
３１０２５１１月１５日 曇 良 （２０東京５）第３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）

牝，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

１１ エ ペ デ ュ ー 牝２鹿 ５４ 北村 宏司石橋 松蔵氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 ４７２＋１２１：２６．７ １．８�

２３ リ ュ シ オ ル 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣吉田 勝己氏 小島 太 早来 ノーザンファーム ４５０－ ４ 〃 クビ ４．８�
３６ スマートダズル 牝２鹿 ５４ 江田 照男�グランド牧場 大江原 哲 新ひだか グランド牧場 ４６０＋ ４１：２７．４４ ２５３．６�
１２ セイカドルチェ 牝２黒鹿５４ 柴山 雄一久米 誠氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 ４４６＋ ４１：２８．３５ ４５．７�
８１６ コスモハイスペック 牝２栗 ５４ 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 嶋田 潤 新冠 ビッグレッドファーム ４５６－ ４１：２８．４� １５．６�
４７ ハニーインチーフ 牝２鹿 ５４ 武士沢友治中村 政勝氏 松永 康利 三石 タツヤファーム ４３８＋１０１：２８．６１� ３２．７�
７１４ スーパーオアシス 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹福島 実氏 嶋田 功 日高 沖田牧場 ４４２＋ ４１：２８．９１� １１７．８	
５９ カルナチンタ 牝２黒鹿５４ 松岡 正海加藤 信之氏 田村 康仁 様似 松田 豊和 ４５２＋ ２１：２９．１１� ３１．５

４８ イ ル ボ ッ ロ 牝２鹿 ５４ 田中 勝春北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 ４４８＋１０１：２９．３１� １２９．９�
２４ ダ ノ ニ ー 牝２青鹿 ５４

５３ ☆三浦 皇成井上 一郎氏 武藤 善則 日高 いとう牧場 ４７２－１０ 〃 クビ １２．９�
７１３ ポルタノーヴァ 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝岡田 牧雄氏 後藤 由之 日高 庄野牧場 ４６０＋ ２１：２９．７２� ５．８
６１１ シュウザンモモ 牝２鹿 ５４ 横山 典弘平 光良氏 鈴木 康弘 静内 桜井牧場 ４５２＋ ２１：２９．８� ４０．０�
６１２ サンワードヒミコ 牝２黒鹿５４ 村田 一誠古谷 敏明氏 中川 公成 浦河 梅田牧場 ４７６± ０１：３０．０１ ４１１．６�
３５ ブルーマウンテン 牝２青鹿５４ 嘉藤 貴行�渡辺牧場 高橋 義博 新ひだか 前川牧場 ４８６± ０１：３０．３１� ３１５．６�
５１０ トーセンザメイデン 牝２鹿 ５４ 和田 竜二島川 �哉氏 石栗 龍彦 静内 静内坂本牧場 B４４２＋ ２１：３１．５７ ２６．０�
８１５ ラレーヌデュバル 牝２鹿 ５４ 池田 鉄平�ミルファーム 畠山 重則 浦河 村下農場 ４５２＋ ４１：３１．６クビ １９９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，４１６，３００円 複勝： ２３，５６７，３００円 枠連： １４，４６８，６００円

普通馬連： ５０，０３０，２００円 馬単： ３７，９５５，３００円 ワイド【拡大馬連】： １５，６１１，６００円

３連複： ５５，７５４，６００円 ３連単： ７８，８２３，７００円 計： ２９０，６２７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � ２，４４０円 枠 連（１－２） ３５０円

普通馬連 �� ４５０円 馬 単 �� ７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ４，６６０円 �� ７，６２０円

３ 連 複 ��� １７，５６０円 ３ 連 単 ��� ３４，２００円

票 数

単勝票数 計 １４４１６３ 的中 � ６４３８６（１番人気）
複勝票数 計 ２３５６７３ 的中 � ９２９６４（１番人気）� ３７８８１（３番人気）� １２４５（１３番人気）
枠連票数 計 １４４６８６ 的中 （１－２） ３０７２６（１番人気）
普通馬連票数 計 ５００３０２ 的中 �� ８３３９１（１番人気）
馬単票数 計 ３７９５５３ 的中 �� ４０１４３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５６１１６ 的中 �� １９９９９（１番人気）�� ７２４（４０番人気）�� ４４０（５４番人気）
３連複票数 計 ５５７５４６ 的中 ��� ２３４４（５０番人気）
３連単票数 計 ７８８２３７ 的中 ��� １７０１（９７番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１２．１―１２．７―１２．１―１２．７―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．８―３５．９―４８．６―１：００．７―１：１３．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ペ デ ュ ー �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ラツキーソブリン デビュー ２００８．１１．１ 東京２着

２００６．３．２４生 牝２鹿 母 カムイイットー 母母 イ ツ ト ー ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円



３１０２６１１月１５日 曇 良 （２０東京５）第３日 第２競走 ��
��１，３００�サラブレッド系２歳

発走１０時２５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

１：１８．３
１：１８．３

良

良

８９ ロトスカイブルー 牡２鹿 ５５ 吉田 豊國武 佳博氏 成島 英春 新冠 赤石 久夫 ４８０＋ ６１：１９．８ ２．１�

８１０ ケージーコガネ 牡２栗 ５５ 田中 勝春川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４６６－ ２１：２０．３３ ４．６�
３３ ディパーチャーズ 牡２鹿 ５５ 横山 典弘 �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 ４４４± ０１：２０．４� ２．５�
５５ ノボパガーレ 牡２栗 ５５

５４ ☆三浦 皇成�LS.M 西塚 安夫 浦河 高昭牧場 ４７０－ ８１：２０．５� １８．７�
４４ アルカディアシチー 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人 �友駿ホースクラブ 萱野 浩二 日高 幾千世牧場 ５４２＋ ４１：２１．４５ ２１．８�
７８ ラヴェニール 牝２鹿 ５４ 宮崎 光行柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 マリオステー

ブル ４５０＋ ４１：２１．８２� ４６．１	
（北海道）

２２ ディアドミニオン 牡２青鹿５５ 柴山 雄一ディアレスト 秋山 雅一 日高 寺島 義典 ４７０＋ ４１：２２．２２� １７７．４

１１ コ ー ド 牡２鹿 ５５ 田面木博公松平 正樹氏 高松 邦男 日高 山際 辰夫 B４７４＋ ２１：２３．３７ ７３．７�
７７ カシマアチーブ 牝２鹿 ５４ 高山 太郎松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 山田 昇史 ４５６＋ ６１：２３．７２� １１３．４�
６６ ルビーマダム 牝２鹿 ５４ 武士沢友治�宮内牧場 中野渡清一 浦河 宮内牧場 ４２６± ０１：２４．３３� ２４９．６

（１０頭）

売 得 金

単勝： １５，０１２，９００円 複勝： ３４，２２４，４００円 枠連： １４，１５２，５００円

普通馬連： ４５，２４８，０００円 馬単： ４５，８７０，６００円 ワイド【拡大馬連】： １６，８３７，７００円

３連複： ５２，４６４，７００円 ３連単： １１３，９８５，８００円 計： ３３７，７９６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １００円 � １２０円 � １００円 枠 連（８－８） ５５０円

普通馬連 �� ５２０円 馬 単 �� ７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １３０円 �� １１０円 �� １５０円

３ 連 複 ��� １９０円 ３ 連 単 ��� １，２７０円

票 数

単勝票数 計 １５０１２９ 的中 � ５７０５７（１番人気）
複勝票数 計 ３４２２４４ 的中 � １６４８６７（１番人気）� ３８２９９（３番人気）� １０５４９３（２番人気）
枠連票数 計 １４１５２５ 的中 （８－８） １９２３０（２番人気）
普通馬連票数 計 ４５２４８０ 的中 �� ６４４７０（２番人気）
馬単票数 計 ４５８７０６ 的中 �� ４５８７２（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６８３７７ 的中 �� ３２２０２（２番人気）�� ４６８３１（１番人気）�� ２３５７０（３番人気）
３連複票数 計 ５２４６４７ 的中 ��� ２０８７１６（１番人気）
３連単票数 計１１３９８５８ 的中 ��� ６６２９７（３番人気）

ハロンタイム ６．８―１２．０―１１．９―１２．２―１２．１―１２．０―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
６．８―１８．８―３０．７―４２．９―５５．０―１：０７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロトスカイブルー �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００８．７．２０ 新潟４着

２００６．３．２２生 牡２鹿 母 シンカンメグミ 母母 フレンドシザラ ６戦１勝 賞金 １１，３５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルビーマダム号は，平成２０年１２月１５日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



３１０２７１１月１５日 曇 良 （２０東京５）第３日 第３競走 ��１，６００�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

１：３４．７
１：３３．１

良

良

８１０ ストロングリターン 牡２鹿 ５５ 内田 博幸吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５０４± ０１：３５．４ １．４�

３３ トーセンオーパス 牡２鹿 ５５ 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４６０＋ ８１：３５．６１� ３１．７�
６７ ウ マ ザ イ ル 牡２黒鹿５５ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５１４＋ ４１：３５．７� ９．４�
８１１ カーネリアンシチー 牡２栗 ５５ 吉田 豊 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 新ひだか 幌村牧場 ４７２＋ ２１：３５．８� ２１．３�
２２ アルストリスタン 牡２栗 ５５

５４ ☆三浦 皇成池田 正孝氏 河野 通文 新冠 大栄牧場 ４５８－ ２１：３５．９� １１．９�
５５ クリアソウル 牝２栗 ５４ 松岡 正海有限会社シルク斎藤 誠 静内 千代田牧場 ４４０± ０ 〃 ハナ ８．５	
４４ プロヴィデンス 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４８６＋ ８１：３６．１１� １２．６

６６ キンセイポラリス 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義山田 裕仁氏 矢作 芳人 門別 天羽牧場 ３９０－ ６１：３６．３１� ９１．７�
７９ マイネフェニーチェ 牝２青鹿５４ 柴山 雄一 �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 ４１２＋ ４１：３６．９３� ９８．５�
１１ トウショウパンサー 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝トウショウ産業� 浅野洋一郎 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４１８＋ ６１：３７．５３� １６８．４
７８ メジロデューチン 牡２栃栗５５ 吉田 隼人�メジロ牧場 高橋 裕 洞爺 メジロ牧場 ４２０＋ ４１：３７．６� １３４．８�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２４，５３０，６００円 複勝： ７５，５９６，８００円 枠連： １３，７４１，３００円

普通馬連： ５８，７５５，０００円 馬単： ５９，３６４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，８７７，３００円

３連複： ６２，３８７，２００円 ３連単： １３３，４７４，７００円 計： ４５０，７２７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ５９０円 � ２７０円 枠 連（３－８） １，４９０円

普通馬連 �� １，５１０円 馬 単 �� １，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７１０円 �� ３４０円 �� ２，４２０円

３ 連 複 ��� ３，５１０円 ３ 連 単 ��� １２，０１０円

票 数

単勝票数 計 ２４５３０６ 的中 � １４８１４３（１番人気）
複勝票数 計 ７５５９６８ 的中 � ５２６３００（１番人気）� １１６１４（７番人気）� ３０２６０（５番人気）
枠連票数 計 １３７４１３ 的中 （３－８） ６８２１（６番人気）
普通馬連票数 計 ５８７５５０ 的中 �� ２８７３５（６番人気）
馬単票数 計 ５９３６４３ 的中 �� ２３９７０（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２８７７３ 的中 �� ７７４６（８番人気）�� １８９９５（５番人気）�� ２１０２（２１番人気）
３連複票数 計 ６２３８７２ 的中 ��� １３１１９（１３番人気）
３連単票数 計１３３４７４７ 的中 ��� ８２０５（３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．４―３６．３―４８．６―１：００．８―１：１２．０―１：２３．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストロングリターン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Smart Strike デビュー ２００８．１０．１９ 東京２着

２００６．５．２６生 牡２鹿 母 コートアウト 母母 Azhaar ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円



３１０２８１１月１５日 晴 良 （２０東京５）第３日 第４競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１１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

１：４６．９
１：４６．７

良

良

６９ � タイフーンルビー 牡２栗 ５５ 吉田 豊吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Moon Lake
Stables ４６２＋ ８１：４６．９ ７．０�

４６ ハギノバロンドール 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝日隈 良江氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８８＋ ２１：４７．３２� ４．８�
３４ レッドシャドウ 牡２鹿 ５５ 田中 勝春 �東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４６４± ０１：４７．５１� ２．９�
８１３ ブリッツェン 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４６０＋ ６１：４７．９２� ３．５�
４５ トドロキエンジェル 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一原田昭太郎氏 高橋 義博 日高 ファニーヒルファーム ４２６＋ ６１：４８．０	 ２１０．８�
１１ ナスノロビン 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹�須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４３６－ ２１：４８．３１	 １３．７	
８１４ コスモピグマン 牡２鹿 ５５ 内田 博幸 
ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 静内 真歌伊藤牧場 ４５８± ０１：４８．４クビ １２．５�
２２ サオリチャン 牝２鹿 ５４ 武士沢友治瀬谷 �雄氏 小桧山 悟 新冠 秋田牧場 ４７０＋ ６１：４８．６１� ２３．０
７１２ ダイワモースト 牡２黒鹿５５ 蛯名 正義大城 敬三氏 田中 清隆 三石 追分ファーム ４９０－ ８１：４８．８１� ７２．５�
６１０ トミケンコウテイ 牡２栗 ５５ 宮崎 光行冨樫 賢二氏 和田 正道 浦河 金成吉田牧場 ４３８－１４１：４９．０１� ２２０．１�

（北海道）

７１１� コスモグラビティ 牡２黒鹿５５ 松岡 正海 
ビッグレッドファーム 田村 康仁 米
Wayne G. Lyster
III, Robert Muir
& Des Scott

４９０＋ ２１：４９．２１� ３５．５�
５８ スイートメロン 牝２鹿 ５４ 村田 一誠簗詰 貴彦氏 本間 忍 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３２± ０１：４９．５１	 ９９．４�
５７ ジェットプリティー 牝２青鹿５４ 北村 宏司村田 哲朗氏 �田 研二 静内 岡田スタツド ４６０－ ４１：５０．８８ １２７．９�
３３ トーセンメロディ 牡２鹿 ５５ 和田 竜二島川 �哉氏 保田 一隆 新ひだか 増本 良孝 ４４８－ ４１：５１．０１� １２４．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，６８０，６００円 複勝： ２８，６８３，０００円 枠連： １６，５８９，３００円

普通馬連： ６４，３３６，５００円 馬単： ４６，０８９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，９４５，７００円

３連複： ６５，６００，６００円 ３連単： １００，３０８，７００円 計： ３６１，２３３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � １８０円 � １７０円 � １３０円 枠 連（４－６） １，７９０円

普通馬連 �� １，９１０円 馬 単 �� ３，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ３２０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� １，３７０円 ３ 連 単 ��� １０，６４０円

票 数

単勝票数 計 １７６８０６ 的中 � ２０００４（４番人気）
複勝票数 計 ２８６８３０ 的中 � ３６３３９（４番人気）� ４３４８１（３番人気）� ７３５６１（１番人気）
枠連票数 計 １６５８９３ 的中 （４－６） ６８４０（６番人気）
普通馬連票数 計 ６４３３６５ 的中 �� ２４８６１（７番人気）
馬単票数 計 ４６０８９０ 的中 �� ８７０２（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１９４５７ 的中 �� ９０９４（６番人気）�� １７６１３（３番人気）�� ２０４０２（２番人気）
３連複票数 計 ６５６００６ 的中 ��� ３５５１２（３番人気）
３連単票数 計１００３０８７ 的中 ��� ６９６４（２９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．７―１１．６―１１．８―１１．８―１１．６―１２．４―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．４―３５．１―４６．７―５８．５―１：１０．３―１：２１．９―１：３４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．４―３F３６．６

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

勝馬の
紹 介

�タイフーンルビー �
�
父 Unbridled’s Song �

�
母父 Tale of the Cat デビュー ２００８．８．１７ 新潟２着

２００６．１．２７生 牡２栗 母 Tale of a Queen 母母 Halo Queen ３戦１勝 賞金 ９，１００，０００円
〔その他〕 トーセンメロディ号は，１着馬がレコードタイムと同タイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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。



３１０２９１１月１５日 晴 良 （２０東京５）第３日 第５競走 ��
��１，３００�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

１：１８．３
１：１８．３

良

良

２４ トーセンラトゥール 牝２芦 ５４ 江田 照男島川 �哉氏 中島 敏文 静内 有限会社 エ
スティファーム ４１０ ―１：２０．５ ２１．７�

２３ レ ン ソ イ ス 牝２芦 ５４ 吉田 隼人 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４８０ ―１：２０．７１� １５．５�
６１１ ニシノロイポス 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一西山 茂行氏 清水 英克 むかわ 西山牧場 ４４６ ―１：２１．８７ １７．４�
６１２ カネスラディカール 牡２鹿 ５５ 内田 博幸杉澤 光雄氏 根本 康広 日高 坂 牧場 ４４２ ― 〃 クビ １．４�
７１３� エーシンレベルハイ 牝２芦 ５４ 和田 竜二平井 宏承氏 畠山 吉宏 米 Winches-

ter Farm ４７０ ―１：２２．０１� ３８．２�
３５ バンダムチョッパー 牡２黒鹿５５ 田中 勝春山科 統氏 南田美知雄 浦河 馬道 繁樹 ４３０ ―１：２２．１� ２８．３	
１１ マイアイホルス 牡２鹿 ５５

５４ ☆三浦 皇成MYI馬主組合 小西 一男 日高 横井 忠幸 ４５８ ―１：２２．２� ５６．５

３６ チャームサクランボ 牝２栗 ５４ 四位 洋文タマモ� 水野 貴広 静内 前田牧場 ４５０ ―１：２２．３クビ ９４．０�
１２ メイスンヴィグラス 牝２黒鹿５４ 柴田 善臣梅村 浩氏 高橋 祥泰 静内 グランド牧場 ４３２ ―１：２２．６１	 ６．０
４８ ケイオーキング 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝岡田甲子男氏 松山 将樹 新ひだか 筒井 征文 ４６０ ―１：２３．０２� ２８．７�
４７ ルミナスヘイロー 牡２鹿 ５５ 武士沢友治 �サンデーレーシング 秋山 雅一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８ ―１：２３．１クビ ９１．９�
８１５ ダイワオーダー 牡２鹿 ５５ 北村 宏司大城 敬三氏 嶋田 功 日高 坂口 豊翼 ４８６ ― 〃 ハナ １８８．１�
８１６ カネトシジュラール 牝２栗 ５４ 蛯名 正義兼松 昌男氏 松山 将樹 新冠 武田 寛治 ４７６ ―１：２３．７３� １２５．０�
７１４ トーアランラン 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹東亜駿馬� 松永 康利 豊浦トーア牧場 ４８０ ―１：２３．９１� １６９．５�
５１０ ミキノハート 牝２鹿 ５４ 吉田 豊谷口 久和氏 保田 一隆 静内 グランド牧場 ４５４ ―１：２４．４３ ３３．７�
５９ バルバロッサ 牡２栗 ５５ 宮崎 光行 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 静内 藤原牧場 ４７０ ―１：２４．７１	 ９９．９�
（北海道）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，７８３，３００円 複勝： ４３，０８９，７００円 枠連： １９，６０３，８００円

普通馬連： ５２，７６５，１００円 馬単： ５０，８６３，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８，１９４，９００円

３連複： ５８，０６０，９００円 ３連単： １０８，１９１，９００円 計： ３７０，５５３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１７０円 複 勝 � １，１８０円 � １，２００円 � ７１０円 枠 連（２－２） １１，９５０円

普通馬連 �� ９，６７０円 馬 単 �� ２４，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１２０円 �� １，９４０円 �� １，８６０円

３ 連 複 ��� ２４，９９０円 ３ 連 単 ��� ２８１，１５０円

票 数

単勝票数 計 １９７８３３ 的中 � ７１９２（５番人気）
複勝票数 計 ４３０８９７ 的中 � ９５１７（５番人気）� ９３５８（６番人気）� １６４２６（３番人気）
枠連票数 計 １９６０３８ 的中 （２－２） １２１１（２５番人気）
普通馬連票数 計 ５２７６５１ 的中 �� ４０２９（２２番人気）
馬単票数 計 ５０８６３６ 的中 �� １５３２（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８１９４９ 的中 �� ２１０６（２０番人気）�� ２３１７（１６番人気）�� ２４１７（１５番人気）
３連複票数 計 ５８０６０９ 的中 ��� １７１５（６５番人気）
３連単票数 計１０８１９１９ 的中 ��� ２８４（４８３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１８．２―２９．７―４２．３―５５．１―１：０７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンラトゥール �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ジェニュイン 初出走

２００６．３．２９生 牝２芦 母 トーセンフォーモア 母母 クライングフォーモア １戦１勝 賞金 ７，０００，０００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。



３１０３０１１月１５日 晴 良 （２０東京５）第３日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１２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

１：３４．７
１：３３．１

良

良

１１ レッドスパーダ 牡２鹿 ５５ 横山 典弘 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 ５１６ ―１：３７．２ ３．６�

８１３ サマーアドバンス 牝２鹿 ５４ 松岡 正海セゾンレースホース� 天間 昭一 三石 松本 俊博 ４７８ ―１：３７．４１� ２．７�
５７ ヒカルマイステージ 牡２栗 ５５ 内田 博幸高橋 光氏 勢司 和浩 登別 青藍牧場 ５１０ ―１：３７．６１� ４．４�
７１２ ガ ラ テ ィ ン 牡２栗 ５５ 北村 宏司伊達 敏明氏 上原 博之 日高 サンシャイン

牧場 ４４６ ― 〃 ハナ １０．４�
４５ ニ ュ ー ト ン 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹重松 國建氏 蛯名 信広 日高 横井 哲 ４７２ ―１：３７．９２ １７．４�
３３ クールザヒート 牡２黒鹿５５ 和田 竜二大河内一権氏 松山 将樹 浦河 笹地牧場 ４２８ ― 〃 ハナ ８２．２�
７１１ サマーヒロイン 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一セゾンレースホース� 阿部 新生 新冠 コスモヴューファーム ４４６ ―１：３８．１１� １８．４	
４６ コンフェルヴォーレ 牡２栗 ５５ 吉田 豊岡田 牧雄氏 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド ４４４ ―１：３９．７１０ １１．７

２２ マイネルイノセント 牡２黒鹿 ５５

５４ ☆三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 浦河 村下 明博 ３９４ ―１：３９．８� ５７．０�

３４ シャインエフォート 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人皆川 博文氏 根本 康広 日高 大江牧場 ４６０ ―１：４０．０１� ２８．３�
８１４ アロハアゲイン 牡２黒鹿５５ 村田 一誠喜田 啓照氏 岩城 博俊 浦河 佐々木 忠義 ４４０ ―１：４０．１� ３４４．９
６９ トーセンモンドット 牡２黒鹿５５ 田中 勝春島川 �哉氏 柴崎 勇 新ひだか 岡田スタツド ４９６ ―１：４０．５２� １３９．５�
６１０ ファストカントリー 牡２栗 ５５ 蛯名 正義平岡 茂樹氏 �田 研二 浦河 大野牧場 ５６６ ―１：４１．２４ ２０９．３�
５８ マスヴァンドット 牡２鹿 ５５ 池田 鉄平上田 忠男氏 畠山 重則 むかわ 小林 孝幸 ４５０ ―１：４８．１大差 ３７７．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，４１６，２００円 複勝： ２１，８５９，０００円 枠連： １８，９０２，３００円

普通馬連： ５５，１３７，６００円 馬単： ４１，４６１，１００円 ワイド【拡大馬連】： １６，１７４，１００円

３連複： ５４，４３７，０００円 ３連単： ９１，４７２，２００円 計： ３１６，８５９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � １５０円 枠 連（１－８） ６００円

普通馬連 �� ５６０円 馬 単 �� １，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ３００円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ７１０円 ３ 連 単 ��� ３，４６０円

票 数

単勝票数 計 １７４１６２ 的中 � ３９０５９（２番人気）
複勝票数 計 ２１８５９０ 的中 � ４４９４５（２番人気）� ５２７０６（１番人気）� ３６１５４（３番人気）
枠連票数 計 １８９０２３ 的中 （１－８） ２３４４３（１番人気）
普通馬連票数 計 ５５１３７６ 的中 �� ７２９９２（１番人気）
馬単票数 計 ４１４６１１ 的中 �� ２７１２１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６１７４１ 的中 �� １７４４８（１番人気）�� １３２１３（２番人気）�� １２９８８（３番人気）
３連複票数 計 ５４４３７０ 的中 ��� ５６７６２（１番人気）
３連単票数 計 ９１４７２２ 的中 ��� １９５２８（２番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．７―１２．２―１２．５―１３．１―１２．０―１１．２―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．０―２４．７―３６．９―４９．４―１：０２．５―１：１４．５―１：２５．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドスパーダ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Storm Cat 初出走

２００６．５．２１生 牡２鹿 母 バービキャット 母母 Barbarika １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マスヴァンドット号は，平成２０年１２月１５日まで平地競走に出走できない。



３１０３１１１月１５日 晴 良 （２０東京５）第３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）

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

７１２ グッドチョイス 牝４栗 ５５ 吉田 豊 �社台レースホース和田 正道 千歳 社台ファーム ４５８－１６１：３８．２ １２．０�

６１０ ヒロアンジェロ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義北所 直人氏 高木 登 静内 見上牧場 ４９０± ０ 〃 クビ ７．９�
３５ カラベルラティーナ 牝４鹿 ５５ 松岡 正海 �キャロットファーム 奥平 雅士 早来 ノーザンファーム ４４６－ ２１：３８．６２� ４．３�
５９ ニコニコママ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司小田切有一氏 古賀 慎明 門別 山本 通則 ４７６－ ６１：３８．７クビ １．９�
４６ ペ チ カ 牝４芦 ５５ 横山 典弘吉田 照哉氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム ４６８－ ４１：３８．８� １４．０�
４７ オリヒメチャーム 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣臼田 浩義氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４４４－ ４１：３８．９� ５２．７�
３４ � オードリーローズ 牝５鹿 ５５ 嘉藤 貴行�小林牧場 高橋 祥泰 浦河 浦河小林牧場 ４４２＋ ２１：３９．１１ ２４８．５	
５８ ラインジュエル 牝４芦 ５５ 佐藤 聖也大澤 繁昌氏 根本 康広 静内 塚田 達明 ４８０＋２６１：３９．４１� ６８．７

２２ リ ヒ タ ー 牝５鹿 ５５ 武士沢友治井上 一郎氏 大江原 哲 浦河 山口 義彦 ４９６－ ２ 〃 アタマ １３３．７�
６１１ マイネフルーレ 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 門別 戸川牧場 ４４８＋ ４１：３９．５クビ １６．２
８１５� ソングバード 牝４青鹿５５ 鈴来 直人 �サンデーレーシング 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４８６＋ ４１：３９．７１� ２１．９�
７１３ テンジンミコオウヒ 牝３鹿 ５４ 江田 照男�テンジン 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４５０± ０１：３９．８� １４８．９�
２３ � ハ ナ ム ケ 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真田口 廣氏 大江原 哲 平取 二風谷ファーム ４７６－ ４１：４０．０１� ２０７．１�
８１４ ベルモントリボン 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹 �ベルモントファーム 柴崎 勇 新冠 ベルモント

ファーム ４９２－ ２１：４０．１� １１９．６�
１１ ターニングリーフ 牝４栗 ５５

５４ ☆三浦 皇成�下河辺牧場 矢作 芳人 門別 下河辺牧場 ５０８－ ２１：４０．５２� ３０．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，３３９，６００円 複勝： ４４，０６６，１００円 枠連： ２１，７０３，４００円

普通馬連： ７８，８５１，４００円 馬単： ５９，８２６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，３３３，３００円

３連複： ７９，８０４，０００円 ３連単： １４８，２２９，４００円 計： ４７７，１５３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２００円 複 勝 � ４６０円 � ３３０円 � ２３０円 枠 連（６－７） ３，２７０円

普通馬連 �� ４，３８０円 馬 単 �� ９，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１５０円 �� ７４０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ５，３４０円 ３ 連 単 ��� ４５，１９０円

票 数

単勝票数 計 ２０３３９６ 的中 � １３４５４（４番人気）
複勝票数 計 ４４０６６１ 的中 � ２３２３７（４番人気）� ３４４８９（３番人気）� ５７４２０（２番人気）
枠連票数 計 ２１７０３４ 的中 （６－７） ４９０７（１０番人気）
普通馬連票数 計 ７８８５１４ 的中 �� １３３１５（１３番人気）
馬単票数 計 ５９８２６４ 的中 �� ４４３９（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４３３３３ 的中 �� ５００８（１１番人気）�� ８１２９（７番人気）�� １２１６７（４番人気）
３連複票数 計 ７９８０４０ 的中 ��� １１０４８（１５番人気）
３連単票数 計１４８２２９４ 的中 ��� ２４２１（１１９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．１―３６．１―４８．６―１：０１．１―１：１３．２―１：２５．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グッドチョイス �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー ２００６．６．１７ 函館８着

２００４．４．１８生 牝４栗 母 ワインアンドローズ 母母 ランフォアロージス １７戦２勝 賞金 ２６，８００，０００円



３１０３２１１月１５日 晴 良 （２０東京５）第３日 第８競走 ��
��２，１００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時４５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

２：０６．７
２：０５．９

良

良

５６ ジャンバルジャン 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 萩原 清 早来 ノーザンファーム B４４８＋１０２：１０．３ １．７�

８１２ シビルウォー 牡３鹿 ５５ 吉田 豊 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６４－ ８２：１２．０大差 ３．２�
５５ インスパイア �５青鹿５７ 吉田 隼人 �ノースヒルズマネ

ジメント 安田 隆行 静内 高橋 修 ４８６－ ４ 〃 アタマ １４．０�
２２ ボ ナ パ ル ト �６鹿 ５７ 蛯名 正義吉田 勝己氏 中川 公成 早来 ノーザンファーム ４８２± ０２：１３．２７ ４３．６�
６７ キングブライト 牡４鹿 ５７ 嘉藤 貴行浅野 恭秀氏 田子 冬樹 様似 清水スタッド B４８４＋ ２２：１３．３� ３５．０�
７１０	 トップモンジュー 牡４鹿 ５７ 横山 典弘横瀬 兼二氏 森 秀行 新 Windsor Park

Stud Ltd ４１６－ ８２：１３．４クビ ２５．７�
６８ ナ リ タ ベ ガ 牡５鹿 ５７

５６ ☆三浦 皇成	オースミ 藤沢 則雄 白老 白老ファーム B４９２－１２２：１３．８２� ４１．３

７９ マチカネフクノカミ 牡４栗 ５７ 内田 博幸細川 益男氏 小島 茂之 門別 待兼牧場 ４７４＋１０２：１４．０１
 ２１．６�
３３ ワインアドバイザー 牡５青鹿５７ 松岡 正海 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４７２＋ ６２：１４．３２ １０．５�
４４ メイショウドレイク 牡３黒鹿５５ 田中 勝春松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B５１８＋ ６２：１４．４クビ ９０．７
８１１ オイワケウコン 牡７鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真岡田 牧雄氏 柴崎 勇 三石 鳥井牧場 ４６０± ０ 〃 クビ ３２６．６�
１１ ケイアイテイメント 牡５栗 ５７ 武士沢友治 	啓愛義肢材料販売所 秋山 雅一 静内 静内酒井牧場 ４９６－ ４２：２０．８大差 ５８．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２６，３９５，９００円 複勝： ４４，６００，６００円 枠連： ２４，５７３，１００円

普通馬連： ９１，２２３，３００円 馬単： ７３，６００，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，８６０，３００円

３連複： ９０，７１６，２００円 ３連単： １８５，９８３，３００円 計： ５６５，９５３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １９０円 枠 連（５－８） ２１０円

普通馬連 �� ２３０円 馬 単 �� ３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４０円 �� ３１０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ６６０円 ３ 連 単 ��� １，７６０円

票 数

単勝票数 計 ２６３９５９ 的中 � １２２６２３（１番人気）
複勝票数 計 ４４６００６ 的中 � ２０３７９２（１番人気）� １０５０４８（２番人気）� ３１１２９（４番人気）
枠連票数 計 ２４５７３１ 的中 （５－８） ８７４８６（１番人気）
普通馬連票数 計 ９１２２３３ 的中 �� ２９５２２７（１番人気）
馬単票数 計 ７３６００９ 的中 �� １５６３１０（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８８６０３ 的中 �� ７６４４９（１番人気）�� １８９２９（３番人気）�� １７０２１（５番人気）
３連複票数 計 ９０７１６２ 的中 ��� １０１４７９（２番人気）
３連単票数 計１８５９８３３ 的中 ��� ７８０８７（２番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．７―１２．６―１３．０―１２．０―１１．７―１２．８―１２．９―１１．７―１２．０―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．０―１８．７―３１．３―４４．３―５６．３―１：０８．０―１：２０．８―１：３３．７―１：４５．４―１：５７．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジャンバルジャン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．３．４ 中山３着

２００４．２．１８生 牡４栗 母 ネオクラシック 母母 バレークイーン １５戦３勝 賞金 ４９，８７４，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケイアイテイメント号は，平成２０年１２月１５日まで平地競走に出走できない。



３１０３３１１月１５日 曇 良 （２０東京５）第３日 第９競走 ��
��２，４００�

ばんしゅう

晩 秋 特 別
発走１４時２０分 （芝・左）
３歳以上，１，０００万円以下，１９．１１．１０以降２０．１１．９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 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

５６ ダイバーシティ 牡３鹿 ５５ 横山 典弘 �サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４５４± ０２：２６．１ １．６�

６９ モンテクリスエス 牡３鹿 ５５ 柴田 善臣毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 ５３４± ０２：２６．２� ５．９�
４４ ビービーファルコン �４鹿 ５６ 田中 勝春�坂東牧場 古賀 慎明 平取 坂東牧場 ４５０± ０ 〃 アタマ １８．６�
３３ シ グ ナ リ オ 牡４栗 ５７ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８＋１６２：２６．３� ２５．０�
５７ ハギノジョイフル �４鹿 ５５ 三浦 皇成安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４６４－ ２２：２６．６１� ３０．２�
７１１ マイネルアンサー 牡４鹿 ５５ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 三石 稲葉牧場 ５１４－ ６２：２６．７� ６６．５	
２２ ニシノコンドコソ 牡４栗 ５７ 内田 博幸西山 茂行氏 萱野 浩二 鵡川 西山牧場 ５０２＋ ６２：２６．８� ８．０

６８ マイネルグラナーテ 牡４栗 ５５ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 三石 中村 和夫 B４９８＋ ２ 〃 クビ １１．０�
８１３ ショウナンラヴァー 牡４青鹿５５ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９６＋ ２２：２７．１１� １５．６�
１１ デスティニーローグ 牡４青鹿５５ 四位 洋文 �サンデーレーシング 小島 太 早来 ノーザンファーム ５４８± ０２：２７．２� ３４．１
７１０ アイアイスピーチ �５黒鹿５１ 池田 鉄平齊藤 敬氏 星野 忍 門別 坂口 豊翼 ４６０＋ ４２：２７．５１� ２９９．５�
８１２ サウザンブライト 牡７鹿 ５３ 柴山 雄一鈴木 芳夫氏 粕谷 昌央 新冠 勝川牧場 ４９８＋１０２：２７．８１� ３０４．６�
４５ ウインバリエンテ �７鹿 ５２ 江田 照男�ウイン 清水 英克 新冠 森永 正志 ４５４± ０２：２８．０１	 １７１．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３３，７４３，４００円 複勝： ７５，４７２，７００円 枠連： ３０，１８５，２００円

普通馬連： １３９，９０２，８００円 馬単： １０１，４８７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，８７７，４００円

３連複： １３３，８８２，８００円 ３連単： ３２５，６６９，３００円 計： ８８１，２２０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � ２７０円 枠 連（５－６） ２６０円

普通馬連 �� ４２０円 馬 単 �� ５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ４１０円 �� １，１７０円

３ 連 複 ��� １，７６０円 ３ 連 単 ��� ４，８００円

票 数

単勝票数 計 ３３７４３４ 的中 � １６７７８４（１番人気）
複勝票数 計 ７５４７２７ 的中 � ４５４７５１（１番人気）� ７５９２２（２番人気）� ３１６０５（６番人気）
枠連票数 計 ３０１８５２ 的中 （５－６） ８６０５４（１番人気）
普通馬連票数 計１３９９０２８ 的中 �� ２４９６８７（１番人気）
馬単票数 計１０１４８７１ 的中 �� １３０５４４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０８７７４ 的中 �� ６５０３７（１番人気）�� ２３３４４（５番人気）�� ７０８８（１３番人気）
３連複票数 計１３３８８２８ 的中 ��� ５６２０２（６番人気）
３連単票数 計３２５６６９３ 的中 ��� ５０１１０（８番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．７―１２．２―１２．６―１２．２―１３．２―１３．１―１２．０―１１．９―１１．３―１１．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．８―２４．５―３６．７―４９．３―１：０１．５―１：１４．７―１：２７．８―１：３９．８―１：５１．７―２：０３．０―２：１４．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダイバーシティ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Slew o’Gold デビュー ２００８．５．１７ 東京１着

２００５．３．１２生 牡３鹿 母 メインスルー 母母 Main Prospect ６戦３勝 賞金 ５１，３０７，０００円



３１０３４１１月１５日 曇 良 （２０東京５）第３日 第１０競走 ��
��１，６００�

や ま な か こ

山 中 湖 特 別
発走１４時５５分 （芝・左）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

７９ マイネルファルケ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ５１８＋ ２１：３２．８ ３．５�

６８ テイエムアタック 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 テイエム牧場新冠分場 ４９４＋ ６１：３３．２２� ３．５�
５６ � チョウカイファイト 牡５栗 ５７ 吉田 隼人�平田牧場 加藤 敬二 浦河 酒井牧場 ４９２＋ ２１：３３．３クビ ２１．０�
１１ ライトグランデュア 牡４青 ５７ 内田 博幸藤田 庸右氏 北出 成人 新冠 蛯名牧場 ４９０± ０１：３３．４� ５．５�
２２ エアキリヤン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４５０± ０１：３３．６１ ２６．２�
３３ キョウエイストーム 牡３芦 ５６ 村田 一誠田中 晴夫氏 中川 公成 三石 田湯牧場 ４２０± ０ 〃 クビ ９．８�
８１２ クリムゾンベガ 牡４黒鹿５７ 柴田 善臣 	社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４８２＋ ４１：３３．７クビ ７．８

６７ ゴールドアグリ 牡４鹿 ５７ 吉田 豊スター・ホースメンズクラブ 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８２－ ２１：３３．９１	 ９．３�
７１０ パ パ ラ チ ア 牝５鹿 ５５ 北村 宏司�原源一郎氏 領家 政蔵 門別 北海牧場 ４７０－ ２１：３４．０
 ６６．９
４４ ス エ ズ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成吉田 和美氏 吉田 直弘 門別 日高大洋牧場 ５１４＋ ４１：３４．７４ ２０．１�
５５ ヤ ナ ギ ム シ 牡９栗 ５７ 柴山 雄一井口 莞爾氏 和田 正道 鵡川 上水牧場 B５０４＋ ２１：３４．８クビ １１７．６�
８１１ アイアムドラマ 牡５鹿 ５７ 横山 典弘堀 紘一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４７８＋１０１：３５．４３� １５９．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３５，８７８，１００円 複勝： ６２，７１９，５００円 枠連： ３２，３５８，２００円

普通馬連： １７６，７５７，０００円 馬単： １０３，２１１，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，２１３，７００円

３連複： １５１，７２７，８００円 ３連単： ３３５，５４９，４００円 計： ９４１，４１４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � ４４０円 枠 連（６－７） ４８０円

普通馬連 �� ６８０円 馬 単 �� １，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ９７０円 �� １，２３０円

３ 連 複 ��� ３，９１０円 ３ 連 単 ��� １４，６６０円

票 数

単勝票数 計 ３５８７８１ 的中 � ８１５１２（２番人気）
複勝票数 計 ６２７１９５ 的中 � １６０１１１（１番人気）� １０８７１１（２番人気）� ２５２６３（７番人気）
枠連票数 計 ３２３５８２ 的中 （６－７） ５０４８０（１番人気）
普通馬連票数 計１７６７５７０ 的中 �� １９３６０１（１番人気）
馬単票数 計１０３２１１２ 的中 �� ５３３９３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３２１３７ 的中 �� ４５２３４（１番人気）�� １０２０９（１４番人気）�� ７８７８（１７番人気）
３連複票数 計１５１７２７８ 的中 ��� ２８６５３（１３番人気）
３連単票数 計３３５５４９４ 的中 ��� １６９００（４２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１１．６―１１．５―１１．６―１１．１―１１．０―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．９―３５．５―４７．０―５８．６―１：０９．７―１：２０．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルファルケ �
�
父 ムタファーウエク �

�
母父 パークリージエント デビュー ２００７．１１．１８ 東京２着

２００５．４．７生 牡３鹿 母 ビンゴハナコ 母母 ビンゴストーク １１戦３勝 賞金 ４８，１１２，０００円



３１０３５１１月１５日 曇 良 （２０東京５）第３日 第１１競走 ��
��１，４００�第４４回京王杯２歳ステークス（ＪｐｎⅡ）

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
京王電鉄株式会社賞（１着）

賞 品
本 賞 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ５２５，０００円 １５０，０００円 ７５，０００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

１：２１．６
１：２０．３

良

良

２２ ゲットフルマークス 牡２鹿 ５５ 四位 洋文�ジェイアール 岩戸 孝樹 浦河 梅田牧場 ４８０－ ８１：２１．６ ６１．９�

４６ フィフスペトル 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４４± ０１：２１．８１� ２．４�

４７ エイシンタイガー 牡２黒鹿５５ 内田 博幸平井 豊光氏 西園 正都 新ひだか 水上 習孝 ４７４－ ８ 〃 クビ ６．９�
１１ トップカミング 牡２黒鹿５５ 蛯名 正義�コオロ 境 直行 浦河 木戸口牧場 ４４６－ ４１：２２．１１� １３．３�
６１０ ダブルレインボー 牡２栗 ５５ 田中 勝春吉田 勝己氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４６８± ０ 〃 クビ ９．８�
５９ � エイブルインレース 牝２鹿 ５４ 宮崎 光行吉田 照哉氏 柳沢 好美 千歳 社台ファーム ４８４－ １１：２２．２� ２４．７	

（北海道） （北海道）

３５ ナンヨーアイドル 牡２黒鹿５５ 柴田 善臣中村 �也氏 領家 政蔵 新ひだか 佐藤 陽一 ４６６＋ ２１：２２．４１ １５．１

５８ アイアンデューク 牡２芦 ５５ 北村 宏司栗坂 崇氏 伊藤 伸一 鵡川 上水牧場 ４５６± ０ 〃 クビ ２５．９�
７１２ スズノハミルトン 牡２鹿 ５５ 和田 竜二阿部 雅子氏 五十嵐忠男 静内 棚川 光男 ４７０－ ２１：２２．５クビ １９．６�
８１５ ス パ ラ ー ト 牡２黒鹿５５ 吉田 豊 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム ４３８＋ ２１：２２．６� ５．１
２３ パ ド ブ レ 牝２鹿 ５４ 松岡 正海�ミルファーム 相沢 郁 浦河 大道牧場 ４８８－ ２１：２３．０２	 ２４．３�
３４ ロラパルーザ 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝�樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 ４８０－ ２１：２３．１� ６０．５�
８１４ バイラオーラ 牝２栗 ５４ 吉田 隼人 �キャロットファーム 後藤 由之 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４１８－ ２１：２３．２	 ３４．６�
６１１ ケイアイダイオウ 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか グランド牧場 ５０８＋ ２１：２４．１５ １５３．２�
７１３
 トップオブピーコイ 牡２青鹿５５ 横山 典弘横瀬 兼二氏 森 秀行 浦河 冨岡 博一 ４６８＋ ２１：２６．０大差 ４１．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ９１，６７６，９００円 複勝： １１９，０４０，７００円 枠連： ９５，９９２，３００円

普通馬連： ４８５，６８０，５００円 馬単： ２７６，９７７，１００円 ワイド【拡大馬連】： １１１，５１８，１００円

３連複： ４９６，４２１，８００円 ３連単： １，０３２，７１７，４００円 計： ２，７１０，０２４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，１９０円 複 勝 � ９９０円 � １４０円 � １９０円 枠 連（２－４） １，７４０円

普通馬連 �� １１，２１０円 馬 単 �� ３０，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，４８０円 �� ４，３１０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� １８，１５０円 ３ 連 単 ��� １５６，３４０円

票 数

単勝票数 計 ９１６７６９ 的中 � １１６８０（１４番人気）
複勝票数 計１１９０４０７ 的中 � ２１０９１（１３番人気）� ２９９０９９（１番人気）� １７３１６７（３番人気）
枠連票数 計 ９５９９２３ 的中 （２－４） ４０８８７（８番人気）
普通馬連票数 計４８５６８０５ 的中 �� ３１９８５（４０番人気）
馬単票数 計２７６９７７１ 的中 �� ６８１０（８９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１１１５１８１ 的中 �� ７３６６（４３番人気）�� ５９２６（５３番人気）�� ８３３８１（２番人気）
３連複票数 計４９６４２１８ 的中 ��� ２０１９６（６５番人気）
３連単票数 計１０３２７１７４ 的中 ��� ４８７５（４７９番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１２．１―１２．１―１１．４―１１．０―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．３―３５．４―４７．５―５８．９―１：０９．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゲットフルマークス �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 Danzig デビュー ２００８．８．２３ 札幌１着

２００６．２．２７生 牡２鹿 母 グ ラ ブ 母母 Snitch ３戦２勝 賞金 ４５，５２５，０００円
〔発走状況〕 ロラパルーザ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 スズノハミルトン号の騎手和田竜二は，３コーナーで内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ロラパルーザ号は，平成２０年１１月１６日から平成２０年１２月７日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
〔調教再審査〕 トップオブピーコイ号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教再審査。
※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。



３１０３６１１月１５日 小雨 良 （２０東京５）第３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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

４７ � アンダーカウンター 牡３栗 ５６ 吉田 豊加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. Wayne
L Morris Sr. ５０４－１２１：２３．１ ２．０�

４８ � セントラルコースト 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一�ダノックス 池江 泰寿 米 J. V. Shields Jr.
& Robert N. Clay ４９２－ ４１：２３．６３ １２．１�

１１ ソロソログランプリ 牡４鹿 ５７ 松岡 正海�グランプリ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４６６－ ４１：２４．３４ ８．５�
８１５� ウエスタンビーバー 牡４鹿 ５７ 田中 勝春西川 賢氏 境 征勝 静内 北西牧場 ４８８＋ ８１：２４．７２	 １４．９�
７１３ シャインウェーヴ 牡４黒鹿５７ 四位 洋文臼田 浩義氏 角居 勝彦 門別 下河辺牧場 ４６８＋ ２１：２４．８	 １０．５�
７１４ ジェイケイボストン 
５黒鹿５７ 江田 照男小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム B５２０＋ ６１：２４．９	 １０２．１�
３６ ゴールドクラウン 牡７栗 ５７ 武士沢友治千明牧場 松山 康久 門別 千明牧場 ４７６－ ２１：２５．０	 ６４．３	
５１０ ホワイトヴェール 牝４芦 ５５ 勝浦 正樹下河辺隆行氏 小西 一男 門別 下河辺牧場 ４４６－ ４１：２５．２１	 ３０．５

２４ � グラインダー 牡５栗 ５７ 小林 久晃 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高市 圭二 静内 藤原牧場 ４７２－ ４１：２５．３	 １０８．３�
８１６ ニードルポイント 牡４鹿 ５７ 横山 典弘 �キャロットファーム 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４８６－ ２１：２５．４	 ４．５
６１１ ハセノダンディ 牡７栗 ５７ 五十嵐雄祐長谷川成利氏 大江原 哲 静内 野坂牧場 ４８４＋ ６１：２５．６１� ３５４．２�
１２ プライベートプラン 牡５鹿 ５７ 田中 剛 �ノースヒルズマネ

ジメント 小島 太 浦河 富田牧場 B５３６＋ ８１：２５．７	 １９．１�
５９ � エイシンイッキ 牡４栗 ５７ 吉田 隼人平井 豊光氏 野中 賢二 米 Gilbert G.

Campbell ４５２－ ２１：２５．９１ １２８．７�
６１２� マ ル タ ラ ヴ 牡６鹿 ５７ 江田 勇亮松浦 太郎氏 鈴木 勝美 新冠 村上牧場 ４４８－ ８１：２６．１１� ３４３．４�
３５ ゼンノスカイブルー 牡５鹿 ５７ 石神 深一大迫久美子氏 土田 稔 平取 坂東牧場 ５５０－ ８１：２７．７１０ １５５．４�
２３ ジェイウォーク 牡５黒鹿５７ 山本 康志 �社台レースホース大久保洋吉 千歳 社台ファーム B５２２－ ６１：２８．２３ ６３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４１，６６０，０００円 複勝： ５２，３８４，３００円 枠連： ５１，５６１，２００円

普通馬連： １７４，１９７，７００円 馬単： １１１，９３６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，０２７，８００円

３連複： １６４，３０７，９００円 ３連単： ３８４，３５５，９００円 計： １，０２６，４３０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � ２７０円 � ２２０円 枠 連（４－４） ９９０円

普通馬連 �� ８８０円 馬 単 �� １，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ３６０円 �� １，２００円

３ 連 複 ��� ２，３３０円 ３ 連 単 ��� ７，７２０円

票 数

単勝票数 計 ４１６６００ 的中 � １７２５６８（１番人気）
複勝票数 計 ５２３８４３ 的中 � １７８１８３（１番人気）� ３７９１５（５番人気）� ５２３８４（３番人気）
枠連票数 計 ５１５６１２ 的中 （４－４） ３８７９３（５番人気）
普通馬連票数 計１７４１９７７ 的中 �� １４６８８６（３番人気）
馬単票数 計１１１９３６０ 的中 �� ５８７６４（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６０２７８ 的中 �� ３３９２６（２番人気）�� ３３３５８（３番人気）�� ８４０８（１３番人気）
３連複票数 計１６４３０７９ 的中 ��� ５２１９８（５番人気）
３連単票数 計３８４３５５９ 的中 ��� ３６７８６（１３番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１２．０―１２．３―１１．７―１１．９―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．３―３５．３―４７．６―５９．３―１：１１．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アンダーカウンター �
�
父 Stravinsky �

�
母父 Hennessy デビュー ２００７．１２．２２ 阪神１１着

２００５．３．２０生 牡３栗 母 Counter Cat 母母 Ticket Counter ９戦３勝 賞金 ４１，８７７，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジェイウォーク号は，平成２０年１２月１５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２６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２６頭 アドマイヤマントル号・アポロダヴィンチ号・エイワナギ号・エルカミニート号・カネスラファール号・

カフェリバティー号・カロンセギュール号・ギシアラバストロ号・クリノトップオー号・グリンガレット号・
ケルビック号・ジョウテンロマン号・スイートフィズ号・スナークユーチャン号・セイウンマル号・セレスハント号・
トウカイフラッグ号・トラストパープル号・ハードランナー号・ブルーチェイサー号・ブレイバー号・
ペプチドアトム号・ホワイトリーベ号・マチカネミノリ号・モンプティクール号・レッドスポーツカー号



（２０東京５）第３日 １１月１５日（土曜日） 曇一時晴後雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６４頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
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

２４１，３９０，０００円
８，５２０，０００円
７，０３０，０００円
１，６２０，０００円
２６，６６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５９，３１０，０００円
４，５１９，０００円
１，６５６，４００円

勝馬投票券売得金
３５８，５３３，８００円
６２５，３０４，１００円
３５３，８３１，２００円
１，４７２，８８５，１００円
１，００８，６４２，６００円
４０６，４７１，９００円
１，４６５，５６５，５００円
３，０３８，７６１，７００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 ８，７２９，９９５，９００円

総入場人員 ３１，８９６名 （有料入場人員 ３０，６８６名）




