
３１０４９１１月２０日 晴 良 （２２東京５）第５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

７１２ トウカイシャンテ 牝２鹿 ５４ 内田 博幸内村 正則氏 田村 康仁 浦河 帰山 清貴 ４６０± ０１：１９．６ ３．３�

３５ グリーンファイヤー 牝２鹿 ５４ A．クラストゥス 西村 專次氏 古賀 史生 浦河 山口 義彦 ４７８± ０１：１９．９２ ６．８�
（仏）

６１１ キンショーユウジャ 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹礒野日出夫氏 田島 俊明 新ひだか 藤本牧場 ４９８＋ ２１：２０．５３� ４．２�
７１３ モ ン ク 牡２鹿 ５５ C．スミヨン 田島榮二郎氏 矢野 英一 新ひだか 藤井 益美 ４８４＋ ４１：２０．６� ４．２�

（仏）

２２ フレンチサマー 牝２鹿 ５４ 北村 宏司有限会社シルク武市 康男 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４３４－ ６１：２０．９２ ２６．６�

３４ マ レ ン カ ヤ 牝２鹿 ５４ 中谷 雄太加藤 厚子氏 松永 康利 新冠 大狩部牧場 ４５４± ０１：２１．１１ ２２２．０�
４６ コスモハンサム 牡２栗 ５５ 蛯名 正義 �ビッグレッドファーム 清水 美波 浦河 山田牧場 ４６０± ０１：２２．０５ １３．０	
８１４ ゴガツノカゼ 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成�酒井牧場 武藤 善則 浦河 酒井牧場 ４５２± ０１：２２．１クビ １４１．４

５８ アイランズギフト 牝２鹿 ５４ 松岡 正海下河�行雄氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 ４６４＋１８１：２２．５２� １６．７�
５９ ハイパフォーマンス 牡２栗 ５５ 江田 照男吉澤 克己氏 伊藤 圭三 新ひだか 藤沢牧場 ４５０＋ ６１：２２．８１� １６５．９
２３ エステーローズ 牝２鹿 ５４ 丹内 祐次齋藤 宏明氏 南田美知雄 新ひだか 原口牧場 ４７８－ ２１：２３．１１� １５０．４�
８１５ メジロミョウホウ 牝２鹿 ５４

５２ △伊藤 工真�メジロ牧場 尾形 充弘 洞爺湖 メジロ牧場 ４７２＋ ８ 〃 ハナ １０．６�
１１ イッキカセイ 牡２黒鹿５５ 大庭 和弥内藤 好江氏 浅野洋一郎 青森 織笠 時男 ４５４＋ ６１：２３．６３ １５８．０�
４７ タツフレンチ 牡２栗 ５５ 田中 博康鈴木 昭作氏 根本 康広 浦河 鮫川牧場 ４７２＋ ２１：２３．７� １０６．４�
６１０ キスミーハニー 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝石橋 和夫氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 ４６０＋ ４１：２４．７６ ６３．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，８８８，７００円 複勝： ２３，７６７，６００円 枠連： １０，５４２，５００円

普通馬連： ４１，０１７，５００円 馬単： ２６，７９９，２００円 ワイド【拡大馬連】： １５，７４７，２００円

３連複： ５１，０７９，３００円 ３連単： ７８，３０１，３００円 計： ２５９，１４３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １４０円 � ２００円 � １４０円 枠 連（３－７） ５７０円

普通馬連 �� １，３００円 馬 単 �� ２，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ３１０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� １，５８０円 ３ 連 単 ��� ８，２３０円

票 数

単勝票数 計 １１８８８７ 的中 � ２９２６９（１番人気）
複勝票数 計 ２３７６７６ 的中 � ５４７８３（１番人気）� ２５９１８（４番人気）� ４７４７８（３番人気）
枠連票数 計 １０５４２５ 的中 （３－７） １３７１８（２番人気）
普通馬連票数 計 ４１０１７５ 的中 �� ２３４３０（５番人気）
馬単票数 計 ２６７９９２ 的中 �� ９４０７（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５７４７２ 的中 �� ８５７５（６番人気）�� １３２１６（３番人気）�� ９０２８（５番人気）
３連複票数 計 ５１０７９３ 的中 ��� ２３９４６（４番人気）
３連単票数 計 ７８３０１３ 的中 ��� ７０２６（１９番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウカイシャンテ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２０１０．１０．９ 東京３着

２００８．５．１０生 牝２鹿 母 トウカイデンヒル 母母 トウカイスコール ３戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タツフレンチ号・キスミーハニー号は，平成２２年１２月２０日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 スカイポンポーソ号（疾病〔額部挫創〕のため）
※ゴガツノカゼ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３１０５０１１月２０日 晴 良 （２２東京５）第５日 第２競走 ��１，４００�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

１：２１．５
１：２０．３

良

良

３６ メロークーミス 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 パカパカ
ファーム ４６０－ ２１：２３．３ ７．２�

４８ コスモアトミック 牡２鹿 ５５ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 様似 ホウセイ牧場 ４３０－１０１：２３．４� ４．４�
６１２ アーバンアスリート 牡２黒鹿 ５５

５３ △伊藤 工真西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４４６－ ６１：２３．６１� １４．１�
５９ スタートセンス 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹河原 義宏氏 高橋 裕 浦河 近藤牧場 ４２８－ ２ 〃 アタマ ３４．３�
２４ レナキックス 牝２黒鹿５４ 三浦 皇成平澤 創氏 根本 康広 浦河 田中スタッド ４５８－ ２ 〃 アタマ ５７．７�
６１１ ケンエンブレム 牡２鹿 ５５ 武 豊中西 健造氏 森 秀行 新冠 川上牧場 ４４６± ０１：２３．８１� ６．８�
３５ 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 B４７４± ０１：２３．９� １１２．６	
１２ ラブステラー 牝２黒鹿５４ A．クラストゥス 増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 高橋 誠次 ４４２＋ ２ 〃 クビ ６３．５


（仏）

５１０ 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± ０１：２４．２２ ２１．２�
４７ ドラゴンヴォイス 牡２鹿 ５５ 田中 勝春窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 ４４６－ ４１：２４．５２ ９．１�
７１３ トミケンアグード 牡２栗 ５５ 柴山 雄一冨樫 賢二氏 水野 貴広 苫小牧 藤沢 武雄 ４５４＋ ４１：２４．７１ １９３．７
１１ フォルスユキ 牝２黒鹿５４ 後藤 浩輝野嶋 吉朗氏 杉浦 宏昭 新ひだか 服部 牧場 ４１０± ０１：２４．８� ４０．２�
２３ ラヴァリーシーク 牝２栗 ５４ 江田 照男村中 徳広氏 岩戸 孝樹 新冠 川上 悦夫 ４３６－ ２１：２５．０１� ３４９．１�
７１４ ユキノヴィーナス 牝２黒鹿５４ 中谷 雄太井上 基之氏 清水 美波 新ひだか 前田牧場 ４５０± ０１：２５．４２� １１６．７�
８１５ クラウンティアラ 牝２黒鹿５４ 丹内 祐次矢野 悦三氏 天間 昭一 新冠 カミイスタット ４０６＋ ２１：２６．６７ ３７７．３�
８１６ ワンモアチャンス 牡２鹿 ５５ R．ムーア 河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 ５１４－ ２ （競走中止） ２．５�

（英）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，０２２，０００円 複勝： ２５，４６０，１００円 枠連： １１，２９８，４００円

普通馬連： ３９，５９８，２００円 馬単： ２９，３７３，０００円 ワイド【拡大馬連】： １５，０１６，８００円

３連複： ４８，４８３，７００円 ３連単： ７３，３１１，２００円 計： ２５５，５６３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２１０円 � １７０円 � ３２０円 枠 連（３－４） ９５０円

普通馬連 �� １，２３０円 馬 単 �� ２，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� １，０９０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� ４，３１０円 ３ 連 単 ��� ２１，６００円

票 数

単勝票数 計 １３０２２０ 的中 � １４２６８（４番人気）
複勝票数 計 ２５４６０１ 的中 � ３３１３７（３番人気）� ４６３８８（２番人気）� １７８２５（６番人気）
枠連票数 計 １１２９８４ 的中 （３－４） ８８６１（５番人気）
普通馬連票数 計 ３９５９８２ 的中 �� ２３８４２（４番人気）
馬単票数 計 ２９３７３０ 的中 �� ９２２１（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５０１６８ 的中 �� ９９１２（３番人気）�� ３２１８（１３番人気）�� ４８１２（１０番人気）
３連複票数 計 ４８４８３７ 的中 ��� ８３０６（１３番人気）
３連単票数 計 ７３３１１２ 的中 ��� ２５０５（６０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．７―３５．７―４７．９―５９．５―１：１０．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メロークーミス �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Doulab デビュー ２０１０．１０．１０ 東京９着

２００８．４．８生 牝２鹿 母 ジョーンズギフト 母母 Aghsan ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 ワンモアチャンス号は，競走中に疾病〔右第１指骨粉砕骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 ラブステラー号の騎手A．クラストゥスは，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）
※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。



３１０５１１１月２０日 晴 良 （２２東京５）第５日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１０時５０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

１２ デュアルスウォード 牡２黒鹿５５ 松岡 正海 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４５４－ ２１：３９．２ ４．０�

６１１ ロジッツェル 牡２栗 ５５ C．スミヨン 久米田正明氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４９８＋ ６１：３９．５２ １．８�
（仏）

２３ ディーエスコンドル 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 ４５０± ０ 〃 ハナ １２．５�
４７ トーセンレラ 牡２青鹿５５ C．ルメール 島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム ４８２± ０１：４０．１３� ２０．４�
（仏）

４８ タマモトリトン 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹タマモ� 水野 貴広 新ひだか 野坂牧場 ４５０＋ ４１：４０．８４ １０．２	
２４ ヴェントディーオ 牡２芦 ５５ 柴田 善臣大野 數芳氏 松山 将樹 日高 川端 正博 ４７６＋ ２１：４１．１２ １７．３

７１３ 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± ０１：４１．３１� １９．０�
５９ マイネルクォンタム 牡２栃栗５５ R．ムーア �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 河野 通文 新ひだか 城地 清満 ４７４＋ ４ 〃 アタマ ４７．２�
（英）

３５ アイティゴールド 牡２黒鹿５５ 柴山 雄一一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４７０＋ ４１：４１．５１� ２０９．９
８１５ コスモヴェント 牡２栗 ５５ 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 新ひだか 静内坂本牧場 ４７０－ ８１：４２．６７ ３５．０�
１１ レナソニック 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝平澤 創氏 根本 康広 新ひだか 前田 宗将 B４８０± ０１：４３．６６ ６４．７�
６１２ オ オ ゾ ラ 牡２栗 ５５

５３ △伊藤 工真金井 順一氏 松永 康利 日高 日高大洋牧場 ４５２± ０１：４３．９２ ３７２．７�
７１４ フジマサエンパイア 牡２栗 ５５ 中谷 雄太藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 藤原牧場 B４６２－ ２１：４４．０クビ ７９１．５�
５１０ アオテアロア 牡２芦 ５５ 江田 照男 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム B４７２－ ４１：４４．３２ ２８０．６�
８１６ ディアアルジャン 牡２芦 ５５ 田中 博康ディアレスト 勢司 和浩 新ひだか へいはた牧場 ４５４± ０１：４５．６８ ５２７．７�
３６ トーセンストーリー 牡２栗 ５５ A．クラストゥス 島川 �哉氏 鹿戸 雄一 日高 有限会社 エ

スティファーム ４３６＋ ２１：４５．９２ ８５．８�
（仏）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，８９５，６００円 複勝： ３４，１４７，６００円 枠連： １４，３６４，２００円

普通馬連： ５０，７８９，４００円 馬単： ３７，７８１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，０７８，６００円

３連複： ６０，７３７，３００円 ３連単： １０１，０７７，３００円 計： ３４１，８７１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １３０円 � １２０円 � ２１０円 枠 連（１－６） ３６０円

普通馬連 �� ３６０円 馬 単 �� １，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ７００円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� １，４７０円 ３ 連 単 ��� ６，９８０円

票 数

単勝票数 計 ２１８９５６ 的中 � ４３５９４（２番人気）
複勝票数 計 ３４１４７６ 的中 � ７３３３０（２番人気）� １０３９１６（１番人気）� ３００９０（４番人気）
枠連票数 計 １４３６４２ 的中 （１－６） ２９６４２（１番人気）
普通馬連票数 計 ５０７８９４ 的中 �� １０５５３４（１番人気）
馬単票数 計 ３７７８１１ 的中 �� ２７１３４（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１０７８６ 的中 �� ３９９２４（１番人気）�� ６１０７（９番人気）�� ９４０４（４番人気）
３連複票数 計 ６０７３７３ 的中 ��� ３０６２８（３番人気）
３連単票数 計１０１０７７３ 的中 ��� １０６９０（１２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．６―１２．１―１２．８―１３．０―１２．８―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．４―３５．０―４７．１―５９．９―１：１２．９―１：２５．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５２．１―３F３９．３
３ １－３，７，１５（２，１１）－１３，８，５（６，１６）１０（４，１４）９－１２ ４ １－３，７（２，１５）１１，１３（５，８）９－６（４，１０）１６，１４，１２

勝馬の
紹 介

デュアルスウォード �
�
父 デュランダル �

�
母父 End Sweep デビュー ２０１０．１１．１ 東京３着

２００８．２．２１生 牡２黒鹿 母 デュアルストーリー 母母 ディアブロズストーリー ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔制裁〕 ロジッツェル号の騎手C．スミヨンは，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（１３番・１６番・１４番・１０番への進路影響）

デュアルスウォード号の騎手松岡正海は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１１番への進路影響）
〔その他〕 アオテアロア号・ディアアルジャン号は，向正面で他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を

除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーセンストーリー号は，平成２２年１２月２０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を表示している。



３１０５２１１月２０日 晴 良 （２２東京５）第５日 第４競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１１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

４８ コスモリゾルヴ 牡２栗 ５５ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６０－ ６１：３５．５ ２．５�

６１１ ダノンハロー 牡２鹿 ５５ C．スミヨン�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４４４－ ４１：３５．６� ３．７�
（仏）

８１６ リ ン ゴ ッ ト 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５２４± ０１：３５．８１� １８．１�
４７ ラブミーダン 牝２黒鹿５４ C．ルメール 小林 祥晃氏 武藤 善則 浦河 林 孝輝 ４６６＋ ４１：３６．１１� １１．９�

（仏）

１１ マイネシェリー 牝２黒鹿５４ A．クラストゥス �サラブレッドクラブ・ラフィアン 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム ４８２＋ ２１：３６．３１� ３９．８�
（仏）

３６ ビリーヴマイン 牡２鹿 ５５ 内田 博幸コウトミックレーシング 清水 英克 新冠 大栄牧場 ４３２＋ ２１：３６．６２ ４．４	
７１３ クリノドスコイ 牡２鹿 ５５

５３ △伊藤 工真栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 筒井 征文 ４２２＋ ２１：３６．８１� ５３．４

８１７ ナンヨールージュ 牝２栗 ５４ 蛯名 正義中村 �也氏 伊藤 圭三 浦河 富田牧場 ４４４± ０ 〃 アタマ ３３．８�
５９ シーズアップルズ 牡２栗 ５５ 柴田 善臣野崎 宗信氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４３２＋ ２１：３６．９クビ ３９．３�
５１０ タ ニ 牡２栗 ５５ 郷原 洋司M．タバート氏 加藤 和宏 新ひだか 藤本牧場 ４７４± ０１：３７．１１� ２６２．９
２３ ヒッショースマイル 牝２黒鹿５４ 三浦 皇成齊藤四方司氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４９２＋ ８ 〃 ハナ １０．９�
６１２ ゴールドアゲイン 牝２黒鹿５４ 田中 勝春井上 修一氏 根本 康広 新冠 ラツキー牧場 ４０８＋ ２１：３７．７３� １６７．３�
２４ 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 ４７８－ ２１：３７．８� ２９９．０�
３５ 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 ４４０＋ ２１：３８．０１� ７０．６�
７１４ コスモリアル 牡２青鹿５５ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 小林 嘉弘 ５１２＋ ２１：３８．１クビ ４９５．５�
１２ ガイシウイッショク 牡２鹿 ５５ 江田 照男�テンジン 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４２０＋ ４１：３８．２� ４５６．８�
８１５ ミサキジョウ 牝２鹿 ５４ 北村 宏司西村新一郎氏 天間 昭一 むかわ 貞広 賢治 ４２６＋ ４１：３９．０５ ３４２．４�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １８，５４８，７００円 複勝： ３２，１７９，６００円 枠連： １３，９７１，４００円

普通馬連： ４９，３０４，７００円 馬単： ３５，６８０，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，０２４，８００円

３連複： ５９，９０８，０００円 ３連単： １０１，３９１，７００円 計： ３３１，００９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � ３４０円 枠 連（４－６） ４８０円

普通馬連 �� ５９０円 馬 単 �� １，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ９００円 �� １，１１０円

３ 連 複 ��� ２，５３０円 ３ 連 単 ��� ７，９３０円

票 数

単勝票数 計 １８５４８７ 的中 � ５８７６６（１番人気）
複勝票数 計 ３２１７９６ 的中 � ９１７５９（１番人気）� ５２２０１（３番人気）� １７２８７（６番人気）
枠連票数 計 １３９７１４ 的中 （４－６） ２１７５６（２番人気）
普通馬連票数 計 ４９３０４７ 的中 �� ６２５０７（２番人気）
馬単票数 計 ３５６８０２ 的中 �� ２５６８５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２００２４８ 的中 �� ２０７２９（２番人気）�� ５１３３（１１番人気）�� ４０７０（１３番人気）
３連複票数 計 ５９９０８０ 的中 ��� １７５０４（８番人気）
３連単票数 計１０１３９１７ 的中 ��� ９４４３（１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．０―３５．７―４７．８―１：００．３―１：１１．８―１：２３．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモリゾルヴ �
�
父 Dubai Destination �

�
母父 Ashkalani デビュー ２０１０．１０．３１ 東京２着

２００８．４．１生 牡２栗 母 バ ヒ ラ ー 母母 Top of The League ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※出走取消馬 マイネルヴィーゼ号（疾病〔右飛節炎〕のため）
※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。



３１０５３１１月２０日 晴 良 （２２東京５）第５日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時１０分 （芝・左）

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

中央レコード

１：４６．９
１：４６．６

良

良

６７ コウヨウレジェンド 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 ４９６ ―１：５０．４ １１．２�

１１ トーセンエッジ 牡２青 ５５ 内田 博幸島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム ４６８ ―１：５０．６１� １．９�
７１０ ショウナンランド 牡２青鹿５５ 後藤 浩輝国本 哲秀氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０６ ―１：５０．９１� ２０．３�
５５ アンクルジュニア 牡２栗 ５５ 蛯名 正義�有能 田中 清隆 新ひだか 前田 宗将 ４８４ ― 〃 クビ ２５．６�
３３ ベジャールコード 牡２黒鹿５５ 柴山 雄一千明牧場 岩戸 孝樹 新ひだか 城地 清満 ４９６ ―１：５１．２１� １７６．５�
８１１ ルクールロゼ 牝２栗 ５４ 田中 博康栗山 良子氏 武市 康男 新冠 長浜 秀昭 ４４４ ― 〃 クビ １００．０	
２２ ダ ー リ ブ 牝２栗 ５４ 勝浦 正樹北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飛野牧場 ４４２ ―１：５１．３� １３４．３

８１２ オメガスカイツリー 牡２黒鹿５５ 三浦 皇成原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４９４ ― 〃 クビ ２９．８�
６８ テラフォーミング 牡２黒鹿５５ 松岡 正海清水 二朗氏 鈴木 康弘 様似 猿倉牧場 ５００ ―１：５１．９３� １４．０�
４４ スマートルシファー 牡２黒鹿５５ 武 豊大川 徹氏 小崎 憲 新ひだか 飛野牧場 ５１０ ―１：５２．１１� ３．８
５６ エムヴォワール 牝２鹿 ５４ 丹内 祐次 �北星村田牧場 和田 正道 新冠 北星村田牧場 ４５４ ―１：５３．７１０ １０６．８�
７９ ミ ト ラ 牡２黒鹿５５ C．スミヨン 吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４９０ ―１：５４．５５ ６．７�

（仏）

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２１，１６５，７００円 複勝： ４１，７８１，６００円 枠連： １５，４５１，４００円

普通馬連： ４５，０１１，０００円 馬単： ４０，０８３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，６１４，９００円

３連複： ５３，５２５，４００円 ３連単： １１２，０７８，０００円 計： ３４９，７１１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１２０円 複 勝 � ２６０円 � １１０円 � ４００円 枠 連（１－６） ４８０円

普通馬連 �� ８６０円 馬 単 �� ２，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５１０円 �� １，９００円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ４，０４０円 ３ 連 単 ��� ２６，２５０円

票 数

単勝票数 計 ２１１６５７ 的中 � １４８９５（４番人気）
複勝票数 計 ４１７８１６ 的中 � ２８５７２（４番人気）� １９４５７５（１番人気）� １５７９７（６番人気）
枠連票数 計 １５４５１４ 的中 （１－６） ２３９７２（２番人気）
普通馬連票数 計 ４５０１１０ 的中 �� ３８７９６（３番人気）
馬単票数 計 ４００８３８ 的中 �� １１２６８（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０６１４９ 的中 �� １０７４３（４番人気）�� ２５１９（１９番人気）�� ５９５８（９番人気）
３連複票数 計 ５３５２５４ 的中 ��� ９８０１（１２番人気）
３連単票数 計１１２０７８０ 的中 ��� ３１５１（７３番人気）

ハロンタイム １３．１―１２．４―１２．１―１２．６―１２．８―１２．５―１１．７―１１．４―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２５．５―３７．６―５０．２―１：０３．０―１：１５．５―１：２７．２―１：３８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．４―３F３４．９

３ ・（６，９）（４，８）（７，１０）１（５，１１）３（２，１２）
２
４

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

コウヨウレジェンド �
�
父 ロイヤルタッチ �

�
母父 ミナガワマンナ 初出走

２００８．２．１０生 牡２鹿 母 アサヒマーキュリー 母母 タニワーデン 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。



３１０５４１１月２０日 晴 良 （２２東京５）第５日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１２時４０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

１：２１．５
１：２０．３

良

良

８１６ ダイワジェシカ 牝２栗 ５４ 蛯名 正義大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか フジワラフアーム ４４０ ―１：２５．４ ４．６�

５９ コ モ レ ビ 牝２鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 国枝 栄 新冠 新冠橋本牧場 ４７６ ―１：２５．６１� ２．８�
１２ バレドクール 牝２青鹿５４ 内田 博幸 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４６６ ―１：２５．８１� ４．５�
５１０ ウエスタンベルーガ 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか 北西牧場 ４４４ ―１：２５．９� ２５．４�
４７ シャインパーミット 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣皆川 博文氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ４７４ ―１：２６．０� ９．０�
８１５ アイティクイーン 牝２栗 ５４ 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 日高 白井牧場 ４８６ ―１：２６．２１� ２２．０�

（シャコーマーチャン）

１１ ヤマノアサカゼ 牝２栗 ５４ 田中 勝春澤村 敏雄氏 阿部 新生 新ひだか タガミファーム ４３２ ―１：２６．４１� １０５．６	
４８ アイディンマリー 牝２鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一米井 勝氏 伊藤 伸一 新ひだか 三木田 頼嗣 ４２０ ― 〃 クビ ３０１．２

６１１ ジェイケイカフェ 牝２青鹿５４ 江田 照男小谷野次郎氏 坂本 勝美 新ひだか 藤川フアーム ４４２ ―１：２６．６１� ８．０�
３６ フレンドリーパール 牝２鹿 ５４ 北村 宏司増山 武志氏 伊藤 大士 日高 サンシャイン

牧場 ４５８ ― 〃 ハナ ３２．０�
８１７ ホマレエイカン 牝２栗 ５４ 大庭 和弥�藤沢牧場 清水 英克 新ひだか へいはた牧場 ４６６ ―１：２７．０２� １２６．６
２３ トミケンヴォーリア 牝２栗 ５４ 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 的場 均 浦河 平成ファーム ４４６ ―１：２７．８５ ２２６．４�
３５ フラワーハット 牝２鹿 ５４

５２ △伊藤 工真花垣 春男氏 本間 忍 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４６ ―１：２７．９� ５１．３�

７１３ コフィーチャン 牝２黒鹿５４ 四位 洋文長井 純一氏 松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 ４４６ ―１：２８．５３� ３６．２�
２４ バ レ ン シ ア 牝２栃栗５４ 田中 博康 �ロードホースクラブ 松山 将樹 新ひだか ケイアイファーム ４６６ ―１：２８．６� ６０．２�
７１４ ナムラノーブル 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成奈村 信重氏 柄崎 孝 新ひだか 八田ファーム ４２６ ― （競走中止） ６３．８�

（１６頭）
６１２ ケ ツ ァ ー ル 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一魚住 啓市氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４８０ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： １７，２３７，７００円 複勝： ２７，０６１，４００円 枠連： １４，４１２，４００円

普通馬連： ４１，８６４，７００円 馬単： ３０，１９６，０００円 ワイド【拡大馬連】： １６，８７７，４００円

３連複： ４８，２０５，２００円 ３連単： ７４，１１９，４００円 計： ２６９，９７４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １７０円 � １２０円 � １９０円 枠 連（５－８） ４４０円

普通馬連 �� ６００円 馬 単 �� １，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ５５０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� １，２２０円 ３ 連 単 ��� ６，２７０円

票 数

単勝票数 差引計 １７２３７７（返還計 ２５７７） 的中 � ２９８６１（３番人気）
複勝票数 差引計 ２７０６１４（返還計 ２３８３） 的中 � ３６４９７（２番人気）� ８４４３８（１番人気）� ３１０９７（４番人気）
枠連票数 差引計 １４４１２４（返還計 ４６９） 的中 （５－８） ２４５０３（１番人気）
普通馬連票数 差引計 ４１８６４７（返還計 １６９０３） 的中 �� ５２２８７（１番人気）
馬単票数 差引計 ３０１９６０（返還計 １１０８２） 的中 �� １５５１３（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １６８７７４（返還計 ４６１１） 的中 �� １６９２１（１番人気）�� ６９９１（５番人気）�� １１３３１（３番人気）
３連複票数 差引計 ４８２０５２（返還計 ３０５４８） 的中 ��� ２９３４２（１番人気）
３連単票数 差引計 ７４１１９４（返還計 ４４７４２） 的中 ��� ８７３５（７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．９―２４．８―３７．６―５０．５―１：０２．４―１：１３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３４．９
３ １１（２，１６）１７（６，８，９）１４（５，１５，１３）（１０，７）１，３，４ ４ １１（２，１６）（６，８，１７）（１０，１４，９）（５，１，１５，１３）（３，７）－４

勝馬の
紹 介

ダイワジェシカ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Mt. Livermore 初出走

２００８．３．２７生 牝２栗 母 マウンテンミステリー 母母 Search the Sea １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走除外〕 ケツァール号は，疾病〔右寛跛行〕のため装鞍所で競走除外。
〔競走中止〕 ナムラノーブル号は，競走中に疾病〔右手根骨粉砕骨折〕を発症し，最後の直線コースで転倒したため競走中止。



３１０５５１１月２０日 晴 良 （２２東京５）第５日 第７競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時１０分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５５�
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

８１６ マスターコーク 牝４鹿 ５５ 武 豊�三嶋牧場 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４５４＋ ８１：３８．４ ２．１�

６１２ アルファアップル 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹�貴悦 池上 昌弘 新ひだか 澤田 嘉隆 B４６２－ ３１：３８．６１� ２７８．５�
４８ レインボーハート 牝３栗 ５４ C．ルメール 村井 良孝氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７６－ ２ 〃 クビ ６．３�

（仏）

３５ プラチナループ 牝４栗 ５５ 松岡 正海 IHR 田村 康仁 新ひだか 坂本牧場 ４４６－ ２１：３８．８１ ４９．５�
２４ ヘリオポーズ 牝４芦 ５５ 池添 謙一 �サンデーレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４２８－１４１：３８．９� ３２．７�
７１４ チャレンジフラッグ 牝３芦 ５４ 北村 宏司石橋 忠之氏 阿部 新生 新ひだか 土田農場 ５１０－ ６１：３９．０クビ ４．２	
７１３ ニシノフェミニン 牝３黒鹿５４ 内田 博幸西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４５８－ ４１：３９．１� １１．３

４７ オ ネ ス ト 牝３黒鹿５４ 田中 博康�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４２０± ０１：３９．２� ３５．１�
３６ � ホワイトジュエル 牝３芦 ５４

５１ ▲菅原 隆一 �フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム ４５２－ ２ 〃 クビ ５１．２�
１２ タマノリテラシー 牝３栗 ５４ 江田 照男玉腰 勇吉氏 矢野 英一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４８４－ ２１：３９．３� ３０．６
２３ レッドプラネット 牝３青鹿５４ 蛯名 正義�コオロ 秋山 雅一 日高 庄野牧場 ４７６＋ ４１：３９．４クビ ３０．２�
１１ モルフェキセキ 牝４鹿 ５５ 大庭 和弥並河賢一郎氏 清水 英克 浦河 丸幸小林牧場 ４９８＋ ２ 〃 クビ ３１９．６�
５１０ ホープダイナスティ 牝３栗 ５４

５２ △伊藤 工真吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４６０＋ ６１：３９．６１ ７７．８�
８１５ ラッキーフラワー 牝４青 ５５ 後藤 浩輝西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム B４１６＋ ４１：４０．３４ １１０．４�
５９ ディアブリッジ 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一ディアレスト 畠山 吉宏 日高 新井 昭二 ４６０＋ ２１：４１．４７ ３３５．０�
６１１ フローリストライフ 牝３鹿 ５４ A．クラストゥス 難波 経雄氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４３４＋ ２１：４１．６１� １０．９�

（仏）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，１６６，４００円 複勝： ３７，９２９，８００円 枠連： ２０，７０１，６００円

普通馬連： ７４，１５９，３００円 馬単： ４８，１９７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，９７１，４００円

３連複： ７８，１４３，６００円 ３連単： １３２，９９４，３００円 計： ４３９，２６３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １２０円 � ３，２７０円 � ２３０円 枠 連（６－８） １，３９０円

普通馬連 �� ２３，９５０円 馬 単 �� ３３，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８，４７０円 �� ４００円 �� ２５，１５０円

３ 連 複 ��� ５１，６３０円 ３ 連 単 ��� ２５８，９８０円

票 数

単勝票数 計 ２１１６６４ 的中 � ８２４７０（１番人気）
複勝票数 計 ３７９２９８ 的中 � １３１２７０（１番人気）� １８１１（１４番人気）� ３７００７（３番人気）
枠連票数 計 ２０７０１６ 的中 （６－８） １１０５４（４番人気）
普通馬連票数 計 ７４１５９３ 的中 �� ２２８６（４４番人気）
馬単票数 計 ４８１９７３ 的中 �� １０５６（７０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５９７１４ 的中 �� ７０５（６１番人気）�� １８２４５（２番人気）�� ２３６（８６番人気）
３連複票数 計 ７８１４３６ 的中 ��� １１１７（１１０番人気）
３連単票数 計１３２９９４３ 的中 ��� ３７９（５４７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．６―３５．６―４７．９―１：００．６―１：１３．０―１：２５．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マスターコーク �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００９．３．１ 中山４着

２００６．５．１６生 牝４鹿 母 ダンシングハピネス 母母 メイショウサチカゼ ２０戦３勝 賞金 ３５，１００，０００円
〔騎手変更〕 プラチナループ号の騎手三浦皇成は，第６競走での落馬負傷のため松岡正海に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 スプリングルーシー号
※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。



３１０５６１１月２０日 晴 良 （２２東京５）第５日 第８競走 ��３，３００�
しゅうよう

秋陽ジャンプステークス
発走１３時４５分 （ 芝 ）

３歳以上；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減，J・GⅠ競走１着馬５�増，J・
GⅡ競走１着馬３�増，J・GⅢ競走１着馬１�増，収得賞金４００万円以下の馬１�減

賞 品
本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード３：３５．１良

１１ ビコーフェザー �６鹿 ６０ 白浜 雄造�レジェンド 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４３２＋ ４３：３８．７ ２．５�

２２ バ シ ケ ー ン 牡５栗 ６０ 蓑島 靖典石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４４８＋ ８３：３８．９１� １５．８�
５７ コウヨウウェーブ 牡６芦 ６０ 穂苅 寿彦寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 谷川牧場 ５２０＋２６３：４０．６大差 ６１．０�
７１２ トーセンジョーカー 牡７栗 ６０ 五十嵐雄祐島川 �哉氏 菅原 泰夫 静内 増本牧場 B４６６＋ ８３：４１．０２� ４．０�
８１３� ファイトシーン 牡６黒鹿５９ 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４５４± ０３：４１．１� １７．５�
６９ スズマーシャル 牡４栗 ５９ 鈴木 慶太成田 隆好氏 小西 一男 三石 小河 豊水 ４６８－ ６３：４１．４２ ４０．５	
４５ ハストラング �６鹿 ５９ 高田 潤岡田 牧雄氏 小崎 憲 静内 岡田スタツド ４７６＋ ２３：４１．８２� ３１．４

５８ プラテアード �６芦 ５９ 横山 義行 �キャロットファーム 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ５４０＋ ６３：４２．２２� ６．７�
６１０ メイショウナゴン 牝３黒鹿 ５５

５６ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 新ひだか 三木田 明仁 ５０４＋ ４３：４２．３	 ５．１�
４６ ユウターラッキー 牡３鹿 ５７ 石神 深一北前孔一郎氏 南田美知雄 浦河 江島牧場 ４８２＋ ２３：４３．９１０ ７６．５
８１４ コアレスアルダン 牡４鹿 ５９ 大江原 圭小林 昌志氏 藤原 辰雄 平取 広川 忠久 ４９０＋２０３：４６．０大差 １３５．６�
３４ スリーアトラス 牡７栗 ５９ 浜野谷憲尚永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ４５６－ ２３：４６．５３ １２７．１�
７１１ ニシノアララギ 牡４鹿 ５９ 宗像 徹西山 茂行氏 水野 貴広 鵡川 西山牧場 ４９６＋ ２ （競走中止） ４７．３�
３３ ネヴァリバティ �５鹿 ５９ 水出 大介廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４９０＋ ２ （競走中止） ７１．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，１８８，８００円 複勝： ２２，５１８，３００円 枠連： １５，９７３，０００円

普通馬連： ５６，０６８，５００円 馬単： ４０，２５７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，１１５，０００円

３連複： ７０，３９２，６００円 ３連単： １２６，２１４，９００円 計： ３６９，７２８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １４０円 � ３５０円 � １，０８０円 枠 連（１－２） １，４２０円

普通馬連 �� １，３６０円 馬 単 �� １，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� １，９７０円 �� ５，３７０円

３ 連 複 ��� １１，７７０円 ３ 連 単 ��� ３８，６２０円

票 数

単勝票数 計 １７１８８８ 的中 � ５５４５３（１番人気）
複勝票数 計 ２２５１８３ 的中 � ６６５２１（１番人気）� １４３７８（５番人気）� ３８４１（１０番人気）
枠連票数 計 １５９７３０ 的中 （１－２） ８３２１（７番人気）
普通馬連票数 計 ５６０６８５ 的中 �� ３０６４１（５番人気）
馬単票数 計 ４０２５７１ 的中 �� １６１３６（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１１１５０ 的中 �� １０３２６（５番人気）�� ２５６４（２１番人気）�� ９１８（４７番人気）
３連複票数 計 ７０３９２６ 的中 ��� ４４１４（３４番人気）
３連単票数 計１２６２１４９ 的中 ��� ２４１２（１０７番人気）

上り １マイル １：４５．５ ４F ５１．４－３F ３８．４
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ビコーフェザー �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 Roberto デビュー ２００６．１１．２６ 京都３着

２００４．３．２７生 �６鹿 母 マ ラ ブ ー 母母 Last Feather 障害：１８戦３勝 賞金 １０４，０６５，０００円
〔競走中止〕 ネヴァリバティ号は，２周目８号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

ニシノアララギ号は，２周目８号障害〔いけ垣〕飛越後に，転倒した「ネヴァリバティ」号に触れて転倒したため競走中止。
※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 マックスチャンプ号



３１０５７１１月２０日 晴 良 （２２東京５）第５日 第９競走

むさし府中商工会議所４０周年記念

��
��１，６００�

た ま が わ

多 摩 川 特 別
発走１４時２０分 （ダート・左）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
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 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

５８ ロンギングスター 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝坂本 浩一氏 勢司 和浩 浦河 中村 雅明 ４７２＋ ４１：３７．２ ４．６�

４６ エ ア ウ ル フ 牡３栗 ５６ C．スミヨン �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６６－ ４１：３７．４１� ５．７�
（仏）

７１３ アイノレグルス 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹馬場 �晃氏 藤沢 則雄 新冠 対馬 正 ４６２＋ ２１：３７．６１� ６．７�
７１２ レッドヴァンクール 牡４鹿 ５７ A．クラストゥス �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ５２６＋ ６１：３７．９１	 ２５．３�

（仏）

２２ ボンバルディエーレ 牡４芦 ５７ 柴田 善臣吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム ４８６＋ ６１：３８．１１� １９．３�
３４ フェイマステイル 牡４鹿 ５７ 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＋２２ 〃 ハナ ２３．８	
５９ ディアビリーヴ 牡３青鹿５６ 内田 博幸寺田千代乃氏 田村 康仁 様似 ホウセイ牧場 ４８２＋ ２１：３８．２� ３１．１

８１５
� クリュギスト 牡４鹿 ５７ 松岡 正海吉田 和美氏 吉田 直弘 豪 Arrowleave

Joint Venture ５１６＋１２ 〃 ハナ ４．０�
６１０
 ヒシパーフェクト 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義阿部雅一郎氏 久保田貴士 米 Thomas L.

Nichols ４７６－ ４１：３８．５１	 ８．１�
８１４� トウショウレリーフ 牡４黒鹿５７ 大庭 和弥藤田 衛成氏 阿部 新生 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４９４－ ２１：３８．７１� ７６．７
３５ チャリティショウ 牡６栗 ５７ 丹内 祐次加藤 徹氏 柴田 政人 門別 本田 武雄 ５０２＋ ２１：３８．９１� ３８１．９�
２３ ロ ン グ ロ ウ 牡３芦 ５６ C．ルメール 吉田 和子氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ５１２± ０ 〃 アタマ １２．８�

（仏）

１１ シルクパルサー 牡３鹿 ５６ 伊藤 工真有限会社シルク尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４８６＋ ２１：３９．４３ ３０．５�
４７ ケイアイプログレス 牡３栃栗５６ 四位 洋文 �啓愛義肢材料販売所 柴崎 勇 新冠 隆栄牧場 ５１０－ ６１：３９．５� １９．４�
６１１ シルクアルバス 牡５芦 ５７ 田中 博康有限会社シルク伊藤 伸一 早来 ノーザンファーム ４９０－ ２１：４７．４大差 ３２６．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２８，３５０，２００円 複勝： ５２，３１２，６００円 枠連： ２６，７０２，２００円

普通馬連： １２０，７０６，９００円 馬単： ６２，９２３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，８０６，３００円

３連複： １２６，３２８，６００円 ３連単： ２０７，７３７，４００円 計： ６６３，８６７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １８０円 � ２００円 � １６０円 枠 連（４－５） １，０６０円

普通馬連 �� １，５３０円 馬 単 �� ２，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５６０円 �� ４７０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ３，０５０円 ３ 連 単 ��� １３，６６０円

票 数

単勝票数 計 ２８３５０２ 的中 � ４８８１７（２番人気）
複勝票数 計 ５２３１２６ 的中 � ７６５２５（３番人気）� ６４４７０（４番人気）� ９６０９５（１番人気）
枠連票数 計 ２６７０２２ 的中 （４－５） １８７０９（３番人気）
普通馬連票数 計１２０７０６９ 的中 �� ５８３２４（７番人気）
馬単票数 計 ６２９２３３ 的中 �� １７０４９（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８８０６３ 的中 �� １７０１６（５番人気）�� ２１２４７（１番人気）�� １３７９９（７番人気）
３連複票数 計１２６３２８６ 的中 ��� ３０６２５（７番人気）
３連単票数 計２０７７３７４ 的中 ��� １１２２４（１７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．５―３５．１―４７．２―５９．５―１：１１．９―１：２４．４

コーナー
通過順位

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

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 デビュー ２００９．１１．１５ 東京１着

２００７．３．２３生 牡３栗 母 ヒシアイドル 母母 ヒシモナーク ６戦３勝 賞金 ３７，０８５，０００円
〔その他〕 シルクアルバス号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「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を表示している。



３１０５８１１月２０日 晴 良 （２２東京５）第５日 第１０競走 ��
��１，４００�

お く た ま

奥多摩ステークス
発走１４時５５分 （芝・左）
３歳以上，１，６００万円以下，２１．１１．２１以降２２．１１．１４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 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．８
１：１９．０

良

良

３６ アンシェルブルー 牝３黒鹿５３ 内田 博幸矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 ４５２± ０１：２０．８ ７．３�

２３ キタノリューオー 牡６栗 ５７ 柴田 善臣�木村牧場 高橋 裕 新冠 アラキフアーム ５７０＋ ２１：２１．０１� ８．４�
４８ ボーダレスワールド 牡５鹿 ５７ C．ルメール �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５２６－ ４ 〃 アタマ ６．１�

（仏）

８１８ ラ ド ラ ー ダ 牝４青鹿５５．５ 北村 宏司 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４５０± ０１：２１．１� ３．８�
１２ ユキノハリケーン 牡６鹿 ５６ 後藤 浩輝馬場 幸廣氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ４９０－ ２１：２１．２クビ １０．８�
６１１� スーパーワシントン 牡７鹿 ５５ 勝浦 正樹�アサヒクラブ 中尾 秀正 浦河 本巣 敦 ４７４－ ２１：２１．３	 １９４．５�
５１０ ゴールドアグリ 牡６鹿 ５５ 蛯名 正義スター・ホースメンズクラブ 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９６＋ ２１：２１．４� ２５．６	
７１４ ツルマルジュピター 牡３黒鹿５５ 四位 洋文鶴田 任男氏 坂口 正則 浦河 駿河牧場 ４８６－ ２ 〃 アタマ ７．５

７１５ サングレアズール 牝３鹿 ５２ A．クラストゥス 青木 照吉氏 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 ４８４－ ２ 〃 アタマ １５．９�

（仏）

１１ シセイカグヤ 牝４鹿 ５５ 田中 勝春猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４６０＋ ４ 〃 ハナ ８．５�
２４ フレンチノワール 牝５鹿 ５３ 五十嵐雄祐 東京ホースレーシング 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４８０＋ ６１：２１．５クビ ２０８．５�
５９ � アロマンシェス 牡６鹿 ５６ 江田 照男伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 ４５４± ０１：２１．６� １０９．８�
３５ エーシンビーセルズ 牡４黒鹿５７．５ 武 豊栄進堂 松永 昌博 浦河 多田 善弘 ４７０＋ ４ 〃 クビ ２１．７�
８１７ ダイメイザバリヤル 牝６鹿 ５３ 伊藤 工真宮本 孝一氏 本間 忍 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４４８＋ ４１：２１．７クビ ９４．８�
４７ ロリンザーユーザー 牡６鹿 ５５ C．スミヨンロイヤルファーム� 池江 泰寿 新冠 松浦牧場 B５１２－ ６１：２１．９１	 ２７．３�

（仏）

８１６ ドリームフォワード 牡３栗 ５３ 柴山 雄一セゾンレースホース 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム ４２６－１０１：２２．３２	 １５９．１�
６１２ オリオンザドンペリ 牡６栗 ５４ 池添 謙一平本 敏夫氏 小西 一男 三石 大塚牧場 ４９６＋ ２１：２２．４� ９０．７�
７１３ ダンディーズケア 牡７鹿 ５５ 松岡 正海臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４９０＋１８１：２２．６１� １３９．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３４，６２５，８００円 複勝： ６１，２４９，２００円 枠連： ３８，７９８，５００円

普通馬連： １４９，７４５，５００円 馬単： ７６，９４２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，２３２，０００円

３連複： １６８，１０６，１００円 ３連単： ２９５，７６０，８００円 計： ８７１，４６０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � ２６０円 � ２６０円 � ２１０円 枠 連（２－３） ２，６６０円

普通馬連 �� ３，１００円 馬 単 �� ５，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２５０円 �� ９８０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� ５，８３０円 ３ 連 単 ��� ３２，９２０円

票 数

単勝票数 計 ３４６２５８ 的中 � ３７７８７（３番人気）
複勝票数 計 ６１２４９２ 的中 � ５９６４８（４番人気）� ６００５９（３番人気）� ８４１４４（２番人気）
枠連票数 計 ３８７９８５ 的中 （２－３） １０７８４（１５番人気）
普通馬連票数 計１４９７４５５ 的中 �� ３５６９５（１４番人気）
馬単票数 計 ７６９４２５ 的中 �� ９９０５（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６２３２０ 的中 �� ８９７８（１７番人気）�� １１７２１（１０番人気）�� １２６７４（８番人気）
３連複票数 計１６８１０６１ 的中 ��� ２１３１０（１７番人気）
３連単票数 計２９５７６０８ 的中 ��� ６６３２（７４番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．５―１１．７―１１．０―１１．２―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．５―３５．０―４６．７―５７．７―１：０８．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．８―３F３４．１
３ １４，１５，１６（６，７）（２，１８）（８，１０）（４，１１）（３，１２，１３）５（９，１７）１ ４ ・（１４，１５）１６（６，７）（２，８，１８）（４，１０）（３，１１）（５，１２）（９，１３）１，１７

勝馬の
紹 介

アンシェルブルー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００９．１２．２６ 中山２着

２００７．５．８生 牝３黒鹿 母 バードキャット 母母 Wield ７戦４勝 賞金 ５５，３４３，０００円
〔騎手変更〕 オリオンザドンペリ号の騎手三浦皇成は，第６競走での落馬負傷のため池添謙一に変更。

ダンディーズケア号の騎手宗像徹は，第８競走での落馬負傷のため松岡正海に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１１頭 イセノスバル号・エスカーダ号・ショウナンタキオン号・スペシャルハート号・ドリームスカイラブ号・

ドリームゼロワン号・ニシノメイゲツ号・プレンティフェスタ号・マイネルプルート号・ユキノハボタン号・
リーチコンセンサス号

※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。



３１０５９１１月２０日 晴 良 （２２東京５）第５日 第１１競走 ��
��１，８００�第１５回東京スポーツ杯２歳ステークス（ＧⅢ）

発走１５時３０分 （芝・左）

２歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
東京スポーツ杯（１着）

賞 品
本 賞 ３２，０００，０００円 １３，０００，０００円 ８，０００，０００円 ４，８００，０００円 ３，２００，０００円
付 加 賞 ５６０，０００円 １６０，０００円 ８０，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４６．９
１：４６．６

良

良

１２ サダムパテック 牡２鹿 ５５ C．スミヨン 大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９８－ ４１：４７．３ ４．６�

（仏）

８１５ リフトザウイングス 牡２青鹿５５ 武 豊 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ５１０－１４１：４７．９３� ６．９�
３６ フェイトフルウォー 牡２黒鹿５５ 田中 勝春 �社台レースホース伊藤 伸一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１０＋ ２ 〃 クビ １１．０�
１１ マイネルラクリマ 牡２栗 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 武 牧場 ４６２＋ ８ 〃 アタマ １７．１�
６１２ ダ コ ー ル 牡２鹿 ５５ 四位 洋文�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６４－ ４１：４８．０� ９．６�
６１１ アッパーイースト 牡２黒鹿５５ 蛯名 正義 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ５００＋ ８ 〃 クビ ２２．８	
４７ トーセンケイトゥー 牡２栗 ５５ C．ルメール 島川 
哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５８＋ ４１：４８．１� ５．８�

（仏）

２４ カインバティック 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹 �キャロットファーム 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４８６＋ ２１：４８．２� ６４．４�
４８ マイネルギブソン 牡２鹿 ５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ４３２＋ ４１：４８．４１ ７１．１
２３ サトノペガサス 牡２鹿 ５５ R．ムーア 里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４４４－ ６ 〃 ハナ １３．４�

（英）

７１４ セイカプリコーン 牡２鹿 ５５ 内田 博幸金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 三石橋本牧場 ４６４－ ８１：４９．１４ ３４．９�
８１６ ビップセレブアイ 牡２青鹿５５ 柴田 善臣鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４８４＋ ２ 〃 アタマ ７．０�
３５ ショウナンカライス 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝国本 哲秀氏 本間 忍 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１８＋ ２１：４９．２� １３６．１�
５９ マイネルハイセンス 牡２黒鹿５５ A．クラストゥス �サラブレッドクラブ・ラフィアン 清水 英克 新冠 イワミ牧場 ４７２± ０１：４９．７３ １２０．２�

（仏）

７１３ セトノシャンクス 牡２栗 ５５ 北村 宏司難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４５６－１０２：０４．５大差 ３５０．０�
５１０ イイデタイガー 牡２青鹿５５ 池添 謙一 �アールエスエーカントリ池添 兼雄 新冠 武田牧場 ４８０＋１０ （競走中止） ７．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９０，５８５，４００円 複勝： １２７，０９３，７００円 枠連： ７８，７９６，１００円

普通馬連： ３９５，６７３，８００円 馬単： １９５，３０９，８００円 ワイド【拡大馬連】： １０５，８９１，４００円

３連複： ４６１，２６１，９００円 ３連単： ８０５，４３８，０００円 計： ２，２６０，０５０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １９０円 � ２４０円 � ３６０円 枠 連（１－８） ６１０円

普通馬連 �� １，７３０円 馬 単 �� ３，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� １，３００円 �� ２，０４０円

３ 連 複 ��� ９，８６０円 ３ 連 単 ��� ５０，０３０円

票 数

単勝票数 計 ９０５８５４ 的中 � １５５６６４（１番人気）
複勝票数 計１２７０９３７ 的中 � ２１１７５１（１番人気）� １４０１８４（４番人気）� ８０２３９（７番人気）
枠連票数 計 ７８７９６１ 的中 （１－８） ９６１３７（１番人気）
普通馬連票数 計３９５６７３８ 的中 �� １６９６２８（３番人気）
馬単票数 計１９５３０９８ 的中 �� ４３６４７（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１０５８９１４ 的中 �� ３８８６６（３番人気）�� １９９３５（１５番人気）�� １２４１４（２９番人気）
３連複票数 計４６１２６１９ 的中 ��� ３４５３５（３０番人気）
３連単票数 計８０５４３８０ 的中 ��� １１８８２（１５３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．５―３６．２―４８．３―１：００．１―１：１２．１―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４F４７．２―３F３５．２

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サダムパテック �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２０１０．１０．１７ 京都２着

２００８．３．３０生 牡２鹿 母 サマーナイトシティ 母母 ダイアモンドシティ ３戦２勝 賞金 ４０，３６０，０００円
〔騎手変更〕 セトノシャンクス号の騎手三浦皇成は，第６競走での落馬負傷のため北村宏司に変更。
〔競走中止〕 イイデタイガー号は，競走中に疾病〔左大腿骨々折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔その他〕 セトノシャンクス号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。
※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。



３１０６０１１月２０日 晴 良 （２２東京５）第５日 第１２競走 ��
��１，４００�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

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

８１６ ダイワプリベール 牡４鹿 ５７ 池添 謙一大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム B４７２＋ ４１：２５．２ ２３．９�

７１３� エ イ ワ ナ ギ 牡７鹿 ５７
５５ △伊藤 工真永井公太郎氏 松山 康久 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. ５２６－ ２１：２５．５１� １３９．３�
７１４ モアザンスマート 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 ４８４＋ ４ 〃 クビ ３８．６�
２３ ワーズワース 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一池谷 誠一氏 大竹 正博 むかわ 上水牧場 ４９４＋１４ 〃 ハナ ６．１�
６１２ グレースエポナ 牝６黒鹿５５ 田中 勝春吉田 照哉氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム ５４４＋ ２ 〃 アタマ ４１．６�
２４ オメガブルーライン 牝３芦 ５４ 武 豊原 	子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４３２± ０１：２５．６� １０．０�
５９ ノ ボ ク ン 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥	LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 ４８４＋ ２１：２５．７
 ７９．７

１１ ダンシングマオ 牝３鹿 ５４ 江田 照男森口�一郎氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム ４４６－１０１：２５．８
 ６．１�
４８ マイネルセラーノス 牡３栗 ５６ R．ムーア 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 野元 昭 新冠 ビッグレッドファーム ４９４＋ ４１：２６．０１ ７．４
（英）

４７ � モエレデフィニット 牡３青鹿５６ A．クラストゥス 山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 長手 猛 ４８８＋ ４ 〃 クビ ６０．０�
（仏）

３５ アプローズヒーロー 牡６鹿 ５７ 鈴来 直人小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４５６± ０１：２６．２１� ２６７．７�
１２ ザ ド ラ イ ブ 牡４栗 ５７ 内田 博幸 	千葉パブリックゴ

ルフコース 斎藤 誠 日高 沖田牧場 ４６８＋ ４ 〃 クビ １０．９�
６１１ サマーシルクロード 牝５栗 ５５ 丹内 祐次セゾンレースホース	 根本 康広 門別 白井牧場 ４４４－ ６１：２６．３クビ ７０．７�
５１０ 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 ５５０＋ ４１：２６．５１� ２１９．２�
３６ バ ル ー ン 牡３鹿 ５６ C．スミヨン 白井 岳氏 矢野 英一 日高 白瀬 明 ４８６＋ ４１：２６．６� ２．３�

（仏）

８１５ ブレーヴゴールド 牡４青鹿５７ 勝浦 正樹磯波 勇氏 高木 登 新冠 平山牧場 B４５８± ０１：２６．７クビ ６９．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，６０５，５００円 複勝： ５６，０１７，３００円 枠連： ３４，６００，７００円

普通馬連： １３７，３７１，６００円 馬単： ７６，７７０，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，８９７，７００円

３連複： １４９，８３４，７００円 ３連単： ２９４，４８７，８００円 計： ８２８，５８５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３９０円 複 勝 � ７９０円 � ２，７６０円 � １，０４０円 枠 連（７－８） ７，５２０円

普通馬連 �� １１４，１７０円 馬 単 �� １８６，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３，２６０円 �� ６，７７０円 �� １８，０８０円

３ 連 複 ��� ４７６，６３０円 ３ 連 単 ��� ２，４９８，０７０円

票 数

単勝票数 計 ３７６０５５ 的中 � １２４０５（７番人気）
複勝票数 計 ５６０１７３ 的中 � １９３８０（７番人気）� ５１２５（１４番人気）� １４３６５（９番人気）
枠連票数 計 ３４６００７ 的中 （７－８） ３３９８（２３番人気）
普通馬連票数 計１３７３７１６ 的中 �� ８８８（９２番人気）
馬単票数 計 ７６７７００ 的中 �� ３０４（１６７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１８９７７ 的中 �� ４４２（９６番人気）�� １５３２（５２番人気）�� ５６９（８６番人気）
３連複票数 計１４９８３４７ 的中 ��� ２３２（３６７番人気）
３連単票数 計２９４４８７８ 的中 ��� ８７（２０１５番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１１．５―１２．０―１２．１―１２．２―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．２―３５．７―４７．７―５９．８―１：１２．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワプリベール �
�
父 Empire Maker �

�
母父 Efisio デビュー ２００８．７．１９ 新潟１着

２００６．１．２９生 牡４鹿 母 ミ ス ベ ガ ス 母母 Dwingeloo １５戦３勝 賞金 ３８，３４２，０００円
〔騎手変更〕 オメガブルーライン号の騎手三浦皇成は，第６競走での落馬負傷のため武豊に変更。
〔発走状況〕 サマーシルクロード号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 サマーシルクロード号は，平成２２年１１月２１日から平成２２年１２月２０日まで出走停止。停止期間の

満了後に発走調教再審査。
※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 マルターズカイト号
※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。



（２２東京５）第５日 １１月２０日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８７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

２５４，４５０，０００円
７，４４０，０００円
２，４４０，０００円
２５，０１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６６，１３７，０００円
５，８０８，８００円
１，８５１，３００円

勝馬投票券売得金
３３３，２８０，５００円
５４１，５１８，８００円
２９５，６１２，４００円
１，２０１，３１１，１００円
７００，３１３，３００円
３８９，２７３，５００円
１，３７６，００６，４００円
２，４０２，９１２，１００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 ７，２４０，２２８，１００円

総入場人員 ２９，８９６名 （有料入場人員 ２８，４０９名）




