
２８０４９１０月２４日 曇 良 （２１東京４）第５日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時１０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

５７ ケージーアメリカン 牡２栗 ５５ 蛯名 正義川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４４２－ ２１：２７．１ １５．０�

４５ ミエノグレース 牝２栗 ５４ 三浦 皇成里見美惠子氏 鹿戸 雄一 新冠 富本 茂喜 ４８６－ ２１：２７．３１� ３．０�
１１ ニシノフェミニン 牝２黒鹿５４ 池添 謙一西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４４６± ０１：２７．４� １０．４�
２２ タケショウカヅチ 牡２鹿 ５５ 松岡 正海�ナイト商事 相沢 郁 様似 山口 幸雄 ４８０± ０１：２７．６１� ２．４�
７１０ ディーエスブリスク 牡２鹿 ５５ 田中 勝春秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 富菜牧場 ４８６＋ ６１：２７．９２ １８．０�
７１１ ハタノディアナ 牝２栗 ５４ 内田 博幸 �グッドラック・ファーム 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ５１８＋１０１：２８．０クビ ５．２�
３３ デルマカリグラ 牡２芦 ５５ 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 矢野 英一 日高 ファニーヒルファーム ４６６＋ ２１：２９．０６ １２２．５	
６８ ヤマイチテキーラ 牝２栗 ５４

５１ ▲伊藤 工真坂本 肇氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 B４２６± ０１：２９．１� １１６．１

８１２ サルサデラルス 牡２鹿 ５５ 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 久保田貴士 日高 オリオンファーム ４７４± ０１：２９．５２� ６５．９�
５６ コスモトウゴウ 牡２鹿 ５５ 吉田 豊 �ビッグレッドファーム 柄崎 孝 青森 諏訪牧場 ４７０＋ ８１：２９．７１� １７０．５
６９ バトルオブブリテン 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝会田 満雄氏 杉浦 宏昭 新冠 中本 隆志 ４７４＋ ４１：２９．９１� ３０．４�
８１３ エーシンアマゾーン 牝２栗 ５４ 岩田 康誠�栄進堂 畠山 吉宏 浦河 有限会社

吉田ファーム ４６４＋ ２１：３０．０� ４５．０�
４４ テンドリーム 牡２鹿 ５５ 村田 一誠天白 泰司氏 中野 栄治 新ひだか 鹿嶋牧場 ５１８＋ ２１：３０．８５ ３６７．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １７，６６９，７００円 複勝： ３３，１７２，７００円 枠連： １５，６５５，０００円

普通馬連： ５６，５４０，５００円 馬単： ４３，８６２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，１９２，８００円

３連複： ６８，０００，４００円 ３連単： １１８，１９２，４００円 計： ３７５，２８６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５００円 複 勝 � ３３０円 � １４０円 � ２７０円 枠 連（４－５） ２，０２０円

普通馬連 �� ２，０００円 馬 単 �� ４，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� １，１５０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ４，０７０円 ３ 連 単 ��� ３１，６４０円

票 数

単勝票数 計 １７６６９７ 的中 � ９３０２（５番人気）
複勝票数 計 ３３１７２７ 的中 � ２１３６０（５番人気）� ８３８７４（２番人気）� ２８９０４（４番人気）
枠連票数 計 １５６５５０ 的中 （４－５） ５７４２（７番人気）
普通馬連票数 計 ５６５４０５ 的中 �� ２０８６９（８番人気）
馬単票数 計 ４３８６２７ 的中 �� ６６０１（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２１９２８ 的中 �� ８３９１（８番人気）�� ４４８２（１２番人気）�� １３１４６（４番人気）
３連複票数 計 ６８０００４ 的中 ��� １２３５２（１４番人気）
３連単票数 計１１８１９２４ 的中 ��� ２７５７（８８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．８―３６．０―４８．６―１：０１．１―１：１３．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケージーアメリカン �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００９．８．１ 新潟９着

２００７．３．１８生 牡２栗 母 ケージーレインボー 母母 ケージービューティ ３戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円



２８０５０１０月２４日 曇 良 （２１東京４）第５日 第２競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１０時４０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

８１８ ラインジェシカ 牝２栗 ５４ 勝浦 正樹大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ４６６－ ４１：３６．６ ２９．８�

２３ ウォンビーロング 牝２鹿 ５４ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 水上 習孝 ４５８＋１８１：３６．７� ２．５�
７１４ イ オ ス 牝２鹿 ５４ 内田 博幸吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４３２－ ２１：３６．８クビ ２．８�
４８ ベネディーレ 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣�大樹ファーム 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 ４６２＋ ２ 〃 クビ １３．５�
１２ ホープフルメロディ 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠 �社台レースホース相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６＋ ４１：３７．０１� ６．３�
８１７ ウインディーリング 牝２青鹿５４ 三浦 皇成細谷 典幸氏 鈴木 伸尋 日高 藤本ファーム ４３６± ０１：３７．２１� ２０．１�
７１３ バイブレイションズ 牝２鹿 ５４ 吉田 豊�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４７４＋１０ 〃 アタマ １６．９	
６１２ ハ イ マ ー ク 牝２栗 ５４ 北村 宏司田島榮二郎氏 矢野 照正 新冠 村本牧場 ４６０＋ ６１：３７．３クビ ９７．２

６１１ 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 ５００＋１０ 〃 ハナ ６４２．０�
５９ オンワードカトレア 牝２鹿 ５４ 加藤士津八�オンワード牧場 加藤 和宏 浦河 オンワード牧場 ４６６－１０１：３７．５１� １５０．７
５１０ パラダイスモデル 牝２黒鹿５４ 松岡 正海佐藤 守宏氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ４６０＋ ２１：３７．６� ２８．９�
７１５ ヴォロンテール 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義 �グリーンファーム 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４４６± ０ 〃 アタマ ２８．８�
４７ アヤソフィア 牝２鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ３９６－ ４１：３７．８１� ３４０．５�
３５ ドラゴンソニック 牝２青鹿５４ 菊沢 隆徳窪田 芳郎氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３８＋ ６ 〃 ハナ ２１７．９�
８１６ タイセイローザ 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝田中 成奉氏 池上 昌弘 新ひだか 前川 正美 B４５２－ ４ 〃 クビ ２５７．０�
３６ カツヨプリンセス 牝２鹿 ５４ 村田 一誠丹羽 茂文氏 中野渡清一 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４５２± ０１：３８．０� ３７０．１�
２４ アイファールンバ 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一中島 稔氏 小島 茂之 新ひだか 静内山田牧場 ４３８＋ ４１：３８．６３� １２３．５�
１１ ホープダイナスティ 牝２栗 ５４ 田中 勝春吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４４４－１０１：３９．０２� １９４．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，７２８，３００円 複勝： ３６，３５０，５００円 枠連： ２２，９０４，３００円

普通馬連： ６４，０６１，７００円 馬単： ４６，６３５，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，８２２，８００円

３連複： ７８，３９２，９００円 ３連単： １１６，６２９，９００円 計： ４１３，５２５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，９８０円 複 勝 � ５５０円 � １３０円 � １３０円 枠 連（２－８） １，２７０円

普通馬連 �� ４，６１０円 馬 単 �� １３，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２６０円 �� ９２０円 �� １６０円

３ 連 複 ��� ３，４３０円 ３ 連 単 ��� ４９，１９０円

票 数

単勝票数 計 ２２７２８３ 的中 � ６０１７（９番人気）
複勝票数 計 ３６３５０５ 的中 � ９８３７（８番人気）� ９７２９８（１番人気）� ９１３０８（２番人気）
枠連票数 計 ２２９０４３ 的中 （２－８） １３３３６（６番人気）
普通馬連票数 計 ６４０６１７ 的中 �� １０２６９（１６番人気）
馬単票数 計 ４６６３５４ 的中 �� ２５００（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５８２２８ 的中 �� ３９７１（１６番人気）�� ５５９６（１２番人気）�� ５７９４２（１番人気）
３連複票数 計 ７８３９２９ 的中 ��� １６８９５（９番人気）
３連単票数 計１１６６２９９ 的中 ��� １７５０（１３２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．１―３６．１―４８．５―１：０１．３―１：１３．３―１：２４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．１―３F３５．３
３ ・（１６，１５）１８（８，１４）（３，５，１１）１７（２，１３）（７，１２）（４，９）６－（１０，１） ４ ・（１６，１５）１８（８，１４）（３，１１）５（２，１７）１３（４，１２）７，９，６－１０，１

勝馬の
紹 介

ラインジェシカ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００９．９．１３ 中山３着

２００７．４．７生 牝２栗 母 ウィーレジスタンス 母母 ウィーアワーズ ３戦１勝 賞金 ７，３００，０００円



２８０５１１０月２４日 曇 良 （２１東京４）第５日 第３競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１１時１０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

４５ イイデサンドラ 牝２芦 ５４ 三浦 皇成 �アールエスエーカントリ河野 通文 新冠 山岡ファーム ４４２－ ４１：２４．２ １．７�

７１２ ニーマルオトメ 牝２栗 ５４ 内田 博幸板橋 秋氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 ４６８＋１４１：２４．４１� ４．３�
５８ チェックユアハート 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４２６－ ６１：２４．８２� ２０．０�
３３ オチャノコサイサイ 牝２黒鹿５４ 柴山 雄一 �高木競走馬育成牧場 佐々木亜良 平取 稲原 肇 ４４０± ０ 〃 ハナ １３．１�
５７ ブルーエンジェル 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝三ツ矢組合 矢野 英一 新冠 浜口牧場 ４５４＋ ２１：２４．９� ２８．５�
６９ ジュンノアスカ 牝２鹿 ５４ 中谷 雄太國分 純氏 高橋 義博 日高 ファニーフレンズファーム ４５６± ０１：２５．０クビ １５０．４	
４６ ビーウイッチ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真�ジェイアール 岩戸 孝樹 様似 様似共栄牧場 ４５４－２０１：２５．２１� １９．６

３４ プルミエアムール 牝２鹿 ５４ 北村 宏司臼田 浩義氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４１８＋１２ 〃 アタマ ７．６�
８１４ トーセンウィッチ 牝２黒鹿５４ 小林 淳一島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム ４３８＋ ６１：２５．３クビ ９８．９
２２ � ティアランドール 牝２黒鹿５４ 蛯名 正義 �グリーンファーム 矢作 芳人 米 Peter J.

Pasteris ４５６－ ８１：２５．４� ６０．０�
６１０ エンダーズシャドウ 牡２黒鹿５５ 松岡 正海飯塚 知一氏 斎藤 誠 平取 坂東牧場 ４６４＋ ２１：２５．５	 ３７．３�
７１１ カシノイワイザケ 牡２鹿 ５５ 村田 一誠柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 鵜木 唯義 ４５８＋ ６１：２６．０３ ２４８．４�
８１３ ヤマノアラシ 牡２青 ５５ 菊沢 隆徳山泉 恵宥氏 石栗 龍彦 新冠 高瀬牧場 ４７４－ ２１：２６．４２� ２８３．０�
１１ クリノミスデジタル 牝２栗 ５４ 加藤士津八栗本 博晴氏 中島 敏文 日高 日高大洋牧場 ４２０± ０１：２６．８２� ４６７．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，３９４，４００円 複勝： ３０，８２２，７００円 枠連： １８，６４０，０００円

普通馬連： ５１，０３７，８００円 馬単： ４５，７１９，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８，９９５，５００円

３連複： ５８，６０１，１００円 ３連単： １０８，２５１，５００円 計： ３５２，４６２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � ３００円 枠 連（４－７） ３９０円

普通馬連 �� ４３０円 馬 単 �� ５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ４７０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� １，７４０円 ３ 連 単 ��� ４，３２０円

票 数

単勝票数 計 ２０３９４４ 的中 � ９９０３６（１番人気）
複勝票数 計 ３０８２２７ 的中 � １３４０３４（１番人気）� ４２８２１（２番人気）� １５３９９（５番人気）
枠連票数 計 １８６４００ 的中 （４－７） ３５８３１（２番人気）
普通馬連票数 計 ５１０３７８ 的中 �� ８９５２３（１番人気）
馬単票数 計 ４５７１９６ 的中 �� ５７８６４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８９９５５ 的中 �� ２６４８１（１番人気）�� ９３８８（５番人気）�� ４３５４（１１番人気）
３連複票数 計 ５８６０１１ 的中 ��� ２４９９７（４番人気）
３連単票数 計１０８２５１５ 的中 ��� １８５０５（７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．１―３６．４―４９．２―１：０１．０―１：１２．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イイデサンドラ �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 Caro デビュー ２００９．１０．１１ 東京２着

２００７．５．８生 牝２芦 母 ロマンスレディー 母母 シユジンスキー ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※クリノミスデジタル号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２８０５２１０月２４日 曇 良 （２１東京４）第５日 第４競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１１時４０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

１：３７．２
１：３７．２

重

重

６１１ エースインザホール 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 新冠 ハシモトフアーム ４８６ ―１：４０．６ １．５�

５１０ ビレッジペガサス 牡２芦 ５５ 横山 典弘村山 輝雄氏 矢野 英一 浦河 赤田牧場 ４７８ ―１：４１．６６ １４．６�
６１２ レッドシャリオ 牡２栗 ５５ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 三城牧場 ４９８ ― 〃 アタマ ５．９�
３５ カトルズブンタ 牡２黒鹿５５ 吉田 隼人山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 ４６６ ―１：４２．３４ ２６９．０�
３６ トゥザサミット 牡２鹿 ５５ 松岡 正海 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム ４６２ ― 〃 クビ ８．２�
１１ マイネルウィット 牡２青鹿５５ 石橋 脩 �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 ５０２ ―１：４２．５１ ２５．７	
１２ エイコオレジェンド 牡２黒鹿５５ 内田 博幸今 秀幸氏 武市 康男 新ひだか 萩澤 泰博 ４６４ ― 〃 アタマ ２３．１

８１５ シュプスタンス 牡２栗 ５５

５２ ▲伊藤 工真野村 茂雄氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 ４６６ ― 〃 クビ １７２．８�
２４ ヒカルオトコミチ 牡２黒鹿５５ 田中 勝春高橋 光氏 高木 登 登別 登別上水牧場 ４７４ ―１：４２．６� ５１．８�
８１６ 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 B４５０ ―１：４２．８１ ２４２．０
４７ テイクザファントム 牡２栗 ５５ 三浦 皇成水上 行雄氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 ５０４ ―１：４３．７５ ４０．４�
４８ ブラウンチーター 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹楠田 均氏 大江原 哲 新冠 北星村田牧場 ４８４ ―１：４４．５５ ６８．７�
７１４ ライトニングボルト 牡２栗 ５５ 北村 宏司吉澤 克己氏 古賀 慎明 新冠 若林牧場 ４９０ ― 〃 ハナ ９９．２�
７１３ 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 ―１：４４．８２ ２２．６�
５９ スプリングボーデン 牡２栗 ５５ 村田 一誠加藤 春夫氏 柄崎 孝 様似 堀 弘康 ４６０ ―１：４５．８６ ２８６．６�

（１５頭）
２３ � アポロヴァンドーム 牡２芦 ５５ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 米 Hopewell In-

vestments LLC ５１６ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： ２１，６７６，４００円 複勝： ２７，０５２，７００円 枠連： １９，９１１，５００円

普通馬連： ４６，６６６，６００円 馬単： ４４，１４５，４００円 ワイド【拡大馬連】： １６，６６９，４００円

３連複： ４６，０４５，０００円 ３連単： ８５，３７１，４００円 計： ３０７，５３８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ２１０円 � １５０円 枠 連（５－６） ７８０円

普通馬連 �� ７４０円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ２１０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� １，０００円 ３ 連 単 ��� ３，６８０円

票 数

単勝票数 差引計 ２１６７６４（返還計 ８５５５） 的中 � １１８７１６（１番人気）
複勝票数 差引計 ２７０５２７（返還計 １２８６３） 的中 � １１６５９８（１番人気）� ２１８４５（４番人気）� ３７９５４（２番人気）
枠連票数 差引計 １９９１１５（返還計 ７４２） 的中 （５－６） １８９２５（４番人気）
普通馬連票数 差引計 ４６６６６６（返還計 ６８７００） 的中 �� ４６９７２（３番人気）
馬単票数 差引計 ４４１４５４（返還計 ６１６６４） 的中 �� ３６２７４（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １６６６９４（返還計 ２７８５８） 的中 �� １２６８７（３番人気）�� ２２９８５（１番人気）�� ５２０８（７番人気）
３連複票数 差引計 ４６０４５０（返還計１３９０６０） 的中 ��� ３４００７（２番人気）
３連単票数 差引計 ８５３７１４（返還計２３７４８８） 的中 ��� １７１４６（５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１２．２―１３．０―１３．１―１２．９―１２．５―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．０―３６．２―４９．２―１：０２．３―１：１５．２―１：２７．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エースインザホール �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 キャロルハウス 初出走

２００７．１．２４生 牡２鹿 母 グローバルカード 母母 グローバルダイナ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走除外〕 アポロヴァンドーム号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 トゥザサミット号の騎手松岡正海は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。（４番・１５番への

進路影響）
〔その他〕 トゥザサミット号は，最後の直線コースで内側に逃避したことについて平地調教注意。
※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 ウィッシュアゲン号・オウシュウベスト号・クリノケイブパール号・ディアセイレーン号



２８０５３１０月２４日 曇 良 （２１東京４）第５日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２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

２３ 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 ４９８ ―１：５０．４ ３．０�

６１２ イ チ ブ ン 牡２青鹿５５ 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 水上 習孝 ４９６ ―１：５０．５� ２．２�
６１１ ソラチナサブマリン 牡２栗 ５５ 蛯名 正義居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム ４６２ ―１：５０．７１� ５１．６�
７１４ サトノジューオー 牡２青鹿５５ 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５２６ ―１：５０．８� ４．４�
３６ トウカイメロディ 牡２栗 ５５ 吉田 隼人内村 正則氏 後藤 由之 登別 青藍牧場 ４３４ ― 〃 クビ ７４．９�
７１３� ローカパーラ 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一伊達 敏明氏 上原 博之 米 Hidekazu

Date ５２４ ―１：５１．２２� ８４．８�
４７ メイルストローム 牝２黒鹿５４ 田中 勝春臼田 浩義氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５２０ ― 〃 アタマ １４．５	
１２ セイウンツースキー 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣西山 茂行氏 土田 稔 日高 小西ファーム ５０８ ― 〃 クビ ２９．６

８１５ マイネルシャトー 牡２芦 ５５ 吉田 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 日高 広中 稔 ５０４ ―１：５１．３クビ ７５．９�
２４ マイネルウインザー 牡２黒鹿５５ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム ５００ ― 〃 ハナ １６３．３�
３５ トゥルートゥルー 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝宮崎 利男氏 伊藤 正徳 浦河 有限会社

松田牧場 ５０６ ― 〃 ハナ ６１．９
１１ ニシノマザーアース 牝２黒鹿５４ 岩田 康誠西山 茂行氏 水野 貴広 むかわ 西山牧場 ４７４ ―１：５１．６１	 ４０．０�
４８ チーリープロット 牝２栗 ５４ 池添 謙一吉田 和子氏 高木 登 日高 正和山本牧場 ４４４ ― 〃 クビ ８５．３�
５１０ リーサムカイト 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成平田 修氏 大江原 哲 新ひだか 増本牧場 ４６０ ―１：５１．９２ １７２．５�
５９ オウシュウベスト 牡２黒鹿５５ 菊沢 隆徳西村 專次氏 田島 俊明 白老 社台牧場 ４６０ ―１：５２．７５ １６５．６�
８１６ ケイビイスペンサー 牝２栗 ５４ 村田 一誠菊池 昭雄氏 萱野 浩二 日高 山際 辰夫 ４７２ ―１：５３．５５ ９３．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，６７８，１００円 複勝： ２７，３２９，４００円 枠連： １９，１９０，５００円

普通馬連： ５８，６９２，９００円 馬単： ４７，８３６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，８９４，７００円

３連複： ６７，５３３，０００円 ３連単： １１１，４３２，３００円 計： ３７６，５８７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � ６００円 枠 連（２－６） ４２０円

普通馬連 �� ４００円 馬 単 �� １，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� １，３００円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� ３，１５０円 ３ 連 単 ��� ９，３２０円

票 数

単勝票数 計 ２３６７８１ 的中 � ６２３６９（２番人気）
複勝票数 計 ２７３２９４ 的中 � ５６８２２（２番人気）� ８９３６２（１番人気）� ６６０４（７番人気）
枠連票数 計 １９１９０５ 的中 （２－６） ３４５２９（１番人気）
普通馬連票数 計 ５８６９２９ 的中 �� １０８４１０（１番人気）
馬単票数 計 ４７８３６７ 的中 �� ３４９０２（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０８９４７ 的中 �� ３４８９３（１番人気）�� ３３４５（１２番人気）�� ４５７４（９番人気）
３連複票数 計 ６７５３３０ 的中 ��� １５８４５（７番人気）
３連単票数 計１１１４３２３ 的中 ��� ８８２４（１８番人気）

ハロンタイム １３．５―１１．５―１２．２―１２．４―１２．４―１３．１―１１．９―１１．７―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．５―２５．０―３７．２―４９．６―１：０２．０―１：１５．１―１：２７．０―１：３８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．４―３F３５．３

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

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

レッドバリオス �
�
父 Dynaformer �

�
母父 Seeking the Gold 初出走

２００７．４．４生 牡２鹿 母 アドヴァーシティ 母母 Dispute １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３１分に変更。
〔制裁〕 イチブン号の騎手勝浦正樹は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（１１番への進路影響）
※オウシュウベスト号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２８０５４１０月２４日 曇 良 （２１東京４）第５日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時００分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００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

５９ ナ イ ジ ェ ラ 牝３青鹿５３ 吉田 隼人 �ローレルレーシング 河内 洋 新冠 武田牧場 ４７８－ ６１：２５．０ ３１．９�

１１ アポロラムセス 牡４芦 ５７ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ５００＋ ２１：２５．９５ １．７�
３６ � サーチリザルト 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 松山 将樹 早来 ノーザンファーム ４９０＋１２１：２６．０クビ ２９．６�
２３ 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 ４５６－ ２ 〃 ハナ ５．０�
８１６ インプリシット 牝４鹿 ５５ 松岡 正海一村 哲也氏 白井 寿昭 新冠 村上 雅規 ４８２－ ６１：２６．２１� ７５．５�
４８ � クリスオフトレイル 牡４鹿 ５７ 北村 宏司 �サンデーレーシング 古賀 慎明 早来 ノーザンファーム ５０４± ０ 〃 ハナ ８．５	
７１３ ケージーコガネ 牡３栗 ５５ 蛯名 正義川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４９２＋ ８ 〃 ハナ ３６．１

６１２� ナンヨーサンセット 牡４鹿 ５７ 田中 勝春中村 �也氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム ４８０－ ４１：２６．３� ８８．６�
６１１ キングオバマ 牡３鹿 ５５ 石橋 脩井上 一郎氏 大江原 哲 浦河 杵臼牧場 ４８４＋ ２１：２６．５１� ７３．１�
３５ パ リ オ 牡４栗 ５７ 岩田 康誠広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４７０＋ ４１：２６．７１ ３６．５
２４ イーサンバブル �３鹿 ５５ 柴山 雄一国本 勇氏 牧 光二 日高 白瀬 明 ４８２－ ４１：２６．８� ８６．１�
４７ レグルスハート 牡３黒鹿５５ 柴田 善臣中江 隆一氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 B４８８＋ ２ 〃 ハナ ３８．４�
５１０ カ カ ロ ッ ト 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝池谷 誠一氏 粕谷 昌央 門別 サンバマウン

テンファーム ５０４＋２０１：２６．９� ８．０�
１２ チュラヌウジ 牡３栗 ５５ 村田 一誠 �グリーンファーム 矢野 照正 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４１４＋１０ 〃 アタマ ２５９．３�
８１５� リバーパッション 牡５栗 ５７ 小林 淳一河越 武治氏 郷原 洋行 門別 山本 通則 ４４４＋ ２１：２８．０７ ７１７．５�
７１４ ゴーイングマイウエ 牡３鹿 ５５ 南田 雅昭野島 春男氏 南田美知雄 日高 野島牧場 ４９０ ―１：３０．４大差 ４２４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，４０４，８００円 複勝： ５９，２１９，８００円 枠連： ２０，８０１，１００円

普通馬連： ７２，１６５，０００円 馬単： ５９，５４２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，０６６，７００円

３連複： ８４，５５７，４００円 ３連単： １５１，７５０，８００円 計： ５０４，５０８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，１９０円 複 勝 � ６５０円 � １１０円 � ５７０円 枠 連（１－５） ５９０円

普通馬連 �� ２，８１０円 馬 単 �� ８，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３３０円 �� ７，７７０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� １６，９７０円 ３ 連 単 ��� １４２，６７０円

票 数

単勝票数 計 ２７４０４８ 的中 � ６７７７（６番人気）
複勝票数 計 ５９２１９８ 的中 � １２１５３（９番人気）� ３２５２２３（１番人気）� １４１２０（６番人気）
枠連票数 計 ２０８０１１ 的中 （１－５） ２６４５７（２番人気）
普通馬連票数 計 ７２１６５０ 的中 �� １８９５６（１１番人気）
馬単票数 計 ５９５４２９ 的中 �� ５２０４（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９０６６７ 的中 �� ５３７３（１４番人気）�� ８７８（５０番人気）�� １００４７（５番人気）
３連複票数 計 ８４５５７４ 的中 ��� ３６７８（４７番人気）
３連単票数 計１５１７５０８ 的中 ��� ７８５（３３２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．８―３６．１―４８．８―１：０１．１―１：１２．８

コーナー
通過順位

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

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 ４戦２勝 賞金 １４，４００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴーイングマイウエ号は，平成２１年１１月２４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 デルマアヌビス号



２８０５５１０月２４日 曇 良 （２１東京４）第５日 第７競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時３０分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５３�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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

４４ 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 B４６２－１０１：３８．９ ５．１�

３３ クレバークリス 牝３芦 ５３ 勝浦 正樹田� 正明氏 小西 一男 浦河 岡崎牧場 ４８６＋ ６１：３９．２２ ７．６�
８１０ インディストラーダ 牝３鹿 ５３ 北村 宏司 �社台レースホース松山 康久 追分 追分ファーム B５１４＋ ６１：３９．３� ２．１�
７７ ハ エ ヌ キ 牝４黒鹿５５ 柴田 善臣�グランド牧場 高橋 祥泰 静内 グランド牧場 ４９８－１０ 〃 クビ １０．８�
７８ キューティガビー 牝３栗 ５３

５０ ▲伊藤 工真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小林 常泰 新ひだか 塚尾牧場 ４５８± ０ 〃 ハナ １０．５	

１１ バーニングラブ 牝５黒鹿５５ 内田 博幸�グランド牧場 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４５０＋ ４１：３９．９３� １０．１

６６ アトムスパンカー 牝３青鹿５３ 池添 謙一永井 廣司氏 嶋田 功 新ひだか 大塚牧場 ４５０＋ ８１：４０．１１� １０６．５�
８９ ベルスリーブ 牝４鹿 ５５ 横山 典弘 �サンデーレーシング 萩原 清 早来 ノーザンファーム ５００＋２０１：４０．３１� ７．９�
５５ ラ フ ア ッ プ 牝５鹿 ５５ 石橋 脩 �サンデーレーシング 野中 賢二 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０－ ３１：４１．３６ ８２．６
２２ � ニットウエジョン 牝５栗 ５５ 柴山 雄一�日東牧場 鈴木 伸尋 浦河 日東牧場 ５１４＋ ４ 〃 アタマ ２１１．５�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２３，４５７，２００円 複勝： ３３，９９４，４００円 枠連： １７，１７６，２００円

普通馬連： ６８，９８３，７００円 馬単： ５６，６９４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，４０１，１００円

３連複： ６７，２４９，６００円 ３連単： １４９，２１０，８００円 計： ４３９，１６７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １６０円 � ２１０円 � １１０円 枠 連（３－４） ２，４２０円

普通馬連 �� ２，４４０円 馬 単 �� ４，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７７０円 �� ２１０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� １，７４０円 ３ 連 単 ��� １３，６９０円

票 数

単勝票数 計 ２３４５７２ 的中 � ３６５７７（２番人気）
複勝票数 計 ３３９９４４ 的中 � ５０２２３（２番人気）� ３１４３４（５番人気）� １１５０２８（１番人気）
枠連票数 計 １７１７６２ 的中 （３－４） ５２４５（１０番人気）
普通馬連票数 計 ６８９８３７ 的中 �� ２０８７８（１０番人気）
馬単票数 計 ５６６９４６ 的中 �� １０２５７（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２４０１１ 的中 �� ６１７２（１１番人気）�� ３１４０８（１番人気）�� １３３９２（５番人気）
３連複票数 計 ６７２４９６ 的中 ��� ２８６６２（７番人気）
３連単票数 計１４９２１０８ 的中 ��� ８０４７（５６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１２．０―１２．７―１３．１―１２．５―１２．０―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．９―３５．９―４８．６―１：０１．７―１：１４．２―１：２６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グレイスフルムーヴ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 Danzig デビュー ２００８．３．１５ 中山４着

２００５．３．１１生 牝４鹿 母 アナボタフォゴ 母母 Graceful Touch １６戦３勝 賞金 ２７，０００，０００円



２８０５６１０月２４日 曇 良 （２１東京４）第５日 第８競走 ��２，１００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時００分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００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

２：０６．７
２：０５．９

良

良

６８ マジカルブリット 牡３黒鹿５５ 菊沢 隆徳 �サンデーレーシング 戸田 博文 早来 ノーザンファーム ５４６－ ２２：１２．５ ２．０�

８１２ ガートモンテス 牡３青鹿５５ 吉田 豊吉田 照哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４９４＋ ６２：１２．８１� ３．２�
３３ ジェネラルノブレス 牡３栗 ５５ 蛯名 正義諸江 幸祐氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４８４－ ２２：１３．８６ ７．５�
７１１ アドマイヤワールド 牡５鹿 ５７ 田中 勝春近藤 利一氏 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム ５１８－ ８２：１４．１１� ２８．５�
２２ レジームチェンジ 牡４鹿 ５７ 北村 宏司吉田 和美氏 鹿戸 雄一 早来 ノーザンファーム ４７８± ０ 〃 クビ １４．３�
５６ マチカネヒヨドリ 牡３栗 ５５ 岩田 康誠細川 益男氏 小島 茂之 日高 待兼牧場 ４４２＋１０２：１４．４２ ５１．３�
１１ クレプスキュール 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真 �サンデーレーシング 小島 茂之 早来 ノーザンファーム B４２８－ ２ 〃 アタマ ９０．８	
５７ マイネルアーバニタ 牡５栗 ５７ 石橋 脩 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム ４６２± ０２：１４．８２� ５２．３�
６９ セイカプレスト 牡３黒鹿５５ 内田 博幸久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 ４６２＋ ６ 〃 ハナ １４．２�
４５ � メルシーゴールド 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝原口 輝昭氏 小島 茂之 三石 三石ファーム ５１６－ ２２：１５．０１� ４２．９
７１０ フナベンケイ 	３栗 ５５ 勝浦 正樹橘 倍男氏 高橋 義博 浦河 ミルファーム ４７２＋２８ 〃 ハナ １６１．３�
８１３� ヤマニンワーシップ 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 B４６８＋ ８２：１５．１クビ ２７８．４�
４４ ステディーラブ 牡４芦 ５７ 柴田 善臣臼田 浩義氏 上原 博之 早来 ノーザンファーム ５６４＋ ８２：１６．０５ ２４．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２８，４３６，８００円 複勝： ３９，４４１，５００円 枠連： ２２，８４２，９００円

普通馬連： ９２，２５０，２００円 馬単： ６４，０６３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，１０７，２００円

３連複： ９０，２６８，２００円 ３連単： １７８，９６７，２００円 計： ５４５，３７７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � １６０円 枠 連（６－８） ２５０円

普通馬連 �� ３１０円 馬 単 �� ４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ３４０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ７３０円 ３ 連 単 ��� １，８４０円

票 数

単勝票数 計 ２８４３６８ 的中 � １１６２６１（１番人気）
複勝票数 計 ３９４４１５ 的中 � １１５９１２（１番人気）� １００２６６（２番人気）� ４８１９３（３番人気）
枠連票数 計 ２２８４２９ 的中 （６－８） ６９０２２（１番人気）
普通馬連票数 計 ９２２５０２ 的中 �� ２２２６６７（１番人気）
馬単票数 計 ６４０６３７ 的中 �� １００４４８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９１０７２ 的中 �� ５５３７３（１番人気）�� １８４８０（３番人気）�� １９０２８（２番人気）
３連複票数 計 ９０２６８２ 的中 ��� ９２２２６（１番人気）
３連単票数 計１７８９６７２ 的中 ��� ７２０９７（１番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．４―１２．８―１３．２―１３．１―１３．０―１３．０―１２．４―１２．１―１１．９―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１８．５―３１．３―４４．５―５７．６―１：１０．６―１：２３．６―１：３６．０―１：４８．１―２：００．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マジカルブリット �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００８．１２．２１ 中山７着

２００６．２．１生 牡３黒鹿 母 ウィッチズハット 母母 Mrs. Hat ３戦２勝 賞金 １２，４００，０００円



２８０５７１０月２４日 曇 良 （２１東京４）第５日 第９競走 ��
��１，６００�いちょうステークス

発走１４時３５分 （芝・左）

２歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金８００万円毎１�増
賞 品

本 賞 １６，０００，０００円 ６，４００，０００円 ４，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，６００，０００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

１：３４．６
１：３３．１

良

良

７１２ トーセンファントム 牡２黒鹿５５ 内田 博幸島川 �哉氏 松田 国英 千歳 社台ファーム ４７８－１０１：３４．９ ５．０�

８１５ 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 ４５２－ ８１：３５．１１� ２．９�
５９ � セイウンジャガーズ 牡２黒鹿５５ 松岡 正海西山 茂行氏 杉浦 宏昭 愛 Lodge

Park Stud ４６２± ０ 〃 ハナ １６．５�
７１３ キングレオポルド 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 ５０６＋ ２１：３５．３１� １０．５�
３５ セイコーライコウ 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣竹國 弘氏 鈴木 康弘 新ひだか 明治牧場 ４７２＋１８１：３５．６１	 ２３．９�
６１１ ギ ュ ン タ ー 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 落合 一巳 ４５０－ ２ 〃 アタマ ２０．３	
８１４ バ シ レ ウ ス 牡２鹿 ５５ 横山 典弘広尾レース
 国枝 栄 新ひだか 有限会社石川牧場 ４６０＋１０ 〃 ハナ １８．９�
４７ エアソードー 牡２栗 ５５ 岩田 康誠 
ラッキーフィールド伊藤 正徳 むかわ 上水牧場 ５００＋ ４１：３５．７
 ２６．８�
２２ 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 ４５６＋ ２１：３５．９１� ５２．２
６１０ トーセンパーシモン 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝島川 �哉氏 中川 公成 新ひだか 沖田 哲夫 ５１４＋ ２１：３６．０	 １０．１�
２３ カワキタコマンド 牡２鹿 ５５ 伊藤 工真川島 吉男氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４５６＋ ６ 〃 ハナ １４８．５�
３４ ツルマルジュピター 牡２黒鹿５５ 北村 宏司鶴田 任男氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 ４９２＋１８１：３６．１	 ４．７�
５８ ト レ モ ロ 牡２栗 ５５ 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス
 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６０± ０１：３６．４２ ６１．７�

４６ トーセンモーション 牡２栗 ５５ 石橋 脩島川 �哉氏 柴田 政人 日高 有限会社 エ
スティファーム ４４０＋ ４ 〃 ハナ ６４．５�

１１ ロトディパーチャー 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹國武 佳博氏 藤原 辰雄 伊達 高橋農場 ４５６－ ４１：３６．８２
 １３１．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４３，４１８，７００円 複勝： ６３，３９９，５００円 枠連： ４０，２９９，６００円

普通馬連： １６１，４５３，５００円 馬単： ９１，４４６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，８８５，７００円

３連複： １６２，１０８，７００円 ３連単： ２８５，１６２，３００円 計： ８９２，１７４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １９０円 � １４０円 � ３６０円 枠 連（７－８） ３９０円

普通馬連 �� ７６０円 馬 単 �� ２，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� １，８００円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� ４，０９０円 ３ 連 単 ��� １９，９８０円

票 数

単勝票数 計 ４３４１８７ 的中 � ６８９７５（３番人気）
複勝票数 計 ６３３９９５ 的中 � ８９４６５（２番人気）� １６０４６０（１番人気）� ３４０６６（６番人気）
枠連票数 計 ４０２９９６ 的中 （７－８） ７７１１１（１番人気）
普通馬連票数 計１６１４５３５ 的中 �� １５７６０３（２番人気）
馬単票数 計 ９１４４６５ 的中 �� ３２２５９（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４８８５７ 的中 �� ３４２８４（１番人気）�� ５６７６（２１番人気）�� １２２２４（８番人気）
３連複票数 計１６２１０８７ 的中 ��� ２９２８０（８番人気）
３連単票数 計２８５１６２３ 的中 ��� １０５３８（４４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．８―３５．５―４７．８―１：００．２―１：１１．８―１：２３．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンファントム �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．９．２７ 阪神１着

２００７．２．９生 牡２黒鹿 母 バースデイローズ 母母 エリザベスローズ ２戦２勝 賞金 ２３，３２９，０００円
〔制裁〕 アーバンウィナー号の騎手田中勝春は，決勝線手前での御法について戒告。



２８０５８１０月２４日 曇 良 （２１東京４）第５日 第１０競走 ��
��２，４００�

な ん ぶ

南 武 特 別
発走１５時１０分 （芝・左）
３歳以上，１，０００万円以下，２０．１０．２５以降２１．１０．１８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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ２，９５０，０００
２，９５０，０００

円
円 １，４８０，０００円

付 加 賞 ３０８，０００円 ８８，０００円 ２２，０００
２２，０００

円
円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

５６ トリビュートソング 牡４鹿 ５６ 勝浦 正樹 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４９０＋ ６２：２７．７ ２．５�

８１１� レオプログレス 牡４青 ５５ 蛯名 正義�レオ 平井 雄二 様似 清水 誠一 ４５２＋ ４２：２７．８クビ １０．１�
２２ スリーオリオン 牡４栗 ５５ 内田 博幸永井商事� 村山 明 浦河 信岡牧場 ４５６＋ ２２：２８．０１� ３．６�
３３ マイネルーチェ 牝５黒鹿５４ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム ４７４＋１４ 〃 同着 １７．４�
５５ ハイフェイム 牡５芦 ５３ 池添 謙一 �社台レースホース河野 通文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４９４＋ ４２：２８．３２ ７５．５�
６７ リヴィエラブルー 牡５鹿 ５５ 田中 勝春 �サンデーレーシング 宗像 義忠 早来 ノーザンファーム ５１０＋ ２２：２８．４クビ ６．６	
１１ � ケイエスユリ 牝５栗 ５２ 村田 一誠キヨシサービス� 高橋 成忠 白老 社台牧場 ４５８－ ２２：２８．５� １８．１

７１０ ギムレットアイ 牡４鹿 ５５ 後藤 浩輝小野 博郷氏 浅野洋一郎 門別 浜本牧場 ４５４－ ４２：２８．６� １３．６�
７９ ワシャモノタリン 牡３黒鹿５３ 北村 宏司小田切有一氏 谷 潔 三石 木下牧場 ４８０－ ４２：２８．７� ３３．８�
６８ メジロアルタイス 牡５芦 ５３ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ５１４－ ２２：２８．８� ３５．２
４４ ダ ノ ニ ー 牝３青鹿５１ 伊藤 工真井上 一郎氏 武藤 善則 日高 いとう牧場 ４７０＋ ４２：２９．０１ １４．３�
８１２ エアクラマン 牡６鹿 ５３ 吉田 隼人 �ラッキーフィールド田中 清隆 平取 稲原牧場 ４６６＋ ２２：２９．３２ １４９．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３２，６８４，７００円 複勝： ５４，７０９，８００円 枠連： ２８，８１６，０００円

普通馬連： １５２，８６０，１００円 馬単： ９２，８４３，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，０６０，３００円

３連複： １５１，９００，０００円 ３連単： ３１４，９８１，８００円 計： ８７０，８５５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 �
�

１２０円
２３０円 枠 連（５－８） １，０３０円

普通馬連 �� １，０２０円 馬 単 �� １，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 ��

��
１４０円
３７０円

��
��

２９０円
９００円

３ 連 複 ���
���

５９０円
２，４００円 ３ 連 単 ���

���
３，３００円
１０，０１０円

票 数

単勝票数 計 ３２６８４７ 的中 � １０３１７６（１番人気）
複勝票数 計 ５４７０９８ 的中 �

�
１６８２１２
２８９３４

（１番人気）
（６番人気）

� ４３４３３（４番人気）� １００９１９（２番人気）

枠連票数 計 ２８８１６０ 的中 （５－８） ２０７９７（４番人気）
普通馬連票数 計１５２８６０１ 的中 �� １１１２８６（３番人気）
馬単票数 計 ９２８４３２ 的中 �� ３９１６７（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２０６０３ 的中 ��

��
２６９９８
１９７２２

（３番人気）
（４番人気）

��
��

６９０４８
５１３１
（１番人気）
（２３番人気）

�� １４３２０（７番人気）

３連複票数 計１５１９０００ 的中 ��� ９９８６７（２番人気）��� ２２２３８（１７番人気）
３連単票数 計３１４９８１８ 的中 ��� ３５５５９（１３番人気）��� １１５３４（６１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１２．３―１３．２―１２．２―１２．９―１３．４―１２．８―１２．５―１１．３―１１．１―１１．８

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―４９．７―１：０１．９―１：１４．８―１：２８．２―１：４１．０―１：５３．５―２：０４．８―２：１５．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トリビュートソング �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．１１．４ 東京３着

２００５．５．２３生 牡４鹿 母 トレアンサンブル 母母 ダイナアクトレス １０戦３勝 賞金 ４８，４５２，０００円



２８０５９１０月２４日 曇 良 （２１東京４）第５日 第１１競走 ��
��１，６００�第１２回サウジアラビアロイヤルカップ富士ステークス（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・左）
３歳以上，除３歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５４�４歳以上５６�，牝馬
２�減，２０．１０．２５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，２０．１０．２４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）

リヤド馬事クラブ賞（１着）
賞 品

本 賞 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ６７９，０００円 １９４，０００円 ９７，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

２３ アブソリュート 牡５黒鹿５７ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４７４＋ ８１：３３．３ １１．２�

８１７ マルカシェンク 牡６黒鹿５６ 柴山 雄一河長産業� 河内 洋 千歳 社台ファーム B４９０－１０ 〃 ハナ ３３．４�
５１０ マイケルバローズ 牡８鹿 ５６ 勝浦 正樹猪熊 広次氏 藤沢 則雄 様似 �村 伸一 ５０２－ ４１：３３．４� ８９．７�
６１２ リザーブカード 牡６鹿 ５６ 北村 宏司 �サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４９６± ０ 〃 ハナ ４５．０�
８１６ ザ レ マ 牝５栗 ５５ 内田 博幸吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５４０＋１４ 〃 ハナ ７．６�
５９ ナスノストローク 牡８栗 ５６ 村田 一誠	須野牧場 加用 正 栃木 恵比寿興業株式

会社	須野牧場 ５１８－ ４１：３３．５クビ １３０．５

４７ ケイアイライジン 牡３栗 ５４ 柴田 善臣 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 日高 メイプルファーム ４９４＋ ６ 〃 アタマ ５．３�
３６ ストロングガルーダ 牡３青鹿５５ 蛯名 正義村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４８８＋ ４１：３３．６クビ ７．６�
４８ � ライブコンサート 	５黒鹿５６ 岩田 康誠グリーンフィールズ� 白井 寿昭 愛 Mrs J.

Chandris ４７０－ ６ 〃 ハナ １３．９
６１１ マイネルファルケ 牡４鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ５３０± ０ 〃 同着 １０．４�
８１８ サ ン カ ル ロ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９６＋ ６１：３３．７� １３．４�
７１５ ティアップゴールド 牡３鹿 ５４ 池添 謙一田中 昇氏 西浦 勝一 様似 富田 恭司 ４６６± ０１：３３．８
 ６５．８�
７１４ ダンスインザモア 牡７黒鹿５７ 菊沢 隆徳木浪 巖氏 相沢 郁 静内 西川富岡牧場 ５１４＋ ２ 〃 アタマ ２３０．２�
７１３ サイレントプライド 牡６栗 ５７ 後藤 浩輝 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム ４９４＋１２ 〃 ハナ １２．５�
１１ レッドスパーダ 牡３鹿 ５４ 横山 典弘 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 ５３２＋２２１：３３．９クビ ４．２�
３５ � エイシンドーバー 牡７栗 ５７ 三浦 皇成平井 豊光氏 小崎 憲 米 Columbi-

ana Farm ４６８＋ ４１：３４．１１
 ４９．３�
２４ マイネルスケルツィ 牡６鹿 ５７ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 様似 富田 恭司 ５２６＋１０ 〃 ハナ ２８．３�
１２ トーセンクラウン 牡５鹿 ５６ 吉田 隼人島川 �哉氏 菅原 泰夫 三石 山際牧場 ４６４－ ２１：３４．３１� １１６．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １０５，０５９，２００円 複勝： １６４，３４５，３００円 枠連： １０５，７９８，８００円

普通馬連： ５７６，５０５，９００円 馬単： ２８２，０２６，７００円 ワイド【拡大馬連】： １５１，１０１，４００円

３連複： ６７０，４７５，０００円 ３連単： １，１９４，４２２，９００円 計： ３，２４９，７３５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１２０円 複 勝 � ４７０円 � ９４０円 � ２，２９０円 枠 連（２－８） １，８９０円

普通馬連 �� ２５，５９０円 馬 単 �� ５１，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，４７０円 �� １２，５８０円 �� ２２，４１０円

３ 連 複 ��� １６０，５５０円 ３ 連 単 ��� ２，１９２，７５０円

票 数

単勝票数 計１０５０５９２ 的中 � ７４３０４（６番人気）
複勝票数 計１６４３４５３ 的中 � １００９６６（７番人気）� ４５５１５（１１番人気）� １７７３３（１５番人気）
枠連票数 計１０５７９８８ 的中 （２－８） ４１５２３（１２番人気）
普通馬連票数 計５７６５０５９ 的中 �� １６６２８（６６番人気）
馬単票数 計２８２０２６７ 的中 �� ４０１３（１２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１５１１０１４ 的中 �� ６８４７（５８番人気）�� ２９５１（１００番人気）�� １６５２（１１８番人気）
３連複票数 計６７０４７５０ 的中 ��� ３０８２（３４４番人気）
３連単票数 計１１９４４２２９ 的中 ��� ４０２（２７５２番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．８―１１．７―１２．０―１１．９―１１．５―１１．６―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１１．９―２２．７―３４．４―４６．４―５８．３―１：０９．８―１：２１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３５．０
３ ４，１１，１３（１，１６）６（５，７）（３，８，１８）（１２，１５）２（９，１０，１４）－１７ ４ ４，１１，１３（１，６，１６）（３，７）５（１２，８，１８）（２，１５，１７）（９，１０，１４）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アブソリュート �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１．２７ 東京１着

２００４．３．７生 牡５黒鹿 母 プライムステージ 母母 ダイナアクトレス １５戦７勝 賞金 １６１，５１３，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 アポロノサトリ号・インセンティブガイ号・スピードタッチ号・ダノンプログラマー号・ミストラルクルーズ号・

レッツゴーキリシマ号



２８０６０１０月２４日 曇 良 （２１東京４）第５日 第１２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時２０分 （ダート・左）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 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

２２ ケイアイテンジン 牡３栗 ５５ 内田 博幸 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 三石 乾 皆雄 ４６４＋ ６１：２６．０ ２．１�

８１２ レッドヴァンクール 牡３鹿 ５５ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ５１２＋ ２１：２６．４２� ３．７�
６８ マーベラスアロー 牡５栗 ５７ 池添 謙一笹原 貞生氏 岡田 稲男 新冠 川島牧場 ４８４＋ ２１：２６．５� ５７．１�
３３ リバーアゲイン 牡４栗 ５７ 岩田 康誠河越 武治氏 須貝 彦三 三石 沖田 忠幸 ４６８＋ ２１：２６．６� １５．５�
７１０ ホワイトクルーザー 牝３芦 ５３

５０ ▲伊藤 工真�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４５２－ ２１：２６．８１� ６５．８�
１１ ベンティスカ 牡５芦 ５７ 田中 勝春 �キャロットファーム 野中 賢二 三石 鳥井牧場 ４６４－ ６ 〃 アタマ １７．８	
８１１ ジ ャ ド ー ル 牝５青鹿５５ 松岡 正海 �グリーンファーム 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ５０８－ ２ 〃 アタマ ２１．９

５５ フィールドジュエル 牡７鹿 ５７ 柴田 善臣地田 勝三氏 西園 正都 早来 ノーザンファーム B４７４± ０１：２６．９	 ７．１�
５６ ソリッドラヴ 
７鹿 ５７ 後藤 浩輝山上 和良氏 菊川 正達 浦河 江渡 繁治 ４７８－ ２１：２７．０クビ １１７．７�
４４ アイアンデューク 牡３芦 ５５ 横山 典弘栗坂 崇氏 伊藤 伸一 鵡川 上水牧場 ４６４＋ ４ 〃 クビ ９．７
６７ シーリーコート 牝５栗 ５５ 三浦 皇成 �社台レースホース堀 宣行 追分 追分ファーム ４７２＋ ４１：２７．１� ２８．４�

７９ リーズレセプション 牡５黒鹿５７ 勝浦 正樹�佐藤牧場 藤原 辰雄 早来 ノーザンファーム ４９２－ ６１：２７．７３� ３９．３�
（法６３４）

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４５，３７６，８００円 複勝： ６２，７９９，２００円 枠連： ３９，１８１，０００円

普通馬連： １６３，７７９，０００円 馬単： １１１，２７７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５４，８２８，０００円

３連複： １６５，７６５，８００円 ３連単： ３８６，６９５，８００円 計： １，０２９，７０２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � ６３０円 枠 連（２－８） ３１０円

普通馬連 �� ３４０円 馬 単 �� ５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� １，６７０円 �� ２，６４０円

３ 連 複 ��� ５，３４０円 ３ 連 単 ��� １３，５８０円

票 数

単勝票数 計 ４５３７６８ 的中 � １７０８８２（１番人気）
複勝票数 計 ６２７９９２ 的中 � １７８４２４（１番人気）� １２１４７８（２番人気）� １５９０１（１０番人気）
枠連票数 計 ３９１８１０ 的中 （２－８） ９４１４０（１番人気）
普通馬連票数 計１６３７７９０ 的中 �� ３５７８５９（１番人気）
馬単票数 計１１１２７７２ 的中 �� １５６２１１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５４８２８０ 的中 �� ８９５７２（１番人気）�� ６９１５（２４番人気）�� ４３０５（３８番人気）
３連複票数 計１６５７６５８ 的中 ��� ２２９１９（１６番人気）
３連単票数 計３８６６９５８ 的中 ��� ２１０１６（３６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．８―１３．０―１３．２―１２．５―１１．３―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．５―３７．５―５０．７―１：０３．２―１：１４．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．５―３F３５．３
３ ２，４（３，６）（１，９）８，１０（７，１２）（５，１１） ４ ２（４，６）（３，９）（１，８）（７，１２）１０（５，１１）
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 ７戦３勝 賞金 ３０，５２０，０００円
［他本会外：１戦０勝］



（２１東京４）第５日 １０月２４日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７２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

２５３，６００，０００円
８，５２０，０００円
２１，０３０，０００円
１，８８０，０００円
２６，０９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６２，５５６，０００円
４，７７８，０００円
１，７０２，８００円

勝馬投票券売得金
４１１，９８５，１００円
６３２，６３７，５００円
３７１，２１６，９００円
１，５６４，９９６，９００円
９８６，０９４，６００円
４７８，０２５，６００円
１，７１０，８９７，１００円
３，２０１，０６９，１００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ９，３５６，９２２，８００円

総入場人員 ３５，７７９名 （有料入場人員 ３４，６１１名）




