
３１０１３１１月８日 晴 良 （２１東京５）第２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

１：３７．２
１：３７．２

重

重

６７ ウイントランザム 牡２鹿 ５５ 内田 博幸�ウイン 山内 研二 新冠 川島牧場 ４５２－ ２１：４０．０ ３．９�

８１２ ノーザンペガサス 牡２鹿 ５５ 吉田 豊�RRA 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４８８＋ ８１：４０．２１� ９．６�
６８ タマビッグボス 牡２青鹿５５ 松岡 正海玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４８４＋ ２１：４０．３� １．６�
３３ ウエスタンウェイブ 牡２鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真西川 賢氏 古賀 史生 新ひだか 北西牧場 ４６０＋ ２１：４０．９３� １５．７�
５５ マイネルウィット 牡２青鹿５５ C．ルメール �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ５１０＋ ８１：４１．９６ ２１．９�
（仏）

４４ ラヴァリーボヌス 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義村中 徳広氏 伊藤 圭三 新冠 川上牧場 ４９８＋ ２１：４２．１１� １２８．１�
７９ トラストイチゲキ 牡２芦 ５５ 柴山 雄一菅波 雅巳氏 高橋 裕 えりも エクセルマネジメント B４５４＋ ４１：４２．２� １９７．３	
７１０ シンボリアミアン 牡２鹿 ５５ 田中 勝春シンボリ牧場 古賀 慎明 日高 シンボリ牧場 ５２６± ０１：４２．４１ ４４．８

１１ イチエイクリッパー 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成築地 榮一氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 ５０２＋１４１：４２．５� ２４．１�
５６ イニモニマニモ 牝２黒鹿５４ 鮫島 良太瀬谷 �雄氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４７６＋ ２１：４３．３５ ８６．４
８１１ ネオイグザンプル 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人嶋田 賢氏 本郷 一彦 新ひだか 服部 牧場 ４７２－ ２１：４４．０４ ２７．６�
２２ メインカレント 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム ５４４± ０１：４６．６大差 ４５．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １９，２２１，９００円 複勝： ６７，６１６，４００円 枠連： １５，１６０，３００円

普通馬連： ５１，１５５，８００円 馬単： ４７，６７３，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，８９０，４００円

３連複： ６３，８９０，６００円 ３連単： １２９，６２１，６００円 計： ４１６，２３０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １３０円 � ２００円 � １１０円 枠 連（６－８） ４４０円

普通馬連 �� ３，１５０円 馬 単 �� ４，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６００円 �� １４０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ８４０円 ３ 連 単 ��� １１，６４０円

票 数

単勝票数 計 １９２２１９ 的中 � ３９２３０（２番人気）
複勝票数 計 ６７６１６４ 的中 � ６５７７２（２番人気）� ２９９２５（３番人気）� ４８０３１６（１番人気）
枠連票数 計 １５１６０３ 的中 （６－８） ２５５４０（２番人気）
普通馬連票数 計 ５１１５５８ 的中 �� １２０２２（８番人気）
馬単票数 計 ４７６７３２ 的中 �� ７２９９（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１８９０４ 的中 �� ６７２２（８番人気）�� ５５１０７（１番人気）�� １４０５９（３番人気）
３連複票数 計 ６３８９０６ 的中 ��� ５６５６４（２番人気）
３連単票数 計１２９６２１６ 的中 ��� ８２２３（３３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１２．０―１２．３―１３．４―１２．７―１３．０―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．７―３５．７―４８．０―１：０１．４―１：１４．１―１：２７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５２．０―３F３８．６
３ １２（２，７）－（１，３）８（５，１１）６（４，９，１０） ４ １２（７，８）（２，３）（１，５）（６，１１）４，９，１０

勝馬の
紹 介

ウイントランザム �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００９．７．１２ 阪神１１着

２００７．２．１４生 牡２鹿 母 クイックラン 母母 ムーンライトハニー ８戦１勝 賞金 １０，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メインカレント号は，平成２１年１２月８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。



３１０１４１１月８日 晴 良 （２１東京５）第２日 第２競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時３０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

１：２１．５
１：２０．３

良

良

１１ レインスティック 牡２栗 ５５ 吉田 隼人 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４４０＋１４１：２３．５ ２．２�

４５ ガ ル ボ 牡２青 ５５ 後藤 浩輝石川 儀治氏 清水 英克 様似 �村 伸一 ４４８＋１６ 〃 クビ ７．２�
７１０ ドリームラブソング 牡２青鹿５５ 柴田 善臣セゾンレースホース� 松山 将樹 新冠 浜口牧場 ４７０－ ４１：２４．１３� ２２．８�
７１１ ビービーラッハーン 牝２鹿 ５４ 田中 勝春�坂東牧場 古賀 慎明 日高 シンコーファーム ４５０－ ２１：２４．２� ２．３�
８１２ マイネヴィッキー 牝２鹿 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 ビッグレッドファーム ４２６± ０ 〃 クビ １４．８�
５６ トーセンフリージア 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一島川 	哉氏 小桧山 悟 浦河 杵臼牧場 B４７８－１２１：２４．３� １２６．３

３３ ゴールドホース 牡２栗 ５５ 内田 博幸村山 義一氏 谷原 義明 平取 原田 新治 ４７０－ ４１：２４．４クビ ３０．１�
４４ ギンザアパッチ �２鹿 ５５ 北村 宏司有馬 博文氏 伊藤 圭三 日高 下河辺牧場 ４５２－ ２１：２４．６１� ３８．９�
５７ リーサムカイト 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹平田 修氏 大江原 哲 新ひだか 増本牧場 ４６０± ０ 〃 クビ １５３．９
２２ カシノカルミア 牝２栗 ５４ 鮫島 良太柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 笹島 政信 ４５０± ０ 〃 ハナ ９３．１�
６８ リスキータイム 牡２鹿 ５５ C．スミヨン 根岸 治男氏 二ノ宮敬宇 新ひだか カタオカステーブル ４７０＋１２１：２４．７クビ ３５．１�

（仏）

６９ タイキデイブレイク 牡２鹿 ５５ 菊沢 隆徳�大樹ファーム 戸田 博文 新冠 パカパカ
ファーム ４５４± ０１：２４．９１� １２６．９�

８１３ スズノベティ 牝２鹿 ５４ 郷原 洋司阿部 雅子氏 郷原 洋行 日高 大沢育成牧場 ４８４＋ ２１：２６．２８ ５２５．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １７，７３３，１００円 複勝： ３６，７７４，４００円 枠連： １６，７７３，７００円

普通馬連： ６１，９０９，３００円 馬単： ４９，２５５，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，０１６，６００円

３連複： ６４，６４６，１００円 ３連単： １３９，９２４，１００円 計： ４０７，０３２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １４０円 � ３２０円 � ５５０円 枠 連（１－４） ７２０円

普通馬連 �� ８７０円 馬 単 �� １，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ７４０円 �� １，３９０円

３ 連 複 ��� ４，４９０円 ３ 連 単 ��� １２，５２０円

票 数

単勝票数 計 １７７３３１ 的中 � ６４０１５（１番人気）
複勝票数 計 ３６７７４４ 的中 � ９６５４６（２番人気）� ２６５２９（３番人気）� １３５１１（５番人気）
枠連票数 計 １６７７３７ 的中 （１－４） １７３４５（３番人気）
普通馬連票数 計 ６１９０９３ 的中 �� ５２６２１（２番人気）
馬単票数 計 ４９２５５４ 的中 �� ２５４４１（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２００１６６ 的中 �� １６１６１（２番人気）�� ６５０５（６番人気）�� ３２６６（１６番人気）
３連複票数 計 ６４６４６１ 的中 ��� １０６３８（１２番人気）
３連単票数 計１３９９２４１ 的中 ��� ８２５２（２８番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．８―１２．７―１２．４―１１．３―１１．０―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．６―３７．３―４９．７―１：０１．０―１：１２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．２―３F３３．８
３ ・（１，１０）１１（３，５）（８，９）（２，１２）（４，７）１３－６ ４ ・（１，１０）１１（３，５）（８，９）（２，１２）（４，７）（１３，６）

勝馬の
紹 介

レインスティック �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．８．１ 新潟３着

２００７．５．７生 牡２栗 母 リズムオブザレイン 母母 レ ン Ⅱ ４戦１勝 賞金 １０，８００，０００円
※出走取消馬 ウインドジャズ号（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。



３１０１５１１月８日 晴 良 （２１東京５）第２日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１１時００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

１：３４．６
１：３３．１

良

良

３３ チェンジオブシーン 牝２青 ５４ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３８± ０１：３６．４ ７．１�

８１０ スーパーティチャー 牝２鹿 ５４ 池添 謙一福島 実氏 嶋田 功 日高 三輪 幸子 ４９２－ ８１：３６．５� ２０．２�
７９ トゥモローカフェ 牝２黒鹿５４ C．ルメール 西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 ４３２－ ２１：３６．７１� ８．４�

（仏）

１１ プルミエアムール 牝２鹿 ５４
５１ ▲伊藤 工真臼田 浩義氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４１８± ０ 〃 クビ ７．０�

８１１ ライトメイクアップ 牝２芦 ５４ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 後藤 由之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４０２－２２１：３６．９１ ４８．４�

６７ ヴィーナススマイル 牝２栗 ５４ 柴田 善臣丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム ４５４＋ ６ 〃 ハナ ２．０�
４４ スズカケノミチ 牝２栗 ５４ 鮫島 良太武岡 雅子氏 小桧山 悟 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４３８＋ ６ 〃 クビ ３６．８	
７８ ノアスピリタス 牝２鹿 ５４ 吉田 豊佐山 公男氏 高木 登 日高 日高大洋牧場 ４５６＋ ２１：３７．１１� ８１．６

２２ トウカイフォスター 牝２鹿 ５４ 小林 淳一内村 正則氏 成島 英春 浦河 松栄牧場 ４２６± ０１：３７．２� ４．５�
５５ チーリープロット 牝２栗 ５４ 蛯名 正義吉田 和子氏 高木 登 日高 正和山本牧場 ４４４± ０１：３７．４１� ９２．０�
６６ マイネブラックティ 牝２黒鹿５４ 三浦 皇成 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 平取 北島牧場 ４１２± ０１：３８．２５ ５８．１�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １７，１７０，７００円 複勝： ２６，３２０，２００円 枠連： １１，７６４，４００円

普通馬連： ５０，０２９，８００円 馬単： ４３，７３５，０００円 ワイド【拡大馬連】： １８，１７９，６００円

３連複： ５９，３６６，９００円 ３連単： １１７，７２７，７００円 計： ３４４，２９４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２６０円 � ６６０円 � ３３０円 枠 連（３－８） ５，４１０円

普通馬連 �� ７，２７０円 馬 単 �� １３，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１１０円 �� ９８０円 �� １，９４０円

３ 連 複 ��� １９，６６０円 ３ 連 単 ��� １４７，５１０円

票 数

単勝票数 計 １７１７０７ 的中 � １９１３９（４番人気）
複勝票数 計 ２６３２０２ 的中 � ３０１３９（４番人気）� ９２９３（７番人気）� ２１６９６（５番人気）
枠連票数 計 １１７６４４ 的中 （３－８） １６０７（１７番人気）
普通馬連票数 計 ５００２９８ 的中 �� ５０８４（１９番人気）
馬単票数 計 ４３７３５０ 的中 �� ２３９０（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８１７９６ 的中 �� ２０９６（２２番人気）�� ４７１８（１２番人気）�� ２２８４（１８番人気）
３連複票数 計 ５９３６６９ 的中 ��� ２２２９（４９番人気）
３連単票数 計１１７７２７７ 的中 ��� ５８９（３０６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１２．０―１２．５―１２．７―１１．９―１１．３―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．０―３６．０―４８．５―１：０１．２―１：１３．１―１：２４．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チェンジオブシーン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．１０．１８ 京都１０着

２００７．１．２１生 牝２青 母 ステージヴァージン 母母 ダンシングアウンティー ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出走取消馬 ウォンビーロング号（疾病〔右寛跛行〕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。



３１０１６１１月８日 晴 良 （２１東京５）第２日 第４競走 ��
��１，８００�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

１：４６．９
１：４６．６

良

良

７１４ ダイワアセット 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝大城 敬三氏 的場 均 新ひだか フジワラフアーム ４９０ ―１：５３．１ ７．１�

３６ タイキマヴェリック 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義�大樹ファーム 田中 清隆 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム ４３０ ―１：５３．２� ２５．６�

１２ ランペルール 牡２鹿 ５５ 内田 博幸広尾レース� 藤沢 和雄 新ひだか 有限会社石川牧場 ５１６ ― 〃 アタマ ３．５�
２４ コ ク リ コ 牝２黒鹿５４ 三浦 皇成細川 益男氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム ４６４ ―１：５３．３クビ １０．３�
３５ シルクウェッジ 牡２青鹿５５ 秋山真一郎有限会社シルク和田 正道 新冠 ムラカミファーム ４５８ ―１：５３．４� ４２．２�
７１５ ピサノドラクロワ 牡２栗 ５５ 横山 典弘市川 義美氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２ ―１：５３．６１� ２．１	
８１７ グラスヴィクター 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹半沢� 鈴木 勝美 日高 ヤナガワ牧場 ４６８ ― 〃 クビ ５９．５

５１０ マイネルダウザー 牡２黒鹿５５ 角田 晃一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新ひだか グランド牧場 ５１０ ―１：５３．７� １１４．５�
４８ メジロカーター 牡２鹿 ５５ 吉田 豊�メジロ牧場 高橋 裕 洞爺湖 メジロ牧場 ４７８ ―１：５３．８� ４９．０�
６１１ エルブールズ 牡２鹿 ５５ 田中 勝春 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５０４ ― 〃 クビ ２２．８
５９ グ ラ ド ゥ ス 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一伊達 敏明氏 清水 利章 日高 サンシャイン

牧場 ４１２ ―１：５３．９クビ １８３．５�
４７ リュウシンゴールド 牡２鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真桑畑 �信氏 水野 貴広 新ひだか 沖田 忠幸 ４４２ ―１：５４．１１� ３００．３�
８１６ ユメノサキガケ 牡２黒鹿５５ 松岡 正海諸江 幸祐氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４９０ ―１：５４．２クビ １６．９�
６１２ クリノオペラオー 牡２栗 ５５ 柴田 善臣栗本 博晴氏 石毛 善彦 新ひだか 小河 豊水 ４７０ ― 〃 クビ ２３５．４�
１１ ウメニウグイス 牡２青 ５５ 鈴来 直人江川 伸夫氏 矢野 英一 新冠 川上 悦夫 ４５４ ―１：５４．３� ２８７．２�
２３ グランデカーポ 牡２栗 ５５ 小野 次郎芹澤 精一氏 阿部 新生 平取 スガタ牧場 ４６４ ―１：５４．４� ２５５．４�
７１３ ウィッシュボーン 牡２鹿 ５５ 北村 宏司加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 ４５４ ― 〃 ハナ ８７．２�
８１８ オリオンザアルファ 牡２黒鹿５５ 吉田 隼人平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 ４６６ ―１：５４．９３ １８０．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，６７９，２００円 複勝： ２８，１７６，６００円 枠連： ２１，７１８，５００円

普通馬連： ５７，２７２，１００円 馬単： ４７，０８１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，４１８，５００円

３連複： ６４，２１６，２００円 ３連単： １０７，２６０，８００円 計： ３６７，８２３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２００円 � ４８０円 � １６０円 枠 連（３－７） １，１１０円

普通馬連 �� ５，６４０円 馬 単 �� １１，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５６０円 �� ５４０円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� ６，８９０円 ３ 連 単 ��� ５１，２４０円

票 数

単勝票数 計 ２１６７９２ 的中 � ２４１０９（３番人気）
複勝票数 計 ２８１７６６ 的中 � ３９０９９（３番人気）� １１７８７（７番人気）� ５７８６３（２番人気）
枠連票数 計 ２１７１８５ 的中 （３－７） １４５１３（５番人気）
普通馬連票数 計 ５７２７２１ 的中 �� ７４９７（１６番人気）
馬単票数 計 ４７０８１１ 的中 �� ３０１５（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０４１８５ 的中 �� ３１０１（１６番人気）�� ９９３６（４番人気）�� ４８９９（１０番人気）
３連複票数 計 ６４２１６２ 的中 ��� ６８８１（１８番人気）
３連単票数 計１０７２６０８ 的中 ��� １５４５（１３５番人気）

ハロンタイム １３．３―１１．８―１２．７―１３．６―１３．４―１３．８―１１．９―１１．２―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．３―２５．１―３７．８―５１．４―１：０４．８―１：１８．６―１：３０．５―１：４１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．３―３F３４．５

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

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

勝馬の
紹 介

ダイワアセット �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 タイキシャトル 初出走

２００７．２．２１生 牡２黒鹿 母 ダイワエンジェル 母母 プリンセススキー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



３１０１７１１月８日 晴 良 （２１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

３６ エ ア ウ ル フ 牡２栗 ５５ C．スミヨン �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４７２ ―１：２６．５ ２．０�
（仏）

３５ カロルバンダム 牡２黒鹿５５ 内田 博幸山科 統氏 国枝 栄 浦河 バンダム牧場 ４９２ ―１：２６．８１� ６．１�
６１２ グラスサミット 牡２芦 ５５ 蛯名 正義半沢� 尾形 充弘 安平 追分ファーム ５１８ ―１：２７．６５ ３．４�
８１５ マウントクイン 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝中沢 春吉氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 ４５４ ―１：２７．８１� ４９．１�
４７ ジェラルドエビス 牡２鹿 ５５ C．ルメール 加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 ４６４ ―１：２８．４３� １０．９�

（仏）

５１０ チューリングマシン 牡２青鹿５５ 横山 典弘池谷 誠一氏 粕谷 昌央 むかわ 上水牧場 ４８０ ― 〃 クビ １９．７	
１２ リネンタキシード 牡２青鹿５５ 柴山 雄一戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 ５３０ ―１：２９．１４ ２２６．５

６１１ ゴートゥザミラノ 牡２青鹿５５ 勝浦 正樹嶋田 賢氏 本郷 一彦 新ひだか 岡田牧場 ４５８ ― 〃 クビ ８０．１�

（ミラノストリート）

２３ ギャンビット 牡２栗 ５５ 鷹野 宏史西森 鶴氏 中川 公成 新ひだか ニシケンフアーム ５１８ ―１：２９．３１� １１０．５�
７１３ インターラーケン 牡２栗 ５５ 北村 宏司後藤 繁樹氏 古賀 慎明 新冠 競優牧場 ４８２ ―１：２９．５１� ３２．７
４８ ア メ リ ゴ 牡２栗 ５５ 池添 謙一北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 ４２０ ― 〃 クビ ４８．１�
７１４ ホッカイアラカティ 牡２黒鹿５５ 三浦 皇成�北海牧場 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３０ ―１：２９．７１ ４１．５�
８１６ ハローハピネス 牝２黒鹿５４ 吉田 豊青山 洋一氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 ４２８ ―１：３０．８７ １３０．６�
２４ サーストンムーン 牡２鹿 ５５ 角田 晃一齊藤 宣勝氏 加藤 和宏 新冠 ラツキー牧場 ４８４ ―１：３１．６５ １８４．５�
５９ レオミラージュ 牡２芦 ５５ 吉田 隼人�レオ 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム ４３８ ―１：３２．３４ １３７．１�
１１ シンボリボルドー 牡２鹿 ５５ 田中 勝春シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 ４６２ ―１：３２．６２ ６２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，３２０，４００円 複勝： ２２，７５６，６００円 枠連： ２０，９３７，７００円

普通馬連： ５３，３８７，６００円 馬単： ４５，７２５，４００円 ワイド【拡大馬連】： １９，７７３，９００円

３連複： ６３，８２５，０００円 ３連単： １１１，４６８，７００円 計： ３５９，１９５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � １３０円 枠 連（３－３） ５７０円

普通馬連 �� ５７０円 馬 単 �� ８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� １９０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ５２０円 ３ 連 単 ��� １，８６０円

票 数

単勝票数 計 ２１３２０４ 的中 � ８４９３５（１番人気）
複勝票数 計 ２２７５６６ 的中 � ６９８０６（１番人気）� ３８００３（３番人気）� ４３９１６（２番人気）
枠連票数 計 ２０９３７７ 的中 （３－３） ２７１３８（２番人気）
普通馬連票数 計 ５３３８７６ 的中 �� ６９６５５（２番人気）
馬単票数 計 ４５７２５４ 的中 �� ４１６２０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９７７３９ 的中 �� ２１１４９（２番人気）�� ２８５６２（１番人気）�� １４１９７（４番人気）
３連複票数 計 ６３８２５０ 的中 ��� ９２０８８（１番人気）
３連単票数 計１１１４６８７ 的中 ��� ４４４４４（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．０―３６．２―４９．２―１：０２．１―１：１４．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ア ウ ル フ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ア フ リ ー ト 初出走

２００７．４．２３生 牡２栗 母 エアシャキーラ 母母 サトルチェンジ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シンボリボルドー号は，平成２１年１２月８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。



３１０１８１１月８日 晴 良 （２１東京５）第２日 第６競走 ��
��１，３００�サラブレッド系２歳

発走１２時５０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１８．３
１：１８．３

良

良

１１ � アースサウンド 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝 �グリーンファーム 和田 正道 米 Fair Way
Equine, LLC ４７６＋ ６１：１８．１レコード １．７�

２２ スターボード 牡２芦 ５５ 横山 典弘大社 聡氏 矢野 英一 新ひだか 増本牧場 ４８２＋ ４１：１８．２� ９．６�
６７ ベビーネイル 牡２栗 ５５

５２ ▲伊藤 工真山本 英俊氏 藤沢 和雄 浦河 信岡牧場 ４８８＋ ２１：１８．３� ５．４�
３３ � エベレストオー 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 中川牧場 B４８０－１２１：１９．５７ １８０．５�
８１１ タマモコントラバス 牡２黒鹿５５ 田中 勝春タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 ４５４－ ６１：２０．２４ ２２．８�
６８ オ ネ ス ト 牝２黒鹿５４ 吉田 隼人�ミルファーム 保田 一隆 浦河 ミルファーム ４１４－１４１：２０．６２	 １６６．７	
５５ ケイアイデイジー 牝２芦 ５４ 内田 博幸 �啓愛義肢材料販売所 山内 研二 新ひだか 松田 三千雄 ５１６＋１０１：２０．７クビ ４．６

７１０ マチカネソナエアリ 牡２鹿 ５５ 吉田 豊細川 益男氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４５４－ ２ 〃 クビ ３５．９�
７９ ニシノブイシェープ 牡２栗 ５５ 蛯名 正義西山 茂行氏 水野 貴広 むかわ 西山牧場 ５１６＋１４１：２１．１２	 ３２．９�
４４ トーセンモーション 牡２栗 ５５ 三浦 皇成島川 哉氏 柴田 政人 日高 有限会社 エ

スティファーム ４３６－ ４１：２１．２クビ ５５．３�
８１２ リネンパズル 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一戸山 光男氏 南田美知雄 日高 前川 義則 ４５４＋ ６１：２１．６２	 ３５５．８�
５６ エブリイニューデイ 牡２黒鹿５５ 池添 謙一津村 圭一氏 目野 哲也 新ひだか 三石橋本牧場 ５１２－ ４１：２１．９２ ５２．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３１，４６８，９００円 複勝： ５３，２０２，４００円 枠連： １７，５６４，５００円

普通馬連： ７２，５９６，８００円 馬単： ６７，３１６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，７３９，６００円

３連複： ８１，９９４，０００円 ３連単： １７４，４２４，６００円 計： ５２５，３０７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � １５０円 枠 連（１－２） ６８０円

普通馬連 �� ６６０円 馬 単 �� ８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ２３０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� １，０６０円 ３ 連 単 ��� ３，６２０円

票 数

単勝票数 計 ３１４６８９ 的中 � １４８８１５（１番人気）
複勝票数 計 ５３２０２４ 的中 � ２８４７９８（１番人気）� ４３０８９（４番人気）� ６０１５５（３番人気）
枠連票数 計 １７５６４５ 的中 （１－２） １９２８４（３番人気）
普通馬連票数 計 ７２５９６８ 的中 �� ８１３１１（３番人気）
馬単票数 計 ６７３１６２ 的中 �� ５６９５２（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６７３９６ 的中 �� ２５０２４（３番人気）�� ３３０８８（２番人気）�� １０５３８（８番人気）
３連複票数 計 ８１９９４０ 的中 ��� ５７４６９（３番人気）
３連単票数 計１７４４２４６ 的中 ��� ３５６０８（７番人気）

ハロンタイム ６．９―１０．８―１１．０―１１．４―１１．９―１２．４―１３．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
６．９―１７．７―２８．７―４０．１―５２．０―１：０４．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．４―３F３８．０
３ １－（６，７，９）（２，３）１１（４，８，１２）（５，１０） ４ １＝（２，７）（３，９）１１（６，８）４（１０，１２）－５

勝馬の
紹 介

�アースサウンド �
�
父 Yes It’s True �

�
母父 Fit to Fight デビュー ２００９．８．１５ 新潟２着

２００７．４．１３生 牝２栗 母 Leilani’s Song 母母 Aspenglo ３戦２勝 賞金 １４，８００，０００円



３１０１９１１月８日 晴 良 （２１東京５）第２日 第７競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２０分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５５�
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

７１２ シュンカジョウ 牝４鹿 ５５ 内田 博幸河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 ４５４－ ２１：２５．６ ４．２�

７１３ ローブドヴルール 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹�ミルファーム 保田 一隆 日高 小西ファーム ４７６＋ ２１：２５．７� ５．１�
６１０ ニコニコママ 牝４鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真小田切有一氏 古賀 慎明 門別 山本 通則 B４８４± ０ 〃 アタマ ２０．６�
８１４ メジロスプレンダー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲草野 太郎�メジロ牧場 尾形 充弘 洞爺 メジロ牧場 ４５４± ０１：２５．８� １０．２�
３５ ダイワバーガンディ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B４６８＋ ２１：２６．０１� ８．１�
４６ インディストラーダ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司 �社台レースホース松山 康久 追分 追分ファーム B５１２－ ２１：２６．１クビ ３．９�
４７ ミスティフォレスト 牝４青鹿５５ C．ルメール 	グリーンファーム 加藤 征弘 早来 ノーザンファーム ４６６＋ ２ 〃 クビ ６．１


（仏）

１１ � ジーガーウイング 牝５鹿 ５５ 田中 勝春�ジーガー 佐々木亜良 新冠 須崎牧場 B５０４＋１４１：２６．２クビ ２３９．５�
６１１ カヤドーモトヒメ 牝３栗 ５４ 吉田 豊黒澤 尚氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド ４７２＋１２１：２６．４１� ４５．５�
５８ � エムアイティアラ 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義礒川 正明氏 佐々木亜良 静内（有）石川牧場 ４８２－ ２１：２６．６１ １５．８
８１５ テングジョウ 牝４鹿 ５５ 菊沢 隆徳中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ４８８＋ ４１：２６．７� ３０．３�
２２ � ベ レ ン バ ン 牝３芦 ５４ 秋山真一郎大崎 幸路氏 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 ４６６－ ４ 〃 ハナ １８２．５�
３４ フレアリングローズ 牝３鹿 ５４ 郷原 洋司山口 克己氏 本郷 一彦 平取 山口 明彦 ４９０－ ６１：２７．１２� ３１４．２�
５９ マジュスキュール 牝４栗 ５５ 柴山 雄一�ターフ・スポート佐々木亜良 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム B４３４± ０１：２７．７３� ２３７．０�
２３ � ラ ク エ ン 牝５芦 ５５ 小林 淳一江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド ４５８＋ ８１：２９．８大差 ４４４．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，３６７，６００円 複勝： ３６，３８９，１００円 枠連： ２６，５３３，８００円

普通馬連： ８０，６４８，２００円 馬単： ５０，９２９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，５６９，７００円

３連複： ８８，８４５，２００円 ３連単： １５１，４４８，０００円 計： ４８３，７３０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １５０円 � １９０円 � ４４０円 枠 連（７－７） ８３０円

普通馬連 �� ７８０円 馬 単 �� １，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� １，２７０円 �� １，６７０円

３ 連 複 ��� ５，３５０円 ３ 連 単 ��� ２２，７１０円

票 数

単勝票数 計 ２２３６７６ 的中 � ４２４５８（２番人気）
複勝票数 計 ３６３８９１ 的中 � ７７８７１（１番人気）� ５５３３１（３番人気）� １６３３１（８番人気）
枠連票数 計 ２６５３３８ 的中 （７－７） ２３８５９（３番人気）
普通馬連票数 計 ８０６４８２ 的中 �� ７６８４７（１番人気）
馬単票数 計 ５０９２９０ 的中 �� ２５１６５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６５６９７ 的中 �� ２４９７７（１番人気）�� ４７９８（１９番人気）�� ３５９２（２４番人気）
３連複票数 計 ８８８４５２ 的中 ��� １２２６２（２１番人気）
３連単票数 計１５１４４８０ 的中 ��� ４９２３（８３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．９―３６．０―４８．２―１：００．１―１：１２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．６―３F３７．４
３ １（７，２，１２）１３（１０，１４）５，１１（３，４）（６，８，９，１５） ４ ・（１，１２）（２，１３）（７，１０，１４）５，１１－（４，８，１５）－６（３，９）

勝馬の
紹 介

シュンカジョウ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２００７．１１．２３ 東京１着

２００５．４．１７生 牝４鹿 母 フブキジョウ 母母 コ イ ジ ョ ウ １５戦３勝 賞金 ３６，５００，０００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。



３１０２０１１月８日 晴 良 （２１東京５）第２日 第８競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時５０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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

７１３ ケイアイマーズ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 静内 大滝 康晴 ４６４＋１２１：３９．１ ２４．２�

８１６� ティグフォルテ 牡４栗 ５７ 大庭 和弥�嶋 祐子氏 牧 光二 米 Boyd Lynch ４９０－ ２ 〃 アタマ ２３．１�
１１ ボンバルディエーレ 牡３芦 ５６ 柴田 善臣吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム ４７２± ０１：３９．２� ３．２�
３５ � ダノンアスコット 牡３栗 ５６ C．スミヨン�ダノックス 森 秀行 米 Overbrook

Farm ５０２＋ ４１：３９．３	 １１．９�
（仏）

６１１ ジェイズバニヤン 牡３芦 ５６ 横山 典弘津村 靖志氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ５３８＋１２ 〃 ハナ ３．９�
５１０ ハリマノワタリドリ 牡３栗 ５６ 松岡 正海福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 ４５８－１０１：３９．７２	 ２５．１�
７１４ リアルディール 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝荒井 壽明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 ５２６＋２２１：３９．８	 ３５．２	
６１２ ツクバタイヨウ 牡３栗 ５６ 内田 博幸荻原 昭二氏 松山 康久 平取 協栄組合 ４５２＋ ４１：３９．９	 ３．３

２３ � ベイビーローズ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊広尾レース� 小崎 憲 愛 Rockhart

Traping Ltd ４６４－ ４１：４０．０	 ３６．６�
４７ クラッカージャック 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成齊藤四方司氏 土田 稔 門別 下河辺牧場 B４８２－ ４１：４０．１クビ ３８．６�
４８ エイダイハリケーン 牡３芦 ５６ 蛯名 正義東振牧場 武市 康男 むかわ 東振牧場 ４６０－ ４１：４０．２	 ６４．４�
１２ ロードクリムゾン 
３栗 ５６

５３ ▲伊藤 工真 �ロードホースクラブ 松山 将樹 平取 稲原 肇 ４３６＋３０１：４０．８３	 ８９．６�
８１５� セトウチモモタロー 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹高橋 勉氏 松永 康利 門別 タバタファーム ５１４＋ ７１：４１．２２	 １２８．６�
５９ � レオパレード 牡３鹿 ５６ C．ルメール 吉田 和美氏 加藤 征弘 英 Shortgrove

Manor Stud ４６８＋ ８１：４１．３クビ ２０．４�
（仏）

２４ � ダイショウサンダー 牡５鹿 ５７ 加藤士津八馬場 �晃氏 佐々木亜良 様似 ホウセイ牧場 ４７２－ ４１：４２．８９ ４０１．３�
３６ � スルーザグリーン 
５鹿 ５７ 南田 雅昭誓山 正伸氏 南田美知雄 浦河 杵臼牧場 ４７６± ０１：４２．９	 ３８９．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，７５４，７００円 複勝： ４１，１９３，２００円 枠連： ２９，８３４，３００円

普通馬連： １００，３７３，３００円 馬単： ６３，０３６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，０６７，７００円

３連複： １０６，３４１，０００円 ３連単： １８７，８５５，８００円 計： ５９０，４５６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４２０円 複 勝 � ６３０円 � ５２０円 � １７０円 枠 連（７－８） ９，７２０円

普通馬連 �� ２４，１６０円 馬 単 �� ５８，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，６００円 �� １，８６０円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� ２７，９６０円 ３ 連 単 ��� ３１５，８１０円

票 数

単勝票数 計 ２７７５４７ 的中 � ９０５７（７番人気）
複勝票数 計 ４１１９３２ 的中 � １４１３７（８番人気）� １７８２１（７番人気）� ８８７１５（２番人気）
枠連票数 計 ２９８３４３ 的中 （７－８） ２２６６（２１番人気）
普通馬連票数 計１００３７３３ 的中 �� ３０６７（４７番人気）
馬単票数 計 ６３０３６９ 的中 �� ７９４（１０１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４０６７７ 的中 �� １２３１（５３番人気）�� ４５０１（２０番人気）�� ８４６６（８番人気）
３連複票数 計１０６３４１０ 的中 ��� ２８０７（７６番人気）
３連単票数 計１８７８５５８ 的中 ��� ４３９（６５８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１２．４―１２．８―１２．８―１２．１―１１．７―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．０―３６．４―４９．２―１：０２．０―１：１４．１―１：２５．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．９―３F３７．１
３ １６，５，１３（３，９，１４）（１，７，１２，１１）８（２，１５）（４，１０，６） ４ ・（１６，５）１３（３，９，１４）（１，７，１２，１１）－８（２，１５，１０）－（４，６）

勝馬の
紹 介

ケイアイマーズ �
�
父 デ ヒ ア �

�
母父 Relaunch デビュー ２００８．７．６ 福島１５着

２００６．３．２７生 牡３鹿 母 アドベンチャーオン 母母 Why Me Lord ９戦２勝 賞金 １６，２００，０００円
※ダイショウサンダー号は，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。



３１０２１１１月８日 晴 良 （２１東京５）第２日 第９競走 ��
��１，８００�

り っ と う

立 冬 特 別
発走１４時２５分 （芝・左）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ２４５，０００円 ７０，０００円 ３５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

３３ ム ク ド ク 牡３青鹿５５ C．ルメール 平井 龍司氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９６－ ６１：４９．６ ５．６�

（仏）

７７ サトノエクスプレス 牡３栗 ５５ 池添 謙一里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５１８－ ８ 〃 アタマ ５．３�
１１ ホ ク レ レ 牝５鹿 ５５ 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 後藤 由之 千歳 社台ファーム ４７８－ ２ 〃 クビ ３．７�
８９ シャインモーメント 牡４栗 ５７ 横山 典弘�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４７８－ ６１：４９．８１ １５．７�
８８ シングライクバード 牝４鹿 ５５ C．スミヨン �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム ４７８± ０ 〃 クビ ２．４�

（仏）

４４ シングンレジェンド 牡３鹿 ５５ 小林 淳一伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４５４± ０１：４９．９クビ １６．６	
５５ ディアーウィッシュ 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成臼田 浩義氏 秋山 雅一 早来 ノーザンファーム ５１８＋ ２１：５０．３２� ３９．５

６６ サムデイシュアー 牡５鹿 ５７ 北村 宏司�ジェイアール 岩戸 孝樹 浦河 信岡牧場 ４６４－ ４１：５０．４� ２８．２�
２２ マチカネノワキ 牡６鹿 ５７ 吉田 隼人細川 益男氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ５６４＋ ６１：５０．８２� ７５．６�

（９頭）

売 得 金

単勝： ３０，５３０，５００円 複勝： ３８，１０２，３００円 枠連： ２１，４７７，３００円

普通馬連： ９９，２８２，４００円 馬単： ７５，３４３，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，２７６，３００円

３連複： ９３，７９５，９００円 ３連単： ２６８，１５５，４００円 計： ６５５，９６３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � ２００円 � １８０円 � １７０円 枠 連（３－７） １，７１０円

普通馬連 �� １，７７０円 馬 単 �� ３，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� ３３０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� １，９６０円 ３ 連 単 ��� １２，８００円

票 数

単勝票数 計 ３０５３０５ 的中 � ４３５４２（４番人気）
複勝票数 計 ３８１０２３ 的中 � ４６８６４（４番人気）� ５８３０１（３番人気）� ６３８６７（２番人気）
枠連票数 計 ２１４７７３ 的中 （３－７） ９２７４（８番人気）
普通馬連票数 計 ９９２８２４ 的中 �� ４１５０３（８番人気）
馬単票数 計 ７５３４３２ 的中 �� １６９９９（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９２７６３ 的中 �� １１５８９（８番人気）�� ２３２９８（４番人気）�� １８０７５（５番人気）
３連複票数 計 ９３７９５９ 的中 ��� ３５３７１（７番人気）
３連単票数 計２６８１５５４ 的中 ��� １５４６７（４２番人気）

ハロンタイム １３．３―１１．８―１２．５―１２．９―１２．８―１２．６―１１．４―１０．８―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．３―２５．１―３７．６―５０．５―１：０３．３―１：１５．９―１：２７．３―１：３８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．３―３F３３．７

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ム ク ド ク 
�
父 マンハッタンカフェ 

�
母父 Boston Harbor デビュー ２００８．１０．２６ 東京４着

２００６．２．１生 牡３青鹿 母 フリーダムトレイル 母母 ア セ マ ５戦２勝 賞金 ２２，７４５，０００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。



３１０２２１１月８日 晴 良 （２１東京５）第２日 第１０競走 ��
��２，１００�

あ か ふ じ

赤富士ステークス
発走１５時００分 （ダート・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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０６．７
２：０５．９

良

良

８１５ ロールオブザダイス 牡４栗 ５７ C．ルメール �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５８＋１２２：１２．１ ７．１�
（仏）

２４ オメガファルコン 牡４鹿 ５７ 横山 典弘原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４９６－ ６ 〃 クビ １０．６�
４８ シビルウォー 牡４鹿 ５７ 吉田 豊 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７２－ ２２：１２．３１� ３．４�
３５ 	 サクラロミオ 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎�さくらコマース羽月 友彦 静内 新和牧場 ５０２－ ８ 〃 クビ ２．５�
６１２ グランプリサクセス 牡５芦 ５７ 後藤 浩輝�グランプリ 小崎 憲 鵡川 東振牧場 ４６２－ ６２：１２．５
 ６１．１�
４７ ヒラボクオウショー 牡５鹿 ５７ 池添 謙一�平田牧場 大久保龍志 静内 千代田牧場 ５２０－１２ 〃 クビ ３５．７	
１１ 	 グランドバイオ 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹バイオ� 松山 将樹 門別 日高大洋牧場 ５０８＋ ６ 〃 ハナ ３２．０

７１３ ケアレスウィスパー 牝５栗 ５５ C．スミヨン 吉田 勝己氏 松元 茂樹 早来 ノーザンファーム ４６６－ ８２：１２．９２� １０．６�

（仏）

５９ ブライアンズエッセ 牡６栗 ５７ 吉田 隼人青山 洋一氏 平田 修 静内 岡田牧場 ５０２＋ ２２：１３．０クビ ６６．９�
２３ カネスラファール 牡５黒鹿５７ 三浦 皇成杉澤 光雄氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ４９０＋ ４２：１３．４２� ３３．４
６１１� サンワードラン 牡７鹿 ５７ 鮫島 良太佐藤 幸彦氏 武 宏平 米 Silverleaf

Farms, Inc. ５０６± ０２：１３．５
 ２８８．６�
５１０ パープルイーグル 牡７栗 ５７ 柴山 雄一中野 銀十氏 飯田 雄三 浦河 山春牧場 ５２０± ０２：１３．６� ３４．９�
１２ メ ン デ ル 牡７鹿 ５７ 角田 晃一太田 美實氏 梅田 智之 静内 藤原牧場 B４８２＋ ８２：１３．８
 １９．７�
３６ モ チ 牡５青鹿５７ 柴田 善臣小田切有一氏 田中 章博 白老 社台牧場 ５０２－ ４２：１４．６５ １１１．６�
７１４ アドマイヤミリオン 牡５鹿 ５７ 田中 勝春近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ５３８＋ ４２：１４．８１ ８３．９�
８１６ マルブツクロス 牡６芦 ５７ 小林 久晃大澤 毅氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 B５２４± ０ 〃 クビ ３１９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４３，１７５，８００円 複勝： ６６，８５８，９００円 枠連： ４４，５４５，７００円

普通馬連： ２０７，９４５，１００円 馬単： １１５，０３９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ５５，９５８，３００円

３連複： ２０９，７０５，３００円 ３連単： ４０１，２５０，０００円 計： １，１４４，４７９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２３０円 � ３１０円 � １３０円 枠 連（２－８） ３，０１０円

普通馬連 �� ４，４５０円 馬 単 �� ８，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４４０円 �� ５１０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� ４，８５０円 ３ 連 単 ��� ４３，１３０円

票 数

単勝票数 計 ４３１７５８ 的中 � ４８２３２（３番人気）
複勝票数 計 ６６８５８９ 的中 � ６６１１９（３番人気）� ４３９８９（５番人気）� １９３１５６（１番人気）
枠連票数 計 ４４５４５７ 的中 （２－８） １０９２２（１３番人気）
普通馬連票数 計２０７９４５１ 的中 �� ３４５４０（１４番人気）
馬単票数 計１１５０３９９ 的中 �� ９８０９（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５５９５８３ 的中 �� ９０９１（１４番人気）�� ２８７０１（４番人気）�� １７１９８（７番人気）
３連複票数 計２０９７０５３ 的中 ��� ３１９２２（１２番人気）
３連単票数 計４０１２５００ 的中 ��� ６８６７（１１２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．０―１８．７―３１．３―４３．９―５７．０―１：１０．５―１：２３．７―１：３６．２―１：４８．１―１：５９．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３５．９
１
３

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

勝馬の
紹 介

ロールオブザダイス �
�
父 トワイニング �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１２．２ 阪神１着

２００５．４．３０生 牡４栗 母 ラブフォーエバー 母母 ノンストップレディ ２０戦５勝 賞金 ８２，８２７，０００円
［他本会外：２戦０勝］

〔発走時刻の変更〕 １５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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 エターナルスマイル号・ストラディヴァリオ号・メイショウゲンスイ号
※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。



３１０２３１１月８日 晴 良 （２１東京５）第２日 第１１競走 ��
��２，５００�第４７回アルゼンチン共和国杯（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （芝・左）

３歳以上，２０．１１．８以降２１．１１．１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社会福祉省賞（１着）

賞 品
本 賞 ５８，０００，０００円 ２３，０００，０００円 １５，０００，０００円 ８，７００，０００円 ５，８００，０００円
付 加 賞 １，２８８，０００円 ３６８，０００円 １８４，０００円
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

２：２９．８
２：２９．５

良

良

３６ ミヤビランベリ 牡６栗 ５７．５ 吉田 隼人村上 義勝氏 加藤 敬二 静内 原 武久 ４９６－ ６２：３０．９ ２５．１�

４８ アーネストリー 牡４鹿 ５５ 松岡 正海前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２２－ ２２：３１．１１ ８．２�
７１３ ヒカルカザブエ 牡４黒鹿５６ 秋山真一郎�橋 京子氏 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４７０－ ２２：３１．３１� ２４．８�
７１４ サンライズマックス 牡５黒鹿５７．５ 横山 典弘松岡 隆雄氏 増本 豊 新冠 ヒカル牧場 ４４６＋ ４ 〃 ハナ ９．６�
８１７ ジャガーメイル 牡５鹿 ５７ C．スミヨン 吉田 和美氏 堀 宣行 浦河 アイオイファーム ４８４＋ ６２：３１．４クビ ３．８�

（仏）

２３ トウカイトリック 牡７鹿 ５７ 蛯名 正義内村 正則氏 野中 賢二 三石 土田 扶美子 ４４６－ ６ 〃 アタマ ５３．３�
３５ モンテクリスエス 牡４鹿 ５６ 柴田 善臣毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 ５５０－ ６２：３１．５� １６．３�
２４ ハイアーゲーム 牡８青鹿５６ 田中 勝春臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B５１２＋ ４２：３１．６� ２４．６	
４７ トーホウアラン 牡６栗 ５７．５ 鮫島 良太東豊物産
 藤原 英昭 三石 前川 正美 ４９６－ ８２：３１．７� ２２．１�
６１２ トウショウウェイヴ 牡４黒鹿５５ 吉田 豊トウショウ産業
 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４７６＋ ６２：３１．９１� ７．８�
１１ 	 ダンスアジョイ 牡８黒鹿５６ 角田 晃一加藤 泰章氏 松永 幹夫 門別 白瀬 明 ５０６－ ４２：３２．１１� ４５．８
５９ スマートギア 牡４栗 ５６ 内田 博幸大川 徹氏 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４５８－ ２ 〃 クビ ４．１�
６１１ エアジパング 
６鹿 ５６ 池添 謙一 
ラッキーフィールド藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４４６＋ ４ 〃 ハナ ５４．２�
８１６ ヴィーヴァヴォドカ 牝３黒鹿５０ 後藤 浩輝芹澤 精一氏 勢司 和浩 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４± ０ 〃 ハナ ４６．７�
８１８ ハギノジョイフル 
５鹿 ５２ 三浦 皇成安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４７０＋ ４２：３２．２クビ ５０．８�
１２ エフティマイア 牝４鹿 ５３ 北村 宏司吉野 英子氏 鹿戸 雄一 早来 ノーザンファーム ４４２± ０ 〃 ハナ １２６．５�
７１５ トーセンキャプテン 牡５鹿 ５７ C．ルメール 島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４９０± ０ 〃 ハナ １９．３�

（仏）

５１０ ブレーヴハート 牡７黒鹿５４ 小野 次郎吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５２２± ０２：３２．４１� １２４．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７３，２４９，２００円 複勝： ２３２，８９５，４００円 枠連： ２２４，３７９，７００円

普通馬連： １，０１９，５５８，３００円 馬単： ５４８，３３２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２５７，１１９，２００円

３連複： １，２３１，６４５，９００円 ３連単： ２，４５０，２６３，４００円 計： ６，１３７，４４４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，５１０円 複 勝 � ９２０円 � ４１０円 � ８００円 枠 連（３－４） ３，０６０円

普通馬連 �� １３，５２０円 馬 単 �� ３４，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，６９０円 �� ７，４１０円 �� ４，４６０円

３ 連 複 ��� １２１，０４０円 ３ 連 単 ��� ９２２，６００円

票 数

単勝票数 計１７３２４９２ 的中 � ５４３９７（１１番人気）
複勝票数 計２３２８９５４ 的中 � ６４２６７（１１番人気）� １６０５４４（５番人気）� ７５０６９（１０番人気）
枠連票数 計２２４３７９７ 的中 （３－４） ５４２３８（１６番人気）
普通馬連票数 計１０１９５５８３ 的中 �� ５５６７４（４５番人気）
馬単票数 計５４８３３２９ 的中 �� １１８７５（１０２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２５７１１９２ 的中 �� １３５２４（５５番人気）�� ８５０５（７５番人気）�� １４２３０（５１番人気）
３連複票数 計１２３１６４５９ 的中 ��� ７５１０（２８３番人気）
３連単票数 計２４５０２６３４ 的中 ��� １９６０（１７９４番人気）

ハロンタイム ７．３―１１．４―１２．１―１２．５―１２．５―１２．３―１２．１―１１．７―１２．０―１２．３―１１．０―１１．８―１１．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．３―１８．７―３０．８―４３．３―５５．８―１：０８．１―１：２０．２―１：３１．９―１：４３．９―１：５６．２―２：０７．２―２：１９．０

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ミヤビランベリ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー ２００６．５．７ 京都３着

２００３．３．２８生 牡６栗 母 ア ス テ オ ン 母母 ピアレスレデイ ２０戦７勝 賞金 ２７３，６７４，０００円
※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。
（非抽選馬） ５頭 ゴーウィズウィンド号・スノークラッシャー号・ダイバーシティ号・ダイワワイルドボア号・メトロシュタイン号
※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。



３１０２４１１月８日 晴 良 （２１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 （芝・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 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

１１ ドリームスカイラブ 牡４黒鹿５７ 吉田 隼人セゾンレースホース� 高橋 祥泰 平取 北島牧場 ４９８± ０１：２０．８ ７．２�

２２ � ナイキアプロード �５黒鹿 ５７
５４ ▲伊藤 工真小野 誠治氏 古賀 史生 米

Michael Levy, Robert
Levy & Mr. & Mrs. Fran-
cis Vanlangendonck

B４８０－ ６ 〃 クビ ６．４�
４５ メイウインド 牝３黒鹿５４ 内田 博幸千明牧場 松山 康久 安平 ノーザンファーム ４７４－ ２１：２１．１１	 ６．２�
３３ 
 アラマサローズ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４３６＋ ６１：２１．３１� １８．６�
８１３ ヴ ェ リ タ ス 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 岡田 稲男 静内 岡田スタツド ４５８－ ４ 〃 ハナ ５．７�
７１１ ショウナンアクロス 牡４鹿 ５７ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２＋ ６１：２１．４クビ ７．０	
８１２ キョウエイストーム 牡４芦 ５７ 蛯名 正義田中 晴夫氏 中川 公成 三石 田湯牧場 ４３０－ ４１：２１．６１� １２．８

６９ アウトオブオーダー 牡３鹿 ５６ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４９０－ ４１：２１．７� ５．４�
５７ ポールアックス 牡３鹿 ５６ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B５２４＋ ２１：２１．９１� １４．３�
６８ サクライダテン 牡４青鹿５７ 三浦 皇成�さくらコマース伊藤 圭三 静内 新和牧場 ４５２± ０ 〃 ハナ ２７．１
５６ スイートライラ 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝シンボリ牧場 菊川 正達 静内 シンボリ牧場 ４５４＋１０１：２２．１１ ７７．３�
４４ ヴィヴァーチェ 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一 �荻伏服部牧場 小島 茂之 浦河 荻伏服部牧場 ４４６± ０ 〃 クビ ２１１．３�
７１０ ゴールドエンデバー 牡３鹿 ５６ C．スミヨン�テンジン 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４８６＋ ２１：２３．２７ ２２．５�

（仏）

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４７，３２２，１００円 複勝： ７１，１１５，６００円 枠連： ４３，９６８，５００円

普通馬連： ２１２，７３６，２００円 馬単： １０８，７９２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ５４，７８５，９００円

３連複： １９８，０９６，６００円 ３連単： ４２９，９５４，２００円 計： １，１６６，７７１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２２０円 � ２６０円 � ２１０円 枠 連（１－２） １，８００円

普通馬連 �� １，７２０円 馬 単 �� ３，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５４０円 �� ６７０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� ３，４３０円 ３ 連 単 ��� １３，６４０円

票 数

単勝票数 計 ４７３２２１ 的中 � ５２０００（６番人気）
複勝票数 計 ７１１１５６ 的中 � ９００４２（４番人気）� ６９４４２（６番人気）� ９７０２１（２番人気）
枠連票数 計 ４３９６８５ 的中 （１－２） １８０９３（８番人気）
普通馬連票数 計２１２７３６２ 的中 �� ９１６７６（４番人気）
馬単票数 計１０８７９２８ 的中 �� ２５３３９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５４７８５９ 的中 �� ２５９４０（１番人気）�� ２０３１３（４番人気）�� １６３３４（１０番人気）
３連複票数 計１９８０９６６ 的中 ��� ４２７１５（１番人気）
３連単票数 計４２９９５４２ 的中 ��� ２３２７８（１番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．６―１１．０―１１．５―１１．１―１１．７―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．１―３４．１―４５．６―５６．７―１：０８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３５．２
３ ２－１０－１（８，１２）（３，６）７（４，５，１３）９，１１ ４ ２－１０－１－（８，１２）３，６（４，５，７）１３，９，１１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドリームスカイラブ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 Lear Fan デビュー ２００７．６．２３ 福島７着

２００５．３．３生 牡４黒鹿 母 ファンザブリーズ 母母 Screen Scene ２４戦４勝 賞金 ４９，７５２，０００円
〔制裁〕 サクライダテン号の騎手三浦皇成は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。（６番・３番・７番への進路

影響）
※ゴールドエンデバー号・スイートライラ号は，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。



（２１東京５）第２日 １１月８日（日曜日） 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
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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２８９，５４０，０００円
２，１１０，０００円
１０，０３０，０００円
２，７３０，０００円
３０，２６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６１，５８３，０００円
４，７００，０００円
１，６７３，１００円

勝馬投票券売得金
４７２，９９４，１００円
７２１，４０１，１００円
４９４，６５８，４００円
２，０６６，８９４，９００円
１，２６２，２６１，０００円
５８４，７９５，７００円
２，３２６，３６８，７００円
４，６６９，３５４，３００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １２，５９８，７２８，２００円

総入場人員 ５２，２８４名 （有料入場人員 ）




