
３５００８１２月４日 晴 良 （２２小倉３）第１日 第８競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．８
１：５６．４

良

良

４７ マイネルレイン 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 松浦牧場 ５３０＋１０２：００．０ １４．４�

４８ シャルルヴォア 牝３黒鹿５４ C．ウィリアムズ �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム B５００－ ８２：００．２１� ７．２�
（豪）

１１ アポロストーム 牡４栗 ５７ 丸田 恭介アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 宮城 佐藤 和夫 ５１４± ０２：００．３� ４６．０�
７１４ アルマトゥーラ 牡３芦 ５６ 田中 博康コウトミックレーシング 斎藤 誠 日高 浦新 徳司 ４６８＋ ８２：００．５１� ６．５�
２４ セキサンダンスイン 牝４鹿 ５５

５３ △高倉 稜�関澤産業 坂口 正則 浦河 笹島 政信 ４４４－ ６２：００．７１� ３．０�
５１０ スズカスパーク 牡５芦 ５７ 上村 洋行永井 啓弍氏 橋田 満 平取 スガタ牧場 ４８８＋ ４ 〃 クビ ９．３	
１２ ホークウィンザー 牡５芦 ５７

５６ ☆松山 弘平小林 久義氏 梅田 智之 新冠 飛渡牧場 ４５４± ０ 〃 アタマ ３６．６

２３ � サンライズウィル 牡４鹿 ５７ 北村 友一松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 ４８４－ ４２：０１．１２� １２．４�
８１７ エメラルドミスト 牝５鹿 ５５ 秋山真一郎 �キャロットファーム 宮本 博 浦河 桑田フアーム ４３８＋１６ 〃 クビ ２７．７�
３６ ラブイズモネ 牝４栗 ５５

５２ ▲西村 太一江口雄一郎氏 梅内 忍 静内 坂本 春信 ４３４－ ６２：０１．４１� １３５．０
８１８ テイエムバゴオー 牡３黒鹿５６ 古川 吉洋竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 橋本牧場 ４７０＋ ８２：０１．５� ４６．９�
３５ � セトノジャーニー 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎難波 澄子氏 田島 俊明 日高 滝本 健二 ４９６＋ ４２：０１．６クビ ９０．１�
７１３ ヤマニンアーシー 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎土井 肇氏 池上 昌弘 浦河 廣田 伉助 ４６４－ ４ 〃 同着 １５３．０�
５９ ビルトミーアップ 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信飯田 政子氏 武市 康男 静内 千代田牧場 B４６８± ０２：０１．８１ ６８．０�
６１１ ファイブイーグル 牡３鹿 ５６ 川島 信二�ファイブウィン 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ５１２＋ ６ 〃 ハナ ５．１�
７１５ マイネソシオ 牝５青鹿５５ 長谷川浩大 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４３２＋ ２２：０２．２２� １０１．９�
６１２ メジロカルヴィン 牡３青鹿５６ 中舘 英二�メジロ牧場 平井 雄二 洞爺湖 メジロ牧場 ４９２－ ４２：０２．４１� ８４．２�
８１６ ディアキングサン 牡３栗 ５６ 太宰 啓介寺田千代乃氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４９６－ ２２：０２．５� １７５．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １２，３４８，５００円 複勝： １９，６４４，１００円 枠連： １０，７９５，１００円

普通馬連： ３３，９１７，１００円 馬単： ２０，７５５，９００円 ワイド【拡大馬連】： １４，１３９，２００円

３連複： ４４，６５０，４００円 ３連単： ８５，７１５，７００円 計： ２４１，９６６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４４０円 複 勝 � ４００円 � ３００円 � １，０１０円 枠 連（４－４） ５，７１０円

普通馬連 �� ５，５４０円 馬 単 �� １０，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９５０円 �� ７，７５０円 �� ５，０４０円

３ 連 複 ��� ５０，８６０円 ３ 連 単 ��� ２４１，４５０円

票 数

単勝票数 計 １２３４８５ 的中 � ６７７５（７番人気）
複勝票数 計 １９６４４１ 的中 � １３０５３（７番人気）� １９１４３（４番人気）� ４５７０（１０番人気）
枠連票数 計 １０７９５１ 的中 （４－４） １３９６（１９番人気）
普通馬連票数 計 ３３９１７１ 的中 �� ４５２５（２０番人気）
馬単票数 計 ２０７５５９ 的中 �� １４７２（３７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４１３９２ 的中 �� １８２１（２０番人気）�� ４４４（６０番人気）�� ６８６（４２番人気）
３連複票数 計 ４４６５０４ 的中 ��� ６４８（１４１番人気）
３連単票数 計 ８５７１５７ 的中 ��� ２６２（６０６番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．５―１３．０―１２．６―１２．３―１２．３―１１．８―１１．５―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．１―２３．１―３４．６―４７．６―１：００．２―１：１２．５―１：２４．８―１：３６．６―１：４８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．５―３F３５．２
１
３

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

勝馬の
紹 介

マイネルレイン �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 Seattle Slew デビュー ２００９．１０．３１ 福島１着

２００７．４．４生 牡３鹿 母 ミスクラブアップル 母母 Snow Blossom ８戦２勝 賞金 ２２，４９２，０００円
※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。
（非抽選馬） １頭 マドリガルスコア号
※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。


