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3002511月9日 曇 良 （25東京5）第3日 第1競走 ��
��1，600�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
1：36．9
1：36．9

不良
不良

713� テ ス テ ィ コ 牝2芦 54 田辺 裕信吉田 和美氏 木村 哲也 米 Casner
Racing, LP 512＋ 21：40．1 6．8�

36 メリーウィドウ 牝2鹿 54 石橋 脩有限会社シルク尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 490± 01：40．31� 6．1�
47 � ドラゴンスパン 牡2黒鹿55 蛯名 正義窪田 康志氏 久保田貴士 米 Brandywine

Farm & Darley 472＋ 81：40．4� 3．0�
11 トーセンエンブレム 牡2栗 55 江田 照男島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 510＋ 6 〃 アタマ 11．8�
59 クインズストーム 牡2芦 55 松岡 正海 �クイーンズ・ランチ 奥平 雅士 新ひだか 佐竹 学 462＋ 2 〃 アタマ 4．5	
816 ルミラークル 牡2青鹿55 勝浦 正樹�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 484－ 21：40．71	 18．4

23 ブランドアオモリ 牡2鹿 55 三浦 皇成西村新一郎氏 天間 昭一 青森 一山育成牧場 480＋ 41：40．8クビ 46．7�
714 ショウナンガッチャ 牡2栗 55 後藤 浩輝国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 476－ 2 〃 ハナ 9．6�
24 キングオブキック 牡2栗 55 武士沢友治北原光一郎氏 畠山 重則 浦河 上山牧場 458－101：40．9	 184．5
48 ニシノモリンガ 牡2栗 55 幸 英明西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 川上牧場 456＋ 61：41．11
 36．7�
12 クインズトロブラボ 牡2黒鹿55 柴田 善臣 �クイーンズ・ランチ 石毛 善彦 新ひだか 佐竹 学 494＋ 61：42．16 38．3�
815 ヤマトブライアン 牡2鹿 55 吉田 豊醍醐 徹氏 田村 康仁 日高 細川牧場 476－ 21：42．42 33．5�
611 ロブロイクリス 牡2栗 55 宮崎 北斗飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 464＋ 41：42．82� 94．9�
510 ヘヴンリーチョコ 牝2鹿 54 大野 拓弥 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 高瀬牧場 504＋101：42．9	 70．1�
612 レプロンドール 牝2青鹿54 荻野 琢真桐谷 茂氏 和田 雄二 新冠 堤 牧場 424－ 21：43．11
 462．9�
35 ジューヌノーブル 牡2栗 55 柴田 大知岡田 牧雄氏 池上 昌弘 様似 様似共栄牧場 474＋ 41：43．42 106．6�
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売 得 金
単勝： 12，453，000円 複勝： 29，317，700円 枠連： 10，856，900円
馬連： 38，169，000円 馬単： 23，612，300円 ワイド： 18，855，500円
3連複： 51，133，600円 3連単： 75，715，100円 計： 260，113，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 230円 � 190円 � 130円 枠 連（3－7） 1，570円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 5，940円

ワ イ ド �� 990円 �� 570円 �� 360円

3 連 複 ��� 2，310円 3 連 単 ��� 19，490円

票 数

単勝票数 計 124530 的中 � 14601（4番人気）
複勝票数 計 293177 的中 � 27476（4番人気）� 38155（3番人気）� 79613（1番人気）
枠連票数 計 108569 的中 （3－7） 5106（7番人気）
馬連票数 計 381690 的中 �� 9328（12番人気）
馬単票数 計 236123 的中 �� 2936（23番人気）
ワイド票数 計 188555 的中 �� 4382（14番人気）�� 8107（6番人気）�� 14211（2番人気）
3連複票数 計 511336 的中 ��� 16380（5番人気）
3連単票数 計 757151 的中 ��� 2867（48番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．9―12．7―13．1―12．8―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．7―48．4―1：01．5―1：14．3―1：26．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�テ ス テ ィ コ �
�
父 Tiznow �

�
母父 El Prado デビュー 2013．10．12 東京7着

2011．4．26生 牝2芦 母 Last Crown 母母 Six Crowns 2戦1勝 賞金 5，000，000円

3002611月9日 曇 良 （25東京5）第3日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時20分 （芝・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
1：33．6
1：32．3

良
良

811 ヌーヴォレコルト 牝2栗 54 福永 祐一原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 442＋ 21：37．0 2．0�
55 ミュゼミランダ 牝2栗 54 田辺 裕信髙橋 仁氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 420＋ 41：37．42� 11．1�
66 タカラジェニファ 牝2鹿 54 後藤 浩輝村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 460＋ 81：37．61 3．7�
78 イーグルアモン 牝2鹿 54 武士沢友治平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 448＋ 61：37．81� 19．3�
44 モーレアモーレ 牝2栗 54 勝浦 正樹�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 478＋ 81：37．9� 23．0�
11 コスモツケマ 牝2鹿 54 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 タニグチ牧場 452＋ 2 〃 アタマ 205．6	
810 ユニバーサルビーチ 牝2青 54 蛯名 正義古川 嘉治氏 加藤 和宏 新ひだか 千代田牧場 494－10 〃 クビ 7．5

22 プティットコピーヌ 牝2鹿 54 四位 洋文�ノースヒルズ 小島 太 新冠 株式会社

ノースヒルズ 428－ 61：38．53� 27．2�
33 トレランシア 牝2栗 54 藤田 伸二山口 敦広氏 和田正一郎 えりも エクセルマネジメント 456＋14 〃 ハナ 229．2
67 コスモラパン 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 門別牧場 410± 01：39．24 11．7�
79 ウインアプローズ 牝2黒鹿54 大野 拓弥�ウイン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム 404－ 8 （競走中止） 22．9�
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売 得 金
単勝： 14，944，000円 複勝： 30，197，200円 枠連： 10，610，900円
馬連： 32，242，900円 馬単： 21，766，200円 ワイド： 15，251，500円
3連複： 40，669，400円 3連単： 76，205，400円 計： 241，887，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 210円 � 120円 枠 連（5－8） 890円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 470円 �� 180円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 6，420円

票 数

単勝票数 計 149440 的中 � 59042（1番人気）
複勝票数 計 301972 的中 � 94621（1番人気）� 24615（4番人気）� 73799（2番人気）
枠連票数 計 106109 的中 （5－8） 8803（3番人気）
馬連票数 計 322429 的中 �� 17350（5番人気）
馬単票数 計 217662 的中 �� 8490（5番人気）
ワイド票数 計 152515 的中 �� 6928（6番人気）�� 28093（1番人気）�� 7138（5番人気）
3連複票数 計 406694 的中 ��� 27042（3番人気）
3連単票数 計 762054 的中 ��� 8771（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．7―37．3―49．9―1：02．9―1：14．7―1：25．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヌーヴォレコルト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2013．10．19 東京4着

2011．2．25生 牝2栗 母 オメガスピリット 母母 ファーガーズプロスペクト 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔競走中止〕 ウインアプローズ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
〔制裁〕 ミュゼミランダ号の騎手田辺裕信は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）

第５回 東京競馬 第３日



3002711月9日 曇 良 （25東京5）第3日 第3競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走10時50分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 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

711 マドリードカフェ 牡2黒鹿55 R．ムーア Him Rock Racing 田村 康仁 日高 チャンピオン
ズファーム 496＋ 42：02．6 2．6�

（英）

813 ギブアンドテイク 牡2栗 55 柴田 善臣嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 浦河 昭和牧場 490－ 42：02．92 4．1�
814 マイネルヴェルト 牡2芦 55 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 448－ 22：03．0� 15．0�
45 ケイクエスト 牡2栗 55 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 日高大洋牧場 492± 02：03．1クビ 3．6�
610 ウイントゥモロー 牡2黒鹿55 石橋 脩�ウイン 西園 正都 新ひだか 本桐牧場 492－ 82：03．42 17．1�
712 ザッツフェイマス 牡2芦 55 田辺 裕信有限会社シルク松山 将樹 新冠 ムラカミファーム 470± 02：03．5クビ 13．0	
57 マイネルクロノス 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 新ひだか タイヘイ牧場 454－ 8 〃 クビ 43．2

34 トゥインクル 牡2栗 55 大野 拓弥畑佐 博氏 高柳 瑞樹 日高 いとう牧場 462± 02：03．81� 19．9�
11 トーセンパピー 牝2黒鹿54 北村 宏司島川 �哉氏 松山 康久 新冠 秋田牧場 452＋ 2 〃 クビ 48．7
33 ミヤビアンバー 牡2鹿 55 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 浦河 金石牧場 486－ 22：04．75 69．0�
46 ホワイトマニキュア 牝2芦 54 蛯名 正義吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B460－122：05．12� 60．4�
69 ダルムシュタット 牡2鹿 55 宮崎 北斗日下部勝德氏 高橋 義博 浦河 富塚ファーム 444± 02：06．27 141．2�
22 エムオーパール 牝2黒鹿54 勝浦 正樹大浅 貢氏 清水 英克 むかわ 貞広 賢治 418± 02：06．73 114．2�
58 トミケンセルバーレ 牡2青鹿55 四位 洋文冨樫 賢二氏 小島 太 新ひだか 平野牧場 502－ 8 （競走中止） 83．4�
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売 得 金
単勝： 20，073，400円 複勝： 37，340，100円 枠連： 13，448，900円
馬連： 42，951，500円 馬単： 28，348，200円 ワイド： 21，838，900円
3連複： 53，211，200円 3連単： 89，810，800円 計： 307，023，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 150円 � 290円 枠 連（7－8） 350円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 260円 �� 820円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 6，250円

票 数

単勝票数 計 200734 的中 � 61258（1番人気）
複勝票数 計 373401 的中 � 96440（1番人気）� 71244（3番人気）� 23806（5番人気）
枠連票数 計 134489 的中 （7－8） 29099（1番人気）
馬連票数 計 429515 的中 �� 54680（2番人気）
馬単票数 計 283482 的中 �� 20600（2番人気）
ワイド票数 計 218389 的中 �� 24214（1番人気）�� 5967（13番人気）�� 8141（4番人気）
3連複票数 計 532112 的中 ��� 20307（2番人気）
3連単票数 計 898108 的中 ��� 10610（7番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．1―12．9―12．7―12．7―12．4―12．2―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．4―36．5―49．4―1：02．1―1：14．8―1：27．2―1：39．4―1：50．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マドリードカフェ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2013．10．19 東京6着

2011．5．25生 牡2黒鹿 母 ステラマドレード 母母 リキマドレード 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走中止〕 トミケンセルバーレ号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔その他〕 エムオーパール号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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。

3002811月9日 曇 良 （25東京5）第3日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走11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

36 アブソリュカフェ 牡2黒鹿55 四位 洋文西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 480－ 41：22．8 5．0�
48 マイネルジパング 牡2栗 55 R．ムーア �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 480＋ 41：23．33 10．3�
（英）

59 � サンキュージョン 牡2鹿 55 田辺 裕信窪田 芳郎氏 久保田貴士 加 R. F. Crean 478± 01：23．51� 3．8�
510 ベアファースト 牝2黒鹿54 蛯名 正義熊木 浩氏 二ノ宮敬宇 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 440－161：23．71	 130．2�
612 ステキナカレン 牝2黒鹿54 三浦 皇成阿部 紀子氏 清水 美波 浦河 大道牧場 410－ 61：23．91 18．3�
714 モズハナニカゼ 牡2黒鹿55 後藤 浩輝北側 雅司氏 牧浦 充徳 新ひだか 折手牧場 478－ 6 〃 ハナ 3．2	
35 グレースグランド 牝2鹿 54 大野 拓弥
グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 444＋ 2 〃 クビ 35．6�
817 ラブウィスパー 牝2青鹿54 柴田 大知増田 陽一氏 和田 雄二 むかわ 市川牧場 450－101：24．0
 51．4�
713 キーアイテム 牡2鹿 55 柴田 善臣北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 454＋ 4 〃 アタマ 22．4
816 サビーナクレスタ �2鹿 55 北村 宏司 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 21：24．1� 19．1�
23 シュターツオーパー 牡2鹿 55 吉田 豊 
社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B490＋ 21：24．2クビ 9．9�
11 ジョウノリボン 牝2鹿 54 福永 祐一小川 義勝氏 武藤 善則 日高 三城牧場 374－ 41：24．52 27．8�
611 ニ ー チ ェ 牡2芦 55 松岡 正海石川 秀守氏 伊藤 大士 新ひだか 藤原牧場 484＋101：24．6
 51．6�
12 ガーネットアイ 牝2鹿 54 宮崎 北斗
ミルファーム 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 388± 01：24．91
 344．5�
47 ラ ラ ラ 牝2鹿 54 二本柳 壮
ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 442± 0 〃 クビ 125．2�
815 ヘップバーン 牝2栗 54 荻野 琢真平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 490＋ 81：26．17 338．9�
24 イ ス ズ ヒ メ 牝2鹿 54 武士沢友治浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 B412＋ 21：26．41
 322．6�

（17頭）

売 得 金
単勝： 21，242，000円 複勝： 38，336，200円 枠連： 13，243，600円
馬連： 46，781，400円 馬単： 28，746，800円 ワイド： 22，877，700円
3連複： 58，772，400円 3連単： 92，440，700円 計： 322，440，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 210円 � 280円 � 160円 枠 連（3－4） 2，480円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 3，790円

ワ イ ド �� 770円 �� 460円 �� 700円

3 連 複 ��� 2，810円 3 連 単 ��� 17，840円

票 数

単勝票数 計 212420 的中 � 33784（3番人気）
複勝票数 計 383362 的中 � 47679（3番人気）� 30703（4番人気）� 80072（2番人気）
枠連票数 計 132436 的中 （3－4） 3952（9番人気）
馬連票数 計 467814 的中 �� 17772（4番人気）
馬単票数 計 287468 的中 �� 5604（9番人気）
ワイド票数 計 228777 的中 �� 7173（6番人気）�� 13020（3番人気）�� 7905（4番人気）
3連複票数 計 587724 的中 ��� 15448（4番人気）
3連単票数 計 924407 的中 ��� 3826（37番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．9―12．4―11．8―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．8―35．7―48．1―59．9―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アブソリュカフェ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2013．8．3 新潟5着

2011．1．21生 牡2黒鹿 母 シルクチャプター 母母 ノーブルプライド 4戦1勝 賞金 7，750，000円
〔発走状況〕 アブソリュカフェ号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。発走時刻3分遅延。
※ガーネットアイ号・ヘップバーン号は，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。



3002911月9日 曇 良 （25東京5）第3日 第5競走 ��
��1，300�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
1：18．1
1：18．1

良
良

59 フォールティテール 牡2黒鹿55 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 浦河 福岡 光夫 500 ―1：21．0 20．6�
713 シャイニングホープ 牡2栗 55 福永 祐一三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 492 ―1：21．53 1．5�
35 カメヤマシャチュウ 牡2鹿 55 柴田 善臣岡 浩二氏 森 秀行 熊本 村山 光弘 464 ―1：21．6� 7．7�
712� コスモキングダム 牡2黒鹿55 柴田 大知岡田 繁幸氏 手塚 貴久 米 Nagako

Fujita 530 ―1：21．92 6．6�
46 マトリックス 牡2鹿 55 R．ムーア Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 鮫川 啓一 454 ―1：22．43 13．3�

（英）

814 グ ラ ン パ レ 牡2栗 55 後藤 浩輝村山 忠弘氏 根本 康広 日高 モリナガファーム 450 ―1：22．5� 56．3�
610 スエヒロフィオーレ 牝2鹿 54 蛯名 正義	みどり住宅 金成 貴史 浦河 三枝牧場 456 ―1：22．71 16．6

22 ワイルドビューティ 牡2青鹿55 幸 英明花野 友象氏 菊沢 隆徳 新ひだか 千代田牧場 450 ―1：23．33	 29．4�
611 ニ ヴ ォ ー ズ 牝2鹿 54 武士沢友治�ミルファーム 尾関 知人 えりも エクセルマネジメント 454 ―1：23．4	 56．5
58 ラブリイバレー 牡2鹿 55 荻野 琢真安倍 光昭氏 高橋 文雅 日高 ヤナガワ牧場 438 ―1：23．5	 253．2�
23 カ イ ド ウ 牝2黒鹿54 江田 照男山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 500 ―1：23．6� 178．1�
47 チタノティアラ 牝2栗 54 大野 拓弥中村 光利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 430 ―1：24．23	 46．6�
815 ロゼウイナー 牝2黒鹿54 藤田 伸二髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 396 ―1：25．05 222．5�
11 タケノフォースター 牡2鹿 55 宮崎 北斗竹原 孝昭氏 天間 昭一 青森 伊藤牧場 484 ― 〃 クビ 179．6�
34 ラ イ ト ー ラ 牝2黒鹿54 菅原 隆一岩瀨 正志氏 小桧山 悟 浦河 田中スタッド 430 ―1：26．17 309．9�
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売 得 金
単勝： 21，939，200円 複勝： 51，912，300円 枠連： 12，590，200円
馬連： 38，448，600円 馬単： 32，852，600円 ワイド： 21，275，000円
3連複： 49，545，900円 3連単： 96，830，800円 計： 325，394，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，060円 複 勝 � 340円 � 110円 � 180円 枠 連（5－7） 940円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 4，300円

ワ イ ド �� 460円 �� 940円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 18，830円

票 数

単勝票数 計 219392 的中 � 8421（6番人気）
複勝票数 計 519123 的中 � 17594（6番人気）� 304852（1番人気）� 46886（3番人気）
枠連票数 計 125902 的中 （5－7） 9979（5番人気）
馬連票数 計 384486 的中 �� 24444（5番人気）
馬単票数 計 328526 的中 �� 5640（13番人気）
ワイド票数 計 212750 的中 �� 10958（5番人気）�� 4837（11番人気）�� 27477（1番人気）
3連複票数 計 495459 的中 ��� 19772（6番人気）
3連単票数 計 968308 的中 ��� 3796（53番人気）

ハロンタイム 7．3―11．8―12．2―12．9―12．6―12．0―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．3―19．1―31．3―44．2―56．8―1：08．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォールティテール �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ティンバーカントリー 初出走

2011．5．4生 牡2黒鹿 母 シルキーリリー 母母 ビワナタシュカ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ライトーラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年12月9日まで平地競走に

出走できない。
※出走取消馬 トウショウエディタ号（疾病〔左寛跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 スキャットソング号・ブラウンタイガー号・ブラックシェンロン号・モリトビャクミ号・モンサンレグルス号・

ラブミーホーム号
※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。

3003011月9日 曇 良 （25東京5）第3日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走12時45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

66 デルフィーノ 牝2青鹿54 後藤 浩輝 �ロードホースクラブ 牧 光二 新ひだか ケイアイファーム 452 ―2：07．0 1．8�
44 ラインカグラ 牝2黒鹿54 田中 勝春大澤 繁昌氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 430 ―2：07．31� 5．5�
88 イイデフューチャー 牡2黒鹿55 蛯名 正義 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 山岡ファーム 456 ―2：07．61� 5．1�
11 ウインヤード 牡2鹿 55 吉田 豊柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 450 ―2：07．91� 54．0�
22 フ ド ー シ ン 牡2黒鹿55 三浦 皇成林 正道氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 482 ―2：08．0� 7．2�
77 カフェテキーラ 牡2芦 55 勝浦 正樹西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 556 ―2：08．42� 8．0	
55 タイセイデューク 牡2鹿 55 田辺 裕信田中 成奉氏 斎藤 誠 日高 白井牧場 B490 ―2：08．72 38．3

33 ラ ン ス ル ー 牝2鹿 54 松岡 正海�Basic 土田 稔 新冠 佐藤 信広 428 ―2：11．3大差 66．1�
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売 得 金
単勝： 21，142，900円 複勝： 30，617，200円 枠連： 発売なし
馬連： 35，423，200円 馬単： 28，538，500円 ワイド： 13，482，500円
3連複： 33，198，400円 3連単： 101，569，700円 計： 263，972，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 140円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 210円 �� 180円 �� 410円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 1，820円

票 数

単勝票数 計 211429 的中 � 93493（1番人気）
複勝票数 計 306172 的中 � 149344（1番人気）� 38666（2番人気）� 38035（3番人気）
馬連票数 計 354232 的中 �� 59085（2番人気）
馬単票数 計 285385 的中 �� 31914（2番人気）
ワイド票数 計 134825 的中 �� 17163（2番人気）�� 22596（1番人気）�� 6637（7番人気）
3連複票数 計 331984 的中 ��� 43196（1番人気）
3連単票数 計1015697 的中 ��� 41233（2番人気）

ハロンタイム 13．9―13．2―12．8―13．1―13．7―13．6―13．3―11．7―10．7―11．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．9―27．1―39．9―53．0―1：06．7―1：20．3―1：33．6―1：45．3―1：56．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F33．4

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

勝馬の
紹 介

デルフィーノ �

父 ハーツクライ �


母父 フレンチデピュティ 初出走

2011．4．5生 牝2青鹿 母 レディアーティスト 母母 レディバラード 1戦1勝 賞金 7，000，000円



3003111月9日 曇 良 （25東京5）第3日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走13時15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

510� ローレンルーナ 牡4鹿 57 蛯名 正義林 正道氏 田村 康仁 米 Yoichi
Aoyama 480＋ 41：25．3 10．9�

816 ハルズハッピー 牡3芦 56 江田 照男田中 昇氏 小野 次郎 新ひだか 橋本牧場 500－121：25．51	 81．3�
611�
 セイウンロワイヤル 牡5鹿 57 北村 宏司西山 茂行氏 手塚 貴久 米 Rosemont

Farm LLC 494＋ 21：26．45 3．2�
48 タイキグラミー 牝3鹿 54 石橋 脩�大樹ファーム 尾形 充弘 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 470＋ 4 〃 クビ 4．9�
35 
 ビービーボイジャー 牡3栗 56 幸 英明�坂東牧場 高柳 瑞樹 浦河 金成吉田牧場 494＋ 21：26．61� 15．9�
714 ハヤブサフィーバー 牡4栗 57 田中 勝春武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B490＋ 21：26．7� 60．9	
11 エムオータイガー 牡3栗 56 田辺 裕信大浅 貢氏 尾形 和幸 日高 藤本 直弘 496＋ 81：26．8クビ 37．9

24 ショウナンアポロン 牡3鹿 56 大野 拓弥国本 哲秀氏 古賀 史生 洞爺湖 メジロ牧場 502＋12 〃 アタマ 22．2�
36 セトノブロッサム 牝3黒鹿54 後藤 浩輝難波 澄子氏 田島 俊明 日高 滝本 健二 480－ 21：27．01� 19．6�
47 クレバーカイオウ 牡3鹿 56 松岡 正海�岡崎牧場 小西 一男 新冠 長浜牧場 456＋ 4 〃 アタマ 65．6
23 ケイアイエイト 牡3鹿 56 藤田 伸二亀田 和弘氏 松山 康久 新ひだか 松田牧場 496± 01：27．1� 137．6�
713� リリコレッジェーロ 牡3栗 56 吉田 豊窪田 康志氏 大久保洋吉 米 Masatake

Iida DVM 520＋ 81：27．2クビ 34．6�
815 ヴェルフェン 牡3芦 56 R．ムーア �Basic 田村 康仁 新冠 村本牧場 490± 01：27．3	 4．5�

（英）

12 
 ムーンベックカフェ 牡4栗 57 四位 洋文西川 恭子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 506＋ 21：27．51� 95．1�
59 アポロアリーナ 牝4黒鹿55 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 平野牧場 488＋121：28．88 28．4�
612 ド ル モ ン 牡4鹿 57 柴田 善臣伊藤 信之氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 B504＋ 6 （競走中止） 8．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，548，200円 複勝： 42，350，400円 枠連： 18，257，100円
馬連： 60，217，300円 馬単： 35，301，600円 ワイド： 28，163，600円
3連複： 74，586，500円 3連単： 115，415，600円 計： 396，840，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 400円 � 2，100円 � 170円 枠 連（5－8） 2，320円

馬 連 �� 35，640円 馬 単 �� 59，620円

ワ イ ド �� 10，030円 �� 670円 �� 4，040円

3 連 複 ��� 27，900円 3 連 単 ��� 285，830円

票 数

単勝票数 計 225482 的中 � 16426（5番人気）
複勝票数 計 423504 的中 � 25322（5番人気）� 4007（14番人気）� 93768（1番人気）
枠連票数 計 182571 的中 （5－8） 5815（10番人気）
馬連票数 計 602173 的中 �� 1247（69番人気）
馬単票数 計 353016 的中 �� 437（122番人気）
ワイド票数 計 281636 的中 �� 663（76番人気）�� 11169（5番人気）�� 1667（40番人気）
3連複票数 計 745865 的中 ��� 1973（85番人気）
3連単票数 計1154156 的中 ��� 298（728番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．0
3 10（16，15）（8，11）（5，14）（1，4）13（3，7，9，12）－（6，2） 4 ・（10，16）15－（8，11，14）5（1，4，13）（3，7，9）（6，2）

勝馬の
紹 介

�ローレンルーナ �
�
父 Mineshaft �

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

2009．4．23生 牡4鹿 母 Champagne Sue 母母 Golden Tiy 16戦3勝 賞金 26，520，000円
〔競走中止〕 ドルモン号は，3コーナーで「アポロアリーナ」号に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ムーンベックカフェ号の調教師小島太は，馬場入場時に同馬の左手綱の尾錠が外れたことについて戒告。

アポロアリーナ号の騎手勝浦正樹は，3コーナーで外側に斜行したことについて平成25年11月16日から平成25年11月24日
まで騎乗停止。（被害馬：12番）

※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 ビットアレグロ号
（非抽選馬） 1頭 ハヤブサ号
※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。

3003211月9日 曇 良 （25東京5）第3日 第8競走 ��
��1，300�サラブレッド系3歳以上

発走13時45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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．4
1：16．4

重
重

24 キクノストーム 牡4鹿 57 幸 英明菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 高村牧場 490－ 41：18．4 9．7�
59 タイセイマスタング 牡4栗 57 三浦 皇成田中 成奉氏 羽月 友彦 新冠 協和牧場 540－141：18．5� 15．5�
36 エムエムアリオーン 牡3芦 56 吉田 豊久保 佳和氏 古賀 史生 浦河 山口 義彦 538＋ 21：18．71 14．5�
714	 アンバウンド 牝4栗 55 北村 宏司�大樹ファーム 大竹 正博 米 Colts Neck

Stables, LLC. 470± 01：18．91
 3．0�
35 シゲルオウシザ 牡3栗 56 福永 祐一森中 蕃氏 目野 哲也 浦河 中村 雅明 514－ 21：19．32� 42．6�
510 ノッキングオン 牡3鹿 56 大野 拓弥松尾 正氏 高柳 瑞樹 新ひだか グランド牧場 436＋ 4 〃 ハナ 32．0	
816� ク ロ タ カ 牝4黒鹿55 蛯名 正義�槇本牧場 手塚 貴久 日高 槇本牧場 492＋ 41：19．4� 8．3

12 アルセーヌシチー 牡7鹿 57 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 浦河 アイオイファーム 512＋ 8 〃 クビ 47．7�
815 カリスマサンスカイ 牡5鹿 57 江田 照男畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 B518＋ 21：19．5� 5．3
23 イーグルカザン 牡5鹿 57 柴田 大知山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 516＋121：19．6クビ 79．4�
612 マリントウショウ 牝4青鹿55 田中 勝春トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 478－ 6 〃 ハナ 49．2�
48 マックスガイ 牡4青鹿57 藤田 伸二平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 モリナガファーム B468－ 61：19．7� 4．3�
11 ヴェアリアスムーン 牡4栗 57 後藤 浩輝小林 秀樹氏 高橋 亮 新冠 三村 卓也 486－ 21：19．91� 29．9�
47 � クリノロッキー 牡3栗 56 勝浦 正樹栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 ヤナガワ牧場 492－ 21：20．21� 310．0�
611 ピュアマインド 牝5栗 55 武士沢友治吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 450－ 21：20．41 437．8�
713� プラチナディスク 牝8鹿 55 宮崎 北斗吉橋 計氏 石毛 善彦 門別 新井 弘幸 468＋ 21：22．8大差 708．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，774，600円 複勝： 67，166，300円 枠連： 24，231，600円
馬連： 87，829，100円 馬単： 44，643，700円 ワイド： 38，931，300円
3連複： 99，912，400円 3連単： 165，035，600円 計： 562，524，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 310円 � 500円 � 440円 枠 連（2－5） 3，700円

馬 連 �� 5，830円 馬 単 �� 10，190円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 1，420円 �� 2，840円

3 連 複 ��� 17，830円 3 連 単 ��� 96，820円

票 数

単勝票数 計 347746 的中 � 28356（5番人気）
複勝票数 計 671663 的中 � 61344（4番人気）� 33730（7番人気）� 39368（6番人気）
枠連票数 計 242316 的中 （2－5） 4839（17番人気）
馬連票数 計 878291 的中 �� 11135（20番人気）
馬単票数 計 446437 的中 �� 3235（36番人気）
ワイド票数 計 389313 的中 �� 6530（17番人気）�� 6833（15番人気）�� 3324（33番人気）
3連複票数 計 999124 的中 ��� 4137（61番人気）
3連単票数 計1650356 的中 ��� 1258（313番人気）

ハロンタイム 6．8―11．1―12．2―12．2―12．0―11．7―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
6．8―17．9―30．1―42．3―54．3―1：06．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キクノストーム �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 Fabulous Dancer デビュー 2011．7．10 京都1着

2009．4．8生 牡4鹿 母 シ ラ ー 母母 Silicon Lady 17戦4勝 賞金 44，923，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時50分に変更。
〔騎手変更〕 マックスガイ号の騎手柴田善臣は，第7競走での落馬負傷のため藤田伸二に変更。
〔制裁〕 アンバウンド号の騎手北村宏司は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プラチナディスク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年12月9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） 1頭 オースミイージー号
（非抽選馬） 1頭 センジンジョー号



3003311月9日 曇 良 （25東京5）第3日 第9競走 ��
��2，400�

な ん ぶ

南 武 特 別
発走14時20分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

44 プロモントーリオ 牡3鹿 55 三浦 皇成水上 行雄氏 萩原 清 日高 道見牧場 492＋ 42：27．4 12．7�
68 ブランクヴァース 牡4黒鹿57 蛯名 正義 �社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム 492－ 22：27．5� 4．5�
79 ア ロ ヒ ラ ニ 牡4黒鹿57 大野 拓弥 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 444± 02：27．6クビ 2．4�
55 ピュアソルジャー 牡3鹿 55 吉田 豊鶴見 清氏 大久保洋吉 新ひだか 千代田牧場 474＋ 22：27．7	 7．1�
56 タイキプレミアム 牡4鹿 57 後藤 浩輝�大樹ファーム 池江 泰寿 浦河 三嶋牧場 472＋ 42：27．8� 6．5�
22 ゴールドメイン 牡3栗 55 北村 宏司嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 452＋ 6 〃 クビ 33．9	
812 マウイノカオイ 牡3鹿 55 R．ムーア 金子真人ホール

ディングス
 村山 明 日高 白井牧場 480－ 42：27．9クビ 11．2�
（英）

811
 アンバサドゥール 牡4鹿 57 松岡 正海伊藤 元庸氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 460＋ 22：28．0� 71．0�
33 マイネルテンクウ 牡4鹿 57 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 518＋ 82：28．42	 22．8
11 スズカスコーピオン 牡7鹿 57 田中 勝春永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 496－ 4 〃 クビ 53．8�
710 コスモユウチャン 牡4鹿 57 幸 英明 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか 中村 和夫 466± 02：28．5クビ 35．2�
67 グレートマーシャル 牡5鹿 57 武士沢友治浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 486＋ 62：29．88 64．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 30，873，300円 複勝： 58，989，300円 枠連： 20，433，900円
馬連： 88，705，000円 馬単： 53，002，300円 ワイド： 35，530，800円
3連複： 99，006，400円 3連単： 193，467，900円 計： 580，008，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 290円 � 160円 � 120円 枠 連（4－6） 2，810円

馬 連 �� 2，720円 馬 単 �� 6，010円

ワ イ ド �� 900円 �� 700円 �� 240円

3 連 複 ��� 2，560円 3 連 単 ��� 28，720円

票 数

単勝票数 計 308733 的中 � 19275（6番人気）
複勝票数 計 589893 的中 � 38020（6番人気）� 93596（2番人気）� 177312（1番人気）
枠連票数 計 204339 的中 （4－6） 5381（11番人気）
馬連票数 計 887050 的中 �� 24081（10番人気）
馬単票数 計 530023 的中 �� 6516（23番人気）
ワイド票数 計 355308 的中 �� 8672（11番人気）�� 11451（7番人気）�� 44235（1番人気）
3連複票数 計 990064 的中 ��� 28643（7番人気）
3連単票数 計1934679 的中 ��� 4973（88番人気）

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

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―24．2―36．7―49．6―1：02．7―1：15．8―1：28．7―1：40．8―1：52．7―2：04．2―2：15．6

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

プロモントーリオ �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．10．7 東京2着

2010．4．26生 牡3鹿 母 モエレプロミネンス 母母 ト コ ピ ジ ャ 10戦3勝 賞金 34，392，000円
〔騎手変更〕 ゴールドメイン号の騎手柴田善臣は，第7競走での落馬負傷のため北村宏司に変更。
※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。

3003411月9日 曇 良 （25東京5）第3日 第10競走 ��
��1，400�

ぎんれい

銀嶺ステークス
発走14時55分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

11 オールドパサデナ 牝4鹿 55 幸 英明吉田 照哉氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 508－ 21：24．0 1．7�
68 ダンシングマオ 牝6鹿 55 北村 宏司森口�一郎氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 464－ 41：24．32 20．6�
44 フミノファルコン 牡3黒鹿56 福永 祐一谷 二氏 目野 哲也 浦河 笹島 政信 534－ 41：24．61� 5．2�
79 ネオザウイナー 牡5青鹿57 R．ムーア 小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－ 6 〃 クビ 7．7�
（英）

56 コウセイコタロウ 牡4黒鹿57 藤田 伸二杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 堤 牧場 502＋ 41：24．7クビ 19．3�
33 スズカロジック 牡5栗 57 田中 勝春永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 山下 恭茂 494＋ 6 〃 クビ 23．2	
67 エステーラブ 牝6青鹿55 蛯名 正義齋藤 宏明氏 萱野 浩二 新冠 平山牧場 458± 0 〃 ハナ 112．9

22 ベビーネイル 	6栗 57 後藤 浩輝山本 英俊氏 藤沢 和雄 浦河 信岡牧場 494－101：25．01� 33．5�
812
 ケイアイヘルメス 牡5黒鹿57 田辺 裕信亀田 和弘氏 田村 康仁 米 Morihiro

Kameda 524＋ 41：25．21 9．5�
811 ディアセルヴィス 牡3鹿 56 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 466－ 21：25．51� 28．8
710 コスモケンジ 牡5栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ハクツ牧場 504＋ 21：25．81� 40．6�
55 イチエイクリッパー 牡6鹿 57 武士沢友治栃本 實氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 510＋ 21：25．9� 392．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 41，083，700円 複勝： 131，405，500円 枠連： 24，897，700円
馬連： 122，994，300円 馬単： 80，107，300円 ワイド： 46，262，400円
3連複： 142，936，400円 3連単： 311，860，500円 計： 901，547，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 320円 � 170円 枠 連（1－6） 1，130円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 560円 �� 220円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 2，430円 3 連 単 ��� 11，760円

票 数

単勝票数 計 410837 的中 � 191592（1番人気）
複勝票数 計1314055 的中 � 781511（1番人気）� 45948（6番人気）� 118504（2番人気）
枠連票数 計 248977 的中 （1－6） 16291（4番人気）
馬連票数 計1229943 的中 �� 59254（5番人気）
馬単票数 計 801073 的中 �� 29073（7番人気）
ワイド票数 計 462624 的中 �� 19053（5番人気）�� 66364（1番人気）�� 6406（21番人気）
3連複票数 計1429364 的中 ��� 43534（5番人気）
3連単票数 計3118605 的中 ��� 19578（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．1―47．0―59．3―1：11．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．0
3 11－3，9＝4，12，2，8（1，10）－（5，7，6） 4 11－3，9＝（4，12）（2，8）1，10（5，7，6）

勝馬の
紹 介

オールドパサデナ �
�
父 Empire Maker �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2012．1．14 京都2着

2009．3．28生 牝4鹿 母 オフジオールドブロック 母母 Chip 12戦5勝 賞金 85，857，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 エステーラブ号の騎手柴田善臣は，第7競走での落馬負傷のため蛯名正義に変更。
※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。



3003511月9日 曇 良 （25東京5）第3日 第11競走 ��
��1，400�第49回京王杯2歳ステークス（ＧⅡ）

発走15時30分 （芝・左）
2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

京王電鉄株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 504，000円 144，000円 72，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．2
1：20．3

良
良

813 カラダレジェンド 牡2鹿 55 田辺 裕信子安 裕樹氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 468± 01：23．1 15．7�
57 クインズハリジャン 牡2黒鹿55 藤田 伸二 �クイーンズ・ランチ 白井 寿昭 むかわ 上水牧場 486－141：23．2� 17．8�
46 ラブリープラネット 牡2栗 55 福永 祐一三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 472＋ 4 〃 ハナ 6．0�
610 マイネルディアベル 牡2青鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新冠 ハシモトフアーム 444± 01：23．3� 38．4�
712 トーセンシルエット 牝2芦 54 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 444＋ 21：23．51� 27．7	
58 モ ー リ ス 牡2鹿 55 R．ムーア 吉田 和美氏 吉田 直弘 日高 戸川牧場 494－ 8 〃 クビ 1．5


（英）

11 ル ミ ニ ズ ム 牡2黒鹿55 後藤 浩輝 �社台レースホース大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498－ 4 〃 アタマ 11．2�

69 アポロスターズ 牡2黒鹿55 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 前田 宗将 492＋ 41：23．71� 15．3
814 アマノウインジー 牡2黒鹿55 松岡 正海中村 孝氏 湯窪 幸雄 日高 山際 辰夫 470－ 41：23．8� 202．8�
22 ライアンセンス 牡2鹿 55 石橋 脩林 正道氏 田村 康仁 洞爺湖 レイクヴィラファーム 512± 01：24．33 61．3�
33 	 ペガサスジュニア 牡2栗 55 吉田 豊鶴見 清氏 大久保洋吉 米 Dr. Masa-

take Iida 490＋ 21：24．51� 130．4�
34 テイエムキュウコー 牡2鹿 55 幸 英明竹園 正繼氏 五十嵐忠男 鹿児島 テイエム牧場 470＋12 〃 クビ 19．9�
45 オイダシダイコ 牡2黒鹿55 荻野 琢真スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 酒井 秀紀 444－ 81：24．71 214．9�
711 ディアゴッホ 牡2栗 55 田中 勝春ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 502－ 61：25．55 175．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 100，738，600円 複勝： 142，618，700円 枠連： 51，867，100円
馬連： 279，963，600円 馬単： 181，951，600円 ワイド： 99，617，900円
3連複： 367，854，500円 3連単： 788，452，500円 計： 2，013，064，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 420円 � 410円 � 210円 枠 連（5－8） 920円

馬 連 �� 7，110円 馬 単 �� 16，910円

ワ イ ド �� 1，850円 �� 1，010円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 9，800円 3 連 単 ��� 97，470円

票 数

単勝票数 計1007386 的中 � 50745（5番人気）
複勝票数 計1426187 的中 � 80952（6番人気）� 84803（5番人気）� 219781（2番人気）
枠連票数 計 518671 的中 （5－8） 41780（4番人気）
馬連票数 計2799636 的中 �� 29069（22番人気）
馬単票数 計1819516 的中 �� 7944（42番人気）
ワイド票数 計 996179 的中 �� 12953（22番人気）�� 24626（10番人気）�� 23838（11番人気）
3連複票数 計3678545 的中 ��� 27704（34番人気）
3連単票数 計7884525 的中 ��� 5970（267番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．6―36．7―48．8―1：00．3―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カラダレジェンド �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．2 東京1着

2011．2．4生 牡2鹿 母 キョウエイワンダー 母母 サボンネリエ 2戦2勝 賞金 43，504，000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。

3003611月9日 曇 良 （25東京5）第3日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走16時05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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，245，000
1，245，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

36 プラントハンター 牡3黒鹿56 R．ムーア 吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 454＋ 41：38．7 3．1�
（英）

714� バルダメンテ 牡4青鹿57 後藤 浩輝前田 幸治氏 和田正一郎 米 Marion G.
Montanari 516＋ 21：38．8	 7．6�

612 デルマヌラリヒョン 牡3鹿 56 福永 祐一浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 484± 01：38．9	 4．4�
48 ショウナンダイラ 牡3鹿 56 蛯名 正義�湘南 二ノ宮敬宇 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 532＋ 41：39．0
 5．6�
510 コスモパルダ 牡4青鹿57 田辺 裕信 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 484－ 3 〃 同着 55．1�
611� トーセンブリッツ 牡5青 57 石橋 脩島川 	哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B468＋10 〃 クビ 26．5

24 レッドフォルツァ 牡4鹿 57 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 B484－ 61：39．21 10．0�
23 タ プ ロ ー ム 牝3鹿 54 松岡 正海�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 室田 千秋 494＋101：39．52 186．3
59 ブロックコード 牡5青鹿57 荻野 琢真�ターフ・スポート宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 490－ 21：39．71� 167．6�
11 ディアグリスター 牡3鹿 56 吉田 豊ディアレスト 高橋 裕 新冠 松浦牧場 484＋ 61：39．91� 47．2�
816 レッドティムール 牝4青鹿55 北村 宏司 �東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 518－ 4 〃 クビ 41．2�
35 マイネルマルシェ 牡6黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 日高 戸川牧場 454＋ 61：40．0	 7．3�
815 ファーマジェンヌ 牝4黒鹿55 田中 勝春中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 494－ 21：40．32 28．3�
12 マイネルパルフェ 牡5黒鹿57 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 浦河 荻伏三好フ
アーム 486＋ 21：40．4クビ 194．7�

713 ハナノシンノスケ 牡6鹿 57 幸 英明池田 實氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 B468－12 〃 クビ 292．0�
47 � ニチリンローレル 牡5栗 57 武士沢友治岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 502－ 21：41．03	 386．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，452，600円 複勝： 55，433，900円 枠連： 28，683，600円
馬連： 99，951，500円 馬単： 54，495，700円 ワイド： 40，108，000円
3連複： 122，061，200円 3連単： 219，749，700円 計： 654，936，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 200円 � 170円 枠 連（3－7） 760円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，280円

ワ イ ド �� 520円 �� 360円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 9，950円

票 数

単勝票数 計 344526 的中 � 89279（1番人気）
複勝票数 計 554339 的中 � 102842（1番人気）� 65463（4番人気）� 88300（2番人気）
枠連票数 計 286836 的中 （3－7） 27889（3番人気）
馬連票数 計 999515 的中 �� 55541（5番人気）
馬単票数 計 544957 的中 �� 17672（6番人気）
ワイド票数 計 401080 的中 �� 18768（5番人気）�� 29606（1番人気）�� 18209（6番人気）
3連複票数 計1220612 的中 ��� 50599（3番人気）
3連単票数 計2197497 的中 ��� 16302（10番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―12．6―12．7―12．7―12．6―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．5―37．1―49．8―1：02．5―1：15．1―1：26．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プラントハンター �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．3．3 中山2着

2010．2．10生 牡3黒鹿 母 モスフロックス 母母 センボンザクラ 9戦3勝 賞金 30，320，000円
〔騎手変更〕 デルマヌラリヒョン号の騎手柴田善臣は，第7競走での落馬負傷のため福永祐一に変更。
〔発走状況〕 ショウナンダイラ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 ロビンフット号
※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。



（25東京5）第3日 11月9日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 167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 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

245，080，000円
2，080，000円
11，860，000円
1，470，000円
21，870，000円
62，890，000円
4，554，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
376，265，500円
715，684，800円
229，121，500円
973，677，400円
613，366，800円
402，195，100円
1，192，888，300円
2，326，554，300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
計 6，829，753，700円

総入場人員 26，243名 （有料入場人員 24，323名）
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