
３１０４９１１月２１日 晴 稍重 （２１東京５）第５日 第１競走 ��
��１，３００�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

１：１８．１
１：１８．１

良

良

１１ � ケイアイブリザード 牡２芦 ５５ 岩田 康誠 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 米 Gainesway Thor-
oughbreds Ltd. ４７０＋ ２１：２０．５ ３．４�

４７ シングンデパーチャ 牡２栗 ５５ 北村 宏司伊坂 重憲氏 本間 忍 浦河 三枝牧場 ５０８－ ２１：２０．８２ ９３．０�
８１６ ミスタールイス 牡２青 ５５ 内田 博幸田島榮二郎氏 矢野 英一 新ひだか 原 忠夫 ４５０± ０１：２０．９クビ ６．１�
８１５ マキシムクローバー 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥小田 廣美氏 石栗 龍彦 日高 大沢育成牧場 ４３２＋ ４１：２１．３２� ６０．９�
５１０ エンダーズシャドウ 牡２黒鹿５５ C．スミヨン 飯塚 知一氏 斎藤 誠 平取 坂東牧場 ４６０＋ ２１：２１．６１� ４４．４�

（仏）

６１１ エムオーハンズ 牝２栗 ５４ 三浦 皇成大浅 貢氏 鹿戸 雄一 むかわ 貞広 賢治 ４５２± ０１：２１．７� ８．４�
３６ ショウナンアッパレ 牡２栗 ５５ 田中 勝春国本 哲秀氏 本間 忍 浦河 桑田牧場 ４９６－ ２１：２２．０２ １１．５	
５９ � ツクバグローバル 牡２黒鹿５５ 藤田 伸二荻原 昭二氏 土田 稔 米 James M.

Herbener Jr. ４７０－ ２１：２２．１クビ ２．２

７１４ ネ コ キ ッ ク 牝２鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真桐谷 茂氏 星野 忍 日高 豊洋牧場 ４９０＋ ４１：２２．４２ ８２．４�
２３ ダイワシュガー 牝２黒鹿５４ A．クラストゥス 大城 敬三氏 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 ４１４＋ ２１：２３．０３� １３７．３�

（仏）

１２ ホクセツトップ 牡２鹿 ５５ 小野 次郎平島 尚武氏 根本 康広 新冠 ムラカミファーム ４２６± ０１：２３．１� １９０．７
７１３ トウショウチャンス 牡２黒鹿５５ 田面木博公トウショウ産業� 高松 邦男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４４４＋ ２ 〃 クビ ５３．９�
４８ イ ワ イ ザ ケ 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 ４３２－ ２１：２３．２クビ ４５．５�
３５ エコドライブ 牡２鹿 ５５ 柴田 大知島田 久氏 柴崎 勇 浦河 秋場牧場 ４５４－ ４ 〃 ハナ ２５６．５�
６１２ 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 ４８０－ ４１：２４．５８ ２５１．６�
２４ マルタカトップラン 牡２鹿 ５５ 丹内 祐次�橋まゆみ氏 清水 美波 新ひだか 株式会社平井牧場 ４１６－ ２１：２６．１１０ １３４．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，３１０，２００円 複勝： ２６，３８２，９００円 枠連： １１，５１７，１００円

普通馬連： ４３，１２１，２００円 馬単： ３２，３５１，５００円 ワイド【拡大馬連】： １６，７８３，２００円

３連複： ５２，７６０，５００円 ３連単： ９４，６０７，６００円 計： ２９０，８３４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １６０円 � ２，６００円 � ２１０円 枠 連（１－４） ４，７６０円

普通馬連 �� １２，１４０円 馬 単 �� １７，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，１７０円 �� ３７０円 �� ５，８６０円

３ 連 複 ��� １８，９３０円 ３ 連 単 ��� １４３，３７０円

票 数

単勝票数 計 １３３１０２ 的中 � ３１６１８（２番人気）
複勝票数 計 ２６３８２９ 的中 � ５４３２２（２番人気）� １８６０（１１番人気）� ３５１９０（３番人気）
枠連票数 計 １１５１７１ 的中 （１－４） １７８６（１３番人気）
普通馬連票数 計 ４３１２１２ 的中 �� ２６２３（２１番人気）
馬単票数 計 ３２３５１５ 的中 �� １３４６（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６７８３２ 的中 �� １２１７（２４番人気）�� １３１０５（３番人気）�� ６５０（３５番人気）
３連複票数 計 ５２７６０５ 的中 ��� ２０５７（３８番人気）
３連単票数 計 ９４６０７６ 的中 ��� ４８７（２５３番人気）

ハロンタイム ７．３―１１．１―１１．６―１２．３―１２．２―１２．５―１３．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．３―１８．４―３０．０―４２．３―５４．５―１：０７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ケイアイブリザード �
�
父 Tapit �

�
母父 Salt Lake デビュー ２００９．９．１２ 阪神２着

２００７．２．２０生 牡２芦 母 Investagain 母母 Myun ５戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔その他〕 エムオーハンズ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マルタカトップラン号は，平成２１年１２月２１日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 エムオーハンズ号は，平成２１年１２月２１日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ナムラトリトン号・ハナコチャン号
（非抽選馬） ２頭 デルマカリグラ号・ユキノマドンナ号
※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。



３１０５０１１月２１日 晴 良 （２１東京５）第５日 第２競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時２０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

７１５ ガ ル ボ 牡２青 ５５ 岩田 康誠石川 一義氏 清水 英克 様似 �村 伸一 ４５４＋ ６１：２２．８ ２．８�

５１０ ベネディーレ 牝２鹿 ５４ 北村 宏司�大樹ファーム 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 ４６４＋ ２１：２３．０１� ７．１�
８１８ ネバークイン 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成澤 洋氏 河野 通文 新ひだか マークリ牧場 ４５６＋ ２１：２３．２１ ３６．０�
５９ キルシュバウム 牝２栗 ５４ 横山 典弘ディアレスト 加藤 和宏 平取 びらとり牧場 ４３６－ ６ 〃 クビ ９．３�
３６ ユウキサンオーラ 牝２鹿 ５４ 郷原 洋司ちきり組合 郷原 洋行 新ひだか クドウファーム ４１８＋１０１：２３．４１� １３５．１�
４７ サ ヤ ン ク ー 牝２鹿 ５４ A．クラストゥス 加藤 信之氏 藤沢 和雄 浦河 斉藤 政志 ４９２＋２４１：２３．５� １２．９�

（仏）

８１７ ブルームーンピサ 牝２芦 ５４ 田中 勝春市川 義美氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム ４７２－ ８ 〃 クビ ４．４	
７１４ ウインディーリング 牝２青鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真細谷 典幸氏 鈴木 伸尋 日高 藤本ファーム ４３２－ ４１：２３．７１� １３．９

７１３ カゼノマイヒメ 牝２黒鹿５４ 五十嵐雄祐岡田 牧雄氏 高木 登 日高 佐々木 直孝 ４１６± ０１：２４．０１� ８５．２�
６１２ コスモマイティーン 牝２鹿 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高木 登 新ひだか 田中 春美 ４３４＋ ６ 〃 アタマ ４７３．８�
６１１ サベラージュ 牡２青鹿５５ 内田 博幸 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム B４５２± ０１：２４．１� ６．０
８１６ サニーエリザベス 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４０６－ ２１：２４．４１� １２３．４�
２４ ド ロ ッ プ 牝２栗 ５４ 菊沢 隆徳山本 武司氏 高市 圭二 日高 広富牧場 ４３６＋１０１：２４．５� ２４．７�
１２ パッションフルーツ 牝２鹿 ５４ 藤岡 佑介飯田 正剛氏 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 ４４８－ ２１：２４．７１� ３０３．４�
３５ ランコントレ 牝２鹿 ５４

５１ ▲国分 優作�橋 信博氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４１８－ ８１：２４．８� ４０３．７�
２３ スプリングボーデン 牡２栗 ５５ 柄崎 将寿加藤 春夫氏 柄崎 孝 様似 堀 弘康 ４６２＋ ２ 〃 ハナ ５１８．８�
４８ ヤマノアラシ 牡２青 ５５ 小林 淳一山泉 恵宥氏 石栗 龍彦 新冠 高瀬牧場 ４７４± ０１：２４．９� ６１３．９�
１１ ア ブ サ ン 牝２鹿 ５４ 小野 次郎阿部 紀子氏 清水 利章 新ひだか キヨタケ牧場 ４１４－ ８１：２５．０� ２１６．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １３，１６５，４００円 複勝： ２２，３４１，５００円 枠連： １２，９６７，１００円

普通馬連： ４０，７７９，９００円 馬単： ２７，２９２，０００円 ワイド【拡大馬連】： １４，３５５，８００円

３連複： ４７，８７３，２００円 ３連単： ７０，１８２，９００円 計： ２４８，９５７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � ２１０円 � ７３０円 枠 連（５－７） ４４０円

普通馬連 �� ８８０円 馬 単 �� １，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� １，５８０円 �� ３，０７０円

３ 連 複 ��� ７，６００円 ３ 連 単 ��� ２６，２２０円

票 数

単勝票数 計 １３１６５４ 的中 � ３７２６７（１番人気）
複勝票数 計 ２２３４１５ 的中 � ６０６６５（１番人気）� ２７８８７（４番人気）� ５４６７（９番人気）
枠連票数 計 １２９６７１ 的中 （５－７） ２１８７８（１番人気）
普通馬連票数 計 ４０７７９９ 的中 �� ３４３９９（３番人気）
馬単票数 計 ２７２９２０ 的中 �� １５２６９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４３５５８ 的中 �� ９４６３（３番人気）�� ２１３８（２３番人気）�� １０７７（３１番人気）
３連複票数 計 ４７８７３２ 的中 ��� ４６５３（２６番人気）
３連単票数 計 ７０１８２９ 的中 ��� １９７６（８６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．１―３５．９―４８．０―５９．５―１：１０．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ガ ル ボ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー ２００９．７．２６ 札幌９着

２００７．５．５生 牡２青 母 ヤマトダマシイ 母母 ハ ハ ゴ ゼ ン ４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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 アイアイレインボー号
※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。



３１０５１１１月２１日 晴 良 （２１東京５）第５日 第３競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１０時５０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

１：３４．５
１：３３．１

良

良

８１６ ハンソデバンド 牡２黒鹿５５ 内田 博幸渡邊 隆氏 尾形 充弘 苫小牧 藤沢 武雄 ４７２＋ ４１：３５．４ １．５�

５１０ コスモクロッシング 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 新冠 前川 隆範 B４８４－ ４１：３５．７１� ２６．６�
４７ コスモカンタービレ 牡２黒鹿５５ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 ４９８－ ２１：３５．８� ９０．７�
２４ チャレンジフラッグ 牝２芦 ５４ 岩田 康誠石橋 忠之氏 阿部 新生 新ひだか 土田農場 ５１８－１２１：３６．２２� １２．６�
７１３ トーセンフリージア 牝２鹿 ５４ A．ムンロ 島川 �哉氏 小桧山 悟 浦河 杵臼牧場 B４８０＋ ２１：３６．３クビ ７１．６�

（英）

８１８ アドバンステイオー 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義西川 隆士氏 田中 清隆 新ひだか 前川 正美 ４４４－ ４ 〃 クビ １１．６	
１２ ボストンプラチナ 牡２青鹿５５ 田中 勝春ボストンホース
 嶋田 功 日高 浦新 徳司 ４４８＋ ２１：３６．４クビ ３７１．１�
７１４ ギャザーロージズ 牡２芦 ５５ C．スミヨン 吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４７４－ ８ 〃 クビ ４．１�

（仏）

１１ ルビーエメラルド 牝２黒鹿５４ A．クラストゥス キャピタルクラブ 和田 正道 浦河 カナイシスタッド ４６６－ ８１：３６．５クビ ５０８．５
（仏）

３５ サトノホクト 牡２栗 ５５ 横山 典弘里見 治氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 ４８２＋ ６１：３６．８２ １９．４�
６１１ メジロアンジェリー 牝２栗 ５４ 千葉 直人�メジロ牧場 久保田貴士 洞爺湖 メジロ牧場 ４４６± ０１：３６．９クビ ４００．２�
６１２ ドラゴンハンター 牡２青鹿５５ 北村 宏司櫻井 正氏 岩戸 孝樹 日高 中川牧場 ４６８＋ ４ 〃 ハナ ２７９．８�
４８ ニシエイビック 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲国分 優作西舘 榮氏 菅原 泰夫 日高 合資会社カ
ネツ牧場 ４６２＋ ４ 〃 クビ ７２．５�

７１５ トゥルートゥルー 牡２鹿 ５５
５２ ▲伊藤 工真宮崎 利男氏 伊藤 正徳 浦河 有限会社

松田牧場 B５０８＋ ２１：３７．０クビ ２２４．０�
２３ ハッピーライフ 牝２栗 ５４ 五十嵐雄祐江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 浦河 信岡牧場 ４３６－１２１：３７．５３ ３６０．２�
５９ マイネブラックティ 牝２黒鹿５４ 小牧 太 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 平取 北島牧場 ４１０－ ２１：３７．６� ５４３．０�
３６ カワキタドン �２鹿 ５５ 藤岡 佑介川島 吉男氏 白井 寿昭 浦河 杵臼牧場 ４０２－ ４１：３７．８� １５５．２�
８１７ ドロシーパーキンス 牝２鹿 ５４ 小野 次郎内藤 好江氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 ４３６＋ ４１：３７．９� ４１１．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，３５８，０００円 複勝： ７０，７０４，６００円 枠連： １６，７１０，２００円

普通馬連： ５３，２７４，４００円 馬単： ４８，４６６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，４４５，５００円

３連複： ６５，７４６，８００円 ３連単： １２０，９５５，５００円 計： ４２０，６６１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ４９０円 � １，１３０円 枠 連（５－８） １，４８０円

普通馬連 �� １，８２０円 馬 単 �� ２，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７４０円 �� １，６９０円 �� ７，７１０円

３ 連 複 ��� １９，４４０円 ３ 連 単 ��� ３９，７００円

票 数

単勝票数 計 ２３３５８０ 的中 � １２８７７０（１番人気）
複勝票数 計 ７０７０４６ 的中 � ５０２３４２（１番人気）� １３９６９（６番人気）� ５４７６（９番人気）
枠連票数 計 １６７１０２ 的中 （５－８） ８３７９（６番人気）
普通馬連票数 計 ５３２７４４ 的中 �� ２１６８５（５番人気）
馬単票数 計 ４８４６６６ 的中 �� １４１０２（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１４４５５ 的中 �� ７５２０（７番人気）�� ３１０７（１３番人気）�� ６５５（３７番人気）
３連複票数 計 ６５７４６８ 的中 ��� ２４９６（３９番人気）
３連単票数 計１２０９５５５ 的中 ��� ２２４９（９５番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．７―１１．８―１２．１―１２．０―１２．１―１１．５―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２３．５―３５．３―４７．４―５９．４―１：１１．５―１：２３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３６．０
３ １１－１０（４，１５，１６）（３，１８）（７，５，１４）（２，６）（１，１７，１３）１２（８，９） ４ １１＝（１０，１５，１６）（４，３，１８）（７，１４）（２，５）（１，１７，６）１３，１２－（８，９）

勝馬の
紹 介

ハンソデバンド �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００９．１０．１１ 東京２着

２００７．２．１３生 牡２黒鹿 母 クラウンアスリート 母母 クラウンフォレスト ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 ヴィーナススマイル号・カシノカルミア号・キングボーイ号・トーセンユニコーン号
※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。



３１０５２１１月２１日 晴 良 （２１東京５）第５日 第４競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１１時２０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

２：０１．３
１：５９．９

良

良

３６ サイレントメロディ 牡２青 ５５ 横山 典弘 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム ４９２± ０２：０２．５ ２．９�

３５ ビレッジブライト 牡２栗 ５５ 蛯名 正義村山 輝雄氏 藤原 辰雄 新ひだか 飛野牧場 ４８８＋ ８２：０２．８２ ４．５�
５１０ ウエスタンブラボー 牡２青鹿５５ 田中 勝春西川 賢氏 鈴木 康弘 新ひだか 北西牧場 ４５８＋ ８２：０２．９� ５．５�
１２ セレスマジェスティ 牡２黒鹿５５ 小牧 太岡田 牧雄氏 菊川 正達 浦河 �原 敏明 ４８０＋ ４２：０３．０� １９．６�
７１４ トーアボンジョルノ 牡２鹿 ５５ 小林 淳一高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ４９２± ０２：０３．１� １２８．５	
１１ パ ン テ ー ル 牝２栗 ５４ 藤田 伸二安原 浩司氏 河野 通文 日高 浜本牧場 ４４４－ ８２：０３．２クビ １６．６

６１２ マイネルグート 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４９２＋１４２：０３．４１� ７．３�
８１６ ゲンパチヒーロー 牡２鹿 ５５ 北村 宏司平野 武志氏 中川 公成 新ひだか タガミファーム ４８６± ０ 〃 クビ １５．１�
４７ タカミツボード 牡２芦 ５５ 内田 博幸高橋 光雄氏 高橋 裕 浦河 鮫川 啓一 ４６６－ ２２：０３．７２ ８．１
５９ マキシムトパーズ 牡２青鹿５５ 大庭 和弥小田 廣美氏 石栗 龍彦 平取 原田 新治 ４７８－ ８２：０３．９１� ２４８．１�
４８ クイーンアラベスク 牝２栗 ５４

５１ ▲伊藤 工真柏瀬 公子氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４９０± ０２：０４．１１� ６１．５�
２３ リッツィースター 牡２鹿 ５５ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド ４７８－ ８２：０４．３１� １５０．５�
６１１ トレジャーゴッド 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介�サンコウ牧場 柴崎 勇 新ひだか サンコウ牧場 ４８０－ ２２：０４．６２ ４０．２�
２４ ジュニアレジデント 牡２栗 ５５ 小野 次郎丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム ４５８± ０２：０５．６６ ２８５．２�
７１３ リュウシンノア 牝２栗 ５４ 黛 弘人桑畑 �信氏 大竹 正博 日高 浜本牧場 ４３２＋ ８２：０６．６６ ４１３．７�
８１５ ボルドマキシマム 牡２鹿 ５５ 菊沢 隆徳保谷フミ子氏 萱野 浩二 新冠 守矢牧場 ４９２＋１２２：０７．２３� ３１９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，６３３，８００円 複勝： ３０，４０６，６００円 枠連： １９，１１６，３００円

普通馬連： ５７，１２４，２００円 馬単： ３８，３７６，６００円 ワイド【拡大馬連】： １９，５７８，６００円

３連複： ５９，９１１，３００円 ３連単： ９２，９９１，５００円 計： ３３６，１３８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １３０円 � １７０円 � １５０円 枠 連（３－３） ８１０円

普通馬連 �� ７１０円 馬 単 �� １，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ２７０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� １，３００円 ３ 連 単 ��� ５，３４０円

票 数

単勝票数 計 １８６３３８ 的中 � ５１６１７（１番人気）
複勝票数 計 ３０４０６６ 的中 � ７４０９３（１番人気）� ４２３６３（３番人気）� ５４０４９（２番人気）
枠連票数 計 １９１１６３ 的中 （３－３） １７５０４（５番人気）
普通馬連票数 計 ５７１２４２ 的中 �� ５９７０９（２番人気）
馬単票数 計 ３８３７６６ 的中 �� ２２５７４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９５７８６ 的中 �� １３６４７（２番人気）�� １９４９５（１番人気）�� ８７５４（５番人気）
３連複票数 計 ５９９１１３ 的中 ��� ３４２５３（１番人気）
３連単票数 計 ９２９９１５ 的中 ��� １２８７２（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．６―３７．０―４９．７―１：０２．４―１：１５．０―１：２７．５―１：３９．１―１：５０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．５―３F３５．０

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

勝馬の
紹 介

サイレントメロディ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．９．２７ 中山３着

２００７．１．２７生 牡２青 母 サイレントハピネス 母母 レガシーオブストレングス ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔制裁〕 ウエスタンブラボー号の騎手田中勝春は，２コーナーで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（７番・４番・３番・１番

への進路影響）
※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 ウメニウグイス号・サリサリニャーマ号



３１０５３１１月２１日 晴 良 （２１東京５）第５日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１２時１０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

５９ マイネルスピリドン 牡２栗 ５５ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 勢司 和浩 浦河 �桁牧場 ４７６ ―１：２８．１ ４．８�

５８ ノ ボ ク ン 牡２鹿 ５５ 大庭 和弥�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 ４７２ ―１：２８．３１ ６９．７�
４７ � エリドゥバビロン 牝２鹿 ５４ 藤田 伸二グリーンフィールズ� 白井 寿昭 米 Castleton

Lyons ４５４ ―１：２８．６２ ２．８�
８１４ ドリームコンコルド 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠セゾンレースホース� 畠山 吉宏 浦河 帰山 清貴 ５３６ ―１：２８．８１� ３．１�
４６ レ ッ プ ウ 牡２鹿 ５５ 菊沢 隆徳中村 政勝氏 鈴木 伸尋 新ひだか 畠山牧場 ４５４ ― 〃 クビ ６８．６�
７１３ シ ン セ ツ 牝２鹿 ５４ 丹内 祐次	昭和牧場 中川 公成 浦河 昭和牧場 ４３０ ―１：２９．０１� １５５．１

６１０ ディアブリッジ 牝２黒鹿５４ 小牧 太ディアレスト 畠山 吉宏 日高 新井 昭二 ４５４ ―１：２９．３２ ２７．２�
７１２ シベリアンメイン 牡２栗 ５５ 藤岡 佑介藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 ４６４ ―１：２９．６２ ７２．０�
６１１ トーセンマツカゼ 牡２栗 ５５ 小野 次郎島川 哉氏 萱野 浩二 新ひだか 沖田 義昭 ４８２ ―１：３０．２３� １１６．９�
２２ フジマサキングダム 牡２黒鹿５５ 北村 宏司藤原 正一氏 佐々木亜良 青森 イズモリファーム ４７８ ―１：３０．３クビ ２７．１�
３５ サイレントダッシュ 牡２鹿 ５５ A．ムンロ 小川 敏夫氏 小桧山 悟 日高 木村牧場 ４８０ ― 〃 アタマ ２１．５�

（英）

２３ リバーソナタ 牝２青鹿 ５４
５１ ▲伊藤 工真河越 武治氏 星野 忍 新ひだか 飯岡牧場 ４２８ ―１：３０．８３ １６２．４�

３４ エーシンカリーナ 牝２鹿 ５４ 内田 博幸�栄進堂 田島 俊明 新ひだか 川端 英幸 ５０８ ― 〃 クビ ６．７�
１１ ベルモントアリーバ 牡２栗 ５５ 蛯名 正義 	ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ４６６ ―１：３１．４３� ５１．１�
８１５ シャムロック 牝２鹿 ５４ A．クラストゥス 幅田 京子氏 南田美知雄 新ひだか 原口牧場 ４７４ ―１：３７．６大差 １８１．５�

（仏）

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，３３２，３００円 複勝： １９，７４０，２００円 枠連： １４，９９８，７００円

普通馬連： ４２，０６５，５００円 馬単： ３６，１１２，８００円 ワイド【拡大馬連】： １５，２２３，７００円

３連複： ５２，２３８，６００円 ３連単： ８６，７１６，６００円 計： ２８２，４２８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １８０円 � １，２３０円 � １４０円 枠 連（５－５） １２，３００円

普通馬連 �� １２，５９０円 馬 単 �� ２１，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４１０円 �� ３２０円 �� ３，８１０円

３ 連 複 ��� １１，３００円 ３ 連 単 ��� ８５，７９０円

票 数

単勝票数 計 １５３３２３ 的中 � ２５６７５（３番人気）
複勝票数 計 １９７４０２ 的中 � ３１５７２（３番人気）� ２７４３（１０番人気）� ４８５５２（２番人気）
枠連票数 計 １４９９８７ 的中 （５－５） ９００（２７番人気）
普通馬連票数 計 ４２０６５５ 的中 �� ２４６６（２５番人気）
馬単票数 計 ３６１１２８ 的中 �� １２５９（４９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５２２３７ 的中 �� １４３４（２０番人気）�� １３８７８（２番人気）�� ８９７（３２番人気）
３連複票数 計 ５２２３８６ 的中 ��� ３４１２（２６番人気）
３連単票数 計 ８６７１６６ 的中 ��� ７４６（１９７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．６―３６．７―４９．６―１：０２．７―１：１４．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルスピリドン �
�
父 ビッグサンデー �

�
母父 ア フ リ ー ト 初出走

２００７．４．３０生 牡２栗 母 ノーブルエターナル 母母 クイーンズメモリー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャムロック号は，平成２１年１２月２１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。



３１０５４１１月２１日 晴 良 （２１東京５）第５日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１２時４０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

１：２１．５
１：２０．３

良

良

８１６ ロジフェローズ 牝２青鹿５４ 横山 典弘久米田正明氏 大竹 正博 日高 日高大洋牧場 ４３０ ―１：２３．９ ３．１�

３６ テ ィ ア レ 牝２芦 ５４ 藤岡 佑介 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４９０ ―１：２４．１１� ４．９�
７１３ ナショナルフラワー 牝２栗 ５４ 三浦 皇成吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４８２ ―１：２４．３１ ２０．５�
４７ テンシノローズ 牝２鹿 ５４ 小牧 太杉谷 桝夫氏 中川 公成 平取 中川 隆 ４６８ ―１：２４．４� ２１．６�
１２ アドマイヤチャーム 牝２鹿 ５４ 菊沢 隆徳近藤 利一氏 的場 均 浦河 辻 牧場 ４６４ ―１：２４．５� １３９．１�
６１２ グロッタアズーラ 牝２黒鹿５４ 内田 博幸 �キャロットファーム 二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６ ― 〃 ハナ ４．９�
６１１ ナスケンアイリス 牝２栗 ５４

５１ ▲国分 優作那須 猛氏 鈴木 康弘 新ひだか 桜井牧場 ４４４ ― 〃 ハナ １２６．７	
２３ フラッパーミク 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 北光牧場 ４８６ ― 〃 ハナ ３４．５

５１０ ダイワボニータ 牝２鹿 ５４ A．クラストゥス 大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４４４ ― 〃 クビ ５．４�

（仏）

５９ ミ ア コ ル サ 牝２鹿 ５４ 小林 淳一有限会社シルク土田 稔 日高 鹿戸 美明 ４４４ ―１：２４．６クビ ６７．９�
４８ マイネアカツキ 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 新ひだか タイヘイ牧場 ４２０ ―１：２４．７� ２８．１�
１１ スイートコルベール 牝２鹿 ５４ 田中 勝春シンボリ牧場 高橋 祥泰 新ひだか シンボリ牧場 ４４２ ― 〃 クビ １７．８�
７１４ トレグラツィエ 牝２黒鹿５４ 藤田 伸二堂守 貴志氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４３６ ―１：２４．８� ２３．０�
８１８ レ ガ ー メ 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥グリーンスウォード 菊川 正達 新冠 村上牧場 ４１２ ― 〃 クビ １６７．７�
７１５ エニイサンデー 牝２栗 ５４ 北村 宏司加藤 徹氏 柴田 政人 新ひだか 山田牧場 ４１４ ―１：２４．９� １１４．９�
３５ フジマサオーシャン 牝２鹿 ５４ 小野 次郎藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 山際牧場 ５１０ ― 〃 クビ ４４．７�
２４ ネイビーウッド 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義冨沢 敦子氏 伊藤 大士 浦河 ミルファーム ４６４ ―１：２５．０� ５８．４�
８１７ アイラヴキャンディ 牝２栗 ５４ 丹内 祐次�宮内牧場 石栗 龍彦 浦河 宮内牧場 ４１４ ― 〃 アタマ ３３５．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，９３７，１００円 複勝： ２４，５４８，３００円 枠連： １８，８７９，４００円

普通馬連： ５２，７６１，８００円 馬単： ３５，３２３，５００円 ワイド【拡大馬連】： １７，６１３，７００円

３連複： ５５，９４０，３００円 ３連単： ８１，１４０，８００円 計： ３０６，１４４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １５０円 � １９０円 � ４５０円 枠 連（３－８） ６８０円

普通馬連 �� ８１０円 馬 単 �� １，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� １，２００円 �� １，３６０円

３ 連 複 ��� ４，４９０円 ３ 連 単 ��� １３，０００円

票 数

単勝票数 計 １９９３７１ 的中 � ５０７０６（１番人気）
複勝票数 計 ２４５４８３ 的中 � ５４０１２（１番人気）� ３４４８９（３番人気）� １０８４７（７番人気）
枠連票数 計 １８８７９４ 的中 （３－８） ２０７３０（１番人気）
普通馬連票数 計 ５２７６１８ 的中 �� ４８３１８（１番人気）
馬単票数 計 ３５３２３５ 的中 �� ２０３８２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７６１３７ 的中 �� １３２３４（２番人気）�� ３４４５（１２番人気）�� ３００２（１５番人気）
３連複票数 計 ５５９４０３ 的中 ��� ９２０３（１０番人気）
３連単票数 計 ８１１４０８ 的中 ��� ４６０９（１５番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．７―１２．２―１２．４―１１．０―１１．５―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．５―３６．７―４９．１―１：００．１―１：１１．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロジフェローズ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 シンボリルドルフ 初出走

２００７．３．２８生 牝２青鹿 母 スイートフェローズ 母母 スィートシエロ 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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ユアフレグランス号
※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。



３１０５５１１月２１日 晴 良 （２１東京５）第５日 第７競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時１０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

７１４ テクニカルラン 牝３鹿 ５４ 内田 博幸吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４１８－ ６１：３７．８ ２．８�

１２ ジュメイラムーン 牡４鹿 ５７ A．クラストゥス �グリーンファーム 坂本 勝美 早来 ノーザンファーム ５０８＋２０１：３８．２２� ３９．３�
（仏）

６１１ ヴァルドルフ 牡４栗 ５７ 蛯名 正義片山 博志氏 佐藤 吉勝 静内 片岡牧場 ４６０＋ ４１：３８．３クビ ４．０�
６１２ ディアトウシロウ 牡３栃栗５６ 藤岡 佑介ディアレスト 斎藤 誠 新ひだか 中田 浩美 ４５０± ０１：３８．７２� ７．７�
５９ ブラストヘッド 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成前田 幸治氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム B４９８＋ ４１：３９．０２ ３０．２�
４７ ア イ ノ カ ゼ 牡４鹿 ５７ 大庭 和弥丸岡 啓一氏 鈴木 勝美 新冠 ムラカミファーム ５０４± ０ 〃 クビ ２０．９�
１１ ダイレクトパス 牡５青鹿５７ 岩田 康誠渡邊 隆氏 尾形 充弘 新冠 村本牧場 ４５６＋ ８１：３９．１クビ ９．６	
３６ ソークアップザサン 牡３栗 ５６

５３ ▲伊藤 工真 
社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４４２－ ２１：３９．２� ５３．５�
２３ ノアプレミアム 牡３栗 ５６ 北村 宏司佐山 公男氏 天間 昭一 新ひだか 見上牧場 ４６２± ０１：３９．３� ５４．３�
４８ エストシャイン 牝３青鹿５４ A．ムンロ 橋川 欣司氏 本間 忍 新ひだか 桜井牧場 ４７０± ０１：３９．５１� ７．５

（英）

３５ オルトリンデ 牝３栗 ５４ 田中 勝春 �グリーンファーム 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４６２＋ ２１：３９．６� １０．２�
５１０ マルサンサイレンス 牝４青 ５５ 小牧 太松井三千年氏 谷原 義明 様似 様似堀牧場 ４６４± ０１：３９．８１� ２２４．８�
２４ � ナンヨーサンセット 牡４鹿 ５７ 横山 典弘中村 �也氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム ４７６－ ４１：３９．９� ４９．０�
７１３ ナムラシンドバッド 牡５鹿 ５７ 丹内 祐次奈村 信重氏 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 ４６８＋１０１：４０．３２� １２９．２�
８１６ アンハートキング 牡３鹿 ５６ 小林 淳一
リーヴァ 松永 康利 三石 松本牧場 ５２８－ ６１：４０．４クビ １０８．０�
８１５ ゴーストライター 牡５黒鹿５７ 小野 次郎前田 幸治氏 和田正一郎 三石 中村 和夫 ５４６－ ８１：４１．５７ １３８．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，６５１，７００円 複勝： ３０，３２７，７００円 枠連： ２２，６６６，３００円

普通馬連： ７８，１２５，４００円 馬単： ４５，６０６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，５３１，０００円

３連複： ７５，２８１，９００円 ３連単： １２４，５２５，８００円 計： ４２１，７１５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � ８３０円 � １６０円 枠 連（１－７） ９００円

普通馬連 �� ６，０６０円 馬 単 �� ７，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５７０円 �� ３６０円 �� ３，４６０円

３ 連 複 ��� ８，３４０円 ３ 連 単 ��� ５２，４３０円

票 数

単勝票数 計 ２１６５１７ 的中 � ６１０６８（１番人気）
複勝票数 計 ３０３２７７ 的中 � ７４４３９（１番人気）� ６１１０（１１番人気）� ５７１２８（２番人気）
枠連票数 計 ２２６６６３ 的中 （１－７） １８６５９（３番人気）
普通馬連票数 計 ７８１２５４ 的中 �� ９５３０（２２番人気）
馬単票数 計 ４５６０６１ 的中 �� ４３７８（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３５３１０ 的中 �� ２１０３（３３番人気）�� １８５０８（１番人気）�� １５５３（３８番人気）
３連複票数 計 ７５２８１９ 的中 ��� ６６６９（２３番人気）
３連単票数 計１２４５２５８ 的中 ��� １７５３（１５５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．４―３５．２―４７．８―１：００．６―１：１３．１―１：２５．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テクニカルラン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Last Tycoon デビュー ２００８．１１．２９ 東京５着

２００６．２．２４生 牝３鹿 母 モ テ ッ ク 母母 Sudaka ８戦２勝 賞金 ２１，１７０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１０頭 アキノラブ号・エムアイティアラ号・オメガリトルスター号・オンザスローン号・デルマアルタイル号・

デルマレグルス号・トーセンモンローズ号・ネイチャーグロウ号・ホーカーシーホーク号・マイネルサラン号
※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。



３１０５６１１月２１日 晴 良 （２１東京５）第５日 第８競走 ��３，３００�
しゅうよう

秋陽ジャンプステークス
発走１３時４５分 （ 芝 ）

３歳以上；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減，J・GⅠ競走１着馬５�増，J・
GⅡ競走１着馬３�増，J・GⅢ競走１着馬１�増，収得賞金４００万円以下の馬１�減

賞 品
本 賞 １８，０００，０００円 ７，２００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，８００，０００円
付 加 賞 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード３：３５．１良

１１ ゴールデンシャイン 牡５鹿 ６０ 西谷 誠�協栄 加用 正 門別 タバタファーム ４８４－ ８３：４０．０ ４．６�

６１０ バ シ ケ ー ン 牡４栗 ５９ 蓑島 靖典石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４４８＋ ４３：４０．４２� ２９．９�
４５ トロフィーディール 牡６鹿 ６０ 穂苅 寿彦青山 洋一氏 小笠 倫弘 新冠 パカパカ

ファーム ４９０＋ ４３：４０．９３ ２．９�
７１２ メルシーモンサン 牡４鹿 ５９ 高野 容輔永井 康郎氏 武 宏平 三石 三石ファーム ５１８＋ ２３：４１．２２ １５９．３�
５８ コウヨウウェーブ 牡５芦 ６０ 五十嵐雄祐寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 谷川牧場 ５１０＋ ８ 〃 ハナ ３．４�
３４ メジロスパイダー 牡７鹿 ５９ 大江原 圭�メジロ牧場 高木 登 青森 オオタ牧場 ４９０＋ ４３：４１．５２ ４６．５	
２２ � スリーエリシオ 牡８鹿 ５９ 南井 大志永井商事� 武 宏平 門別 本間牧場 ５００－１２３：４２．２４ １００．３

７１１ プライドイズハート 牡５鹿 ５９ 横山 義行水谷 精吾氏 伊藤 伸一 浦河 三嶋牧場 ５０６－ ２３：４２．４１ ３５．３�
３３ ウインドストーム 牡６鹿 ５９ 石神 深一中村 昭博氏 堀井 雅広 門別 浜本牧場 ５００± ０ 〃 クビ ９．０�
８１３� マックスチャンプ 牡８鹿 ５９ 高田 潤田所 英子氏 梅田 智之 門別 白井牧場 ４８０± ０３：４２．６１� １０．６
５７ チョウラブラブ 牝４黒鹿５７ 黒岩 悠丸山 隆雄氏 吉岡 八郎 新冠 平山牧場 ４４２－１０３：４２．７� ４５．９�
４６ � アラメダキング 牡６栗 ５９ 柴田 大知櫻井 盛夫氏 高橋 祥泰 米

Grade I Blood-
stock, Inc. &
Halcyon Farm

４７６－ ２３：４２．８	 ７９．４�
８１４ キクノインプルーブ 
５鹿 ５９ 林 満明菊池 五郎氏 藤岡 範士 新冠 松浦牧場 ４７４＋ ６３：４３．３３ １３０．０�
６９ メイショウダンディ 牡６鹿 ５９ 植野 貴也松本 好雄氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４５０＋ ４３：４４．６８ １８．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，３５９，２００円 複勝： １９，８４９，５００円 枠連： １８，５９２，８００円

普通馬連： ６１，８３８，５００円 馬単： ４４，２９３，４００円 ワイド【拡大馬連】： １９，７３３，１００円

３連複： ６８，７５７，７００円 ３連単： １２５，７７５，６００円 計： ３７６，１９９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １８０円 � ４７０円 � １５０円 枠 連（１－６） ３，８２０円

普通馬連 �� ８，０２０円 馬 単 �� １５，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１５０円 �� ３９０円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� ６，６９０円 ３ 連 単 ��� ６０，０８０円

票 数

単勝票数 計 １７３５９２ 的中 � ２９９７８（３番人気）
複勝票数 計 １９８４９５ 的中 � ３０４５５（３番人気）� ７９０４（７番人気）� ４６６７５（１番人気）
枠連票数 計 １８５９２８ 的中 （１－６） ３５９５（１７番人気）
普通馬連票数 計 ６１８３８５ 的中 �� ５６９１（２２番人気）
馬単票数 計 ４４２９３４ 的中 �� ２１１２（４１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９７３３１ 的中 �� ２１０１（２３番人気）�� １３９３１（２番人気）�� ４６４４（１３番人気）
３連複票数 計 ６８７５７７ 的中 ��� ７５９２（２１番人気）
３連単票数 計１２５７７５６ 的中 ��� １５４５（１６１番人気）

上り １マイル １：４６．８ ４F ５２．３－３F ３９．０
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→�→�→�」
１
�
８＝１－３－（１１，７）（５，２，１３）４（６，１０，１２，９）１４
８－１－（３，１１）５，７－４－（１０，１３，１２）２，６（１４，９）

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンシャイン �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２００６．９．２ 札幌１２着

２００４．４．２３生 牡５鹿 母 ゴールデンコマーズ 母母 コ マ ー ズ 障害：８戦３勝 賞金 ６９，３４６，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 デンシャミチ号
（非抽選馬）２０頭 エヒテンヴィーゼ号・オンワードアリーテ号・コアレスアルダン号・ゴールデンカイザー号・ショウリュウケン号・

スプリングロック号・スリーラスカル号・セイウンエポック号・トウカイポリシー号・トキメキヒーロー号・
トロピカルクイーン号・ハストラング号・ハッピーヘイロー号・バローネフォンテン号・ヒシバトル号・
マイネルネオス号・マルブツグローリア号・マルブツライト号・マンノレーシング号・メイショウセレット号



３１０５７１１月２１日 晴 良 （２１東京５）第５日 第９競走 ��
��１，４００�

く に た ち

国 立 特 別
発走１４時２０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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００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

１：２０．０
１：１９．０

良

良

１１ � マルタカエンペラー 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義�橋まゆみ氏 清水 美波 新冠 中本 隆志 ４５０＋ ２１：２２．０ ７．６�

５８ サザンスターディ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 ５２０＋ ８１：２２．２１� ４．３�
４７ ティムガッド 牡５鹿 ５７ A．ムンロ 伊達 敏明氏 上原 博之 門別 サンシャイン

牧場 ５０４± ０１：２２．４１	 ２４．５�
（英）

５９ � トップオブピーコイ 牡３青鹿５６ C．スミヨン 横瀬 兼二氏 森 秀行 浦河 冨岡 博一 ４６８－ ４１：２２．５� ４５．０�
（仏）

８１４
 ブルーデインヒル 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二 �ブルーマネジメント加藤 征弘 米 Britton House
Stud Ltd. ４７２－ ４１：２２．６� ２．４�

７１２ フェイムロバリー 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠広尾レース� 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 ４９６± ０１：２２．８１� ５．５�
６１０ シンボリハレー 牡６黒鹿５７ 北村 宏司シンボリ牧場 古賀 慎明 門別 和田農林（有） ４５４± ０１：２３．０１	 ３２．６	
２３ � ミサトバレー 牝４栗 ５５ 大庭 和弥戸部 洋氏 石栗 龍彦 静内 真歌伊藤牧場 ４４４－ ８ 〃 アタマ １７２．５

４６ ノーフォークパイン 牡５鹿 ５７ 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６８± ０ 〃 アタマ ６３．６�

３５ トーセントゥルー 牡５黒鹿５７ 横山 典弘島川 �哉氏 後藤 由之 門別 日高大洋牧場 ４６０－１０１：２３．３１� ８．５
２２ � エイトサンデー 牡５鹿 ５７ 小林 淳一河合良太郎氏 小西 一男 静内 千代田牧場 ５２４＋ ６１：２３．４� ３３４．１�
３４ キューバンエイト 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４７４＋ ８１：２３．５� ６３．７�
８１５ ストロングポイント 牡３芦 ５６ 藤岡 佑介畑佐 博氏 坂本 勝美 浦河 富田牧場 ４６２＋１０１：２３．７１� ３９．８�
６１１ マイネルカーロ 牡５鹿 ５７ 丹内 祐次 �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 ４９４＋ ４ 〃 ハナ ２２４．１�
７１３ レオブルース 牡４鹿 ５７ 高田 潤�レオ 平井 雄二 浦河 江谷 重雄 ４９６± ０１：２４．４４ １４３．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２５，６４４，１００円 複勝： ４０，８０５，２００円 枠連： ２５，０８２，８００円

普通馬連： １０２，９７２，３００円 馬単： ６６，８９４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，７４８，４００円

３連複： １０７，６１８，２００円 ３連単： ２０９，０６４，５００円 計： ６０９，８３０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２３０円 � ２００円 � ４７０円 枠 連（１－５） １，６１０円

普通馬連 �� １，７７０円 馬 単 �� ３，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ２，１４０円 �� １，６６０円

３ 連 複 ��� １１，３５０円 ３ 連 単 ��� ５７，８６０円

票 数

単勝票数 計 ２５６４４１ 的中 � ２６９３１（４番人気）
複勝票数 計 ４０８０５２ 的中 � ５０２３２（４番人気）� ６２９８３（２番人気）� １９０８０（６番人気）
枠連票数 計 ２５０８２８ 的中 （１－５） １１５２３（７番人気）
普通馬連票数 計１０２９７２３ 的中 �� ４３１４５（７番人気）
馬単票数 計 ６６８９４９ 的中 �� １３４７０（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１７４８４ 的中 �� １４５２７（５番人気）�� ３５１２（２２番人気）�� ４５７８（１５番人気）
３連複票数 計１０７６１８２ 的中 ��� ６９９９（３３番人気）
３連単票数 計２０９０６４５ 的中 ��� ２６６７（１５１番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．８―１１．７―１１．８―１１．１―１０．９―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１３．１―２４．９―３６．６―４８．４―５９．５―１：１０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．４―３F３３．６
３ １（７，８）（９，１１）２（４，１２）１０，１４（３，６）５，１５＝１３ ４ １（７，８）（９，１１）－２（４，１２）（１０，１４）（３，６）５－１５－１３

勝馬の
紹 介

�マルタカエンペラー �
�
父 テ ン ビ ー �

�
母父 ラシアンルーブル

２００４．５．１４生 牡５鹿 母 ハヤブサラシアン 母母 キリハヤブサ ２９戦３勝 賞金 ６３，４３３，０００円
初出走 JRA

※エイトサンデー号・ミサトバレー号は，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。



３１０５８１１月２１日 晴 良 （２１東京５）第５日 第１０競走 ��
��１，４００�

ぎんれい

銀嶺ステークス
発走１４時５５分 （ダート・左）

３歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００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
１：２１．９

不良

重

２３ ケイアイテンジン 牡３栗 ５６ 藤田 伸二 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 三石 乾 皆雄 ４７０＋ ２１：２３．９ ４．３�

１１ デイトユアドリーム 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４５６± ０１：２４．２２ ３．７�
７１３ ホットフレイバー 牝５栗 ５５ 藤岡 佑介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ５１０－１８１：２４．６２� ９．０�
３６ ワーキングウーマン 牝５黒鹿５５ 小牧 太 �サンデーレーシング 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８－ ８１：２４．９１� １５．０�
５９ コンティネント 牡５鹿 ５７ C．スミヨン 近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５２０± ０１：２５．０� ６．５�

（仏）

２４ 	 エアマックール 牡４黒鹿５７ 横山 典弘 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 米 Winches-
ter Farm ４９０＋１２１：２５．３２ ８．７	

４８ タマモグレアー 
５鹿 ５７ 蛯名 正義タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ５１４－ ２１：２５．４クビ ７．３

６１２	 アポロダヴィンチ 牡５栗 ５７ 伊藤 工真アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Robert D.

Nash ５０４＋ ２ 〃 アタマ １８４．３�
１２ タイキシルバー 牡８芦 ５７ 大庭 和弥�大樹ファーム 清水 美波 大樹 大樹ファーム B５０６＋ ４１：２５．５クビ ８３．８�
３５ ロッソトウショウ 牝４栗 ５５ 横山 義行トウショウ産業� 土田 稔 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４５８－ ２ 〃 クビ １２９．６
６１１� ダイイチミラクル 
９芦 ５７ 柴田 大知�ミルファーム 菊川 正達 三石 ダイイチ牧場 B４９８＋ ２ 〃 ハナ １７８．９�
７１４ ダイワプリベール 牡３鹿 ５６ A．ムンロ 大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４７０＋ ６１：２５．６� ４９．４�

（英）

４７ ノワールシチー 牡５栗 ５７ 郷原 洋司 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 静内 出羽牧場 B５００＋１０１：２５．８１ ３４．０�
８１５ スナークユーチャン 牡５黒鹿５７ 小野 次郎杉本仙次郎氏 嶋田 潤 静内 見上牧場 ４７０＋ ２ 〃 ハナ １２．４�
８１６ スズノマグマ 牡６黒鹿５７ 水出 大介小紫 芳夫氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５００＋ ４１：２５．９クビ ３１２．２�
５１０ フルブラッサム 牡７鹿 ５７ A．クラストゥス 臼田 浩義氏 牧 光二 門別 日高大洋牧場 ５０４＋ ８１：２７．８大差 １７９．６�

（仏）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，３０７，９００円 複勝： ５０，２３８，０００円 枠連： ３３，３７７，７００円

普通馬連： １５０，６４３，３００円 馬単： ８０，６８１，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，９５５，４００円

３連複： １４３，５４３，４００円 ３連単： ２６５，５７３，６００円 計： ７９５，３２０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １９０円 � １４０円 � ２６０円 枠 連（１－２） ６１０円

普通馬連 �� １，０８０円 馬 単 �� ２，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� ７００円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ３，２６０円 ３ 連 単 ��� １７，４９０円

票 数

単勝票数 計 ３０３０７９ 的中 � ５５９０５（２番人気）
複勝票数 計 ５０２３８０ 的中 � ６７２５８（３番人気）� １１６３０３（１番人気）� ４２４２０（５番人気）
枠連票数 計 ３３３７７７ 的中 （１－２） ４０８２８（１番人気）
普通馬連票数 計１５０６４３３ 的中 �� １０２９６２（３番人気）
馬単票数 計 ８０６８１６ 的中 �� ２６８４４（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０９５５４ 的中 �� ２３７２２（３番人気）�� １４１７３（９番人気）�� １４２４０（８番人気）
３連複票数 計１４３５４３４ 的中 ��� ３２５２４（８番人気）
３連単票数 計２６５５７３６ 的中 ��� １１２１２（３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．６―３５．３―４７．５―５９．５―１：１１．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイテンジン �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００８．１２．１４ 阪神１着

２００６．２．２３生 牡３栗 母 スギノセンヒメ 母母 ハイエストソサエティー ９戦４勝 賞金 ４８，７６１，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※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。
（非当選馬）２０頭 クイックリープ号・コロナグラフ号・サンマルセイコー号・ショウサンウルル号・ショウナンアクト号・

スガノメダリスト号・スマートギルド号・タガノエスペランサ号・ツクバホクトオー号・ツバサドリーム号・
ノーリプライ号・ハードランナー号・ファイナルスコアー号・ブイチャレンジ号・フキラウソング号・
プレンティフェスタ号・マルターズマッシブ号・ミスターモナルコス号・ユキノアサカゼ号・レッドシューター号

※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。



３１０５９１１月２１日 晴 良 （２１東京５）第５日 第１１競走 ��
��１，８００�第１４回東京スポーツ杯２歳ステークス（ＪｐｎⅢ）

発走１５時３０分 （芝・左）

２歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
東京スポーツ杯（１着）

賞 品
本 賞 ３２，０００，０００円 １３，０００，０００円 ８，０００，０００円 ４，８００，０００円 ３，２００，０００円
付 加 賞 ６１６，０００円 １７６，０００円 ８８，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４６．９
１：４６．６

良

良

７１４ ローズキングダム 牡２黒鹿５５ 小牧 太 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４５０－ ６１：４８．２ ３．６�

８１６ トーセンファントム 牡２黒鹿５５ C．スミヨン 島川 �哉氏 松田 国英 千歳 社台ファーム ４８０＋ ２ 〃 アタマ ５．９�
（仏）

５９ レッドスパークル 牡２栗 ５５ 蛯名 正義幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか 谷山 和喜 ４６０－ ４１：４８．５１� ３６．６�
８１７ サンディエゴシチー 牡２黒鹿５５ 藤岡 佑介 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 浦河 アイオイファーム ４９４＋ ６ 〃 アタマ ６．８�
１１ ダイワアセット 牡２黒鹿５５ 菊沢 隆徳大城 敬三氏 的場 均 新ひだか フジワラフアーム ４９０± ０ 〃 クビ ３７．９	
２３ ニシノメイゲツ 牡２青鹿５５ 北村 宏司西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 ４４６± ０１：４８．６クビ ７．０

１２ アーバンウィナー 牡２黒鹿５５ 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４６２＋１０ 〃 クビ １２．５�
４８ モ ズ 牡２青 ５５ 岩田 康誠�グランプリ 矢作 芳人 むかわ 上水牧場 ４７４＋ ８ 〃 同着 １３．８�
２４ スペースアーク 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４８４± ０１：４８．７クビ ７７．６
６１１ レッドバリオス 牡２鹿 ５５ 内田 博幸 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５００＋ ２ 〃 クビ ４．８�
７１３ アイウォントユー 牡２栗 ５５ 小野 次郎薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４５０± ０１：４８．９１ ２１７．２�
４７ ヤングアットハート 牡２栗 ５５ 藤田 伸二 �社台レースホース松山 康久 千歳 社台ファーム ４８４＋ ２ 〃 クビ １９．８�
６１２ ギ ュ ン タ ー 牡２鹿 ５５ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 落合 一巳 ４４４－ ６１：４９．１１� ９８．６�
８１５ オルレアンノオトメ 牝２鹿 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 ４３６－ ８１：４９．３１� １０９．１�
３５ ビービースカット 牡２青鹿５５ 横山 典弘�坂東牧場 領家 政蔵 日高 森本牧場 ４９８＋ ２１：４９．４クビ ８４．４�
３６ 	 カットイッタウト 牡２栗 ５５ 伊藤 工真平井 裕氏 森 秀行 日高 下河辺牧場 ４１２－１４ 〃 クビ ２５５．５�
５１０ トーセンパーシモン 牡２鹿 ５５ A．クラストゥス 島川 �哉氏 中川 公成 新ひだか 沖田 哲夫 ５１０－ ４１：４９．５� １８４．４�

（仏）

（１７頭）

売 得 金

単勝： ９９，０８２，４００円 複勝： １２４，７３１，８００円 枠連： ８９，０９９，６００円

普通馬連： ４３２，０２８，９００円 馬単： ２２４，４２７，７００円 ワイド【拡大馬連】： １０７，１１６，９００円

３連複： ４４６，５３２，４００円 ３連単： ８７８，６７３，１００円 計： ２，４０１，６９２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １８０円 � ２１０円 � ７００円 枠 連（７－８） ６３０円

普通馬連 �� １，１２０円 馬 単 �� １，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� １，８７０円 �� ３，３００円

３ 連 複 ��� １４，３９０円 ３ 連 単 ��� ５２，８２０円

票 数

単勝票数 計 ９９０８２４ 的中 � ２１６８９０（１番人気）
複勝票数 計１２４７３１８ 的中 � ２２１５２８（１番人気）� １７３７６０（３番人気）� ３５６３１（９番人気）
枠連票数 計 ８９０９９６ 的中 （７－８） １０５９０５（１番人気）
普通馬連票数 計４３２０２８９ 的中 �� ２８４９９５（２番人気）
馬単票数 計２２４４２７７ 的中 �� ８８８７０（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１０７１１６９ 的中 �� ６５４４２（１番人気）�� １３５１８（２５番人気）�� ７５１９（３９番人気）
３連複票数 計４４６５３２４ 的中 ��� ２２９０６（４７番人気）
３連単票数 計８７８６７３１ 的中 ��� １２２７８（１８８番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１２．０―１２．２―１２．７―１２．７―１１．４―１１．２―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．２―３６．２―４８．４―１：０１．１―１：１３．８―１：２５．２―１：３６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．１―３F３４．４

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

勝馬の
紹 介

ローズキングダム �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１０．２５ 京都１着

２００７．５．１０生 牡２黒鹿 母 ロ ー ズ バ ド 母母 ロ ゼ カ ラ ー ２戦２勝 賞金 ３９，６１６，０００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。



３１０６０１１月２１日 晴 良 （２１東京５）第５日 第１２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時０５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 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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

７１４ ナ イ ジ ェ ラ 牝３青鹿５４ 藤田 伸二 �ローレルレーシング 河内 洋 新冠 武田牧場 ４７４－ ４１：２４．４ ６．４�

１２ スピードアタック 牡４青鹿５７ 藤岡 佑介齋藤 文男氏 小崎 憲 平取 清水牧場 ５１２＋ ４１：２５．１４ ２．９�
２４ カラベルラティーナ 牝５鹿 ５５ A．クラストゥス �キャロットファーム 奥平 雅士 早来 ノーザンファーム ４３０± ０１：２５．４１� ３７．４�

（仏）

４７ シーリーコート 牝５栗 ５５ A．ムンロ �社台レースホース堀 宣行 追分 追分ファーム ４６４－ ８ 〃 クビ ５３．０�
（英）

３５ ソリッドラヴ �７鹿 ５７ 大庭 和弥山上 和良氏 菊川 正達 浦河 江渡 繁治 ４７２－ ６ 〃 ハナ １７０．３�
８１５ フィールドジュエル 牡７鹿 ５７ 小牧 太地田 勝三氏 西園 正都 早来 ノーザンファーム B４７６－ ２１：２５．５クビ １８．２	
１１ グレイスフルムーヴ 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義有限会社シルク佐藤 吉勝 門別 ヤナガワ牧場 B４５４－ ８１：２５．７１	 １７．３

５１０ クリノラブゴールド 牡５鹿 ５７ 小野 次郎栗本 博晴氏 中島 敏文 静内 岡田 隆志 ４７６－ ２１：２５．８� ３６８．５�
３６ 
 カロンセギュール 牝５鹿 ５５ 菊沢 隆徳吉田 和子氏 戸田 博文 米 Sequel０１（Tho-

mas/Lakin/Kintz） ４４８－ ２１：２５．９クビ ６２．９�
２３ 
 タカラパーク 牡５鹿 ５７

５４ ▲国分 優作村山 �一氏 国枝 栄 米 Hickory
Ridge Farm ５２８＋ ６ 〃 アタマ ５５．３

４８ 
 ワンダフルドーラ 牝５栗 ５５ 岩田 康誠藤田 在子氏 吉田 直弘 米 Yoshio Fujita ５２２－１２１：２６．１１	 １２７．９�
５９ ナムラカクレイ 牡３栗 ５６ 内田 博幸奈村 信重氏 斎藤 誠 新ひだか 八田ファーム ４７８＋ ２ 〃 クビ ２．４�
６１２ アイアンデューク 牡３芦 ５６ 横山 典弘栗坂 崇氏 伊藤 伸一 鵡川 上水牧場 ４７０＋ ６１：２６．４１� １７．６�
６１１
 エ イ ワ ナ ギ 牡６鹿 ５７ 横山 義行永井公太郎氏 松山 康久 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. ５３０－ ４１：２６．５� １３０．５�
７１３ ス パ ラ ー ト 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム ４４８＋ ４１：２６．６� ２７．８�
８１６ ソウルオブジャパン 牡５鹿 ５７ C．スミヨン 太田 美實氏 友道 康夫 静内 藤原牧場 ４７４－ ６１：２７．０２� ２９．７�

（仏）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，３１０，７００円 複勝： ４９，３００，５００円 枠連： ３８，７４２，７００円

普通馬連： １４０，６３８，７００円 馬単： ８９，５８３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，５１５，５００円

３連複： １５１，４０４，０００円 ３連単： ３３９，１４０，３００円 計： ８８６，６３５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２４０円 � １６０円 � ６６０円 枠 連（１－７） ７９０円

普通馬連 �� １，１６０円 馬 単 �� ２，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� ２，８７０円 �� １，１６０円

３ 連 複 ��� ９，８９０円 ３ 連 単 ��� ５７，２５０円

票 数

単勝票数 計 ３７３１０７ 的中 � ４６４５３（３番人気）
複勝票数 計 ４９３００５ 的中 � ５３３４０（３番人気）� １０４４６３（２番人気）� １５０４４（８番人気）
枠連票数 計 ３８７４２７ 的中 （１－７） ３６２４８（３番人気）
普通馬連票数 計１４０６３８７ 的中 �� ８９６０４（３番人気）
馬単票数 計 ８９５８３０ 的中 �� ２２４２６（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０５１５５ 的中 �� １８９０６（３番人気）�� ３２９７（２５番人気）�� ８４９４（１０番人気）
３連複票数 計１５１４０４０ 的中 ��� １１３０１（２２番人気）
３連単票数 計３３９１４０３ 的中 ��� ４３７２（１４２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．３―３６．４―４８．８―１：００．７―１：１２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３５．６
３ １４，２（１，４）１２（３，６）（９，１０）（５，１１，１３，１５）（７，１６）－８ ４ １４，２（１，４）（３，６，１２）（９，１０）（５，１１，１５）（７，１３）１６－８

勝馬の
紹 介

ナ イ ジ ェ ラ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Star de Naskra デビュー ２００９．１．１７ 京都１着

２００６．４．２１生 牝３青鹿 母 ダーケストスター 母母 Minnie Riperton ５戦３勝 賞金 ２４，９００，０００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 エイトサンデー号・スコルピオンキッス号
※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。



（２１東京５）第５日 １１月２１日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １９５頭 本 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

２５６，２５０，０００円
１４，３３０，０００円
２，５１０，０００円
２５，８３０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

７０，４１５，０００円
６，０３３，８００円
１，９３０，５００円

勝馬投票券売得金
３３５，０９２，８００円
５０９，３７６，８００円
３２１，７５０，７００円
１，２５５，３７４，１００円
７６９，４０９，７００円
３６８，６００，８００円
１，３２７，６０８，３００円
２，４８９，３４７，８００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 ７，３７６，５６１，０００円

総入場人員 ３２，３２９名 （有料入場人員 ３０，９０１名）




