
２８０３７１０月１５日 晴 良 （１８東京４）第４日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走９時５０分 （芝・左）

牝，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

１：２１．８
１：２１．１

良

稍重

８１５� コスモフライハイ 牝２鹿 ５４ 四位 洋文 �ビッグレッドファーム 柴崎 勇 三石 前田 宗将 ４８０± ０１：２３．０ ３．４�

２３ � コスモリリー 牝２栗 ５４ 蛯名 正義 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 向別牧場 ４２２－ ２１：２３．４２� ４．７�
８１６ クロコレーヌ 牝２鹿 ５４ 高橋 智大大原 詔宏氏 大久保洋吉 静内 田中 裕之 ４７８＋ ２ 〃 ハナ ２８．８�
７１４ リネンフィールド 牝２栗 ５４ 南田 雅昭戸山 光男氏 南田美知雄 三石 平野牧場 ４７０＋ ２１：２３．６１� ４．３�
６１２ ゲラウトマイウエイ 牝２鹿 ５４ 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 清水 利章 静内 キヨタケ牧場 ４４８± ０１：２３．９２ ７．８�
３５ ヤマノミライ 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一澤村 敏雄氏 加賀 武見 様似 北澤 正則 ４４０－ ６１：２４．０� ２０．４	
７１３ ケイアイフェザー 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝亀田 守弘氏 鈴木 康弘 新冠 武田牧場 ４８４＋ ４１：２４．１クビ ６．８

５９ � ジョイントゥジョイ 牝２鹿 ５４ 菊沢 隆徳�コオロ 萱野 浩二 門別 庄野牧場 ４３２－ ４１：２４．３１ ３９．８�
６１１� ナンヨーミドル 牝２鹿 ５４ 江田 照男中村 �也氏 奥平 雅士 浦河 富田牧場 ４５２－ ４ 〃 クビ ８３．８�
４７ クインズプライド 牝２鹿 ５４ 二本柳 壮嶋田 賢氏 本郷 一彦 静内 岡田牧場 ４２６－ ２１：２４．５１� １３．４
１１ エイワンテースト 牝２鹿 ５４ 中舘 英二荒木 榮一氏 高市 圭二 三石 本桐牧場 ４５８± ０１：２４．７１� １０６．６�
２４ � マールロッソ 牝２栗 ５４ 勝浦 正樹桐谷 茂氏 加藤 和宏 三石 田上 稔 ４６０± ０ 〃 クビ １５７．１�
１２ ハ ナ リ ュ ウ 牝２鹿 ５４

５１ ▲高野 和馬内藤 好江氏 田子 冬樹 静内 静内フジカ
ワ牧場 ３９２＋ ８１：２５．０１� ２５７．０�

４８ � チョウライライ 牝２鹿 ５４ 石橋 脩丸山 隆雄氏 斎藤 宏 静内 田中 裕之 ４５４± ０１：２５．１� ２１６．９�
３６ フィールディング 牝２黒鹿５４ 松岡 正海伊達 秀和氏 相沢 郁 門別 サンシャイン

牧場 ４５０－１０１：２５．７３� ５０．６�
５１０ ドリップオン 牝２栗 ５４ 伊藤 直人仙元 義夫氏 小林 常泰 新冠 競優牧場 ４４４＋ ６１：２７．２９ ３８２．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，７２９，７００円 複勝： ２１，８７７，５００円 枠連： ２３，４１９，９００円

普通馬連： ７１，９３１，６００円 馬単： ６６，６９８，５００円 ワイド【拡大馬連】： １９，５８３，８００円

３連複： ９４，９１０，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３１２，１５１，３００円

払 戻 金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １５０円 � １８０円 � ７５０円 枠 連（２－８） ７００円

普通馬連 �� ７４０円 馬 単 �� １，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� １，４３０円 �� ２，８２０円

３ 連 複 ��� ９，１４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １３７２９７ 的中 � ３２６０６（１番人気）
複勝票数 計 ２１８７７５ 的中 � ５１３４６（１番人気）� ３５６９７（３番人気）� ５１５６（８番人気）
枠連票数 計 ２３４１９９ 的中 （２－８） ２４７４２（２番人気）
普通馬連票数 計 ７１９３１６ 的中 �� ７２６５９（２番人気）
馬単票数 計 ６６６９８５ 的中 �� ３５３８４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９５８３８ 的中 �� １３６８３（２番人気）�� ３２３８（１８番人気）�� １５９４（２７番人気）
３連複票数 計 ９４９１０３ 的中 ��� ７６６５（２７番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１１．９―１２．２―１１．２―１１．５―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．０―３５．９―４８．１―５９．３―１：１０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．１―３F３４．９
３ １５，１６，１４（３，８）（１，６，１２）（４，５）（２，１３）（７，１１）９－１０ ４ １５－１６，３，１４，８，１（６，１２）（２，４）（７，５，１３）１１，９－１０

勝馬の
紹 介

�コスモフライハイ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Kingmambo デビュー ２００６．８．１２ 新潟９着

２００４．４．９生 牝２鹿 母 レディビーナス 母母 User Friendly ４戦１勝 賞金 ７，６００，０００円
〔制裁〕 リネンフィールド号の騎手南田雅昭は，３コーナーで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドリップオン号は，平成１８年１１月１５日まで平地競走に出走できない。



２８０３８１０月１５日 晴 良 （１８東京４）第４日 第２競走 ��
��２，０００�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

２：０２．２
１：５９．９

良

良

３４ �� ナンヨーヘブン 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一中村 �也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４６２－ ４２：０３．５ ２．８�

５８ グランドメロー 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹�グランド牧場 �田 研二 静内 グランド牧場 ４９４＋ ４２：０３．７１� １３．４�
３５ �� マイネルコルモ 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 谷原 義明 門別 荒井ファーム ４４４－１２ 〃 クビ ３．８�
２３ � オンワードテイト 牝２鹿 ５４

５１ ▲田中 博康樫山 ハル氏 加藤 和宏 浦河 オンワード牧場 ４３８－ ２２：０３．９１� ７．９�
８１４ アソビゴコロアワー 牝２栗 ５４ 四位 洋文 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 静内 大滝 康晴 ４５６＋ ６２：０４．４３ ３６．７	
６１１� ミヤギペガサス 牡２栗 ５５ 木幡 初広菅原 光博氏 笹倉 武久 静内 三宅牧場 ４８４± ０ 〃 クビ ３８．３

４６ アクセルホッパー 牡２鹿 ５５ 大庭 和弥内藤 好江氏 奥平 真治 青森 オオタ牧場 ４５８＋ ６ 〃 アタマ ７７．７�
１１ ラードロジュノー 牝２黒鹿 ５４

５３ ☆鮫島 良太村中 徳広氏 伊藤 伸一 新冠 北星村田牧場 ４４４－ ８２：０４．７１	 ２３．６�
７１３�� ミッキードレス 牝２鹿

５４
５２ △大野 拓弥三木 久史氏 中村 均 浦河 大西牧場 ４６０－ ６２：０４．９１ １２．５

４７ � アイサダドラゴン 牡２栗 ５５ 小野 次郎平野 岩夫氏 中野 隆良 新冠 森田 芳男 ５１８＋ ２２：０５．０	 ４７．１�
８１５�� レオナルドバローズ 牡２黒鹿５５ 中舘 英二猪熊 広次氏 小笠 倫弘 様似 様似渡辺牧場 ４７２－ ４ 〃 クビ ５１．９�
２２ ミウラマリリン 牝２黒鹿５４ 吉田 豊佐藤 明氏 柄崎 孝 平取 びらとり牧場 ４８４－ ４２：０５．２１� ５．２�
５９ � テンジンイナバウア 牝２鹿 ５４ 吉永 護�テンジン 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４３０± ０２：０６．３７ ２６０．８�
７１２�� スガノモーニング 牝２栗

５４
５１ ▲小島 太一菅原光太郎氏 松永 勇 静内 藤沢牧場 ４８６＋ ４２：０６．６１	 ３５２．９�

６１０� ライフシーン 牡２青 ５５ 松岡 正海島田 久氏 西塚 安夫 三石 大塚牧場 ４５０－１０２：０６．９１	 ２０９．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，００３，０００円 複勝： ２４，２３７，０００円 枠連： ３１，６１０，１００円

普通馬連： ９３，４１２，０００円 馬単： ８５，８８６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，２３０，３００円

３連複： １１６，７２６，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３９５，１０５，２００円

払 戻 金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � ３１０円 � １５０円 枠 連（３－５） １，１９０円

普通馬連 �� １，９７０円 馬 単 �� ３，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� ３１０円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� ２，７７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８００３０ 的中 � ５１３５７（１番人気）
複勝票数 計 ２４２３７０ 的中 � ５９９１５（１番人気）� １４８９０（６番人気）� ４６０６５（２番人気）
枠連票数 計 ３１６１０１ 的中 （３－５） １９７５９（４番人気）
普通馬連票数 計 ９３４１２０ 的中 �� ３５０５５（７番人気）
馬単票数 計 ８５８８６３ 的中 �� ２００１９（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５２３０３ 的中 �� １０４０３（６番人気）�� ２２７０９（１番人気）�� ５８８０（１１番人気）
３連複票数 計１１６７２６５ 的中 ��� ３１１０５（８番人気）

ハロンタイム １３．２―１１．７―１１．８―１２．４―１２．８―１３．１―１２．８―１２．１―１１．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．２―２４．９―３６．７―４９．１―１：０１．９―１：１５．０―１：２７．８―１：３９．９―１：５１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．５―３F３５．７

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

勝馬の
紹 介

�
�
ナンヨーヘブン �

�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００６．８．１３ 札幌７着

２００４．３．３生 牡２鹿 母 ダイナアクトレス 母母 モデルスポート ３戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔制裁〕 オンワードテイト号の騎手田中博康は，３コーナー通過後に内側に斜行したことについて戒告。



２８０３９１０月１５日 晴 良 （１８東京４）第４日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系３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 ４，０００，０００円 １，６００，０００円 １，０００，０００円 ６００，０００円 ４００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

６１２ シンボリマーズ �３鹿 ５７ 蛯名 正義シンボリ牧場 岩戸 孝樹 静内 和田農林（有） ４６６＋ ８１：４０．５ １２．５�

２４ � ベルベットボクサー 牡３栗 ５７
５５ △大野 拓弥会田 満雄氏 杉浦 宏昭 静内 石川牧場 ５０４＋ ８ 〃 ハナ １．９�

１１ � グレッグスリズム 牡３青鹿５７ 後藤 浩輝 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４６８＋１２ 〃 クビ ７．０�
７１４� シュピルマン 牡３鹿 ５７ L．イネス 田口 廣氏 坂本 勝美 平取 原田 新治 B４４６± ０１：４０．６クビ ９．８�

（新）

３６ サイレントベッド 牝３黒鹿５５ 木幡 初広ディアレスト 田村 康仁 静内 八田ファーム ４５２－ ２１：４０．７� ３２．９�
８１５ ティンバージャック 牡３鹿 ５７ 勝浦 正樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 嶋田 功 門別 豊洋牧場 ５４０± ０１：４０．８� ３．７	
５１０ デュークトーゴー 牡３鹿 ５７ 中舘 英二河合 克俊氏 小西 一男 新冠 北星村田牧場 B４８８＋ ４１：４１．０１� １０６．３

４７ � サ ム ゾ ー 牡３鹿 ５７ 北村 宏司井上 一郎氏 大江原 哲 新冠 川上 悦夫 ５１４－１２１：４１．７４ ５４．８�
７１３ シャルウィダンサー 牝３鹿 ５５

５２ ▲田中 博康�小林牧場 久保田貴士 浦河 浦河小林牧場 ４３２＋１２１：４２．３３� ３０３．４�
５９ ブライティアテラス 牝３栃栗５５ 柴山 雄一小林 昌志氏 畠山 吉宏 新冠 秋田牧場 ４４８＋ ８１：４２．４クビ ３６６．６
８１６� サクラキセキ 牝３黒鹿５５ 小野 次郎�さくらコマース伊藤 圭三 静内 新和牧場 ５２０＋１２ 〃 ハナ ３９．５�
３５ � ブ リ ッ ク ス 牡３鹿 ５７ 武士沢友治江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４２８－ ６１：４３．５７ ３２５．５�
１２ シルクフィレンツェ 牝３鹿 ５５ 吉田 豊有限会社シルク谷原 義明 浦河 福岡 光夫 ４６２－１０１：４４．０３ ７１．９�
４８ アイアイスズラン 牝３青 ５５ 池田 鉄平齊藤 敬氏 星野 忍 新冠 守矢牧場 ４３８＋ ４１：４４．５３ ２２５．０�
２３ �	 トーセンスノーマン 牡３芦 ５７ 南田 雅昭島川 �哉氏 奥平 真治 門別 柴田 節子 ４５０± ０１：４５．１３� ２５０．９�
６１１ スイートエトワール 牝３青鹿５５ 武 幸四郎シンボリ牧場 田中 清隆 静内 中田 浩美 ４８０－ ４１：４５．７３� ２００．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，２０９，６００円 複勝： ２５，２８９，０００円 枠連： ２８，３４６，４００円

普通馬連： ９７，８６９，１００円 馬単： １０８，７９２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，３４２，６００円

３連複： １３２，０４９，７００円 ３連単： 発売なし 計： ４４３，８９８，４００円

払 戻 金

単 勝 � １，２５０円 複 勝 � ２５０円 � １１０円 � ２７０円 枠 連（２－６） １，１００円

普通馬連 �� １，１２０円 馬 単 �� ３，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� １，３８０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ３，２４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３２０９６ 的中 � １４６７２（５番人気）
複勝票数 計 ２５２８９０ 的中 � １９４１７（４番人気）� ９４４１６（１番人気）� １７７０１（５番人気）
枠連票数 計 ２８３４６４ 的中 （２－６） １９０９０（４番人気）
普通馬連票数 計 ９７８６９１ 的中 �� ６４７０９（４番人気）
馬単票数 計１０８７９２０ 的中 �� ２６３２４（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８３４２６ 的中 �� １８２５５（３番人気）�� ４６０９（１５番人気）�� １６８２３（４番人気）
３連複票数 計１３２０４９７ 的中 ��� ３０１５９（９番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１２．１―１２．７―１３．０―１２．８―１２．４―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．０―３６．１―４８．８―１：０１．８―１：１４．６―１：２７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンボリマーズ �
�
父 シンボリスウォード �

�
母父 ダンスホール デビュー ２００６．５．２０ 東京１６着

２００３．４．１３生 �３鹿 母 スイートミーシャ 母母 スイートヒコ ４戦１勝 賞金 ４，５００，０００円
〔制裁〕 アイアイスズラン号の騎手池田鉄平は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スイートエトワール号は，平成１８年１１月１５日まで平地競走に出走できない。

トーセンスノーマン号は，平成１８年１２月１５日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 サクラキセキ号・ブリックス号・トーセンスノーマン号・スイートエトワール号は，平成１８年１１月１５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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 セレナガルーダ号・ナモンゼウス号・パワースポット号
※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。



２８０４０１０月１５日 晴 良 （１８東京４）第４日 第４競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１１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

５９ � スズノネイビー 牡２芦 ５５ 四位 洋文小紫 芳夫氏 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４９２ ―１：２６．４ ２．９�

６１２� ニシノフジヤマ 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹西山 茂行氏 萱野 浩二 鵡川 西山牧場 ４８８ ―１：２７．７８ ８．０�
８１５� アリマエンパイア 牡２芦 ５５

５２ ▲田中 博康有馬 博文氏 清水 英克 静内 藤沢牧場 ４４８ ―１：２８．６５ ７８．９�
７１４� タマモグレアー 牡２鹿 ５５ 菊沢 隆徳タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ５０４ ―１：２８．８１� ９．５�
２４ 	 シーキングドーラ 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝藤田与志男氏 秋山 雅一 米 Yoshio Fujita ４７４ ― 〃 アタマ ２．８�
７１３� タイセイリバティー 牡２鹿 ５５

５３ △大野 拓弥田中 成奉氏 菊川 正達 三石 藤井 益美 ４４４ ―１：２８．９
 １２８．５�
１２ � マイネルサテライト 牡２栗 ５５ L．イネス �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム ４６０ ―１：２９．０クビ ２０．０	
（新）

４８ � ウィッシュイズワン 牡２鹿 ５５ 中谷 雄太
槇本牧場 水野 貴広 門別 槇本牧場 ５３２ ―１：２９．７４ ２１７．３�
２３ スパイナルコード 牡２鹿 ５５ 江田 照男西森 鶴氏 中川 公成 新冠 オリエント牧場 ４４８ ―１：３０．０１� ３９．８�
１１ ブルーシーズン 牡２栗 ５５ 武 幸四郎 �荻伏レーシング・クラブ 嶋田 功 新冠 川上 悦夫 ４８０ ―１：３０．２１� ７８．０
４７ コスモシュナイデン 牡２青鹿 ５５

５４ ☆鮫島 良太 
ビッグレッドファーム 斎藤 宏 早来 �橋本牧場 ４８０ ―１：３０．９４ ５５．１�
３５ リュウキュウティダ 牝２栗 ５４ 小野 次郎棚網るみ子氏 嶋田 潤 門別 佐々木 康治 ４５８ ―１：３１．２１� １４７．５�

（ウザントキヒメ）

６１１ ワールドクルーズ 牡２栗 ５５ 小林 淳一 
ユートピア牧場 土田 稔 登別 ユートピア牧場 ４７６ ―１：３１．７３ ２３２．８�
３６ エイワンリズム 牡２鹿 ５５ 中舘 英二荒木 榮一氏 高市 圭二 静内 高橋 修 ４９４ ―１：３２．１２
 ７．７�
８１６� ヒカルデートライン 牝２栗 ５４ 木幡 初広�橋 京子氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４４０ ―１：３２．３� １７．９�
５１０� マイティワーク 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信岡田 牧雄氏 �田 研二 浦河 鳥井 征士 ４６６ ―１：３６．３大差 ３１０．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，５００，７００円 複勝： ２３，３４８，２００円 枠連： ２６，８２３，２００円

普通馬連： ８５，８５５，８００円 馬単： ９５，６０６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，８４４，０００円

３連複： １１２，００７，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３８６，９８６，０００円

払 戻 金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � ３２０円 � １，５２０円 枠 連（５－６） １，２７０円

普通馬連 �� １，３６０円 馬 単 �� ２，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� ２，８７０円 �� ５，５７０円

３ 連 複 ��� ２５，０２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１５００７ 的中 � ５８４９４（２番人気）
複勝票数 計 ２３３４８２ 的中 � ６７３９９（１番人気）� １６８７９（５番人気）� ２７７２（１０番人気）
枠連票数 計 ２６８２３２ 的中 （５－６） １５５９８（６番人気）
普通馬連票数 計 ８５８５５８ 的中 �� ４６７１９（６番人気）
馬単票数 計 ９５６０６８ 的中 �� ３４０１６（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１８４４０ 的中 �� １０３１５（５番人気）�� １８０８（２８番人気）�� ９２０（４１番人気）
３連複票数 計１１２００７３ 的中 ��� ３３０５（６３番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１２．２―１２．７―１２．２―１２．５―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．１―３６．３―４９．０―１：０１．２―１：１３．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�スズノネイビー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

２００４．３．２１生 牡２芦 母 ビワプランサー 母母 ノーザンプランサー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ヒカルデートライン号の騎手木幡初広は，発走後に急に内側に斜行したことについて平成１８年１０月２１日から平成１８年１０月

２９日まで騎乗停止。
〔その他〕 ヒカルデートライン号〔１５位入線〕は，発走後に急に内側に斜行して「タマモグレアー」号〔４位入線〕，「タイセイリバティー」号

〔６位入線〕，「ニシノフジヤマ」号〔２位入線〕および「ワールドクルーズ」号〔１３位入線〕の走行を妨害。
マイティワーク号は，発走後に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。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 サンアスレチック号・シルクグラディウス号・セイントドリーム号・セントラルヘブン号・ピュアーフレーム号・

フサイチアデクタム号・フライングドクター号・マイネルローモンド号
※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。



２８０４１１０月１５日 晴 良 （１８東京４）第４日 第５競走 ��
��１，６００�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� 基準タイム

中央レコード

１：３４．９
１：３３．４

良

良

５５ アサクサキングス 牡２鹿 ５５ 四位 洋文田原源一郎氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ５００ ―１：３８．５ ４．４�

１１ � モハチビスティー 牡２黒鹿５５ L．イネス 備前島 融氏 大江原 哲 静内 泊 寿幸 ４７４ ―１：３８．８２ ２７．１�
（新）

４４ � マイネルオアシス 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 岩戸 孝樹 様似 林 時春 ４９６ ― 〃 アタマ １２．７�

２２ � ネヴァキングダム 牡２黒鹿５５ 北村 宏司�ティーエイチ 藤沢 和雄 英 W. and R.
Barnett Ltd ４８２ ―１：３８．９クビ ２．７�

８１１� マイネルソルダネラ 牡２黒鹿５５ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 平井 雄二 門別 碧雲牧場 ４６６ ―１：３９．２２ １０４．１�

５６ �� サンアスレチック 	２黒鹿５５ 松岡 正海加藤 信之氏 小島 茂之 静内 坂本 健一 ４６４ ―１：３９．３クビ ４６．６�
７９ � アポロダヴィンチ 牡２栗 ５５ 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Robert D.

Nash ４８８ ―１：３９．６２ ３．３	
６７ ケイアイアレスト 牡２鹿 ５５ 中舘 英二亀田 守弘氏 南田美知雄 静内 原 武久 ５２８ ― 〃 ハナ ５２．９

７１０� シンメイウラヌス 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義織田 芳一氏 中村 均 新冠 ハクツ牧場 ４４２ ―１：３９．８１
 １０．１�
３３ � マイネルローモンド 牡２黒鹿５５ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 静内 落合 一巳 ４８０ ―１：４０．０１� ３９．０�
８１２� エイワベンケイ 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹永井公太郎氏 松山 康久 加 Don Amos ５２６ ―１：４０．３１� １５．７
６８ ホワイトケンシロー 牡２芦 ５５ 田面木博公大谷 高雄氏 蛯名 信広 新冠 長沼 幸一 ５００ ―１：４０．４� １６４．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２２，８４６，６００円 複勝： ２４，３２８，０００円 枠連： ２９，６５５，１００円

普通馬連： ９７，８１１，８００円 馬単： １０９，２６２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，４９７，２００円

３連複： １２４，７２４，７００円 ３連単： 発売なし 計： ４３５，１２５，６００円

払 戻 金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １８０円 � ５８０円 � ３８０円 枠 連（１－５） ６，２００円

普通馬連 �� ６，６９０円 馬 単 �� １０，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７００円 �� １，１８０円 �� ３，２７０円

３ 連 複 ��� １６，２５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２８４６６ 的中 � ４１０８４（３番人気）
複勝票数 計 ２４３２８０ 的中 � ４６０７４（３番人気）� ９２２４（７番人気）� １５２６４（６番人気）
枠連票数 計 ２９６５５１ 的中 （１－５） ３５３５（１７番人気）
普通馬連票数 計 ９７８１１８ 的中 �� １０８０３（１９番人気）
馬単票数 計１０９２６２２ 的中 �� ７９４３（３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６４９７２ 的中 �� ３８４２（１６番人気）�� ５６５９（１２番人気）�� １９５７（３０番人気）
３連複票数 計１２４７２４７ 的中 ��� ５６６６（４５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．４―３７．２―５０．５―１：０４．０―１：１５．９―１：２７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３４．５
３ ９，１１，６，５，２，８（１，４）１２（３，７）１０ ４ ・（９，１１）６，５（２，４）（８，１２，１０）１，７，３

勝馬の
紹 介

アサクサキングス �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００４．３．２３生 牡２鹿 母 クルーピアスター 母母 クルーピアレディー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※サンアスレチック号・マイネルローモンド号は，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。



２８０４２１０月１５日 晴 良 （１８東京４）第４日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時４０分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５３�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

１：２２．４
１：２１．９

稍重

重

３６ シャコーアデル 牝３鹿 ５３ 村田 一誠グレイドレーシング組合 勢司 和浩 浦河 室田 千秋 ５１０＋２０１：２６．２ １．７�

５１０ リンクスクイン 牝４黒鹿５５ 北村 宏司荻野 猛夫氏 西塚 安夫 門別 田端牧場 ４６０－ ２ 〃 ハナ ９．４�
１２ � ビ ー ボ ー ン 牝３鹿 ５３ 蛯名 正義伊達 秀和氏 中川 公成 門別 サンシャイン

牧場 ４７８± ０１：２６．７３ ７．０�
４８ � コ ク ハ ク 牝４鹿 ５５ 大西 直宏�グランド牧場 �田 研二 静内 グランド牧場 ４８６＋１８１：２６．９１� ８３．８�
６１１� スミノバンビーナ 牝３鹿 ５３ 小林 淳一長井 純一氏 清水 美波 静内 岡田スタツド ４５８－１２１：２７．３２� ２２．０�
８１６	 エプソムメサイア 牝３鹿 ５３

５０ ▲的場 勇人 	ジャパン・
ホースマン・クラブ 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ４４６－ ６１：２７．４クビ ２５．０


５９ エルブランコ 牝３芦 ５３ 松岡 正海 �サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４４４± ０１：２７．５
 ３９．２�
７１３ エイダイタカラブネ 牝３芦 ５３ 二本柳 壮�東振牧場 鈴木 康弘 鵡川 東振牧場 ４６４＋ ４１：２７．９２� １１．２�
７１４ トーヨーハヤテ 牝３鹿 ５３ 江田 照男�トーヨークラブ 中島 敏文 門別トーヨークラブ北海道支店 ４３６± ０ 〃 アタマ ６７．０
３５ エスケーワシントン 牝３鹿 ５３ 吉永 護エスケー貿易	 松山 康久 三石 萩澤 泰博 ４９４＋１０１：２８．２１
 ３６．３�
２４ バリュアットリスク 牝４鹿 ５５

５４ ☆鮫島 良太諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４６８＋ ３１：２８．６２� １１３．７�
８１５� オポテューニティ 牝４鹿 ５５ 小野 次郎平岡 茂樹氏 �田 研二 浦河 大野牧場 ４９６＋ ４ 〃 アタマ ２１．５�
２３ � ニューエスサンデー 牝６栗 ５５ 勝浦 正樹白井 繁夫氏 松永 勇 静内 三澤牧場 ４５０＋ ２１：２８．７クビ ２２．０�
４７ ブンブンブン 牝３鹿 ５３ 中舘 英二�グランド牧場 清水 英克 静内 グランド牧場 ４６８－ ８１：２９．２３ ８３．４�
６１２� ニシノインピッシュ 牝３黒鹿 ５３

５１ △大野 拓弥西山 茂行氏 菅原 泰夫 鵡川 西山牧場 ４４６＋ ６１：２９．４１� １５７．７�
１１ � メイショウバッコス 牝５栗 ５５ 四位 洋文松本 好雄氏 伊藤 雄二 平取 稲原牧場 ４４４＋ ２１：３１．３大差 ３５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，５４２，５００円 複勝： ２７，８３５，３００円 枠連： ３５，６９２，９００円

普通馬連： １１５，４５０，４００円 馬単： １０８，０２９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，６５２，６００円

３連複： １４７，１５１，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４９０，３５４，３００円

払 戻 金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １９０円 � １６０円 枠 連（３－５） ５８０円

普通馬連 �� ７９０円 馬 単 �� １，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ３００円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� １，５１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３５４２５ 的中 � １１４３７２（１番人気）
複勝票数 計 ２７８３５３ 的中 � ９７５３０（１番人気）� ２９９９５（３番人気）� ３７９００（２番人気）
枠連票数 計 ３５６９２９ 的中 （３－５） ４６００３（２番人気）
普通馬連票数 計１１５４５０４ 的中 �� １０９１９７（２番人気）
馬単票数 計１０８０２９０ 的中 �� ７３８２９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２６５２６ 的中 �� ２２７２８（３番人気）�� ２８７６２（１番人気）�� １０８７１（６番人気）
３連複票数 計１４７１５１６ 的中 ��� ７２２２７（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．８―３５．７―４８．３―１：００．８―１：１３．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャコーアデル �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００５．１１．１２ 東京４着

２００３．４．４生 牝３鹿 母 スロクエリタージュ 母母 スロクイザナミ ３戦２勝 賞金 １３，５００，０００円
〔制裁〕 トーヨーハヤテ号の調教師中島敏文は，装鞍所集合時刻に遅れたことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウバッコス号は，平成１８年１１月１５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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 トレトレジョリ号



２８０４３１０月１５日 晴 良 （１８東京４）第４日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時１０分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４５．４
１：４４．１

良

良

３３ � エイシンサリヴァン 牡４芦 ５７ 吉田 豊平井 豊光氏 大久保洋吉 米 Hermitage
Farm LLC ４８６－ ４１：４８．０ ２．０�

６８ � アイシクルアート 牡４鹿 ５７ 北村 宏司 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４５６－ ４１：４８．２１	 ３５．９�
４５ レディクローリス 牝５鹿 ５５ 木幡 初広 �ロードホースクラブ 宗像 義忠 門別 シンコーファーム ４５６－ ４１：４８．３
 ２２．８�
７１１� セタガヤフラッグ 牡３鹿 ５５

５４ ☆鮫島 良太千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４３２－ ４１：４８．８３ １６．７�
５６ �� シンボリユタカオー �７栗 ５７ 石橋 脩シンボリ牧場 高橋 祥泰 門別 シンボリ牧場 ４７２＋１８ 〃 クビ １５．６�
７１０ キララキング 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義玉井 宏和氏 蛯名 信広 浦河 アイオイファーム ４５８＋１０１：４９．０１ ４７．７	
８１２� フレンチムード 牝４鹿 ５５

５３ △大野 拓弥原 子氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B４８４＋ ２１：４９．１
 ９．６

５７ フレッシュブラッド 牝３黒鹿５３ 柴山 雄一飯田 正氏 尾形 充弘 静内 千代田牧場 ４５０－１２１：４９．２
 ２１．２�
１１ � バージンフォレスト 牡３黒鹿５５ 中舘 英二 �ノースヒルズマネ

ジメント 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８８－ ２１：４９．９４ ３．４�
２２ パレスソルジャー 牡３鹿 ５５ 南田 雅昭西村 豊氏 南田美知雄 新冠 川上牧場 ４４６－ ２１：５０．４３ ２５０．３
６９ � キングマキシマム 牡３鹿 ５５ 松岡 正海 �グリーンファーム 小笠 倫弘 米 Kazuhiro Abe B４８６－ ８１：５０．５� １０７．６�
８１３� モリノミヤコ 牡４黒鹿５７ 小野 次郎関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ４６４± ０ 〃 クビ １３．０�
４４ � カシノモムチャン 牡３青鹿５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 谷口牧場 B５１０－ ４１：５１．３５ １４５．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２２，７０６，６００円 複勝： ２６，５１０，５００円 枠連： ３９，３１８，８００円

普通馬連： １１５，１４４，３００円 馬単： １２３，２６４，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，７４７，７００円

３連複： １４８，５０４，５００円 ３連単： 発売なし 計： ５０６，１９６，６００円

払 戻 金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � ８４０円 � ４２０円 枠 連（３－６） ２，９１０円

普通馬連 �� ３，４９０円 馬 単 �� ５，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４９０円 �� ９１０円 �� ８，３８０円

３ 連 複 ��� １９，３９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２７０６６ 的中 � ８９９６４（１番人気）
複勝票数 計 ２６５１０５ 的中 � ９６９２９（１番人気）� ５４７４（１０番人気）� １２００１（８番人気）
枠連票数 計 ３９３１８８ 的中 （３－６） １０００１（１１番人気）
普通馬連票数 計１１５１４４３ 的中 �� ２４３６２（１４番人気）
馬単票数 計１２３２６４２ 的中 �� １７７６８（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０７４７７ 的中 �� ５１１３（１６番人気）�� ８６４９（１０番人気）�� ８６８（４７番人気）
３連複票数 計１４８５０４５ 的中 ��� ５６５４（５３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．４―３６．３―４８．２―１：００．０―１：１２．２―１：２３．８―１：３５．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．８

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

勝馬の
紹 介

�エイシンサリヴァン �
�
父 El Prado �

�
母父 Nashwan デビュー ２００４．１０．３ 中山１着

２００２．２．１８生 牡４芦 母 Swimmingly 母母 Devil’s Needle ２６戦３勝 賞金 ５０，６１９，０００円



２８０４４１０月１５日 晴 良 （１８東京４）第４日 第８競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時４０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

４８ � ランダムシード 牡４黒鹿５７ 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 静内 畠山牧場 ４９６＋ ２１：３８．２ ５．２�

４７ � マイネルトイフェル 牡４栗 ５７ 江田 照男 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 青森 今川 満良 ４８２＋ ４１：３８．５１� ７．９�

３５ ブ レ イ バ ー 牡３鹿 ５５ 後藤 浩輝古賀 和夫氏 和田 正道 様似 様似渡辺牧場 ４５６＋ ６１：３８．８２ ４．８�
５１０	 ジュークジョイント 牡５鹿 ５７ 二本柳 壮 �社台レースホース鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４８２＋ ４１：３９．１２ ３５．４�
１２ ボ ナ パ ル ト 牡４鹿 ５７ 吉田 豊吉田 勝己氏 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４８８± ０１：３９．３１ ２４．０�
７１３ ハイエンドクォーツ 牡３栗 ５５ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 本間 忍 追分 追分ファーム ４６２＋ ６１：３９．５１ ２２．４	
６１２
 カネショウサンデー 牡３栗 ５５ 小野 次郎清水 正裕氏 水野 貴広 青森 荒谷牧場 ４７０＋１０ 〃 ハナ ４８．１

３６ カナハラグロリア 牡３黒鹿５５ 勝浦 正樹寺内 正光氏 山田 要一 門別 谷川畜産 ５１０＋１４１：３９．７１� ８．８�
１１ カフェリバティー 牡４鹿 ５７ 松岡 正海西川 光一氏 松山 康久 早来 ノーザンファーム ５２８＋ ６１：３９．８クビ ３２．４�
８１５ マリンオンワード 牡４鹿 ５７ 西田雄一郎樫山 ハル氏 保田 一隆 浦河 オンワード牧場 ４５２＋２２ 〃 アタマ １３３．７
２３ ファイトスター 牡３鹿 ５５ 中舘 英二 �ノースヒルズマネ

ジメント 清水 利章 門別 出口牧場 B５７２± ０ 〃 アタマ ６．０�
２４ 
� コスモアレックス 牡４青鹿

５７
５４ ▲田中 博康 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 静内 西村 和夫 ４５６＋ ６１：４０．５４ １４２．１�

８１６
 シルバーデューク 牡５芦 ５７ 郷原 洋司新木 鈴子氏 郷原 洋行 平取 有限会社中
田牧場 ５００＋ ２１：４０．８１� １９０．２�

５９ 
 ローレルエルドラド 牡３鹿 ５５ 田辺 裕信 �ローレルレーシング 久保田貴士 門別 タバタファーム ４１８－ ６１：４０．９� ３８．２�
７１４	 オイワケシンドウ 牡４芦 ５７ 柴田 未崎岡田 牧雄氏 柴崎 勇 静内 岡田スタツド ４８２－１０１：４１．２２ ３２５．７�
６１１� シベリアンヒート 牡３芦 ５５ 蛯名 正義藤田与志男氏 堀井 雅広 米

Gaines－Gentry Thor-
oughbreds, Scott Pierce
& Omar Trevino

５００－ ６１：４１．３� ４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，３３３，６００円 複勝： ３７，２７４，２００円 枠連： ４６，９８４，５００円

普通馬連： １６３，８５２，２００円 馬単： １３５，７３３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，８２９，９００円

３連複： １９２，３７１，８００円 ３連単： 発売なし 計： ６３９，３７９，３００円

払 戻 金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １８０円 � ２００円 � １７０円 枠 連（４－４） ２，３９０円

普通馬連 �� ２，１７０円 馬 単 �� ４，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７８０円 �� ５２０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ３，３８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５３３３６ 的中 � ３８６７４（３番人気）
複勝票数 計 ３７２７４２ 的中 � ５５９８１（３番人気）� ４６１４０（４番人気）� ６３１４６（１番人気）
枠連票数 計 ４６９８４５ 的中 （４－４） １４５４７（１０番人気）
普通馬連票数 計１６３８５２２ 的中 �� ５５９６３（１２番人気）
馬単票数 計１３５７３３１ 的中 �� ２３５４０（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７８２９９ 的中 �� １１６１１（１１番人気）�� １８７２９（４番人気）�� １４８５６（６番人気）
３連複票数 計１９２３７１８ 的中 ��� ４２１２７（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．０―３６．１―４８．４―１：０１．１―１：１３．６―１：２５．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ランダムシード �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 リンドシェーバー デビュー ２００５．８．７ 新潟６着

２００２．３．２８生 牡４黒鹿 母 プリティーサンサン 母母 キャリイアウト ７戦３勝 賞金 ２４，７００，０００円
〔制裁〕 マイネルトイフェル号の騎手江田照男は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。
〔３走成績による出走制限〕 カフェリバティー号は，平成１８年１１月１５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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 エプソムデザイアー号・ユノナゲット号



２８０４５１０月１５日 晴 良 （１８東京４）第４日 第９競走 ��
��１，６００�

や ま な か こ

山 中 湖 特 別
発走１４時１５分 （芝・左）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５５�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 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

６１２� ドラゴンウェルズ 牡３鹿 ５５ 後藤 浩輝窪田 芳郎氏 藤原 英昭 米 Kilroy Thorough-
bred Partnership ４８２－ ４１：３４．３ ３．５�

１１ アサクサゼットキ 牡３鹿 ５５ 菊沢 隆徳田原源一郎氏 河野 通文 千歳 社台ファーム ５０６＋ ４１：３４．５１� ６．０�
５９ 	
 ソリッドスライダー 牡５鹿 ５７ 松岡 正海平井 卓志氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７２＋ ６ 〃 ハナ ４．４�
７１４	 ミヤビキララ 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹村上 義勝氏 �田 研二 静内 田原橋本牧場 ４８０－ ６ 〃 アタマ ４０．３�
５１０	 カームブレイカー 牡６栗 ５７ 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ５４８＋ ２１：３４．８２ １０．９�
３５ 	 セイングレンド 牝５青鹿５５ 鮫島 良太吉田 勝己氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４５４－ ２１：３４．９クビ ５．６	
８１６
 シュトラウス 牡３黒鹿５５ 村田 一誠�瀬 真尚氏 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４３２＋ ６１：３５．０� ２０．０

２３ レディインブラック 牝５黒鹿５５ 北村 宏司�橋 信博氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 B４５８± ０ 〃 クビ ３８．２�
８１７	 マイネルスパークル 牡３青鹿５５ 中舘 英二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴崎 勇 三石 川端牧場 ４７８－１０１：３５．１� ７６．０
４７ 
 マイネトップレディ 牝３鹿 ５３ 郷原 洋司 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 郷原 洋行 えりも 上島牧場 ４８０＋ ８１：３５．３１ ５９．８�
７１３	
 エアカエサル 牡６芦 ５７ 江田 照男 �ラッキーフィールド佐々木亜良 千歳 社台ファーム B４７４＋ ８ 〃 クビ ８８．３�
４８ ナイトレセプション 牡３黒鹿５５ 四位 洋文 �サンデーレーシング 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ４７０＋１６１：３５．４� １４．３�
６１１� ピサノデュエル ７栃栗５７ 柴山 雄一市川 義美氏 堀 宣行 浦河 三嶋牧場 ４２６± ０１：３５．５� １０６．７�
８１５ ダンシングオン 牡６鹿 ５７ L．イネス �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４９４＋ ２１：３５．６� ２２．２�

（新）

２４ 	 フクノファイン 牡５鹿 ５７ 田中 剛小沼 博氏 嶋田 潤 浦河 林農場 ４５６－ ６１：３５．９２ １５６．２�
３６ マイネルグリッツァ 牡３青鹿５５ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 秋山 雅一 新冠 ビッグレッドファーム ４７６＋ ４１：３７．３９ １２６．５�
１２ 	 ユ ー ロ ペ 牝３青鹿５３ 大野 拓弥伊達 秀和氏 高松 邦男 門別 サンシャイン

牧場 ４３０＋ ２１：３９．５大差 ３６．６�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ３１，９５２，０００円 複勝： ４９，５０８，３００円 枠連： ６２，６１７，９００円

普通馬連： ２２２，７３３，７００円 馬単： １４８，４７８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，０８０，１００円

３連複： １９０，８３９，２００円 ３連単： ４３８，３９１，６００円 計： １，１９４，６０１，６００円

払 戻 金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １６０円 � ２００円 � １５０円 枠 連（１－６） １，０４０円

普通馬連 �� １，３４０円 馬 単 �� ２，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５１０円 �� ３７０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� １，７３０円 ３ 連 単 ��� ８，９４０円

票 数

単勝票数 計 ３１９５２０ 的中 � ７３３９６（１番人気）
複勝票数 計 ４９５０８３ 的中 � ８９８８９（２番人気）� ５８５２７（４番人気）� ９９９３７（１番人気）
枠連票数 計 ６２６１７９ 的中 （１－６） ４４８３６（５番人気）
普通馬連票数 計２２２７３３７ 的中 �� １２３５３５（４番人気）
馬単票数 計１４８４７８８ 的中 �� ５０２９７（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５００８０１ 的中 �� ２４０１２（４番人気）�� ３５４５２（１番人気）�� ２３１３４（５番人気）
３連複票数 計１９０８３９２ 的中 ��� ８１８２９（２番人気）
３連単票数 計４３８３９１６ 的中 ��� ３６１９９（１１番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．８―１２．１―１２．４―１２．１―１１．２―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．１―２２．９―３４．７―４６．８―５９．２―１：１１．３―１：２２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ドラゴンウェルズ �
�
父 Dynaformer �

�
母父 Hero’s Honor デビュー ２００５．１２．３ 阪神１着

２００３．４．２２生 牡３鹿 母 Poolesta 母母 Radiant ６戦３勝 賞金 ４４，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユーロペ号は，平成１８年１１月１５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。



２８０４６１０月１５日 晴 良 （１８東京４）第４日 第１０競走 ��
��２，４００�オクトーバーステークス

発走１４時５０分 （芝・左）
３歳以上，１，６００万円以下，１７．１０．１５以降１８．１０．８まで１回以上出走馬，除３歳未出走馬
および未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ２６６，０００円 ７６，０００円 ３８，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

４４ � チェストウイング 牡５黒鹿５５ 北村 宏司臼田 浩義氏 秋山 雅一 早来 ノーザンファーム ４４４± ０２：２５．６ ６．４�

３３ ドリームパートナー �６鹿 ５６ 蛯名 正義臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４６４－ ４２：２６．０２� ２．０�
１１ 	 トレオウオブキング 牡５鹿 ５３ 中舘 英二アローネットサービス� 清水 英克 門別 浜本 幸雄 ４５４＋ ２ 〃 アタマ ２３．７�
６７ ウォーライクトニー 牡６栗 ５５ 勝浦 正樹 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４８６－ ６ 〃 ハナ ２１．７�
７９ マヤノスターダム 牡４鹿 ５５ 松岡 正海田所 英子氏 坂口 正大 静内 千代田牧場 ４７０－ ２２：２６．１� ８．７�
８１２ ハイフレンドトライ 牡６栗 ５６ L．イネス �橋 顕輔氏 根本 康広 新冠 新冠橋本牧場 ４８０－ ６２：２６．２� １５．３	

（新）

７１０ スプートニク 牡５栗 ５５ 横山 義行 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 静内 藤原牧場 ５０６－ ４２：２６．３� ６６．７


５６ � ニシノアンサー 牡３栗 ５３ 菊沢 隆徳西山 茂行氏 奥平 真治 鵡川 西山牧場 ４７６＋ ４２：２６．４� １６．７�
２２ � ロングアライブ 牡６芦 ５６ 石橋 脩 �ノースヒルズマネ

ジメント 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９８－ ２２：２７．３５ ２０．０�
８１１	 トウカイエール 牡６青 ５７．５ 後藤 浩輝内村 正則氏 後藤 由之 平取 びらとり牧場 ４６６－ ４２：２７．５１� ９．４
６８ �
 コスモテナシャス 牡５鹿 ５５ 鮫島 良太 �ビッグレッドファーム 相沢 郁 早来 吉田牧場 B４６６± ０２：２８．３５ ３３．４�
５５ マチカネウマジルシ 牡７黒鹿５４ 柴山 雄一細川 益男氏 池江 泰郎 静内 千代田牧場 ４８６＋ ８ 〃 クビ １８．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３４，４３５，５００円 複勝： ４３，２１８，４００円 枠連： ５１，８８５，０００円

普通馬連： ２３６，１０３，４００円 馬単： １６６，８４５，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，２５４，７００円

３連複： １８３，９０９，０００円 ３連単： ４７６，５５９，５００円 計： １，２４２，２１１，０００円

払 戻 金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � １８０円 � １２０円 � ４１０円 枠 連（３－４） ７３０円

普通馬連 �� ７２０円 馬 単 �� １，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� １，２６０円 �� ８４０円

３ 連 複 ��� ４，９００円 ３ 連 単 ��� ２５，７１０円

票 数

単勝票数 計 ３４４３５５ 的中 � ４３０３６（２番人気）
複勝票数 計 ４３２１８４ 的中 � ５９７７８（２番人気）� １４１７６０（１番人気）� １７９７７（１０番人気）
枠連票数 計 ５１８８５０ 的中 （３－４） ５２５９７（２番人気）
普通馬連票数 計２３６１０３４ 的中 �� ２４４４１２（１番人気）
馬単票数 計１６６８４５５ 的中 �� ６３０６１（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９２５４７ 的中 �� ４８９６３（１番人気）�� ８７５７（１７番人気）�� １３６６５（１１番人気）
３連複票数 計１８３９０９０ 的中 ��� ２７７４６（１７番人気）
３連単票数 計４７６５５９５ 的中 ��� １３６８４（７６番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１１．５―１２．０―１１．８―１１．７―１２．３―１２．４―１２．８―１２．１―１２．１―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．８―２４．０―３５．５―４７．５―５９．３―１：１１．０―１：２３．３―１：３５．７―１：４８．５―２：００．６―２：１２．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�チェストウイング �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００４．１．１２ 中山２着

２００１．４．１３生 牡５黒鹿 母 チェイスザウインド 母母 アンテイツクヴアリユー ２５戦６勝 賞金 ８９，７２５，０００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。



２８０４７１０月１５日 晴 良 （１８東京４）第４日 第１１競走 ��
��１，８００�第５４回府中牝馬ステークス（ＧⅢ）

発走１５時３０分 （芝・左）
牝，３歳以上，除３歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：３歳５３�４歳以上
５５�，収得賞金３，０００万円超過馬は超過額４，０００万円毎１�増，�：３歳５３�４歳以上
５５�，GⅠ競走１着馬５�増，GⅡ競走１着馬３�増，GⅢ競走１着馬１�増（ただし２歳時
の成績を除く）

府中市長賞（１着）
賞 品

本 賞 ３９，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，９００，０００円
付 加 賞 ６７２，０００円 １９２，０００円 ９６，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４５．４
１：４４．１

良

良

２３ デアリングハート 牝４栃栗５５ 後藤 浩輝 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４２４± ０１：４７．５ ４．８�

８１６� サンレイジャスパー 牝４鹿 ５５ 中舘 英二永井 啓弍氏 高橋 成忠 静内 岡野牧場 ４７０＋ ６ 〃 クビ １０．１�
４８ ディアデラノビア 牝４栗 ５５ 北村 宏司 �キャロットファーム 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４３４± ０ 〃 ハナ ２．１�
５１０ ウイングレット 牝５鹿 ５５ 木幡 初広 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４７８＋ ６１：４８．０３ ８１．０�
７１５�	 コスモマーベラス 牝４栗 ５５ L．イネス �ビッグレッドファーム 中村 均 三石 中村 和夫 ４３４＋ ４ 〃 アタマ ２１．０�

（新）

６１２ スプリングドリュー 牝６芦 ５５ 柴山 雄一加藤 春夫氏 堀 宣行 様似 清水スタッド ４８６＋ ４１：４８．１クビ ３０．５�
２４ � ヤマニンシュクル 牝５黒鹿５５ 四位 洋文土井 肇氏 浅見 秀一 静内 ヤマニンベ

ン牧場 ４９８± ０ 〃 クビ ６．６	
７１４ ラ イ ラ プ ス 牝４栗 ５５ 鮫島 良太 �サンデーレーシング 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４６０＋ ８ 〃 クビ ３７．７

３５ レクレドール 牝５黒鹿５５ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 池江 泰郎 白老 白老ファーム ４４６－ ４１：４８．３１
 １３．９�
５９ ロフティーエイム 牝４鹿 ５５ 石橋 脩 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 追分 追分ファーム ４９８＋１２１：４８．４クビ ５８．１�
８１８� プリンセスドルチェ 牝３鹿 ５３ 吉田 豊吉田 勝己氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４３０＋１０１：４８．５
 ２３．１
６１１� コアレスパティオ 牝５鹿 ５５ 菊沢 隆徳小林 昌志氏 成島 英春 平取 清水牧場 ４７６－ ６ 〃 クビ １２３．５�
１２ リボンアート 牝５青鹿５５ 松岡 正海 �社台レースホース瀬戸口 勉 千歳 社台ファーム ４５８－ ２１：４８．７１� １６７．４�
１１ � ヤマニンメルベイユ 牝４栗 ５５ 勝浦 正樹土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４７８＋１０１：４８．８
 ３１．４�
８１７� エイシンテンダー 牝４鹿 ５５ 武 幸四郎平井 豊光氏 武 邦彦 浦河 栄進牧場 ４９４＋ ４ 〃 ハナ ６４．３�
３６ �� ホウザングラマー 牝７栗 ５５ 田中 剛加藤 豊三氏 加藤 和宏 鵡川 清水 忠 ４６０± ０１：５０．４１０ ３８９．２�

（１６頭）
４７ マドモアゼルドパリ 牝５芦 ５５ 大西 直宏吉田 千津氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７８＋ ２ （競走除外）

７１３� ジャッキーテースト 牝５黒鹿５５ 江田 照男 �サンデーレーシング 堀 宣行 早来 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １００，１１２，９００円 複勝： １３１，８６９，５００円 枠連： １５９，７９５，４００円

普通馬連： ７７１，１９０，６００円 馬単： ５１０，２６４，４００円 ワイド【拡大馬連】： １５６，３２２，２００円

３連複： ６９７，２７８，９００円 ３連単： １，５１７，６５４，１００円 計： ４，０４４，４８８，０００円

払 戻 金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １５０円 � ２２０円 � １１０円 枠 連（２－８） ９００円

普通馬連 �� ２，１５０円 馬 単 �� ３，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� ２３０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� １，３４０円 ３ 連 単 ��� １０，５８０円

票 数

単勝票数 差引計１００１１２９（返還計 ２２６５７） 的中 � １６５６７１（２番人気）
複勝票数 差引計１３１８６９５（返還計 ３４１３６） 的中 � ２１５７２１（２番人気）� １０７９５２（４番人気）� ４６３９８０（１番人気）
枠連票数 差引計１５９７９５４（返還計 ３０５４７） 的中 （２－８） １３２１８８（３番人気）
普通馬連票数 差引計７７１１９０６（返還計４８００７５） 的中 �� ２６５６４０（７番人気）
馬単票数 差引計５１０２６４４（返還計３１０９８６） 的中 �� １０２７７９（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計１５６３２２２（返還計１２１５８３） 的中 �� ４７１６３（７番人気）�� １９４９２７（１番人気）�� １２２９７６（３番人気）
３連複票数 差引計６９７２７８９（返還計７００９５６） 的中 ��� ３８６５２７（２番人気）
３連単票数 差引計１５１７６５４１（返還計１３８１６７６） 的中 ��� １０５８６７（２３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．９―３６．０―４８．６―１：００．９―１：１３．３―１：２４．９―１：３５．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．６―３F３４．２

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

勝馬の
紹 介

デアリングハート �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Danzig デビュー ２００４．１０．９ 京都２着

２００２．３．９生 牝４栃栗 母 デアリングダンジグ 母母 Impetuous Gal １６戦３勝 賞金 １９５，２０８，０００円
〔出走取消〕 ジャッキーテースト号は，疾病〔寛跛行〕のため出走取消。
〔競走除外〕 マドモアゼルドパリ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。疾病〔左膝蓋部挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻５分遅

延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 マドモアゼルドパリ号は，平成１８年１０月１６日から平成１８年１１月１４日まで出走停止。停止期間の

満了後に発走調教再審査。
※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。



２８０４８１０月１５日 晴 良 （１８東京４）第４日 第１２競走 ��
��１，３００�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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

６１１�� ウインプレジール 	８栗 ５７ 石神 深一�ウイン 加藤 和宏 千歳 社台ファーム ４７８± ０１：１８．７ １５．８�

３５ リメンバードリーム 牝４青 ５５
５２ ▲水出 大介 �社台レースホース矢野 進 千歳 社台ファーム ４６４－ ２ 〃 アタマ ２９．８�

４７ リワードパットン 牡５栗 ５７ 勝浦 正樹宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社
リワード ４６４＋ ４１：１９．０１
 ４．５�

１２ � バードントロフィー 牡５栗 ５７ 菊沢 隆徳 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 奥平 真治 新冠 競優牧場 ４９０＋ ６１：１９．２１� １０５．１�

７１３ プライベートエリア 牡５黒鹿５７ 武 幸四郎臼田 浩義氏 宗像 義忠 門別 日高大洋牧場 ４８６＋ ２ 〃 ハナ ９．８�
５９ � チョウカイモンド 	４栗 ５７ 小野 次郎�平田牧場 中野 隆良 浦河 酒井牧場 ４８２± ０１：１９．３クビ ６．１	
６１２ センスオブアート 牝４芦 ５５ 北村 宏司吉田 千津氏 小笠 倫弘 米 Edward P.

Evans ４７４＋ ４ 〃 ハナ ３２．３

８１５� ブライティアカーム 牝５青鹿５５ 石橋 脩小林 昌志氏 的場 均 三石 パラダイス・

ファーム B５１２－ ４ 〃 クビ １２３．３�
５１０ セイウンヲツカム 牡５青鹿 ５７

５４ ▲的場 勇人西山 茂行氏 手塚 貴久 新冠 中本 隆太郎 ４６６＋１２１：１９．４クビ ４６．５�
７１４� ブライティアミラ 牝３鹿 ５３ 中舘 英二小林 昌志氏 菅原 泰夫 平取 コアレススタッド ４５０＋ ８ 〃 クビ ２２．８
２３ アイアムアドーター 牝４鹿 ５５

５３ △大野 拓弥堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B４８６＋ ２１：１９．５� １４．０�
４８ カネスベネフィット 牝５栗 ５５

５２ ▲佐藤 聖也杉澤 光雄氏 根本 康広 浦河 福田牧場 ４６８－ ２１：１９．７１ ６４．２�
３６ � セイウンマル 牡３黒鹿５５ 松岡 正海西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 高昭牧場 ４６２＋１０１：１９．８� １４．８�
２４ ゴールドクラウン 牡５栗 ５７ 蛯名 正義千明牧場 松山 康久 門別 千明牧場 ４７０－ ４１：２０．０１� ５．６�
８１６� ミヤギノダンシング 牡７黒鹿５７ 木幡 初広菅原 光博氏 笹倉 武久 様似 清水スタッド ５１８＋ ４１：２０．５３ １７３．２�
１１ � ア ナ ナ ス 牡３鹿 ５５ 江田 照男古川 智洋氏 佐藤 吉勝 浦河 地興牧場 ４６２＋ ２１：２１．４５ ４．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４２，０９２，４００円 複勝： ５９，６３７，６００円 枠連： ８０，３１０，５００円

普通馬連： ３１４，０５７，３００円 馬単： １９７，３８９，１００円 ワイド【拡大馬連】： ６７，１２０，２００円

３連複： ２６８，２９８，７００円 ３連単： ６０５，０４６，７００円 計： １，６３３，９５２，５００円

払 戻 金

単 勝 � １，５８０円 複 勝 � ４１０円 � ５８０円 � ２００円 枠 連（３－６） ５，７００円

普通馬連 �� １８，０４０円 馬 単 �� ３４，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，５８０円 �� １，１９０円 �� １，５７０円

３ 連 複 ��� ２０，３７０円 ３ 連 単 ��� １８４，７５０円

票 数

単勝票数 計 ４２０９２４ 的中 � ２１０４８（８番人気）
複勝票数 計 ５９６３７６ 的中 � ３５８１７（７番人気）� ２３７３８（９番人気）� ９６６０７（２番人気）
枠連票数 計 ８０３１０５ 的中 （３－６） １０４０１（２２番人気）
普通馬連票数 計３１４０５７３ 的中 �� １２８４９（５２番人気）
馬単票数 計１９７３８９１ 的中 �� ４２３１（１０２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６７１２０２ 的中 �� ３５１４（５２番人気）�� １４２２６（１１番人気）�� １０５９１（１８番人気）
３連複票数 計２６８２９８７ 的中 ��� ９７２１（７２番人気）
３連単票数 計６０５０４６７ 的中 ��� ２４１７（５８１番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．５―１１．５―１２．３―１１．８―１２．６―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１７．５―２９．０―４１．３―５３．１―１：０５．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
ウインプレジール �

�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ニチドウアラシ デビュー ２００１．８．２６ 新潟１６着

１９９８．５．１生 	８栗 母 ファンシードレス 母母 フアンシーテースト ４８戦５勝 賞金 ７９，４２９，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔制裁〕 アイアムアドーター号の騎手大野拓弥は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００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 オートゼウス号・グリーンアラモード号・レオアンナ号



（１８東京４）第４日 １０月１５日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８１頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２５３，２８０，０００円
８，４００，０００円
１３，２５０，０００円
１，６３０，０００円
１，４６０，０００円
１，９５０，０００円
２６，５４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，６９２，５００円
４，９５２，０００円
１，８２８，１００円

勝馬投票券売得金
３７９，４６５，１００円
４９４，９３３，５００円
６１６，４５９，７００円
２，３８５，４１２，２００円
１，８５６，２４９，９００円
５４５，５０５，３００円
２，４０８，７７２，２００円
３，０３７，６５１，９００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 １１，７２４，４４９，８００円

総入場人員 ５３，１２２名 （有料入場人員 ５１，６２８名）




