
３１０８５１１月３０日 晴 稍重 （２０東京５）第８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

１：３７．２
１：３７．２

重

重

５９ ブルーセイコー 牡２青鹿５５ 内田 博幸村山 忠弘氏 根本 康広 日高 坂 牧場 ５４０＋ ２１：３９．４ ４．２�

１１ フォルミダービレ 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣�前川企画 尾形 充弘 平取 雅 牧場 ５００± ０１：３９．８２� ５．０�
８１６ シ ブ ン 牡２栗 ５５ 吉田 隼人今 秀幸氏 水野 貴広 三石 萩澤 泰博 ４５６＋ ２１：４０．０１ ７．０�
６１２ フェーズシックス 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム ４５０－ ２１：４０．１� ２．７�
４７ ス グ リ ワ 牡２鹿 ５５ 村田 一誠坂田 行夫氏 粕谷 昌央 新ひだか 土田農場 ４６４－ ２１：４１．１６ １０７．７�
３５ コスモフォース 牡２鹿 ５５ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 様似 土井 仁 ５１８＋ ８１：４１．３１� ７．８�
７１４ ハバナシガー 牡２芦 ５５

５２ ▲黛 弘人吉田 千津氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ４７４－ ４ 〃 ハナ １３２．４	
３６ シルクライトアップ 牡２栗 ５５ 柴山 雄一有限会社シルク畠山 重則 静内 畠山牧場 ４４４－ ６１：４１．５１� １７３．２

４８ レイクルイーズ 牝２栗 ５４

５３ ☆三浦 皇成 �キャロットファーム 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４００＋ ２１：４１．７１� ２３．５�
６１１ スティーヴハート 牡２鹿 ５５ 武士沢友治大湯 幸栄氏 中野渡清一 早来 吉田牧場 ４９８＋１０ 〃 クビ ２７８．８�
５１０ スプリングリスト 牡２栗 ５５ 石橋 脩加藤 春夫氏 斎藤 誠 様似 様似共栄牧場 ４５２＋１０１：４２．０１� １６６．１
１２ マイネルセラフィム 牡２栗 ５５

５４ ☆田中 博康 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 天間 昭一 浦河 村下牧場 ５２４－ ２１：４２．９５ ６４．３�

７１３ リッチハーベスト 牡２芦 ５５ 吉田 豊水上 行雄氏 戸田 博文 浦河 笠松牧場 ５０６± ０ 〃 ハナ １０４．１�
２４ アルカディアシチー 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二 �友駿ホースクラブ 萱野 浩二 日高 幾千世牧場 ５４４＋ ２１：４３．８５ ５６．６�
２３ ストロングネオ 牡２栗 ５５ O．ペリエ 村木 篤氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 ５１０＋１４１：４４．０１� １７．７�

（仏）

８１５ テンブレイク 牡２鹿 ５５ 石橋 守天白 泰司氏 中野 栄治 安平 吉田 浩三 ４９４＋ ４ 〃 アタマ ３３６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，６６６，１００円 複勝： ３５，２１２，６００円 枠連： １８，９２３，６００円

普通馬連： ８１，００９，４００円 馬単： ６１，４２９，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，１２９，０００円

３連複： ８５，８７２，０００円 ３連単： １３１，６７２，３００円 計： ４５９，９１４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １６０円 � １９０円 � １９０円 枠 連（１－５） １，０２０円

普通馬連 �� １，０７０円 馬 単 �� ２，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ４６０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ２，４５０円 ３ 連 単 ��� １１，６９０円

票 数

単勝票数 計 １９６６６１ 的中 � ３７２９９（２番人気）
複勝票数 計 ３５２１２６ 的中 � ６４５０８（２番人気）� ４９２１６（３番人気）� ４６６８３（４番人気）
枠連票数 計 １８９２３６ 的中 （１－５） １３７５６（５番人気）
普通馬連票数 計 ８１００９４ 的中 �� ５６２９４（５番人気）
馬単票数 計 ６１４２９３ 的中 �� ２１８２３（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６１２９０ 的中 �� １６４９３（５番人気）�� １４２０９（６番人気）�� ８２５５（１０番人気）
３連複票数 計 ８５８７２０ 的中 ��� ２５９２８（７番人気）
３連単票数 計１３１６７２３ 的中 ��� ８３１９（３４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１１．７―１２．９―１３．５―１２．９―１２．３―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．０―３５．７―４８．６―１：０２．１―１：１５．０―１：２７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．８―３F３７．３
３ ・（４，１２）（５，１０）１６（３，１）（１４，１３）（８，１１）９（６，２）７－１５ ４ ・（４，１２）（１０，１６）（５，１，１３）（９，１４）（３，８）（１１，２）７－６，１５

勝馬の
紹 介

ブルーセイコー �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 シルヴァーエンディング デビュー ２００８．１１．１６ 東京４着

２００６．５．３生 牡２青鹿 母 ワンダーガール 母母 メリーサンライズ ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔制裁〕 スグリワ号の調教師粕谷昌央は，登録服色を使用できなかっ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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ゴールドラプソディ号・デステニーアロー号
（非抽選馬） １頭 ハニーインチーフ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３１０８６１１月３０日 晴 稍重 （２０東京５）第８日 第２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１０時３０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

１２ � エイシンアマデウス 牡２黒鹿５５ 横山 典弘平井 豊光氏 久保田貴士 米 John J Carey ４８４± ０１：２５．３ ２．３�

１１ � ミスターレンチ 牡２栗 ５５ 江田 照男�ジェイアール 岩戸 孝樹 米
J&J Equine
Investments
Corp, L. C.

５２４＋ ２１：２５．５１� ３．３�
４８ ティアップハーレー 牡２栗 ５５ 吉田 隼人田中 昇氏 高木 登 浦河 佐々木 恵一 ４７６－ ２１：２６．１３� １２．８�
７１４� エーシンレベルハイ 牝２芦 ５４ 内田 博幸平井 宏承氏 畠山 吉宏 米 Winches-

ter Farm ４７２＋ ２１：２６．６３ ５０．９�
４７ ヤマニングルマン 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４６８＋ ４１：２６．７� ５８．８�
６１１ エフティレガシー 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４５０－ ６１：２６．９１	 １８．７�
２３ スイートフローラル 牝２鹿 ５４

５１ ▲草野 太郎シンボリ牧場 坂本 勝美 門別 シンボリ牧場 ４４０－１０１：２７．０� １１８．６	
２４ ア ゲ シ オ 牡２鹿 ５５ 田中 勝春平岡 茂樹氏 
田 研二 むかわ 平岡牧場 ４７８± ０１：２７．１� ６．９�
８１５ アポロコンクエスト 牡２栗 ５５ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 門別 坂 牧場 ４８６± ０１：２７．５２� ３５．２�
５１０ ホッコーテイオー 牡２鹿 ５５ 石橋 守矢部 幸一氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 ４９８＋１０１：２７．６� ９０．４
６１２ メイブルーム 牝２鹿 ５４ 川田 将雅下河辺隆行氏 松山 将樹 門別 下河辺牧場 ４４８－ ２１：２７．７クビ ５１．９�
８１６ サニングキャプテン 牡２鹿 ５５ M．デムーロ後藤 繁樹氏 小林 常泰 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４７２＋ ２１：２８．０２ ２１．０�
（伊）

３６ ス ペ ッ ク 牡２鹿 ５５
５４ ☆三浦 皇成山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 澤田 嘉隆 ４５８± ０１：２８．３１� １２．５�

５９ マルチョウティアラ 牝２芦 ５４ 二本柳 壮三浦 一泰氏 二本柳俊一 浦河 平成ファーム ４５８＋ ４１：２９．５７ １７９．１�
７１３ ナツミノイノリ 牝２鹿 ５４ 村田 一誠喜田 啓照氏 本間 忍 日高 本間牧場 ４３０－ ２１：２９．７１	 ４２０．３�
３５ � シンボリオナー 牡２芦 ５５ 北村 宏司シンボリ牧場 古賀 慎明 仏 Mr Taka-

hiro Wada ５１４± ０１：３０．５５ ２３２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，１４８，５００円 複勝： ３４，６１５，６００円 枠連： ２８，４８２，３００円

普通馬連： ８６，４９７，８００円 馬単： ７０，７５２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，８９１，９００円

３連複： ９３，７１９，７００円 ３連単： １４５，６６１，７００円 計： ５１２，７６９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � １２０円 � ２３０円 枠 連（１－１） ４００円

普通馬連 �� ３８０円 馬 単 �� ６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ５２０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� １，２３０円 ３ 連 単 ��� ３，５３０円

票 数

単勝票数 計 ２３１４８５ 的中 � ８１０４５（１番人気）
複勝票数 計 ３４６１５６ 的中 � ８７９０７（２番人気）� ９０３２２（１番人気）� ２６７４９（４番人気）
枠連票数 計 ２８４８２３ 的中 （１－１） ５３８９６（１番人気）
普通馬連票数 計 ８６４９７８ 的中 �� １７２２８０（１番人気）
馬単票数 計 ７０７５２１ 的中 �� ８２４０７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９８９１９ 的中 �� ５０７２５（１番人気）�� １２５０１（６番人気）�� １２８４０（４番人気）
３連複票数 計 ９３７１９７ 的中 ��� ５６３５５（２番人気）
３連単票数 計１４５６６１７ 的中 ��� ３０５３３（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．６―３５．４―４８．１―１：００．６―１：１３．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エイシンアマデウス �
�
父 Sky Mesa �

�
母父 Honor Grades デビュー ２００８．１１．８ 東京３着

２００６．２．２８生 牡２黒鹿 母 Secondary School 母母 Second Symphony ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シンボリオナー号は，平成２０年１２月３１日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 アルダレス号・ガイアファイア号・コナンインプレス号・トーセンドミナス号・ベルモントダンク号
（非抽選馬） ２頭 ケイオーキング号・サキノキングオー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３１０８７１１月３０日 晴 良 （２０東京５）第８日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１１時００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

７１４ ピサノエグゼ 牡２鹿 ５５ O．ペリエ 市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 ５３６＋ ４１：４９．１ ３．３�
（仏）

５１０ アポロリバティー 牡２黒鹿５５ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 浦河 鎌田 正嗣 ５１０＋ ４１：４９．４１� ３．８�
５９ ダイアナバローズ 牝２黒鹿５４ 藤田 伸二猪熊 広次氏 小笠 倫弘 三石 水上 習孝 ４６０－ ４１：４９．６１� ３８．４�
６１１ ディヴァインレッド 牡２栗 ５５ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 様似 猿倉牧場 ４５８＋１０１：４９．８１� ５０．８�
１２ キ ア ラ 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 水丸牧場 ４２６± ０１：５０．１１� １６．９�
７１３ トーセンマルゴー 牡２鹿 ５５ C．ルメール 島川 �哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５３０－１０ 〃 クビ ２９．６	

（仏）

３５ � プラチナチャリス 牝２黒鹿５４ 内田 博幸 
サンデーレーシング 国枝 栄 英 K. Yoshida ４７０＋ ２ 〃 ハナ １０．９�
１１ アイアムピカイチ 牡２黒鹿５５ 横山 典弘堀 紘一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５１４＋ ６１：５０．２クビ ３．０�
２４ セイウンウィスパー 牡２黒鹿５５ 村田 一誠西山 茂行氏 水野 貴広 鵡川 市川牧場 ４６８＋１０ 〃 同着 １６．３
６１２ ドリームハッチ 牡２黒鹿５５ 田中 勝春田中 八郎氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４７４＋ ４１：５０．４１	 １０１．５�
４８ コナンエックス 牡２黒鹿 ５５

５４ ☆三浦 皇成楠本 勝美氏 菅原 泰夫 静内 池田牧場 ４６４＋ ２１：５０．６１ ２０６．８�
２３ ワンモーメント 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人古川 智洋氏 佐藤 吉勝 新ひだか 川端牧場 ４９６＋ ４ 〃 クビ ６２．９�
７１５ ディーエスファイン 牡２青鹿５５ 石橋 脩秋谷 壽之氏 成島 英春 浦河 多田 善弘 ４７８－ ４１：５０．８１ ４１７．１�
４７ ブロスオブアボーイ 牡２鹿 ５５

５４ ☆田中 博康北所 直人氏 高木 登 静内 増本牧場 ４６４＋ ４１：５１．２２� ４１０．８�
８１８ マイネミューズ 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 保田 一隆 新冠 ビッグレッドファーム ４０６＋ ６ 〃 クビ ３５６．３�
８１６ アントルシャカトル 牝２栗 ５４ M．デムーロ
ミルファーム 斎藤 誠 新ひだか 下村 繁正 ４８０＋ ２１：５１．９４ ７２．１�

（伊）

８１７ センノバルダー 牡２鹿 ５５ 北村 宏司浅野 正敏氏 蛯名 信広 日高 大沢育成牧場 ４８８＋ ６１：５２．０� ２８８．２�
３６ カシノライフ 牝２鹿 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 競優牧場 ４３４＋１０２：０１．４大差 ３９８．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２７，５７４，６００円 複勝： ４０，９９６，９００円 枠連： ２７，２７７，７００円

普通馬連： １０６，２１６，４００円 馬単： ８２，０８２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，３９３，０００円

３連複： １１６，３４７，１００円 ３連単： １８９，６８１，８００円 計： ６２３，５７０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � ４５０円 枠 連（５－７） ４６０円

普通馬連 �� ５５０円 馬 単 �� ９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� １，０３０円 �� １，１５０円

３ 連 複 ��� ３，８１０円 ３ 連 単 ��� １１，１９０円

票 数

単勝票数 計 ２７５７４６ 的中 � ６７７８１（２番人気）
複勝票数 計 ４０９９６９ 的中 � １０２６０６（１番人気）� ７６７６６（３番人気）� １５９６０（８番人気）
枠連票数 計 ２７２７７７ 的中 （５－７） ４４５９５（２番人気）
普通馬連票数 計１０６２１６４ 的中 �� １４３８４０（２番人気）
馬単票数 計 ８２０８２８ 的中 �� ６６６３７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３３９３０ 的中 �� ４８５９３（１番人気）�� ７０５４（１３番人気）�� ６２３５（１４番人気）
３連複票数 計１１６３４７１ 的中 ��� ２２５９１（１３番人気）
３連単票数 計１８９６８１８ 的中 ��� １２５２１（２３番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１２．０―１２．５―１２．６―１３．０―１１．８―１１．５―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．８―３５．８―４８．３―１：００．９―１：１３．９―１：２５．７―１：３７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．２―３F３５．２

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

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

ピサノエグゼ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Silver Deputy デビュー ２００８．１１．９ 東京３着

２００６．１．１２生 牡２鹿 母 シルバーコースト 母母 Diamond Coast ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔発走状況〕 ディヴァインレッド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 キアラ号の調教師高橋義博は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。
〔調教再審査〕 ディヴァインレッド号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノライフ号は，平成２０年１２月３１日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 クリストリビュート号・シングアゲン号・ダッパーユウ号・ルミナスヘイロー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３１０８８１１月３０日 晴 稍重 （２０東京５）第８日 第４競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１１時３０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

１：３７．２
１：３７．２

重

重

１２ グロリアスノア 牡２黒鹿５５ 小林慎一郎�野 葉子氏 矢作 芳人 浦河 鮫川牧場 ５１０ ―１：４０．６ ５．８�

６１２ シルクアンシエル 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二有限会社シルク田村 康仁 日高 滝本 健二 ５０４ ―１：４０．９２ １７．０�
３５ カラフルパレット 牝２鹿 ５４ 松岡 正海�橋 修身氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４６４ ―１：４１．０� ６．０�
３６ コスモジュゲム 牡２鹿 ５５ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 様似 辻 牧場 ４９６ ―１：４１．３２ １１．３�
８１５ リンガスアクトレス 牝２栗 ５４ 中舘 英二伊藤 巖氏 武市 康男 静内 三木田 頼嗣 ４４４ ―１：４２．０４ ２０．５�
２３ ラストオレンジ 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣�木村牧場 小桧山 悟 日高 木村牧場 ４６０ ―１：４２．２１� ７２．７�
５９ タツフェニックス 牡２芦 ５５ O．ペリエ 鈴木 昭作氏 根本 康広 千歳 エクセレンス

ファーム ５４０ ―１：４２．９４ １９．１	
（仏）

４８ トウカイロード 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一内村 正則氏 栗田 博憲 平取 びらとり牧場 ４７４ ―１：４３．２２ １４１．０

５１０ ストッププレス 牡２栗 ５５ 武士沢友治吉田 照哉氏 河野 通文 千歳 社台ファーム ４７６ ―１：４３．７３ ４２．５�
４７ ゴールドジョイ 牡２鹿 ５５ 田中 勝春居城 要氏 加藤 和宏 新冠 北勝ファーム ４９４ ―１：４３．９１� ５．１�
６１１ リョウザンパク 牡２栗 ５５ 木幡 初広青木 基秀氏 宗像 義忠 日高 グリーンヒルスタッド ５３２ ―１：４４．０クビ １１０．０
７１４ ミスハナウメノサト 牝２鹿 ５４

５３ ☆三浦 皇成田上 雅春氏 矢野 照正 静内 岡田スタツド ４７４ ―１：４４．２１� ４０．６�
８１６ ステディーガール 牝２栗 ５４ 村田 一誠長谷川文夫氏 田子 冬樹 新ひだか 米田牧場 ４７４ ―１：４４．５２ １６０．８�
７１３ サチノリュウガン 牡２鹿 ５５ J．カステリャーノ 佐藤 幸彦氏 畠山 吉宏 日高 前野牧場 ５０４ ―１：４４．６クビ ８８．８�

（米）

２４ アキヨシメガミ 牝２鹿 ５４ 江田 照男�紅谷 松永 康利 新ひだか 出羽牧場 ４５０ ―１：４６．０９ ６９．０�
１１ デンコウヤマト 牡２栗 ５５ 内田 博幸田中 康弘氏 小島 太 浦河 辻 牧場 ４７４ ― （競走中止） ２．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，８３４，４００円 複勝： ２９，９８９，１００円 枠連： ２６，５０８，９００円

普通馬連： ７９，５７７，４００円 馬単： ６２，００７，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，２２５，４００円

３連複： ８３，６４７，５００円 ３連単： １２９，０７９，８００円 計： ４５８，８６９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２２０円 � ５２０円 � ２１０円 枠 連（１－６） １，６９０円

普通馬連 �� ７，１６０円 馬 単 �� １３，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９６０円 �� ６７０円 �� １，５１０円

３ 連 複 ��� １１，９２０円 ３ 連 単 ��� ９７，２１０円

票 数

単勝票数 計 ２２８３４４ 的中 � ３１２８０（３番人気）
複勝票数 計 ２９９８９１ 的中 � ３９０４９（４番人気）� １２４６５（７番人気）� ４３８２１（３番人気）
枠連票数 計 ２６５０８９ 的中 （１－６） １１６０４（７番人気）
普通馬連票数 計 ７９５７７４ 的中 �� ８２１１（２５番人気）
馬単票数 計 ６２００７４ 的中 �� ３５１３（４３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５２２５４ 的中 �� ３０７３（２０番人気）�� ９８１７（５番人気）�� ４０５２（１８番人気）
３連複票数 計 ８３６４７５ 的中 ��� ５１８２（３５番人気）
３連単票数 計１２９０７９８ 的中 ��� ９８０（２４４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１２．２―１３．３―１３．５―１３．３―１２．４―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．８―３６．０―４９．３―１：０２．８―１：１６．１―１：２８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．３―３F３７．８
３ ・（４，５）１５（６，１６）（７，１２）（２，１３）（１１，１４）－８，３，９＝１０＝１ ４ ・（４，５，１５）（６，１６，１２）（２，７）（１３，１４）１１（８，３）－９＝１０

勝馬の
紹 介

グロリアスノア �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ジェイドロバリー 初出走

２００６．４．１７生 牡２黒鹿 母 ラヴロバリー 母母 クリスタルレイル １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 グロリアスノア号は，枠入り不良。
〔競走中止〕 デンコウヤマト号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため３コーナーで競走中止。
〔制裁〕 グロリアスノア号の騎手小林慎一郎は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３１０８９１１月３０日 晴 良 （２０東京５）第８日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０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

２：０１．５
１：５９．９

良

良

５５ メイショウパルマ 牡２黒鹿５５ 石橋 守松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４９４ ―２：０５．１ ４．３�

２２ レッドシャガーラ 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二 �東京ホースレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４８０ ―２：０５．２� ３．２�
８１０ カイシュウサウンド 牡２黒鹿５５ 蛯名 正義飯村 孝男氏 田中 清隆 新冠 大栄牧場 ４８０ ―２：０５．５１� ４．０�
３３ ロイヤルレジェンド 牡２黒鹿 ５５

５４ ☆三浦 皇成�木村牧場 高橋 裕 日高 木村牧場 ５３４ ―２：０５．６� １０．６�
７８ マイネルガルボ 牡２鹿 ５５ M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 上原 博之 鵡川 市川牧場 ４２０ ―２：０５．８１ ２５．２�

（伊）

６６ ユウユウラビット 牡２栗 ５５ 柴田 善臣喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ５３０ ― 〃 アタマ ４０．７	
１１ サニーサンデー 牡２栗 ５５ 吉田 隼人宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４８４ ―２：０６．０１� ２０．７

７９ ベルウッドローツェ 牡２栗 ５５

５４ ☆的場 勇人鈴木 照雄氏 小島 茂之 浦河 浦河土肥牧場 ４６０ ― 〃 クビ ８８．０�
６７ アルウェット 牝２鹿 ５４ 横山 典弘 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５０２ ―２：０６．４２� １６．３�
８１１ ダンスインザムーン 牝２青鹿５４ 松岡 正海木浪 巖氏 相沢 郁 新ひだか 西川富岡牧場 ５０４ ―２：０６．５� ３３．６
４４ マイネルセルサス 牡２青鹿５５ C．ルメール �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 日高 シンボリ牧場 ４９２ ―２：０７．２４ ６．５�
（仏）

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２４，０７２，４００円 複勝： ３０，６７０，５００円 枠連： １９，４７６，８００円

普通馬連： ８１，０９９，０００円 馬単： ６６，３４４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，３２１，３００円

３連複： ８３，５７９，５００円 ３連単： １５４，３６７，９００円 計： ４８３，９３２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � １３０円 枠 連（２－５） ６５０円

普通馬連 �� ６３０円 馬 単 �� １，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ２７０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ６２０円 ３ 連 単 ��� ３，５８０円

票 数

単勝票数 計 ２４０７２４ 的中 � ４４５７８（３番人気）
複勝票数 計 ３０６７０５ 的中 � ５６２９４（３番人気）� ７３９４３（１番人気）� ６０５８１（２番人気）
枠連票数 計 １９４７６８ 的中 （２－５） ２２２９５（２番人気）
普通馬連票数 計 ８１０９９０ 的中 �� ９５７６８（２番人気）
馬単票数 計 ６６３４４６ 的中 �� ３５０３４（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４３２１３ 的中 �� ２６２１１（１番人気）�� ２１６８２（３番人気）�� ２３３０５（２番人気）
３連複票数 計 ８３５７９５ 的中 ��� １００９８０（１番人気）
３連単票数 計１５４３６７９ 的中 ��� ３１８８０（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２５．５―３８．２―５１．４―１：０４．４―１：１７．４―１：３０．３―１：４２．１―１：５３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．７―３F３４．８

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

勝馬の
紹 介

メイショウパルマ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 フォーティナイナー 初出走

２００６．４．１５生 牡２黒鹿 母 メイショウオッチモ 母母 オールザイヤーズ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３１０９０１１月３０日 晴 良 （２０東京５）第８日 第６競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１２時５０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

２：２２．１
２：２２．１

良

良

８１６ ミ ヤ ビ ベ ガ 牡３黒鹿５５ 藤田 伸二村上 義勝氏 戸田 博文 静内 原 武久 ４４６＋ ４２：２６．９ １３．１�

１１ ファンキーテーラー 牡３鹿 ５５ 蛯名 正義松本 俊廣氏 勢司 和浩 大樹 大樹ファーム B４８０＋ ４ 〃 クビ ６．４�
３５ �� ダイワオージー 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣大城 敬三氏 嶋田 功 豪 Katom, Chel-

ston Ireland Ltd ５１０± ０２：２７．０	 １０．８�
３６ アドマイヤセナ 牡５栗 ５７ 内田 博幸近藤 利一氏 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ５０６＋ ８ 〃 ハナ ５．８�
２３ エイデンダンス 牡３鹿 ５５

５４ ☆的場 勇人永田 清男氏 高木 登 平取 協栄組合 ４６２－ ２２：２７．１クビ ７２．８�
５１０ メイショウマリア 牝３青 ５３ M．デムーロ松本 和子氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４８４－ ２ 〃 アタマ ８．８�

（伊）

７１４ トップウィーク 牡４鹿 ５７ O．ペリエ 横瀬 兼二氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B５４２－ ４２：２７．４２ ５．４�
（仏）

１２ �� レインボージャック 
５栗 ５７ 四位 洋文山本 英俊氏 鹿戸 雄一 愛 Airlie Stud B４７８± ０２：２７．６１� ４０．１	
６１２ グランデスピリッツ 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠増田 雄一氏 小西 一男 平取 北島牧場 ４４６± ０２：２７．７クビ ４５．７

７１５ ダークエンジェル 牝３黒鹿５３ 北村 宏司吉田 勝己氏 古賀 慎明 早来 ノーザンファーム ４１８＋ ２ 〃 アタマ １６１．９�
２４ ステルスソニック 牡３黒鹿５５ 津村 明秀細谷 典幸氏 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２± ０ 〃 アタマ １６．２�
４７ レディリバティー 牝３鹿 ５３ 吉田 豊 ロードホースクラブ 土田 稔 三石 ケイアイファーム B４８０＋１０２：２８．０１	 ８３．７�
６１１� ナムラビスマルク 牡４栗 ５７ 石橋 守ディアレスト 佐々木亜良 門別 いとう牧場 ４８２＋ ６２：２８．１クビ ４９．７�
４８ マイネエアウエイ 牝３鹿 ５３ 松岡 正海 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４２８＋ ６２：２８．２	 ８９．８�
５９ マイネルブリアー 牡４黒鹿５７ 柴山 雄一 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 門別 田端牧場 ５００± ０ 〃 ハナ ９．４�
８１７ ニシノロドリゲス 牡５鹿 ５７

５６ ☆三浦 皇成西山 茂行氏 菅原 泰夫 鵡川 西山牧場 ４８８＋１６２：２８．３� １６２．６�
７１３ チャイコフスキー 牡３青鹿５５ 安藤 勝己山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５３４＋ ４２：２８．９３� ５．６�
８１８� ヒルノナタリー 牝４鹿 ５５ 丹内 祐次蛭川 正文氏 清水 美波 新冠 中本 隆志 ４２８－ ４２：３３．３大差 ３７５．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２６，８１１，１００円 複勝： ４０，１９１，４００円 枠連： ３８，０３２，２００円

普通馬連： １１９，０１１，４００円 馬単： ６９，７３７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，４２１，１００円

３連複： １２７，５０１，５００円 ３連単： １８７，８１８，３００円 計： ６４３，５２４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３１０円 複 勝 � ３８０円 � ２８０円 � ２８０円 枠 連（１－８） ３，９７０円

普通馬連 �� ４，５９０円 馬 単 �� １０，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８８０円 �� １，５００円 �� １，１５０円

３ 連 複 ��� １１，７９０円 ３ 連 単 ��� ９５，９３０円

票 数

単勝票数 計 ２６８１１１ 的中 � １６２０４（８番人気）
複勝票数 計 ４０１９１４ 的中 � ２６８３０（７番人気）� ３９９１７（４番人気）� ３８９３７（５番人気）
枠連票数 計 ３８０３２２ 的中 （１－８） ７０７２（１７番人気）
普通馬連票数 計１１９０１１４ 的中 �� １９１４３（２４番人気）
馬単票数 計 ６９７３７８ 的中 �� ４７２３（５６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４４２１１ 的中 �� ４４６９（２９番人気）�� ５６５５（２２番人気）�� ７４６６（１７番人気）
３連複票数 計１２７５０１５ 的中 ��� ７９８３（４８番人気）
３連単票数 計１８７８１８３ 的中 ��� １４４５（３６８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１２．５―１２．６―１２．４―１２．６―１２．８―１２．８―１２．２―１１．３―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．６―２３．７―３６．２―４８．８―１：０１．２―１：１３．８―１：２６．６―１：３９．４―１：５１．６―２：０２．９―２：１４．６

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ミ ヤ ビ ベ ガ �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー ２００７．９．１６ 中山１着

２００５．３．１７生 牡３黒鹿 母 ア ス テ オ ン 母母 ピアレスレデイ １５戦２勝 賞金 ２８，７２８，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒルノナタリー号は，平成２０年１２月３１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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 エバーブライト号・プリティダンス号
（非抽選馬） ４頭 エクスペクトワン号・シゲルアンビシャス号・リアルハヤテ号・リゾートシチー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３１０９１１１月３０日 晴 良 （２０東京５）第８日 第７競走 ��
��１，６００�ベ ゴ ニ ア 賞

発走１３時２５分 （芝・左）

２歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．１

良

良

７１１ パールシャドウ 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義飯塚 知一氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４４２± ０１：３５．２ ３．２�

４５ ナンヨーアイドル 牡２黒鹿５５ C．ルメール 中村 �也氏 領家 政蔵 新ひだか 佐藤 陽一 ４６６± ０１：３５．４１� ３．４�
（仏）

５７ ダノンヒデキ 牡２黒鹿５５ 藤田 伸二�ダノックス 加藤 征弘 早来 ノーザンファーム ４８０－ ８１：３５．５クビ ９．７�
７１０ マジックシアター 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人飯田 正剛氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４８６＋ ６ 〃 ハナ １３．９�
６８ ベルベットロード 牡２栗 ５５ 横山 典弘�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４７４－ ４ 〃 クビ ７．０�
２２ リーチマイドリーム 牡２黒鹿５５ 柴山 雄一 �グリーンファーム 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４９８＋ ４１：３５．８２ ３２．９	
１１ ブラストクロノス 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠村中 徳広氏 岩戸 孝樹 浦河 村下 明博 ４６８＋ ６ 〃 ハナ １１．２

３３ ドリームヘリテージ 牡２栗 ５５ 三浦 皇成セゾンレースホース� 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム ４６６＋ ６１：３５．９� ６６．７�
４４ ツクバタイヨウ 牡２栗 ５５ 内田 博幸荻原 昭二氏 松山 康久 平取 協栄組合 ４７０－ ２１：３６．２２ ９．２�
８１２ マルタカハンター 牡２栗 ５５ 田中 勝春高橋 義和氏 清水 美波 浦河 大野牧場 B４４２± ０１：３６．４１� ６４．６
８１３ トシザワイルド 牡２栗 ５５ 川田 将雅上村 叶氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４７６－ ４１：３６．５� ２７．８�
５６ � セイウンリファイン 牡２鹿 ５５ 村田 一誠西山 茂行氏 萱野 浩二 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones ４８４± ０１：３６．８１� ４１．６�
６９ モ ン ド ー ル 牡２鹿 ５５ O．ペリエ 多田 信尊氏 古賀 慎明 大樹 大樹ファーム ４７０＋ ２１：３７．６５ １１２．８�

（仏）

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４０，１０３，８００円 複勝： ５５，６３７，１００円 枠連： ３９，３２２，４００円

普通馬連： １７９，８８６，６００円 馬単： １１１，６９０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，２７５，５００円

３連複： １５６，６５３，９００円 ３連単： ３０１，７２０，６００円 計： ９３１，２９０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � ２４０円 枠 連（４－７） ３１０円

普通馬連 �� ５３０円 馬 単 �� １，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ６２０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １，５１０円 ３ 連 単 ��� ６，５２０円

票 数

単勝票数 計 ４０１０３８ 的中 � １０１６８１（１番人気）
複勝票数 計 ５５６３７１ 的中 � １３８１８６（１番人気）� １１４６１９（２番人気）� ４５２７２（４番人気）
枠連票数 計 ３９３２２４ 的中 （４－７） ９４３２３（１番人気）
普通馬連票数 計１７９８８６６ 的中 �� ２５４２５２（１番人気）
馬単票数 計１１１６９０３ 的中 �� ７５１９２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６２７５５ 的中 �� ５９９４８（１番人気）�� １６４８２（７番人気）�� ２１１０３（４番人気）
３連複票数 計１５６６５３９ 的中 ��� ７６７６８（２番人気）
３連単票数 計３０１７２０６ 的中 ��� ３４１７１（７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．２―３５．６―４７．７―５９．７―１：１１．３―１：２３．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パールシャドウ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Woodman デビュー ２００８．１１．８ 東京１着

２００６．３．２生 牝２鹿 母 ピュアティー 母母 L’Extra Honor ２戦２勝 賞金 １７，３１５，０００円
〔制裁〕 ベルベットロード号の騎手横山典弘は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３１０９２１１月３０日 晴 稍重 （２０東京５）第８日 第８競走 ��
��１，６００�シャングリラ賞

発走１４時００分 （ダート・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 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

７１４ タマモグレアー �４鹿 ５７ 中舘 英二タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ５１４± ０１：３７．１ ３．４�

８１６ メイショウボンハオ 牡３鹿 ５６ 石橋 守松本 好雄氏 松永 昌博 静内 藤原牧場 ４６８－ ４ 〃 アタマ ３．０�
３５ ウインマグナム 牡３栗 ５６ 蛯名 正義�ウイン 田中 清隆 静内（有）石川牧場 ４９０＋１０ 〃 クビ ７．７�
４７ カネスラファール 牡４黒鹿５７ 北村 宏司杉澤 光雄氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ４９４＋ ２１：３７．３１ １３．４�
６１２ アポロラムセス 牡３芦 ５６ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ４９４＋ ２１：３７．４� １３．２�
６１１ アドマイヤミラクル 牡５青鹿５７ 川田 将雅近藤 利一氏 藤沢 則雄 新冠 秋田牧場 B５０２± ０１：３７．５クビ １００．９�
８１５ クレヨンルージュ 牝５黒鹿５５ 横山 典弘齊藤四方司氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ５０６± ０ 〃 クビ ２４．４	
４８ 	 カロンセギュール 牝４鹿 ５５ 吉田 豊吉田 和子氏 戸田 博文 米 Sequel０１（Tho-

mas/Lakin/Kintz） ４４２－ ２１：３７．７１ ２０．６

５１０	 アポロダヴィンチ 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Robert D.

Nash ５０６± ０ 〃 ハナ ３４．１�
３６ ベルグミサイル 牡４芦 ５７ 松岡 正海山田 五月氏 斎藤 誠 静内 グランド牧場 ４８０＋ ８１：３７．８� １２．３�
２３ グランプリヒーロー 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成�グランプリ 矢作 芳人 静内 静内酒井牧場 ４６４＋ ６１：３７．９クビ １１．０
１２ セイカアレグロ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春久米 大氏 稲葉 隆一 新冠 シンユウフアーム ４９８＋１０１：３８．６４ ５９．３�
２４ シルキーステラ 牝６青 ５５ 柄崎 将寿有限会社シルク尾形 充弘 新冠 早田牧場新

冠支場 ４１８± ０１：３８．７� ２０２．５�
１１ 	 コスモハナコ 牝４栗 ５５ 藤田 伸二 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 米 Brereton C. Jones

& Fred Trainor ５０４－ ８１：３９．６５ ９７．４�
７１３ デジデーリオ 牡６鹿 ５７ 江田 照男岡田 牧雄氏 清水 美波 千歳 社台ファーム ４８４＋ ４１：３９．７� ７４．８�
５９ ソブリンブライト 牡６鹿 ５７ 木幡 初広�藤沢牧場 �田 研二 静内 藤沢牧場 ４８２± ０１：３９．８クビ ３０１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４１，４８５，０００円 複勝： ５８，４６５，２００円 枠連： ５０，１９９，０００円

普通馬連： ２０６，５０７，０００円 馬単： １２４，４３２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５５，５８３，９００円

３連複： ２０４，２５９，１００円 ３連単： ３６４，８２６，８００円 計： １，１０５，７５８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � ２００円 枠 連（７－８） ４００円

普通馬連 �� ４２０円 馬 単 �� ８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ４４０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� １，１８０円 ３ 連 単 ��� ３，８８０円

票 数

単勝票数 計 ４１４８５０ 的中 � ９７０３４（２番人気）
複勝票数 計 ５８４６５２ 的中 � １５１０２５（１番人気）� １４０１９３（２番人気）� ５６２９５（３番人気）
枠連票数 計 ５０１９９０ 的中 （７－８） ９３８３６（１番人気）
普通馬連票数 計２０６５０７０ 的中 �� ３６６２１３（１番人気）
馬単票数 計１２４４３２６ 的中 �� １０９３７９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５５５８３９ 的中 �� ８０７９１（１番人気）�� ２８６９６（２番人気）�� ２１５５３（４番人気）
３連複票数 計２０４２５９１ 的中 ��� １２８１５１（１番人気）
３連単票数 計３６４８２６８ 的中 ��� ６９４７２（１番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．８―１２．３―１２．６―１２．３―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．３―３５．１―４７．４―１：００．０―１：１２．３―１：２４．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモグレアー �
�
父 ジェニュイン �

�
母父 カコイーシーズ デビュー ２００６．１０．１５ 東京４着

２００４．３．１４生 �４鹿 母 ドリーミーアイ 母母 アイシャドー １９戦４勝 賞金 ６８，７９７，０００円
〔その他〕 デジデーリオ号は，向正面から最後の直線コースにかけて外側に逃避したことについて平地調教注意。
※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）１０頭 エイシンハンコック号・エプソムメサイア号・キープウイニング号・シベリアンライオン号・ソフトパワー号・

トーホウアタック号・ブライアンズエッセ号・マイネルアベニール号・マチカネミノリ号・ランヘランバ号



３１０９３１１月３０日 晴 良 （２０東京５）第８日 第９競走 ��
��２，０００�ウェルカムステークス

発走１４時４０分 （芝・左）
３歳以上，１，６００万円以下，１９．１１．２３以降２０．１１．２４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 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．２
１：５６．４

良

良

６１１� ダンスアジョイ 牡７黒鹿５７．５ 後藤 浩輝加藤 泰章氏 松永 幹夫 門別 白瀬 明 ５１２± ０２：００．２ ５．９�

８１６ ハリーアップ 牡４芦 ５６ 藤田 伸二首藤 徳氏 小島 太 浦河 小池 博幸 ４８０＋ ６２：００．３� ６．０�
６１２ パープルイーグル 牡６栗 ５５ O．ペリエ 中野 銀十氏 飯田 雄三 浦河 山春牧場 ５１０＋ ４２：００．５１ ５７．５�

（仏）

５１０ ダンスオールナイト 牝５鹿 ５４ C．ルメール �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム B４５４－１０ 〃 ハナ １４．８�
（仏）

８１５ アドマイヤスペース 牝４芦 ５３ 的場 勇人近藤 利一氏 的場 均 浦河 辻 牧場 ４３６－１６２：００．８２ ４７．７�
７１３ アグネススターチ 牡３鹿 ５５ 川田 将雅渡辺 孝男氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ４７６＋ ２２：０１．０１� ７．５�
５９ ドリームトレジャー 牡３鹿 ５４ 吉田 豊セゾンレースホース	 阿部 新生 門別 田端牧場 ４６８＋ ４２：０１．２１� １８．１

２４ 	 ファストロック 牡４栗 ５７．５ 内田 博幸広尾レース	 藤沢 和雄 愛 Quay

Bloodstock ４９６＋１０ 〃 アタマ ３．８�
４７ シゲルタック 牡４鹿 ５６ 田中 勝春森中 蕃氏 田中 章博 三石 沖田 繁 ４６４－ ８ 〃 クビ ５．５�
２３ ブリトマルティス 牝４鹿 ５５ M．デムーロ吉田 和美氏 西園 正都 三石 斉藤スタッド ４４８＋ ８２：０１．４１� ２３．４

（伊）

３５ アメジストリング 牝４黒鹿５４ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４７２＋ ２ 〃 アタマ ２７．２�
７１４ コスモピロリ 牡４鹿 ５５ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 清水 利章 浦河 モトスファーム ５１２＋１０２：０１．５クビ ２６．２�
３６ マルタカハーモニー 牡６黒鹿５５ 中舘 英二高橋 義和氏 清水 美波 千歳 エクセレンス

ファーム ４８４± ０２：０１．７１� ６５．３�
１１ ドリームパートナー 
８鹿 ５３ 柴田 善臣臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４７２± ０２：０１．８クビ １３６．６�
４８ � エールスタンス 牝５黒鹿５１ 村田 一誠吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４４８± ０２：０２．２２� １４０．９�
１２ シルクダッシュ 牡７鹿 ５５ 吉田 隼人有限会社シルク斎藤 誠 新冠 早田牧場新

冠支場 ５０４＋ ４２：０２．８３� ２５．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４７，２６９，２００円 複勝： ７７，５１４，５００円 枠連： ５９，２８４，３００円

普通馬連： ２９２，３１４，２００円 馬単： １６３，９８３，９００円 ワイド【拡大馬連】： ７０，３２９，６００円

３連複： ２７８，２６８，８００円 ３連単： ５２８，７９２，９００円 計： １，５１７，７５７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２１０円 � ２２０円 � １，４５０円 枠 連（６－８） １，５４０円

普通馬連 �� １，８２０円 馬 単 �� ３，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７２０円 �� ４，８００円 �� ６，３９０円

３ 連 複 ��� ４４，０３０円 ３ 連 単 ��� １８９，８１０円

票 数

単勝票数 計 ４７２６９２ 的中 � ６３４６８（３番人気）
複勝票数 計 ７７５１４５ 的中 � １１１７８２（３番人気）� １０３２６２（４番人気）� １０８１７（１４番人気）
枠連票数 計 ５９２８４３ 的中 （６－８） ２８５２５（８番人気）
普通馬連票数 計２９２３１４２ 的中 �� １１８８９４（７番人気）
馬単票数 計１６３９８３９ 的中 �� ３２２２２（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７０３２９６ 的中 �� ２５７８４（６番人気）�� ３５００（５２番人気）�� ２６１８（６１番人気）
３連複票数 計２７８２６８８ 的中 ��� ４６６５（１２７番人気）
３連単票数 計５２８７９２９ 的中 ��� ２０５６（５３４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．０―３５．５―４７．３―５９．５―１：１２．１―１：２４．７―１：３６．５―１：４８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．５

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

勝馬の
紹 介

�ダンスアジョイ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン

２００１．４．１２生 牡７黒鹿 母 ナイルスター 母母 ハ ル ツ ー ム ３０戦４勝 賞金 １２１，６７３，０００円
初出走 JRA

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 トウキュウトップ号・ヒカルベガ号・ブルーマーテル号・マイネルキーロフ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３１０９４１１月３０日 晴 良 （２０東京５）第８日 第１０競走
ジャパン・オータムインターナショナル

��
��２，４００�第２８回ジャパンカップ（ＧⅠ）

発走１５時２０分 （国際招待） （芝・左）

３歳以上；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
外務大臣賞・農林水産大臣賞・アイルランド大使賞・日本馬主協会連合会会長賞・東京馬主協会賞（１着）

賞 品
本 賞 ２５０，０００，０００円 １００，０００，０００円 ６３，０００，０００円 ３８，０００，０００円 ２５，０００，０００円
付 加 賞 ３，８６４，０００円 １，１０４，０００円 ５５２，０００円
参加記念品
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

レースレコード

２：２２．１
２：２２．１
２：２２．１

良

良

良

８１６ スクリーンヒーロー 牡４栗 ５７ M．デムーロ吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４８６＋ ２２：２５．５ ４１．０�
（伊）

５９ ディープスカイ 牡３栗 ５５ 四位 洋文深見 敏男氏 昆 貢 浦河 笠松牧場 ５１８＋ ８２：２５．６� ３．４�
２４ ウ オ ッ カ 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠谷水 雄三氏 角居 勝彦 静内 カントリー牧場 ４８８－ ２２：２５．７� ３．７�
７１３ マツリダゴッホ 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義�橋 文枝氏 国枝 栄 静内 岡田スタツド ４９２＋ ２ 〃 アタマ ８．０�
１１ オウケンブルースリ 牡３栗 ５５ 内田 博幸福井 明氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４８２－ ２２：２５．８クビ ７．３�
１２ メイショウサムソン 牡５鹿 ５７ 石橋 守松本 好雄氏 高橋 成忠 浦河 林 孝輝 ５１６ ２：２６．０１	 ６．５�
４７ ネヴァブション 牡５黒鹿５７ 横山 典弘�ティーエイチ 伊藤 正徳 新冠 早田牧場新

冠支場 ４８８± ０ 〃 クビ １１２．１	
７１５ アサクサキングス 牡４鹿 ５７ C．ルメール 田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４９８＋ ４２：２６．１� １２．９


（仏）

３６ 
 パープルムーン �５栗 ５７ J．スペンサー C．ベネット氏 L．クマーニ 愛 Gestut
Shohrenhof ４４８ 〃 ハナ ５４．８�

（Purple Moon（IRE）） （英） （英）

４８ トーホウアラン 牡５栗 ５７ 藤田 伸二東豊物産� 藤原 英昭 三石 前川 正美 ４９６－ ８２：２６．２� ３３．８�
５１０ オースミグラスワン 牡６栗 ５７ 川田 将雅�オースミ 荒川 義之 浦河 鮫川 啓一 ５３４＋ ２２：２６．３クビ ５８．５
８１７ アドマイヤモナーク 牡７鹿 ５７ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４６２＋ ４ 〃 クビ １１９．１�
６１１
 シックスティーズアイコン 牡５鹿 ５７ J．ムルタ S．ロイ＆ノーマン

コートスタッド J．ノスィーダ 英 Lordship
Stud ４９０ ２：２６．５１	 ５０．６�

（Sixties Icon（GB）） （英） （愛）

７１４
 ペイパルブル 牡５鹿 ５７ R．ムーア ペイパルブル・
シンジケート M．スタウト 英 B.H.and

C.F.D.Simpson ４７２ ２：２６．７１� ２６．０�
（Papal Bull（GB）） （英） （英）

２３ トーセンキャプテン 牡４鹿 ５７ O．ペリエ 島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４９２± ０２：２６．８クビ ９９．３�
（仏）

３５ ダイワワイルドボア 牡３鹿 ５５ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５２２－ ４２：２６．９� １２７．０�
８１８� コスモバルク 牡７鹿 ５７ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 田部 和則 三石 加野牧場 ５１４＋ ４２：２７．４３ １０７．８�

（北海道）

（１７頭）
６１２
 マーシュサイド 牡５黒鹿５７ J．カステリャーノ R．エヴァンス氏 N．ドライスデール 米 Robert

S.Evans ― （出走取消）
（Marsh Side（USA）） （米） （米）

売 得 金

単勝： ６４４，３５３，８００円 複勝： ５３４，２３８，８００円 枠連： ９０３，２４５，０００円

普通馬連： ３，６４０，４３３，８００円 馬単： ２，２８２，０５６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ６９５，９４９，６００円

３連複： ３，７２５，３４５，１００円 ３連単： ９，７４０，２３５，４００円 計： ２２，１６５，８５７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，１００円 複 勝 � ７１０円 � １３０円 � １４０円 枠 連（５－８） ４，１８０円

普通馬連 �� ７，６２０円 馬 単 �� ２５，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７７０円 �� ２，２６０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� ６，４１０円 ３ 連 単 ��� ６８，９５０円

票 数

単勝票数 差引計６４４３５３８（返還計 １３７５） 的中 � １２３９７０（９番人気）
複勝票数 差引計５３４２３８８（返還計 ７４３） 的中 � １１７７２１（９番人気）� １３６９６９７（１番人気）� １１７７８２６（２番人気）
枠連票数 差引計９０３２４５０（返還計 ４９１） 的中 （５－８） １５９５０５（１３番人気）
普通馬連票数 差引計３６４０４３３８（返還計 １２７６６） 的中 �� ３５２８０４（１９番人気）
馬単票数 差引計２２８２０５６１（返還計 ８３２０） 的中 �� ６６９４３（５５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計６９５９４９６（返還計 ２６７２） 的中 �� ８５３５７（１９番人気）�� ６６１１５（２０番人気）�� ９３８４４４（１番人気）
３連複票数 差引計３７２５３４５１（返還計 ２３３２４） 的中 ��� ４２９１９４（１８番人気）
３連単票数 差引計９７４０２３５４（返還計 ５９７６９） 的中 ��� １０４２６０（１６９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．６―２４．２―３６．６―４９．２―１：０１．８―１：１４．６―１：２７．２―１：３９．２―１：５１．１―２：０２．３―２：１３．６

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

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

勝馬の
紹 介

スクリーンヒーロー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．１１．２５ 東京４着

２００４．４．１８生 牡４栗 母 ランニングヒロイン 母母 ダイナアクトレス １７戦５勝 賞金 ４０８，３１１，０００円
〔出走取消〕 マーシュサイド号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
※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。
（非抽選馬） １頭 ドリームシグナル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３１０９５１１月３０日 晴 良 （２０東京５）第８日 第１１競走 ��
��１，６００�ア プ ロ ー ズ 賞

発走１６時００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 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

６１２ 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 ４９６＋ ２１：３４．７ １．７�

８１６� ライブコンサート �４黒鹿５７ 岩田 康誠グリーンフィールズ� 白井 寿昭 愛 Mrs J.
Chandris ４９０－ ２ 〃 クビ ９．５�

３５ ゴールドアグリ 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己スター・ホースメンズクラブ 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８４＋ ２１：３５．０１	 １５．９�
１２ ノープロブレム 牡５栗 ５７ 藤田 伸二上田 宗義氏 昆 貢 新冠 ムラカミファーム ４８６＋ ６１：３５．１	 ５８．８�
２４ シャイニーボーイ 牡５青鹿５７ M．デムーロ小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 ５１４± ０１：３５．２クビ １３．８�

（伊）

３６ マストビートゥルー 牡５栗 ５７ C．ルメール�信岡牧場 加用 正 浦河 信岡牧場 ４７６± ０１：３５．４１ １２．６	
（仏）

５９ ダイワルビア 牡４栗 ５７ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 早来 ノーザンファーム ５２８± ０１：３５．５
 ２１．６

４７ マイネルーチェ 牝４黒鹿５５ 内田 博幸 �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 ４６６± ０ 〃 ハナ ２７．７�
５１０ キングオザー 牡６芦 ５７ 土谷 智紀斉藤 等氏 鈴木 勝美 門別 日高大洋牧場 B４５４－ ２１：３５．６	 １８６．１�
８１８ ケ イ ア ー ス 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義�RRA 田中 清隆 早来 ノーザンファーム ４９４＋ ２ 〃 アタマ ４８．２
６１１ ボーダレスワールド 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５２０＋ ４ 〃 アタマ １２．３�
７１３ シュヴァルドール �５栗 ５７ 江田 照男 �社台レースホース大江原 哲 白老 白老ファーム ４４８－ ２１：３５．７
 ４３．９�
７１４ ス エ ズ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海吉田 和美氏 吉田 直弘 門別 日高大洋牧場 ５０６－ ８ 〃 クビ ９０．１�
２３ ダイアモンドヘッド �５鹿 ５７ O．ペリエ 前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 パカパカ

ファーム ４９０－ ２１：３５．８
 ３１．８�
（仏）

４８ コアレスコジーン �５鹿 ５７ 吉田 隼人小林 昌志氏 和田 正道 平取 コアレススタッド ４８８＋２８１：３５．９クビ １６５．７�
８１７� アロマンシェス 牡４鹿 ５７ 田中 博康伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 ４６４－ ２１：３６．１１ ２６．９�
７１５ ベルジュール �５栗 ５７ 柴山 雄一 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４７６＋ ２１：３６．２	 ６９．１�
１１ タマモスクワート 牡３鹿 ５６ 石橋 脩タマモ� 中川 公成 新冠 対馬 正 ５００＋３２１：３６．３	 １０１．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ８７，２６４，７００円 複勝： １１０，９１４，１００円 枠連： １１１，３３６，５００円

普通馬連： ４０８，０２８，６００円 馬単： ２６９，９５０，６００円 ワイド【拡大馬連】： １０２，４７２，０００円

３連複： ３８４，７５９，６００円 ３連単： ９１６，８８８，６００円 計： ２，３９１，６１４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １９０円 � ２７０円 枠 連（６－８） ３９０円

普通馬連 �� ６２０円 馬 単 �� ８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ５３０円 �� １，５５０円

３ 連 複 ��� ３，０００円 ３ 連 単 ��� ７，８６０円

票 数

単勝票数 計 ８７２６４７ 的中 � ４１７８１５（１番人気）
複勝票数 計１１０９１４１ 的中 � ４５７２４２（１番人気）� １１９３９１（２番人気）� ６７９４７（４番人気）
枠連票数 計１１１３３６５ 的中 （６－８） ２１４９４６（１番人気）
普通馬連票数 計４０８０２８６ 的中 �� ４９２０３７（１番人気）
馬単票数 計２６９９５０６ 的中 �� ２４９２５３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１０２４７２０ 的中 �� １１２００２（１番人気）�� ４６３８０（５番人気）�� １４２７５（１５番人気）
３連複票数 計３８４７５９６ 的中 ��� ９４８１５（５番人気）
３連単票数 計９１６８８８６ 的中 ��� ８６１９２（６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．４―３５．５―４７．８―１：００．４―１：１１．８―１：２２．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムアタック �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００６．９．９ 中京７着

２００４．５．１８生 牡４栗 母 テイエムキララ 母母 テイエムテンホー ２８戦４勝 賞金 ７８，１６３，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０５分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（２０東京５）第８日 １１月３０日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １１回 出走頭数 １７５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
調 教 師 賞
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

６５５，４８０，０００円
４，２６０，０００円
５０，２８０，０００円
７，７１０，０００円
７７，３１０，０００円
４７９，０００円
３１９，０００円
３１９，０００円

６１，４９２，０００円
５，１７９，０００円
１，７６７，５００円

勝馬投票券売得金
１，００４，５８３，６００円
１，０４８，４４５，８００円
１，３２２，０８８，７００円
５，２８０，５８１，６００円
３，３６４，４６７，５００円
１，１４３，９９２，３００円
５，３３９，９５３，８００円
１２，７９０，７４６，１００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 ３１，２９４，８５９，４００円

総入場人員 １０７，９０４名 （有料入場人員 １０４，６０２名）



平成２０年度 第５回東京競馬 総計

競走回数 ９５回 出走延頭数 １，３８４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
調 教 師 賞
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２，４０６，４４０，０００円
２５，１００，０００円
１４９，５６０，０００円
２２，７７０，０００円
２７０，０６０，０００円
４７９，０００円
８９９，０００円
８９９，０００円

５０２，２２５，５００円
４１，０２４，０００円
１３，９７８，４００円

勝馬投票券売得金
３，６１４，１８５，８００円
５，１５３，９４４，７００円
４，１１９，４３６，０００円
１６，６６０，４８８，０００円
１１，１００，０８６，１００円
４，１８９，４５６，３００円
１６，８５９，４０７，６００円
３６，８６４，８０２，４００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 ９８，５６１，８０６，９００円

総入場延人員 ３８３，３８８名 （有料入場延人員 ３１４，０９７名）




