
３１０８５１１月２８日 晴 良 （２２東京５）第８日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時０５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

７１４ プライドワン 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二三枝 栄二氏 昆 貢 日高 新井 昭二 ４８０－ ２１：２７．６ ３．０�

３６ ビッグギャンブラー 牡２栗 ５５ 大庭 和弥坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上牧場 ５１０＋ ４ 〃 ハナ １０．４�
８１５ セイカフォルテ 牡２鹿 ５５ 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 ４４２－ ６１：２７．８１� ２６．０�
５１０ トーセンターボ 牡２鹿 ５５ 吉田 豊島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B４７６－ ４ 〃 クビ ４．０�
５９ ミスターロックマン 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝岡 浩二氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４４２＋ ８１：２７．９クビ １４．５�
１１ モ ン ク 牡２鹿 ５５

５２ ▲平野 優田島榮二郎氏 矢野 英一 新ひだか 藤井 益美 ４８４± ０１：２８．２１� ７．８�
６１２ ド ナ リ サ 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 ４６２± ０１：２８．３� ６．８	
１２ レッドオブガバナー 牡２鹿 ５５

５３ △伊藤 工真中谷 初子氏 鈴木 康弘 新ひだか 三木田 頼嗣 ４８２－ ８１：２８．５１� ４８．７

４７ トーセントレジャー 牡２鹿 ５５ D．ボニヤ 島川 �哉氏 柴崎 勇 新ひだか 矢野牧場 ４７８－ ４１：２８．７� ４０．４�

（仏）

８１６ コスモテロメア 牡２栗 ５５ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４７６＋１６１：２８．９１� １５５．６
６１１ ルーナピエーナ 牝２栗 ５４ 柴山 雄一�樽さゆり氏 松永 康利 日高 川島 良一 ４４０－ ８１：２９．０� ３３６．３�
２４ マイネルパルフェ 牡２黒鹿５５ A．クラストゥス �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 ４７８± ０１：２９．２１� ３６．９�
（仏）

２３ コスモロングロード 牝２鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 清水 利章 清水 小野瀬 晃司 ４７６＋ ６１：２９．４１� ２２．０�
７１３ コスモビートイット 牡２鹿 ５５ R．ムーア �ビッグレッドファーム 天間 昭一 日高 インターナショ

ナル牧場 ４７４＋１８１：３０．１４ ２３．８�
（英）

４８ サンキューレット 牝２鹿 ５４ 西田雄一郎西村 專次氏 堀井 雅広 白老 社台牧場 ４６０＋１２１：３１．２７ ３８６．０�
３５ レ オ ミ ヤ ビ 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥田中 博之氏 平井 雄二 浦河 江谷 重雄 ４４２＋ ２１：３１．７３ ５６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，８６７，０００円 複勝： ４０，８１６，４００円 枠連： ２０，４４３，２００円

普通馬連： ７４，５５２，０００円 馬単： ５２，１８１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，４７４，３００円

３連複： ９８，２５９，５００円 ３連単： １４１，５８０，５００円 計： ４８０，１７４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １６０円 � ３００円 � ５８０円 枠 連（３－７） １，４４０円

普通馬連 �� １，７００円 馬 単 �� ２，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� ９５０円 �� ２，７４０円

３ 連 複 ��� ９，４７０円 ３ 連 単 ��� ３３，７９０円

票 数

単勝票数 計 ２０８６７０ 的中 � ５６４８８（１番人気）
複勝票数 計 ４０８１６４ 的中 � ９３７４８（１番人気）� ３３３３７（５番人気）� １４５０７（８番人気）
枠連票数 計 ２０４４３２ 的中 （３－７） １０４８４（７番人気）
普通馬連票数 計 ７４５５２０ 的中 �� ３２３６８（７番人気）
馬単票数 計 ５２１８１１ 的中 �� １４１７７（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１４７４３ 的中 �� １１４９７（６番人気）�� ８２２１（１２番人気）�� ２７００（２９番人気）
３連複票数 計 ９８２５９５ 的中 ��� ７６６５（３１番人気）
３連単票数 計１４１５８０５ 的中 ��� ３０９３（９８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．９―１３．４―１３．３―１２．４―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．６―３５．５―４８．９―１：０２．２―１：１４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５２．１―３F３８．７
３ ・（６，７）１４，３（２，１６）１（５，１０，１５）４，１２（８，９）１３，１１ ４ ・（６，７，１４）（３，２，１６）（１，４，１０）（１２，１５）（５，９）（８，１３）１１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

プライドワン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー ２０１０．１１．１３ 東京２着

２００８．５．５生 牡２鹿 母 シアトルブリッジ 母母 ミヤシロオーバン ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００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。



３１０８６１１月２８日 晴 良 （２２東京５）第８日 第２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１０時３５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

４７ ダンシングロイヤル 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義ロイヤルファーム� 大竹 正博 新冠 ロイヤルファー
ム新冠支場 ４７２－ ４１：２２．３ ２．９�

２４ � メ ー ヴ ェ 牝２黒鹿５４ C．ルメール 岡田 牧雄氏 栗田 博憲 英 D. D. and Mrs
Jean P. Clee ４４８－ ６１：２２．５１� １４．７�

（仏）

３６ マイネルヴィルンガ 牡２栗 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 池上 昌弘 新ひだか 山本 昇寿 ４４４－ ２１：２２．８２ ３０．８�

５１０� キ ザ 牡２鹿 ５５ 北村 宏司吉澤 克己氏 戸田 博文 米
Petaluma
Bloodstock &
Andre Lynch

４５４± ０１：２３．０１ １８．１�
７１５ エーブポセイドーン 牡２鹿 ５５ 武 豊 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 新ひだか シンボリ牧場 ５０２＋ ４１：２３．１� ３．７�
４８ メイケイダンサー 牡２黒鹿 ５５

５３ △伊藤 工真名古屋競馬� 清水 久詞 浦河 大西ファーム ４５８－ ４１：２３．３１� ２２３．９	
３５ シンワハーツクライ 牡２青 ５５ 藤田 伸二若尾 昭一氏 田村 康仁 新ひだか 本桐牧場 ４２４－ ４ 〃 ハナ １６．６

１１ ニシノペヨン 牡２栗 ５５ 吉田 豊西山 茂行氏 土田 稔 むかわ 西山牧場 ４４２＋ ８１：２３．７２	 １０１．４�
７１３ キタサンハヤブサ 牡２芦 ５５ M．デムーロ�大野商事 鹿戸 雄一 新ひだか 木田牧場 ５１８＋ ６１：２３．９１	 １０．４�

（伊）

６１１ ステラビスティー 牝２鹿 ５４ 田中 勝春備前島敏子氏 伊藤 大士 新冠 パカパカ
ファーム ４０２－ ２１：２４．０	 ４９．６

５９ コスモアスコット 牝２鹿 ５４ M．ギュイヨン �ビッグレッドファーム 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム ４４６－ ４１：２４．１クビ １０１．１�
（仏）

６１２ グランプラス 牝２青鹿５４ 内田 博幸村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４３６－ ８１：２４．２� ４６．１�
７１４ リネンカフェ 牝２鹿 ５４ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 嶋田牧場 B４３６± ０１：２４．８３	 ３４０．１�
２３ サックノヤクソク 牡２鹿 ５５ C．オドノヒュー 奥村 伸爾氏 和田 正道 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４８０＋ ４ 〃 ハナ ７１．１�
（愛）

８１７ コウユーヒカリママ 牝２青 ５４
５１ ▲平野 優加治屋康雄氏 石栗 龍彦 新ひだか 静内酒井牧場 ４０６＋１２１：２５．０１� ５６４．３�

１２ クリスタルクール 牝２鹿 ５４ 藤岡 佑介 �ダイヤモンドファーム 高橋 裕 様似 富田 恭司 ４２４＋ ６ 〃 ハナ １２１．９�
８１６ タカラバクシンオー 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝村山 義男氏 国枝 栄 新冠 大栄牧場 ４４４± ０ 〃 同着 ４．３�
８１８ フォージドアストロ 牡２鹿 ５５ 武士沢友治�三登 佐藤 全弘 新ひだか 光伸牧場 ４５６－ ４１：２５．１	 ４６２．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，６９７，１００円 複勝： ４１，００１，２００円 枠連： １９，９８５，０００円

普通馬連： ７４，５７８，６００円 馬単： ５５，１３４，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，６５６，１００円

３連複： ９９，９８５，０００円 ３連単： １５２，７０７，０００円 計： ４９６，７４４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � ４５０円 � ５６０円 枠 連（２－４） ２，２４０円

普通馬連 �� ２，１７０円 馬 単 �� ３，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８４０円 �� １，２４０円 �� ４，０００円

３ 連 複 ��� １４，２３０円 ３ 連 単 ��� ４６，５９０円

票 数

単勝票数 計 ２２６９７１ 的中 � ６１９８９（１番人気）
複勝票数 計 ４１００１２ 的中 � １１１２２５（１番人気）� １９５９６（６番人気）� １５０４６（８番人気）
枠連票数 計 １９９８５０ 的中 （２－４） ６５８７（９番人気）
普通馬連票数 計 ７４５７８６ 的中 �� ２５４６５（６番人気）
馬単票数 計 ５５１３４１ 的中 �� １１７７６（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０６５６１ 的中 �� ９３２３（７番人気）�� ６１３２（１３番人気）�� １８１５（３４番人気）
３連複票数 計 ９９９８５０ 的中 ��� ５１８８（４０番人気）
３連単票数 計１５２７０７０ 的中 ��� ２４１９（１３２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．８―３５．３―４７．１―５８．５―１：１０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．２
３ ７（６，１５）（３，９，１０，１６）１２，２，１１（１，８，１７，１８，１３）４（５，１４） ４ ・（７，６）（３，９，１５，１６）（２，１０）（１２，１３）１（８，１１）－（４，１７，１８）（５，１４）

勝馬の
紹 介

ダンシングロイヤル �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１０．８．２８ 札幌２着

２００８．２．２７生 牝２鹿 母 デビルインマインド 母母 シーキングロイヤル 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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 シノハイジ号・スカイアメリカン号・ピースワンレディ号
※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。



３１０８７１１月２８日 晴 良 （２２東京５）第８日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１１時０５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

２４ リックムファサ 牡２鹿 ５５ 吉田 豊山邉 浩氏 清水 英克 新ひだか 藤巻 則弘 ４６４＋ ８１：３９．６ ７．７�

８１５ リンガスクリフ 牡２栗 ５５ 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ５００＋ ６１：３９．８１� ２．５�
６１２ キーフォース 牡２鹿 ５５ C．スミヨン �グリーンファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム ４８２± ０１：４０．６５ ３．８�

（仏）

３６ スガノテシオ 牡２黒鹿５５ 内田 博幸�テシオ 矢野 英一 日高 サンシャイン
牧場 ４７２－ ２１：４１．３４ ３．８�

４７ マイネルパラダイム 牡２鹿 ５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ３９８－ ４１：４１．７２� １５８．７�

１２ キョカキョク 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝小田切有一氏 高橋 祥泰 日高 浦新牧場 ４３２－ ２ 〃 アタマ ４５．８	
２３ オーバーザレインボ 牝２黒鹿５４ 北村 宏司橋本 忠雄氏 柴田 政人 浦河 駿河牧場 ４７８－ ６１：４１．９� １８．６

１１ タイトロープ 牡２栗 ５５ 村田 一誠�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 ４８６＋ ２ 〃 アタマ ２４７．０�
６１１ ア ベ マ リ ア 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 ４４４－ ４１：４２．３２� ４６．４�
５１０ コスモポントス 牡２黒鹿５５ A．クラストゥス �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム ４６８－１８１：４２．５１� ３７．０

（仏）

７１３ アイティキング 牡２鹿 ５５ 江田 照男一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ５０４＋ ２１：４３．１３� ９８．７�
５９ シ ノ プ シ ス 牝２鹿 ５４ 武士沢友治�ミルファーム 尾関 知人 新冠 飛渡牧場 ４１０± ０ 〃 クビ １２１．４�
７１４ アイファーアクセス 牡２黒鹿５５ 柴山 雄一中島 稔氏 境 征勝 浦河 野表 春雄 ５０４± ０１：４３．８４ ８８．６�
３５ オリンピアシチー 牡２黒鹿５５ 西田雄一郎 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 青森 清水 貞信 ４６４＋ ２１：４４．２２� ２８４．６�
８１６ グローバルチャージ 牡２芦 ５５ 藤岡 佑介�リーヴァ 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 ４７０＋ ２１：４５．８１０ ５１．６�
４８ ネイチャーナターレ 牝２黒鹿５４ 郷原 洋司井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 中地 義次 ４３０＋ ４１：４６．０１ ２７０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，４７５，１００円 複勝： ３５，９４３，３００円 枠連： １９，５５２，２００円

普通馬連： ６７，０７１，７００円 馬単： ５２，２１３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，３５６，５００円

３連複： ８４，７４１，８００円 ３連単： １４４，６５５，５００円 計： ４５６，００９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � １７０円 � １３０円 � １５０円 枠 連（２－８） ６７０円

普通馬連 �� ９７０円 馬 単 �� ２，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ４５０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� １，２１０円 ３ 連 単 ��� ９，７６０円

票 数

単勝票数 計 ２３４７５１ 的中 � ２４１７１（４番人気）
複勝票数 計 ３５９４３３ 的中 � ５０３６７（４番人気）� ８２６６３（２番人気）� ６３８５９（３番人気）
枠連票数 計 １９５５２２ 的中 （２－８） ２１７１０（４番人気）
普通馬連票数 計 ６７０７１７ 的中 �� ５１２８９（４番人気）
馬単票数 計 ５２２１３５ 的中 �� １５５９６（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８３５６５ 的中 �� １８４６６（５番人気）�� １４６０５（６番人気）�� ２９１５３（２番人気）
３連複票数 計 ８４７４１８ 的中 ��� ５１９３７（３番人気）
３連単票数 計１４４６５５５ 的中 ��� １０９４９（２４番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．８―１２．６―１３．５―１３．１―１２．２―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．４―３５．２―４７．８―１：０１．３―１：１４．４―１：２６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．８―３F３８．３
３ １６（３，１５）４，６（２，１４）１３，１２－（１１，１０）８（１，５）７，９ ４ ・（１６，１５）（３，４）（２，６）（１３，１２，１４）（１１，８，１０）－（１，７）－５－９
市場取引馬

勝馬の
紹 介

リックムファサ �
�
父 イーグルカフェ �

�
母父 ワツスルタツチ デビュー ２０１０．１０．３ 中山３着

２００８．４．９生 牡２鹿 母 アイドルタレント 母母 ダイナマリー ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔制裁〕 キーフォース号の騎手C．スミヨンは，４コーナーで内側に斜行したことについて過怠金７０，０００円。（１３番への進路影響）
〔その他〕 グローバルチャージ号は，３コーナーから最後の直線コースにかけて外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

ネイチャーナターレ号は，最後の直線コースで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除
外。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 グローバルチャージ号は，平成２２年１２月２８日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ライジングエース号
（非抽選馬） １頭 シュッケルト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３１０８８１１月２８日 晴 良 （２２東京５）第８日 第４競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１１時３５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

２：０１．３
１：５９．９

良

良

２３ アンナドンナ 牝２栗 ５４ M．ギュイヨン 吉田 千津氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４００ ―２：０４．５ ５．９�
（仏）

４６ ガリレオバローズ 牡２黒鹿５５ 松岡 正海猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５３４ ― 〃 クビ １８．８�
４７ フ ク シ ア 牝２鹿 ５４ M．デムーロ�上山牧場 鹿戸 雄一 浦河 上山牧場 ４４６ ― 〃 ハナ ５４．４�

（伊）

５８ ダノンウィスラー 牡２鹿 ５５ C．スミヨン�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか 折手牧場 ４７６ ―２：０４．６クビ ２．１�
（仏）

１１ パルムドールピサ 牡２黒鹿５５ 内田 博幸市川 義美氏 河野 通文 新ひだか フジワラフアーム ４６４ ―２：０４．９２ １３．７�
５９ シンボリドンナー 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人シンボリ牧場 岩戸 孝樹 日高 シンボリ牧場 ４８０ ―２：０５．１１ ３４．２	
８１４ マテンロウカフェ 牡２黒鹿５５ 武 豊西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 ４８６ ―２：０５．７３� ４．９

６１０ コスモチャートイン 牡２黒鹿５５ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 平井 雄二 平取 協栄組合 ４８２ ― 〃 アタマ ３０４．４�
７１３ ルイーザシアター 牡２鹿 ５５ C．ルメール �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９０ ― 〃 アタマ ９．５�

（仏）

３５ ドーチェスター 牡２栗 ５５ 柴田 善臣渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 浦河 福岡 光夫 ４４６ ―２：０５．９１� ４０．２
２２ キャッチザウェーブ 牡２栗 ５５ 石橋 脩松岡 雅昭氏 柴田 政人 日高 インターナショ

ナル牧場 ５０２ ―２：０６．０� ２３．８�
８１５ ストロングシリウス 牡２栗 ５５ 田中 勝春村木 篤氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 ４９２ ―２：０６．６３� ２９．９�
７１２ テンモウカイカイ 牡２黒鹿５５ C．オドノヒュー 山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 ５２０ ―２：０６．８１� １２３．６�

（愛）

３４ スバルオーロラ 牡２鹿 ５５ 村田 一誠野村 勇氏 田中 剛 青森 オオタ牧場 ４９０ ―２：０７．３３ ２２１．７�
６１１ カ リ ン ト 牡２青鹿５５ 江田 照男西森 鶴氏 中川 公成 新冠 パカパカ

ファーム ４３６ ―２：０７．７２� １３８．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２９，７０５，９００円 複勝： ３９，８６１，０００円 枠連： ２０，３８３，４００円

普通馬連： ７２，５８１，７００円 馬単： ５６，７１４，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，２８７，１００円

３連複： ８５，３５９，９００円 ３連単： １３７，０８２，７００円 計： ４７０，９７５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２２０円 � ４８０円 � １，３００円 枠 連（２－４） ２，１５０円

普通馬連 �� ４，４２０円 馬 単 �� ６，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２３０円 �� ３，０４０円 �� ４，６５０円

３ 連 複 ��� ４３，２７０円 ３ 連 単 ��� １６１，６１０円

票 数

単勝票数 計 ２９７０５９ 的中 � ３９７７１（３番人気）
複勝票数 計 ３９８６１０ 的中 � ５８２１４（３番人気）� ２０７４０（６番人気）� ６８２９（１１番人気）
枠連票数 計 ２０３８３４ 的中 （２－４） ７００２（７番人気）
普通馬連票数 計 ７２５８１７ 的中 �� １２１２４（１７番人気）
馬単票数 計 ５６７１４１ 的中 �� ６４０９（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９２８７１ 的中 �� ６０６０（１４番人気）�� ２３５１（３３番人気）�� １５２３（４５番人気）
３連複票数 計 ８５３５９９ 的中 ��� １４５６（１００番人気）
３連単票数 計１３７０８２７ 的中 ��� ６２６（３９８番人気）

ハロンタイム １３．１―１２．１―１２．７―１３．１―１２．９―１３．２―１２．７―１１．４―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．１―２５．２―３７．９―５１．０―１：０３．９―１：１７．１―１：２９．８―１：４１．２―１：５２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．４―３F３４．７

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

勝馬の
紹 介

アンナドンナ �
�
父 Galileo �

�
母父 Monsun 初出走

２００８．４．１２生 牝２栗 母 アンナモンダ 母母 Anna of Kiev １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３１０８９１１月２８日 晴 良 （２２東京５）第８日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１２時２５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

１：３４．１
１：３３．１

良

良

５８ ラヴェルソナタ 牡２鹿 ５５ M．ギュイヨン �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ５１６ ―１：３７．４ ２．５�
（仏）

６１０ ロングスローイン 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義渡邊 隆氏 尾形 充弘 苫小牧 藤沢 武雄 ４８６ ―１：３７．５� ６．０�
８１５ インナージョイ 牡２鹿 ５５ M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム ４８４ ―１：３７．８２ ４．１�

（伊）

１１ ローレルソラン 牡２鹿 ５５ 武 英智 �ローレルレーシング 河野 通文 新冠 �渡 信義 ４２８ ―１：３８．０１� ４３．３�
７１２ ウォールストリート 牡２栗 ５５ 田辺 裕信田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 石川 栄一 ４６０ ― 〃 クビ １８．３	
４６ キングロンシャープ 牡２栗 ５５ 江田 照男小林 久義氏 中川 公成 浦河 三枝牧場 ４８０ ―１：３８．１クビ １３．２

５９ ワイズチェアマン 牡２鹿 ５５ D．ボニヤ 小川 敏夫氏 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 ４８６ ―１：３８．５２� ７５．８�

（仏）

２２ メイショウオオトネ 牡２青 ５５ 武 豊松本 好雄氏 小島 太 千歳 社台ファーム ５０８ ―１：３８．７１� １３．０�
３４ オールドアメリカン 牝２黒鹿５４ C．ルメール �社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム ４７０ ―１：３８．８� ９．７

（仏）

４７ キ ン グ カ イ 牡２黒鹿５５ 武士沢友治小林 博雄氏 伊藤 正徳 新冠 石田牧場 ４８４ ― 〃 クビ ５６．７�
６１１ シンボリヴァルト 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 ５４０ ―１：３８．９クビ ６５．８�
２３ トーホウベスト 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人東豊物産� 後藤 由之 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４９８ ―１：３９．５３� ６３．９�
３５ カモンダウン 牝２芦 ５４ 村田 一誠吉澤 克己氏 中川 公成 日高 原田牧場 ４５６ ― 〃 クビ １６２．０�
８１４ イ ズ ミ 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹滝澤 洋一氏 杉浦 宏昭 新ひだか 岡田スタツド ４５６ ― 〃 アタマ ２８．７�
７１３ コウヨウアルテミス 牝２栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ４１４ ―１：４２．５大差 １６８．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２６，４２９，３００円 複勝： ３３，４３７，１００円 枠連： １９，９５９，４００円

普通馬連： ７２，６２５，３００円 馬単： ５０，５１４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，６９５，３００円

３連複： ８１，０１３，７００円 ３連単： １２７，３８２，６００円 計： ４３９，０５７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � １８０円 � １５０円 枠 連（５－６） ６７０円

普通馬連 �� ７６０円 馬 単 �� １，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ２６０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ９５０円 ３ 連 単 ��� ３，７２０円

票 数

単勝票数 計 ２６４２９３ 的中 � ８５６８５（１番人気）
複勝票数 計 ３３４３７１ 的中 � ８５６９０（１番人気）� ４２６８９（３番人気）� ５８９３９（２番人気）
枠連票数 計 １９９５９４ 的中 （５－６） ２２２３３（２番人気）
普通馬連票数 計 ７２６２５３ 的中 �� ７１００３（２番人気）
馬単票数 計 ５０５１４８ 的中 �� ２９８８９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７６９５３ 的中 �� １８６９１（２番人気）�� ２８２２５（１番人気）�� １７４８５（３番人気）
３連複票数 計 ８１０１３７ 的中 ��� ６３６０４（１番人気）
３連単票数 計１２７３８２６ 的中 ��� ２５２８０（２番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．３―１２．４―１２．７―１２．６―１１．５―１１．０―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．０―２５．３―３７．７―５０．４―１：０３．０―１：１４．５―１：２５．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラヴェルソナタ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００８．２．１９生 牡２鹿 母 ハッピーパス 母母 ハッピートレイルズ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コウヨウアルテミス号は，平成２２年１２月２８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。



３１０９０１１月２８日 晴 良 （２２東京５）第８日 第６競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１２時５５分 （芝・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 ７，４００，０００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

２：２２．１
２：２２．１

良

良

１２ ドリームゴスペル 牡３鹿 ５５ 吉田 隼人セゾンレースホース� 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム ５３０－ ４２：２６．８ ２．７�

８１７ ブレーブビスティー 牡４黒鹿５７ 内田 博幸備前島敏子氏 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 ４８０＋ ４２：２７．４３� ５．６�
５９ ハシルヨミテテ 牡３鹿 ５５ 蛯名 正義田中 幹雄氏 清水 美波 浦河 荻伏三好フ

アーム ５３２＋ ４２：２７．５� ５．０�
４８ ダイワソウル 牡３青鹿５５ C．ルメール 大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４８６－ ６２：２８．１３� ２３．４�

（仏）

８１６ ベ イ ル リ 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介西浦 和男氏 土田 稔 浦河 地興牧場 ４６０＋ ４２：２８．２� １６１．７�
２４ ラガーアンバー 牡３黒鹿５５ D．ボニヤ 古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 今 牧場 ４６８＋ ８ 〃 ハナ １２４．７�

（仏）

４７ � ユメユメユメ 牡３鹿 ５５ 津村 明秀 	ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 愛 Airlie Stud ５０８－ ４ 〃 ハナ ３５．５

７１４ メジロジョン 牡３栗 ５５ 吉田 豊	メジロ牧場 大久保洋吉 浦河 まるとみ冨岡牧場 ５１８± ０２：２８．３� １２．９�
２３ 	 ドリームスナイパー 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹大久保和夫氏 水野 貴広 三石 飯岡牧場 ４６８＋ ６２：２８．８３ １２９．３�
３６ サンリヴァル 牡３鹿 ５５ R．ムーア 	サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ２２：２８．９クビ ８．３

（英）

５１０ スズヨタキオン 牝３鹿 ５３ 柴田 善臣鈴木与四郎氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ４３８－ ６２：２９．２２ １２９．２�
３５ ヴィーヴァマンボ 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝芹澤 精一氏 阿部 新生 三石 片山牧場 ４５０± ０２：２９．４１ ５６．５�
１１ 	 スマートカンパニー 
４鹿 ５７ 北村 宏司大川 徹氏 国枝 栄 新ひだか ダイイチ牧場 ４７６－ ６２：２９．７２ ８２．５�
６１２ マイネルネオハート 牡３黒鹿５５ C．スミヨン �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 中田 英樹 ４６０＋１６２：３０．２３ １２．５�
（仏）

８１８ ヤマニンアロンディ 牝８栗 ５５ 西田雄一郎土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ４８４＋ ６２：３０．４１� ３５２．６�
６１１	 ブルーデザフィーオ 牡４青 ５７ C．オドノヒュー �ブルーマネジメント石栗 龍彦 新冠 川上牧場 ４７８± ０２：３０．６１� １３７．４�

（愛）

７１３ ショウナンサヴァン 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信国本 哲秀氏 上原 博之 静内 神垣 道弘 ４７２＋１０２：３２．６大差 ２７８．５�
７１５ シ ー ダ ー 牡４鹿 ５７ 武 豊本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ４７６＋ ２ （競走中止） １１．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３０，１０８，１００円 複勝： ４８，０３０，０００円 枠連： ２５，５１６，１００円

普通馬連： ９９，９２８，８００円 馬単： ６２，８３０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，１４３，４００円

３連複： １１２，００６，９００円 ３連単： １７１，９８８，６００円 計： ５８５，５５２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １２０円 � １７０円 � １６０円 枠 連（１－８） ６２０円

普通馬連 �� ７４０円 馬 単 �� １，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ２５０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １，１２０円 ３ 連 単 ��� ４，３５０円

票 数

単勝票数 計 ３０１０８１ 的中 � ８９９５９（１番人気）
複勝票数 計 ４８０３００ 的中 � １３６７１５（１番人気）� ６５９９５（３番人気）� ７４３７６（２番人気）
枠連票数 計 ２５５１６１ 的中 （１－８） ３０７１２（２番人気）
普通馬連票数 計 ９９９２８８ 的中 �� １００１７４（２番人気）
馬単票数 計 ６２８３０６ 的中 �� ３７３２３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５１４３４ 的中 �� ２５９８５（２番人気）�� ３９５２４（１番人気）�� １５６７７（６番人気）
３連複票数 計１１２００６９ 的中 ��� ７４０１７（１番人気）
３連単票数 計１７１９８８６ 的中 ��� ２９２００（２番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１２．３―１２．９―１２．７―１２．７―１２．８―１２．７―１２．０―１１．２―１１．１―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．８―２４．２―３６．５―４９．４―１：０２．１―１：１４．８―１：２７．６―１：４０．３―１：５２．３―２：０３．５―２：１４．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドリームゴスペル �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．２．２７ 中山１０着

２００７．３．３１生 牡３鹿 母 レットルダムール 母母 ダイナチヤイナ ９戦２勝 賞金 ２０，２５０，０００円
〔競走中止〕 シーダー号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため４コーナーで競走中止。
〔制裁〕 ラガーアンバー号の騎手D．ボニヤは，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１６番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショウナンサヴァン号は，平成２２年１２月２８日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 アサクサマリンバ号・ホーカーシーホーク号
※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。



３１０９１１１月２８日 晴 良 （２２東京５）第８日 第７競走 ��
��１，６００�ベ ゴ ニ ア 賞

発走１３時３０分 （芝・左）

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 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．１
１：３３．１

良

良

６９ ナカヤマナイト 牡２栗 ５５ 柴田 善臣和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 ４５０－ ６１：３４．８ ２．８�

４５ コティリオン 牡２青鹿５５ 武 豊金子真人ホール
ディングス� 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４７８－ ４１：３５．１１� ２．３�

３４ シルクマイベスト 牡２栗 ５５ C．スミヨン 有限会社シルク山内 研二 新ひだか 棚川 光男 ５００＋ ４ 〃 ハナ １０．５�
（仏）

７１２ ショウナンバーズ 牡２鹿 ５５ 内田 博幸国本 哲秀氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４９４＋２８１：３５．７３� １５．４�
５８ メイショウトチワカ 牡２鹿 ５５ 池添 謙一松本 好雄氏 小島 太 浦河 鮫川フアーム ４６０＋ ４ 〃 ハナ ２５．１�
８１３ オメガブレイン 牡２鹿 ５５ C．ルメール 原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４５０＋ ６１：３５．８� １６．１�

（仏）

４６ メルトアウェイ 牡２栗 ５５ 蛯名 正義草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４３０＋ ６１：３６．１１� ２７．９	
１１ タイセイマテンロウ 牡２青鹿５５ 後藤 浩輝田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ４７２－ ８１：３６．２� １７．５

５７ ダイワモービル 牡２黒鹿５５ 北村 宏司大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 ５０４＋ ８１：３６．３� ４６．８�
６１０ コスモバタフライ 牝２黒鹿５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 小河 豊水 ４４４－３２１：３６．５１� ３６．７
７１１	 キャニオンシンザン 牡２栗 ５５ 吉田 豊谷川弘一郎氏 天間 昭一 浦河 谷川牧場 ４８０＋ ４１：３６．６� ３１１．６�
３３ ピーエムヘクター 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信松山 毅氏 和田正一郎 安平 追分ファーム ４７０＋ ２１：３７．０２� １２０．６�
８１４ ゴ シ ッ ク 牡２栗 ５５ R．ムーア 齊藤四方司氏 堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４４０－ ４１：３７．１� ３８．０�

（英）

２２ エスクルシーヴァ 牝２栗 ５４ M．デムーロ �キャロットファーム 武藤 善則 新冠 大林ファーム ４００－１４１：３７．５２� ７７．２�
（伊）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４２，２２１，８００円 複勝： ６１，９５４，１００円 枠連： ２８，６９３，６００円

普通馬連： １３５，９１３，３００円 馬単： ９２，０５０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４７，７１７，９００円

３連複： １５８，６５６，３００円 ３連単： ２９９，５３７，０００円 計： ８６６，７４４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １９０円 枠 連（４－６） ２４０円

普通馬連 �� ２５０円 馬 単 �� ５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� ３２０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ６９０円 ３ 連 単 ��� ２，６３０円

票 数

単勝票数 計 ４２２２１８ 的中 � １２０６０８（２番人気）
複勝票数 計 ６１９５４１ 的中 � １９４８６８（１番人気）� １７５２００（２番人気）� ５４２７１（３番人気）
枠連票数 計 ２８６９３６ 的中 （４－６） ８９８９７（１番人気）
普通馬連票数 計１３５９１３３ 的中 �� ４０４２６４（１番人気）
馬単票数 計 ９２０５０４ 的中 �� １１５２８１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７７１７９ 的中 �� １１３３１４（１番人気）�� ３０８９９（２番人気）�� ２５３１５（３番人気）
３連複票数 計１５８６５６３ 的中 ��� １７１１３８（１番人気）
３連単票数 計２９９５３７０ 的中 ��� ８４２４０（２番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．３―１１．９―１２．２―１２．２―１１．３―１１．１―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．０―２４．３―３６．２―４８．４―１：００．６―１：１１．９―１：２３．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナカヤマナイト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 カコイーシーズ デビュー ２０１０．８．８ 新潟３着

２００８．３．２４生 牡２栗 母 フィジーガール 母母 ツ バ キ ヒ メ ５戦２勝 賞金 ２３，２００，０００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。



３１０９２１１月２８日 晴 良 （２２東京５）第８日 第８競走

C．アスムッセン来場記念
��
��１，６００�シャングリラ賞

発走１４時０５分 （ダート・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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

６１１ セ イ リ オ ス 牡３鹿 ５６ M．デムーロ �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４８４＋ ６１：３７．４ ２．２�
（伊）

３５ メイショウツチヤマ 牡３鹿 ５６ 武 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４７４± ０１：３７．７１� ５．１�
８１５ サ イ オ ン 牡４芦 ５７ R．ムーア 里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５１０＋ ２１：３７．８� ９．０�

（英）

２４ ヒラボクビジン 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝�平田牧場 土田 稔 浦河 谷川牧場 ４４２－ ６ 〃 クビ １５．６�
２３ ガンマーバースト 牡３鹿 ５６ 松岡 正海池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新ひだか 畠山牧場 ４９２＋１２１：３７．９� １１．６�
３６ カムレーシング 牡４黒鹿５７ 吉田 豊吉田 和子氏 清水 英克 浦河 杵臼牧場 B５１４＋２０１：３８．１１ ２４．６	
１２ タマビッグボス 牡３青鹿５６ 津村 明秀玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ５００＋ ２１：３８．４２ ７８．８

７１４ ナイトフッド 牡４青鹿５７ 北村 宏司 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム ４９８＋ ２１：３８．５クビ ５．９�
８１６ ブレイクチャンス 牡３鹿 ５６ 内田 博幸齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４９８＋ ２１：３８．６� １８．１�
５１０ ア イ ノ カ ゼ 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹丸岡 啓一氏 鈴木 勝美 新冠 ムラカミファーム ５０２－ ４１：３８．７� １３１．１
４８ イチエイクリッパー 牡３鹿 ５６ 石橋 脩築地 榮一氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 ４９８－ ２ 〃 クビ ８３．７�
１１ マコトギャラクシー 牡３栃栗５６ 蛯名 正義尾田左知子氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４５６－ ２１：３８．８クビ ４０．８�
７１３ ヤマニンノベリスト 牝６鹿 ５５ 伊藤 工真土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ４７８＋ ８１：３９．３３ ４３１．８�
４７ 	 デルマリゲル 牡５栗 ５７ 村田 一誠浅沼 廣幸氏 田中 剛 門別 ファニーヒルファーム ４５２－１４１：３９．４クビ ２６７．５�
５９ 	 トミケントラスト 牡６鹿 ５７ 丸田 恭介冨樫 賢二氏 水野 貴広 三石 上村 清志 ５３２＋ ４１：３９．５� ２８５．２�
６１２	 ヤ マ ノ ベ ガ 牡６黒鹿５７ 的場 勇人山住れい子氏 牧 光二 門別 竹島 幸治 ４９２± ０１：３９．８１� ９３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４７，７２６，２００円 複勝： ６９，６４２，７００円 枠連： ３８，６０５，２００円

普通馬連： １７５，５４１，８００円 馬単： １０３，１４１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ５３，１１９，６００円

３連複： １８５，４２８，７００円 ３連単： ３４５，５９０，６００円 計： １，０１８，７９５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ２２０円 枠 連（３－６） ４３０円

普通馬連 �� ４７０円 馬 単 �� ７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ４３０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� １，３７０円 ３ 連 単 ��� ３，９００円

票 数

単勝票数 計 ４７７２６２ 的中 � １７４９６３（１番人気）
複勝票数 計 ６９６４２７ 的中 � ２３８８０４（１番人気）� １０９１０１（２番人気）� ５９６７９（４番人気）
枠連票数 計 ３８６０５２ 的中 （３－６） ６６９１８（１番人気）
普通馬連票数 計１７５５４１８ 的中 �� ２７９９１９（１番人気）
馬単票数 計１０３１４１１ 的中 �� １０２３３６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５３１１９６ 的中 �� ５８３７０（１番人気）�� ２９６７０（３番人気）�� １５４２８（１０番人気）
３連複票数 計１８５４２８７ 的中 ��� １００３８６（２番人気）
３連単票数 計３４５５９０６ 的中 ��� ６５５１６（２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１２．０―１１．９―１２．３―１２．１―１２．５―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．６―３５．６―４７．５―５９．８―１：１１．９―１：２４．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セ イ リ オ ス �
�
父 トワイニング �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．７．５ 札幌８着

２００７．４．２３生 牡３鹿 母 ステラマリス 母母 ステラマドリッド １０戦３勝 賞金 ３３，２９９，０００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 ハイローラー号・レオソリスト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３１０９３１１月２８日 晴 良 （２２東京５）第８日 第９競走 ��
��１，６００�キャピタルステークス

発走１４時４０分 （芝・左）
３歳以上；負担重量は，３歳５５�４歳以上５６�，牝馬２�減，２１．１１．２８以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）１着馬３�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬２�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�
増，２１．１１．２７以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 ２２，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，５００，０００円 ３，３００，０００円 ２，２００，０００円
付 加 賞 ４５５，０００円 １３０，０００円 ６５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．４
１：３１．４

良

良

３６ サンディエゴシチー 牡３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 ５０６－ ２１：３３．２ ８．６�

７１３� レッドシューター 牡５鹿 ５６ M．ギュイヨン 山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 Epona Blood-
stock Ltd B５３６－ ４ 〃 ハナ ３．３�

（仏）

５９ ムラマサノヨートー 牡６栗 ５６ 田中 勝春新井 孝治氏 牧 光二 浦河 岡本 昌市 ５１０＋ ２１：３３．５２ ９．３�
６１２� スマートステージ 牡５鹿 ５６ J．ムルタ 大川 徹氏 鹿戸 雄一 三石 ダイイチ牧場 B５０４＋ ６ 〃 アタマ ７１．４�

（愛）

８１６ キングストリート 牡４鹿 ５６ O．ペリエ 百万 武夫氏 池江 泰郎 新ひだか タイヘイ牧場 ４６６－ ８１：３３．７	 ７．７�
（仏）

３５ リザーブカード 牡７鹿 ５６ 内田 博幸 �サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４９８－ ２１：３３．９１
 ２２．６	
２４ タガノエリザベート 牝３黒鹿５３ 田辺 裕信八木 昌司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４－ ６ 〃 ハナ ５６．１

６１１ ホッカイカンティ 牡５鹿 ５６ 石橋 脩�北海牧場 柴田 政人 門別 北海牧場 ５１６－ ２ 〃 クビ １４．０�
１２ ゲイルスパーキー 牡６鹿 ５６ 北村 宏司�RRA 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ４９８± ０１：３４．０クビ ９７．０�
２３ マイネルキーロフ 牡６青鹿５６ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 斉藤 安行 ５０４－ ６ 〃 ハナ ９０．７
８１７ ス ピ リ タ ス �５栗 ５６ 柴田 善臣 �キャロットファーム 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４４２－ ４ 〃 ハナ ３．４�
７１４� オセアニアボス 牡５青鹿５６ 武 豊�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry

Hill Stud ４９０＋ ４１：３４．１
 １８．２�
４８ アーリーロブスト 牡４鹿 ５６ 池添 謙一�三嶋牧場 本田 優 日高 山際 辰夫 ４９０＋ ８ 〃 クビ ６７．４�
１１ シ ャ イ ン 牡３鹿 ５５ 後藤 浩輝呂 朝子氏 川村 禎彦 新冠 山岡牧場 ４６６－ ８ 〃 アタマ ６２．４�
４７ マイネルスケルツィ 牡７鹿 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 様似 富田 恭司 ５２０＋１２１：３４．２
 ５８．７�
５１０ ドリーミーオペラ 牡８鹿 ５６ 勝浦 正樹小川 有世氏 菊川 正達 早来 吉田牧場 ４４６＋ ４１：３４．８３
 ３５６．１�
８１８� スピードタッチ 牡７鹿 ５６ 丹内 祐次冨沢 敦子氏 崎山 博樹 様似 長田 操 ５１８± ０１：３９．２大差 ５１５．３�
７１５ メイショウレガーロ 牡６黒鹿５６ M．デムーロ松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４６２＋ ２ （競走中止） ３８．０�

（伊）

（１８頭）

売 得 金

単勝： ５７，７３９，８００円 複勝： ８５，４８９，１００円 枠連： ５２，９２１，１００円

普通馬連： ２３７，３８２，３００円 馬単： １２８，５９４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ７２，２５５，６００円

３連複： ２７８，９２０，７００円 ３連単： ４９８，７１０，９００円 計： １，４１２，０１４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � ２８０円 � １５０円 � ２７０円 枠 連（３－７） １，０９０円

普通馬連 �� １，９７０円 馬 単 �� ４，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７１０円 �� １，３８０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ４，６５０円 ３ 連 単 ��� ２８，０２０円

票 数

単勝票数 計 ５７７３９８ 的中 � ５３２４３（４番人気）
複勝票数 計 ８５４８９１ 的中 � ６９５２３（５番人気）� １９９８８６（１番人気）� ７３９７８（４番人気）
枠連票数 計 ５２９２１１ 的中 （３－７） ３５８９６（４番人気）
普通馬連票数 計２３７３８２３ 的中 �� ８９２８０（７番人気）
馬単票数 計１２８５９４５ 的中 �� ２１４８９（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７２２５５６ 的中 �� ２５３５７（６番人気）�� １２２３６（１５番人気）�� ３６７７５（２番人気）
３連複票数 計２７８９２０７ 的中 ��� ４４３３３（９番人気）
３連単票数 計４９８７１０９ 的中 ��� １３１３９（６５番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１１．５―１１．５―１１．９―１１．８―１１．１―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．５―３５．０―４６．５―５８．４―１：１０．２―１：２１．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンディエゴシチー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Rahy デビュー ２００９．６．２１ 札幌１着

２００７．４．２８生 牡３黒鹿 母 ジェニーソング 母母 ビューティフルジェム １０戦４勝 賞金 ８２，９９７，０００円
〔競走中止〕 メイショウレガーロ号は，競走中に疾病〔左前繋靭帯断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スピードタッチ号は，平成２２年１２月２８日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 オーシャンエイプス号
※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。



３１０９４１１月２８日 晴 良 （２２東京５）第８日 第１０競走
ジャパン・オータムインターナショナル

��
��２，４００�第３０回ジャパンカップ（ＧⅠ）

発走１５時２０分 （国際招待） （芝・左）

３歳以上；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
外務大臣賞・農林水産大臣賞・アイルランド大使賞・日本馬主協会連合会会長賞・東京馬主協会賞（１着）

賞 品
本 賞 ２５０，０００，０００円 １００，０００，０００円 ６３，０００，０００円 ３８，０００，０００円 ２５，０００，０００円
付 加 賞 ３，７８０，０００円 １，０８０，０００円 ５４０，０００円
参加記念品
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

レースレコード

２：２２．１
２：２２．１
２：２２．１

良

良

良

３６ ローズキングダム 牡３黒鹿５５ 武 豊 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４６２－ ２２：２５．２ ８．８�

８１６ ブエナビスタ 牝４黒鹿５５ C．スミヨン �サンデーレーシング 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４６２＋ ６ （降着） １．９�
（仏）

１２ ヴィクトワールピサ 牡３黒鹿５５ M．ギュイヨン 市川 義美氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５１０ 〃 ハナ ２８．２�
（仏）

４８ ジャガーメイル 牡６鹿 ５７ R．ムーア 吉田 和美氏 堀 宣行 浦河 アイオイファーム B４８４± ０２：２５．３� ２０．４�
（英）

４７ ペ ル ー サ 牡３栗 ５５ 安藤 勝己山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５１０＋ ８ 〃 クビ ８．４�
７１３ メイショウベルーガ 牝５芦 ５５ 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４９８－１０２：２５．４� ６３．１�
７１４ オウケンブルースリ 牡５栗 ５７ C．ルメール 福井 明氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９２－１２ 〃 ハナ １５．８	

（仏）

５１０ エイシンフラッシュ 牡３黒鹿５５ 内田 博幸平井 豊光氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４８８＋ ２２：２５．６１	 １２．３

８１８
 シリュスデゼーグル �４鹿 ５７ F．ブロンデル J・C．デュプイ氏 C．バランドバルブ 仏

M.Yvon Lelimouzin
& M.Benoit
Deschamps

４５８ 〃 ハナ １０９．３�
（Cirrus des Aigles（FR）） （仏） （仏）

６１２
 ジョシュアツリー 牡３鹿 ５５ C．オドノヒュー K．ビン・ハマド氏 A．オブライエン 愛
Castlemartin
Stud and Sky-
marc Farm

４９８ ２：２５．７� ４１．２�
（Joshua Tree（IRE）） （愛） （愛）

２３ 
 ダンディーノ 牡３青鹿５５ P．マルレナン エリート・レーシング・クラブ J．ギヴン 英 Elite Rac-
ing Club B４８８ ２：２５．８� １３１．２

（Dandino（GB）） （英） （英）

２４ シ ン ゲ ン 牡７黒鹿５７ 藤田 伸二吉田 千津氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ５００＋ ６ 〃 アタマ ４６．５�
３５ 
 モアズウェルズ 牡６鹿 ５７ S．マイヨ C．オフリン氏 R．ギブソン 英

Cliveden Stud
Ltd and Ocean
Bloodstock

B５０２ ２：２６．０１� ９９．０�
（Mores Wells（GB）） （仏） （仏）

６１１ ナカヤマフェスタ 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 むかわ 新井牧場 ４６２ ２：２６．１クビ ７．７�
５９ 
 テ ィ モ ス 牡５栗 ５７ O．ペリエ モラタラ侯爵夫人 T．ドゥーメン 独 Gestut Et-

zean ４８８ ２：２６．３１� １２０．３�
（Timos（GER）） （仏） （仏）

１１ 
 ヴォワライシ 牡５芦 ５７ M．デムーロスクーデリア インコ
リンクス V．カルーソ 愛 Soc.Finanza Locale

Consulting SRL. ４４８ ２：２６．５１ ６７．３�
（Voila Ici（IRE）） （伊） （伊）

８１７
 マ リ ヌ ス 牡４黒鹿５７ D．ボニヤ S．アルロマイシ氏 F．ヘッド 仏
David,Julien &
Virginie Elias
De Proenca

４８２ ２：２７．６７ ８６．６�
（Marinous（FR）） （仏） （仏）

７１５
 フィフティープルーフ �４栗 ５７ J．スタイン B．ハッツェル氏 I．ブラック 加
Anderson
Farms（On-
tario）Inc.

５７８ ２：２９．３大差 ８９．５�
（Fifty Proof（CAN）） （加） （加）

（１８頭）

売 得 金

単勝： ７７３，５９８，８００円 複勝： ８０８，２１５，１００円 枠連： ６５２，５４９，９００円

普通馬連： ２，８３６，４０９，９００円 馬単： １，７７８，９５５，９００円 ワイド【拡大馬連】： ７４０，７８８，０００円

３連複： ３，３８７，９７２，７００円 ３連単： ８，２６２，５１４，４００円 計： １９，２４１，００４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ２００円 � １１０円 � ５３０円 枠 連（３－８） ６９０円

普通馬連 �� ７１０円 馬 単 �� １，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ２，３２０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� ４，９４０円 ３ 連 単 ��� ２５，１１０円

票 数

単勝票数 計７７３５９８８ 的中 � ６９４９１４（４番人気）
複勝票数 計８０８２１５１ 的中 � ７４６８３３（２番人気）� ３９９９０９０（１番人気）� ２０２３５２（８番人気）
枠連票数 計６５２５４９９ 的中 （３－８） ７０５３２１（３番人気）
普通馬連票数 計２８３６４０９９ 的中 �� ２９６１８８５（１番人気）
馬単票数 計１７７８９５５９ 的中 �� ６９８６６４（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計７４０７８８０ 的中 �� ７０２０３４（１番人気）�� ７０６３２（２４番人気）�� １９３３１５（９番人気）
３連複票数 計３３８７９７２７ 的中 ��� ５０６９２１（１４番人気）
３連単票数 計８２６２５１４４ 的中 ��� ２４２８８１（７２番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．７―１１．９―１２．３―１２．０―１２．７―１２．９―１２．０―１２．２―１１．２―１１．３―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．８―２４．５―３６．４―４８．７―１：００．７―１：１３．４―１：２６．３―１：３８．３―１：５０．５―２：０１．７―２：１３．０

コーナー
通過順位

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

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



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３黒鹿 母 ロ ー ズ バ ド 母母 ロ ゼ カ ラ ー ９戦５勝 賞金 ５６８，８３８，０００円
〔発走状況〕 ジョシュアツリー号は，枠入り不良。発走時刻３分遅延。
〔降着〕 ブエナビスタ号は，１位〔タイム２分２４秒９，２位との着差１�馬身〕に入線したが，最後の直線コースで急に内側に斜行して

「ローズキングダム」号の走行を妨害したため２着に降着。
〔制裁〕 シリュスデゼーグル号の騎手F．ブロンデルは，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を内側から追い抜こうと

したことについて過怠金１００，０００円。（１５番・１７番への進路影響）
ヴィクトワールピサ号の騎手M．ギュイヨンは，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１０，０００円。（６番への
進路影響）
ブエナビスタ号の騎手C．スミヨンは，最後の直線コースで急に内側に斜行したことについて平成２２年１２月４日から
平成２２年１２月１２日まで騎乗停止。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 ジョシュアツリー号は，平成２２年１１月２９日から平成２２年１２月１９日まで出走停止。停止期間の満了
後に発走調教再審査。

※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 ネヴァブション号
※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。



３１０９５１１月２８日 晴 良 （２２東京５）第８日 第１１競走 ��
��２，０００�東京ウェルカムプレミアム

発走１６時００分 （エルコンドルパサーメモリアル） （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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．２
１：５６．４

良

良

７１２ カ リ バ ー ン 牡３鹿 ５５ 蛯名 正義 �社台レースホース河野 通文 千歳 社台ファーム B４９２＋ ４２：０１．３ ３．９�

３４ ステイツマンシップ 牡４栗 ５７ R．ムーア �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム ４６４＋１２２：０１．７２� ５．４�
（英）

４５ マ イ ウ エ イ 牡４鹿 ５７ C．スミヨン 近藤 英子氏 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム B４４８－ ６ 〃 ハナ ５．３�
（仏）

２２ マツリダガッツ 牡４黒鹿５７ 吉田 隼人�橋 文枝氏 国枝 栄 日高 賀張三浦牧場 ４８４± ０２：０１．８� ４．２�
６１０ オリエンタルジェイ 牡３黒鹿５５ 北村 宏司棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか グランド牧場 ４７４－ ２２：０１．９� １０．２�
８１３ パールシャドウ 牝４鹿 ５５ M．ギュイヨン 飯塚 知一氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４６２＋ ６２：０２．２１� ４５．３�

（仏）

５７ プティプランセス 牝４鹿 ５５ 武士沢友治中山 芳樹氏 伊藤 正徳 日高 下河辺牧場 ４６２± ０ 〃 クビ ３２．４	
６９ トーセンオーパス 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介島川 
哉氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４６２± ０ 〃 アタマ ２９．９�
１１ シングンレジェンド 牡４鹿 ５７ 内田 博幸伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４６０＋ ６２：０２．３クビ ４６．２�
７１１ コハクジョー 牡４芦 ５７ 柴田 善臣河内 孝夫氏 伊藤 伸一 新冠 大狩部牧場 ５１８＋１２ 〃 クビ ３８．３
３３ シンボリローレンス 牡５黒鹿５７ 田中 勝春シンボリ牧場 宗像 義忠 門別 シンボリ牧場 ５００＋１２２：０２．４� １３８．４�
５８ サニーラブカフェ 牝６鹿 ５５ D．ボニヤ 西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 ４９６－ ４ 〃 クビ １９２．５�

（仏）

８１４ ム ク ド ク 	４青鹿５７ 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 ４９４－ ６２：０３．０３� ２４．３�

（仏）

４６ ラッキーバニラ 牡３青鹿５５ M．デムーロ吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９４＋ ４２：０３．７４ ２８．６�
（伊）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ８７，０７４，９００円 複勝： １１６，４８１，４００円 枠連： ７５，８１１，０００円

普通馬連： ３２４，５１２，６００円 馬単： １８０，８５８，１００円 ワイド【拡大馬連】： １０４，６１８，８００円

３連複： ３８６，３６７，０００円 ３連単： ７４２，１５６，６００円 計： ２，０１７，８８０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １４０円 � １９０円 � １８０円 枠 連（３－７） ９１０円

普通馬連 �� １，１３０円 馬 単 �� ２，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ３７０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １，６５０円 ３ 連 単 ��� ８，８８０円

票 数

単勝票数 計 ８７０７４９ 的中 � １８８９７９（１番人気）
複勝票数 計１１６４８１４ 的中 � ２５４３９７（１番人気）� １６０６２９（４番人気）� １７５３９０（３番人気）
枠連票数 計 ７５８１１０ 的中 （３－７） ６５２３８（３番人気）
普通馬連票数 計３２４５１２６ 的中 �� ２２７９６５（４番人気）
馬単票数 計１８０８５８１ 的中 �� ６４２２５（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１０４６１８８ 的中 �� ７０７７２（３番人気）�� ７６３２１（２番人気）�� ５３４１２（６番人気）
３連複票数 計３８６３６７０ 的中 ��� １８４１８１（３番人気）
３連単票数 計７４２１５６６ 的中 ��� ６５９０３（１５番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．５―１２．４―１２．４―１２．７―１２．６―１２．２―１１．１―１０．８―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２５．５―３７．９―５０．３―１：０３．０―１：１５．６―１：２７．８―１：３８．９―１：４９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４５．７―３F３３．５

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

勝馬の
紹 介

カ リ バ ー ン �
�
父 デュランダル �

�
母父 Boston Harbor デビュー ２００９．１１．２８ 東京４着

２００７．４．１７生 牡３鹿 母 リーチマイハーバー 母母 Rezagante ９戦３勝 賞金 ４４，０７２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時１０分に変更。
〔発走状況〕 発走時刻８分遅延。
※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。



（２２東京５）第８日 １１月２８日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １１回 出走頭数 １７８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
調 教 師 賞
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

６６２，５５０，０００円
４，２６０，０００円
３９，７８０，０００円
７，６１０，０００円
７０，１５０，０００円
４７９，０００円
２３７，０００円
３１９，０００円

６０，０９６，０００円
５，２３１，０００円
１，７６２，２００円

勝馬投票券売得金
１，１６１，６４４，０００円
１，３８０，８７１，４００円
９７４，４２０，１００円
４，１７１，０９８，０００円
２，６１３，１８８，２００円
１，２０１，１１２，６００円
４，９５８，７１２，２００円
１１，０２３，９０６，４００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 ２７，４８４，９５２，９００円

総入場人員 １０６，３２２名 （有料入場人員 １０２，３４２名）



平成２２年度 第５回東京競馬 総計

競走回数 ９５回 出走延頭数 １，３８１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
特 別 出 走 奨 励 金
調 教 師 賞
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２，３６６，９９０，０００円
２４，３１０，０００円
１４６，８４０，０００円
２１，５００，０００円
２３８，７７０，０００円
３２，２７０，０００円
４７９，０００円
１，６９５，０００円
１，７７７，０００円
４８６，９５８，５００円
６１，６９５，６００円
１３，６７１，９００円

勝馬投票券売得金
３，５７４，６１３，０００円
５，４９４，５７７，２００円
３，１７１，４５１，２００円
１２，９２２，７４１，９００円
８，０９３，３５６，６００円
４，０２０，１３２，５００円
１５，０９２，３０５，７００円
３０，５０４，３５７，９００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 ８２，８７３，５３６，０００円

総入場延人員 ３６２，７８０名 （有料入場延人員 ３０４，４１３名）




