
３１０７３１１月２５日 晴 良 （１８東京５）第７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

８１５ ディアーウィッシュ 牡２鹿 ５５ 内田 博幸臼田 浩義氏 秋山 雅一 早来 ノーザンファーム ５３６－ ２１：２６．２ １．５�
（大井）

６１２� ラオムフェーレ 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹�ミルファーム 保田 一隆 静内 石川 新一 ４７４± ０１：２６．４１� １２．０�
５１０� サンジャンボリー 牡２鹿 ５５ 武士沢友治加藤 信之氏 菊川 正達 三石 山際セントラ

ルスタッド ５１０＋ ４１：２６．９３ １１．５�
４８ � ダイワムゲン 牝２栗 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 増沢 末夫 浦河 福田牧場 ４５２＋ ４１：２７．０� ７．４�
７１３ サムデイシュアー 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義�ジェイアール 岩戸 孝樹 浦河 信岡牧場 ４４８± ０１：２７．７４ ４７．４�
３５ �� ループホール 牡２栗 ５５ 田中 勝春 �ノースヒルズマネ

ジメント 小笠 倫弘 浦河 林 孝輝 ４４４－ ６１：２７．８� ６２．９	
８１６� エスデイブレイク 牡２鹿 ５５ 高山 太郎斉藤 猛氏 本郷 一彦 門別 中川 浩典 ４３０＋ ６１：２８．１２ ５５．２

５９ グローリーバッハ 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣小川 直司氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４４６＋ ２１：２８．２クビ ４４．８�
３６ ダンツクロフネ 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠山元 哲二氏 伊藤 伸一 静内 大典牧場 ４６０＋ ６１：２８．５２ １６．９�
２３ ゴールドクィーン 牝２鹿 ５４ 伊藤 直人露崎 勇氏 小林 常泰 様似 猿倉牧場 ４５４－ ８１：２８．６クビ ９．４
７１４� コウヨウトレロス 牡２鹿 ５５ 村田 一誠寺内 正光氏 山田 要一 浦河 本巣 一敏 ４５６＋ ６ 〃 クビ ４２１．３�
２４ � ニシノシンワ 牝２鹿 ５４

５１ ▲田中 博康西山 茂行氏 清水 英克 鵡川 西山牧場 ４４０＋ ４１：２９．６６ ９４．４�
１１ � オ レ ノ ウ マ 牡２鹿 ５５

５２ ▲水出 大介小田切有一氏 矢野 進 静内 桑嶋 峰雄 ４９６± ０１：３０．４５ １８９．２�
１２ � マイネルハフナー 牡２鹿 ５５ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中川 公成 浦河 金石牧場 ４４２± ０１：３０．５� ９８．４�
６１１�� キタキタソーラン 牡２栗

５５
５２ ▲高野 和馬酒井 芳男氏 佐藤 全弘 三石 前田 宗将 ４４２－ ４ 〃 クビ ５８５．１�

４７ テンジンミサキオー 牡２芦 ５５ 木幡 初広�テンジン 大江原 哲 三石 三石橋本牧場 ４２４＋１２１：３０．６クビ ２８９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，０３７，８００円 複勝： ２２，４８３，２００円 枠連： １９，４０４，２００円

普通馬連： ６９，７０６，０００円 馬単： ７２，４９３，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，９２２，４００円

３連複： ９２，３６１，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３１３，４０９，１００円

払 戻 金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ２００円 � ２２０円 枠 連（６－８） ５７０円

普通馬連 �� ６８０円 馬 単 �� ８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ３２０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� １，３２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６０３７８ 的中 � ８６５１７（１番人気）
複勝票数 計 ２２４８３２ 的中 � ９３２６８（１番人気）� ２１３２６（３番人気）� １８１１３（５番人気）
枠連票数 計 １９４０４２ 的中 （６－８） ２５５６１（３番人気）
普通馬連票数 計 ６９７０６０ 的中 �� ７６４７８（３番人気）
馬単票数 計 ７２４９３９ 的中 �� ６６６５６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０９２２４ 的中 �� ２１２４９（２番人気）�� １６９１２（３番人気）�� ６１６８（７番人気）
３連複票数 計 ９２３６１６ 的中 ��� ５１８５６（２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１１．９―１２．４―１２．２―１２．６―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．９―３５．８―４８．２―１：００．４―１：１３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．４―３F３８．０
３ ・（８，１５）（７，１２）－（１，３，５）（１０，１６）－（６，９）１３－１４（２，４）－１１ ４ ・（８，１５）１２，７－５，３（１０，１６）（１，９）（６，１３）－１４（２，４）＝１１

勝馬の
紹 介

ディアーウィッシュ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Rahy デビュー ２００６．１０．２９ 東京３着

２００４．２．１８生 牡２鹿 母 メインタイトル 母母 メインスルー ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００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。
（非当選馬） １頭 クリールボルケーノ号
※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。



３１０７４１１月２５日 晴 良 （１８東京５）第７日 第２競走 １，６００�サラブレッド系２歳
発走１０時１５分 （芝・左）

若手騎手，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

８１７� マイネルランページ 牡２芦 ５５
５２ ▲佐藤 聖也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 門別 小屋畑 和久 ４７８＋ ４１：３７．２ ４．８�

８１８ タ マ イ エ ス 牡２鹿 ５５
５４ ☆津村 明秀玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４５２＋ ６１：３７．４１ ５．９�

７１４ トーセンサンクス 牝２栗 ５４
５１ ▲田中 博康島川 �哉氏 斎藤 宏 静内 小倉 光博 ４４０＋ ２１：３７．７１� ３．７�

２４ � ゴールドマイン 牡２鹿 ５５
５３ △大野 拓弥吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４９８－ ２ 〃 ハナ ４．２�

８１６ ブルーマーテル 牡２栗 ５５ 加藤士津八三協軽種馬� 菅原 泰夫 砂原 岩本 五郎 ４３０＋ ４１：３７．８� ３８．６�
３６ � マルマツフェロー 牡２栗 ５５ 柄崎 将寿松田 敏雄氏 内藤 一雄 浦河 村下牧場 ４６０－ ２ 〃 クビ １８．２	
７１３� ホッカイトーラス 牝２鹿 ５４ 鈴木 慶太
北海牧場 土田 稔 門別 北海牧場 ４３８＋ ２１：３８．１１� ８３．４�
６１１� テンジンチカラ 牡２青鹿５５ 大庭 和弥�テンジン 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４６２＋１６ 〃 アタマ ４５．０�
１１ マイネルアーバニタ 牡２栗 ５５ 石神 深一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム ４４２－ ２１：３８．２� ３２．９
４７ シールックスイープ 牝２鹿 ５４

５１ ▲黛 弘人柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４３４＋ ２１：３８．４１� １７７．１�
６１２ リバイバルシチー 牡２鹿 ５５

５２ ▲的場 勇人 �友駿ホースクラブ 加賀 武見 浦河 アイオイファーム ４８０＋ ６１：３８．５クビ １１．５�
７１５� フラッシュダンス 牝２黒鹿５４ 南田 雅昭
前川企画 伊藤 正徳 門別 下河辺牧場 ４３２－２０ 〃 クビ ６７．５�
５１０ ハイギアチェンジ 牝２鹿 ５４ 蓑島 靖典田中 春美氏 鈴木 勝美 三石 田中 春美 ４４４－ ２１：３８．７１ ２８．４�
３５ ホワイトケンシロー 牡２芦 ５５

５２ ▲千葉 直人大谷 高雄氏 蛯名 信広 新冠 長沼 幸一 ５０４＋ ６１：３８．８� ２１５．３�
５９ レッドホーク 牡２鹿 ５５

５２ ▲水出 大介冨沢 敦子氏 小笠 倫弘 静内 石川 栄一 ４９０－ ２１：３９．０１� ３１９．８�
１２ ジェニーサンサン 牝２栗 ５４ 田辺 裕信
藤沢牧場 �田 研二 静内 藤沢牧場 ４２６± ０ 〃 クビ ２４３．８�
２３ � アジルメンテ 牝２鹿 ５４

５１ ▲高野 和馬
槇本牧場 佐藤 全弘 門別 槇本牧場 ４６６－ ２ 〃 ハナ １７３．２�
４８ � ラ ク エ ン 牝２芦 ５４

５１ ▲小島 太一江川 伸夫氏 田子 冬樹 様似 清水スタッド ４４２＋ ２１：３９．３１� １５．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １３，７９７，７００円 複勝： １８，６２７，３００円 枠連： ２１，４５３，９００円

普通馬連： ６５，９８３，６００円 馬単： ５６，０８８，７００円 ワイド【拡大馬連】： １７，１３１，２００円

３連複： ７８，４１３，１００円 ３連単： 発売なし 計： ２７１，４９５，５００円

払 戻 金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １６０円 � １９０円 � １３０円 枠 連（８－８） ９４０円

普通馬連 �� １，２３０円 馬 単 �� ２，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� ３６０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� １，４１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １３７９７７ 的中 � ２２９６８（３番人気）
複勝票数 計 １８６２７３ 的中 � ３１６６１（３番人気）� ２２７５５（４番人気）� ４５０６０（１番人気）
枠連票数 計 ２１４５３９ 的中 （８－８） １６９１３（５番人気）
普通馬連票数 計 ６５９８３６ 的中 �� ３９７１３（５番人気）
馬単票数 計 ５６０８８７ 的中 �� １９３２４（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７１３１２ 的中 �� ８８９９（５番人気）�� １２３２７（２番人気）�� １０２３７（４番人気）
３連複票数 計 ７８４１３１ 的中 ��� ４１１５６（２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．３―１２．７―１２．７―１２．１―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．８―３６．１―４８．８―１：０１．５―１：１３．６―１：２５．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．４―３F３５．７
３ １８（８，１７）（５，６）（４，１３）（３，７，１４）（２，１１，１５）（１，１６，１２）１０－９ ４ １８，８（５，１７）６（４，１３）（３，７）１４（２，１１，１５）１２（１，１６，１０）－９

勝馬の
紹 介

�マイネルランページ �
�
父 ゼンノエルシド �

�
母父 ゴールデンフェザント デビュー ２００６．６．２５ 福島８着

２００４．３．２２生 牡２芦 母 プレアクティブ 母母 サクラケンラン ５戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔制裁〕 ホッカイトーラス号の騎手鈴木慶太は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。



３１０７５１１月２５日 晴 良 （１８東京５）第７日 第３競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１０時４５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

２：０１．８
１：５９．９

良

良

３５ � デスティニーローグ 牡２青鹿５５ L．デットーリ �サンデーレーシング 小島 太 早来 ノーザンファーム ５２８＋ ２２：０２．４ ２．４�
（英）

４８ � ムーンレスナイト 牡２鹿 ５５ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Premier
Bloodstock ５０６＋ ８２：０２．９３ ６．３�

７１４� ラードロランダム 牡２鹿 ５５ 内田 博幸村中 徳広氏 岩戸 孝樹 浦河 木戸口牧場 B４８４＋ ８ 〃 アタマ ４４．５�
（大井）

５１０� スターマップ 牡２鹿 ５５ C．ルメール 山本 武司氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４８６＋ ２ 〃 ハナ ２６．０�
（仏）

６１１�� ダノンマッハ 牡２黒鹿５５ 横山 典弘�ダノックス 戸田 博文 千歳 社台ファーム ５０６－１０２：０３．１１	 ２．７�
２３ � ストロングラリー 牡２青鹿５５ 田中 勝春村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 ４８６＋ ６２：０３．３１
 ２１．３	
３６ � コスモアンファング 牡２黒鹿５５ 藤田 伸二 �ビッグレッドファーム 堀 宣行 新冠 ビッグレッドファーム ４６２＋ ２２：０３．６１� １９．２

７１３� バトルマドカ 牝２黒鹿５４ 柴田 善臣宮川 秋信氏 佐藤 吉勝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０± ０２：０３．７
 ２８．２�
４７ � マチカネフクノカミ 牡２栗 ５５ 吉田 豊細川 益男氏 小島 茂之 門別 待兼牧場 ４６４＋ ６２：０３．９１	 １３２．４�
５９ � キングタキオン 牡２黒鹿５５ 郷原 洋司嶋田 賢氏 本郷 一彦 浦河 三嶋牧場 ４９２＋１０ 〃 アタマ ４６．８
８１５ マイネルアラジン 牡２黒鹿５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４７０± ０ 〃 アタマ ２３．７�
８１６� パワフルリーフ 牝２青鹿 ５４

５１ ▲田中 博康 �丸幸小林牧場 清水 英克 浦河 丸幸小林牧場 ４６０－ ６２：０４．０
 ４２０．５�
１２ � テンエイスマイル 牡２青鹿５５ 岩田 康誠熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人

熊坂開発 ４６６－ ２２：０４．３１� １３４．８�
２４ ツ ル ギ ダ ケ 牡２栗 ５５ 蛯名 正義吉田 義昭氏 清水 美波 浦河 向別牧場 ５３４＋ ４２：０４．７２
 ３８．４�
６１２� トミケンルビー 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝冨樫 賢二氏 坂本 勝美 様似 能登ファーム ４２６－ ６２：０４．８
 ３３２．８�
１１ ブラックジュニア 牡２鹿 ５５

５３ △大野 拓弥林 義彦氏 秋山 雅一 浦河 辻 牧場 B５２２＋ ４２：１３．２大差 ２４５．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，１２８，５００円 複勝： ３３，３０５，７００円 枠連： ２８，６１９，６００円

普通馬連： １０８，４６３，５００円 馬単： １０２，２４１，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，０２３，８００円

３連複： １３２，６０３，４００円 ３連単： 発売なし 計： ４６２，３８５，７００円

払 戻 金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � ２３０円 � ７１０円 枠 連（３－４） ５６０円

普通馬連 �� ６６０円 馬 単 �� １，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� １，４６０円 �� ３，９００円

３ 連 複 ��� ７，７２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５１２８５ 的中 � ８４７８６（１番人気）
複勝票数 計 ３３３０５７ 的中 � １０２２６１（１番人気）� ３５０４９（３番人気）� ８１６２（９番人気）
枠連票数 計 ２８６１９６ 的中 （３－４） ３８３８４（２番人気）
普通馬連票数 計１０８４６３５ 的中 �� １２２８１０（２番人気）
馬単票数 計１０２２４１２ 的中 �� ６３８６９（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２０２３８ 的中 �� ２４７３３（２番人気）�� ５１５０（１４番人気）�� １８５７（３４番人気）
３連複票数 計１３２６０３４ 的中 ��� １２６８１（２４番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．６―１２．３―１２．２―１２．４―１２．７―１３．０―１１．５―１１．５―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．６―３６．９―４９．１―１：０１．５―１：１４．２―１：２７．２―１：３８．７―１：５０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．２―３F３５．２

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

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

�デスティニーローグ �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 Nureyev デビュー ２００６．１０．８ 東京４着

２００４．４．１５生 牡２青鹿 母 シアトルスペシャル 母母 O’Slewmova ４戦１勝 賞金 ９，４００，０００円
〔その他〕 ブラックジュニア号は，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。
※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） １頭 マドリードシチー号
（非抽選馬） ２頭 エドノダンス号・マールロッソ号
※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。



３１０７６１１月２５日 晴 良 （１８東京５）第７日 第４競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１１時１５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

１：３８．２
１：３７．３

良

不良

２３ � レ ツ ィ ー ナ 牝２黒鹿５４ 北村 宏司吉田 和美氏 古賀 慎明 門別 谷川畜産 ４５０ ―１：４０．１ １６．７�

３５ ダイワディライト 牡２栗 ５５ 柴田 善臣大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 門別 下河辺牧場 ４９０ ―１：４０．４１� １．４�
３６ コメンテーター 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一竹� 大晃氏 高市 圭二 門別 中前 義隆 ５１８ ―１：４１．０３� ２４．０�
６１１ スクリーンヒーロー 牡２栗 ５５ 木幡 初広吉田 照哉氏 矢野 進 千歳 社台ファーム ４７８ ―１：４１．４２� ２３９．３�
５９ 	 ディープハンター 牡２栗 ５５ 松岡 正海深見 富朗氏 伊藤 伸一 英 Snailwell

Stud Co Ltd ４６６ ―１：４１．８２� ９５．５�
８１５ スプリングカリン 牝２栗 ５４ 石橋 脩加藤 春夫氏 上原 博之 様似 長田 操 ４２８ ―１：４１．９� ５６２．５�
２４ ノボタイタン 牡２鹿 ５５ 小野 次郎�LS.M 柴田 政人 浦河 高昭牧場 ４８０ ―１：４２．１１
 ４９．８	
７１４�� アリマエンプレス 牝２栗 ５４ 内田 博幸有馬 博文氏 加藤 和宏 青森 大西興産 ４５６ ―１：４２．２� ５５．８


（大井）

１２ � アツキオモイ 牡２鹿 ５５ 幸 英明丸岡 啓一氏 鈴木 勝美 新冠 ムラカミファーム ４５２ ―１：４３．２６ １３０．３�
４８ � トミケントラスト 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝冨樫 賢二氏 坂本 勝美 三石 上村 清志 ５０６ ―１：４３．５１� ７．１�
４７ パ ワ ー サ ム 牡２鹿 ５５ 伊藤 直人宮崎 金造氏 小林 常泰 浦河 中村 雅明 ４６０ ―１：４３．９２� ９６．１
５１０ バイフォーナウ 牝２鹿 ５４ 田中 勝春石瀬 浩三氏 蛯名 信広 門別 出口牧場 ４９６ ― 〃 クビ ３３３．５�
８１６�� アポロアパッチ 牡２青 ５５ 岩田 康誠アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 静内 谷岡 正次 ４６４ ―１：４４．０クビ ７．２�
７１３ トライデント 牡２栗 ５５ 蛯名 正義�ターフ・スポート松山 康久 静内 タイヘイ牧場 ５１４ ― 〃 ハナ ３０．１�
１１ パレスムテキ 牡２鹿 ５５ 五十嵐冬樹西村 豊氏 南田美知雄 浦河 成隆牧場 ４８８ ―１：４５．４９ ４６３．５�

（北海道）

６１２� バブルガムロック 牡２鹿 ５５ C．ルメール 山上 和良氏 和田 正道 浦河 アイオイファーム ５１０ ―１：４７．４大差 ５５．７�
（仏）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，０５２，０００円 複勝： ２４，１４９，０００円 枠連： ２６，３６９，２００円

普通馬連： ８４，４９８，８００円 馬単： １１３，１１１，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，２９２，２００円

３連複： １０９，０４８，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４０６，５２１，２００円

払 戻 金

単 勝 � １，６７０円 複 勝 � ２８０円 � １１０円 � ３６０円 枠 連（２－３） ６７０円

普通馬連 �� ７１０円 馬 単 �� ３，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ２，４７０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� ３，４１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５０５２０ 的中 � １１８５０（４番人気）
複勝票数 計 ２４１４９０ 的中 � １５９３０（４番人気）� ９８９４８（１番人気）� １１５３０（６番人気）
枠連票数 計 ２６３６９２ 的中 （２－３） ２９０５９（４番人気）
普通馬連票数 計 ８４４９８８ 的中 �� ８９０３１（３番人気）
馬単票数 計１１３１１１２ 的中 �� ２３８２５（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４２９２２ 的中 �� １６５９１（３番人気）�� ２１７９（２３番人気）�� １２４０７（５番人気）
３連複票数 計１０９０４８８ 的中 ��� ２３６０２（１１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１１．９―１２．６―１３．１―１３．０―１２．９―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．９―３５．８―４８．４―１：０１．５―１：１４．５―１：２７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�レ ツ ィ ー ナ �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

２００４．４．３生 牝２黒鹿 母 タニウインドタイム 母母 ウインドシアー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔その他〕 パワーサム号は，向正面で外側に逃避したことについて調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バブルガムロック号は，平成１８年１２月２５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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 アロハスタイル号・エクスハイタッチ号・タカミツバーディ号・ターブルロンド号・テイクザホーク号・

ティンバーセブン号・ルクラージュ号
※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。



３１０７７１１月２５日 晴 良 （１８東京５）第７日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１１時４５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

１：２１．８
１：２０．３

良

良

６１２� フローラルカーヴ 牝２鹿 ５４ 藤田 伸二 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム ４４０ ―１：２３．８ ３．３�

８１８�� トーセンアイリス 牝２栗 ５４ 横山 典弘島川 �哉氏 奥平 真治 千歳 社台ファーム ５０６ ―１：２４．１２ ３．９�
５１０ スピードカンニング 牡２黒鹿５５ 武 豊青山 洋一氏 藤岡 健一 静内 千代田牧場 ４９０ ―１：２４．４１� ５．４�
８１６� ウェンブリー 牝２栗 ５４ 安藤 勝己渡邊 隆氏 小笠 倫弘 苫小牧 藤沢 武雄 ４３０ ―１：２４．５クビ １６．５�
７１４ コスモプリマ 牝２黒鹿５４ 木幡 初広岡田 繁幸氏 成島 英春 新冠 コスモビューファーム ４４８ ― 〃 アタマ １８．４�
３６ � フラワーギフト 牝２青 ５４ 後藤 浩輝大河内一権氏 高橋 裕 門別 インターナシヨナル牧場 ４５０ ―１：２４．７１	 ４０．０	
７１３� トーセンスマッシュ 牝２栗 ５４ 松岡 正海島川 �哉氏 国枝 栄 三石 ヒサイファーム ４４０ ―１：２５．０２ １５．３

２４ アイヴォリーカラー 牝２芦 ５４ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０ ― 〃 アタマ ６．７�
７１５� アサクサシャトル 牝２芦 ５４ 蛯名 正義田原源一郎氏 佐々木亜良 千歳 社台ファーム ４７２ ―１：２５．１クビ ８０．９�
４８ エルベンセドール 牡２鹿 ５５ 石橋 脩伊達 秀和氏 柴田 政人 門別 サンシャイン

牧場 ４８４ ― 〃 ハナ １４．１
６１１� サプライズユー 牝２栗 ５４ 北村 宏司 �社台レースホース浅野洋一郎 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２ ―１：２５．２
 ４２．０�
４７ � ヒカルアヤノヒメ 牝２鹿 ５４ 加藤士津八中脇 満氏 加藤 和宏 浦河 富菜牧場 ４１０ ― 〃 クビ ２４６．８�
２３ オイコミジョウズ 牝２芦 ５４

５３ ☆津村 明秀小池 宗人氏 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ４０２ ―１：２５．３クビ ９６．５�
（オールドヘヴンヒル）

５９ エスケーグレイス 牝２鹿 ５４ 武士沢友治エスケー貿易� 小桧山 悟 三石 萩澤 泰博 ４６０ ―１：２５．５１	 ３２３．８�
３５ �� プレミアナゲット 牝２栗 ５４ 田中 勝春竹本いずみ氏 宗像 義忠 浦河 藤坂 秋雄 ４５６ ―１：２６．１３
 ５７．４�
８１７� クルージングツアー 牝２黒鹿５４ 池田 鉄平岡田 牧雄氏 柴崎 勇 門別 インターナシヨナル牧場 ４２８ ―１：２６．４２ ４３４．７�
１２ �� ホッコーターゲット 牡２黒鹿５５ 村田 一誠矢部 幸一氏 松永 勇 宮城 遊佐 武俊 ４５２ ―１：２６．５
 １０６．１�
１１ � エタニティーローズ 牝２黒鹿５４ 田辺 裕信越野 正行氏 内藤 一雄 新冠 ビッグレッドファーム ４５６ ―１：２９．３大差 ２７２．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，２２９，３００円 複勝： ２１，２３８，５００円 枠連： ２８，０３０，１００円

普通馬連： ８６，７５７，３００円 馬単： ８０，４５２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，０９６，９００円

３連複： １０２，５７３，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３６４，３７７，２００円

払 戻 金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � １８０円 枠 連（６－８） ５８０円

普通馬連 �� ６８０円 馬 単 �� １，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ３８０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� １，４３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２２２９３ 的中 � ５３７４７（１番人気）
複勝票数 計 ２１２３８５ 的中 � ４７７５４（１番人気）� ３７３２０（２番人気）� ２７０３９（３番人気）
枠連票数 計 ２８０３０１ 的中 （６－８） ３６２８１（１番人気）
普通馬連票数 計 ８６７５７３ 的中 �� ９４９９５（１番人気）
馬単票数 計 ８０４５２０ 的中 �� ４９４８０（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３０９６９ 的中 �� ２００１７（１番人気）�� １４７６７（３番人気）�� １５３１５（２番人気）
３連複票数 計１０２５７３１ 的中 ��� ５３２５７（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．８―３６．０―４８．７―１：００．８―１：１２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３５．１
３ １０（４，８，１２）６（１４，１８）（２，３）５－（１３，１５，９）－１６（７，１１，１７）１ ４ １０（４，１２）８（６，１８）１４（２，３，５）（１３，１５，９）（７，１６）１１（１，１７）

勝馬の
紹 介

�フローラルカーヴ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 A.P. Indy 初出走

２００４．４．２９生 牝２鹿 母 インディアナカーヴ 母母 Antique Auction １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 スピードカンニング号の騎手武豊は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
〔その他〕 スピードカンニング号は，向正面で内側に逃避したことについて調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エタニティーローズ号は，平成１８年１２月２５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。
（非当選馬） ４頭 シャドウブーケ号・スターバースト号・ヒシヴィーナス号・ブレイブソニック号



３１０７８１１月２５日 晴 良 （１８東京５）第７日 第６競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時３５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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

４７ � クレヨンルージュ 牝３黒鹿５４ 北村 宏司齊藤四方司氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４９８＋ ２１：３８．２ ３．７�

１１ ラ ン タ ナ 牝４栗 ５５ 武 豊永野千枝子氏 大江原 哲 新冠 北星村田牧場 ４３０＋ ２１：３８．４１ １０．２�
２４ ホッカイラブリー 牝４栗 ５５ 安藤 勝己高木 繁光氏 石栗 龍彦 穂別 大頭 忠典 ４６２－ ４ 〃 ハナ ７．７�
１２ ニューグランジ 牝４鹿 ５５ 田中 勝春 �サンデーレーシング 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４５０± ０ 〃 クビ ７．２�
７１３� ラズベリータイム 牝３青鹿５４ 蛯名 正義サウスニア� 勢司 和浩 平取 坂東牧場 ４５０－１０１：３９．３５ ２１．２�
２３ アライブシチー 牝５鹿 ５５ 二本柳 壮 �友駿ホースクラブ 内藤 一雄 門別 富川田中牧場 ４１２－ ６１：３９．５１ ２２３．２	
６１２ エビスハルカ 牝３鹿 ５４ C．ルメール 加藤友三郎氏 佐々木亜良 浦河 恵比寿牧場 ５３４－ ４１：３９．９２� ６９．５


（仏）

７１４ サムタイムレーター 牝３鹿 ５４ 松岡 正海小林 祥晃氏 手塚 貴久 静内 片岡 博 ４１２－１０１：４０．０� ８３．８�
６１１ エンドレスビジネス 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹吉田 千津氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４７６＋ ２１：４０．４２� ５．７�
５９ フ ィ リ ス 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠臼田 浩義氏 小島 茂之 門別 下河辺牧場 ４６６＋ ４ 〃 アタマ １４５．２
４８ パープルプローズ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣臼田 浩義氏 高橋 祥泰 千歳 社台ファーム ４７４± ０１：４０．７２ ３．６�
８１５ チャッティーギャル 牝４鹿 ５５ 内田 博幸 �社台レースホース高橋 裕 千歳 社台ファーム ４９４＋ ４１：４０．８クビ ２７．４�

（大井）

５１０ タケデンビリーブ 牝４栗 ５５
５２ ▲千葉 直人武市 弘氏 小林 常泰 浦河 安藤牧場 ４６０－ ４１：４１．５４ ３９７．８�

３６ � フォーディグリース 牝３鹿 ５４ 横山 典弘 �グリーンファーム 坂本 勝美 早来 ノーザンファーム ４３８－１０１：４２．０３ ２９．７�
３５ � ベルモントメビウス 牝４鹿 ５５ 石神 深一 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ４７０＋２８ 〃 ハナ ２８３．８�
８１６ リンダシチー 牝４黒鹿５５ 南田 雅昭 �友駿ホースクラブ 奥平 真治 門別 富川田中牧場 ４３２± ０１：４８．０大差 ２９５．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，３８１，６００円 複勝： ３８，５４４，５００円 枠連： ３９，６５４，４００円

普通馬連： １２７，４２５，３００円 馬単： １０４，６９６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，０１２，０００円

３連複： １５１，６１５，９００円 ３連単： 発売なし 計： ５１９，３２９，７００円

払 戻 金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １６０円 � ３００円 � ２５０円 枠 連（１－４） ３８０円

普通馬連 �� ２，１３０円 馬 単 �� ３，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７７０円 �� ５５０円 �� １，２８０円

３ 連 複 ��� ４，５１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４３８１６ 的中 � ５２４３５（２番人気）
複勝票数 計 ３８５４４５ 的中 � ８０１２２（２番人気）� ２８７６１（６番人気）� ３８５４８（５番人気）
枠連票数 計 ３９６５４４ 的中 （１－４） ７８１７９（１番人気）
普通馬連票数 計１２７４２５３ 的中 �� ４４３０１（１０番人気）
馬単票数 計１０４６９６０ 的中 �� １９６３０（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３０１２０ 的中 �� １０６１２（１０番人気）�� １５６１１（６番人気）�� ６０８３（１５番人気）
３連複票数 計１５１６１５９ 的中 ��� ２４８１６（１６番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．８―１２．１―１２．３―１２．５―１３．０―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．４―３５．２―４７．３―５９．６―１：１２．１―１：２５．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�クレヨンルージュ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Nureyev デビュー ２００５．８．１４ 新潟５着

２００３．４．１２生 牝３黒鹿 母 マ ハ ー ブ 母母 Personal Business １２戦２勝 賞金 ２７，３５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リンダシチー号は，平成１８年１２月２５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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 オンワードマルタ号・グレートキャンドル号・グロスターチャーム号・トーホウカウンター号・メジロバーミューズ号
※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。



３１０７９１１月２５日 晴 良 （１８東京５）第７日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時０５分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２２．４
１：２１．９

稍重

重

７１３� フォルタレーザ 牡３鹿 ５６
５５ ☆津村 明秀サウスニア� 国枝 栄 愛 Rockhart

Trading Ltd ５４２＋２２１：２４．５ ５．２�

８１５ トーセンブレイク 牡３鹿 ５６ 横山 典弘島川 �哉氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４８６＋ ６１：２５．６７ ２．４�
３６ � イットーフレンチ 牝４鹿 ５５ 安藤 勝己杉山 美惠氏 清水 美波 早来 ノーザンファーム ４７６± ０ 〃 ハナ １４．２�
３５ ブ レ イ バ ー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝古賀 和夫氏 和田 正道 様似 様似渡辺牧場 ４６２＋ ４１：２５．７	 ６．０�
２４ 
 ゴールデンヴィット 牡６黒鹿 ５７

５４ ▲千葉 直人三広 武志氏 成島 英春 門別 森永 正昭 ５３８＋１０１：２５．８クビ ２３２．３�
５９ � マルターズビクター 牡４鹿 ５７ 田中 勝春藤田与志男氏 手塚 貴久 米 Jim E. Nelson &

Sergio De Sousa ５４２＋ ４ 〃 クビ ５．１	
６１１�
 チ ェ リ ス ト 牡４鹿 ５７ 幸 英明 
イースターサンデー 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 ４６８＋１０１：２６．０１	 １７３．２�
１１ � ミルククラウン 牝３栗 ５４ 内田 博幸吉田 千津氏 加藤 征弘 米 Robert

Schaedle ４９２＋ ２１：２６．１クビ ５４．３�
（大井）

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 ４９０＋ ４１：２６．２	 ２５．７
８１６ ウインドストーム 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義中村 昭博氏 堀井 雅広 門別 浜本牧場 ４９４± ０１：２６．３クビ ９０．３�
４７ �
 アンティックタイル 牝４黒鹿５５ 岩田 康誠吉田 哲哉氏 小笠 倫弘 米 Fontainebleau

Farm Inc. ５０６－１１１：２７．２５ ３６．４�
４８ � ペ イ デ イ �４栗 ５７ 北村 宏司齊藤四方司氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４８４＋ ２１：２７．３ ２２．９�
２３ ナンヨーワルツ 牡４栗 ５７ 柴田 善臣中村 �也氏 杉浦 宏昭 浦河 梅田牧場 B４８４－ ２１：２７．６１ ７５．３�
６１２� コクサイトップラヴ 牡４青鹿５７ 松岡 正海坂田 行夫氏 岩戸 孝樹 帯広 十勝ケンタウ

ルスファーム ４８４＋ ２１：２７．９２ ９９．９�
５１０� エステヴァン �４鹿 ５７ 田中 剛
三嶋牧場 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４６０－１０１：２８．１１ ２５１．９�
７１４ ア ジ ャ リ 牡４鹿 ５７ C．ルメール 
スピードファーム 和田 正道 門別 田辺 静一 ５００＋１２２：０１．１大差 ３０．１�

（仏）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，７３７，３００円 複勝： ４１，５１３，７００円 枠連： ４０，０７１，３００円

普通馬連： １３３，９８９，７００円 馬単： １２４，４０５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，５５９，８００円

３連複： １５７，３８４，５００円 ３連単： 発売なし 計： ５６２，６６１，６００円

払 戻 金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � ２３０円 � １３０円 � ２９０円 枠 連（７－８） ７３０円

普通馬連 �� ８９０円 馬 単 �� １，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� １，６３０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ３，６９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８７３７３ 的中 � ４４１７９（３番人気）
複勝票数 計 ４１５１３７ 的中 � ４２６３４（４番人気）� １１６８４４（１番人気）� ２９３０５（５番人気）
枠連票数 計 ４００７１３ 的中 （７－８） ４０７４３（３番人気）
普通馬連票数 計１３３９８９７ 的中 �� １１２２４３（３番人気）
馬単票数 計１２４４０５３ 的中 �� ４９１００（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６５５９８ 的中 �� ２２３９２（４番人気）�� ５１２０（１７番人気）�� １４９２０（５番人気）
３連複票数 計１５７３８４５ 的中 ��� ３１５３４（１１番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３６．５
３ １５，１６（７，１３）１４（３，５）（４，８）（９，１０）（６，１２）１１（１，２） ４ １５，１６（７，４，１３，５）（３，９，８，１０）６（１１，２）（１４，１２）１

勝馬の
紹 介

�フォルタレーザ �
�
父 Siphon �

�
母父 Shy Groom デビュー ２００５．１０．２９ 東京１着

２００３．４．５生 牡３鹿 母 Miss Demure 母母 Larosterna ４戦２勝 賞金 １４，４００，０００円
〔その他〕 アジャリ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 アジャリ号は，平成１８年１２月２５日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ８頭 アリマエクセレント号・スカーリイベイビー号・タケショウヤマト号・ハギノセレクション号・フリーシンカー号・

ライブリチチカカ号・レイゴールド号・レフォルマ号
※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。



３１０８０１１月２５日 晴 良 （１８東京５）第７日 第８競走 ��２，１００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時３５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

２：０８．０
２：０５．９

良

良

４５ ストラディヴァリオ 牡３芦 ５５ 安藤 勝己�ターフ・スポート友道 康夫 浦河 酒井牧場 ５０８± ０２：１２．２ ３．３�

５７ シャーベットトーン 牡４鹿 ５７ 横山 典弘 �社台レースホース奥平 真治 白老 白老ファーム ５３０＋２２２：１２．３� ４．３�
６９ � ハルクバニヤン 牡４栗 ５７ 柴田 善臣津村 靖志氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム ５００＋１２ 〃 アタマ ７．７�
７１１ ピ オ ー ネ 牡６鹿 ５７ 北村 宏司名古屋友豊� 作田 誠二 新冠 早田牧場新

冠支場 ５３６＋ ２２：１２．９３� ５．２�
６８ イシノファイター 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二石橋 松蔵氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ５４６＋ ６２：１３．０クビ ３２．６�
３３ �	 タマモアーチスト 牡６栗

５７
５５ △大野 拓弥タマモ� 伊藤 圭三 門別 藤本ファーム B５０４＋ ６２：１３．１� ７１．４	

８１３ バンドマスター 牡４栗 ５７ 松岡 正海�グランド牧場 伊藤 伸一 静内 グランド牧場 ４４４＋１０ 〃 クビ ４８．７

８１２�	 ワールドサンボーイ 
７鹿 ５７ C．ルメール 大澤 毅氏 河内 洋 伊達 高橋農場 ４９６＋ ２２：１３．４１� ９．５�

（仏）

５６ � ラスニアック 牡１０鹿 ５７ 高橋 智大大原 詔宏氏 大久保洋吉 新冠 勝川牧場 ４８８－ ２２：１３．５クビ ３７８．１�
１１ ハイエンドクォーツ 牡３栗 ５５ 内田 博幸 �サンデーレーシング 本間 忍 追分 追分ファーム ４７０＋１６２：１３．７� １６．０

（大井）

４４ �� デスバラード 牡３鹿 ５５ 吉田 豊ディアレスト 田村 康仁 三石 三石ファーム ４６２＋１０２：１３．９１� ５１．１�
２２ コパノカチドキ 牡３鹿 ５５ L．デットーリ小林 祥晃氏 小島 太 門別 ヤナガワ牧場 ４８２－１０２：１４．７５ ７．９�

（英）

７１０�� アドマイヤマントル 牡３鹿 ５５ 岩田 康誠近藤 利一氏 古賀 史生 静内（有）下河辺トレー
ニングセンター ５０４＋１０２：１５．３３� ６１．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２９，５９９，８００円 複勝： ４２，７３５，９００円 枠連： ３７，２３３，７００円

普通馬連： １６５，７４４，６００円 馬単： １３２，６１８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，０５２，４００円

３連複： １８９，０６４，２００円 ３連単： 発売なし 計： ６３６，０４８，８００円

払 戻 金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １４０円 � １７０円 � ２１０円 枠 連（４－５） ７４０円

普通馬連 �� ８００円 馬 単 �� １，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ５１０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ２，０７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２９５９９８ 的中 � ７２８３９（１番人気）
複勝票数 計 ４２７３５９ 的中 � ９８０１７（１番人気）� ６８１７１（３番人気）� ４５８１１（４番人気）
枠連票数 計 ３７２３３７ 的中 （４－５） ３７３１９（２番人気）
普通馬連票数 計１６５７４４６ 的中 �� １５４２４３（２番人気）
馬単票数 計１３２６１８２ 的中 �� ６５８０４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９０５２４ 的中 �� ２７７１７（２番人気）�� １８９６８（４番人気）�� １４０２９（８番人気）
３連複票数 計１８９０６４２ 的中 ��� ６７４９７（６番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
６．９―１８．２―３１．０―４４．１―５７．１―１：１０．０―１：２３．１―１：３５．６―１：４７．６―１：５９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．６
１
３
８（７，１０）１２（５，９）（２，１３）（１，３，４，１１）６
８（１０，１２，１１）（７，９）（５，１３，３）（４，６）（２，１）

２
４

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

勝馬の
紹 介

ストラディヴァリオ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２００５．１１．２７ 京都１５着

２００３．５．２１生 牡３芦 母 ビューティソング 母母 マックスジョリー １３戦３勝 賞金 ３５，５５０，０００円
※コパノカチドキ号は，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または施行団体名を表示している。



３１０８１１１月２５日 晴 良 （１８東京５）第７日 第９競走 ��
��１，６００�ベ ゴ ニ ア 賞

発走１４時０５分 （芝・左）

２歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：３４．９
１：３３．４

良

良

５７ � メイショウレガーロ 牡２黒鹿５５ L．デットーリ松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４５０－１０１：３５．４ ３．９�
（英）

８１２ マイネシャリマー 牝２栗 ５４ 柴田 善臣 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 阿部 新生 門別 白井牧場 ４６２＋ ２１：３５．７１� ７．１�

７１１�� ディープスピリット 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 大栄牧場 ４４２± ０１：３５．８� ３．３�
４５ � ニシノプライド 牡２芦 ５５ 横山 典弘西山 茂行氏 宮本 博 鵡川 西山牧場 ４９０＋１０１：３５．９	 １５．２�
４４ � ヒシブレーブ 牡２鹿 ５５ 安藤 勝己阿部雅一郎氏 国枝 栄 新冠 カミイスタット ４６０± ０ 〃 クビ ７．２�
６９ � マイネルビジュー 牡２栗 ５５ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 浦河 丸村村下
ファーム ４４０－１０１：３６．２１� ４７．１�

３３ �� エイシンイチモンジ 牡２鹿 ５５ 武 豊平井 豊光氏 坂口 正則 様似 富田 恭司 ４５２－ ２ 〃 クビ ３．６	
６８ �
 モエレスプライト 牝２鹿 ５４ 五十嵐冬樹中村 正子氏 堂山 芳則 三石 中村 和夫 B４４４－ ６１：３６．６２	 ８８．９


（北海道） （北海道）

７１０ ベルモントルパン 牡２鹿 ５５ 穂苅 寿彦 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント
ファーム ４６２＋ ６１：３６．９１� １３６．７�

８１３�� オカールノキセキ 牡２芦 ５５ 幸 英明新井原 博氏 清水 英克 門別 合資会社カ
ネツ牧場 ５０６＋ ２１：３７．０� ２１７．５

２２ � マイネディアマンテ 牝２鹿 ５４ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 秋山 雅一 新冠 川上牧場 ４３０－ ４１：３７．１� ７２．１�

（大井）

１１ � カルパントラス 牝２鹿 ５４ 石橋 脩伊達 秀和氏 斎藤 宏 門別 サンシャイン
牧場 ４５８＋ ８１：３７．４１� １１８．７�

５６ クールスーペリア �２黒鹿５５ 後藤 浩輝川上 哲司氏 坂本 勝美 三石 久井牧場 ４７６＋ ２ 〃 ハナ １３５．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３６，７８７，６００円 複勝： ４７，７８２，９００円 枠連： ３６，６５１，４００円

普通馬連： １７９，１５２，５００円 馬単： １３０，２４３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，４９６，０００円

３連複： １３４，９０７，５００円 ３連単： ３８１，００２，５００円 計： ９８４，０２４，２００円

払 戻 金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １６０円 � １７０円 � １４０円 枠 連（５－８） １，３９０円

普通馬連 �� １，５４０円 馬 単 �� ２，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５１０円 �� ２８０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� １，５５０円 ３ 連 単 ��� １０，０９０円

票 数

単勝票数 計 ３６７８７６ 的中 � ７４６５７（３番人気）
複勝票数 計 ４７７８２９ 的中 � ７５７６１（３番人気）� ７２７１６（４番人気）� １００５８４（２番人気）
枠連票数 計 ３６６５１４ 的中 （５－８） １９５５６（１０番人気）
普通馬連票数 計１７９１５２５ 的中 �� ８６３３４（９番人気）
馬単票数 計１３０２４３８ 的中 �� ３５３６０（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７４９６０ 的中 �� １６８４５（８番人気）�� ３５４１７（２番人気）�� ２６０３１（５番人気）
３連複票数 計１３４９０７５ 的中 ��� ６４６４８（６番人気）
３連単票数 計３８１００２５ 的中 ��� ２７８８１（４４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．８―３５．５―４７．９―１：００．４―１：１２．２―１：２３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３５．０
３ １３，５（３，１２）（８，７）－１１（４，２）－１０（１，９）－６ ４ １３－（５，１２）３（８，７，２）１１（４，１０，９）（１，６）

勝馬の
紹 介

�メイショウレガーロ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Carson City デビュー ２００６．８．２７ 札幌２着

２００４．３．４生 牡２黒鹿 母 コ ッ コ レ 母母 Fiendish ３戦２勝 賞金 １８，１４３，０００円
※マイネディアマンテ号は，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または施行団体名を表示している。



３１０８２１１月２５日 晴 良 （１８東京５）第７日 第１０競走 ��
��２，０００�ウェルカムステークス

発走１４時４０分 （芝・左）

３歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．０
１：５６．４

良

良

４８ ソーユアフロスト 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二臼田 浩義氏 勢司 和浩 静内 千代田牧場 ５３０－ ４２：００．９ ６．４�

５９ ドリームパートナー �６鹿 ５７ 蛯名 正義臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４６４± ０２：０１．０� ３．６�
５１０ クラクエンチーフ 牡５鹿 ５７ 横山 典弘熊田 晋作氏 作田 誠二 登別 青藍牧場 ４２８± ０２：０１．１クビ １９．５�
２４ 	 トウカイエール 牡６青 ５７ 柴田 善臣内村 正則氏 後藤 由之 平取 びらとり牧場 ４７０＋１２ 〃 ハナ １８．０�
１１ エ ア サ バ ス 牡４黒鹿５７ 安藤 勝己 �ラッキーフィールド伊藤 雄二 千歳 社台ファーム ５２２＋ ４ 〃 クビ ３．９�
７１４
 マルタカハーモニー 牡４黒鹿５７ 幸 英明高橋 義和氏 清水 美波 千歳 エクセレンス

ファーム ４８０＋ ６ 〃 ハナ ４６．５�
６１２
� コスモテナシャス 牡５鹿 ５７ 松岡 正海 	ビッグレッドファーム 相沢 郁 早来 吉田牧場 B４７４＋ ８２：０１．２クビ １２７．２

４７ ロックスピリッツ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠 	社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４５８－ ２２：０１．３� ６．５�
２３ 
 メジロトンキニーズ 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹	メジロ牧場 高橋 裕 伊達 メジロ牧場 ５０４－ ４２：０１．６２ １３．４�
８１５
 ニシノアンサー 牡３栗 ５５ 菊沢 隆徳西山 茂行氏 奥平 真治 鵡川 西山牧場 ４８４＋ ４２：０１．８１� ９１．５
１２ 
� ウインディグニティ 牡５鹿 ５７ 北村 宏司�ウイン 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム B４８２＋ ６２：０２．０１ ７６．２�
３６ � アキノレッドスター 牡３栗 ５５ 武 豊穐吉 正孝氏 藤岡 健一 米 Skymarc

Farm Inc ５００＋ ４ 〃 クビ ６．９�
７１３� コスモインペリアル 牡６鹿 ５７ 五十嵐冬樹 	ビッグレッドファーム 清水 利章 様似 富田 恭司 B４９４＋ ４２：０２．３１� １０４．５�

（北海道）

８１６� ブラックショコラ 牡３鹿 ５５ 内田 博幸太田 廣司氏 藤江 昭徳 静内 田原橋本牧場 B４４６－ ５２：０３．０４ ２７１．２�
（大井） （大井）

３５ テンジンオーカン 牡７鹿 ５７ 村田 一誠�テンジン 松山 康久 早来 吉田牧場 ５１６± ０２：０３．２１ ２８９．０�
６１１
 メジロコルセア 牡４鹿 ５７ 吉田 豊メジロ商事� 大久保洋吉 伊達 メジロ牧場 B４８６＋１０ 〃 クビ ５４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，２９６，７００円 複勝： ６１，７４４，７００円 枠連： ６５，５７０，５００円

普通馬連： ２７０，９４０，７００円 馬単： １７６，８１２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ５３，７９２，２００円

３連複： ２１３，４９５，４００円 ３連単： ５０６，８１５，８００円 計： １，３８９，４６８，４００円

払 戻 金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２１０円 � １５０円 � ４８０円 枠 連（４－５） ４９０円

普通馬連 �� １，１３０円 馬 単 �� ２，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ２，０２０円 �� １，１３０円

３ 連 複 ��� ７，０８０円 ３ 連 単 ��� ３３，８８０円

票 数

単勝票数 計 ４０２９６７ 的中 � ４９９２０（３番人気）
複勝票数 計 ６１７４４７ 的中 � ７６３９７（４番人気）� １４９９７８（１番人気）� ２５２２８（８番人気）
枠連票数 計 ６５５７０５ 的中 （４－５） ９９４８１（１番人気）
普通馬連票数 計２７０９４０７ 的中 �� １７８４６５（３番人気）
馬単票数 計１７６８１２４ 的中 �� ４９３０７（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５３７９２２ 的中 �� ３３９７２（３番人気）�� ６１７３（２５番人気）�� １１３７６（１３番人気）
３連複票数 計２１３４９５４ 的中 ��� ２２２５８（２４番人気）
３連単票数 計５０６８１５８ 的中 ��� １１０４３（１１０番人気）

ハロンタイム １３．３―１２．２―１２．１―１２．０―１２．０―１２．０―１２．１―１２．０―１１．３―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．３―２５．５―３７．６―４９．６―１：０１．６―１：１３．６―１：２５．７―１：３７．７―１：４９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．３―３F３５．２

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

勝馬の
紹 介

ソーユアフロスト �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 Danzig デビュー ２００３．１１．３０ 東京２着

２００１．４．１６生 牡５鹿 母 バルチックチル 母母 Cold Hearted １９戦６勝 賞金 １０７，４５９，０００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。



３１０８３１１月２５日 晴 良 （１８東京５）第７日 第１１競走 ��
��２，１００�第７回ジャパンカップダート（ＧⅠ）

発走１５時２０分 （国際招待） （ダート・左）

３歳以上；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
日本馬主協会連合会会長賞・全国公営競馬馬主連合会会長賞・地方競馬全国協会会長賞・全国公営競馬主催者協議会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 １３０，０００，０００円 ５２，０００，０００円 ３３，０００，０００円 ２０，０００，０００円 １３，０００，０００円
付 加 賞 ３，３１８，０００円 ９４８，０００円 ４７４，０００円
参加記念品
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
きゅう務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

GⅠレコード

［参考記録］

２：０８．０
２：０５．９
２：０５．９
２：０８．０

良

良

良

良 （東京）

３４ アロンダイト 牡３黒鹿５５ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 石坂 正 早来 ノーザンファーム B５４６＋ ８２：０８．５ １５．２�

４７ � シーキングザダイヤ 牡５鹿 ５７ 武 豊青山 洋一氏 森 秀行 米 Jayeff ”B”
Stables ４８６＋ ４２：０８．７１� ２．３�

８１５	 フィールドルージュ 牡４鹿 ５７ 吉田 豊地田 勝三氏 西園 正都 三石 中田 英樹 ４９８＋ ８２：０８．９１� １５．４�
１１ ヴァーミリアン 牡４黒鹿５７ C．ルメール �サンデーレーシング 石坂 正 早来 ノーザンファーム ４９８＋ ８２：０９．０
 ２０．０�

（仏）

７１２ サンライズバッカス 牡４黒鹿５７ 安藤 勝己松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 ヤナガワ牧場 ４７２＋ ６２：０９．１クビ ６．９�
６１１� ド ン ク ー ル 牡４鹿 ５７ 北村 宏司山田 貢一氏 梅内 忍 門別 日西牧場 ５０４＋ ２２：０９．３１� ９９．９�
５９ オースミヘネシー 牡４栗 ５７ 田中 勝春	オースミ 武 邦彦 浦河 鵜木 唯義 ４９６－ ８２：０９．４� １３０．３

７１３	 ハードクリスタル 牡６鹿 ５７ 横山 典弘芹澤 精一氏 作田 誠二 門別 シンボリ牧場 ４８４＋ ６２：０９．５クビ １４．９�
４６ � ブルーコンコルド 牡６鹿 ５７ 幸 英明 	荻伏レーシング・クラブ 服部 利之 新冠 川上 悦夫 ５１０＋ ４ 〃 ハナ ６．３�
８１４ ピットファイター 牡７鹿 ５７ L．デットーリ臼田 浩義氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９６＋ ４２：０９．６
 ２９．８

（英）

３５ � ジンクライシス 牡５鹿 ５７ 五十嵐冬樹中村 正子氏 堂山 芳則 米 A & M
Holdings ４８６± ０２：０９．８１� ３６．０�

（北海道） （北海道）

２２ � メイショウバトラー 牝６鹿 ５５ 佐藤 哲三松本 好雄氏 高橋 成忠 静内 三木田 明仁 ５０８± ０２：１０．０１� １５．１�
２３ 	 フサイチリシャール 牡３芦 ５５ 内田 博幸関口 房朗氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４９０－ ２２：１０．２１� １０．４�

（大井）

５８ アルファフォーレス 牡６栗 ５７ 藤田 伸二 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム B５０８－ ４２：１２．４大差 １４３．０�
６１０� マイソールサウンド 牡７栗 ５７ 角田 晃一佐野 清氏 西浦 勝一 門別 長田ファーム ４７２± ０２：１４．４大差 ８３．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０２，２２５，１００円 複勝： ２８０，０９１，８００円 枠連： ２８５，２８４，９００円

普通馬連： １，６３９，６３６，０００円 馬単： ９８９，０１４，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３１４，９４２，３００円

３連複： １，５２９，８７６，３００円 ３連単： ３，３９７，６４３，２００円 計： ８，６３８，７１３，６００円

払 戻 金

単 勝 � １，５２０円 複 勝 � ４４０円 � １２０円 � ３４０円 枠 連（３－４） ８２０円

普通馬連 �� １，５５０円 馬 単 �� ３，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� ２，６２０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� ５，５９０円 ３ 連 単 ��� ３０，６３０円

票 数

単勝票数 計２０２２２５１ 的中 � １０５３９５（７番人気）
複勝票数 計２８００９１８ 的中 � １１２９７７（８番人気）� １０５７９５５（１番人気）� １５６４２６（６番人気）
枠連票数 計２８５２８４９ 的中 （３－４） ２５７８５８（４番人気）
普通馬連票数 計１６３９６３６０ 的中 �� ７８２９７２（７番人気）
馬単票数 計９８９０１４０ 的中 �� １９６６７３（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計３１４９４２３ 的中 �� １２６７８８（７番人気）�� ２７６２０（３０番人気）�� １３６９２９（５番人気）
３連複票数 計１５２９８７６３ 的中 ��� ２０２２２１（２４番人気）
３連単票数 計３３９７６４３２ 的中 ��� ８１８６３（１０６番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１８．４―３０．２―４２．４―５４．７―１：０７．４―１：１９．６―１：３２．０―１：４３．９―１：５６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．９―３F３６．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

アロンダイト �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 Riverman デビュー ２００５．１０．２３ 京都８着

２００３．５．４生 牡３黒鹿 母 キャサリーンパー 母母 Regal Exception ８戦５勝 賞金 １８０，６９９，０００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。



３１０８４１１月２５日 晴 良 （１８東京５）第７日 第１２競走 ��
��１，４００�セレブレイション賞

発走１６時００分 （芝・左）

牝，３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５５�
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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．１
１：１９．０

良

良

６１２ フロムアップランド 牝５鹿 ５５ 藤田 伸二 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 追分ファーム ４９０－ ６１：２２．０ １１．９�

３６ � セイングレンド 牝５青鹿５５ 安藤 勝己吉田 勝己氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４６６± ０ 〃 ハナ ７．５�
８１５� ユキノマーメイド 牝３栗 ５４ 武士沢友治井上 基之氏 増沢 末夫 静内 服部 牧場 ４５６＋ ６１：２２．２１� ３６．４�
６１１ テンイムホウ 牝４鹿 ５５ 柄崎 将寿中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ４６４＋ ２１：２２．３クビ ７．６�
５１０ ロランラムール 牝３栃栗５４ 北村 宏司塩川 和則氏 坂本 勝美 浦河 大西牧場 ４７２－ ２１：２２．４� ２６．９�
５９ � ファインビンテージ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 田中 清隆 早来 ノーザンファーム ４８０＋ ４１：２２．５	 ３４．８�
２３ � アクロスザヘイブン 牝３鹿 ５４ 小野 次郎 �社台レースホース中野 隆良 千歳 社台ファーム ４６６± ０ 〃 ハナ １１．３	
７１３ トーセンハピネス 牝４鹿 ５５ 内田 博幸島川 
哉氏 大久保龍志 静内 岡田スタツド ４５０－ ２ 〃 アタマ ７９．９�

（大井）

４７ タイキマドレーヌ 牝３栗 ５４ 武 豊�大樹ファーム 松元 茂樹 大樹 大樹ファーム ４３６－ ８１：２２．６クビ ２．０�
３５ グレイシアブルー 牝４青鹿５５ C．ルメール 吉田 勝己氏 瀬戸口 勉 早来 ノーザンファーム ４５２－ ６ 〃 クビ ２７．８

（仏）

４８ �
 エイワジョリー 牝４黒鹿５５ 勝浦 正樹永井公太郎氏 菊川 正達 静内 山際 智 ４６８－ ２１：２２．７� ４８．１�
２４ ミネルバサウンド 牝３鹿 ５４ 横山 典弘�ターフ・スポート松山 康久 静内 タイヘイ牧場 ４６６± ０１：２２．９１� ８６．６�
８１６
 マイネジャーダ 牝３黒鹿５４ 五十嵐冬樹 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 阿部 新生 白老 白老ファーム ４７８± ０１：２３．１１� ２７．２�
（北海道）

１１ � ルビーレジェンド 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝吉田 勝己氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４５４± ０ 〃 ハナ １１．６�
１２ クイックセイコー 牝４黒鹿５５ 柴田 善臣竹國 弘氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ４４６－ ４１：２３．２	 ４４．２�
７１４ ラドランファーマ 牝４鹿 ５５ 津村 明秀村中 徳広氏 鈴木 伸尋 新冠 川上牧場 ４７４± ０１：２７．２大差 １６５．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５７，１２０，４００円 複勝： ７７，７９７，３００円 枠連： ７６，２９２，６００円

普通馬連： ３１９，８８６，７００円 馬単： ２１３，６４５，５００円 ワイド【拡大馬連】： ７２，０６８，７００円

３連複： ２５６，７４３，９００円 ３連単： ６１４，５３５，７００円 計： １，６８８，０９０，８００円

払 戻 金

単 勝 � １，１９０円 複 勝 � ３３０円 � ２５０円 � １，０００円 枠 連（３－６） １，１５０円

普通馬連 �� ３，８３０円 馬 単 �� ８，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２２０円 �� ４，７１０円 �� ３，５５０円

３ 連 複 ��� ３９，７５０円 ３ 連 単 ��� ２２５，５３０円

票 数

単勝票数 計 ５７１２０４ 的中 � ３７８６９（６番人気）
複勝票数 計 ７７７９７３ 的中 � ６４６２４（４番人気）� ９６２５６（３番人気）� １７４６１（１２番人気）
枠連票数 計 ７６２９２６ 的中 （３－６） ４９００８（５番人気）
普通馬連票数 計３１９８８６７ 的中 �� ６１７０３（１５番人気）
馬単票数 計２１３６４５５ 的中 �� １８０５５（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７２０６８７ 的中 �� １４９９６（１０番人気）�� ３７０３（４８番人気）�� ４９３８（３９番人気）
３連複票数 計２５６７４３９ 的中 ��� ４７６７（１１２番人気）
３連単票数 計６１４５３５７ 的中 ��� ２０１１（５９０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．４―１１．９―１１．９―１１．６―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．６―３５．０―４６．９―５８．８―１：１０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．１
３ ・（９，１５）１４（１，３，４，８，１６）－（２，７，１０）（６，１２）（５，１１，１３） ４ ・（９，１５）（１，１４）１６（３，４，８）（２，７，１０）（６，１２）（５，１１，１３）

勝馬の
紹 介

フロムアップランド �
�
父 エ リ シ オ �

�
母父 Highland Park デビュー ２００４．５．２９ 東京３着

２００１．６．５生 牝５鹿 母 ハイランドトーク 母母 Speaking of Sweets ２８戦５勝 賞金 ８６，４３３，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０５分に変更。
〔その他〕 ラドランファーマ号は，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。
※マイネジャーダ号は，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または施行団体名を表示している。



（１８東京５）第７日 １１月２５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 １８９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

４３３，４９０，０００円
４，２００，０００円
２４，５４０，０００円
１，８７０，０００円
１，２８０，０００円
６，３１０，０００円
４８，１２０，０００円
２３７，０００円
２３７，０００円

６９，６８６，０００円
５，４６９，０００円
１，９０８，９００円

勝馬投票券売得金
５２１，３９３，８００円
７１０，０１４，５００円
７０４，６３５，８００円
３，２５２，１８４，７００円
２，２９５，８２２，２００円
７０４，３８９，９００円
３，１４８，０８７，７００円
４，８９９，９９７，２００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 １６，２３６，５２５，８００円

総入場人員 ５２，０７１名 （有料入場人員 ５０，１２１名）




