氏 領家 政蔵 新冠 中本 隆志 ４９０－ ２ 〃 クビ ２３．４�
（独）

２３ プランスデトワール 牡４芦 ５８ C．ウィリアムズ 山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４７４－ ８１：２０．５� ３．３	
（豪）

４７ トゥザサミット 牡５鹿 ５８ W．ビュイック �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム ４５６± ０１：２０．６	 ２３．８

（英）

３４ シルクウェッジ 牡５青鹿５８ C．スミヨン 有限会社シルク和田 正道 新冠 ムラカミファーム ４９６＋１０１：２０．７	 １８．６�
（仏）

３５ エーシンミズーリ 牡４黒鹿５８ 内田 博幸�栄進堂 坂口 正則 浦河 小島牧場 ４６８－１６１：２０．８	 ５．９�
５８ ニ ン ジ ャ 牡３鹿 ５７ Z．パートンロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 ４５８－ ６１：２０．９� ５２．７

（香港）

１１ ア ラ フ ネ 牝３栗 ５５ 柴田 善臣�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４４６＋ ４１：２１．２２ ２７．４�
７１２ クリーンエコロジー 牡４芦 ５８ 岩田 康誠石橋 和夫氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ４９８－ ２１：２１．３クビ ５．６�
８１４ サウンドバリアー 牝５芦 ５６ J．ムルタ 増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 笹地牧場 ４８０－１４１：２１．４	 ６０．４�

（愛）

７１３ エ ス カ ー ダ 牡５青鹿５８ M．デムーロ山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 ４７４＋ ８１：２１．６１� １４０．０�
（伊）

６１１ カトルズリップス 牝４黒鹿５６ 池添 謙一山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B４８８＋ ２１：２２．６６ ３２．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５４，２４９，４００円 複勝： ９５，６３８，７００円 枠連： ６４，８８５，３００円

馬連： ２４３，４３１，４００円 馬単： １２９，７２７，３００円 ワイド： ８１，０５９，２００円

３連複： ３０７，０２２，５００円 ３連単： ５４０，９２０，６００円 計： １，５１６，９３４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３４０円 複 勝 � ４２０円 �
�

２９０円
９４０円 枠 連（２－５）（５－８）

８１０円
３，０００円

馬 連 ��
��

２，１９０円
９，３６０円 馬 単 ��

��
５，４２０円
１９，４８０円

ワ イ ド ��
��

１，５９０円
４，４７０円 �� ２，７８０円

３ 連 複 ��� ３８，８００円 ３ 連 単 ���
���

１１０，２３０円
１５２，２４０円

票 数

単勝票数 計 ５４２４９４ 的中 � ３２１２１（６番人気）
複勝票数 計 ９５６３８７ 的中 � ６０７７１（６番人気）� ９８９８１（４番人気）� ２４０１２（１１番人気）
枠連票数 計 ６４８８５３ 的中 （２－５） ３０６０３（７番人気）（５－８） ７７１５（２４番人気）
馬連票数 計２４３４３１４ 的中 �� ４１６１６（１５番人気）�� ９４７３（５４番人気）
馬単票数 計１２９７２７３ 的中 �� ８８７８（３６番人気）�� ２４４６（１０６番人気）
ワイド票数 計 ８１０５９２ 的中 �� １２７７４（１７番人気）�� ４４０５（５６番人気）�� ７１７２（３５番人気）
３連複票数 計３０７０２２５ 的中 ��� ５８４０（１１５番人気）
３連単票数 計５４０９２０６ 的中 ��� １８１１（６１２番人気） ��� １３１１（７８１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．２―１１．６―１１．５―１１．２―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．０―３４．２―４５．８―５７．３―１：０８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．４
３ ・（１１，１５）－（９，１３）２（４，１２）（３，５，１４）６（１，８）－（１０，７） ４ １１，１５－９（２，１３）（４，１２）（３，５，１４）１（８，６）（１０，７）

勝馬の
紹 介

ブラボースキー �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．２．５ 小倉２着

２００８．２．７生 牡４栗 母 ブラボーサンライズ 母母 ヴィジットマン １３戦５勝 賞金 ６７，８８０，０００円
〔制裁〕 メジャーアスリート号の騎手浜中俊は，決勝線手前での御法（鞭の使用）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または施行団体名を表示している。

３００８４１１月２４日 晴 良 （２４東京５）第７日 第１２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時００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

１：２１．９
１：２１．５

不良

不良

４７ ヴィンテージイヤー 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 浦河 日進牧場 B５１０＋ ４１：２４．５ ３．５�

８１５ クォリティシーズン 牝４黒鹿５５ 三浦 皇成水野 英樹氏 武藤 善則 新ひだか 前川牧場 ４４４± ０１：２４．７１� ２１．３�
３６ ダンシングミッシー 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 ４５６－ ４ 〃 クビ １５．０�
７１４ スズカセクレターボ 牡４栗 ５７ 松岡 正海永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４６２＋ ４１：２４．８クビ ５．８�
５９ � インディーズゲーム 牡４鹿 ５７ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Edward A.

Seltzer Trust ４７２＋ ２１：２４．９	 ３．２�
１１ エステーラブ 牝５青鹿５５ 吉田 豊齋藤 宏明氏 萱野 浩二 新冠 平山牧場 B４６０－ ２１：２５．１１	 ９．７�
４８ ディアフロイデ 牡４鹿 ５７ R．ムーア ディアレスト 松永 康利 新ひだか 八田ファーム ４４２＋ ２ 〃 クビ ４１．３	

（英）

５１０ マ シ ュ マ ロ 牝３白 ５４ 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４８０＋１２１：２５．２クビ ２３．４


１２ センジンジョー 牡５鹿 ５７ 津村 明秀河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 大狩部牧場 ４５４－ ８１：２５．３	 １３５．６�
３５ � エアイグアス 牡６黒鹿５７ 武士沢友治 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 米 Winches-

ter Farm ４９６＋ ２ 〃 クビ ９３．３�
６１２ ヘアーオブザドッグ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣平賀 久枝氏 鈴木 康弘 浦河 鎌田 正嗣 ５０２－ ２１：２５．４クビ ３１．３
２４ 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 ５１８－ ２１：２５．５
 ２３．０�
７１３ クラリスピンク 牝４青 ５５ W．ビュイック 吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ４５２－ ６１：２５．６	 ５８．３�

（英）

２３ アルベルティ 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義 H.R.H．プリンセス・ハヤ 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５０８＋ ６１：２５．９１
 １２．１�

６１１ サンセルマン 牡３黒鹿５６ 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 ４５６＋ ４１：２６．０
 ２４５．０�
８１６ ヨ ク バ リ 牡７鹿 ５７ 池添 謙一小田切有一氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４６８－１０１：２６．５３ ２１３．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４７，２１０，０００円 複勝： ８８，２７６，８００円 枠連： ３８，０６１，７００円

馬連： １５１，１１４，４００円 馬単： ８４，５４４，１００円 ワイド： ６６，６１７，９００円

３連複： １８６，５７４，２００円 ３連単： ３３２，６５０，９００円 計： ９９５，０５０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １８０円 � ４２０円 � ３８０円 枠 連（４－８） ３，０９０円

馬 連 �� ３，５７０円 馬 単 �� ５，９５０円

ワ イ ド �� １，３００円 �� １，１７０円 �� ３，５３０円

３ 連 複 ��� １２，３９０円 ３ 連 単 ��� ６５，８４０円

票 数

単勝票数 計 ４７２１００ 的中 � １０６９９５（２番人気）
複勝票数 計 ８８２７６８ 的中 � １６１８８８（２番人気）� ４８１４９（７番人気）� ５６１７１（６番人気）
枠連票数 計 ３８０６１７ 的中 （４－８） ９０９７（１４番人気）
馬連票数 計１５１１１４４ 的中 �� ３１３２５（１３番人気）
馬単票数 計 ８４５４４１ 的中 �� １０４９５（２１番人気）
ワイド票数 計 ６６６１７９ 的中 �� １２８１７（１３番人気）�� １４２５４（１２番人気）�� ４５２３（３３番人気）
３連複票数 計１８６５７４２ 的中 ��� １１１２０（４２番人気）
３連単票数 計３３２６５０９ 的中 ��� ３７２９（２０３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．８―３５．９―４８．５―１：００．９―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 ７，１５（５，９）（６，１４）（２，８，４）１，１０（３，１１，１６）１２，１３ ４ ７，１５（５，９）（６，８，１４）（２，４）（１，１０）（３，１６）（１２，１１）１３

勝馬の
紹 介

ヴィンテージイヤー �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 Starborough デビュー ２０１１．９．１０ 阪神１着

２００９．２．２１生 牡３鹿 母 ボンヌマール 母母 レイクアネシー １４戦３勝 賞金 ４７，５１１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 フラワーロック号
（非抽選馬） ６頭 アドマイヤジャガー号・ヴェイグストーリー号・オースミレジスタ号・タニセンジャッキー号・トウショウセレクト号・

フレンチミシル号
※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。



（２４東京５）第７日 １１月２４日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １９０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
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２００，０４０，０００円
２，０８０，０００円
９，６８０，０００円
１，７０１，０００円
２０，２８０，０００円
２０，１３０，０００円
６５，３８６，０００円
１９，８３４，８００円
１，８２４，０００円

勝馬投票券売得金
３７３，４２５，４００円
６６８，７３６，１００円
３２２，０６３，６００円
１，１２６，６９２，４００円
６８３，２８０，４００円
４７２，５２１，３００円
１，４０７，７３７，９００円
２，４２５，９１４，７００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 ７，４８０，３７１，８００円

総入場人員 ３４，４７７名 （有料入場人員 ３２，３０５名）


