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3008511月24日 晴 良 （25東京5）第8日 第1競走 ��
��1，600�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
1：36．9
1：36．9

不良
不良

59 トップアドバンス 牡2鹿 55 石橋 脩柳内 正基氏 勢司 和浩 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 466＋ 61：40．4 4．5�

612 レッドウォーリア 牡2黒鹿55 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 498± 01：40．61� 3．9�
12 � 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 474＋ 21：40．81� 3．4�
11 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 466＋ 41：41．11	 7．7�
47 キタサンダイチ 牡2青鹿55 丸田 恭介�大野商事 小笠 倫弘 新冠 大栄牧場 462＋ 61：41．2クビ 51．2	
815� サリレモンド 牡2栗 55 内田 博幸�ノースヒルズ 和田 正道 米

Brandywine Farm, Cherokee
Equine, Liberation Farm &
Machmer Hall TBs

506＋ 6 〃 ハナ 31．4

713 ブラックシェンロン 牡2鹿 55 三浦 皇成田頭 勇貴氏 矢野 英一 登別 登別上水牧場 464－ 41：41．62� 7．3�
816 ジョックロック 牡2鹿 55 大野 拓弥�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 456± 0 〃 アタマ 71．7�
611 エントラール 牡2鹿 55 M．デムーロ藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488＋ 41：41．81� 45．3
（仏）

714 ジャマスルナ 牡2黒鹿55 柴田 大知小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 B476－ 61：42．01 258．5�
24 ペイシャゴンジセ 牡2鹿 55 西田雄一郎北所 直人氏 本間 忍 新冠 隆栄牧場 458＋ 61：42．32 63．8�
48 パルファイア 牡2栗 55 柴田 善臣池田 豊治氏 石毛 善彦 新ひだか 西川富岡牧場 466－ 61：42．4クビ 29．4�
36 ミラクルヴォーグ 牡2鹿 55 岩田 康誠千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 484＋ 21：42．5	 25．3�
510 ヤマニンシャージュ 牡2黒鹿55 江田 照男土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 486－ 21：42．6クビ 57．4�
35 フレイムワンダー 牡2栗 55 柴山 雄一伊東 純一氏 中川 公成 新冠 新冠橋本牧場 464－ 61：42．7	 143．5�
23 ファイントライ 牡2栗 55 的場 勇人井山 登氏 的場 均 日高 出口牧場 502＋101：45．4大差 103．6�
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売 得 金
単勝： 22，138，000円 複勝： 45，767，300円 枠連： 17，694，200円
馬連： 55，942，500円 馬単： 36，953，300円 ワイド： 28，650，100円
3連複： 79，922，400円 3連単： 124，532，000円 計： 411，599，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 150円 � 170円 � 140円 枠 連（5－6） 920円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 410円 �� 300円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 6，870円

票 数

単勝票数 計 221380 的中 � 39093（3番人気）
複勝票数 計 457673 的中 � 87768（2番人気）� 62730（3番人気）� 97039（1番人気）
枠連票数 計 176942 的中 （5－6） 14243（5番人気）
馬連票数 計 559425 的中 �� 44698（4番人気）
馬単票数 計 369533 的中 �� 13097（8番人気）
ワイド票数 計 286501 的中 �� 16786（4番人気）�� 25705（1番人気）�� 16881（3番人気）
3連複票数 計 799224 的中 ��� 56732（1番人気）
3連単票数 計1245320 的中 ��� 13394（11番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．6―13．0―13．5―12．7―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．3―36．9―49．9―1：03．4―1：16．1―1：28．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．5―3F37．0
3 ・（1，7）（2，12）（9，15）（3，10）（13，14）（6，11）16，4，5，8 4 ・（1，7）（2，12）（9，15）（3，10，13，14）（6，16，11）4（5，8）
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

トップアドバンス �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．7．14 福島4着

2011．3．15生 牡2鹿 母 バクシンスクリーン 母母 サンデースクリーン 4戦1勝 賞金 7，900，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時01分に変更。
〔騎手変更〕 ジョックロック号の騎手田辺裕信は，第7日第3競走での落馬負傷のため大野拓弥に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 カフェテキーラ号・キングオブキック号・プラウドワンダー号・ミヤビアンバー号
※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24日 晴 良 （25東京5）第8日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時30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

35 ジ ー ニ ア イ 牡2青 55 R．ムーア 井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 三嶋牧場 476－ 21：27．7 1．7�
（英）

24 フ ァ ビ ン 牝2鹿 54 田中 勝春桐谷 茂氏 大和田 成 新ひだか 大滝 康晴 448＋ 21：27．8� 39．2�
11 スイートマルセル 牝2鹿 54 田中 博康シンボリ牧場 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 462＋ 2 〃 アタマ 15．4�
12 アンジュシュエット 牝2黒鹿54 三浦 皇成有限会社シルク伊藤 大士 浦河 桑田牧場 468－ 81：27．9クビ 128．3�
612 オータムラヴ 牡2黒鹿55 戸崎 圭太�Basic 田島 俊明 新ひだか 見上牧場 486＋ 2 〃 ハナ 3．0�
23 バルコドール 牡2鹿 55 後藤 浩輝桐谷 茂氏 堀井 雅広 新ひだか 小林 嘉弘 B426－181：28．22 30．9	
816 レイズアセイル 牝2栗 54 C．ウィリアムズ �グリーンファーム奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 448＋101：28．73 29．4


（豪）

47 デルマフジコ 牝2栗 54 木幡 初広浅沼 廣幸氏 浅野洋一郎 千歳 社台ファーム 486－ 21：28．91 20．9�
714 コスモアメシスト 牝2芦 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 矢野 英一 日高 天羽 禮治 452＋ 61：29．11� 149．8
59 モルフェティー 牡2青鹿55 大庭 和弥並河賢一郎氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 436＋ 6 〃 クビ 247．5�
713 マトリックス 牡2鹿 55 内田 博幸 Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 鮫川 啓一 456＋ 2 〃 ハナ 13．7�
48 アンジュバーグ 牝2栃栗54 柴山 雄一村上 欽哉氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 458＋ 21：29．63 531．1�
36 ボールドブルーム 牡2鹿 55

53 △杉原 誠人増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 470－ 21：29．81� 79．0�
815 タムザセカンド 牡2芦 55 丸山 元気神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 524＋ 21：30．01� 370．4�
611 ディーエススワット 牡2栗 55 松岡 正海秋谷 壽之氏 成島 英春 新冠 川上牧場 434－ 61：30．31� 226．0�
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510 ド ー タ ン 牡2黒鹿55 武士沢友治�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 450＋ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 29，987，500円 複勝： 75，751，300円 枠連： 16，546，600円
馬連： 63，947，600円 馬単： 49，347，300円 ワイド： 32，613，600円
3連複： 78，835，100円 3連単： 164，443，000円 計： 511，472，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 530円 � 340円 枠 連（2－3） 790円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 3，230円

ワ イ ド �� 800円 �� 550円 �� 4，280円

3 連 複 ��� 7，240円 3 連 単 ��� 30，510円

票 数

単勝票数 差引計 299875（返還計 570） 的中 � 145387（1番人気）
複勝票数 差引計 757513（返還計 1235） 的中 � 449863（1番人気）� 16938（7番人気）� 29026（4番人気）
枠連票数 差引計 165466（返還計 52） 的中 （2－3） 15459（2番人気）
馬連票数 差引計 639476（返還計 3526） 的中 �� 18404（10番人気）
馬単票数 差引計 493473（返還計 2882） 的中 �� 11308（11番人気）
ワイド票数 差引計 326136（返還計 2774） 的中 �� 10161（9番人気）�� 15635（4番人気）�� 1747（28番人気）
3連複票数 差引計 788351（返還計 9646） 的中 ��� 8039（20番人気）
3連単票数 差引計1644430（返還計 18699） 的中 ��� 3978（85番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．1―36．3―49．1―1：02．0―1：14．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ ー ニ ア イ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．10．26 新潟2着

2011．4．6生 牡2青 母 シ ー ジ ョ ー 母母 ハイパスチャー 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔競走除外〕 ドータン号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
※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 カシノグレイス号・ダイメイリシャール号
※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。

第５回 東京競馬 第８日



3008711月24日 晴 良 （25東京5）第8日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11時00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
1：45．9
1：45．9

良
良

23 ネオヴァロン 牡2鹿 55 北村 宏司小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 460－ 41：48．7 21．0�
59 レッドラウディー 牡2青鹿55 内田 博幸 �東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 542＋261：48．91� 7．1�
714 スパーブデイ 牡2鹿 55 武 豊藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 498± 0 〃 クビ 2．8�
12 ラインハーディー 牝2栗 54 横山 典弘大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 478± 01：49．11 3．8�
24 エリーフェアリー 牝2鹿 54 後藤 浩輝谷川 正純氏 岩戸 孝樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 476－ 41：49．2� 22．9�
611 パープルセイル 牝2黒鹿54 C．ウィリアムズ 吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 424－ 21：49．41� 9．2	

（豪）

48 	 コ ス モ ジ グ 牡2黒鹿55 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 田中 剛 米 Christina
Latimer 488＋ 41：49．5
 72．7�

818 キネオメジャー 牡2栗 55 R．ムーア 吉田 千津氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B472＋14 〃 クビ 16．1�
（英）

36 テ ル ス 牝2黒鹿54 吉田 豊杉澤 光雄氏 小野 次郎 新冠 川島牧場 448± 01：50．03 258．9
713 メイショウカノン 牡2青鹿55 W．ビュイック 松本 好�氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 480± 0 〃 クビ 15．4�

（英）

817 ブルーホール 牡2青鹿 55
54 ☆横山 和生�Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 446－ 2 〃 アタマ 49．5�

11 	 タ マ ユ ラ 牝2栗 54 蛯名 正義吉田 安惠氏 戸田 博文 愛 Redpender
Stud Ltd 462－ 41：50．53 13．2�

715 デ ュ ー イ 牡2栗 55 大野 拓弥 
天羽�治牧場 高橋 文雅 日高 天羽 禮治 462－ 61：50．6
 204．5�
510 ヴリルスター 牡2鹿 55 石橋 脩キャピタルクラブ 田村 康仁 浦河 カナイシスタッド 458± 0 〃 クビ 105．7�
816 マイネウェリナ 牝2芦 54 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 新冠 タニグチ牧場 408＋ 6 〃 ハナ 255．1�
612 ミュゼタイフーン 牡2鹿 55 田中 勝春髙橋 仁氏 大江原 哲 新冠 須崎牧場 460－ 41：51．23
 109．7�
47 ホワイトミーティア 牝2芦 54 三浦 皇成 
キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 452＋ 41：51．3� 62．0�
35 ニシノオンリーユー 牡2鹿 55 松岡 正海西山 茂行氏 手塚 貴久 新ひだか 岡田牧場 438－181：52．04 87．8�
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売 得 金
単勝： 32，588，000円 複勝： 60，755，600円 枠連： 23，791，500円
馬連： 74，822，200円 馬単： 46，798，600円 ワイド： 35，553，700円
3連複： 95，438，900円 3連単： 147，154，200円 計： 516，902，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，100円 複 勝 � 430円 � 250円 � 140円 枠 連（2－5） 4，510円

馬 連 �� 8，700円 馬 単 �� 20，330円

ワ イ ド �� 2，240円 �� 1，170円 �� 450円

3 連 複 ��� 9，060円 3 連 単 ��� 88，660円

票 数

単勝票数 計 325880 的中 � 12277（8番人気）
複勝票数 計 607556 的中 � 28562（8番人気）� 59884（3番人気）� 154413（1番人気）
枠連票数 計 237915 的中 （2－5） 3900（15番人気）
馬連票数 計 748222 的中 �� 6348（24番人気）
馬単票数 計 467986 的中 �� 1699（62番人気）
ワイド票数 計 355537 的中 �� 3672（24番人気）�� 7307（13番人気）�� 21543（2番人気）
3連複票数 計 954389 的中 ��� 7781（26番人気）
3連単票数 計1471542 的中 ��� 1225（258番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．7―12．1―12．9―12．8―11．9―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―35．7―47．8―1：00．7―1：13．5―1：25．4―1：36．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F35．2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ネオヴァロン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．26 東京5着

2011．2．18生 牡2鹿 母 エイグレット 母母 ノーザンプリンセス 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔騎手変更〕 ミュゼタイフーン号の騎手田辺裕信は，第7日第3競走での落馬負傷のため田中勝春に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 コスモカパルア号・フリークウェーブ号
（非抽選馬） 1頭 クリノグラスオー号
※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。

3008811月24日 晴 良 （25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30分 （芝・左）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
2：01．1
1：59．9

良
良

816 クワトロガッツ 牡2黒鹿55 北村 宏司ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 日高 チャンピオン
ズファーム 452 ―2：04．2 6．5�

36 キネオペガサス 牡2鹿 55 戸崎 圭太吉田 千津氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 526 ― 〃 アタマ 8．5�
23 ハヤブサゴッド 牡2鹿 55 吉田 豊武田 修氏 高柳 瑞樹 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496 ―2：04．73 40．4�
48 デルマシシマル 牡2青鹿55 浜中 俊浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 462 ― 〃 ハナ 13．3�
815 ジ ョ ニ ー 牡2鹿 55 W．ビュイック 山本 英俊氏 藤沢 和雄 平取 坂東牧場 490 ― 〃 ハナ 9．0�

（英）

612 ブ リ ー ジ ョ 牡2黒鹿55 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 506 ― 〃 クビ 14．0�
510 ゴールドアクター 牡2青鹿55 蛯名 正義居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム 488 ―2：04．8� 60．1	
714 スペルオンミー 牝2黒鹿54 武 豊吉田 勝己氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 528 ―2：04．9� 3．5

24 ディスキーダンス 牡2栗 55 横山 典弘 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 450 ―2：05．11� 6．9�
35 アンヴェイルド 牡2鹿 55 福永 祐一窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 494 ―2：05．2� 5．5
11 キャンティユッキ 牝2鹿 54 津村 明秀チームユッキレーシング 高市 圭二 新冠 村田牧場 442 ―2：05．52 80．1�
47 ル シ ー ラ 牝2鹿 54

53 ☆横山 和生髙瀬 真尚氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 438 ―2：06．03 99．8�
59 サマーブリーズ 牡2黒鹿55 大野 拓弥飯田 正剛氏 高橋 文雅 新ひだか 千代田牧場 450 ― 〃 アタマ 96．0�
713 オ ル デ ィ ネ 牡2鹿 55 柴田 大知 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド 490 ―2：06．53 105．4�
611 チャンピオンパラオ 牡2芦 55 西村 太一坪野谷和平氏 柄崎 孝 浦河 アイオイファーム 458 ―2：06．71 153．8�
12 バトルミュートゥス 牡2栗 55 後藤 浩輝宮川 秋信氏 和田正一郎 新ひだか 西村 和夫 418 ―2：07．33� 41．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，066，800円 複勝： 40，441，500円 枠連： 23，598，500円
馬連： 59，833，100円 馬単： 39，095，700円 ワイド： 26，805，200円
3連複： 74，145，800円 3連単： 111，040，700円 計： 402，027，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 260円 � 290円 � 900円 枠 連（3－8） 650円

馬 連 �� 2，730円 馬 単 �� 5，100円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 3，630円 �� 3，280円

3 連 複 ��� 27，240円 3 連 単 ��� 103，340円

票 数

単勝票数 計 270668 的中 � 33062（3番人気）
複勝票数 計 404415 的中 � 46525（4番人気）� 38802（5番人気）� 10101（9番人気）
枠連票数 計 235985 的中 （3－8） 26984（2番人気）
馬連票数 計 598331 的中 �� 16226（15番人気）
馬単票数 計 390957 的中 �� 5660（21番人気）
ワイド票数 計 268052 的中 �� 6768（10番人気）�� 1786（35番人気）�� 1977（33番人気）
3連複票数 計 741458 的中 ��� 2009（73番人気）
3連単票数 計1110407 的中 ��� 793（324番人気）

ハロンタイム 13．4―12．3―11．9―13．0―13．2―13．1―12．9―11．6―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―25．7―37．6―50．6―1：03．8―1：16．9―1：29．8―1：41．4―1：52．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F34．4

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

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

勝馬の
紹 介

クワトロガッツ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 マイネルラヴ 初出走

2011．1．20生 牡2黒鹿 母 ピースオブラヴ 母母 ピアラプソディ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 スペルオンミー号の騎手田辺裕信は，第7日第3競走での落馬負傷のため武豊に変更。
〔発走状況〕 バトルミュートゥス号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 バトルミュートゥス号は，発走調教再審査。
※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24日 晴 良 （25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� エスメラルディーナ 牝2鹿 54 C．ウィリアムズ 吉田 和美氏 斎藤 誠 米 Classic Thor-
oughbred XXIII 488 ―1：39．9 3．4�

（豪）

48 � ドラゴンキングダム 牡2黒鹿55 内田 博幸窪田 芳郎氏 二ノ宮敬宇 米 Stonehaven
Steadings 516 ―1：40．85 3．0�

35 クロフネフリート 牡2鹿 55 福永 祐一平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 522 ―1：41．43� 5．9�
11 マウントマズル 牡2鹿 55 柴田 善臣中沢 春吉氏 浅野洋一郎 浦河 細道牧場 464 ―1：41．61	 121．2�
24 ゴールデンスピン 牡2栗 55 丸田 恭介田島榮二郎氏 大江原 哲 新ひだか 元茂牧場 486 ―1：41．91
 77．0�
12 フィールザスマート 牡2青鹿55 田中 勝春櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 500 ―1：42．0� 9．6�
47 タイセイヒート 牡2青鹿55 三浦 皇成田中 成奉氏 池上 昌弘 新ひだか 千代田牧場 476 ―1：42．21	 190．3	
713 ジェイリーン 牡2鹿 55 大野 拓弥八百板俊一郎氏 星野 忍 厚真 阿部 栄乃進 512 ―1：43．05 126．5

36 マダムインパリ 牝2栗 54 津村 明秀松岡 研司氏 大和田 成 日高 宝寄山 忠則 462 ―1：43．21� 200．8�
59 クィーンオブシバ 牝2鹿 54 西村 太一小野 博郷氏 新開 幸一 新冠 須崎牧場 480 ― 〃 クビ 135．2�
611 ヨウザンフウ 牡2栗 55 蛯名 正義日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 458 ―1：43．51
 21．3
510 サウザンドオークス 牝2栗 54 江田 照男岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 448 ―1：43．6� 10．6�
714 タイキビスタ 牝2鹿 54 吉田 豊�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 478 ―1：43．7
 17．1�
23 ショウナンサバンナ 牡2黒鹿55 戸崎 圭太国本 哲秀氏 古賀 史生 新ひだか ヒサイファーム 504 ― 〃 クビ 18．7�
816 ヤマニンリュタン 牡2鹿 55 伊藤 工真土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 506 ―1：44．33� 22．4�
815 サ リ ー ナ 牝2鹿 54 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 新冠 対馬 正 480 ―1：46．1大差 117．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，218，900円 複勝： 37，005，000円 枠連： 17，539，300円
馬連： 61，684，100円 馬単： 40，495，500円 ワイド： 29，008，000円
3連複： 74，911，200円 3連単： 122，595，600円 計： 409，457，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 130円 � 170円 枠 連（4－6） 470円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 230円 �� 410円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 4，510円

票 数

単勝票数 計 262189 的中 � 61146（2番人気）
複勝票数 計 370050 的中 � 70539（2番人気）� 86841（1番人気）� 51244（3番人気）
枠連票数 計 175393 的中 （4－6） 27738（1番人気）
馬連票数 計 616841 的中 �� 79387（1番人気）
馬単票数 計 404955 的中 �� 25168（2番人気）
ワイド票数 計 290080 的中 �� 36540（1番人気）�� 15983（3番人気）�� 20336（2番人気）
3連複票数 計 749112 的中 ��� 51354（1番人気）
3連単票数 計1225956 的中 ��� 20100（2番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―12．9―13．4―12．8―12．5―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．7―37．6―51．0―1：03．8―1：16．3―1：28．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エスメラルディーナ �
�
父 Harlan’s Holiday �

�
母父 Spanish Steps 初出走

2011．3．4生 牝2鹿 母 Tasha’s Star 母母 Ms. Cuvee Napa 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サリーナ号は，「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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ストラクチャード号・ミュゼストリート号・メイクザカット号
※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。

3009011月24日 晴 良 （25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50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

35 ローレルラスター 牡3鹿 55 横山 典弘 �ローレルレーシング 的場 均 新冠 協和牧場 478± 02：25．9 21．7�
11 ジャングルクルーズ �4鹿 57 R．ムーア 窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 496－ 4 〃 ハナ 3．5�

（英）

36 アナンジュパス 牝4鹿 55 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 466＋ 62：26．0	 5．7�
（豪）

816 モ ビ ー ル 牡5鹿 57 北村 宏司吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 464＋ 4 〃 ハナ 7．9�
12 ルイーザシアター 牡5鹿 57 M．デムーロ �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 496－ 82：26．21
 15．2	

（仏）

23 コーラルタワー 牡3黒鹿55 福永 祐一田和 廣通氏 矢野 照正 新ひだか 鳥谷 勝彦 450－ 22：26．3クビ 6．6

611 マイネルミラノ 牡3栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 466－ 2 〃 クビ 47．6�
47 ヴェリタラブ 牝3鹿 53 柴田 善臣山科 統氏 二ノ宮敬宇 浦河 バンダム牧場 442－ 22：26．51� 50．9�
817 プライドイズメシア 牡3鹿 55 丸田 恭介三枝 栄二氏 高橋 文雅 浦河 バンブー牧場 510± 0 〃 アタマ 11．7
510� チャペルプリンセス 牝4栗 55 内田 博幸有限会社シルク斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 62：26．6
 8．5�
713 イレプレイスブル 牡3黒鹿55 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 470＋ 42：26．81� 22．9�
815 テイエムブシドー 牡3鹿 55 西田雄一郎竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 オリエント牧場 B466＋ 82：26．9
 101．9�
714 リライブナカヤマ 牡3鹿 55 戸崎 圭太�中山牧場 上原 博之 浦河 中山牧場 B454＋ 62：27．64 31．1�
612 モンプレジール 牡3鹿 55 伊藤 工真平田 修氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 458± 02：27．7
 19．8�
59 ナイトブルーミング 牝3芦 53 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 446± 02：28．65 136．9�
24 � トゥビーウィズユー 牡3鹿 55 W．ビュイック 山本 剛史氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 482＋ 22：29．66 65．4�

（英）

48 � スターポケット 牝3黒鹿53 三浦 皇成西城 公雄氏 高橋 文雅 新ひだか 寺越 政幸 472＋ 12：30．02
 128．7�
（17頭）

売 得 金
単勝： 29，982，000円 複勝： 56，433，400円 枠連： 25，806，000円
馬連： 87，567，400円 馬単： 48，447，800円 ワイド： 38，783，800円
3連複： 111，074，400円 3連単： 168，284，400円 計： 566，379，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，170円 複 勝 � 520円 � 160円 � 200円 枠 連（1－3） 670円

馬 連 �� 3，560円 馬 単 �� 11，230円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 1，610円 �� 370円

3 連 複 ��� 7，110円 3 連 単 ��� 68，470円

票 数

単勝票数 計 299820 的中 � 10889（9番人気）
複勝票数 計 564334 的中 � 21638（10番人気）� 114407（1番人気）� 79019（2番人気）
枠連票数 計 258060 的中 （1－3） 28758（1番人気）
馬連票数 計 875674 的中 �� 18189（13番人気）
馬単票数 計 484478 的中 �� 3184（40番人気）
ワイド票数 計 387838 的中 �� 5444（20番人気）�� 5596（19番人気）�� 28976（1番人気）
3連複票数 計1110744 的中 ��� 11534（19番人気）
3連単票数 計1682844 的中 ��� 1814（196番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―12．3―12．4―12．3―12．1―12．2―12．6―12．9―12．2―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―23．4―35．7―48．1―1：00．4―1：12．5―1：24．7―1：37．3―1：50．2―2：02．4―2：13．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F35．7
1
3

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

2
4

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

ローレルラスター �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 サンシャインフォーエヴァー デビュー 2013．1．6 中山7着

2010．4．27生 牡3鹿 母 アサカグローリー 母母 リオシャーム 10戦2勝 賞金 12，300，000円
〔騎手変更〕 リライブナカヤマ号の騎手田辺裕信は，第7日第3競走での落馬負傷のため戸崎圭太に変更。
※出走取消馬 メジロダイボサツ号（疾病〔左肩跛行〕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。



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

発走13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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．6
1：32．3

良
良

24 ショウナンワダチ 牡2芦 55 北村 宏司国本 哲秀氏 大竹 正博 新ひだか 静内フアーム 480－ 21：35．5 8．6�
612 ロサギガンティア 牡2青 55 柴田 善臣 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 526＋121：35．6� 5．9�
817 ダノンマッキンレー 牡2栗 55 横山 典弘�ダノックス 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 478＋141：35．81� 17．6�
715 テスタメント 牡2鹿 55 松岡 正海田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 424－ 6 〃 クビ 3．0�
47 モンラッシェ 牡2栗 55 M．デムーロ吉澤 克己氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 456－ 41：35．9クビ 38．9	

（仏）

12 ア ル バ ー ト 牡2栗 55 R．ムーア 林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 464－ 4 〃 ハナ 4．7

（英）

611 キンシノキセキ 牡2鹿 55 岩田 康誠若草クラブ 浅見 秀一 新冠 パカパカ
ファーム 466－ 8 〃 ハナ 24．3�

714 ル ナ レ デ ィ 牝2黒鹿54 石橋 脩村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 中田 英樹 486＋ 8 〃 アタマ 68．5�
48 サ ン グ ラ ス 牡2青鹿55 大野 拓弥玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 484＋ 2 〃 アタマ 16．9
35 サクラエフォート 牡2黒鹿55 福永 祐一�さくらコマース久保田貴士 新ひだか 伊藤 敏明 470＋ 21：36．11� 15．0�
11 ニシノアカツキ 牝2栗 54 武 豊西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 高昭牧場 456－ 21：36．31� 30．7�
23 ヴ ィ ス ビ ー 牝2黒鹿54 江田 照男大野 富生氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム 470－101：36．4� 87．9�
59 ニシノハイツリー 牡2栗 55 丸山 元気西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 458－ 2 〃 ハナ 109．5�
713 アラマサクロフネ 牝2鹿 54 吉田 豊�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 470－ 8 〃 クビ 74．8�
510 デルマサリーチャン 牝2鹿 54 後藤 浩輝浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 458－ 41：36．5	 81．7�
816 カ ッ テ 牝2黒鹿54 田中 勝春田中 春美氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 454－ 8 〃 クビ 39．6�
818 アブソリュカフェ 牡2黒鹿55 浜中 俊西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 476－ 41：36．71� 18．6�
36 アポロデイライト 牝2栗 54 横山 和生アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新冠 佐藤 義紀 454－ 61：37．87 243．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 46，831，800円 複勝： 77，314，000円 枠連： 35，340，900円
馬連： 121，262，000円 馬単： 69，205，300円 ワイド： 54，477，700円
3連複： 142，221，700円 3連単： 215，171，900円 計： 761，825，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 330円 � 230円 � 520円 枠 連（2－6） 2，610円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 5，560円

ワ イ ド �� 780円 �� 2，190円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 12，170円 3 連 単 ��� 70，640円

票 数

単勝票数 計 468318 的中 � 43248（4番人気）
複勝票数 計 773140 的中 � 60689（4番人気）� 100728（3番人気）� 35118（7番人気）
枠連票数 計 353409 的中 （2－6） 10012（13番人気）
馬連票数 計1212620 的中 �� 36797（6番人気）
馬単票数 計 692053 的中 �� 9199（17番人気）
ワイド票数 計 544777 的中 �� 17857（6番人気）�� 5969（27番人気）�� 8989（12番人気）
3連複票数 計1422217 的中 ��� 8626（35番人気）
3連単票数 計2151719 的中 ��� 2248（193番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．8―12．7―12．6―11．7―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．6―48．3―1：00．9―1：12．6―1：23．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンワダチ �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．11．10 東京1着

2011．2．1生 牡2芦 母 ショウナンマライア 母母 ショウナンアイドル 2戦2勝 賞金 16，899，000円
〔騎手変更〕 サクラエフォート号の騎手田辺裕信は，第7日第3競走での落馬負傷のため福永祐一に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 イマスグキスミー号・ゲットアテープ号・コスモマイルール号・スーリール号・レッドルシアン号
※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。

3009211月24日 晴 良 （25東京5）第8日 第8競走 ��
��1，400�シャングリラ賞

発走14時00分 （ダート・左）
3歳以上，1，000万円以下，24．11．24以降25．11．17まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 441，000円 126，000円 63，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

59 � ストーミングスター 牡3鹿 56 横山 典弘�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 464＋ 21：25．3 3．7�
713 ヴィンテージイヤー 牡4鹿 57 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 B508＋ 21：25．61� 4．1�
612	 フェアエレン 牝4栗 52 後藤 浩輝前田 幸治氏 小笠 倫弘 米 WinStar

Farm LLC 476－10 〃 アタマ 65．0�
36 ダンシングミッシー 牝4鹿 55 大野 拓弥伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 470＋ 2 〃 ハナ 4．3�
815 アルベルティ 牡5鹿 56 戸崎 圭太 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 522＋101：25．7
 19．5	
11 ツクババンドーオー 牡4鹿 54 横山 和生荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 490± 0 〃 アタマ 19．2

611� トーホウペガサス 牡6鹿 54 北村 宏司東豊物産� 古賀 史生 日高 竹島 幸治 504＋ 4 〃 ハナ 42．6�
24 ジャーグラット 牡5栗 54 丸田 恭介本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 448＋14 〃 ハナ 218．0�
47 ドレッシースタイル 牡3青鹿54 木幡 初広 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 浦河 宮内牧場 478＋101：25．91� 51．1
48 フクノカシオペア 牝3栗 51 的場 勇人福島 実氏 小島 茂之 浦河 バンブー牧場 486± 01：26．11� 75．0�
23 ミヤビリファイン 牡4青鹿55 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 新ひだか 高橋 修 512＋ 8 〃 クビ 17．7�
816 スフィンクス 牝4鹿 53 武 豊佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか 橋本牧場 462＋ 21：26．2クビ 11．6�
12 ヴェイグストーリー 牝4栗 53 蛯名 正義 �社台レースホース中川 公成 千歳 社台ファーム 508＋12 〃 クビ 19．6�
510 クロムレック 牡3栗 54 福永 祐一 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 526＋20 〃 ハナ 13．2�
714 ミッキーオリーブ 牝6鹿 51 杉原 誠人野田みづき氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：26．41 270．1�
35 ランドシャーク 牡4鹿 56 石橋 脩千明牧場 勢司 和浩 平取 稲原牧場 498＋ 61：26．82
 17．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，224，500円 複勝： 83，809，100円 枠連： 39，494，700円
馬連： 138，052，400円 馬単： 76，275，300円 ワイド： 59，700，500円
3連複： 171，326，900円 3連単： 271，759，300円 計： 886，642，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 180円 � 190円 � 1，040円 枠 連（5－7） 680円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 400円 �� 4，280円 �� 5，380円

3 連 複 ��� 25，490円 3 連 単 ��� 89，700円

票 数

単勝票数 計 462245 的中 � 100184（1番人気）
複勝票数 計 838091 的中 � 151133（2番人気）� 133796（3番人気）� 15170（13番人気）
枠連票数 計 394947 的中 （5－7） 43074（2番人気）
馬連票数 計1380524 的中 �� 119982（2番人気）
馬単票数 計 762753 的中 �� 33276（3番人気）
ワイド票数 計 597005 的中 �� 41924（2番人気）�� 3218（55番人気）�� 2547（58番人気）
3連複票数 計1713269 的中 ��� 4961（95番人気）
3連単票数 計2717593 的中 ��� 2236（283番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―36．1―48．7―1：00．9―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ストーミングスター �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Southern Halo

2010．3．31生 牡3鹿 母 ナ ナ ツ ボ シ 母母 Quant 7戦2勝 賞金 42，717，000円
地方デビュー 2012．6．20 門別

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14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20頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）20頭 アルセーヌシチー号・グランマルシェ号・クリノロッキー号・ザストロンシチー号・ジョブックガーター号・

タマモベルモット号・タングルジャングル号・ネオシーサー号・ノウレッジ号・ノッキングオン号・
ハッピーマリーン号・ピオニエトウショウ号・ヒメサクラ号・ブロックコード号・ミステリートレイン号・
モズベラベラ号・モンテネオ号・ヤマチョウフェア号・ラブリースター号・ワイキキブリーズ号



3009311月24日 晴 良 （25東京5）第8日 第9競走 ��
��1，600�ア プ ロ ー ズ 賞

発走14時35分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

816 シ ェ ル ビ ー 牡4栗 57 M．デムーロ杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 二風谷ファーム 512＋ 21：34．0 6．3�
（仏）

48 エデンロック 牡3鹿 56 岩田 康誠田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 466＋ 8 〃 クビ 15．5�
714 ポップジェムズ 牡3鹿 56 W．ビュイック 吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 480＋12 〃 ハナ 92．4�

（英）

611 アルバタックス 牡3栗 56 浜中 俊 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 500＋ 21：34．1� 11．8�
11 モンストール 牡4鹿 57 柴田 善臣前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 村下農場 482＋22 〃 アタマ 15．1�
12 ベステゲシェンク 牡3鹿 56 北村 宏司吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 472± 01：34．2クビ 3．9	
510 インプロヴァイズ 牡3青 56 R．ムーア 有限会社シルク堀 宣行 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋12 〃 アタマ 16．8

（英）

36 ジョーオリオン 牡4栗 57 吉田 豊上田けい子氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 B476－ 2 〃 ハナ 19．1�
612 ディープサウンド 牡5鹿 57 武 豊増田 雄一氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 484＋101：34．41	 40．7�
713 フジマサエンペラー 牡4黒鹿57 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 500± 0 〃 ハナ 3．1
47 レインフォール 牡4芦 57 横山 典弘深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 下屋敷牧場 436－ 4 〃 クビ 14．9�
59 ドラゴンレジェンド 牡3栗 56 福永 祐一窪田 芳郎氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 490＋ 8 〃 ハナ 54．5�
818 サ ン グ ッ プ 牡5栗 57 蛯名 正義加藤 信之氏 浜田多実雄 日高 加藤ステーブル 490± 01：34．5� 188．5�
24 シャドウウィザード 
3黒鹿56 戸崎 圭太飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 462－ 41：34．71	 29．0�
23 � コスモソウタ 牡4鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 新冠 タニグチ牧場 474＋ 41：34．8� 259．3�
817 カグニザント 牡5黒鹿57 後藤 浩輝 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム 476± 01：34．9� 82．8�
35 サクラトップクイン 牝5鹿 55 丸田 恭介櫻井 秀樹氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 438－ 81：35．22 367．8�
715 ブルーハーツクライ 牡4栗 57 松岡 正海 �ブルーマネジメント服部 利之 新ひだか 加野牧場 494－ 81：35．51� 80．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 67，769，100円 複勝： 114，356，200円 枠連： 43，459，200円
馬連： 195，833，700円 馬単： 105，069，100円 ワイド： 76，393，700円
3連複： 231，842，200円 3連単： 389，074，700円 計： 1，223，797，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 240円 � 460円 � 2，150円 枠 連（4－8） 2，070円

馬 連 �� 4，460円 馬 単 �� 8，590円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 6，570円 �� 10，890円

3 連 複 ��� 105，170円 3 連 単 ��� 490，000円

票 数

単勝票数 計 677691 的中 � 84953（3番人気）
複勝票数 計1143562 的中 � 154825（3番人気）� 63952（5番人気）� 11754（15番人気）
枠連票数 計 434592 的中 （4－8） 15543（9番人気）
馬連票数 計1958337 的中 �� 32445（17番人気）
馬単票数 計1050691 的中 �� 9032（33番人気）
ワイド票数 計 763937 的中 �� 14185（17番人気）�� 2824（57番人気）�� 1696（77番人気）
3連複票数 計2318422 的中 ��� 1627（226番人気）
3連単票数 計3890747 的中 ��� 586（1111番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．1―11．2―11．7―11．6―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．1―34．2―45．4―57．1―1：08．7―1：21．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F36．9
3 6＝（7，8）15（1，11）（9，16）（2，17）3（5，12）4（10，14，18）13 4 6＝7，8（1，15）11（3，9，16，17）（5，2，12）（4，10）（13，14）18

勝馬の
紹 介

シ ェ ル ビ ー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2011．10．22 京都2着

2009．4．16生 牡4栗 母 リラコルレオーネ 母母 レ モ ン キ ス 8戦4勝 賞金 52，114，000円
〔騎手変更〕 ブルーハーツクライ号の騎手田辺裕信は，第7日第3競走での落馬負傷のため松岡正海に変更。
※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。

3009411月24日 晴 良 （25東京5）第8日 第10競走 ��
��2，000�ウェルカムステークス

発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

45 アロマカフェ 牡6黒鹿57 J．ムルタ 西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 476＋ 22：00．2 9．5�
（愛）

711 シャドウバンガード 牡4黒鹿57 戸崎 圭太飯塚 知一氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 440＋ 2 〃 アタマ 4．3�
68 ガ チ バ ト ル 牡3栗 55 後藤 浩輝吉田喜代司氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 460＋ 62：00．3� 35．0�
56 エーシングングン 牡4栗 57 福永 祐一�栄進堂 田所 秀孝 新ひだか 築紫 洋 474＋ 82：00．4	 5．3�
33 ヴァーゲンザイル 
5黒鹿57 吉田 豊 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 454± 02：00．61� 34．1	
710 ア ー デ ン ト 牡4芦 57 C．ウィリアムズ �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 22：00．81� 9．9

（豪）

57 メイショウドンタク 牡7黒鹿57 横山 典弘松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 496－ 6 〃 アタマ 24．5�
812 ダイワズーム 牝4栗 55 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 468＋ 2 〃 クビ 4．1�
69 ロジサンデー 牡4鹿 57 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか 田中 裕之 472± 02：01．01 5．3
11 ノーブルジュピタ 牝3鹿 53 田中 勝春吉木 伸彦氏 水野 貴広 新冠 秋田牧場 438＋ 2 〃 ハナ 15．3�
44 マーブルデイビー 牡7栗 57 宮崎 北斗下村 直氏 清水 久詞 三石 三石川上牧場 490－ 22：01．21� 177．1�
813 オメガブレイン 牡5鹿 57 三浦 皇成原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 468＋ 22：01．41� 44．4�
22 ドリームゴスペル 牡6鹿 57 武士沢友治セゾンレースホース� 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 528－102：01．61� 98．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 54，336，500円 複勝： 89，713，000円 枠連： 41，866，800円
馬連： 195，588，900円 馬単： 106，732，900円 ワイド： 67，613，900円
3連複： 228，906，700円 3連単： 426，006，000円 計： 1，210，764，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 280円 � 180円 � 720円 枠 連（4－7） 1，510円

馬 連 �� 2，290円 馬 単 �� 5，560円

ワ イ ド �� 900円 �� 3，500円 �� 2，610円

3 連 複 ��� 31，130円 3 連 単 ��� 148，870円

票 数

単勝票数 計 543365 的中 � 45390（5番人気）
複勝票数 計 897130 的中 � 81873（5番人気）� 163729（2番人気）� 26418（10番人気）
枠連票数 計 418668 的中 （4－7） 20491（7番人気）
馬連票数 計1955889 的中 �� 63206（10番人気）
馬単票数 計1067329 的中 �� 14173（25番人気）
ワイド票数 計 676139 的中 �� 19442（12番人気）�� 4649（39番人気）�� 6272（32番人気）
3連複票数 計2289067 的中 ��� 5427（91番人気）
3連単票数 計4260060 的中 ��� 2112（437番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．9―36．8―49．0―1：01．4―1：13．9―1：25．9―1：37．3―1：48．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

アロマカフェ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ハートレイク デビュー 2009．12．20 中山3着

2007．3．9生 牡6黒鹿 母 カリーノカフェ 母母 ジ ャ カ ー ド 36戦4勝 賞金 141，051，000円
〔制裁〕 アロマカフェ号の騎手J．ムルタは，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。（被害馬：6番）
※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 ３レース目



3009511月24日 晴 良 （25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33回ジャパンカップ（ＧⅠ）

発走15時55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 3，780，000円 1，080，000円 540，000円
参加記念品
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

2：22．1
2：22．1
2：22．1

良
良
良

47 ジェンティルドンナ 牝4鹿 55 R．ムーア �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470± 02：26．1 2．1�
（英）

59 デニムアンドルビー 牝3鹿 53 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 434－ 6 〃 ハナ 29．8�

35 トーセンジョーダン 牡7鹿 57 W．ビュイック 島川 �哉氏 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム 480＋ 4 〃 クビ 100．3�
（英）

36 アドマイヤラクティ 牡5鹿 57 C．ウィリアムズ 近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 484＋ 22：26．2� 21．1	
（豪）

510	 ドゥーナデン 牡7鹿 57 J．スペンサー パール・ブラッドストック M．デルザングル 仏 CTE Edouard
Decazes 464 2：26．3クビ 117．3


（Dunaden（FR）） （仏） （英）

611 ル ル ー シ ュ 牡5黒鹿57 福永 祐一山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 504± 0 〃 クビ 25．7�
11 ヴィルシーナ 牝4青 55 岩田 康誠佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 454－12 〃 ハナ 49．3�
23 
 アンコイルド 牡4鹿 57 後藤 浩輝�大樹ファーム 矢作 芳人 仏 S. F. Blood-

stock LLC 484＋ 62：26．4クビ 21．3
12 ナカヤマナイト 牡5栗 57 柴田 善臣和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 494＋ 82：26．5� 54．4�
24 エイシンフラッシュ 牡6黒鹿57 M．デムーロ平井 克彦氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 490＋ 22：26．6� 4．9�

（仏）

816 ヒットザターゲット 牡5栗 57 武 豊前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 512± 0 〃 ハナ 35．3�
612 ホッコーブレーヴ 牡5鹿 57 三浦 皇成矢部 幸一氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 486＋ 22：26．7クビ 186．2�
714	 シ メ ノ ン �6鹿 57 R．ヒューズウィックロー・ブラッドストック W．マリンズ 愛 Max Morris 466 〃 ハナ 163．8�

（Simenon（IRE）） （愛） （英）

815 スマートギア 牡8栗 57 戸崎 圭太大川 徹氏 佐山 優 新冠 大栄牧場 456－ 82：26．91 391．2�
713 ゴールドシップ 牡4芦 57 内田 博幸小林 英一氏 須貝 尚介 日高 出口牧場 500＋ 22：27．53� 3．4�
48 フ ァ イ ヤ ー 牡5青鹿57 横山 典弘深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 520＋ 22：28．03 156．7�
817	 ジョシュアツリー 牡6鹿 57 J．ムルタ K.K．アル・

ナブーダ＆K．アルバホウ E．ダンロップ 愛 Castlemartin
Stud and Sky-
marc Farm

510 〃 クビ 112．4�
（Joshua Tree（IRE）） （英） （愛）

（17頭）

売 得 金
単勝： 771，172，500円 複勝： 728，338，600円 枠連： 505，482，400円 馬連： 2，139，490，600円 馬単： 1，439，913，200円
ワイド： 718，782，800円 3連複： 3，118，304，200円 3連単： 7，900，393，900円 5重勝： 738，525，700円 計： 18，060，403，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 510円 � 1，220円 枠 連（4－5） 2，090円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 3，330円

ワ イ ド �� 950円 �� 2，890円 �� 20，770円

3 連 複 ��� 63，800円 3 連 単 ��� 224，580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 なし����� 160，780円

票 数

単勝票数 計7711725 的中 � 2932521（1番人気）
複勝票数 計7283386 的中 � 2844697（1番人気）� 258977（7番人気）� 98963（11番人気）
枠連票数 計5054824 的中 （4－5） 178913（6番人気）
馬連票数 計21394906 的中 �� 632556（7番人気）
馬単票数 計14399132 的中 �� 319543（10番人気）
ワイド票数 計7187828 的中 �� 195721（8番人気）�� 60641（25番人気）�� 8232（74番人気）
3連複票数 計31183042 的中 ��� 36075（111番人気）
3連単票数 計79003939 的中 ��� 25962（402番人気）
5重勝票数 計7385257 的中 ����� 3390

ハロンタイム 12．8―11．4―12．8―12．8―12．6―12．8―12．8―12．4―11．6―11．1―11．1―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�
12．8―24．2―37．0―49．8―1：02．4―1：15．2―1：28．0―1：40．4―1：52．0―2：03．1―2：14．2

コーナー
通過順位

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

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

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4鹿 母 ドナブリーニ 母母 Cal Norma’s Lady 12戦8勝 賞金 1，030，758，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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



（25東京5）第8日 11月24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 180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

651，240，000円
2，080，000円
8，270，000円
7，580，000円
60，670，000円
66，695，500円
5，309，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
1，154，315，600円
1，409，685，000円
790，620，100円
3，194，024，500円
2，058，334，000円
1，168，383，000円
4，406，929，500円
10，040，455，700円
738，525，700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 24，961，273，100円

総入場人員 97，420名 （有料入場人員 92，231名）



平成25年度 第5回東京競馬 総計

競走回数 95回 出走延頭数 1，398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

2，328，910，000円
6，240，000円
88，600，000円
20，291，000円
211，240，000円
523，526，500円
41，676，000円
13，420，800円

勝馬投票券売得金
4，178，764，200円
6，787，531，200円
2，883，091，400円
11，311，930，800円
7，044，562，900円
4，482，593，400円
14，704，580，600円
29，523，960，600円
738，525，700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 81，655，540，800円

総入場延人員 323，629名 （有料入場延人員 302，297名）
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