
３１０４９１１月１８日 晴 良 （１８東京５）第５日 第１競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走９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

１：２３．１
１：２３．１

重

重

２４ � アポロダヴィンチ 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Robert D.
Nash ４８８± ０１：２６．３ １．１�

４７ � フォーミュラーワン 牡２栗 ５５ 松岡 正海芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 宮内牧場 ４３２－ ６１：２７．０４ ３３．４�
７１３ ナイスプレゼンター 牝２鹿 ５４ 吉田 豊水上ふじ子氏 戸田 博文 浦河 笠松牧場 ４７４－ ６１：２７．１� ２９．３�
２３ � マルターズコッパー 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義藤田与志男氏 中川 公成 米 Eaglestone

Farm Inc. ４３６－１６１：２７．７３	 ２０．０�
８１６
 トウショウサウンド 牡２鹿 ５５ 郷原 洋司トウショウ産業� 保田 一隆 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４７４± ０１：２８．３３	 ３１．１�
１１ サニーケーティング 牡２鹿 ５５ 横山 典弘宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４７４± ０ 〃 クビ １３．９�
１２ � チアズベジータ 牡２黒鹿５５ 藤田 伸二北村キヨ子氏 清水 英克 鵡川 木下 勉 ４５８＋ ６１：２８．７２	 ３７．０	
６１１� ダ ル マ 牡２鹿 ５５

５４ ☆吉田 隼人幅田 昌伸氏 白井 寿昭 米 Pat Holden ４６０－ ４１：２９．４４ １２１．２

５９ ヴィーナスイモン 牝２黒鹿５４ 田辺 裕信井門 昭二氏 小西 一男 鵡川 西山牧場 ４４６－１６１：２９．７２ ４７９．２�
３５ � サンゴッドスピード �２鹿 ５５ 中谷 雄太加藤 信之氏 西塚 安夫 浦河 山勝牧場 ４８４－ ２１：３０．７６ ４９９．５�
６１２ ケイアイサクセス 牝２鹿 ５４

５１ ▲的場 勇人亀田 守弘氏 秋山 雅一 静内 原 武久 ４４４－ ４１：３０．８� ２６５．２
８１５ オンワードグート 牡２鹿 ５５ 高山 太郎�オンワード牧場 本郷 一彦 浦河 オンワード牧場 ４９０＋ ２ 〃 ハナ ４８９．１�
３６ ヴィヴァーチェ 牝２鹿 ５４

５２ △塚田 祥雄 �荻伏服部牧場 小島 茂之 浦河 荻伏服部牧場 ４５０＋ ４１：３１．０１� ９７．５�
７１４
� サンダッシュ 牝２栗 ５４ 小野 次郎南澤敬之介氏 水野 貴広 千葉（有）下河辺トレー

ニングセンター ４４０－１２１：３１．１クビ ２６９．４�
４８ スローダンサー 牝２鹿 ５４ 菅原 勲吉澤 克己氏 斎藤 誠 浦河 鮫川 啓一 ４４０＋１０１：３１．２	 ４３６．１�

（岩手）

５１０ ウエスタンオーザ 牡２鹿 ５５ 村田 一誠西川 賢氏 尾形 充弘 静内 北西牧場 ４５４＋２２１：３３．０大差 １２０．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，９５８，１００円 複勝： ２０，０４０，４００円 枠連： ２１，１３７，２００円

普通馬連： ６７，７１０，３００円 馬単： ８６，５８３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，７６０，６００円

３連複： ９０，６２８，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３３１，８１８，４００円

払 戻 金

単 勝 � １１０円 複 勝 � １１０円 � ４２０円 � ３３０円 枠 連（２－４） １，１９０円

普通馬連 �� １，２７０円 馬 単 �� １，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� ３７０円 �� ２，６９０円

３ 連 複 ��� ４，８９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３９５８１ 的中 � １８５１７０（１番人気）
複勝票数 計 ２００４０４ 的中 � ９４７１３（１番人気）� ７３７９（７番人気）� ９９１３（６番人気）
枠連票数 計 ２１１３７２ 的中 （２－４） １３１５１（５番人気）
普通馬連票数 計 ６７７１０３ 的中 �� ３９４８１（６番人気）
馬単票数 計 ８６５８３５ 的中 �� ４４３６９（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１７６０６ 的中 �� １０６５８（６番人気）�� １５７３５（３番人気）�� １７８４（２１番人気）
３連複票数 計 ９０６２８３ 的中 ��� １３６８２（１７番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．７―１２．１―１２．５―１２．５―１２．３―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２３．５―３５．６―４８．１―１：００．６―１：１２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．７―３F３８．２
３ １３（４，６）（１，３，１０）（２，９）１２（１１，１６）（８，５，１４）－７－１５ ４ ・（１３，４）６（１，３）（２，１０）－９，１６（１１，１２）－（５，１４）－７，８－１５

勝馬の
紹 介

�アポロダヴィンチ �
�
父 El Corredor �

�
母父 Forest Wildcat デビュー ２００６．１０．１５ 東京７着

２００４．３．２６生 牡２栗 母 Cat Out 母母 Pele Dancer ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 サンゴッドスピード号の騎手中谷雄太は，３コーナー手前で急に外側に斜行したことについて平成１８年１１月２５日から

平成１８年１２月３日まで騎乗停止。
〔その他〕 サンゴッドスピード号〔１０位入線〕は，３コーナー手前で急に外側に斜行して「フォーミュラーワン」号〔２位入線〕の走行を妨

害。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウエスタンオーザ号は，平成１８年１２月１８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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 オレノウマ号・ショットモード号・ニシノシンワ号・マルチヒット号
※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。



３１０５０１１月１８日 晴 良 （１８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

１：２１．８
１：２０．３

良

良

７１１�� キングオブロマネ 牡２黒鹿５５ 安藤 勝己嶋田 賢氏 本郷 一彦 早来 ノーザンファーム ４９６－ ２１：２３．５ ２．２�

５７ �� マイネルグラシュー 牡２鹿 ５５ 菅原 勲 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 古賀 慎明 浦河 �桁牧場 ４６２＋ ６ 〃 クビ １９．８�

（岩手）

５６ � チューイングサイン 牝２栗 ５４ 横山 典弘加藤 信之氏 中川 公成 浦河 松田 次郎 ４４０＋１０１：２３．６� ３６．５�
４４ � レパティヌール 牝２芦 ５４

５１ ▲田中 博康�ミルファーム 保田 一隆 三石 中橋 正 ４５６＋ ６１：２３．７� １５２．９�
１１ �� イントゥザサン 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣田中 昇氏 武藤 善則 浦河 信成牧場 ４４０－１０ 〃 ハナ ８．１	
４５ �� スナークユーチャン 牡２黒鹿５５ 中舘 英二杉本仙次郎氏 嶋田 潤 静内 見上牧場 ４３８＋ ８１：２３．９� １９．８

２２ � コスモエターナル 牝２栗 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 斎藤 誠 浦河 田中 哲実 ４５０－ ２ 〃 ハナ ３．０�
３３ �� キングケイザンオー 牡２栗 ５５ 北村 宏司増田 陽一氏 畠山 重則 三石 斉藤 正男 ４５０± ０１：２４．０� ３４．１�
８１２� ウインデューク 牡２黒鹿５５ 嘉藤 貴行�ウイン 田中 清隆 静内 千代田牧場 ４３０＋１６１：２４．２１� ５２．２
６９ � フィールフィット 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義吉野 文雄氏 矢野 進 千歳 社台ファーム ４６０＋ ２１：２４．３� ７．７�
６８ �� ユキノマーヴェラス 牝２栗 ５４ 田中 勝春井上 基之氏 増沢 末夫 新冠 赤石 久夫 ４４４－ ２１：２４．５１� ４９．０�
８１３� マルタカローズ 牝２鹿 ５４

５３ ☆吉田 隼人高橋 義和氏 清水 美波 門別 シンコーファーム ４３８± ０１：２４．９２� ３４３．３�
７１０� マイネルガボット 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中川 公成 浦河 日東牧場 ４５２－ ２１：２５．３２� １９９．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １６，４６６，６００円 複勝： ２４，０８９，３００円 枠連： ２０，３７１，７００円

普通馬連： ７８，２４９，６００円 馬単： ７３，１３２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，１４２，９００円

３連複： ９２，２８８，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３２６，７４０，４００円

払 戻 金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １３０円 � ３５０円 � ７５０円 枠 連（５－７） １，０１０円

普通馬連 �� １，９２０円 馬 単 �� ２，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� １，３７０円 �� ３，８８０円

３ 連 複 ��� １４，５８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６４６６６ 的中 � ６０７１５（１番人気）
複勝票数 計 ２４０８９３ 的中 � ７２８９７（１番人気）� １５０７７（５番人気）� ６００２（８番人気）
枠連票数 計 ２０３７１７ 的中 （５－７） １４９３１（４番人気）
普通馬連票数 計 ７８２４９６ 的中 �� ３００８２（８番人気）
馬単票数 計 ７３１３２２ 的中 �� ２１４７９（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２１４２９ 的中 �� １０３００（５番人気）�� ３９３３（１５番人気）�� １３３３（３１番人気）
３連複票数 計 ９２２８８１ 的中 ��� ４６７３（４１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１２．１―１２．５―１１．４―１１．６―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．０―３６．１―４８．６―１：００．０―１：１１．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
キングオブロマネ �

�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Nureyev デビュー ２００６．７．２３ 函館９着

２００４．３．３１生 牡２黒鹿 母 ダ リ ン ダ 母母 Daloma ４戦１勝 賞金 ７，７５０，０００円
〔制裁〕 マイネルグラシュー号の騎手菅原勲は，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。
※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。



３１０５１１１月１８日 晴 良 （１８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 （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� 基準タイム

中央レコード

１：３４．９
１：３３．４

良

良

２４ � ユウターヴェール 牡２鹿 ５５ 北村 宏司上山 利広氏 国枝 栄 新冠 中本牧場 ４７０± ０１：３５．９ ３．８�

８１８�� アドマイヤパルサー 牡２芦 ５５ 後藤 浩輝近藤 利一氏 河野 通文 新冠 タニグチ牧場 ４６６＋ ４１：３６．１１� ３．７�
１２ マイネルハヤト 牡２青鹿５５ 田辺 裕信 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小西 一男 静内 上野 正恵 B４６２－ ４１：３６．３１	 １１１．４�
１１ � ナンヨーイースト 牡２青鹿５５ 藤田 伸二中村 �也氏 尾形 充弘 浦河 梅田牧場 ４５８＋ ８１：３６．４	 １５．０�
２３ フィクシアス 牡２鹿 ５５ 吉田 豊井上 修一氏 浅野洋一郎 門別 山際 辰夫 ４６４＋１２１：３６．５	 ３３．６�
３６ 
 アポロブッダ 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米

Dale Roberts,
Bob Austin &
Bill Austin

４７０± ０ 〃 アタマ １５．３�
３５ リンガスビート 牡２鹿 ５５ 江田 照男伊藤 巖氏 境 征勝 静内 服部 牧場 ４８０＋ ６ 〃 アタマ ８．１	
７１５ カネスラファール 牡２黒鹿５５ 柴山 雄一杉澤 光雄氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ４７０＋ ６１：３６．６クビ １１．６

７１３ マイネルオークベイ 牡２鹿 ５５ L．イネス �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム ４５８± ０ 〃 クビ ５７．６�
（新）

６１１ コスモミッドナイト 牡２芦 ５５ 池田 鉄平 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４４４± ０１：３６．８１	 ２４３．３
５９ ノゾミヒカル 牡２栗 ５５

５４ ☆吉田 隼人�富士開発 後藤 由之 静内 静内フジカ
ワ牧場 ４６０＋１２ 〃 ハナ ４．３�

６１２� 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± ０１：３７．０１� ２６．４�
４７ � モモタロサン 牡２栗 ５５ 岩部 純二井口 莞爾氏 和田 正道 鵡川 上水牧場 ４５４＋ ２ 〃 クビ １５６．５�
５１０ マイネルボビッシュ 牡２鹿 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム ４２８＋１０１：３７．２１	 ４６．１�
８１６� プラチナムドラゴン 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹安達 允彦氏 根本 康広 新冠 松田 富士夫 ４９２＋ ４ 〃 ハナ ６４．９�
４８ サマニドール 牝２芦 ５４ 菅原 勲大原 詔宏氏 谷原 義明 様似 松田 豊和 ４５４± ０１：３７．４� ２７７．９�

（岩手）

７１４ カシノチーフ 牝２栗 ５４ 西田雄一郎柏木 務氏 二本柳俊一 静内（有）石川牧場 ４２８－ ６１：３７．７１� ４０４．３�

（１７頭）
８１７ コスモシュナイデン 牡２青鹿５５ A．スボリッチ �ビッグレッドファーム 斎藤 宏 早来 �橋本牧場 ― （出走取消）

（独）

売 得 金

単勝： １７，１３３，９００円 複勝： ２４，４２２，０００円 枠連： ２５，５９７，１００円

普通馬連： ８２，９８４，９００円 馬単： ７０，３６９，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，３８２，７００円

３連複： １００，３７８，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３４３，２６８，７００円

払 戻 金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １５０円 � １６０円 � １，８９０円 枠 連（２－８） ６３０円

普通馬連 �� ７４０円 馬 単 �� １，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ４，８２０円 �� ４，０８０円

３ 連 複 ��� ２１，５６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 １７１３３９（返還計 ５６） 的中 � ３６０７４（２番人気）
複勝票数 差引計 ２４４２２０（返還計 ６９） 的中 � ５４２０６（１番人気）� ４８６７８（２番人気）� ２１１０（１３番人気）
枠連票数 計 ２５５９７１ 的中 （２－８） ３０３８６（１番人気）
普通馬連票数 差引計 ８２９８４９（返還計 ６７８） 的中 �� ８３５０２（１番人気）
馬単票数 差引計 ７０３６９３（返還計 ４６４） 的中 �� ３５０３５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２２３８２７（返還計 ２３３） 的中 �� ２０３０４（１番人気）�� １０４４（４５番人気）�� １２３６（３９番人気）
３連複票数 差引計１００３７８８（返還計 １１８９） 的中 ��� ３４３６（６７番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．８―１２．４―１２．３―１１．８―１１．４―１２．４

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ユウターヴェール �
�
父 トウカイテイオー �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー ２００６．１１．５ 東京３着

２００４．３．２５生 牡２鹿 母 タカイロドリゴ 母母 パ ラ ダ ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔出走取消〕 コスモシュナイデン号は，疾病〔右肘部フレグモーネ〕のため出走取消。
〔発走状況〕 マイネルボビッシュ号は，枠入り不良。発走時刻３分遅延。
〔調教再審査〕 マイネルボビッシュ号は，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または施行団体名を表示している。



３１０５２１１月１８日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （１８東京５）第５日 第４競走 ��３，１００�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時２０分 （芝・ダート）

３歳以上；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金７００万円毎１�
増，１７．１１．１９以降未出走馬および未勝利馬１�減
本 賞 １５，０００，０００円 ６，０００，０００円 ３，８００，０００円 ２，３００，０００円 １，５００，０００円� コースレコード３：２４．５良・良

６１０� ベストグランチャ �４青鹿６０ 穂苅 寿彦�鳥海商事 藤原 辰雄 門別 坂田牧場 ４７６± ０３：２４．８ ５．９�

５７ � アグネスハット �４鹿 ６１ 田中 剛渡辺 孝男氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 ５０４± ０３：２６．４１０ １．８�
３４ � エイシンペキン 牡５鹿 ５９ 西谷 誠平井 豊光氏 坂口 正則 米 Belvedere

Farm, Inc. ４８０－ ８３：２６．８２� ４．２�
５８ キャピタルゲイン 牝６鹿 ５７ 平沢 健治飯田 正剛氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 ４５８－ ４３：２７．１２ １４６．４�
４６ 	 パレスチャンピオン 牡７栗 ６１

５８ ▲水出 大介西村 豊氏 大江原 哲 新冠 川上 悦夫 ４８８＋ ４３：２７．３１
 ４５．０�
７１２	 ト モ ク ン 牡６青鹿６０ 大庭 和弥梅崎 敏則氏 清水 美波 浦河 向別牧場 ４７０＋ ４３：２８．７９ ２１．９�
８１３� ワンモアディネロ 牡７鹿 ５９ 蓑島 靖典松井 一三氏 佐藤 吉勝 門別 浜本牧場 ５１８＋ ４３：２８．９１
 ２１．７	
２２ チアズボニート 牡６鹿 ６０ 金子 光希北村キヨ子氏 鈴木 勝美 門別 長田ファーム ４４６＋ ２３：２９．１１ ３７．９

７１１ ファインピーク 牡４栗 ６０ 柴田 大知広田 健司氏 浅野洋一郎 浦河 鎌田 正嗣 ４９０＋１２３：２９．２� １９８．８�
１１ �� ナイキゲルマン 牡６鹿 ６０ 浜野谷憲尚小野 誠治氏 古賀 史生 米 John Het-

tinger ４９４± ０３：２９．３クビ １５．０�
３３ 	� サテライトエース �８鹿 ６０ 柴田 未崎山口 博司氏 小桧山 悟 三石 サテライト

ファーム ４８６－ １ 〃 ハナ ２４８．６
４５ � フラップジャック 牡４黒鹿６０ 山本 康志伊達 秀和氏 斎藤 誠 門別 サンシャイン

牧場 ４８６＋ ６３：２９．４� ４８．７�
８１４	� バローネフォンテン 牡６鹿 ６３

６０ ▲高野 和馬吉橋 計氏 高橋 裕 登別 登別上水牧場 ５２４－ ２３：３２．１大差 ２５．４�
６９ オンワードメテオ 牡９栗 ６６ 出津 孝一�オンワード牧場 加賀 武見 浦河 オンワード牧場 ４７６＋１２ （競走中止） １３５．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，２０５，７００円 複勝： １５，５９３，５００円 枠連： ２１，５９５，８００円

普通馬連： ６４，３８２，７００円 馬単： ７３，４４９，８００円 ワイド【拡大馬連】： １９，６３７，０００円

３連複： ９８，８５４，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３０８，７１９，１００円

払 戻 金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � １３０円 枠 連（５－６） ５１０円

普通馬連 �� ５２０円 馬 単 �� １，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ３６０円 �� １６０円

３ 連 複 ��� ５５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５２０５７ 的中 � ２０３４５（３番人気）
複勝票数 計 １５５９３５ 的中 � ２１５４８（３番人気）� ５５６０１（１番人気）� ２７２８１（２番人気）
枠連票数 計 ２１５９５８ 的中 （５－６） ３１４０４（２番人気）
普通馬連票数 計 ６４３８２７ 的中 �� ９１４６２（２番人気）
馬単票数 計 ７３４４９８ 的中 �� ３８４７２（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９６３７０ 的中 �� ２４５３２（２番人気）�� １０８００（３番人気）�� ３６０４８（１番人気）
３連複票数 計 ９８８５４６ 的中 ��� １３３２６９（１番人気）

上り １マイル １：４７．３ ４F ５２．９－３F ３９．０
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ベストグランチャ �
�
父 ジェニュイン �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００５．１．３０ 東京５着

２００２．５．２４生 �４青鹿 母 フジノルーラー 母母 サクラヒスイ 障害：３戦２勝 賞金 ２４，８００，０００円
〔競走中止〕 オンワードメテオ号は，２周目５号障害〔竹柵〕着地時に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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 トウショウトリック号・ビジネスサイクル号・ホリディオンワード号・リキアイガイセン号



３１０５３１１月１８日 晴 良 （１８東京５）第５日 第５競走 ��
��１，４００�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

１：２３．１
１：２３．１

重

重

５１０ ディオスクロイ 牡２栗 ５５ 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 ４８２ ―１：２５．９ ３．５�

７１３� カロンセギュール 牝２鹿 ５４ 横山 典弘吉田 和子氏 戸田 博文 米 Sequel０１（Tho-
mas/Lakin/Kintz） ４４４ ―１：２６．５３� １０．１�

４８ � モルトグランデ 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義櫻井 盛夫氏 久保田貴士 米 Grade I
Bloodstock ４７０ ―１：２７．５６ １．７�

５９ イメージボックス 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二大原 詔宏氏 土田 稔 静内 田中 裕之 ４９０ ―１：２７．９２� １８．０�
７１４� ル ド ベ キ ア 牡２黒鹿 ５５

５４ ☆吉田 隼人吉田 安惠氏 秋山 雅一 追分 追分ファーム ５５０ ―１：２８．１１� １２．４�
３６ � サチノグローバル 牡２鹿 ５５ 鈴来 直人佐藤 幸彦氏 平井 雄二 門別 信育成牧場 ４７６ ―１：２９．０５ ６８．１�
２３ マーベラスキャップ 牡２鹿 ５５ 村田 一誠笹原 貞生氏 谷原 義明 新冠 川島牧場 ４７２ ―１：２９．２１� １２８．０	
３５ � ガ リ ベ ン 牡２鹿 ５５ 南田 雅昭岩� 伸道氏 奥平 真治 青森 オオタ牧場 ４２８ ―１：２９．３	 １５０．２

４７ ウイニングスコアー 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 イシダファーム ４６０ ―１：３０．０４ ３１．５�
２４ � ムーンライアン 牝２鹿 ５４ 中舘 英二酒井 秀男氏 嶋田 潤 三石 パシフイツク

牧場 ４２８ ―１：３０．１� ６０．４�
１２ ミサトシャープ 牝２鹿 ５４ 小野 次郎戸部 洋氏 谷原 義明 三石 元茂牧場 ４９６ ―１：３０．４２ １４８．１
８１５ ジギースターダスト 牡２鹿 ５５ 石橋 脩牧畠 清久氏 鈴木 勝美 浦河 斉藤 英 ４７４ ―１：３０．５� ３１８．０�
６１１� エイシンイッチョー 牡２鹿 ５５ 北村 宏司平井 豊光氏 北出 成人 米 France Weiner &

Irwin J. Weiner ４７６ ―１：３０．６� ２６．２�
１１ マサバイコウ 牝２栗 ５４ 菅原 勲村上 正喜氏 中野 栄治 浦河 三好牧場 ４２６ ―１：３１．６６ ３５８．０�

（岩手）

６１２� プリンセスジェイ 牝２栗 ５４ 田辺 裕信松尾 正氏 西塚 安夫 ア Darley ４１０ ―１：３１．８１ ２３３．４�
８１６ アポロシークレット 牝２黒鹿５４ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 石栗 龍彦 新冠 三村 卓也 ４６０ ―１：３２．６５ ７５．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，５７９，１００円 複勝： ２０，４２５，１００円 枠連： ２６，２１７，６００円

普通馬連： ７９，５０６，４００円 馬単： ８９，６７２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，３９３，８００円

３連複： １０３，９７７，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３６１，７７２，５００円

払 戻 金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １１０円 枠 連（５－７） ６９０円

普通馬連 �� １，０６０円 馬 単 �� ２，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� １６０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ７１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０５７９１ 的中 � ４７５５８（２番人気）
複勝票数 計 ２０４２５１ 的中 � ５２３０９（２番人気）� ２３１９９（３番人気）� ６７４１６（１番人気）
枠連票数 計 ２６２１７６ 的中 （５－７） ２８１８８（３番人気）
普通馬連票数 計 ７９５０６４ 的中 �� ５５８７４（４番人気）
馬単票数 計 ８９６７２８ 的中 �� ３０４５４（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１３９３８ 的中 �� １０３５８（５番人気）�� ４２５１０（１番人気）�� １５４１３（２番人気）
３連複票数 計１０３９７７７ 的中 ��� １０９０７２（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．０―３５．８―４８．３―１：００．７―１：１３．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディオスクロイ �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 Diablo 初出走

２００４．４．１３生 牡２栗 母 ディアブロズストーリー 母母 Appealing Story １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アポロシークレット号は，平成１８年１２月１８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 オートクレール号・ダイワディライト号・トミケントラスト号
※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。



３１０５４１１月１８日 晴 良 （１８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

１：２１．８
１：２０．３

良

良

４７ ウインアンジェラス 牝２鹿 ５４
５３ ☆津村 明秀�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 ４７４ ―１：２２．８ ４．２�

３５ � ショウナンタレント 牝２鹿 ５４ 田中 勝春�湘南 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４５４ ―１：２２．９� ６．４�
７１４� センシュアルドレス 牝２鹿 ５４ 横山 典弘吉田 照哉氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム ４３６ ―１：２３．３２� １．９�
４８ レディビーグッド 牝２鹿 ５４ L．イネス �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム ４２０ ―１：２３．７２� ２０．５�

（新）

１１ ジャックローズ 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹�本桐牧場 成島 英春 三石 本桐牧場 ４３０ ―１：２３．８� ４４．６�
５９ � キセキノオーラ 牝２黒鹿５４ 小野 次郎岩� 正志氏 川村 禎彦 新冠 大栄牧場 ４８６ ―１：２４．２２� ２５．２	
３６ � フジノファイター 牝２黒鹿５４ 柄崎 将寿藤井 五三氏 柄崎 孝 三石 佐藤 陽一 ４７６ ―１：２４．３クビ １６．７

６１２� マイネキャロライナ 牝２鹿 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 コスモビューファーム ４１２ ― 〃 ハナ １０．７�
８１６� コスモビートアウト 牝２栗 ５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 矢野 進 新冠 ビッグレッドファーム ４０４ ―１：２４．６１� ２７．４�
２３ オ オ ヒ メ 牝２黒鹿 ５４

５３ ☆吉田 隼人武田 豊文氏 柄崎 孝 茨城 武田 豊文 ５１６ ―１：２４．９１� １４４．５
２４ ラードロロフティー 牝２鹿 ５４ 中谷 雄太村中 徳広氏 伊藤 伸一 新冠 川島牧場 ３９０ ―１：２５．１１� ２２８．４�
１２ セイサムシング 牝２芦 ５４ 柴山 雄一柳橋 俊昭氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４６２ ―１：２５．４１� １３７．５�
８１７ アポロハニービー 牝２鹿 ５４

５２ △塚田 祥雄アポロサラブレッドクラブ 石栗 龍彦 新冠 三村 卓也 ４６４ ―１：２６．１４ ３４０．１�
６１１� ハッピーパセリ 牝２栗 ５４ 大庭 和弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 奥平 真治 新冠 競優牧場 ４５８ ―１：２６．７３� １７１．２�
７１５ ヒップホップ 牝２鹿 ５４ A．スボリッチ 子安 一光氏 笹倉 武久 門別 宝寄山 忠則 ４２０ ―１：２７．１２� ２４９．８�

（独）

５１０� ゴーゴーヘイロー 牝２栗 ５４ 武士沢友治大久保典義氏 小桧山 悟 三石 加野牧場 ４３４ ― 〃 クビ ２２２．２�
８１８ レイザマーベラス 牝２栗 ５４

５１ ▲的場 勇人ディアレスト 柄崎 孝 浦河 小島牧場 ３７８ ―１：２７．４２ ３８８．９�
７１３ トライマイクイン 牝２鹿 ５４ 高山 太郎篠木 俊二氏 佐藤 全弘 福島 篠木牧場 ４３２ ―１：２８．４６ ４０８．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，５９０，９００円 複勝： ２２，９７８，３００円 枠連： ２７，８１７，７００円

普通馬連： ８３，９４１，０００円 馬単： ７８，５９９，０００円 ワイド【拡大馬連】： １９，９３７，６００円

３連複： ９５，４７１，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３４８，３３５，８００円

払 戻 金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １３０円 � １７０円 � １１０円 枠 連（３－４） ７１０円

普通馬連 �� １，１６０円 馬 単 �� ２，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� ２５０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� ７６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９５９０９ 的中 � ３７０５８（２番人気）
複勝票数 計 ２２９７８３ 的中 � ４３０６７（２番人気）� ２７３２４（３番人気）� ７８６０５（１番人気）
枠連票数 計 ２７８１７７ 的中 （３－４） ２９２１９（３番人気）
普通馬連票数 計 ８３９４１０ 的中 �� ５３６７６（４番人気）
馬単票数 計 ７８５９９０ 的中 �� ２４３１５（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９９３７６ 的中 �� ９１２４（５番人気）�� ２２０３５（１番人気）�� １７８７０（２番人気）
３連複票数 計 ９５４７１３ 的中 ��� ９２９０１（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．９―２４．６―３６．７―４８．８―１：００．０―１：１１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．１―３F３４．０
３ ・（５，７）（１，１４，１５）（６，８）（３，９，１２）（２，４，１６）－１１，１８，１０（１３，１７） ４ ・（５，７）－１５（１，１４）８（６，９，１２）（３，４，１６）－２，１１－１８（１０，１７）－１３

勝馬の
紹 介

ウインアンジェラス �
�
父 Bertolini �

�
母父 Riverman 初出走

２００４．２．１生 牝２鹿 母 エシュクアルバー 母母 Equate １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 ウインアンジェラス号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。
〔調教再審査〕 ウインアンジェラス号は，発走調教再審査。
〔その他〕 トライマイクイン号は，３コーナー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。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 アイヴォリーカラー号・アサクサシャトル号・ウェンブリー号・エスケーグレイス号・コスモプリマ号・

サプライズユー号・セトウチハート号・フラワーギフト号・プレミアナゲット号
※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。



３１０５５１１月１８日 晴 良 （１８東京５）第５日 第７競走 ��
��２，０００�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

１：５８．０
１：５６．４

良

良

２３ グランロワイヤル 牡４黒鹿５７ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５０６－ ４２：００．９ １．９�

１１ � スーパーキャノン 牡３鹿 ５５ 柴田 善臣星野 壽市氏 高松 邦男 様似 瀬口 信正 B４６０＋ ６２：０１．０� １２．４�
５１０	 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 ４６６＋ ４２：０１．１
 ２０．０�
６１１ シャドウストリーム 牝３栗 ５３ 横山 典弘飯塚 知一氏 森 秀行 門別 下河辺牧場 ４４６－ ４ 〃 クビ １５．０�
４７ �	 スズサンシャイン 牡７鹿 ５７ 村田 一誠小紫 芳夫氏 後藤 由之 三石 小河 豊水 ４６４＋ ８２：０１．２クビ ２８．２�
１２ � マチカネオオバン 牡４栗 ５７ 中舘 英二細川 益男氏 田村 康仁 新冠 細川農場 B４９４＋ ２２：０１．３� ９．０�
８１６�	 ニシノイチバンボシ 牡６鹿 ５７ 菅原 勲西山 茂行氏 古賀 慎明 鵡川 西山牧場 ４９４＋ ４２：０１．５１� ９．１	

（岩手）

３５ ヤマニンアロンディ 牝４栗 ５５ 松岡 正海土井 肇氏 清水 利章 浦河 廣田 伉助 ４６２－ ２２：０１．６
 ４０．７

４８ � タキオンバッハ 牡３青 ５５ 蛯名 正義小川 直司氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４６２± ０ 〃 クビ ６．７�
２４ ビコーグレイス 牝４鹿 ５５ 田中 勝春�レジェンド 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４５８＋１６２：０１．９１� １７７．１�
８１５� シルキーフレンド 牝５栗 ５５ 嘉藤 貴行有限会社シルク大和田 稔 新冠 早田牧場新

冠支場 ４４６± ０２：０２．０� ４２３．２
３６ �� ディアタキオン 牡３栗 ５５ 藤田 伸二寺田千代乃氏 昆 貢 静内 千代田牧場 ４６０＋ ８２：０２．２１ ２２．９�
５９ ハバネロキャット 牝３鹿 ５３ 大庭 和弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 嶋田 潤 静内 岡田牧場 B４０４＋ ４２：０２．４１� １８０．９�
７１３�� ダンシングボーイ 牡３鹿 ５５ 石橋 脩伊藤 誠吉氏 的場 均 新冠 北星村田牧場 ４６０－ ４２：０２．７１� １８２．９�
７１４ ナチュラルウェーブ 牡３鹿 ５５

５３ △塚田 祥雄山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 Tower
Bloodstock B４５４－ ２２：０３．０２ ３３．３�

６１２ エレガントレジーナ 牝５黒鹿５５ 二本柳 壮�競優牧場 二本柳俊一 新冠 競優牧場 B４４６－ ８２：０５．９大差 ４７９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，８０８，１００円 複勝： ３３，４１７，６００円 枠連： ３８，２０５，６００円

普通馬連： １２８，３７４，９００円 馬単： １０８，７５５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，６２２，８００円

３連複： １４１，１７８，３００円 ３連単： 発売なし 計： ５０５，３６３，１００円

払 戻 金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １３０円 � ３００円 � ４７０円 枠 連（１－２） ４９０円

普通馬連 �� １，１９０円 馬 単 �� １，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� ７８０円 �� ２，１８０円

３ 連 複 ��� ５，９２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４８０８１ 的中 � １０６２９３（１番人気）
複勝票数 計 ３３４１７６ 的中 � ９７５６９（１番人気）� ２５００４（５番人気）� １３９５８（７番人気）
枠連票数 計 ３８２０５６ 的中 （１－２） ５８３０９（１番人気）
普通馬連票数 計１２８３７４９ 的中 �� ７９９７４（５番人気）
馬単票数 計１０８７５５８ 的中 �� ４６４７１（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０６２２８ 的中 �� １７１１４（４番人気）�� ９６６５（８番人気）�� ３２３２（２６番人気）
３連複票数 計１４１１７８３ 的中 ��� １７６０７（２０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２４．１―３５．７―４８．６―１：０１．４―１：１４．０―１：２６．１―１：３７．２―１：４８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．９―３F３４．８

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

勝馬の
紹 介

グランロワイヤル �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Garde Royale デビュー ２００４．１１．１４ 京都１着

２００２．２．３生 牡４黒鹿 母 ガゼルロワイヤル 母母 Beautywal １０戦３勝 賞金 ３１，０６５，０００円
〔３走成績による出走制限〕 エレガントレジーナ号は，平成１８年１２月１８日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



３１０５６１１月１８日 晴 良 （１８東京５）第５日 第８競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時４０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

１：２２．４
１：２１．９

稍重

重

５９ シュウマノチカラ 牡５青 ５７ A．スボリッチ�ミキハウス 森 秀行 門別 三城牧場 ４５８－ ４１：２４．５ ６．４�
（独）

７１４� プライベートプラン 牡３鹿 ５６ L．デットーリ �ノースヒルズマネジメント 小島 太 浦河 富田牧場 ５２４＋ ４１：２４．６クビ ４．６�
（英）

１２ 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 ４６６＋ ６１：２５．０２� ７．９�

１１ � セイウンタイヨウ 牡５鹿 ５７ 北村 宏司西山 茂行氏 奥平 真治 三石 本桐牧場 ５１０＋ ８ 〃 アタマ １７．６�
４８ ウィストラム 牝４鹿 ５５

５４ ☆吉田 隼人吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４７０＋ ２１：２５．２１� １２．６�
２４ � ピサノデュエル 	７栃栗５７ 藤田 伸二市川 義美氏 堀 宣行 浦河 三嶋牧場 ４２４＋ ２１：２５．３クビ ２４．１	
２３ � ケイアイステルス 牝７黒鹿５５ 村田 一誠亀田 守弘氏 南田美知雄 静内 佐竹 哲 ４７２± ０１：２５．６２ １７６．９

３６ � ミンナシアワセ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝神山 幸男氏 土田 稔 門別 北海牧場 ４７４－ ４１：２５．９２ ４２．５�
８１５ スペースウーマン 牝６鹿 ５５ 江田 照男�グランド牧場 伊藤 伸一 静内 グランド牧場 ５３６＋ ２１：２６．０クビ １５７．８�
６１１ シャイニングムーン 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信飯田 政子氏 小西 一男 静内 千代田牧場 ４７２＋ ４ 〃 クビ ７３．１
８１６ アレクシオス 牡３栗 ５６ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム B４５６－ ２１：２６．１クビ ３．７�
３５ � キャンディッド 牡６鹿 ５７

５４ ▲佐藤 聖也山本 武司氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ５３０＋ ４１：２６．２
 ３６０．７�
７１３ アドマイヤベッカム 牡５栗 ５７ 横山 典弘近藤 利一氏 河野 通文 早来 ノーザンファーム ５００＋ ２１：２６．４１ ４．１�
５１０� キタグニジョー 牡４鹿 ５７

５４ ▲的場 勇人河内 孝夫氏 高市 圭二 門別 坂 牧場 ４７６＋ ６１：２６．５� １８５．４�
４７ サージェナイト 牡７鹿 ５７ 柴山 雄一柴原 壽光氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４８２－ ８１：２６．６
 ３３４．８�
６１２�� デュアルライフ 牝８鹿 ５５ 田中 勝春小林 薫氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム ５０８± ０ 〃 ハナ ３４３．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，２３０，７００円 複勝： ４０，２８８，１００円 枠連： ４３，５３２，５００円

普通馬連： １４７，１４０，６００円 馬単： １１９，９０４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，６８０，１００円

３連複： １５３，１６９，２００円 ３連単： 発売なし 計： ５６３，９４５，７００円

払 戻 金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ３００円 � ２３０円 � ２４０円 枠 連（５－７） ９２０円

普通馬連 �� ２，１１０円 馬 単 �� ４，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７３０円 �� ９００円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ５，０５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７２３０７ 的中 � ３３６２７（４番人気）
複勝票数 計 ４０２８８１ 的中 � ３３５４５（５番人気）� ４８１４８（３番人気）� ４６１４２（４番人気）
枠連票数 計 ４３５３２５ 的中 （５－７） ３５１６３（４番人気）
普通馬連票数 計１４７１４０６ 的中 �� ５１５８１（８番人気）
馬単票数 計１１９９０４５ 的中 �� ２００４１（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２６８０１ 的中 �� １１２２１（８番人気）�� ８８７６（１１番人気）�� １１０７５（９番人気）
３連複票数 計１５３１６９２ 的中 ��� ２２４１３（１９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．８―３５．８―４８．０―１：００．０―１：１２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．７―３F３６．５
３ １４（９，１０）（１１，１３）（３，６，８，１６）（１，２，１２）４（５，７，１５） ４ １４（９，１０）（１１，１３）（３，６，１６）（１，２，８，１２）４（５，７，１５）

勝馬の
紹 介

シュウマノチカラ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００４．４．４ 阪神２着

２００１．５．２３生 牡５青 母 シーズグレイス 母母 ザ ン ベ ー ジ ８戦３勝 賞金 ２９，１００，０００円
［他本会外：１戦１勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 ウォーターオーレ号・ケンコウヘイロー号・コリントシチー号・セイウンマル号・マリットチャージ号
※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。



３１０５７１１月１８日 晴 良 （１８東京５）第５日 第９競走 ��
��１，４００�

さ が み こ

相 模 湖 特 別
発走１４時１５分 （芝・左）
３歳以上，１，０００万円以下，１７．１１．１９以降１８．１１．１２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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ４４８，０００円 １２８，０００円 ６４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．１
１：１９．０

良

良

６１２� リザーブカード 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４９４＋ ８１：２１．２ ７．０�

７１４ レッドビームシチー 牡４鹿 ５５ L．デットーリ �友駿ホースクラブ 中野 栄治 豊浦 飯原牧場 ４７８－ ４ 〃 アタマ ４．４�
（英）

５１０� カームブレイカー 牡６栗 ５６ 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 ５４４＋ ６１：２１．６２� １３．４�
４７ ス パ イ ン 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人西森 鶴氏 堀井 雅広 三石 ニシケンフ

アーム ４６２＋ ４ 〃 ハナ １０．０�
６１１� ダンスフォーウィン 牡３青鹿５６ 柴田 善臣杉山 美惠氏 古賀 史生 三石 明治牧場 ４７８＋ ８１：２１．８１� ３．０�
４８ クラウニングワーク 牡４栗 ５３ 後藤 浩輝 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 静内 藤原牧場 ４３４＋１０ 〃 クビ ４８．３	
７１５� サクライナセ 	５鹿 ５６ 横山 典弘�さくらコマース的場 均 静内 八田ファーム ５１０＋ ２１：２１．９クビ ８．９

７１３
 シュトラウス 牡３黒鹿５４ 村田 一誠�瀬 真尚氏 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４３６＋ ４１：２２．１１ １５．２�
２３ ハイビスカス 牝４黒鹿５２ 中舘 英二荒井 壽明氏 和田 正道 門別 サンシャイン

牧場 ４７４－ ６１：２２．３１� ３８．１�
８１８� アイラブマキシマム 牝４栗 ５２ 松岡 正海保谷フミ子氏 奥平 真治 新冠 守矢牧場 ４８２＋ ２ 〃 クビ ３９．９
５９ ゼンノシールド 牡３鹿 ５３ 木幡 初広大迫久美子氏 萱野 浩二 門別 坪田 吉晴 B４７６＋ ２１：２２．５１� ５３．１�
８１６�� サクラブライアン 牡７鹿 ５５ 田中 勝春�さくらコマース秋山 雅一 静内 谷岡牧場 ４６４± ０ 〃 クビ ６６．７�
３６ ゴールドクラウン 牡５栗 ５７ 吉永 護千明牧場 松山 康久 門別 千明牧場 ４７４＋ ４１：２２．７１ ８２．４�
１１ �
 カラメルアート 牡６栗 ５７ 柴山 雄一金子真人ホール

ディングス� 高市 圭二 早来 ノーザンファーム ５１４＋ ２ 〃 クビ ３７．７�
１２ 
 ア ナ ナ ス 牡３鹿 ５４ 蛯名 正義古川 智洋氏 佐藤 吉勝 浦河 地興牧場 ４６６＋ ４１：２３．０１� ２５．４�
８１７ シアトルビューティ 牝６鹿 ５１ 二本柳 壮田島 政光氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド B４６６－ ８ 〃 アタマ １８０．８�
３５ � レオカーディナル 牡６黒鹿５６ 勝浦 正樹�レオ 萱野 浩二 静内 千代田牧場 ５１０＋ ６１：２３．２１� ７０．７�

（１７頭）
２４ コアレスコジーン 	３鹿 ５６ 小野 次郎小林 昌志氏 和田 正道 平取 コアレススタッド ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３０，１２２，９００円 複勝： ４９，５３５，４００円 枠連： ５９，６４２，５００円

普通馬連： １９４，４２８，８００円 馬単： １２７，２２３，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，４２２，１００円

３連複： １６１，４１６，２００円 ３連単： ３７１，５１１，３００円 計： １，０３９，３０３，１００円

払 戻 金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２８０円 � １９０円 � ３２０円 枠 連（６－７） ３００円

普通馬連 �� １，８１０円 馬 単 �� ４，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８６０円 �� １，５２０円 �� １，０８０円

３ 連 複 ��� ７，５６０円 ３ 連 単 ��� ３９，６４０円

票 数

単勝票数 計 ３０１２２９ 的中 � ３４３７６（３番人気）
複勝票数 計 ４９５３５４ 的中 � ４４２８９（４番人気）� ８０９９３（２番人気）� ３７０７９（５番人気）
枠連票数 計 ５９６４２５ 的中 （６－７） １４７３６０（１番人気）
普通馬連票数 計１９４４２８８ 的中 �� ７９４５１（７番人気）
馬単票数 計１２７２２３９ 的中 �� ２３１６６（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５４２２１ 的中 �� １３２８６（８番人気）�� ７２０４（１７番人気）�� １０４３４（１３番人気）
３連複票数 計１６１４１６２ 的中 ��� １５７７１（２１番人気）
３連単票数 計３７１５１１３ 的中 ��� ６９１８（１０８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．５―１１．８―１１．１―１１．３―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．７―３５．２―４７．０―５８．１―１：０９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．２
３ ７（３，１５）２（１４，１６）（６，１３，１２）１７，８，１０（５，９）１８，１１，１ ４ ・（７，１５）（２，１４，１６）３（１２，１７）（６，１３，８）１０（９，１８）１１，５，１

勝馬の
紹 介

�リザーブカード �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Bering デビュー ２００５．７．３ 函館１着

２００３．２．１７生 牡３鹿 母 ディナータイム 母母 Dinner Out ８戦３勝 賞金 ４２，４０９，０００円
〔出走取消〕 コアレスコジーン号は，疾病〔右寛跛行〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 スペシャライズ号・バルバレスコ号・バードントロフィー号・ロランラムール号
（非抽選馬） ２頭 オリエンタルローズ号・フュノンガルウ号
※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。



３１０５８１１月１８日 晴 良 （１８東京５）第５日 第１０競走 ��
��１，６００�

はくれい

白嶺ステークス
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 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

４８ エイシンラージヒル 牡４黒鹿５７ 安藤 勝己平井 豊光氏 中尾 秀正 米 Eishindo
Co., Ltd. ５０６＋１２１：３６．１ ５．１�

４７ �� キクノアロー 牡３栃栗５６ 藤田 伸二菊池 五郎氏 目野 哲也 浦河 惣田 英幸 ５２６－ ２ 〃 ハナ ５．２�
６１２� アドマイヤスバル 牡３青鹿５６ 柴山 雄一近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 ５００＋ ２１：３６．６３ ６．４�
３５ サンデーストリーム 	５栗 ５７ 北村 宏司小林 英一氏 藤沢 和雄 静内 千代田牧場 B４９０－ ２１：３６．７クビ ７．５�
３６ � ビッグホワイト 牡４芦 ５７ 小野 次郎小林 昌志氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４７４－ ４１：３７．３３
 １８．４�
１１ � グランパティシエ 	５黒鹿５７ 中舘 英二 �サンデーレーシング 福永 甲 早来 ノーザンファーム ４９０＋ ６１：３７．４
 ２４．３�
７１３ サ ヨ ウ ナ ラ 牝５栗 ５５ 柴田 善臣小田切有一氏 谷 潔 門別 下河辺牧場 ４７４± ０ 〃 クビ ２３．１	
５１０ マルカフレンチ 牡４鹿 ５７ 津村 明秀河長産業
 瀬戸口 勉 えりも 能登 浩 ５１６－ ４ 〃 アタマ ５２．２�
２３ �� ナムラカイソク 牡６黒鹿５７ 小池 隆生奈村 信重氏 河内 洋 門別 新井 弘幸 ４６６± ０１：３７．５クビ ９．０�
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 ４８０＋ ２ 〃 クビ ９０．３
２４ メジロオーエン 牡６青鹿５７ 吉田 豊メジロ商事
 大久保洋吉 浦河 まるとみ冨岡牧場 ５２２－ ２１：３７．７１� ５３．１�
５９ ビッグシャーク 牡５栗 ５７ 塚田 祥雄�岡 義雄氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４９４－１２１：３７．８クビ １５１．４�
１２ � ナリタキセキボーイ 牡７栗 ５７ 江田 照男
オースミ 萱野 浩二 浦河 本巣 敦 ５３０＋１２ 〃 ハナ １１４．９�
８１６� セフティーステージ 牡４鹿 ５７ 横山 典弘池田 實氏 小野 幸治 門別 沖田牧場 ４８６－ ８１：３８．０１
 １１．０�
８１５� ダークマター 牡５鹿 ５７ 菅原 勲池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 三石 村上牧場 ４８６－ ６１：３８．７４ ６．０�

（岩手）

７１４� パラダイスリヴァー 牡８鹿 ５７ A．スボリッチ �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新冠 柏木 一則 ４９２＋ ６１：３９．９７ １０２．５�
（独）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，９２９，３００円 複勝： ５５，４８２，１００円 枠連： ６２，７７４，４００円

普通馬連： ２５２，７８５，８００円 馬単： １５４，３５８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ５３，３３７，７００円

３連複： ２１０，９７１，０００円 ３連単： ４７４，０１０，８００円 計： １，２９５，６４９，９００円

払 戻 金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � ２３０円 � １９０円 � １９０円 枠 連（４－４） １，７２０円

普通馬連 �� １，８２０円 馬 単 �� ３，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� ６７０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� ３，１３０円 ３ 連 単 ��� １７，３８０円

票 数

単勝票数 計 ３１９２９３ 的中 � ４９８８２（１番人気）
複勝票数 計 ５５４８２１ 的中 � ６００８３（４番人気）� ７８９７３（２番人気）� ８４９９９（１番人気）
枠連票数 計 ６２７７４４ 的中 （４－４） ２７０７１（９番人気）
普通馬連票数 計２５２７８５８ 的中 �� １０２７１５（４番人気）
馬単票数 計１５４３５８８ 的中 �� ３４００３（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５３３３７７ 的中 �� １８６５５（４番人気）�� １９６２９（３番人気）�� ２４３４０（１番人気）
３連複票数 計２１０９７１０ 的中 ��� ４９８２３（１番人気）
３連単票数 計４７４０１０８ 的中 ��� ２０１３７（１４番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．８―３F３６．３
３ ・（８，１２）（７，１６）（２，１５）（１，１０，１４）（５，６，１３）（９，１１，３）４ ４ ８（７，１２）（２，１６）１５（１，１４）（５，１０）１３（６，３）（９，１１）４

勝馬の
紹 介

エイシンラージヒル �
�
父 El Condor Pasa �

�
母父 Unbridled デビュー ２００４．８．８ 新潟３着

２００２．４．１７生 牡４黒鹿 母 Eishin Bridle 母母 Cahooters １５戦５勝 賞金 ６６，３００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１３頭 キープザフェイス号・スズカジョリーズ号・スターオブニルス号・スプリングボード号・セトノシェーバー号・

トラストジュゲム号・トラストスター号・バロンカラノテガミ号・ベルーガ号・ホウショウルビー号・
マジックアワー号・マルターズマッシブ号・モエレアドミラル号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３１０５９１１月１８日 曇 良 （１８東京５）第５日 第１１競走 ��
��１，８００�第１１回東京スポーツ杯２歳ステークス（ＧⅢ）

発走１５時２５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 ４６２，０００円 １３２，０００円 ６６，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４６．９
１：４６．７

良

良

４４ �� フサイチホウオー 牡２鹿 ５５ 安藤 勝己関口 房朗氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５０８± ０１：４８．７ ２．１�

８１２� フライングアップル 牡２鹿 ５５ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 McKee Sta-
bles, Inc. ４９６＋ ４１：４８．８	 １１．７�

６８ � ドリームジャーニー 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２０＋ ４ 〃 ハナ ３．７�

３３ � トーセンクラウン 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人島川 �哉氏 菅原 泰夫 三石 山際牧場 ４５０－ ４１：４９．２２	 １６．１�
８１１ ニシノコンドコソ 牡２栗 ５５ 吉田 豊西山 茂行氏 萱野 浩二 鵡川 西山牧場 ４９８＋１０１：４９．４１
 １６．９�
７１０

�
�
� ボスアミーゴ 牡２芦 ５５ 菅原 勲千葉 浩氏 鈴木 七郎 門別 白瀬 明 ４６０－ ２１：４９．６１
 ６９．３	

（岩手） （岩手）

７９ �� スガノキング 牡２黒鹿５５ 木幡 初広菅原光太郎氏 笹倉 武久 三石 沖田 哲夫 ４８６± ０ 〃 アタマ ９２．０

２２ � ケイアイマイスキー 牡２鹿 ５５ 横山 典弘亀田 守弘氏 白井 寿昭 米 Mr. & Mrs.

J. S. Moss B４５６＋ ４１：４９．９１� １６．８�
６７ � ヴェルトマイスター 牡２鹿 ５５ L．デットーリ �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４６６＋ ２１：５０．０	 ６．２�

（英）

５６ マイネルカーロ 牡２鹿 ５５ 松岡 正海 サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム ４８０－１０ 〃 ハナ ７９．４�

５５ � エ ル ヴ ィ ス 牡２黒鹿５５ 中舘 英二折手 邦雄氏 田島 良保 三石 折手牧場 ４６８＋ ２１：５０．３２ ３８．７�
１１  サ ラ ト ガ 牝２芦 ５４ 勝浦 正樹平井 裕氏 本郷 一彦 浦河 岡部牧場 ４７６－１０１：５１．４７ １０９．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ８９，５８６，４００円 複勝： １０６，３９３，４００円 枠連： ９５，７０３，０００円

普通馬連： ５１４，８３７，８００円 馬単： ３５９，８１４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ９８，４０７，４００円

３連複： ４０８，０９２，９００円 ３連単： １，０４８，９３６，３００円 計： ２，７２１，７７１，７００円

払 戻 金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １２０円 � ２２０円 � １２０円 枠 連（４－８） ６７０円

普通馬連 �� １，２２０円 馬 単 �� １，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� １８０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� １，０５０円 ３ 連 単 ��� ５，４１０円

票 数

単勝票数 計 ８９５８６４ 的中 � ３４６２９３（１番人気）
複勝票数 計１０６３９３４ 的中 � ３０５０１５（１番人気）� ８１６７８（４番人気）� ２６７４５８（２番人気）
枠連票数 計 ９５７０３０ 的中 （４－８） １０５４３９（２番人気）
普通馬連票数 計５１４８３７８ 的中 �� ３１３９３２（４番人気）
馬単票数 計３５９８１４５ 的中 �� １６３５６７（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９８４０７４ 的中 �� ５００９９（４番人気）�� １６８２４８（１番人気）�� ４６４０６（５番人気）
３連複票数 計４０８０９２９ 的中 ��� ２８７１３７（２番人気）
３連単票数 計１０４８９３６３ 的中 ��� １４３２５４（１０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．３―２４．６―３６．６―４９．２―１：０１．８―１：１４．４―１：２６．１―１：３７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．９―３F３４．３

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

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

勝馬の
紹 介

�
�
フサイチホウオー �

�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．１０．８ 東京１着

２００４．２．１６生 牡２鹿 母 アドマイヤサンデー 母母 ムーンインディゴ ２戦２勝 賞金 ３９，４６２，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



３１０６０１１月１８日 曇 良 （１８東京５）第５日 第１２競走 ��
��１，３００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時００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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

７１３� スリーセブンスピン 牡３鹿 ５６
５５ ☆吉田 隼人菅原 太陽氏 堀井 雅広 米 Overbrook

Farm ４７８± ０１：１８．２ １２．０�

３６ � ミスターケビン 牡４黒鹿５７ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Strategy
Bloodstock ４６８＋ ４１：１８．３� ２．７�

７１４ 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 ４６８＋ ４ 〃 クビ ６．４�

４８ � エイシンアスワン 牡４鹿 ５７ 小野 次郎平井 豊光氏 川村 禎彦 米 Winches-
ter Farm ５０４± ０１：１８．４� ３２．３�

３５ 	 シャドウハーツ 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義飯塚 知一氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム ４９２－ ４１：１８．５クビ ４６．６�
１１ � ケイアイカールトン 牡４鹿 ５７ 横山 典弘亀田 守弘氏 松山 康久 米

H. J. Hendricks,
Roger Justice &
Rick Littrell

５００＋１０１：１８．６� ６．５�
２３ � ソリッドエビデンス 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二平井 卓志氏 加藤 征弘 米 Fontaine-

bleau Farm ４３４± ０１：１８．７クビ ２４．４�
５１０� サクセスドマーニ 牡４鹿 ５７ 松岡 正海�嶋 哲氏 藤岡 健一 米

W. S. Farish &
Hilbert Thor-
oughbreds, Inc.

B４７８－ ２１：１９．１２� ９．６	
４７ 
 セトノヒット 牡５栗 ５７ 安藤 勝己難波 経雄氏 西園 正都 三石 片山 修 ４７０± ０１：１９．２� ４．５

１２ ハニーハント 牝５栗 ５５

５２ ▲水出 大介 �サンデーレーシング 矢野 進 早来 ノーザンファーム ４３６＋ ８ 〃 クビ ５８．６�
５９ ガ イ ヤ ー ル 牝５芦 ５５ 柴山 雄一 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 門別 豊洋牧場 ４６８＋ ４１：１９．７３ １３２．９�
８１５ マイネデセール 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲田中 博康 サラブレッドクラブ
・ラフィアン 斎藤 宏 静内 ビツグレツドフアーム ４６４± ０１：２０．５５ ２５２．７�

２４ ザップトウショウ 牝５鹿 ５５
５３ △塚田 祥雄トウショウ産業 土田 稔 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４９０＋１６１：２０．６� ２４７．５�
８１６� カマーバンド 牝３芦 ５４ 中舘 英二水上 行雄氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 ４７８± ０１：２１．０２� １８２．６�
６１１ バ ー ズ ア イ 牡６黒鹿５７ 田中 勝春 �サンデーレーシング 高橋 裕 早来 ノーザンファーム B５０８－ ４１：２２．７大差 ３５．７�
６１２
� アグネスハーモニー 牡５栗 ５７ A．スボリッチ 渡辺 孝男氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ５１６－ ２１：２５．６大差 ９２．８�

（独）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，２１５，１００円 複勝： ５３，８７８，５００円 枠連： ５０，９３１，３００円

普通馬連： ２０９，０３９，９００円 馬単： １４３，３００，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４７，３４０，２００円

３連複： １６９，４５５，５００円 ３連単： ４２４，７９５，９００円 計： １，１３６，９５７，３００円

払 戻 金

単 勝 � １，２００円 複 勝 � ２８０円 � １４０円 � １８０円 枠 連（３－７） ５２０円

普通馬連 �� １，７７０円 馬 単 �� ４，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７７０円 �� １，０１０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ３，１６０円 ３ 連 単 ��� ２０，８９０円

票 数

単勝票数 計 ３８２１５１ 的中 � ２５１８１（６番人気）
複勝票数 計 ５３８７８５ 的中 � ３９００５（６番人気）� １３２５８５（１番人気）� ７９４４１（３番人気）
枠連票数 計 ５０９３１３ 的中 （３－７） ７２７７０（１番人気）
普通馬連票数 計２０９０３９９ 的中 �� ８７３９２（８番人気）
馬単票数 計１４３３００９ 的中 �� ２２７５５（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７３４０２ 的中 �� １４６０７（９番人気）�� １０８５４（１１番人気）�� ３９２４９（２番人気）
３連複票数 計１６９４５５５ 的中 ��� ３９５９０（８番人気）
３連単票数 計４２４７９５９ 的中 ��� １５０１１（５７番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．８―１１．２―１１．８―１１．８―１２．３―１３．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１７．８―２９．０―４０．８―５２．６―１：０４．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�スリーセブンスピン �
�
父 Carson City �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００５．１０．２９ 東京５着

２００３．４．１５生 牡３鹿 母 Cat Appeal 母母 Amyark ７戦３勝 賞金 ２７，３１０，０００円
〔その他〕 バーズアイ号は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アグネスハーモニー号は，平成１８年１２月１８日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 エンゲルジーク号・ケイビイスパイダー号・ジョリーズジョー号・ダンシングホーク号・レオアンナ号・

レッドバースピン号
※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。



（１８東京５）第５日 １１月１８日（土曜日） 晴後曇 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
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

２６１，９００，０００円
１６，０４０，０００円
１，５６０，０００円
６００，０００円
１，８３０，０００円
２７，０５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６８，９２５，０００円
５，７１４，８００円
１，８８８，７００円

勝馬投票券売得金
３５４，８２６，８００円
４６６，５４３，７００円
４９３，５２６，４００円
１，９０３，３８２，７００円
１，４８５，１６５，０００円
４３５，０６４，９００円
１，８２５，８８１，９００円
２，３１９，２５４，３００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 ９，２８３，６４５，７００円

総入場人員 ３２，６４９名 （有料入場人員 ３１，３９７名）




