
３１０３７１１月１５日 晴 重 （２１東京５）第４日 第１競走 ��１，３００�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

１：１８．１
１：１８．１

良

良

６６ ケイアイツバキ 牝２鹿 ５４ 戸崎 圭太 �啓愛義肢材料販売所 柴崎 勇 青森 佐々木牧場 ４６８± ０１：１９．４ ６．２�
（大井）

３３ タケショウカヅチ 牡２鹿 ５５
５２ ▲伊藤 工真�ナイト商事 相沢 郁 様似 山口 幸雄 ４８４＋ ４ 〃 クビ ２．６�

２２ デ ィ ア ト ラ 牡２黒鹿５５ 吉田 豊�樽さゆり氏 高木 登 浦河 荻伏三好フ
アーム ４５６＋ ４１：１９．５クビ ２．８�

６７ 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 ５２２＋ ４１：２０．２４ ４．８�

７９ タマモハイグレード 牡２栗 ５５ 柴山 雄一タマモ� 中川 公成 新冠 新冠伊藤牧場 ４４２± ０１：２０．４１� １６０．７�
４４ エーシンアマゾーン 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝�栄進堂 畠山 吉宏 浦河 有限会社

吉田ファーム ４６６＋ ２１：２０．５クビ ９８．４	
７８ ディアセイレーン 牝２鹿 ５４ 武士沢友治ディアレスト 阿部 新生 新ひだか 八田ファーム ４２４± ０１：２１．１３� １８．１

５５ ビンテージワイン 牡２鹿 ５５

５２ ▲草野 太郎平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４６８＋ ４１：２１．３１ ６８．２�
８１０ 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 ４７２＋ ６１：２１．５１� １２８．９�
１１ エイチエヌイーグル 牡２鹿 ５５ 村田 一誠鳴田 啓志氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム ４４２＋ ６１：２２．１３� １３９．５
８１１ スズカオリオン 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４４４＋１０１：２３．１６ ３０．５�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １１，８０６，８００円 複勝： １８，１４５，４００円 枠連： １２，０８０，６００円

普通馬連： ４０，５１１，３００円 馬単： ３５，７４１，７００円 ワイド【拡大馬連】： １４，７３０，２００円

３連複： ４８，６８７，７００円 ３連単： １０１，５３０，１００円 計： ２８３，２３３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � １１０円 枠 連（３－６） ４１０円

普通馬連 �� ８４０円 馬 単 �� ２，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ２３０円 �� １５０円

３ 連 複 ��� ４９０円 ３ 連 単 ��� ４，４５０円

票 数

単勝票数 計 １１８０６８ 的中 � １５２３３（４番人気）
複勝票数 計 １８１４５４ 的中 � ２８６９６（４番人気）� ４９７５７（１番人気）� ４８２３０（２番人気）
枠連票数 計 １２０８０６ 的中 （３－６） ２１９８３（３番人気）
普通馬連票数 計 ４０５１１３ 的中 �� ３５６０２（５番人気）
馬単票数 計 ３５７４１７ 的中 �� １３０２５（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４７３０２ 的中 �� １１９７１（５番人気）�� １５００４（３番人気）�� ２９９２７（１番人気）
３連複票数 計 ４８６８７７ 的中 ��� ７３７０５（２番人気）
３連単票数 計１０１５３０１ 的中 ��� １６８４２（１６番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．８―１１．３―１２．０―１２．６―１２．２―１３．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１７．８―２９．１―４１．１―５３．７―１：０５．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイツバキ �
�
父 タップダンスシチー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００９．９．１３ 中山１１着

２００７．３．１７生 牝２鹿 母 レディーマジョラム 母母 スイートマジョラム ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



３１０３８１１月１５日 晴 重 （２１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 （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

６９ ドリームザネクスト 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝セゾンレースホース� 根本 康広 平取 協栄組合 ４７８－ ４１：２６．５ １８．３�

４５ ダテノスイミー 牡２栗 ５５ 内田 博幸関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 ４２２－ ２ 〃 ハナ ３．０�
８１３ マイネルリファイン 牡２鹿 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新ひだか 山本 昇寿 ４５０＋ ２１：２７．５６ ４．２�
２２ ドラゴンアルテマ 牡２青 ５５ 蛯名 正義窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４７６± ０１：２８．２４ ３．８�
４６ リリーマルレーン 牝２栗 ５４

５１ ▲草野 太郎伊達 敏明氏 伊藤 圭三 日高 サンシャイン
牧場 ４３４＋ ２１：２８．３クビ １４９．７�

１１ カトルズブンタ 牡２黒鹿５５ 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 ４６０－ ６１：２８．４� １２．３�
５７ クロスファイト 牡２鹿 ５５ 幸 英明佐々木 徹氏 平井 雄二 新冠 シンユウフアーム ４９６＋ ２１：２８．５� ２３．０	
３４ シャコープレシャス 牝２鹿 ５４ 吉田 豊グレイドレーシング組合 矢野 照正 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４５０－１０１：２８．９２� １１２．６

７１２ カリズマアゲン 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 ４８０± ０１：２９．２２ ２０９．８�
６１０ コスモハレルヤ 牡２芦 ５５ 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 平井 雄二 新ひだか 坂本 春信 ４７０＋ ６１：２９．５１� ７６．１

（大井）

３３ デラックスボンバー 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥長井 純一氏 牧 光二 日高 厚賀古川牧場 ４７０± ０１：２９．７１ ５０．２�
５８ エ ド ヅ マ 牝２鹿 ５４ 武士沢友治�テンジン 佐藤 全弘 日高 野口牧場 ４８０－１０１：３０．１２� ２９０．４�
８１４ エフテーグンダイ 牝２栗 ５４ 小野 次郎深野 茂雄氏 尾関 知人 えりも 上島牧場 ４３２＋ ４１：３０．３１ ５．４�
７１１ パワーマーベラス 牡２黒鹿５５ 加藤士津八�まの 中島 敏文 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４８２＋ ２ 〃 アタマ ５６９．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，８５８，１００円 複勝： １８，６９８，３００円 枠連： １３，４９５，５００円

普通馬連： ４２，７５３，７００円 馬単： ３２，２９７，０００円 ワイド【拡大馬連】： １３，６７４，２００円

３連複： ４８，２７０，４００円 ３連単： ８３，７３９，３００円 計： ２６５，７８６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８３０円 複 勝 � ３４０円 � １２０円 � １５０円 枠 連（４－６） １，８５０円

普通馬連 �� ２，４４０円 馬 単 �� ７，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８７０円 �� ７８０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ２，１３０円 ３ 連 単 ��� ２８，４３０円

票 数

単勝票数 計 １２８５８１ 的中 � ５５５５（６番人気）
複勝票数 計 １８６９８３ 的中 � ９４１５（６番人気）� ５４１３５（１番人気）� ３５０９５（２番人気）
枠連票数 計 １３４９５５ 的中 （４－６） ５３９７（８番人気）
普通馬連票数 計 ４２７５３７ 的中 �� １２９４９（１１番人気）
馬単票数 計 ３２２９７０ 的中 �� ３２９１（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３６７４２ 的中 �� ３４９８（１１番人気）�� ３９７８（１０番人気）�� １６１９６（１番人気）
３連複票数 計 ４８２７０４ 的中 ��� １６７９８（８番人気）
３連単票数 計 ８３７３９３ 的中 ��� ２１７４（８８番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．０―１１．９―１２．６―１２．８―１２．３―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２３．８―３５．７―４８．３―１：０１．１―１：１３．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドリームザネクスト �
�
父 イーグルカフェ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００９．１０．１０ 東京７着

２００７．４．２１生 牡２鹿 母 インスパイヤダンス 母母 ボージエスト ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



３１０３９１１月１５日 晴 稍重 （２１東京５）第４日 第３競走 ��
��１，４００�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

１：２１．５
１：２０．３

良

良

５７ マイネルマルシェ 牡２黒鹿５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 池上 昌弘 日高 戸川牧場 ４３８＋ ２１：２２．９ １７．７�

２２ 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 ４７０＋ ２１：２３．０� ３．５�
５６ ユメノキズナ 牝２鹿 ５４ 戸崎 圭太諸江 幸祐氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４６２－ ４ 〃 ハナ ３．９�

（大井）

４５ 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± ０１：２３．７４ １４５．５�
６８ フィールザファン 牝２黒鹿５４ 後藤 浩輝櫻井 正氏 和田 正道 むかわ 平岡牧場 ４３０± ０ 〃 アタマ ４０．６�
１１ ショウナンスマイル 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣�湘南 古賀 史生 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４４４± ０ 〃 クビ １１．０	
８１３ ドンビザッツウェイ 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 ４８６± ０１：２３．９１� ４．８

３３ シャイニーハリアー 牡２鹿 ５５ 幸 英明小林 昌志氏 和田正一郎 平取 コアレススタッド ４６０－ ２ 〃 ハナ ５９．７�
８１２ ニシノユートピア 牡２黒鹿５５ 三浦 皇成西山 茂行氏 清水 英克 むかわ 西山牧場 ４４０－ ２１：２４．０クビ ５４．４�
７１１ メジロジャクソン 牡２鹿 ５５ 吉田 豊�メジロ牧場 高橋 裕 洞爺湖 メジロ牧場 ５１４－ ２ 〃 ハナ ３．７
６９ マコトジョセフィン 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹眞壁 明氏 的場 均 様似 出口 繁夫 ４４４－ ４１：２４．２１ １３８．９�
７１０ トーヨーツバサ 牡２鹿 ５５ 小林 淳一�トーヨークラブ 成島 英春 新ひだか 塚尾牧場 ４５２－ ２１：２４．６２� ４４７．０�
４４ ダイワトパーズ 牝２鹿 ５４ 武士沢友治大城 敬三氏 中野渡清一 新ひだか 幌村牧場 ４８０± ０１：２４．７� １３７．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １６，５０５，５００円 複勝： ２６，０１２，０００円 枠連： １４，１５８，８００円

普通馬連： ５５，２４７，６００円 馬単： ４１，０１３，４００円 ワイド【拡大馬連】： １７，８０５，２００円

３連複： ６２，２１１，６００円 ３連単： １０５，４８１，１００円 計： ３３８，４３５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７７０円 複 勝 � ３９０円 � １５０円 � １７０円 枠 連（２－５） ６４０円

普通馬連 �� ３，１７０円 馬 単 �� ６，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９７０円 �� ９７０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ３，３９０円 ３ 連 単 ��� ３５，９９０円

票 数

単勝票数 計 １６５０５５ 的中 � ７３６６（６番人気）
複勝票数 計 ２６０１２０ 的中 � １３０２６（６番人気）� ５６９６７（１番人気）� ４４９８５（３番人気）
枠連票数 計 １４１５８８ 的中 （２－５） １６４１９（２番人気）
普通馬連票数 計 ５５２４７６ 的中 �� １２８６７（１３番人気）
馬単票数 計 ４１０１３４ 的中 �� ４５３４（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７８０５２ 的中 �� ４２２１（１２番人気）�� ４２６１（１１番人気）�� １５８３７（２番人気）
３連複票数 計 ６２２１１６ 的中 ��� １３５４８（１３番人気）
３連単票数 計１０５４８１１ 的中 ��� ２１６３（１１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．０―３６．１―４８．３―５９．５―１：１０．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルマルシェ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ア ラ ジ デビュー ２００９．１０．３ 中山２着

２００７．３．７生 牡２黒鹿 母 メジロベツァーリ 母母 ソードリリー ３戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



３１０４０１１月１５日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （２１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 ７，８００，０００円 ３，１００，０００円 ２，０００，０００円 １，２００，０００円 ７８０，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

４５ マイネルネオス 牡６鹿 ６０ 宗像 徹 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４６２＋ ４３：２４．５ ３．３�

４４ ボ ナ パ ル ト �７鹿 ６０ 山本 康志吉田 勝己氏 中川 公成 早来 ノーザンファーム B４８６＋ ６ 〃 ハナ ７．３�
１１ � スプリングカラー 牝５鹿 ５８ 金子 光希加藤 春夫氏 郷原 洋行 浦河 川越牧場 ４４６－ ４３：２５．１３� １２．７�
６８ トーセンコックス 牡４黒鹿６０ 水出 大介島川 �哉氏 栗田 博憲 三石 平野牧場 ５０２± ０３：２５．９５ ３．１�
５６ パ ゴ ダ 牡３鹿 ５８ 高野 和馬�和田牧場 和田 正道 静内 及川 麻吉 ５１０＋ ４３：２６．０� ９４．１	
３３ フォーリクラッセ 牡６鹿 ６０ 西谷 誠 �キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４９４＋ ６３：２６．４２� ４．３

８１３ フォレストグリーン 牡３鹿 ５８

５６ ▲草野 太郎星野 壽市氏 高松 邦男 新ひだか 原 達也 ４６４－ ４３：２８．４大差 １５０．３�
８１２ リッシンボス 牡５鹿 ６０ 五十嵐雄祐小原 該一氏 菅原 泰夫 浦河 昭和牧場 ５３２＋１０３：２８．６１� ４５．９�
６９ リバルドボーイ 牡７鹿 ６０ 浜野谷憲尚河野 保雄氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ５１０＋ ４３：２８．９２ １１．１
２２ フジノプリンス 牡３黒鹿５８ 柴田 大知藤井 五三氏 柄崎 孝 新冠 須崎牧場 ４５６－ ２３：３０．６大差 １２９．７�
７１０ コ ー ド 牡３鹿 ５８ 柴田 未崎松平 正樹氏 高松 邦男 日高 山際 辰夫 ４７４＋ ６３：３０．７クビ ２１９．２�
７１１ イマジンノココロヲ 牡４鹿 ６０ 横山 義行小田切有一氏 本間 忍 浦河 高野牧場 B４９２＋ ４３：３２．５大差 ３９．９�
５７ スナークキャロル 牝３鹿 ５６ 石神 深一杉本仙次郎氏 佐藤 吉勝 新ひだか 見上牧場 ４２０－ ８３：３３．６７ １４５．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １２，８４９，５００円 複勝： １３，９５６，０００円 枠連： １５，３０５，６００円

普通馬連： ３９，０５０，９００円 馬単： ３２，５８８，４００円 ワイド【拡大馬連】： １３，８５５，０００円

３連複： ４９，５１９，１００円 ３連単： ８４，２８５，４００円 計： ２６１，４０９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １６０円 � ２４０円 � ２９０円 枠 連（４－４） １，３６０円

普通馬連 �� １，４１０円 馬 単 �� ２，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ６７０円 �� １，３５０円

３ 連 複 ��� ４，７２０円 ３ 連 単 ��� ２１，１４０円

票 数

単勝票数 計 １２８４９５ 的中 � ３１４８９（２番人気）
複勝票数 計 １３９５６０ 的中 � ２７５５９（２番人気）� １４２８６（４番人気）� １１０７８（６番人気）
枠連票数 計 １５３０５６ 的中 （４－４） ８３１９（７番人気）
普通馬連票数 計 ３９０５０９ 的中 �� ２０４６８（７番人気）
馬単票数 計 ３２５８８４ 的中 �� ９３６３（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３８５５０ 的中 �� ６５３３（７番人気）�� ５１３９（９番人気）�� ２４００（１５番人気）
３連複票数 計 ４９５１９１ 的中 ��� ７７５８（１６番人気）
３連単票数 計 ８４２８５４ 的中 ��� ２９４３（７３番人気）

上り １マイル １：４７．８ ４F ５１．８－３F ３８．７
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルネオス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Zabeel デビュー ２００５．１２．１０ 中山３着

２００３．３．３０生 牡６鹿 母 マイネプリテンダー 母母 Giladah 障害：６戦１勝 賞金 ２０，５００，０００円
※出走取消馬 カシマレジェンド号（疾病〔左肩跛行〕のため）



３１０４１１１月１５日 晴 稍重 （２１東京５）第４日 第５競走 ��１，６００�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

１：３７．２
１：３７．２

重

重

７１１ ロンギングスター 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝坂本 浩一氏 勢司 和浩 浦河 中村 雅明 ４８４ ―１：３８．５ ２．８�

８１３ ロジシンボリ 牡２黒鹿５５ 三浦 皇成久米田正明氏 大竹 正博 日高 日高大洋牧場 ４３６ ―１：３９．１３� ２４．９�
４５ フレンチビスティー 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹備前島敏子氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４４０ ―１：４０．５９ ９．７�
２２ ジョウテンデジタル 牡２栗 ５５ 柴田 善臣田邉 久男氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 ４６２ ―１：４０．８１� １２．６�
５７ ケンプトンパーク 牡２黒鹿５５ 内田 博幸櫻井 盛夫氏 白井 寿昭 新ひだか 有限会社石川牧場 ５００ ― 〃 ハナ ２．３�
３３ ナムラウォーリアー 牡２青鹿５５ 小林慎一郎奈村 信重氏 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 ４４８ ― 〃 クビ ３７．２�
７１０ エクセリオン 牡２芦 ５５ 柴山 雄一岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４７４ ―１：４１．５４ ４３．８�
６８ ダイワアラミス 牡２鹿 ５５ 武士沢友治大城 敬三氏 鹿戸 雄一 新ひだか 千代田牧場 ４２６ ―１：４２．１３� １４．１	
５６ フラメンコスケッチ 牝２鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真長塩 豊氏 清水 英克 青森 一山育成牧場 ４５６ ―１：４２．３１� １４５．９

４４ オウシュウサンクス 牡２栗 ５５ 戸崎 圭太西村 專次氏 畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム ５１０ ―１：４３．４７ ２１．６�

（大井）

１１ マウントオーヒ 牝２青鹿５４ 大庭 和弥中沢 春吉氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 信広 ４９４ ―１：４３．８２� ５５．８�
６９ アジアンジェット 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義びらとり牧場 田島 俊明 平取 びらとり牧場 ４６６ ―１：４４．４３� ２９．３�
８１２ ホエールマント 牡２鹿 ５５ 幸 英明西浦 和男氏 土田 稔 浦河 地興牧場 ４６４ ―１：４５．１４ １８７．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １６，０４９，５００円 複勝： ２１，７４８，９００円 枠連： １６，３０２，５００円

普通馬連： ５２，８３２，６００円 馬単： ４５，７０２，９００円 ワイド【拡大馬連】： １９，７２６，８００円

３連複： ６１，６７４，６００円 ３連単： １１１，５００，７００円 計： ３４５，５３８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � ５５０円 � ２８０円 枠 連（７－８） ２，８８０円

普通馬連 �� ３，５７０円 馬 単 �� ４，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１６０円 �� ６４０円 �� ３，１２０円

３ 連 複 ��� １０，９５０円 ３ 連 単 ��� ５３，７９０円

票 数

単勝票数 計 １６０４９５ 的中 � ４６８２２（２番人気）
複勝票数 計 ２１７４８９ 的中 � ６５００９（１番人気）� ７３７８（８番人気）� １７６５８（３番人気）
枠連票数 計 １６３０２５ 的中 （７－８） ４１９１（９番人気）
普通馬連票数 計 ５２８３２６ 的中 �� １０９４１（１２番人気）
馬単票数 計 ４５７０２９ 的中 �� ７６４６（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９７２６８ 的中 �� ４１８４（１１番人気）�� ８１１２（７番人気）�� １４８３（２５番人気）
３連複票数 計 ６１６７４６ 的中 ��� ４１６０（３２番人気）
３連単票数 計１１１５００７ 的中 ��� １５３０（１４０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．０―３６．４―４９．２―１：０１．９―１：１４．１―１：２６．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロンギングスター �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サクラユタカオー 初出走

２００７．３．２３生 牡２栗 母 ヒシアイドル 母母 ヒシモナーク １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホエールマント号は，平成２１年１２月１５日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



３１０４２１１月１５日 晴 良 （２１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� コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．１

良

良

７９ デ ィ オ ー サ 牝２青鹿５４ 松岡 正海伊達 敏明氏 手塚 貴久 日高 サンシャイン
牧場 ４６４ ―１：３６．５ ２．０�

６７ ナゲットスマイル 牡２黒鹿５５ 幸 英明竹本いずみ氏 松山 将樹 むかわ 新井牧場 ４４０ ―１：３６．７１ ５０．７�
１１ スマイルバラッド 牡２栗 ５５ 吉田 豊��昭牧場 清水 久詞 浦河 高昭牧場 ５００ ―１：３７．０１� １５．２�
６６ アークビショップ 牡２栗 ５５ 蛯名 正義 �キャロットファーム 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２ ― 〃 クビ １４．２�
２２ マイネルナタリス 牡２黒鹿５５ 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム ４６６ ―１：３７．１� ６．０�
（大井）

７８ アクアオーラ 牝２栗 ５４ 三浦 皇成 �ノースヒルズマネ
ジメント 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３６ ―１：３７．３１� ３．７	

３３ シルクウィーク 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹有限会社シルク杉浦 宏昭 日高 ヤナガワ牧場 ４８８ ― 〃 ハナ １３．９

８１０ ビッグジョー 牡２鹿 ５５ A．クラストゥス 河内 孝夫氏 高市 圭二 新冠 中地 康弘 ５４８ ―１：３９．０大差 １５３．９�

（仏）

５５ グローリーゲイル 牡２黒鹿５５ 柴田 善臣岡田 牧雄氏 矢野 英一 浦河 山田 昇史 ４４６ ―１：３９．１� ２１．９�
８１１ ポルカドット 牡２芦 ５５ 武士沢友治西森 鶴氏 堀井 雅広 新ひだか ニシケンフアーム ５３０ ―１：４２．２大差 ２０１．９
４４ リーブルーム 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝�木村牧場 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 ４６４ ― （競走中止） ２８．１�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １７，５４９，５００円 複勝： ２１，２３０，１００円 枠連： １７，０４５，５００円

普通馬連： ４９，９９７，５００円 馬単： ４４，０９８，３００円 ワイド【拡大馬連】： １７，１９８，３００円

３連複： ５３，７６３，３００円 ３連単： １１１，６５０，３００円 計： ３３２，５３２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � ８００円 � ２９０円 枠 連（６－７） ８２０円

普通馬連 �� ３，８２０円 馬 単 �� ４，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４３０円 �� ４８０円 �� ３，８４０円

３ 連 複 ��� ９，９７０円 ３ 連 単 ��� ４７，８３０円

票 数

単勝票数 計 １７５４９５ 的中 � ７０４５９（１番人気）
複勝票数 計 ２１２３０１ 的中 � ７２３７０（１番人気）� ４５６９（９番人気）� １５６４７（５番人気）
枠連票数 計 １７０４５５ 的中 （６－７） １５３９３（５番人気）
普通馬連票数 計 ４９９９７５ 的中 �� ９６６４（１４番人気）
馬単票数 計 ４４０９８３ 的中 �� ７２５５（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７１９８３ 的中 �� ２８８１（１９番人気）�� ９６３３（４番人気）�� １０３６（３２番人気）
３連複票数 計 ５３７６３３ 的中 ��� ３９８１（３２番人気）
３連単票数 計１１１６５０３ 的中 ��� １７２３（１３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．９―３６．２―４８．９―１：０１．３―１：１２．５―１：２３．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デ ィ オ ー サ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Gone West 初出走

２００７．３．１３生 牝２青鹿 母 ジェニアリータ 母母 Golden Sonnet １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 リーブルーム号は，向正面で異常歩様となったため３コーナー手前で競走中止。
〔調教再審査〕 リーブルーム号は，向正面で異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ポルカドット号は，平成２１年１２月１５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または施行団体名を表示している。



３１０４３１１月１５日 晴 稍重 （２１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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

５９ カラメルマキアート 牡４鹿 ５７ A．クラストゥス �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４９２＋ ４１：２４．２ ３．２�
（仏）

１２ アポロラムセス 牡４芦 ５７ 戸崎 圭太アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ４９６－ ４１：２４．４１� ３．１�
（大井）

６１１ ヤマタケディガー 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝山中 佳代氏 根本 康広 日高 今井牧場 ４５０± ０１：２４．５� １０．１�
３５ スカーレットライン 牡４栗 ５７ 内田 博幸 �グリーンファーム 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４９４＋１０１：２４．７１� ３．７�
８１６ ブレーヴゴールド 牡３青鹿５６ 柴山 雄一磯波 勇氏 高木 登 新冠 平山牧場 B４５４－ ２１：２５．１２� ３０．６�
７１４ カ カ ロ ッ ト 牡４鹿 ５７ 幸 英明池谷 誠一氏 粕谷 昌央 門別 サンバマウン

テンファーム ４９６－ ８１：２５．３１� １８．９	
１１ ティティボス 牡５鹿 ５７ 伊藤 直人冨塚 善三氏 斎藤 誠 門別 坂戸 節子 B４９６－ ６ 〃 アタマ ７２．４

５１０� クリスオフトレイル 牡４鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真 �サンデーレーシング 古賀 慎明 早来 ノーザンファーム ５０６＋ ２１：２５．５１� １６．４�
３６ アドバンスピール 牡４青鹿５７ 松岡 正海西川 隆士氏 池上 昌弘 静内 タイヘイ牧場 ４９０＋１０ 〃 ハナ ２７．５�
２３ ナスノマツカゼ 牡４栗 ５７ 村田 一誠須野牧場 矢野 照正 栃木 恵比寿興業株式

会社須野牧場 ４６２＋ ６１：２５．７１� ２１８．０�
８１５ ボンジュールソノコ 牝４栗 ５５ 大庭 和弥田中善次郎氏 奥平 雅士 新冠 平山牧場 ４６４＋ ２ 〃 ハナ ２９０．８�
４７ � スティングマリー 牝４栗 ５５ 勝浦 正樹青木 基秀氏 岩戸 孝樹 新冠 山岡牧場 ４７４－ ４１：２５．９１� １５３．６�
２４ メイショウグラナダ 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義松本 好�氏 中野 栄治 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４９８± ０ 〃 クビ ５９．４�
６１２ エドノゴールド 牡３鹿 ５６ 吉田 豊遠藤 喜松氏 高木 登 静内 マークリ牧場 ４５６± ０１：２６．０クビ ３４０．２�
４８ � トミケントラスト 牡５鹿 ５７ 武士沢友治冨樫 賢二氏 水野 貴広 三石 上村 清志 ５２８＋ ４１：２６．２１� １２２．８�
７１３ ガリレオシチー 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 日高 幾千世牧場 ５０６＋ ６１：２７．０５ ９６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，０９５，７００円 複勝： ４１，２９３，１００円 枠連： ２３，２２４，７００円

普通馬連： ９１，８１１，３００円 馬単： ６１，８８７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，１３７，５００円

３連複： ９９，９５９，８００円 ３連単： １７２，９０１，９００円 計： ５４４，３１１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １３０円 � １２０円 � ２１０円 枠 連（１－５） ３８０円

普通馬連 �� ４１０円 馬 単 �� ８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ４９０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� １，１９０円 ３ 連 単 ��� ４，４９０円

票 数

単勝票数 計 ２３０９５７ 的中 � ５７２３６（２番人気）
複勝票数 計 ４１２９３１ 的中 � ８５８７０（２番人気）� １２４０５９（１番人気）� ３７５７６（４番人気）
枠連票数 計 ２３２２４７ 的中 （１－５） ４５９４５（１番人気）
普通馬連票数 計 ９１８１１３ 的中 �� １６５２７８（１番人気）
馬単票数 計 ６１８８７６ 的中 �� ５５８２６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０１３７５ 的中 �� ４４０４５（１番人気）�� １３６１４（５番人気）�� １６１８２（４番人気）
３連複票数 計 ９９９５９８ 的中 ��� ６２３８０（２番人気）
３連単票数 計１７２９０１９ 的中 ��� ２８４４１（７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．７―３５．２―４７．４―５９．５―１：１１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３６．８
３ ９（１５，１６）（４，１４）（１，６）（２，８，１０）（３，５）７－１１－（１２，１３） ４ ９（１５，１６）１４（４，６）（１，２）（５，１０）（３，８，７）１１，１２，１３

勝馬の
紹 介

カラメルマキアート �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００８．４．２０ 阪神２着

２００５．３．１８生 牡４鹿 母 エリザベスローズ 母母 ノーベンバーローズ １３戦２勝 賞金 ２７，９００，０００円
［他本会外：１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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 エストシャイン号
※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１５日 晴 良 （２１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

１：５７．２
１：５６．４

良

良

８１０ リ コ リ ス 牝３鹿 ５３ 蛯名 正義諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４９０＋ ２２：０１．４ ２３．７�

５５ クーデグレイス 牝３黒鹿５３ 内田 博幸吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４６８± ０ 〃 クビ １．６�
７７ スカーレットダイヤ 牝４青鹿５５ 松岡 正海芹澤 精一氏 勢司 和浩 浦河 谷川牧場 ４４０－ ６２：０１．６１� ８．１�
１１ エオリアンハープ 牝３栗 ５３ 柴田 善臣 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４３４＋ ２２：０１．７クビ ４．０�
３３ マイネルーチェ 牝５黒鹿５５ 三浦 皇成 �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 ４６６－ ８２：０１．９１� １２．１�
８９ ア カ リ 牝３栗 ５３ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 静内 矢野牧場 ４５２－ ２２：０２．０� １１０．２	
２２ ダークエンジェル 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真吉田 勝己氏 古賀 慎明 早来 ノーザンファーム ４２２＋ ２２：０２．１� １８．０

７８ ロイヤルネックレス 牝３青 ５３ 勝浦 正樹吉田 照哉氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４６８－ ６２：０２．７３� ６１．９�
４４ マイネエアウエイ 牝４鹿 ５５ 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４４６＋１０２：０２．９１� ４１．０�
（大井）

６６ � ツインダイヤ 牝３栗 ５３ 吉田 豊�坂東牧場 境 征勝 日高 ファーミングヤナキタ ４７２± ０２：０３．０� ２６９．４

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２５，９１３，３００円 複勝： ７５，７８４，２００円 枠連： １７，２４１，６００円

普通馬連： ７６，８９６，３００円 馬単： ７３，０３３，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，５７４，０００円

３連複： ８１，７２５，３００円 ３連単： ２４１，６２６，４００円 計： ６１９，７９５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３７０円 複 勝 � ３６０円 � １１０円 � １７０円 枠 連（５－８） １，１４０円

普通馬連 �� １，４４０円 馬 単 �� ５，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� １，３００円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ２，４７０円 ３ 連 単 ��� ３０，４８０円

票 数

単勝票数 計 ２５９１３３ 的中 � ８６４７（６番人気）
複勝票数 計 ７５７８４２ 的中 � １８８６９（６番人気）� ５１８０８２（１番人気）� ５７０１０（３番人気）
枠連票数 計 １７２４１６ 的中 （５－８） １１２３２（５番人気）
普通馬連票数 計 ７６８９６３ 的中 �� ３９６３０（５番人気）
馬単票数 計 ７３０３３９ 的中 �� １０７０８（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７５７４０ 的中 �� １２１９７（６番人気）�� ４５３１（１５番人気）�� ３４９４５（２番人気）
３連複票数 計 ８１７２５３ 的中 ��� ２４４９６（８番人気）
３連単票数 計２４１６２６４ 的中 ��� ５８５２（８１番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．５―１２．７―１３．０―１２．８―１１．６―１１．６―１１．０―１１．１―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２５．４―３８．１―５１．１―１：０３．９―１：１５．５―１：２７．１―１：３８．１―１：４９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４５．９―３F３４．３

３ ３（４，９）（２，５）（７，８）１，１０－６
２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

リ コ リ ス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１２．２８ 中山１着

２００６．４．１７生 牝３鹿 母 ジューンアナガリス 母母 カフェロワイヤル ７戦３勝 賞金 ２８，５３６，０００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。



３１０４５１１月１５日 晴 良 （２１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 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．１

良

良

８１６ ア パ パ ネ 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４６８－ ８１：３４．５レコード ６．０�

５９ ブルーミングアレー 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７６－ ２１：３４．９２� １．８�
６１１ クロフォード 牝２青 ５４ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム ４４４－ ４１：３５．３２� ５．４�
７１３ トゥニーポート 牝２黒鹿５４ 村田 一誠�ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 ４３８－ ２ 〃 クビ ３３．８�
８１５ 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± ０ 〃 アタマ ２９．１�
７１４ ゴールドジャパン 牝２鹿 ５４ A．クラストゥス 居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム ４５８－ ６１：３５．４� ２７．４	

（仏）

３５ トロンプルイユ 牝２栗 ５４ 柴山 雄一 �ノースヒルズマネ
ジメント 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３０＋ ２ 〃 アタマ ５４．０


１１ マイネノーブレス 牝２栗 ５４ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 大竹 正博 新冠 的場牧場 ４２０± ０１：３５．６１� ２８．７�

３６ � アイアムルビー 牝２栗 ５４ 幸 英明堀 紘一氏 長浜 博之 米 Fontainebleau
Farm Inc. ４５２－ ６ 〃 ハナ １２．３�

５１０ メジロイングリッド 牝２芦 ５４ 吉田 豊�メジロ牧場 萱野 浩二 洞爺湖 メジロ牧場 ４３８－１０１：３５．７クビ ６５．０
１２ ウインマリアベール 牝２栗 ５４ 内田 博幸�ウイン 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４３８－ ４ 〃 クビ １４．６�
２４ 	 ク ラ キ ン コ 牝２栗 ５４ 小国 博行倉見 利弘氏 堂山 芳則 日高 倉見牧場 B５００－ ４１：３６．０１
 １０２．９�

（北海道） （北海道）

４８ ク リ ア キ ー 牝２鹿 ５４ 伊藤 工真 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム ４２２± ０１：３６．４２� １１８．７�
４７ � トキメキジーン 牝２栗 ５４ 武士沢友治片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ４０４－１０１：３６．５� ４２６．７�
２３ コスモヴァルール 牝２栗 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 上山牧場 ４６０－ ４１：３６．６
 １８９．６�
６１２	 スマートラック 牝２栗 ５４ 戸崎 圭太大川 徹氏 小久保 智 新ひだか 藤沢牧場 ４６４＋ ４１：３９．４大差 ２８９．２�

（浦和） （大井）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，４４１，４００円 複勝： ４９，９８９，８００円 枠連： ３６，５９３，４００円

普通馬連： １３０，８１１，１００円 馬単： ９５，０９０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，８９２，１００円

３連複： １３８，２４５，２００円 ３連単： ２８３，８３３，５００円 計： ８１５，８９６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（５－８） ５００円

普通馬連 �� ５３０円 馬 単 �� １，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ４４０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ９００円 ３ 連 単 ��� ７，０００円

票 数

単勝票数 計 ４０４４１４ 的中 � ５３７１４（３番人気）
複勝票数 計 ４９９８９８ 的中 � ７４８９５（３番人気）� １６６７８６（１番人気）� ７９３３７（２番人気）
枠連票数 計 ３６５９３４ 的中 （５－８） ５４７０９（１番人気）
普通馬連票数 計１３０８１１１ 的中 �� １８４０８６（１番人気）
馬単票数 計 ９５０９０４ 的中 �� ４１７４５（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０８９２１ 的中 �� ５０４４３（１番人気）�� １９９７５（４番人気）�� ４５７１４（２番人気）
３連複票数 計１３８２４５２ 的中 ��� １１３８４６（１番人気）
３連単票数 計２８３８３３５ 的中 ��� ２９９６６（９番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．９―１２．３―１２．４―１１．６―１０．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．３―３５．２―４７．５―５９．９―１：１１．５―１：２２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３４．６
３ ６，１０（２，１１）（４，９，１４）１６（１，１３）（３，７，１５）（５，８）－１２ ４ ６，１０（２，１１）（４，９）３（１６，１４）（５，１，１３）（７，１５）８－１２

勝馬の
紹 介

ア パ パ ネ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Salt Lake デビュー ２００９．７．５ 福島３着

２００７．４．２０生 牝２鹿 母 ソルティビッド 母母 Piper Piper ３戦２勝 賞金 １７，１７１，０００円
〔その他〕 スマートラック号は，１着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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１５日 晴 良 （２１東京５）第４日 第１０競走 ��
��１，８００�ノベンバーステークス

発走１４時５０分 （芝・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
賞 品

本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

８１８� チョウカイファイト 牡６栗 ５７ 蛯名 正義�平田牧場 加藤 敬二 浦河 酒井牧場 ５１４＋ ８１：４６．９ １５．４�

１１ ドリームゼニス 牡３栗 ５５ 松岡 正海セゾンレースホース� 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ４９６＋ ６ 〃 クビ ３．４�
３６ スノークラッシャー 牡４栃栗５７ 三浦 皇成齊藤四方司氏 清水 利章 鵡川 上水牧場 ４３８＋ ２１：４７．０� ４．２�
６１１ アドバンスヘイロー 牡３青鹿５５ A．クラストゥス 西川 隆士氏 河野 通文 新冠 佐藤 信広 ４５４＋ ４ 〃 アタマ ２０９．８�

（仏）

５１０ ダイレクトキャッチ 牡５黒鹿５７ 小野 次郎 �サンデーレーシング 村山 明 追分 追分ファーム ４９０－ ６１：４７．２１� ９．４�
７１５ アペリティフ 	６鹿 ５７ 幸 英明 �ノースヒルズマネ

ジメント 坪 憲章 千歳 社台ファーム ４９６＋ ６１：４７．３� ２３．６	
３５ ブルーマーテル 牡５栗 ５７ 五十嵐雄祐吉田喜代司氏 菅原 泰夫 砂原 岩本 五郎 B４６０＋ ２１：４７．４クビ １３．８

２４ � ゴールディーロック 牡５鹿 ５７ 柄崎 将寿松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４６４＋ ４ 〃 アタマ １７３．０�
８１７ コスモピロリ 牡５鹿 ５７ 吉田 豊 �ビッグレッドファーム 清水 利章 浦河 モトスファーム ５２４＋ ６ 〃 クビ １０１．５�
６１２ ダイバーシティ 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４６４＋ ２１：４７．５
 ３．５
１２ リバースモード 牡７鹿 ５７ 後藤 浩輝臼田 浩義氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９４＋ ２ 〃 アタマ １５０．８�
２３ � カゼノコウテイ 牡６鹿 ５７ 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 伸一 門別 槇本牧場 ４６２＋ ６１：４７．７１� １６７．６�
４７ ドリームトレジャー 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一セゾンレースホース� 阿部 新生 門別 田端牧場 B４７０－ ２１：４７．８クビ ４１．８�
８１６ マイネルグラシュー 牡５鹿 ５７ 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 浦河 �桁牧場 ４９８± ０ 〃 ハナ ２８．８�
（大井）

５９ オリオンザドンペリ 牡５栗 ５７ 柴田 善臣平本 敏夫氏 小西 一男 三石 大塚牧場 ４８４＋ ４ 〃 クビ ２４．５�
７１３ クリムゾンベガ 牡５黒鹿５７ 村田 一誠 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４７８＋１０１：４７．９� ５６．８�
４８ スズノオオゴン 牡６鹿 ５７ 小林 淳一小紫 芳夫氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４５６－ ２１：４８．１１ ３０８．５�
７１４� トウカイエール 	９青 ５７ 伊藤 工真内村 正則氏 後藤 由之 平取 びらとり牧場 ４６４－１８１：４８．６３ ４１８．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３３，１１８，６００円 複勝： ４５，８２３，３００円 枠連： ４０，５５６，４００円

普通馬連： １７１，３５９，３００円 馬単： ９４，４５６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，７９８，６００円

３連複： １７２，１０７，１００円 ３連単： ３３８，３２５，５００円 計： ９３９，５４５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５４０円 複 勝 � ３８０円 � １６０円 � １７０円 枠 連（１－８） １，５５０円

普通馬連 �� ２，５９０円 馬 単 �� ６，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９００円 �� １，３６０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ４，３５０円 ３ 連 単 ��� ４１，７３０円

票 数

単勝票数 計 ３３１１８６ 的中 � １７０３４（６番人気）
複勝票数 計 ４５８２３３ 的中 � ２３７７７（６番人気）� ９４７１４（２番人気）� ７５７２８（３番人気）
枠連票数 計 ４０５５６４ 的中 （１－８） １９３７７（９番人気）
普通馬連票数 計１７１３５９３ 的中 �� ４８９３７（１０番人気）
馬単票数 計 ９４４５６８ 的中 �� １０００８（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３７９８６ 的中 �� １１５９３（１０番人気）�� ７４１１（１８番人気）�� ３３１６５（３番人気）
３連複票数 計１７２１０７１ 的中 ��� ２９２１６（１３番人気）
３連単票数 計３３８３２５５ 的中 ��� ５９８４（１２５番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．６―１１．８―１２．０―１１．９―１１．９―１１．２―１１．１―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．６―３６．４―４８．４―１：００．３―１：１２．２―１：２３．４―１：３４．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．６―３F３４．７

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

・（１１，１６）（５，７，１７）（９，１８）（１，４，１０，１２，１４）（６，８，１３）（２，１５）３・（１１，１６）１７（５，７）９，１（４，１８）（１０，１３）（６，１２）（８，１４）（２，１５）３
勝馬の
紹 介

�チョウカイファイト �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 パークリージエント

２００３．３．１１生 牡６栗 母 ホクトペンダント 母母 ホクトビーナス １８戦３勝 賞金 ６４，５２１，０００円
初出走 JRA

※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。
（非当選馬） １頭 スズジュピター号
※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。



３１０４７１１月１５日 晴 良 （２１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，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
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 ２３，０００，０００円 ９，２００，０００円 ５，８００，０００円 ３，５００，０００円 ２，３００，０００円
付 加 賞 ５５３，０００円 １５８，０００円 ７９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

７１３ アイアムカミノマゴ 牝３鹿 ５２ 松岡 正海堀 紘一氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４７２± ０１：２０．８ ６．５�

４７ � アーバニティ 牡５黒鹿５７ 内田 博幸 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム ５０４＋ ２１：２１．０１ ３．９�
２４ � ダイワマックワン 牡４鹿 ５４ 武士沢友治大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４６４＋ ２ 〃 クビ ２３．７�
５９ ファルカタリア 牡５栗 ５３ 柴田 善臣 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５００± ０１：２１．１� ２５．９�
３５ ティアップゴールド 牡３鹿 ５３ 勝浦 正樹田中 昇氏 西浦 勝一 様似 富田 恭司 ４７２＋ ６１：２１．２� ７．７�
５１０ ヤマニンエマイユ 牝６鹿 ５３ 蛯名 正義土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４６４± ０１：２１．３� １８．５�
８１６	 アポロドルチェ 牡４青鹿５６ 三浦 皇成アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Clarkland

Farm ４７６＋ ４ 〃 クビ １８．２	
３６ ゲイルスパーキー 牡５鹿 ５５ 後藤 浩輝
RRA 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ４８８＋１０１：２１．４� １４．９�
７１４ カツヨトワイニング 牝３鹿 ５０ 嘉藤 貴行丹羽 茂文氏 高橋 義博 早来 ノーザンファーム ４１６－ ２１：２１．６１ １３０．７�
８１８ マイネルレーニア 牡５栗 ５８ 戸崎 圭太 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 静内 岡田スタツド ５１８－ ６１：２１．９１� １６．７
（大井）

１２ 	 ドラゴンウェルズ 牡６鹿 ５６ 幸 英明窪田 芳郎氏 藤原 英昭 米 Kilroy Thorough-
bred Partnership ４８０－ ８ 〃 クビ １１．９�

４８ インセンティブガイ 牡８鹿 ５４ 吉田 豊齊藤四方司氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４７４＋ ６１：２２．１１ ６８．２�
７１５ メイショウトッパー 牡６黒鹿５４ 柴山 雄一松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 ４７８－ ６ 〃 ハナ ７０．５�
１１ � スピードタッチ 牡６鹿 ５４ 村田 一誠冨沢 敦子氏 崎山 博樹 様似 長田 操 ５２４± ０１：２２．２クビ １８．４�
６１１	 フライングアップル 牡５鹿 ５５ A．クラストゥス 山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 McKee Sta-

bles, Inc. B５１０－１０ 〃 ハナ ５．０�
（仏）

８１７ グッドキララ 牡５鹿 ５３ 小野 次郎杉立 恭平氏 川村 禎彦 新冠 ヒノデファーム ５２６－１０１：２２．５２ １０８．８�
２３ ゲットフルマークス 牡３鹿 ５３ 横山 義行
ジェイアール 岩戸 孝樹 浦河 梅田牧場 ４８８＋ ２１：２２．７１ １３４．２�
６１２ マイネルハーティー 牡７青鹿５２ 伊藤 工真 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 鵡川 市川牧場 ４９６－ ４ （競走中止） １２１．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ５６，０６０，４００円 複勝： ８２，３６３，２００円 枠連： ７６，０２２，１００円

普通馬連： ３５７，０９８，３００円 馬単： １８２，６０９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ８７，２７３，７００円

３連複： ３９６，１０４，６００円 ３連単： ７３７，５１６，８００円 計： １，９７５，０４８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２６０円 � １７０円 � ５３０円 枠 連（４－７） １，４５０円

普通馬連 �� １，５７０円 馬 単 �� ３，５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� ２，５２０円 �� １，５３０円

３ 連 複 ��� １１，６００円 ３ 連 単 ��� ６７，０４０円

票 数

単勝票数 計 ５６０６０４ 的中 � ６８９９０（３番人気）
複勝票数 計 ８２３６３２ 的中 � ８０９６９（４番人気）� １５８７６１（１番人気）� ３３２２６（８番人気）
枠連票数 計 ７６０２２１ 的中 （４－７） ３８８０４（６番人気）
普通馬連票数 計３５７０９８３ 的中 �� １６８９０７（２番人気）
馬単票数 計１８２６０９４ 的中 �� ３８０１９（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８７２７３７ 的中 �� ３５２７３（２番人気）�� ８２０４（３５番人気）�� １３８２４（１４番人気）
３連複票数 計３９６１０４６ 的中 ��� ２５２０５（３６番人気）
３連単票数 計７３７５１６８ 的中 ��� ８１１９（１７８番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．１―１１．４―１１．１―１１．４―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．３―３４．４―４５．８―５６．９―１：０８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイアムカミノマゴ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Danzig Connection デビュー ２００８．６．２８ 福島１着

２００６．２．２２生 牝３鹿 母 アイアムザウィナー 母母 Blue Jean Baby １１戦３勝 賞金 ６７，５４５，０００円
〔競走中止〕 マイネルハーティー号は，競走中に疾病〔左第１指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 ゲットフルマークス号の騎手横山義行は，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１０番への進路影

響）
ダイワマックワン号の騎手武士沢友治は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。（９番への
進路影響）

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１７頭 アンクルリーサム号・アンダーカウンター号・イースター号・オースミダイドウ号・コレデイイノダ号・

スリーアベニュー号・タイガーストーン号・タカオセンチュリー号・タガノサイクロン号・テイエムアクション号・
デグラーティア号・ナムラミーティア号・ブラックバースピン号・マイネルフォーグ号・ムラマサノヨートー号・
ワイルドシャウト号・ワールドハンター号

※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１５日 晴 稍重 （２１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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

７１３ アルトップラン 牡４栗 ５７ 吉田 豊�エーティー 矢作 芳人 静内 千代田牧場 ４９２＋ ２１：３７．２ １９．４�

４７ マイディアサン 牡５栗 ５７ 蛯名 正義 �社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム ４９８＋ ４１：３７．４１ ５．０�
７１２� キャッツインブーツ 牡４栗 ５７ 内田 博幸山本 英俊氏 池江 泰寿 愛 Stonethorn

Stud Farms Ltd ５１４－ ４１：３７．５� ４．６�
３５ エ ジ ソ ン 牡３栗 ５６ 柴田 善臣重松 國建氏 鹿戸 雄一 日高 横井 哲 ５１６－ ２１：３７．７１	 ８．９�
２２ リフレックス 牡４栗 ５７ A．クラストゥス �木村牧場 鈴木 伸尋 門別 木村牧場 ４６４± ０１：３７．８� ５．４�

（仏）

５８ ワスレナグサ 牝４鹿 ５５ 松岡 正海飯田 正剛氏 的場 均 静内 千代田牧場 B４６８－ ６１：３８．０１� ９．３�
６１０
 ナムラビスマルク 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝ディアレスト 佐々木亜良 門別 いとう牧場 B４７８－ ４１：３８．１� ５４．８	
４６ ニシノウェーブ 牡６栗 ５７ 勝浦 正樹西山 茂行氏 小西 一男 鵡川 西山牧場 ４７０± ０１：３８．７３� ８６．９

８１５ シュウザンアイ 牝７栗 ５５

５２ ▲草野 太郎平 光良氏 鈴木 康弘 静内 桜井牧場 ４６２－ ８ 〃 クビ １１７．２�
８１４ セイウンマル 牡６黒鹿５７ 大庭 和弥西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 高昭牧場 ４６６± ０ 〃 ハナ ３３．９�
６１１ ゲイルカフェ 牡４栗 ５７ 戸崎 圭太西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４４０－ ４１：３８．８クビ ７．１

（大井）

５９ アドマイヤマントル 牡６鹿 ５７
５４ ▲伊藤 工真近藤 利一氏 古賀 史生 静内（有）下河辺トレー

ニングセンター B５０８－ ２１：３９．２２� ８．３�
３４ ココシュニック 牝４芦 ５５ 武士沢友治吉田 和子氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５１０－１０ 〃 ハナ ４２．４�
１１ � ワールドブルー 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 �ブルーマネジメント森 秀行 米 Fusao

Sekiguchi ４７８－ ８１：３９．３� ６８．９�
２３ キモンホワイト 牡４芦 ５７ 幸 英明小林 祥晃氏 上原 博之 門別 ヤナガワ牧場 B４９８＋ ２１：３９．４� ６１．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４６，２４２，３００円 複勝： ６７，５０６，７００円 枠連： ５０，２９２，５００円

普通馬連： １８８，７４２，５００円 馬単： １０３，７１７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５２，９０２，６００円

３連複： １９０，２７９，３００円 ３連単： ３８６，６６２，９００円 計： １，０８６，３４６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９４０円 複 勝 � ５２０円 � １９０円 � ２１０円 枠 連（４－７） ９９０円

普通馬連 �� ４，４００円 馬 単 �� １０，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５７０円 �� １，０９０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ６，６４０円 ３ 連 単 ��� ５２，４００円

票 数

単勝票数 計 ４６２４２３ 的中 � １８８０８（８番人気）
複勝票数 計 ６７５０６７ 的中 � ２７７３９（８番人気）� １０６０４２（２番人気）� ９４９２６（３番人気）
枠連票数 計 ５０２９２５ 的中 （４－７） ３７８１３（２番人気）
普通馬連票数 計１８８７４２５ 的中 �� ３１６７９（２２番人気）
馬単票数 計１０３７１７６ 的中 �� ７４２１（４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５２９０２６ 的中 �� ８００１（２２番人気）�� １１７９０（１５番人気）�� ２４６１２（３番人気）
３連複票数 計１９０２７９３ 的中 ��� ２１１４９（２５番人気）
３連単票数 計３８６６６２９ 的中 ��� ５４４６（１９９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１１．８―１２．４―１２．６―１２．２―１２．０―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．９―３５．７―４８．１―１：００．７―１：１２．９―１：２４．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．１―３F３６．５
３ ８（６，１）７（４，５）（２，１０）（３，１２，９）（１３，１１）１４－１５ ４ ８，１（６，７，５）１０（２，４，１２）（１１，９）（３，１３）１５，１４

勝馬の
紹 介

アルトップラン �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２００８．２．１０ 京都３着

２００５．４．１１生 牡４栗 母 ロマンスプレゼント 母母 ビューチフルロマン １４戦４勝 賞金 ４２，４４１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時１０分に変更。
※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。



（２１東京５）第４日 １１月１５日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １６８頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２２１，０５０，０００円
２，１３０，０００円
１４，６６０，０００円
１，９１０，０００円
２０，９１０，０００円
６０，５９６，０００円
４，９９４，６００円
１，６６３，２００円

勝馬投票券売得金
３１２，４９０，６００円
４８２，５５１，０００円
３３２，３１９，２００円
１，２９７，１１２，４００円
８４２，２３７，４００円
３７９，５６８，２００円
１，４０２，５４８，０００円
２，７５９，０５３，９００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 ７，８０７，８８０，７００円

総入場人員 ４６，４１２名 （有料入場人員 ４４，８６８名）




