
３１０８５１１月２９日 晴 良 （２１東京５）第８日 第１競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１０時０５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

６１１ セ イ リ オ ス 牡２鹿 ５５ M．デムーロ �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４７０± ０１：３９．４ ２．６�
（伊）

８１５ マイネルオベリスク 牡２鹿 ５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 赤石 久夫 B４８６± ０１：４０．１４ ２０２．９�

４８ 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 ４２４＋ ２１：４０．５２� ３．７�
７１４ カフェラビリンス 牡２鹿 ５５ 松岡 正海西川 恭子氏 松山 康久 千歳 社台ファーム ５２４＋１０ 〃 クビ ４．６�
７１３ ウエスタンウェイブ 牡２鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真西川 賢氏 古賀 史生 新ひだか 北西牧場 ４６０± ０１：４０．６� １８．７�
８１６ メイショウセキトバ 牡２鹿 ５５ 横山 典弘松本 好雄氏 小島 太 浦河 太陽牧場 ５０８＋ ６ 〃 ハナ １５．６	
１２ 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 ４６４＋ ２１：４１．０２� ２７．２

２３ 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± ０ 〃 アタマ １２．０�
２４ トラストイチゲキ 牡２芦 ５５ 柴山 雄一菅波 雅巳氏 高橋 裕 えりも エクセルマネジメント B４５０－ ４１：４１．１� ２６６．６�
３６ マルコファンタジー 牝２鹿 ５４ 戸崎 圭太�大山商事 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 ４２８± ０１：４１．２� １５４．９

（大井）

６１２ ラ ド 牡２黒鹿５５ 武 豊佐々木 勇氏 武藤 善則 浦河 鎌田 正嗣 ４７２＋ ４１：４１．４１� １３．６�
５１０ マイネルウィット 牡２青鹿５５ C．ルメール �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ５０８－ ２１：４２．１４ ５９．７�
（仏）

１１ ハナコチャン 牝２黒鹿 ５４
５１ ▲丸山 元気�テンジン 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４０６－１４１：４２．５２� １６１．９�

５９ クリノケイブパール 牡２青鹿５５ 大庭 和弥栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 豊郷牧場 ４４２－１４１：４２．９２� ４０４．３�
３５ マイネルウィル 牡２鹿 ５５ 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新ひだか 畠山牧場 ４８４＋ ２１：４３．３２� １８０．８�
４７ ハイタッチクイーン 牝２栗 ５４ 田面木博公星野 壽市氏 高松 邦男 日高 前野牧場 ４３６＋ ４１：４３．６２ ５５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，４４４，３００円 複勝： ３９，３１４，３００円 枠連： １８，４６９，７００円

普通馬連： ７６，０６２，９００円 馬単： ５４，２２５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，２４１，７００円

３連複： ９１，３９１，３００円 ３連単： １４１，３４９，２００円 計： ４７０，４９９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １２０円 � ３，２８０円 � １４０円 枠 連（６－８） １，３６０円

普通馬連 �� ３５，２７０円 馬 単 �� ４３，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９，１８０円 �� ２２０円 �� １１，７１０円

３ 連 複 ��� ３６，５８０円 ３ 連 単 ��� ２６１，４５０円

票 数

単勝票数 計 ２１４４４３ 的中 � ６７３２０（１番人気）
複勝票数 計 ３９３１４３ 的中 � １１６４９７（１番人気）� １６７７（１３番人気）� ８３６６７（２番人気）
枠連票数 計 １８４６９７ 的中 （６－８） １００５８（５番人気）
普通馬連票数 計 ７６０６２９ 的中 �� １５９２（４２番人気）
馬単票数 計 ５４２２５８ 的中 �� ９１７（７０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８２４１７ 的中 �� ６４７（４９番人気）�� ４２０２１（１番人気）�� ５０６（５２番人気）
３連複票数 計 ９１３９１３ 的中 ��� １８４４（７９番人気）
３連単票数 計１４１３４９２ 的中 ��� ３９９（４８９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．５―１２．３―１２．２―１２．９―１２．８―１２．３―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．９―３６．２―４８．４―１：０１．３―１：１４．１―１：２６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．０―３F３８．１
３ １６，１５－（７，１１）－（３，１０）１２，８（４，１４）（６，１３）－２（９，５）－１ ４ １６，１５－１１－（７，３，１０）１２，８（４，１４）（６，１３）（２，９）－５，１

勝馬の
紹 介

セ イ リ オ ス �
�
父 トワイニング �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．７．５ 札幌８着

２００７．４．２３生 牡２鹿 母 ステラマリス 母母 ステラマドリッド ４戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
※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。
（非抽選馬） ３頭 クレバーミッキー号・ハローハピネス号・ビップレジェンド号
※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。



３１０８６１１月２９日 晴 良 （２１東京５）第８日 第２競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時３５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

８１５ タマビッグボス 牡２青鹿５５ 松岡 正海玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４８６＋ ２１：２７．３ ３．５�

８１６ ミエノグレース 牝２栗 ５４ 武 豊里見美惠子氏 鹿戸 雄一 新冠 富本 茂喜 ４８２－ ４１：２７．６２ ３．７�
２３ アドレッセンス 牡２鹿 ５５ 福永 祐一臼田 浩義氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４５８－ ２１：２７．７クビ １５．７�
５９ 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 ４５８＋ ２１：２８．０２ ８．５�
４８ モンスティル 牝２鹿 ５４ A．クラストゥス �ミルファーム 矢野 英一 日高 小西ファーム ４６８＋ ２１：２８．３２ ３２．７�

（仏）

７１４ タマモワルツ 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹タマモ� 水野 貴広 新ひだか 曾我 博 ４６８± ０１：２８．５１� １６９．７	
３６ 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 ５０８＋ ８１：２８．９２� ４．３

６１２ ノ ボ ク ン 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 ４７６＋ ４１：２９．０クビ ７．９�
７１３ 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± ０ 〃 ハナ ７９．９�
２４ マ レ ー ネ 牝２芦 ５４ 小野 次郎�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 ４４４－ ４１：２９．１� ２０．５
４７ タマモハイグレード 牡２栗 ５５ 村田 一誠タマモ� 中川 公成 新冠 新冠伊藤牧場 ４４４＋ ２１：２９．２クビ １５８．１�
３５ シャイニーロイヤル 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣小林 昌志氏 藤原 辰雄 平取 コアレススタッド ４７６－ ４ 〃 ハナ ３１３．６�
１２ ラブニューイン 牝２栗 ５４

５１ ▲伊藤 工真増田 陽一氏 星野 忍 むかわ 真壁 信一 ４１２＋ ６１：２９．５２ ４０９．９�
５１０ 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± ０１：２９．７１� ２１５．９�

６１１ ケイビイスペンサー 牝２栗 ５４ 岩部 純二菊池 昭雄氏 萱野 浩二 日高 山際 辰夫 ４７２＋ ６ 〃 ハナ ４１３．６�
１１ メイショウグレイト 牡２黒鹿５５ 田中 勝春松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４６６＋１２１：３０．８７ ２７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，０３９，４００円 複勝： ４０，４９７，０００円 枠連： ２５，１９７，９００円

普通馬連： ７７，３３８，２００円 馬単： ５３，２６２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，０５３，４００円

３連複： ９５，７９２，４００円 ３連単： １４１，０９７，６００円 計： ４８６，２７８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � ４３０円 枠 連（８－８） ４７０円

普通馬連 �� ５００円 馬 単 �� ９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� １，１７０円 �� １，２３０円

３ 連 複 ��� ３，１６０円 ３ 連 単 ��� １２，７４０円

票 数

単勝票数 計 ２３０３９４ 的中 � ５２７５４（１番人気）
複勝票数 計 ４０４９７０ 的中 � ９８１４７（１番人気）� ９５７８５（２番人気）� １５７５８（７番人気）
枠連票数 計 ２５１９７９ 的中 （８－８） ３９６４２（２番人気）
普通馬連票数 計 ７７３３８２ 的中 �� １１５７００（１番人気）
馬単票数 計 ５３２６２４ 的中 �� ４０２１４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３００５３４ 的中 �� ４４２３２（１番人気）�� ５５５６（１３番人気）�� ５２４３（１５番人気）
３連複票数 計 ９５７９２４ 的中 ��� ２２３８１（１１番人気）
３連単票数 計１４１０９７６ 的中 ��� ８１７８（３４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．６―３７．２―５０．１―１：０２．２―１：１４．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．１―３F３７．２
３ ・（１５，４）（３，１６）（８，９）（１，７，１４）（２，６，１０）５（１２，１３）－１１ ４ ・（１５，４）（３，１６）（８，９）－（１，１４）－（２，７，１０）（６，１２）（５，１３）－１１

勝馬の
紹 介

タマビッグボス �
�
父 アドマイヤボス �

�
母父 リ ド ヘ イ ム デビュー ２００９．１０．４ 中山２着

２００７．５．７生 牡２青鹿 母 タマビッグエックス 母母 タマビッグギャル ４戦１勝 賞金 １１，１００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 チェンジストリーム号・ネオイグザンプル号
※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。



３１０８７１１月２９日 晴 良 （２１東京５）第８日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１１時０５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

１１ 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 ４８０－１０１：４７．１ ６．０�

７１４ フェイルノート 牡２青鹿５５ C．スミヨン �キャロットファーム 和田 正道 安平 ノーザンファーム ５０４－ ６１：４７．５２� ３．８�
（仏）

３６ サトノジューオー 牡２青鹿５５ 内田 博幸里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５３０± ０１：４７．８２ ８．２�
７１３ ゴートゥザミラノ 牡２青鹿５５ 柴山 雄一嶋田 賢氏 本郷 一彦 新ひだか 岡田牧場 ４５２－ ６１：４８．０１� ２９８．６�
６１１ デアケーニヒ 牡２黒鹿５５ 福永 祐一 �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 ４８４± ０１：４８．２１� ２．５�
５１０ トーセンユニコーン 牡２鹿 ５５

５２ ▲丸山 元気島川 �哉氏 松永 康利 日高 有限会社 エ
スティファーム ４３２－ ２ 〃 クビ ６５５．６	

５９ マイネルダウザー 牡２黒鹿５５ 戸崎 圭太 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 堀井 雅広 新ひだか グランド牧場 ５１０± ０１：４８．５２ ３２．７�

（大井）

４８ スペシャルマン 牡２鹿 ５５ 北村 宏司臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド ４９４－ ２１：４８．６� ２１．６�
８１５ ザ ピ エ ー ル 牡２鹿 ５５ M．デムーロ渡邊 隆氏 手塚 貴久 日高 前川ファーム ４７６－ ４１：４８．８１� １３．０

（伊）

２３ ロスヴィータ 牝２栃栗５４ 岩田 康誠岡 浩二氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４３６－ ８１：４９．２２� ３３．１�
４７ イパルファン 牝２鹿 ５４

５３ ☆丸田 恭介井口 莞爾氏 和田正一郎 むかわ 上水牧場 ４２０－ ４ 〃 クビ ５０１．６�
３５ ヴィーナススマイル 牝２栗 ５４ 田中 勝春丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム ４５８＋ ４１：４９．３クビ ５８．７�
２４ クリノオペラオー 牡２栗 ５５ 江田 照男栗本 博晴氏 石毛 善彦 新ひだか 小河 豊水 ４６６－ ４ 〃 クビ ３３９．３�
６１２ メジロカーター 牡２鹿 ５５ 吉田 豊�メジロ牧場 高橋 裕 洞爺湖 メジロ牧場 ４８０＋ ２１：４９．７２� １５１．４�
１２ ア メ リ ゴ 牡２栗 ５５ 村田 一誠北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 ４２０± ０１：４９．８� ６３９．９�
８１６ ウメニウグイス 牡２青 ５５ 鈴来 直人江川 伸夫氏 矢野 英一 新冠 川上 悦夫 ４５８＋ ４１：５０．９７ ５１２．２�
８１７ タイキマヴェリック 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義�大樹ファーム 田中 清隆 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４３４＋ ４１：５１．５３� １３．９�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ３０，６１２，３００円 複勝： ４７，８０２，０００円 枠連： ２１，９３５，１００円

普通馬連： ９０，９４５，７００円 馬単： ６３，７４０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，２８０，９００円

３連複： １０３，９４６，４００円 ３連単： １６０，９７１，４００円 計： ５５４，２３３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２１０円 � １６０円 � ２３０円 枠 連（１－７） １，６１０円

普通馬連 �� １，４８０円 馬 単 �� ２，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� ６６０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ３，３７０円 ３ 連 単 ��� １８，７４０円

票 数

単勝票数 計 ３０６１２３ 的中 � ４０４９２（３番人気）
複勝票数 計 ４７８０２０ 的中 � ５９５３５（３番人気）� ９５６４６（２番人気）� ４９１４６（４番人気）
枠連票数 計 ２１９３５１ 的中 （１－７） １００７４（８番人気）
普通馬連票数 計 ９０９４５７ 的中 �� ４５３８０（４番人気）
馬単票数 計 ６３７４０１ 的中 �� １５８４４（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４２８０９ 的中 �� １５２１９（４番人気）�� １２８２７（６番人気）�� １２１１１（７番人気）
３連複票数 計１０３９４６４ 的中 ��� ２２７９７（１０番人気）
３連単票数 計１６０９７１４ 的中 ��� ６３４１（５１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．５―３６．１―４８．１―１：００．０―１：１２．２―１：２３．９―１：３５．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．１―３F３４．９

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミカエルビスティー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００９．１１．１４ 東京３着

２００７．２．１８生 牡２黒鹿 母 オーピーキャット 母母 Princess S. ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイキマヴェリック号は，平成２１年１２月２９日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 トゥモローカフェ号（疾病〔左寛跛行〕のため）
※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 イップク号
（非抽選馬） ２頭 シルクガブリエル号・レイディオドリーム号
※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。



３１０８８１１月２９日 晴 良 （２１東京５）第８日 第４競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１１時３５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

６８ ケージーキングオー 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義川井 五郎氏 水野 貴広 新ひだか 松本牧場 ４９４ ―１：４１．６ ４．９�

８１２ リアルフリーダム 牡２黒鹿５５ 横山 典弘吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４３８ ―１：４１．７� ２．３�
７１０� アポロノサムライ 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 米 Mr. & Mrs.

John Kerber ５１８ ― 〃 クビ ７．２�
４４ マスターソムリエ 牡２鹿 ５５ 北村 宏司 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４７４ ―１：４１．８� ４０．０�
５５ � チャーミングキラー 牝２青鹿５４ 三浦 皇成臼田 浩義氏 小笠 倫弘 米 Hiroyoshi

Usuda ４５０ ―１：４２．２２� ４４．１�
２２ レ オ ア ラ シ 牡２鹿 ５５ 的場 勇人田中 博之氏 小島 茂之 平取 びらとり牧場 ４９０ ―１：４２．４１� ７．７�
１１ ロードオメガ 牡２鹿 ５５ 内田 博幸 	ロードホースクラブ 高木 登 浦河 北俣牧場 ５００ ― 〃 クビ ２０．５

７９ スリーキャプテン 牝２栗 ５４ 柴山 雄一永井商事	 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 ４８２ ―１：４２．６１� １５２．３�
５６ パワーショウ 牡２鹿 ５５ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

吉田ファーム ４５８ ―１：４３．８７ ２７．４�
８１１ ケ ン シ ン 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠臼田 浩義氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４５０ ―１：４４．２２� ６．３
６７ クレバーリボン 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲丸山 元気田� 正明氏 小西 一男 浦河 岡崎牧場 ４４６ ―１：４５．０５ ７３．４�
３３ � ファーベルハフト 牡２芦 ５５ M．デムーロ �キャロットファーム 上原 博之 米 Bourbon

Oaks Farm ５３４ ―１：４６．２７ ２４．８�
（伊）

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２６，５２６，０００円 複勝： ３１，８６９，０００円 枠連： ２０，６４０，８００円

普通馬連： ６８，８６０，０００円 馬単： ５３，１００，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，１５５，２００円

３連複： ７７，９６３，０００円 ３連単： １３０，２５７，１００円 計： ４３３，３７１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １５０円 � １２０円 � １７０円 枠 連（６－８） ４６０円

普通馬連 �� ６５０円 馬 単 �� １，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ５２０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� １，３３０円 ３ 連 単 ��� ８，１３０円

票 数

単勝票数 計 ２６５２６０ 的中 � ４２６８３（２番人気）
複勝票数 計 ３１８６９０ 的中 � ５４５０２（２番人気）� ８８４８２（１番人気）� ４１４３６（３番人気）
枠連票数 計 ２０６４０８ 的中 （６－８） ３３１９８（１番人気）
普通馬連票数 計 ６８８６００ 的中 �� ７８３２４（１番人気）
馬単票数 計 ５３１０００ 的中 �� ２２３１６（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４１５５２ 的中 �� ２２７４２（１番人気）�� １０５７６（６番人気）�� １７４７８（３番人気）
３連複票数 計 ７７９６３０ 的中 ��� ４３３５９（２番人気）
３連単票数 計１３０２５７１ 的中 ��� １１８２９（１３番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．８―１２．３―１３．０―１３．４―１３．０―１２．５―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．７―３７．０―５０．０―１：０３．４―１：１６．４―１：２８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケージーキングオー �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ソヴィエトスター 初出走

２００７．３．２１生 牡２鹿 母 ケージーキララ 母母 ケージーエイト 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。



３１０８９１１月２９日 晴 良 （２１東京５）第８日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１２時２５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

３３ ペ ル ー サ 牡２栗 ５５ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５００ ―２：０５．５ ２．５�

８１１ インディアナポリス 牡２黒鹿５５ C．ルメール �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４８８ ―２：０５．８１� ３．０�
（仏）

１１ マツリダジャパン 牡２青 ５５ 後藤 浩輝�橋 文枝氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド ４８４ ―２：０６．１１� ４．５�
５５ ジュヌドラゴン 牡２黒鹿５５ M．デムーロ林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７６ ―２：０６．２� ２６．３�

（伊）

５６ ハネダボサツ 牝２黒鹿５４ 武士沢友治鈴木 とし氏 秋山 雅一 千歳 社台ファーム ５０６ ―２：０６．４１� ２３．０�
７９ ファーストグロース 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４７８ ―２：０６．７１� １９．４�
７１０ バトルヒミコ 牝２黒鹿５４ 戸崎 圭太宮川 秋信氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム ４７８ ― 〃 クビ ２７．９	

（大井）

８１２ トモエジョー 牡２芦 ５５ 石橋 脩河内 孝夫氏 伊藤 伸一 新冠 大狩部牧場 ５１４ ―２：０６．９１ ４９．５

４４ クリノオスカー �２黒鹿５５ 北村 宏司栗本 博晴氏 本間 忍 日高 日高大洋牧場 ４５４ ―２：０７．３２� ６５．６�
２２ ナンヨードリーム 牡２鹿 ５５ 内田 博幸中村 �也氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム ５０４ ―２：０７．５１� １２．２�
６８ カルチョマドンナ 牝２栗 ５４ 大野 拓弥小野 博郷氏 牧 光二 日高 春木 昭雄 ４５４ ―２：０９．２大差 １７９．６
６７ ダイワエクセル 牡２鹿 ５５ 田中 勝春大城 敬三氏 嶋田 功 新ひだか 出羽牧場 ５２２ ―２：１０．０５ １６５．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２５，７２５，６００円 複勝： ３１，６３８，９００円 枠連： １８，７０１，４００円

普通馬連： ６９，２１２，３００円 馬単： ５６，５５２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，４９５，８００円

３連複： ８２，７２１，３００円 ３連単： １５５，７０３，５００円 計： ４６４，７５１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � １４０円 枠 連（３－８） ３８０円

普通馬連 �� ３９０円 馬 単 �� ７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� １８０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ３８０円 ３ 連 単 ��� １，４８０円

票 数

単勝票数 計 ２５７２５６ 的中 � ８２９９０（１番人気）
複勝票数 計 ３１６３８９ 的中 � ９５７９１（１番人気）� ６９９０８（２番人気）� ５２０３５（３番人気）
枠連票数 計 １８７０１４ 的中 （３－８） ３６３６４（１番人気）
普通馬連票数 計 ６９２１２３ 的中 �� １３１６９５（１番人気）
馬単票数 計 ５６５５２６ 的中 �� ５９９１６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４４９５８ 的中 �� ３８３３４（１番人気）�� ３５０４３（２番人気）�� ２０３０８（３番人気）
３連複票数 計 ８２７２１３ 的中 ��� １６４２２９（１番人気）
３連単票数 計１５５７０３５ 的中 ��� ７７７７０（１番人気）

ハロンタイム １３．４―１２．３―１３．５―１３．４―１３．２―１２．８―１２．８―１１．６―１１．０―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．４―２５．７―３９．２―５２．６―１：０５．８―１：１８．６―１：３１．４―１：４３．０―１：５４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．９―３F３４．１

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ペ ル ー サ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Candy Stripes 初出走

２００７．３．２０生 牡２栗 母 アルゼンチンスター 母母 Diferente 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または施行団体名を表示している。



３１０９０１１月２９日 曇 良 （２１東京５）第８日 第６競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１２時５５分 （芝・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 １，５００，０００
１，５００，０００

円
円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

８１８ ジェイケイラン 牝３黒鹿５３ 江田 照男小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム ４７８－ ４２：２７．０ １０．３�

４７ ネオレボルーション 牡３青鹿５５ C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４９８＋ ４ 〃 クビ ３．１�
（仏）

１２ ニシノルーファス 牝３鹿 ５３ 内田 博幸西山 茂行氏 古賀 慎明 鵡川 西山牧場 ４５６＋ ６２：２７．１クビ ５．１�
２３ ウォーボネット 牡４鹿 ５７ 松岡 正海山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 早来 ノーザンファーム ４７６＋１２ 〃 同着 ９．５�
８１７ シルクタイタン 牡３黒鹿５５ A．クラストゥス 有限会社シルク古賀 慎明 日高 ヤナガワ牧場 ４６４－ ２２：２７．２� ５０．０�

（仏）

２４ リワードモンシェリ 牝４鹿 ５５ 的場 勇人宮崎忠比古氏 後藤 由之 浦河 有限会社
リワード ４６０＋ ４２：２７．４１� ８２．９�

７１３ メイショウパルマ 牡３黒鹿５５ 武 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ５１０＋１６２：２７．５� ５．８	
４８ 	 ジャイアントラック 牡５鹿 ５７

５６ ☆宮崎 北斗中村 浩章氏 武藤 善則 米 Green
Gates Farm ５１２－ ４２：２７．６クビ ３０６．９


７１４ サクラルーラー 牡３鹿 ５５ 村田 一誠�さくらコマース小島 太 新ひだか 新和牧場 ５２２－ ２ 〃 ハナ ９．４�
６１２ ティアップアライブ 
４栗 ５７ C．スミヨン 田中 昇氏 堀 宣行 早来 ノーザンファーム ４８６－ ４２：２７．７� ８９．９

（仏）

７１５ トドロキエンジェル 牝３鹿 ５３ 田辺 裕信原田昭太郎氏 高橋 義博 日高 ファニーヒルファーム ４３２＋ ６２：２７．９１� ２０９．１�
１１ マチカネヒヨドリ 牡３栗 ５５ 岩田 康誠細川 益男氏 小島 茂之 日高 待兼牧場 ４３８－ ４ 〃 クビ ４６．４�
３６ コスモハクウ 牡４鹿 ５７ 五十嵐冬樹 �ビッグレッドファーム 柄崎 孝 浦河 星川牧場 ５２６＋ ４２：２８．２２ ４６．０�

（北海道）

５９ ジーシーベン 牝３栗 ５３
５２ ☆丸田 恭介加藤 信之氏 小西 一男 新ひだか 見上牧場 ４８２－ ６ 〃 クビ １５．４�

８１６� メルシーゴールド 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝原口 輝昭氏 小島 茂之 三石 三石ファーム ５１８＋ ２２：２８．７３ ９４．７�
６１１� カレンナオンナ 牝４栗 ５５ 柴山 雄一北所 直人氏 大竹 正博 三石 土田農場 ４８４＋ ４２：２９．２３ ２９．９�
５１０ キングスチャペル 牡３鹿 ５５ 四位 洋文渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４７０＋ ４２：２９．３� １８．３�
３５ � プレストキララ 牝４青鹿 ５５

５２ ▲丸山 元気岡田 牧雄氏 矢野 照正 門別 里深 牧場 ４９２＋ ８２：２９．４クビ ２２３．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２４，７３０，０００円 複勝： ４０，４６６，３００円 枠連： ２９，２３７，５００円

普通馬連： １０１，９４８，６００円 馬単： ６０，６７７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，７１３，５００円

３連複： １１６，７７４，４００円 ３連単： １６９，３２１，５００円 計： ５７７，８６９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０３０円 複 勝 � ２００円 � １２０円 �
�

１４０円
１８０円 枠 連（４－８） １，６２０円

普通馬連 �� ２，０２０円 馬 単 �� ４，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 ��

��
５３０円
８９０円

��
��

２４０円
３７０円

３ 連 複 ���
���

１，５８０円
３，０５０円 ３ 連 単 ���

���
１２，３９０円
２２，２２０円

票 数

単勝票数 計 ２４７３００ 的中 � １９０８２（６番人気）
複勝票数 計 ４０４６６３ 的中 �

�
３２６０５
３７０９４

（６番人気）
（４番人気）

� ９９２７２（１番人気）� ５７３９９（２番人気）

枠連票数 計 ２９２３７５ 的中 （４－８） １３３７５（７番人気）
普通馬連票数 計１０１９４８６ 的中 �� ３７４２０（６番人気）
馬単票数 計 ６０６７７９ 的中 �� ９０２３（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４７１３５ 的中 ��

��
１０３６０
２６４９６

（６番人気）
（１番人気）

��
��

９２０７
１４４４５

（８番人気）
（３番人気）

�� ５１０４（１９番人気）

３連複票数 計１１６７７４４ 的中 ��� ２７６３０（６番人気）��� １３９６４（１７番人気）
３連単票数 計１６９３２１５ 的中 ��� ５０５２（５１番人気）��� ２８０９（１２６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．０―２４．３―３７．３―４９．９―１：０２．２―１：１４．８―１：２７．５―１：３９．８―１：５１．９―２：０３．５―２：１５．０

コーナー
通過順位

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

２
４

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

ジェイケイラン �
�
父 サクラローレル �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２００８．１２．７ 中山９着

２００６．５．２１生 牝３黒鹿 母 ジェイケイコンドル 母母 ピュアレディ １１戦２勝 賞金 １２，０００，０００円
〔制裁〕 ネオレボルーション号の騎手C．ルメールは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１０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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 エターナルロマンス号・キャッツテイル号・シングンリターンズ号・セトウチモモタロー号
（非抽選馬） １頭 ボーマンド号
※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。



３１０９１１１月２９日 曇 良 （２１東京５）第８日 第７競走 ��
��１，６００�ベ ゴ ニ ア 賞

発走１３時３０分 （芝・左）

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 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．５
１：３３．１

良

良

４４ キングレオポルド 牡２鹿 ５５ 福永 祐一里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５０４－ ２１：３４．１レコード ６．９�

２２ ヒシカツジェームス 牡２栗 ５５ 蛯名 正義阿部 雅英氏 久保田貴士 新ひだか 岡田スタツド ４６２＋１２１：３４．３１� ９．７�
７１０� セイウンジャガーズ 牡２黒鹿５５ 松岡 正海西山 茂行氏 杉浦 宏昭 愛 Lodge

Park Stud ４５８－ ４ 〃 クビ １．９�
５５ ヒットメーカー 牡２青鹿５５ C．スミヨン 深見 富朗氏 五十嵐忠男 浦河 福岡 光夫 ４４６－１０ 〃 アタマ ７．８�

（仏）

６７ タニノエポレット 牡２鹿 ５５ C．ルメール 谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 ４９６＋ ４１：３４．５１� １４．７�
（仏）

１１ ダノンシュナップス 牡２栗 ５５ 内田 博幸�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５２０－ ２１：３４．８１� ８．４�
６８ � セイウンオウサム 牡２芦 ５５ M．デムーロ西山 茂行氏 手塚 貴久 米 Patrick Q.

Maguire ４８８± ０１：３４．９� ５３．４	
（伊）

５６ 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 ４７２－ ６１：３５．３２	 １５５．８

８１２ トロンプルイユ 牝２栗 ５４ 横山 典弘前田 幸治氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３０± ０１：３５．９３	 ６１．２�
７９ チェンジオブシーン 牝２青 ５４ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３６－ ２１：３６．０クビ １１８．０
８１１ 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± ０１：３６．２１� ２０．２�
３３ 
 フィールドスピカ 牝２黒鹿５４ 武 豊 �ダイヤモンドファーム 高橋 裕 浦河 ダイヤモンドファーム ４７６＋ ２１：３６．８３	 １５．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４７，８４６，８００円 複勝： ７９，４６７，４００円 枠連： ２８，０４０，８００円

普通馬連： １５１，５１９，１００円 馬単： １０８，５７３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，１６１，３００円

３連複： １５４，９９９，０００円 ３連単： ３０４，７６６，６００円 計： ９２３，３７４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � １６０円 � ２３０円 � １１０円 枠 連（２－４） ４，０７０円

普通馬連 �� ３，１５０円 馬 単 �� ７，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８１０円 �� ２４０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� １，８４０円 ３ 連 単 ��� ２０，２００円

票 数

単勝票数 計 ４７８４６８ 的中 � ５５４２３（２番人気）
複勝票数 計 ７９４６７４ 的中 � ９７６７６（２番人気）� ５４８２２（５番人気）� ３６３４２８（１番人気）
枠連票数 計 ２８０４０８ 的中 （２－４） ５０９１（１５番人気）
普通馬連票数 計１５１５１９１ 的中 �� ３５６０３（９番人気）
馬単票数 計１０８５７３７ 的中 �� １１２６６（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８１６１３ 的中 �� １２６７６（１０番人気）�� ５８９７１（１番人気）�� ３３７５１（４番人気）
３連複票数 計１５４９９９０ 的中 ��� ６２１８４（４番人気）
３連単票数 計３０４７６６６ 的中 ��� １１１３７（６７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．３―３６．１―４８．０―５９．９―１：１０．９―１：２２．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングレオポルド �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Nureyev デビュー ２００９．１０．４ 中山１着

２００７．２．２０生 牡２鹿 母 アイルドフランス 母母 Stella Madrid ３戦２勝 賞金 １９，７２２，０００円
〔制裁〕 キングレオポルド号の騎手福永祐一は，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７０，０００円。（１２番・９番へ

の進路影響）
※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。



３１０９２１１月２９日 曇 良 （２１東京５）第８日 第８競走 ��
��１，６００�シャングリラ賞

発走１４時０５分 （ダート・左）
３歳以上，１，０００万円以下，２０．１１．２９以降２１．１１．２２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 ４６２，０００円 １３２，０００円 ６６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

８１５ 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 ５００＋ ２１：３８．１ ３．２�

３６ ランフォルセ 牡３青鹿５６ 三浦 皇成 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４７２＋ ８１：３８．３１ ４．０�
８１６ シャイニングアワー 牡４栗 ５５ 武 豊 �ユートピア牧場 羽月 友彦 登別 ユートピア牧場 ４９４＋１０１：３８．６１� ７．８�
６１２ ストロングバサラ 牡４黒鹿５７ 田辺 裕信村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４９８＋１８１：３８．８１� ２５．６�
２３ � オフリミッツ 牡４鹿 ５４ J．カステリャーノ �キャロットファーム 堀 宣行 早来 ノーザンファーム ４７０± ０１：３９．０１� ２２．５�

（米）

５９ � メイクアダッシュ 牡５鹿 ５５ 菊沢 隆徳�谷岡牧場 境 征勝 静内 谷岡牧場 ４８４＋ ６１：３９．１	 ４６．５�
６１１ リバプールサウンド 牡６鹿 ５７ C．ルメール 前田 幸治氏 谷 潔 新冠 須崎牧場 ５３４－ ２ 〃 ハナ ３．８	

（仏）

４７ � スプリングサンテ 牡５鹿 ５４ J．ルパルー加藤 春夫氏 村山 明 様似 宮本 一輝 ４６４＋ ８１：３９．２� １９１．１

（米）

２４ テンザンモビール 牡６黒鹿５４ 田中 勝春平野 澄江氏 矢作 芳人 門別 下河辺牧場 ４９４＋ ８１：３９．４１� ９６．５�
７１３ ニシノテンカ 牡５黒鹿５４ 内田 博幸西山 茂行氏 田村 康仁 鵡川 西山牧場 ４７４＋ ４１：３９．５� ３０．８�
７１４ シャインエフォート 牝３鹿 ５２ 丸山 元気皆川 博文氏 根本 康広 日高 大江牧場 ４７２± ０１：３９．６	 ９．１
３５ 
 ヒシウィンザー 牡５鹿 ５３ 戸崎 圭太阿部雅一郎氏 小林 常泰 愛 M. Abe ４９４－ ６ 〃 アタマ １２６．１�

（大井）

１１ � ブ チ カ マ シ 牡５黒鹿５３ 宮崎 北斗中西 功氏 嶋田 功 青森 久保フアーム ４５０－ ２ 〃 ハナ １０７．９�
４８ � ミウラリチャード 牡５鹿 ５０ 鷹野 宏史佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 前川 隆範 B５０８＋ ２１：３９．８１� ２２０．３�
５１０ テイエムゲンキボ 牡５黒鹿５４ 武士沢友治竹園 正繼氏 中野渡清一 静内 岡田 猛 ５０８＋ ６ 〃 クビ １３１．７�
１２ ヤマニンプレアデス 牡６鹿 ５１ 伊藤 工真土井 肇氏 佐藤 吉勝 新冠 錦岡牧場 B４８８－１６１：４０．６５ ２１０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４２，２８２，６００円 複勝： ６１，５９０，８００円 枠連： ４０，００６，６００円

普通馬連： １９２，６９５，２００円 馬単： １１０，５６９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，９９５，４００円

３連複： １８６，３７０，３００円 ３連単： ３５０，３６９，３００円 計： １，０３３，８７９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １３０円 � １７０円 � ２４０円 枠 連（３－８） ４７０円

普通馬連 �� ４７０円 馬 単 �� １，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ５００円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� １，５３０円 ３ 連 単 ��� ６，５９０円

票 数

単勝票数 計 ４２２８２６ 的中 � １０５９３１（１番人気）
複勝票数 計 ６１５９０８ 的中 � １６４１２３（１番人気）� ９２２２０（３番人気）� ５４４４４（５番人気）
枠連票数 計 ４０００６６ 的中 （３－８） ６３８０４（２番人気）
普通馬連票数 計１９２６９５２ 的中 �� ３０７４３３（１番人気）
馬単票数 計１１０５６９２ 的中 �� ７４３３４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９９９５４ 的中 �� ４５２５５（２番人気）�� ２４６０９（５番人気）�� １３６０１（１０番人気）
３連複票数 計１８６３７０３ 的中 ��� ９０２６４（４番人気）
３連単票数 計３５０３６９３ 的中 ��� ３９２５０（１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．８―３６．１―４９．０―１：０１．９―１：１４．４―１：２６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイディアサン �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 グルームダンサー デビュー ２００６．１０．１４ 東京１着

２００４．５．１４生 牡５栗 母 マ ク リ ス 母母 マツクホープ １２戦４勝 賞金 ５７，２０６，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ウインプレミアム号・タイキジャガー号
（非抽選馬） ３頭 キングブライト号・ダノンヒデキ号・マルブツフラッシュ号
※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。



３１０９３１１月２９日 曇 良 （２１東京５）第８日 第９競走 ��
��２，０００�ウェルカムステークス

発走１４時４０分 （芝・左）
３歳以上，１，６００万円以下，２０．１１．２９以降２１．１１．２２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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．２
１：５６．４

良

良

１１ アスクデピュティ 牝５栗 ５１ 武士沢友治廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４８２± ０１：５９．２ ２１．１�

６１２ トップカミング 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４６０＋ ４ 〃 クビ ３．８�
５１０� レッドシューター 牡４鹿 ５７．５ 武 豊山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 Epona Blood-

stock Ltd ５３６± ０ 〃 ハナ ３．８�
４７ スズジュピター 牡４黒鹿５６ 内田 博幸小紫 芳夫氏 高橋 裕 早来 ノーザンファーム ４７６± ０１：５９．３クビ １１．０�
２３ アドマイヤスペース 牝５芦 ５２ 的場 勇人近藤 利一氏 的場 均 浦河 辻 牧場 ４４０－ ６１：５９．５１� ６６．８�
３５ リバースモード 牡７鹿 ５３ 戸崎 圭太臼田 浩義氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８８－ ６ 〃 アタマ １１５．６�

（大井）

３６ ベルモントルパン 牡５鹿 ５４ 福永 祐一 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント
ファーム ４８２± ０１：５９．６� １０７．３	

２４ ドリームゼニス 牡３栗 ５６ 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 ４９８＋ ２ 〃 クビ ３．５�
１２ ハシッテホシーノ 牝３鹿 ５３ 三浦 皇成齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４５２＋ ６１：５９．７	 ７．８�
７１３ 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± ０ 〃 クビ １３．５
６１１ ハリーアップ 牡５芦 ５５ 田中 勝春首藤 徳氏 小島 太 浦河 小池 博幸 B４８２＋ ６２：００．２３ ３６．２�
８１５ アップルサイダー 牡５青鹿５５ 千葉 直人野崎 宗信氏 菅原 泰夫 新冠 山岡ファーム ４９８＋ ８２：００．３	 ７７．７�
８１６ オリオンザドンペリ 牡５栗 ５５ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 三石 大塚牧場 ４９０＋ ６２：００．４� １４３．３�
４８ タガノヴァレオ 
４黒鹿５７ 津村 明秀八木 秀之氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５１４＋ ６２：００．８２� ７８．２�
７１４ スズノオオゴン 牡６鹿 ５４ 後藤 浩輝小紫 芳夫氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４５８＋ ２ 〃 クビ １８４．３�
５９ カネトシリベルテ 牝５鹿 ５０ 伊藤 工真兼松 昌男氏 清水 久詞 平取 清水牧場 B４６４＋ ８２：０１．２２� ８３．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５４，３７２，８００円 複勝： ８６，３００，９００円 枠連： ４５，３８７，３００円

普通馬連： ２４４，１１８，７００円 馬単： １３６，６０２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ６９，９１７，２００円

３連複： ２６２，９１０，４００円 ３連単： ５００，９０１，３００円 計： １，４００，５１０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１１０円 複 勝 � ４００円 � １７０円 � １５０円 枠 連（１－６） １，２６０円

普通馬連 �� ４，３００円 馬 単 �� １０，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２９０円 �� １，４３０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ５，４４０円 ３ 連 単 ��� ５２，４８０円

票 数

単勝票数 計 ５４３７２８ 的中 � ２０３７４（７番人気）
複勝票数 計 ８６３００９ 的中 � ４１９０３（７番人気）� １４５５３７（３番人気）� １８７９７４（１番人気）
枠連票数 計 ４５３８７３ 的中 （１－６） ２６６０９（５番人気）
普通馬連票数 計２４４１１８７ 的中 �� ４１９５１（１５番人気）
馬単票数 計１３６６０２２ 的中 �� ９６３７（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６９９１７２ 的中 �� １２６１６（１４番人気）�� １１３１３（１６番人気）�� ５４９５２（３番人気）
３連複票数 計２６２９１０４ 的中 ��� ３５７２９（１５番人気）
３連単票数 計５００９０１３ 的中 ��� ７０４４（１４０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．６―３６．６―４８．８―１：００．９―１：１２．８―１：２４．６―１：３５．７―１：４７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．４―３F３４．６

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

勝馬の
紹 介

アスクデピュティ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．８．１２ 新潟３着

２００４．３．１６生 牝５栗 母 マルカコマチ 母母 ナショナルフラッグ ２９戦５勝 賞金 ８３，６３４，０００円
〔制裁〕 トップカミング号の騎手蛯名正義は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 ショウナンライジン号・ソニックルーラー号・トップクリフォード号・ホクトグレイン号・マイネルキーロフ号
※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。



３１０９４１１月２９日 曇 良 （２１東京５）第８日 第１０競走
ジャパン・オータムインターナショナル

��
��２，４００�第２９回ジャパンカップ（ＧⅠ）

発走１５時２０分 （国際招待） （芝・左）

３歳以上；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
外務大臣賞・農林水産大臣賞・アイルランド大使賞・日本馬主協会連合会会長賞・東京馬主協会賞（１着）

賞 品
本 賞 ２５０，０００，０００円 １００，０００，０００円 ６３，０００，０００円 ３８，０００，０００円 ２５，０００，０００円
付 加 賞 ３，８６４，０００円 １，１０４，０００円 ５５２，０００円
参加記念品
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

レースレコード

２：２２．１
２：２２．１
２：２２．１

良

良

良

３５ ウ オ ッ カ 牝５鹿 ５５ C．ルメール 谷水 雄三氏 角居 勝彦 静内 カントリー牧場 ４９４－ ４２：２２．４ ３．６�
（仏）

５１０ オウケンブルースリ 牡４栗 ５７ 内田 博幸福井 明氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４８２± ０ 〃 ハナ ４．７�
３６ レッドディザイア 牝３鹿 ５３ 四位 洋文 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４７８－ ２２：２２．６１� ９．６�
８１６� コンデュイット 牡４栗 ５７ R．ムーア バリーマコールスタッド M．スタウト 愛 Ballymacoll

Stud Farm Ltd ４６６ ２：２２．８１	 ４．９�
（Conduit（IRE）） （英） （英）

２３ エアシェイディ 牡８栗 ５７ 後藤 浩輝 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４９４± ０２：２３．０１	 ４４．８�
２４ エイシンデピュティ 牡７栗 ５７ 戸崎 圭太平井 豊光氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ５１０± ０２：２３．１� ３９．０�

（大井）

４７ � ジャストアズウェル 牡６黒鹿５７ J．ルパルー J．シェパード氏 J．シェパード 米 Augustin
Stable ４８６ ２：２３．２� ４７．１	

（Just as Well（USA）） （米） （米）

４８ マイネルキッツ 牡６栗 ５７ 松岡 正海 �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 B４９８＋１０ 〃 ハナ ３２．１


５９ リーチザクラウン 牡３青鹿５５ 武 豊臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５０６± ０２：２３．４１� ８．６�
１２ ネヴァブション 牡６黒鹿５７ 北村 宏司�ティーエイチ 伊藤 正徳 新冠 早田牧場新

冠支場 ４９０＋１６２：２３．７２ １４５．３�
６１２� シ ン テ ィ ロ 牡４栗 ５７ G．モッセ L．ルーカス氏 R．ハノン 英 Woodcote

Stud Ltd ４５６ ２：２３．８クビ １１５．３
（Scintillo（GB）） （英） （香港）

８１７
 コスモバルク 牡８鹿 ５７ 五十嵐冬樹 �ビッグレッドファーム 田部 和則 三石 加野牧場 ５１０＋ ６２：２４．４３� １２３．９�
（北海道） （北海道）

８１８ スクリーンヒーロー 牡５栗 ５７ M．デムーロ吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４９０± ０２：２４．５� ７．５�
（伊）

７１４ インティライミ 牡７鹿 ５７ C．スミヨン �サンデーレーシング 佐々木晶三 早来 ノーザンファーム ４６６－１４２：２４．６� １２３．９�
（仏）

７１５� インターパテイション �７黒鹿５７ D．コーエン E．マヴォラ氏 R．バーバラ 米 Larry Cassaday &
Jack O.Thompson ５０４ 〃 同着 ８９．５�

（Interpatation（USA）） （米） （米）

１１ アサクサキングス 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４９８－ ２２：２５．５５ ４３．９�
６１１� マーシュサイド 牡６黒鹿５７ J．カステリャーノ R．エヴァンス氏 N．ドライスデール 米 Robert

S.Evans ５３６ ２：２５．６� ３３．０�
（Marsh Side（USA）） （米） （米）

７１３ ヤマニンキングリー 牡４栗 ５７ 柴山 雄一土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４８６＋ ６２：２６．６６ ７１．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ５７５，６８７，６００円 複勝： ５１８，０２０，８００円 枠連： ８１０，９４９，７００円

普通馬連： ２，９８０，１５８，４００円 馬単： １，６６９，８９１，６００円 ワイド【拡大馬連】： ６４６，７７４，５００円

３連複： ３，６０５，０５５，１００円 ３連単： ８，３５６，０１２，９００円 計： １９，１６２，５５０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � ２６０円 枠 連（３－５） ４６０円

普通馬連 �� １，０２０円 馬 単 �� ２，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ６００円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� ２，４６０円 ３ 連 単 ��� １１，６９０円

票 数

単勝票数 計５７５６８７６ 的中 � １２７８２９０（１番人気）
複勝票数 計５１８０２０８ 的中 � １１８９２７１（１番人気）� ９０２７５６（２番人気）� ４１７６６３（６番人気）
枠連票数 計８１０９４９７ 的中 （３－５）１３０９２１９（１番人気）
普通馬連票数 計２９８０１５８４ 的中 �� ２１５７９５０（１番人気）
馬単票数 計１６６９８９１６ 的中 �� ６１２９５１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計６４６７７４５ 的中 �� ４８４０９６（１番人気）�� ２６２０７５（６番人気）�� １９６６７３（１０番人気）
３連複票数 計３６０５０５５１ 的中 ���１０８３００６（５番人気）
３連単票数 計８３５６０１２９ 的中 ��� ５２７８４０（２３番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．５―１２．０―１２．０―１１．８―１２．２―１２．１―１２．０―１２．０―１１．４―１１．４―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�
１２．７―２３．２―３５．２―４７．２―５９．０―１：１１．２―１：２３．３―１：３５．３―１：４７．３―１：５８．７―２：１０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．１―３F３５．１
１
３

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

２
４

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

ウ オ ッ カ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ル シ ョ ン デビュー ２００６．１０．２９ 京都１着

２００４．４．４生 牝５鹿 母 タニノシスター 母母 エナジートウショウ ２２戦１０勝 賞金 １，３０４，８７６，０００円
［他本会外：３戦０勝］

〔その他〕 ウオッカ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
ヤマニンキングリー号は，競走中に疾病〔鼻出血（２回目）〕を発症。

〔鼻出血による出走制限〕 ウオッカ号は，平成２１年１２月２９日まで出走できない。
ヤマニンキングリー号は，平成２２年１月２９日まで出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ９頭 イコピコ号・キャプテントゥーレ号・ゴールデンチケット号・トウカイトリック号・ナカヤマフェスタ号・

ハイアーゲーム号・ビクトリーテツニー号・フォゲッタブル号・ムードインディゴ号
※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。



３１０９５１１月２９日 曇 良 （２１東京５）第８日 第１１競走 ��
��１，６００�ア プ ロ ー ズ 賞

発走１６時００分 （芝・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
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 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

３５ ジャコスキー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝晴間 初栄氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 ５０２＋ ４１：３３．９ ２１．８�

５８ アグネスサクラ 牝３鹿 ５４ 武 豊渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４３６± ０ 〃 アタマ ６．０�
１１ モンテアルベルト 牡３栗 ５６ 柴田 善臣毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 B４７４± ０１：３４．０� ２２．４�
４６ サトノエクスプレス 牡３栗 ５６ 四位 洋文里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５２０＋ ２１：３４．１� ９．１�
３４ キョウエイストーム 牡４芦 ５７ 五十嵐冬樹田中 晴夫氏 中川 公成 三石 田湯牧場 ４３２＋ ２１：３４．２クビ ８７．４�

（北海道）

２３ ストロングリターン 牡３鹿 ５６ M．デムーロ吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５０８＋ ４１：３４．４１ ２．８�
（伊）

２２ マイネルスカット 牡６黒鹿５７ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 静内 タイヘイ牧場 ５１４＋ ４ 〃 ハナ １８１．５	

７１２ トップゾーン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義
コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４６２－ ６ 〃 クビ ２５．９�
６１１ カウアイレーン 牝３黒鹿５４ 横山 典弘 
社台レースホース和田 正道 新冠 パカパカ

ファーム ４５２－ ２ 〃 ハナ １１．６�
８１４ 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± ０１：３４．５� ５．７
４７ ブレイクナイン 牡３黒鹿５６ 内田 博幸青山 洋一氏 田村 康仁 日高 日高大洋牧場 ４９８＋ ４１：３４．６� ２９．８�
５９ ム ク ド ク 牡３青鹿５６ C．ルメール 平井 龍司氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９６± ０１：３４．７� １０．１�
（仏）

７１３ ショウナンアクロス 牡４鹿 ５７ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８４＋ ２１：３４．８クビ ３８．３�

６１０	 サクラバレット 牡４青 ５７ 岩田 康誠�さくらコマース伊藤 大士 静内 西村 和夫 ４８０＋ ２１：３５．３３ ２７．８�
８１５ トーセンオーパス 牡３鹿 ５６ 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４６６＋ ４１：３６．９１０ ５２．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ８０，６９５，２００円 複勝： １１３，９６２，９００円 枠連： ８４，９３８，４００円

普通馬連： ３３１，２１８，８００円 馬単： １９７，０９５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ９５，２２２，４００円

３連複： ３５９，３７７，４００円 ３連単： ７２３，４２８，１００円 計： １，９８５，９３８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１８０円 複 勝 � ６９０円 � ２４０円 � ６２０円 枠 連（３－５） ２，８１０円

普通馬連 �� ７，３４０円 馬 単 �� １７，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５１０円 �� ６，０９０円 �� ２，４４０円

３ 連 複 ��� ４２，２００円 ３ 連 単 ��� ２７４，６４０円

票 数

単勝票数 計 ８０６９５２ 的中 � ２９２９６（７番人気）
複勝票数 計１１３９６２９ 的中 � ３９８２８（９番人気）� １５０４５２（３番人気）� ４４５８９（７番人気）
枠連票数 計 ８４９３８４ 的中 （３－５） ２２３５８（１２番人気）
普通馬連票数 計３３１２１８８ 的中 �� ３３３０５（２４番人気）
馬単票数 計１９７０９５７ 的中 �� ８３２７（５６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９５２２２４ 的中 �� ９４１３（２７番人気）�� ３８０６（５９番人気）�� ９６６６（２６番人気）
３連複票数 計３５９３７７４ 的中 ��� ６２８５（１３０番人気）
３連単票数 計７２３４２８１ 的中 ��� １９４４（７６１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１２．１―１１．８―１２．０―１１．１―１１．２―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．０―３６．１―４７．９―５９．９―１：１１．０―１：２２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．０
３ １０，２（１，５）７（８，３）（４，１１）（９，１５）（６，１２，１４）１３ ４ １０，２（１，５）７，８，３（４，１１）（６，９，１４，１５）（１２，１３）

勝馬の
紹 介

ジャコスキー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．１２．２０ 阪神４着

２００６．５．１２生 牡３鹿 母 ピュアウィンク 母母 ミスティックアイズ １０戦３勝 賞金 ３４，７６３，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０５分に変更。
〔発走状況〕 ムクドク号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ムクドク号は，発走調教再審査。
※出走取消馬 エイブルインレース号（疾病〔左前球節炎〕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。



（２１東京５）第８日 １１月２９日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １１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
調 教 師 賞
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

６５４，６３０，０００円
４，２６０，０００円
４２，９２０，０００円
７，７２０，０００円
７４，４００，０００円
４７９，０００円
３１９，０００円
３１９，０００円

５８，９９７，０００円
５，０３４，０００円
１，６６３，２００円

勝馬投票券売得金
９５２，９６２，６００円
１，０９０，９３０，３００円
１，１４３，５０５，２００円
４，３８４，０７７，９００円
２，５６４，２９１，２００円
１，０８６，０１１，３００円
５，１３７，３０１，０００円
１１，１３４，１７８，５００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 ２７，４９３，２５８，０００円

総入場人員 ９８，８１１名 （有料入場人員 ９５，２８６名）



平成２１年度 第５回東京競馬 総計

競走回数 ９５回 出走延頭数 １，３９０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
調 教 師 賞
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２，３６７，５８０，０００円
２４，９９０，０００円
１５６，１４０，０００円
２１，５６０，０００円
２４３，２８０，０００円
４７９，０００円
８９９，０００円
８９９，０００円

４９９，７２１，０００円
４１，２８７，８００円
１３，７６１，０００円

勝馬投票券売得金
３，４２９，８４９，８００円
５，１１８，５６３，１００円
３，６２１，８４４，４００円
１４，１４８，０４３，５００円
８，７７７，４２７，４００円
３，９９２，３４３，４００円
１５，８８１，１１７，３００円
３２，２１１，９８５，５００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 ８７，１８１，１７４，４００円

総入場延人員 ３６０，３６８名 （有料入場延人員 ２９６，５１２名）




