
３１０４９１１月１７日 曇 良 （１９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

５５ ホッカイディウ 牡２栗 ５５ 蛯名 正義�北海牧場 田中 清隆 門別 北海牧場 ４６８＋ ２１：２６．０ ４．６�

１１ クリールパッション 牡２鹿 ５５ 松岡 正海横山 修二氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 ４６８＋２２１：２６．２１� ３．４�
８１０ ザシークレット 牡２芦 ５５ 穂苅 寿彦 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ５１２－ ６１：２６．３� ６．７�
８１１� モンテタキオン 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二毛利 喜昭氏 田村 康仁 門別 里深 牧場 ４４８± ０１：２７．２５ ４．４�
３３ チ ュ モ ン 牡２青鹿５５ 勝浦 正樹藤井 五三氏 柄崎 孝 平取 びらとり牧場 ４７０－ ４１：２７．４１� １５５．４�
６６ ヴァンリュミエール 牡２鹿 ５５ 郷原 洋司 �エヌ・アール・ユー 郷原 洋行 門別 シンコーファーム ４５４＋ ２１：２７．６� ４４．２	
６７ フェアームーラン 牡２青鹿５５ 吉田 隼人キャピタルクラブ 秋山 雅一 浦河 小葉松 幸雄 ４７４－ ２１：２８．２３� ６．８

７８ シルクパナシア 牡２鹿 ５５ 横山 典弘有限会社シルク鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 ４７０± ０１：２８．７３ １９．３�
７９ ハルタカオー 牡２青鹿５５ 後藤 浩輝中江 隆一氏 土田 稔 静内 漆原 信一 B４６６－ ４１：２８．８� ９．１�
４４ � ミラクルロザリオ 牡２鹿 ５５ 小野 次郎本間 茂氏 柴田 政人 えりも 上島牧場 ４８０－ ２１：２８．９� ３２．３
２２ �� カシノジュリア 牝２芦

５４
５１ ▲千葉 直人柏木 務氏 天間 昭一 浦河 惣田 英幸 ４４６－ ８１：２９．２２ １７９．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １２，１０５，０００円 複勝： １９，６８６，６００円 枠連： １５，７４８，１００円

普通馬連： ６０，３９６，３００円 馬単： ５３，０３６，５００円 ワイド【拡大馬連】： １５，６８６，３００円

３連複： ７８，８３９，２００円 ３連単： 発売なし 計： ２５５，４９８，０００円

払 戻 金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １８０円 � １６０円 � １７０円 枠 連（１－５） １，０１０円

普通馬連 �� ９６０円 馬 単 �� １，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ４７０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� １，６５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １２１０５０ 的中 � ２１１５２（３番人気）
複勝票数 計 １９６８６６ 的中 � ２９１２６（４番人気）� ３５２３５（２番人気）� ３０６４０（３番人気）
枠連票数 計 １５７４８１ 的中 （１－５） １１５５４（５番人気）
普通馬連票数 計 ６０３９６３ 的中 �� ４６８５３（２番人気）
馬単票数 計 ５３０３６５ 的中 �� ２０１７０（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５６８６３ 的中 �� １０３０８（２番人気）�� ８０８０（６番人気）�� ８４１４（５番人気）
３連複票数 計 ７８８３９２ 的中 ��� ３５３５１（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．４―３５．２―４８．０―１：００．９―１：１３．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホッカイディウ �
�
父 ジ ェ リ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００７．６．１７ 福島２着

２００５．２．１５生 牡２栗 母 ホッカイラヴ 母母 ホッカイテースト ４戦１勝 賞金 ８，５５０，０００円



３１０５０１１月１７日 曇 良 （１９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２５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

６８ ニシノオニテツマル 牡２黒鹿５５ 蛯名 正義西山 茂行氏 土田 稔 鵡川 西山牧場 ５１０± ０１：２３．３ １．５�

５６ � マイネウインク 牝２栗 ５４ 吉田 豊 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菊川 正達 新冠 コスモヴューファーム ４３２± ０１：２３．４� ７．６�

４４ � サマーアクトレス 牝２黒鹿５４ 田中 勝春セゾンレースホース� 宗像 義忠 新冠 富本 茂喜 ４７０－ ８１：２４．０３� ５．８�
２２ リ ュ ウ メ イ 牝２鹿 ５４ 藤田 伸二福井 章哉氏 清水 英克 森 笹川大晃牧場 ４６０＋ ８１：２４．２１ ８．１�
１１ �� ヤマショウゴールド 牝２鹿 ５４ 福永 祐一菅原 秀仁氏 高市 圭二 新冠 中村農場 ４００－ ８１：２４．３� ２４．５�
３３ �� リッチメロス 牡２青鹿５５ 村田 一誠橋川 欣司氏 本間 忍 浦河 �原 敏明 ４４６＋１２１：２４．４� ７３．９	
５５ � ディーエスルーラー 牡２芦 ５５ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 タニグチ牧場 ４６６－ ４１：２４．６１� ２２．９

７１０�� マイネルハーデス 牡２鹿 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 平取 中川 隆 ４６６± ０１：２４．７� ９２．２�
７９ � ミカヅキカムイ 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一小� 芳男氏 小林 常泰 浦河 中村 雅明 ４３６＋ ２ 〃 クビ ４８．７�
６７ � レディーチョウサン 牝２黒鹿５４ 横山 典弘長山 尚義氏 清水 利章 平取 坂東牧場 ３９０－ ６１：２４．８クビ ３３．１
８１１�� カレンナオンナ 牝２栗 ５４ 小林 淳一北所 直人氏 斎藤 宏 三石 土田農場 ４７２＋ ６１：２５．１２ １７２．８�
８１２�� ステキプリンセス 牝２栗

５４
５１ ▲千葉 直人西村新一郎氏 天間 昭一 静内 安田 豊重 ４２６± ０１：２５．５２� ５７５．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １９，７９７，３００円 複勝： ２４，６７９，８００円 枠連： １６，０２６，９００円

普通馬連： ６８，９２３，５００円 馬単： ７５，２４９，１００円 ワイド【拡大馬連】： １９，８１０，５００円

３連複： ９２，９８０，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３１７，４６７，９００円

払 戻 金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １００円 � １５０円 � １５０円 枠 連（５－６） ４３０円

普通馬連 �� ６１０円 馬 単 �� ８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ２００円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� ８２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９７９７３ 的中 � １０４４６７（１番人気）
複勝票数 計 ２４６７９８ 的中 � １０１１９３（１番人気）� ３２７８６（３番人気）� ３１８９３（４番人気）
枠連票数 計 １６０２６９ 的中 （５－６） ２７９９０（２番人気）
普通馬連票数 計 ６８９２３５ 的中 �� ８３６００（３番人気）
馬単票数 計 ７５２４９１ 的中 �� ６５４３４（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９８１０５ 的中 �� ２００１１（３番人気）�� ２９３２０（１番人気）�� ７５６１（８番人気）
３連複票数 計 ９２９８０８ 的中 ��� ８４１２６（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．０―３５．９―４８．６―１：００．３―１：１１．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノオニテツマル �
�
父 アグネスワールド �

�
母父 シルクテンザンオー デビュー ２００７．１０．２１ 東京２着

２００５．５．２４生 牡２黒鹿 母 ブランドピート 母母 ニシノサフライ ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
※マイネウインク号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



３１０５１１１月１７日 曇 良 （１９東京５）第５日 第３競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１０時５５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

６７ ニシノエモーション 牡２青鹿５５ 田中 勝春西山 茂行氏 手塚 貴久 鵡川 西山牧場 ４９２± ０２：０１．７レコード １．８�

７９ �� マイネルジュレップ 牡２芦 ５５ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 堀井 雅広 早来 ノーザンファーム ４６６± ０２：０２．３３� ６．４�

１１ � マウイジャカランダ 牝２鹿 ５４ 藤田 伸二金子真人ホール
ディングス� 高市 圭二 静内 カントリー牧場 ４１６－１２２：０２．７２� ８５．１�

３３ �� レッズフィールド 牡２鹿 ５５ 北村 宏司中山 芳樹氏 伊藤 正徳 門別 下河辺牧場 ４７２＋ ２２：０２．８� ７．１�
６６ � イブキオシリス 牡２鹿 ５５ 吉田 豊�伊吹 谷原 義明 門別 北陽ファーム ５００＋ ４２：０２．９� ２８．４�
８１０� クレプスキュール 牝２黒鹿５４ 松岡 正海 �サンデーレーシング 小島 茂之 早来 ノーザンファーム ４３４＋ ４２：０３．０� ３６．２	
８１１� ニューヨーカー 牡２青鹿５５ 蛯名 正義 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４３８＋ ４ 〃 クビ ４．１

７８ � ドリームトレジャー 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝セゾンレースホース� 阿部 新生 門別 田端牧場 ４５６－ ２２：０３．２１� １４．４�
２２ �� アイアムジャック 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹田島榮二郎氏 中野 栄治 静内 タイヘイ牧場 ４７２－ ２２：０３．３クビ ８４．９�
５５ �� マイネルナチューラ 牡２鹿 ５５

５２ ▲丸田 恭介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 門別 福山牧場 ４５８± ０２：０３．９３� １４５．８

４４ ヨシクリスエス 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣田辺 喜彦氏 嶋田 潤 新冠 隆栄牧場 ４８８± ０２：０４．４３ １５９．２�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２０，２９２，１００円 複勝： ２８，６１７，６００円 枠連： １８，３２７，１００円

普通馬連： ７５，１１０，０００円 馬単： ８６，４２５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，５３９，５００円

３連複： １０４，５１０，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３５５，８２１，５００円

払 戻 金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � ２００円 � １，３１０円 枠 連（６－７） ４１０円

普通馬連 �� ６００円 馬 単 �� ８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� １，８８０円 �� ５，８４０円

３ 連 複 ��� １３，９００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０２９２１ 的中 � ８９０９６（１番人気）
複勝票数 計 ２８６１７６ 的中 � ９７７１５（１番人気）� ３３４７５（４番人気）� ３４１８（８番人気）
枠連票数 計 １８３２７１ 的中 （６－７） ３３５６４（２番人気）
普通馬連票数 計 ７５１１００ 的中 �� ９２９１０（３番人気）
馬単票数 計 ８６４２５２ 的中 �� ７８０１７（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２５３９５ 的中 �� ２１６８６（３番人気）�� ２７２７（１８番人気）�� ８５４（３５番人気）
３連複票数 計１０４５１００ 的中 ��� ５５５０（３４番人気）

ハロンタイム １３．２―１１．９―１２．１―１２．３―１２．４―１２．４―１２．２―１１．３―１１．６―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．２―２５．１―３７．２―４９．５―１：０１．９―１：１４．３―１：２６．５―１：３７．８―１：４９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．２

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

勝馬の
紹 介

ニシノエモーション �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００７．１０．２８ 東京２着

２００５．４．１５生 牡２青鹿 母 ナ ド ラ 母母 Bint Pasha ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔その他〕 ドリームトレジャー号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて調教注意。



３１０５２１１月１７日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （１９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２５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，１８．１１．１８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

１１ �� マチカネビシャモン �８芦 ５９ 平沢 健治細川 益男氏 伊藤 正徳 愛
Spectrum
Bloodstock S.
A. and Samac

４８８＋ ６３：２９．０ ５８．６�

３３ ブラックコンドル 牡６黒鹿６１ 小坂 忠士 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム ４７８－ ２ 〃 アタマ １．４�
２２ � クルワザード 牡５栗 ６１ 今村 康成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 作田 誠二 静内 武岡牧場 ４５８－ ４３：２９．２１ ４．６�
７８ 	� バリトンヴォイス 牡６鹿 ６０ 石神 深一岩� 僖澄氏 西橋 豊治 浦河 佐藤 正光 ５０２－１０３：３０．０５ ９３．６�
８１１ メモリーオブヨーク 牡５鹿 ６０ 横山 義行鈴木 芳夫氏 高市 圭二 浦河 大道牧場 ４５８± ０３：３０．３２ １９．６�
６７ 	� コスモラバンジン 牡４鹿 ６０ 宗像 徹 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 浦河 不二牧場 ４７０± ０ 〃 アタマ １４．２	
６６ � シルクサラマンダー 牡４黒鹿６０ 江田 勇亮有限会社シルク佐藤 吉勝 新冠 村上牧場 ４６８－ ２３：３０．４
 ２３．４

４４ アートレータ 牡８鹿 ５９ 柴田 大知伊達 秀和氏 高松 邦男 門別 サンシャイン

牧場 ４４８＋ ８３：３０．７２ １００．９�
５５ ト ー タ チ ス 牡５鹿 ６０ 仲田 雅興竹中 一彰氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４５４－ ４３：３０．８クビ １３．８�
８１０ ラストトレジャー 牡４鹿 ６０ 金子 光希 �社台レースホース矢野 進 千歳 社台ファーム ４５０＋ ２３：３４．０大差 ４４．２
７９ � ユウターアクセス 牡４鹿 ６０ 大庭 和弥上山 利広氏 嶋田 功 新冠 中本牧場 ４８４± ０３：３７．９大差 １１８．２�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １４，１８０，３００円 複勝： １１，８６７，０００円 枠連： １７，５６４，８００円

普通馬連： ５０，８３１，１００円 馬単： ６９，２６２，５００円 ワイド【拡大馬連】： １６，８２４，６００円

３連複： ８７，７０７，１００円 ３連単： 発売なし 計： ２６８，２３７，４００円

払 戻 金

単 勝 � ５，８６０円 複 勝 � ４４０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（１－３） ４，１８０円

普通馬連 �� ３，３５０円 馬 単 �� １４，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０００円 �� ２，０１０円 �� １６０円

３ 連 複 ��� ２，７４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４１８０３ 的中 � １９０８（８番人気）
複勝票数 計 １１８６７０ 的中 � ３７４９（７番人気）� ４３５１７（１番人気）� ２３８２７（２番人気）
枠連票数 計 １７５６４８ 的中 （１－３） ３１０７（１１番人気）
普通馬連票数 計 ５０８３１１ 的中 �� １１２０１（９番人気）
馬単票数 計 ６９２６２５ 的中 �� ３６２５（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６８２４６ 的中 �� ３３８０（１３番人気）�� １６０７（２３番人気）�� ３７２５０（１番人気）
３連複票数 計 ８７７０７１ 的中 ��� ２３６７１（１０番人気）

上り １マイル １：４５．０ ４F ５１．６－３F ３８．４
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�
�
マチカネビシャモン �

�
父 Highest Honor �

�
母父 Be My Guest

１９９９．４．６生 �８芦 母 Elite Guest 母母 Elevate 障害：２３戦２勝 賞金 ３１，４００，０００円
初出走 JRA

〔制裁〕 マチカネビシャモン号の騎手平沢健治は，２周目４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。



３１０５３１１月１７日 曇 良 （１９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

１：２３．１
１：２３．１

重

重

８１４� ハピネスフォーユー 牝２栗 ５４ 蛯名 正義飯田 正剛氏 久保田貴士 米 Dr. Masa-
take Iida ４９２ ―１：２６．４ ２．５�

３４ � エーソングフォー 牝２栗 ５４ 福永 祐一小田 吉男氏 森 秀行 米 Robert
Spiegel ４９４ ― 〃 クビ ４．５�

２２ ソーマジック 牝２鹿 ５４ 藤田 伸二吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４９０ ―１：２７．７８ ２．９�
１１ タケデンオー 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一武市 弘氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４７６ ―１：２８．４４ ９５．９�
６１０ ノボディーヴォ 牡２栗 ５５ 吉田 隼人�LS.M 西塚 安夫 浦河 高昭牧場 ４７４ ―１：２８．５� １１１．９�
７１２�	 ミキノマカオ 牡２栗 ５５ 武士沢友治谷口 久和氏 保田 一隆 三石 藤井 益美 ５００ ―１：２８．６クビ １３．５�
７１３	 ブイチャレンジ 牡２栗 ５５ 小野 次郎石橋 忠之氏 水野 貴広 門別 川島 良一 ４８４ ― 〃 クビ １４３．０	
３５ � ガッテンヒメ 牝２黒鹿５４ 村田 一誠岩崎 圭市氏 本間 忍 門別 浜本牧場 ４８０ ―１：２８．９１
 １０８．３

８１５ サンクスヘヴン 牡２黒鹿５５ 松岡 正海星野 祐介氏 相沢 郁 門別 目黒牧場 ４６６ ―１：２９．１１� １３．７�
４６ �	 ヒシビギニン 牝２黒鹿５４ 郷原 洋司阿部雅一郎氏 中野 隆良 浦河 谷川牧場 ５０２ ―１：２９．７３� ２０．７�
６１１� ショウナンアローン 牡２鹿 ５５ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 静内 岡田スタツド ４８８ ―１：３１．２９ ７５．３
５９ � アヤメユカタ 牝２栗 ５４ 勝浦 正樹橘 倍男氏 高橋 義博 浦河 ミルファーム ４５４ ―１：３１．４
 １８８．２�
２３ ハクサンレジェンド 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝篠� 恒雄氏 浅野洋一郎 門別 里深 牧場 ４３４ ― 〃 ハナ ９１．５�
５８ � ダイヤモンドハート 牡２芦 ５５ 武 幸四郎齋藤 文男氏 萱野 浩二 門別 佐々木牧場 ４８２ ―１：３１．５� ５０．２�
４７ � ウエスタンアイビス 牝２鹿 ５４ 田中 勝春西川 賢氏 的場 均 静内 北西牧場 ４５２ ―１：３２．３５ １０９．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，３６１，２００円 複勝： ２０，６９８，０００円 枠連： ２２，１６６，７００円

普通馬連： ６８，２３２，９００円 馬単： ７９，４８４，３００円 ワイド【拡大馬連】： １９，３６４，６００円

３連複： ９３，４８９，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３２１，７９６，７００円

払 戻 金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １２０円 枠 連（３－８） ３８０円

普通馬連 �� ４９０円 馬 単 �� ８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� １８０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� ４５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８３６１２ 的中 � ５８９７４（１番人気）
複勝票数 計 ２０６９８０ 的中 � ５７５０７（１番人気）� ３９０７５（３番人気）� ４６９２９（２番人気）
枠連票数 計 ２２１６６７ 的中 （３－８） ４３０７９（１番人気）
普通馬連票数 計 ６８２３２９ 的中 �� １０３３８３（２番人気）
馬単票数 計 ７９４８４３ 的中 �� ７１７６８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９３６４６ 的中 �� ２３１８２（２番人気）�� ２９６１８（１番人気）�� １９１９３（３番人気）
３連複票数 計 ９３４８９０ 的中 ��� １５５４２３（１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１１．８―１２．７―１２．５―１２．４―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．７―３５．５―４８．２―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４F５０．９―３F３８．２
３ ２（４，１４）（１０，１５）＝１２－１３，５（１１，６）－１，９＝３，７，８ ４ ２（４，１４）１０－１５，１２－１３，５－６－１，１１－９＝（３，８）－７

勝馬の
紹 介

�ハピネスフォーユー �
�
父 A.P. Indy �

�
母父 Danehill 初出走

２００５．２．２７生 牝２栗 母 Sophorific 母母 Saucy Maid １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



３１０５４１１月１７日 曇 良 （１９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４５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

４８ � サクラカスケード 牝２青 ５４ 蛯名 正義�さくらコマース小島 太 静内 新和牧場 ４３８ ―１：２４．３ ４．０�

１２ ブルーミンバー 牝２鹿 ５４ 藤田 伸二諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７２ ―１：２４．４� ３．３�
６１１ ドナヴィラージュ 牝２黒鹿５４ 横山 典弘山田 貢一氏 鈴木 伸尋 新冠 北星村田牧場 ４２８ ―１：２４．６１ ７．６�
５９ � ラドクリフヤード 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４４２ ― 〃 クビ １０．０�
５１０� シャフツレディ 牝２鹿 ５４ 木幡 初広�ターフ・スポート栗田 博憲 浦河 谷川牧場 ５０６ ―１：２５．０２� ６３．２�
３５ � ベストチョイス 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一中村 祐子氏 菊川 正達 新冠 新冠橋本牧場 ４４２ ―１：２５．１� １１．９	
８１８� ギムレットシチー 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥 �友駿ホースクラブ 佐藤 吉勝 浦河 アイオイファーム ４５２ ―１：２５．３１� ３７．８

１１ � メジロアリエル 牝２鹿 ５４ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ４６８ ―１：２５．４� １１．５�
２４ � ラウドアプローズ 牝２栗 ５４ 勝浦 正樹�辻牧場 岩戸 孝樹 浦河 辻 牧場 ３９０ ―１：２５．５� ７４．３�
７１５ ダイメイリリー 牝２黒鹿５４ 武士沢友治宮本 孝一氏 中野渡清一 門別 かみむら牧場 ４４０ ―１：２５．７１� ２９２．４
８１７ トウカイオペラ 牝２鹿 ５４ 小林 淳一内村 正則氏 成島 英春 門別 碧雲牧場 ４３０ ― 〃 ハナ ２２４．９�
７１３ メリームード 牝２鹿 ５４ 北村 宏司吉田 照哉氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム ４１０ ― 〃 アタマ ３６．８�
２３ � ホーリーチェーン 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣 �社台レースホース高橋 裕 新冠 追分ファーム ４６６ ― 〃 アタマ ３９．２�
８１６ シーサンメイ 牝２栗 ５４ 村田 一誠 �天羽�治牧場 高木 登 浦河 三栄牧場 ４５４ ―１：２６．４４ １０１．１�
３６ � セーセーゴールド 牝２黒鹿５４ 鈴木 慶太馬場瑛八郎氏 清水 利章 門別 新井 昭二 ３８８ ― 〃 ハナ ２５７．４�
４７ サッチャリズム 牝２鹿 ５４ 田中 勝春居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム ４６８ ―１：２７．０３� １３２．４�
７１４ スズカエルマンボ 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４３８ ―１：２７．１� ５．９�
６１２� ワカバセツヨ 牝２鹿 ５４

５１ ▲丸田 恭介牧畠 清久氏 岩城 博俊 門別 浦新牧場 ４３４ ―１：２７．９５ ５２５．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，９２０，０００円 複勝： ２５，８８２，６００円 枠連： ２４，８３１，８００円

普通馬連： ７８，０１５，４００円 馬単： ７０，２４３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，６６７，８００円

３連複： ９５，０００，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３３４，５６２，２００円

払 戻 金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １６０円 � １３０円 � １７０円 枠 連（１－４） ５８０円

普通馬連 �� ７９０円 馬 単 �� １，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ６１０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １，６８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９９２００ 的中 � ３９３６８（２番人気）
複勝票数 計 ２５８８２６ 的中 � ３９５２７（２番人気）� ６２９８６（１番人気）� ３７１２４（３番人気）
枠連票数 計 ２４８３１８ 的中 （１－４） ３１８５５（１番人気）
普通馬連票数 計 ７８０１５４ 的中 �� ７３６８６（１番人気）
馬単票数 計 ７０２４３７ 的中 �� ３１５７５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０６６７８ 的中 �� １６７５０（１番人気）�� ７９１９（７番人気）�� １０１５６（３番人気）
３連複票数 計 ９５０００９ 的中 ��� ４１８９３（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．９―２４．６―３７．１―４９．８―１：０１．７―１：１２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．２―３F３４．５
３ ・（２，８）（３，５，１７）１１（４，９，１４）（１０，１３）－（１，６，１５）－１６－１８－１２－７ ４ ２，８（３，１７）５（４，１１，１４）（１，９，１０，１３）（１８，６，１５）１６－（１２，７）

勝馬の
紹 介

�サクラカスケード �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 サクラユタカオー 初出走

２００５．４．１３生 牝２青 母 サクラフューチャー 母母 ローラローラ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００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 アメイジングベガ号・コスモリスアムール号



３１０５５１１月１７日 晴 良 （１９東京５）第５日 第７競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時１５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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

６１２� ヘイアンルモンド 牡４鹿 ５７ 横山 典弘荻原 昭二氏 松山 康久 追分 追分ファーム ５１６＋ ６１：３８．２ １．４�

７１４ ニューグランジ 牝５鹿 ５５ 北村 宏司 �サンデーレーシング 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４５８＋ ６１：３８．６２� １１．０�
５１０ ナムラオルフェ 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲丸田 恭介奈村 信重氏 柄崎 孝 浦河 帰山 清貴 ４９６± ０１：３８．７� １５．６�
７１３ モンサラーシュ 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹伊達 秀和氏 清水 利章 門別 サンシャイン

牧場 ４５０－ ２１：３８．８� １２３．６�
１１ メンバーズボンド �４鹿 ５７ 柴田 善臣吉田 勝己氏 斎藤 誠 早来 ノーザンファーム ４６６＋ ２１：３８．９� １７．６�
２４ サカイヤベンケイ 牡５黒鹿５７ 柴山 雄一酒井 博氏 武 宏平 白老 白老ファーム ４５０－ ２１：３９．２１� ７５．７�
３５ 	 ダンシングクリス 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人森 保彦氏 秋山 雅一 静内 曾田農園 ４６６＋ ６１：３９．５１� ２７．１	
８１５ ブルーポラリス 牝４黒鹿５５ 田中 勝春 
ブルーマネジメント平井 雄二 新冠 川上牧場 ４６８＋ ６１：４０．３５ １７．４�
８１６� ヒシマイスター 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二阿部雅一郎氏 中野 隆良 門別 日高大洋牧場 ４９２＋ ４１：４０．４クビ ９．９�
５９ スピードカンニング 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝青山 洋一氏 藤岡 健一 静内 千代田牧場 ５０８－１６ 〃 クビ ４９．４
３６ � イッツソークール 牡４青鹿５７ 蛯名 正義林 邦良氏 小島 茂之 浦河 高野牧場 ４７６± ０１：４０．５クビ １８．６�
２３ ホクセツカントリー 牡３栗 ５６ 小野 次郎平島 尚武氏 根本 康広 静内 八田ファーム ４９６± ０１：４０．７１� ３７１．９�
６１１ ダンサーズナカヤマ 牡７芦 ５７ 吉田 豊�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 ５０２－１０ 〃 クビ １１７．５�
１２ 	 グランドアワード 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎�グランド牧場 二本柳俊一 静内 グランド牧場 ４９０－ ６１：４２．２９ １４４．４�
４７ 	 ライブリチチカカ 牡４鹿 ５７

５４ ▲千葉 直人加藤 哲郎氏 沢 峰次 厚真 大川牧場 B４７８＋２０１：４２．５２ ２４１．７�
４８ 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± ０ （競走中止） ２１１．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，８７０，５００円 複勝： ３５，５１３，７００円 枠連： ３０，４４９，３００円

普通馬連： １１２，４２８，１００円 馬単： １１５，１５０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，１１１，５００円

３連複： １４０，７９３，１００円 ３連単： 発売なし 計： ４９０，３１６，９００円

払 戻 金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １００円 � １８０円 � ２４０円 枠 連（６－７） ４８０円

普通馬連 �� ４９０円 馬 単 �� ５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ３５０円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� １，６４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４８７０５ 的中 � １４４６２８（１番人気）
複勝票数 計 ３５５１３７ 的中 � １６０６１４（１番人気）� ３９１３８（２番人気）� ２４０５７（４番人気）
枠連票数 計 ３０４４９３ 的中 （６－７） ４６９２６（２番人気）
普通馬連票数 計１１２４２８１ 的中 �� １７０６７１（１番人気）
馬単票数 計１１５１５０７ 的中 �� １４８７１３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１１１１５ 的中 �� ４０７５２（１番人気）�� ２２０３８（３番人気）�� ６２６４（１０番人気）
３連複票数 計１４０７９３１ 的中 ��� ６３５７４（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．２―３５．７―４７．９―１：００．３―１：１２．８―１：２５．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ヘイアンルモンド �
�
父 Kingmambo �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００６．５．６ 東京１着

２００３．２．１３生 牡４鹿 母 レッドキャット 母母 Lady Sharp １４戦３勝 賞金 ４１，３４７，０００円
〔発走状況〕 メンバーズボンド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

ベルモントガロップ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔競走中止〕 ベルモントガロップ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔調教再審査〕 メンバーズボンド号は，発走調教再審査。
〔３走成績による出走制限〕 ライブリチチカカ号は，平成１９年１２月１７日まで平地競走に出走できない。



３１０５６１１月１７日 晴 良 （１９東京５）第５日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時４５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 ９２０，０００
９２０，０００

円
円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

１２ � フェニコーン 牡３黒鹿５５ 田中 勝春齊藤四方司氏 河野 通文 門別 下河辺牧場 ５０４＋ ４１：４７．９ ７．３�

６１２� ウェンブリー 牝３栗 ５３ 吉田 隼人渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 苫小牧 藤沢 武雄 ４３６± ０ 〃 クビ ８．７�
２３ � メルシーエイタイム 牡５鹿 ５７

５４ ▲千葉 直人永井 康郎氏 武 宏平 静内 田中 裕之 ４６８－ ４１：４８．０	 ４０．７�
３５ ジョウノエリザベス 牝４栗 ５５ 横山 典弘小川 義勝氏 藤沢 和雄 門別 三城牧場 ４８６＋ ２１：４８．１クビ ３．７�
５１０� プ ジ ュ リ 牝４栗 ５５ 木幡 初広長山 尚義氏 清水 利章 平取 坂東牧場 ４６０± ０ 〃 同着 ３０．８�
７１３ ベルモントルパン 牡３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 ４７６＋１０ 〃 クビ ２５．９�
３６ ダークフラッシュ 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣吉澤 克己氏 伊藤 伸一 静内 グランド牧場 ４８２＋ ６ 〃 ハナ １０．８	
２４ 
 ホウショウループ 牝３鹿 ５３ 福永 祐一芳賀 吉孝氏 友道 康夫 米 Green

Gates Farm ４８８± ０１：４８．２クビ ５．７

４８ � マイネジャーダ 牝４黒鹿５５ 小林 久晃 �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 ４９６－ ４１：４８．４１	 ６７．７�
８１７
 マイネルシュピール 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 英 Mrs S. F.
Dibben ５４０＋３０ 〃 クビ ６０．１

７１５ ピサノアリュメール 牝５青 ５５ 北村 宏司市川 義美氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４５２± ０１：４８．５	 ８２．２�
８１８� 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 ４８８－ ６１：４８．７１� ３．９�
１１ ロードキャニオン �３鹿 ５５ 小林 淳一 �ロードホースクラブ 後藤 由之 三石 ケイアイファーム B４４８＋２０１：４８．９１ １８０．１�
８１６� ジャックレイホウ 牡３鹿 ５５ 武士沢友治�千早クラブ 伊藤 正徳 門別 古川 優 ４９４＋１６１：４９．１１	 ３０８．７�
６１１�� ユメノツヅキヲ 牝３黒鹿５３ 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 日田牧場 ４４６＋ ４ 〃 アタマ １９２．２�
５９ � ニシノウェーブ 牡４栗 ５７ 武 幸四郎西山 茂行氏 小西 一男 鵡川 西山牧場 ４６４± ０１：４９．３１� ２７．４�
７１４ マイディアサン 牡３栗 ５５ 柴山 雄一 �社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム ５１６＋１８１：４９．４ ５６．２�

４７
�
�
� セトウチシャイン 牝４鹿 ５５ 村田 一誠高橋 勉氏 松永 康利 門別 日高大洋牧場 B４４０± ０１：５２．２大差 ３８７．２�

（７７１０）

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２６，４３５，２００円 複勝： ４２，６５７，７００円 枠連： ３１，５３９，３００円

普通馬連： １３８，２９４，８００円 馬単： １００，４５９，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，０１６，８００円

３連複： １６４，０８９，２００円 ３連単： 発売なし 計： ５３６，４９２，８００円

払 戻 金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � ３５０円 � ２９０円 � ８６０円 枠 連（１－６） ３，０３０円

普通馬連 �� ２，９５０円 馬 単 �� ６，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３８０円 �� ４，２９０円 �� ５，１３０円

３ 連 複 ��� ７０，８６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６４３５２ 的中 � ２８６９４（４番人気）
複勝票数 計 ４２６５７７ 的中 � ３２９９８（６番人気）� ４３４７２（４番人気）� １１５１６（１０番人気）
枠連票数 計 ３１５３９３ 的中 （１－６） ７７０４（１４番人気）
普通馬連票数 計１３８２９４８ 的中 �� ３４６８３（１３番人気）
馬単票数 計１００４５９８ 的中 �� １１７３９（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３０１６８ 的中 �� ６０６３（１６番人気）�� １８７４（４１番人気）�� １５６３（４５番人気）
３連複票数 計１６４０８９２ 的中 ��� １７０９（１４０番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．０―１１．４―１２．０―１２．３―１２．５―１２．２―１１．６―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．０―３５．４―４７．４―５９．７―１：１２．２―１：２４．４―１：３６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．２―３F３５．７

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

・（４，７）（１６，１７）２，１４（１，１０，１２，１８）１１（３，１３，１５）６，５（８，９）・（７，１７）（４，１６）（２，１４）１（５，１８）（８，１０）（３，１３，１２）（１５，６）１１，９
勝馬の
紹 介

�フェニコーン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Nureyev デビュー ２００７．２．１８ 東京３着

２００４．５．１３生 牡３黒鹿 母 ソウスマッグ 母母 Smuggly ３戦２勝 賞金 １４，２００，０００円
〔発走状況〕 ピサノアリュメール号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セトウチシャイン号は，平成１９年１２月１７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 センギョウシュフ号



３１０５７１１月１７日 晴 良 （１９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２０分 （芝・左）
３歳以上，１，０００万円以下，１８．１１．１８以降１９．１１．１１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 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

８１８ レッドビームシチー 牡５鹿 ５６ 横山 典弘 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 豊浦 飯原牧場 ４８８＋ ２１：２１．７ ７．０�

２４ � ナリタバクシン 牡５鹿 ５６ 後藤 浩輝�オースミ 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ５２２＋２８ 〃 クビ ２９．３�
４７ � バルバレスコ 牡４鹿 ５５ 大庭 和弥北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 ４８０± ０ 〃 アタマ ２３．６�
７１４� ダノンムロー 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二�ダノックス 加藤 征弘 米 Fontainebleau

Farm Inc. ４６０＋ ４１：２１．８クビ ２．６�
３６ �� アドマイヤプルート 牝３鹿 ５２ 村田 一誠近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ４５４± ０１：２１．９	 １１．７�
６１２� トーヨーエーピー 牡４芦 ５４ 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

４９０＋ ４ 〃 クビ ２７．６	
４８ � セイウンワキタツ 牡４鹿 ５７ 武 幸四郎西山 茂行氏 田所 秀孝 米 James M.

Herbener Jr. ４７２± ０１：２２．０クビ ９．３

７１５� アルシラート 牡３鹿 ５５ 福永 祐一広尾レース� 森 秀行 米 Eve Kuhl-

mann ４７８－ ８ 〃 クビ １１．７�
８１６ トウショウアタック 牡５栗 ５３ 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 ４７６＋ ２ 〃 アタマ ４２．２�
５１０� カームブレイカー 牡７栗 ５４ 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 ５５２＋１４ 〃 ハナ １４３．７
２３ � コスモミール 牝４鹿 ５３ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 根本 康広 三石 城地 清満 ４７４＋ ６１：２２．１クビ １３．２�
８１７�� ワイルドソニック 牡５栗 ５３ 田中 勝春細谷 典幸氏 国枝 栄 早来 ノーザンファーム B５１４＋ ４ 〃 クビ ２９．５�
１２ � イノセントワールド 牡６栗 ５４ 北村 宏司 �キャロットファーム 勢司 和浩 米

Jim & Martha Gladwell,
Louis Brooks Ranch,
White Fox Farm, et al

B４９２＋１６１：２２．２
 ３６．２�
５９ � タカラタロウ 牡３鹿 ５４ 柴田 善臣村山 義男氏 田村 康仁 鵡川 清水ファーム ４７２＋ ８１：２２．３クビ ７６．３�
３５ �� エイワジョリー 牝５黒鹿５３ 勝浦 正樹永井公太郎氏 菊川 正達 静内 山際 智 ４７４－ ６ 〃 アタマ ６８．９�
１１ � マセラティスタ 牡３栗 ５４ 穂苅 寿彦 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ５０４＋ ４ 〃 ハナ ９．１�
６１１�� マ ル タ ラ ヴ 牡５鹿 ５３ 木幡 初広松浦 太郎氏 鈴木 勝美 新冠 村上牧場 ４５０＋ ２ 〃 アタマ ２３２．６�
７１３� サクセスドマーニ 牡５鹿 ５５ 松岡 正海�嶋 哲氏 藤岡 健一 米

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

B４８２－ ２１：２２．６１
 ２８．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２８，８８５，６００円 複勝： ４５，６５４，６００円 枠連： ４５，２１３，４００円

普通馬連： １７１，８９２，１００円 馬単： １００，４３６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，１５２，６００円

３連複： １６９，２３８，４００円 ３連単： ３５２，６７９，３００円 計： ９５７，１５２，６００円

払 戻 金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２４０円 � ９８０円 � ６２０円 枠 連（２－８） １，９４０円

普通馬連 �� ９，４９０円 馬 単 �� １６，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，５３０円 �� ２，１８０円 �� ９，３７０円

３ 連 複 ��� ７４，４８０円 ３ 連 単 ��� ３５８，０２０円

票 数

単勝票数 計 ２８８８５６ 的中 � ３２５４９（２番人気）
複勝票数 計 ４５６５４６ 的中 � ５９８４２（２番人気）� １０８３６（１４番人気）� １７９８８（９番人気）
枠連票数 計 ４５２１３４ 的中 （２－８） １７２４２（９番人気）
普通馬連票数 計１７１８９２１ 的中 �� １３３８０（３６番人気）
馬単票数 計１００４３６６ 的中 �� ４３８８（６０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３１５２６ 的中 �� ３０１１（４３番人気）�� ４９３９（２５番人気）�� １１１８（９２番人気）
３連複票数 計１６９２３８４ 的中 ��� １６７７（２２９番人気）
３連単票数 計３５２６７９３ 的中 ��� ７２７（１１０６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．４―３４．９―４６．５―５７．９―１：０９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．８―３F３５．２
３ ４（５，６）（３，９，１７）（１，７）１８，１２（２，８，１３）１４，１０（１５，１６）－１１ ４ ・（４，５，６，１７）（３，７，９）（１，８，１８）（２，１２，１３）１０，１４（１５，１６）１１

勝馬の
紹 介

レッドビームシチー �
�
父 ヘクタープロテクター �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００５．３．１２ 中山１２着

２００２．６．１５生 牡５鹿 母 レッドパメラ 母母 ヨ シ シ バ ３４戦３勝 賞金 ７５，９６５，０００円
〔発走状況〕 アルシラート号は，右前肢落鉄。発走時刻３分遅延。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 アグネスドーン号・コスモラヴソング号・ステキナブロンコ号・ダイイチミラクル号・ノーザンスター号・

マイネルパシオン号・メジロボンズ号・リキサンファイター号



３１０５８１１月１７日 晴 良 （１９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５５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 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

１１ � タイキヴァンベール 牡７芦 ５７ 蛯名 正義�大樹ファーム 田中 清隆 米 Taiki Farm ４７６＋ ８１：３６．６ ５．４�

２４ � ウインルーセント 牡３栗 ５６ 松岡 正海�ウイン 佐々木晶三 浦河 桑田 正己 ５１２＋ ２１：３６．７	 ２．１�
８１５� ガ ブ リ ン 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二榮 義則氏 森 秀行 豪 Mr JR

Fleming ４７６± ０１：３６．８	 ７．０�
２３ サワノブレイブ 牡６栗 ５７ 北村 宏司澤田 �子氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 ４８６－ ２ 〃 ハナ １４．１�
５９ 
 シルクヴェルリッツ 牡５鹿 ５７ 千葉 直人有限会社シルク音無 秀孝 新冠 中本牧場 ４７２＋ ４１：３６．９� ４６．１	
１２ � セレスクラブ 牡５鹿 ５７ 横山 典弘岡 浩二氏 鮫島 一歩 浦河 村下牧場 ４７４± ０１：３７．０� １７．６

６１１�� セトノシェーバー 牡６栃栗５７ 高井 彰大難波 澄子氏 西園 正都 門別 千葉飯田牧場 ４８０－ ４ 〃 アタマ ３０８．７�
３５ �� モエレアドミラル 牡５栗 ５７ 武 幸四郎中村 和夫氏 小島 太 新冠 早田牧場新

冠支場 B４９０＋ ４１：３７．５３ １４．０�
６１２� マルターズマッシブ 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝藤田与志男氏 堀井 雅広 米 Harold

Queen ４９２－ ６１：３８．０３ ７．６
７１４ トラストセレビー 牡７鹿 ５７ 小野 次郎菅波 雅巳氏 西塚 安夫 浦河 梅田牧場 ５５２＋１２１：３８．３１	 ３４６．１�
４８ リスキーアフェア 牡５黒鹿５７ 吉田 隼人臼田 浩義氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ５０８± ０１：３８．６２ ３５．０�
３６ ケージーアジュデ 牡６鹿 ５７ 武士沢友治川井 五郎氏 斎藤 誠 新冠 岩見牧場 ５３６＋１６１：３８．７クビ １５６．０�
７１３ シーサンダー 牡５鹿 ５７ 村田 一誠藤田 宗平氏 藤沢 則雄 浦河 野村 正 ５１４－ ８１：３８．８� ４５．７�
４７ サテライトキャノン 牡６栗 ５７ 小林 淳一 �ノースヒルズマネ

ジメント 松元 省一 門別 下河辺牧場 ４８６＋ ２１：３９．４３� ４７．０�
５１０� マイフラッグ 牡７栗 ５７ 柴山 雄一堀越 毅一氏 相沢 郁 浦河 野表 春雄 B４８４± ０ 〃 アタマ ４７．１�

（１５頭）
８１６ オヤマハリケーン ６栗 ５７ 柴田 善臣木下 秀一氏 菊川 正達 静内 岡田スタツド ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２９，７３１，２００円 複勝： ４２，１７８，６００円 枠連： ３９，９４２，７００円

普通馬連： １７５，９９６，５００円 馬単： １０７，１８２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，３３８，７００円

３連複： １４８，５２４，４００円 ３連単： ３９０，６７４，９００円 計： ９７３，５６９，６００円

払 戻 金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １６０円 � １２０円 � ２１０円 枠 連（１－２） ３６０円

普通馬連 �� ５８０円 馬 単 �� １，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ７４０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� １，７６０円 ３ 連 単 ��� ９，３００円

票 数

単勝票数 差引計 ２９７３１２（返還計 ３３３） 的中 � ４４０７３（２番人気）
複勝票数 差引計 ４２１７８６（返還計 ３６５） 的中 � ６８１０８（２番人気）� １２５８７３（１番人気）� ３９２９９（４番人気）
枠連票数 差引計 ３９９４２７（返還計 １２０） 的中 （１－２） ８３９４５（１番人気）
普通馬連票数 差引計１７５９９６５（返還計 ６０１４） 的中 �� ２２５５５３（１番人気）
馬単票数 差引計１０７１８２６（返還計 ２６５６） 的中 �� ５２５４０（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ３９３３８７（返還計 １１３６） 的中 �� ４３５９６（１番人気）�� １１７９５（８番人気）�� ２０９４８（４番人気）
３連複票数 差引計１４８５２４４（返還計 ９２６１） 的中 ��� ６２２９４（３番人気）
３連単票数 差引計３９０６７４９（返還計 ２０９５０） 的中 ��� ３１０２５（１５番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．６―１１．３―１１．９―１２．５―１２．３―１２．５―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．１―３４．４―４６．３―５８．８―１：１１．１―１：２３．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�タイキヴァンベール �
�
父 Rubiano �

�
母父 Lyphard デビュー ２００２．７．１３ 新潟２着

２０００．３．１生 牡７芦 母 Sapphire Breeze 母母 Blue Wind ３６戦６勝 賞金 １３８，７１１，０００円
〔出走取消〕 オヤマハリケーン号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 モエレアドミラル号の騎手武幸四郎は，発走直後に内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２２頭 アルバレスト号・ウィストラム号・ウォーターバロン号・ゴッドセンド号・ゴールドマイン号・サクラビジェイ号・

サンワードラン号・サーチエネミー号・ジョウノデイリー号・スズカジョリーズ号・スナークユーチャン号・
タガノエスペランサ号・ピオーネ号・ヒカルバローロ号・ベリーベリナイス号・ミネルバサウンド号・
ヤマタケゴールデン号・ユウコン号・ラインドライブ号・ランダムシード号・リバースモード号・レオエンペラー号



３１０５９１１月１７日 曇 良 （１９東京５）第５日 第１１競走 ��
��１，８００�第１２回東京スポーツ杯２歳ステークス（ＪｐｎⅢ）

発走１５時３０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 ５６０，０００円 １６０，０００円 ８０，０００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

６１１� フサイチアソート 牡２栗 ５５ 横山 典弘関口 房朗氏 岩戸 孝樹 早来 ノーザンファーム ４４４－ ６１：４７．４ ３０．２�

８１４�� スズジュピター 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝小紫 芳夫氏 高橋 裕 早来 ノーザンファーム ４７０＋１０１：４７．６１ ４．６�
５９ � スマイルジャック 牡２黒鹿５５ 柴田 善臣齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 ４７２－ ２ 〃 ハナ ９．７�
３４ � ゴスホークケン 牡２黒鹿５５ 田中 勝春藤田与志男氏 斎藤 誠 米 Four Horse-

men’s Ranch ５２０＋１２１：４７．９２ ２．９�
３５ � タケミカヅチ 牡２鹿 ５５ 木幡 初広 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４９６＋ ２１：４８．１１	 ７．５�
７１２�� ベンチャーナイン 牡２鹿 ５５ 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 門別 瀬戸牧場 ４８２＋ ４ 〃 ハナ ２０．１�
２３ � ジェントルフォーク 牡２鹿 ５５ 松岡 正海 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 浦河 日進牧場 ４７４＋ ２１：４８．３１ ７７．２

２２ � リアルヴィクトリー 牡２鹿 ５５ 北村 宏司杉山 美惠氏 浅見 秀一 三石 明治牧場 ４８４＋１６１：４８．４	 ２７．５�
６１０� ダンツキッスイ 牡２鹿 ５５ 福永 祐一山元 哲二氏 橋本 寿正 浦河 丸幸小林牧場 ５０６－ ４１：４８．５クビ ４．４�
５８ � シングンリターンズ 牡２鹿 ５５ 武 幸四郎伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４４２＋１０ 〃 ハナ １０３．７
１１ �� ダノンインスパイア 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二	ダノックス 加藤 征弘 早来 ノーザンファーム ５１２－ ４１：４８．９２	 ２７．２�
４６ � マイネルエルマス 牡２黒鹿５５ 柴山 雄一 	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 ５１０± ０ 〃 クビ １４１．５�
４７ ホ ウ ザ ン 牡２栗 ５５ 蛯名 正義�グランド牧場 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４９８＋ ４１：４９．２１
 ４１．３�
７１３� コスモコマンダ 牡２青鹿５５ 勝浦 正樹 �ビッグレッドファーム 阿部 新生 米 Diamond A

Racing Corp. ４７０＋ ８１：４９．４１	 ２７６．３�
８１５� メジロガストン 牡２青鹿５５ 吉田 豊メジロ商事	 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ４８６＋ ２１：４９．５
 ５３．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ８９，６１８，３００円 複勝： １２３，４７５，５００円 枠連： ８６，４３９，１００円

普通馬連： ５３３，７７２，４００円 馬単： ３１７，９７６，０００円 ワイド【拡大馬連】： １０６，４１０，６００円

３連複： ４６４，１４２，４００円 ３連単： １，０７２，２４６，０００円 計： ２，７９４，０８０，３００円

払 戻 金

単 勝 � ３，０２０円 複 勝 � ５４０円 � ２００円 � ２５０円 枠 連（６－８） ８００円

普通馬連 �� ５，５７０円 馬 単 �� １８，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２２０円 �� ２，６１０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� １６，９４０円 ３ 連 単 ��� １４６，２２０円

票 数

単勝票数 計 ８９６１８３ 的中 � ２３４３６（９番人気）
複勝票数 計１２３４７５５ 的中 � ４９９２０（７番人気）� １８８７８３（３番人気）� １３５７４５（５番人気）
枠連票数 計 ８６４３９１ 的中 （６－８） ８０６８９（３番人気）
普通馬連票数 計５３３７７２４ 的中 �� ７０８１６（２２番人気）
馬単票数 計３１７９７６０ 的中 �� １２７７１（５６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１０６４１０６ 的中 �� １１５６９（２５番人気）�� ９７９０（３０番人気）�� ３７２７０（９番人気）
３連複票数 計４６４１４２４ 的中 ��� ２０２２８（５３番人気）
３連単票数 計１０７２２４６０ 的中 ��� ５４１２（３８８番人気）

ハロンタイム １３．０―１０．９―１１．３―１１．８―１２．４―１２．８―１２．０―１１．３―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２３．９―３５．２―４７．０―５９．４―１：１２．２―１：２４．２―１：３５．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．２

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

勝馬の
紹 介

�フサイチアソート �
�
父 トワイニング �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１０．２８ 東京１着

２００５．２．１６生 牡２栗 母 アーネストデザイア 母母 リストレーション ２戦２勝 賞金 ３９，５６０，０００円



３１０６０１１月１７日 曇 良 （１９東京５）第５日 第１２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時０５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

１：２２．３
１：２１．９

稍重

重

５１０� ビクトリーテツニー 牡３栗 ５６ 藤田 伸二榮 義則氏 森 秀行 米 Dell Ridge
Farm ４７８＋ ２１：２３．７ ２．７�

６１１� ドリーミーペガサス 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �社台レースホース松山 康久 米 Fontainebleau
Farm Inc. ５３０＋２２１：２３．９１ ５．４�

８１５ ゴットザビート 牝５栗 ５５ 武 幸四郎 �社台レースホース栗田 博憲 白老 白老ファーム ４７２－ ６１：２４．８５ ８４．８�
３６ カネスラファール 牡３黒鹿５６ 北村 宏司杉澤 光雄氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ４７６＋ ２１：２４．９� ９．１�
６１２	 チョウカイモンド 
５栗 ５７ 小野 次郎�平田牧場 中野 隆良 浦河 酒井牧場 ４９４＋ ４１：２５．０クビ ２４．９�
２４ ケイアイハクスイ 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一亀田 守弘氏 柴崎 勇 青森 佐々木牧場 ４８６± ０１：２５．３２ ４．７	
４７ � チョウカイキセキ 牡５黒鹿５７ 横山 典弘�平田牧場 加藤 和宏 静内 タイヘイ牧場 ４８４＋ ４１：２５．４クビ ９．２

１２ � ブルーチェイサー 牝６黒鹿 ５５

５２ ▲千葉 直人篠木 俊二氏 菅原 泰夫 福島 篠木牧場 ４７６± ０ 〃 ハナ ２１４．４�
１１ ラ イ カ ー ト 牝３芦 ５４ 小林 淳一 �社台レースホース鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２＋ ８ 〃 アタマ ２４．６�
２３ �� クリアエンデバー 牡７栗 ５７ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ５２６＋ ６１：２５．６１ ２９．２
８１６ ブルーベレッタ 牡５鹿 ５７ 大庭 和弥 �ブルーマネジメント小笠 倫弘 三石 加野牧場 ４９８＋ ４ 〃 アタマ ７８．６�
７１３� イチライタッチ 牡５黒鹿５７ 吉田 隼人市来 静夫氏 天間 昭一 浦河 鈴木 武蔵 ４９２＋１０１：２５．８１� ８１．５�
５９ タケデンヴィーナス 牝３栗 ５４ 武士沢友治武市 弘氏 武市 康男 浦河 安藤牧場 ４５０＋１０１：２６．０１ １２６．１�
４８ � コウジンアルス 牡５栗 ５７ 横山 義行加藤 興一氏 武市 康男 静内 中田 浩美 B４７６－ ２１：２６．１ ５１．４�
７１４ ゼンノスカイブルー 牡４鹿 ５７ 松岡 正海大迫久美子氏 土田 稔 平取 坂東牧場 ５６２＋１８１：２６．３１ ２０．２�
３５ � ラオムフェーレ 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹�ミルファーム 保田 一隆 静内 石川 新一 ４８４＋ ４１：２６．４クビ ３４．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，１６７，１００円 複勝： ５６，００７，２００円 枠連： ４３，８５７，７００円

普通馬連： １９５，１３１，３００円 馬単： １２６，２５３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，２５０，５００円

３連複： １８０，４９７，８００円 ３連単： ４２４，２８３，９００円 計： １，１１３，４４８，５００円

払 戻 金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １６０円 � ２２０円 � １，９９０円 枠 連（５－６） ６７０円

普通馬連 �� ９００円 馬 単 �� １，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ３，７６０円 �� ８，２７０円

３ 連 複 ��� ２７，１６０円 ３ 連 単 ��� ９１，９４０円

票 数

単勝票数 計 ３８１６７１ 的中 � １１５４１８（１番人気）
複勝票数 計 ５６００７２ 的中 � １１８７０２（１番人気）� ６９１５６（３番人気）� ５２２１（１５番人気）
枠連票数 計 ４３８５７７ 的中 （５－６） ４８３９２（２番人気）
普通馬連票数 計１９５１３１３ 的中 �� １６０１６４（２番人気）
馬単票数 計１２６２５３０ 的中 �� ７０５５０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９２５０５ 的中 �� ３１１４５（２番人気）�� ３０５０（３９番人気）�� １３７３（６４番人気）
３連複票数 計１８０４９７８ 的中 ��� ４９０６（８０番人気）
３連単票数 計４２４２８３９ 的中 ��� ３４０６（２５９番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１２．１―１２．２―１２．２―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．１―３５．２―４７．４―５９．６―１：１１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ビクトリーテツニー �
�
父 Gone West �

�
母父 Carnivalay デビュー ２００６．６．２４ 京都３着

２００４．１．２３生 牡３栗 母 Radu Cool 母母 Purify ９戦３勝 賞金 ２９，１３７，０００円
［他本会外：３戦０勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２０頭 アプローズヒーロー号・イシノファイター号・エイダイタカラブネ号・エプソムボス号・キラライットウセイ号・

グランプリペガサス号・コリントシチー号・シュウザンアイ号・スターボイジャー号・セイウンマル号・
セイカモリオカ号・ソブリンブライト号・トラベルシチー号・パープルストック号・ビッグポパイ号・
プライベートプラン号・マイネルガッチャ号・マルブツバンダリー号・ミスターモナルコス号・リワードパットン号



（１９東京５）第５日 １１月１７日（土曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７６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

２５６，０９０，０００円
１９，２７０，０００円
３６０，０００円
２，０００，０００円
２７，８９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６５，３４３，０００円
５，３６１，２００円
１，７７７，６００円

勝馬投票券売得金
３４２，３６３，８００円
４７６，９１８，９００円
３９２，１０６，９００円
１，７２９，０２４，４００円
１，３０１，１６０，０００円
４１７，１７４，０００円
１，８１９，８１２，３００円
２，２３９，８８４，１００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 ８，７１８，４４４，４００円

総入場人員 ３２，１２１名 （有料入場人員 ３０，８７７名）




