
３１０３７１１月１４日 曇 良 （２２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 � カフェヒミコ 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣西川 恭子氏 松山 康久 米 Katsumi
Yoshizawa ４９６± ０１：１９．０ １．１�

８１０� アポロノカンザシ 牝２栗 ５４ 北村 宏司アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Colts Neck
Stables ４４４± ０１：２０．４９ ７．７�

３３ トーセントレジャー 牡２鹿 ５５ 吉田 豊島川 �哉氏 柴崎 勇 新ひだか 矢野牧場 ４８２－ ６１：２０．９３ ６５．４�
１１ レッドオブガバナー 牡２鹿 ５５

５３ △伊藤 工真中谷 初子氏 鈴木 康弘 新ひだか 三木田 頼嗣 ４９０＋ ４ 〃 アタマ １１．５�
２２ ジパングファースト 牡２栗 ５５ 武士沢友治大野 龍氏 成島 英春 新ひだか カタオカステーブル ４４２＋ ８１：２１．７５ １０５．７�
４４ サイレントリターン 牝２栗 ５４ 柴山 雄一山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 ４３２＋ ２１：２１．８� ２０９．４�
６７ 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 ４７６－ ２ 〃 クビ ４３．７	
７８ サーストンヴィンス 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成齊藤 宣勝氏 天間 昭一 浦河 宮内牧場 ４５０± ０１：２２．０１� ３９．５

７９ ラヴァリーシーク 牝２栗 ５４ 吉田 隼人村中 徳広氏 岩戸 孝樹 新冠 川上 悦夫 ４３８－ ２１：２２．３１� ７１．２�
８１１ レッツマンボウ 牝２栗 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 田島 俊明 浦河 岡本 昌市 ４７２－１０１：２２．７２	 ２８．３
５５ ブ レ ス ユ ー 牝２鹿 ５４ 郷原 洋司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本郷 一彦 浦河 ヒダカフアーム ４６４－ ４１：２３．２３ ８９．４�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １７，５３２，７００円 複勝： ５０，７１８，２００円 枠連： １２，０２１，１００円

普通馬連： ３８，４０７，２００円 馬単： ３９，２５４，０００円 ワイド【拡大馬連】： １４，６４１，８００円

３連複： ４６，１０３，６００円 ３連単： １１４，７２３，６００円 計： ３３３，４０２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １１０円 複 勝 � １００円 � １３０円 � ５７０円 枠 連（６－８） １８０円

普通馬連 �� ２３０円 馬 単 �� ２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� ７００円 �� １，４６０円

３ 連 複 ��� ２，１９０円 ３ 連 単 ��� ４，２６０円

票 数

単勝票数 計 １７５３２７ 的中 � １２６００８（１番人気）
複勝票数 計 ５０７１８２ 的中 � ３８０８４４（１番人気）� ４７８５３（２番人気）� ５３７１（７番人気）
枠連票数 計 １２０２１１ 的中 （６－８） ５１７９１（１番人気）
普通馬連票数 計 ３８４０７２ 的中 �� １２４２０８（１番人気）
馬単票数 計 ３９２５４０ 的中 �� １０３１２０（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４６４１８ 的中 �� ３２２９４（１番人気）�� ４２８９（８番人気）�� １９２１（１７番人気）
３連複票数 計 ４６１０３６ 的中 ��� １５５８９（７番人気）
３連単票数 計１１４７２３６ 的中 ��� １９８８３（１２番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．０―１１．４―１２．１―１２．５―１２．１―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１８．１―２９．５―４１．６―５４．１―１：０６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．５―３F３７．４
３ ・（６，１０，１１）－５－１（２，３）－７（９，８）－４ ４ ６，１０（５，１１）－（１，２）－３（７，８）－９－４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

�カフェヒミコ �
�
父 Bandini �

�
母父 Tiznow デビュー ２０１０．１０．２ 中山４着

２００８．４．１０生 牝２鹿 母 Yamato Damashii 母母 Storm Dust ３戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブレスユー号は，平成２２年１２月１４日まで平地競走に出走できない。



３１０３８１１月１４日 曇 良 （２２東京５）第４日 第２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１０時２０分 （芝・左）

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

中央レコード

１：３４．１
１：３３．１

良

良

４６ トーセンソニア 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４４２－ ４１：３６．１ ５．９�

６９ コスモソルフェリノ 牝２栗 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４４４－ ６ 〃 クビ ４．２�
３３ コスタパルメーラ 牡２黒鹿５５ 北村 宏司吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４６８＋ ４１：３６．５２� １６．５�
７１１ エアジョイント 牡２黒鹿５５ 横山 典弘 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４７６－１０ 〃 クビ ２．９�
３４ ウインドワード 牝２栗 ５４ 小牧 太インターナシヨナル

ホース� 浅野洋一郎 日高 インターナショ
ナル牧場 ４１２－ ２ 〃 ハナ １３１．２	

６１０� アポロスカイナイト 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 米
Phillips Racing
Partnership &
John W. Phillips

４６０＋ ６ 〃 アタマ ４．３

４５ スリーケインズ 牡２芦 ５５ 江田 照男永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 ４４６＋１２１：３６．６クビ ２６．９�
５７ テイエムバカラ 牡２鹿 ５５

５３ △伊藤 工真竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 ５１０＋１０１：３６．９１� ４７８．９�
１１ フルーツマウンテン 牝２青鹿５４ 吉田 豊吉田 哲哉氏 高橋 裕 千歳 社台ファーム ４２２－１０ 〃 クビ １１２．０
８１３ ジ ャ ッ ク 牡２栗 ５５ 内田 博幸菅波 雅巳氏 斎藤 誠 浦河 梅田牧場 ４５８＋ ２ 〃 ハナ ３８．９�
２２ ジェネスサンキュー 牡２芦 ５５ 戸崎 圭太山口 真吾氏 田島 俊明 日高 藤本ファーム ４４４－ ４ 〃 アタマ １２．７�

（大井）

５８ ゴールドタイコー 牡２栗 ５５ 吉田 隼人磯波 勇氏 高木 登 千歳 社台ファーム ４６４＋１６１：３７．０� ２３．３�
８１４ ホッコーハルマ 牡２栗 ５５ 柴山 雄一矢部 幸一氏 清水 久詞 浦河 三枝牧場 ４５８± ０１：３８．４９ １８９．３�
７１２ バシマイシン 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥石橋 英郎氏 高橋 義博 新ひだか 出羽牧場 ４２２＋ ２ 〃 クビ ４１５．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，９２２，６００円 複勝： ２５，０７０，２００円 枠連： １３，２１９，９００円

普通馬連： ４５，９２８，０００円 馬単： ３２，０７４，０００円 ワイド【拡大馬連】： １７，４３１，３００円

３連複： ５７，１７４，４００円 ３連単： ８７，１４４，４００円 計： ２９３，９６４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � １８０円 � １８０円 � ３３０円 枠 連（４－６） ４００円

普通馬連 �� １，０００円 馬 単 �� ２，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� １，０１０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� ３，９５０円 ３ 連 単 ��� １９，４９０円

票 数

単勝票数 計 １５９２２６ 的中 � ２１６０３（４番人気）
複勝票数 計 ２５０７０２ 的中 � ４１２２２（４番人気）� ４２０７０（３番人気）� １６２９５（６番人気）
枠連票数 計 １３２１９９ 的中 （４－６） ２４６６４（２番人気）
普通馬連票数 計 ４５９２８０ 的中 �� ３４２２１（５番人気）
馬単票数 計 ３２０７４０ 的中 �� １０７８９（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７４３１３ 的中 �� １２４４１（２番人気）�� ４０６５（１３番人気）�� ４４５０（１１番人気）
３連複票数 計 ５７１７４４ 的中 ��� １０７０７（１２番人気）
３連単票数 計 ８７１４４４ 的中 ��� ３３０１（５９番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンソニア �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー ２０１０．９．１９ 中山６着

２００８．２．６生 牝２鹿 母 ヘニーズソング 母母 Zama Hummer ４戦１勝 賞金 ９，０００，０００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１４日 曇 良 （２２東京５）第４日 第３競走 ��１，８００�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

１：４６．９
１：４６．６

良

良

４６ プ レ イ 牡２青鹿５５ 松岡 正海岡田 繁幸氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４８８± ０１：５０．３ ２．７�

２２ ゴールドラム 牡２黒鹿５５ 津村 明秀�ジェイアール 鈴木 伸尋 日高 浜本牧場 ４９２＋ ８１：５０．９３� ２９．０�
８１４ シャイニンロミオ 牡２鹿 ５５ 横山 典弘市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９０－ ６ 〃 ハナ ２．４�
５８ トーセンマルス 牡２鹿 ５５ 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４３４± ０ 〃 クビ ４．５�
４５ ギンザアレキサンダ 牡２鹿 ５５ 戸崎 圭太有馬 博文氏 池上 昌弘 新ひだか ケイアイファーム ４７６－ ２１：５１．１１� １８．８�

（大井）

３４ トウカイチャーム 牡２栗 ５５ 内田 博幸内村 正則氏 栗田 博憲 平取 二風谷ファーム ４６８－ ２１：５１．２� １１．７	
３３ オービーキング 牡２鹿 ５５

５３ △伊藤 工真�富士開発 古賀 史生 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４５４＋１０１：５１．３� ６７．１


６９ ゴールドウォッチ 牡２鹿 ５５ 熊沢 重文居城 要氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム ４５６－ ４１：５１．４� １８０．０�
１１ マイネルリープ 牡２黒鹿５５ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 日高 加藤牧場 B４７６＋ ４１：５１．５� ５０．８�
７１１ リワードレブロン 牡２鹿 ５５ 江田 照男宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード ４５４＋ ４ 〃 クビ ９１．７
８１３ クールジャガー 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹川上 哲司氏 清水 久詞 新冠 北星村田牧場 ４５４－ ２１：５２．３５ １２１．９�
５７ アポロセティ 牡２黒鹿５５ 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 新ひだか 鳥谷 勝彦 ４７８＋ ４１：５２．５１ ２０３．２�
７１２ ゲーテッドゾロア 牡２鹿 ５５ 北村 友一�三嶋牧場 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 ４３２＋ ６１：５２．８２ ３７６．９�

（１３頭）
６１０ レベルスピリット 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成小田 吉男氏 森 秀行 日高 三城牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １９，８００，９００円 複勝： ３５，１９０，３００円 枠連： １３，４７４，５００円

普通馬連： ５４，７０８，３００円 馬単： ４０，３６８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，９１５，６００円

３連複： ６４，５１６，７００円 ３連単： １２１，０２７，５００円 計： ３７２，００１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １２０円 � ４６０円 � １２０円 枠 連（２－４） ２，１６０円

普通馬連 �� ２，９５０円 馬 単 �� ４，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８００円 �� １７０円 �� ９５０円

３ 連 複 ��� １，８４０円 ３ 連 単 ��� １５，５６０円

票 数

単勝票数 差引計 １９８００９（返還計 ４４２） 的中 � ５７８７９（２番人気）
複勝票数 差引計 ３５１９０３（返還計 ８９３） 的中 � １０９６８４（１番人気）� １０４９５（６番人気）� ９４０８４（２番人気）
枠連票数 差引計 １３４７４５（返還計 ２３） 的中 （２－４） ４６０６（７番人気）
普通馬連票数 差引計 ５４７０８３（返還計 ４３６６） 的中 �� １３６９３（９番人気）
馬単票数 差引計 ４０３６８０（返還計 ３６３７） 的中 �� ７１０２（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２２９１５６（返還計 １７３１） 的中 �� ５８１９（１０番人気）�� ４８４８４（１番人気）�� ４８１８（１１番人気）
３連複票数 差引計 ６４５１６７（返還計 １２４７７） 的中 ��� ２５９８９（５番人気）
３連単票数 差引計１２１０２７５（返還計 １９６１０） 的中 ��� ５７４２（４２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１１．９―１２．９―１３．４―１３．４―１１．９―１１．２―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．１―３６．０―４８．９―１：０２．３―１：１５．７―１：２７．６―１：３８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．０―３F３４．６

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

プ レ イ �
�
父 ロックオブジブラルタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．８．２２ 札幌２着

２００８．１．２９生 牡２青鹿 母 マイケイティーズ 母母 ケイティーズファースト ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔出走取消〕 レベルスピリット号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。
※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１４日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２２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

５７ バ イ ヨ ン 牡５栗 ６０ 穂苅 寿彦 �キャロットファーム 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４４６－ ４３：２５．３ １．８�

７１１ モリノミヤコ 牡８黒鹿６０ 大庭 和弥関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ４９２＋ ６ 〃 クビ ４．２�
２２ トップシノワーズ 牡３栗 ５８ 石神 深一�宮内牧場 浅野洋一郎 浦河 尾野 一義 ４７４＋ ２ 〃 ハナ ２６．４�
６８ � メルシーゴールド 牡６鹿 ６０ 山本 康志原口 輝昭氏 小島 茂之 三石 三石ファーム ５３０＋１８３：２５．８３ １８．８�
５６ � リワードクラウン 牡３栗 ５８ 五十嵐雄祐宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード ５００＋ ８３：２６．９７ ２７．１�
３３ � トーセンブルーアイ 牡３黒鹿５８ 蓑島 靖典島川 �哉氏 後藤 由之 浦河 江島牧場 ４８４－ １３：２７．０� ４５．３	
６９ ビーアウェイク 牡３黒鹿５８ 高野 和馬�和田牧場 和田 正道 新ひだか 原 達也 ４６８＋ ５３：２７．２１� ６５．８

７１０� トウカイロード 牡４鹿 ６０ 佐久間寛志内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４８２－２０３：２７．９４ １５．２�
１１ クリノイマジン 牡３鹿 ５８ 江田 勇亮栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 三輪牧場 ４５２＋１２３：２８．６４ １６９．３�
４５ コアレスグルーム 牡３鹿 ５８ 金子 光希小林 昌志氏 田中 清隆 平取 コアレススタッド ４５４± ０ 〃 クビ ８０．０
８１３ マンドリーカ 牡３栗 ５８ 草野 太郎伊藤 信之氏 松山 将樹 新ひだか 山際牧場 ５００＋ ８３：３１．１大差 １７６．２�
８１２ ブラウンゴアー 牡３鹿 ５８ 柴田 大知キャピタルクラブ 秋山 雅一 新冠 的場牧場 ４９０＋２６３：３１．２クビ １７４．２�
４４ グランプリサクセス �６芦 ６０ 高田 潤�グランプリ 小崎 憲 鵡川 東振牧場 ４７０－ ２３：３９．５大差 ５．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １３，８３５，４００円 複勝： １８，４５９，７００円 枠連： １２，６８１，５００円

普通馬連： ３８，０５９，７００円 馬単： ３２，５７８，６００円 ワイド【拡大馬連】： １３，０４８，６００円

３連複： ４７，２５６，３００円 ３連単： ９４，２８５，５００円 計： ２７０，２０５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � ３１０円 枠 連（５－７） ２２０円

普通馬連 �� ３００円 馬 単 �� ４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ６４０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� １，６００円 ３ 連 単 ��� ３，５３０円

票 数

単勝票数 計 １３８３５４ 的中 � ６１４３９（１番人気）
複勝票数 計 １８４５９７ 的中 � ９２１２８（１番人気）� ３１２１５（２番人気）� ６９８５（６番人気）
枠連票数 計 １２６８１５ 的中 （５－７） ４２６５９（１番人気）
普通馬連票数 計 ３８０５９７ 的中 �� ９５８３６（１番人気）
馬単票数 計 ３２５７８６ 的中 �� ５９１９２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３０４８６ 的中 �� ２４３０１（１番人気）�� ４３１５（８番人気）�� ２９６５（１１番人気）
３連複票数 計 ４７２５６３ 的中 ��� ２１８０５（５番人気）
３連単票数 計 ９４２８５５ 的中 ��� １９７２９（７番人気）

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

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

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

勝馬の
紹 介

バ イ ヨ ン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Dixieland Band デビュー ２００８．１．１９ 中山３着

２００５．２．１８生 牡５栗 母 ティエッチダンサー 母母 Brought to Mind 障害：７戦１勝 賞金 １６，０００，０００円
〔制裁〕 マンドリーカ号の騎手草野太郎は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。
※出走取消馬 ニーニョデルシエロ号（疾病〔左肩跛行〕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。
（非抽選馬） ３頭 ウインリスペクト号・ティンバーウルフ号・メイショウズイカク号



３１０４１１１月１４日 曇 良 （２２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

４８ ミッキーレモン 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム ４８２ ―１：４０．１ ４．６�

２３ ピュアマインド 牝２栗 ５４ 柴田 善臣吉田 照哉氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム ４５０ ―１：４０．９５ ５．４�
４７ ルーズベルト 牡２栗 ５５ 北村 宏司重松 國建氏 鹿戸 雄一 日高 横井 哲 ４７６ ― 〃 クビ ４０．７�
３６ オールヴォアール 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹田島榮二郎氏 小西 一男 新ひだか 前川 隆則 ５００ ―１：４１．２２ ６．１�
６１１ ニ ー ロ 牡２黒鹿５５ 松岡 正海佐々木 勇氏 鈴木 康弘 浦河 鎌田 正嗣 ５３４ ―１：４１．６２� ３．６�
８１５ キリマンジャロ 牡２鹿 ５５ 戸崎 圭太近藤 英子氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ５１４ ―１：４１．７� ８．９�

（大井）

８１６ コスモワッチミー 牡２栗 ５５ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 日高 三宅 和男 ４９８ ― 〃 クビ ６１．２	
３５ オーダーアゲン 牡２鹿 ５５ 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 由利 徳之 ４５４ ―１：４１．８� １５４．６

７１３ キョウエイヒドラ 牝２栗 ５４ 北村 友一田中 晴夫氏 藤原 辰雄 浦河 鮫川 啓一 ４９６ ―１：４１．９� １１４．０�
１２ タマモブラウン 牡２鹿 ５５ 小牧 太タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ５０２ ―１：４２．１１ ６２．９
５９ ハヤブサアビオン 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４４６ ― 〃 クビ ４９．５�
６１２ メイクミーシャイン 牝２黒鹿５４ 吉田 豊飯田 正剛氏 田村 康仁 新ひだか 千代田牧場 ４９０ ―１：４２．２クビ １５．６�
１１ ア ヤ ナ ミ 牡２鹿 ５５ 田中 博康田原 邦男氏 小島 茂之 新冠 秋田牧場 ４８４ ―１：４３．３７ ４８．０�
２４ ブラウンスキー 牡２鹿 ５５ 柴田 大知キャピタルクラブ 秋山 雅一 新冠 田鎖牧場 ４９８ ―１：４３．９３� １３４．９�
５１０ ミヤビアザーレ 牝２黒鹿５４ 江田 照男村上 義勝氏 大江原 哲 浦河 金石牧場 ４６０ ―１：４５．２８ ８８．１�
７１４ オリオンザシルバー �２鹿 ５５ 大庭 和弥平本 敏夫氏 松永 康利 新ひだか 荒木 貴宏 ４７８ ―１：４５．３� ９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，１１６，８００円 複勝： ２４，４１８，８００円 枠連： １６，２０５，１００円

普通馬連： ５２，５４０，８００円 馬単： ３６，３７５，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，７７０，１００円

３連複： ６１，６８０，２００円 ３連単： ９５，３６２，１００円 計： ３２３，４６９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � ２００円 � ２１０円 � １，０６０円 枠 連（２－４） １，０９０円

普通馬連 �� １，１７０円 馬 単 �� ２，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５１０円 �� ３，６８０円 �� ３，９８０円

３ 連 複 ��� １７，９００円 ３ 連 単 ��� ６３，７５０円

票 数

単勝票数 計 １６１１６８ 的中 � ２７９９９（２番人気）
複勝票数 計 ２４４１８８ 的中 � ３８７０９（２番人気）� ３４３３６（４番人気）� ４５８５（８番人気）
枠連票数 計 １６２０５１ 的中 （２－４） １１０１３（５番人気）
普通馬連票数 計 ５２５４０８ 的中 �� ３３４０８（３番人気）
馬単票数 計 ３６３７５９ 的中 �� １１８５０（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０７７０１ 的中 �� １０９５９（４番人気）�� １３２８（３２番人気）�� １２２３（３５番人気）
３連複票数 計 ６１６８０２ 的中 ��� ２５４４（４７番人気）
３連単票数 計 ９５３６２１ 的中 ��� １１０４（１８８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１２．５―１２．８―１３．１―１２．８―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．１―３６．６―４９．４―１：０２．５―１：１５．３―１：２７．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキーレモン �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

２００８．２．２２生 牝２鹿 母 イルネージュ 母母 ジュウニヒトエ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００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。
（非当選馬） ３頭 アピールプレイ号・グランドジョラス号・ニシノペルグランデ号
※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。



３１０４２１１月１４日 曇 良 （２２東京５）第４日 第６競走 ��２，０００�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

２：０１．３
１：５９．９

良

良

２４ メジロミドウ 牝２黒鹿５４ 黛 弘人�メジロ牧場 萱野 浩二 洞爺湖 メジロ牧場 ４３８ ―２：０３．４ １０．１�

４８ マイネローレライ 牝２青鹿５４ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新ひだか 田中 裕之 ４８６ ― 〃 クビ ５．２�

１１ ウインテイクオフ 牡２黒鹿５５ 内田 博幸�ウイン 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド ４８０ ―２：０３．６１� ６．７�
３６ ギンザスクランブル 牡２鹿 ５５ 北村 友一有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 福岡 光夫 ４６２ ―２：０３．８１� ２８．３�
６１２ サイクロンフォース 牡２鹿 ５５ 松岡 正海小菅 定雄氏 松山 康久 登別 青藍牧場 ４９０ ― 〃 クビ ４７．６�
８１５ サルバドールダンス 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成則武 輝一氏 伊藤 大士 新ひだか 飛野牧場 ４２０ ―２：０４．４３� ２２．４	
７１４ シャトルベクター 牡２青鹿５５ 吉田 隼人加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 ４９２ ―２：０４．５� ２８６．４

３５ コスモスイートテン 牡２青鹿 ５５

５３ △伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 静内坂本牧場 ４８２ ―２：０４．７� １５９．７�
５１０ キャプテンダリア 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ５１０ ― 〃 クビ ２．１�
７１３ ダーバンシチー 牡２鹿 ５５ 江田 照男 �友駿ホースクラブ 奥平 雅士 新ひだか 幌村牧場 ４８２ ―２：０５．１２� １６．０
１２ スイートフラム 牝２鹿 ５４ 北村 宏司シンボリ牧場 古賀 慎明 日高 シンボリ牧場 ４２０ ―２：０５．２クビ ６７．５�
８１６ ヒラボクラッキー 牡２黒鹿５５ 藤田 伸二�平田牧場 土田 稔 千歳 社台ファーム ４７０ ― 〃 クビ １１．４�
５９ シーアクトレス 牝２鹿 ５４ 田中 博康 �ローレルレーシング 武市 康男 新冠 松本 信行 ４５２ ―２：０５．４１ ２００．９�
６１１ チェリーワンダー 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 鮫川牧場 ５１４ ―２：０５．５� ６２．７�
２３ フォンテーヌブロー 牡２黒鹿５５ 戸崎 圭太村野 康司氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ５２２ ―２：０７．５大差 ２４．５�

（大井）

４７ ボルトンシチー 牡２黒鹿５５ 大庭 和弥 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 日高 富川田中牧場 ４９２ ―２：０８．２４ １６６．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，８８０，６００円 複勝： ２５，７７７，８００円 枠連： １９，２５２，６００円

普通馬連： ５４，９８６，８００円 馬単： ３８，５３５，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，２１８，６００円

３連複： ６３，８７０，８００円 ３連単： ９６，１４７，１００円 計： ３３８，６６９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０１０円 複 勝 � ２７０円 � １９０円 � ２５０円 枠 連（２－４） ２，１６０円

普通馬連 �� ２，９９０円 馬 単 �� ７，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１２０円 �� １，４６０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ８，３４０円 ３ 連 単 ��� ５１，９５０円

票 数

単勝票数 計 １９８８０６ 的中 � １５５７１（４番人気）
複勝票数 計 ２５７７７８ 的中 � ２３６３７（４番人気）� ４０７５７（２番人気）� ２６７３５（３番人気）
枠連票数 計 １９２５２６ 的中 （２－４） ６５８８（１０番人気）
普通馬連票数 計 ５４９８６８ 的中 �� １３５９９（９番人気）
馬単票数 計 ３８５３５５ 的中 �� ３９１４（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０２１８６ 的中 �� ４４３５（９番人気）�� ３３４４（１６番人気）�� ５９８８（７番人気）
３連複票数 計 ６３８７０８ 的中 ��� ５６５８（２７番人気）
３連単票数 計 ９６１４７１ 的中 ��� １３６６（１５７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．８―３６．９―４９．７―１：０２．７―１：１５．８―１：２８．５―１：４０．３―１：５１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．６―３F３４．９

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

勝馬の
紹 介

メジロミドウ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン 初出走

２００８．３．１１生 牝２黒鹿 母 メジロサンドラ 母母 カ ン パ ナ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



３１０４３１１月１４日 曇 良 （２２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
１：２１．８

不良

稍重

７１４ コ ス モ レ ニ 牝３黒鹿５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 日高 石原牧場 ４５４－ ４１：２５．４ ２１．９�

３６ ツクバキング �３黒鹿５６ 柴田 善臣荻原 昭二氏 戸田 博文 日高 ヤナガワ牧場 ４６６－ ２１：２５．７２ ４．２�
８１６� ダークインサニティ 牡４鹿 ５７ 松岡 正海石瀬 浩三氏 大竹 正博 日高 鹿戸 武光 ５２４－ ２１：２５．８クビ ３．７�
６１２ パブリックアフェア 牝３栗 ５４ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム ４４６＋ ４１：２５．９	 １１１．６�
６１１
 ハイエストクライム 牡３鹿 ５６ 横山 典弘前田 葉子氏 萩原 清 米 Summer

Wind Farm ５０８＋ ８１：２６．０	 １０．５�
５１０
� アースグラヴィティ 牡５鹿 ５７ 戸崎 圭太 �キャロットファーム 松永 康利 豪

T W Archer
Trust, Peters
Equine Trust

５０４＋２２１：２６．１� １６２．２�
（大井）

１２ ドリームザネクスト 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成セゾンレースホース	 根本 康広 平取 協栄組合 ４７８± ０１：２６．２クビ ４２．７

２３ リンドブルム 牡３鹿 ５６ 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 ５１８＋ ４ 〃 クビ ３２．１�
３５ ミラクルセッション 牡４栗 ５７ 内田 博幸吉田 勝己氏 大久保龍志 早来 ノーザンファーム ４９２－ ６１：２６．３� ７．１�
１１ ハンマープライス 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４９８－ ２ 〃 クビ １０．１
５９ ゴーアップドラゴン 牡４黒鹿５７ 嘉藤 貴行元屋地文明氏 伊藤 大士 日高 新井 昭二 B４８４＋１０ 〃 ハナ ５７．５�
４８ 
 リ ト ル ド ア 牡４青鹿５７ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Quay

Bloodstock ５０４－ ８１：２６．７２� ４．４�
８１５ アルセーヌシチー 牡４鹿 ５７ 武士沢友治 	友駿ホースクラブ 平井 雄二 浦河 アイオイファーム ５００＋ ６１：２６．８クビ ３０．８�
４７ 
 マルターズマゼル 牡６鹿 ５７

５５ △伊藤 工真藤田 在子氏 天間 昭一 米 Yoshio Fujita ４５４＋１４１：２７．０１� ８６．５�
７１３
 セイウンリファイン 牡４鹿 ５７ 北村 友一西山 茂行氏 萱野 浩二 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones ４９４＋１４１：２７．６３� １７４．３�
２４ ブラウンチーター 牡３鹿 ５６ 江田 照男楠田 均氏 大江原 哲 新冠 北星村田牧場 ４７４＋ ２１：２７．７	 １４６．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，９７５，３００円 複勝： ３８，８９５，３００円 枠連： ２１，４５５，５００円

普通馬連： ７９，１３０，６００円 馬単： ４６，９８４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，７５７，６００円

３連複： ８９，８５７，８００円 ３連単： １３９，６５６，０００円 計： ４６７，７１３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１９０円 複 勝 � ３４０円 � １５０円 � １４０円 枠 連（３－７） １，８９０円

普通馬連 �� ３，１００円 馬 単 �� ８，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９３０円 �� ９１０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ２，５７０円 ３ 連 単 ��� ２８，３８０円

票 数

単勝票数 計 ２３９７５３ 的中 � ８６３８（７番人気）
複勝票数 計 ３８８９５３ 的中 � ２１７３２（６番人気）� ７５６７３（２番人気）� ８９３１９（１番人気）
枠連票数 計 ２１４５５５ 的中 （３－７） ８４０１（８番人気）
普通馬連票数 計 ７９１３０６ 的中 �� １８８９５（１２番人気）
馬単票数 計 ４６９８４９ 的中 �� ４３３９（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７７５７６ 的中 �� ６７６８（１０番人気）�� ６９３９（９番人気）�� ３０２２９（１番人気）
３連複票数 計 ８９８５７８ 的中 ��� ２５８２４（４番人気）
３連単票数 計１３９６５６０ 的中 ��� ３６３２（６８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．７―３５．４―４７．９―１：００．２―１：１２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３７．５
３ １６（１３，１５）－１１（１，５）－６－１４，３，１０（２，１２）９（４，７，８） ４ １６（１３，１５）－（１１，５）（１，６）－（３，１４）－（２，１０，１２）９（４，７，８）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コ ス モ レ ニ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．８．２２ 新潟１着

２００７．２．９生 牝３黒鹿 母 エキゾーストタイム 母母 スーパードレス １２戦２勝 賞金 １７，４００，０００円
〔制裁〕 ダークインサニティ号の騎手松岡正海は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（１番への進路影響）
※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。



３１０４４１１月１４日 曇 良 （２２東京５）第４日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時４０分 （芝・左）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５５�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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

７１１ ミカエルビスティー 牡３黒鹿５５ 内田 博幸備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４６６－ ２１：４６．９ ３．８�

４６ ブレイクナイン 牡４黒鹿５７ 吉田 豊青山 洋一氏 田村 康仁 日高 日高大洋牧場 ５０２＋ ２ 〃 クビ １６．８�
７１２ サイレントメロディ 牡３青 ５５ 三浦 皇成 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム ４９０± ０１：４７．１１ ３．６�
５７ フライバイワイヤー 牡４栗 ５７ 吉田 隼人 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６４－ ６ 〃 クビ １５．２�
３４ ユメノトキメキ 牝３鹿 ５３ 北村 宏司諸江 幸祐氏 勢司 和浩 浦河 多田 善弘 ４７０＋ ６ 〃 アタマ ３６．３�
３３ ハイタッチクイーン 牝３栗 ５３ 北村 友一星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 ４３４± ０１：４７．３１� ２５．０�
５８ ダノンヒデキ 牡４黒鹿５７ 戸崎 圭太	ダノックス 加藤 征弘 早来 ノーザンファーム ４８６＋ ２１：４７．５１� ５．８


（大井）

１１ � キャッツインブーツ 牡５栗 ５７
５５ △伊藤 工真山本 英俊氏 池江 泰寿 愛 Stonethorn

Stud Farms Ltd ５２８－ ２１：４７．７１	 ２９９．６�
４５ コスモカンタービレ 牡３黒鹿５５ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 ５００± ０１：４７．８
 １２．４�
８１４ スイートブレナム 牝５鹿 ５５ 柴田 善臣シンボリ牧場 後藤 由之 静内 シンボリ牧場 ４８８± ０ 〃 アタマ ４６．７
２２ ダブルレインボー 牡４栗 ５７ 藤田 伸二吉田 勝己氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４８６－ ４１：４７．９クビ ９．６�
６９ コスモオースティン 牡８鹿 ５７ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 三石 坂本牧場 ４８０－１８１：４８．６４ １８８．０�
６１０ ヒシカツジェームス 牡３栗 ５５ 横山 典弘阿部 雅英氏 久保田貴士 新ひだか 岡田スタツド ４６０＋ ２１：４９．０２	 ８．６�
８１３ ローレルエルヴェル 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹 	ローレルレーシング 小西 一男 静内 池田牧場 ４５６－ ６１：４９．７４ ６０．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２５，６２０，５００円 複勝： ４３，５７８，５００円 枠連： ２８，７１８，７００円

普通馬連： ９３，０２９，１００円 馬単： ５４，１１７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，４８１，３００円

３連複： ９９，９２９，８００円 ３連単： １６６，８５９，１００円 計： ５４２，３３４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １４０円 � ４００円 � １５０円 枠 連（４－７） ５８０円

普通馬連 �� ３，０７０円 馬 単 �� ４，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０１０円 �� ２８０円 �� １，２５０円

３ 連 複 ��� ２，９６０円 ３ 連 単 ��� ２１，９９０円

票 数

単勝票数 計 ２５６２０５ 的中 � ５４３６１（２番人気）
複勝票数 計 ４３５７８５ 的中 � １００１５１（１番人気）� １９７８２（８番人気）� ８６６８６（２番人気）
枠連票数 計 ２８７１８７ 的中 （４－７） ３７１４８（２番人気）
普通馬連票数 計 ９３０２９１ 的中 �� ２２３９７（１０番人気）
馬単票数 計 ５４１１７８ 的中 �� ８９９０（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０４８１３ 的中 �� ６８８９（１１番人気）�� ３２４０３（１番人気）�� ５４６６（１７番人気）
３連複票数 計 ９９９２９８ 的中 ��� ２４９５４（５番人気）
３連単票数 計１６６８５９１ 的中 ��� ５６０２（４６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．９―３５．７―４７．８―５９．８―１：１２．１―１：２３．６―１：３４．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．１―３F３４．８

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

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

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３黒鹿 母 オーピーキャット 母母 Princess S. １１戦３勝 賞金 ５２，２５０，０００円
※スイートブレナム号・ローレルエルヴェル号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



３１０４５１１月１４日 曇 良 （２２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 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．１
１：３３．１

良

良

７１１ ダンスファンタジア 牝２鹿 ５４ 横山 典弘 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４５６± ０１：３５．１ １．４�

３３ フレンチカクタス 牝２黒鹿５４ 柴田 善臣 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 大竹 正博 新ひだか 服部 牧場 ５００－ ２１：３５．５２� ２２．９�

７１０ サイレントソニック 牝２黒鹿５４ 内田 博幸細谷 典幸氏 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 ４４４－ ２１：３５．６� ５．１�
２２ ビービーバカラ 牝２鹿 ５４ 松岡 正海�坂東牧場 松山 康久 浦河 鎌田 正嗣 ４５６＋ ４ 〃 クビ １６．７�
６９ コンプリート 牝２鹿 ５４ 吉田 豊平岡 茂樹氏 谷原 義明 浦河 大野牧場 ４６６＋ ４ 〃 ハナ １３．９�
５７ � トーセンインディ 牝２芦 ５４ 江田 照男島川 	哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム ４３４＋ ４１：３６．１３ １２２．０

８１２ ニシノユメマクラ 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹西山 茂行氏 河野 通文 むかわ 西山牧場 ４５６－ ２ 〃 クビ ２３．７�
８１３ デラコリーナ 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 安平 追分ファーム ４５８± ０１：３６．２クビ １２．７�
４５ ゲンパチマイラヴ 牝２栗 ５４ 岩部 純二平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 三木田 頼嗣 B４７０＋ ２１：３６．４１� ２１４．５
１１ � コーリンハッピー 牝２芦 ５４ 伊藤 工真伊藤 恵子氏 平井 雄二 日高 今井牧場 ４６０－ ２１：３６．８２� ２２９．３�
４４ ムライチンタ 牝２栗 ５４ 小牧 太加藤 信之氏 上原 博之 日高 有限会社

ケイズ ４５６－１６１：３７．１１� ７６．６�
５６ フレンドミー 牝２鹿 ５４ 津村 明秀横尾 晴人氏 武市 康男 新ひだか 飛野牧場 ４３６－ ４１：３７．２� ２４５．７�
６８ 	 アイファーコラソン 牝２鹿 ５４ 戸崎 圭太中島 稔氏 川村 守男 新ひだか 桑嶋 峰雄 ４４８－ ２１：３７．７３ ２５２．４�

（浦和） （大井）

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４４，１３６，３００円 複勝： １０９，０９８，３００円 枠連： ２５，９５６，５００円

普通馬連： １０６，８２０，７００円 馬単： ９７，４２１，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，９７４，８００円

３連複： １１８，５１３，２００円 ３連単： ３２０，９５４，０００円 計： ８５８，８７５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ２６０円 � １５０円 枠 連（３－７） １，０３０円

普通馬連 �� １，０７０円 馬 単 �� １，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� １８０円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� １，３００円 ３ 連 単 ��� ５，２８０円

票 数

単勝票数 計 ４４１３６３ 的中 � ２５６４０５（１番人気）
複勝票数 計１０９０９８３ 的中 � ７５８９０１（１番人気）� ３７３５９（６番人気）� ９６６６１（２番人気）
枠連票数 計 ２５９５６５ 的中 （３－７） １８７０６（５番人気）
普通馬連票数 計１０６８２０７ 的中 �� ７３７１３（６番人気）
馬単票数 計 ９７４２１４ 的中 �� ６１７８４（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５９７４８ 的中 �� ２１５３２（６番人気）�� ６３４６８（１番人気）�� ８７１４（１１番人気）
３連複票数 計１１８５１３２ 的中 ��� ６７３４６（５番人気）
３連単票数 計３２０９５４０ 的中 ��� ４４９００（１６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１１．９―１２．４―１２．６―１１．６―１０．９―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．０―３５．９―４８．３―１：００．９―１：１２．５―１：２３．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンスファンタジア �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１０．３１ 東京１着

２００８．４．２生 牝２鹿 母 ダンスインザムード 母母 ダンシングキイ ２戦２勝 賞金 １７，２８０，０００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。



３１０４６１１月１４日 曇 良 （２２東京５）第４日 第１０競走 ��
��１，４００�

ぎんれい

銀嶺ステークス
発走１４時５０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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

８１６ スターボード 牡３芦 ５６ 戸崎 圭太大社 聡氏 矢野 英一 新ひだか 増本牧場 ５０２＋ ８１：２５．４ ３．３�
（大井）

２３ ツクバホクトオー 牡４黒鹿５７ 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４７０＋ ２１：２５．５� ７．５�
１１ � ピースオブパワー 牡４青鹿５７ 藤田 伸二田畑 勝彦氏 矢作 芳人 大樹 メムブリーディ

ングシステム ４８８＋ ２１：２５．７１ ５．１�
７１４ プレシャスジェムズ 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４８０＋１０１：２５．９１	 ３８．０�
１２ ベビーネイル 牡３栗 ５６ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 浦河 信岡牧場 ５１０± ０ 〃 ハナ ２．５�
６１２ ブラッシュアップ 牡５栗 ５７ 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 作田 誠二 静内 カタオカステーブル ４７０－ ２ 〃 クビ １０６．５�
５１０
 ギシアラバストロ 牡６青鹿５７ 北村 宏司吉田 和美氏 古賀 慎明 米 Racehorse Man-

agement, LLC ４８８＋ ２１：２６．３２� ４２．７	
３５ シルクアルボーレ 牡８鹿 ５７ 柴山 雄一有限会社シルク星野 忍 新冠 早田牧場新

冠支場 ４５８＋ ２１：２６．４� ３４６．７

２４ ジェイケイボストン �７黒鹿５７ 江田 照男小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ５１２－ ４１：２６．５� ２３９．３�
７１３ ノーリプライ �６芦 ５７ 三浦 皇成�瀬 真尚氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４９２± ０ 〃 ハナ １８．１�
６１１ ディアマジェスティ 牡４黒鹿５７ 柴原 央明寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 橋本牧場 ４５４＋ ２１：２６．６クビ ２２．２
４８ ハードランナー 牡６鹿 ５７ 熊沢 重文芹澤 精一氏 阿部 新生 静内 岡田牧場 ５００＋ ８ 〃 クビ ２３０．４�
４７ ブイチャレンジ 牡５栗 ５７ 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 門別 川島 良一 ４９０＋ ４１：２６．８１	 ８１．２�
５９ ダイワルビア 牡６栗 ５７ 田中 博康大城 敬三氏 鹿戸 雄一 早来 ノーザンファーム ５２２＋ ２ 〃 クビ ５５．１�
３６ フィールドジュエル 牡８鹿 ５７ 秋山真一郎地田 勝三氏 西園 正都 早来 ノーザンファーム B４９０＋ ８１：２７．０１	 １４０．１�
８１５ ア ズ ラ イ ト 牝６青 ５５ 小牧 太 �ユートピア牧場 飯田 雄三 登別 ユートピア牧場 ４７８－１０１：２７．１クビ ２１５．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，４０５，１００円 複勝： ６０，１７１，１００円 枠連： ３８，２４３，５００円

普通馬連： １４６，５７２，１００円 馬単： ９８，２４１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，９９７，０００円

３連複： １６６，８０７，５００円 ３連単： ３５３，４００，３００円 計： ９４１，８３８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １４０円 � ２１０円 � １８０円 枠 連（２－８） ９８０円

普通馬連 �� １，２４０円 馬 単 �� １，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ３７０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� １，８００円 ３ 連 単 ��� ８，０００円

票 数

単勝票数 計 ３４４０５１ 的中 � ８４３５６（２番人気）
複勝票数 計 ６０１７１１ 的中 � １４５２３１（２番人気）� ６５７４１（４番人気）� ８６８７６（３番人気）
枠連票数 計 ３８２４３５ 的中 （２－８） ２８９２８（４番人気）
普通馬連票数 計１４６５７２１ 的中 �� ８７２７４（５番人気）
馬単票数 計 ９８２４１９ 的中 �� ４０３３２（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３９９７０ 的中 �� ２３６９８（５番人気）�� ３１３７３（３番人気）�� １９６２９（６番人気）
３連複票数 計１６６８０７５ 的中 ��� ６８７１１（５番人気）
３連単票数 計３５３４００３ 的中 ��� ３２６２７（１８番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．９―１２．４―１２．６―１１．９―１１．７―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．７―３７．１―４９．７―１：０１．６―１：１３．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スターボード �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ア ラ ジ デビュー ２００９．１０．１７ 東京１着

２００７．３．２４生 牡３芦 母 シーダーアラジ 母母 パワーシーダー ８戦４勝 賞金 ５７，９６９，０００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。
（非当選馬） ３頭 ダノンブライアン号・フサイチコウキ号・メトロノース号
※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。



３１０４７１１月１４日 曇 良 （２２東京５）第４日 第１１競走 ��
��１，６００�第１５回東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス（ＧⅢ）

発走１５時３０分 （ダート・左）
３歳以上；負担重量は，３歳５５�４歳以上５６�，牝馬２�減，２１．１１．１４以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）１着馬３�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）１着馬２�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�
増，２１．１１．１３以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

中日新聞社賞・地方競馬全国協会理事長賞（１着）
賞 品

本 賞 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ５９５，０００円 １７０，０００円 ８５，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

２４ グロリアスノア 牡４黒鹿５７ 戸崎 圭太�野 葉子氏 矢作 芳人 浦河 鮫川牧場 ５１６－ ６１：３６．６ １４．８�
（大井）

８１５ ダノンカモン 牡４黒鹿５６ 三浦 皇成�ダノックス 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ５２２＋ ４１：３６．７� ９．２�
４７ ブラボーデイジー 牝５芦 ５５ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 ヤナガワ牧場 ５３４＋ ６１：３６．８� ２６．２�
６１２ ユノゾフィー 牡４栗 ５６ 横山 典弘細川祐季子氏 伊藤 正徳 平取 稲原牧場 ４７８＋ ２１：３７．１１� ４．５�
３５ マルカシェンク 牡７黒鹿５６ 吉田 隼人河長産業� 河内 洋 千歳 社台ファーム ５００＋ ６ 〃 クビ ７１．６�
７１４ バーディバーディ 牡３黒鹿５７ 松岡 正海里見美惠子氏 池江 泰郎 新ひだか 千代田牧場 ４７６＋１１ 〃 ハナ １０．２�
８１６ シルクフォーチュン 牡４鹿 ５６ 小牧 太有限会社シルク藤沢 則雄 新冠 中地 義次 ４６４＋ ６ 〃 ハナ ７．９	
５１０ スズカコーズウェイ 牡６栗 ５７ 吉田 豊永井 啓弍氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ４９０＋ ８１：３７．３� ２７．８

３６ ワンダーポデリオ 牡６鹿 ５６ 藤田 伸二山本 信行氏 藤岡 範士 新冠 アラキフアーム ４７２± ０１：３７．６２ ５２．２�
５９ ダイショウジェット 牡７鹿 ５６ 柴山 雄一馬場 �晃氏 大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ５５８± ０ 〃 クビ ３０．５�
１２ バトードール 牡３栗 ５５ 江田 照男 キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ５１４－１０１：３７．８１	 ２５．６�
４８ 
 エーシンクールディ 牝４芦 ５４ 内田 博幸�栄進堂 大久保龍志 米 Winches-

ter Farm ４９４± ０１：３８．０１	 ２２．９�
７１３ ティアップワイルド 牡４栗 ５６ 勝浦 正樹田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 ５２６＋ ８ 〃 クビ １５２．６�
６１１ ナニハトモアレ 牡４黒鹿５６ 北村 宏司�グランプリ 鮫島 一歩 日高 目黒牧場 ５０６± ０１：３８．２１	 ５６．３�
１１ ケイアイガーベラ 牝４栗 ５５ 秋山真一郎 �啓愛義肢材料販売所 平田 修 新冠 隆栄牧場 ４７６－ ４ 〃 アタマ ２．６�
２３ 
 イ ブ ロ ン 牡８鹿 ５６ 田中 博康栗坂 崇氏 田村 康仁 愛 Ballymacoll

Stud Farm Ltd ５１０＋ ２１：３９．５８ ３１１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０３，８０８，９００円 複勝： １４５，２２５，２００円 枠連： ９２，４４７，４００円

普通馬連： ４７４，３８０，６００円 馬単： ２５４，４４１，１００円 ワイド【拡大馬連】： １２９，４１５，１００円

３連複： ５７４，５８５，３００円 ３連単： １，０６８，２１３，０００円 計： ２，８４２，５１６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４８０円 複 勝 � ５３０円 � ２９０円 � ７８０円 枠 連（２－８） ３，５２０円

普通馬連 �� ５，８２０円 馬 単 �� １４，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８８０円 �� ４，８７０円 �� ３，７００円

３ 連 複 ��� ５５，３００円 ３ 連 単 ��� ４０２，６３０円

票 数

単勝票数 計１０３８０８９ 的中 � ５５６３２（６番人気）
複勝票数 計１４５２２５２ 的中 � ７０５７３（６番人気）� １５１１２２（３番人気）� ４５０９３（１１番人気）
枠連票数 計 ９２４４７４ 的中 （２－８） １９４３３（１６番人気）
普通馬連票数 計４７４３８０６ 的中 �� ６０２３０（２１番人気）
馬単票数 計２５４４４１１ 的中 �� １３２２３（４６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２９４１５１ 的中 �� １７１８７（２１番人気）�� ６４８０（５４番人気）�� ８５６９（４２番人気）
３連複票数 計５７４５８５３ 的中 ��� ７６６９（１５５番人気）
３連単票数 計１０６８２１３０ 的中 ��� １９５８（９６７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．８―３５．９―４８．２―１：００．８―１：１２．８―１：２４．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グロリアスノア �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００８．１１．３０ 東京１着

２００６．４．１７生 牡４黒鹿 母 ラヴロバリー 母母 クリスタルレイル １１戦５勝 賞金 １３９，１７９，０００円
［他本会外：２戦０勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）２４頭 アドマイヤゴルゴ号・アンダーカウンター号・エアマックール号・エーシンモアオバー号・カルナバリート号・

クイックリープ号・ケイアイテンジン号・サンカルロ号・ショウナンライジン号・シルクビッグタイム号・
スリーアリスト号・セイカアレグロ号・セイクリムズン号・タマモクリエイト号・ドリーミーオペラ号・
トーホウオルビス号・ナンヨーヒルトップ号・ニルヴァーナ号・ネイキッド号・ピイラニハイウェイ号・
フミノパシフィック号・ホッカイカンティ号・マイネルキーロフ号・メイショウシャフト号

※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。



３１０４８１１月１４日 曇 良 （２２東京５）第４日 第１２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時０５分 （芝・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

１：１９．８
１：１９．０

良

良

８１５ アポロラムセス 牡５芦 ５７ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ５００± ０１：２２．３ ８．４�

５８ カゼノグッドボーイ 牡４栗 ５７ 津村 明秀深井 孟氏 中野 栄治 早来 吉田 浩三 ４４２－ ４ 〃 ハナ ３４．３�
３５ ステラーホープ 牝５鹿 ５５ 柴田 善臣 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 成隆牧場 ４４６＋ ６１：２２．５１ ３０．０�
１１ シャドークロス 牡５栗 ５７ 吉田 豊�サンコウ牧場 清水 英克 静内 サンコウ牧場 ４８６＋ ２ 〃 クビ ４．７�
５９ � サクラバレット 牡５青 ５７ 吉田 隼人�さくらコマース伊藤 大士 静内 西村 和夫 ４８４－ ２１：２２．６クビ １１．３�
３４ � ト ム ト ム �５栗 ５７ 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 早来 ノーザンファーム ５００＋ ４ 〃 アタマ ２９．１	
７１３ カレンナサクラ 牝６栗 ５５ 江田 照男北所 直人氏 高木 登 静内 見上牧場 ４６８＋ ２ 〃 アタマ １７．３

２３ モンテフジサン 牡３栗 ５６ 松岡 正海毛利 喜昭氏 松山 康久 青森 ワールドファーム ４７６＋１０ 〃 アタマ ５．７�
７１２ ヤマニンプロローグ 牝６栗 ５５

５３ △伊藤 工真土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ５２０± ０ 〃 ハナ １１４．５�
４７ ユウキサンオーラ 牝３鹿 ５４ 郷原 洋司ちきり組合 郷原 洋行 新ひだか クドウファーム ４２６＋ ２１：２２．７	 １５６．９
４６ サトノディライト 牡３鹿 ５６ 内田 博幸里見 治氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４９０＋１２１：２２．８
 ２．９�
６１０ ネ コ パ ン チ 牡４黒鹿５７ 戸崎 圭太桐谷 茂氏 小林 常泰 浦河 大道牧場 B４７２－ ２１：２３．０１� ８．３�

（大井）

２２ ラインジェシカ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ４８２－ ４１：２３．３１	 ６０．４�
６１１� コンプリートラン 牡６黒鹿５７ 北村 友一岡田 牧雄氏 高木 登 三石 幌村牧場 ４５０＋ ４１：２３．４
 １５０．６�

（１４頭）
８１４ サトノジューオー 牡３青鹿５６ 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３３，９５８，２００円 複勝： ４４，５６４，９００円 枠連： ３３，２６７，９００円

普通馬連： １３４，９２２，７００円 馬単： ７５，８４０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，２５０，３００円

３連複： １４７，４２１，６００円 ３連単： ２８６，３８１，７００円 計： ７９４，６０７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８４０円 複 勝 � ２５０円 � ６４０円 � ５６０円 枠 連（５－８） １，８１０円

普通馬連 �� １０，０９０円 馬 単 �� １８，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３６０円 �� １，７５０円 �� ４，６３０円

３ 連 複 ��� ３２，４３０円 ３ 連 単 ��� １９３，９００円

票 数

単勝票数 差引計 ３３９５８２（返還計 ６７３） 的中 � ３２０６５（５番人気）
複勝票数 差引計 ４４５６４９（返還計 ６１３） 的中 � ５６０３６（３番人気）� １６７６１（９番人気）� １９５９７（８番人気）
枠連票数 差引計 ３３２６７９（返還計 １２３） 的中 （５－８） １３６２１（１０番人気）
普通馬連票数 差引計１３４９２２７（返還計 ５１８０） 的中 �� ９８７０（３０番人気）
馬単票数 差引計 ７５８４０６（返還計 ３２２３） 的中 �� ３１０７（５６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ３８２５０３（返還計 １２９３） 的中 �� ４００１（２７番人気）�� ５４５３（２１番人気）�� ２００７（４４番人気）
３連複票数 差引計１４７４２１６（返還計 １１８２０） 的中 ��� ３３５５（９３番人気）
３連単票数 差引計２８６３８１７（返還計 ２２５３７） 的中 ��� １０９０（５２５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．９―２４．３―３５．７―４７．３―５８．９―１：１０．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アポロラムセス �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 Thunder Gulch デビュー ２００７．９．９ 中山２着

２００５．１．２９生 牡５芦 母 ロングモニュメント 母母 スリーピングインシアトル ３７戦４勝 賞金 １０２，８６９，０００円
〔出走取消〕 サトノジューオー号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
※ステラーホープ号・ラインジェシカ号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（２２東京５）第４日 １１月１４日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７２頭 本 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

２４９，２５０，０００円
２４，５７０，０００円
１，７６０，０００円
２４，７５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６０，８１７，５００円
５，３７０，６００円
１，７０２，８００円

勝馬投票券売得金
３６８，９９３，３００円
６２１，１６８，３００円
３２６，９４４，２００円
１，３１９，４８６，６００円
８４６，２３３，７００円
４１４，９０２，１００円
１，５３７，７１７，２００円
２，９４４，１５４，３００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ８，３７９，５９９，７００円

総入場人員 ４２，３８９名 （有料入場人員 ４０，７１２名）




