
２８０１３１０月７日 晴 良 （１９東京４）第２日 第１競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１０時００分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３７．９
１：３７．３

良

不良

８１５ アバレダイコ 牡２栗 ５５ 松岡 正海福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 ５２２± ０１：４０．６ １．２�

５９ シ ュ リ ク ン 牡２黒鹿５５ 田中 勝春星野 壽市氏 高松 邦男 静内 落合 一巳 ４７６＋１２１：４０．７� ２６．２�
５１０� トミケンクルーク 牡２鹿 ５５ 小林 淳一冨樫 賢二氏 土田 稔 浦河 田中スタッド B４８６－ ６１：４０．９１ ５３．５�
６１１�� ホウリイキッド 牡２鹿 ５５ 田中 剛植田 忠司氏 嶋田 潤 青森 中山 雅信 ４６２± ０１：４１．０� １６５．７�
７１４ ベルモントパッシオ 牡２青鹿５５ 郷原 洋司 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ５００± ０１：４１．５３ ８８．１�
４８ ベートーヴェン 牡２鹿 ５５ 菊沢 隆徳重松 國建氏 天間 昭一 浦河 冨岡牧場 ４７８－ ４ 〃 アタマ ９９．９�
２４ � ニーマルギャロップ 牝２鹿 ５４ 藤田 伸二板橋 秋氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ４６２－ ２１：４１．６� ６．８	
２３ ストロングコマンド 牡２鹿 ５５ 北村 宏司村木 篤氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 ４７６＋１６１：４２．１３ ４２．４

８１６ エイトシード 牝２鹿 ５４ 村田 一誠玉置 辰次氏 南田美知雄 静内 片岡 博 ４２０－ ２１：４２．３１	 ４４．４�
７１３
 アポロハマー 牡２栗 ５５ 蛯名 正義アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 米

Donald & R. Mary Zuck-
erman as Tenants by The
Entireties

B４９０± ０１：４３．５７ ６０．７�
４７ ワイルドスピリット 牡２黒鹿５５ 江田 照男芹澤 精一氏 佐藤 吉勝 様似 清水スタッド ４５８－ ４１：４３．８１� １０．６
１２ � トーアチャーリー 牡２栗 ５５ 安藤 光彰東亜駿馬� 奥平 雅士 豊浦トーア牧場 ４７０＋ ６１：４４．１１� １９８．７�
３６ � クリノメンバーワン 牡２鹿 ５５ 西田雄一郎栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 杵臼牧場 ５１２－ ２１：４４．８４ ３３１．１�
６１２� ネバーセイグッバイ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲草野 太郎昴ホースクラブ 坂本 勝美 三石 土田 扶美子 ４４６＋２２１：４６．７大差 ２４７．４�
１１ ニューカマー 牡２芦 ５５ 吉田 隼人岡田 牧雄氏 �田 研二 静内 坂本 春雄 ４８４－ ４１：４７．４４ １３９．８�
３５ ケイアイブランコ 牝２鹿 ５４

５２ △田中 博康亀田 守弘氏 秋山 雅一 浦河 富田牧場 ４９２± ０ （競走中止） １２１．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，７０９，２００円 複勝： ２６，２７８，４００円 枠連： ２４，９７６，２００円

普通馬連： ８３，３７６，４００円 馬単： １０３，２９５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，８１６，０００円

３連複： １２６，５１２，９００円 ３連単： 発売なし 計： ４１６，９６４，１００円

払 戻 金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １００円 � ２９０円 � ５１０円 枠 連（５－８） ６５０円

普通馬連 �� ７８０円 馬 単 �� ９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ８２０円 �� ３，８００円

３ 連 複 ��� ７，５２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５７０９２ 的中 � １７２６９８（１番人気）
複勝票数 計 ２６２７８４ 的中 � １３１７９８（１番人気）� １４９２４（４番人気）� ７１５１（６番人気）
枠連票数 計 ２４９７６２ 的中 （５－８） ２８６６４（３番人気）
普通馬連票数 計 ８３３７６４ 的中 �� ７８９０６（３番人気）
馬単票数 計１０３２９５０ 的中 �� ７９２５９（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６８１６０ 的中 �� １８６４３（３番人気）�� ７９２１（６番人気）�� １５８８（３０番人気）
３連複票数 計１２６５１２９ 的中 ��� １２４２７（２３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１２．３―１２．５―１２．９―１３．０―１３．１―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．８―３６．１―４８．６―１：０１．５―１：１４．５―１：２７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５２．０―３F３９．１
３ ・（２，８）（１６，１１）（４，１３）（７，１２，１４，１５）（１，９）－（３，６）１０ ４ ・（２，８，１１）（４，７，１６）（１４，１３）（１，１５）（９，１０）（３，１２）６

勝馬の
紹 介

アバレダイコ �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 キャロルハウス デビュー ２００７．７．１５ 新潟１４着

２００５．４．２８生 牡２栗 母 ジャスミンブリーズ 母母 ハートコンシャス ５戦１勝 賞金 ９，６００，０００円
〔競走中止〕 ケイアイブランコ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ネバーセイグッバイ号・ニューカマー号は，平成１９年１１月７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 ジェイケイローレル号



２８０１４１０月７日 晴 良 （１９東京４）第２日 第２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１０時３０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

４７ � サトノウインク 牝２鹿 ５４ 北村 宏司里見 治氏 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ４４６＋ ４１：２３．１ ９．９�

１１ � ヨシサプライズ 牝２鹿 ５４ 吉田 豊田辺 喜彦氏 嶋田 潤 浦河 谷口牧場 ４２６－ ２ 〃 クビ ４．９�
５１０ ベ ニ ノ ア イ 牝２鹿 ５４ 木幡 初広�紅谷 矢野 進 新冠 川上 悦夫 ４５０＋ ２１：２３．２� ７．９�
５９ � ル リ エ ー ル 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一齊藤四方司氏 小桧山 悟 静内 岡田スタツド ４３４＋１０１：２３．３	 ６４．５�
６１２
 コラデピーノ 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹松尾 正氏 石毛 善彦 米 Samuel

M. Smith ４３６＋ ８ 〃 ハナ ２．９�
２４ エ ポ カ ル 牝２鹿 ５４ 藤田 伸二細谷 典幸氏 高橋 裕 門別 木村牧場 ４３２± ０１：２３．５１	 ４０．３�
２３ �� ヤマショウゴールド 牝２鹿 ５４ 江田 照男菅原 秀仁氏 高市 圭二 新冠 中村農場 ４０８－ ６１：２３．６	 １２．４	
８１５ ヒロノグレガ 牡２芦 ５５ 丹内 祐次山内 広氏 清水 美波 浦河 鈴木 武蔵 ４６６＋ ８ 〃 クビ ６８．８

３６ �� マイネルアフェット 牡２栗 ５５ 高山 太郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小西 一男 青森 谷川 博勝 ４３０± ０１：２３．７	 １９４．２�
８１７ ハ エ ヌ キ 牝２黒鹿５４ 中舘 英二�グランド牧場 高橋 祥泰 静内 グランド牧場 ４７２± ０１：２４．０１� １４３．６
８１６ クインマキシマム 牝２栗 ５４ 吉田 隼人保谷フミ子氏 奥平 雅士 新冠 守矢牧場 ４３０± ０ 〃 ハナ ７．６�
７１３� コスモザグレート 牡２栗 ５５ 池田 鉄平 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 静内 塚尾牧場 ４４２± ０１：２４．１クビ ７８．７�
６１１� カツヨリュウマ 牡２栗 ５５ 小林 淳一丹羽 茂文氏 中野渡清一 静内 服部 牧場 ４６４＋ ２１：２４．４２ ７９．５�
１２ � タヤスアカヤネ 牡２栗 ５５ 蛯名 正義横瀬 俊三氏 星野 忍 浦河 不二牧場 ４４６＋ ６１：２４．７１� ６７．１�
３５ � バトルウィン 牡２芦 ５５

５３ △田中 博康キャピタルクラブ 和田 正道 三石 前川牧場 ５０４＋１８１：２５．４４ １６９．５�
４８ リネンライン 牡２栗 ５５ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 新冠 富本 茂喜 ４７２－ ８１：３４．０大差 ２５３．７�
７１４� カロエクスプレス 牡２芦 ５５ 松岡 正海芹澤 精一氏 阿部 新生 新冠 山岡ファーム ４６２－ ２ （競走中止） ６．７�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １８，７９８，１００円 複勝： ２５，１９３，５００円 枠連： ２５，４８８，０００円

普通馬連： ９６，０６５，１００円 馬単： ７９，６４７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，５１６，２００円

３連複： １２１，４１１，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３９１，１１９，９００円

払 戻 金

単 勝 � ９９０円 複 勝 � ３２０円 � ２４０円 � ２８０円 枠 連（１－４） ２，５００円

普通馬連 �� ２，１２０円 馬 単 �� ５，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９９０円 �� １，１７０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� ６，９７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８７９８１ 的中 � １５０５３（６番人気）
複勝票数 計 ２５１９３５ 的中 � １９８１２（７番人気）� ２９８４８（２番人気）� ２４３５７（５番人気）
枠連票数 計 ２５４８８０ 的中 （１－４） ７５２５（１４番人気）
普通馬連票数 計 ９６０６５１ 的中 �� ３３５１８（１０番人気）
馬単票数 計 ７９６４７７ 的中 �� １０６９６（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４５１６２ 的中 �� ６１０３（１２番人気）�� ５１３６（１８番人気）�� ７１３５（１０番人気）
３連複票数 計１２１４１１３ 的中 ��� １２８５７（２３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．５―１１．７―１２．３―１１．８―１１．６―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．９―３５．６―４７．９―５９．７―１：１１．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サトノウインク �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 Danzig デビュー ２００７．６．３０ 福島１０着

２００５．２．５生 牝２鹿 母 ウインクアットデエンジャー 母母 Tilt My Halo ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔騎手変更〕 マイネルアフェット号の騎手田辺裕信は，第１日第７競走での馬場入場後の落馬負傷のため高山太郎に変更。
〔競走中止〕 カロエクスプレス号は，競走中に疾病〔左第３中足骨複骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リネンライン号は，平成１９年１１月７日まで平地競走に出走できない。



２８０１５１０月７日 晴 良 （１９東京４）第２日 第３競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１１時００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

１：３７．９
１：３７．３

良

不良

３３ �� ヨシカツゾー 牡２芦 ５５ 蛯名 正義古川 智洋氏 佐藤 吉勝 静内 岡田牧場 ４９０ ―１：４１．７ ３．９�

６６ ナイスラッキー 牡２鹿 ５５ 江田 照男戸部 洋氏 谷原 義明 三石 元茂牧場 ５１０ ―１：４２．１２� １０．５�
８８ � デルマアルタイル 牡２栗 ５５ 石橋 脩浅沼 廣幸氏 石栗 龍彦 門別 ファニーヒルファーム ４８４ ―１：４２．２� １６．５�
８９ �� ア ド バ ン ス 牡２鹿 ５５ 松岡 正海西川 隆士氏 武藤 善則 門別 森永牧場 ５１２ ―１：４３．３７ １．９�
２２ ソリッドブレード 牡２鹿 ５５

５３ △田中 博康キャピタルクラブ 秋山 雅一 三石 加野牧場 ５００ ―１：４３．４� ５２．６�
１１ リノーンリーガル 牡２黒鹿５５ 中舘 英二村中 徳広氏 岩戸 孝樹 新冠 三村 卓也 ５１０ ―１：４３．５クビ ５．８�
７７ � ホワイトチャーム 牝２芦 ５４ 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 嶋田 功 門別 豊洋牧場 ４７８ ―１：４３．７１	 ３０．３	
４４ ローレルフリーゲン 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹 �ローレルレーシング 藤原 辰雄 新冠 新冠橋本牧場 ５０８ ―１：４４．０２ １４．９

５５ フジハマカゼ 牡２鹿 ５５ 木幡 初広藤田 達男氏 中野 栄治 新冠 佐藤 信広 ４６０ ―１：４４．４２� ７９．２�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２０，７６１，０００円 複勝： ２０，９８５，２００円 枠連： １９，３５６，６００円

普通馬連： ６８，１４６，１００円 馬単： ９２，９３０，８００円 ワイド【拡大馬連】： １８，２２６，４００円

３連複： ９０，７６２，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３３１，１６８，１００円

払 戻 金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １８０円 � ２７０円 � ３３０円 枠 連（３－６） １，６１０円

普通馬連 �� １，５９０円 馬 単 �� ２，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� ８５０円 �� １，１７０円

３ 連 複 ��� ６，９３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０７６１０ 的中 � ４１９７８（２番人気）
複勝票数 計 ２０９８５２ 的中 � ３７５４３（２番人気）� １９２９２（４番人気）� １５１５１（６番人気）
枠連票数 計 １９３５６６ 的中 （３－６） ８８７８（７番人気）
普通馬連票数 計 ６８１４６１ 的中 �� ３１６４９（７番人気）
馬単票数 計 ９２９３０８ 的中 �� ２３９２０（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８２２６４ 的中 �� ８９７２（６番人気）�� ５２７２（１３番人気）�� ３７１８（１６番人気）
３連複票数 計 ９０７６２０ 的中 ��� ９６７０（２３番人気）

ハロンタイム １３．２―１２．１―１３．１―１３．５―１３．１―１２．３―１１．８―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．２―２５．３―３８．４―５１．９―１：０５．０―１：１７．３―１：２９．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
ヨシカツゾー �


父 タヤスツヨシ �


母父 ティッカネン 初出走

２００５．５．１１生 牡２芦 母 エントラップメア 母母 サンエムルーラ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２８０１６１０月７日 晴 良 （１９東京４）第２日 第４競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１１時３０分 （芝・左）

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

中央レコード

１：４６．９
１：４６．７

良

良

６６ � フジヤマラムセス 牡２鹿 ５５ 安藤 勝己藤本 龍也氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５１０ ―１：５３．６ ２．７�

２２ � オークリーフキッド 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人藤田与志男氏 秋山 雅一 米 Darrell Brown
& Lendy Brown ５００ ― 〃 ハナ １．６�

４４ � マイネルレギメント 牡２黒鹿５５ 吉田 豊 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 浦河 笹地牧場 ５１０ ―１：５３．９２ ９．４�

７７ リネンホーク �２栗 ５５ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 三石 嶋田牧場 ４６８ ―１：５４．１１ １５．０�
１１ 	 サクラロミオ 牡２鹿 ５５ 松岡 正海�さくらコマース小笠 倫弘 静内 新和牧場 ５２０ ―１：５４．６３ ２２．０�
５５ 	 ス タ ル カ 牡２鹿 ５５ 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 萱野 浩二 新冠 競優牧場 ５０２ ― 〃 ハナ ６４．１�
３３ 	 ミツアキナナ 牝２芦 ５４ 池田 鉄平山本 光明氏 畠山 重則 三石 武市 秀行 ４６２ ―１：５５．１３ ８２．５	

（７頭）

売 得 金

単勝： ２４，１８６，０００円 複勝： １９，３２７，１００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ７１，６５９，３００円 馬単： １０９，５５６，７００円 ワイド【拡大馬連】： １４，６６５，９００円

３連複： ８８，３２７，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３２７，７２２，８００円

払 戻 金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� １７０円 馬 単 �� ４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １２０円 �� １８０円 �� １８０円

３ 連 複 ��� ２８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４１８６０ 的中 � ７０９８９（２番人気）
複勝票数 計 １９３２７１ 的中 � ５７１６８（２番人気）� ８０３９６（１番人気）
普通馬連票数 計 ７１６５９３ 的中 �� ３２７３８６（１番人気）
馬単票数 計１０９５５６７ 的中 �� １８９１５５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４６６５９ 的中 �� ４３５６４（１番人気）�� １６３７０（３番人気）�� １６６８２（２番人気）
３連複票数 計 ８８３２７８ 的中 ��� ２３８３６５（１番人気）

ハロンタイム １３．６―１２．４―１３．１―１３．８―１３．１―１３．１―１２．２―１１．０―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．６―２６．０―３９．１―５２．９―１：０６．０―１：１９．１―１：３１．３―１：４２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．６―３F３４．５

３ ７，２，５（３，６）４，１
２
４
７（２，５）（３，６）（１，４）
７（２，５）（３，６）４，１

勝馬の
紹 介

�フジヤマラムセス 

�
父 ファルブラヴ 


�
母父 リアルシヤダイ 初出走

２００５．４．２７生 牡２鹿 母 ビューティーメイク 母母 セイリングビユーテイ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２８０１７１０月７日 晴 良 （１９東京４）第２日 第５競走 ��１，３００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時２０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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

３５ � サ ラ ト ガ 牝３芦 ５３ 木幡 初広平井 裕氏 本郷 一彦 浦河 岡部牧場 ４９０＋ ６１：１８．６ ７．３�

８１６� ダイワウイザード 牡３黒鹿５５ 安藤 勝己大城 敬三氏 池上 昌弘 浦河 向別牧場 ４４０＋ ２１：１９．０２� ７．０�
２３ ラ イ モ ン 牡５栃栗５７ 藤田 伸二齊藤四方司氏 堀 宣行 浦河 大島牧場 B４８４－ ６１：１９．２１ １．７�
５１０ ミサトアロー 牝４鹿 ５５

５２ ▲佐藤 聖也戸部 洋氏 根本 康広 静内 伊藤 昭次 ５００＋３４１：１９．４１� ３５．０�
７１３� ロットオブカクテル 牡３黒鹿５５ 吉田 隼人 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４８４＋ ４１：１９．７２ ７．５�
１２ �� サルバドールボス 牡３栗 ５５ 石橋 脩則武 輝一氏 斎藤 宏 青森 坂下 栄蔵 ５２０＋ ９ 〃 ハナ ３３．０�
５９ テイエムビースト 牡４青鹿５７ 津村 明秀竹園 正繼氏 石栗 龍彦 早来 ノーザンファーム ４８０＋ ２１：１９．９１� １８８．２	
６１１� ダッシュタイカン 牡３黒鹿５５ 菊沢 隆徳石橋 松蔵氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４８２＋ ４ 〃 アタマ ４８．０

３６ � テンジンミナトオー 牡３鹿 ５５ 高山 太郎�テンジン 佐藤 全弘 静内 真歌田中牧場 ４８８＋ ２１：２０．２２ ７２．７�
４７ � ケンコウランハート 牝３黒鹿 ５３

５２ ☆大野 拓弥志田 晃一氏 和田 正道 静内 カントリー牧場 ４７６－１８１：２０．３� １１５．８
８１５ ウインディーアロー 牝４芦 ５５ 岩部 純二�ヒダカファーム山田 要一 浦河 ヒダカフアーム ４６８＋１６１：２０．５１� ３１１．７�
４８ ビッグユニット 牡４鹿 ５７

５５ △田中 博康杉山 美惠氏 保田 一隆 三石 明治牧場 ４５２± ０１：２１．３５ ５４．６�
６１２ エスケーワシントン 牝４鹿 ５５

５２ ▲宮崎 北斗木村 直樹氏 天間 昭一 三石 萩澤 泰博 ４８６± ０ 〃 アタマ ３８４．６�
１１ アサヒミラクル 牝３黒鹿５３ 小林 淳一久野 正弘氏 内藤 一雄 門別 サンバマウン

テンファーム ４７８－１４１：２１．７２� ２８１．８�
２４ マロンラッシュ 牝３栗 ５３ 後藤 浩輝ディアレスト 加賀 武見 平取 船越 伸也 ４４４－ ８１：２２．０１	 ８８．３�
７１４� コ ス モ ト ノ 
３鹿 ５５ 田中 剛 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 門別 厚賀古川牧場 ４８４－ ２１：２２．９５ １１．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，５９５，９００円 複勝： ３１，１３４，９００円 枠連： ３０，３９９，２００円

普通馬連： ９９，２２６，１００円 馬単： １０４，３５９，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，７３６，４００円

３連複： １５３，３７１，０００円 ３連単： 発売なし 計： ４７２，８２３，３００円

払 戻 金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � １６０円 � １６０円 � １１０円 枠 連（３－８） １，８３０円

普通馬連 �� ２，１７０円 馬 単 �� ４，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� ２８０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� １，０８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４５９５９ 的中 � ２６７９９（３番人気）
複勝票数 計 ３１１３４９ 的中 � ３９６９２（３番人気）� ４１７９３（２番人気）� １２１４３０（１番人気）
枠連票数 計 ３０３９９２ 的中 （３－８） １２２８３（６番人気）
普通馬連票数 計 ９９２２６１ 的中 �� ３３７９２（８番人気）
馬単票数 計１０４３５９８ 的中 �� １８１３６（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９７３６４ 的中 �� ９０９６（８番人気）�� ２８５８８（３番人気）�� ２９３６８（２番人気）
３連複票数 計１５３３７１０ 的中 ��� １０５２５０（２番人気）

ハロンタイム ７．１―１０．８―１１．６―１２．６―１２．６―１１．８―１２．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１７．９―２９．５―４２．１―５４．７―１：０６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サ ラ ト ガ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ミルジヨージ

２００４．４．１生 牝３芦 母 スイングバイ 母母 オギアルバンシア ８戦１勝 賞金 １１，５００，０００円
地方デビュー ２００６．７．２０ 旭川

〔騎手変更〕 アサヒミラクル号の騎手田辺裕信は，第１日第７競走での馬場入場後の落馬負傷のため小林淳一に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コスモトノ号は，平成１９年１１月７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 カシノテンカ号・シルクアプサラス号



２８０１８１０月７日 晴 良 （１９東京４）第２日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１２時５０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

１：２２．３
１：２１．９

稍重

重

５１０� ビコージェネラル 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝�レジェンド 萩原 清 米 Blue Cross
Bloodstock ４８８－ ２１：２４．６ ２．０�

４８ � ボストンキコウシ 牡４鹿 ５７ 石橋 脩ボストンホース� 沢 峰次 米 David E.
Hager, II ４８８－ ４ 〃 クビ ２６．８�

５９ � ユーワファントム 牡３黒鹿５５ 江田 照男 �東京ホースレーシング 武藤 善則 米 John B.
Ingleson ５０６＋１６１：２４．８１� ２３．２�

１１ � ミルククラウン 牝４栗 ５５ 安藤 勝己吉田 千津氏 加藤 征弘 米 Robert
Schaedle B５１８－ ４１：２５．０１ ７．０�

７１４� コスモイーゴリ 牡３栗 ５４
５２ △田中 博康 �ビッグレッドファーム 宮 徹 豪 Barnaby

& Co Ltd ４５０＋ ８１：２５．１� ５．７�
４７ マイニングゴールド 牡３栗 ５５ 小野 次郎泉 俊二氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４６６± ０１：２５．２� ６．４	
８１６� マルターズビクター 牡５鹿 ５７ 松岡 正海藤田与志男氏 手塚 貴久 米 Jim E. Nelson &

Sergio De Sousa ５４４＋ ２１：２５．３� １１．９

６１１	 プライドロック 
３鹿 ５５ 田中 剛 �社台レースホース水野 貴広 千歳 社台ファーム B４８４＋ ４１：２５．４� ６２．１�
２４ � ダノンエトランゼル 牝４鹿 ５５ 北村 宏司�ダノックス 加藤 和宏 米 Fontainebleau

Farm Inc. B４７８± ０１：２５．８２� １４２．０�
３６ � キングガイア 牡３鹿 ５４ 吉田 隼人菅原 史博氏 増沢 末夫 豪

Jungle Pocket Pty
Ltd, Arrowfield
Group Pty Ltd

B５０６± ０１：２６．０１� ９９．２
７１３� スカーリイベイビー 牝５鹿 ５５ 穂苅 寿彦櫻井 正氏 和田 正道 米 Sez Who Thor-

oughbreds ４７６－ ４１：２６．４２� ２９．５�
８１５� トーヨーコジーン 牡４芦 ５７ 吉田 豊�トーヨークラブ 古賀 史生 米

Grapestock LLC &
Westwood Thor-
oughbreds LLC

５０２－ ２１：２７．０３� ７４．６�
１２ � フェスティヴモモ 牝３鹿 ５３

５２ ☆大野 拓弥臼井義太郎氏 斎藤 宏 三石 タガミファーム ４５２－ ４１：２７．８５ １５６．５�
６１２ コ マ チ 牝３青鹿 ５３

５０ ▲宮崎 北斗江川 伸夫氏 矢野 進 新冠 川上牧場 ４４０－ ４１：２８．１２ ３４３．３�
２３ 	 カシノアテスト 牡３鹿 ５５ 西田雄一郎柏木 務氏 沢 峰次 青森 松坂 長寿 ４１６＋ ８１：２８．５２� ５５１．５�
３５ 	 ウルトラボルケーノ 牡４黒鹿５７ 藤田 伸二西浦 和男氏 土田 稔 門別 出口牧場 B５１０－ ９１：２８．９２� １１６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，２７３，３００円 複勝： ３３，６８０，４００円 枠連： ３３，４６８，４００円

普通馬連： １２１，９７３，０００円 馬単： １１３，４２９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，７７８，７００円

３連複： １６４，１５８，３００円 ３連単： 発売なし 計： ５２７，７６１，７００円

払 戻 金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １３０円 � ５２０円 � ５００円 枠 連（４－５） ４７０円

普通馬連 �� ２，４５０円 馬 単 �� ３，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９２０円 �� ９１０円 �� ３，４４０円

３ 連 複 ��� ８，９６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８２７３３ 的中 � １１７１３９（１番人気）
複勝票数 計 ３３６８０４ 的中 � １０５５０９（１番人気）� １２７３９（８番人気）� １３２７８（６番人気）
枠連票数 計 ３３４６８４ 的中 （４－５） ５２５５５（１番人気）
普通馬連票数 計１２１９７３０ 的中 �� ３６８９０（１１番人気）
馬単票数 計１１３４２９６ 的中 �� ２４０４６（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２７７８７ 的中 �� ８９４５（１１番人気）�� ９１１３（１０番人気）�� ２２５０（２９番人気）
３連複票数 計１６４１５８３ 的中 ��� １３５３６（２４番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．７―１２．３―１２．５―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．２―３４．９―４７．２―５９．７―１：１１．９

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

勝馬の
紹 介

�ビコージェネラル �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 Northern Dancer デビュー ２００５．１０．９ 東京５着

２００３．３．２８生 牡４栗 母 Northern Aspen 母母 Fall Aspen １４戦３勝 賞金 ３６，１００，０００円
〔発走状況〕 コマチ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔３走成績による出走制限〕 キングガイア号・スカーリイベイビー号・コマチ号・カシノアテスト号は，平成１９年１１月７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 スパイシーサウンド号



２８０１９１０月７日 晴 良 （１９東京４）第２日 第７競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時２０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

３５ � ファストロック 牡３栗 ５５ 安藤 勝己広尾レース� 藤沢 和雄 愛 Quay
Bloodstock ４８６－ ８１：５９．６ ２．７�

７１４� ナショナルホリデー 牝３栗 ５３ 藤田 伸二 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム ４９４－ ２１：５９．８１	 ５．７�
１１ 
 アルファオリオン 牡４鹿 ５７ 田中 勝春�貴悦 小島 茂之 平取 赤石牧場 ４６０－ ４２：００．１１� ８．７�
４８ � センギョウシュフ 牝３鹿 ５３ 宗像 徹�橋 信博氏 高橋 義博 門別 ヤナガワ牧場 ４４６＋ ８２：００．２ ３０．２�
３６ マイネルグリッツァ 牡４青鹿 ５７

５５ △田中 博康 �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 B４７８－ ６２：００．４１ ７２．１�

８１７ ブランニューデイズ 牡３芦 ５５ 勝浦 正樹 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８２± ０２：００．５ １４．５	
４７ �� ジョイザラス 牡３栗 ５５ 北村 宏司齊藤四方司氏 清水 利章 静内 出羽牧場 ４６２－ ６２：００．６ １２．３

６１１ ピサノアリュメール 牝５青 ５５ 津村 明秀市川 義美氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４５２＋ ２ 〃 アタマ ３５．５�
７１５� オースミタキオン 牡４栗 ５７ 松岡 正海�オースミ 南井 克巳 静内 キヨタケ牧場 ４９０＋ ２２：００．７ ５．６�
５１０ カ ゼ ノ マ イ 牝３鹿 ５３ 柴山 雄一河内 孝夫氏 高市 圭二 浦河 川越ファーム ４３２± ０２：００．９１	 １６５．１
８１８� グラスゾーン 牡３黒鹿５５ 高山 太郎半沢� 尾形 充弘 門別 碧雲牧場 ４２４± ０ 〃 アタマ ２０９．３�
２３ � ナスノハツカゼ 牡４青鹿５７ 蛯名 正義�須野牧場 平井 雄二 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４６０＋ ２ 〃 クビ ９．４�
１２ �
 サクラトレゾア 牝５栗 ５５ 小林 淳一�さくらコマース小桧山 悟 静内 西村 和夫 ４６８＋１０２：０１．０ ４３．７�
７１３� コスモグラディウス 牡３鹿 ５５

５４ ☆大野 拓弥内藤 好江氏 鈴木 勝美 三石 山本 昇寿 ４７０＋ ４２：０１．４２ ５０５．１�
５９ クリノムーヴオペラ 牝３栗 ５３ 菊沢 隆徳栗本 博晴氏 内藤 一雄 浦河 高松牧場 ４１２± ０２：０１．５ ２５９．１�
６１２ ウイニングヒット 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人芹澤 精一氏 佐藤 吉勝 浦河 日向牧場 ４６４－ ２２：０１．７１ ３２．６�
８１６�� イケトップガン 牡３栗 ５５ 小野 次郎池田 豊治氏 石毛 善彦 三石 村上牧場 ４４４± ０２：０１．９１	 ３４３．５�
２４ ヴ ィ ゼ 牝３栗 ５３

５０ ▲宮崎 北斗 �社台レースホース河野 通文 静内 神垣 道弘 ４４０－ ２２：０２．３２ １１２．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３０，６３７，４００円 複勝： ４２，８６３，９００円 枠連： ４３，８６９，１００円

普通馬連： １５４，３４５，２００円 馬単： １２８，７１１，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，７８３，６００円

３連複： １９５，６３７，４００円 ３連単： 発売なし 計： ６３３，８４８，３００円

払 戻 金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １４０円 � １９０円 � ２６０円 枠 連（３－７） ４２０円

普通馬連 �� １，０００円 馬 単 �� １，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ５４０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� ２，６９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ３０６３７４ 的中 � ９２２６２（１番人気）
複勝票数 計 ４２８６３９ 的中 � １１０２６２（１番人気）� ５６００９（３番人気）� ３５０９８（５番人気）
枠連票数 計 ４３８６９１ 的中 （３－７） ７８１０９（１番人気）
普通馬連票数 計１５４３４５２ 的中 �� １１４９０１（２番人気）
馬単票数 計１２８７１１７ 的中 �� ５６８４２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７７８３６ 的中 �� ２５２６２（２番人気）�� １７４１８（４番人気）�� ８９２５（１１番人気）
３連複票数 計１９５６３７４ 的中 ��� ５３７００（５番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．７―１１．５―１２．３―１２．３―１１．６―１２．１―１１．５―１１．４―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．１―２４．８―３６．３―４８．６―１：００．９―１：１２．５―１：２４．６―１：３６．１―１：４７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．１―３F３５．０

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

勝馬の
紹 介

�ファストロック �
�
父 Rock of Gibraltar �

�
母父 Nashwan デビュー ２００７．６．２３ 函館６着

２００４．５．２１生 牡３栗 母 Alisidora 母母 Christabelle ５戦２勝 賞金 １７，９７０，０００円
〔騎手変更〕 クリノムーヴオペラ号の騎手田辺裕信は，第１日第７競走での馬場入場後の落馬負傷のため菊沢隆徳に変更。



２８０２０１０月７日 晴 良 （１９東京４）第２日 第８競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０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

１１ � ブレイブバニヤン 牡４鹿 ５７
５５ △田中 博康ディアレスト 秋山 雅一 門別 いとう牧場 ４８８＋ ８１：３８．０ １０．７�

６１１ ケージーファントム 牡３栗 ５５ 後藤 浩輝川井 五郎氏 水野 貴広 三石 松本牧場 ４８０＋１２ 〃 アタマ ３．２�
８１５� アドマイヤミラクル 牡４青鹿５７ 田中 勝春近藤 利一氏 藤沢 則雄 新冠 秋田牧場 B５００＋ ６１：３８．１クビ ３．３�
３５ � ティティボス 牡３鹿 ５５ 柴山 雄一冨塚 善三氏 斎藤 誠 門別 坂戸 節子 ４８４－ ２１：３８．３１� ８．５�
２４ リージェントゲスト 牡６鹿 ５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 中島 敏文 新冠 勝川牧場 ５２０＋ ６１：３８．４� ２９．６�
５１０ バ リ オ ン 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己池谷 誠一氏 萩原 清 白老 白老ファーム ４４２－１１１：３８．７２ ４．９�
４７ キタサンダイオウ 牡３栗 ５５ 小林 淳一�大野商事 中野渡清一 静内 谷岡牧場 ４６６＋１０１：３９．１２� ３８．３	
１２ シングルカット 牝３栗 ５３

５２ ☆大野 拓弥 �イースターサンデー 鈴木 勝美 浦河 山春牧場 ４６６＋ ２１：３９．７３� ６０．４

６１２ ダイシンツウィギー 牝６鹿 ５５ 南田 雅昭戸山 光男氏 南田美知雄 新冠 松本 信行 ４６０± ０１：３９．９１� ２２６．２�
２３ マイネルボビッシュ 牡３鹿 ５５ 池田 鉄平 �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 ４４６＋ ８１：４０．４３ １１４．２
５９ � クオーターバック 牡５栗 ５７ 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 伸一 門別 槇本牧場 ５００± ０１：４０．５� １３２．７�
４８ �� ヨシエンデュランス 牝４黒鹿５５ 小野 次郎田辺 喜彦氏 石毛 善彦 門別 木村牧場 ４９０＋ ４１：４０．６クビ ２１．２�
８１６	 デュアルボーイ 牡３鹿 ５５ 松岡 正海細谷 典幸氏 鈴木 伸尋 新冠 渕瀬フアーム B４６２± ０１：４０．８１� ４３．６�
３６ ザッツオーケー 牡３鹿 ５５ 高山 太郎�槇本牧場 佐藤 全弘 門別 槇本牧場 ４９４－ ２１：４１．１２ ３７０．８�
７１４	 サトノユウジ 牡３鹿 ５５ 北村 宏司里見 治氏 的場 均 新冠 川島牧場 B５１８± ０１：４１．５２� １９．９�
７１３� ゴーグルシチー 牡５鹿 ５７ 梶 晃啓 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 門別 原口 圭二 ４７６－ ７１：４２．９９ １３７．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，９３７，０００円 複勝： ３１，７８４，０００円 枠連： ３２，４８２，５００円

普通馬連： １３８，３２１，９００円 馬単： １２１，６０９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，５９０，６００円

３連複： １８１，８５７，１００円 ３連単： 発売なし 計： ５６４，５８２，３００円

払 戻 金

単 勝 � １，０７０円 複 勝 � ３１０円 � １５０円 � １５０円 枠 連（１－６） １，６６０円

普通馬連 �� １，８７０円 馬 単 �� ４，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� ６７０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ２，２８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４９３７０ 的中 � １８５３６（５番人気）
複勝票数 計 ３１７８４０ 的中 � １９７３１（５番人気）� ６４４０３（２番人気）� ６７７９８（１番人気）
枠連票数 計 ３２４８２５ 的中 （１－６） １４５０２（７番人気）
普通馬連票数 計１３８３２１９ 的中 �� ５４７４１（７番人気）
馬単票数 計１２１６０９２ 的中 �� １８７５６（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３５９０６ 的中 �� １１８３５（７番人気）�� １１７６１（８番人気）�� ２８５８３（１番人気）
３連複票数 計１８１８５７１ 的中 ��� ５９０２５（５番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．７―１２．２―１２．５―１２．５―１２．５―１３．３

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ブレイブバニヤン �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 Cure the Blues

２００３．５．２２生 牡４鹿 母 センスオブリズム 母母 Sensibility １２戦１勝 賞金 １１，５４０，０００円
初出走 JRA

〔３走成績による出走制限〕 ザッツオーケー号は，平成１９年１１月７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） １頭 エイトサンデー号
（非抽選馬） １頭 フィールフィット号



２８０２１１０月７日 晴 良 （１９東京４）第２日 第９競走 ��
��２，１００�

か い じ

甲 斐 路 特 別
発走１４時２５分 （ダート・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 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０８．０
２：０５．９

良

良

６１２� メイショウゲンスイ 牡３鹿 ５５ 安藤 勝己松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 杵臼牧場 ５０２＋ ２２：１１．８ ４．２�

３６ エスケーカントリー 牡３黒鹿５５ 松岡 正海木村 直樹氏 武市 康男 三石 萩澤 泰博 ４９４－ ４２：１２．０１� ４．１�
４８ マルブツクロス 牡４芦 ５７ 吉田 豊大澤 毅氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 B５２４－ ６２：１２．８５ １３．３�
５９ �	 マキバスマイル 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 清水 美波 新冠 勝川牧場 ４９０＋ ４ 〃 ハナ ６．９�
４７ バンドマスター 牡５栗 ５７ 石橋 脩�グランド牧場 伊藤 伸一 静内 グランド牧場 ４５６＋ ８ 〃 ハナ １３２．４�
７１４�
 トーセンベルボーイ 牡５芦 ５７ 藤田 伸二島川 �哉氏 栗田 博憲 新冠 新冠橋本牧場 ４７８－ ８ 〃 クビ ２２．７	
２４ � リオサンバシチー 牡７鹿 ５７ 江田 照男 
友駿ホースクラブ 中野 栄治 加

Black Canyou
Thoroughbreds
Ltd.

５１０＋ ４２：１２．９� １９．６�
７１３
 コスモグルミット 牡３鹿 ５５ 吉田 隼人 �ビッグレッドファーム 中村 均 門別 ヤナガワ牧場 ５００－ ２２：１３．０クビ ７．４�
１１ �	 リュウゴールド 牡７黒鹿５７ 浜野谷憲尚福井 章哉氏 武藤 善則 森 笹川大晃牧場 ５１６＋１７２：１３．２１� ２５１．３
３５ リバイバルシチー 牡３鹿 ５５ 柴山 雄一 
友駿ホースクラブ 加賀 武見 浦河 アイオイファーム ４８２＋ ２２：１３．４１� ３８．４�
８１６ ハイエンドクォーツ 牡４栗 ５７ 村田 一誠 �サンデーレーシング 本間 忍 追分 追分ファーム ４６６－ ６２：１３．７１ １６．４�
５１０ カブキメーク 牡４鹿 ５７ 北村 宏司川上 哲司氏 蛯名 信広 浦河 アイオイファーム ４８０＋ ２２：１４．２３ ３１．９�
８１５� トップモンジュー 牡３鹿 ５３ 勝浦 正樹横瀬 兼二氏 森 秀行 新 Windsor Park

Stud Ltd ４２０－１８２：１４．３クビ ４６．１�
６１１� アルカライズ 牡４青鹿５７ 後藤 浩輝 �社台レースホース奥平 雅士 白老 白老ファーム ４９０± ０２：１４．４ ６．５�
１２ ソ レ ッ ク ス �４栗 ５７ 田中 勝春青山 洋一氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６４－ ８ 〃 クビ １１８．４�
２３ ナリタブラック 牡５芦 ５７ 丹内 祐次
オースミ 崎山 博樹 浦河 吉田 又治 ４９２＋ ２２：１４．５クビ ６７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，１７７，６００円 複勝： ６３，３８９，６００円 枠連： ５７，４９５，４００円

普通馬連： ２３９，０５４，６００円 馬単： １５３，６６６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ５７，５８７，４００円

３連複： ２３７，１５１，８００円 ３連単： ５５５，３７０，６００円 計： １，４０３，８９３，１００円

払 戻 金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １５０円 � １６０円 � ３３０円 枠 連（３－６） ５６０円

普通馬連 �� ９８０円 馬 単 �� ２，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� １，０４０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� ４，３００円 ３ 連 単 ��� ２１，１４０円

票 数

単勝票数 計 ４０１７７６ 的中 � ７５５１９（２番人気）
複勝票数 計 ６３３８９６ 的中 � １２７７３６（１番人気）� １２０８２５（２番人気）� ３７５８６（６番人気）
枠連票数 計 ５７４９５４ 的中 （３－６） ７６２８１（１番人気）
普通馬連票数 計２３９０５４６ 的中 �� １８００２６（１番人気）
馬単票数 計１５３６６６１ 的中 �� ５４８６０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５７５８７４ 的中 �� ３９７２１（１番人気）�� １２９２４（１２番人気）�� １５６５７（８番人気）
３連複票数 計２３７１５１８ 的中 ��� ４０７１９（１０番人気）
３連単票数 計５５５３７０６ 的中 ��� １９３９２（３８番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．８―１２．９―１３．２―１２．７―１２．８―１２．７―１２．２―１１．９―１２．１―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
６．９―１８．７―３１．６―４４．８―５７．５―１：１０．３―１：２３．０―１：３５．２―１：４７．１―１：５９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．８―３F３６．６
１
３

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

勝馬の
紹 介

�メイショウゲンスイ �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 Silver Hawk デビュー ２００７．４．８ 福島７着

２００４．３．２９生 牡３鹿 母 メイジノジョケツ 母母 フォーシングビッド ７戦３勝 賞金 ３３，３００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 キャンディッド号・シルクデュエリスト号



２８０２２１０月７日 晴 良 （１９東京４）第２日 第１０競走 ��
��１，４００�

た か の す や ま

鷹 巣 山 特 別
発走１５時００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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

６１０� ダンスフォーウィン 牡４青鹿５７ 安藤 勝己杉山 美惠氏 古賀 史生 三石 明治牧場 ４８４－ ６１：２０．６ ８．０�

５８ � ワールドハンター 牡３栗 ５５ 後藤 浩輝青木 基秀氏 坂口 正則 米 Takao Zako ５００－ ２ 〃 ハナ ６．０�
１１ � ゲイルスパーキー 牡３鹿 ５５ 田中 勝春�RRA 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ４９０＋ ４ 〃 ハナ ８．５�
４７ � メジロソリアノ 牡４鹿 ５７ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 B５００＋ ２１：２０．９１	 ２５．５�
３４ � トーヨーエーピー 牡４芦 ５７ 小林 淳一�トーヨークラブ 成島 英春 米

David Houchin, Mrs. J.
G. Jones Sr. & Eleanor
Drake Rose Trust

４８６－ ２１：２１．１１
 ２９．９�
７１２� シベリアンクラシカ 牝３鹿 ５３ 松岡 正海藤田与志男氏 手塚 貴久 米 Katherine

Elam ５０６＋ ４ 〃 クビ ２２．５	
８１４� ミラクルハニー 牝３黒鹿５３ 北村 宏司吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４２６＋ ２１：２１．２クビ １８．２

３５ レッドビームシチー 牡５鹿 ５７ 中舘 英二 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 豊浦 飯原牧場 ４９２± ０ 〃 クビ ２１．５�
６１１� リザーブカード 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４９０＋１６１：２１．３
 １．８�
５９ クラウニングワーク 牡５栗 ５７ 小野 次郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 静内 藤原牧場 ４４２－ ８１：２１．５１� ２６８．１
２２ � ピサノデュエル ８栃栗５７ 藤田 伸二市川 義美氏 堀 宣行 浦河 三嶋牧場 ４２６＋ ４１：２１．６クビ ３７．３�
２３ �� ダイイチミラクル ７芦 ５７ 柴山 雄一�ミルファーム 菊川 正達 三石 ダイイチ牧場 B４９０－１４１：２１．７	 ４５．８�
４６ � バードントロフィー 牡６栗 ５７ 安藤 光彰 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 新冠 競優牧場 ５００＋ ６１：２１．９１
 ２５５．３�
７１３ アサクサブラボー ４鹿 ５７ 菊沢 隆徳田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８０－１４１：２２．２１	 ７４．４�
８１５ アンテリオール 牡６鹿 ５７ 吉田 隼人柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４８０＋ ８１：２２．３	 ４００．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５０，７２５，６００円 複勝： ７５，７４１，８００円 枠連： ６４，５２３，７００円

普通馬連： ２９３，５５６，９００円 馬単： ２１５，３４１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ７０，０８５，６００円

３連複： ２７０，１４６，０００円 ３連単： ７００，３２６，８００円 計： １，７４０，４４７，９００円

払 戻 金

単 勝 � ８００円 複 勝 � ２２０円 � ２２０円 � ２８０円 枠 連（５－６） ４５０円

普通馬連 �� ２，２９０円 馬 単 �� ４，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７１０円 �� ８９０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ４，３１０円 ３ 連 単 ��� ２７，９８０円

票 数

単勝票数 計 ５０７２５６ 的中 � ５０５７９（３番人気）
複勝票数 計 ７５７４１８ 的中 � ９８４０１（２番人気）� ９５０６５（３番人気）� ６７７１１（４番人気）
枠連票数 計 ６４５２３７ 的中 （５－６） １０７２７７（１番人気）
普通馬連票数 計２９３５５６９ 的中 �� ９４８６８（７番人気）
馬単票数 計２１５３４１５ 的中 �� ３２１２３（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７００８５６ 的中 �� ２４７３９（６番人気）�� １９１０７（９番人気）�� ２４６６６（７番人気）
３連複票数 計２７０１４６０ 的中 ��� ４６２９５（１５番人気）
３連単票数 計７００３２６８ 的中 ��� １８４７７（７６番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１１．５―１１．６―１１．２―１１．１―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．５―３５．０―４６．６―５７．８―１：０８．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．６―３F３４．０
３ ７，８，６（５，１２）（１，１０）４（３，１３）２（９，１１）（１４，１５） ４ ７，８（５，６）１２，１０（１，４）（３，２，１３）１１（１４，９）１５

勝馬の
紹 介

�ダンスフォーウィン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Housebuster デビュー ２００５．１０．２９ 東京２着

２００３．４．２７生 牡４青鹿 母 エムジーピッコロ 母母 Orseno １５戦４勝 賞金 ６９，６４７，０００円
〔発走状況〕 リザーブカード号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 リザーブカード号は，発走調教再審査。



２８０２３１０月７日 晴 良 （１９東京４）第２日 第１１競走 ��
��１，８００�第５８回毎 日 王 冠（ＧⅡ）

発走１５時３５分 （芝・左）
３歳以上，除３歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬
２�減，１８．１０．７以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増，１８．１０．６以前のGⅠ競走（牝馬限定
競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

毎日新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 ６５，０００，０００円 ２６，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ６，５００，０００円
付 加 賞 １，０３６，０００円 ２９６，０００円 １４８，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４５．４
１：４４．１

良

良

５７ � チ ョ ウ サ ン 牡５鹿 ５７ 松岡 正海長山 尚義氏 清水 利章 平取 坂東牧場 ４９６－ ６１：４４．２レコード ４４．４�

５８ �� アグネスアーク 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４３０－ ８１：４４．４１ １４．７�
１１ ダイワメジャー 牡６栗 ５９ 安藤 勝己大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５２８＋１２１：４４．５	 １．８�
７１１ エリモハリアー 
７鹿 ５７ 吉田 豊山本 敏晴氏 田所 秀孝 えりも えりも農場 ４５６± ０ 〃 クビ ５０．８�
３３ ブライトトゥモロー 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 白老ファーム ５００＋ ４１：４４．６クビ ５．１�
７１２� コンゴウリキシオー 牡５鹿 ５８ 藤田 伸二金岡 久夫氏 山内 研二 愛

Pacello S. A. and
A. Swersky and
Associates

５０２＋ ６１：４４．８１ ６．０�
３４ トウショウヴォイス 牡５黒鹿５７ 小林 淳一トウショウ産業	 小桧山 悟 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４７６± ０１：４４．９	 ６０．６

４６ エイシンデピュティ 牡５栗 ５７ 田中 勝春平井 豊光氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ５０２＋ ８ 〃 クビ １１．３�
６１０� カンファーベスト 牡８黒鹿５７ 江田 照男奥村 清晴氏 佐藤 吉勝 静内 片岡牧場 B４７４＋ ２ 〃 アタマ ４３．４�
８１４� ヴ リ ル 牡６黒鹿５７ 田中 博康 �ビッグレッドファーム 国枝 栄 豪

Gainsborough Stud
（Australia）Pty Ltd, Ar-
rowfield Group Pty Ltd

４９８－ ６ 〃 アタマ １４０．７
２２ ピサノパテック 牡５栗 ５７ 北村 宏司市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 B５０４＋１０１：４５．３２	 ５１．７�
４５ �� ストーミーカフェ 牡５鹿 ５７ 中舘 英二西川 恭子氏 小島 太 早来 ノーザンファーム ４９２± ０１：４６．２５ ６４．９�
６９ �� トップガンジョー 牡５栗 ５７ 蛯名 正義河内 孝夫氏 和田 正道 新冠 ハシモトフアーム ５０６＋ ４１：４６．４１� ３１．０�
８１３ ビッグプラネット 牡５青 ５７ 石橋 脩田中 八郎氏 南井 克巳 門別 下河辺牧場 ４５０± ０１：４７．９９ ２４４．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９２，１５３，２００円 複勝： ２０９，９１７，４００円 枠連： １８１，３７４，７００円

普通馬連： １，０７７，５３５，０００円 馬単： ８３１，４６２，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２３９，９５１，４００円

３連複： １，０６３，８８３，７００円 ３連単： ３，０９６，５４３，３００円 計： ６，８９２，８２０，７００円

払 戻 金

単 勝 � ４，４４０円 複 勝 � ７００円 � ３２０円 � １３０円 枠 連（５－５） １３，０９０円

普通馬連 �� １４，６８０円 馬 単 �� ４０，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，５５０円 �� １，３８０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� １１，１５０円 ３ 連 単 ��� １５８，１６０円

票 数

単勝票数 計１９２１５３２ 的中 � ３４１１０（８番人気）
複勝票数 計２０９９１７４ 的中 � ５４３２５（８番人気）� １３７１２２（５番人気）� ６７９３２９（１番人気）
枠連票数 計１８１３７４７ 的中 （５－５） １０２２８（２７番人気）
普通馬連票数 計１０７７５３５０ 的中 �� ５４１９８（３５番人気）
馬単票数 計８３１４６２０ 的中 �� １５３００（７８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２３９９５１４ 的中 �� １５８５１（３４番人気）�� ４２２９５（１４番人気）�� １０４５８９（６番人気）
３連複票数 計１０６３８８３７ 的中 ��� ７０４３５（３１番人気）
３連単票数 計３０９６５４３３ 的中 ��� １４４４９（３６１番人気）

ハロンタイム １２．９―１０．６―１０．９―１１．５―１１．６―１１．９―１１．４―１１．６―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２３．５―３４．４―４５．９―５７．５―１：０９．４―１：２０．８―１：３２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．７―３F３４．８

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

勝馬の
紹 介

�チ ョ ウ サ ン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 サツカーボーイ デビュー ２００４．１２．１２ 中山６着

２００２．２．１８生 牡５鹿 母 ステイヤング 母母 マイプロフィール １８戦６勝 賞金 １６５，０９１，０００円



２８０２４１０月７日 晴 良 （１９東京４）第２日 第１２競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時１０分 （芝・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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

５１０� ラズベリータイム 牝４青鹿５５ 蛯名 正義広尾レース� 勢司 和浩 平取 坂東牧場 ４６４＋ ４１：３３．５ ３．６�

７１４ ジョウノエリザベス 牝４栗 ５５ 安藤 勝己小川 義勝氏 藤沢 和雄 門別 三城牧場 ４８０－ ４１：３３．６� ２．２�
７１３ メアリーステラ 牝４黒鹿５５ 石橋 脩�ヤナガワ牧場 栗田 博憲 門別 ヤナガワ牧場 ４９４＋ ４１：３３．９１� ３０．３�
２３ � スマートストーム 牝３栗 ５３ 中舘 英二大川 徹氏 宮 徹 静内 岡田スタツド ４６０－ ４ 〃 クビ ８．７�
６１１ マイネシャリマー 牝３栗 ５３ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 阿部 新生 門別 白井牧場 ４７０－ ８１：３４．０クビ １３．９�
８１８ リネンフィールド 牝３栗 ５３ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 三石 平野牧場 ４７２＋ ４ 〃 クビ ２３．０	
８１６ ショウナンアルス 牝４青 ５５ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４４８± ０ 〃 アタマ ２０．８

３５ � キョウエイタキオン 牝３栗 ５３

５０ ▲的場 勇人田中 晴夫氏 的場 均 浦河 宮内牧場 ４７８－１４ 〃 ハナ １２．６�
１２ アソビゴコロアワー 牝３栗 ５３ 後藤 浩輝 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 静内 大滝 康晴 ４６４＋１９１：３４．２１� ９８．７�
８１７�	 ユメノツヅキヲ 牝３黒鹿５３ 木幡 初広山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 日田牧場 ４４６＋１６１：３４．４� １０９．８
３６ � タイキクラリティ 牝４鹿 ５５ 田中 勝春�大樹ファーム 田中 清隆 大樹 大樹ファーム B４８８－１２ 〃 クビ ５７．４�
１１ 	 マイネトップレディ 牝４鹿 ５５ 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 ４８２± ０ 〃 ハナ １４１．９�
６１２ コアレスキャスト 牝４芦 ５５ 柴山 雄一小林 昌志氏 成島 英春 平取 コアレススタッド ４５８± ０ 〃 ハナ ３６．４�
５９ � メタルビーズ 牝４黒鹿５５ 江田 照男�下河辺牧場 武藤 善則 門別 下河辺牧場 ４２０＋１８１：３４．５� ７２．０�
４８ セイリングシップ 牝４栗 ５５ 勝浦 正樹 �キャロットファーム 松永 康利 早来 ノーザンファーム ４６２－ ４１：３４．６� ４１．４�
４７ ウエスタンファイン 牝３黒鹿５３ 横山 義行西川 賢氏 郷原 洋行 静内 北西牧場 ４５８＋ ８１：３４．８１� ２０４．４�
７１５
 ラ ム グ レ ス 牝４鹿 ５５

５３ △田中 博康水上 行雄氏 清水 利章 浦河 笠松牧場 ４６６± ０１：３４．９� ８３．４�
２４ � トップガンマリー 牝４栗 ５５ 小林 淳一穴澤 正氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４４４＋ ６ 〃 ハナ １８９．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ５５，７７０，６００円 複勝： ７５，２１３，４００円 枠連： ７２，５９７，６００円

普通馬連： ３０１，５８８，４００円 馬単： ２０３，３６１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ７２，０７８，１００円

３連複： ２７９，５１７，５００円 ３連単： ６９８，４５６，２００円 計： １，７５８，５８３，３００円

払 戻 金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � ４８０円 枠 連（５－７） ４２０円

普通馬連 �� ４５０円 馬 単 �� １，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� １，４１０円 �� １，０４０円

３ 連 複 ��� ３，０９０円 ３ 連 単 ��� １３，１４０円

票 数

単勝票数 計 ５５７７０６ 的中 � １２３８５６（２番人気）
複勝票数 計 ７５２１３４ 的中 � １５８２４８（２番人気）� ２５０４８８（１番人気）� ２２９６８（９番人気）
枠連票数 計 ７２５９７６ 的中 （５－７） １２８８５０（１番人気）
普通馬連票数 計３０１５８８４ 的中 �� ４９９１７３（１番人気）
馬単票数 計２０３３６１５ 的中 �� １３６５８３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７２０７８１ 的中 �� １０７２７０（１番人気）�� １０８４５（１７番人気）�� １５０６２（１１番人気）
３連複票数 計２７９５１７５ 的中 ��� ６６８７１（７番人気）
３連単票数 計６９８４５６２ 的中 ��� ３９２３１（２４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１１．８―１１．６―１１．８―１１．２―１１．７―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．７―３５．５―４７．１―５８．９―１：１０．１―１：２１．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ラズベリータイム �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Caerleon デビュー ２００６．３．１９ 中山４着

２００３．４．４生 牝４青鹿 母 レディストロベリー 母母 Juniper Berry １０戦２勝 賞金 ２２，８３０，０００円
〔制裁〕 メタルビーズ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〕 マイネトップレディ号・ラムグレス号は，平成１９年１１月７日まで平地競走に出走できない。



（１９東京４）第２日 １０月７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 １７８頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２９６，０６０，０００円
２７，２９０，０００円
１，６３０，０００円
２，４９０，０００円
３２，６００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６５，３９０，０００円
４，８６６，０００円
１，７９７，８００円

勝馬投票券売得金
５３６，７２４，９００円
６５５，５０９，６００円
５８６，０３１，４００円
２，７４４，８４８，０００円
２，２５７，３７１，６００円
６５７，８１６，３００円
２，９７２，７３６，８００円
５，０５０，６９６，９００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 １５，４６１，７３５，５００円

総入場人員 ６２，２８７名 （有料入場人員 ６０，９３５名）




