
３１０１３１１月７日 曇 良 （２２東京５）第２日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走９時５５分 （ダート・左）

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

４７ トキノエクセレント 牡２黒鹿 ５５
５２ ▲平野 優田中 準市氏 矢野 照正 浦河 三嶋牧場 ４３６＋ ６１：２６．９ ４．２�

８１４ ビッグギャンブラー 牡２栗 ５５ 大庭 和弥坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上牧場 ５０６＋ ４１：２７．５３� ４１．７�
２２ チェルビアット 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成岡田 将一氏 萩原 清 日高 戸川牧場 ４５０－ ４１：２７．９２� １０．０�
１１ トーアクリスタル 牡２芦 ５５ 小林 淳一高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ５２８＋ ６１：２８．０� ４．９�
７１３ タ フ 牡２芦 ５５ 吉田 豊�グランプリ 森 秀行 安平 ノーザンファーム ４９２＋ ４１：２８．４２� ３．６�
２３ コスモロングロード 牝２鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 清水 利章 清水 小野瀬 晃司 ４７０＋ ８１：２８．８２� １０．７	
４６ オ リ フ ァ ン 牝２黒鹿５４ 蛯名 正義 �社台レースホース栗田 博憲 千歳 社台ファーム ４４６＋ ４１：２９．１２ ８．１

６１０ アカシサフィア 牝２青鹿５４ 嘉藤 貴行臼倉 勲氏 田中 清隆 新冠 北星村田牧場 ４５２＋ ４１：２９．２� ３４．１�
６１１ ニシノカスケード 牡２青鹿５５ 勝浦 正樹西山 茂行氏 水野 貴広 むかわ 西山牧場 ４７８＋ ４１：２９．４１� １１．８�
３４ エステーファイター 牡２芦 ５５ 南田 雅昭齋藤 宏明氏 南田美知雄 むかわ 市川牧場 ４７４＋ ２１：２９．５クビ ４０．８
８１５ コスモギャンビット 牡２鹿 ５５ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 浦河 上山牧場 ４７０－ ４１：３０．１３� ７２．０�
３５ ディアアルジャン 牡２芦 ５５ 北村 宏司ディアレスト 勢司 和浩 新ひだか へいはた牧場 ４５４－ ４１：３０．３１� ５８．６�
５８ ティーケイラビット 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４６２＋ ４１：３２．０大差 ３２．８�
７１２ タケデンブラウン 牡２鹿 ５５ 高橋 智大武市 進吾氏 高橋 義博 新ひだか 沖田 哲夫 ４７４＋ ２１：３６．４大差 ３０８．０�

（１４頭）
５９ マッテマシタ 牡２栗 ５５

５２ ▲小野寺祐太丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １０，７４５，６００円 複勝： １９，６７０，２００円 枠連： １３，９１９，３００円

普通馬連： ４５，９６２，１００円 馬単： ２９，４０４，９００円 ワイド【拡大馬連】： １５，８８６，６００円

３連複： ５６，８６８，９００円 ３連単： ８４，４７２，０００円 計： ２７６，９２９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １８０円 � ８８０円 � ３４０円 枠 連（４－８） ５，８２０円

普通馬連 �� １２，５３０円 馬 単 �� １７，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，１８０円 �� １，０３０円 �� ６，２９０円

３ 連 複 ��� ３５，１８０円 ３ 連 単 ��� １７２，２２０円

票 数

単勝票数 計 １０７４５６ 的中 � ２０２９８（２番人気）
複勝票数 計 １９６７０２ 的中 � ３８５５６（１番人気）� ４６８９（１０番人気）� １４１５５（５番人気）
枠連票数 計 １３９１９３ 的中 （４－８） １７６６（１７番人気）
普通馬連票数 計 ４５９６２１ 的中 �� ２７０８（３３番人気）
馬単票数 計 ２９４０４９ 的中 �� １２４３（５０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５８８６６ 的中 �� １２１５（３５番人気）�� ３９５１（１４番人気）�� ６０６（５１番人気）
３連複票数 計 ５６８６８９ 的中 ��� １１９３（９１番人気）
３連単票数 計 ８４４７２０ 的中 ��� ３６２（４４３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．１―３６．１―４８．７―１：０１．７―１：１４．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トキノエクセレント �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．８．２２ 新潟５着

２００８．３．２６生 牡２黒鹿 母 ダンシングドミニア 母母 ダナグルーム ４戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔出走取消〕 マッテマシタ号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ティーケイラビット号・タケデンブラウン号は，平成２２年１２月７日まで平地競走に出走できない。



３１０１４１１月７日 曇 良 （２２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２５分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．１
１：３３．１

良

良

３３ エスクルシーヴァ 牝２栗 ５４ 内田 博幸 �キャロットファーム 武藤 善則 新冠 大林ファーム ４１４＋ ２１：３５．９ ２２．１�

５５ ビリーヴマイン 牡２鹿 ５５ 吉田 豊コウトミックレーシング 清水 英克 新冠 大栄牧場 ４３０＋１４ 〃 ハナ １１．７�
２２ マイネルトゥモロー 牡２黒鹿５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新ひだか 千代田牧場 ４６２＋ ６１：３６．１１� ２．４�
７７ アプレレクール 牝２青鹿５４ 勝浦 正樹 �グリーンファーム 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ４４０± ０ 〃 ハナ ３．７�
４４ ナンヨーオウトー 牡２栗 ５５ 三浦 皇成中村 �也氏 柴田 政人 新ひだか 大典牧場 ４９８＋ ４ 〃 ハナ １６．２�
８１０ レイナカスターニャ 牝２栗 ５４ 北村 宏司 �サンデーレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム ４６６－ ２ 〃 アタマ ２２．８	
１１ ジョンブルクリス 牡２栗 ５５ 小林 淳一�イーデン産業 柴崎 勇 日高 千葉飯田牧場 ４６０＋ ８１：３６．２� ７．３

８９ コスモブルーローズ 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 阿部 新生 新冠 ビッグレッドファーム ４５４＋ ４ 〃 ハナ １０１．８�
６６ ダイワベルベ 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B４５８± ０１：３７．０５ ５．５�
７８ ネイチャーナターレ 牝２黒鹿５４ 郷原 洋司井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 中地 義次 ４２６－ ８１：３８．２７ ２７３．８

（１０頭）

売 得 金

単勝： １５，１７９，５００円 複勝： ３４，２２２，０００円 枠連： ９，９０１，７００円

普通馬連： ４４，４２４，９００円 馬単： ３７，５７６，９００円 ワイド【拡大馬連】： １７，８８８，３００円

３連複： ５２，６３１，７００円 ３連単： １１０，１１７，３００円 計： ３２１，９４２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２１０円 複 勝 � ４３０円 � ２８０円 � １１０円 枠 連（３－５） １０，６００円

普通馬連 �� １２，４４０円 馬 単 �� ３０，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５１０円 �� ９５０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ５，９９０円 ３ 連 単 ��� ７３，４２０円

票 数

単勝票数 計 １５１７９５ 的中 � ５４１６（７番人気）
複勝票数 計 ３４２２２０ 的中 � １３１２８（７番人気）� ２２９５８（５番人気）� １４３６４３（１番人気）
枠連票数 計 ９９０１７ 的中 （３－５） ６９０（２６番人気）
普通馬連票数 計 ４４４２４９ 的中 �� ２６３７（２５番人気）
馬単票数 計 ３７５７６９ 的中 �� ８９９（５３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７８８８３ 的中 �� １６５６（２５番人気）�� ４６１４（１１番人気）�� ９１４７（４番人気）
３連複票数 計 ５２６３１７ 的中 ��� ６４９４（２２番人気）
３連単票数 計１１０１１７３ 的中 ��� １１０７（１９３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．０―３５．５―４７．０―５９．１―１：１１．２―１：２３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３６．８
３ ・（１，４，６）＝（２，７）１０（３，９）（５，８） ４ ・（１，４，６）＝（２，７）（９，１０）（３，８）５

勝馬の
紹 介

エスクルシーヴァ �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 パ ド ス ー ル デビュー ２０１０．６．２７ 福島１６着

２００８．２．２２生 牝２栗 母 スケアヘッドライン 母母 シヤダイチヤツター ４戦１勝 賞金 ６，３００，０００円



３１０１５１１月７日 曇 良 （２２東京５）第２日 第３競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１０時５５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

７９ � スマートオーシャン 牝２栗 ５４ 内田 博幸大川 徹氏 小崎 憲 米 Summer
Wind Farm ４９０＋ ８１：２３．８ １７．８�

８１０ ダンシングロイヤル 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義ロイヤルファーム� 大竹 正博 新冠 ロイヤルファー
ム新冠支場 ４７６＋ ４１：２３．９� １．４�

３３ シンビジューム 牝２栗 ５４ 勝浦 正樹�ターフ・スポート武市 康男 浦河 酒井牧場 ４４０＋ ８１：２４．５３� １１．８�
６７ マイネルヴィルンガ 牡２栗 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新ひだか 山本 昇寿 ４４６＋ ６１：２４．８１� ５．３�
４４ ニシノペヨン 牡２栗 ５５ 吉田 豊西山 茂行氏 土田 稔 むかわ 西山牧場 ４３４± ０ 〃 クビ ４８．５�
８１１ カフェキングアイ 牡２鹿 ５５

５３ △伊藤 工真西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 静内白井牧場 ４５４－ ４１：２５．１２ ５２．０	
１１ マイネルパルフェ 牡２黒鹿５５ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 浦河 荻伏三好フ
アーム ４７８± ０ 〃 アタマ １４．１


２２ フォルスユキ 牝２黒鹿５４ 北村 宏司野嶋 吉朗氏 杉浦 宏昭 新ひだか 服部 牧場 ４１０＋１２１：２５．２クビ ２０．２�
５５ アブラカタブラ 牝２栗 ５４ 武士沢友治�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 福岡 光夫 ４５６± ０ 〃 クビ ４５．３�
６６ ミスバイアモン 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４６８－ ６１：２５．３� １５５．３
７８ ミ ラ ソ ル 牝２栗 ５４ 柴田 善臣吉野 吉晴氏 伊藤 伸一 新冠 山岡ファーム ４３４± ０１：２５．４� ７１．５�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １９，９３８，８００円 複勝： ５８，８７３，５００円 枠連： １２，５４１，３００円

普通馬連： ５０，５８１，１００円 馬単： ４５，５４７，８００円 ワイド【拡大馬連】： １９，９４７，３００円

３連複： ５６，９３１，８００円 ３連単： １３０，８７３，３００円 計： ３９５，２３４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７８０円 複 勝 � ３００円 � １１０円 � ２１０円 枠 連（７－８） ７１０円

普通馬連 �� １，０００円 馬 単 �� ３，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� １，４７０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ２，６５０円 ３ 連 単 ��� ２５，６２０円

票 数

単勝票数 計 １９９３８８ 的中 � ８８７１（５番人気）
複勝票数 計 ５８８７３５ 的中 � １９９７７（５番人気）� ３９７１７５（１番人気）� ３３８８０（３番人気）
枠連票数 計 １２５４１３ 的中 （７－８） １３０６８（３番人気）
普通馬連票数 計 ５０５８１１ 的中 �� ３７４１６（３番人気）
馬単票数 計 ４５５４７８ 的中 �� ９５７７（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９９４７３ 的中 �� １０５５２（４番人気）�� ３０２８（１７番人気）�� １４６５２（２番人気）
３連複票数 計 ５６９３１８ 的中 ��� １５８７３（７番人気）
３連単票数 計１３０８７３３ 的中 ��� ３７７１（６７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．３―３６．７―４９．４―１：０１．３―１：１２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�スマートオーシャン �
�
父 Mr. Greeley �

�
母父 Zilzal デビュー ２０１０．１０．１７ 京都９着

２００８．２．２４生 牝２栗 母 Ocean Queen 母母 River Jig ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円



３１０１６１１月７日 曇 良 （２２東京５）第２日 第４競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１１時２５分 （芝・左）

牝，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

１：３４．１
１：３３．１

良

良

１２ イケマドンナ 牝２鹿 ５４
５１ ▲小野寺祐太池田 豊治氏 伊藤 伸一 新ひだか マークリ牧場 ４１８ ―１：３７．８ ３７．６�

３６ トーセンパピヨン 牝２鹿 ５４ 松岡 正海島川 �哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４８４ ―１：３８．０１� ５．３�
５１０ マックスロンシャン 牝２鹿 ５４ 北村 宏司飯田 政子氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 ４５０ ―１：３８．１� ８．３�
７１５ マイネオーチャード 牝２栗 ５４ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ムラカミファーム ４４２ ―１：３８．３１� １２．０�
７１３ ディアエスペランサ 牝２鹿 ５４ 内田 博幸ディアレスト 田村 康仁 むかわ 新井牧場 ４５６ ―１：３８．５１� １３．９�
４８ ウインルキア 牝２青鹿５４ 三浦 皇成�ウイン 角居 勝彦 日高 オリオンファーム ４３６ ― 〃 ハナ ２．９	
６１１ メマンチンタ 牝２鹿 ５４ 田中 博康加藤 信之氏 高橋 祥泰 浦河 笹島 政信 ４３８ ― 〃 同着 ３３．２

２４ メジロクロユリ 牝２青鹿５４ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ５００ ―１：３８．８１� ５．３�
５９ ファストコンタクト 牝２黒鹿５４ 柴山 雄一�酒井牧場 斎藤 誠 浦河 酒井牧場 ４２０ ― 〃 クビ ５４．３
８１８ ミ ラ ベ ル 牝２鹿 ５４ 武士沢友治伊達 敏明氏 中川 公成 日高 サンシャイン

牧場 ４２４ ―１：３９．１１� １７．１�
３５ ダンスビューティ 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣吉田 和子氏 戸田 博文 浦河 鎌田 正嗣 ４６２ ―１：３９．２� ４２．３�
６１２ シンクオブミー 牝２鹿 ５４ 酒井 学島田 久氏 尾関 知人 日高 坂 牧場 ４４４ ― 〃 クビ １７９．１�
８１６ タイガープリンセス 牝２栗 ５４

５２ △伊藤 工真 �ワイ・アール・シー 高橋 裕 日高 豊郷牧場 ４２０ ―１：３９．４１ ６４．９�
７１４ キスミーハニー 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義石橋 和夫氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 ４５６ ―１：３９．６１� １９．７�
２３ サンゴッデス 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥グリーンスウォード 嶋田 潤 新ひだか 岡田スタツド ４８０ ―１：３９．７クビ １４６．０�
８１７ ナムラエターナル 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹奈村 信重氏 池上 昌弘 様似 林 時春 ４４６ ― 〃 クビ １０３．６�
４７ ニシノラヴァフロウ 牝２栗 ５４ 小林 淳一西山 茂行氏 保田 一隆 むかわ 西山牧場 ４２２ ―１：３９．８� ２２２．８�
１１ クインテッセンス 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優阿部 幸暉氏 杉浦 宏昭 新冠 堤 牧場 ４６４ ―１：４０．３３ １７１．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，０２１，７００円 複勝： ２５，５６４，３００円 枠連： ２０，００１，１００円

普通馬連： ５５，３３２，３００円 馬単： ３６，１２９，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，３０７，８００円

３連複： ６３，８０５，９００円 ３連単： ９６，０７６，９００円 計： ３３７，２３９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，７６０円 複 勝 � ６８０円 � ２３０円 � ３００円 枠 連（１－３） ８，４５０円

普通馬連 �� ９，８９０円 馬 単 �� ２７，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５００円 �� ２，９４０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� ２８，２００円 ３ 連 単 ��� ２３４，７９０円

票 数

単勝票数 計 １９０２１７ 的中 � ３９９０（１０番人気）
複勝票数 計 ２５５６４３ 的中 � ８５３４（１０番人気）� ３３８４８（２番人気）� ２２８３４（４番人気）
枠連票数 計 ２０００１１ 的中 （１－３） １７４７（２６番人気）
普通馬連票数 計 ５５３３２３ 的中 �� ４１３３（３４番人気）
馬単票数 計 ３６１２９８ 的中 �� ９６７（８２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１３０７８ 的中 �� ２０６８（３１番人気）�� １７４６（３７番人気）�� ５８５０（６番人気）
３連複票数 計 ６３８０５９ 的中 ��� １６７０（８６番人気）
３連単票数 計 ９６０７６９ 的中 ��� ３０２（６５９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．１―３６．５―４９．５―１：０２．６―１：１４．６―１：２６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．３―３F３５．２
３ ２－１６，１０（７，１４）（１３，１８）（８，１５）（６，９，１７）（４，１１，１２）－５－（１，３） ４ ２－１６（１０，１４）（７，１３，１８）（８，９，１５，１７）（６，３）（４，１１，１２）５－１

勝馬の
紹 介

イケマドンナ �
�
父 スキャターザゴールド �

�
母父 メジロライアン 初出走

２００８．４．１１生 牝２鹿 母 イケソシアル 母母 メジロソシアル １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 ミラベル号の騎手安藤勝己は，病気のため武士沢友治に変更。
〔制裁〕 マイネオーチャード号の騎手中谷雄太は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１７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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 シュッケルト号・フォーミー号



３１０１７１１月７日 曇 良 （２２東京５）第２日 第５競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１２時２０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

３６ シルクシュナイダー 牡２黒鹿５５ 吉田 豊有限会社シルク須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０４ ―１：２７．４ １．６�

２３ コスモゴールデン 牡２鹿 ５５ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 中村 和夫 ４９６ ―１：２７．７１� ６．２�
８１５ モ ン ク 牡２鹿 ５５

５３ △伊藤 工真田島榮二郎氏 矢野 英一 新ひだか 藤井 益美 ４８０ ―１：２７．９１� ２９．９�
６１２ キーフォース 牡２鹿 ５５ 酒井 学 �グリーンファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム ４８２ ―１：２８．４３ １０．３�
６１１ ダノンスプリーム 牡２栗 ５５ 内田 博幸�ダノックス 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ４４４ ―１：２８．６１� ７．９�
８１６ サーストンヴィンス 牡２鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太齊藤 宣勝氏 天間 昭一 浦河 宮内牧場 ４５０ ―１：２９．４５ ２５４．４	
２４ アラマサアフリート 牝２鹿 ５４ 北村 宏司�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４４０ ―１：２９．７２ １２．９

７１４ シルクメディエイト 牡２黒鹿５５ 武士沢友治有限会社シルク柴田 政人 平取 清水牧場 ４６８ ―１：２９．８� １００．５�
４７ ミ ス ト ラ ル 牡２鹿 ５５ 田中 博康臼田 浩義氏 鈴木 勝美 日高 メイプルファーム ４９０ ―１：３０．２２� ８７．４�
５１０ ル イ ー ズ 牝２青鹿５４ 勝浦 正樹大野 富生氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム ４７４ ―１：３０．３クビ ５３．７
７１３ テイエムタカシオ 牡２栗 ５５ 加藤士津八竹園 正繼氏 加藤 和宏 新ひだか 山田牧場 ４５４ ―１：３０．４� １７３．２�
３５ シーエーユウカ 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一松田 整二氏 畠山 吉宏 新ひだか グランド牧場 ４４８ ―１：３０．９３ ５５．１�
５９ マイネルコンプソス 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柄崎 孝 新冠 ビッグレッドファーム ４７０ ―１：３１．１１� ４２．６�
４８ オリオンザガロ 牡２鹿 ５５ 小林 淳一平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 ４９６ ―１：３１．３１� ５７．３�
１１ タ ニ 牡２栗 ５５ 三浦 皇成M．タバート氏 加藤 和宏 新ひだか 藤本牧場 ４７４ ―１：３１．６１� ６４．８�
１２ ノボプリンセス 牝２芦 ５４ 大庭 和弥�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 ５１２ ―１：３３．８大差 １１４．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，３７０，７００円 複勝： ２７，６６３，７００円 枠連： ２１，５０４，２００円

普通馬連： ５０，４１８，８００円 馬単： ４２，６４２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，９０６，５００円

３連複： ６１，６９９，６００円 ３連単： １１６，８７６，９００円 計： ３６２，０８２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � ３６０円 枠 連（２－３） ２９０円

普通馬連 �� ５６０円 馬 単 �� ６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ７９０円 �� １，４７０円

３ 連 複 ��� ３，１２０円 ３ 連 単 ��� ７，３００円

票 数

単勝票数 計 ２０３７０７ 的中 � １０２２８６（１番人気）
複勝票数 計 ２７６６３７ 的中 � １２２０２１（１番人気）� ３２１８２（２番人気）� １１２５４（６番人気）
枠連票数 計 ２１５０４２ 的中 （２－３） ５５００９（１番人気）
普通馬連票数 計 ５０４１８８ 的中 �� ６７３６７（１番人気）
馬単票数 計 ４２６４２３ 的中 �� ４５７２６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０９０６５ 的中 �� ２５５６４（１番人気）�� ６００８（７番人気）�� ３０９４（１６番人気）
３連複票数 計 ６１６９９６ 的中 ��� １４６１１（７番人気）
３連単票数 計１１６８７６９ 的中 ��� １１８３０（１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．９―２４．５―３７．１―５０．３―１：０３．１―１：１５．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルクシュナイダー �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 リアルシヤダイ 初出走

２００８．１．２７生 牡２黒鹿 母 エ ポ レ ッ ト 母母 マキシマムデニール １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 シルクシュナイダー号の騎手安藤勝己は，病気のため吉田豊に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノボプリンセス号は，平成２２年１２月７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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 オーダーアゲン号・グランサンク号・コスモワッチミー号・コンペキノウミ号・セイカフォルテ号・

メイクミーシャイン号



３１０１８１１月７日 曇 良 （２２東京５）第２日 第６競走 ��
��１，３００�サラブレッド系２歳

発走１２時５０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１８．１
１：１８．１

良

良

５８ オ ヤ シ オ 牡２鹿 ５５
５２ ▲平野 優平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４７０＋ ４１：１９．３ ９．１�

４７ � エーシンジェイワン 牡２栗 ５５ 内田 博幸�栄進堂 西園 正都 米 Nekia Farm ５２２－１２１：１９．４クビ ２．５�
２３ サーストンサブリナ 牝２鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太齊藤 宣勝氏 的場 均 浦河 中村 雅明 ４５８－ ８ 〃 ハナ ６．０�
６１１ サザンブレイズ 牡２栗 ５５ 酒井 学南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 ４５２＋ ４１：１９．８２� ２４．７�
５９ サミットストーン 牡２鹿 ５５ 吉田 豊百万 武夫氏 森 秀行 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ５０８＋ ６ 〃 クビ ９．２�
７１２ タ ビ ト 牡２鹿 ５５ 北村 宏司幅田 昌伸氏 白井 寿昭 浦河 荻伏服部牧場 ４６６＋ ４１：１９．９� １７．１�
８１５ ケイアイカイト 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹 �啓愛義肢材料販売所 斎藤 誠 新ひだか 片山牧場 ４６６＋ ４１：２０．０クビ ３２．３	
２２ イーグルカザン 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 ４９８－ ２１：２０．２１� １７．７

６１０ コスモイーチタイム 牡２栗 ５５ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 保田 一隆 新冠 ビッグレッドファーム ４１８＋１２ 〃 ハナ ７６．８�
７１３ オーシャンフリート 牝２栗 ５４ 柴原 央明 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 ４７４－ ８１：２０．４１ １２．４
４６ アンジュヴォレ 牝２栗 ５４ 柴山 雄一日下部勝�氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４２８＋ ４１：２０．６１� ５７．８�
１１ � バルデュソワール 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介�ノースヒルズ 和田 正道 米 Fox Straus

KY, LLC B４８２＋ ２１：２０．８１� ７２．６�
３５ リュウシンヒーロー 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義桑畑 �信氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４５４＋ ２１：２１．４３� ４０．８�
８１４ サンバホイッスル 牝２鹿 ５４ 田中 博康グリーンスウォード 和田 正道 日高 川島 良一 ４７２－ ８１：２１．８２� ７．８�
３４ 	 シルバーラビット 牡２芦 ５５

５３ △伊藤 工真喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 B４８６－ ４１：２５．５大差 ２８４．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２３，９９５，１００円 複勝： ３５，３４７，３００円 枠連： ２５，３２２，５００円

普通馬連： ７４，４４２，５００円 馬単： ４６，２９３，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，５７２，０００円

３連複： ８７，４８０，４００円 ３連単： １４０，２４２，５００円 計： ４５９，６９６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９１０円 複 勝 � ２１０円 � １３０円 � ２００円 枠 連（４－５） ６２０円

普通馬連 �� １，０７０円 馬 単 �� ３，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� １，１３０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ３，６４０円 ３ 連 単 ��� ２２，８７０円

票 数

単勝票数 計 ２３９９５１ 的中 � ２０９１６（４番人気）
複勝票数 計 ３５３４７３ 的中 � ３７４１４（３番人気）� ９８１０１（１番人気）� ４００５３（２番人気）
枠連票数 計 ２５３２２５ 的中 （４－５） ３０５３０（１番人気）
普通馬連票数 計 ７４４４２５ 的中 �� ５１７３１（２番人気）
馬単票数 計 ４６２９３９ 的中 �� １０６２９（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６５７２０ 的中 �� １５０２８（３番人気）�� ５３８２（１２番人気）�� １５４７５（２番人気）
３連複票数 計 ８７４８０４ 的中 ��� １７７７１（６番人気）
３連単票数 計１４０２４２５ 的中 ��� ４５２６（４６番人気）

ハロンタイム ６．９―１０．９―１１．３―１２．４―１２．５―１２．３―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
６．９―１７．８―２９．１―４１．５―５４．０―１：０６．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オ ヤ シ オ �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 テンパレートシル デビュー ２０１０．８．７ 新潟１１着

２００８．５．３１生 牡２鹿 母 シーラデルソル 母母 タケノヒデタカ ６戦２勝 賞金 １６，８４８，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シルバーラビット号は，平成２２年１２月７日まで平地競走に出走できない。



３１０１９１１月７日 曇 良 （２２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 （芝・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

１：３１．４
１：３１．４

良

良

５９ ナシュワンヒーロー 牡３栗 ５６ 酒井 学間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか へいはた牧場 ４４２＋ ４１：３４．８ ９．４�

４７ ヒカルルーキー 牡４黒鹿５７ 三浦 皇成�橋 京子氏 勢司 和浩 登別 登別上水牧場 ４８６＋ ４１：３４．９� ６．２�
２３ ウエスタンディオ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣西川 賢氏 尾形 充弘 新ひだか 北西牧場 ４６６＋ ４１：３５．１１� ５．６�
３６ マイネルドルチェ 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新冠 川島牧場 B４６２－ ８１：３５．２クビ ７．３�
７１３ ロードセイバー 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか 藤井 益美 ４５４＋ ４ 〃 クビ ８．８�
７１４ ドリームバスケット 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹セゾンレースホース� 阿部 新生 日高 荒井ファーム ４５８－ ２１：３５．４１ ９．０�
３５ テンエイエスプリ 牡３栗 ５６

５４ △伊藤 工真熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人
天栄牧場 ４５２－１０１：３５．５� ２８．１	

７１５ ヒルトップシーン 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義 
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 ４８２＋ ２ 〃 クビ ２４．７�

１２ キングパーフェクト 牡４黒鹿５７ 武士沢友治田中 晴夫氏 萱野 浩二 様似 スイートフアーム ４６２－ ６１：３５．６� ３５．７�
２４ ヒ ー ロ ー 牡３栗 ５６ 柴原 央明近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５３２＋ ６１：３５．７	 ５．０
６１２ イ オ ス 牝３鹿 ５４ 北村 宏司吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４４４＋ ８ 〃 クビ １３．８�
５１０ サウスエンピリカル 牝５青鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太南波 壽氏 武藤 善則 浦河 高岸 節雄 ４４８± ０１：３５．８クビ ３７．２�
８１８ シンボリカージナル 牡４鹿 ５７ 田中 博康シンボリ牧場 高橋 祥泰 静内 シンボリ牧場 ４８６＋ ６１：３６．０１� １１３．９�
８１６ ヴァルガリス 牡３黒鹿５６ 吉田 豊 
キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４－ ２ 〃 アタマ ９８．８�
４８ スズヨタキオン 牝３鹿 ５４ 小林 淳一鈴木与四郎氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ４４４＋１０１：３６．１� ７３．４�
８１７
� カ リ ユ ガ �５鹿 ５７ 柴山 雄一池谷 誠一氏 本間 忍 米 Brookdale & Dr.

Ted Folkerth ４９８－ ６ 〃 クビ ２７４．９�
１１ トウショウパンサー 牡４黒鹿５７ 大庭 和弥トウショウ産業� 浅野洋一郎 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４３４＋ ２ 〃 ハナ １０９．７�
６１１� ムッシュオメガ 牡４栗 ５７ 太宰 啓介奥村 伸爾氏 和田 正道 浦河 ヒダカフアーム B４９６＋ ６１：３６．４１� ３０４．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，２１６，３００円 複勝： ３８，８１４，１００円 枠連： ２７，２８５，０００円

普通馬連： ８７，４５１，１００円 馬単： ４８，４８６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，１６６，４００円

３連複： １０５，８５０，４００円 ３連単： １６４，４０９，３００円 計： ５２３，６７８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９４０円 複 勝 � ２９０円 � ２７０円 � ２１０円 枠 連（４－５） ３，３９０円

普通馬連 �� ３，７２０円 馬 単 �� ７，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５３０円 �� １，０３０円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� ８，８６０円 ３ 連 単 ��� ５０，５００円

票 数

単勝票数 計 ２２２１６３ 的中 � １８６７０（７番人気）
複勝票数 計 ３８８１４１ 的中 � ３４０１７（７番人気）� ３７２３４（５番人気）� ５４０６０（２番人気）
枠連票数 計 ２７２８５０ 的中 （４－５） ５９４４（１５番人気）
普通馬連票数 計 ８７４５１１ 的中 �� １７３５８（２３番人気）
馬単票数 計 ４８４８６２ 的中 �� ４８３４（４１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９１６６４ 的中 �� ４６０６（２３番人気）�� ７０７８（１２番人気）�� ７６１１（９番人気）
３連複票数 計１０５８５０４ 的中 ��� ８８２２（３４番人気）
３連単票数 計１６４４０９３ 的中 ��� ２４０３（１８１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１１．７―１２．０―１２．３―１１．９―１１．３―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．８―３５．５―４７．５―５９．８―１：１１．７―１：２３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．３―３F３５．０
３ ・（９，１１）（６，１４，１７）７（１，１５，１８）５（２，１３）８，３（４，１０）（１２，１６） ４ ・（９，１１）（６，１４，１７）（１，７，１５，１８）（２，５，１３）（３，８）（１２，４，１０）１６

勝馬の
紹 介

ナシュワンヒーロー �
�
父 バ ゴ �

�
母父 アーミジャー デビュー ２００９．１１．２９ 京都２着

２００７．３．３１生 牡３栗 母 レガシークラウド 母母 レガシーウェーブ ５戦２勝 賞金 １７，２００，０００円
〔騎手変更〕 ヒーロー号の騎手安藤勝己は，病気のため柴原央明に変更。



３１０２０１１月７日 曇 良 （２２東京５）第２日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

１１ マイティースルー 牝４芦 ５５ 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 ５１６＋ ６１：４７．４ ２．７�

７７ プティプランセス 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義中山 芳樹氏 伊藤 正徳 日高 下河辺牧場 ４６２＋ ６ 〃 ハナ １０．６�
５５ オルレアンノオトメ 牝３鹿 ５３ 武士沢友治�ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 B４６６＋ ８１：４７．５� １４．９�
６６ プ ラ ー ジ ュ 牝４鹿 ５５ 松岡 正海 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２＋ ６ 〃 アタマ ４．５�
８８ テイクバイストーム 牝５芦 ５５ 勝浦 正樹 �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０２＋ ４１：４７．６クビ ５６．４�
３３ パールシャドウ 牝４鹿 ５５ 内田 博幸飯塚 知一氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４５６＋ ２１：４７．７� ７．０�
２２ キンショーオトヒメ 牝５栗 ５５ 酒井 学礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 ４４６± ０１：４７．８� ６２．８	
４４ マイネプリンセス 牝４鹿 ５５ 三浦 皇成 
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＋２６１：４７．９� ５．０�
８９ リ ュ シ オ ル 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣吉田 勝己氏 小島 太 早来 ノーザンファーム ４６２＋ ２１：４８．３２� ８．０�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２５，３５０，９００円 複勝： ３９，４８７，４００円 枠連： １６，０４８，２００円

普通馬連： ７２，６１４，０００円 馬単： ５３，４６７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，０９１，０００円

３連複： ８０，８３６，５００円 ３連単： １８７，４８２，５００円 計： ５００，３７７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １４０円 � ２７０円 � ３７０円 枠 連（１－７） １，７９０円

普通馬連 �� １，５６０円 馬 単 �� ２，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� ７７０円 �� １，７８０円

３ 連 複 ��� ６，３５０円 ３ 連 単 ��� ２８，３７０円

票 数

単勝票数 計 ２５３５０９ 的中 � ７４９６５（１番人気）
複勝票数 計 ３９４８７４ 的中 � １１１０３９（１番人気）� ３３１６８（６番人気）� ２１７８８（７番人気）
枠連票数 計 １６０４８２ 的中 （１－７） ６６３５（９番人気）
普通馬連票数 計 ７２６１４０ 的中 �� ３４４３２（６番人気）
馬単票数 計 ５３４６７１ 的中 �� １４１７０（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５０９１０ 的中 �� ９８８２（８番人気）�� ８１１９（１２番人気）�� ３３１２（２２番人気）
３連複票数 計 ８０８３６５ 的中 ��� ９３９９（２１番人気）
３連単票数 計１８７４８２５ 的中 ��� ４８７８（１００番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．４―３６．４―４８．５―１：００．５―１：１２．６―１：２４．１―１：３５．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．９―３F３４．８

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

勝馬の
紹 介

マイティースルー 
�
父 ク ロ フ ネ 

�
母父 Seattle Slew デビュー ２００８．１０．１２ 東京４着

２００６．５．８生 牝４芦 母 スルーオール 母母 Over All ２４戦４勝 賞金 ６９，１６１，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔騎手変更〕 プティプランセス号の騎手安藤勝己は，病気のため蛯名正義に変更。



３１０２１１１月７日 晴 良 （２２東京５）第２日 第９競走 ��
��２，０００�t v k 賞

発走１４時２５分 （芝・左）
３歳以上，１，０００万円以下，２１．１１．７以降２２．１１．１まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

tvk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 ２５９，０００円 ７４，０００円 ３７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．２
１：５６．４

良

良

３３ � レ ン デ ィ ル 牡４芦 ５６ 吉田 豊広尾レース� 藤沢 和雄 愛 Rockhart
Trading Ltd B４９４＋ ６２：００．４ ８．２�

７９ カ リ バ ー ン 牡３鹿 ５４ 蛯名 正義 �社台レースホース河野 通文 千歳 社台ファーム B４８８± ０２：００．５� ２．３�
４４ オリエンタルジェイ 牡３黒鹿５４ 北村 宏司棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか グランド牧場 ４７６＋ ４２：００．６クビ ６．８�
１１ コハクジョー 牡４芦 ５５ 柴田 善臣河内 孝夫氏 伊藤 伸一 新冠 大狩部牧場 ５０６－ ８２：００．７� １５．８�
６６ レディービスティー 牝５黒鹿５１ 勝浦 正樹ビスティーズホース

ユニオン 伊藤 大士 早来 ノーザンファーム ４７８＋ ４２：００．９１� ４１．０�
８１０ ラストノート 牡３鹿 ５５ 松岡 正海 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０－ ２２：０１．０� ４．９	
５５ ラッキーバニラ 牡３青鹿５４ 内田 博幸吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B４９０－ ４ 〃 クビ ５．６

７８ � レオプログレス 牡５青 ５５ 伊藤 工真�レオ 平井 雄二 様似 清水 誠一 ４５４－ ４２：０１．２１� ２２．７�
２２ � モエレエキスパート 牡４青鹿５５ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 新ひだか 中村 和夫 ４９４＋１０２：０１．６２� １２２．８�
６７ スズカワグナー 牡４黒鹿５４ 三浦 皇成永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４７０＋ ２２：０１．８１	 ６２．７
８１１� ベ ロ ー チ ェ 牡７鹿 ５３ 太宰 啓介モナコ商事� 嶋田 功 三石 大豊牧場 B４７０＋ ２２：０１．９� １０５．９�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３０，３２０，４００円 複勝： ４２，６９５，６００円 枠連： ２２，０９９，８００円

普通馬連： １１０，６１１，９００円 馬単： ７１，０７２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，０２７，２００円

３連複： １１６，２０７，８００円 ３連単： ２６０，２３３，４００円 計： ６８６，２６８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８２０円 複 勝 � ２２０円 � １３０円 � １９０円 枠 連（３－７） ８５０円

普通馬連 �� ９４０円 馬 単 �� ２，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ６５０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� １，６００円 ３ 連 単 ��� １１，７００円

票 数

単勝票数 計 ３０３２０４ 的中 � ２９３６９（５番人気）
複勝票数 計 ４２６９５６ 的中 � ４４１２９（５番人気）� １１４５８１（１番人気）� ５２７４０（４番人気）
枠連票数 計 ２２０９９８ 的中 （３－７） １９３２２（４番人気）
普通馬連票数 計１１０６１１９ 的中 �� ８６８６０（４番人気）
馬単票数 計 ７１０７２２ 的中 �� ２０７１０（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３０２７２ 的中 �� ２２８９１（４番人気）�� １１５１８（１０番人気）�� ２６０９９（３番人気）
３連複票数 計１１６２０７８ 的中 ��� ５３６０２（６番人気）
３連単票数 計２６０２３３４ 的中 ��� １６４２７（４０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．８―１２．０―１２．１―１２．７―１２．３―１２．４―１１．６―１１．１―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．４―３６．４―４８．５―１：０１．２―１：１３．５―１：２５．９―１：３７．５―１：４８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．９―３F３４．５

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

勝馬の
紹 介

�レ ン デ ィ ル �
�
父 Danehill Dancer �

�
母父 In The Wings デビュー ２００９．３．１５ 中山１着

２００６．５．３生 牡４芦 母 Streetcar 母母 As You Desire Me １６戦４勝 賞金 ６２，４８６，０００円



３１０２２１１月７日 晴 良 （２２東京５）第２日 第１０競走 ��
��１，６００�

きんしゅう

錦秋ステークス
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５６�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 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

２２ ランフォルセ 牡４青鹿５７ 内田 博幸 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４８６＋１２１：３６．７ ３．８�

５７ ロラパルーザ 牡４鹿 ５７ 吉田 豊�樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 ５１２＋ ４ 〃 クビ ３．４�
４６ グラヴィテーション 牡４鹿 ５７ 田中 博康清水 二朗氏 本間 忍 三石 中田 英樹 ５０８＋ ２１：３７．０１� １２．４�
６１０� ピースオブパワー 牡４青鹿５７ 三浦 皇成田畑 勝彦氏 矢作 芳人 大樹 メムブリーディ

ングシステム ４８６＋ ４ 〃 クビ ９．３�
５８ ボクノタイヨウ 牡５黒鹿５７ 北村 宏司平田 修氏 白井 寿昭 新冠 秋田牧場 ４８０＋ ２１：３７．３１� １９．６�
４５ ラ ル ー チ ェ 牝４芦 ５５ 勝浦 正樹植中 倫子氏 平田 修 安平 ノーザンファーム B４８０－１２１：３７．４	 ３２．７�
８１４ キャトルキャール 牝５栗 ５５ 蛯名 正義吉田 修氏 村山 明 様似 出口 繁夫 ４５４＋ ４１：３７．６１
 ２６．４	
３３ ツバサドリーム 牡６栗 ５７ 柴田 善臣
RRA 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４９２＋ ２ 〃 ハナ ３７．５�
７１１� トウカイプライム 牡５黒鹿５７ 武士沢友治内村 正則氏 成島 英春 浦河 吉田 又治 ５６４＋ ２１：３７．９１� １７４．９�
６９ サンマルセイコー 牝７黒鹿５５ 小林 淳一相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４９０± ０１：３８．１１	 ３５９．９
７１２ シルクプレスト �６鹿 ５７ 柴山 雄一有限会社シルク星野 忍 早来 ノーザンファーム ５３２＋１８１：３８．２	 ２６３．８�
１１ アドバンスウェイ 牡４鹿 ５７ 松岡 正海西川 隆士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 ４９６± ０１：３８．３クビ ３．０�
８１３ ケイアイダイオウ 牡４鹿 ５７ 伊藤 工真 
啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか グランド牧場 ５３６± ０１：３８．４� ８０．６�
３４ � デイフラッシュ 牡８鹿 ５７ 太宰 啓介清進電設
 戸田 博文 米 Nancy C.

Shuford B５１８＋ ２１：３９．６７ ４２６．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４０，４６２，２００円 複勝： ７２，１２４，２００円 枠連： ３９，５１３，２００円

普通馬連： １７６，９６８，７００円 馬単： １０４，１４１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ５２，９２１，３００円

３連複： １９６，８６８，１００円 ３連単： ３９０，９９７，４００円 計： １，０７３，９９６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １５０円 � １３０円 � ２８０円 枠 連（２－５） ５７０円

普通馬連 �� ６１０円 馬 単 �� １，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ９５０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ２，４２０円 ３ 連 単 ��� ９，８１０円

票 数

単勝票数 計 ４０４６２２ 的中 � ８５９２８（３番人気）
複勝票数 計 ７２１２４２ 的中 � １２９１２５（３番人気）� １９４３７５（１番人気）� ４９４３４（５番人気）
枠連票数 計 ３９５１３２ 的中 （２－５） ５１３８３（３番人気）
普通馬連票数 計１７６９６８７ 的中 �� ２１５８７９（３番人気）
馬単票数 計１０４１４１５ 的中 �� ５６９５７（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５２９２１３ 的中 �� ５３５９１（３番人気）�� １２５５４（９番人気）�� １９７９１（７番人気）
３連複票数 計１９６８６８１ 的中 ��� ６０２１４（８番人気）
３連単票数 計３９０９９７４ 的中 ��� ２９４４２（２１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２３．８―３５．６―４７．４―１：００．０―１：１２．４―１：２４．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ランフォルセ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Machiavellian デビュー ２００８．８．３ 新潟６着

２００６．３．２８生 牡４青鹿 母 ソ ニ ン ク 母母 Sonic Lady １３戦５勝 賞金 ９１，６７０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔騎手変更〕 グラヴィテーション号の騎手安藤勝己は，病気のため田中博康に変更。
〔制裁〕 グラヴィテーション号の騎手田中博康は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（１番への進路影響）



３１０２３１１月７日 晴 良 （２２東京５）第２日 第１１競走
アルゼンチン共和国建国２００周年記念

��
��２，５００�第４８回アルゼンチン共和国杯（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （芝・左）

３歳以上，２１．１１．７以降２２．１１．１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 １，３１６，０００円 ３７６，０００円 １８８，０００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

１２ トーセンジョーダン 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成島川 �哉氏 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４８０＋ ２２：３０．０ ３．１�

５９ ジ ャ ミ ー ル 牡４鹿 ５６ 大庭 和弥吉田 照哉氏 松元 茂樹 浦河 福田牧場 ４５２＋ ８２：３０．３１� ５．４�
４７ コスモヘレノス 牡３鹿 ５１ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 ナカノファーム ５１４＋１０ 〃 クビ ３２．２�
１１ スリーオリオン 牡５栗 ５５ 内田 博幸永井商事� 村山 明 浦河 信岡牧場 ４５６－ ４２：３０．６１� ５．８�
３５ エアジパング �７鹿 ５６ 柴山 雄一 �ラッキーフィールド藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４４４± ０２：３１．０２� ６１．６	
７１４	 グラスゴッド 牡６栗 ５０ 伊藤 工真半沢� 大江原 哲 浦河 中神牧場 ４７６＋ ４２：３１．１� ７９．６

５１０ トウショウウェイヴ 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 B４７６＋ ６ 〃 アタマ １２．３�
６１２ マイネルスターリー 牡５鹿 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 門別 野島牧場 ４７４＋ ６２：３１．２� １２．８�
３６ シ グ ナ リ オ 牡６栗 ５４ 北村 宏司齊藤四方司氏 手塚 貴久 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４＋ ４２：３１．３� ５９．１
４８ トリビュートソング 牡５鹿 ５５ 勝浦 正樹 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４８６± ０ 〃 クビ ７．６�
８１６ マキハタサイボーグ �８鹿 ５２ 小野寺祐太�槇本牧場 新川 恵 門別 槇本牧場 ４９８－ ８２：３１．５１
 ２２１．４�
８１８ ゴールデンハインド 牡４鹿 ５３ 蛯名 正義吉田 和子氏 大竹 正博 早来 ノーザンファーム ５４２－ ２ 〃 同着 １０．４�
６１１ レッドアゲート 牝５黒鹿５１ 武士沢友治ディアレスト 高木 登 浦河 小島牧場 ４４６－ ４２：３１．６クビ １２９．４�
７１３ ドリームフライト 牡６栗 ５０ 酒井 学吉田 勝己氏 鈴木 孝志 早来 ノーザンファーム ５０８± ０２：３２．４５ ４５．４�
２３ シルクネクサス 牡８栗 ５５ 小林 淳一有限会社シルク岡田 稲男 新冠 早田牧場新

冠支場 ５１４＋ ２２：３３．５７ １４４．３�
８１７�	 カネトシソレイユ 牡６鹿 ５４ 田中 博康兼松 利男氏 大橋 勇樹 豪

Gainsborough Stud Aus-
tralia Pty Ltd, Arrowfield
Group Pty Ltd

４９８＋ ４２：３３．６� １３８．５�
２４ 	 スマートステージ 牡５鹿 ５４ 柴田 善臣大川 徹氏 鹿戸 雄一 三石 ダイイチ牧場 B４９８＋１４２：３３．８１� ２３．９�
７１５ ゴールデンメイン �１０栗 ５４ 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 浦河 辻 牧場 ４６２－ ６２：３４．６５ ３４．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １２７，１２７，８００円 複勝： １８５，０９９，２００円 枠連： ２０１，４０８，８００円

普通馬連： ７７６，２８９，０００円 馬単： ４０９，５２６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２１３，２５１，４００円

３連複： １，０４５，０７８，３００円 ３連単： ２，０２３，５７１，６００円 計： ４，９８１，３５２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １６０円 � １９０円 � ６６０円 枠 連（１－５） ４２０円

普通馬連 �� ９５０円 馬 単 �� １，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� ２，０８０円 �� ２，５９０円

３ 連 複 ��� １１，８２０円 ３ 連 単 ��� ４２，８３０円

票 数

単勝票数 計１２７１２７８ 的中 � ３２６５００（１番人気）
複勝票数 計１８５０９９２ 的中 � ３８９３９０（１番人気）� ２７８２９２（２番人気）� ５３５４７（９番人気）
枠連票数 計２０１４０８８ 的中 （１－５） ３５９２５０（１番人気）
普通馬連票数 計７７６２８９０ 的中 �� ６０８９９４（１番人気）
馬単票数 計４０９５２６３ 的中 �� １９２１５２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２１３２５１４ 的中 �� １３０６２７（１番人気）�� ２４０７６（２６番人気）�� １９１９４（３１番人気）
３連複票数 計１０４５０７８３ 的中 ��� ６５２６６（３６番人気）
３連単票数 計２０２３５７１６ 的中 ��� ３４８７２（１１５番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．１―１０．８―１２．２―１２．２―１２．１―１２．２―１２．３―１２．１―１２．２―１１．８―１１．６―１２．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．０―１８．１―２８．９―４１．１―５３．３―１：０５．４―１：１７．６―１：２９．９―１：４２．０―１：５４．２―２：０６．０―２：１７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．８
１
３

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

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンジョーダン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００８．１１．１ 京都６着

２００６．２．４生 牡４鹿 母 エヴリウィスパー 母母 クラフテイワイフ １１戦６勝 賞金 １６５，７３８，０００円
〔騎手変更〕 ジャミール号の騎手安藤勝己は，病気のため大庭和弥に変更。
※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。
（非抽選馬） ２頭 スノークラッシャー号・ベンチャーナイン号



３１０２４１１月７日 晴 良 （２２東京５）第２日 第１２競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時１０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

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

４５ トキノフウジン 牡３黒鹿５６ 柴原 央明田中 準市氏 昆 貢 新冠 村田牧場 ４４２－ ４１：２５．９ ９．５�

７１１ ヒラボクスペシャル 牝４黒鹿 ５５
５３ △伊藤 工真�平田牧場 大竹 正博 浦河 鎌田 正嗣 ４６８＋ ２１：２６．３２� ７．９�

８１３ タマモスクワート 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一タマモ� 中川 公成 新冠 対馬 正 ４９８＋ ４ 〃 クビ ２４．０�
８１４ ペガサスヒルズ 牡３栗 ５６ 三浦 皇成吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 ４７０± ０ 〃 ハナ １７．２�
５８ � マルターズカイト 牡３鹿 ５６ 吉田 豊藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 ４７８－ ４１：２６．４クビ ３９．７�
５７ テンザンモビール 牡７黒鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太平野 澄江氏 矢作 芳人 門別 下河辺牧場 B４７８－１０ 〃 クビ ８２．１�
３３ エ ア ウ ル フ 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４７０－ ２１：２６．８２� １．９	
２２ シャドウストライプ 牡６栗 ５７ 内田 博幸飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５３６± ０１：２６．９クビ １０．７

７１２ ホ ク レ レ 牝６鹿 ５５ 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 後藤 由之 千歳 社台ファーム ４８０－ ２１：２７．１１� ５２．９�
１１ チャリティショウ 牡６栗 ５７ 武士沢友治加藤 徹氏 柴田 政人 門別 本田 武雄 ５００＋ ６ 〃 クビ １２７．７�
６９ シュンカジョウ 牝５鹿 ５５ 勝浦 正樹河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 ４６６± ０１：２７．２クビ ３８．９
６１０ ウインマグナム 牡５栗 ５７ 蛯名 正義�ウイン 田中 清隆 静内（有）石川牧場 ４８４＋ ４ 〃 クビ １９．９�
３４ オメガクリスマス 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B４５２＋ ６１：２７．３クビ ７．５�
４６ レッツゴーヒチョリ 牡５鹿 ５７ 田中 博康飯田 正剛氏 高橋 祥泰 静内 千代田牧場 ５４６－ ４１：２８．０４ ５６．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ５１，７３８，４００円 複勝： ７６，４３８，４００円 枠連： ４４，６８８，７００円

普通馬連： １７２，８２３，１００円 馬単： １１２，４５６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５８，９９９，６００円

３連複： ２０５，９２１，６００円 ３連単： ４３９，５８５，６００円 計： １，１６２，６５１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９５０円 複 勝 � ２９０円 � ２４０円 � ４３０円 枠 連（４－７） ２，４８０円

普通馬連 �� ２，７５０円 馬 単 �� ６，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９７０円 �� ２，０５０円 �� １，１８０円

３ 連 複 ��� １２，７８０円 ３ 連 単 ��� ５９，３６０円

票 数

単勝票数 計 ５１７３８４ 的中 � ４３１０９（４番人気）
複勝票数 計 ７６４３８４ 的中 � ７２０４１（３番人気）� ９０７２０（２番人気）� ４２３１３（６番人気）
枠連票数 計 ４４６８８７ 的中 （４－７） １３３１２（８番人気）
普通馬連票数 計１７２８２３１ 的中 �� ４６５０３（８番人気）
馬単票数 計１１２４５６３ 的中 �� １２８４２（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５８９９９６ 的中 �� １５３４９（８番人気）�� ６９２９（２０番人気）�� １２３９８（１１番人気）
３連複票数 計２０５９２１６ 的中 ��� １１９００（４２番人気）
３連単票数 計４３９５８５６ 的中 ��� ５４６６（１７９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．９―２４．８―３７．２―４９．９―１：０２．２―１：１４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．７―３F３６．０
３ ８，１１，５（７，１４）１３（３，４，１０）（１，２，１２，９）６ ４ ８，１１，５（７，１４，１３）（３，４，１０，９）（１，２，１２，６）

勝馬の
紹 介

トキノフウジン �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 メジロライアン デビュー ２００９．１２．１３ 中京１着

２００７．４．８生 牡３黒鹿 母 ラヴァーズレーン 母母 モ ガ ミ ヒ メ ７戦３勝 賞金 ３６，６９０，０００円
〔騎手変更〕 ペガサスヒルズ号の騎手安藤勝己は，病気のため三浦皇成に変更。



（２２東京５）第２日 １１月７日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２９５，３５０，０００円
４，２６０，０００円
２２，３７０，０００円
２，７３０，０００円
２９，６７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６０，２０７，０００円
４，６７４，０００円
１，６６３，２００円

勝馬投票券売得金
４０６，４６７，４００円
６５５，９９９，９００円
４５４，２３３，８００円
１，７１７，９１９，５００円
１，０３６，７４５，２００円
５３４，９６５，４００円
２，１３０，１８１，０００円
４，１４４，９３８，７００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １１，０８１，４５０，９００円

総入場人員 ３７，５６３名 （有料入場人員 ３６，１２８名）




