
３２０４５１１月１３日 晴 良 （２３東京５）第４日 第９競走 ��
��１，６００�

あ か ま つ

赤 松 賞
発走１４時１５分 （芝・左）

牝，２歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００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

１：３４．１
１：３３．１

良

良

４８ トーセンベニザクラ 牝２黒鹿５４ 津村 明秀島川 �哉氏 柴崎 勇 日高 有限会社 エ
スティファーム ４４０＋ ８１：３４．５ １９．７�

８１６ パストフォリア 牝２鹿 ５４ 横山 典弘 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４６４＋ ６ 〃 ハナ ９．４�
６１２ トランドネージュ 牝２栗 ５４ I．メンディザバル �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム ４８２± ０１：３４．８１� ３．３�

（仏）

８１７ ラフレーズカフェ 牝２青鹿５４ C．ルメール 西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４７８＋１０１：３５．０１� １３．７�
（仏）

８１８ コ リ ー ヌ 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３４± ０１：３５．１� ４３．０	
７１３ クイーンアルタミラ 牝２黒鹿５４ 松岡 正海柏瀬 公子氏 鈴木 康弘 新ひだか マルショウ牧場 ４６６＋ ６ 〃 クビ ５．３

１１ ハナズゴール 牝２栗 ５４ 丸田 恭介M．タバート氏 加藤 和宏 浦河 不二牧場 ４１４± ０１：３５．２� ８．５�
２３ ハ イ リ リ ー 牝２栗 ５４ 吉田 豊�G１レーシング 尾形 充弘 安平 追分ファーム ４５２± ０ 〃 クビ ５．８�
５９ ウイングドウィール 牝２黒鹿５４ 田中 勝春 �グリーンファーム 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４６６＋ ８１：３５．５１� １０．０
２４ ミサソレムニス 牝２栗 ５４ 藤岡 佑介吉田 和美氏 高野 友和 洞爺湖 メジロ牧場 ４３０± ０１：３５．７１� ５０．９�
７１５ トップスカーレット 牝２栗 ５４ 柴田 大知林 正道氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４３４－ ４１：３６．０２ ８５．３�
５１０ ラ リ エ ッ ト 牝２黒鹿５４ 中谷 雄太島田 久氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 ４３２－ ２１：３６．２１� ６７．５�
３５ サルバドールピアス 牝２鹿 ５４ 江田 照男則武 輝一氏 伊藤 大士 日高 松平牧場 ４２４－ ４１：３６．３クビ １５３．７�
４７ エクソプラネット 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文吉田 和美氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム ４１４－ ６１：３６．５１� ５７．２�
６１１ フリーダムマーチ 牝２黒鹿５４ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２８＋ ４１：３６．６� ２９．７�
１２ フォゲラバーディ 牝２青鹿５４ 丸山 元気平田 修氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４２６＋ ４１：３６．９２ １１５．９�
７１４	 リ リ ヤ ン 牝２黒鹿５４ 森 泰斗太田 好則氏 出川 龍一 浦河 津島 優治 ４２４－２２１：３７．２１� ４２５．１�

（船橋） （船橋）

３６ 
 スプリームブルー 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一大島 昌也氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム ４７４＋１０１：３７．８３� １６５．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３５，３８７，８００円 複勝： ５６，８３１，０００円 枠連： ３０，４６９，９００円

馬連： １１８，９５６，７００円 馬単： ６７，０８７，６００円 ワイド： ３８，５６８，１００円

３連複： １２８，９３２，２００円 ３連単： ２２３，５９３，５００円 計： ６９９，８２６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９７０円 複 勝 � ４５０円 � ２７０円 � １５０円 枠 連（４－８） ３，４００円

馬 連 �� １０，３３０円 馬 単 �� ２５，３００円

ワ イ ド �� ２，５１０円 �� ８９０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ８，５２０円 ３ 連 単 ��� ９４，７３０円

票 数

単勝票数 計 ３５３８７８ 的中 � １４２０３（８番人気）
複勝票数 計 ５６８３１０ 的中 � ２５６０８（８番人気）� ４９０３３（６番人気）� １４２２６３（１番人気）
枠連票数 計 ３０４６９９ 的中 （４－８） ６６２９（１７番人気）
馬連票数 計１１８９５６７ 的中 �� ８５０１（３１番人気）
馬単票数 計 ６７０８７６ 的中 �� １９５７（７１番人気）
ワイド票数 計 ３８５６８１ 的中 �� ３５９５（２８番人気）�� １０７２５（９番人気）�� １５７６９（４番人気）
３連複票数 計１２８９３２２ 的中 ��� １１１７４（２９番人気）
３連単票数 計２２３５９３５ 的中 ��� １７４２（２８０番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．８―１２．２―１２．５―１１．０―１１．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．５―３５．３―４７．５―１：００．０―１：１１．０―１：２２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３４．５
３ １２－１８（５，１６）（６，１０）（２，１７）（７，９）（１，４）１１，８（１３，１５）－３－１４ ４ １２－１８（５，１６）（２，６）（１０，１７）（７，９）８（１，４）（１３，１１）１５，３－１４

勝馬の
紹 介

トーセンベニザクラ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２０１１．７．３ 中山６着

２００９．３．７生 牝２黒鹿 母 トーセンブリリアン 母母 パ ル セ イ ト ６戦２勝 賞金 １９，４２０，０００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。
（非当選馬） ２頭 ヴュルデバンダム号・カインドギフト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

３２０４６１１月１３日 晴 良 （２３東京５）第４日 第１０競走 ��
��１，８００�ノベンバーステークス

発走１４時５０分 （芝・左）
３歳以上，１，６００万円以下，２２．１１．１３以降２３．１１．６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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

１１ ムーンリットレイク 牡３鹿 ５６ C．ルメール �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム ４４８± ０１：４７．６ ２．２�
（仏）

６９ � ランリョウオー 牡４黒鹿５８ I．メンディザバル 吉田 和美氏 橋田 満 豪
Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

４７８－１０ 〃 ハナ ２．９�
（仏）

５８ ネオサクセス 牡４鹿 ５４ 石橋 脩秋場 清�氏 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 B４６８＋ ４１：４７．８１� ３２．１�
３４ プ レ イ 牡３青鹿５６ F．ベリー 岡田 繁幸氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ５０６± ０１：４８．０１� ７．８�

（愛）

５７ アロマカフェ 牡４黒鹿５８ 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４８０± ０ 〃 ハナ １８．４�
２２ ケニアブラック 牡５鹿 ５５ 三浦 皇成吉田 和美氏 勢司 和浩 日高 佐々木牧場 ４６２－ ２１：４８．１� １７．９	
３３ ビンテージチャート 牡５栗 ５６ 横山 典弘 �キャロットファーム 上原 博之 早来 ノーザンファーム ５３６－ ４ 〃 クビ １３．９

７１１ ドリームトラベラー 牡６鹿 ５４ 丸田 恭介 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム ５００＋１６１：４８．２クビ ２７７．５�
６１０ ナシュワンヒーロー 牡４栗 ５７ 松岡 正海間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか へいはた牧場 ４４８＋ ６ 〃 クビ １８．６�
８１４ フェイマステイル 牡５鹿 ５５ 柴田 善臣 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４７４＋ ４１：４８．３クビ ６４．５
４６ シェーンヴァルト 牡５黒鹿５６ 丸山 元気 �サンデーレーシング 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４８６＋ ２ 〃 クビ ５５．３�
４５ アヴェンティーノ 牡７鹿 ５３ 吉田 豊吉田 和子氏 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２０－ ２１：４８．７２	 ２７７．５�
８１３ マイネソルシエール 牝３栗 ５１ 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 ４５６＋ ６１：４８．８	 ５２．２�
７１２ バルバレスコ 牡８鹿 ５０ 江田 照男北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 ４７２－ ４１：４９．３３ ５８９．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ５０，４５１，８００円 複勝： ８１，６６６，０００円 枠連： ３８，５５２，１００円

馬連： １６９，６２２，９００円 馬単： １０４，３９１，１００円 ワイド： ５４，８８４，８００円

３連複： １７９，２５７，３００円 ３連単： ３９４，３５７，６００円 計： １，０７３，１８３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � ４７０円 枠 連（１－６） ２４０円

馬 連 �� ２７０円 馬 単 �� ４７０円

ワ イ ド �� １６０円 �� ９９０円 �� １，０５０円

３ 連 複 ��� ２，６２０円 ３ 連 単 ��� ７，０３０円

票 数

単勝票数 計 ５０４５１８ 的中 � １８４２７５（１番人気）
複勝票数 計 ８１６６６０ 的中 � ２６６９９２（１番人気）� ２１７３７７（２番人気）� ２２８０１（８番人気）
枠連票数 計 ３８５５２１ 的中 （１－６） １１８８７９（１番人気）
馬連票数 計１６９６２２９ 的中 �� ４６７２７３（１番人気）
馬単票数 計１０４３９１１ 的中 �� １６６９５４（１番人気）
ワイド票数 計 ５４８８４８ 的中 �� １１９２１３（１番人気）�� １０９７８（１３番人気）�� １０３８４（１５番人気）
３連複票数 計１７９２５７３ 的中 ��� ５０６０５（６番人気）
３連単票数 計３９４３５７６ 的中 ��� ４１４２４（１６番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．２―１１．７―１２．５―１２．５―１２．６―１１．１―１１．０―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．３―３６．０―４８．５―１：０１．０―１：１３．６―１：２４．７―１：３５．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．６―３F３４．０

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

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

ムーンリットレイク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sinndar デビュー ２０１１．４．１０ 阪神１着

２００８．４．２０生 牡３鹿 母 ムーンライトダンス 母母 Style of Life ５戦４勝 賞金 ５６，４３０，０００円
〔制裁〕 ドリームトラベラー号の騎手丸田恭介は，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。（６番への進路

影響）
※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


