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3001311月3日 晴 良 （25東京5）第2日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走9時55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
1：23．1
1：23．1

重
重

66 ヒマラヤタカコ 牝2栗 54 武士沢友治辻 大作氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 450＋ 41：27．4 14．6�
55 ネイティヴコード 牝2鹿 54 後藤 浩輝岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド B494－ 4 〃 クビ 14．3�
78 ピ ザ ン 牝2鹿 54 戸崎 圭太池谷 誠一氏 大竹 正博 むかわ 上水牧場 470－ 61：27．71� 7．2�
67 アスカクイン 牝2栗 54 江田 照男上野 武氏 本間 忍 新ひだか 藤原牧場 450＋ 21：28．12� 66．7�
79 フルオブプロミス 牝2鹿 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 466± 01：28．31 8．7�
44 ローズマリーイチ 牝2鹿 54 北村 宏司鈴木 照雄氏 中川 公成 浦河 山口 義彦 422－ 81：28．61� 8．8	
11 コグノセンティ 牝2鹿 54 田辺 裕信 �社台レースホース田島 俊明 安平 追分ファーム 474－ 41：28．7� 1．6

33 ホ ト ト ヤ エ 牝2黒鹿54 武 豊井上 一郎氏 矢野 英一 新冠 パカパカ

ファーム 480－ 2 〃 クビ 15．1�
810 ヴェルサイユパーク 牝2鹿 54 吉田 豊大塚 亮一氏 高木 登 新冠 タニグチ牧場 456± 01：28．91� 59．9�
811 シゲルブンゴ 牝2栗 54 松岡 正海森中 蕃氏 松永 康利 日高 坂田牧場 B454± 01：29．75 128．5
22 レプロンドール 牝2青鹿54 柴田 大知桐谷 茂氏 和田 雄二 新冠 堤 牧場 426－181：29．91� 94．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 17，425，400円 複勝： 49，120，500円 枠連： 10，723，600円
馬連： 35，502，100円 馬単： 30，532，700円 ワイド： 16，794，500円
3連複： 47，558，100円 3連単： 101，147，900円 計： 308，804，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，460円 複 勝 � 570円 � 750円 � 370円 枠 連（5－6） 5，810円

馬 連 �� 6，800円 馬 単 �� 14，040円

ワ イ ド �� 1，660円 �� 940円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 13，460円 3 連 単 ��� 115，740円

票 数

単勝票数 計 174254 的中 � 9417（6番人気）
複勝票数 計 491205 的中 � 22338（5番人気）� 16340（6番人気）� 37592（2番人気）
枠連票数 計 107236 的中 （5－6） 1363（15番人気）
馬連票数 計 355021 的中 �� 3856（21番人気）
馬単票数 計 305327 的中 �� 1606（41番人気）
ワイド票数 計 167945 的中 �� 2442（18番人気）�� 4472（11番人気）�� 3767（12番人気）
3連複票数 計 475581 的中 ��� 2608（35番人気）
3連単票数 計1011479 的中 ��� 645（264番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．4―36．8―49．7―1：02．3―1：14．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．6―3F37．7
3 5（4，8）（3，6）－（1，9）10，2，11，7 4 ・（5，4）8（3，6）1，9－（2，10，11）7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヒマラヤタカコ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．10．13 東京3着

2011．3．27生 牝2栗 母 トーヨーフレンチ 母母 トーヨーサンダー 2戦1勝 賞金 6，800，000円

3001411月3日 晴 良 （25東京5）第2日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時25分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．0
1：46．0

良
良

55 アンジュデュバン 牝2黒鹿54 蛯名 正義後藤 英成氏 武市 康男 日高 荒井ファーム 442± 01：49．3 3．3�
44 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－ 4 〃 ハナ 5．8�
66 ディールフロー 牡2鹿 55 横山 典弘有限会社シルク尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－ 61：49．51� 4．6�
79 タケルファラオ 牡2栗 55 田辺 裕信森 保彦氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 476＋ 4 〃 アタマ 3．0�
33 マーメイドドレス 牝2栗 54 戸崎 圭太 �スピードファーム武藤 善則 新冠 小泉 学 430＋ 2 〃 クビ 19．9�
78 コスモミヅハノメ 牝2黒鹿54 I．メンディザバル �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 428－ 61：49．71� 28．9	

（仏）

11 コスモナーダム 牡2栗 55 柴田 大知岡田 繁幸氏 池上 昌弘 新ひだか 出羽牧場 468＋ 81：49．8クビ 55．8

67 オペラハット 牡2鹿 55 柴田 善臣小菅 定雄氏 森 秀行 平取 高橋 啓 438± 01：50．01 15．2�
22 デルマコテツ 牡2栗 55 U．リスポリ浅沼 廣幸氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 442＋121：50．42� 29．4�

（仏）

811 エスティステラ 牝2黒鹿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 444－201：50．5� 60．8�

810 アルマミラク 牝2黒鹿54 吉田 豊コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 大道牧場 438－ 21：52．110 176．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 18，241，900円 複勝： 33，046，300円 枠連： 10，284，900円
馬連： 42，531，600円 馬単： 31，837，200円 ワイド： 20，035，000円
3連複： 56，757，300円 3連単： 109，424，500円 計： 322，158，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 160円 � 160円 枠 連（4－5） 680円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 280円 �� 310円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 4，870円

票 数

単勝票数 計 182419 的中 � 44179（2番人気）
複勝票数 計 330463 的中 � 70372（2番人気）� 52289（4番人気）� 55961（3番人気）
枠連票数 計 102849 的中 （4－5） 11247（4番人気）
馬連票数 計 425316 的中 �� 43438（2番人気）
馬単票数 計 318372 的中 �� 16063（4番人気）
ワイド票数 計 200350 的中 �� 19069（2番人気）�� 16400（4番人気）�� 12020（6番人気）
3連複票数 計 567573 的中 ��� 40720（4番人気）
3連単票数 計1094245 的中 ��� 16603（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―35．8―48．4―1：01．4―1：14．1―1：26．1―1：37．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．9―3F35．2

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

アンジュデュバン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2013．8．3 新潟7着

2011．3．4生 牝2黒鹿 母 マイネレーヌ 母母 グレースマリヤ 5戦1勝 賞金 9，000，000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。

第５回 東京競馬 第２日



3001511月3日 晴 良 （25東京5）第2日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時55分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．2
1：20．3

良
良

813 イマスグキスミー 牝2黒鹿54 蛯名 正義�ビリオンスター矢野 英一 千歳 社台ファーム 446－ 61：22．8 1．6�
44 オートクレール 牝2栗 54 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 日高 出口牧場 412－ 61：22．9� 6．0�
11 マサノマリリン 牝2黒鹿54 北村 宏司中村 時子氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 450－ 41：23．0� 12．6�
69 マリーズケイ 牝2鹿 54 柴田 大知冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田 陽介 470± 01：23．21� 7．0�
56 ヴァンデミエール 牝2鹿 54 田辺 裕信�ミルファーム 斎藤 誠 新冠 ビッグレッドファーム 434± 0 〃 ハナ 35．9	
812 ウインオリアート 牝2黒鹿54 I．メンディザバル �ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 428＋ 81：23．41� 12．9


（仏）

33 オメガベントレー 牡2栗 55 武 豊原 �子氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 448－ 21：23．61� 22．6�
710 ダンディスタイル 牡2黒鹿55 江田 照男丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 出羽牧場 428－ 2 〃 クビ 85．0�
711 ベ ニ ツ バ キ 牝2栗 54 三浦 皇成水上 行雄氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 426－141：23．7クビ 45．8
68 ラズライトブルー 牝2鹿 54 U．リスポリ �ブルーマネジメント田島 俊明 新冠 川上 悦夫 448－ 61：23．91� 46．7�

（仏）

22 カ イ ミ ラ 牝2鹿 54 松岡 正海 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 452＋ 81：24．53� 150．6�

57 カシノグレイス 牡2鹿 55 田中 博康柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 筒井 征文 508± 01：24．7� 370．5�
45 クリキントン 牝2栗 54 武士沢友治田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 カナイシスタッド B416－ 21：24．91� 183．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 25，013，400円 複勝： 90，928，300円 枠連： 13，706，100円
馬連： 51，726，800円 馬単： 41，654，700円 ワイド： 25，598，800円
3連複： 63，542，800円 3連単： 138，496，700円 計： 450，667，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 150円 � 220円 枠 連（4－8） 400円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 220円 �� 330円 �� 750円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 3，260円

票 数

単勝票数 計 250134 的中 � 129674（1番人気）
複勝票数 計 909283 的中 � 613403（1番人気）� 85466（2番人気）� 41471（4番人気）
枠連票数 計 137061 的中 （4－8） 25363（2番人気）
馬連票数 計 517268 的中 �� 92862（2番人気）
馬単票数 計 416547 的中 �� 48382（2番人気）
ワイド票数 計 255988 的中 �� 33818（2番人気）�� 18906（3番人気）�� 7235（9番人気）
3連複票数 計 635428 的中 ��� 35082（4番人気）
3連単票数 計1384967 的中 ��� 31437（5番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F35．4
3 2－4（1，5）（6，8，9）（3，13）（12，11）－10－7 4 2－4（1，5）（6，9）8（3，12，13）11，10，7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

イマスグキスミー �
�
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 2013．10．13 東京2着

2011．2．28生 牝2黒鹿 母 マルカフローリアン 母母 セトフローリアンⅡ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 イマスグキスミー号の騎手蛯名正義は，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。（被害馬：9番・

6番）
※クリキントン号は，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。

3001611月3日 晴 良 （25東京5）第2日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走11時25分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：36．9
1：36．9

不良
不良

814 ペ ア ン 牡2黒鹿55 江田 照男上野 直樹氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム 500－121：38．2 11．9�
59 タマモマズルカ 牡2黒鹿55 蛯名 正義タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 510－101：39．26 2．2�
23 オ ベ リ ス ク 牡2鹿 55 後藤 浩輝前田 幸治氏 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 522＋ 81：40．05 56．0�
713 ア ク シ ア 牡2栗 55 横山 典弘山本 武司氏 奥平 雅士 平取 びらとり牧場 470＋ 41：40．31� 13．4�
712 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 472－ 21：40．72� 254．5�
47 キタサンダイチ 牡2青鹿55 戸崎 圭太	大野商事 小笠 倫弘 新冠 大栄牧場 456－ 2 〃 ハナ 37．7

22 ミラクルヴォーグ 牡2鹿 55 武士沢友治千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 482－ 2 〃 アタマ 31．2�
815 カーボンタイクーン 牡2鹿 55 田辺 裕信吉田 和美氏 木村 哲也 浦河 丸村村下

ファーム 480－101：41．01� 8．2�
35 ウィークエンド 牝2黒鹿54 吉田 豊 Him Rock Racing 高橋 裕 浦河 鮫川 啓一 500＋141：41．1� 167．5
610 フクノブリューナク 牡2栗 55 松岡 正海福島 実氏 高橋 文雅 新ひだか 米田 和子 484－ 21：41．84 6．4�
11 マイネルモヒート 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新ひだか 大平牧場 468± 01：41．9クビ 30．2�
611 ワンハンドカット 牡2鹿 55 三浦 皇成丸山 担氏 小島 茂之 浦河 伏木田牧場 492－ 61：42．11 5．5�
46 マイネアバンガルド 牝2栗 54 I．メンディザバル �サラブレッドクラブ・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 2 〃 クビ 86．0�

（仏）

58 ヤ マ ト 牡2鹿 55 田中 勝春西森 鶴氏 的場 均 浦河 鎌田 正嗣 500＋ 21：43．16 28．0�
34 テイエムデンコウ 牡2黒鹿55 熊沢 重文竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤巻 則弘 482＋ 81：43．73� 238．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，963，800円 複勝： 44，368，300円 枠連： 17，354，600円
馬連： 52，863，300円 馬単： 37，428，800円 ワイド： 26，298，400円
3連複： 68，595，700円 3連単： 115，859，600円 計： 387，732，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 310円 � 130円 � 980円 枠 連（5－8） 430円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 3，500円

ワ イ ド �� 650円 �� 8，050円 �� 2，080円

3 連 複 ��� 27，110円 3 連 単 ��� 171，360円

票 数

単勝票数 計 249638 的中 � 16656（5番人気）
複勝票数 計 443683 的中 � 31948（5番人気）� 138762（1番人気）� 8068（11番人気）
枠連票数 計 173546 的中 （5－8） 29979（2番人気）
馬連票数 計 528633 的中 �� 32974（4番人気）
馬単票数 計 374288 的中 �� 7906（10番人気）
ワイド票数 計 262984 的中 �� 10687（5番人気）�� 767（59番人気）�� 3059（23番人気）
3連複票数 計 685957 的中 ��� 1868（72番人気）
3連単票数 計1158596 的中 ��� 499（427番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．2―34．9―47．2―59．9―1：12．5―1：25．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．3
3 14－9，3，8，1，11，5（7，10）－15（13，6）2（4，12） 4 14－9，3－（1，8）11（5，7，10）－15（13，6）2（4，12）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ペ ア ン �
�
父 ハイアーゲーム �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2013．9．29 中山3着

2011．3．4生 牡2黒鹿 母 トウカイユウユウ 母母 トウカイシャネル 3戦1勝 賞金 6，800，000円
〔騎手変更〕 ヤマト号の騎手的場勇人は，第3回福島競馬第1日第2競走での落馬負傷のため田中勝春に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムデンコウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年12月3日まで平地

競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3001711月3日 晴 良 （25東京5）第2日 第5競走 ��
��1，400�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
1：23．1
1：23．1

重
重

713� アジアエクスプレス 牡2栗 55 U．リスポリ馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Ocala Stud 534 ―1：26．5 1．6�
（仏）

48 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 484 ―1：27．45 20．6�
35 ティアップシンガー 牝2黒鹿54 吉田 豊田中 昇氏 高木 登 浦河 高昭牧場 456 ―1：27．61� 21．9�
815 サンマルウィーク 牡2青鹿55 後藤 浩輝相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 田端牧場 456 ―1：27．81� 15．5�
11 マダムアグライア 牝2鹿 54 横山 典弘髙樽さゆり氏 新開 幸一 日高 浦新 徳司 478 ―1：27．9	 16．2�
816 マイネルラヴォーロ 牡2青鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 勢司 和浩 新冠 赤石 久夫 460 ―1：28．11	 83．8	
714 ディアヴォーグ 牡2栗 55 武士沢友治ディアレスト 石栗 龍彦 浦河 金石牧場 478 ―1：28．2
 241．6

23 テーオービックバン 牡2栗 55 石橋 脩小笹 公也氏 藤岡 健一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502 ―1：28．41� 11．2�
510 スウィープアウェイ 牡2芦 55 三浦 皇成藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 458 ―1：28．5クビ 10．6�
611 ケイブロック 牡2鹿 55 田中 勝春山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 516 ―1：28．6	 58．1
24 リ ッ カ ル ド 牡2芦 55 蛯名 正義岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 478 ―1：28．81� 9．4�
612 タイニーゴースト 牝2栗 54 田中 博康石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新冠 オリエント牧場 474 ―1：29．43	 199．2�
47 カーライルシチー 牡2鹿 55 江田 照男 �友駿ホースクラブ 萱野 浩二 新ひだか カタオカフアーム 446 ―1：29．61� 101．9�
12 キマグレドウチュウ 牡2鹿 55 柴田 善臣福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 430 ―1：30．13 177．2�
59 ジョージバジー 牡2黒鹿55 熊沢 重文北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 434 ―1：31．37 314．6�
36 サンマイアミ 牝2黒鹿54 松岡 正海加藤 信之氏 蛯名 利弘 浦河 南部 功 426 ―1：32．910 28．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，940，600円 複勝： 43，377，900円 枠連： 18，767，400円
馬連： 53，271，900円 馬単： 42，663，500円 ワイド： 26，947，300円
3連複： 67，091，000円 3連単： 119，464，200円 計： 400，523，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 350円 � 420円 枠 連（4－7） 1，210円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 610円 �� 760円 �� 2，380円

3 連 複 ��� 5，540円 3 連 単 ��� 16，300円

票 数

単勝票数 計 289406 的中 � 151424（1番人気）
複勝票数 計 433779 的中 � 186338（1番人気）� 21956（7番人気）� 17067（8番人気）
枠連票数 計 187674 的中 （4－7） 11520（5番人気）
馬連票数 計 532719 的中 �� 32446（6番人気）
馬単票数 計 426635 的中 �� 19076（6番人気）
ワイド票数 計 269473 的中 �� 11439（6番人気）�� 8956（7番人気）�� 2632（34番人気）
3連複票数 計 670910 的中 ��� 8952（22番人気）
3連単票数 計1194642 的中 ��� 5409（44番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．0―36．3―49．1―1：01．7―1：14．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アジアエクスプレス �
�
父 Henny Hughes �

�
母父 Running Stag 初出走

2011．2．9生 牡2栗 母 Running Bobcats 母母 Backatem 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 マイネルラヴォーロ号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 マイネルラヴォーロ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンマイアミ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年12月3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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 キネオフライト号・フォールティテール号・メンカウラー号・ユメハマサユメ号・ラブリイバレー号
※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。

3001811月3日 晴 良 （25東京5）第2日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時50分 （芝・左）

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

中央レコード
1：33．6
1：32．3

良
良

36 オメガハートロック 牝2黒鹿54 戸崎 圭太原 �子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 460 ―1：36．0 2．8�
612 ヴェルジョワーズ 牝2鹿 54 I．メンディザバル �サンデーレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428 ―1：36．1� 48．5�
（仏）

713 マ レ ー ナ 牝2黒鹿54 北村 宏司山本 英俊氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 476 ― 〃 ハナ 14．5�
47 エイシンヨーク 牝2鹿 54 武 豊�栄進堂 木原 一良 浦河 多田 善弘 452 ―1：36．2クビ 8．7�
48 トーセンセラヴィ 牝2黒鹿54 横山 典弘島川 	哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 482 ― 〃 アタマ 3．2

24 ビレッジソング 牝2鹿 54 三浦 皇成岡田 牧雄氏 萩原 清 日高 いとう牧場 432 ― 〃 クビ 29．6�
714 パープルセイル 牝2黒鹿54 U．リスポリ吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 426 ―1：36．41� 7．1�

（仏）

35 ハビタブルゾーン 牝2栗 54 石橋 脩 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 452 ―1：36．5クビ 32．4
816 ミラクルアイドル 牝2黒鹿54 田中 勝春玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 454 ―1：36．6� 13．6�
59 マイネネフリティス 牝2鹿 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 400 ―1：36．81� 124．6�
715 チャプレット 牝2黒鹿54 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム 468 ―1：37．01� 56．1�
818 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 ―1：37．21� 55．6�
12 ケイツーエマー 牝2黒鹿54 武士沢友治楠本 勝美氏 菅原 泰夫 新ひだか 築紫 洋 454 ―1：37．3� 289．4�
23 キ ラ リ 牝2黒鹿54 後藤 浩輝田中 春美氏 嶋田 潤 新冠 細川農場 454 ―1：37．83 69．6�
817 ローズオヌットゥ 牝2鹿 54 柴田 善臣栗山 良子氏 土田 稔 平取 北島牧場 398 ―1：37．9� 271．0�
611 イエスキャロル 牝2青 54 熊沢 重文伊藤 貴憲氏 和田 正道 新冠 小泉牧場 458 ―1：38．43 188．8�
510 ヤマタケデュック 牝2鹿 54 田中 博康山中 佳代氏 根本 康広 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 454 ―1：39．14 241．2�
11 アヴェクトワ 牝2黒鹿54 蛯名 正義吉田 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 436 ―1：40．05 43．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 27，573，100円 複勝： 37，613，300円 枠連： 20，106，500円
馬連： 59，053，900円 馬単： 38，542，400円 ワイド： 25，358，200円
3連複： 68，669，700円 3連単： 108，955，200円 計： 385，872，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 940円 � 340円 枠 連（3－6） 5，510円

馬 連 �� 9，410円 馬 単 �� 11，060円

ワ イ ド �� 2，820円 �� 910円 �� 5，210円

3 連 複 ��� 30，150円 3 連 単 ��� 125，250円

票 数

単勝票数 計 275731 的中 � 80442（1番人気）
複勝票数 計 376133 的中 � 95839（1番人気）� 7758（10番人気）� 25562（5番人気）
枠連票数 計 201065 的中 （3－6） 2696（16番人気）
馬連票数 計 590539 的中 �� 4636（24番人気）
馬単票数 計 385424 的中 �� 2572（33番人気）
ワイド票数 計 253582 的中 �� 2182（29番人気）�� 7230（8番人気）�� 1165（44番人気）
3連複票数 計 686697 的中 ��� 1681（71番人気）
3連単票数 計1089552 的中 ��� 642（300番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．3―12．5―12．5―11．9―11．1―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．3―36．6―49．1―1：01．6―1：13．5―1：24．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オメガハートロック �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 エルコンドルパサー 初出走

2011．2．15生 牝2黒鹿 母 オメガアイランド 母母 アイリッシュダンス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※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 ウインステージ号・グリーンソード号・トキノスターライト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3001911月3日 晴 良 （25東京5）第2日 第7競走 ��1，300�サラブレッド系3歳以上
発走13時20分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．4
1：16．4

重
重

55 テ ム ジ ン 牡4鹿 57 蛯名 正義熊谷 貴之氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 484＋ 41：18．7 3．6�
44 ジツリキフォーティ 牡4黒鹿57 北村 宏司河合實貴男氏 古賀 慎明 浦河 上山牧場 496＋ 4 〃 ハナ 2．1�
810 サーストンデンバー 牡4鹿 57 柴田 善臣齊藤 宣勝氏 天間 昭一 新ひだか 仲野牧場 B522＋ 21：18．8� 5．2�
22 ロレーヌクロス 牡3鹿 56 田中 勝春有限会社シルク加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 496＋ 61：19．12 31．1�
79 サンダーオーシャン 牡3鹿 56 武 豊千明牧場 松山 康久 日高 千明牧場 506＋ 81：19．31 11．2�
66 アドバンスコンドル 牡4鹿 57 武士沢友治西川 隆士氏 松山 将樹 新ひだか 今 牧場 506＋ 41：19．51� 149．9�
11 スズヨストラ 牡3栗 56 柴田 大知鈴木与四郎氏 浅野洋一郎 新ひだか 岡田スタツド 460－ 81：19．71� 44．0	
67 � セレブレートサマー 牝4栗 55 吉田 豊柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 478－ 21：19．91� 22．8

811 ミラクルミイクン 牡4鹿 57 江田 照男内藤 好江氏 矢野 照正 日高 中館牧場 532－ 41：20．11� 45．3�
78 � ク ロ ク モ �4青鹿57 三浦 皇成石田 宏氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード 460＋ 31：20．31� 173．6�
33 パープルバーン 牡3鹿 56 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 490＋121：21．47 14．6

（11頭）

売 得 金
単勝： 32，110，300円 複勝： 78，454，800円 枠連： 13，918，500円
馬連： 68，200，700円 馬単： 51，501，800円 ワイド： 31，030，800円
3連複： 86，122，100円 3連単： 182，559，600円 計： 543，898，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 120円 � 110円 � 140円 枠 連（4－5） 410円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 180円 �� 260円 �� 180円

3 連 複 ��� 400円 3 連 単 ��� 2，550円

票 数

単勝票数 計 321103 的中 � 71631（2番人気）
複勝票数 計 784548 的中 � 130422（2番人気）� 406283（1番人気）� 82918（3番人気）
枠連票数 計 139185 的中 （4－5） 25524（2番人気）
馬連票数 計 682007 的中 �� 131687（1番人気）
馬単票数 計 515018 的中 �� 46298（3番人気）
ワイド票数 計 310308 的中 �� 48037（1番人気）�� 25178（3番人気）�� 47797（2番人気）
3連複票数 計 861221 的中 ��� 159687（1番人気）
3連単票数 計1825596 的中 ��� 52938（3番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
6．8―18．1―30．0―42．3―54．4―1：06．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テ ム ジ ン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2011．11．12 京都2着

2009．4．2生 牡4鹿 母 アグネスミネルバ 母母 ベ リ ア ー ニ 14戦3勝 賞金 27，225，000円

3002011月3日 晴 良 （25東京5）第2日 第8競走 ��
��2，100�サラブレッド系3歳以上

発走13時50分 （ダート・左）
1000万円以下；負担重量は，3歳55�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
2：06．7
2：05．9

良
良

59 ヴォーグトルネード 牡4栗 57 U．リスポリ深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 466－ 22：12．3 1．7�

（仏）

48 � イッシンドウタイ 牡4鹿 57 横山 典弘�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 502＋ 62：12．61	 6．7�
815 ゲルマンシチー 牡5青 57 戸崎 圭太 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 幌村牧場 472＋ 4 〃 クビ 8．6�
24 モントリヒト 牡4栗 57 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 428＋ 42：12．7
 19．7�
23 トルバドゥール 牡5栃栗57 I．メンディザバル �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 490＋102：12．8	 12．8	

（仏）

713 ミッキーオーラ 牡5青鹿57 田辺 裕信野田みづき氏 高野 友和 日高 前川ファーム 508－ 82：12．9
 16．8

612 ロンギングエース 牡3鹿 55 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 500＋ 22：13．0クビ 54．8�
47 バーチャルトラック 牡5鹿 57 江田 照男宮﨑 冴子氏 藤原 辰雄 新冠 田上 光征 446－ 62：13．1	 370．7�
714� リアライズナマステ 牡4栗 57 柴田 善臣工藤 圭司氏 森 秀行 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

460－ 72：13．31� 164．9
12 トウショウギフト 牡4鹿 57 松岡 正海トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 530＋ 8 〃 ハナ 23．2�
36 ホワイトフリート 牡3芦 55 田中 勝春 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 468± 02：13．4クビ 74．4�
35 アルジェンタム 牡5栗 57 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 千歳 社台ファーム 488＋ 42：13．5
 33．2�
510 モリトリュウコ 牡3鹿 55 吉田 豊石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 金成吉田牧場 466± 02：13．6	 60．8�
11 � シンクヴェトリル 牡4鹿 57 武 豊�ノースヒルズ 和田 正道 米 Boyd

Browning 556－ 22：14．34 12．4�
816 ディアフロイデ 牡5鹿 57 柴田 大知ディアレスト 松永 康利 新ひだか 八田ファーム 442＋ 42：14．93
 391．3�
611 テーオーストーム 牡7鹿 57 三浦 皇成小笹 公也氏 高柳 瑞樹 門別 ヤナガワ牧場 476＋ 4 〃 ハナ 189．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，271，800円 複勝： 83，502，000円 枠連： 24，432，800円
馬連： 97，446，200円 馬単： 62，629，900円 ワイド： 45，162，600円
3連複： 120，109，800円 3連単： 216，704，400円 計： 689，259，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 160円 � 170円 枠 連（4－5） 440円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 230円 �� 250円 �� 640円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 2，680円

票 数

単勝票数 計 392718 的中 � 183269（1番人気）
複勝票数 計 835020 的中 � 368916（1番人気）� 100486（2番人気）� 91679（3番人気）
枠連票数 計 244328 的中 （4－5） 41003（1番人気）
馬連票数 計 974462 的中 �� 158995（1番人気）
馬単票数 計 626299 的中 �� 71362（1番人気）
ワイド票数 計 451626 的中 �� 55551（1番人気）�� 48786（2番人気）�� 14591（7番人気）
3連複票数 計1201098 的中 ��� 91234（1番人気）
3連単票数 計2167044 的中 ��� 59784（1番人気）

ハロンタイム 6．9―11．1―12．6―12．9―13．0―13．4―13．1―12．7―12．5―12．0―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
6．9―18．0―30．6―43．5―56．5―1：09．9―1：23．0―1：35．7―1：48．2―2：00．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F36．6
1
3

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

勝馬の
紹 介

ヴォーグトルネード �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2011．12．3 阪神6着

2009．5．13生 牡4栗 母 スマイルポジション 母母 バンボリーナ 16戦4勝 賞金 62，534，000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。



3002111月3日 晴 良 （25東京5）第2日 第9競走 ��
��1，800�

ひ ゃ く に ち そ う

百 日 草 特 別
発走14時25分 （芝・左）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．0
1：46．0

良
良

612 ピ オ ネ ロ 牡2鹿 55 蛯名 正義 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：47．5 5．4�
12 ウインフェニックス 牡2鹿 55 石橋 脩�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 446－ 21：47．6� 2．6�
510 ア ル バ ー ト 牡2栗 55 戸崎 圭太林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 468－ 2 〃 アタマ 9．2�
611 リターンラルク 牡2鹿 55 田辺 裕信山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 446± 0 〃 クビ 4．5�
815 キーンソード 牡2黒鹿55 三浦 皇成佐々木雄二氏 黒岩 陽一 浦河 中脇 満 448＋ 41：47．81� 24．4	
11 マイネオーラム 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 454－ 41：48．01� 13．3

47 レッドオラシオン 牡2芦 55 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B444＋ 6 〃 クビ 50．9�
35 ニシノアカツキ 牝2栗 54 松岡 正海西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 高昭牧場 458－ 21：48．1クビ 31．2�
24 グラスプリマ 牝2鹿 54 柴田 善臣半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 498－ 6 〃 ハナ 124．3
48 マイネルゾンネ 牡2黒鹿55 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 480＋ 41：48．31� 60．5�
714 マイネルアウラート 牡2黒鹿55 I．メンディザバル �サラブレッドクラブ・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 61：48．51� 47．1�

（仏）

713 タブレットピーシー 牡2芦 55 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 464± 01：48．71� 40．5�
36 エ キ マ エ 牡2鹿 55 江田 照男古川 智洋氏 中川 公成 新冠 アラキフアーム 494＋ 2 〃 アタマ 186．1�
23 ファーストオーサー 牡2黒鹿55 武士沢友治石橋 英郎氏 勢司 和浩 新冠 小泉牧場 464－161：49．12� 189．2�
59 トーセンカフェ 牡2鹿 55 後藤 浩輝島川 �哉氏 上原 博之 新ひだか 坂本牧場 B508＋ 8 〃 クビ 30．5�
816 ダ ウ ト レ ス 牡2鹿 55 武 豊�ノースヒルズ 小島 太 新冠 株式会社

ノースヒルズ 498－ 41：49．31� 13．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，186，100円 複勝： 76，026，300円 枠連： 39，047，100円
馬連： 135，888，000円 馬単： 70，960，700円 ワイド： 51，255，200円
3連複： 142，431，000円 3連単： 251，032，700円 計： 811，827，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 180円 � 120円 � 240円 枠 連（1－6） 330円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 360円 �� 830円 �� 450円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 10，470円

票 数

単勝票数 計 451861 的中 � 66451（3番人気）
複勝票数 計 760263 的中 � 102914（3番人気）� 231776（1番人気）� 63378（4番人気）
枠連票数 計 390471 的中 （1－6） 87795（1番人気）
馬連票数 計1358880 的中 �� 119487（2番人気）
馬単票数 計 709607 的中 �� 30169（4番人気）
ワイド票数 計 512552 的中 �� 38310（2番人気）�� 14044（8番人気）�� 28907（3番人気）
3連複票数 計1424310 的中 ��� 47764（6番人気）
3連単票数 計2510327 的中 ��� 17705（20番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．6―11．5―12．5―12．6―12．1―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―35．5―47．0―59．5―1：12．1―1：24．2―1：35．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F35．4

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

勝馬の
紹 介

ピ オ ネ ロ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Candy Stripes デビュー 2013．6．23 阪神1着

2011．4．8生 牡2鹿 母 ク ル ソ ラ 母母 Calorica 3戦2勝 賞金 21，420，000円
※ニシノアカツキ号は，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。

3002211月3日 晴 良 （25東京5）第2日 第10競走 ��
��1，600�ユートピアステークス

発走15時00分 （芝・左）
牝，3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�

賞 品
本 賞 17，400，000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
1：31．3
1：30．7

良
良

811 ゴールデンナンバー 牝4栗 55 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 康弘 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 504－ 21：33．8 1．7�

22 レ イ カ ー ラ 牝4鹿 55 戸崎 圭太下河辺隆行氏 堀 宣行 日高 下河辺牧場 446＋ 21：33．9� 6．4�
67 トーセンベニザクラ 牝4黒鹿55 田中 勝春島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 448＋ 81：34．0クビ 37．8�
11 イチオクノホシ 牝4芦 55 蛯名 正義�ビリオンスター矢野 英一 千歳 社台ファーム 472－ 21：34．1� 8．0�
79 プリンセスジャック 牝3栗 54 I．メンディザバル �協栄 加用 正 日高 タバタファーム 472－ 61：34．31	 16．3	

（仏）

33 ダイワストリーム 牝3栗 54 田辺 裕信大城 敬三氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム 476± 0 〃 クビ 11．1

44 ウインクリアビュー 牝6栗 55 北村 宏司�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 466± 01：34．4クビ 34．9�
55 ダンスファンタジア 牝5鹿 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 468－ 4 〃 ハナ＋クビ 10．3
56 アイムヒアー 牝5鹿 55 熊沢 重文 �三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 476－12 （降着） 30．7�
812 カ ル マ ー ト 牝5黒鹿55 吉田 豊 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 21：34．93 163．9�
710 エスピナアスール 牝6黒鹿55 三浦 皇成青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 464－ 21：35．0クビ 92．9�
68 サンブルエミューズ 牝3栗 54 U．リスポリ �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 434＋141：35．74 31．2�

（仏）

（12頭）

売 得 金
単勝： 59，757，200円 複勝： 130，778，700円 枠連： 30，325，700円
馬連： 158，289，100円 馬単： 119，317，500円 ワイド： 61，689，600円
3連複： 184，760，400円 3連単： 439，386，200円 計： 1，184，304，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 170円 � 600円 枠 連（2－8） 490円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，050円 �� 2，430円

3 連 複 ��� 5，570円 3 連 単 ��� 13，230円

票 数

単勝票数 計 597572 的中 � 282286（1番人気）
複勝票数 計1307787 的中 � 701215（1番人気）� 140883（2番人気）� 24984（10番人気）
枠連票数 計 303257 的中 （2－8） 45774（1番人気）
馬連票数 計1582891 的中 �� 250486（1番人気）
馬単票数 計1193175 的中 �� 141553（1番人気）
ワイド票数 計 616896 的中 �� 80451（1番人気）�� 13145（14番人気）�� 5410（29番人気）
3連複票数 計1847604 的中 ��� 24519（20番人気）
3連単票数 計4393862 的中 ��� 24512（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．2―47．0―58．9―1：10．8―1：22．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンナンバー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Selkirk デビュー 2012．2．12 東京1着

2009．2．11生 牝4栗 母 アークティックシルク 母母 Cape Verdi 14戦5勝 賞金 83，698，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔降着〕 アイムヒアー号は，8位〔タイム1分34秒4，着差ハナ〕に入線したが，最後の直線コースで急に内側に斜行して

「ダンスファンタジア」号の走行を妨害し，かつ，走行妨害がなければ被害馬が先に入線していたと認められるため9着に降着。
〔制裁〕 アイムヒアー号の騎手熊沢重文は，最後の直線コースで急に内側に斜行したことについて平成25年11月9日から平成25年

11月17日まで騎乗停止。（被害馬：5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



3002311月3日 晴 良 （25東京5）第2日 第11競走 ��
��2，500�第51回アルゼンチン共和国杯（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，24．11．3以降25．10．27まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

アルゼンチン共和国労働雇用社会保障省賞（1着）
賞 品

本 賞 55，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，300，000円 5，500，000円
付 加 賞 1，316，000円 376，000円 188，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．6
2：29．5

良
良

612 アスカクリチャン 牡6鹿 56 戸崎 圭太栗本 博晴氏 須貝 尚介 新冠 つつみ牧場 496＋ 22：30．9 12．7�
816 アドマイヤラクティ 牡5鹿 57．5 I．メンディザバル 近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 482－ 62：31．11� 6．9�

（仏）

23 ル ル ー シ ュ 牡5黒鹿57．5 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 504－ 2 〃 クビ 4．6�
713 コスモロビン 牡5鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 中村 俊紀 534－ 82：31．31� 24．3�
818 ホッコーブレーヴ 牡5鹿 54 三浦 皇成矢部 幸一氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 484± 02：31．4クビ 11．6�
611 デスペラード 牡5鹿 56 横山 典弘市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 田中 裕之 466＋ 42：31．61� 23．5	
715 エックスマーク 牡4鹿 55 石橋 脩金子真人ホール

ディングス
 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 476－ 22：31．81� 9．9�
48 ムスカテール 牡5黒鹿57．5 U．リスポリ吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 480－ 4 〃 ハナ 4．6�

（仏）

35 サイモントルナーレ 牡7栗 53 吉田 豊澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 462＋ 22：32．11	 191．8
59 セイカプレスト 牡7黒鹿54 田辺 裕信久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 468－ 42：32．2クビ 253．9�
24 ニューダイナスティ 牡4鹿 55 蛯名 正義 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－10 〃 クビ 22．6�
36 イケドラゴン 牡8栗 48 石神 深一池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 528＋ 62：32．51	 212．5�
12 トウカイトリック 牡11鹿 57 田中 勝春内村 正則氏 野中 賢二 三石 土田 扶美子 446－ 82：32．6� 141．6�
47 メイショウナルト 
5鹿 56 武 豊松本 好雄氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 460＋12 〃 クビ 4．6�
817 マイネルマーク 牡5青鹿54 柴田 善臣 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B468＋ 22：32．91	 75．3�
714 シゲルササグリ 牡4黒鹿54 後藤 浩輝森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 498－142：33．11� 42．5�
11 コスモラピュタ 牡6鹿 53 武士沢友治 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 478＋ 82：33．95 144．6�
510 モ ズ 牡6青 53 松岡 正海
グランプリ 矢作 芳人 むかわ 上水牧場 B472± 02：36．5大差 167．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 183，621，000円 複勝： 295，174，200円 枠連： 200，414，500円
馬連： 780，109，200円 馬単： 388，909，600円 ワイド： 259，193，200円
3連複： 1，118，642，100円 3連単： 2，049，502，000円 計： 5，275，565，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 350円 � 250円 � 180円 枠 連（6－8） 1，810円

馬 連 �� 5，050円 馬 単 �� 12，060円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 1，180円 �� 810円

3 連 複 ��� 8，250円 3 連 単 ��� 71，300円

票 数

単勝票数 計1836210 的中 � 114178（7番人気）
複勝票数 計2951742 的中 � 192637（7番人気）� 303595（4番人気）� 499920（2番人気）
枠連票数 計2004145 的中 （6－8） 82140（9番人気）
馬連票数 計7801092 的中 �� 114191（19番人気）
馬単票数 計3889096 的中 �� 23803（46番人気）
ワイド票数 計2591932 的中 �� 42854（20番人気）�� 54124（14番人気）�� 81206（6番人気）
3連複票数 計11186421 的中 ��� 100152（28番人気）
3連単票数 計20495020 的中 ��� 21216（243番人気）

ハロンタイム 7．5―11．0―11．4―12．5―12．6―12．1―12．4―12．2―12．1―11．9―11．8―11．6―11．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．5―18．5―29．9―42．4―55．0―1：07．1―1：19．5―1：31．7―1：43．8―1：55．7―2：07．5―2：19．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F35．2
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

アスカクリチャン �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 ダイナレター デビュー 2009．9．6 小倉3着

2007．4．11生 牡6鹿 母 ローレルワルツ 母母 スワンスキー 37戦7勝 賞金 240，834，000円
〔制裁〕 ムスカテール号の騎手U．リスポリは，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50，000円。（被害馬：14番・7

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。

3002411月3日 晴 良 （25東京5）第2日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走16時10分 （ダート・左）
1000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 9，900，000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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

710� エーシンレンジャー 牡3栗 56 武 豊�栄進堂 中尾 秀正 米 Shirl Penney 498－ 81：25．0 3．0�
11 ダンシングミッシー 牝4鹿 55 吉田 豊伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 468－ 41：25．1	 2．3�
812
 トーホウペガサス 牡6鹿 57 北村 宏司東豊物産� 古賀 史生 日高 竹島 幸治 500－ 8 〃 クビ 150．8�
79 ムードティアラ 牝3鹿 54 戸崎 圭太�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 476＋ 2 〃 ハナ 5．2�
56 
 ネオシーサー 牡6青 57 田中 勝春佐々木完二氏 高橋 亮 日高 田端牧場 444－ 61：25．2クビ 12．7	
811 タイセイワイルド 牡6鹿 57 蛯名 正義田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 486＋101：25．3	 31．8

44 ラブリースター 牝4栃栗55 松岡 正海長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 470－ 21：25．4クビ 31．3�
67 ミステリートレイン 牡5鹿 57 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 508－ 21：25．5� 36．5�
68 モズマッテタワ 牝3黒鹿54 後藤 浩輝北側 雅司氏 牧浦 充徳 浦河 山口 義彦 484－ 61：25．6	 11．1
33 クラリスピンク 牝5青 55 田辺 裕信吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B456－ 41：26．13 140．7�
55 ワンダーキラメキ 牡7栗 57 柴田 大知山本 信行氏 領家 政蔵 浦河 林 孝輝 B494＋ 2 〃 ハナ 107．3�
22 
 アクアブルーウェイ 牡4栗 57 石橋 脩佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 484－ 61：26．52� 133．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 61，454，200円 複勝： 83，384，800円 枠連： 37，340，400円
馬連： 154，829，400円 馬単： 98，737，700円 ワイド： 57，247，900円
3連複： 205，428，100円 3連単： 440，298，600円 計： 1，138，721，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 120円 � 1，790円 枠 連（1－7） 210円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 200円 �� 4，530円 �� 4，520円

3 連 複 ��� 12，190円 3 連 単 ��� 36，400円

票 数

単勝票数 計 614542 的中 � 164697（2番人気）
複勝票数 計 833848 的中 � 184118（2番人気）� 251763（1番人気）� 6454（12番人気）
枠連票数 計 373404 的中 （1－7） 135250（1番人気）
馬連票数 計1548294 的中 �� 371688（1番人気）
馬単票数 計 987377 的中 �� 123073（1番人気）
ワイド票数 計 572479 的中 �� 96846（1番人気）�� 2599（34番人気）�� 2605（33番人気）
3連複票数 計2054281 的中 ��� 12447（34番人気）
3連単票数 計4402986 的中 ��� 8928（108番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―12．4―12．5―11．9―11．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．8―36．2―48．7―1：00．6―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エーシンレンジャー �
�
父 Read the Footnotes �

�
母父 Dixie Union デビュー 2012．10．14 京都3着

2010．4．23生 牡3栗 母 Dixie Talent 母母 Takeaway 9戦3勝 賞金 35，900，000円
〔発走状況〕 トーホウペガサス号は，馬場入場後に右前肢落鉄。発走時刻5分遅延。
※アクアブルーウェイ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

４レース目



（25東京5）第2日 11月3日 （祝日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 169頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

272，490，000円
12，400，000円
2，870，000円
24，700，000円
63，512，500円
4，674，000円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
563，558，800円
1，045，775，400円
436，422，100円
1，689，712，200円
1，014，716，500円
646，611，500円
2，229，708，100円
4，272，831，600円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 11，899，336，200円

総入場人員 39，539名 （有料入場人員 36，651名）
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