
３１０１３１１月９日 曇 良 （２０東京５）第２日 第１競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１０時００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

１：３７．９
１：３７．３

良

不良

７９ ノアプレミアム 牡２栗 ５５ 田中 勝春佐山 公男氏 天間 昭一 新ひだか 見上牧場 ４６０± ０１：４０．５ ４．４�

２２ スターリバイバル 牡２栗 ５５ 吉田 豊�出口牧場 境 征勝 日高 出口牧場 ５０２＋ ２１：４０．７１� ３．５�
４４ レイクルイーズ 牝２栗 ５４

５３ ☆浜中 俊 �キャロットファーム 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ３９８－１６１：４１．１２� ５１．５�
１１ ブルーハート 牝２栗 ５４ 松岡 正海 �ブルーマネジメント小笠 倫弘 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４４８＋ ６１：４１．３１� １６．９�
８１１ ス グ リ ワ 牡２鹿 ５５ 村田 一誠坂田 行夫氏 粕谷 昌央 新ひだか 土田農場 ４６６± ０１：４１．５１� １１３．０�
３３ シンボリカージナル 牡２鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真シンボリ牧場 高橋 祥泰 静内 シンボリ牧場 ４５２＋ ４１：４１．７１ ９．２	
６６ マイネルセラフィム 牡２栗 ５５ 吉田 稔 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 天間 昭一 浦河 村下牧場 ５２６＋１４ 〃 クビ ９９．６

（愛知）

８１０ ストラーダー 牡２青鹿５５ 柴山 雄一臼田 浩義氏 秋山 雅一 日高 日高大洋牧場 ５０４＋ ４１：４２．０１� １５．３�
７８ ティアップシンゲキ 牡２黒鹿５５ 江田 照男田中 昇氏 杉浦 宏昭 門別 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６８－ ８１：４２．６３� ２．８�
５５ トーセンドミナス 牝２黒鹿５４ 武士沢友治島川 哉氏 中野渡清一 浦河 帰山 清貴 ４６４± ０１：４２．７クビ １１．４�
６７ ベ イ ル リ 牝２鹿 ５４ 幸 英明西浦 和男氏 土田 稔 浦河 地興牧場 ４４８－ ８１：４３．２３ ５５．３�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １２，７７４，９００円 複勝： １８，８７６，８００円 枠連： １４，１６０，０００円

普通馬連： ５０，０８６，２００円 馬単： ４０，４７３，７００円 ワイド【拡大馬連】： １５，２８５，７００円

３連複： ５５，８４２，５００円 ３連単： ９１，２０２，０００円 計： ２９８，７０１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １７０円 � １５０円 � １，１４０円 枠 連（２－７） ２９０円

普通馬連 �� ８７０円 馬 単 �� １，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ４，０９０円 �� ２，６４０円

３ 連 複 ��� ２１，３３０円 ３ 連 単 ��� ９０，３５０円

票 数

単勝票数 計 １２７７４９ 的中 � ２３０８９（３番人気）
複勝票数 計 １８８７６８ 的中 � ３３４６２（３番人気）� ４４７６３（２番人気）� ２８０２（９番人気）
枠連票数 計 １４１６００ 的中 （２－７） ３６２８０（１番人気）
普通馬連票数 計 ５００８６２ 的中 �� ４２６０７（３番人気）
馬単票数 計 ４０４７３７ 的中 �� １６８３０（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５２８５７ 的中 �� １２５３６（３番人気）�� ８４７（３４番人気）�� １３２８（２５番人気）
３連複票数 計 ５５８４２５ 的中 ��� １９３３（４８番人気）
３連単票数 計 ９１２０２０ 的中 ��� ７４５（２１２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１１．９―１３．２―１３．３―１２．９―１２．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．０―３５．９―４９．１―１：０２．４―１：１５．３―１：２８．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノアプレミアム �
�
父 ムーンバラッド �

�
母父 ブラッシングジョン デビュー ２００８．９．２０ 札幌１１着

２００６．４．１８生 牡２栗 母 ボロナイビューティ 母母 リンネスプレンテイ ３戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
※出走取消馬 ガリレオシチー号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）
※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。



３１０１４１１月９日 曇 良 （２０東京５）第２日 第２競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１０時３０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� 基準タイム

中央レコード

１：３４．９
１：３３．１

良

良

６１０ カウアイレーン 牝２黒鹿５４ 後藤 浩輝 �社台レースホース和田 正道 新冠 パカパカ
ファーム ４５０＋ ２１：３４．７レコード １．２�

２３ マイティースルー 牝２芦 ５４ 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４７８＋１０１：３５．１２� ９．０�
３５ ゴールドケー 牝２青鹿５４ 松岡 正海馬場瑛八郎氏 清水 利章 門別 新井 昭二 ４５２－ ２１：３５．５２� １９３．６�
８１５ コスモディアナ 牝２鹿 ５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 日高 白井牧場 ４５２＋ ８１：３５．６� ５０．３�
８１４ ストロングレダ 牝２鹿 ５４ 内田 博幸村木 篤氏 坂本 勝美 新ひだか 千代田牧場 ４６４＋１２１：３５．７� ９．３�
７１３ ダッパーユウ 牝２栗 ５４ 田中 勝春北所 直人氏 佐藤 全弘 むかわ 上水牧場 ４３６± ０１：３６．０２ ５５．６�
５８ ミヤビオウカ 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一村上 義勝氏 	田 研二 浦河 大成牧場 ４７２± ０ 〃 クビ ５７．１

４６ アポロアネラ 牝２栗 ５４ 藤田 伸二アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新冠 松浦牧場 ４６８± ０１：３６．１クビ ７３．３�
４７ シャルトルブルー 牝２鹿 ５４

５３ ☆浜中 俊 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４２０＋ ２１：３６．２� ３８．９�
３４ ミラクルリベロ 牝２栗 ５４ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 清水 美波 静内 岡田スタツド ４５４± ０１：３６．４１ １１６．４
７１２ スイートフローラル 牝２鹿 ５４ 北村 宏司シンボリ牧場 坂本 勝美 門別 シンボリ牧場 ４５０± ０１：３６．６１� １２５．９�
６１１ オペラシューズ 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人飯田 良枝氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 ４２４－ ２１：３７．５５ ３１．６�
１１ グローリアスクイン 牝２黒鹿５４ 江田 照男谷 研司氏 大和田 稔 青森 野々宮牧場 ５０４－ ２ 〃 クビ １３３．２�
２２ タイムサイクル 牝２鹿 ５４ 郷原 洋司吉橋 計氏 郷原 洋行 様似 猿倉牧場 ４１８＋ ８１：３７．７１� ２５６．８�
５９ ショウナンアデーヤ 牝２栃栗５４ 柴田 善臣国本 哲秀氏 本間 忍 静内 神垣 道弘 ４１６＋ ４ 〃 アタマ ３５９．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２５，４４８，５００円 複勝： ５９，０７３，５００円 枠連： １９，５６２，９００円

普通馬連： ６１，６３４，５００円 馬単： ６４，１９５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，１３７，２００円

３連複： ６９，０６２，８００円 ３連単： １３５，４２３，１００円 計： ４５５，５３７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � １，４６０円 枠 連（２－６） ３２０円

普通馬連 �� ３４０円 馬 単 �� ４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ２，４６０円 �� ６，５２０円

３ 連 複 ��� １１，６４０円 ３ 連 単 ��� ２３，８４０円

票 数

単勝票数 計 ２５４４８５ 的中 � １７７７４９（１番人気）
複勝票数 計 ５９０７３５ 的中 � ４２８１２３（１番人気）� ４２５４９（３番人気）� ２８１１（１２番人気）
枠連票数 計 １９５６２９ 的中 （２－６） ４５４７０（２番人気）
普通馬連票数 計 ６１６３４５ 的中 �� １３６８４７（１番人気）
馬単票数 計 ６４１９５２ 的中 �� １１７３５２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１１３７２ 的中 �� ３７０８９（１番人気）�� １７７３（２４番人気）�� ６５６（４７番人気）
３連複票数 計 ６９０６２８ 的中 ��� ４３８１（３４番人気）
３連単票数 計１３５４２３１ 的中 ��� ４１９３（５８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１２．１―１２．０―１１．５―１１．３―１１．８―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．０―３６．１―４８．１―５９．６―１：１０．９―１：２２．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カウアイレーン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Silver Hawk デビュー ２００８．１０．１２ 東京２着

２００６．４．９生 牝２黒鹿 母 シルバーレーン 母母 Strait Lane ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔制裁〕 ミヤビオウカ号の騎手柴山雄一は，発走後に外側に斜行したことについて戒告。

（パキスタン賞） 



３１０１５１１月９日 曇 良 （２０東京５）第２日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１１時００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

１：２１．６
１：２０．３

良

良

１１ マルタカハンター 牡２栗 ５５ 内田 博幸高橋 義和氏 清水 美波 浦河 大野牧場 B４４２＋ ８１：２３．５ １．６�

４４ ファインプレイ 牡２鹿 ５５ O．ペリエ 水上 行雄氏 武市 康男 浦河 笠松牧場 ４５２－ ２１：２３．６� １２．２�
（仏）

７７ ドリームブランチ 牡２鹿 ５５ 松岡 正海セゾンレースホース� 斎藤 誠 門別 サンバマウン
テンファーム ４４８＋ ８ 〃 ハナ １９．１�

８９ ユウキハングリー 牡２鹿 ５５ 郷原 洋司ちきり組合 郷原 洋行 静内 前谷 武志 ５１８± ０１：２３．８１� ９．５�
５５ ベストライアー 牡２栗 ５５ 柴田 善臣�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４５０＋ ４１：２３．９� ５．２�
３３ ノアブレイク 牡２黒鹿５５ 勝浦 正樹佐山 公男氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 ４５２－１０１：２４．０� １７４．７	
２２ ボンファイアー 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人泉 俊二氏 水野 貴広 厚真 大川牧場 ４３０＋ ２１：２４．２１� ６．８

６６ プリズムドウル 牝２鹿 ５４ 北村 宏司玉井 宏和氏 蛯名 信広 様似 澤井 義一 ４７４－ ４１：２４．８３� ７７．２�
７８ ガ ネ ー シ ャ 牝２栗 ５４

５３ ☆田中 博康石川 博氏 高橋 祥泰 静内 千代田牧場 ４２４－ ４１：２５．１２ １３１．０�
８１０ ラブモーニング 牝２栗 ５４ 鈴来 直人増田 陽一氏 蛯名 信広 静内 藤沢牧場 ４１０－ ６１：２６．６９ ３９１．１

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２０，３９４，８００円 複勝： ４２，２１４，８００円 枠連： １４，０７８，３００円

普通馬連： ５４，１３２，７００円 馬単： ５４，８４５，１００円 ワイド【拡大馬連】： １７，９８２，９００円

３連複： ５８，２１０，２００円 ３連単： １３５，９３４，０００円 計： ３９７，７９２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ２３０円 � ３６０円 枠 連（１－４） ７００円

普通馬連 �� ８００円 馬 単 �� １，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ５４０円 �� １，２２０円

３ 連 複 ��� ２，７５０円 ３ 連 単 ��� ６，８９０円

票 数

単勝票数 計 ２０３９４８ 的中 � １０５４３５（１番人気）
複勝票数 計 ４２２１４８ 的中 � ２６５３０２（１番人気）� ２３５７２（５番人気）� １３０４１（６番人気）
枠連票数 計 １４０７８３ 的中 （１－４） １４９９７（４番人気）
普通馬連票数 計 ５４１３２７ 的中 �� ４９９５８（４番人気）
馬単票数 計 ５４８４５１ 的中 �� ３８５８７（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７９８２９ 的中 �� １３１３９（４番人気）�� ８３２５（７番人気）�� ３３４１（１５番人気）
３連複票数 計 ５８２１０２ 的中 ��� １５６４２（１１番人気）
３連単票数 計１３５９３４０ 的中 ��� １４５８０（２４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．４―３６．０―４８．３―５９．８―１：１１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルタカハンター �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００８．８．２４ 新潟３着

２００６．４．４生 牡２栗 母 キョウエイハンター 母母 サバルヤード ５戦１勝 賞金 １１，３００，０００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。

（南アフリカ賞） 



３１０１６１１月９日 曇 良 （２０東京５）第２日 第４競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１１時３０分 （ダート・左）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２３．１
１：２３．１

重

重

２４ サンクフルルック 牡２芦 ５５ 後藤 浩輝 �社台レースホース伊藤 圭三 平取 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０２ ―１：２７．８ １．５�

６１１ コスモフォース 牡２鹿 ５５ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 様似 土井 仁 ５１０ ―１：２８．１２ ３３．８�
６１２ ア ゲ シ オ 牡２鹿 ５５ 田中 勝春平岡 茂樹氏 �田 研二 むかわ 平岡牧場 ４７８ ― 〃 クビ ６９．４�
８１６ モリトキボウ 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 斉藤英牧場 ４６２ ― 〃 ハナ ６０．９�
５９ ティアップハーレー 牡２栗 ５５ 吉田 隼人田中 昇氏 高木 登 浦河 佐々木 恵一 ４７８ ―１：２８．２クビ ６．１�
７１４ ストロングネオ 牡２栗 ５５ 吉田 稔村木 篤氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 ４９６ ―１：２８．５１� １１．２	

（愛知）

１２ クリノシーグリーン 牝２鹿 ５４ 武士沢友治栗本 博晴氏 高市 圭二 門別 三輪牧場 ４４０ ―１：２８．９２� １１１．６

５１０ トレッドウェーヴ 牡２黒鹿５５ 幸 英明ディアレスト 松山 将樹 むかわ 佐久間 孝司 ４４２ ― 〃 クビ ８８．６�
４７ オンワードダンク 牡２青鹿５５ 郷原 洋司�オンワード牧場 郷原 洋行 新冠 高橋 忍 ４８４ ―１：２９．１１� ９．４
４８ ザバトルブリリアン 牡２栗 ５５ 北村 宏司宮川 秋信氏 佐藤 全弘 日高 モリナガファーム ４９２ ―１：３０．０５ １０１．２�

（バトルブリリャント）

１１ ローズブリット 牝２栗 ５４ 蛯名 正義�オリエント牧場 高木 登 新冠 オリエント牧場 ４７４ ―１：３０．３１� １０．３�
８１５ ホワイトエンジェル 牝２芦 ５４

５１ ▲伊藤 工真吉田 昭一氏 鈴木 勝美 日高 合資会社カ
ネツ牧場 ５２０ ― 〃 ハナ １４３．２�

３５ マルチョウティアラ 牝２芦 ５４ 江田 照男三浦 一泰氏 二本柳俊一 浦河 平成ファーム ４５４ ―１：３０．４� １１７．１�
７１３ エスエスサンライズ 牡２鹿 ５５ 村田 一誠澤田 新吾氏 中島 敏文 新冠 競優牧場 ４６８ ―１：３１．０３� ２５１．２�
３６ コナンインプレス 牡２鹿 ５５ 石橋 脩楠本 勝美氏 保田 一隆 新ひだか 小野 秀治 ４５０ ―１：３１．７４ １２０．４�
２３ ダイメイナツコ 牝２青鹿５４ 柴田 善臣宮本 孝一氏 二本柳俊一 新ひだか 前川 清彦 ４６８ ―１：３１．９１� １０２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，７３８，０００円 複勝： ２９，８９０，３００円 枠連： １７，９１３，４００円

普通馬連： ５６，０５９，３００円 馬単： ５４，９５０，１００円 ワイド【拡大馬連】： １８，３５３，１００円

３連複： ６０，６８０，８００円 ３連単： １１２，０４３，０００円 計： ３７１，６２８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ６００円 � １，０８０円 枠 連（２－６） １，１４０円

普通馬連 �� １，６９０円 馬 単 �� １，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７４０円 �� １，４９０円 �� ７，５１０円

３ 連 複 ��� １７，３２０円 ３ 連 単 ��� ４８，４５０円

票 数

単勝票数 計 ２１７３８０ 的中 � １１６６３１（１番人気）
複勝票数 計 ２９８９０３ 的中 � １５２５０６（１番人気）� ７３４０（６番人気）� ３８２８（７番人気）
枠連票数 計 １７９１３４ 的中 （２－６） １１６６７（５番人気）
普通馬連票数 計 ５６０５９３ 的中 �� ２４５４５（５番人気）
馬単票数 計 ５４９５０１ 的中 �� ２０４７０（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８３５３１ 的中 �� ６４６２（８番人気）�� ３０２６（１４番人気）�� ５７４（５２番人気）
３連複票数 計 ６０６８０８ 的中 ��� ２５８７（５１番人気）
３連単票数 計１１２０４３０ 的中 ��� １７０７（１２５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．１―３６．７―４９．５―１：０１．８―１：１４．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンクフルルック �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 バブルガムフェロー 初出走

２００６．３．３０生 牡２芦 母 フェイドレス 母母 ステンレスダンサー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 アゲシオ号の騎手吉田豊は，第２競走での入線後の落馬による検査のため田中勝春に変更。
〔発走状況〕 コスモフォース号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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） ３頭 カネスラディカール号・ケイオーキング号・ニシノロイポス号
※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。

（ＵＡＥ賞） 



３１０１７１１月９日 曇 良 （２０東京５）第２日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０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
１：４６．７

良

良

４６ ヒラボクエクセル 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝�平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ５０６ ―１：５５．２ ６．７�

８１５ アポロリバティー 牡２黒鹿５５ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 浦河 鎌田 正嗣 ５０６ ―１：５５．３クビ ４．７�
７１２ ピサノエグゼ 牡２鹿 ５５ O．ペリエ 市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 ５３２ ―１：５５．５１� ４．３�

（仏）

４７ エバーライジング 牡２鹿 ５５ 内田 博幸 �ユートピア牧場 斎藤 誠 登別 ユートピア牧場 B５３４ ―１：５５．９２� １７．３�
１１ ダイアナバローズ 牝２黒鹿５４ 藤田 伸二猪熊 広次氏 小笠 倫弘 三石 水上 習孝 ４６４ ―１：５６．１１� ３５．８�
３４ コスモカサブランカ 牝２黒鹿５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 静内 千代田牧場 ４６８ ―１：５６．２クビ ７．７	
７１３ コロンバスサークル 牝２黒鹿５４ 蛯名 正義吉田 照哉氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４５８ ― 〃 クビ ２．９

２２ ウ ク レ レ 牝２鹿 ５４ 村田 一誠小田切有一氏 本間 忍 新冠 アサヒ牧場 ４５８ ― 〃 ハナ １６５．１�
３５ カジノスター 牡２鹿 ５５ 幸 英明小林 章氏 鈴木 勝美 新ひだか 西村 和夫 ４２６ ― 〃 アタマ １８６．６�
６１０ ローレルリラ 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣 �ローレルレーシング 根本 康広 日高 大西ステイブル ４６０ ―１：５６．４１� １３４．７
５９ オースミシリング 牡２鹿 ５５ 江田 照男�オースミ 菅原 泰夫 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４２６ ―１：５６．７１� １５２．８�
８１４ ダイワパーパス 牡２青鹿５５ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５１６ ― 〃 アタマ ９６．６�
２３ クリストリビュート 牝２青鹿５４ 吉田 隼人水上 行雄氏 高橋 裕 三石 前川 正美 ４３８ ―１：５７．１２� ５５．６�
５８ トウショウライド 牡２鹿 ５５ 田中 勝春トウショウ産業� 保田 一隆 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５１８ ―１：５７．８４ ３４．３�
６１１ マイネルプエルト 牡２栗 ５５ 吉田 稔 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム ４９８ ― 〃 アタマ ５５．２�
（愛知）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，３３４，６００円 複勝： ２４，４９７，７００円 枠連： ２４，８８１，８００円

普通馬連： ６９，８３２，０００円 馬単： ５１，３７５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，３０４，８００円

３連複： ７２，５０９，６００円 ３連単： １１４，８５５，４００円 計： ３９９，５９１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ２００円 � １７０円 � １６０円 枠 連（４－８） １，１４０円

普通馬連 �� １，４３０円 馬 単 �� ３，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６１０円 �� ５３０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ２，３３０円 ３ 連 単 ��� １４，７９０円

票 数

単勝票数 計 ２０３３４６ 的中 � ２４０９１（４番人気）
複勝票数 計 ２４４９７７ 的中 � ３０６６５（４番人気）� ３９５０７（３番人気）� ４４１２３（２番人気）
枠連票数 計 ２４８８１８ 的中 （４－８） １６２２３（５番人気）
普通馬連票数 計 ６９８３２０ 的中 �� ３６２９０（７番人気）
馬単票数 計 ５１３７５８ 的中 �� １１２７５（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１３０４８ 的中 �� ８４６１（８番人気）�� １００１４（６番人気）�� １１０２０（４番人気）
３連複票数 計 ７２５０９６ 的中 ��� ２３０２６（６番人気）
３連単票数 計１１４８５５４ 的中 ��� ５７３２（４２番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．５―１３．８―１４．６―１４．０―１３．６―１１．９―１０．９―１０．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２５．５―３９．３―５３．９―１：０７．９―１：２１．５―１：３３．４―１：４４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．３―３F３３．７

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

勝馬の
紹 介

ヒラボクエクセル �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Nashwan 初出走

２００６．４．２５生 牡２鹿 母 フラワーアーチ 母母 Forest Flower １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※コロンバスサークル号は，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。

（ニュージーランド賞） 



３１０１８１１月９日 曇 良 （２０東京５）第２日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時５０分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

７１２� サ ラ ト ガ 牝４芦 ５５ 内田 博幸平井 裕氏 本郷 一彦 浦河 岡部牧場 ５００± ０１：２５．１ １．９�

４５ ケルティックハープ 牝４栗 ５５ 松岡 正海セゾンレースホース� 斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７０－ ２１：２５．４２ ３．１�

５７ � エムアイティアラ 牝４鹿 ５５ 武士沢友治礒川 正明氏 佐々木亜良 静内（有）石川牧場 ４６８± ０１：２６．１４ ７．８�
５８ � アルフェラッツ 牝４鹿 ５５ 岩部 純二山下 恭茂氏 天間 昭一 浦河 山下 恭茂 ４９４＋ ２１：２６．３１� ２１８．０�
３３ ナムラテルテル 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二奈村 信重氏 田村 康仁 門別 いとう牧場 ４７０－ ６ 〃 アタマ １４．７�
２２ シーサンメイ 牝３栗 ５４ 小野 次郎 �天羽�治牧場 高木 登 浦河 三栄牧場 B４５８± ０１：２６．４� １２．４	
６１０� オードリーローズ 牝５鹿 ５５

５４ ☆田中 博康�小林牧場 高橋 祥泰 浦河 浦河小林牧場 ４４０＋ ２１：２６．６１� ４３４．９

７１１� ハ ナ ム ケ 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真田口 廣氏 大江原 哲 平取 二風谷ファーム ４８０＋ ２１：２６．７クビ １９２．０�
８１３ デザートジョオー 牝３栗 ５４ 柴山 雄一松平 正樹氏 高木 登 浦河 有限会社

吉田ファーム ４３８± ０１：２６．９１� １９７．２�
３４ オールフォーミー 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人有限会社シルク勢司 和浩 静内 千代田牧場 ４６６＋ ２１：２７．５３� １７．０
１１ � ヘイラホップ 牝４栗 ５５ 勝浦 正樹加藤 徹氏 成島 英春 平取 高橋 啓 ４６６＋ １１：２７．９２� １６１．５�
８１４� ウエストリリー 牝４鹿 ５５ 嘉藤 貴行中村 雅信氏 鈴木 勝美 静内 西村 和夫 ４１８－ ６１：２８．１１� ５７１．６�
４６ チチブヨマツリ 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝島田 久氏 西塚 安夫 門別 今井牧場 ４４２－ ６１：２８．７３� ４６．８�
６９ テンエイヤシャヒメ 牝４鹿 ５５ 北村 宏司熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人

熊坂開発 B５１６＋ ２１：２９．１２� １４９．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２３，０６６，５００円 複勝： ３６，２１１，２００円 枠連： ２０，１３３，５００円

普通馬連： ７３，９１０，９００円 馬単： ６３，９２４，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，０５５，９００円

３連複： ７３，７５９，５００円 ３連単： １５７，１９９，９００円 計： ４７１，２６２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（４－７） ２９０円

普通馬連 �� ３００円 馬 単 �� ４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４０円 �� ２３０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ５５０円 ３ 連 単 ��� １，４８０円

票 数

単勝票数 計 ２３０６６５ 的中 � ９９３４３（１番人気）
複勝票数 計 ３６２１１２ 的中 � １８４４０９（１番人気）� ７０８５５（２番人気）� ３４５０７（３番人気）
枠連票数 計 ２０１３３５ 的中 （４－７） ５２３６５（１番人気）
普通馬連票数 計 ７３９１０９ 的中 �� １８６６６３（１番人気）
馬単票数 計 ６３９２４７ 的中 �� １００８４９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３０５５９ 的中 �� ５７０６６（１番人気）�� ２１６４５（２番人気）�� １５３０７（３番人気）
３連複票数 計 ７３７５９５ 的中 ��� １００４８１（１番人気）
３連単票数 計１５７１９９９ 的中 ��� ７８４２３（１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１１．８―１２．４―１２．３―１２．１―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．０―３５．８―４８．２―１：００．５―１：１２．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サ ラ ト ガ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ミルジヨージ

２００４．４．１生 牝４芦 母 スイングバイ 母母 オギアルバンシア １７戦２勝 賞金 ３３，９５１，０００円
地方デビュー ２００６．７．２０ 旭川

〔騎手変更〕 ヘイラホップ号の騎手吉田豊は，第２競走での入線後の落馬による検査のため勝浦正樹に変更。
※出走取消馬 タケデンヴィーナス号（疾病〔右前球節炎〕のため）
※チチブヨマツリ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

（オーストラリア賞） 



３１０１９１１月９日 曇 良 （２０東京５）第２日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時２０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

３５ リフレックス 牡３栗 ５６ 内田 博幸�木村牧場 鈴木 伸尋 門別 木村牧場 ４６２＋ ２１：３８．２ ８．２�

７１４ コスモビースト 牡３栗 ５６ 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 清水 美波 浦河 伏木田牧場 ４７０± ０１：３８．５１� ２８．１�
７１３ ツバサドリーム 牡４栗 ５７ 蛯名 正義�RRA 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４８２± ０ 〃 ハナ １．７�
８１６ ディアーウィッシュ 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人臼田 浩義氏 秋山 雅一 早来 ノーザンファーム ５１４－１０１：３８．７１� １７．５�
３６ 	 グラスゴッド 牡４栗 ５７

５４ ▲伊藤 工真半沢� 大江原 哲 浦河 中神牧場 ４７６＋ ２ 〃 アタマ １０６．９�
２３ ウインペイシェント 
３鹿 ５６ 幸 英明�ウイン 後藤 由之 浦河 杵臼牧場 ４８０± ０１：３８．８� ４７．８	
４７ � セクシーザムライ 牝４栗 ５５ 松岡 正海�コオロ 萱野 浩二 米 Payson

Stud Inc ４８８± ０１：３９．１２ １２３．０

４８ ニシノテンカ 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝西山 茂行氏 田村 康仁 鵡川 西山牧場 ４７０± ０１：３９．２� ４．４�
５９ � トーセンステルス 牡３青鹿５６ 田中 勝春島川 �哉氏 古賀 慎明 米 Mrs. C. Wilson

McNeely III ４５６＋ ４１：３９．３� ２５．７
６１２ ア イ ノ カ ゼ 牡３鹿 ５６ 土谷 智紀丸岡 啓一氏 鈴木 勝美 新冠 ムラカミファーム B４８４＋ ４１：３９．４クビ ５７．７�
１１ 	 タ カ ラ ボ ス 牡４栗 ５７ 武士沢友治栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 小葉松 幸雄 ４３０＋１０ 〃 クビ １０４．９�
２４ � ダノンバッカス 牡３鹿 ５６ 吉田 稔�ダノックス 小崎 憲 英 T. Light-

bowne ４５６－ ８１：４０．１４ ６４．５�
（愛知）

５１０� ナチュラルウェーブ 牡５鹿 ５７ O．ペリエ 山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 Tower
Bloodstock ４６４＋ ４１：４０．６３ １１．４�

（仏）

１２ � キングエルドラド 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹菅原 史博氏 堀井 雅広 米 Servel
Ranch, Inc. ４６４＋ ４ 〃 クビ ２９８．７�

８１５� サラトガティプトン 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣櫻井 盛夫氏 高橋 祥泰 米 Grade I
Bloodstock ４６６－ ８１：４０．８１� １３４．８�

６１１ キ ク ジ ロ ウ 牡３青鹿５６ 藤田 伸二陣内 孝則氏 高市 圭二 静内 キヨミネ牧場 ５０４＋ ６ 〃 ハナ ８７．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，３９０，２００円 複勝： ５２，０３８，８００円 枠連： ２７，１６１，４００円

普通馬連： １００，４６１，９００円 馬単： ７８，８６２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，１４５，３００円

３連複： ９７，６８１，２００円 ３連単： １９３，１６１，８００円 計： ６０６，９０３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８２０円 複 勝 � ２１０円 � ３９０円 � １１０円 枠 連（３－７） ６２０円

普通馬連 �� ８，１６０円 馬 単 �� １６，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８９０円 �� ３１０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ３，０００円 ３ 連 単 ��� ４３，６７０円

票 数

単勝票数 計 ２５３９０２ 的中 � ２４６１６（３番人気）
複勝票数 計 ５２０３８８ 的中 � ３９４３４（３番人気）� １７１４２（５番人気）� ２８１５９２（１番人気）
枠連票数 計 ２７１６１４ 的中 （３－７） ３２６４２（３番人気）
普通馬連票数 計１００４６１９ 的中 �� ９０９６（２０番人気）
馬単票数 計 ７８８６２４ 的中 �� ３４４３（３８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２１４５３ 的中 �� ３７５９（１８番人気）�� ２８９３０（２番人気）�� １１７３２（７番人気）
３連複票数 計 ９７６８１２ 的中 ��� ２４０３４（７番人気）
３連単票数 計１９３１６１８ 的中 ��� ３２６５（１１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．８―３５．８―４８．３―１：０１．０―１：１３．３―１：２５．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リフレックス �
�
父 グ ラ ン デ ラ �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー ２００８．３．８ 中山２着

２００５．４．２９生 牡３栗 母 ドンセーリャ 母母 ノーゼンカズラ ８戦２勝 賞金 ２１，６００，０００円
〔騎手変更〕 キクジロウ号の騎手吉田豊は，第２競走での入線後の落馬による検査のため藤田伸二に変更。
※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。

（香港賞） 



３１０２０１１月９日 小雨 良 （２０東京５）第２日 第８競走 ��
��１，８００�マカオジョッキークラブトロフィー

発走１３時５０分 （芝・左）

２歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
マカオジョッキークラブ賞（１着）

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 １７５，０００円 ５０，０００円 ２５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４６．９
１：４６．７

良

良

６６ オオトリオウジャ 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人鳳サラブレッドレーシ
ングチーム 小島 茂之 三石 幌村牧場 ４９０－ ２１：５１．１ ３．０�

７７ メジロワーロック 牡２栗 ５５ 蛯名 正義�メジロ牧場 谷原 義明 洞爺湖 メジロ牧場 ５００＋ ８ 〃 クビ ８．０�
５５ エルジャンクション 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝 �ノースヒルズマネ

ジメント 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４－１０ 〃 ハナ ２３．６�
８８ ミヤビリュウオー 牡２鹿 ５５ 吉田 豊村上 義勝氏 戸田 博文 浦河 大成牧場 ４６４－ ６１：５１．２クビ １０．２�
１１ ケイアイライジン 牡２栗 ５５ 内田 博幸 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 日高 メイプルファーム ５０４＋ ２ 〃 ハナ ２．１�
４４ ナンヨークイーン 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣中村 �也氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム ４３２－ ４１：５１．４１� ８．２	
２２ コハクジョー 牡２芦 ５５ 小野 次郎河内 孝夫氏 伊藤 伸一 新冠 大狩部牧場 ４９６＋ ８１：５１．６１� ２４．０

３３ ザ グ 牡２黒鹿５５ 勝浦 正樹西森 鶴氏 堀井 雅広 新冠 八木 常郎 ４３２± ０１：５１．８１� ６５．５�

（８頭）

売 得 金

単勝： ３１，６３９，７００円 複勝： ４０，７２４，１００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ９２，６０１，３００円 馬単： ７４，４６４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，７０５，３００円

３連複： ７１，１１２，８００円 ３連単： ２１９，８３０，４００円 計： ５５４，０７８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １９０円 � ２５０円 � ７１０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� １，３７０円 馬 単 �� ２，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� １，７２０円 �� ２，０４０円

３ 連 複 ��� ８，０５０円 ３ 連 単 ��� ３５，２３０円

票 数

単勝票数 計 ３１６３９７ 的中 � ８４４７４（２番人気）
複勝票数 計 ４０７２４１ 的中 � ６８９０２（２番人気）� ４５３６１（３番人気）� １２１０３（７番人気）
普通馬連票数 計 ９２６０１３ 的中 �� ５０１２４（５番人気）
馬単票数 計 ７４４６４６ 的中 �� ２６３２６（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３７０５３ 的中 �� １３６７６（５番人気）�� ３２５６（１６番人気）�� ２７２６（１９番人気）
３連複票数 計 ７１１１２８ 的中 ��� ６５２５（２５番人気）
３連単票数 計２１９８３０４ 的中 ��� ４６０６（１０５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．４―２５．１―３７．５―５０．５―１：０３．５―１：１７．０―１：２８．６―１：３９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．６―３F３４．１

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

勝馬の
紹 介

オオトリオウジャ �

父 ゴールドアリュール �


母父 ジェイドロバリー デビュー ２００８．１０．２５ 東京１着

２００６．３．２６生 牡２鹿 母 オオトリヘプバーン 母母 ミラクルミユキ ２戦２勝 賞金 １７，１７５，０００円



３１０２１１１月９日 小雨 良 （２０東京５）第２日 第９競走 ��
��１，６００�シンガポールターフクラブ賞

発走１４時２５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
シンガポールターフクラブ賞（１着）

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 ４４８，０００円 １２８，０００円 ６４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

５９ ワンダーポデリオ 牡４鹿 ５７ 内田 博幸山本 信行氏 藤岡 範士 新冠 アラキフアーム ４６０－ ４１：３６．２ １３．２�

４７ タマモグレアー �４鹿 ５７ 松岡 正海タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ５１４＋ ２１：３６．７３ ８．６�
４８ トーセントゥルー 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝島川 �哉氏 後藤 由之 門別 日高大洋牧場 ４６８± ０１：３７．０２ ４．９�
２４ クリストフォルス 牡３栗 ５６ O．ペリエ 広尾レース� 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 ５３６＋ ２１：３７．２１� ２．５�

（仏）

６１１ グランシュヴァリエ 牡３青鹿５６ 吉田 隼人谷 雄史氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 ４７６± ０１：３７．４１ ６．３�
３５ 	 エイシンハンコック 牡５黒鹿５７ 石橋 脩平井 豊光氏 大久保龍志 米 Winches-

ter Farm ４７６－１４ 〃 クビ ７９．８	
２３ クレヨンルージュ 牝５黒鹿５５ 幸 英明齊藤四方司氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ５０６＋ ４１：３７．５クビ １７．６

８１６ ベルグミサイル 牡４芦 ５７ 田中 博康山田 五月氏 斎藤 誠 静内 グランド牧場 ４７２－ ６１：３８．３５ １５．５�
５１０ シルキーステラ 牝６青 ５５ 鈴来 直人有限会社シルク尾形 充弘 新冠 早田牧場新

冠支場 ４２２＋ ２１：３８．６１
 ２４９．７�
３６ � リ ュ ウ ケ ン 牡３鹿 ５６ 吉田 稔西村 正春氏 藤田 正治 静内 野表 篤夫 ５０８－１５１：３８．７� １４１．２

（笠松） （愛知）

６１２ ディープリンク 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三中村 昭博氏 堀井 雅広 門別 本間牧場 ４６６± ０ 〃 アタマ ６２．７�
１２ ラウンドダンス 牝４栗 ５５ 小野 次郎�下河辺牧場 中野 隆良 門別 下河辺牧場 ４８４－１０１：３８．８� １００．７�
８１５ スズノメヒョー 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義小紫 芳夫氏 伊藤 正徳 早来 ノーザンファーム ４８４± ０１：３９．３３ ５６．０�
７１４ ビ ッ グ ボ ス 牡５黒鹿５７ 田中 勝春渡� 伸一氏 森 秀行 白老 白老ファーム ５１８－ ２１：３９．６２ ５３．８�
７１３ ユ ウ コ ン 牡４鹿 ５７ 北村 宏司小田切有一氏 古賀 慎明 門別 浦新牧場 ４７２± ０１：３９．９２ ２６．５�
１１ マルブツフラッシュ 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二大澤 毅氏 中島 敏文 伊達 高橋農場 ５０２＋ ８１：４０．２１
 １６．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，６３６，５００円 複勝： ５５，６５３，３００円 枠連： ４３，８４４，９００円

普通馬連： １７５，１３０，２００円 馬単： １０４，７７０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４７，３３７，１００円

３連複： １７１，１５２，８００円 ３連単： ３３９，１２３，０００円 計： ９７２，６４７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３２０円 複 勝 � ４５０円 � ３１０円 � １７０円 枠 連（４－５） ２，８１０円

普通馬連 �� ７，３４０円 馬 単 �� １４，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２８０円 �� ９３０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ９，９６０円 ３ 連 単 ��� ８０，５６０円

票 数

単勝票数 計 ３５６３６５ 的中 � ２１４１８（５番人気）
複勝票数 計 ５５６５３３ 的中 � ２７７４７（７番人気）� ４３７８８（４番人気）� １０７１３３（２番人気）
枠連票数 計 ４３８４４９ 的中 （４－５） １１５１８（１２番人気）
普通馬連票数 計１７５１３０２ 的中 �� １７６１６（２５番人気）
馬単票数 計１０４７７０１ 的中 �� ５３７１（４９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７３３７１ 的中 �� ４９０４（２６番人気）�� １２７３３（１１番人気）�� １７３０４（６番人気）
３連複票数 計１７１１５２８ 的中 ��� １２６９１（３２番人気）
３連単票数 計３３９１２３０ 的中 ��� ３１０７（２５１番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．５―１２．０―１２．２―１２．６―１２．３―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．４―３４．９―４６．９―５９．１―１：１１．７―１：２４．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダーポデリオ �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００６．１２．１７ 阪神３着

２００４．２．２９生 牡４鹿 母 アラマサブレーヴ 母母 アラホウトク １３戦３勝 賞金 ４１，１５２，０００円
［他本会外：２戦１勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１６頭 アイアイスピーチ号・アポロラムセス号・エイシンイッキ号・エプソムボス号・グラマトフィラム号・

ゲンキチホマレ号・サンアントニオ号・スカーレットライン号・テンザンモビール号・ナンヨーウエスト号・
ニードルポイント号・ピエナエイム号・ホワイトヴェール号・マンダレー号・メジロティモン号・ランヘランバ号

※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。



３１０２２１１月９日 小雨 良 （２０東京５）第２日 第１０競走 ��
��２，１００�第３２回アジア競馬会議東京大会記念

発走１５時００分 （ダート・左）

３歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
アジア競馬連盟賞・日本馬主協会連合会会長賞・東京馬主協会賞・全国公営競馬馬主連合会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０６．７
２：０５．９

良

良

２３ ロールオブザダイス 牡３栗 ５５ O．ペリエ �東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４４８± ０２：１１．６ ４．７�
（仏）

６１２� ドリーミーペガサス 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義 �社台レースホース松山 康久 米 Fontainebleau
Farm Inc. ５３０＋ ４２：１１．８１� ２．１�

１２ コロナグラフ 牡３鹿 ５５ 松岡 正海 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４８４－ ２２：１２．１１	 ７．０�
４７ ヤマニンリュバン 牡３栗 ５５ 柴田 善臣土井 薫氏 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ５０８－ ２ 〃 ハナ ２９．０�
５１０
 ナムラクック 牡５黒鹿５７ 勝浦 正樹奈村 信重氏 田村 康仁 門別 野島牧場 ４８６± ０２：１２．２クビ ５６．６�
３５ パープルイーグル 牡６栗 ５７ 吉田 稔中野 銀十氏 飯田 雄三 浦河 山春牧場 ５０６－ ８２：１２．３	 １４．９	

（愛知）

７１４ アグネスネクタル 牡５黒鹿５７ 浜中 俊渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ５２４－ ６ 〃 アタマ ４９．５

４８ メジロバーミューズ 牝６鹿 ５５ 田中 博康�メジロ牧場 菊川 正達 伊達 メジロ牧場 ４９６－ ２２：１２．７２� １９６．５�
３６ ストラディヴァリオ 牡５芦 ５７ 村田 一誠�ターフ・スポート友道 康夫 浦河 酒井牧場 ５３２－ ６ 〃 ハナ １７．７�
２４ ソラメンテウナベス 牡３鹿 ５５ 佐藤 哲三金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 静内 岡田スタツド ４９２＋ ２２：１２．９１� １１．１
８１５� デイフラッシュ 牡６鹿 ５７ 吉田 豊清進電設� 戸田 博文 米 Nancy C.

Shuford B５０４＋ ４２：１３．０� ４４．４�
６１１ マイネルマニセス 牡４黒鹿５７ 柴山 雄一 �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 ４９２＋ ６２：１３．１クビ ２６．９�
５９ ソニックルーラー 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人細谷 典幸氏 国枝 栄 静内 桜井牧場 B５００－ ６２：１３．５２� ９６．８�
８１６ マルブツクロス 牡５芦 ５７ 藤田 伸二大澤 毅氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 B５３０＋ ６２：１３．６� ２５．５�
１１ � リオサンバシチー 牡８鹿 ５７ 江田 照男 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 加

Black Canyou
Thoroughbreds
Ltd.

４８８－ ６２：１３．７	 ４５．５�
７１３ ワンダードリーム �７黒鹿５７ 小野 次郎山本 信行氏 阿部 新生 静内 高橋 修 ４５６－ ２２：１６．１大差 ２８０．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，９１４，０００円 複勝： ６３，１５５，３００円 枠連： ５５，９５５，４００円

普通馬連： ２１９，０２６，１００円 馬単： １２８，５７８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５２，３９２，１００円

３連複： ２０２，８２０，２００円 ３連単： ４２４，１０９，８００円 計： １，１８４，９５１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � １９０円 枠 連（２－６） ３９０円

普通馬連 �� ６１０円 馬 単 �� １，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ５９０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� １，２４０円 ３ 連 単 ��� ６，５４０円

票 数

単勝票数 計 ３８９１４０ 的中 � ６５８３６（２番人気）
複勝票数 計 ６３１５５３ 的中 � ８４０７５（２番人気）� ２５１４７４（１番人気）� ６３１３７（３番人気）
枠連票数 計 ５５９５５４ 的中 （２－６） １０６０７５（１番人気）
普通馬連票数 計２１９０２６１ 的中 �� ２６７６１９（１番人気）
馬単票数 計１２８５７８３ 的中 �� ６８３８８（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５２３９２１ 的中 �� ６０３４９（１番人気）�� １９５１０（６番人気）�� ３７３０９（２番人気）
３連複票数 計２０２８２０２ 的中 ��� １２１４１４（１番人気）
３連単票数 計４２４１０９８ 的中 ��� ４７８７８（４番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．９―１１．７―１２．６―１３．０―１３．０―１３．０―１２．４―１２．２―１２．３―１２．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１９．０―３０．７―４３．３―５６．３―１：０９．３―１：２２．３―１：３４．７―１：４６．９―１：５９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．３―３F３６．９
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ロールオブザダイス �
�
父 トワイニング �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１２．２ 阪神１着

２００５．４．３０生 牡３栗 母 ラブフォーエバー 母母 ノンストップレディ １２戦４勝 賞金 ５３，６９２，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 エターナルスマイル号・キーンゲイル号・ニシノドーン号・ハイオン号・ピサノデイラニ号・ピースデザイン号・

フリートアドミラル号・メンデル号
※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。



３１０２３１１月９日 曇 良 （２０東京５）第２日 第１１競走 ��
��２，５００�第４６回アルゼンチン共和国杯（ＪｐｎⅡ）

発走１５時３５分 （芝・左）

３歳以上，１９．１１．３以降２０．１１．２まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
アルゼンチン共和国社会福祉省賞（１着）

賞 品
本 賞 ５８，０００，０００円 ２３，０００，０００円 １５，０００，０００円 ８，７００，０００円 ５，８００，０００円
付 加 賞 １，１２０，０００円 ３２０，０００円 １６０，０００円
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

２：２９．８
２：２９．５

良

良

２４ スクリーンヒーロー 牡４栗 ５３ 蛯名 正義吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４８４＋ ４２：３０．８ ８．９�

７１４ ジャガーメイル 牡４鹿 ５６ 石橋 脩吉田 和美氏 堀 宣行 浦河 アイオイファーム ４７４± ０２：３１．０１� ４．８�
５１０ アルナスライン 牡４鹿 ５８ 内田 博幸 �サンデーレーシング 松元 茂樹 早来 ノーザンファーム ５４０－１０ 〃 クビ ２．４�
２３ テイエムプリキュア 牝５黒鹿４９ 石神 深一竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４９８＋ ２２：３１．２１� ５８．８�
６１１� ダンスアジョイ 牡７黒鹿５３ 松岡 正海加藤 泰章氏 松永 幹夫 門別 白瀬 明 ５１２＋ ８２：３１．３� ２１．４�
４７ ネヴァブション 牡５黒鹿５７．５ 北村 宏司�ティーエイチ 伊藤 正徳 新冠 早田牧場新

冠支場 ４８８＋ ８２：３１．５１ １６．９	
１２ トウショウシロッコ 牡５黒鹿５６ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４８０＋ ６２：３１．７１� １０．８

８１６ キングアーサー 牡５鹿 ５４ 藤田 伸二 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５４４± ０２：３１．９１� ９．８�
８１５ トウカイトリック 牡６鹿 ５８ 幸 英明内村 正則氏 野中 賢二 三石 土田 扶美子 ４４２－ ８２：３２．０クビ ２８．８�
１１ ヤマニンアラバスタ 牝７芦 ５２ 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４５２＋ ２２：３２．１	 ８１．６
７１３ ゴーウィズウィンド 牡９黒鹿５０ 田中 博康岡田 牧雄氏 国枝 栄 新冠 オートファー

ム �渡 B４６８± ０２：３２．５２� ２３２．３�
３６ マキハタサイボーグ 
６鹿 ５６ 田中 勝春�槇本牧場 新川 恵 門別 槇本牧場 ５０２＋ ４２：３２．６	 ８１．８�
４８ マンハッタンスカイ 牡４黒鹿５６ 柴田 善臣 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浅見 秀一 新冠 カミイスタット ５２８＋ ２２：３２．７クビ ２２．７�
５９ セタガヤフラッグ 牡５鹿 ５０ 武士沢友治千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム B４５４＋ ２２：３２．９１� １２２．４�
３５ エアジパング 
５鹿 ５４ 後藤 浩輝 �ラッキーフィールド藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４４４－１０２：３３．０� ３２．６�
６１２ メイショウカチドキ 牡８鹿 ５４ 浜中 俊松本 好雄氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム ４８２－ ６２：３３．７４ １６．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４７，８９４，２００円 複勝： １９２，３５９，３００円 枠連： １８６，０９６，７００円

普通馬連： １，０２８，６４９，５００円 馬単： ５７９，３３９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２２９，３５７，３００円

３連複： １，１４７，６３８，６００円 ３連単： ２，５４３，９１９，３００円 計： ６，０５５，２５４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ２１０円 � １６０円 � １３０円 枠 連（２－７） １，４７０円

普通馬連 �� １，５００円 馬 単 �� ３，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� ４３０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� １，４８０円 ３ 連 単 ��� １０，０９０円

票 数

単勝票数 計１４７８９４２ 的中 � １３１９６２（３番人気）
複勝票数 計１９２３５９３ 的中 � １８７４２６（３番人気）� ３００７３６（２番人気）� ５４２２９７（１番人気）
枠連票数 計１８６０９６７ 的中 （２－７） ９３９９７（８番人気）
普通馬連票数 計１０２８６４９５ 的中 �� ５０７６５５（４番人気）
馬単票数 計５７９３３９６ 的中 �� １２１６５４（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２２９３５７３ 的中 �� ９９９２０（４番人気）�� １３１５０７（２番人気）�� ２０９３４１（１番人気）
３連複票数 計１１４７６３８６ 的中 ��� ５７３６７９（１番人気）
３連単票数 計２５４３９１９３ 的中 ��� １８６２３１（１２番人気）

ハロンタイム ７．３―１１．３―１１．４―１１．９―１２．２―１２．０―１２．１―１２．３―１２．２―１２．０―１１．６―１２．３―１２．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．３―１８．６―３０．０―４１．９―５４．１―１：０６．１―１：１８．２―１：３０．５―１：４２．７―１：５４．７―２：０６．３―２：１８．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スクリーンヒーロー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．１１．２５ 東京４着

２００４．４．１８生 牡４栗 母 ランニングヒロイン 母母 ダイナアクトレス １６戦４勝 賞金 １５４，４４７，０００円



３１０２４１１月９日 曇 良 （２０東京５）第２日 第１２競走 ��
��１，４００�タイランドカップ

発走１６時１０分 （芝・左）
３歳以上，１，０００万円以下，１９．１１．３以降２０．１１．２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 ７４０，０００
７４０，０００

円
円

付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

８１４ ドラゴンファング 牡３鹿 ５５ 藤田 伸二加藤 守氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ
ファーム ４８６± ０１：２１．６ ２．６�

７１１ オーロマイスター 牡３鹿 ５４ 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 三石 追分ファーム ５０２＋ ６ 〃 クビ ４．８�
４６ ケンブリッジマイア 牝５栃栗５１ 江田 照男中西 健造氏 森 秀行 早来 ノーザンファーム B４４６－ ４１：２２．２３� １００．４�
５７ ヴ ン ダ ー 牡７黒鹿５３ 蛯名 正義幅田 昌伸氏 庄野 靖志 門別トヨサトアライファーム ４７８－ ２１：２２．３クビ ２１．４�
３３ キングオザー 牡６芦 ５４ 土谷 智紀斉藤 等氏 鈴木 勝美 門別 日高大洋牧場 B４５６± ０ 〃 クビ ６２．１�
６９ ラ ル ケ ッ ト 牝３青鹿５３ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 和田 正道 早来 ノーザンファーム ４８０－ ４ 〃 同着 ５．３�
３４ � アロマンシェス 牡４鹿 ５６ 田中 博康伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 ４６６＋ ６ 〃 アタマ ５．４	
６１０ ノースリヴァー 牝４黒鹿５２ 田中 勝春佐藤 壽男氏 宗像 義忠 新冠 大栄牧場 ４７６＋ ８１：２２．４クビ ２３．４

８１３ ムラマサノヨートー 牡４栗 ５７ 小林 淳一新井 孝治氏 内藤 一雄 浦河 岡本 昌市 ４９４＋ ８１：２２．５� ２８．７�
７１２ ウインドストーム 牡５鹿 ５３ 佐藤 哲三中村 昭博氏 堀井 雅広 門別 浜本牧場 ４９０＋ ２ 〃 ハナ １７３．７�
４５ ランスロットル 牡３鹿 ５３ 幸 英明アカデミー 南井 克巳 新冠 清水 克則 ５６０＋１０ 〃 アタマ ２８．１�
１１ ダイワシークレット 牡３栗 ５５ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 静内 服部 牧場 B４５６－ ２ 〃 ハナ １７．１�
２２ ニシノオニテツマル 牡３黒鹿５３ 柴田 善臣西山 茂行氏 土田 稔 鵡川 西山牧場 ５２０－ ２１：２２．８１� ４３．６�
５８ チ ェ ル カ 牝３鹿 ５１ 伊藤 工真 �キャロットファーム 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ５２８－１０１：２３．１１� １０３．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ５３，２３７，１００円 複勝： ６９，２７８，５００円 枠連： ４７，８２０，１００円

普通馬連： ２４８，１９０，７００円 馬単： １５０，９４６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５９，６４３，４００円

３連複： ２２５，６２０，５００円 ３連単： ５６５，６３９，２００円 計： １，４２０，３７５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � １７０円 � １，５８０円 枠 連（７－８） ５００円

普通馬連 �� ５６０円 馬 単 �� ８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ３，５００円 �� ６，５５０円

３ 連 複 ��� １７，３１０円 ３ 連 単 ��� ５５，４１０円

票 数

単勝票数 計 ５３２３７１ 的中 � １６７０１０（１番人気）
複勝票数 計 ６９２７８５ 的中 � １８３２９４（１番人気）� １１３８１９（２番人気）� ７１３３（１２番人気）
枠連票数 計 ４７８２０１ 的中 （７－８） ７１６８４（１番人気）
普通馬連票数 計２４８１９０７ 的中 �� ３３０５９７（１番人気）
馬単票数 計１５０９４６２ 的中 �� １２６６０４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５９６４３４ 的中 �� ７３１４９（１番人気）�� ３７２１（３４番人気）�� １９６８（５０番人気）
３連複票数 計２２５６２０５ 的中 ��� ９６２１（４６番人気）
３連単票数 計５６５６３９２ 的中 ��� ７５３４（１６８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．８―１２．２―１１．５―１１．０―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．８―３５．６―４７．８―５９．３―１：１０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３３．８
３ ２，５（１，１２）３，１４，１１（９，４，１３）（６，１０）（７，８） ４ ２（１，５，１２）（９，３，１４，１１）（６，４，１３）（７，１０）８
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドラゴンファング �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ダンスオブライフ デビュー ２００８．４．１３ 福島１着

２００５．３．１９生 牡３鹿 母 タイキメビウス 母母 タイキミステリー ７戦３勝 賞金 ３８，６５０，０００円

ロイヤルバンコックスポーツクラブ－ロイヤルターフクラブオブタイランド賞（1着） 



（２０東京５）第２日 １１月９日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６７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

３０４，１２０，０００円
１，６７０，０００円
１０，７００，０００円
３，５５０，０００円
３４，４８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６２，０８４，０００円
４，６１４，０００円
１，６８６，７００円

勝馬投票券売得金
４５６，４６９，０００円
６８３，９７３，６００円
４７１，６０８，４００円
２，２２９，７１５，３００円
１，４４６，７２５，８００円
５６１，７００，１００円
２，３０６，０９１，５００円
５，０３２，４４０，９００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 １３，１８８，７２４，６００円

総入場人員 ５７，９１３名 （有料入場人員 ）




