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３００８５１１月２５日 晴 良 （２４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００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

７１４ 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± ０１：２６．５ ２．０�

２４ ナムラビジン 牝２鹿 ５４ 横山 典弘奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 ４５６± ０ 〃 ハナ ３３．４�
６１１ ターゲットゾーン 牡２栗 ５５ C．ルメール 畑佐 博氏 水野 貴広 日高 天羽牧場 ５０４± ０１：２７．０３ ３０．８�

（仏）

４７ ドラゴンビューティ 牡２鹿 ５５ 武士沢友治 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４８６＋ ２１：２７．２１� ２５．８�
５１０ ウインプロスパー 牡２鹿 ５５ R．ムーア �ウイン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム ５０８－ ４ 〃 ハナ ３．３�

（英）

３５ トゥユアハート 牝２栗 ５４ 田中 勝春吉田喜代司氏 小野 次郎 日高 藤本ファーム ４３２＋１０１：２７．３クビ １０３．８�
２３ トーセンハクオウ 牡２栗 ５５ 吉田 豊島川 	哉氏 大久保洋吉 池田 新田牧場 ５１０－ ４１：２７．７２� １０．９

１２ トキメキボーイ 牡２黒鹿５５ 北村 宏司片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ４５２－ ８ 〃 アタマ ２１．６�
８１５ カミナリコゾウ 牡２栗 ５５ 三浦 皇成田頭 勇貴氏 大和田 成 新冠 村上牧場 ４６０＋ ６１：２８．０１� ８．５�
８１６ ジェネスヘイロー 牡２鹿 ５５ 石橋 脩山口 真吾氏 木村 哲也 日高 長田ファーム ４７８－ ８１：２８．２１� １４０．２
６１２ ディアバイブル 牝２栗 ５４ 蛯名 正義ディアレスト 牧 光二 日高 沖田牧場 ５０８＋ ４ 〃 ハナ ３０．１�
３６ パトロクロス 牡２栗 ５５ 柴山 雄一村野 康司氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド ４６６± ０１：２９．０５ ２４１．１�
４８ マイネルヴェルディ 牡２鹿 ５５ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム ４５６＋２４１：２９．４２� １５２．４�
１１ マジックゲーム 牝２栗 ５４

５１ ▲原田 和真北洋レーシング 天間 昭一 浦河 岡本 昌市 ４４４－ ８１：２９．６� ６３．６�
５９ カンタベリーリュウ 牡２鹿 ５５ 木幡 初広峰 哲馬氏 佐藤 全弘 新冠 佐藤 信広 ４７８± ０１：３０．９８ ３７６．３�
７１３ ラストチャンス 牡２鹿 ５５ 江田 照男白井 岳氏 矢野 照正 日高 白井牧場 ４８６－ ２１：３１．０クビ ９０．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，８３１，０００円 複勝： ４９，９５２，０００円 枠連： １５，３８９，７００円

馬連： ６２，９４４，４００円 馬単： ４４，６６９，９００円 ワイド： ３４，４１３，８００円

３連複： ８８，８３４，３００円 ３連単： １３６，８５０，０００円 計： ４５９，８８５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １４０円 � ４６０円 � ５６０円 枠 連（２－７） ８８０円

馬 連 �� ３，５２０円 馬 単 �� ５，１８０円

ワ イ ド �� １，２５０円 �� １，３４０円 �� ６，５７０円

３ 連 複 ��� ２１，９６０円 ３ 連 単 ��� ８２，６５０円

票 数

単勝票数 計 ２６８３１０ 的中 � １０９２６２（１番人気）
複勝票数 計 ４９９５２０ 的中 � １５００２０（１番人気）� ２２３９８（７番人気）� １７３９８（９番人気）
枠連票数 計 １５３８９７ 的中 （２－７） １２９９８（４番人気）
馬連票数 計 ６２９４４４ 的中 �� １３２２６（１３番人気）
馬単票数 計 ４４６６９９ 的中 �� ６３７４（１９番人気）
ワイド票数 計 ３４４１３８ 的中 �� ６９４３（１４番人気）�� ６４４９（１６番人気）�� １２４９（５０番人気）
３連複票数 計 ８８８３４３ 的中 ��� ２９８６（５８番人気）
３連単票数 計１３６８５００ 的中 ��� １２２２（２１６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．３―３６．４―４９．０―１：０１．６―１：１３．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サルバドールハクイ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー ２０１２．１１．４ 東京２着

２０１０．３．２１生 牡２鹿 母 ホウライホーセキ 母母 ホウライコメット ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００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。
（非抽選馬） １頭 カシノラッキー号
※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。

３００８６１１月２５日 晴 良 （２４東京５）第８日 第２競走 ��２，０００�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

２：０１．３
１：５９．９

良

良

３６ トーセンワープ 牡２鹿 ５５ 内田 博幸島川 �哉氏 大久保洋吉 日高 有限会社 エ
スティファーム ４６２± ０２：０２．７ ５．０�

２４ カフェリュウジン 牡２鹿 ５５ R．ムーア 西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ５２６＋ ２２：０２．８� ９．０�
（英）

６１２ ジェイケイネオ 牡２青鹿５５ 蛯名 正義小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム ４７６＋ ４２：０３．１２ ３．３�
３５ ガ ウ チ ョ 牡２鹿 ５５ 松岡 正海阿部 幸暉氏 松山 将樹 浦河 桑田フアーム ４８０＋ ４２：０３．２クビ ２５．４�
４７ トーセンウィンドウ 牝２栗 ５４ 江田 照男島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム ４４８－ ２２：０３．３� ３８．４�
１１ キョウエイカミング 牝２黒鹿５４ C．ウィリアムズ 田中 晴夫氏 武藤 善則 浦河 福岡 光夫 ４３６－ ６２：０３．５１� １４．９�

（豪）

５９ キネオストロング 牡２黒鹿５５ 北村 宏司ジャパンフードビジネス	 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム ４８２＋ ４２：０３．７１� ２．９

１２ マイネリッカ 牝２栗 ５４ 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム ４３２－ ２ 〃 クビ １７．２�
４８ マイネルローベン 牡２鹿 ５５ 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新ひだか タイヘイ牧場 ４３４± ０２：０３．８� １５１．３�
８１６ ワ ン ダ フ ル 牡２栗 ５５ 岩田 康誠諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４５２－ ４ 〃 ハナ ５４．２
７１３ リネンウインド �２黒鹿５５ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 前谷 武志 ４５０± ０２：０３．９� ３００．２�
６１１ ショウナンアデヤカ 牝２芦 ５４ 浜中 俊国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 酒井牧場 ４４４－ ２２：０４．１１� ６５．３�
７１４ ゴールドライト 牡２栗 ５５ 木幡 初広居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム ４９４＋ ２２：０４．３１� １８８．０�
５１０ メ イ ラ ー ド 牡２栗 ５５ W．ビュイック �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４６４＋ ８ 〃 ハナ ４０．２�

（英）

２３ ナンヨーノキョー 牝２黒鹿５４ 柴田 善臣中村 �也氏 小笠 倫弘 浦河 三好牧場 ４５０＋１０２：０４．４� ３３．２�
８１５ ヤマニングランバル 牡２栗 ５５ 柴山 雄一土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 ４３０＋１２２：０４．７１� ４５３．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，８２６，２００円 複勝： ３８，４７７，４００円 枠連： １５，５７８，５００円

馬連： ５７，９４５，５００円 馬単： ３８，４９７，５００円 ワイド： ２７，５７３，４００円

３連複： ７６，７８９，５００円 ３連単： １１８，９６１，５００円 計： ３９５，６４９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １８０円 � ２８０円 � １６０円 枠 連（２－３） １，５１０円

馬 連 �� ２，６１０円 馬 単 �� ４，６１０円

ワ イ ド �� ９１０円 �� ５００円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� ３，４５０円 ３ 連 単 ��� ２２，３３０円

票 数

単勝票数 計 ２１８２６２ 的中 � ３４６６９（３番人気）
複勝票数 計 ３８４７７４ 的中 � ５７５５２（３番人気）� ３０９４９（４番人気）� ７４８１４（２番人気）
枠連票数 計 １５５７８５ 的中 （２－３） ７６２４（８番人気）
馬連票数 計 ５７９４５５ 的中 �� １６４０２（９番人気）
馬単票数 計 ３８４９７５ 的中 �� ６１６３（１４番人気）
ワイド票数 計 ２７５７３４ 的中 �� ７２９０（９番人気）�� １４４９６（４番人気）�� ８５４９（７番人気）
３連複票数 計 ７６７８９５ 的中 ��� １６４５５（９番人気）
３連単票数 計１１８９６１５ 的中 ��� ３９３３（５７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．９―３７．１―４９．９―１：０２．７―１：１５．５―１：２８．０―１：３９．６―１：５０．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．２―３F３４．７

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

勝馬の
紹 介

トーセンワープ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２０１２．８．５ 新潟２着

２０１０．３．７生 牡２鹿 母 ピンロックリー 母母 Whist ３戦１勝 賞金 ８，３００，０００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 マイネルミラノ号
※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８日



３００８７１１月２５日 晴 良 （２４東京５）第８日 第３競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１０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

１：３６．９
１：３６．９

不良

不良

５１０ ケイアイレオ 牡２鹿 ５５ 木幡 初広 �啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 新ひだか 佐竹 学 ５２８＋ ２１：４０．４ ４４．２�

４８ オリオンザジャパン 牡２芦 ５５ R．ムーア 平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 武 牧場 ４７６＋ ６ 〃 クビ ２．８�
（英）

２３ ハブアストロール 牡２鹿 ５５ 田中 勝春スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか マークリ牧場 ５１４＋ ２１：４０．７２ ５．６�
６１２ モルダバイト 牡２芦 ５５ 内田 博幸岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 土田農場 ５２２＋ ２１：４１．０１� ２．８�
３６ ドリームアース 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介森 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 ４７４＋ ６１：４１．１� １０４．７�
５９ ポンデザムール 牡２黒鹿５５ A．シュタルケ 岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 沖田 哲夫 ４９８－ ４１：４１．３１� １７．７�

（独）

１１ ミッキールドラ 牡２栗 ５５ 松岡 正海野田みづき氏 国枝 栄 新ひだか 矢野牧場 ４９０＋ ４１：４１．４クビ ８．７	
８１５ ヤマイチコンコルド 牡２鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人坂本 肇氏 大江原 哲 森 笹川大晃牧場 ４８２± ０１：４１．５� ２１３．８

７１３ ヴェルフェン 牡２芦 ５５ 蛯名 正義�Basic 田村 康仁 新冠 村本牧場 ４８６－ ２１：４１．６クビ ２２．５�
４７ テ ッ シ ン 牡２青鹿５５ 大野 拓弥益田 修一氏 中野 栄治 日高 野島牧場 ４１６－ ８ 〃 クビ １７８．６�
２４ ヤマニンビルトゥズ 牡２鹿 ５５ 伊藤 工真土井 肇氏 黒岩 陽一 浦河 廣田 伉助 ４８２－ ４ 〃 ハナ ２２．３
６１１ ニシノオドリコ 牝２栗 ５４ 武士沢友治西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 高昭牧場 ４６２± ０１：４１．７� ４２．５�
７１４ キルタンサス 牡２栗 ５５ 浜中 俊山口 敦広氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 ４４２＋ ２１：４２．５５ １１２．４�
８１６ 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 ４４６＋ ４１：４２．６クビ ２５１．１�
１２ パンドラローズ 牝２鹿 ５４ 柴田 大知冨沢 敦子氏 武市 康男 えりも 上島牧場 ４６０＋１４１：４２．９２ ６３．１�
３５ ウエスタンカリーナ 牝２黒鹿５４ 岩田 康誠西川 賢氏 古賀 史生 新ひだか 北西牧場 ４８２－ ８１：４６．７大差 １０４．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，６９７，８００円 複勝： ４５，２２６，９００円 枠連： １７，４９９，８００円

馬連： ６８，３３０，７００円 馬単： ４９，３００，８００円 ワイド： ３３，７６５，３００円

３連複： ９０，９２９，５００円 ３連単： １５２，３３８，４００円 計： ４８４，０８９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，４２０円 複 勝 � ６４０円 � １５０円 � １９０円 枠 連（４－５） １，９２０円

馬 連 �� ６，４４０円 馬 単 �� １８，３９０円

ワ イ ド �� １，１８０円 �� ２，１２０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ７，８１０円 ３ 連 単 ��� １０２，８６０円

票 数

単勝票数 計 ２６６９７８ 的中 � ４７７０（９番人気）
複勝票数 計 ４５２２６９ 的中 � １３１３２（８番人気）� １０６４８８（２番人気）� ６３６７４（３番人気）
枠連票数 計 １７４９９８ 的中 （４－５） ６７３２（９番人気）
馬連票数 計 ６８３３０７ 的中 �� ７８３４（２０番人気）
馬単票数 計 ４９３００８ 的中 �� １９７９（４６番人気）
ワイド票数 計 ３３７６５３ 的中 �� ６６３２（１５番人気）�� ３５５５（２３番人気）�� ３１９２８（２番人気）
３連複票数 計 ９０９２９５ 的中 ��� ８５９８（２３番人気）
３連単票数 計１５２３３８４ 的中 ��� １０９３（２４３番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１２．２―１２．５―１２．９―１３．１―１２．８―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．９―３６．１―４８．６―１：０１．５―１：１４．６―１：２７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイレオ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー ２０１２．１０．２１ 東京５着

２０１０．３．２４生 牡２鹿 母 ケイアイワールド 母母 サラトガワールド ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔制裁〕 ヤマイチコンコルド号の騎手杉原誠人は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（７番への進路影

響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウエスタンカリーナ号は，平成２４年１２月２５日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 リネンナデシコ号
※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。

３００８８１１月２５日 晴 良 （２４東京５）第８日 第４競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１１時２５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

８１０ カミノタサハラ 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ５１４ ―２：０３．３ ３．８�

２２ ロンギングゴールド 牡２黒鹿５５ M．デムーロ坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４７０ ―２：０３．６２ ４．１�
（伊）

１１ フ ル グ ラ ン 牡２黒鹿５５ C．スミヨン �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４８６ ―２：０３．９１� ３．１�
（仏）

７８ ゼンノゼフィロス 牡２鹿 ５５ 武 豊大迫久美子氏 松永 幹夫 新冠 村上 欽哉 ５２２ ―２：０４．３２� ５．７�
６６ エクスブルグ 牡２鹿 ５５ W．ビュイック 前原 敏行氏 西園 正都 新ひだか タイヘイ牧場 ４６２ ―２：０４．４� ４０．０�

（英）

５５ タイセイゴディス 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム ４５８ ―２：０４．５� １２．９	
３３ ラルゴスパーダ 牡２鹿 ５５ R．ムーア �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム ４８６ ―２：０４．６� １８．９


（英）

７９ ダテノソコヂカラ 牝２鹿 ５４ 田中 勝春関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 ４８６ ―２：０４．８１� ３８．９�
６７ ウイントレジャー 牝２栗 ５４ 大野 拓弥�ウイン 大竹 正博 新冠 コスモヴューファーム ４８０ ―２：０５．２２� １０１．４�
８１１ レッドヘリオス 牡２栗 ５５ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 浦河 金成吉田牧場 ５２４ ―２：０６．４７ ２６．０
４４ カズチョウサン 牡２鹿 ５５ 内田 博幸�チョウサン 和田 正道 平取 坂東牧場 ４７０ ―２：０８．９大差 ５５．１�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２９，８６６，８００円 複勝： ３８，２６９，９００円 枠連： １４，１９５，１００円

馬連： ５７，６４０，６００円 馬単： ４６，０６１，７００円 ワイド： ２３，８１３，８００円

３連複： ６７，８７８，６００円 ３連単： １３１，０２７，０００円 計： ４０８，７５３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １４０円 � １４０円 � １３０円 枠 連（２－８） ８４０円

馬 連 �� ９１０円 馬 単 �� １，８９０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ２９０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ８６０円 ３ 連 単 ��� ５，６８０円

票 数

単勝票数 計 ２９８６６８ 的中 � ６３１９０（２番人気）
複勝票数 計 ３８２６９９ 的中 � ６９７４８（３番人気）� ７５４３７（２番人気）� ８４４４９（１番人気）
枠連票数 計 １４１９５１ 的中 （２－８） １２４８７（５番人気）
馬連票数 計 ５７６４０６ 的中 �� ４７０４９（４番人気）
馬単票数 計 ４６０６１７ 的中 �� １８０５３（６番人気）
ワイド票数 計 ２３８１３８ 的中 �� １７１３０（３番人気）�� ２０６０１（２番人気）�� ２４９８８（１番人気）
３連複票数 計 ６７８７８６ 的中 ��� ５８４０８（１番人気）
３連単票数 計１３１０２７０ 的中 ��� １７０５２（９番人気）

ハロンタイム １３．８―１２．６―１２．６―１３．０―１２．９―１２．５―１２．２―１１．１―１１．２―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．８―２６．４―３９．０―５２．０―１：０４．９―１：１７．４―１：２９．６―１：４０．７―１：５１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４５．９―３F３３．７

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

勝馬の
紹 介

カミノタサハラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

２０１０．２．１４生 牡２鹿 母 クロウキャニオン 母母 ク ロ カ ミ 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。



３００８９１１月２５日 晴 良 （２４東京５）第８日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１２時１５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

３５ パーフェクトスコア 牡２青鹿５５ C．ルメール �キャロットファーム 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８０ ―１：３９．３ ４．５�

（仏）

６１２ ハコダテナイト 牡２栗 ５５ R．ムーア 河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 ５０２ ―１：４０．０４ ９．４�
（英）

７１３ オアフライダー 牡２鹿 ５５ 内田 博幸 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 タバタファーム ４６０ ―１：４０．８５ ３６．３�
４７ ヴィンチトーレ 牡２栗 ５５ 村田 一誠深見 富朗氏 北出 成人 新ひだか 中田 英樹 ５１０ ― 〃 クビ ９．９�
８１６ レオアクシス �２青鹿５５ 江田 照男田中 博之氏 萱野 浩二 浦河 中村 雅明 ５１４ ―１：４０．９クビ ７．５�
７１４ ショウリノウタゲ 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 川端 正博 ５２２ ― 〃 ハナ ７１．９�
１２ フォルテシモ 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 ４４２ ―１：４１．６４ ２．７	
１１ ロマンシングジェム 牝２青鹿５４ M．デムーロ吉田 千津氏 大和田 成 千歳 社台ファーム ４９０ ―１：４１．７� １３．１


（伊）

５１０ サクラボルケーノ 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義�さくらコマース牧 光二 新ひだか 木田 祐博 ５６０ ― 〃 ハナ １４．６�
２３ ヒロノプリンス 牡２鹿 ５５ 池添 謙一サンエイ開発� 村山 明 日高 オリオンファーム ４５４ ―１：４１．９１ ２７．０
３６ サルジェンツチェリ 牡２芦 ５５ 柴田 大知加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 ４６２ ― 〃 クビ ５９．３�
８１５ ダイワスペクター 牡２黒鹿５５ 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 ５００ ―１：４２．１１� ３２．９�
４８ テンダンサー 牡２鹿 ５５ Z．パートン江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上 悦夫 ４５６ ―１：４３．６９ ２１２．１�

（香港）

５９ アルバラード 牡２鹿 ５５ 石橋 脩有限会社シルク伊藤 圭三 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９０ ― 〃 アタマ ３０．２�

２４ ワンダリングブルー 牡２栗 ５５ C．オドノヒュー �ブルーマネジメント田中 剛 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー ４６４ ―１：４４．５５ ８９．１�

（愛）

６１１ デルマオシラサマ 牝２鹿 ５４ 西田雄一郎浅沼 廣幸氏 石栗 龍彦 日高 ファニーヒルファーム ４２８ ―１：４８．１大差 ３３３．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，６９８，９００円 複勝： ４０，８１３，２００円 枠連： ２１，１２１，１００円

馬連： ６６，６２７，５００円 馬単： ４５，３１０，５００円 ワイド： ２９，６５５，３００円

３連複： ８４，４７０，０００円 ３連単： １２７，０１２，４００円 計： ４４１，７０８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １９０円 � ２９０円 � ７８０円 枠 連（３－６） ２，６３０円

馬 連 �� ２，５１０円 馬 単 �� ４，４７０円

ワ イ ド �� ８２０円 �� ２，９３０円 �� ５，４４０円

３ 連 複 ��� ３３，９６０円 ３ 連 単 ��� １４３，５５０円

票 数

単勝票数 計 ２６６９８９ 的中 � ４７０８２（２番人気）
複勝票数 計 ４０８１３２ 的中 � ７２２３４（２番人気）� ３７３１１（５番人気）� １１０３８（１０番人気）
枠連票数 計 ２１１２１１ 的中 （３－６） ５９３７（１２番人気）
馬連票数 計 ６６６２７５ 的中 �� １９６００（１０番人気）
馬単票数 計 ４５３１０５ 的中 �� ７４８６（１６番人気）
ワイド票数 計 ２９６５５３ 的中 �� ９４３０（９番人気）�� ２４４７（３３番人気）�� １３００（５７番人気）
３連複票数 計 ８４４７００ 的中 ��� １８３６（１０３番人気）
３連単票数 計１２７０１２４ 的中 ��� ６５３（４２０番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１２．０―１２．８―１３．３―１２．４―１２．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．０―３６．０―４８．８―１：０２．１―１：１４．５―１：２６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パーフェクトスコア �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ホワイトマズル 初出走

２０１０．２．２１生 牡２青鹿 母 ハンドレッドスコア 母母 サンデーエイコーン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマオシラサマ号は，平成２４年１２月２５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 エアセノーテ号・ベルモントリヴァー号
※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。

３００９０１１月２５日 晴 良 （２４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１２時４５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 ７，２００，０００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

２：２２．１
２：２２．１

良

良

２４ アナンジュパス 牝３鹿 ５３ C．ウィリアムズ �G１レーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４６４－ ４２：２４．８ ２２．０�
（豪）

８１７ ヒールゼアハーツ 牡４栗 ５７ 武 豊 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４９４＋ ２ 〃 クビ ７．９�
６１２ プレミアムテースト 牡４青 ５７ R．ムーア �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４４４－ ６２：２４．９クビ ８．７�

（英）

２３ ウインフロレゾン 牝３黒鹿５３ 大野 拓弥�ウイン 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム ４６２＋ ４２：２５．１１� ３０．９�
１１ ジャングルクルーズ 牡３鹿 ５５ 横山 典弘窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５１０＋ ２２：２５．３１� ２．６�
５１０	 カンタベリーナイト 牡３鹿 ５５ 西田雄一郎峰 哲馬氏 佐藤 全弘 新ひだか 藤吉牧場 ４９８＋ ４ 〃 クビ １２３．９	
５９ ケイアイジーニアス 牡３鹿 ５５ 江田 照男 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 新ひだか 折手牧場 ４５８－ ２２：２５．４クビ １３１．４

７１３ ブーケドロゼブルー 牝５青鹿５５ O．ペリエ �ブルーマネジメント畠山 吉宏 新ひだか 加野牧場 ４８０＋ ２ 〃 クビ ８７．４�

（仏）

８１８ オメガオンリーワン 牡４芦 ５７ 内田 博幸原 
子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ５４８－ ６２：２５．５クビ ２５．６�
４７ ディサイファ 牡３鹿 ５５ C．ルメール H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９８－ ６２：２５．９２� ３．１
（仏）

８１６ エイダイポイント 牡４芦 ５７ C．スミヨン�東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 ４４６－ ２２：２６．１１� ４０．９�
（仏）

３６ ライトヴァース 牡３鹿 ５５ 北村 宏司 �社台レースホース勢司 和浩 池田 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９４＋ ８２：２６．２� １４．６�

６１１ メイショウトチワカ 牡４鹿 ５７ J．ムルタ 松本 好雄氏 小島 太 浦河 鮫川フアーム ４６２－ ２ 〃 ハナ ８５．３�
（愛）

３５ リーサムポイント 牡４栗 ５７ 柴田 善臣平田 修氏 大江原 哲 安平 ノーザンファーム ４７４＋ ６２：２６．４１� １５６．３�
１２ ハシルヨミテテ 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成田中 幹雄氏 清水 美波 浦河 荻伏三好フ

アーム ５３４＋ ２２：２６．６１� １４８．１�
４８ � コスモアネクドート 牡３鹿 ５５ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 愛 Mogeely Stud B４４８－１０２：２７．０２� ３４４．５�
７１５ キョウエイマイン 牝３鹿 ５３ 田中 勝春田中 晴夫氏 石毛 善彦 新冠 小泉牧場 ４２６± ０２：２７．５３ １１０．７�
７１４ ラストノート �５鹿 ５７ W．ビュイック �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６－ ２２：２８．８８ ３３．６�
（英）

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３９，２１０，８００円 複勝： ６５，０５９，６００円 枠連： ２８，８３６，４００円

馬連： ９６，２１３，２００円 馬単： ６３，６１３，４００円 ワイド： ４５，２６１，４００円

３連複： １２５，１００，８００円 ３連単： ２０１，６４４，７００円 計： ６６４，９４０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２００円 複 勝 � ５５０円 � ２６０円 � ２７０円 枠 連（２－８） ２，７９０円

馬 連 �� ８，７３０円 馬 単 �� ２２，８１０円

ワ イ ド �� ２，５００円 �� ２，０５０円 �� １，３００円

３ 連 複 ��� １９，１６０円 ３ 連 単 ��� １７８，８７０円

票 数

単勝票数 計 ３９２１０８ 的中 � １４０７４（６番人気）
複勝票数 計 ６５０５９６ 的中 � ２７７２５（６番人気）� ７０２４０（３番人気）� ６９４７９（４番人気）
枠連票数 計 ２８８３６４ 的中 （２－８） ７６３７（１２番人気）
馬連票数 計 ９６２１３２ 的中 �� ８１３６（２３番人気）
馬単票数 計 ６３６１３４ 的中 �� ２０５９（５４番人気）
ワイド票数 計 ４５２６１４ 的中 �� ４４０７（２３番人気）�� ５４１２（２１番人気）�� ８７２８（１３番人気）
３連複票数 計１２５１００８ 的中 ��� ４８１９（５２番人気）
３連単票数 計２０１６４４７ 的中 ��� ８３２（４０７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１２．１―１１．８―１２．３―１２．５―１２．１―１２．３―１２．０―１２．０―１１．９―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．７―２３．９―３６．０―４７．８―１：００．１―１：１２．６―１：２４．７―１：３７．０―１：４９．０―２：０１．０―２：１２．９

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

アナンジュパス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 スターオブコジーン デビュー ２０１２．３．２４ 中山５着

２００９．４．１７生 牝３鹿 母 エンゼルカロ 母母 ヤマフノーザリー ７戦２勝 賞金 １７，０２０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 アドマイヤバラード号・エックスマーク号・キャニオンシンザン号・クリサンセマム号・クリーンメタボ号
※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。



３００９１１１月２５日 晴 良 （２４東京５）第８日 第７競走 ��
��１，６００�ベ ゴ ニ ア 賞

発走１３時１５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 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３３．８
１：３３．１

良

良

１１ ロ ゴ タ イ プ 牡２黒鹿５５ M．デムーロ吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム ４８６＋１８１：３３．６レコード ５．６�
（伊）

８１６ マンボネフュー 牡２青 ５５ 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０－ ２１：３３．８１� ８．７�
４８ ユキノユウダン 牡２栗 ５５ 江田 照男馬場 幸廣氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム ４２４＋１０１：３４．５４ １９９．５�
４７ レッドジャイヴ 牡２青鹿５５ C．ルメール �東京ホースレーシング 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４４８＋ ８ 〃 アタマ ３．１�

（仏）

２３ メイショウオオゼキ 牡２鹿 ５５ 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 ４７６－ ２１：３４．７１� ５．０�
５１０ タイセイドリーム 牡２鹿 ５５ 石橋 脩田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ５２６＋１４ 〃 クビ ５．５�
７１３ ガ チ バ ト ル 牡２栗 ５５ 田中 勝春吉田喜代司氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 ４４４－ ４ 〃 アタマ ２１．０	
７１４ ノーブルジュピタ 牝２鹿 ５４ 吉田 豊吉木 伸彦氏 水野 貴広 新冠 秋田牧場 ４３２＋ ２１：３４．９１� ９３．３

５９ リュウツバメ 牝２鹿 ５４ Z．パートン田中ふさ枝氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 ５０６－ ４１：３５．０� １３１．９�

（香港）

３５ アポロオラクル 牡２鹿 ５５ 北村 宏司アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 ４３６± ０ 〃 ハナ ２０．３�
１２ パ ッ シ ョ ン 牝２栗 ５４ C．ウィリアムズ 阿部 紀子氏 伊藤 伸一 浦河 大北牧場 ４３８＋１０１：３５．１クビ ３１．８

（豪）

６１２ ハニームーナー 牝２栗 ５４ 横山 典弘 H.R.H．プリンセス・ハヤ 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４３４－ ２１：３５．２� １６．７�

２４ マイネルイルミナル 牡２鹿 ５５ 柴田 大知 �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± ０ 〃 クビ ６５．４�

３６ ファンアットコート 牝２鹿 ５４ 松岡 正海�ミルファーム 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム ４５０－ ２１：３５．３クビ １２３．８�
６１１ ニシノレゾネ 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 ４３４－ ４１：３５．４� １６６．２�
８１５ グレイトエンブレム 牡２栗 ５５ 藤岡 佑介小川 勲氏 作田 誠二 浦河 信成牧場 ４３６－ ４１：３５．６１� ４４．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，３２３，９００円 複勝： ６４，３６０，２００円 枠連： ２４，４２９，５００円

馬連： １１１，７００，２００円 馬単： ６４，１６８，６００円 ワイド： ４３，１４４，５００円

３連複： １２５，２０１，７００円 ３連単： ２０３，１４８，８００円 計： ６７６，４７７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � ２３０円 � ３１０円 � ３，２７０円 枠 連（１－８） ２，０３０円

馬 連 �� ２，２９０円 馬 単 �� ４，２００円

ワ イ ド �� ９５０円 �� １０，０９０円 �� １５，１８０円

３ 連 複 ��� ８８，４２０円 ３ 連 単 ��� ５４５，１８０円

票 数

単勝票数 計 ４０３２３９ 的中 � ５６８１７（４番人気）
複勝票数 計 ６４３６０２ 的中 � ８５６０３（４番人気）� ５７７４９（５番人気）� ４１６３（１５番人気）
枠連票数 計 ２４４２９５ 的中 （１－８） ８９０５（１０番人気）
馬連票数 計１１１７００２ 的中 �� ３６０６１（９番人気）
馬単票数 計 ６４１６８６ 的中 �� １１２７６（１６番人気）
ワイド票数 計 ４３１４４５ 的中 �� １１７７３（９番人気）�� １０２７（７１番人気）�� ６８１（８７番人気）
３連複票数 計１２５２０１７ 的中 ��� １０４５（１７７番人気）
３連単票数 計２０３１４８８ 的中 ��� ２７５（９６８番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．６―１２．１―１２．２―１１．５―１１．３―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．４―３５．０―４７．１―５９．３―１：１０．８―１：２２．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロ ゴ タ イ プ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．６．２４ 函館１着

２０１０．３．１０生 牡２黒鹿 母 ステレオタイプ 母母 スターバレリーナ ５戦２勝 賞金 ２９，７１０，０００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。

３００９２１１月２５日 晴 良 （２４東京５）第８日 第８競走 ��
��１，６００�２０１２マーヴェラス ジョッキーズ トロフィー

発走１３時５０分 （国際騎手招待） （ダート・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 ５９５，０００円 １７０，０００円 ８５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．４
１：３３．３

重

良

１１ � アメリカンウィナー 牡３青鹿５７ 浜中 俊吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Woodcote
Stud, Ltd. ４８８－ ２１：３６．８ ２．４�

５８ コウセイコタロウ 牡３黒鹿５７ R．ムーア 杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 堤 牧場 ４９０＋１０１：３７．１２ １３．８�
（英）

２３ ル イ ー ズ 牝４青鹿５６ 柴田 善臣大野 富生氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム B４７８± ０１：３７．２� ２２．３�
５９ ビタースウィート 牝５鹿 ５６ C．ウィリアムズ �桜井牧場 加用 正 新ひだか 桜井牧場 ４５０－ ６ 〃 ハナ ３８．２�

（豪）

７１２ ガリレオバローズ 牡４黒鹿５８ Z．パートン猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５３２± ０１：３７．４１	 ４２．６�
（香港）

６１０ ブライアンズオーラ 牡３鹿 ５７ C．スミヨン 嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 友田牧場 ４８８＋ ２１：３７．７１
 ５．６�
（仏）

３４ フラアンジェリコ 牡４栗 ５８ 山口 勲 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４９８＋ ４ 〃 クビ ６．５	
（佐賀）

４６ ラフアウェイ 牝４青 ５６ M．デムーロ
ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント ５５８－ ２１：３７．８� ３５．５�
（伊）

３５ サトノティアラ 牝４鹿 ５６ A．シュタルケ 里見 治氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４５２－ ４ 〃 クビ ９．６�
（独）

４７ シゲルモトナリ 牡５黒鹿５８ 池添 謙一森中 蕃氏 藤岡 範士 新冠 松本 信行 ４９８－１８ 〃 ハナ ２８．４
２２ ミステリートレイン 牡４鹿 ５８ 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス
 萩原 清 安平 ノーザンファーム ５１６＋ ６１：３７．９クビ １１．０�
８１５ セトブリッジ 牡３黒鹿５７ J．ムルタ 難波 澄子氏 森 秀行 日高 新井 昭二 ５０２＋１０１：３８．０
 ２７．３�

（愛）

８１４�� エーシンイオマンテ 牡４鹿 ５８ 内田 博幸
栄進堂 坂口 正則 愛 Peter and
Jackie Grimes ４６０－１０１：３８．１
 １８２．９�

６１１ マイネルカーミン 牡３黒鹿５７ 蛯名 正義 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 田湯牧場 ４９２＋１２１：３８．５２� １０３．５�

７１３ ルシャンベルタン 牡４鹿 ５８ W．ビュイック 嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム B４９０＋１２１：４０．７大差 ４２．２�
（英）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４５，３９３，３００円 複勝： ７２，８４０，３００円 枠連： ３９，５２５，７００円

馬連： １３７，１４７，６００円 馬単： ８６，１１４，７００円 ワイド： ５７，４２７，５００円

３連複： １７１，９４６，８００円 ３連単： ２８６，２７９，８００円 計： ８９６，６７５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １４０円 � ２９０円 � ４２０円 枠 連（１－５） １，３４０円

馬 連 �� １，７６０円 馬 単 �� ２，３２０円

ワ イ ド �� ６１０円 �� ９６０円 �� ３，２１０円

３ 連 複 ��� １０，４５０円 ３ 連 単 ��� ３３，０７０円

票 数

単勝票数 計 ４５３９３３ 的中 � １５４０９４（１番人気）
複勝票数 計 ７２８４０３ 的中 � １８７１４６（１番人気）� ５７３７４（５番人気）� ３５６９６（７番人気）
枠連票数 計 ３９５２５７ 的中 （１－５） ２１８４５（６番人気）
馬連票数 計１３７１４７６ 的中 �� ５７５４０（６番人気）
馬単票数 計 ８６１１４７ 的中 �� ２７４５０（７番人気）
ワイド票数 計 ５７４２７５ 的中 �� ２４５０１（３番人気）�� １４８４４（１０番人気）�� ４１６８（４２番人気）
３連複票数 計１７１９４６８ 的中 ��� １２１５０（３１番人気）
３連単票数 計２８６２７９８ 的中 ��� ６３８９（８３番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．５―１２．２―１２．８―１２．５―１２．２―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．３―３４．８―４７．０―５９．８―１：１２．３―１：２４．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．８―３F３７．０
３ １５－２（５，６）（１，７，８）９（４，１０）（１１，１４，１２）１３－３ ４ １５，２，５（１，６）（９，７，８）（４，１４，１０）（１１，１２）（３，１３）

勝馬の
紹 介

�アメリカンウィナー �
�
父 Bernardini �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１１．１１．１３ 東京６着

２００９．３．３生 牡３青鹿 母 Zappeuse 母母 Danseuse du Nord １０戦３勝 賞金 ３５，２５１，０００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。



３００９３１１月２５日 晴 良 （２４東京５）第８日 第９競走 ��
��１，６００�キャピタルステークス

発走１４時２５分 （芝・左）
３歳以上；負担重量は，３歳５５�４歳以上５６�，牝馬２�減，２３．１１．２６以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）１着馬３�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬２�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�
増，２３．１１．２５以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 ２１，０００，０００円 ８，４００，０００円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００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

１：３１．３
１：３０．７

良

良

５１０ ヤマニンウイスカー 牡６青 ５６ 伊藤 工真土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 ５０２－ ２１：３２．１ ３９７．４�

６１１ シルクアーネスト 牡５栗 ５６ 池添 謙一有限会社シルク池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム ５０２－ ２１：３２．３１ １５．２�
８１６ トーセンレーヴ 牡４鹿 ５７ C．スミヨン 島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４６６－ ２ 〃 アタマ ２．６�

（仏）

７１３ ク ラ レ ン ト 牡３栗 ５６ 岩田 康誠前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８２＋ ４ 〃 クビ ３．３�
３５ モンストール 牡３鹿 ５５ 柴田 善臣前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 村下農場 ４７４＋ ４１：３２．５１� ３６．９�
８１８ サンディエゴシチー 牡５黒鹿５６ 藤岡 佑介 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 浦河 アイオイファーム ５１０－ ４ 〃 クビ １７．６	
６１２ ブライトライン 牡３青 ５６ M．デムーロ�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１２＋ ４ 〃 アタマ ２０．１


（伊）

７１５ スマイルジャック 牡７黒鹿５７ 内田 博幸齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 ５００＋ ８１：３２．６クビ １１．７�
７１４ ゴールスキー 牡５黒鹿５６ R．ムーア �社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム ４８２± ０ 〃 クビ １９．１

（英）

２４ レッドデイヴィス �４鹿 ５７ 浜中 俊 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８２－１０１：３２．７クビ ２３．１�
１２ 	 ライブコンサート �８黒鹿５６ 武 豊グリーンフィールズ� 白井 寿昭 愛 Mrs J.

Chandris ４８２＋ ８ 〃 クビ ６９．９�
４７ セイクリッドバレー 牡６栗 ５６ 三浦 皇成吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ４９４＋ ２１：３２．８
 ４１．４�
２３ ファイアーフロート 牡６鹿 ５６ 津村 明秀臼田 浩義氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ４９２＋１４１：３２．９� １３．７�
４８ 	 オセアニアボス 牡７青鹿５６ 石橋 脩�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry

Hill Stud ５０２＋ ８１：３３．１１
 １５６．０�
５９ アプリコットフィズ 牝５黒鹿５４ 蛯名 正義 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４４６＋ ４１：３３．４１� １９．０�
３６ ブレイブファイト 牡７鹿 ５６ N．カラン �RRA 藤原 英昭 門別 下河辺牧場 ５１８－ ４ 〃 クビ ２６３．５�

（英）

１１ ロードバリオス 牡７青 ５６ 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 三石 ケイアイファーム ４５６＋ ８１：３３．７１� ２２７．５�
８１７ アブソリュート �８黒鹿５６ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４６０－ ２１：３４．８７ ２０５．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ６１，２１７，９００円 複勝： ９４，５７６，６００円 枠連： ５１，１８９，２００円

馬連： ２１４，２７１，５００円 馬単： １１５，７４９，３００円 ワイド： ８６，５１１，０００円

３連複： ２５５，６２０，７００円 ３連単： ４４４，１２５，７００円 計： １，３２３，２６１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９，７４０円 複 勝 � ７，４００円 � ３７０円 � １５０円 枠 連（５－６） ６，１１０円

馬 連 �� ２８４，４２０円 馬 単 �� ７１７，８５０円

ワ イ ド �� ４９，９８０円 �� ２６，３４０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ２９１，１３０円 ３ 連 単 ��� ４，９６６，１４０円

票 数

単勝票数 計 ６１２１７９ 的中 � １２１４（１８番人気）
複勝票数 計 ９４５７６６ 的中 � ２３６６（１８番人気）� ６０２８３（４番人気）� ２４２９０８（１番人気）
枠連票数 計 ５１１８９２ 的中 （５－６） ６１９３（１７番人気）
馬連票数 計２１４２７１５ 的中 �� ５５６（１３７番人気）
馬単票数 計１１５７４９３ 的中 �� １１９（２７８番人気）
ワイド票数 計 ８６５１１０ 的中 �� ４１０（１３０番人気）�� ７７９（１０１番人気）�� ３２１８１（２番人気）
３連複票数 計２５５６２０７ 的中 ��� ６４８（３２９番人気）
３連単票数 計４４４１２５７ 的中 ��� ６６（２８８０番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１１．３―１１．４―１１．７―１１．２―１１．１―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．５―３４．８―４６．２―５７．９―１：０９．１―１：２０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３４．２
３ １０，１（６，１８）（５，８，９）７（２，１３，１６）１１（１５，１４）１２－３－１７－４ ４ １０（１８，９）（１，６）（５，８，１６）７（２，１３，１４）（１５，１１，１２）３，１７，４

勝馬の
紹 介

ヤマニンウイスカー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００８．１１．１ 京都１０着

２００６．２．１２生 牡６青 母 マ ダ ニ ナ 母母 Minya ３４戦６勝 賞金 １２９，５８１，０００円
〔その他〕 アブソリュート号は，競走中に疾病〔鼻出血（２回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アブソリュート号は，平成２５年１月２５日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１６頭 アンシェルブルー号・オートドラゴン号・カネトシディオス号・キングストリート号・サンレイレーザー号・

ストロングガルーダ号・セイカアレグロ号・タガノロックオン号・チャームポット号・トライアンフマーチ号・
ヒットジャポット号・フサイチセブン号・ブリッツェン号・モルトグランデ号・ヤングアットハート号・
レインスティック号

※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。

３００９４１１月２５日 晴 良 （２４東京５）第８日 第１０競走 ��
��２，０００�２０１２プロミネント ジョッキーズ トロフィー

発走１５時００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 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００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

５８ サトノパンサー 牡４鹿 ５８ Z．パートン里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４９２－ ４１：５８．３ ９．８�
（香港）

２２ ノ ー ス テ ア �４栗 ５８ 池添 謙一山本 英俊氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ５３６＋１６ 〃 クビ ８．３�
７１３ ヴィクトリースター 牡４鹿 ５８ C．スミヨン �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム ４６２± ０１：５８．６１� ３．５�

（仏）

３５ アドマイヤブルー 牡３鹿 ５７ 柴田 善臣近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４９６－１４ 〃 アタマ ３．８�
２３ ツルミプラチナム 牡５黒鹿５８ M．デムーロ�鶴見ホース 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 ４８０＋ ８１：５８．７� ６．９�

（伊）

４７ ピュアブリーゼ 牝４栗 ５６ 内田 博幸 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４５６－ ２１：５８．８� １９．３�
４６ ヤマニンシャスール 牡５鹿 ５８ 浜中 俊土井 薫氏 浅見 秀一 日高 福山牧場 ４８８＋ ６１：５８．９	 １０６．７	
１１ トウカイオーロラ 牡５黒鹿５８ J．ムルタ 内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４７４＋ ４ 〃 ハナ ８．５


（愛）

３４ エナージバイオ 牡７栗 ５８ A．シュタルケ バイオ� 梅田 智之 門別 日高大洋牧場 ４５６－ ８１：５９．０クビ ８５．６�
（独）

８１４ メイショウジンム 牡６鹿 ５８ R．ムーア 松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 杵臼斉藤牧場 ４４２＋ ２１：５９．１� ３９．１
（英）

７１２ エスピナアスール 牝５黒鹿５６ C．ウィリアムズ 青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 ４７８± ０１：５９．２クビ ２８．０�
（豪）

６１１ アロマカフェ 牡５黒鹿５８ 蛯名 正義西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４７２－ ８２：００．０５ ４２．７�
８１５ チュウワプリンス 牡６黒鹿５８ W．ビュイック 中西 忍氏 大久保龍志 静内 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３８－ ２２：００．２１
 ３２．７�
（英）

６１０ シンボリボルドー 牡５鹿 ５８ 山口 勲シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 ４６２－ ２ 〃 ハナ １１２．１�
（佐賀）

５９ シルクランスロット 牡５栗 ５８ 岩田 康誠有限会社シルク増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ５０８－ ４２：００．６２	 ３７．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５５，９４６，６００円 複勝： ８１，６５５，０００円 枠連： ５２，５５３，８００円

馬連： ２０５，２６７，５００円 馬単： １１０，４１０，９００円 ワイド： ７０，６０９，８００円

３連複： ２４０，６０６，８００円 ３連単： ４３４，１７７，３００円 計： １，２５１，２２７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９８０円 複 勝 � ２６０円 � ２７０円 � １６０円 枠 連（２－５） １，４７０円

馬 連 �� ４，０４０円 馬 単 �� ８，９７０円

ワ イ ド �� １，２１０円 �� ６３０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ３，８７０円 ３ 連 単 ��� ３５，２２０円

票 数

単勝票数 計 ５５９４６６ 的中 � ４５１１０（６番人気）
複勝票数 計 ８１６５５０ 的中 � ７３１１６（５番人気）� ７０４８８（６番人気）� １７５９７４（１番人気）
枠連票数 計 ５２５５３８ 的中 （２－５） ２６４７２（５番人気）
馬連票数 計２０５２６７５ 的中 �� ３７５４７（１５番人気）
馬単票数 計１１０４１０９ 的中 �� ９０８５（３７番人気）
ワイド票数 計 ７０６０９８ 的中 �� １３８６１（１５番人気）�� ２８６５３（３番人気）�� ２５５９６（７番人気）
３連複票数 計２４０６０６８ 的中 ��� ４５８８７（１０番人気）
３連単票数 計４３４１７７３ 的中 ��� ９０９８（１０４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．３―３５．５―４７．３―５９．３―１：１１．５―１：２３．７―１：３５．５―１：４６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．８―３F３４．６

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

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

勝馬の
紹 介

サトノパンサー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．９．１９ 阪神３着

２００８．３．２４生 牡４鹿 母 ピサノベネチアン 母母 ストームザミント ２１戦５勝 賞金 ９０，６６３，０００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または施行団体名を表示している。

１レース目
３レース目



３００９５１１月２５日 晴 良 （２４東京５）第８日 第１１競走
ジャパン・オータムインターナショナル

��
��２，４００�第３２回ジャパンカップ（ＧⅠ）

発走１５時４０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 ３，５７０，０００円 １，０２０，０００円 ５１０，０００円
参加記念品
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞
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

８１５ ジェンティルドンナ 牝３鹿 ５３ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４６０－１４２：２３．１ ６．６�

８１７ オルフェーヴル 牡４栗 ５７ 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５８ 〃 ハナ ２．０�

７１３ ルーラーシップ 牡５鹿 ５７ C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ５０６－ ８２：２３．５２� ５．４�
（豪）

５１０ ダークシャドウ 牡５栗 ５７ M．デムーロ飯塚 知一氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５１２－ ４ 〃 アタマ １８．６�
（伊）

２４ フェノーメノ 牡３青鹿５５ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 戸田 博文 平取 追分ファーム ４９２－ ４２：２３．９２� ８．０�
８１６ トーセンジョーダン 牡６鹿 ５７ C．スミヨン 島川 �哉氏 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４８４＋ ６ 〃 アタマ ５５．６	

（仏）

１１ ビートブラック 牡５青 ５７ 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 ５１４＋ ２２：２４．０� ４３．２

３６ 	 レッドカドー 
６栗 ５７ G．モッセ R.J．アカーリ氏 E．ダンロップ 英 Foursome

Thoroughbreds ４９４ ２：２４．１クビ １５２．５�
（Red Cadeaux（GB）） （英） （香港）

４８ エイシンフラッシュ 牡５黒鹿５７ C．ルメール 平井 豊光氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４８８＋ ２ 〃 クビ １３．９�
（仏）

２３ ジャガーメイル 牡８鹿 ５７ W．ビュイック 吉田 和美氏 堀 宣行 浦河 アイオイファーム B４８６± ０２：２４．３１� ６５．９
（英）

６１１	 ジャッカルベリー 牡６鹿 ５７ C．オドノヒュー ATBジャッカルベリ
ー・シンジケート M．ボッティ 愛 Azienda Agricola

Allevamento Deni ５０２ ２：２４．５１� １５９．０�
（Jakkalberry（IRE）） （英） （愛）

３５ 	 マウントアトス 
５鹿 ５７ R．ムーア M．クーカッシュ氏 L．クマーニ 愛
David Magnier
and Cobra
Bloodstock

４８６ ２：２４．６� ８９．４�
（Mount Athos（IRE）） （英） （英）

７１４	 ソ レ ミ ア 牝４鹿 ５５ O．ペリエ ヴェルテメール・エ・
フレール C．ラフォンパリアス 愛 Wertheim

er et Frere ４３８ ２：２４．７� ２２．７�
（Solemia（IRE）） （仏） （仏）

５９ オウケンブルースリ 牡７栗 ５７ 浜中 俊福井 明氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４８４± ０２：２４．９１� ２０７．８�
４７ メイショウカンパク 牡５黒鹿５７ 内田 博幸松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４８２－ ２２：２５．０� １５４．０�
６１２ ローズキングダム 牡５黒鹿５７ 武 豊 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４５４－１６２：２５．４２� ４８．２�
１２ 	 ス リ プ ト ラ 牡６鹿 ５７ N．カラン アフマド・シャー殿下 R．ヴェリアン 英 Glebe Stud

and Partners ５２６ ２：２７．７大差 ２０２．５�
（Sri Putra（GB）） （英） （英）

（１７頭）

売 得 金
単勝： ９０８，６２２，２００円 複勝： ８５４，４３２，７００円 枠連： ６１３，７１５，８００円 馬連： ２，８０４，８０５，１００円 馬単： １，７７１，０６９，２００円

ワイド： ８８８，６４３，６００円 ３連複： ３，６０６，９５８，８００円 ３連単： ８，６５０，２７４，６００円 ５重勝： ８８０，３０１，７００円 計： ２０，９７８，８２３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � １７０円 � １２０円 � １４０円 枠 連（８－８） ６１０円

馬 連 �� ７００円 馬 単 �� １，５８０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� ４７０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� １，０１０円 ３ 連 単 ��� ５，５５０円

５ 重 勝
対象競走：東京９R／京都１０R／東京１０R／京都１１R／東京１１R

キャリーオーバー ２４９，６６２，６６０円����� ２００，０００，０００円

票 数

単勝票数 計９０８６２２２ 的中 � １０９２３４３（３番人気）
複勝票数 計８５４４３２７ 的中 � １０２２８６５（４番人気）� ２５５４９４８（１番人気）� １５４６００１（２番人気）
枠連票数 計６１３７１５８ 的中 （８－８） ７５４２９３（３番人気）
馬連票数 計２８０４８０５１ 的中 �� ２９９８３８８（２番人気）
馬単票数 計１７７１０６９２ 的中 �� ８２９１２２（５番人気）
ワイド票数 計８８８６４３６ 的中 �� ６９２４１８（２番人気）�� ４１５８９５（５番人気）�� １１１８４４２（１番人気）
３連複票数 計３６０６９５８８ 的中 ���２６３６２３１（１番人気）
３連単票数 計８６５０２７４６ 的中 ���１１５１６３８（８番人気）
５重勝票数 計８８０３０１７ 的中 ����� ２

ハロンタイム １２．８―１１．０―１２．０―１２．３―１２．１―１２．１―１２．２―１２．０―１１．９―１１．７―１１．５―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．８―２３．８―３５．８―４８．１―１：００．２―１：１２．３―１：２４．５―１：３６．５―１：４８．４―２：００．１―２：１１．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジェンティルドンナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Bertolini デビュー ２０１１．１１．１９ 京都２着

２００９．２．２０生 牝３鹿 母 ドナブリーニ 母母 Cal Norma’s Lady ９戦７勝 賞金 ６８９，５３８，０００円
〔制裁〕 ジェンティルドンナ号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成２４年１２月１日から平成２４年

１２月２日まで騎乗停止。（１７番への進路影響）
ダークシャドウ号の騎手M．デムーロは，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３０，０００円。（４番・６番への
進路影響）

〔その他〕 レッドカドー号の騎手G．モッセから，最後の直線コースでのトーセンジョーダン号およびフェノーメノ号の進路の取り方につ
いて，走行妨害の申立てがあったが棄却。

※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。

５レース目



（２４東京５）第８日 １１月２５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 １７４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

６６２，２２０，０００円
２，０８０，０００円
８，０２０，０００円
７，５５０，０００円
６４，２００，０００円
２０，１３０，０００円
５９，３３７，０００円
１９，３１０，０００円
１，６７０，４００円

勝馬投票券売得金
１，２８２，６３５，４００円
１，４４５，６６３，８００円
８９４，０３４，６００円
３，８８２，８９３，８００円
２，４３４，９６６，５００円
１，３４０，８１９，４００円
４，９３４，３３７，５００円
１０，８８５，８４０，２００円
８８０，３０１，７００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
５ 重 勝
計 ２７，９８１，４９２，９００円

総入場人員 １１７，７７６名 （有料入場人員 １１３，２５１名）



平成２４年度 第５回東京競馬 総計

競走回数 ９５回 出走延頭数 １，３８８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

２，３１７，５５０，０００円
８，３２０，０００円
７０，２２０，０００円
２０，６１１，０００円
２１５，７７０，０００円
４０，２６０，０００円
４８２，８８９，０００円
６９，８２８，０００円
１３，３２４，８００円

勝馬投票券売得金
４，００９，９５４，２００円
６，１８２，０９３，８００円
３，０１５，５４２，７００円
１２，３５８，５９４，４００円
７，５８９，５１３，９００円
４，５９７，８６６，７００円
１５，４３４，６６７，４００円
３０，４５０，２９６，６００円
８８０，３０１，７００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
５ 重 勝
計 ８４，５１８，８３１，４００円

総入場延人員 ３３９，９４４名 （有料入場延人員 ３２１，８７２名）


