
３１０３７１１月１１日 曇 不良 （１９東京５）第４日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走９時５５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

６９ � ドリームスカイラブ 牡２黒鹿５５ 小林 淳一セゾンレースホース� 高橋 祥泰 平取 北島牧場 ４８０－ ６１：２６．２ １９．４�

７１１�� ディープリンク 牡２栗 ５５ 吉田 隼人中村 昭博氏 堀井 雅広 門別 本間牧場 ４６６＋ ２ 〃 クビ ６．４�
４５ マイヴィーナス 牝２栗 ５４ 藤岡 佑介�RRA 高木 登 浦河（有）ビクトリーホース

ランチ 荻野 豊 ４５０＋１０１：２６．３クビ ８４．８�
６１０ ラビットヒビキ 牡２鹿 ５５ 武士沢友治喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ５０６± ０１：２６．６２ ６５．３�
８１４� リネンエース 牡２鹿 ５５ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 三石 嶋田牧場 ４５０＋１０１：２６．７クビ ３１．９�
３３ � アゲハチョウ 牝２黒鹿５４ 蛯名 正義ディアレスト 加賀 武見 門別 永村 侑 ４６０± ０１：２６．９１ １．９�
２２ セイントプラチナ 牝２芦 ５４ 松岡 正海内海 正章氏 相沢 郁 様似 清水スタッド ４４８－ ２ 〃 ハナ ２３．９	
７１２� トミケンクルーク 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝冨樫 賢二氏 土田 稔 浦河 田中スタッド B４９４＋ ６ 〃 クビ ４．０

８１３� レ オ バ ベ ル 牡２栗 ５５ 丹内 祐次�レオ 田子 冬樹 浦河 江谷 重雄 ４９６－ ２１：２７．６４ １５．４�
５８ ダイワマーベリック 牡２青鹿５５ 北村 宏司大城 敬三氏 嶋田 功 三石 三石橋本牧場 ４６０－ ６ 〃 ハナ ４２．６�
５７ � スリーミラクルズ 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹平岡 茂樹氏 田 研二 鵡川 平岡牧場 ４２６－ ６１：２７．８１� ２９．１�
３４ � サンデーチャリティ 牡２青鹿５５ 田面木博公水谷八重子氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４３４＋ ６１：２８．６５ ２５１．０�
４６ コ パ ー ナ 牝２栗 ５４ 田中 勝春小林 祥晃氏 小島 太 門別 ヤナガワ牧場 ４８８－ ２１：２８．８１� ４５．０�
１１ ツーハッスル 牝２栗 ５４ 石神 深一�グランド牧場 田 研二 三石 城地 清満 ４２４－ ４１：２８．９� １８４．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，６９８，８００円 複勝： １８，５２６，２００円 枠連： ２０，８８３，９００円

普通馬連： ６６，６９３，４００円 馬単： ６５，５４３，１００円 ワイド【拡大馬連】： １７，４９６，５００円

３連複： ８９，４４５，３００円 ３連単： 発売なし 計： ２９４，２８７，２００円

払 戻 金

単 勝 � １，９４０円 複 勝 � ４７０円 � ２８０円 � １，７７０円 枠 連（６－７） ２，１５０円

普通馬連 �� ６，１９０円 馬 単 �� １３，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６３０円 �� ９，９５０円 �� ４，７６０円

３ 連 複 ��� １１０，９５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５６９８８ 的中 � ６３９８（５番人気）
複勝票数 計 １８５２６２ 的中 � １０４０２（４番人気）� ２０５９５（３番人気）� ２３９２（１２番人気）
枠連票数 計 ２０８８３９ 的中 （６－７） ７１７３（８番人気）
普通馬連票数 計 ６６６９３４ 的中 �� ７９６３（１９番人気）
馬単票数 計 ６５５４３１ 的中 �� ３５５９（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７４９６５ 的中 �� ２７１３（１９番人気）�� ４２６（６１番人気）�� ８９８（３９番人気）
３連複票数 計 ８９４４５３ 的中 ��� ５９５（１５０番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ドリームスカイラブ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 Lear Fan デビュー ２００７．６．２３ 福島７着

２００５．３．３生 牡２黒鹿 母 ファンザブリーズ 母母 Screen Scene ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 スリーミラクルズ号は，発走地点で馬装整備。発走時刻６分遅延。

トミケンクルーク号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 スリーミラクルズ号の調教師稗田研二は，馬装について注意義務を怠り過怠金１０，０００円。

ドリームスカイラブ号の騎手小林淳一は，発走直後に内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
マイヴィーナス号の騎手藤岡佑介は，３コーナーで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。

〔調教再審査〕 トミケンクルーク号は，発走調教再審査。



３１０３８１１月１１日 曇 稍重 （１９東京５）第４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

１１ レッツゴーヒチョリ 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人飯田 正剛氏 高橋 祥泰 静内 千代田牧場 ５２０＋１０１：２３．７ ３．９�

７７ � ジョウショーアロー 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介熊田 義孝氏 嶋田 潤 静内 野坂牧場 ４８０＋１２ 〃 クビ ５．２�
８８ � ウォーボネット 牡２鹿 ５５ 村田 一誠山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 早来 ノーザンファーム ４６４＋ ４ 〃 ハナ ６．６�
４４ ドリームラプチャー 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹セゾンレースホース� 高橋 裕 青森 伊藤牧場 ４６０＋ ２１：２３．８� １４．１�
８９ � エムオーヒーロー 牡２鹿 ５５ 北村 宏司大浅 貢氏 清水 英克 大樹 大樹ファーム ４３４＋ ２１：２４．１１	 ２．５�
３３ � エクセレントレイ 牝２鹿 ５４ 石神 深一�藤沢牧場 	田 研二 静内 藤沢牧場 ４１２＋ ８１：２４．５２� ６４．６

６６ 
 シンボリバスティア 牡２黒鹿５５ 蛯名 正義和田 容子氏 畠山 吉宏 仏 Mr Taka-

hiro Wada ４６８± ０１：２４．７１� ９．３�
５５ 
 ピュアロング 牡２栗 ５５ 田中 勝春長井 純一氏 加藤 征弘 愛 Mrs H. D.

McCalmont ４８４＋ ４１：２４．９１� １７．３�
２２ � シタマチノビーナス 牝２鹿 ５４ 丹内 祐次小堺 正明氏 秋山 雅一 浦河 岡部牧場 ４８０± ０１：２６．２８ ９８．６

（９頭）

売 得 金

単勝： １６，０５０，５００円 複勝： １７，９１７，０００円 枠連： １６，７０５，３００円

普通馬連： ６６，４２８，９００円 馬単： ７１，２２８，１００円 ワイド【拡大馬連】： １５，２４３，０００円

３連複： ８１，３１０，９００円 ３連単： 発売なし 計： ２８４，８８３，７００円

払 戻 金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １６０円 � ２１０円 � ２１０円 枠 連（１－７） １，２２０円

普通馬連 �� １，２１０円 馬 単 �� ２，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� ３７０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� １，９５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６０５０５ 的中 � ３２６０４（２番人気）
複勝票数 計 １７９１７０ 的中 � ３３１８４（２番人気）� ２１４８５（４番人気）� ２１９８１（３番人気）
枠連票数 計 １６７０５３ 的中 （１－７） １０１７９（５番人気）
普通馬連票数 計 ６６４２８９ 的中 �� ４０６７８（６番人気）
馬単票数 計 ７１２２８１ 的中 �� ２５６５４（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５２４３０ 的中 �� ８４３９（６番人気）�� １０６４０（３番人気）�� ６５８８（９番人気）
３連複票数 計 ８１３１０９ 的中 ��� ３０７９０（７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．６―１１．９―１２．１―１１．４―１１．７―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２４．０―３５．９―４８．０―５９．４―１：１１．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッツゴーヒチョリ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２００７．７．２２ 新潟１７着

２００５．３．１１生 牡２鹿 母 テンタシオン 母母 ビューチフルドラマ ６戦１勝 賞金 ８，２５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時３０分に変更。



３１０３９１１月１１日 小雨 稍重 （１９東京５）第４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
１：３３．１

良

良

８１２ マイネルポンピオン 牡２芦 ５５ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム B４５４± ０１：３７．２ １．４�

８１１�� コスモザガリア 牝２鹿 ５４ 小野 次郎 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 門別 庫宝牧場 ４９４＋１２１：３７．３� ２３．０�
６８ � ダッシュアキチャン 牝２黒鹿５４ 小林 淳一遠藤 喜松氏 内藤 一雄 三石 沖田 忠幸 ４３６－ ４１：３７．５１� ２４．０�
７９ �� モンテキング 牡２鹿 ５５ 北村 宏司毛利 喜昭氏 国枝 栄 大樹 大樹ファーム ５０６＋ ４１：３８．１３� ５．５�
２２ エイデンダンス 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介永田 清男氏 高木 登 平取 協栄組合 ４６０± ０１：３８．３１� ２１０．１�
１１ � セントオマール 牡２栗 ５５ 松岡 正海後藤 繁樹氏 小林 常泰 新冠 石田牧場 ４４２－ ４ 〃 クビ １１０．０	
４４ � 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± ０１：３８．５１� ５２．０

５５ � レオシグナル 牡２鹿 ５５ 村田 一誠�レオ 杉浦 宏昭 三石 谷山 和喜 ４５４＋ ２１：３８．９２� ４７．７�
５６ � ツクバプリティ 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝荻原 昭二氏 高橋 祥泰 門別 ヤナガワ牧場 ４２２＋ ２１：３９．３２� １２．３�
３３ ミュージカルボーイ 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹長谷川兼美氏 沢 峰次 新冠 川上 悦夫 ４７６＋ ６１：３９．６１� ９．５
６７ カゼノビンテージ 牡２鹿 ５５ 田中 剛深井 孟氏 中野 栄治 三石 水上 習孝 ４６６＋ ８１：３９．８１ １０６．９�
７１０� タケショウクィーン 牝２鹿 ５４ 田中 勝春�ナイト商事 坂本 勝美 浦河 富菜牧場 ４４０－ ８１：４１．３９ ９９．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １８，１２５，８００円 複勝： ２０，１７２，５００円 枠連： １９，７１４，０００円

普通馬連： ７６，５８４，９００円 馬単： ９６，１９６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，０５４，４００円

３連複： １１０，８３４，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３６２，６８２，５００円

払 戻 金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ２９０円 � ３００円 枠 連（８－８） ９７０円

普通馬連 �� １，０２０円 馬 単 �� １，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ３８０円 �� ２，１８０円

３ 連 複 ��� ３，７６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８１２５８ 的中 � １０５７１４（１番人気）
複勝票数 計 ２０１７２５ 的中 � ８６２０５（１番人気）� １２２８１（５番人気）� １１７３５（６番人気）
枠連票数 計 １９７１４０ 的中 （８－８） １５０１０（５番人気）
普通馬連票数 計 ７６５８４９ 的中 �� ５５５５２（５番人気）
馬単票数 計 ９６１９６２ 的中 �� ５９９６４（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１０５４４ 的中 �� １２３９７（５番人気）�� １４９３１（４番人気）�� ２１２４（２２番人気）
３連複票数 計１１０８３４７ 的中 ��� ２１８０３（１４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１１．６―１２．２―１２．５―１１．８―１２．４―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．８―３５．４―４７．６―１：００．１―１：１１．９―１：２４．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルポンピオン �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 タマモクロス デビュー ２００７．７．１５ 新潟１１着

２００５．３．２８生 牡２芦 母 マイネシンデレラ 母母 ケリーバッグ ７戦１勝 賞金 １１，６００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １０時５５分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タケショウクィーン号は，平成１９年１２月１１日まで平地競走に出走できない。



３１０４０１１月１１日 小雨
（ 芝 ）稍重
（ダート）不良（１９東京５）第４日 第４競走 ��３，０００�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時２０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

４５ ストロングザイオン 牡４鹿 ６０ 五十嵐雄祐村木 篤氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 ４８８＋２４３：２４．６ ９２．３�

６９ � トウショウズシオウ 牡３黒鹿５８ 林 満明トウショウ産業� 坪 憲章 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４９４＋ ６３：２５．６６ ４．５�

７１２� グローリージョン 牡６黒鹿６０ 水出 大介醍醐ホース� 星野 忍 三石 レースホース ４７０＋ ２３：２６．１３ １０．３�
１１ � ユウタービスケット 牡３芦 ５８ 蓑島 靖典上山 利広氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 ４７４＋ ２３：２６．８４ １２１．６�
５７ スプリングレアル 牡５芦 ６０ 田中 剛加藤 春夫氏 相沢 郁 浦河 川越牧場 ５０２＋１２ 〃 クビ ９．１�
２２ � ドライマティーニ 牡３栗 ５８ 江田 勇亮 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 須貝 彦三 静内 カントリー牧場 ４６０－ ４３：２７．４３� ５６．９�
５８ � ユーセイシアトル 牡４鹿 ６０ 金子 光希小川 敏夫氏 二ノ宮敬宇 静内 石川 栄一 ４４８± ０３：２８．１４ ４８．２	
７１１�� チアズパンサー 牝３鹿 ５６ 横山 義行北村キヨ子氏 古賀 史生 門別 長田ファーム ４４６± ０ 〃 クビ ８．４

８１４� ベルベットジャガー 牡３鹿 ５８ 今村 康成会田 満雄氏 北出 成人 静内 野坂牧場 ４５６－ ６３：２８．４２ １７．７�
３４ マイネルカルディア 牡４鹿 ６０ 宗像 徹 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 坂本 勝美 静内 マギーファーム ４９０± ０３：２９．９９ ３２．０�
８１３�� ゾーンモーメント 牡５青 ６０ 沢 昭典榮 義則氏 森 秀行 豪 Arrowleave

Joint Venture ４３６－ ４３：３５．３大差 ２１６．１
４６ 	 ミヤギハーバー 牡３鹿 ５８ 柴田 未崎菅原 光博氏 大和田 稔 三石 白井 吉美 ４５６＋１０３：３８．７大差 １５１．３�
６１０� シルクシャングリラ 牝３黒鹿５６ 柴田 大知有限会社シルク大和田 稔 新冠 堤 牧場 ４２０－１０３：４３．５大差 １３２．２�
３３ 	 クロコアイト 
４栗 ６０ 浜野谷憲尚加藤 徹氏 松永 康利 新冠 松田 富士夫 ４８６＋ ６ （競走中止） １．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，４７３，８００円 複勝： １１，６４３，５００円 枠連： １８，６１６，４００円

普通馬連： ５７，８９５，６００円 馬単： ６５，９８２，８００円 ワイド【拡大馬連】： １４，７２９，９００円

３連複： ９０，８６５，７００円 ３連単： 発売なし 計： ２７２，２０７，７００円

払 戻 金

単 勝 � ９，２３０円 複 勝 � ２，０００円 � １８０円 � ２６０円 枠 連（４－６） １０，５５０円

普通馬連 �� ２３，９６０円 馬 単 �� ８８，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，０４０円 �� ６，６９０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ４２，９４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １２４７３８ 的中 � １０６５（１０番人気）
複勝票数 計 １１６４３５ 的中 � １１４４（１２番人気）� ２１８４１（２番人気）� １２１５４（３番人気）
枠連票数 計 １８６１６４ 的中 （４－６） １３０３（１８番人気）
普通馬連票数 計 ５７８９５６ 的中 �� １７８４（３７番人気）
馬単票数 計 ６５９８２８ 的中 �� ５５３（９０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４７２９９ 的中 �� ６８６（３６番人気）�� ５１５（４３番人気）�� ７７４８（４番人気）
３連複票数 計 ９０８６５７ 的中 ��� １５６２（８５番人気）

上り １マイル １：５０．３ ４F ５４．７－３F ４１．２
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ストロングザイオン �
�
父 オペラハウス �

�
母父 Gulch デビュー ２００５．１２．１０ 中山５着

２００３．３．２生 牡４鹿 母 ワイプザアイ 母母 Irlanda 障害：１戦１勝 賞金 ８，５００，０００円
〔発走状況〕 トウショウズシオウ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。発走地点で馬装整備。発走時刻５分遅延。
〔競走中止〕 クロコアイト号は，競走中に疾病〔両前浅屈腱不全断裂〕を発症したため２周目８号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 エイシンテンライ号
（非抽選馬） ２頭 マイネルプログレス号・メジロビアンカ号



３１０４１１１月１１日 小雨 不良 （１９東京５）第４日 第５競走 ��
��１，６００�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

１：３７．９
１：３７．３

良

不良

１１ � ダンツウィニング 牡２鹿 ５５ 田中 勝春山元 哲二氏 山内 研二 新冠 森 牧場 ５３２ ―１：３７．９ １．３�

５５ キクノサリーレ 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義菊池 五郎氏 加賀 武見 三石 フクダファーム ４９０ ―１：３８．０� ７．７�
２２ タマモシンドバット 牡２鹿 ５５ 松岡 正海タマモ� 手塚 貴久 静内 前田牧場 ５０６ ―１：３８．２１� ７．７�
６６ エムオーティンバー 牡２栗 ５５ 丹内 祐次大浅 貢氏 久保田貴士 門別 門別牧場 ４９８ ―１：３９．２６ ３５．４�
８８ 	� マイネルハーデス 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 平取 中川 隆 ４６６ ―１：３９．３クビ ６４．７�
４４ � ジョーレオーネ 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝上田けい子氏 萩原 清 新冠 平山牧場 ４４６ ―１：４０．３６ １１．７�
７７ 
 グラスグループ 牡２黒鹿５５ 勝浦 正樹半沢	 尾形 充弘 米 Barnett

Enterprises ４８４ ―１：４０．７２� ２２．５

３３ � ルグランコンデ 牡２栗 ５５

５２ ▲千葉 直人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 後藤 由之 三石 城地 清満 ５２０ ―１：４０．８� ５９．６�

（８頭）

売 得 金

単勝： ２７，７１２，６００円 複勝： １６，１５２，６００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ７２，０９８，４００円 馬単： １０５，３６３，３００円 ワイド【拡大馬連】： １８，１５４，０００円

３連複： ９０，３７２，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３２９，８５２，９００円

払 戻 金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １００円 � １３０円 � １３０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ３４０円 馬 単 �� ４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� １８０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� ４４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７７１２６ 的中 � １７８１５７（１番人気）
複勝票数 計 １６１５２６ 的中 � ６６０２０（１番人気）� ２７８１７（２番人気）� ２５７２２（３番人気）
普通馬連票数 計 ７２０９８４ 的中 �� １５９９６３（１番人気）
馬単票数 計１０５３６３３ 的中 �� １７７０３２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８１５４０ 的中 �� ３１３３２（１番人気）�� ２７３７１（２番人気）�� １３２３９（４番人気）
３連複票数 計 ９０３７２０ 的中 ��� １５２７５８（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．２―３５．９―４８．５―１：０１．２―１：１３．５―１：２５．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ダンツウィニング �

父 コマンダーインチーフ �


母父 スマコバクリーク 初出走

２００５．５．２生 牡２鹿 母 テーケーレディー 母母 メロウマダング １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



３１０４２１１月１１日 曇 稍重 （１９東京５）第４日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１２時４０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

３３ � ミステリアスライト 牡２栗 ５５ 蛯名 正義 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ５００ ―１：５３．４ １．９�

５５ � リノーンルーラー 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人村中 徳広氏 岩戸 孝樹 新冠 北星村田牧場 ４８６ ―１：５３．５� ３．７�
１１ � タイセイルンバ 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝田中 成奉氏 池上 昌弘 浦河 信成牧場 ４５４ ―１：５３．８１� ６．３�
２２ �� コスモスパロウ 牡２鹿 ５５ 北村 宏司 �ビッグレッドファーム 中野 隆良 門別 佐々木牧場 ４６８ ―１：５４．２２� １９．１�
８８ � ニシノキセキパワー 牡２芦 ５５ 勝浦 正樹西山 茂行氏 萱野 浩二 鵡川 西山牧場 ４９６ ―１：５４．４１� ４０．７�
６６ � アルコプラータ 牝２鹿 ５４ 村田 一誠 �MSプランニング 松永 康利 青森 明成牧場 ４８６ ― 〃 クビ ２３．２	
８９ テ ル モ ピ レ 牝２黒鹿５４ 田中 勝春
須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社
須野牧場 ４９４ ―１：５４．６１� １４．１�
７７ �� コスモプレッジ 牡２青鹿５５ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 浦河 宮村牧場 ４９０ ―１：５４．７クビ ３２．０�
４４ メジロトランプ 牡２青鹿５５ 藤岡 佑介�メジロ牧場 尾形 充弘 洞爺 メジロ牧場 ４５４ ―１：５６．１９ １５．５

（９頭）

売 得 金

単勝： １９，３９４，７００円 複勝： １６，６２８，８００円 枠連： １５，１０９，２００円

普通馬連： ６７，４６４，０００円 馬単： ８４，２８６，４００円 ワイド【拡大馬連】： １６，２５６，０００円

３連複： ８５，６８６，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３０４，８２５，７００円

払 戻 金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １００円 � １３０円 � １６０円 枠 連（３－５） ３３０円

普通馬連 �� ３５０円 馬 単 �� ５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� ２４０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ５７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９３９４７ 的中 � ８４０２５（１番人気）
複勝票数 計 １６６２８８ 的中 � ６５２１２（１番人気）� ３２３４９（２番人気）� １７８６０（３番人気）
枠連票数 計 １５１０９２ 的中 （３－５） ３４０７１（１番人気）
普通馬連票数 計 ６７４６４０ 的中 �� １４４９６０（１番人気）
馬単票数 計 ８４２８６４ 的中 �� １１３８７６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６２５６０ 的中 �� ３２５９９（１番人気）�� １６０３８（２番人気）�� ８３４０（５番人気）
３連複票数 計 ８５６８６６ 的中 ��� １１１２８０（１番人気）

ハロンタイム １３．１―１２．４―１３．４―１３．５―１３．３―１３．０―１１．７―１１．６―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２５．５―３８．９―５２．４―１：０５．７―１：１８．７―１：３０．４―１：４２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．７―３F３４．７

３ ５，８，９（７，３）２，６，４，１
２
４
５，８（７，９）（６，３）２－（１，４）・（５，８）９（７，３，２）（６，１，４）

勝馬の
紹 介

�ミステリアスライト �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Caerleon 初出走

２００５．４．７生 牡２栗 母 オウリエット 母母 Rose de Crystal １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



３１０４３１１月１１日 曇 重 （１９東京５）第４日 第７競走 ��
��１，３００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時１０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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

７１４ ジョウテンロマン 牡４栗 ５７ 丹内 祐次田邉 久男氏 二ノ宮敬宇 静内 千代田牧場 B４８６＋ ６１：１７．３ ９．７�

５９ �� ヤエノアカハチ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義�RRA 久保田貴士 静内 大典牧場 ４５８＋ ２１：１７．６１	 ３．３�
１１ � ダノンブライアン 牡３鹿 ５６ 武士沢友治�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５１４＋ ４ 〃 ハナ １３．８�
４７ マイニングゴールド 牡３栗 ５６ 松岡 正海泉 俊二氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４７０＋ ４ 〃 クビ ５．５�
８１５ ヒカルラブハート 
４栗 ５７ 吉田 隼人高橋 光氏 高木 登 早来 ノーザンファーム ５２４－ ４１：１７．８１ １６．２�
４８ エルベンセドール 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹伊達 秀和氏 柴田 政人 門別 サンシャイン

牧場 ４８４＋ ４１：１８．３３ ２４．３�
７１３ ベルモントガロップ 牡３鹿 ５６ 石神 深一 	ベルモントファーム 堀井 雅広 鵡川 ベルモント

ファーム ４６４－ ２１：１８．４	 １２７．８

１２ マロンラッシュ 牝３栗 ５４ 横山 義行ディアレスト 加賀 武見 平取 船越 伸也 ４４４＋ ４ 〃 クビ ２７７．８�
６１１� ライフプラン 牡３栗 ５６ 小野 次郎沖田 正憲氏 保田 一隆 門別 沖田牧場 ５０６＋４０１：１８．６１� ７４．２�
２３ シルククローチェ 牡４鹿 ５７ 小林 淳一有限会社シルク尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４７４－ ４１：１８．７クビ ６１．２
６１２ パ ワ ー サ ム 牡３鹿 ５６

５３ ▲千葉 直人宮崎 金造氏 小林 常泰 浦河 中村 雅明 ４４６＋ ６１：１８．８	 ４７０．３�
５１０ ディスパーロ 牡４鹿 ５７

５４ ▲小島 太一 	社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム B５００± ０１：１９．０１ ６．５�
８１６ ストロングラムダ 牡４栗 ５７ 北村 宏司村木 篤氏 増沢 末夫 静内 千代田牧場 B５００± ０１：１９．７４ １１．３�
３５ �� サルバドールボス 牡３栗 ５６ 村田 一誠則武 輝一氏 斎藤 宏 青森 坂下 栄蔵 ５２０± ０１：２０．１２� １１８．９�
２４ � ビートザディーラー 牡４青鹿５７ 田中 勝春 �グリーンファーム 加藤 征弘 米 Patricia

Youngman ４５２± ０１：２０．７３� ３９．１�
３６ � エイワショウグン 牡５黒鹿５７ 後藤 浩輝永井公太郎氏 松山 康久 米

Spendthrift
Farm LLC &
James Brown

５６４± ０１：２０．８� ５．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，５５８，５００円 複勝： ３２，７２１，９００円 枠連： ３２，４９５，１００円

普通馬連： １２９，４６６，６００円 馬単： ９７，１０８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，２２８，９００円

３連複： １５１，６６９，４００円 ３連単： 発売なし 計： ４９４，２４９，０００円

払 戻 金

単 勝 � ９７０円 複 勝 � ２８０円 � １６０円 � ３８０円 枠 連（５－７） １，１５０円

普通馬連 �� １，４１０円 馬 単 �� ３，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５６０円 �� ２，０６０円 �� １，０４０円

３ 連 複 ��� ７，２００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２５５８５ 的中 � １８４１４（５番人気）
複勝票数 計 ３２７２１９ 的中 � ２８９２０（４番人気）� ６７２８６（１番人気）� １８８７１（８番人気）
枠連票数 計 ３２４９５１ 的中 （５－７） ２０９５４（５番人気）
普通馬連票数 計１２９４６６６ 的中 �� ６７９９５（４番人気）
馬単票数 計 ９７１０８６ 的中 �� １８０９７（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８２２８９ 的中 �� １３２９４（３番人気）�� ３２１２（３０番人気）�� ６６４６（１２番人気）
３連複票数 計１５１６６９４ 的中 ��� １５５５６（２６番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．８―１１．１―１１．９―１２．０―１２．０―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１７．８―２８．９―４０．８―５２．８―１：０４．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョウテンロマン �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００５．９．２４ 中山２着

２００３．２．５生 牡４栗 母 ビューチフルドラマ 母母 ビューチフルロマン １９戦３勝 賞金 ３２，４４０，０００円
〔３走成績による出走制限〕 エイワショウグン号は，平成１９年１２月１１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 ミサトアロー号



３１０４４１１月１１日 曇 重 （１９東京５）第４日 第８競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時４０分 （ダート・左）

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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

２３ � ゴールドマイン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４９２＋１２１：３５．７ ５．６�

４７ ピサノバンキッシュ 牡４鹿 ５７ 田中 勝春市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 B５３２± ０１：３５．９１� ２．４�
５１０ マナーハウス 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝吉田 勝己氏 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ５１６＋１０１：３６．０	 ５．５�
６１２
 ギシアラバストロ 牡３青鹿５６ 北村 宏司吉田 和美氏 古賀 慎明 米 Racehorse Man-

agement, LLC ４７０－ ４１：３６．４２	 １１．６�
３５ � サンマルセイコー 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲千葉 直人相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ４８６＋１２ 〃 ハナ ３０．３�

７１４� リックチョモランマ 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人斎木 隆男氏 清水 英克 静内 三宅牧場 ５０６＋ ２１：３６．８２	 １４．５�
３６ エプソムボス 牡６栗 ５７ 小林 淳一 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 石栗 龍彦 静内 田原橋本牧場 ５２６＋ ６１：３７．１１� １０３．０	
８１５ マイネルギルト 牡６黒鹿５７ 伊藤 直人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 様似 上田 一 ５１４－ ２１：３７．２� ９２．５

２４ 
 トラベルシチー 牡４鹿 ５７ 丹内 祐次 �友駿ホースクラブ 崎山 博樹 豪 Wynyarra

Stud Pty Ltd ５０８－ ４１：３７．３クビ １０．３�
１１ ソフトパワー 牡５鹿 ５７ 村田 一誠中澤 幸幹氏 高橋 裕 門別トヨサトアライファーム ４９６＋ ４１：３７．５１	 ２５．２�
６１１� デルマジュピター ５芦 ５７ 大庭 和弥浅沼 廣幸氏 高橋 義博 門別 原口 圭二 ４５８＋ ２１：３７．９２	 ２５３．６
８１６�� 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 ５１２－ ２１：３８．３２	 ２０１．５�
１２ 
 ゲイリーリボルバー ７黒鹿５７ 小野 次郎中村 浩章氏 石毛 善彦 米 Barry R.

Ostrager ４４８＋ ４１：３８．５� ５３．５�
５９ 
 ハギノセレクション 牡５栗 ５７ 田面木博公日隈 良江氏 和田 正道 英 Cheveley Park

Stud Ltd ４８６＋ ２ 〃 クビ ７７．６�
４８ パープルプローズ 牝４鹿 ５５ 武士沢友治臼田 浩義氏 高橋 祥泰 千歳 社台ファーム ４８０＋ ２１：３８．６� １１．２�
７１３�� トーセンハミング 牡８黒鹿５７ 高橋 智大島川 �哉氏 萱野 浩二 早来 ノーザンファーム B４７６± ０１：３８．７	 ４０２．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，６４７，８００円 複勝： ３２，７２８，８００円 枠連： ３４，５９２，５００円

普通馬連： １３２，７３２，０００円 馬単： １０５，１３５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，１７９，１００円

３連複： １５８，８３８，７００円 ３連単： 発売なし 計： ５１８，８５４，６００円

払 戻 金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � １８０円 � １３０円 � １８０円 枠 連（２－４） ３８０円

普通馬連 �� ７９０円 馬 単 �� １，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ６３０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� １，５１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４６４７８ 的中 � ３４７０８（３番人気）
複勝票数 計 ３２７２８８ 的中 � ４４９２５（２番人気）� ８１０４８（１番人気）� ４４６７８（３番人気）
枠連票数 計 ３４５９２５ 的中 （２－４） ６７６８４（１番人気）
普通馬連票数 計１３２７３２０ 的中 �� １２４８６７（１番人気）
馬単票数 計１０５１３５７ 的中 �� ４７４０５（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０１７９１ 的中 �� ２１７８０（１番人気）�� １１１０１（７番人気）�� ２１４８４（２番人気）
３連複票数 計１５８８３８７ 的中 ��� ７７９１８（１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．４―１１．９―１２．１―１２．３―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．２―３４．６―４６．５―５８．６―１：１０．９―１：２３．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ゴールドマイン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Fairy King デビュー ２００６．１１．１２ 東京６着

２００４．２．１生 牡３鹿 母 ス ー ア 母母 Bold Starlet ８戦３勝 賞金 ２６，１５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１５頭 アグネスクラウン号・アドマイヤミラクル号・エドノドリーム号・クリアエンデバー号・ゴットザビート号・

コパノカチドキ号・テンジンダイカグラ号・ドリーミーペガサス号・ニシノシンフォニー号・ビクトリーテツニー号・
フィールドオアシス号・ホーマンオブジェ号・ヤマビコ号・ユースフルデイズ号・ワールドサンボーイ号



３１０４５１１月１１日 曇 稍重 （１９東京５）第４日 第９競走 ��
��１，６００�

あ か ま つ

赤 松 賞
発走１４時１５分 （芝・左）

牝，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 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：３４．９
１：３３．１

良

良

７８ �� カレイジャスミン 牝２鹿 ５４ 北村 宏司ディアレスト 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ４８２± ０１：３６．５ ４．８�

８１１� ニシノガーランド 牝２鹿 ５４ 田中 勝春西山 茂行氏 武藤 善則 鵡川 西山牧場 ４７４－ ６１：３６．７１� １４．４�
４４ 	 マルターズオリジン 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝藤田与志男氏 水野 貴広 米 Yoshio Fujita ４５６－ ８１：３６．８
 １．７�
６６ � マイネフルーレ 牝２黒鹿５４ 勝浦 正樹 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 門別 戸川牧場 ４２８± ０１：３７．２２
 ３８．６�
７９ � プレサンティール 牝２栗 ５４ 吉田 隼人 �グリーンファーム 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４５８－１６１：３７．４１
 １６．４�
２２ アモーレヴォレ 牝２黒鹿５４ 松岡 正海�三嶋牧場 田村 康仁 浦河 三嶋牧場 ４７６－ ４ 〃 ハナ ６．６	
１１ �� ドゥービリーヴイン 牝２鹿 ５４ 武士沢友治�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 パカパカ

ファーム ４８４＋ ６１：３７．７２ １３．５

６７ � エスペシアル 牝２鹿 ５４ 小野 次郎矢野喜代春氏 伊藤 伸一 静内 マークリ牧場 ４５８－ ２１：３７．９１� １３９．０�
５５ � マルサンサイレンス 牝２青 ５４ 蛯名 正義松井三千年氏 谷原 義明 様似 様似堀牧場 ４４６＋ ２１：３８．８５ ７５．８�
３３ パッションローズ 牝２栗 ５４ 藤岡 佑介�下河辺牧場 岡田 稲男 門別 下河辺牧場 ５１２＋ ８１：３８．９
 ２５．１
８１０� タケデンスキップ 牝２鹿 ５４ 伊藤 直人武市 進吾氏 小林 常泰 浦河 安藤牧場 ４３０＋ ４１：３９．３２
 ６４．２�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３７，０９９，７００円 複勝： ４０，８３７，５００円 枠連： ３３，０７２，５００円

普通馬連： １５６，７６７，２００円 馬単： １２８，４８４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，９５７，８００円

３連複： １２４，９８３，３００円 ３連単： ３８３，８７１，４００円 計： ９３９，０７３，８００円

払 戻 金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １４０円 � ２３０円 � １１０円 枠 連（７－８） １，４３０円

普通馬連 �� ２，６６０円 馬 単 �� ３，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� １９０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� １，１８０円 ３ 連 単 ��� １２，７８０円

票 数

単勝票数 計 ３７０９９７ 的中 � ６１５２１（２番人気）
複勝票数 計 ４０８３７５ 的中 � ７３９６５（２番人気）� ３０９５５（５番人気）� １４５４９１（１番人気）
枠連票数 計 ３３０７２５ 的中 （７－８） １７１３０（６番人気）
普通馬連票数 計１５６７６７２ 的中 �� ４３６０８（９番人気）
馬単票数 計１２８４８４４ 的中 �� ２５６９２（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３９５７８ 的中 �� １０６９２（９番人気）�� ５５８１４（１番人気）�� ２２７２１（４番人気）
３連複票数 計１２４９８３３ 的中 ��� ７８７５９（３番人気）
３連単票数 計３８３８７１４ 的中 ��� ２２１８０（４０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．４―３７．２―４９．６―１：０１．９―１：１３．４―１：２４．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３４．６
３ ・（３，４）１（７，８）（６，１１）５（９，１０）２ ４ ・（３，１，４）８，７，１１，６（９，１０）－２，５

勝馬の
紹 介

�
�
カレイジャスミン �

�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２００７．６．１７ 福島４着

２００５．５．８生 牝２鹿 母 ラ ピ ュ セ ル 母母 アイシーゴーグル ６戦２勝 賞金 ２４，４７３，０００円
※出走取消馬 ジェヴォーナ号（疾病〔左肩跛行〕のため）



３１０４６１１月１１日 曇 重 （１９東京５）第４日 第１０競走 ��
��２，１００�テ レ ビ 静 岡 賞

発走１４時５０分 （ダート・左）
３歳以上，１，６００万円以下，１８．１１．１１以降１９．１１．４まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

テレビ静岡賞（１着）
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 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０８．０
２：０５．９

良

良

５６ アドマイヤミリオン 牡３鹿 ５３ 小野 次郎近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ５１８± ０２：０８．６ ６．９�

４５ � デイフラッシュ 牡５鹿 ５６ 田中 勝春清進電設� 戸田 博文 米 Nancy C.
Shuford B４９６－ ２ 〃 クビ ４．０�

１１ モンヴェール 牝４鹿 ５４ 蛯名 正義吉田 勝己氏 畠山 吉宏 早来 ノーザンファーム ４９８＋ ６２：０８．９１� ６．９�
７１１� パープルイーグル 牡５栗 ５６ 藤岡 佑介中野 銀十氏 飯田 雄三 浦河 山春牧場 ５０４＋ ４ 〃 ハナ ４．０�
５７ � セルフリスペクト 牡６鹿 ５４ 武士沢友治臼田 浩義氏 鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 ４９４＋ ４２：０９．１� ５２．６�
２２ ワンダースティーヴ 牡３黒鹿５３ 後藤 浩輝山本 信行氏 小崎 憲 三石 米田牧場 ５０６－１４ 〃 ハナ ５．６�
４４ ヴィオラポンポーサ 牡６鹿 ５０ 石神 深一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高木 登 静内 グランド牧場 ４５６－ ２２：０９．５２	 １００．８	
８１３
 ジュークジョイント 牡６鹿 ５４ 勝浦 正樹 
社台レースホース鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４９０± ０２：１０．２４ １８．９�
７１０� ウェルバランス 牡６黒鹿５５ 吉田 隼人 
ノースヒルズマネ

ジメント 白井 寿昭 新冠 須崎牧場 ５６０＋ ６２：１０．５２ １０．４�
８１２� アドマイヤグローリ 牡４栗 ５４ 村田 一誠近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 B４７２± ０２：１１．５６ ２０．９
６８ �� エプソムドン 牡５鹿 ５２ 丹内 祐次 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 岩城 博俊 浦河 宮内牧場 ５３６＋２５２：１２．３５ １１３．９�
３３ チャームダンス 牝４鹿 ５２ 北村 宏司タマモ� 伊藤 圭三 静内 前田牧場 B４７２＋ ４２：１３．３６ ３４．４�
６９ リスキーアフェア 牡５黒鹿５５ 松岡 正海臼田 浩義氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム B５０８＋ ４２：１３．４クビ ３４．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３１，６２６，７００円 複勝： ４２，４２０，７００円 枠連： ４６，６５６，０００円

普通馬連： ２２３，０８７，５００円 馬単： １３６，４０９，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，９０１，３００円

３連複： １８９，９２７，７００円 ３連単： ４４３，２８９，４００円 計： １，１５６，３１９，１００円

払 戻 金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ２３０円 � １７０円 � ２００円 枠 連（４－５） １，３３０円

普通馬連 �� １，４８０円 馬 単 �� ３，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６００円 �� ８８０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� ３，４３０円 ３ 連 単 ��� ２０，８５０円

票 数

単勝票数 計 ３１６２６７ 的中 � ３６５２１（４番人気）
複勝票数 計 ４２４２０７ 的中 � ４４８１４（５番人気）� ７６１１１（２番人気）� ５４９７４（３番人気）
枠連票数 計 ４６６５６０ 的中 （４－５） ２５９４１（７番人気）
普通馬連票数 計２２３０８７５ 的中 �� １１１５７３（６番人気）
馬単票数 計１３６４０９８ 的中 �� ３０８２３（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２９０１３ 的中 �� １７８４４（６番人気）�� １１５５９（１２番人気）�� ２１８２７（４番人気）
３連複票数 計１８９９２７７ 的中 ��� ４０９１３（８番人気）
３連単票数 計４４３２８９４ 的中 ��� １５６９３（５３番人気）

ハロンタイム ６．９―１０．６―１１．７―１１．８―１２．３―１２．５―１２．６―１２．７―１２．５―１２．２―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
６．９―１７．５―２９．２―４１．０―５３．３―１：０５．８―１：１８．４―１：３１．１―１：４３．６―１：５５．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．２―３F３７．５
１
３

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤミリオン �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００６．１２．１０ 阪神２着

２００４．２．２１生 牡３鹿 母 プ リ マ 母母 バウンドトゥダンス １０戦４勝 賞金 ５２，８３２，０００円



３１０４７１１月１１日 曇 稍重 （１９東京５）第４日 第１１競走 ��
��１，４００�オ ー ロ カ ッ プ

発走１５時３０分 （芝・左）

３歳以上，１８．１１．１１以降１９．１１．４まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
岩手県知事賞・岩手県競馬組合盛岡競馬場長賞（１着）

賞 品
本 賞 ２４，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，０００，０００円 ３，６００，０００円 ２，４００，０００円
付 加 賞 ４５５，０００円 １３０，０００円 ６５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

２４ � ブルーメンブラット 牝４黒鹿５３ 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 ４７４－ ２１：２１．７ ２．７�

８１７� シンボリグラン 牡５芦 ５７．５ 北村 宏司シンボリ牧場 畠山 吉宏 愛 Takahiro
Wada ５３６＋ ４１：２１．８� ５．３�

７１３ マイネルレーニア 牡３栗 ５３ 勝浦 正樹 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 静内 岡田スタツド ５１８＋ ４１：２１．９� １０．８�

７１５� ファイングレイン 牡４黒鹿５６ 蛯名 正義 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ４８４－ ４１：２２．０	 ９．９�
４８ アンブロワーズ 牝５鹿 ５３ 松岡 正海 �サンデーレーシング 平田 修 早来 ノーザンファーム ４９４＋ ２１：２２．１� ４．８�
３６ アズマサンダース 牝６鹿 ５２ 小野 次郎東 哲次氏 藤岡 健一 門別 日高大洋牧場 ４８６－ ２１：２２．３１
 ４８．９	
３５ �� エムエスワールド 牡４黒鹿５３ 藤岡 佑介松岡 俊二氏 湯窪 幸雄 鵡川 貞広 賢治 ４５８± ０１：２２．５１� ２２．５

２３ � コスモシンドラー 牡５黒鹿５５ 田中 剛 �ビッグレッドファーム 加用 正 豪

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

５０４－ ４ 〃 アタマ ４５．２�
８１８� スクールボーイ 牡７黒鹿５０ 伊藤 直人後藤 繁樹氏 小林 常泰 静内 曾田農園 ５０２＋ ２１：２２．６� １０６．９�
５１０�� トーセンザオー 牡７芦 ５４ 小林 淳一島川 哉氏 飯田 雄三 新冠 細川農場 ４６４＋ ２１：２２．８１� １２３．３�
４７ サイキョウワールド 牡５栗 ５５ 村田 一誠奥本賢一郎氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４５８－ ４１：２２．９	 １６．９�
６１１� アポロティアラ 牝３鹿 ５０ 石神 深一アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 山際牧場 ４８０＋２４１：２３．３２� ４４．４�
８１６ トールハンマー 牡７鹿 ５４ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ４８０＋１０１：２３．４クビ ５４．０�
１２ ダイワメンフィス 牡６黒鹿５４ 五十嵐雄祐大城 敬三氏 増沢 末夫 静内 北西牧場 ５００＋ ４１：２３．６１
 １６４．８�
１１ � コスモフォーチュン 牝５鹿 ５２ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 宮 徹 門別 荒井ファーム ４８８＋１４１：２４．４５ １７４．１�
６１２�� コスモラブシック 牡８鹿 ５１ 土谷 智紀オールラブクラブ 沢 峰次 浦河 南部 功 ５１８＋１０１：２４．６１� ２１２．７�
５９ � エイシンツルギザン 牡７黒鹿５５ 田中 勝春平井 豊光氏 藤原 英昭 浦河 栄進牧場 ４８６＋ ２１：３２．３大差 １３．７�

（１７頭）
７１４� シベリアンホーク 牡７鹿 ５２ 武士沢友治藤田与志男氏 手塚 貴久 米 Bryan Boone &

Ashford Stud ４９８－ ６ （競走除外）

売 得 金

単勝： ５２，７４６，４００円 複勝： ７３，４４６，３００円 枠連： ８７，２７０，９００円

普通馬連： ４４０，８３７，４００円 馬単： ２５６，３４０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ８１，１５３，８００円

３連複： ３７７，５１６，５００円 ３連単： ８９１，５４８，６００円 計： ２，２６０，８６０，２００円

払 戻 金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � １９０円 � ３００円 枠 連（２－８） ６７０円

普通馬連 �� ７９０円 馬 単 �� １，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ６９０円 �� １，１５０円

３ 連 複 ��� ２，８２０円 ３ 連 単 ��� １０，３１０円

票 数

単勝票数 差引計 ５２７４６４（返還計 ３２９０） 的中 � １５６７６６（１番人気）
複勝票数 差引計 ７３４４６３（返還計 ５７６２） 的中 � ２０３２５２（１番人気）� ９４５０８（３番人気）� ４９５８７（５番人気）
枠連票数 計 ８７２７０９ 的中 （２－８） ９７５３４（２番人気）
普通馬連票数 差引計４４０８３７４（返還計 ８７９３１） 的中 �� ４１４６８５（２番人気）
馬単票数 差引計２５６３４０３（返還計 ５２１４９） 的中 �� １４２９４６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ８１１５３８（返還計 ２４２３４） 的中 �� ４９０３２（２番人気）�� ２９０２９（６番人気）�� １６３９４（１４番人気）
３連複票数 差引計３７７５１６５（返還計１４４６６９） 的中 ��� ９８８８０（７番人気）
３連単票数 差引計８９１５４８６（返還計３０８６２７） 的中 ��� ６３８７３（１５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１１．３―１１．６―１１．２―１１．５―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．７―３５．０―４６．６―５７．８―１：０９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３５．１
３ ・（２，１）１３（６，１５）３（１２，１７）４（７，８，１１，１６）（１０，５，１８）９ ４ ２（１，１３）１５，６（３，１７）－（４，１２，８，１６）（１０，５，１１）（７，１８）９

勝馬の
紹 介

�ブルーメンブラット �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 Topsider デビュー ２００６．１．１５ 京都２着

２００３．２．２０生 牝４黒鹿 母 マイワイルドフラワー 母母 Wildwook １８戦６勝 賞金 １３５，９３７，０００円
〔競走除外〕 シベリアンホーク号は，集合合図後に暴走。疲労が著しいため競走除外。発走時刻４分遅延。
〔制裁〕 コスモフォーチュン号の騎手丹内祐次は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。
〔その他〕 エイシンツルギザン号は，競走中に疾病〔寛跛行〕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１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マイネルアルビオン号
（非抽選馬） ９頭 エアアドニス号・サヨウナラ号・ナリタシークレット号・ニシノデュー号・ハッピートゥモロー号・フジサイレンス号・

ブルーショットガン号・マイネルハーティー号・ワンダーハヤブサ号



３１０４８１１月１１日 曇 稍重 （１９東京５）第４日 第１２競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時０５分 （芝・左）

牝，１０００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�
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

１：５８．０
１：５６．４

良

良

７８ � 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 ４６２－ ２２：０２．３ ３．７�

１１ � レフィナーダ 牝７鹿 ５５ 北村 宏司広尾レース� 藤沢 和雄 静内 タイヘイ牧場 B４７０－ ４２：０２．４� １５．６�
５５ ダンスオールナイト 牝４鹿 ５５ 田中 勝春 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム B４５６＋ ２２：０２．６１� ４．１�
４４ � ビリーヴザミラクル 牝５栗 ５５ 小林 淳一 �キャロットファーム 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ４６６＋ ６２：０２．８１� ５．８�
３３ � ビターオレンジ 牝３栗 ５３ 後藤 浩輝 �社台レースホース萩原 清 千歳 社台ファーム ４４８＋ ８ 〃 アタマ ４．３�
８１１� ワルキューレ 牝３青 ５３ 吉田 隼人岡田 牧雄氏 秋山 雅一 門別 インターナシヨナル牧場 ４８２－ ６２：０２．９	 ７．３	
７９ �
 クロカンブッシュ 牝３鹿 ５３ 松岡 正海�橋 修身氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４２２＋ ４ 〃 クビ ３１．０

６７ �� アミュレット 牝６鹿 ５５ 高橋 智大 �ユートピア牧場 菊川 正達 登別 ユートピア牧場 ４３６＋１０２：０３．０クビ ３８．６�
８１０ エレアシチー 牝６鹿 ５５ 丹内 祐次 �友駿ホースクラブ 萱野 浩二 門別 井本 文雄 ４５８－ ２ 〃 クビ ６８．３�
６６ パープルカフェ 牝４鹿 ５５

５２ ▲小島 太一西川 恭子氏 小島 太 静内 谷岡牧場 ４９６± ０２：０３．１	 ３２．５
２２ クールダンサー 牝４鹿 ５５ 村田 一誠川上 哲司氏 坂本 勝美 三石 沖田 博志 ４６０± ０２：０３．７３	 ３５．８�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３６，２４０，５００円 複勝： ４１，３４６，７００円 枠連： ４１，２１２，７００円

普通馬連： ２０５，８１７，２００円 馬単： １３６，６５５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，５１８，３００円

３連複： １６６，３２３，６００円 ３連単： ４７４，１１４，６００円 計： １，１４２，２２９，４００円

払 戻 金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １６０円 � ３００円 � １８０円 枠 連（１－７） ２，８００円

普通馬連 �� ２，６７０円 馬 単 �� ４，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９１０円 �� ３３０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� ３，７５０円 ３ 連 単 ��� ２３，４９０円

票 数

単勝票数 計 ３６２４０５ 的中 � ７８８６９（１番人気）
複勝票数 計 ４１３４６７ 的中 � ８３５６５（１番人気）� ２９４７４（６番人気）� ６５２２９（３番人気）
枠連票数 計 ４１２１２７ 的中 （１－７） １０８６９（１２番人気）
普通馬連票数 計２０５８１７２ 的中 �� ５６９２８（１２番人気）
馬単票数 計１３６６５５８ 的中 �� ２１８９０（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０５１８３ 的中 �� １０３９４（１２番人気）�� ３４１２７（１番人気）�� １０１２４（１３番人気）
３連複票数 計１６６３２３６ 的中 ��� ３２７６２（１３番人気）
３連単票数 計４７４１１４６ 的中 ��� １４８９８（７６番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．６―１２．４―１２．５―１３．０―１２．５―１２．３―１１．４―１１．４―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．５―３６．９―４９．４―１：０２．４―１：１４．９―１：２７．２―１：３８．６―１：５０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．１

３ ６，１１，１（７，１０）２（５，８）４（３，９）
２
４

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

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 １１戦３勝 賞金 ３３，３３０，０００円



（１９東京５）第４日 １１月１１日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重
不良後重

競走回数 １２回 出走頭数 １５０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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２２４，９７０，０００円
２２，５３０，０００円
１，８４０，０００円
１，４６０，０００円
２３，６４０，０００円
５５，９５５，０００円
４，５７４，８００円
１，５１５，０００円

勝馬投票券売得金
３１４，３７５，８００円
３６４，５４２，５００円
３６６，３２８，５００円
１，６９５，８７３，１００円
１，３４８，７３４，５００円
３５９，８７３，０００円
１，７１７，７７４，４００円
２，１９２，８２４，０００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 ８，３６０，３２５，８００円

総入場人員 ４６，１０９名 （有料入場人員 ４４，７５９名）




