
２８０４９１０月１４日 曇 良 （１９東京４）第５日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走９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� コースレコード

中央レコード

１：２１．８
１：２０．３

良

良

７１２ タマモスクワート 牡２鹿 ５５ 横山 典弘タマモ� 中川 公成 新冠 対馬 正 ４７２＋ ６１：２３．１ ２．８�

４６ � コパノシンオー 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二小林 祥晃氏 武藤 善則 静内 谷岡牧場 ４３６－１０１：２３．６３ ４．７�
８１３�� キングスグリーム 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠嶋田 賢氏 本郷 一彦 早来 ノーザンファーム ５００± ０ 〃 クビ ３．１�
３３ レッツゴーヒチョリ 牡２鹿 ５５ 丹内 祐次飯田 正剛氏 高橋 祥泰 静内 千代田牧場 ５１２± ０ 〃 アタマ ４１．５�
４５ � ダイワデューク 牡２栗 ５５ 田中 勝春大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 門別 下河辺牧場 ４３４± ０１：２３．７� １１．８�
５７ � モリトパラダイス 牡２芦 ５５

５３ △的場 勇人石橋 忠之氏 阿部 新生 三石 金舛 幸夫 ４６０－ ６１：２３．９１� ８．３�
２２ � コスモホウキボシ 牝２鹿 ５４ 梶 晃啓 	ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４１０＋１２１：２４．２１� ２０６．５

３４ レオパンドラ 牝２栗 ５４ 西田雄一郎�レオ 中島 敏文 新冠 競優牧場 B４６０＋ ４１：２４．４１ ２３．５�
８１４ ユキノヴィクトリア 牝２栗 ５４ 石橋 脩井上 基之氏 柴田 政人 静内 服部 牧場 ４３６± ０１：２４．５� ２８．８�
７１１� キクカズイショウ 牡２栗 ５５ 小野 次郎飯島 和吉氏 石毛 善彦 浦河 高松牧場 ４３６－ ６ 〃 クビ ４７．２
１１ チアズブリス 牝２黒鹿５４ 横山 義行北村キヨ子氏 古賀 史生 門別 長田ファーム ４６４＋ ２１：２４．６クビ ２９２．９�
５８ � シ ロ ッ ポ 牝２芦 ５４

５２ △田中 博康海谷 幸司氏 高橋 義博 様似 能登ファーム ４００＋ ４ 〃 クビ １３１．０�
６９ カネスベネフィシオ 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一杉澤 光雄氏 根本 康広 新冠 ムラカミファーム ４１６－ ４１：２４．８１� ４９．９�
６１０� バトルウィン 牡２芦 ５５ 小牧 太キャピタルクラブ 和田 正道 三石 前川牧場 ５１０＋ ６１：２５．５４ ２２７．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，９０３，６００円 複勝： ２２，５７９，６００円 枠連： １８，３３７，９００円

普通馬連： ７０，８６６，７００円 馬単： ６６，１９６，６００円 ワイド【拡大馬連】： １９，４５８，０００円

３連複： ９８，６１３，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３１１，９５６，１００円

払 戻 金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � １３０円 枠 連（４－７） ４００円

普通馬連 �� ６４０円 馬 単 �� １，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ２００円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ６６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５９０３６ 的中 � ４５０１９（１番人気）
複勝票数 計 ２２５７９６ 的中 � ６４９４５（１番人気）� ３５３９０（３番人気）� ４８９０４（２番人気）
枠連票数 計 １８３３７９ 的中 （４－７） ３４２０１（１番人気）
普通馬連票数 計 ７０８６６７ 的中 �� ８２１０３（２番人気）
馬単票数 計 ６６１９６６ 的中 �� ３８４９４（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９４５８０ 的中 �� １５５３７（２番人気）�� ２８３６８（１番人気）�� １４０７７（３番人気）
３連複票数 計 ９８６１３７ 的中 ��� １１１５９８（１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１２．０―１２．２―１１．９―１１．３―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２４．０―３６．０―４８．２―１：００．１―１：１１．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモスクワート �
�
父 スクワートルスクワート �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー ２００７．９．１ 新潟５着

２００５．４．６生 牡２鹿 母 アンサーミー 母母 ヒ ミ コ ３戦１勝 賞金 ７，７００，０００円
〔発走状況〕 カネスベネフィシオ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



２８０５０１０月１４日 曇 良 （１９東京４）第５日 第２競走 ��１，８００�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

１：４６．９
１：４６．７

良

良

７１３ マルタカシャトル 牡２栗 ５５ 丹内 祐次高橋 義和氏 清水 美波 新冠 北星村田牧場 B５１０－ ４１：５０．２ ２２．５�

８１５ シルクハリアー 牡２青鹿５５ 柴山 雄一有限会社シルク畠山 吉宏 新冠 小泉 学 ４４６＋１０ 〃 ハナ １３．５�
２２ �� マイネルブロンクス 牡２鹿 ５５ 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 三石 前田 宗将 ４６４＋ ８１：５０．５１� ６４．３�
７１２ コーヒータイム 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥�渡辺牧場 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４４０＋ ４ 〃 クビ ３３．５�
５８ �� レッズフィールド 牡２鹿

５５
５３ △田中 博康中山 芳樹氏 伊藤 正徳 門別 下河辺牧場 ４７６－ ６１：５０．６� ５．１�

８１４ ローレルブレイク 牡２鹿 ５５ 木幡 初広 �ローレルレーシング 根本 康広 門別 大平ファーム ４７４± ０ 〃 アタマ ２１．７	
３４ ラヴォランテ 牡２青鹿５５ 横山 典弘 �サンデーレーシング 後藤 由之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４０－ ６ 〃 クビ ４．４

４６ � トーセンミライト 牡２鹿 ５５ 吉田 豊島川 �哉氏 小桧山 悟 静内 岡田スタツド ４６２＋ ２１：５０．７クビ ２．８�
５９ � 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 ４２８± ０１：５１．０１� ５８．４
１１ � ケージーワンモア 牝２黒鹿５４ 北村 宏司川井 五郎氏 斎藤 誠 三石 松本牧場 ４７０＋ ６ 〃 クビ ９．９�
６１１� レ オ バ ベ ル 牡２栗 ５５ 江田 照男�レオ 田子 冬樹 浦河 江谷 重雄 ４９８＋１２ 〃 ハナ １２０．４�
６１０ フジキライディーン 牡２栗 ５５ 田中 勝春藤木 二郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬牧場 ４９４＋ ６１：５１．７４ １９．６�
３５ �� ミヤビアラシオー 牡２栗 ５５ 岩田 康誠村上 義勝氏 戸田 博文 門別 インターナショ

ナル牧場 ４８０－ ２１：５１．９１� １１．８�
４７ � カシノマチャガ 牝２黒鹿５４ 西田雄一郎柏木 務氏 沢 峰次 新冠 五丸農場 ４７４－ ８１：５２．１１� ２０７．８�
２３ � リバーブレイブ 牡２栗 ５５ 郷原 洋司河越 武治氏 郷原 洋行 門別 広中 稔 B４９０＋ ２１：５２．９５ ３３７．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，２４８，２００円 複勝： ２７，８７２，２００円 枠連： ２４，５２０，１００円

普通馬連： ８９，１１９，６００円 馬単： ７８，６９１，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，６７４，６００円

３連複： １１９，７５９，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３８２，８８５，９００円

払 戻 金

単 勝 � ２，２５０円 複 勝 � ５６０円 � ４２０円 � １，５３０円 枠 連（７－８） ３，８１０円

普通馬連 �� ９，６２０円 馬 単 �� ２０，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２６０円 �� １３，１３０円 �� ８，２３０円

３ 連 複 ��� １３６，４００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９２４８２ 的中 � ６７６５（９番人気）
複勝票数 計 ２７８７２２ 的中 � １３４６８（９番人気）� １８９００（６番人気）� ４４０７（１１番人気）
枠連票数 計 ２４５２０１ 的中 （７－８） ４７６０（１９番人気）
普通馬連票数 計 ８９１１９６ 的中 �� ６８４１（３４番人気）
馬単票数 計 ７８６９１６ 的中 �� ２７９０（６９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３６７４６ 的中 �� ２６２４（２８番人気）�� ４３９（７２番人気）�� ７０３（５９番人気）
３連複票数 計１１９７５９６ 的中 ��� ６４８（２０８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２４．９―３６．９―４９．１―１：０１．４―１：１３．５―１：２５．６―１：３８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．８―３F３６．７

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

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

勝馬の
紹 介

マルタカシャトル �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 シンボリルドルフ デビュー ２００７．８．２５ 新潟４着

２００５．２．１７生 牡２栗 母 オースミダンサー 母母 アルピンストリーム ４戦１勝 賞金 ６，６００，０００円



２８０５１１０月１４日 曇 良 （１９東京４）第５日 第３競走 ��
��１，３００�サラブレッド系２歳

発走１０時５０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

１：１８．６
１：１８．６

良

良

６１２� マルサンサイレンス 牝２青 ５４ 木幡 初広松井三千年氏 谷原 義明 様似 様似堀牧場 ４４４ ―１：２１．３ ２７．５�

５１０� ブ ル ー ラ ヴ 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二 �ブルーマネジメント森 秀行 米 Dell Ridge
Farm ４７０ ―１：２１．６２ ２．１�

７１３� エイワイエヤス 牡２黒鹿５５ 横山 典弘永井公太郎氏 松山 康久 米 Aron Yagoda &
David Bechtol ４７８ ―１：２１．７クビ ２．３�

３５ ヴァルドルフ 牡２栗 ５５ 石神 深一片山 博志氏 佐藤 吉勝 静内 片岡牧場 ４４２ ― 〃 クビ １２．３�
２４ ア ム ネ リ ス 牝２鹿 ５４ 高山 太郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本郷 一彦 浦河 ヒダカフアーム ４７０ ―１：２２．４４ ３０４．９�
８１５� ヨイチノース 牡２鹿 ５５ 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 青森 ワールドファーム ４６４ ―１：２２．５	 １６．８�
４７ � バイエンブルク 牝２鹿 ５４ 安藤 光彰居城 要氏 加藤 和宏 新冠 北勝ファーム ４４６ ―１：２３．３５ ７２．３	
７１４ タイセイコロネット 牝２栗 ５４ 北村 宏司田中 成奉氏 斎藤 誠 浦河 梅田牧場 ４２８ ― 〃 ハナ ４１．０

１２ � ナニワプレストン 牡２鹿 ５５ 吉田 豊村田 哲朗氏 平井 雄二 新冠 新冠伊藤牧場 ４６２ ― 〃 ハナ ５６．４�
２３ ガイアスピリット 牡２黒鹿５５ 柴山 雄一アローネットサービス� 清水 英克 平取 協栄組合 ４４０ ― 〃 アタマ １５．１�
１１ リワードサフラン 牝２栗 ５４ 嘉藤 貴行宮崎忠比古氏 田子 冬樹 新冠 越湖牧場 ４３２ ― 〃 アタマ ２１３．１
６１１ スズミネルヴァ 牝２鹿 ５４ 二本柳 壮小紫 芳夫氏 佐藤 全弘 三石 小河 豊水 ４４６ ―１：２４．１５ ９３．８�
８１６� セイユウフォーユー 牡２栗 ５５ 丹内 祐次佐久間崇之氏 矢野 照正 門別 国中 一男 ４５４ ―１：２４．５２
 １５９．２�
４８ � キャビンクルー 牝２栗 ５４ 村田 一誠宇井 正行氏 本間 忍 三石 加野牧場 ４１２ ―１：２４．７	 １１６．７�
３６ ア ラ ム ー 牡２鹿 ５５ 石橋 脩�富美男企画 的場 均 三石 三石橋本牧場 ４５６ ―１：２６．２９ １５６．９�
５９ � トドロキミラクル 牝２芦 ５４ 菊沢 隆徳原田昭太郎氏 高橋 義博 門別 ファニーヒルファーム ４３２ ―１：２６．３クビ ２８７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，６５８，０００円 複勝： １９，１８５，１００円 枠連： ２５，００５，４００円

普通馬連： ８３，０９７，７００円 馬単： ９８，６７４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，４７８，３００円

３連複： １２０，７９７，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３９０，８９５，９００円

払 戻 金

単 勝 � ２，７５０円 複 勝 � ３８０円 � １１０円 � １２０円 枠 連（５－６） ２，２３０円

普通馬連 �� ３，１３０円 馬 単 �� ９，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７９０円 �� ８００円 �� １４０円

３ 連 複 ��� １，４２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０６５８０ 的中 � ５９３９（６番人気）
複勝票数 計 １９１８５１ 的中 � ６６８６（６番人気）� ６４０６５（１番人気）� ５１９８６（２番人気）
枠連票数 計 ２５００５４ 的中 （５－６） ８２９３（９番人気）
普通馬連票数 計 ８３０９７７ 的中 �� １９６０３（８番人気）
馬単票数 計 ９８６７４３ 的中 �� ７４９２（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３４７８３ 的中 �� ５３６４（９番人気）�� ５３４２（１０番人気）�� ６８０５３（１番人気）
３連複票数 計１２０７９７１ 的中 ��� ６３１８１（４番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．２―１８．２―２９．９―４２．４―５５．６―１：０８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．４―３F３８．９
３ ・（８，１０）１２－１３（１４，１５）４，５，７（９，１６）（２，１，６）－１１，３ ４ ・（８，１０）１２，１３（４，５，１４，１５）－７，９（２，１，６）－１１，３，１６

勝馬の
紹 介

�マルサンサイレンス �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 ジェイドロバリー 初出走

２００５．３．３１生 牝２青 母 レディクイック 母母 ナイスフイーリング １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ヴァルドルフ号の騎手石神深一は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金７０，０００円。



２８０５２１０月１４日 曇 良 （１９東京４）第５日 第４競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１１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� 基準タイム

中央レコード

１：３４．９
１：３３．１

良

良

８１１� 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 ５０８ ―１：３４．９ １．７�

７８ � ロングキーブリッジ 牡２栗 ５５ 藤田 伸二斉藤 敏博氏 森 秀行 愛
Epona Blood-
stock Ltd and
P. A. Byrne

４８０ ―１：３５．３２� １２．７�
５５ � ウォーターボーイズ 牡２鹿 ５５ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Arbib Bloodstock

Partnership ４８６ ―１：３５．５１� ３．５�
３３ カワキタライジン 牡２鹿 ５５ 津村 明秀川島 吉男氏 相沢 郁 門別 高澤 俊雄 ４４０ ―１：３５．６� ３５．２�
１１ マルタカラッキー 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠高橋 義和氏 清水 美波 新冠 グリー牧場 ４６０ ―１：３６．１３ ９．１�
７９ � リリイメイド 牝２黒鹿５４ 石橋 脩丸岡 啓一氏 石栗 龍彦 門別 ナカノファーム ４１０ ―１：３６．３１	 １７６．０�
６６ 
 スズノエイユウ 牡２栗 ５５ 北村 宏司小紫 芳夫氏 高橋 裕 千歳 社台ファーム ４８６ ―１：３６．６１� １１．９�
８１０�
 クレバーボブ 牡２鹿 ５５ 加藤士津八	岡崎牧場 加藤 和宏 浦河 川越牧場 ４５０ ―１：３６．８１	 ２８．４

４４ ユーピロンユー 牝２鹿 ５４ 田面木博公袴田 精一氏 蛯名 信広 静内 三宅牧場 ４３６ ―１：３７．１１� １８１．０�
６７ � マイネルファウヌス 牡２黒鹿 ５５

５３ △田中 博康 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 愛 J. McGarry ４７８ ―１：３７．３１	 ６８．７

２２ � ロックスーパーノバ 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹小原 巖氏 本郷 一彦 浦河 平成ファーム ４３０ ―１：３７．５１� ５８．２�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２５，０２８，２００円 複勝： ２１，７９９，１００円 枠連： ２１，４７７，６００円

普通馬連： ７９，４７０，８００円 馬単： １０７，６０２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，６５８，５００円

３連複： １０８，８５７，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３８５，８９５，０００円

払 戻 金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ２２０円 � １２０円 枠 連（７－８） ８３０円

普通馬連 �� １，１００円 馬 単 �� １，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� １６０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� ８８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５０２８２ 的中 � １１８７３３（１番人気）
複勝票数 計 ２１７９９１ 的中 � ７３０５５（１番人気）� １６３９６（５番人気）� ５２１２０（２番人気）
枠連票数 計 ２１４７７６ 的中 （７－８） １９１２５（４番人気）
普通馬連票数 計 ７９４７０８ 的中 �� ５３４９４（４番人気）
馬単票数 計１０７６０２９ 的中 �� ５８９７８（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１６５８５ 的中 �� １２１７０（４番人気）�� ４７１６４（１番人気）�� ７９９４（８番人気）
３連複票数 計１０８８５７９ 的中 ��� ９１８４０（３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．６―１２．５―１２．８―１１．８―１１．２―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２２．９―３４．５―４７．０―５９．８―１：１１．６―１：２２．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ゴスホークケン �
�
父 Bernstein �

�
母父 Grand Slam 初出走

２００５．３．３生 牡２黒鹿 母 Allthewaybaby 母母 Lustily １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２８０５３１０月１４日 曇 良 （１９東京４）第５日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時１０分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

７１０ ゴールドオアシス 牝４鹿 ５５ 北村 宏司福島 実氏 嶋田 功 門別 沖田牧場 ４８４＋１６１：３９．１ １．８�

６９ オーシャンルミナス 牝３鹿 ５３ 木幡 初広大野 數芳氏 平井 雄二 浦河 富田牧場 B４８６＋３２１：３９．３１� ６．５�
６８ � フィールフィット 牝３鹿 ５３ 丹内 祐次吉野 英子氏 矢野 進 千歳 社台ファーム ４６６＋ ８１：３９．６２ １８．０�
２２ � ヤマニンノベリスト 牝３鹿 ５３ 藤田 伸二土井 肇氏 田村 康仁 浦河 廣田 伉助 ４５０－ ２１：３９．８１ １４．１�
３３ � ライトモーション 牝４鹿 ５５

５２ ▲黛 弘人柳橋 俊昭氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４２０－１０１：４０．１２ ５６．２�
５７ � ジェイドヴィジョン 牝４鹿 ５５ 江田 照男阿部 幸暉氏 大和田 稔 新冠 ムラカミファーム ４６４＋ ８１：４０．３１	 ３８．３�
４５ � サニーラブカフェ 牝３鹿 ５３ 吉永 護西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 ４８８＋ ８１：４０．４
 ８．３�
４４ ガールズポップ 牝３鹿 ５３ 石橋 脩 	サンデーレーシング 伊藤 圭三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８± ０ 〃 アタマ ７．６

７１１ デザートバード 牝４栗 ５５

５２ ▲宮崎 北斗鈴木 芳夫氏 中島 敏文 静内 松田 三千雄 ４４６＋ ４１：４０．５� ７４．１�
８１３� オチャメデヒア 牝３鹿 ５３ 田面木博公玉井 宏和氏 蛯名 信広 浦河 笹島 政信 B４９２＋ ２１：４０．８１
 １１６．１�
５６ � ポケットビスケット 牝３栗 ５３ 横山 典弘	前川企画 奥平 雅士 門別 ヤナガワ牧場 ４７２＋ ８１：４１．９７ １２．３
８１２�� クリノスミレレディ 牝３黒鹿 ５３

５１ △的場 勇人栗本 守氏 小島 茂之 浦河 川崎 清 ４２０－ ８１：４４．１大差 ５４．１�

（１２頭）
１１ � タ マ マ リ ア 牝４青鹿 ５５

５３ △田中 博康玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４９２＋ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： １７，１８２，０００円 複勝： ２１，４３１，２００円 枠連： １９，６４４，４００円

普通馬連： ６７，１５７，６００円 馬単： ６９，３９３，７００円 ワイド【拡大馬連】： １８，１８３，０００円

３連複： ７５，２９９，２００円 ３連単： 発売なし 計： ２８８，２９１，１００円

払 戻 金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ２００円 � ２９０円 枠 連（６－７） ３９０円

普通馬連 �� ５８０円 馬 単 �� ９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ５００円 �� １，０００円

３ 連 複 ��� ２，１１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 １７１８２０（返還計 ３５１７０） 的中 � ７６９８１（１番人気）
複勝票数 差引計 ２１４３１２（返還計 ３８６１３） 的中 � ８９２４６（１番人気）� ２０８２３（３番人気）� １２１３６（７番人気）
枠連票数 差引計 １９６４４４（返還計 ８７０４１） 的中 （６－７） ３７５１７（２番人気）
普通馬連票数 差引計 ６７１５７６（返還計２９４２１１） 的中 �� ８５４９９（１番人気）
馬単票数 差引計 ６９３９３７（返還計２９４０３２） 的中 �� ５６３２６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １８１８３０（返還計 ７４２７６） 的中 �� １５３２３（２番人気）�� ８８８７（５番人気）�� ４１０９（１４番人気）
３連複票数 差引計 ７５２９９２（返還計５９０１２６） 的中 ��� ２６４５１（４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．６―１２．３―１２．７―１２．９―１２．２―１２．０―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．３―３６．６―４９．３―１：０２．２―１：１４．４―１：２６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドオアシス �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 Nijinsky デビュー ２００５．６．２５ 福島３着

２００３．４．１６生 牝４鹿 母 ヴェルシエンカ 母母 Veruschka １７戦３勝 賞金 ４１，６２０，０００円
〔競走除外〕 タママリア号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。枠外に跳び出し放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻８分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 タママリア号は，平成１９年１０月１５日から平成１９年１１月１３日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。



２８０５４１０月１４日 曇 良 （１９東京４）第５日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時４０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２２．３
１：２１．９

稍重

重

６７ � ファルカタリア 牡３栗 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 ４９８＋ ６１：２５．４ ２．９�

１１ �� ヤエノアカハチ 牡３栗
５５
５３ △田中 博康�RRA 久保田貴士 静内 大典牧場 ４５４＋ ４１：２５．６１� １２．９�

７９ �� ラガーチトセオー 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠奥村 啓二氏 大久保龍志 門別 有限会社
飯田牧場 ４５６－ ２１：２６．０２	 ４．６�

６６ 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＋ ２１：２６．１
 ２．２�
４４ � トウショウツアラー 牡３鹿 ５５ 藤田 伸二トウショウ産業� 土田 稔 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４９２＋ ２１：２６．２
 ２４．４�
２２ � レオメビウス 牡３鹿 ５５ 江田 照男�レオ 中島 敏文 平取 びらとり牧場 ５１０± ０１：２６．３クビ １７．５	
３３ キングハーバー 牡３鹿 ５５ 勝浦 正樹勝一愛馬倶楽部 中野 栄治 浦河 山本牧場 ４８０－ ６ 〃 クビ ８３．４

７８ � ワンダーヘネシ 牡５鹿 ５７ 吉田 豊山本 信行氏 加賀 武見 新冠 �渡 信義 ５１６± ０１：２６．５１ １５４．２�
８１１ ベルモントガロップ 牡３鹿 ５５ 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 ４６６＋ ８１：２６．６
 ５８．５
５５ ゲイルタッチ 牡５栗 ５７ 津村 明秀�RRA 田中 清隆 浦河 地興牧場 B４３８± ０１：２６．７	 ７１．３�
８１０� アイファーチヨオー 牡３芦 ５５ 西田雄一郎中島 稔氏 小島 茂之 静内 静内山田牧場 ４８０± ０１：２７．４４ ７５．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２５，３３３，７００円 複勝： ３０，７６０，９００円 枠連： ２８，４１１，９００円

普通馬連： １０７，７２７，５００円 馬単： １２６，４９５，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，６６５，２００円

３連複： １５０，１５９，１００円 ３連単： 発売なし 計： ４９８，５５３，７００円

払 戻 金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １５０円 � ２６０円 � １８０円 枠 連（１－６） ７３０円

普通馬連 �� １，９８０円 馬 単 �� ２，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� ３２０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� ２，３６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２５３３３７ 的中 � ６９４２４（２番人気）
複勝票数 計 ３０７６０９ 的中 � ６７３７７（２番人気）� ２５２２７（４番人気）� ４６８２０（３番人気）
枠連票数 計 ２８４１１９ 的中 （１－６） ２８８４５（３番人気）
普通馬連票数 計１０７７２７５ 的中 �� ４０１６９（６番人気）
馬単票数 計１２６４９５４ 的中 �� ３４４４３（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９６６５２ 的中 �� １０８９１（６番人気）�� ２５８８２（３番人気）�� ９５４４（８番人気）
３連複票数 計１５０１５９１ 的中 ��� ４７０３２（７番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１２．０―１３．０―１２．３―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．０―３６．０―４９．０―１：０１．３―１：１３．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ファルカタリア �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００６．１２．２３ 中山２着

２００４．４．２８生 牡３栗 母 ドライアッド 母母 オークツリー ５戦２勝 賞金 １８，０００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時５０分に変更。



２８０５５１０月１４日 曇 良 （１９東京４）第５日 第７競走 ��
��１，６００�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５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

２２ � リックチョモランマ 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一斎木 隆男氏 清水 英克 静内 三宅牧場 ５０４－ ６１：３９．１ ２．２�

３３ フサイチカムーン 牡３鹿 ５５ 土谷 智紀関口 房朗氏 池上 昌弘 鵡川 西山牧場 ４９４＋ ４１：３９．３１� ２４．０�
６７ メンバーズボンド 	４鹿 ５７ 田中 勝春吉田 勝己氏 斎藤 誠 早来 ノーザンファーム ４６０＋１０ 〃 クビ ６．１�
４４ 
 カーデナルポイント 牡３鹿 ５５ 吉田 豊柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４９２± ０ 〃 ハナ ６０．４�
６８ 
 テンジンニチオー 牡３鹿 ５５ 勝浦 正樹�テンジン 松山 康久 浦河 宮内牧場 ４３６－１４１：３９．４� １４．２�
５６ � ラインステッチ 牝３栗 ５３ 横山 典弘 �社台レースホース藤沢 和雄 米 Fontaine-

bleau Farm ４５４－１０１：３９．５ ５．０	
８１１
 ユウターストライプ 牡３鹿 ５５ 北村 宏司上山 利広氏 嶋田 功 新冠 中本牧場 ４６０＋ ６１：４０．０３ ２６．８

５５ 
 リスティアプロトス 牡６栗 ５７ 藤田 伸二村中 徳広氏 鈴木 伸尋 新冠 川上 悦夫 B５０４－１０１：４０．２１� ２６．６�
８１２ グリンガレット 牡５鹿 ５７

５５ △田中 博康�ターフ・スポート相沢 郁 静内 聖心台牧場 ４９０＋ ６ 〃 クビ ９．０�
７１０
� オリジナルカラー 牡３鹿

５５
５２ ▲宮崎 北斗 �キャロットファーム 大江原 哲 静内 北西牧場 B４６８＋２０１：４０．８３ ７３．２

７９ アクセルホッパー 牡３鹿 ５５ 田中 剛内藤 好江氏 中島 敏文 青森 オオタ牧場 ４７８＋１４ 〃 クビ ８．６�
１１ � エヒテンヴィーゼ 牡４鹿 ５７ 石橋 脩真野 晃治氏 石毛 善彦 米 Dan Considine

& Andy Ritter ４６６± ０１：４２．４１０ ２７８．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２４，４７５，５００円 複勝： ２９，８０１，１００円 枠連： ２６，２１６，８００円

普通馬連： １１３，６９１，４００円 馬単： １０５，２２８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，２２７，１００円

３連複： １４４，２６４，０００円 ３連単： 発売なし 計： ４７１，９０４，６００円

払 戻 金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � ４４０円 � １９０円 枠 連（２－３） ２，８９０円

普通馬連 �� ２，６４０円 馬 単 �� ３，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９００円 �� ３１０円 �� １，２４０円

３ 連 複 ��� ４，４６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４４７５５ 的中 � ８７６６７（１番人気）
複勝票数 計 ２９８０１１ 的中 � ９８６４５（１番人気）� １１４３３（８番人気）� ３７９４５（３番人気）
枠連票数 計 ２６２１６８ 的中 （２－３） ６７００（１１番人気）
普通馬連票数 計１１３６９１４ 的中 �� ３１８０３（１２番人気）
馬単票数 計１０５２２８７ 的中 �� ２０４７５（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８２２７１ 的中 �� ７３５８（１３番人気）�� ２５５８１（２番人気）�� ５１８８（１７番人気）
３連複票数 計１４４２６４０ 的中 ��� ２３８９２（１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．８―３５．９―４８．９―１：０２．１―１：１４．７―１：２６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．２―３F３７．０
３ ・（４，６）（３，１０）（１，７，１２）（５，８）（２，１１）９ ４ ・（４，６）（３，１０）（１，７，１２）（２，８）（９，５，１１）

勝馬の
紹 介

�リックチョモランマ �
�
父 クロコルージュ �

�
母父 アンバーシヤダイ

２００３．５．２６生 牡４鹿 母 スプリングシャロン 母母 リユウペガサス １６戦１勝 賞金 ２５，０００，０００円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 １３時１５分に変更。



２８０５６１０月１４日 曇 良 （１９東京４）第５日 第８競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時４０分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５８．０
１：５６．４

良

良

４５ � ワイルドコンコルド 牡３青 ５５
５３ △田中 博康廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ５２２－ ２２：０１．２ ３．４�

７１２ ショウナンライジン 牡３芦 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 ４９４－ ６２：０１．５２ ７．７�

２２ マイネコンテッサ 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 静内 小原 孝夫 ４７０＋１０２：０１．６� ７．７�

４６ 	 ゴールデンジュビリ 牡３鹿 ５５ 小林 淳一 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ５１６± ０２：０１．７
 ５３．２�
６９ � トウカイマジック �５鹿 ５７ 二本柳 壮内村 正則氏 後藤 由之 三石 谷山 和喜 ４８６－ ６２：０１．８� ７３．３�
８１３�� ワキノパワー 牡３鹿 ５５ 岩田 康誠脇山 良之氏 萩原 清 門別 下河辺牧場 ４４０＋ ２ 〃 クビ ４．１	
３４ �	 フルヴィクトリー �７鹿 ５７ 北村 宏司�橋本牧場 勢司 和浩 静内 橋本牧場 ４９０＋１４ 〃 アタマ ４．６

１１ � マイネルモデルノ 牡３鹿 ５５ 津村 明秀 �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 ４９６＋１８２：０１．９クビ ２４．３�
３３ � サンアイブライト 牝３鹿 ５３ 木幡 初広福島 実氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４９６＋ ４ 〃 クビ ２２．３�
５７ �� コスモフリーダム 牡３鹿 ５５ 藤田 伸二 �ビッグレッドファーム 中野 隆良 門別 棚川牧場 ５２０± ０２：０２．１
 １０．６
５８ � コウヨウオラリア 牝３鹿 ５３ 宗像 徹寺内 正光氏 山田 要一 浦河 谷川牧場 B４７６＋ ８２：０２．８４ ２１１．４�
８１４� エリモアミーゴ �３鹿 ５５ 土谷 智紀山本 慎一氏 池上 昌弘 えりも エクセルマネジメント ４７６＋ ４２：０２．９
 ７４．１�
６１０ キャプテンロー 牡３栗 ５５ 郷原 洋司新木 鈴子氏 郷原 洋行 門別 ナカノファーム B４７８＋ ２ 〃 クビ ２７６．４�
７１１ リターンファイト 牡３鹿 ５５

５２ ▲黛 弘人中村 浩章氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 ４７０± ０２：０３．３２� ３４８．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２２，９０４，０００円 複勝： ３４，６１１，５００円 枠連： ２８，８２５，４００円

普通馬連： １２７，３７３，０００円 馬単： １０８，６５６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，５２２，７００円

３連複： １５７，２５８，３００円 ３連単： 発売なし 計： ５０９，１５１，４００円

払 戻 金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １３０円 � ２２０円 � １８０円 枠 連（４－７） １，３８０円

普通馬連 �� １，４３０円 馬 単 �� ２，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� ４２０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� ３，１１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２９０４０ 的中 � ５４１８７（１番人気）
複勝票数 計 ３４６１１５ 的中 � ８８８０６（１番人気）� ３４９８９（５番人気）� ４６５４３（４番人気）
枠連票数 計 ２８８２５４ 的中 （４－７） １５４３８（７番人気）
普通馬連票数 計１２７３７３０ 的中 �� ６６０４０（６番人気）
馬単票数 計１０８６５６５ 的中 �� ３２４４２（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９５２２７ 的中 �� １４７２４（６番人気）�� １８５８１（３番人気）�� ７９６９（１３番人気）
３連複票数 計１５７２５８３ 的中 ��� ３７３６６（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．１―２５．３―３７．１―４９．４―１：０２．４―１：１４．８―１：２７．０―１：３８．２―１：４９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．４―３F３４．２

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

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

�ワイルドコンコルド �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００６．７．２３ 函館７着

２００４．４．１９生 牡３青 母 メロディペリオット 母母 メロデイスキー ９戦２勝 賞金 ２０，１００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 リターンファイト号は，平成１９年１１月１４日まで平地競走に出走できない。



２８０５７１０月１４日 曇 良 （１９東京４）第５日 第９競走 ��
��１，６００�

や ま な か こ

山 中 湖 特 別
発走１４時１５分（番組第１０競走を順序変更） （芝・左）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

６６ � トウカイオスカー 牝３鹿 ５３ 横山 典弘内村 正則氏 後藤 由之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５４－ ２１：３３．７ ３．０�

４４ マイネルパシオン 牡５青鹿５７ 藤田 伸二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 柄崎 孝 静内 ビツグレツドフアーム ４８０－ ４１：３３．９１� ５．４�

３３ � キングルーキー 牡４鹿 ５７ 田中 勝春廣松 金次氏 古賀 慎明 浦河 馬道 隆 B４９６＋ ６ 〃 アタマ ４．７�
１１ シンボリハレー 牡４黒鹿５７ 北村 宏司シンボリ牧場 古賀 慎明 門別 和田農林（有） ４４４－ ２１：３４．０� ３．３�
５５ ウインプレミアム 牡３芦 ５５ 岩田 康誠�ウイン 大久保龍志 新冠 パカパカ

ファーム ４８０± ０１：３４．１クビ ８．９�
８８ � マセラティスタ 牡３栗 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 ５００＋１４１：３４．５２� ２２．７	
２２ � ニシノアンサー 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹西山 茂行氏 水野 貴広 鵡川 西山牧場 ４７６－１２１：３４．７１� ２２．３

７７ � シルクディレクター 牡６黒鹿５７ 柴山 雄一有限会社シルク北出 成人 静内 クドウファーム ４５４－ ２１：３４．８� ５６．２�

（８頭）

売 得 金

単勝： ３３，８５７，０００円 複勝： ４１，１５６，９００円 枠連： 発売なし

普通馬連： １６１，４３８，３００円 馬単： １２０，６１２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，６８９，５００円

３連複： １１３，９６１，９００円 ３連単： ４１０，１６７，７００円 計： ９１１，８８４，１００円

払 戻 金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � １４０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ９６０円 馬 単 �� １，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ３１０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� １，２１０円 ３ 連 単 ��� ５，３７０円

票 数

単勝票数 計 ３３８５７０ 的中 � ８９７１９（１番人気）
複勝票数 計 ４１１５６９ 的中 � ９７５１６（１番人気）� ７５１４４（３番人気）� ７３２３２（４番人気）
普通馬連票数 計１６１４３８３ 的中 �� １２４９２６（５番人気）
馬単票数 計１２０６１２８ 的中 �� ６２０１２（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０６８９５ 的中 �� ２２０３５（６番人気）�� ２４６３３（５番人気）�� ２５３６２（４番人気）
３連複票数 計１１３９６１９ 的中 ��� ６９８２３（４番人気）
３連単票数 計４１０１６７７ 的中 ��� ５６４２４（１７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．８―３５．７―４７．３―５９．３―１：１０．８―１：２１．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�トウカイオスカー �

父 トウカイテイオー �


母父 リアルシヤダイ デビュー ２００６．１２．２ 中山１着

２００４．５．１生 牝３鹿 母 ブリリアントミスト 母母 ミスタイモア ７戦３勝 賞金 ３２，４０２，０００円



２８０５８１０月１４日 曇 良 （１９東京４）第５日 第１０競走 ��
��１，６００�

み つ み ね さ ん

三 峰 山 特 別
発走１４時５０分（番組第９競走を順序変更） （ダート・左）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 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

４８ � ホーマンブラヴォー 牡５栗 ５７ 岩田 康誠久保 久人氏 安田 隆行 平取 びらとり牧場 ４９０± ０１：３７．５ １２．２�

７１４� セ レ ス ケ イ 牡４鹿 ５７ 横山 典弘岡 浩二氏 和田 正道 米
Hillcrest Farm
Equine Hold-
ings LLC

５４０＋ ６ 〃 ハナ １２．８�
８１６� フサイチウィード 牡５鹿 ５７ 田中 剛関口 房朗氏 岩戸 孝樹 米 Mr. & Mrs. Char-

les McGinnes B５０６＋ ６１：３８．０３ ７．１�
３６ � ヤ マ ビ コ 牝３鹿 ５３ 田辺 裕信江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４９０＋ ６１：３８．２ １	＋アタマ ４８．７�
６１２� デジデーリオ 牡５鹿 ５７ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 千歳 社台ファーム ４７０＋ ２１：３８．３クビ ８３．３�
７１３ スズノメヒョー 牝３黒鹿５３ 柴山 雄一小紫 芳夫氏 伊藤 正徳 早来 ノーザンファーム ４８０＋１２ 〃 ハナ ５．８�
３５ ロードウィズダム 牡５鹿 ５７ 吉田 豊 �ロードホースクラブ 高木 登 森 笹川大晃牧場 ４８２± ０１：３８．４	 １９１．９	
１１ 
 アグネスクラウン 牡７芦 ５７ 津村 明秀渡辺 孝男氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４６８± ０１：３８．５	 １６０．７

５９ � ラオムフェーレ 牡３栗 ５５ 田中 博康�ミルファーム 保田 一隆 静内 石川 新一 ４８０－ ２１：３８．８１� ２３．０�
２４ チョウカイシャトル 牡５鹿 ５７ 小野 次郎�平田牧場 中野 隆良 浦河 谷川牧場 ５３８＋２０ 〃 クビ ６６．５
２３ � ナゲットニューズ 牡７青鹿５７ 田面木博公竹本いずみ氏 蛯名 信広 浦河 久保農場 B４７０± ０１：３８．９	 ２７７．８�
８１５� ゲイリーリボルバー ７黒鹿５７ 安藤 光彰中村 浩章氏 石毛 善彦 米 Barry R.

Ostrager ４４４＋ ６１：３９．０	 ３９．３�
１２ � テンザンモビール 牡４黒鹿５７ 勝浦 正樹平野 澄江氏 矢作 芳人 門別 下河辺牧場 ４９０－ ４１：３９．２１	 ９．０�
５１０� エイシンハンコック 牡４黒鹿５７ 藤田 伸二平井 豊光氏 大久保龍志 米 Winches-

ter Farm ４８０＋ ４１：３９．６２	 ２．２�
４７ マナーハウス 牡４黒鹿５７ 江田 照男吉田 勝己氏 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ５０６＋ ４ （降着） １３．８�
６１１
 キャンディッド 牡７鹿 ５７ 梶 晃啓山本 武司氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ５１６－ ５１：４０．１３ ３５３．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，５３１，５００円 複勝： ４５，７１８，６００円 枠連： ５４，２１７，９００円

普通馬連： ２２７，７２８，６００円 馬単： １５５，８４４，０００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，７８７，３００円

３連複： ２１３，４６１，３００円 ３連単： ５２３，９０９，４００円 計： １，３１０，１９８，６００円

払 戻 金

単 勝 � １，２２０円 複 勝 � ３１０円 � ３４０円 � ２２０円 枠 連（４－７） １，３００円

普通馬連 �� ６，０２０円 馬 単 �� １３，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８２０円 �� １，３５０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� １１，４４０円 ３ 連 単 ��� ９７，４９０円

票 数

単勝票数 計 ３８５３１５ 的中 � ２４９４９（５番人気）
複勝票数 計 ４５７１８６ 的中 � ３７３２３（５番人気）� ３３６２９（７番人気）� ６３６２１（２番人気）
枠連票数 計 ５４２１７９ 的中 （４－７） ３０８５７（６番人気）
普通馬連票数 計２２７７２８６ 的中 �� ２７９３７（２５番人気）
馬単票数 計１５５８４４０ 的中 �� ８４８５（５３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５０７８７３ 的中 �� ６７７０（２７番人気）�� ９２６１（１５番人気）�� １３０３０（９番人気）
３連複票数 計２１３４６１３ 的中 ��� １３７７５（３７番人気）
３連単票数 計５２３９０９４ 的中 ��� ３９６６（３２０番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１１．５―１１．８―１２．２―１２．３―１２．９―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．６―３５．１―４６．９―５９．１―１：１１．４―１：２４．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ホーマンブラヴォー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Miswaki デビュー ２００４．１２．１２ 中京５着

２００２．６．１５生 牡５栗 母 グッドミセスマーフィー 母母 Miller Maid ２７戦４勝 賞金 ６０，５８０，０００円
〔降着〕 マナーハウス号は，４位〔タイム１分３８秒２，着差１	馬身〕に入線したが，最後の直線コースで内側に斜行して

「エイシンハンコック」号の走行を妨害したため１５着に降着。
〔制裁〕 マナーハウス号の騎手江田照男は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて平成１９年１０月２０日から平成１９年

１０月２８日まで騎乗停止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１４頭 クリノダイマオー号・セイカモリオカ号・デアテンビー号・テンジンダイカグラ号・ノワールシチー号・

ピサノバンキッシュ号・プロミスフェアー号・マイネルギルト号・マグネティックマン号・マコトスペリオル号・
マリットチャージ号・ユウコン号・ユースフルデイズ号・ロイヤルブリーズ号



２８０５９１０月１４日 曇 良 （１９東京４）第５日 第１１競走 ��
��１，８００�第５５回府中牝馬ステークス（ＧⅢ）

発走１５時３０分 （芝・左）
牝，３歳以上，除３歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：３歳５３�４歳以上
５５�，収得賞金３，０００万円超過馬は超過額４，０００万円毎１�増，�：３歳５３�４歳以上
５５�，GⅠ競走１着馬５�増，GⅡ競走１着馬３�増，GⅢ競走１着馬１�増（ただし２歳時
の成績を除く）

府中市長賞（１着）
賞 品

本 賞 ３９，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，９００，０００円
付 加 賞 ６０２，０００円 １７２，０００円 ８６，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

４８ デアリングハート 牝５栃栗５５ 藤田 伸二 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４２８－ ８１：４５．４ ７．８�

８１５� アサヒライジング 牝４鹿 ５５ 北村 宏司寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 ５１４－ ４１：４５．７１	 ２．７�
１１ 
 アドマイヤキッス 牝４栗 ５５ 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４４４＋ ４１：４５．８	 ４．２�
４７ ディアデラノビア 牝５栗 ５５ 横山 典弘 �キャロットファーム 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４３４ １：４５．９� ５．９�
６１１ タイキマドレーヌ 牝４栗 ５５ 小牧 太�大樹ファーム 松元 茂樹 大樹 大樹ファーム ４４２－ ６ 〃 クビ ９．６�
５１０�
 コスモマーベラス 牝５栗 ５５ 吉田 豊 �ビッグレッドファーム 中村 均 三石 中村 和夫 ４４４＋ ２１：４６．０	 ２１．１�
８１６ スプリングドリュー 牝７芦 ５５ 柴山 雄一加藤 春夫氏 堀 宣行 様似 清水スタッド ４７６－ ２１：４６．１� ４５．１	
７１４ ロフティーエイム 牝５鹿 ５５ 石橋 脩 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 追分 追分ファーム ４９４± ０１：４６．４２ ６２．４

３６ � ピースオブラヴ 牝５黒鹿５５ 村田 一誠橘 八重子氏 加藤 敬二 静内 見上牧場 ４３２－ ６１：４６．５クビ １４５．２�
１２ ヤマニンアラバスタ 牝６芦 ５５ 田中 勝春土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４５６＋ ８１：４６．６	 １０．９�
６１２� ユキノマーメイド 牝４栗 ５５ 西田雄一郎井上 基之氏 増沢 末夫 静内 服部 牧場 ４６８－１０１：４６．７クビ ５９．８
２４ サ ヨ ウ ナ ラ 牝６栗 ５５ 江田 照男小田切有一氏 谷 潔 門別 下河辺牧場 ４８８－ ２１：４６．８� １８８．７�
７１３ プライムナンバー 牝５栗 ５５ 安藤 光彰 �サンデーレーシング 浅見 秀一 追分 追分ファーム ４３６－１２ 〃 アタマ ９３．５�
５９ 
 テイエムプリキュア 牝４黒鹿５５ 津村 明秀竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４８６± ０１：４７．１２ １３７．４�
２３ ヤマトマリオン 牝４鹿 ５５ 菊沢 隆徳坂東まさ子氏 安達 昭夫 静内 静内白井牧場 ４６４－１０１：４７．２� １２１．０�
３５ � ヤマニンメルベイユ 牝５栗 ５５ 勝浦 正樹土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４７６－ ８１：４７．４１ ５８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１０，５６８，６００円 複勝： １２４，３６６，０００円 枠連： １４２，５０９，５００円

普通馬連： ７０６，９２４，６００円 馬単： ４６０，７４５，７００円 ワイド【拡大馬連】： １４５，７１０，６００円

３連複： ６８７，８６２，３００円 ３連単： １，７０５，１１１，９００円 計： ４，０８３，７９９，２００円

払 戻 金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � ２００円 � １２０円 � １５０円 枠 連（４－８） ４８０円

普通馬連 �� １，０４０円 馬 単 �� ２，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� ５９０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� １，４５０円 ３ 連 単 ��� １０，３８０円

票 数

単勝票数 計１１０５６８６ 的中 � １１２７２６（４番人気）
複勝票数 計１２４３６６０ 的中 � １２７２１０（４番人気）� ３４１５２６（１番人気）� ２２２０９８（２番人気）
枠連票数 計１４２５０９５ 的中 （４－８） ２２３３６４（２番人気）
普通馬連票数 計７０６９２４６ 的中 �� ５０１８２３（３番人気）
馬単票数 計４６０７４５７ 的中 �� １２０７８７（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１４５７１０６ 的中 �� ８３４４６（３番人気）�� ５５３４７（７番人気）�� １７７７２４（１番人気）
３連複票数 計６８７８６２３ 的中 ��� ３５１７５２（２番人気）
３連単票数 計１７０５１１１９ 的中 ��� １２１３２２（２１番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．９―１１．４―１２．２―１２．０―１１．８―１１．２―１１．２―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．７―３５．１―４７．３―５９．３―１：１１．１―１：２２．３―１：３３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．１―３F３４．３

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

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

勝馬の
紹 介

デアリングハート �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Danzig デビュー ２００４．１０．９ 京都２着

２００２．３．９生 牝５栃栗 母 デアリングダンジグ 母母 Impetuous Gal ２２戦４勝 賞金 ２５８，３６２，０００円
※プライムナンバー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２８０６０１０月１４日 曇 良 （１９東京４）第５日 第１２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時１０分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

２３ �� ダンシングボーイ 牡４鹿
５７
５５ △的場 勇人伊藤 誠吉氏 的場 均 新冠 北星村田牧場 B４６４－ ６１：３４．２ ４１．２�

７１３� マイネルスカット 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 静内 タイヘイ牧場 ５０２＋ ２ 〃 クビ １３．８�

２２ � キルシュブリューテ 牝３鹿 ５３ 小牧 太 �ローレルレーシング 和田 正道 新冠 対馬 正 ４５８－ ６１：３４．３クビ １６．５�
３４ 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 ４６６＋ ８１：３４．４	 ２２．８�
４７ �� イケトップガン 牡３栗 ５５ 小野 次郎池田 豊治氏 石毛 善彦 三石 村上牧場 ４４４± ０ 〃 クビ １８７．６�
５９ � ノーフォークパイン 牡３鹿 ５５ 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５０－１２１：３４．５	 ２４．６	

４６ アサクサゼットキ 牡４鹿 ５７ 菊沢 隆徳田原 慶子氏 河野 通文 千歳 社台ファーム B４８６－ ４１：３４．６
 ２．１

６１０� キッズヴェローチェ 牡３鹿 ５５ 勝浦 正樹瀬谷 �雄氏 松山 康久 早来 ノーザンファーム ４６６± ０１：３４．７	 ５．３�
３５ � クロースハーモニー 牝３栗 ５３ 柴山 雄一岡田 牧雄氏 高橋 義博 門別 インターナシヨナル牧場 ４４０＋ ６１：３４．８	 １２２．４
１１ � マイネルゴーシュ 牡５芦 ５７ 土谷 智紀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 浦河 荻伏三好フ
アーム ４５８＋ ２１：３５．１２ １６．７�

５８ � サラトガティプトン 牡３鹿 ５５
５３ △田中 博康櫻井 盛夫氏 高橋 祥泰 米 Grade I

Bloodstock ４６６－ ２１：３５．２	 ６．３�
７１２ ターニングリーフ 牝３栗 ５３ 吉田 豊�下河辺牧場 矢作 芳人 門別 下河辺牧場 ４９６± ０１：３５．８３	 ２８．５�
６１１ セイカベンザイテン 牝３鹿 ５３ 南田 雅昭久米 大氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 ４６８－ ８１：３６．０１	 ２６１．８�
８１５ トウショウノーティ 牡４芦 ５７ 藤田 伸二トウショウ産業� 戸田 博文 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５２４＋ ６１：３６．２１	 １５．１�
８１４� シンボリコジーン 牡５芦 ５７ 田中 勝春シンボリ牧場 宗像 義忠 米 Takahiro

Wada B４５４－１０１：４０．０大差 ５５．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４７，６６５，１００円 複勝： ５５，３０６，４００円 枠連： ６４，８７８，７００円

普通馬連： ２５４，２３４，２００円 馬単： １７９，４４６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ６０，５３５，５００円

３連複： ２４５，０９１，５００円 ３連単： ６４２，６３４，７００円 計： １，５４９，７９２，５００円

払 戻 金

単 勝 � ４，１２０円 複 勝 � ９１０円 � ５２０円 � ４７０円 枠 連（２－７） ４，２００円

普通馬連 �� ２４，８６０円 馬 単 �� ５６，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，２５０円 �� ４，０１０円 �� ２，７２０円

３ 連 複 ��� ７９，１３０円 ３ 連 単 ��� ６１２，７５０円

票 数

単勝票数 計 ４７６６５１ 的中 � ９１１７（１１番人気）
複勝票数 計 ５５３０６４ 的中 � １５２３１（１１番人気）� ２８８６２（６番人気）� ３２０３０（５番人気）
枠連票数 計 ６４８７８７ 的中 （２－７） １１４０５（１８番人気）
普通馬連票数 計２５４２３４２ 的中 �� ７５４８（５６番人気）
馬単票数 計１７９４４６４ 的中 �� ２３２９（１１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６０５３５５ 的中 �� ２３６６（５６番人気）�� ３７１２（４２番人気）�� ５５３７（２８番人気）
３連複票数 計２４５０９１５ 的中 ��� ２２８６（１６８番人気）
３連単票数 計６４２６３４７ 的中 ��� ７７４（１１１９番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１１．５―１１．８―１２．４―１１．６―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．０―３４．５―４６．３―５８．７―１：１０．３―１：２２．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
ダンシングボーイ �

�
父 キングヘイロー �

�
母父 トウシヨウボーイ デビュー ２００６．１．２２ 中山３着

２００３．４．１６生 牡４鹿 母 ホクセーファイヤー 母母 ホクセーチエリー １３戦３勝 賞金 ２１，５００，０００円
〔制裁〕 ダンシングボーイ号の騎手的場勇人は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。
〔その他〕 シンボリコジーン号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シンボリコジーン号は，平成１９年１１月１４日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 シンボリコジーン号は，平成１９年１１月１４日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 マッチレスバロー号（疾病〔左寛跛行〕のため）



（１９東京４）第５日 １０月１４日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６０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

２４７，３６０，０００円
１０，３３０，０００円
７７０，０００円
１，８１０，０００円
２６，４４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６０，１４６，０００円
４，４０６，０００円
１，６１６，０００円

勝馬投票券売得金
４０１，３５５，４００円
４７４，５８８，６００円
４５４，０４５，６００円
２，０８８，８３０，０００円
１，６７７，５８８，６００円
４８１，５９０，３００円
２，２３５，３８５，９００円
３，２８１，８２３，７００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 １１，０９５，２０８，１００円

総入場人員 ５１，１５８名 （有料入場人員 ４９，８１７名）




