
２８０４９１０月２１日 曇 良 （１８東京４）第５日 第１競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１０時００分（番組第２競走を順序変更） （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
１：２１．１

良

稍重

６６ � サンダーアロング 牡２鹿 ５５ 横山 典弘前田 幸治氏 古賀 史生 米 Dell Ridge
Farm, LLC ５２０－ ４１：２３．５ １．１�

８８ �� キングケイザンオー 牡２栗 ５５ 田中 勝春増田 陽一氏 畠山 重則 三石 斉藤 正男 ４４４＋ ６１：２３．７１	 ２２．１�
８９ � プレジデンツカップ 牡２栗 ５５ 小野 次郎今 秀幸氏 水野 貴広 三石 萩澤 泰博 ４６４－ ４１：２３．９１
 １５．２�
３３ マイネルアラジン 牡２黒鹿５５ 松岡 正海 �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 ４７０＋ ４１：２４．４３ １３４．０�
４４ � マイグッドフェロー 牡２鹿 ５５ 吉田 豊小野 博郷氏 浅野洋一郎 門別 山際 辰夫 ４５４＋１０１：２４．５
 １７２．４�
５５ キングデオキシス 牡２栗 ５５ 藤田 伸二嶋田 賢氏 本郷 一彦 静内 服部 牧場 ４９０± ０１：２４．６クビ ５．３�
２２ �� カシノベガスター 牡２鹿 ５５ 北村 宏司柏木 務氏 二本柳俊一 門別 前川ファーム ４６６＋ ２１：２５．０２
 １３２．２	
１１ スイートベル 牝２黒鹿５４ 柴田 善臣シンボリ牧場 柴田 政人 静内 中田 浩美 ４４２－ ２１：２５．５３ ５９．８

７７ � アイアムハッピー 牝２栗 ５４ 菅原 勲堀 紘一氏 奥平 雅士 新冠 山岡ファーム ４７０－ ２１：２５．８２ １４５．６�

（岩手）

（９頭）

売 得 金

単勝： １８，１９９，５００円 複勝： １６，５２１，４００円 枠連： １８，９０６，５００円

普通馬連： ５５，５８８，９００円 馬単： ９０，９９０，９００円 ワイド【拡大馬連】： １８，８７４，９００円

３連複： ８４，７４０，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３０３，８２２，５００円

払 戻 金

単 勝 � １１０円 複 勝 � １００円 � ２５０円 � １８０円 枠 連（６－８） ４２０円

普通馬連 �� ９１０円 馬 単 �� １，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ２３０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� １，６２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８１９９５ 的中 � １３２５３０（１番人気）
複勝票数 計 １６５２１４ 的中 � ７８２２１（１番人気）� ９９４５（４番人気）� １７０３３（３番人気）
枠連票数 計 １８９０６５ 的中 （６－８） ３３４６９（２番人気）
普通馬連票数 計 ５５５８８９ 的中 �� ４５３７８（３番人気）
馬単票数 計 ９０９９０９ 的中 �� ５６２１２（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８８７４９ 的中 �� １４３２０（４番人気）�� ２３３０４（２番人気）�� ４９１６（６番人気）
３連複票数 計 ８４７４０４ 的中 ��� ３８７９９（４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．１―３５．６―４８．０―５９．８―１：１１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サンダーアロング �

父 Johannesburg �


母父 Seattle Slew デビュー ２００６．１０．１ 中山２着

２００４．１．２４生 牡２鹿 母 Abby Normal 母母 Absentia ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００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。



２８０５０１０月２１日 曇 良 （１８東京４）第５日 第２競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時３０分（番組第１競走を順序変更） （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

３３ � ヒシプレミア 牡２鹿 ５５ 小野 次郎阿部雅一郎氏 小林 常泰 浦河 浦河育成牧場 ４８８＋ ６１：２６．６ ３．３�

６１０�� アルーリングライン 牡２鹿 ５５ 武 豊吉田 和子氏 中尾 正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５８－１２１：２６．７� ３．５�

３４ � アイアムレギュラー 牡２鹿 ５５ 吉田 豊堀 紘一氏 小島 茂之 浦河 三嶋牧場 ４７８＋ ４１：２６．８� １１．３�
７１２�� ヤエノアカハチ 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝�RRA 久保田貴士 静内 大典牧場 ４４４± ０１：２７．０１ ２．７�
８１３� リッシンボス 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣小原 該一氏 菅原 泰夫 浦河 昭和牧場 ５００－ ４１：２７．７４ １６．８�
６９ � ラオムフェーレ 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹�ミルファーム 保田 一隆 静内 石川 新一 ４８０＋２２１：２８．１２� ３１３．２	
２２ � コスモエスパース 牝２栗 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 小笠 倫弘 静内 安田 豊重 B４４０－ ８１：２８．６３ ７４．１

５８ � クリーンクルー 牡２鹿 ５５ 田中 勝春石橋 和夫氏 蛯名 信広 鵡川 桑原牧場 ５０２＋ ６ 〃 クビ ８３．０�
８１４�� モンテグリーン 牝２鹿 ５４ 藤田 伸二毛利 喜昭氏 田村 康仁 浦河 富田牧場 ４５４－ ６１：２９．３４ ２１．４�
４５ � ステッバイステップ 牝２黒鹿５４ 江田 照男田島榮二郎氏 矢野 照正 浦河 帰山 清貴 B４５２－ ２ 〃 ハナ １４９．７
１１ � コスモノーティー 牡２栗 ５５ L．イネス �ビッグレッドファーム 根本 康広 静内 岡田スタツド ４５４－ ２１：２９．４クビ ２４９．４�

（新）

７１１�� ナンヨーアース 牝２黒鹿５４ 北村 宏司中村 �也氏 境 征勝 門別 シンボリ牧場 B４９８＋ ２ 〃 クビ ７６．８�
４６ � ト ヨ マ 牡２鹿 ５５

５３ △大野 拓弥吉澤 克己氏 清水 英克 三石 谷山 和喜 ４２４－ ６１：２９．５クビ ３６１．４�
５７ � クリールアトラス 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義横山 修二氏 稲葉 隆一 三石 水上 習孝 ４４０－ ２１：３０．８８ ２２．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２１，１４２，０００円 複勝： ２９，５０８，５００円 枠連： ２５，７４６，８００円

普通馬連： ８７，４００，４００円 馬単： ７９，４７７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，７２６，１００円

３連複： １０２，３０６，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３６８，３０８，３００円

払 戻 金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � ２３０円 枠 連（３－６） ４４０円

普通馬連 �� ５５０円 馬 単 �� ９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ４３０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� １，３３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１１４２０ 的中 � ５１７３４（２番人気）
複勝票数 計 ２９５０８５ 的中 � ７９０７７（１番人気）� ６６３７８（２番人気）� ２４００６（４番人気）
枠連票数 計 ２５７４６８ 的中 （３－６） ４３８５５（２番人気）
普通馬連票数 計 ８７４００４ 的中 �� １１９１２９（２番人気）
馬単票数 計 ７９４７７７ 的中 �� ５９２５４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２７２６１ 的中 �� ２６４２４（２番人気）�� １２４９８（４番人気）�� ８６０９（７番人気）
３連複票数 計１０２３０６８ 的中 ��� ５７１３８（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．３―３６．５―４８．８―１：００．９―１：１３．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ヒシプレミア �
�
父 アントレプレナー �

�
母父 Alwuhush デビュー ２００６．９．３０ 中山２着

２００４．３．１２生 牡２鹿 母 オークトパーズ 母母 オークアリダー ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００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。



２８０５１１０月２１日 曇 良 （１８東京４）第５日 第３競走 ��
��１，３００�サラブレッド系２歳

発走１１時００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

１：１９．３
１：１９．３

良

良

７１４� ヒシマイスター 牡２鹿 ５５ 武 豊阿部雅一郎氏 中野 隆良 門別 日高大洋牧場 ４６８ ―１：１９．８ ２．６�

３６ � マルターズコッパー 牝２鹿 ５４ 菅原 勲藤田与志男氏 中川 公成 米 Eaglestone
Farm Inc. ４５２ ―１：２１．０７ ９．０�

（岩手）

５９ � クリールボルケーノ 牡２栗 ５５ 松岡 正海横山 修二氏 相沢 郁 門別 倉見牧場 ４７０ ―１：２１．１� ７．５�
７１３� チアズベジータ 牡２黒鹿５５ 藤田 伸二北村キヨ子氏 清水 英克 鵡川 木下 勉 ４５２ ―１：２１．４１	 ７５．１�
４７ 
 ファインクローザー 牡２栗 ５５

５２ ▲小島 太一 �サンデーレーシング 小島 太 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５２６ ―１：２１．５クビ ２６．４�

８１６
 シンボリハイドン 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣シンボリ牧場 石毛 善彦 門別 シンボリ牧場 ４７０ ―１：２１．７１ ４．０�
２４ 
 バトルソニック 牡２鹿 ５５ 石神 深一宮川 秋信氏 佐藤 吉勝 浦河 桑田牧場 ４４６ ―１：２１．９１� １６．９	
３５ � ピュアーフレーム 牝２黒鹿５４ 田中 勝春臼田 浩義氏 上原 博之 米 Hiroyoshi

Usada ４８４ ― 〃 クビ ４６．７

６１２ キングブライト 牡２鹿 ５５ 吉田 豊浅野 恭秀氏 田子 冬樹 様似 清水スタッド ４７０ ― 〃 アタマ ３３．９�
６１１ マイネルオークベイ 牡２鹿 ５５ 江田 照男 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム ４５６ ―１：２２．２１	 ２８．８
８１５ シルクグラディウス 牡２黒鹿５５ 高橋 智大有限会社シルク奥平 雅士 早来 吉田牧場 ４８６ ―１：２２．３� １０１．６�
２３ フサイチアデクタム 牡２黒鹿５５ 蛯名 正義関口 房朗氏 岩戸 孝樹 門別 下河辺牧場 ４６６ ―１：２２．５１� ７．１�
４８ フライングドクター 牡２栗 ５５ 北村 宏司加藤 徹氏 清水 利章 三石 田湯牧場 ４９０ ―１：２２．８１	 ８２．８�
１２ 
 サンマルマドンナ 牝２黒鹿５４ 田面木博公相馬 勇氏 蛯名 信広 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４５２ ―１：２３．６５ １９１．０�
１１ � セイントドリーム 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹内海 正章氏 星野 忍 平取 清水牧場 ４５０ ―１：２３．７� １９７．７�
５１０ タイセイゴールド 牡２鹿 ５５

５３ △大野 拓弥田中 成奉氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４５０ ―１：２４．２３ １２７．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，５２６，４００円 複勝： ２１，３７７，６００円 枠連： ２７，９３５，９００円

普通馬連： ７０，９１６，７００円 馬単： ６７，７７８，８００円 ワイド【拡大馬連】： １８，０３８，７００円

３連複： ８７，１８９，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３０９，７６３，１００円

払 戻 金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １２０円 � ２００円 � ２１０円 枠 連（３－７） ６９０円

普通馬連 �� １，０９０円 馬 単 �� １，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４７０円 �� ４８０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� ２，２８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６５２６４ 的中 � ５０８１６（１番人気）
複勝票数 計 ２１３７７６ 的中 � ７１３２６（１番人気）� ２２７８５（３番人気）� ２１７２２（４番人気）
枠連票数 計 ２７９３５９ 的中 （３－７） ２９９４５（２番人気）
普通馬連票数 計 ７０９１６７ 的中 �� ４８３４４（２番人気）
馬単票数 計 ６７７７８８ 的中 �� ２８６１０（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８０３８７ 的中 �� ９８１０（３番人気）�� ９５５６（４番人気）�� ５９７９（９番人気）
３連複票数 計 ８７１８９０ 的中 ��� ２８２４１（５番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．４―１１．８―１２．７―１２．３―１２．０―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１８．４―３０．２―４２．９―５５．２―１：０７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．６―３F３６．９
３ １４（１５，１６）３（１，４，９）１２（６，１１，１０）７－１３，５－２－８ ４ １４，１５（３，１６）（１，４，９）（６，１１，１２，７）１３，１０－５，２，８

勝馬の
紹 介

�ヒシマイスター �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Mr. Prospector 初出走

２００４．５．１２生 牡２鹿 母 スウィーピングズ 母母 Broom Dance １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 チアズベジータ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
※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 クリスタルキッズ号
※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。



２８０５２１０月２１日 曇 良 （１８東京４）第５日 第４競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１１時３０分 （芝・左）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４６．９
１：４６．７

良

良

１１ � ヴェルトマイスター 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４６４ ―１：５０．８ ６．７�

６６ � ク ル サ ー ド 牡２鹿 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 ４７６ ―１：５１．０１� １．８�
２２ トウカイカントリー 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝内村 正則氏 後藤 由之 浦河 帰山 清貴 ５１０ ―１：５１．４２� ３７．２�
３３ �	 ケイコワンデイ 牡２栗 ５５ 佐藤 哲三小林けい子氏 上原 博之 三石 折手牧場 ５１０ ―１：５１．９３ １８５．０�
８１０� ノワールシチー 牡２栗 ５５ 田中 勝春 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 静内 出羽牧場 ４７８ ― 〃 ハナ ６４．７�
７８ � ゼンノヴェンセール 牡２鹿 ５５ 吉田 豊大迫久美子氏 萱野 浩二 門別 白井牧場 ５１０ ― 〃 クビ １４．８	
４４ ハイドパーク 牡２鹿 ５５ 武 豊サウスニア� 藤沢 和雄 静内 カントリー牧場 ４９８ ―１：５２．０クビ ２．９

５５ エーシンメインリー 牡２栗 ５５ 藤田 伸二平井 宏承氏 畠山 吉宏 様似 様似共栄牧場 ５０８ ―１：５２．７４ ２８．１�
７７ 	 シャドウパルマン 牡２栗 ５５ 安藤 勝己飯塚 知一氏 戸田 博文 門別 石原牧場 ４７６ ―１：５５．５大差 ６７．７�
８９ �	 タニノダイハード 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣高橋 實氏 二ノ宮敬宇 静内 藤原牧場 ４８４ ― （競走中止） ３１．９

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２４，９７７，４００円 複勝： １８，１０３，１００円 枠連： ２２，０５８，８００円

普通馬連： ７６，７７２，９００円 馬単： ９８，３６２，０００円 ワイド【拡大馬連】： １８，８０７，７００円

３連複： ９４，９０６，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３５３，９８７，９００円

払 戻 金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � １９０円 � １２０円 � ５７０円 枠 連（１－６） ５５０円

普通馬連 �� ６１０円 馬 単 �� １，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� １，７６０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� ３，９８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４９７７４ 的中 � ２９８０７（３番人気）
複勝票数 計 １８１０３１ 的中 � ２３６８０（３番人気）� ５８２８９（１番人気）� ５２７０（７番人気）
枠連票数 計 ２２０５８８ 的中 （１－６） ２９７４３（２番人気）
普通馬連票数 計 ７６７７２９ 的中 �� ９４３２１（２番人気）
馬単票数 計 ９８３６２０ 的中 �� ４１９８８（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８８０７７ 的中 �� １９４０７（２番人気）�� ２３６９（１７番人気）�� ４４２５（１１番人気）
３連複票数 計 ９４９０６０ 的中 ��� １７６０４（１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．３―２４．９―３７．６―５０．４―１：０３．６―１：１６．３―１：２７．６―１：３９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．２―３F３４．５

３ ・（１，５）－（８，１０）４（６，２）３＝７
２
４

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

勝馬の
紹 介

�ヴェルトマイスター �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Dashing Blade 初出走

２００４．２．１５生 牡２鹿 母 プラウドウイングス 母母 Peraja １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 タニノダイハード号は，競走中に疾病〔左第１趾骨粉砕骨折〕を発症したため向正面で競走中止。



２８０５３１０月２１日 曇 良 （１８東京４）第５日 第５競走 ��１，３００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時２０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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

８１６ レキシントンシチー 牡３鹿 ５５ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 門別 下河辺牧場 ４８４＋ ２１：１８．６ ２．４�

７１４ トワイニングイモン 牡４鹿 ５７ 南田 雅昭井門 敏雄氏 南田美知雄 浦河 富田牧場 ４６０± ０１：１９．２３� １０７．０�
２３ � スプリントシチー 牡４栗 ５７ 四位 洋文 �友駿ホースクラブ 成島 英春 門別 モリナガファーム ４８０± ０ 〃 ハナ ２２．５�
７１３ レイゴールド 牡５栗 ５７ 大庭 和弥林 千枝子氏 石栗 龍彦 浦河 酒井 清 ５２４＋ ２１：１９．３� １６７．７�
１２ トレトレジョリ 牝６鹿 ５５ 安藤 勝己��昭牧場 斎藤 誠 三石 三石川上牧場 ５１０＋ ６１：１９．４� １３．２�
３６ チョウカイシャトル 牡４鹿 ５７ 田中 勝春�平田牧場 中野 隆良 浦河 谷川牧場 ５３２± ０１：１９．５� ４．１	
５９ � アルファルド 牝５青鹿５５ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ４７４＋ ２１：１９．６クビ １７．１

６１１ ゲイルタッチ 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝�RRA 田中 清隆 浦河 地興牧場 B４４４＋ ８ 〃 ハナ ３５．６�
４７ � タ マ マ リ ア 牝３青鹿５３ 松岡 正海玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４８４＋ ２１：１９．７� １１．９�
４８ 	 ウインブラッド 牡３鹿 ５５ 蛯名 正義�ウイン 国枝 栄 早来 ノーザンファーム B５６２＋１２１：２０．０２ １８．５
６１２ ベルモントバレット 牡３鹿 ５５ 横山 典弘 �ベルモントファーム 小西 一男 新冠 ベルモント

ファーム ４２８± ０１：２０．１� ５０．９�
８１５ ウインザタロー 牡３栗 ５５ 江田 照男�田 三郎氏 崎山 博樹 浦河 出口 宜己 ５０２± ０１：２０．３１� １７０．７�
５１０� トレノジュビリー 牡３鹿 ５５ 藤田 伸二廣崎 利洋氏 藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４５６＋１８１：２０．８３ ８．７�
２４ ジェットバニヤン 牡３鹿 ５５ 北村 宏司津村 靖志氏 河野 通文 千歳 ロイヤルファーム ４８２＋ ８１：２１．５４ ２８．０�
１１ � ウ エ ー バ ー 牡３栗 ５５ 吉田 豊青山 洋一氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７２－ ２１：２２．４５ ３１．７�
３５ マドンナシチー 牝５黒鹿５５ 菅原 勲 �友駿ホースクラブ 奥平 真治 門別 富川田中牧場 ４９６＋１４１：２３．４６ ４６．５�

（岩手）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，６５７，６００円 複勝： ２８，２８９，９００円 枠連： ３３，２４５，７００円

普通馬連： １０２，２２５，７００円 馬単： ８６，６３６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，２８６，８００円

３連複： １２５，７９３，９００円 ３連単： 発売なし 計： ４２４，１３６，１００円

払 戻 金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １５０円 � １，７００円 � ４７０円 枠 連（７－８） ７，１９０円

普通馬連 �� １１，９００円 馬 単 �� １４，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，２６０円 �� １，０６０円 �� １０，１６０円

３ 連 複 ��� ５１，４４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０６５７６ 的中 � ６９９１６（１番人気）
複勝票数 計 ２８２８９９ 的中 � ７２１５１（１番人気）� ３２４１（１４番人気）� １３２６９（７番人気）
枠連票数 計 ３３２４５７ 的中 （７－８） ３４１５（２１番人気）
普通馬連票数 計１０２２２５７ 的中 �� ６３４２（３６番人気）
馬単票数 計 ８６６３６５ 的中 �� ４３３３（４９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７２８６８ 的中 �� ２０３７（３５番人気）�� ６６０１（１１番人気）�� ６４３（８０番人気）
３連複票数 計１２５７９３９ 的中 ��� １８０５（１４１番人気）

ハロンタイム ６．９―１０．８―１１．２―１２．０―１２．３―１２．２―１３．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
６．９―１７．７―２８．９―４０．９―５３．２―１：０５．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レキシントンシチー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Wild Again デビュー ２００６．６．１１ 中京８着

２００３．１．１１生 牡３鹿 母 ラッキーパートナー 母母 Pamusi ５戦２勝 賞金 １４，４００，０００円
〔発走状況〕 マドンナシチー号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マドンナシチー号は，平成１８年１１月２１日まで平地競走に出走できない。
※ウインザタロー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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。



２８０５４１０月２１日 曇 良 （１８東京４）第５日 第６競走 ��
��２，１００�サラブレッド系３歳以上

発走１２時５０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

２：０８．０
２：０５．９

良

良

６１２ イシノファイター 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己石橋 松蔵氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ５４０－ ４２：１２．５ ７．７�

２４ � ユメノシルシ 牡４黒鹿５７ 吉田 豊吉田 照哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４９０＋ ４ 〃 クビ ５．６�
５９ � ボ ビ ン 牡３栗 ５５ 武 豊齊藤四方司氏 手塚 貴久 門別 下河辺牧場 ４７４－ ４２：１２．８１� ２．６�
５１０�	 トーセンベルボーイ 牡４芦 ５７ 藤田 伸二島川 �哉氏 栗田 博憲 新冠 新冠橋本牧場 ４８２＋ ４２：１３．０１
 ３．７�
３６ アルタントプチ 牡３鹿 ５５ 松岡 正海加藤 信之氏 菊川 正達 新冠 セントラルスタツド ４５６－ ２２：１３．３２ ５４．７�
７１４� ドノバンシチー 牡３栗 ５５ 小野 次郎 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 米 John

O’Meara ４７８－ ６ 〃 ハナ ５３．１	
４７ � グレードエース 牡４栗 ５７

５４ ▲千葉 直人
原 秀雄氏 菅原 泰夫 門別 合資会社カ
ネツ牧場 ４４０－ ６２：１３．９３
 １７７．３�

１２ � ヒカルジェイエ 牡４栗 ５７ 菅原 勲�橋 京子氏 奥平 真治 早来 ノーザンファーム ４９８＋ ２２：１４．１� ３８．１�
（岩手）

３５ サクセスガーウィン 牡３鹿 ５５ 北村 宏司�嶋 哲氏 久保田貴士 浦河 笠松牧場 ４７６－ ６２：１４．４２ ５０．６
６１１ キングバッハ 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝小川 直司氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４８２＋ ６２：１４．６１
 ９４．８�
４８ � アイアムザスター 牡４鹿 ５７

５５ △大野 拓弥堀 紘一氏 杉浦 宏昭 米 Twin Creeks
Farm ５２２＋２０２：１４．９２ ９６．３�

８１５�� リトルプリンス 牡６栗 ５７ L．イネス �ダイリン 佐々木亜良 静内 今 牧場 ４５８＋ ８２：１５．１� １５．２�
（新）

８１６� アルスボヘミアン 牡３鹿 ５５ 佐藤 哲三池田 正孝氏 河野 通文 門別 川島 貞二 ４９２－ ２２：１５．３１ ４７．５�
２３ � エイティフロー 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義前田 篤久氏 池江 泰寿 新冠 中本牧場 ５０６± ０ 〃 クビ １２．６�
７１３ オンヴァプリエ ５黒鹿５７ 穂苅 寿彦 �社台レースホース中野 隆良 白老 白老ファーム ４８４－ ６２：１５．５１� １８０．５�
１１ �� エイユーウィークス 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹笹部 和子氏 藤原 辰雄 新冠 川上 悦夫 ４７６＋ ２２：１６．４５ ３４０．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，７３３，１００円 複勝： ２６，６９０，５００円 枠連： ３４，１５１，９００円

普通馬連： ８９，９２４，６００円 馬単： ８３，６７１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，０５５，６００円

３連複： １０５，４１６，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３８４，６４３，５００円

払 戻 金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２００円 � １９０円 � １４０円 枠 連（２－６） １，６７０円

普通馬連 �� ２，２４０円 馬 単 �� ４，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６１０円 �� ３００円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� １，６８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１７３３１ 的中 � ２２３０９（４番人気）
複勝票数 計 ２６６９０５ 的中 � ３０８７４（４番人気）� ３３２２１（３番人気）� ６５９３１（２番人気）
枠連票数 計 ３４１５１９ 的中 （２－６） １５１７９（６番人気）
普通馬連票数 計 ８９９２４６ 的中 �� ２９７１３（９番人気）
馬単票数 計 ８３６７１０ 的中 �� １２６５８（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３０５５６ 的中 �� ８６３３（８番人気）�� ２０４５２（２番人気）�� １４５４４（３番人気）
３連複票数 計１０５４１６８ 的中 ��� ４６３６９（４番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．６―１１．７―１２．３―１２．７―１２．９―１２．８―１３．２―１２．９―１２．５―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
６．９―１８．５―３０．２―４２．５―５５．２―１：０８．１―１：２０．９―１：３４．１―１：４７．０―１：５９．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イシノファイター �
�
父 ジョリーズヘイロー �

�
母父 Soviet Star デビュー ２００５．１．９ 中山８着

２００２．４．２９生 牡４鹿 母 ボヘミアグラス 母母 リーディングロウル １５戦３勝 賞金 ２５，８００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔３走成績による出走制限〕 エイユーウィークス号は，平成１８年１１月２１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。
（非抽選馬） １頭 マイネルコレドール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



２８０５５１０月２１日 曇 良 （１８東京４）第５日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２０分 （芝・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

１：４５．４
１：４４．１

良

良

７９ エアマグダラ 牝３栗 ５３ 横山 典弘 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４５６－１２１：５０．３ ２．３�

４４ � タイニーモデル 牝６黒鹿５５ 北村 宏司薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４７４－ ２１：５０．５１� １３．７�
８１２ プリモレディ 牝５黒鹿５５ 藤田 伸二�グランド牧場 高松 邦男 静内 グランド牧場 ４８０± ０ 〃 クビ ８９．６�
５６ シルキーステラ 牝４青 ５５

５３ △大野 拓弥有限会社シルク尾形 充弘 新冠 早田牧場新
冠支場 ４２０＋ ４１：５０．６� ８．５�

１１ �� ハネダテンシ 牝３鹿 ５３ 吉田 豊鈴木 とし氏 秋山 雅一 白老 白老ファーム ４９８± ０ 〃 アタマ ６．６�
８１１ ツィンクルヴェール 牝５芦 ５５ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４８２－ ４１：５０．７クビ ２３．０	
２２ マイネコンテッサ 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 静内 小原 孝夫 ４６０＋ ６１：５０．８� ８．６

６７ � アラマサスナイパー 牝３黒鹿５３ 武 豊�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４１６＋ ２ 〃 ハナ ４．５�
５５ � ヒカルルージュ 牝３鹿 ５３ 田中 勝春高橋 光氏 武藤 善則 登別 登別上水牧場 ４３４± ０１：５１．０１	 ２５．６�
６８ ヤマニンアロンディ 牝４栗 ５５ 松岡 正海土井 肇氏 清水 利章 浦河 廣田 伉助 ４６４＋ ６ 〃 ハナ ３６．４
３３ � アサクサコンソメ 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹田原 慶子氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４１２± ０ 〃 クビ ２２８．４�
７１０� カンファーエルフ 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義奥村 清晴氏 佐藤 吉勝 静内 片岡牧場 ４６０－ ４ 〃 ハナ ６８．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２６，２８６，７００円 複勝： ３９，７４５，７００円 枠連： ３４，０３５，０００円

普通馬連： １２１，８４６，２００円 馬単： １０４，４２１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，３６７，５００円

３連複： １２６，３０８，９００円 ３連単： 発売なし 計： ４８２，０１１，５００円

払 戻 金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １４０円 � ３２０円 � １，７３０円 枠 連（４－７） ２，１２０円

普通馬連 �� １，７７０円 馬 単 �� ２，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７２０円 �� ４，６３０円 �� ７，９３０円

３ 連 複 ��� ３５，６１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６２８６７ 的中 � ９１３８０（１番人気）
複勝票数 計 ３９７４５７ 的中 � １１１０３９（１番人気）� ２８９７９（６番人気）� ４１６２（１１番人気）
枠連票数 計 ３４０３５０ 的中 （４－７） １１９０２（１１番人気）
普通馬連票数 計１２１８４６２ 的中 �� ５０８８６（７番人気）
馬単票数 計１０４４２１５ 的中 �� ３２４３４（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９３６７５ 的中 �� １０７３４（９番人気）�� １５１６（３９番人気）�� ８７９（５０番人気）
３連複票数 計１２６３０８９ 的中 ��� ２６１８（９０番人気）

ハロンタイム １３．４―１１．９―１２．５―１３．２―１２．８―１２．８―１１．１―１１．０―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．４―２５．３―３７．８―５１．０―１：０３．８―１：１６．６―１：２７．７―１：３８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．５―３F３３．７

３ ９，７（３，１２）（５，６）１０，４（８，１１）１－２
２
４

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

勝馬の
紹 介

エアマグダラ �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００６．１．２９ 東京３着

２００３．２．５生 牝３栗 母 エアデジャヴー 母母 アイドリームドアドリーム ５戦２勝 賞金 １５，５００，０００円



２８０５６１０月２１日 曇 良 （１８東京４）第５日 第８競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５５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

１：２２．４
１：２１．９

稍重

重

７１３�� ブルスキーノ �４栗 ５７ 北村 宏司伊藤 信之氏 坂本 勝美 門別 山際 辰夫 ５１４＋１２１：２５．３ ４４．１�

３５ バ リ オ ン 牡３鹿 ５５ 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 白老 白老ファーム ４４０－１０１：２５．４� ３．２�
６１１ ゴーゴーゴー 牡４栗 ５７ 田中 勝春澤 洋氏 河野 通文 静内 マークリ牧場 ４９４－ ２ 〃 クビ １９．６�
４８ ソリッドラヴ 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義山上 和良氏 菊川 正達 浦河 江渡 繁治 ４８２＋ ８１：２５．７２ １７．８�
３６ � クレバージェフリー 牡３鹿 ５５ 後藤 浩輝田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４２６－１６１：２５．９１ ２５．８�
４７ 	 セレナジュピター 牡４鹿 ５７ 四位 洋文島川 利子氏 田村 康仁 静内 西川富岡牧場 ４４４＋ ４１：２６．２２ ３７．４�
５１０ レオマジック 牡４黒鹿５７ 江田 照男	レオ 中島 敏文 浦河 江谷 重雄 ４９４＋１２１：２６．４
 ５．０

６１２	 レイジングザバー 牡３鹿 ５５ 藤田 伸二泉 俊二氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４８４＋ ４１：２６．５� ９．２�
８１５ ゼ ウ ス 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三神林 幸一氏 小西 一男 浦河 小島牧場 ４５４－ ２ 〃 ハナ ２１８．０�
７１４� アンジェトワール 牝３栗 ５３ 武 豊飯田 良枝氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４２０± ０ 〃 アタマ ３．５
５９ サンダーロード 牡４栗 ５７ 松岡 正海加藤 信之氏 中川 公成 門別 中川牧場 B４５２＋ ２ 〃 クビ ２８．２�
１２ �� オリオンシリウス 牝３栗 ５３ 吉田 豊日浦 桂子氏 根本 康広 三石 大塚牧場 ５２０＋ ４１：２６．８１
 １１．２�
２４ � シェルクレール 牡４栗 ５７ 菅原 勲吉田 修氏 山田 要一 様似 出口 繁夫 ５２０＋１６１：２７．５４ １７７．１�

（岩手）

１１ �� ゴジョウゲン 牡５黒鹿５７ 勝浦 正樹井口 莞爾氏 浅野洋一郎 鵡川 上水牧場 ４４６± ０１：２７．７１ ２３９．９�
８１６ ス タ ッ テ ン 牡３鹿 ５５ 田面木博公松平 正樹氏 高松 邦男 門別 山際 辰夫 ４７８＋ ４１：２７．９１ ９６．０�
２３ � マルブツボーイ 牡３栃栗 ５５

５３ △大野 拓弥大澤 毅氏 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 ４５０＋１０１：４４．８大差 １９１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，４０４，０００円 複勝： ２９，６２９，８００円 枠連： ４１，８３９，６００円

普通馬連： １３１，０７１，０００円 馬単： １０５，７３２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，１４６，３００円

３連複： １４５，５３２，７００円 ３連単： 発売なし 計： ５０５，３５５，６００円

払 戻 金

単 勝 � ４，４１０円 複 勝 � ９９０円 � １５０円 � ３８０円 枠 連（３－７） ５００円

普通馬連 �� ６，７９０円 馬 単 �� ２４，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３１０円 �� ４，７３０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ２７，２２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２４０４０ 的中 � ４０１０（１１番人気）
複勝票数 計 ２９６２９８ 的中 � ５８７５（１１番人気）� ７６０９７（１番人気）� １７５３０（６番人気）
枠連票数 計 ４１８３９６ 的中 （３－７） ６２５３２（１番人気）
普通馬連票数 計１３１０７１０ 的中 �� １４２６２（２３番人気）
馬単票数 計１０５７３２２ 的中 �� ３２０９（６５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９１４６３ 的中 �� ３０７８（２９番人気）�� １４７３（４４番人気）�� ８１２０（１０番人気）
３連複票数 計１４５５３２７ 的中 ��� ３９４６（７９番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１２．０―１２．２―１２．０―１２．３―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．５―３５．５―４７．７―５９．７―１：１２．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
ブルスキーノ �

�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 Mt. Livermore

２００２．３．３１生 �４栗 母 センブランス 母母 O’Ryan’s Gal ２戦１勝 賞金 ７，４００，０００円
初出走 JRA

〔その他〕 マルブツボーイ号は，競走中に疾病〔鼻出血並びに心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の
適用を除外。

〔鼻出血による出走制限〕 マルブツボーイ号は，平成１８年１１月２１日まで出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 シェルクレール号は，平成１８年１１月２１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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 タイキデスティニー号
（非抽選馬） １頭 ショウナンドライヴ号
※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。



２８０５７１０月２１日 曇 良 （１８東京４）第５日 第９競走 ��
��１，６００�いちょうステークス

発走１４時３０分 （芝・左）

２歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金８００万円毎１�増
賞 品

本 賞 １６，０００，０００円 ６，４００，０００円 ４，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，６００，０００円
付 加 賞 ２１７，０００円 ６２，０００円 ３１，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：３４．９
１：３３．４

良

良

３３ � マイネルシーガル 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 国枝 栄 三石 小河 豊水 ５０２＋ ８１：３５．９ ３．３�

８８ �� エイシンイチモンジ 牡２鹿 ５５ 武 豊平井 豊光氏 坂口 正則 様似 富田 恭司 ４４２± ０１：３６．０クビ ６．２�
４４ マイネシャリマー 牝２栗 ５４ 柴田 善臣 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 阿部 新生 門別 白井牧場 ４６０－ ２１：３６．１	 ８．５�
８９

�
�

 ボスアミーゴ 牡２芦 ５５ 菅原 勲千葉 浩氏 鈴木 七郎 門別 白瀬 明 ４６２－１０ 〃 アタマ ５８．１�

（岩手） （岩手）

６６ � アロマンシェス 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹伊達 秀和氏 本間 忍 門別 サンシャイン
牧場 ４４０＋１０１：３６．３１� ３８．９�

７７  フィールドウイナー 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二地田 勝三氏 山内 研二 愛 Cheving-
ton Stud ４８６＋ ２ 〃 ハナ １２．３�

２２ プラテアード 牡２芦 ５５ 北村 宏司 	キャロットファーム 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ５０４± ０１：３６．６２ ２．０

５５ � マイネルブリアー 牡２黒鹿５５ 江田 照男 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 門別 田端牧場 B４９２－ ２ 〃 クビ ７８．０�
１１ �� ミラクルボネット 牡２青鹿５５ 大野 拓弥山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 三石 前川 正美 ４６２＋ ８１：３６．９１� ５２．３�

（９頭）

売 得 金

単勝： ４２，０４１，８００円 複勝： ４２，８４８，４００円 枠連： ３４，６６０，７００円

普通馬連： １３８，３１０，２００円 馬単： １２６，６４０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，６２３，２００円

３連複： １０８，６７８，８００円 ３連単： ３６８，６２１，８００円 計： ８９５，４２５，０００円

払 戻 金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １５０円 � ２００円 � １６０円 枠 連（３－８） ８４０円

普通馬連 �� １，０４０円 馬 単 �� １，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ４７０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ２，１００円 ３ 連 単 ��� ８，８７０円

票 数

単勝票数 計 ４２０４１８ 的中 � １０２８１７（２番人気）
複勝票数 計 ４２８４８４ 的中 � ８２８００（２番人気）� ４８８３５（４番人気）� ７６６０６（３番人気）
枠連票数 計 ３４６６０７ 的中 （３－８） ３０５１７（４番人気）
普通馬連票数 計１３８３１０２ 的中 �� ９８４１０（５番人気）
馬単票数 計１２６６４０１ 的中 �� ５１６０９（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３６２３２ 的中 �� ２３０４７（４番人気）�� １７８３２（６番人気）�� １４０６６（８番人気）
３連複票数 計１０８６７８８ 的中 ��� ３８２６６（７番人気）
３連単票数 計３６８６２１８ 的中 ��� ３０６９６（２８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１２．０―１２．２―１２．７―１１．８―１１．４―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．０―３６．０―４８．２―１：００．９―１：１２．７―１：２４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．７―３F３５．０
３ ７，８（４，５）２，１－３（６，９） ４ ７，８（４，５）２（１，３）９，６

勝馬の
紹 介

�マイネルシーガル 
�
父 ゼンノエルシド 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．１０．８ 東京１着

２００４．３．３１生 牡２黒鹿 母 エイシンアイノウタ 母母 エイシンララミー ２戦２勝 賞金 ２３，２１７，０００円
〔制裁〕 エイシンイチモンジ号の騎手武豊は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２８０５８１０月２１日 曇 良 （１８東京４）第５日 第１０競走 ��
��２，４００�

な ん ぶ

南 武 特 別
発走１５時０５分 （芝・左）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�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 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

３３ アドバンテージ 牡３鹿 ５４ 柴田 善臣 �ノースヒルズマネ
ジメント 萩原 清 三石 土居 忠吉 ４７２－ ２２：２８．２ ３２．８�

７１１�� トップオブサンデー 牡３鹿 ５４ 安藤 勝己横瀬 兼二氏 伊藤 伸一 三石 中橋 清 ４６６＋ ６ 〃 アタマ ２．７�
８１４ トロフィーディール 牡３鹿 ５４ 武 豊青山 洋一氏 森 秀行 新冠 パカパカ

ファーム ４４８－ ４ 〃 クビ ４．９�
８１３�� マイネルアンセム 牡５黒鹿５７ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 勝川牧場 ４７８＋ ６２：２８．４１ １９．１�
５７ ペネトレーター 牡５黒鹿５７ 横山 典弘伊達 秀和氏 伊藤 伸一 門別 サンシャイン

牧場 ４８６± ０ 〃 クビ ４．９�
３４ � チョウノゾミ 牡４黒鹿５７ 吉田 豊丸山 隆雄氏 坂口 正則 新冠 中地 康弘 ４７０－ ６ 〃 ハナ ３９．６	
６１０ オープンセサミ 牡３鹿 ５４ 四位 洋文松岡 隆雄氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４６８－ ６ 〃 アタマ ６．２

１１ � ユキノアサカゼ 牡３栗 ５４ 後藤 浩輝馬場 幸廣氏 根本 康広 白老 習志野牧場 ５０６± ０２：２８．５	 １８．５�
４６ タイムレスワールド 牡７鹿 ５７ 藤田 伸二臼田 浩義氏 鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 ４６０± ０２：２８．８１
 ２１．２�
７１２ エプソムボス 牡５栗 ５７ 石神 深一 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 堀井 雅広 静内 田原橋本牧場 ５１４± ０ 〃 ハナ １２２．７
４５ ワイアットアープ 牡６鹿 ５７ 北村 宏司大迫久美子氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４４４＋１２ 〃 ハナ ２５．１�
５８ � イーグルドライバー 牡５栗 ５７ 松岡 正海 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 門別 槇本牧場 ４７６－１２２：２８．９クビ ４６．０�
６９ � マイネルガスト 牡５青 ５７ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 浦河 山田牧場 ４８８＋ ２２：２９．５３	 ３０．６�
２２ � ハ イ タ イ ド 牡４青鹿５７ 田中 勝春林 順子氏 武 邦彦 新冠 協和牧場 ４６２－ ６２：３０．３５ ７６．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３３，６２３，０００円 複勝： ５３，０１４，９００円 枠連： ５１，６６９，４００円

普通馬連： ２２８，９４４，０００円 馬単： １４５，９７８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，６５７，７００円

３連複： １８６，８４９，７００円 ３連単： ３９９，１６９，１００円 計： １，１４８，９０６，０００円

払 戻 金

単 勝 � ３，２８０円 複 勝 � ６１０円 � １５０円 � １８０円 枠 連（３－７） ２，７６０円

普通馬連 �� ６，１２０円 馬 単 �� １７，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０８０円 �� ２，４５０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ９，２１０円 ３ 連 単 ��� ８６，２９０円

票 数

単勝票数 計 ３３６２３０ 的中 � ８０８５（１０番人気）
複勝票数 計 ５３０１４９ 的中 � １５９７５（１１番人気）� １２４２５４（１番人気）� ８１７２９（３番人気）
枠連票数 計 ５１６６９４ 的中 （３－７） １３８５２（１３番人気）
普通馬連票数 計２２８９４４０ 的中 �� ２７６３９（２３番人気）
馬単票数 計１４５９７８２ 的中 �� ６０４９（６３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９６５７７ 的中 �� ５４９２（３０番人気）�� ４６４１（３４番人気）�� ３９９４２（２番人気）
３連複票数 計１８６８４９７ 的中 ��� １４９８７（３５番人気）
３連単票数 計３９９１６９１ 的中 ��� ３４１４（２６６番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．９―１２．８―１３．２―１３．１―１２．６―１３．４―１２．３―１１．９―１１．５―１１．４―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．７―２３．６―３６．４―４９．６―１：０２．７―１：１５．３―１：２８．７―１：４１．０―１：５２．９―２：０４．４―２：１５．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アドバンテージ �
�
父 エ リ シ オ �

�
母父 Blushing Groom デビュー ２００５．１０．３０ 東京５着

２００３．４．１８生 牡３鹿 母 コッパーバタフライ 母母 Copernica １１戦３勝 賞金 ３６，２５２，０００円
〔制裁〕 ユキノアサカゼ号の騎手後藤浩輝は，４コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。

ワイアットアープ号の騎手北村宏司は，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３０，０００円。



２８０５９１０月２１日 曇 良 （１８東京４）第５日 第１１競走 ��
��１，６００�第９回富士ステークス（ＧⅢ）

発走１５時４０分 （芝・左）
３歳以上，除３歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５４�４歳以上５６�，牝馬
２�減，１７．１０．２２以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬３�増，牝馬限定GⅠ競走
またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走
（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増，１７．１０．２１以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１
着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増（ただ
し２歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ６８６，０００円 １９６，０００円 ９８，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３２．０
１：３１．５

良

良

６１２� キネティクス 牡７栗 ５６ 勝浦 正樹 �ノースヒルズマネ
ジメント 新川 恵 浦河 笹島 政信 ４５８－ ４１：３２．８ ７５．２�

８１６ エアシェイディ 牡５栗 ５６ 安藤 勝己 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４７４－ ６１：３２．９� ４．８�
７１３ スズカフェニックス 牡４栗 ５６ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４６２－ ４ 〃 クビ ３．５�
８１７	 ニューベリー 牡８鹿 ５６ 四位 洋文近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９６－ ８１：３３．２２ ７１．０�
３６ 	 カンファーベスト 牡７黒鹿５７ 江田 照男奥村 清晴氏 佐藤 吉勝 静内 片岡牧場 B４７８± ０１：３３．４１ ６．１�
４８ テレグノシス 牡７鹿 ５８ 大野 拓弥 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４６８± ０ 〃 クビ ７．４	
５１０	 サンバレンティン 牡５栗 ５６ 佐藤 哲三吉田 勝己氏 佐々木晶三 早来 ノーザンファーム ４６０－ ２１：３３．６１
 ３３．９

６１１	 フジサイレンス 牡６黒鹿５７ 北村 宏司浅野 恭秀氏 田子 冬樹 様似 清水スタッド ４９０－ ６１：３３．７� ４５．５�
７１４	 ダンスインザモア 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義木浪 巖氏 相沢 郁 静内 西川富岡牧場 ５００－ ４１：３３．８� ４９．８�
１１ メテオバースト 牡５鹿 ５６ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４８０－ ４１：３３．９� ４４．１
５９ � ヴ リ ル 牡５黒鹿５６ L．イネス �ビッグレッドファーム 国枝 栄 豪

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

４９４－ ２１：３４．１１� １９．５�
（新）

７１５ インセンティブガイ 牡５鹿 ５６ 横山 典弘齊藤四方司氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６８－ ２１：３４．２� １０．６�
１２ � マイネルスケルツィ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 様似 富田 恭司 ５１２＋ ６１：３４．４１ ７．７�
２４ スーパーホーネット 牡３鹿 ５４ 吉田 豊森本 悳男氏 矢作 芳人 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４６０＋２８１：３４．６１� ３７．９�
３５ 	 スクールボーイ 牡６黒鹿５６ 小野 次郎後藤 繁樹氏 小林 常泰 静内 曾田農園 ４９８± ０１：３４．７クビ ７２．７�
８１８ タニノマティーニ 牡６鹿 ５６ 須貝 尚介谷水 雄三氏 須貝 彦三 静内 カントリー牧場 ４８８－ ４１：３４．９１
 ６５．８�
４７ 	 デンシャミチ 牡３黒鹿５４ 後藤 浩輝小田切有一氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４７６－ ６１：３６．０７ １９９．５�
２３ 	 メジロマイヤー 牡７栗 ５７ 田中 勝春�メジロ牧場 田島 良保 伊達 メジロ牧場 ４７６－１０１：３６．６３� １５４．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １０６，３０１，８００円 複勝： １６９，４１８，３００円 枠連： １３１，０６３，６００円

普通馬連： ７７３，９５２，３００円 馬単： ４２４，０２４，３００円 ワイド【拡大馬連】： １６９，０２２，８００円

３連複： ６８０，５５８，５００円 ３連単： １，３３４，７５９，２００円 計： ３，７８９，１００，８００円

払 戻 金

単 勝 � ７，５２０円 複 勝 � １，２００円 � １９０円 � １７０円 枠 連（６－８） ５，５４０円

普通馬連 �� １８，５７０円 馬 単 �� ５３，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，０８０円 �� ３，３８０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� １６，５４０円 ３ 連 単 ��� １９６，３１０円

票 数

単勝票数 計１０６３０１８ 的中 � １１１４４（１６番人気）
複勝票数 計１６９４１８３ 的中 � ２６２７１（１５番人気）� ２６８７７６（２番人気）� ３１３９４６（１番人気）
枠連票数 計１３１０６３６ 的中 （６－８） １７４６６（２０番人気）
普通馬連票数 計７７３９５２３ 的中 �� ３０７６４（５２番人気）
馬単票数 計４２４０２４３ 的中 �� ５８７５（１２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１６９０２２８ 的中 �� ９５２１（４５番人気）�� １１５１４（３２番人気）�� １２２１８８（１番人気）
３連複票数 計６８０５５８５ 的中 ��� ３０３８４（３９番人気）
３連単票数 計１３３４７５９２ 的中 ��� ５０１８（５０３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．４―３４．９―４６．６―５８．７―１：１０．２―１：２１．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�キネティクス �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 Stop the Music デビュー ２００１．８．１２ 札幌２着

１９９９．４．３生 牡７栗 母 インキュラブルロマンティック 母母 One I Love ３７戦８勝 賞金 ２２３，１６４，０００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。
（非抽選馬） ２頭 フォーカルポイント号・ブラックカフェ号
※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。



２８０６０１０月２１日 曇 良 （１８東京４）第５日 第１２競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時１５分 （ダート・左）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５５�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

１：２２．４
１：２１．９

稍重

重

５９ �� モエレアドミラル 牡４栗
５７
５４ ▲小島 太一中村 和夫氏 小島 太 新冠 早田牧場新

冠支場 ４８２± ０１：２４．７ ３．９�

７１２� ヒカルアルタイル �５鹿 ５７ 後藤 浩輝高橋 光氏 二ノ宮敬宇 白老 白老ファーム ４５４－ ６１：２４．９１	 ２９．７�
８１４� インサイダー 牡３栗 ５５ 勝浦 正樹堀越 毅一氏 小林 常泰 静内 飛野牧場 ４８８＋ ４１：２５．０	 １９．３�
１１ � レ オ ア ン ナ 牝５鹿 ５５

５３ △大野 拓弥�レオ 杉浦 宏昭 浦河 江谷 重雄 ４４４－ ４１：２５．１
 ５７．３�
４７ � メジロボンズ 牡３黒鹿５５ 吉田 豊メジロ商事� 大久保洋吉 浦河 まるとみ冨岡牧場 ５１０＋ ２ 〃 クビ ４．０�
６１０� セイウンタイヨウ 牡５鹿 ５７ 菅原 勲西山 茂行氏 奥平 真治 三石 本桐牧場 ５０２＋ ２１：２５．２クビ ８．９�

（岩手）

４６ ハニーハント 牝５栗 ５５ 田中 勝春 	サンデーレーシング 矢野 進 早来 ノーザンファーム ４３６＋ ４１：２５．３
 １４．６

２３ � ブルーチェイサー 牝５黒鹿５５ 小野 次郎篠木 俊二氏 菅原 泰夫 福島 篠木牧場 ４７８＋ ２１：２５．５１� １４９．４�
３５ �� セイカモリオカ 牡５栗 ５７ 四位 洋文吉田 逑史氏 清水 英克 青森 宮崎牧場 ４６６＋ ９１：２５．６	 １６２．２�
２２ サンエムウラノス 牡６鹿 ５７ 横山 典弘村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 B４７２－ ２１：２５．７	 １０．１
８１５ グリーンアラモード 牡３鹿 ５５ 藤田 伸二 �グリーンファーム 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ５５４± ０ 〃 クビ ５．７�
５８ � シャドウハーツ 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義飯塚 知一氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム ４９６＋ ６１：２５．８クビ ３０．２�
６１１ チアズマックス 牡６栗 ５７ 江田 照男内藤 好江氏 鈴木 勝美 三石 田中 春美 ４９０± ０１：２６．１２ １５２．６�
７１３� カマーバンド 牝３芦 ５３ 北村 宏司水上 行雄氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 ４７８＋１０１：２６．５２	 ６４．７�
３４ ナイススマートワン 牝５青鹿５５ 武 豊鈴木 伸昭氏 的場 均 新冠 高瀬牧場 ４８０－１４１：２７．４５ ８．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４０，９８９，９００円 複勝： ５５，００１，８００円 枠連： ６５，９６１，０００円

普通馬連： ２３１，２１１，７００円 馬単： １４１，４２０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，６９５，９００円

３連複： １８１，２８２，２００円 ３連単： ４０５，４７２，４００円 計： １，１７１，０３５，２００円

払 戻 金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １９０円 � ６２０円 � ４３０円 枠 連（５－７） ３，７３０円

普通馬連 �� ４，６４０円 馬 単 �� ７，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５１０円 �� １，０８０円 �� ４，６９０円

３ 連 複 ��� ２０，４００円 ３ 連 単 ��� １０２，５９０円

票 数

単勝票数 計 ４０９８９９ 的中 � ８３２６２（１番人気）
複勝票数 計 ５５００１８ 的中 � ９９８７２（１番人気）� １９７３３（９番人気）� ３０４６４（８番人気）
枠連票数 計 ６５９６１０ 的中 （５－７） １３０５３（１８番人気）
普通馬連票数 計２３１２１１７ 的中 �� ３６７９３（２１番人気）
馬単票数 計１４１４２０３ 的中 �� １４７３０（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９６９５９ 的中 �� ８１３２（２４番人気）�� １１６７８（１２番人気）�� ２５３３（５０番人気）
３連複票数 計１８１２８２２ 的中 ��� ６５６０（６８番人気）
３連単票数 計４０５４７２４ 的中 ��� ２９１７（３４７番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
モエレアドミラル �

�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Northern Dancer

２００２．４．４生 牡４栗 母 バウンドトゥダンス 母母 Truly Bound １３戦１勝 賞金 ２２，６３０，０００円
地方デビュー ２００４．８．２６ 旭川

※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。



（１８東京４）第５日 １０月２１日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６５頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２５８，１９０，０００円
８，４００，０００円
２２，８８０，０００円
１，４５０，０００円
８５０，０００円
１，７５０，０００円
２７，１４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６０，６４８，０００円
４，５９６，０００円
１，６６６，５００円

勝馬投票券売得金
３９４，８８３，２００円
５３０，１４９，９００円
５２１，２７４，９００円
２，１０８，１６４，６００円
１，５５５，１３３，５００円
４８９，３０３，２００円
２，０２９，５６３，７００円
２，５０８，０２２，５００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 １０，１３６，４９５，５００円

総入場人員 ３７，２７０名 （有料入場人員 ３６，０８６名）




