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3006111月17日 晴 良 （25東京5）第6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）
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

11 � ハットシテグー 牝2黒鹿54 内田 博幸井上 一郎氏 伊藤 大士 米 Bill Justice & Dr.
Naoya Yoshida 532＋ 21：26．7 1．2�

816 ビックナサンクス 牡2青鹿55 北村 宏司平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか 荒木 貴宏 524± 01：26．91� 11．3�
47 � トルセドール 牡2鹿 55 田中 勝春窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 米 Cloverleaf

Farms II, Inc. 464＋ 41：27．11	 17．8�
24 � ヒシサブリナ 牝2鹿 54 田辺 裕信阿部 雅英氏 牧 光二 米 Masa-

ichiro Abe 460－ 21：27．84 30．0�
510 スパーキードリーム 牡2栗 55 丸田 恭介栗山 良子氏 大竹 正博 新冠 村上 欽哉 488＋ 41：27．9	 34．0�
35 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 B500＋ 6 〃 クビ 13．7�
611 モ ー ク ン 牡2芦 55 三浦 皇成 	荻伏服部牧場 天間 昭一 浦河 チェスナット

ファーム 444＋ 41：28．0
 185．5

612 オ ク リ モ ノ 牝2栗 54 大庭 和弥	ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 476＋ 41：28．21 292．6�
713 ジェイケイニュース 牡2栗 55 江田 照男小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 464＋ 61：28．41 20．8�
23 ヤマタケデュック 牝2鹿 54 宮崎 北斗山中 佳代氏 根本 康広 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 448－ 6 〃 クビ 345．5
48 シャドウキャスト 牡2黒鹿55 松山 弘平飯塚 知一氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 506－ 41：28．5クビ 209．0�
12 サイプリペディウム 牝2芦 54 武士沢友治	ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 420± 01：28．71	 439．7�
714 ハコダテノタカ �2鹿 55 津村 明秀河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 430－ 61：28．8	 37．4�
36 ベッピンハン 牝2鹿 54 酒井 学杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 402－121：29．54 296．9�
59 タイキフォンテーヌ 牝2鹿 54 柴田 善臣	大樹ファーム 黒岩 陽一 浦河 日田牧場 440＋ 8 〃 クビ 144．1�
815 カシノリーベ 牝2鹿 54 池添 謙一柏木 務氏 二本柳俊一 日高 藤本ファーム 512－ 41：31．6大差 211．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，841，100円 複勝： 78，139，500円 枠連： 10，751，200円
馬連： 40，094，900円 馬単： 35，910，200円 ワイド： 21，271，400円
3連複： 56，061，800円 3連単： 115，224，400円 計： 385，294，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 170円 � 200円 枠 連（1－8） 460円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 190円 �� 310円 �� 660円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 2，350円

票 数

単勝票数 計 278411 的中 � 192818（1番人気）
複勝票数 計 781395 的中 � 578164（1番人気）� 47891（2番人気）� 33979（4番人気）
枠連票数 計 107512 的中 （1－8） 17586（1番人気）
馬連票数 計 400949 的中 �� 63855（1番人気）
馬単票数 計 359102 的中 �� 50847（1番人気）
ワイド票数 計 212714 的中 �� 33286（1番人気）�� 16877（3番人気）�� 6599（9番人気）
3連複票数 計 560618 的中 ��� 48491（1番人気）
3連単票数 計1152244 的中 ��� 36252（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．2―36．4―49．0―1：01．3―1：13．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ハットシテグー �
�
父 Empire Maker �

�
母父 Kingmambo デビュー 2013．10．27 東京2着

2011．1．14生 牝2黒鹿 母 Naughty Mambo 母母 Naughty Notions 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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 キョウエイボヌール号・ケイジージュピター号

3006211月17日 晴 良 （25東京5）第6日 第2競走 ��
��1，600�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
1：33．6
1：32．3

良
良

714 サニーデイズ 牡2黒鹿55 津村 明秀星野 祐介氏 相沢 郁 日高 前野牧場 494＋ 21：35．5 3．3�
611 ベストドリーム 牡2鹿 55 三浦 皇成堀口 晴男氏 高橋 文雅 日高 日西牧場 448± 0 〃 アタマ 10．6�
23 グロリアストレイル 牡2栗 55 田辺 裕信有限会社シルク小島 茂之 安平 ノーザンファーム 446－ 21：35．81� 13．2�
612 アンリキャトル 牡2黒鹿55 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 462± 01：36．01� 2．5�
48 ケルシャンス 牝2鹿 54 吉田 豊 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 414－ 2 〃 クビ 9．4�
36 コスモナーダム 牡2栗 55 池添 謙一岡田 繁幸氏 池上 昌弘 新ひだか 出羽牧場 466－ 21：36．1クビ 47．5	
816 ウインドオブケン 牡2黒鹿55 内田 博幸岡村 善行氏 牧 光二 新冠 山岡ファーム 478＋121：36．2	 23．0

713 コスモラヴコール 牡2芦 55 丸田 恭介 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 ファーミングヤナキタ 466－ 21：36．41� 55．8�
817 ハ イ ク ロ ス 牡2芦 55 酒井 学 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム B446＋ 4 〃 ハナ 100．4�
24 ビビッドオーブ 牝2栗 54 松山 弘平 M・

Kenichiホールディング 鈴木 伸尋 浦河 福岡 光夫 448＋ 2 〃 クビ 41．7�
47 ディアルレイル 牝2栗 54 田中 勝春ディアレスト 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 406－ 41：36．5	 92．0�
11 ディアエミネンス 牝2栗 54 後藤 浩輝ディアレスト 伊藤 圭三 浦河 桑田フアーム 424－ 21：36．6� 21．0�
12 ファインコート 牝2青鹿54 江田 照男飯田 正剛氏 粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 462－ 4 〃 アタマ 111．2�
510 ターゲットバスター 牝2青 54 石神 深一古川 嘉治氏 加藤 和宏 日高 豊洋牧場 454＋ 2 〃 ハナ 465．7�
59 カ シ ノ バ ル 
2栗 55 大庭 和弥柏木 務氏 蛯名 利弘 熊本 片山 建治 450－ 41：36．7� 130．2�
35 スプリームサンダー 牝2栗 54 藤田 伸二関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 462－ 41：36．8クビ 13．2�
818 シリカサンド 牝2芦 54 武士沢友治 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 458＋ 81：37．11� 80．6�
715 ラブシューペ 牝2青 54 宮崎 北斗増田 陽一氏 大和田 成 新ひだか 松田牧場 422＋ 21：37．52	 421．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 18，733，200円 複勝： 34，980，300円 枠連： 14，431，200円
馬連： 45，861，800円 馬単： 29，618，500円 ワイド： 23，655，900円
3連複： 61，501，500円 3連単： 96，185，100円 計： 324，967，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 170円 � 320円 � 420円 枠 連（6－7） 310円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 650円 �� 800円 �� 2，130円

3 連 複 ��� 6，610円 3 連 単 ��� 26，810円

票 数

単勝票数 計 187332 的中 � 45029（2番人気）
複勝票数 計 349803 的中 � 72703（2番人気）� 26275（4番人気）� 18510（6番人気）
枠連票数 計 144312 的中 （6－7） 35397（1番人気）
馬連票数 計 458618 的中 �� 20885（5番人気）
馬単票数 計 296185 的中 �� 8380（6番人気）
ワイド票数 計 236559 的中 �� 9322（5番人気）�� 7365（6番人気）�� 2606（23番人気）
3連複票数 計 615015 的中 ��� 6876（18番人気）
3連単票数 計 961851 的中 ��� 2648（60番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．3―36．0―47．8―1：00．0―1：11．3―1：22．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サニーデイズ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2013．9．17 中山6着

2011．4．20生 牡2黒鹿 母 ピンククラウド 母母 カチェクリーク 4戦1勝 賞金 8，300，000円
〔その他〕 スプリームサンダー号は，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。
※ターゲットバスター号・ディアルレイル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第５回 東京競馬 第６日



3006311月17日 晴 良 （25東京5）第6日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時55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
1：45．9
1：45．9

良
良

11 ティックルゴールド 牝2鹿 54 田辺 裕信有限会社シルク田島 俊明 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 438＋ 21：49．1 6．2�

818 フライングスキップ 牝2栗 54 三浦 皇成 �社台レースホース萩原 清 千歳 社台ファーム 452＋ 41：49．31� 2．2�
713 サンマルホウセキ 牝2鹿 54 柴田 善臣相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 442－ 41：49．51� 4．0�
48 ハートオブクラリス 牝2黒鹿54 後藤 浩輝 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 むかわ 上水牧場 462－ 21：49．71� 8．3�
47 マーメイドドレス 牝2栗 54 津村 明秀 �スピードファーム武藤 善則 新冠 小泉 学 426－ 4 〃 クビ 43．4	
611 ベストギフト 牝2黒鹿54 吉田 豊石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 450＋ 21：49．8� 34．0

36 テイエムペガサス 牝2黒鹿54 大庭 和弥竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 長浜牧場 B452－ 2 〃 ハナ 115．4�
12 エスティレジェンド 牝2黒鹿54 内田 博幸島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 444± 01：50．01 12．9
59 デンジャラー 牝2黒鹿54 宮崎 北斗 �静内白井牧場 南田美知雄 日高 木村牧場 442＋ 2 〃 クビ 241．4�
816 ツクバビューティ 牝2栗 54 藤田 伸二荻原 昭二氏 戸田 博文 安平 追分ファーム 450＋ 21：50．21 31．3�
714 パイストロピカル 牝2鹿 54 武士沢友治�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 434± 01：50．3� 32．6�
23 トゥーレドゥー 牝2鹿 54 石神 深一 Viridian Keiba Club 伊藤 正徳 浦河 富田牧場 436＋ 2 〃 ハナ 362．1�
817 ウインオリアート 牝2黒鹿54 田中 勝春�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 424－ 41：50．62 29．7�
24 ナイスクオリア 牝2栗 54 池添 謙一福田 光博氏 根本 康広 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 436－ 21：50．92 188．2�
35 ランデックハーツ 牝2鹿 54 江田 照男簗田 満氏 高市 圭二 千歳 社台ファーム 498＋101：51．0クビ 77．3�
715 ナンゴクオーシャン 牝2黒鹿54 酒井 学渡 義光氏 天間 昭一 浦河 高村牧場 470－ 2 〃 アタマ 263．4�
510 ネ メ シ ス 牝2鹿 54 丸田 恭介岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 442＋ 41：51．85 291．3�
612 キンメリジャン 牝2鹿 54 松山 弘平 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 444＋141：57．0大差 439．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，328，000円 複勝： 42，312，000円 枠連： 17，615，400円
馬連： 51，746，100円 馬単： 37，014，100円 ワイド： 26，562，600円
3連複： 67，984，200円 3連単： 111，515，100円 計： 377，077，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 180円 � 120円 � 140円 枠 連（1－8） 450円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 350円 �� 440円 �� 210円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 7，330円

票 数

単勝票数 計 223280 的中 � 28815（3番人気）
複勝票数 計 423120 的中 � 46988（4番人気）� 129830（1番人気）� 74581（2番人気）
枠連票数 計 176154 的中 （1－8） 29325（2番人気）
馬連票数 計 517461 的中 �� 44494（2番人気）
馬単票数 計 370141 的中 �� 12987（6番人気）
ワイド票数 計 265626 的中 �� 17919（2番人気）�� 13653（4番人気）�� 35971（1番人気）
3連複票数 計 679842 的中 ��� 53958（1番人気）
3連単票数 計1115151 的中 ��� 11232（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．5―35．5―48．2―1：01．0―1：13．8―1：25．5―1：37．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F35．3

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

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

勝馬の
紹 介

ティックルゴールド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．10．19 東京3着

2011．4．5生 牝2鹿 母 ティックルピンク 母母 ブラッシングプリンセス 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キンメリジャン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年12月17日まで平地競

走に出走できない。

3006411月17日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （25東京5）第6日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時25分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード3：17．5良・良

712 メイショウゾウセン 牡5黒鹿60 西谷 誠松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 466－ 63：22．4 1．6�
814� ジョーマダガスカル �4鹿 60 林 満明上田けい子氏 中竹 和也 米 Fred W.

Hertrich III 496－ 23：23．14 17．0�
610 ビービーラッシュ 牡3芦 58 山本 康志�坂東牧場 田中 剛 新冠 中本牧場 476＋163：23．84 109．8�
33 トップストライド 牡5鹿 60 石神 深一�コオロ 萱野 浩二 日高 庄野牧場 504－ 2 〃 クビ 5．6�
57 � ロトディパーチャー 牡6鹿 60 中村 将之中島 稔氏 坪 憲章 伊達 高橋農場 496＋ 63：24．65 54．6�
46 ベロセットレコード 牡3鹿 58 草野 太郎塩田 清氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 484－ 43：24．7	 226．9	
813 ストロングティラノ 牡4芦 60 五十嵐雄祐村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 498± 03：25．65 29．0

711 フクノアトリア 牝3鹿 56 上野 翔福島 実氏 伊藤 伸一 浦河 木村牧場 472－ 43：25．81 29．5�
58 アルフェロア 牡4青鹿60 浜野谷憲尚吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B502＋103：26．43	 68．4�
22 � マルヨフレンドリー 牝4鹿 58 小坂 忠士野村 春行氏 武 宏平 えりも 上島牧場 500＋ 83：28．6大差 35．8
69 メイショウガルソン 牡6栗 60 田村 太雅松本 好雄氏 梅内 忍 浦河 浦河日成牧場 502± 03：29．66 129．4�
11 リアルブラック �4青鹿60 黒岩 悠大迫 基弘氏 藤岡 範士 新冠 村上 欽哉 492± 03：30．34 11．4�
45 ブラックテラー 牡3栗 58 高野 和馬小川 敏夫氏 小桧山 悟 新ひだか 石川 栄一 484＋ 83：31．57 54．9�
34 ドリームチャージ 牡4鹿 60 難波 剛健青山 洋一氏 村山 明 日高 野島牧場 454－ 4 （競走中止） 7．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，484，700円 複勝： 31，046，500円 枠連： 15，007，100円
馬連： 32，590，400円 馬単： 29，635，800円 ワイド： 15，738，500円
3連複： 45，696，100円 3連単： 98，231，500円 計： 283，430，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 330円 � 1，440円 枠 連（7－8） 700円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 410円 �� 3，190円 �� 8，650円

3 連 複 ��� 26，370円 3 連 単 ��� 71，780円

票 数

単勝票数 計 154847 的中 � 76807（1番人気）
複勝票数 計 310465 的中 � 149629（1番人気）� 15997（5番人気）� 2943（11番人気）
枠連票数 計 150071 的中 （7－8） 15919（2番人気）
馬連票数 計 325904 的中 �� 26703（3番人気）
馬単票数 計 296358 的中 �� 17344（3番人気）
ワイド票数 計 157385 的中 �� 10859（3番人気）�� 1148（29番人気）�� 416（53番人気）
3連複票数 計 456961 的中 ��� 1279（56番人気）
3連単票数 計 982315 的中 ��� 1010（157番人気）
上り 1マイル 1：46．8 4F 52．6－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウゾウセン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2011．1．23 小倉3着

2008．3．10生 牡5黒鹿 母 メイショウデンコー 母母 メイショウベローナ 障害：3戦1勝 賞金 9，900，000円
〔競走中止〕 ドリームチャージ号は，1周目8号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アンシャンテルール号・エクセリオン号・カイトケイラー号・ベネチアブルー号
（非抽選馬） 3頭 ノッティングボーイ号・ヤマカツポセイドン号・ラフアウトラウド号



3006511月17日 晴 良 （25東京5）第6日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時15分 （芝・左）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：45．9
1：45．9

良
良

46 ビップレボルシオン 牡2鹿 55 後藤 浩輝鈴木 邦英氏 清水 久詞 洞爺湖 レイクヴィラファーム 506 ―1：48．7 8．6�
712 デ ン セ ツ 牡2鹿 55 柴田 善臣�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 478 ―1：49．23 34．3�
59 ヴァルコイネン 牡2芦 55 田辺 裕信吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 466 ― 〃 クビ 3．4�
34 � サトノジェイド 牝2鹿 54 津村 明秀里見 治氏 堀 宣行 仏 Stall Par-

thenaue 470 ―1：49．52 26．0�
713 フジマサクラウン 牡2鹿 55 池添 謙一藤原 正一氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 494 ― 〃 ハナ 16．6�
47 クロニクルスカイ 牡2鹿 55 藤田 伸二 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 白井 寿昭 新ひだか 岡田スタツド 526 ―1：49．71� 5．7

610 シャッツクヴェレ 牡2青鹿55 内田 博幸青山 洋一氏 村山 明 千歳 社台ファーム 492 ―1：49．91 16．9�
23 アールプロセス 牡2鹿 55 三浦 皇成池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 508 ―1：50．43 4．2�
611 フジマサレグルス 牝2鹿 54 江田 照男藤原 正一氏 菊川 正達 安平 ノーザンファーム 426 ― 〃 アタマ 93．4
58 ブラウンネプチュー 牡2栗 55 酒井 学キャピタルクラブ 加藤 和宏 浦河 カナイシスタッド 450 ― 〃 ハナ 159．9�
11 ヒラボクマキシム 牡2黒鹿55 丸田 恭介	平田牧場 杉浦 宏昭 浦河 大柳ファーム 434 ―1：50．61	 68．3�
22 テイエムコンドル 牡2鹿 55 武士沢友治竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 452 ― 〃 クビ 145．0�
815 デ イ ラ イ ト 牡2鹿 55 松山 弘平窪田 康志氏 武藤 善則 安平 追分ファーム 476 ―1：50．7クビ 8．8�
814� ターフデザイナー 牝2芦 54 吉田 豊	Basic 畠山 吉宏 米

Patterson Bloodstock,
Bellepoint Management
& Taylor Made Farm

492 ―1：50．91� 13．7�
35 ショウナンアバロン 牡2鹿 55 北村 宏司国本 哲秀氏 武市 康男 新ひだか 西村 和夫 448 ―1：53．6大差 52．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，287，000円 複勝： 31，878，800円 枠連： 16，467，800円
馬連： 46，843，500円 馬単： 31，531，100円 ワイド： 21，519，500円
3連複： 57，580，500円 3連単： 94，659，600円 計： 320，767，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 250円 � 710円 � 170円 枠 連（4－7） 1，730円

馬 連 �� 12，890円 馬 単 �� 25，860円

ワ イ ド �� 3，170円 �� 540円 �� 1，880円

3 連 複 ��� 13，480円 3 連 単 ��� 124，090円

票 数

単勝票数 計 202870 的中 � 18692（4番人気）
複勝票数 計 318788 的中 � 34169（4番人気）� 9023（10番人気）� 64816（2番人気）
枠連票数 計 164678 的中 （4－7） 7062（7番人気）
馬連票数 計 468435 的中 �� 2683（38番人気）
馬単票数 計 315311 的中 �� 900（74番人気）
ワイド票数 計 215195 的中 �� 1592（38番人気）�� 10714（3番人気）�� 2736（29番人気）
3連複票数 計 575805 的中 ��� 3153（45番人気）
3連単票数 計 946596 的中 ��� 563（385番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．8―37．0―49．4―1：01．6―1：14．1―1：25．7―1：36．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F34．6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ビップレボルシオン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 メジロライアン 初出走

2011．3．10生 牡2鹿 母 メジロジョーンズ 母母 メジロビユーテイー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※テイエムコンドル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3006611月17日 晴 良 （25東京5）第6日 第6競走 ��
��1，400�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
1：21．2
1：20．3

良
良

11 ダンスアミーガ 牝2栗 54 三浦 皇成 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 462 ―1：22．7 3．3�
816 ナスタイザン 牝2黒鹿54 吉田 豊小山田 満氏 高木 登 浦河 高松牧場 452 ―1：23．55 108．5�
815 アペルトゥーラ 牡2栗 55 後藤 浩輝 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 488 ―1：23．71� 4．9�
23 ダイワラスター 牝2黒鹿54 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 422 ―1：23．8クビ 10．6�
24 デルマオソマツ 牡2黒鹿55 柴田 善臣浅沼 廣幸氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム 470 ― 〃 ハナ 5．9	
35 ジャズコンボ 牡2栗 55 江田 照男礒川 正明氏 松永 康利 新冠 平山牧場 448 ― 〃 アタマ 36．6

611 スキャットソング 牝2栗 54 内田 博幸 �高木競走馬育成牧場 尾形 和幸 浦河 近藤牧場 430 ―1：24．11� 7．1�
12 ユーカリノカゼ 牝2鹿 54 田辺 裕信吉川 朋宏氏 岩戸 孝樹 浦河 斉藤 政志 468 ― 〃 アタマ 17．0�
817 トシザシャイン 牡2芦 55 酒井 学上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 468 ―1：24．41� 29．5
36 プ コ ナ コ ナ 牡2鹿 55 丸田 恭介松岡 雅昭氏 加藤 和宏 日高 アイズスタッド株式会社 488 ―1：24．82	 94．4�
510 シャイニーパティオ 牝2鹿 54 藤田 伸二小林 昌志氏 成島 英春 平取 雅 牧場 422 ―1：25．01� 34．5�
713 アイアンミライ 牝2栗 54 松山 弘平池上 一馬氏 牧田 和弥 新ひだか グローリーファーム 420 ― 〃 アタマ 28．2�
612 シ ン ゲ ツ 牡2鹿 55 大庭 和弥西森 鶴氏 的場 均 新冠 的場牧場 440 ―1：25．1クビ 99．7�
59 
 エイシンボルト 牝2芦 54 津村 明秀�栄進堂 田中 剛 米 Arnold

Zetcher 488 ―1：25．41� 64．5�
47 サニーロブロイ 牝2鹿 54 田中 勝春宮﨑 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 432 ― 〃 ハナ 9．2�
48 キンショーサザナミ 牝2鹿 54 宮崎 北斗礒野日出夫氏 根本 康広 日高 本間牧場 416 ―1：26．57 225．1�
714 コウセイヘリオス 牡2鹿 55 武士沢友治杉安浩一郎氏 和田 雄二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438 ―1：26．92	 313．7�
（17頭）

売 得 金
単勝： 19，622，800円 複勝： 31，050，800円 枠連： 15，568，400円
馬連： 47，472，900円 馬単： 29，913，300円 ワイド： 20，639，900円
3連複： 55，051，800円 3連単： 88，635，000円 計： 307，954，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 170円 � 2，460円 � 180円 枠 連（1－8） 630円

馬 連 �� 26，670円 馬 単 �� 29，640円

ワ イ ド �� 7，160円 �� 440円 �� 6，660円

3 連 複 ��� 37，380円 3 連 単 ��� 307，110円

票 数

単勝票数 計 196228 的中 � 47556（1番人気）
複勝票数 計 310508 的中 � 58457（1番人気）� 2242（15番人気）� 54189（2番人気）
枠連票数 計 155684 的中 （1－8） 18397（2番人気）
馬連票数 計 474729 的中 �� 1314（54番人気）
馬単票数 計 299133 的中 �� 745（79番人気）
ワイド票数 計 206399 的中 �� 666（60番人気）�� 13235（1番人気）�� 717（56番人気）
3連複票数 計 550518 的中 ��� 1087（100番人気）
3連単票数 計 886350 的中 ��� 213（704番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．0―12．4―11．6―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．7―48．1―59．7―1：11．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．6
3 ・（1，4）9，13－（5，16）11－2（3，17）15－6，8，10（7，12）14 4 ・（1，4）（5，16，9）13（2，3，11）－（17，15）－（6，12）－8，10（7，14）

勝馬の
紹 介

ダンスアミーガ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 エルコンドルパサー 初出走

2011．5．9生 牝2栗 母 ダンスオールナイト 母母 ダンスパートナー 1戦1勝 賞金 7，000，000円



3006711月17日 晴 良 （25東京5）第6日 第7競走 ��
��2，100�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
2：06．7
2：05．9

良
良

510 オパールパワー 牡4芦 57 江田 照男居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム B568± 02：13．5 6．9�
24 モルダバイト 牡3芦 55 田中 勝春岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 土田農場 B516－ 42：13．71� 4．4�
815	 マックスロノ 牡4栗 57 酒井 学田所 英子氏 高柳 瑞樹 日高 天羽牧場 B492－ 22：13．91
 152．1�
11 イルポスティーノ 牡4栗 57 田辺 裕信 �サンデーレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム B502－ 42：14．0� 2．8�
48 	 ウェルウィッチア 牡4鹿 57 後藤 浩輝塩川 和則氏 高木 登 浦河 山勝牧場 B478－ 22：14．1クビ 83．9�
59 フィーユブルー �4鹿 57 三浦 皇成青芝商事	 矢野 英一 千歳 社台ファーム B482± 02：14．2
 10．5

714 コ ウ ジ ョ ウ 牡3栗 55 横山 義行小菅 定雄氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 510－ 82：14．51� 71．1�
23 マイネルティンラン 牡5栗 57 津村 明秀 	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 464＋ 42：14．6� 14．8�
612 バ ン ク シ ー 牡3鹿 55 宮崎 北斗渡邊 隆氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 476－ 22：14．7
 128．3
611 ウインゴーウェル �4栗 57 武士沢友治	ウイン 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 528－ 6 〃 ハナ 17．3�
816 ヴィアレーギア 牡3黒鹿55 吉田 豊伊達 敏明氏 高橋 文雅 日高 サンシャイン

牧場 534－ 6 〃 ハナ 8．5�
36 キタノイットウセイ 牡3鹿 55 丸田 恭介北所 直人氏 鈴木 伸尋 日高 浜本牧場 506＋ 82：14．9� 37．0�
47 	 フォンテーヌブロー 牡5黒鹿57 内田 博幸村野 康司氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 514－ 22：15．53
 13．8�
35 ミヤビエスペランサ 牡4鹿 57 藤田 伸二村上 義勝氏 戸田 博文 新ひだか 原 武久 508± 0 〃 クビ 34．7�
713 トラスティー 牡3鹿 55 松山 弘平前田 幸治氏 萩原 清 平取 坂東牧場 502－ 42：15．81� 54．8�
12 	 クリノタイコウ 牡4鹿 57 大庭 和弥栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 中村 雅明 452＋ 22：16．22
 373．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，056，300円 複勝： 45，098，400円 枠連： 20，897，900円
馬連： 67，912，100円 馬単： 40，599，000円 ワイド： 30，265，100円
3連複： 85，474，900円 3連単： 141，139，500円 計： 455，443，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 220円 � 250円 � 1，850円 枠 連（2－5） 640円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 3，330円

ワ イ ド �� 590円 �� 8，000円 �� 5，970円

3 連 複 ��� 33，120円 3 連 単 ��� 126，260円

票 数

単勝票数 計 240563 的中 � 27832（3番人気）
複勝票数 計 450984 的中 � 63322（2番人気）� 52927（3番人気）� 5002（14番人気）
枠連票数 計 208979 的中 （2－5） 24107（3番人気）
馬連票数 計 679121 的中 �� 36817（4番人気）
馬単票数 計 405990 的中 �� 9001（10番人気）
ワイド票数 計 302651 的中 �� 13843（4番人気）�� 890（62番人気）�� 1198（54番人気）
3連複票数 計 854749 的中 ��� 1905（95番人気）
3連単票数 計1411395 的中 ��� 825（374番人気）

ハロンタイム 7．2―10．9―12．3―12．6―13．3―13．3―13．4―12．4―12．4―12．7―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．1―30．4―43．0―56．3―1：09．6―1：23．0―1：35．4―1：47．8―2：00．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．1
1
3
4，9－（1，10）－8（5，12，14）（6，15）－16（3，11，13）（2，7）
4，9，10，1，8（5，12，14，16）（6，15）3，11，7（2，13）

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

勝馬の
紹 介

オパールパワー �
�
父 フ ィ ガ ロ �

�
母父 キョウワアリシバ デビュー 2012．2．18 東京3着

2009．3．23生 牡4芦 母 サ サ ブ エ 母母 ホクショウマリー 18戦2勝 賞金 24，550，000円
〔発走状況〕 トラスティー号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 バンクシー号の騎手宮崎北斗は，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）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 エクチュア号・ミルクディッパー号

3006811月17日 晴 良 （25東京5）第6日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時45分（番組第12競走を順序変更） （芝・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
1：44．2
1：44．1

良
良

66 ハ ー コ ッ ト 牡4鹿 57 北村 宏司 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B468＋ 21：48．1 2．5�
44 ダイワブレイディ 牡3芦 55 丸田 恭介大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 506＋ 61：48．2� 11．9�
11 リルバイリル 	5鹿 57 三浦 皇成小林 薫氏 栗田 博憲 様似 富田 恭司 488＋ 21：48．41
 11．5�
88 ビームライフル 牡4青鹿57 後藤 浩輝西山 茂行氏 須貝 尚介 新ひだか 本桐牧場 464－ 41：48．61� 3．3�
77 エアルプロン 牡4鹿 57 柴田 善臣 �ラッキーフィールド池江 泰寿 千歳 社台ファーム 492＋121：48．7クビ 11．4	
55 チェリーメドゥーサ 牝4青鹿55 田辺 裕信櫻井 悦朗氏 小西 一男 新ひだか 中田 浩美 448－ 41：48．8� 6．3

89 トーセンマルス 牡5鹿 57 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム B436± 01：49．22� 18．7�
33 シンボリカージナル 牡7鹿 57 江田 照男シンボリ牧場 高橋 祥泰 静内 シンボリ牧場 488＋ 21：49．62� 159．7
22 イ チ ブ ン 牡6青鹿57 藤田 伸二山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 水上 習孝 492＋ 2 （競走中止） 14．6�

（9頭）

売 得 金
単勝： 25，216，400円 複勝： 38，993，200円 枠連： 14，476，600円
馬連： 59，997，600円 馬単： 42，825，100円 ワイド： 24，768，300円
3連複： 70，350，400円 3連単： 167，370，100円 計： 443，997，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 260円 � 250円 枠 連（4－6） 1，520円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 430円 �� 470円 �� 880円

3 連 複 ��� 2，900円 3 連 単 ��� 12，800円

票 数

単勝票数 計 252164 的中 � 82428（1番人気）
複勝票数 計 389932 的中 � 91748（1番人気）� 33757（5番人気）� 36591（4番人気）
枠連票数 計 144766 的中 （4－6） 7065（7番人気）
馬連票数 計 599976 的中 �� 36161（4番人気）
馬単票数 計 428251 的中 �� 14944（7番人気）
ワイド票数 計 247683 的中 �� 14965（4番人気）�� 13337（5番人気）�� 6520（15番人気）
3連複票数 計 703504 的中 ��� 17932（13番人気）
3連単票数 計1673701 的中 ��� 9653（43番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．8―36．9―49．7―1：02．3―1：14．1―1：25．3―1：36．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．8―3F34．0

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

勝馬の
紹 介

ハ ー コ ッ ト �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2012．1．15 中山3着

2009．4．25生 牡4鹿 母 アプリコットデュー 母母 レディシュイエロー 19戦4勝 賞金 54，153，000円
〔競走中止〕 イチブン号は，競走中に疾病〔両第1指関節脱臼〕を発症し，3コーナーで騎手が落馬したため競走中止。



3006911月17日 晴 良 （25東京5）第6日 第9競走 ��
��1，400�か ら ま つ 賞

発走14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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．2
1：20．3

良
良

11 ショウナンアチーヴ 牡2黒鹿55 後藤 浩輝国本 哲秀氏 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476－ 21：22．0 5．5�

44 コウエイタケル 牡2鹿 55 松山 弘平伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 464± 01：22．31� 12．4�
55 ネ ロ 牡2栗 55 内田 博幸西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 468± 0 〃 クビ 5．3�
67 スナークマスカラス 牡2栗 55 津村 明秀杉本 豊氏 川村 禎彦 日高 藤本ファーム 464－ 21：22．4クビ 8．8�
22 ウインイルソーレ 牡2鹿 55 武士沢友治�ウイン 高橋 祥泰 新冠 北星村田牧場 476＋ 41：22．5� 77．3�
78 サ グ レ ス 牝2黒鹿54 池添 謙一 	キャロットファーム 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 446－ 21：22．71� 21．8

33 イ オ ラ ニ 牡2黒鹿55 北村 宏司 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 41：22．91	 2．0�
811 クラシックマーク 牝2栗 54 田中 勝春小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 430－ 2 〃 クビ 41．9�
810 デスティニーラブ 牝2黒鹿54 田辺 裕信金山 克己氏 斎藤 誠 浦河 大北牧場 432± 01：23．11� 15．5
66 ゼンノジェネラル 牡2鹿 55 三浦 皇成大迫久美子氏 鮫島 一歩 新冠 村上 欽哉 454＋ 41：23．52� 52．8�
79 ハ ツ ガ ツ オ 牝2鹿 54 丸田 恭介江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 480＋ 4 〃 クビ 134．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 36，453，700円 複勝： 58，858，900円 枠連： 19，174，300円
馬連： 86，475，400円 馬単： 58，657，300円 ワイド： 34，987，800円
3連複： 93，699，200円 3連単： 219，151，700円 計： 607，458，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 170円 � 250円 � 190円 枠 連（1－4） 2，820円

馬 連 �� 2，660円 馬 単 �� 4，730円

ワ イ ド �� 810円 �� 470円 �� 840円

3 連 複 ��� 4，110円 3 連 単 ��� 25，460円

票 数

単勝票数 計 364537 的中 � 52678（3番人気）
複勝票数 計 588589 的中 � 106137（2番人気）� 53734（5番人気）� 87055（3番人気）
枠連票数 計 191743 的中 （1－4） 5019（13番人気）
馬連票数 計 864754 的中 �� 24012（10番人気）
馬単票数 計 586573 的中 �� 9159（18番人気）
ワイド票数 計 349878 的中 �� 10437（9番人気）�� 19347（5番人気）�� 10048（10番人気）
3連複票数 計 936992 的中 ��� 16841（15番人気）
3連単票数 計2191517 的中 ��� 6353（78番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．2―35．9―47．4―58．7―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンアチーヴ �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．9．7 中山3着

2011．1．24生 牡2黒鹿 母 ショウナンパントル 母母 バブルウイングス 4戦2勝 賞金 19，052，000円
〔制裁〕 ショウナンアチーヴ号の騎手後藤浩輝は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過

怠金10，000円。（被害馬：3番）

3007011月17日 晴 良 （25東京5）第6日 第10競走 ��
��1，600�

きんしゅう

錦秋ステークス
発走14時50分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下，24．11．17以降25．11．10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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

56 タイセイスティング 牡4栗 56 田中 勝春田中 成奉氏 新開 幸一 浦河 バンダム牧場 520＋ 41：36．2 2．6�
68 � シンボリエンパイア 牡4黒鹿56 後藤 浩輝シンボリ牧場 藤沢 和雄 米 Takahiro

Wada 522－ 21：36．41� 4．2�
710 サトノプライマシー 牡4鹿 56 津村 明秀里見 治氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 526－ 81：36．5クビ 5．0�
711� エーシンスピーダー 牡4栗 56 内田 博幸�栄進堂 西園 正都 米 Colts Neck

Stables LLC 486＋ 21：36．71� 12．9�
69 ハコダテナイト 牡3栗 54 田辺 裕信河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 512＋ 61：37．23 7．3�
813� タツパーシヴ 牡6芦 52 江田 照男日下部勝德氏 鮫島 一歩 米 Hokuyou

Farm 490－121：37．3クビ 53．9	
45 セイカフォルテ 牡5鹿 56 丸田 恭介久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 456－ 41：37．4� 40．8

22 コウユーヒーロー 牡6青 54 松山 弘平加治屋貞光氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 512－101：37．5� 52．9�
57 ニシノオウガイ 牡5黒鹿54 武士沢友治西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 496－121：37．92� 103．7�
812 ディーエスコンドル 牡5鹿 55 三浦 皇成秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 462－ 41：38．22 16．7
33 ミヤビファルネーゼ 牡5黒鹿56 吉田 豊村上 義勝氏 戸田 博文 浦河 大成牧場 482－ 21：38．3	 29．8�
11 
 マヤノクレド 牡5鹿 54 酒井 学田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 B486－161：38．4クビ 20．3�
44 � アストレーション 牡7栗 54 柴田 善臣広尾レース� 二ノ宮敬宇 米 Tower

Bloodstock 504± 01：39．57 209．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 37，272，600円 複勝： 58，858，300円 枠連： 28，124，400円
馬連： 121，714，400円 馬単： 72，224，700円 ワイド： 43，195，500円
3連複： 146，941，300円 3連単： 277，130，400円 計： 785，461，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 150円 � 160円 枠 連（5－6） 330円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 240円 �� 260円 �� 340円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 2，980円

票 数

単勝票数 計 372726 的中 � 115333（1番人気）
複勝票数 計 588583 的中 � 143491（1番人気）� 102747（2番人気）� 92146（3番人気）
枠連票数 計 281244 的中 （5－6） 64664（1番人気）
馬連票数 計1217144 的中 �� 161017（1番人気）
馬単票数 計 722247 的中 �� 58224（1番人気）
ワイド票数 計 431955 的中 �� 47647（1番人気）�� 42967（2番人気）�� 29240（3番人気）
3連複票数 計1469413 的中 ��� 135346（1番人気）
3連単票数 計2771304 的中 ��� 68853（1番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．0―12．4―12．1―11．8―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．9―48．3―1：00．4―1：12．2―1：23．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F35．8
3 6（11，13）（10，8）4（5，9）1，7，2，12，3 4 ・（6，11，13）8，10－9，5（4，7）1（2，12）3
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

タイセイスティング �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2011．7．2 中山9着

2009．3．24生 牡4栗 母 ミラクルケープ 母母 ステージバンダム 20戦5勝 賞金 84，458，000円
［他本会外：1戦0勝］

１レース目



3007111月17日 晴 良 （25東京5）第6日 第11競走 ��
��1，400�

しもつき

霜月ステークス
発走15時30分 （ダート・左）
3歳以上，24．11．17以降25．11．10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 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

35 � エーシントップ 牡3黒鹿56 酒井 学�栄進堂 西園 正都 米
Randal Family Trust,
R David & Marylyn
A Randal Trustees

532－ 61：23．7 4．0�
816 ウォータールルド 牡5黒鹿55 松山 弘平山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 482＋ 21：23．8� 8．9�
12 	 サクラシャイニー 牡7栗 54 北村 宏司�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 466－ 41：23．9クビ 92．3�
36 	 マスクトヒーロー 牡5黒鹿55 田中 勝春 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 498＋ 21：24．0� 6．4�
611 シセイオウジ 牡6栗 55 丸田 恭介猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 464± 01：24．1
 9．4	
612 メイショウツチヤマ 牡6鹿 54 柴田 善臣松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 484－ 4 〃 クビ 61．4

11 マルカベンチャー 牡7栗 55 池添 謙一河長産業� 松永 昌博 千歳 社台ファーム 468－ 21：24．31� 28．1�
47 	 エベレストオー 牡6鹿 53 江田 照男栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 中川牧場 B512＋ 41：24．72
 168．1�
713 セレスハント 牡8栗 57．5 後藤 浩輝岡 浩二氏 松永 幹夫 えりも エクセルマネジメント B470－ 21：24．8クビ 15．8
23 コパノリッキー 牡3栗 56 内田 博幸小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 524－ 6 〃 ハナ 4．0�
59 インペリアルマーチ 牡6黒鹿56 三浦 皇成 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 576＋ 6 〃 クビ 20．1�
24 � チャーリーブレイヴ 牡3鹿 54 田辺 裕信林 正道氏 尾関 知人 米 Mike

Abraham 492－ 91：25．11� 6．5�
815 グリッターウイング 牡6栗 54 津村 明秀吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 516－ 2 〃 ハナ 42．1�
48 タマモクリエイト 牡8鹿 51 宮崎 北斗タマモ� 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 514± 01：25．31 114．7�
510� ティアモブリーオ 牡6鹿 54 武士沢友治藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 F. K. N.

Partners 456＋ 8 〃 クビ 143．0�
714 オースミイチバン 牡4栗 57 五十嵐雄祐�オースミ 荒川 義之 浦河 鮫川 啓一 520＋101：25．83 89．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，256，300円 複勝： 71，617，000円 枠連： 54，366，800円
馬連： 214，618，800円 馬単： 116，793，700円 ワイド： 66，585，500円
3連複： 271，765，700円 3連単： 514，725，100円 計： 1，362，728，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 230円 � 320円 � 1，240円 枠 連（3－8） 1，230円

馬 連 �� 2，270円 馬 単 �� 4，130円

ワ イ ド �� 970円 �� 6，140円 �� 6，090円

3 連 複 ��� 69，050円 3 連 単 ��� 239，370円

票 数

単勝票数 計 522563 的中 � 103048（2番人気）
複勝票数 計 716170 的中 � 99155（2番人気）� 60047（6番人気）� 12545（11番人気）
枠連票数 計 543668 的中 （3－8） 32725（5番人気）
馬連票数 計2146188 的中 �� 69953（9番人気）
馬単票数 計1167937 的中 �� 20912（16番人気）
ワイド票数 計 665855 的中 �� 17789（11番人気）�� 2611（55番人気）�� 2630（54番人気）
3連複票数 計2717657 的中 ��� 2905（158番人気）
3連単票数 計5147251 的中 ��� 1587（608番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．3―47．4―59．2―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エーシントップ �
�
父 Tale of the Cat �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2012．6．17 阪神1着

2010．3．28生 牡3黒鹿 母 Ecology 母母 Gdansk’s Honour 10戦6勝 賞金 169，863，000円
〔制裁〕 ウォータールルド号の騎手松山弘平は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：5番・2番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の22頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）22頭 アーリーデイズ号・エイシンオスマン号・エスケープマジック号・カネトシイナーシャ号・キズマ号・

サトノギャラント号・シゲルソウサイ号・スノードラゴン号・タイキパーシヴァル号・タイセイファントム号・
トキノエクセレント号・ナリタスプリング号・ナリタスーパーワン号・ノーザンリバー号・ファリダット号・
ブルーデジャブ号・ホクセツダンス号・ムーンリットレイク号・ラフアウェイ号・リュンヌ号・レッドアリオン号・
レッドクラウディア号

3007211月17日 晴 良 （25東京5）第6日 第12競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走16時05分（番組第8競走を順序変更） （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
1：34．4
1：33．3

重
良

11 シグナルプロシード 牡3鹿 56 内田 博幸髙樽さゆり氏 高橋 義忠 新ひだか 元道牧場 512－ 21：37．7 1．8�
811 サウンドトゥルー 牡3栗 56 三浦 皇成山田 弘氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 476± 01：38．01� 3．2�
33 オメガスパーキング 牡4鹿 57 北村 宏司原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B480＋ 21：38．53 10．2�
44 クラリティーエス 牝3青鹿54 吉田 豊吉田 照哉氏 松山 康久 千歳 社台ファーム 480± 01：38．71� 16．3�
55 コンプリートゲーム 牡3鹿 56 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 516＋ 61：38．8� 43．5�
79 ソ ラ ニ ー 牡3黒鹿56 津村 明秀井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 鮫川 啓一 488－ 41：38．9クビ 7．7�
66 センジンジョー 牡6鹿 57 丸田 恭介河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 大狩部牧場 460± 01：39．22 39．9	
67 	 ラゴディラゴライ 牝3鹿 54 武士沢友治佐藤 則子氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 464± 01：39．51� 96．0

810 スズカホープ 
5鹿 57 石神 深一永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 498－ 4 〃 クビ 134．3�
22 オリオンザアルファ 牡6黒鹿57 宮崎 北斗平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 B484－ 21：39．81� 221．6�
78 マイネルパルフェ 牡5黒鹿57 酒井 学 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 482－ 41：40．11� 169．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 46，812，900円 複勝： 101，502，700円 枠連： 28，549，000円
馬連： 124，978，700円 馬単： 95，533，800円 ワイド： 49，401，500円
3連複： 147，754，900円 3連単： 458，282，600円 計： 1，052，816，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 120円 � 160円 枠 連（1－8） 200円

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 340円

ワ イ ド �� 130円 �� 250円 �� 320円

3 連 複 ��� 480円 3 連 単 ��� 1，170円

票 数

単勝票数 計 468129 的中 � 213666（1番人気）
複勝票数 計1015027 的中 � 576884（1番人気）� 172403（2番人気）� 75694（4番人気）
枠連票数 計 285490 的中 （1－8） 110719（1番人気）
馬連票数 計1249787 的中 �� 454805（1番人気）
馬単票数 計 955338 的中 �� 211962（1番人気）
ワイド票数 計 494015 的中 �� 141381（1番人気）�� 39742（4番人気）�� 28994（5番人気）
3連複票数 計1477549 的中 ��� 229130（2番人気）
3連単票数 計4582826 的中 ��� 290220（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．7―37．3―49．9―1：02．4―1：14．3―1：25．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シグナルプロシード �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 シンボリルドルフ デビュー 2012．7．7 中京4着

2010．4．30生 牡3鹿 母 スイートアマポーラ 母母 スイートテイタニア 13戦3勝 賞金 46，782，000円

４レース目



（25東京5）第6日 11月17日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 174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

209，540，000円
9，950，000円
1，350，000円
18，700，000円
65，148，000円
5，198，800円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
346，365，000円
624，336，400円
255，430，100円
940，306，600円
620，256，600円
378，591，500円
1，159，862，300円
2，382，250，100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 6，707，398，600円

総入場人員 36，595名 （有料入場人員 34，332名）
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