
３１０２５１１月１４日 小雨 不良 （２１東京５）第３日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走９時５５分 （ダート・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

１：２３．１
１：２３．１

重

重

３５ クレタパラドックス 牝２鹿 ５４ 横山 典弘池谷 誠一氏 大竹 正博 新冠 オリエント牧場 ４３４－ ４１：２５．７ ７．５�

６１０ バイナリースター 牝２鹿 ５４ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 安平 追分ファーム ５３０－ ２１：２５．９１� ８．３�
５８ ウィッシュアゲン 牝２鹿 ５４ 松岡 正海浅川 皓司氏 加藤 和宏 日高 碧雲牧場 ４５２－ ２１：２６．１１ １１．７�
７１２ オーダーラッシュ 牝２栗 ５４ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４２０－ ６１：２６．４１� ２９．５�
４６ アマーレトウショウ 牝２栗 ５４ 池添 謙一トウショウ産業� 柴田 政人 新ひだか 鳥谷 勝彦 ４３６－ ２ 〃 アタマ １０７．０�
８１４ ニシノキュアノス 牝２青鹿５４ 北村 宏司西山 茂行氏 伊藤 圭三 むかわ 西山牧場 ４７６± ０１：２６．６１� １．６	
４７ ボンジュールチエ 牝２黒鹿５４ 江田 照男田中善次郎氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４５６－１２１：２６．７� １１．８

３４ ミュージーロージー 牝２栃栗５４ 蛯名 正義海谷 幸司氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４４８－ ８１：２７．０２ ５７．８�
１１ マイネポローニア 牝２栗 ５４

５１ ▲伊藤 工真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 浦河 山田牧場 ４６４－ ２１：２７．５３ ２０．４�

２２ コパノコニー 牝２黒鹿５４ 勝浦 正樹小林 祥晃氏 河野 通文 日高 大江牧場 ４４４＋ ８ 〃 クビ ２３３．１
８１５ セイカディーバ 牝２鹿 ５４ 田中 勝春久米 誠氏 南田美知雄 新ひだか タイヘイ牧場 ４３８± ０１：２８．２４ ２４５．７�
７１３ ボ ン ビ バ ン 牝２黒鹿５４ 大野 拓弥�前川企画 尾形 充弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４２６± ０１：２８．３� ２６．８�
５９ ハローハピネス 牝２黒鹿５４ 三浦 皇成青山 洋一氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 ４２８± ０１：２９．０４ １８７．０�
２３ ア ン ム ー ト 牝２栗 ５４ 内田 博幸北駿競走馬組合 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 ４５６－ ６１：２９．７４ ２８．２�
６１１ モデレートシチー 牝２鹿 ５４

５１ ▲池崎 祐介 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 日高 幾千世牧場 ４４６± ０１：３０．４４ ３３７．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，９９１，６００円 複勝： ４０，３９４，９００円 枠連： １１，６１４，２００円

普通馬連： ４６，５４７，８００円 馬単： ３３，５１３，６００円 ワイド【拡大馬連】： １７，０９０，７００円

３連複： ５６，６５１，１００円 ３連単： ８９，５８３，５００円 計： ３１０，３８７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ３１０円 � ４４０円 � ４４０円 枠 連（３－６） １，７２０円

普通馬連 �� ２，３３０円 馬 単 �� ４，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７３０円 �� ７００円 �� １，１７０円

３ 連 複 ��� ５，７９０円 ３ 連 単 ��� ３１，７４０円

票 数

単勝票数 計 １４９９１６ 的中 � １５９４６（２番人気）
複勝票数 計 ４０３９４９ 的中 � ３７１８２（２番人気）� ２３５１３（４番人気）� ２３６７８（３番人気）
枠連票数 計 １１６１４２ 的中 （３－６） ４９９９（７番人気）
普通馬連票数 計 ４６５４７８ 的中 �� １４７８２（８番人気）
馬単票数 計 ３３５１３６ 的中 �� ５４８７（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７０９０７ 的中 �� ５８５７（７番人気）�� ６１９３（６番人気）�� ３４９６（１２番人気）
３連複票数 計 ５６６５１１ 的中 ��� ７２２４（２１番人気）
３連単票数 計 ８９５８３５ 的中 ��� ２０８３（９５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．７―３５．６―４８．４―１：００．８―１：１３．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クレタパラドックス �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Blushing Groom デビュー ２００９．９．２０ 中山４着

２００７．２．１１生 牝２鹿 母 ブラッシングインザレイン 母母 Dancinintherain ３戦１勝 賞金 ７，４００，０００円



３１０２６１１月１４日 小雨 不良 （２１東京５）第３日 第２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１０時２０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

８９ 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 ４５２－１０１：３９．３ ３．７�

２２ メジロクリントン 牡２栗 ５５ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ５１４－ ６１：３９．５１ ２．９�
１１ スカイライト 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一増田 雄一氏 加藤 和宏 浦河 笹地牧場 ４８２＋ ６１：３９．６� ９．７�
６６ ナンヨープロパー 牡２黒鹿５５ 柴田 善臣中村 �也氏 尾形 充弘 新ひだか 佐竹 学 ４８４＋ ８１：４０．０２� ６．５�
４４ 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 ４６８＋ ２ 〃 クビ ３４．５�
７８ リワードインティマ 牡２鹿 ５５ 横山 典弘宮崎忠比古氏 後藤 由之 浦河 有限会社

リワード ４６８－ ６１：４０．７４ ４．３�
７７ トーヨーサリー 牝２栗 ５４ 田中 勝春�トーヨークラブ 古賀 史生 様似 中村 俊紀 ４３６± ０ 〃 クビ １１３．７	
５５ 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 ４６６＋ ２１：４０．９１� １１．９

８１０ ダンシングムーン 牡２鹿 ５５

５４ ☆丸田 恭介岡田 牧雄氏 秋山 雅一 新ひだか 岡田スタツド ４４０－ ６１：４１．３２� ８４．５�
３３ スリーピークス 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝山上 和良氏 和田正一郎 宮城 遊佐 武俊 ４６０＋１８１：４１．４� ５１．０�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １０，６６８，２００円 複勝： １７，９６９，０００円 枠連： ７，６７０，０００円

普通馬連： ３２，９３９，６００円 馬単： ２５，８４２，３００円 ワイド【拡大馬連】： １０，８１２，４００円

３連複： ３４，７３３，９００円 ３連単： ６６，８２６，１００円 計： ２０７，４６１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � ２００円 枠 連（２－８） ５００円

普通馬連 �� ５６０円 馬 単 �� １，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ３８０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ９８０円 ３ 連 単 ��� ４，３４０円

票 数

単勝票数 計 １０６６８２ 的中 � ２３３１９（２番人気）
複勝票数 計 １７９６９０ 的中 � ３３４２８（２番人気）� ５５６５０（１番人気）� １６９９１（５番人気）
枠連票数 計 ７６７００ 的中 （２－８） １１４０８（１番人気）
普通馬連票数 計 ３２９３９６ 的中 �� ４４１８３（１番人気）
馬単票数 計 ２５８４２３ 的中 �� １６５５１（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０８１２４ 的中 �� １２８０９（１番人気）�� ６６３０（６番人気）�� ８４１３（３番人気）
３連複票数 計 ３４７３３９ 的中 ��� ２６１６１（２番人気）
３連単票数 計 ６６８２６１ 的中 ��� １１３８０（６番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１２．０―１２．５―１２．７―１２．７―１２．６―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．５―３５．５―４８．０―１：００．７―１：１３．４―１：２６．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トゥザサミット 
�
父 ク ロ フ ネ 

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００９．１０．２４ 東京５着

２００７．２．２生 牡２鹿 母 トゥザスターダム 母母 ムービースクリーン ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００円



３１０２７１１月１４日 小雨 重 （２１東京５）第３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

１：３４．６
１：３３．１

良

良

４７ デ パ ー ル 牡２栗 ５５ 伊藤 直人伊達 敏明氏 斎藤 誠 日高 サンシャイン
牧場 ４４６± ０１：３６．２ ３．４�

５８ プレタポルテ 牝２鹿 ５４ 田中 勝春�上山牧場 鹿戸 雄一 浦河 上山牧場 ４３８＋ ４１：３６．４１� ３．８�
３４ チェックユアハート 牝２鹿 ５４ 内田 博幸 �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 ４２４－ ２１：３６．６１� １５．４�
７１２ タ ス マ ニ ア 牝２栗 ５４ 武士沢友治小川 敏夫氏 小桧山 悟 むかわ 西山牧場 ４３８± ０１：３６．７� ２８．０�
２３ リンガスバロン 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ４８０＋ ４１：３６．８� ８．８�
６１０ ゼロチョウサン 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成長山 尚義氏 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 ４３４＋ ６ 〃 クビ ８．０	
２２ ブラウンチーター 牡２鹿 ５５ A．クラストゥス 楠田 均氏 大江原 哲 新冠 北星村田牧場 ４８０－ ４１：３６．９クビ ８５．１


（仏）

４６ 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 ４６０－ ２ 〃 クビ ５．６�
１１ シルクガブリエル 牡２鹿 ５５ 江田 照男有限会社シルク矢野 照正 日高 ファニーヒルファーム ４３４± ０１：３７．１１ ５９．６�
３５ リファールエル 牝２青 ５４

５１ ▲伊藤 工真石橋 松蔵氏 坂本 勝美 新ひだか 千代田牧場 ４５０＋ ４１：３７．５２� ３９．８
８１４ コスモジュリ 牝２黒鹿５４ 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム ４４８＋ ８１：３７．６� ２１６．２�
５９ キスショット 牝２栗 ５４ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３４± ０１：３７．９１� ９．７�
６１１ プロスペクタス 牝２鹿 ５４

５３ ☆丸田 恭介井口 莞爾氏 浅野洋一郎 浦河 川越ファーム ４３６－ ６１：３８．０� ５３１．９�
７１３ グランデタキオン 牡２鹿 ５５ 松岡 正海芹澤 精一氏 相沢 郁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２± ０１：３８．８５ ７６．８�
８１５ ショウナンアオバ 牝２鹿 ５４ 池添 謙一国本 哲秀氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２４± ０１：３９．８６ １５２．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，４０１，６００円 複勝： ２７，０３７，２００円 枠連： １５，７９７，０００円

普通馬連： ５１，３１３，０００円 馬単： ３５，６３１，２００円 ワイド【拡大馬連】： １９，０４０，９００円

３連複： ６０，９５４，１００円 ３連単： ９２，８９０，１００円 計： ３１９，０６５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １４０円 � １７０円 � ３６０円 枠 連（４－５） ３２０円

普通馬連 �� ７５０円 馬 単 �� １，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ７８０円 �� １，２２０円

３ 連 複 ��� ３，３００円 ３ 連 単 ��� １３，１５０円

票 数

単勝票数 計 １６４０１６ 的中 � ３８２３８（１番人気）
複勝票数 計 ２７０３７２ 的中 � ６６３３３（１番人気）� ４４５７３（２番人気）� １４３５４（７番人気）
枠連票数 計 １５７９７０ 的中 （４－５） ３７０２９（１番人気）
普通馬連票数 計 ５１３１３０ 的中 �� ５０５４５（１番人気）
馬単票数 計 ３５６３１２ 的中 �� １８２５１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９０４０９ 的中 �� １７２８２（１番人気）�� ５７４８（１０番人気）�� ３５２２（１６番人気）
３連複票数 計 ６０９５４１ 的中 ��� １３６６０（１１番人気）
３連単票数 計 ９２８９０１ 的中 ��� ５２１５（２７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．５―１２．２―１２．２―１２．３―１１．３―１１．７―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．９―３６．１―４８．３―１：００．６―１：１１．９―１：２３．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デ パ ー ル �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Diesis デビュー ２００９．６．２８ 札幌８着

２００７．４．２１生 牡２栗 母 ア リ ヴ ェ 母母 Persian Flute ６戦１勝 賞金 ８，８００，０００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。



３１０２８１１月１４日 曇 重 （２１東京５）第３日 第４競走 ��
��１，８００�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

１：４６．９
１：４６．６

良

良

４５ ヴァンダライズ 牡２栗 ５５ 吉田 豊 �ノースヒルズマネ
ジメント 中竹 和也 日高 シンコーファーム ４６８－ ４１：４９．０ ７．５�

４６ ポルトゥエンセ 牝２黒鹿５４ 田中 勝春 �社台レースホース粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４７２－ ２１：４９．５３ ９．１�
６９ ローグランド 牡２栗 ５５ 内田 博幸斉藤 敏博氏 河野 通文 新冠 ヒカル牧場 ４６４± ０ 〃 クビ ４．８�
２２ コスモネモシン 牝２青鹿５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 富田 恭司 ４４０± ０１：４９．６クビ ５．４�
７１１ ナイスオペラ 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義戸部 洋氏 谷原 義明 新ひだか 元茂牧場 ４９２－ ２ 〃 ハナ １３．８�
５７ フォーリアル 牝２鹿 ５４

５３ ☆丸田 恭介�三好牧場 天間 昭一 浦河 三好牧場 ４２２± ０ 〃 クビ ６８．６�
７１２ トモロマイスター 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝廣崎 智子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４５０－ ８１：４９．８１� ５．６	
１１ ナンヨーストロング 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成中村 �也氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４８６＋ ６１：４９．９� ５．２

８１３ デュークビスティー 牡２芦 ５５ 勝浦 正樹備前島敏子氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 ４４６＋ ４１：５０．２１� １１．５�
３４ ナムラアトミック 牡２黒鹿５５ A．クラストゥス 奈村 信重氏 田村 康仁 浦河 カナイシスタッド B４８０＋ ２１：５０．４１� １５１．０�

（仏）

６１０	 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 ５２６＋ ２１：５０．７２ ３２．４

５８ セイカミカワ 牝２黒鹿５４ 江田 照男久米 誠氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 ４９８＋１２ 〃 ハナ ７５．６�
３３ セイウンツースキー 牡２鹿 ５５ 北村 宏司西山 茂行氏 土田 稔 日高 小西ファーム ５１２＋ ４１：５１．３３� ４６．１�
８１４ ホッカイマナウス 牡２鹿 ５５ 武士沢友治�北海牧場 柴田 政人 日高 若林 武雄 ４８８－ ２１：５５．９大差 ３１３．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，８４８，０００円 複勝： ３０，５７７，１００円 枠連： １７，２２６，７００円

普通馬連： ５６，７０２，８００円 馬単： ３７，９７２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，５７８，４００円

３連複： ６４，１３０，９００円 ３連単： ９６，４６７，７００円 計： ３４１，５０４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ２３０円 � ３５０円 � １７０円 枠 連（４－４） ４，０２０円

普通馬連 �� ３，８２０円 馬 単 �� ７，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４８０円 �� ６００円 �� １，２１０円

３ 連 複 ��� ６，８１０円 ３ 連 単 ��� ４４，９５０円

票 数

単勝票数 計 １７８４８０ 的中 � １８９８５（５番人気）
複勝票数 計 ３０５７７１ 的中 � ３４２６３（５番人気）� １９４１６（６番人気）� ５８５７４（１番人気）
枠連票数 計 １７２２６７ 的中 （４－４） ３１６４（１６番人気）
普通馬連票数 計 ５６７０２８ 的中 �� １０９７４（１９番人気）
馬単票数 計 ３７９７２６ 的中 �� ３９８８（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０５７８４ 的中 �� ３３３７（２０番人気）�� ８９２９（７番人気）�� ４１１３（１３番人気）
３連複票数 計 ６４１３０９ 的中 ��� ６９５８（２４番人気）
３連単票数 計 ９６４６７７ 的中 ��� １５８４（１５９番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．９―１１．９―１１．９―１２．６―１２．８―１２．１―１１．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．７―３５．６―４７．５―１：００．１―１：１２．９―１：２５．０―１：３６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．９―３F３６．１

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヴァンダライズ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Blushing Groom デビュー ２００９．１０．１８ 東京４着

２００７．５．１生 牡２栗 母 ピンクタートル 母母 Turtle Cove ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホッカイマナウス号は，平成２１年１２月１４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。



３１０２９１１月１４日 曇 不良 （２１東京５）第３日 第５競走 ��
��１，３００�サラブレッド系２歳

発走１２時１５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

１：１８．１
１：１８．１

良

良

４６ コスモミカエル 牡２黒鹿５５ 吉田 豊 �ビッグレッドファーム 小林 常泰 新冠 中央牧場 ４９８ ―１：１８．８ ９．４�

４５ ディアビリーヴ 牡２青鹿５５ 藤田 伸二寺田千代乃氏 田村 康仁 様似 ホウセイ牧場 ４７２ ― 〃 クビ ４．３�
７１２� ワンナップアイテム 牡２栃栗 ５５

５４ ☆丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 加 Mark Casse ４９４ ―１：１８．９クビ ２．３�
８１３ ニシノロコペリ 牝２鹿 ５４ 武士沢友治西山 茂行氏 小桧山 悟 むかわ 西山牧場 ４１８ ―１：２０．１７ １４５．４�
５７ メイショウフロリナ 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成松本 好雄氏 中野 栄治 浦河 太陽牧場 ４３４ ―１：２０．３１� ８．７�
７１１ レークサイドカフェ 牝２青鹿５４ 蛯名 正義山田 和正氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム ４６８ ―１：２０．４クビ ７．１�
３４ カオカオプリン 牝２黒鹿５４ A．クラストゥス 井上 久光氏 高市 圭二 新冠 浜口牧場 ４４０ ―１：２１．０３� ３８．８	

（仏）

５８ フジスペシャル 牡２鹿 ５５ 大野 拓弥藤木 二郎氏 石毛 善彦 新ひだか 福岡 哲夫 ４３４ ― 〃 アタマ ７０．８

８１４ ティンバーウルフ 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社

大原ファーム ４１４ ―１：２１．２１ ２３．３�
３３ マックスカラット 牡２芦 ５５ 小林 淳一鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４７０ ―１：２１．６２� １７４．２�
１１ � クレバーミッキー 牡２栗 ５５ 加藤士津八田 正明氏 加藤 和宏 米 Robert D.

Nash ４３４ ―１：２２．０２� ６４．０�
２２ セザンブライト 牝２鹿 ５４ 内田 博幸瀬山 孝一氏 鈴木 勝美 新ひだか 飛野牧場 ４８６ ―１：２２．１� １１．０�
６９ テープカット 牡２鹿 ５５ 田中 勝春橋本 忠雄氏 柴田 政人 新ひだか タイヘイ牧場 ４３８ ―１：２２．３１� １０１．８�
６１０ スラッシュカフェ 牡２鹿 ５５ 金子 光希西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 ４００ ―１：２３．０４ ２４５．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，９５３，９００円 複勝： ２０，８０６，３００円 枠連： １７，４８９，８００円

普通馬連： ４４，０７１，６００円 馬単： ３６，５０２，０００円 ワイド【拡大馬連】： １６，３３８，５００円

３連複： ５２，２３１，４００円 ３連単： ８７，０３３，５００円 計： ２９０，４２７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９４０円 複 勝 � １９０円 � １６０円 � １３０円 枠 連（４－４） １，５６０円

普通馬連 �� １，６００円 馬 単 �� ３，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ４５０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� １，４４０円 ３ 連 単 ��� １１，７６０円

票 数

単勝票数 計 １５９５３９ 的中 � １３３８５（５番人気）
複勝票数 計 ２０８０６３ 的中 � ２３２８８（４番人気）� ３３７７４（２番人気）� ５６７０７（１番人気）
枠連票数 計 １７４８９８ 的中 （４－４） ８３１５（７番人気）
普通馬連票数 計 ４４０７１６ 的中 �� ２０４３１（７番人気）
馬単票数 計 ３６５０２０ 的中 �� ８１６８（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６３３８５ 的中 �� ６９８６（６番人気）�� ８７１４（５番人気）�� １４９１４（１番人気）
３連複票数 計 ５２２３１４ 的中 ��� ２６８９７（２番人気）
３連単票数 計 ８７０３３５ 的中 ��� ５４６４（３２番人気）

ハロンタイム ７．２―１０．９―１１．５―１２．４―１２．３―１２．０―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．２―１８．１―２９．６―４２．０―５４．３―１：０６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．２―３F３６．８
３ ・（５，１２）（４，６）（７，８，１１）（１０，１４）－３－（２，１３）１，９ ４ ・（５，１２）（４，６）（７，８）（１１，１４）１０－３－１３＝２，１－９
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモミカエル �
�
父 マイネルセレクト �

�
母父 ミスターシービー 初出走

２００７．３．３生 牡２黒鹿 母 イガノミッシェル 母母 クラウンドシーザー 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。



３１０３０１１月１４日 曇 重 （２１東京５）第３日 第６競走 ��２，０００�サラブレッド系２歳
発走１２時４５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

５７ ア リ ゼ オ 牡２黒鹿５５ 三浦 皇成 �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１６ ―２：０３．７ ５．１�

８１４ ヒルノダムール 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二蛭川 正文氏 昆 貢 新ひだか 橋本牧場 ４５８ ― 〃 クビ ２．２�
８１３ ミカエルビスティー 牡２黒鹿５５ 勝浦 正樹備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４９０ ―２：０３．９１� １３．４�
４５ マイネルウーノ 牡２鹿 ５５ 吉田 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 青森 イズモリファーム ４６８ ―２：０４．３２� ８９．８�
１１ ザ ピ エ ー ル 牡２鹿 ５５ 内田 博幸渡邊 隆氏 手塚 貴久 日高 前川ファーム ４８０ ―２：０４．５１� ４．０�
４６ ニシノシャイナー 牡２栗 ５５ 田中 勝春西山 茂行氏 上原 博之 むかわ 西山牧場 ４８２ ―２：０４．８１� ３８．８	
６９ メジャーボーイ 牡２栗 ５５ 横山 典弘阿部榮乃進氏 古賀 史生 浦河 北光牧場 ４７０ ― 〃 アタマ ２０．２

７１１ キャプテンハッチ 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣田中 八郎氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ５１２ ―２：０５．３３ ８．７�
６１０ カ ン ク ロ 牡２黒鹿５５ 江田 照男田中 晴夫氏 萱野 浩二 新ひだか 藤平 和実 ４９８ ―２：０６．３６ ４１．６�
７１２ オペラソング 牝２栗 ５４ 小林 淳一嶋田 賢氏 本郷 一彦 新ひだか 岡田牧場 ４５８ ―２：０６．４� ２０４．０
３４ マイネルカイロス 牡２鹿 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新ひだか 静内白井牧場 ４９０ ― 〃 アタマ ５７．３�
２２ トーセンヤッテキタ 牡２栗 ５５ 北村 宏司島川 �哉氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 ５１８ ―２：０６．８２� １６９．３�
５８ ヤマニンジンジャー �２栗 ５５ 柴山 雄一土井 肇氏 高橋 義博 新冠 錦岡牧場 ４３８ ―２：０７．６５ ３１０．３�
３３ ラヴァリーバース 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝村中 徳広氏 岩戸 孝樹 新冠 カミイスタット ５０２ ―２：０８．１３ ７９．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，８３０，７００円 複勝： ２７，６５０，９００円 枠連： １７，１１７，５００円

普通馬連： ５３，５０７，８００円 馬単： ４２，４５６，９００円 ワイド【拡大馬連】： １９，７７６，９００円

３連複： ５７，０４１，４００円 ３連単： １０２，０１０，８００円 計： ３４０，３９２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １７０円 � １３０円 � ２６０円 枠 連（５－８） ４８０円

普通馬連 �� ５８０円 馬 単 �� １，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ８４０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� １，８９０円 ３ 連 単 ��� ９，７６０円

票 数

単勝票数 計 ２０８３０７ 的中 � ３２２２３（３番人気）
複勝票数 計 ２７６５０９ 的中 � ４３８４９（３番人気）� ７６６４９（１番人気）� ２０６１０（５番人気）
枠連票数 計 １７１１７５ 的中 （５－８） ２６５６９（２番人気）
普通馬連票数 計 ５３５０７８ 的中 �� ６９０９９（２番人気）
馬単票数 計 ４２４５６９ 的中 �� ２１８９７（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９７７６９ 的中 �� ２０８１４（２番人気）�� ５０９９（９番人気）�� １３３２７（４番人気）
３連複票数 計 ５７０４１４ 的中 ��� ２２２９１（５番人気）
３連単票数 計１０２０１０８ 的中 ��� ７７２１（２６番人気）

ハロンタイム １３．１―１２．０―１３．３―１２．８―１２．６―１２．５―１２．４―１１．７―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―２５．１―３８．４―５１．２―１：０３．８―１：１６．３―１：２８．７―１：４０．４―１：５１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．０

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

勝馬の
紹 介

ア リ ゼ オ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

２００７．３．１２生 牡２黒鹿 母 スクエアアウェイ 母母 スケアヘッドライン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



３１０３１１１月１４日 曇 不良 （２１東京５）第３日 第７競走 ��
��２，１００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時１５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

６６ 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 ４９８＋ ４２：１３．３ １．４�

４４ ライトニングラン 牡４栗 ５７ 三浦 皇成 �ノースヒルズマネ
ジメント 尾関 知人 三石 土居 忠吉 ５１４－ ２２：１３．５１� １７．０�

１１ サンライズフェア 牡３鹿 ５５ 池添 謙一松岡 隆雄氏 羽月 友彦 門別 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B４８４－１０ 〃 ハナ １０．３�

５５ ソルモンターレ 牡３鹿 ５５ 小林慎一郎�ターフ・スポート矢作 芳人 浦河 谷川牧場 ４６０＋ ４２：１３．７１ ５．４�
３３ 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 B４３４＋ ６２：１４．４４ ２０．０�
２２ 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± ０２：１４．７１	 ４５．８�
７７ ハ イ ゲ ー ト 牡３鹿 ５５ A．クラストゥス 宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５０８＋ ２ 〃 クビ １１．７	

（仏）

（７頭）

売 得 金

単勝： １９，６２０，３００円 複勝： ５３，００１，１００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ４４，６７０，８００円 馬単： ４５，８１５，４００円 ワイド【拡大馬連】： １６，１１６，４００円

３連複： ４５，０１５，１００円 ３連単： １７１，１７４，４００円 計： ３９５，４１３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ４５０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ８１０円 馬 単 �� ９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ２１０円 �� １，０００円

３ 連 複 ��� １，５２０円 ３ 連 単 ��� ４，０４０円

票 数

単勝票数 計 １９６２０３ 的中 � １１８７５５（１番人気）
複勝票数 計 ５３００１１ 的中 � ４０７２３３（１番人気）� １４３９１（５番人気）
普通馬連票数 計 ４４６７０８ 的中 �� ４０９７８（４番人気）
馬単票数 計 ４５８１５４ 的中 �� ３６４８９（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６１１６４ 的中 �� １５２２０（４番人気）�� ２３１９９（２番人気）�� ３１８０（１２番人気）
３連複票数 計 ４５０１５１ 的中 ��� ２１９７５（６番人気）
３連単票数 計１７１１７４４ 的中 ��� ３１３３９（１５番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．６―１２．９―１３．３―１３．５―１３．３―１２．９―１２．８―１２．１―１１．７―１２．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１８．７―３１．６―４４．９―５８．４―１：１１．７―１：２４．６―１：３７．４―１：４９．５―２：０１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．７―３F３５．９
１
３
５，１－（２，６）７－（３，４）
５－１（２，６）７（３，４）

２
４
５，１（２，６）７－（３，４）
５，１（２，６）（４，７）３

勝馬の
紹 介

ガートモンテス 

�
父 マンハッタンカフェ 


�
母父 Hennessy デビュー ２００９．１．１７ 中山１４着

２００６．２．８生 牡３青鹿 母 キャッツプライド 母母 Kirt’s Pride １０戦２勝 賞金 ２２，９５０，０００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。



３１０３２１１月１４日 曇 重 （２１東京５）第３日 第８競走 ��
��１，３００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時４５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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

１１ ケイアイエーデル 牝４鹿 ５５ 江田 照男 �啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 静内 佐竹 学 ４３６－ ２１：１７．１ １０．８�

３４ メイショウヨシヒサ 牡６黒鹿 ５７
５６ ☆丸田 恭介松本 好�氏 河内 洋 浦河 信岡牧場 ４６６－ ４１：１７．２� １９．０�

２３ � ギンザナイト 牡４栗 ５７ 三浦 皇成齋藤 文男氏 小崎 憲 米 Lazy Lane
Farms, Inc. ５０４＋ ６ 〃 ハナ １９．０�

８１４ シーフォーアイ 牡３青鹿５６ 横山 典弘加藤 信之氏 岩戸 孝樹 新ひだか 鹿嶋牧場 ５４０± ０１：１７．３	 ２．９�
２２ ダノンブライアン 
５鹿 ５７ 後藤 浩輝�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５１２－ ４１：１７．４クビ ３．７�
３５ アプローズヒーロー 牡５鹿 ５７ 鈴来 直人小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４６２－ ２１：１７．６１ ４２．４	
８１５ タマニューホープ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４５２－ ４１：１７．８１� １９．４

４７ モアザンストーム 牡３青鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真 �サンデーレーシング 古賀 史生 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム ４７２＋ ４ 〃 アタマ １９．１�

６１０ ケイアイモーガン 牡４栗 ５７ 吉田 豊 �啓愛義肢材料販売所 柴崎 勇 青森 佐々木牧場 ４７２＋ ２１：１８．０１� ８７．８
５９ マッドマックス 牡３鹿 ５６ 北村 宏司有馬 博文氏 的場 均 三石 城地 和義 ５００＋ ６ 〃 ハナ ２４．１�
４６ セイコースペシャル 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣竹國 弘氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ４８８＋ ２ 〃 クビ ５．１�
７１３ ヤマニンプロローグ 牝５栗 ５５ 柴山 雄一土井 肇氏 佐々木亜良 新冠 錦岡牧場 B５２０＋１２１：１８．６３	 １３７．６�
５８ � トップオブドーラ 牝５鹿 ５５ 武士沢友治藤田 在子氏 天間 昭一 米 Yoshio Fujita ４４４－ ２１：１８．７� １８７．６�

６１１ リーズレセプション 牡５黒鹿５７ A．クラストゥス �佐藤牧場 藤原 辰雄 早来 ノーザンファーム ４９４＋ ２１：１９．１２	 ７０．１�
（仏） （法６３４）

７１２ ケイアイスウォード 牡４芦 ５７ 内田 博幸 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 静内 松田 三千雄 B５２６＋ ４１：１９．３１� ２４．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，７４９，０００円 複勝： ４１，０９６，２００円 枠連： ２３，７３４，６００円

普通馬連： ９４，６１１，６００円 馬単： ５６，８５６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，７４９，０００円

３連複： ９８，１９２，１００円 ３連単： １６９，５９４，６００円 計： ５３６，５８４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０８０円 複 勝 � ４２０円 � ６１０円 � ４３０円 枠 連（１－３） ５，４８０円

普通馬連 �� ８，８７０円 馬 単 �� １５，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，７１０円 �� ３，３６０円 �� ３，０７０円

３ 連 複 ��� ３９，２００円 ３ 連 単 ��� １７６，２９０円

票 数

単勝票数 計 ２２７４９０ 的中 � １６７０８（４番人気）
複勝票数 計 ４１０９６２ 的中 � ２６５４８（４番人気）� １７１８８（８番人気）� ２５６２７（５番人気）
枠連票数 計 ２３７３４６ 的中 （１－３） ３２０２（１８番人気）
普通馬連票数 計 ９４６１１６ 的中 �� ７８７２（２５番人気）
馬単票数 計 ５６８５６９ 的中 �� ２７８６（４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９７４９０ 的中 �� ２７１４（２８番人気）�� ２１７４（３３番人気）�� ２３８８（３１番人気）
３連複票数 計 ９８１９２１ 的中 ��� １８４９（１０５番人気）
３連単票数 計１６９５９４６ 的中 ��� ７１０（４５８番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．７―１１．３―１１．９―１１．８―１１．７―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１７．７―２９．０―４０．９―５２．７―１：０４．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイエーデル �
�
父 トワイニング �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー ２００８．３．２ 中山１着

２００５．３．２６生 牝４鹿 母 ケイアイワールド 母母 サラトガワールド １１戦４勝 賞金 ３４，２００，０００円
〔発走状況〕 モアザンストーム号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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。



３１０３３１１月１４日 曇 稍重 （２１東京５）第３日 第９競走 ��
��１，６００�

や ま な か こ

山 中 湖 特 別
発走１４時２０分 （芝・左）
３歳以上，１，０００万円以下，２０．１１．１５以降２１．１１．８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 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

８１２ ナンヨーアイドル 牡３黒鹿５４ 横山 典弘中村 �也氏 領家 政蔵 新ひだか 佐藤 陽一 ４６８－１０１：３４．４ ３．２�

５６ タケショウオージ 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成�ナイト商事 国枝 栄 浦河 富菜牧場 ４６４－ ４ 〃 クビ ３．３�
５５ ブレイクナイン 牡３黒鹿５４ 吉田 豊青山 洋一氏 田村 康仁 日高 日高大洋牧場 ４９４＋ ２１：３４．５クビ １８．３�
４４ モンテアルベルト 牡３栗 ５４ 柴田 善臣毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 B４７４＋ ４１：３４．７１� １１．７�
７９ ダノンヒデキ 牡３黒鹿５５ 藤田 伸二�ダノックス 加藤 征弘 早来 ノーザンファーム ４８０－ ２１：３４．９１� ７．５�
８１１� ダイショウベリー 牝４鹿 ５１ 石神 深一馬場 �晃氏 佐々木亜良 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４６０± ０１：３５．０� ４０．３	
１１ テラノファントム 牡４黒鹿５６ 内田 博幸寺田 寿男氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ４４６＋ ２１：３５．３１� ２０．４

６８ ジョイフルスマイル 牝４栗 ５０ 伊藤 工真上茶谷 一氏 矢作 芳人 早来 ノーザンファーム B４６６－ ８１：３５．５１� １１５．１�
６７ � トミノドリーム 牝５黒鹿５０ 高山 太郎�槇本牧場 佐藤 全弘 静内 富岡 廣光 B４８２－ ２１：３５．６� ２８２．９�
３３ マイネルエデン 牡３鹿 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 阿部 新生 新冠 飛渡牧場 ５１２－ ６１：３５．８１	 ４．４
７１０ エ バ ー モ ア 牡５鹿 ５４ 蛯名 正義永野千枝子氏 矢野 英一 浦河 赤田牧場 B４９６＋１４１：３５．９クビ ２０．１�
２２ マチカネノワキ 牡６鹿 ５３ 菊沢 隆徳細川 益男氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ５６０－ ４１：３６．２１� １７６．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３０，０４２，３００円 複勝： ４４，６５５，２００円 枠連： ２２，５６０，０００円

普通馬連： １０８，５８３，６００円 馬単： ６９，８４１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，８３５，９００円

３連複： １０９，６８０，６００円 ３連単： ２２７，８５７，２００円 計： ６４４，０５５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １５０円 � １５０円 � ３４０円 枠 連（５－８） ４７０円

普通馬連 �� ５８０円 馬 単 �� １，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� １，１８０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� ２，８１０円 ３ 連 単 ��� ９，７１０円

票 数

単勝票数 計 ３００４２３ 的中 � ７４６２７（１番人気）
複勝票数 計 ４４６５５２ 的中 � ９８５５２（１番人気）� ８７３８８（２番人気）� ２５１１５（６番人気）
枠連票数 計 ２２５６００ 的中 （５－８） ３５７３０（１番人気）
普通馬連票数 計１０８５８３６ 的中 �� １３９５４２（１番人気）
馬単票数 計 ６９８４１０ 的中 �� ４６５０６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０８３５９ 的中 �� ３２６５０（１番人気）�� ５７９６（１５番人気）�� １１３８９（７番人気）
３連複票数 計１０９６８０６ 的中 ��� ２８９０６（８番人気）
３連単票数 計２２７８５７２ 的中 ��� １７３３０（２６番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１１．６―１２．０―１２．４―１１．５―１１．５―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．１―３４．７―４６．７―５９．１―１：１０．６―１：２２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．７―３F３５．３
３ １１，４，３（８，９）１０－５，１２，６（２，１，７） ４ １１，４（３，９）８，１０，５，２（１２，６）（１，７）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナンヨーアイドル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００８．８．３０ 札幌２着

２００６．４．２５生 牡３黒鹿 母 ラクシャリーラス 母母 セントリーラス １１戦３勝 賞金 ４５，５０４，０００円
※トミノドリーム号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



３１０３４１１月１４日 曇 稍重 （２１東京５）第３日 第１０競走 ��
��２，４００�

ばんしゅう

晩 秋 特 別
発走１４時５５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 ２３８，０００円 ６８，０００円 ３４，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

１１ トップカミング 牡３黒鹿５５ 蛯名 正義�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４５６＋ ２２：２８．０ ２．５�

４４ メインストリーム 牡４鹿 ５７ 内田 博幸臼田 浩義氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４８４－１２２：２８．７４ ３．９�
３３ ロードキャニオン �５鹿 ５７ 横山 典弘 �ロードホースクラブ 後藤 由之 三石 ケイアイファーム ４５８－ ２ 〃 アタマ ２７．１�
７８ � レオプログレス 牡４青 ５７ 大野 拓弥�レオ 平井 雄二 様似 清水 誠一 ４５２± ０ 〃 ハナ ４．９�
８１０� ケイエスユリ 牝５栗 ５５ 田中 勝春キヨシサービス� 高橋 成忠 白老 社台牧場 ４６２＋ ４２：２９．３３	 ２８．５�
６６ � ヒカルマンテンボシ 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝�橋 京子氏 勢司 和浩 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０２＋ ６２：２９．４
 ４．７	
７７ ギムレットアイ 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成小野 博郷氏 浅野洋一郎 門別 浜本牧場 ４５４± ０２：２９．６１� ２２．９

５５ ハイフェイム 牡５芦 ５７ 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 B４９８＋ ４２：２９．７	 ５５．７�
２２ � アムールマルルー 牡３鹿 ５５ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Sean Mul-

ryan B５０８＋ ２２：２９．９１	 ２６．５�
８９ � レイトスプリング 牡６栗 ５７ 柴山 雄一臼田 浩義氏 秋山 雅一 千歳 社台ファーム ５４０－１２２：３０．３２	 １２７．０

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３０，２４９，８００円 複勝： ５０，６５３，０００円 枠連： ２３，１３８，１００円

普通馬連： １１９，８５９，６００円 馬単： ８２，２５５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，１４１，５００円

３連複： １２４，６９３，２００円 ３連単： ３１２，００９，５００円 計： ７７５，９９９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １２０円 � １６０円 � ５００円 枠 連（１－４） ５１０円

普通馬連 �� ５４０円 馬 単 �� ９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ８５０円 �� １，７５０円

３ 連 複 ��� ３，８５０円 ３ 連 単 ��� １２，４４０円

票 数

単勝票数 計 ３０２４９８ 的中 � ９６５４１（１番人気）
複勝票数 計 ５０６５３０ 的中 � １６５６１８（１番人気）� ８５７７２（３番人気）� １６０６４（８番人気）
枠連票数 計 ２３１３８１ 的中 （１－４） ３３７９１（２番人気）
普通馬連票数 計１１９８５９６ 的中 �� １６５５８２（２番人気）
馬単票数 計 ８２２５５０ 的中 �� ６６５３３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３１４１５ 的中 �� ４１６３３（２番人気）�� ８８３１（７番人気）�� ４０７６（２３番人気）
３連複票数 計１２４６９３２ 的中 ��� ２３９３０（１３番人気）
３連単票数 計３１２００９５ 的中 ��� １８５１１（３７番人気）

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

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―２３．９―３６．９―５０．１―１：０３．０―１：１５．９―１：２８．９―１：４１．２―１：５３．２―２：０４．５―２：１５．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トップカミング �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２００８．８．１０ 小倉２着

２００６．４．１０生 牡３黒鹿 母 レッドヴィーナス 母母 イースタンガバナー １６戦３勝 賞金 ９９，１５５，０００円



３１０３５１１月１４日 曇 稍重 （２１東京５）第３日 第１１競走 ��
��１，４００�第４５回京王杯２歳ステークス（ＪｐｎⅡ）

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
京王電鉄株式会社賞（１着）

賞 品
本 賞 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ５９５，０００円 １７０，０００円 ８５，０００円
生産者賞
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

１：２１．５
１：２０．３

良

良

１２ � エイシンアポロン 牡２栗 ５５ 池添 謙一平井 豊光氏 岡田 稲男 米 Silk and Scar-
let Syndicate ４９２－ ２１：２２．０ ６．３�

２３ アニメイトバイオ 牝２栗 ５４ 丸田 恭介バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４５６＋ ２１：２２．２１� ９．７�
４８ 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 ４８４－ ８ 〃 ハナ ２０．３�
３６ ダッシャーゴーゴー 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝�田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 ５０６＋ ２ 〃 アタマ ３．３�
３５ コスモセンサー 牡２栗 ５５ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 川越ファーム ４８２± ０１：２２．３� １５．３	
５１０ キョウエイアシュラ 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成田中 晴夫氏 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 ４５２－ ２ 〃 アタマ １１．９

１１ ノーワンエルス 牡２芦 ５５ 藤田 伸二 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ４９６＋ ２１：２２．４クビ １０．７�
６１１� ド ロ 牡２栗 ５５ 内田 博幸吉田 和美氏 久保田貴士 米 Millard

Winterrowd ４６８± ０１：２２．８２� ５．０�
８１７ カシマストロング 牡２鹿 ５５ A．クラストゥス �カシマ 高市 圭二 浦河 中山牧場 ４７０－ ２１：２２．９� ３６．９

（仏）

２４ イイデサンドラ 牝２芦 ５４ 柴山 雄一 �アールエスエーカントリ河野 通文 新冠 山岡ファーム ４３６－ ６１：２３．１１� １２２．０�
８１６ エステーラブ 牝２青鹿５４ 蛯名 正義齋藤 宏明氏 中野 栄治 新冠 平山牧場 ４２６－ ８１：２３．６３ ３９．２�
６１２ カホマックス 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹星野 壽市氏 相沢 郁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０－ ８１：２３．８１� ２６．９�
８１５ タイセイワイルド 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 ４７０± ０ 〃 アタマ ４１．２�
５９ ハーティンハート 牡２栗 ５５ 田中 勝春臼田 浩義氏 牧 光二 日高 日高大洋牧場 ５３０＋ ４１：２４．０１ ３２．４�
７１４ シ ー マ ー ク 牡２栗 ５５ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 千歳 社台ファーム ５０６± ０１：２４．３２ ４３．５�
４７ ショウリノホホエミ 牝２黒鹿５４ 江田 照男吉田 昭一氏 阿部 新生 浦河 宮内牧場 ４６６＋ ２ 〃 クビ ８２．４�
７１３ サトノディライト 牡２鹿 ５５ 横山 典弘里見 治氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４８２＋ ８１：２４．７２� ９９．１�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ８７，４３２，４００円 複勝： １１８，３５５，８００円 枠連： ９７，８５４，３００円

普通馬連： ４３９，６９６，２００円 馬単： ２３２，３６２，９００円 ワイド【拡大馬連】： １１６，３３９，４００円

３連複： ５１５，０４６，６００円 ３連単： ９５４，７８５，５００円 計： ２，５６１，８７３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２４０円 � ３４０円 � ６４０円 枠 連（１－２） １，６２０円

普通馬連 �� ２，８４０円 馬 単 �� ５，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０９０円 �� ２，０４０円 �� ４，３７０円

３ 連 複 ��� ２７，１００円 ３ 連 単 ��� １２８，６６０円

票 数

単勝票数 計 ８７４３２４ 的中 � １１０５３４（３番人気）
複勝票数 計１１８３５５８ 的中 � １４８９９５（３番人気）� ９２１５２（４番人気）� ４３１００（８番人気）
枠連票数 計 ９７８５４３ 的中 （１－２） ４４８３２（６番人気）
普通馬連票数 計４３９６９６２ 的中 �� １１４４０６（９番人気）
馬単票数 計２３２３６２９ 的中 �� ３１１９０（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１１６３３９４ 的中 �� ２７２３９（９番人気）�� １３９９１（２１番人気）�� ６３９７（５１番人気）
３連複票数 計５１５０４６６ 的中 ��� １４０３１（８５番人気）
３連単票数 計９５４７８５５ 的中 ��� ５４７７（３７６番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．３―１２．０―１１．７―１１．３―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．３―３４．６―４６．６―５８．３―１：０９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エイシンアポロン �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００９．８．２ 小倉５着

２００７．１．２２生 牡２栗 母 Silk And Scarlet 母母 Danilova ５戦２勝 賞金 ６１，０３９，０００円
〔発走状況〕 ショウリノホホエミ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 ハーティンハート号の騎手田中勝春は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１４番への進路影響）
〔調教再審査〕 ショウリノホホエミ号は，発走調教再審査。
※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。



３１０３６１１月１４日 曇 重 （２１東京５）第３日 第１２競走 ��１，３００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時０５分 （ダート・左）

１６００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １３，５００，０００円 ５，４００，０００円 ３，４００，０００円 ２，０００，０００円 １，３５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１６．４
１：１６．４

重

重

５９ ケイアイスイジン 牡４栗 ５７ 北村 宏司 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 静内 グランド牧場 ４８０＋ ６１：１６．７ ３．９�

８１５ ノーリプライ �５芦 ５７ 横山 典弘�瀬 真尚氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４９２＋１６ 〃 ハナ ６．０�
４７ ブイチャレンジ 牡４栗 ５７ 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 門別 川島 良一 ４８０± ０ 〃 クビ １４．４�
６１１ ジェイケイボストン �６黒鹿５７ 江田 照男小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム B５２０＋ ２１：１６．８� ３６．３�
７１３ シルクアルボーレ 牡７鹿 ５７ 池添 謙一有限会社シルク藤原 英昭 新冠 早田牧場新

冠支場 ４５８＋ ２１：１７．２２� １４．０�
１１ コアレスコジーン �６鹿 ５７ 穂苅 寿彦小林 昌志氏 和田 正道 平取 コアレススタッド ４８８－ ２１：１７．５１� ６２．４�
８１６� ジャンバティスト 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義 	サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ４６８－ ２ 〃 アタマ ３．７

５１０ メイショウアツヒメ 牝３鹿 ５４

５３ ☆丸田 恭介松本 好雄氏 河内 洋 浦河 日の出牧場 ４９４－２０１：１７．８１� ５．９�
３６ ウインサウザー �７黒鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真�ウイン 山内 研二 えりも 上島牧場 B４６８－ ８１：１７．９� ５２．９�
３５ トーセンセイント 牡５鹿 ５７ 吉田 豊島川 哉氏 柴崎 勇 静内 増本牧場 ５０８± ０ 〃 アタマ １７．１�
７１４ リボンノキシ 牝５青 ５５ 田中 勝春森岡 一郎氏 菊川 正達 早来 吉田牧場 ４６４＋ ４ 〃 ハナ ５５．６�
２３ プラテアード 牡５芦 ５７ A．クラストゥス 	キャロットファーム 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ５２６－ ２１：１８．２１� １８．６�

（仏）

１２ シルクプラチナム 牡６芦 ５７
５４ ▲池崎 祐介有限会社シルク尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ５４０＋２０１：１８．５１� ６７．３�

４８ パ ド ブ レ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹	ミルファーム 保田 一隆 浦河 大道牧場 B５００－ ２１：１８．９２� １６２．０�
２４ アクセルファイヤー 牝５鹿 ５５ 小林 淳一中村 浩章氏 牧浦 充徳 静内 原 忠夫 ４１２± ０ 〃 アタマ １２５．２�
６１２ ツルマルジャパン �３青 ５６ 柴山 雄一鶴田 任男氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 ４７６－ ２１：２１．１大差 ２７．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，９１２，７００円 複勝： ４９，４１２，９００円 枠連： ４４，２９０，７００円

普通馬連： １４４，３４７，７００円 馬単： ７９，１４１，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，８３８，５００円

３連複： １５６，０９３，０００円 ３連単： ３００，６４７，８００円 計： ８５２，６８５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １６０円 � １９０円 � ３３０円 枠 連（５－８） ３１０円

普通馬連 �� ８８０円 馬 単 �� １，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ７１０円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� ３，９６０円 ３ 連 単 ��� １６，０００円

票 数

単勝票数 計 ３５９１２７ 的中 � ７３００５（２番人気）
複勝票数 計 ４９４１２９ 的中 � １００８８１（１番人気）� ７３３３０（３番人気）� ３１４１５（６番人気）
枠連票数 計 ４４２９０７ 的中 （５－８） １０７４４４（１番人気）
普通馬連票数 計１４４３４７７ 的中 �� １２２２７５（２番人気）
馬単票数 計 ７９１４１７ 的中 �� ３２５１１（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２８３８５ 的中 �� ２６６３３（２番人気）�� １４７１８（５番人気）�� １０５６９（１１番人気）
３連複票数 計１５６０９３０ 的中 ��� ２９１５１（９番人気）
３連単票数 計３００６４７８ 的中 ��� １３８６８（２９番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．９―１１．３―１１．４―１１．４―１２．２―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１７．９―２９．２―４０．６―５２．０―１：０４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３６．１
３ ・（２，６）（１１，１０）１２（３，５，４）－（１，１５，１４）－（１３，９）８－１６，７ ４ ・（２，６，１１，１０）－（３，５）（１５，４）（１，１２，１４）（１３，９）８（７，１６）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ケイアイスイジン �
�
父 Johannesburg �

�
母父 Afleet デビュー ２００７．１１．３ 東京１着

２００５．１．１５生 牡４栗 母 ポリーズフリート 母母 Polly’s Harde １９戦５勝 賞金 ７３，９８８，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ツルマルジャパン号は，平成２１年１２月１４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２６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２６頭 アップルサイダー号・イセノスバル号・クランエンブレム号・ケイアイテンジン号・コンティネント号・

サザンビューティー号・サラトガ号・シーアクロス号・ストーリーテリング号・スペシャルクイン号・
スマートブレード号・スリーサンフレンチ号・ダイイチミラクル号・タイキシルバー号・ダイワプリベール号・
タマモグレアー号・デイトユアドリーム号・ハードランナー号・ヒシハイグレード号・フキラウソング号・
ブラックシャドウ号・プリモローズ号・フルブラッサム号・ホットフレイバー号・ユキノアサカゼ号・
ラインプレアー号

※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。



（２１東京５）第３日 １１月１４日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 １２回 出走頭数 １５９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

２５２，９００，０００円
８，５２０，０００円
１６，７８０，０００円
１，６３０，０００円
２５，５００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５７，１６９，０００円
４，４２３，０００円
１，５７４，１００円

勝馬投票券売得金
３２２，７００，５００円
５２１，６０９，６００円
２９８，４９２，９００円
１，２３６，８５２，１００円
７７８，１９１，５００円
３７２，６５８，５００円
１，３７４，４６３，４００円
２，６７０，８８０，７００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 ７，５７５，８４９，２００円

総入場人員 ２４，２６１名 （有料入場人員 ２３，１７１名）




