
３１０３７１１月１２日 晴 稍重 （１８東京５）第４日 第１競走 ��
��１，６００�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

１：３８．２
１：３７．３

良

不良

７１１� ピサノデイラニ 牡２黒鹿５５ 北村 宏司市川 義美氏 藤沢 和雄 米 Mt Brilliant
Farm LLC ５１２－ ２１：３８．２ １．３�

５８ � タカラトゥルー 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義村山 義男氏 国枝 栄 米 Padua
Stables ５１０± ０１：４０．１大差 ７．９�

４６ � サンジャンボリー 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介加藤 信之氏 菊川 正達 三石 山際セントラ
ルスタッド ５０６± ０１：４０．４１� １３．８�

２２ �	 コスモフリーダム 牡２鹿 ５５ 横山 典弘 �ビッグレッドファーム 中野 隆良 門別 棚川牧場 ４８６－１０ 〃 アタマ １６．９�
３３ � ピュアーフレーム 牝２黒鹿５４ 内田 博幸臼田 浩義氏 上原 博之 米 Hiroyoshi

Usada ４８０－ ４１：４０．６１ １９．８�
（大井）

４５ � ドンアドヴァイタ 牡２芦 ５５
５４ ☆津村 明秀山田 貢一氏 鈴木 伸尋 新冠 若林牧場 ４７８＋ ４１：４０．７
 １１７．７�

６１０� ナンヨーノース 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹中村 �也氏 武藤 善則 浦河 三好牧場 ５０６± ０ 〃 クビ ３６．６	
１１ �	 コスモピロリ 牡２鹿 ５５ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 清水 利章 浦河 モトスファーム ４８６± ０１：４１．７６ １５．１

５７ キングブライト 牡２鹿 ５５ 吉田 豊浅野 恭秀氏 田子 冬樹 様似 清水スタッド ４７２＋ ２１：４２．２３ ４６．７�

３４ 	 セトウチアキレス 牡２鹿 ５５ 今野 忠成高橋 勉氏 堀 宣行 浦河 桑田フアーム ４２６± ０ 〃 クビ ２４９．０�
（川崎） （７７１０）

６９ テンエイカムカム �２栗 ５５ L．イネス 熊坂富寿雄氏 坂本 勝美 福島 農事組合法人
熊坂開発 ４５０＋ ２１：４２．３クビ １６８．８

（新）

７１２� レガシーオブジーン 牡２鹿 ５５ 川島 信二中村 祐子氏 土田 稔 三石 畑端牧場 ４８８± ０１：４２．７２
 ５１３．２�
８１４ ニシノタマテバコ 牡２芦 ５５ 後藤 浩輝西山 茂行氏 伊藤 圭三 鵡川 西山牧場 ４８８＋１２１：４２．８クビ ３３．５�
８１３	 コスモシンヒダカ 牡２鹿 ５５ 小野 次郎 �ビッグレッドファーム 嶋田 功 静内 静内坂本牧場 ４６８± ０１：４３．２２
 １８６．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，０７９，５００円 複勝： １６，８８５，３００円 枠連： ２０，１０３，５００円

普通馬連： ６９，１２８，２００円 馬単： ７７，９９０，７００円 ワイド【拡大馬連】： １８，５６６，９００円

３連複： ８９，７３５，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３１１，４８９，１００円

払 戻 金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ２１０円 枠 連（５－７） ２９０円

普通馬連 �� ４１０円 馬 単 �� ５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ３５０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� １，３９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９０７９５ 的中 � １１８４１５（１番人気）
複勝票数 計 １６８８５３ 的中 � ５８４７３（１番人気）� ３２１５１（２番人気）� １４１０３（４番人気）
枠連票数 計 ２０１０３５ 的中 （５－７） ５２８４１（１番人気）
普通馬連票数 計 ６９１２８２ 的中 �� １２６５８３（１番人気）
馬単票数 計 ７７９９０７ 的中 �� １１３００６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８５６６９ 的中 �� ２９１１９（１番人気）�� １２４７４（３番人気）�� ４７５１（１２番人気）
３連複票数 計 ８９７３５０ 的中 ��� ４７７２１（４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１１．９―１２．４―１３．１―１２．６―１１．８―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．８―３５．７―４８．１―１：０１．２―１：１３．８―１：２５．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ピサノデイラニ �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 Gold Meridian デビュー ２００６．１０．２９ 東京６着

２００４．３．４生 牡２黒鹿 母 Tee Kay 母母 Tri Argo ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３１０３８１１月１２日 晴 稍重 （１８東京５）第４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

１：２１．８
１：２０．３

良

良

１１ � ダイワエンパイア 牡２青鹿５５ 後藤 浩輝大城 敬三氏 松山 康久 米 France Weiner &
Irwin J. Weiner ４５２＋ ６１：２３．０ １．９�

８１１� テイクマイアイズ 牝２黒鹿５４ L．イネス 小林けい子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６８－ ２１：２３．３１� ６５．４�
（新）

５６ マルタカエンペラー 牡２鹿 ５５ 吉田 豊高橋 義和氏 清水 美波 新冠 中本 隆志 ４３６＋ ６ 〃 クビ ２２．３�
８１２� ドリームウィン 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義平本 敏夫氏 根本 康広 門別 大江牧場 ４５４± ０１：２３．７２	 ４．５�
７１０�
 キングケイザンオー 牡２栗 ５５ 内田 博幸増田 陽一氏 畠山 重則 三石 斉藤 正男 ４５０＋ ６１：２４．１２	 １３．９�

（大井）

６７ � クリノアドベンチャ 牡２黒鹿５５ 武士沢友治栗本 博晴氏 中野渡清一 門別 春木 昭雄 ４５０－ ２ 〃 ハナ ５６．７�
６８ � マーシャルソング 牡２鹿 ５５ 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 米

Ramona S. Bass
& Arthur A.
Seeligson III

４５８－ ４１：２４．４２ ４．４�
２２ カシマゼロワン 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介鹿島 直麿氏 高市 圭二 門別 白井牧場 ４２０± ０１：２４．５	 ３０．０	
７９ マイスペース 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹
アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４６２＋ ４１：２４．６	 １４６．２�
３３ フ ウ ハ ク 牡２鹿 ５５ 和田 竜二国光 正憲氏 中川 公成 青森 明成牧場 ４７２＋ ２１：２４．７クビ ３６．７�
５５ � マイラヴユアハート 牝２黒鹿 ５４

５３ ☆津村 明秀伊達 秀和氏 高橋 祥泰 米 Hidekazu
Date ３９４± ０１：２５．０２ ４０．７

４４ � バトルソニック 牡２鹿 ５５ 松岡 正海宮川 秋信氏 佐藤 吉勝 浦河 桑田牧場 ４４２－ ４１：２５．２１� ５２．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １５，３２１，７００円 複勝： １９，３９９，８００円 枠連： ２０，２９８，９００円

普通馬連： ６９，６４１，４００円 馬単： ７４，５７７，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８，８０５，６００円

３連複： ９０，８７４，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３０８，９１９，２００円

払 戻 金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １３０円 � ９４０円 � ５５０円 枠 連（１－８） ３４０円

普通馬連 �� ４，６２０円 馬 単 �� ５，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６８０円 �� ８００円 �� ９，２００円

３ 連 複 ��� ２３，５２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５３２１７ 的中 � ６６７７８（１番人気）
複勝票数 計 １９３９９８ 的中 � ６３２１４（１番人気）� ３８０２（９番人気）� ６９３４（７番人気）
枠連票数 計 ２０２９８９ 的中 （１－８） ４４１８３（１番人気）
普通馬連票数 計 ６９６４１４ 的中 �� １１１４３（１３番人気）
馬単票数 計 ７４５７７６ 的中 �� ９２１３（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８８０５６ 的中 �� ２７４９（１７番人気）�� ６０８７（６番人気）�� ４８２（５２番人気）
３連複票数 計 ９０８７４２ 的中 ��� ２８５２（５４番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．０―１１．４―１２．０―１１．６―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２３．８―３５．２―４７．２―５８．８―１：１０．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ダイワエンパイア �
�
父 Forest Camp �

�
母父 Valid Appeal デビュー ２００６．８．２７ 新潟２着

２００４．４．２３生 牡２青鹿 母 R Natalie 母母 Polly Parton ４戦１勝 賞金 ９，８５０，０００円
※出走取消馬 キタノリューオー号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３１０３９１１月１２日 晴 稍重 （１８東京５）第４日 第３競走 ��２，０００�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

２：０１．８
１：５９．９

良

良

４６ � ホクトスルタン 牡２芦 ５５ 横山 典弘布施壽賀子氏 加藤 和宏 三石 ダイイチ牧場 ４７６＋ ２２：０２．３ ２．９�

３４ � デスティニーローグ 牡２青鹿５５ L．イネス �サンデーレーシング 小島 太 早来 ノーザンファーム ５２６－ ４２：０２．４� ３．９�
（新）

５７ � キングリーウィーク 牡２栗 ５５ 藤岡 佑介吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４６６－ ４２：０３．０３� ２．６�
８１３ マイサンシャイン 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝吉田 照哉氏 後藤 由之 千歳 社台ファーム ４８４－ ６ 〃 クビ １１．０�
７１１� ノワールシチー 牡２栗 ５５ 鈴来 直人 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 静内 出羽牧場 ４８０＋ ２２：０３．２１� ５３．３�
３３ � クラッカージャック 牡２鹿 ５５ 松岡 正海齊藤四方司氏 土田 稔 門別 下河辺牧場 ４８６＋ ６２：０３．３� ２４．３	
７１２�� ナンヨーアース 牝２黒鹿５４ 小野 次郎中村 �也氏 境 征勝 門別 シンボリ牧場 ４９０－ ８ 〃 ハナ １０５．０

６９ � トーアノマイ 牝２黒鹿５４ 今野 忠成東亜駿馬� 高市 圭二 豊浦トーア牧場 ４４８－１２２：０３．６１� １０８．６�

（川崎）

５８ �� ケイコワンデイ 牡２栗 ５５ 内田 博幸小林けい子氏 上原 博之 三石 折手牧場 ５１０± ０２：０３．９１� １４．１�
（大井）

８１４� トウキュウフェロー 牡２黒鹿５５ 土谷 智紀一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 浦河 桁牧場 B４５４－ ２ 〃 アタマ ２１２．３�
６１０� マールロッソ 牝２栗 ５４ 石神 深一桐谷 茂氏 加藤 和宏 三石 田上 稔 ４６０＋ ２２：０４．０クビ ６４１．３�
２２ � マイネルローモンド 牡２黒鹿５５ 吉田 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 静内 落合 一巳 ４８４＋ ２２：０５．３８ ６８．５�
４５ � カ キ ノ タ ネ 牡２鹿 ５５ 武士沢友治加藤 信之氏 中野渡清一 平取 広川牧場 ４４８＋ ６２：０５．５１� １４７．９�
１１ � フジバラード 牝２鹿 ５４

５３ ☆津村 明秀藤田 達男氏 中野 栄治 新冠 佐藤 信広 ４３６± ０２：０５．７１� ２６７．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，６３６，５００円 複勝： ２２，８９２，８００円 枠連： ２２，６０４，５００円

普通馬連： ８４，６７３，９００円 馬単： ８９，０２９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，８３８，０００円

３連複： １０６，７０８，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３６６，３８３，５００円

払 戻 金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １２０円 � １２０円 � １１０円 枠 連（３－４） ５００円

普通馬連 �� ５８０円 馬 単 �� １，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� １５０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ３６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８６３６５ 的中 � ５０７５７（２番人気）
複勝票数 計 ２２８９２８ 的中 � ５１１３６（２番人気）� ４８２５９（３番人気）� ６５１５９（１番人気）
枠連票数 計 ２２６０４５ 的中 （３－４） ３３５９３（３番人気）
普通馬連票数 計 ８４６７３９ 的中 �� １０８８８５（３番人気）
馬単票数 計 ８９０２９４ 的中 �� ５５６８４（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１８３８０ 的中 �� ２２９３０（３番人気）�� ４３１３２（１番人気）�� ２８４８３（２番人気）
３連複票数 計１０６７０８４ 的中 ��� ２２３６９８（１番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．６―１１．５―１２．３―１２．３―１２．７―１２．８―１２．０―１１．７―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．６―３６．１―４８．４―１：００．７―１：１３．４―１：２６．２―１：３８．２―１：４９．９

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

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

�ホクトスルタン �
�
父 メジロマックイーン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．９．１７ 中山２着

２００４．５．１１生 牡２芦 母 ダイイチアピール 母母 ダイイチリカー ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３１０４０１１月１２日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）良 （１８東京５）第４日 第４競走 ��３，０００�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時２０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

１１ � クルワザード 牡４栗 ６０ 今村 康成 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 作田 誠二 静内 武岡牧場 ４５８＋ ４３：２３．０ ３．２�

５８ � クロコアイト 牡３栗 ５８ 沢 昭典加藤 徹氏 松永 勇 新冠 松田 富士夫 ４８４＋ ４３：２３．３１� ３０．４�
３４ � スリーエリシオ 牡５鹿 ６０ 佐久間寛志永井商事� 武 宏平 門別 本間牧場 ４９６＋ ８３：２４．４７ ７７．６�
４５ � ディクタトル 牡５鹿 ６０ 北沢 伸也下井 道博氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ５３２－ ６３：２４．９３ １０．５�
６１０ アザンクール 	３鹿 ５８ 高野 容輔山上 和良氏 坂口 正則 浦河 杵臼牧場 ４６６＋ ４３：２５．６４ ２４．２�
８１４� スリーダンシング 	４鹿 ６０ 仲田 雅興永井商事� 藤岡 範士 浦河 村中牧場 ４５０－１０３：２６．２３
 ９５．６�
２２ デイトレーダー 牡３鹿 ５８ 大庭 和弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 奥平 真治 青森 諏訪牧場 ４７４＋ ２３：２６．４１� ５．３	
７１２�� ストレッチランナー 牡７鹿 ６０ 田中 剛田島榮二郎氏 中野 栄治 浦河 本巣 一敏 ４５６＋１６ 〃 クビ １７．１

４６ グローリアスゲスト 牡４黒鹿６０ 蓑島 靖典鈴木 芳夫氏 鈴木 勝美 静内 ビツグレツドフアーム ４８６± ０３：２６．５クビ ３０．３�
８１３� マイネルコレドール 牡３鹿 ５８ 柴田 未崎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 浦河 北俣 光浩 ５０４± ０３：２７．３５ ７．１�
６９ エムテイクラウン 牡３鹿 ５８ 林 満明山本 治氏 服部 利之 門別 日西牧場 ４６２－ ８３：２７．６２ １９．３
５７ � ウインリゲル 牡５栗 ６０ 内田 浩一�ウイン 安達 昭夫 浦河 桑田 正己 ５３８± ０３：２８．９８ ４．２�
３３ � ギフテッドラブ 牝５鹿 ５８ 黒岩 悠服部 新平氏 吉岡 八郎 浦河 鮫川フアーム ４５８－ ２３：３２．８大差 ２８．３�
７１１�� ロードマイティ 牡５鹿 ６０ 平沢 健治 �ロードホースクラブ 伊藤 正徳 米

Glencrest Farm
LLC & Taylor
Made Farm

４９８－ ２３：３７．６大差 １２６．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，３８２，８００円 複勝： １０，６７６，７００円 枠連： ２１，６７３，０００円

普通馬連： ６１，８５４，１００円 馬単： ５７，５６７，２００円 ワイド【拡大馬連】： １３，７１１，４００円

３連複： ８６，３３５，７００円 ３連単： 発売なし 計： ２６３，２００，９００円

払 戻 金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １６０円 � ４９０円 � １，８３０円 枠 連（１－５） ７３０円

普通馬連 �� ２，６８０円 馬 単 �� ４，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１２０円 �� ４，２２０円 �� ９，３１０円

３ 連 複 ��� ７１，９２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １１３８２８ 的中 � ２８２８０（１番人気）
複勝票数 計 １０６７６７ 的中 � ２４８０５（１番人気）� ４９５０（８番人気）� １１７０（１２番人気）
枠連票数 計 ２１６７３０ 的中 （１－５） ２１９７３（１番人気）
普通馬連票数 計 ６１８５４１ 的中 �� １７０５４（１０番人気）
馬単票数 計 ５７５６７２ 的中 �� １０２３１（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３７１１４ 的中 �� ３１４６（１１番人気）�� ７８９（４６番人気）�� ３５４（７２番人気）
３連複票数 計 ８６３３５７ 的中 ��� ８８６（１６０番人気）

上り １マイル １：４８．８ ４F ５３．２－３F ３９．５
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�クルワザード �
�
父 タマモクロス �

�
母父 イ ブ ン ベ イ デビュー ２００５．４．３ 福島９着

２００２．４．２９生 牡４栗 母 タケノパンジー 母母 タケノダンサー 障害：７戦１勝 賞金 １６，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１２頭 ウエスタンリピート号・オンワードヒリュウ号・キーンランドスワン号・グローリージョン号・シャコーバニラ号・

シルクリベラル号・スガーペンタイア号・セイウンバンチョー号・ニシノジュエリー号・ミヤギカントリー号・
メイショウオオナミ号・リネンハッシン号



３１０４１１１月１２日 晴 良 （１８東京５）第４日 第５競走 ��１，３００�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

１：１８．６
１：１８．６

良

良

４８ � デュークラヴィング 牝２黒鹿５４ 内田 博幸河合 克俊氏 小西 一男 静内 静内フジカ
ワ牧場 ４５８ ―１：２１．３ ３．７�

（デュークラヴィン） （大井）

４７ タカラヘリオス 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝村山 義男氏 田村 康仁 新冠 大栄牧場 ４９０ ―１：２１．９３� １．８�
２４ セレクトアゲン 牡２鹿 ５５ 小野 次郎浅川 皓司氏 中野 栄治 静内 三木田 明仁 ４６２ ―１：２２．０� １６．７�
６１１ コアレスディガー 牡２黒鹿５５ 今野 忠成小林 昌志氏 岩戸 孝樹 平取 コアレススタッド ４７０ ―１：２２．３２ ２０．６�

（川崎）

８１５ コアレススイフト 牡２鹿 ５５ 北村 宏司小林 昌志氏 �田 研二 平取 コアレススタッド ４６０ ―１：２２．５１� ４０．４�
７１４� エネルマリン 牝２鹿 ５４

５３ ☆津村 明秀鈴木 康弘氏 小桧山 悟 鵡川 西山牧場 ４４４ ― 〃 クビ ７４．２�
３５ フ ィ リ エ ル 牝２栗 ５４ L．イネス 中田 和宏氏 勢司 和浩 平取 有限会社中

田牧場 ４７２ ―１：２３．３５ ３０．９	
（新）

５９ � ケージーシルキー 牝２鹿 ５４ 藤岡 佑介川井 五郎氏 斎藤 誠 新冠 岩見牧場 ４９４ ―１：２３．６２ １８．７

３６ マジックカイマナ 牝２栗 ５４ 蛯名 正義�富士開発 蛯名 信広 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４８８ ― 〃 ハナ ５１．７�
１１ �� リッチスフレ 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹東洋パース� 本間 忍 浦河 地興牧場 ４７６ ―１：２３．７クビ ７９．６
２３ リネンスミレ 牝２鹿 ５４ 川島 信二戸山 光男氏 南田美知雄 新冠 富本 茂喜 ４３６ ―１：２４．１２� １４１．４�
１２ � スナークヨシムネ 牡２栗 ５５ 鈴来 直人杉本仙次郎氏 佐藤 全弘 新冠 中村農場 ４２８ ―１：２４．２� ２３４．６�
６１２ プラートゥムレクス 牡２鹿 ５５ 池田 鉄平山上 和良氏 柴崎 勇 浦河 惣田 英幸 ４７２ ―１：２４．４１ ９５．５�
５１０� クロスナビゲーター 牡２青鹿５５ 郷原 洋司佐々木 徹氏 郷原 洋行 新冠 シンユウフアーム ５２０ ―１：２４．７１� ２４．１�
７１３ ノムクルーズ 牡２栗 ５５ 松岡 正海野村 茂雄氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 ４６０ ―１：２５．３３� １１．０�
８１６� ハロチェイス 牡２栗 ５５ 和田 竜二小田 廣美氏 石栗 龍彦 門別 旭 牧場 ４２８ ―１：２５．４� ２３７．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，２３６，９００円 複勝： １８，６６３，９００円 枠連： ２８，８４０，７００円

普通馬連： ７７，３０３，２００円 馬単： ８５，１７２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，６９９，２００円

３連複： １０２，６３５，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３５３，５５２，３００円

払 戻 金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � ２２０円 枠 連（４－４） ４１０円

普通馬連 �� ４２０円 馬 単 �� １，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ７１０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １，２４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０２３６９ 的中 � ４４０１２（２番人気）
複勝票数 計 １８６６３９ 的中 � ３７３６８（２番人気）� ６６９２４（１番人気）� １３６９４（３番人気）
枠連票数 計 ２８８４０７ 的中 （４－４） ５３００８（１番人気）
普通馬連票数 計 ７７３０３２ 的中 �� １３７９３５（１番人気）
馬単票数 計 ８５１７２６ 的中 �� ５７３２５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０６９９２ 的中 �� ３４７８５（１番人気）�� ６０２７（９番人気）�� １０９９９（２番人気）
３連複票数 計１０２６３５８ 的中 ��� ６１１４８（２番人気）

ハロンタイム ７．３―１１．３―１１．６―１３．０―１２．８―１２．５―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．３―１８．６―３０．２―４３．２―５６．０―１：０８．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�デュークラヴィング �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 クリスタルグリツターズ 初出走

２００４．３．２４生 牝２黒鹿 母 デューククリスタル 母母 デュークプリンセス １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 ノムクルーズ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔制裁〕 エネルマリン号の騎手津村明秀は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
〔調教再審査〕 ノムクルーズ号は，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または施行団体名を表示している。



３１０４２１１月１２日 晴 良 （１８東京５）第４日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１２時４０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� 基準タイム

中央レコード

１：３４．９
１：３３．４

良

良

７１１ ハイソサエティー 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ５０４ ―１：３８．１ ５．８�

５６ � メ ダ イ ヨ ン 牡２芦 ５５ 後藤 浩輝浅田 次郎氏 河野 通文 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４６ ― 〃 ハナ ２３．０�

６９ トーセンアーチャー 牡２鹿 ５５ 内田 博幸島川 �哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８６ ―１：３８．２� ５．５�
（大井）

７１０ ワンダーフルーツ 牝２鹿 ５４ 小野 次郎 �グリーンファーム 和田 正道 千歳 社台ファーム ４４６ ―１：３８．４１� ６２．７�
４４ 	 ムーンレスナイト 牡２鹿 ５５ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Premier

Bloodstock ４９８ ―１：３８．６１
 １．６	
８１２� ゴールドマイン 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５００ ―１：３８．７� ３０．９

８１３� フランシール 牝２栗 ５４ 横山 典弘岡田 牧雄氏 後藤 由之 静内 岡田スタツド ４６８ ―１：３８．９１� ７．７�
６８ マイネルアーバニタ 牡２栗 ５５ 石神 深一 �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 ４４４ ―１：３９．２１� ３９．４�
３３ ラインジュエル 牝２芦 ５４ 吉田 豊大澤 繁昌氏 根本 康広 静内 塚田 達明 ４５２ ―１：３９．９４ ２５５．０
４５ レッドホーク 牡２鹿 ５５

５４ ☆津村 明秀冨沢 敦子氏 小笠 倫弘 静内 石川 栄一 ４９２ ―１：４０．５３� ３１５．９�
２２ � ベルグミサイル 牡２芦 ５５ 藤岡 佑介山田 俊一氏 斎藤 誠 静内 グランド牧場 ４５２ ―１：４０．７１ １９３．５�
１１ アイファーアンゼン 牝２栗 ５４ L．イネス 中島 稔氏 星野 忍 新冠 川上 悦夫 ４３６ ―１：４０．８� １０６．０�

（新）

５７ アルカンシェル 牡２鹿 ５５ 松岡 正海�富美男企画 鈴木 勝美 新冠 隆栄牧場 ４３８ ―１：４１．１２ ９７．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２１，１６０，９００円 複勝： ２０，１２７，４００円 枠連： ２２，１２７，１００円

普通馬連： ８３，９８７，４００円 馬単： ９５，９４２，３００円 ワイド【拡大馬連】： １８，８２１，０００円

３連複： ９６，５７２，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３５８，７３８，１００円

払 戻 金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � １８０円 � ３３０円 � １８０円 枠 連（５－７） ３，４４０円

普通馬連 �� ４，６４０円 馬 単 �� ８，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２７０円 �� ４６０円 �� １，１６０円

３ 連 複 ��� ６，４８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１１６０９ 的中 � ２９１７５（３番人気）
複勝票数 計 ２０１２７４ 的中 � ３２１１３（２番人気）� １３６５５（５番人気）� ３２０６５（３番人気）
枠連票数 計 ２２１２７１ 的中 （５－７） ４７６０（１０番人気）
普通馬連票数 計 ８３９８７４ 的中 �� １３３７９（１２番人気）
馬単票数 計 ９５９４２３ 的中 �� ８３５２（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８８２１０ 的中 �� ３５００（１３番人気）�� １０８５０（４番人気）�� ３８５６（１１番人気）
３連複票数 計 ９６５７２０ 的中 ��� １１００３（１６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１１．８―１３．３―１４．０―１２．１―１１．７―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．９―３５．７―４９．０―１：０３．０―１：１５．１―１：２６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．１―３F３５．１
３ ・（９，１３）（７，１０，１１）（４，１２）（１，６）８（５，３）－２ ４ ・（９，１３，１１）（７，１０，６，１２）（４，８，３）５，１－２

勝馬の
紹 介

ハイソサエティー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Akarad 初出走

２００４．２．２６生 牡２鹿 母 クイーンモード 母母 Modiyna １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※ラインジュエル号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３１０４３１１月１２日 晴 良 （１８東京５）第４日 第７競走 ��
��１，４００�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

１：２２．４
１：２１．９

稍重

重

５１０� サーチエネミー �４鹿 ５７ 川島 信二 �キャロットファーム 中川 公成 早来 ノーザンファーム ４５２＋ ４１：２６．０ ５．０�

４８ フサイチギャロップ 牡４青鹿５７ 蛯名 正義関口 房朗氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４２２－ ４１：２７．０６ ５．３�
３６ 	 ミルククラウン 牝３栗 ５４ 内田 博幸吉田 千津氏 加藤 征弘 米 Robert

Schaedle ４９０－ ２１：２７．１
 １１．５�
（大井）

８１６�� マイネルメロス 牡３栗 ５６ 石神 深一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 堀井 雅広 静内 大典牧場 ４５６－ ８ 〃 クビ ５３．６�

１２ �� モルフェテレス 牡６栗 ５７ 北村 宏司並河賢一郎氏 大江原 哲 平取 高橋 幸男 ５００＋ ８１：２７．２クビ ７．０�
６１２	 エボニービジョン 牡５青鹿５７ 横山 典弘 �キャロットファーム 萩原 清 米 Monticule

LLC ４７０＋１２ 〃 クビ ３．６	
７１４ ヒシレーシー 牝３鹿 ５４ 加藤士津八阿部雅一郎氏 加藤 和宏 新冠 飛渡牧場 ４９４＋１６１：２７．３クビ ２１．７

６１１ スターラビット 牡３鹿 ５６

５５ ☆津村 明秀喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４８０－１２１：２７．５１ １６６．８�
１１ ニシノツキカゲ 牡６鹿 ５７ 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 B４８６＋ ６ 〃 ハナ １０．５�
３５ �� レイザストレングス 牡３鹿 ５６ 今野 忠成ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 ４２０－１０１：２７．６
 １３．１

（川崎）

２４ �� クリノセレブオー 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝栗本 博晴氏 小島 茂之 浦河 佐々木 恵一 ４８６± ０ 〃 ハナ ２４．０�
７１３ アイアイスピーチ 牡３黒鹿５６ 池田 鉄平齊藤 敬氏 星野 忍 門別 坂口 豊翼 ４６８＋１２１：２７．８１
 ３８．８�
４７ シンボリハレー 牡３黒鹿５６ 和田 竜二シンボリ牧場 古賀 慎明 門別 和田農林（有） ４５０－ ８１：２８．１１� ３４．０�
５９ � レディエレガンス 牝４青鹿５５ L．イネス �ロードホースクラブ 清水 英克 三石 ケイアイフアーム ４４６＋ ４１：３１．６大差 １８３．３�

（新）

８１５� ニシノオウヒ 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介西山 茂行氏 栗田 博憲 鵡川 西山牧場 ４９０＋ ４１：３１．７
 ６８．１�
２３ � ゴウカケンラン �４青鹿 ５７

５４ ▲水出 大介�広富牧場 田子 冬樹 門別 広富牧場 ４６０－１２１：３１．８クビ ３０８．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，５３２，３００円 複勝： ２１，９３０，３００円 枠連： ３４，６６１，７００円

普通馬連： １１７，１７８，５００円 馬単： ８８，１２６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，９６７，８００円

３連複： １２４，０７９，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４２９，４７６，７００円

払 戻 金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １８０円 � ２５０円 � ２９０円 枠 連（４－５） １，５２０円

普通馬連 �� １，６３０円 馬 単 �� ３，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� １，０６０円 �� １，３００円

３ 連 複 ��� ６，３１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８５３２３ 的中 � ２９７８１（２番人気）
複勝票数 計 ２１９３０３ 的中 � ３６７５８（２番人気）� ２２９７０（３番人気）� １８０５６（５番人気）
枠連票数 計 ３４６６１７ 的中 （４－５） １６８５４（８番人気）
普通馬連票数 計１１７１７８５ 的中 �� ５３２６６（５番人気）
馬単票数 計 ８８１２６３ 的中 �� １８１０４（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４９６７８ 的中 �� １０３０２（４番人気）�� ５７２５（１２番人気）�� ４６２３（１６番人気）
３連複票数 計１２４０７９８ 的中 ��� １４５１４（１９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．７―１２．７―１２．３―１３．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．２―３４．９―４７．６―５９．９―１：１３．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サーチエネミー �
�
父 エンドスウィープ �

�
母父 Valid Appeal

２００２．４．４生 �４鹿 母 ヴァリッドサーチ 母母 Very Proud １２戦１勝 賞金 １２，７００，０００円
初出走 JRA

〔その他〕 ゴウカケンラン号は，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〕 レディエレガンス号・ニシノオウヒ号は，平成１８年１２月１２日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 レディエレガンス号は，平成１８年１２月１２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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 ドゥーウィズウイン号・トーホウカウンター号・ユキノサプライズ号・レイゴールド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３１０４４１１月１２日 晴 良 （１８東京５）第４日 第８競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時４０分 （芝・左）

牝，１０００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�
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

１：５８．０
１：５６．４

良

良

６１０� ジョースマイル 牝３黒鹿５３ 後藤 浩輝上田けい子氏 田村 康仁 様似 様似堀牧場 ４５６＋ ２２：０２．０ １１．４�

３３ � プリンセスドルチェ 牝３鹿 ５３ 吉田 豊吉田 勝己氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４３０± ０２：０２．２１� ２．５�
８１４ ヒカルドウキセイ 牝５鹿 ５５ 藤岡 佑介�橋 京子氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４４２－ ４２：０２．３� ３８．３�
８１３� ホッカイショコラ 牝４栗 ５５ L．イネス 神山 幸男氏 坂本 勝美 門別 北海牧場 B４７２－ ４ 〃 クビ １６．１�

（新）

４６ キャッチータイトル 牝３栗 ５３ 松岡 正海 �サンデーレーシング 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ４８６－ ２２：０２．５１ ６．９�
２２ ステラマドレード 牝３鹿 ５３ 和田 竜二後藤 繁樹氏 鮫島 一歩 静内 曾田農園 ４０６± ０ 〃 クビ ２９．６�
６９ ミラクルレイザー 牝５黒鹿 ５５

５４ ☆津村 明秀 �キャロットファーム 上原 博之 早来 ノーザンファーム ４５２＋ ４２：０２．７１� ４５．２	
１１ � ジョリーノエル 牝４黒鹿５５ 小野 次郎 �社台レースホース中野 隆良 千歳 社台ファーム ５０２－ ６２：０２．８� １５．８

５７ �	 アミュレット 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義 �ユートピア牧場 菊川 正達 登別 ユートピア牧場 ４３８＋ ８２：０２．９
 ２０．０�
５８ フロムアップランド 牝５鹿 ５５ 内田 博幸 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 追分ファーム ４９６＋ ４２：０３．０� ６．１�

（大井）

７１２�	 レッドスターライト 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹 �社台レースホース松山 康久 追分 追分ファーム ４６４± ０２：０３．３２ ４０．１
３４ 	 レフィナーダ 牝６鹿 ５５ 北村 宏司サウスニア� 藤沢 和雄 静内 タイヘイ牧場 ４６０－ ８２：０３．５１ ７．４�
７１１ イストワール 牝５黒鹿５５ 今野 忠成 �社台レースホース古賀 史生 白老 白老ファーム ４６４－１８２：０３．７１� １４３．６�

（川崎）

４５ � メジロベネット 牝７鹿 ５５ 高橋 智大�メジロ牧場 大久保洋吉 伊達 メジロ牧場 ４４８± ０２：０３．９１� ３７．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２２，４８２，５００円 複勝： ３１，９６７，１００円 枠連： ３６，８１７，４００円

普通馬連： １３８，０３２，３００円 馬単： １０７，３１５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，１１９，２００円

３連複： １５１，２９１，３００円 ３連単： 発売なし 計： ５１８，０２４，８００円

払 戻 金

単 勝 � １，１４０円 複 勝 � ３１０円 � １４０円 � ８１０円 枠 連（３－６） ８００円

普通馬連 �� １，４５０円 馬 単 �� ４，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� ５，６６０円 �� ２，５２０円

３ 連 複 ��� １９，５００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２４８２５ 的中 � １５６２４（５番人気）
複勝票数 計 ３１９６７１ 的中 � ２３５７５（５番人気）� ８５９９８（１番人気）� ７５６４（１２番人気）
枠連票数 計 ３６８１７４ 的中 （３－６） ３４２８２（３番人気）
普通馬連票数 計１３８０３２３ 的中 �� ７０６１５（４番人気）
馬単票数 計１０７３１５０ 的中 �� １９７３８（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０１１９２ 的中 �� １１２５５（４番人気）�� １２６０（６３番人気）�� ２８８０（３２番人気）
３連複票数 計１５１２９１３ 的中 ��� ５７２６（６４番人気）

ハロンタイム １３．３―１２．２―１２．３―１２．２―１２．３―１２．５―１２．６―１１．７―１０．７―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．３―２５．５―３７．８―５０．０―１：０２．３―１：１４．８―１：２７．４―１：３９．１―１：４９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．２―３F３４．６

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

勝馬の
紹 介

�ジョースマイル �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 シアトルダンサーⅡ デビュー ２００６．７．２ 福島５着

２００３．３．３生 牝３黒鹿 母 ニ コ ニ コ 母母 ニ コ リ ナ ６戦３勝 賞金 ２４，１４０，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３１０４５１１月１２日 晴 良 （１８東京５）第４日 第９競走 ��
��１，６００�

あ か ま つ

赤 松 賞
発走１４時１５分 （芝・左）

牝，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 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：３４．９
１：３３．４

良

良

８１４� ディーズメンフィス 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 ４３０－ ４１：３６．１ ９１．６�

３４ � カタマチボタン 牝２黒鹿５４ 松岡 正海諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７８＋ ２ 〃 ハナ １３．１�
２２ �� エミーズスマイル 牝２栗 ５４ 内田 博幸吉田 照哉氏 出川 龍一 千歳 社台ファーム ４３２－ ５ 〃 クビ ２９．９�

（船橋） （大井）

６１１� サンタフェソレイユ 牝２栗 ５４ 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４３０－ ２１：３６．３１� ６．０�
４６ 	 デスコベルタ 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝前田 幸治氏 和田 正道 米

Bourbon Oaks
Farm & Spend-
thrift Farm LLC

４７８－ ８１：３６．５１
 ２．５�
５８ � ローズオットー 牝２鹿 ５４ 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４７２± ０１：３６．７１� ３．０�
５９ � サンアイブライト 牝２鹿 ５４ L．イネス 福島 実氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４７６－ ８１：３６．８� ８８．３	

（新）

７１２� シーディドアラバイ 牝２青鹿５４ 藤岡 佑介齊藤四方司氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４３２－ ２ 〃 ハナ ２２．９

４７ � マイネカンナ 牝２栗 ５４ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム ４２０＋ ２１：３７．０１� ３０．３�
７１３� センギョウシュフ 牝２鹿 ５４ 川島 信二�橋 信博氏 高橋 義博 門別 ヤナガワ牧場 ４４２＋ ２１：３７．２１
 １５９．８
３５ � モデスティー 牝２鹿 ５４ 吉田 豊ディアレスト 高橋 裕 三石 城地 清満 ４３０－ ２１：３７．３� ２９３．１�
８１５� マイネディアマンテ 牝２鹿 ５４ 小野 次郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 秋山 雅一 新冠 川上牧場 ４３４＋ ２１：３７．４クビ ５０．０�
２３ � グロリアスウェザー 牝２鹿 ５４ 津村 明秀 �サンデーレーシング 清水 出美 浦河 赤田牧場 ４９４± ０１：３７．６１� ４０．７�
１１ � バンビーナピノ 牝２青鹿５４ 和田 竜二�バンブー牧場 岩元 市三 浦河 バンブー牧場 ４３０－ ２１：３７．８１� １２．８�
６１０� ゴシップクイーン 牝２栗 ５４ 今野 忠成吉田 照哉氏 坂本 昇 千歳 社台ファーム ４５０－１６１：３８．３３ ５０．６�

（船橋） （川崎）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３７，７４９，７００円 複勝： ４８，０３７，８００円 枠連： ４１，６９２，３００円

普通馬連： ２２１，８２３，５００円 馬単： １４７，２２１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，６８５，８００円

３連複： １５２，６４８，１００円 ３連単： ３８３，９４５，６００円 計： １，０７７，８０３，９００円

払 戻 金

単 勝 � ９，１６０円 複 勝 � １，５８０円 � ３８０円 � ９００円 枠 連（３－８） ８，８６０円

普通馬連 �� １９，９６０円 馬 単 �� １０２，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７，６４０円 �� ２０，３１０円 �� ３，４９０円

３ 連 複 ��� ３１５，５６０円 ３ 連 単 ��� ２，８９１，３５０円

票 数

単勝票数 計 ３７７４９７ 的中 � ３２５１（１３番人気）
複勝票数 計 ４８０３７８ 的中 � ７４４５（１２番人気）� ３７２７６（４番人気）� １３６０８（８番人気）
枠連票数 計 ４１６９２３ 的中 （３－８） ３４７４（２５番人気）
普通馬連票数 計２２１８２３５ 的中 �� ８２０４（４１番人気）
馬単票数 計１４７２２１１ 的中 �� １０６４（１２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４６８５８ 的中 �� １４３８（５３番人気）�� ５３７（８１番人気）�� ３１８１（３０番人気）
３連複票数 計１５２６４８１ 的中 ��� ３５７（２６５番人気）
３連単票数 計３８３９４５６ 的中 ��� ９８（１７４７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．７―３５．５―４８．０―１：００．５―１：１２．３―１：２３．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ディーズメンフィス �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２００６．８．１２ 新潟１着

２００４．３．３生 牝２鹿 母 マーズプリンセス 母母 ディアーミミ ３戦２勝 賞金 １７，３５０，０００円
〔発走状況〕 サンアイブライト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３１０４６１１月１２日 晴 良 （１８東京５）第４日 第１０競走 ��
��２，４００�

ばんしゅう

晩 秋 特 別
発走１４時５０分 （芝・左）
３歳以上，１，０００万円以下，１７．１１．１２以降１８．１１．５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 ２５２，０００円 ７２，０００円 ３６，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

２２ コスモプロデュース 牡４鹿 ５５ 蛯名 正義 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 門別 柏台牧場 ４９８± ０２：２８．７ ５．４�

８１１ ロケットパンチ 牡６鹿 ５２ 勝浦 正樹 �フジワラ・ファーム 的場 均 三石 元茂牧場 ４６０－ ２２：２８．９１� ４９．４�
６７ �� トップオブサンデー 牡３鹿 ５５ 内田 博幸横瀬 兼二氏 伊藤 伸一 三石 中橋 清 ４６０－ ６２：２９．０	 １．９�

（大井）

７９ レディインブラック 牝５黒鹿５３ 北村 宏司�橋 信博氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４５８± ０２：２９．５３ ２７．０�
７８ � ハ イ タ イ ド 牡４青鹿５３ 北沢 伸也林 順子氏 武 邦彦 新冠 協和牧場 ４６４＋ ２２：２９．６	 ７６．７�
８１０� バブルサウンド 
５栗 ５４ 松岡 正海 �サンデーレーシング 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ４４８＋２８２：２９．７� ６８．９�
５５ ペネトレーター 牡５黒鹿５６ 横山 典弘伊達 秀和氏 伊藤 伸一 門別 サンシャイン

牧場 ４９２＋ ６ 〃 アタマ ３．５	
４４ エイシンテンライ 牡３鹿 ５４ 藤岡 佑介平井 豊光氏 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 ４４４± ０２：２９．９１� ２６．７

１１ �� マイネルアンセム 牡５黒鹿５７ 後藤 浩輝 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 勝川牧場 ４９０＋１２２：３０．２１	 １１．４�
６６ � マイネルガスト 牡５青 ５４ 吉田 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 浦河 山田牧場 ４８８± ０ 〃 クビ ５４．７
３３ ニホンピロザプラウ 牡４栗 ５４ 川島 信二小林百太郎氏 田所 秀孝 浦河 杵臼牧場 ４８４＋ ４２：３０．６２� ９７．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３６，８３０，８００円 複勝： ３５，９００，４００円 枠連： ３７，９１５，７００円

普通馬連： １９１，１２３，１００円 馬単： １４９，８８６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，１４８，３００円

３連複： １４０，４９３，９００円 ３連単： ４３８，０４３，２００円 計： １，０６８，３４２，０００円

払 戻 金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １８０円 � ６３０円 � １３０円 枠 連（２－８） ５，６７０円

普通馬連 �� １１，５６０円 馬 単 �� １９，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１９０円 �� ３１０円 �� １，１４０円

３ 連 複 ��� ６，８６０円 ３ 連 単 ��� ７１，６８０円

票 数

単勝票数 計 ３６８３０８ 的中 � ５４７４７（３番人気）
複勝票数 計 ３５９００４ 的中 � ４９６９０（３番人気）� ９５７４（８番人気）� １１０６４４（１番人気）
枠連票数 計 ３７９１５７ 的中 （２－８） ４９３８（１８番人気）
普通馬連票数 計１９１１２３１ 的中 �� １２２０９（２４番人気）
馬単票数 計１４９８８６６ 的中 �� ５５９９（４２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８１４８３ 的中 �� ３８９１（２１番人気）�� ３６２１１（２番人気）�� ７７１８（１３番人気）
３連複票数 計１４０４９３９ 的中 ��� １５１３０（２１番人気）
３連単票数 計４３８０４３２ 的中 ��� ４５１０（１６２番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．３―１３．２―１２．６―１２．７―１２．８―１２．５―１２．３―１２．２―１１．５―１１．２―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．９―２５．２―３８．４―５１．０―１：０３．７―１：１６．５―１：２９．０―１：４１．３―１：５３．５―２：０５．０―２：１６．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コスモプロデュース �
�
父 ペ ン タ イ ア �

�
母父 ノーアテンシヨン デビュー ２００４．１１．２８ 東京１着

２００２．５．３０生 牡４鹿 母 ナイスアテンション 母母 ナ イ ス デ イ １０戦３勝 賞金 ３６，８５９，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



３１０４７１１月１２日 晴 良 （１８東京５）第４日 第１１競走 ��
��１，４００�オ ー ロ カ ッ プ

発走１５時３０分 （芝・左）

３歳以上，１７．１１．１２以降１８．１１．５まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
岩手県知事賞・岩手県競馬組合盛岡競馬場長賞（１着）

賞 品
本 賞 ２４，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，０００，０００円 ３，６００，０００円 ２，４００，０００円
付 加 賞 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．１
１：１９．０

良

良

８１８� ダイワバンディット 牡５鹿 ５６ 今野 忠成大城 敬三氏 増沢 末夫 米 Gainesway Thor-
oughbreds Ltd. ４９８± ０１：２１．９ ３３．９�

（川崎）

２４ � コ イ ウ タ 牝３栃栗５３ 内田 博幸�前川企画 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４６６－ ４１：２２．１１� ８．６�
（大井）

５１０ マイネサマンサ 牝６鹿 ５５ L．イネス �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 静内 小原 孝夫 ４７２－ ４１：２２．２	 １１．９�

（新）

６１１� スクールボーイ 牡６黒鹿５３ 小野 次郎後藤 繁樹氏 小林 常泰 静内 曾田農園 ４９８± ０１：２２．３
 ３２．７�
７１４� ハッピートゥモロー 牡６青 ５３ 川島 信二前田 幸治氏 安藤 正敏 米

Dr. Hiram Polk
& Dr. J. David
Richardson

４６６± ０ 〃 クビ ５１．９�
３５ � オーゴンサンデー 牝７栗 ５１ 石神 深一永田 清男氏 谷原 義明 浦河 鎌田 正嗣 ４７６＋ ４１：２２．４クビ １２．６	
７１５ ロードダルメシアン 牡７黒鹿５３ 武士沢友治 �ロードホースクラブ 伊藤 正徳 門別 シンコーファーム ５０６＋１６ 〃 ハナ ２３６．９

８１７ タニノマティーニ 牡６鹿 ５６ 須貝 尚介谷水 雄三氏 須貝 彦三 静内 カントリー牧場 ４９６＋ ８１：２２．５クビ ３７．０�
３６ フォーカルポイント 牡５鹿 ５５ 後藤 浩輝 �社台レースホース河野 通文 白老 白老ファーム ４９２－ ８ 〃 クビ ３．８�
８１６� ヴ リ ル 牡５黒鹿５５ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 国枝 栄 豪

Gainsborough Stud
（Australia）Pty Ltd, Ar-
rowfield Group Pty Ltd

４９４± ０ 〃 ハナ ６．２
２３ � ダンスインザモア 牡４黒鹿５６ 蛯名 正義木浪 巖氏 相沢 郁 静内 西川富岡牧場 ５０４＋ ４ 〃 アタマ １２．２�
１１ ニシノナースコール 牝４黒鹿５３ 吉田 豊西山 茂行氏 尾形 充弘 鵡川 西山牧場 ４３２－ ６１：２２．６
 ４．５�
４７ � マルターズヒート 牝５栗 ５１ 津村 明秀藤田与志男氏 坂口 正則 米

Omar Trevino, Dr. William
Rood & Gaines－Gentry Thor-
oughbreds

４７２－１０１：２２．７
 ２１１．２�
７１３� セレスダイナミック 牡３黒鹿５２ 和田 竜二岡 浩二氏 福永 甲 加 Stonyfield

Farm ４９２± ０１：２２．８
 ４６．１�
１２ リボンアート 牝５青鹿５２ 郷原 洋司 �社台レースホース瀬戸口 勉 千歳 社台ファーム ４５２－ ８１：２２．９クビ ５９．４�
４８ � ツルガオカハヤテ �６黒鹿５５ 横山 典弘松本 兼吉氏 伊藤 正徳 静内 藤原牧場 ４６８＋ ８１：２３．２１	 ２０．４�
５９ アズマサンダース 牝５鹿 ５３ 藤岡 佑介東 哲次氏 藤岡 健一 門別 日高大洋牧場 ４７６－１２ 〃 クビ ２２．４�
６１２� カフェボストニアン 牡７鹿 ５５ 北村 宏司西川 光一氏 松山 康久 米

Richard S Kaster,
Nancy A Kaster &
Nancy R Kaster

５３２－ ６１：２４．６９ １３３．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ５１，６０１，３００円 複勝： ６７，５６９，８００円 枠連： １０５，５１６，８００円

普通馬連： ４７６，４５１，０００円 馬単： ２８２，５８７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ８５，１９３，０００円

３連複： ３９３，４１９，３００円 ３連単： ８５７，１５４，７００円 計： ２，３１９，４９２，９００円

払 戻 金

単 勝 � ３，３９０円 複 勝 � ８７０円 � ３５０円 � ４６０円 枠 連（２－８） １，４５０円

普通馬連 �� １９，２００円 馬 単 �� ４９，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，４９０円 �� ４，７８０円 �� １，９７０円

３ 連 複 ��� ６４，１７０円 ３ 連 単 ��� ４９０，０００円

票 数

単勝票数 計 ５１６０１３ 的中 � １２０２４（１１番人気）
複勝票数 計 ６７５６９８ 的中 � １９００７（１１番人気）� ５４８０４（４番人気）� ３９３３１（７番人気）
枠連票数 計１０５５１６８ 的中 （２－８） ５４００８（７番人気）
普通馬連票数 計４７６４５１０ 的中 �� １８３２２（６０番人気）
馬単票数 計２８２５８７０ 的中 �� ４２３６（１２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８５１９３０ 的中 �� ３７８５（６５番人気）�� ４３６１（５９番人気）�� １０８５９（２０番人気）
３連複票数 計３９３４１９３ 的中 ��� ４５２５（１７９番人気）
３連単票数 計８５７１５４７ 的中 ��� １２９１（１１７３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．３―３４．８―４６．７―５８．１―１：０９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ダイワバンディット �
�
父 Boston Harbor �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００３．７．２０ 新潟１着

２００１．２．１６生 牡５鹿 母 Texas Robbery 母母 Fair Advantage ２９戦４勝 賞金 １６４，８９２，０００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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ナイキアヘッド号
（非抽選馬） ２頭 バアゼルキング号・レオニダス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３１０４８１１月１２日 晴 良 （１８東京５）第４日 第１２競走 ��１，６００�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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

４６ スウォードキャット 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝千明牧場 武藤 善則 浦河 千明牧場 ４７８＋ ６１：３７．０ ５．９�

３４ � フィールドオアシス 牡３鹿 ５６ 横山 典弘吉田 照哉氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４４２＋ ６１：３７．３２ ２．２�
５９ �� レコンパンス 牡５鹿 ５７ 松岡 正海池谷 誠一氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム ５４４＋１４１：３７．４� ３８．９�
７１３� アポロイレヴン 牡５鹿 ５７ 和田 竜二 �サンデーレーシング 古賀 慎明 早来 ノーザンファーム ４６０－ ２１：３８．０３� １０．５�
４７ ノースベアハート 牡３鹿 ５６ 今野 忠成北村実地子氏 斎藤 宏 三石 タガミファーム ４８４－ ２ 〃 クビ ３４．３�

（川崎）

７１２ タイキスピリッツ 牡４鹿 ５７ 北村 宏司�大樹ファーム 藤沢 和雄 大樹 大樹ファーム ４９２± ０１：３８．２１ ４．９�
８１４� バ ル バ ロ 牡３鹿 ５６ 川島 信二金子真人ホール

ディングス	 国枝 栄 早来 ノーザンファーム ４９４＋ ２ 〃 クビ ２３．５

８１５ ゴッドセンド 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義西森 鶴氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４７２－ ４１：３８．３クビ １４．９�
２２ � カネマサデューク 牡５黒鹿５７ 内田 博幸植田 忠司氏 嶋田 潤 門別 庫宝牧場 ４６６± ０１：３８．４	 １９．０�

（大井）

２３ �� トーセンハミング 牡７黒鹿５７ 藤岡 佑介島川 哉氏 大久保龍志 早来 ノーザンファーム ４６２－ ４１：３８．５� １１２．９�
６１１� エスケーアパッチ 牡６鹿 ５７ 小野 次郎エスケー貿易	 松山 康久 門別 白井牧場 ４７４＋ ２１：３８．６	 ２５６．９�
１１ � グ リ シ ー ナ 牝５鹿 ５５ 石神 深一田中 晴夫氏 藤原 辰雄 浦河 浦河山口牧場 ４６８＋ ６１：３８．９１	 ２５９．６�
３５ �� セイカモリオカ 牡５栗 ５７ 吉田 豊吉田 逑史氏 清水 英克 青森 宮崎牧場 ４６６± ０１：３９．０クビ １４４．３�
５８ � マイフラッグ 牡６栗 ５７

５６ ☆津村 明秀堀越 毅一氏 相沢 郁 浦河 野表 春雄 B４７４± ０１：３９．６３� １３．２�
６１０ マイネルテセウス 牡３鹿 ５６ L．イネス 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム ４４６－１０１：４０．４５ ５８．７�
（新）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３４，９８０，３００円 複勝： ３７，９１５，８００円 枠連： ５７，２１３，１００円

普通馬連： ２０９，８９８，３００円 馬単： １４３，９４８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，５６５，７００円

３連複： １５５，７１３，８００円 ３連単： ４０４，８１０，５００円 計： １，０８５，０４６，２００円

払 戻 金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２２０円 � １３０円 � ７３０円 枠 連（３－４） ６３０円

普通馬連 �� ６９０円 馬 単 �� １，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ３，１７０円 �� １，４５０円

３ 連 複 ��� ７，５１０円 ３ 連 単 ��� ４１，６１０円

票 数

単勝票数 計 ３４９８０３ 的中 � ４７１２０（３番人気）
複勝票数 計 ３７９１５８ 的中 � ４２０３９（３番人気）� １１２５４３（１番人気）� ９０６５（１０番人気）
枠連票数 計 ５７２１３１ 的中 （３－４） ６７９７３（２番人気）
普通馬連票数 計２０９８９８３ 的中 �� ２２５０６５（２番人気）
馬単票数 計１４３９４８７ 的中 �� ５３３９８（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０５６５７ 的中 �� ３５３０９（２番人気）�� ２８７７（３９番人気）�� ６４５８（１７番人気）
３連複票数 計１５５７１３８ 的中 ��� １５３１６（２３番人気）
３連単票数 計４０４８１０５ 的中 ��� ７１８１（１２６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．１―３４．４―４６．３―５８．８―１：１１．３―１：２４．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スウォードキャット �
�
父 ヘ ネ シ ー �

�
母父 Private Account デビュー ２００５．５．２２ 東京１５着

２００２．５．１３生 牡４鹿 母 アンクション 母母 Prance １２戦４勝 賞金 ４８，０９０，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



（１８東京５）第４日 １１月１２日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
稍重後良

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
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２１８，３２０，０００円
８，４００，０００円
１３，１４０，０００円
１，７６０，０００円
２１０，０００円
１，４８０，０００円
２１，４６０，０００円
６３，５１５，０００円
５，１４６，８００円
１，７３７，２００円

勝馬投票券売得金
３０７，９９５，２００円
３５１，９６７，１００円
４４９，４６４，７００円
１，８０１，０９４，９００円
１，３９９，３６４，５００円
３７６，１２１，９００円
１，６９０，５０７，３００円
２，０８３，９５４，０００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 ８，４６０，４６９，６００円

総入場人員 ４９，７９９名 （有料入場人員 ４８，２７９名）




