
２８０６１１０月２０日 晴 稍重 （１９東京４）第６日 第１競走 ��
��１，３００�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

１：１８．６
１：１８．６

良

良

２２ セイカアレグロ 牡２鹿 ５５ 横山 典弘久米 大氏 稲葉 隆一 新冠 シンユウフアーム ４８０± ０１：１９．５ ６．７�

１１ ケイアイモーガン 牡２栗 ５５ 蛯名 正義亀田 守弘氏 柴崎 勇 青森 佐々木牧場 ４５６－１０１：１９．８２ ３．１�
３４ ネバーグレイス 牝２鹿 ５４ 郷原 洋司岡田 隆寛氏 本郷 一彦 静内 岡田牧場 ４６６＋ ４１：２０．０１ ６５．７�
２３ �� ホウリイキッド 牡２鹿 ５５ 田中 剛植田 忠司氏 嶋田 潤 青森 中山 雅信 ４６０－ ２ 〃 アタマ ２１．７�
６１１ ワイルドシェーバー 牡２鹿 ５５ 石橋 脩�ターフ・スポート久保田貴士 浦河 小林 和義 ４６４＋１０ 〃 ハナ ６．１�
５８ チャームキャップ 牝２黒鹿５４ 小野 次郎タマモ� 水野 貴広 静内 フジワラフアーム ４５４± ０１：２０．２１� １３．６	
３５ 	 コラデピーノ 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹松尾 正氏 石毛 善彦 米 Samuel

M. Smith ４３６± ０１：２１．４７ ２．６

５９ �� カシノジュリア 牝２芦 ５４ 松岡 正海柏木 務氏 天間 昭一 浦河 惣田 英幸 ４４８＋ ８１：２２．３５ １０４．７�
４６ � メ ジ ロ リ ロ 牝２栗 ５４

５２ △田中 博康メジロ商事� 菅原 泰夫 洞爺 メジロ牧場 ３９０＋ ８１：２２．７２� ５５．８�
７１３ ココロノマド 牝２鹿 ５４

５１ ▲池崎 祐介江川 伸夫氏 矢野 進 新冠 川上 悦夫 ４４０＋ ２１：２３．３３� １９６．６
８１４ チッタディディーオ 牝２鹿 ５４ 武士沢友治�ミルファーム 保田 一隆 浦河 山口 義彦 ４６２＋１６ 〃 ハナ １５０．４�
６１０� サンライトオージャ 牡２黒鹿５５ 秋山真一郎北川 勉氏 二本柳俊一 浦河 片田 保 B４４２± ０ 〃 クビ ３５３．２�
７１２ ヒロノキョウシュウ 牡２鹿 ５５ 佐藤 哲三八百板俊一郎氏 鈴木 勝美 静内 聖心台牧場 ４６６± ０１：２３．６１
 ２０３．９�
４７ � ビルトゥオーソ 牡２鹿 ５５ 小林 淳一木村 直樹氏 小桧山 悟 三石 萩澤 泰博 ４９０＋１２１：２３．９１
 ２０９．２�
８１５ タンジェリーナ 牝２鹿 ５４ 木幡 初広田口 廣氏 大江原 哲 青森 太田ファーム ４６０－ ２１：２４．１
 ２３．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，０８８，２００円 複勝： １９，４２６，２００円 枠連： １７，０３４，４００円

普通馬連： ６６，５６４，６００円 馬単： ６３，６８７，４００円 ワイド【拡大馬連】： １８，２８７，６００円

３連複： ８７，７９１，１００円 ３連単： 発売なし 計： ２８８，８７９，５００円

払 戻 金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ２４０円 � １６０円 � １，２１０円 枠 連（１－２） ６４０円

普通馬連 �� １，０５０円 馬 単 �� ２，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� ３，１５０円 �� １，７４０円

３ 連 複 ��� ９，６６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６０８８２ 的中 � １９０８９（４番人気）
複勝票数 計 １９４２６２ 的中 � ２１２５０（４番人気）� ４４０７７（２番人気）� ３０２９（９番人気）
枠連票数 計 １７０３４４ 的中 （１－２） １９８９５（３番人気）
普通馬連票数 計 ６６５６４６ 的中 �� ４６９５５（５番人気）
馬単票数 計 ６３６８７４ 的中 �� １８２４３（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８２８７６ 的中 �� １２１１７（４番人気）�� １３３６（２７番人気）�� ２４６７（２１番人気）
３連複票数 計 ８７７９１１ 的中 ��� ６７１０（３０番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．２―１８．３―２９．７―４２．０―５４．８―１：０７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイカアレグロ �
�
父 ブラックホーク �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００７．６．３０ 福島１６着

２００５．３．９生 牡２鹿 母 セイカパンジー 母母 シンユーリード ５戦１勝 賞金 ６，２５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒロノキョウシュウ号・ビルトゥオーソ号・タンジェリーナ号は，平成１９年１１月２０日まで平地競走

に出走できない。



２８０６２１０月２０日 晴 稍重 （１９東京４）第６日 第２競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時３０分 （芝・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

１：２１．８
１：２０．３

良

良

１１ ピエナプリンセス 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義本谷 兼三氏 萱野 浩二 静内 フジワラフアーム ４４４＋ ２１：２３．５ ６．８�

８１１� ダイワジャンヌ 牝２黒鹿５４ 安藤 勝己大城 敬三氏 的場 均 静内 千代田牧場 ４２８－１２１：２３．７１� ２．６�
４４ � ナツミホープ 牝２青鹿５４ 木幡 初広相原 宏�氏 根本 康広 三石 前川 清彦 ４４０± ０１：２３．９１� １４．６�
７８ �� テーブルフラワー 牝２鹿 ５４ 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４２８＋ ６１：２４．１１� １８．７�
５５ � ショウナンハゴロモ 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝�湘南 国枝 栄 浦河 桑田牧場 ４６６＋ ４ 〃 クビ ３．０�
６６ リトルディッパー 牝２鹿 ５４ 田中 勝春 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４５０－ ２１：２４．４１� ５．１�
７９ � ミヤギフェアリー 牝２栗 ５４ 武士沢友治菅原 光博氏 笹倉 武久 新冠 北星村田牧場 ４３２＋ ４１：２４．７１� ８０．６	
３３ � スリーミラクルズ 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人平岡 茂樹氏 
田 研二 鵡川 平岡牧場 ４３２＋ ４ 〃 ハナ ６１．６�
２２ � コ ス モ ア イ 牝２鹿 ５４ 郷原 洋司 �ビッグレッドファーム 郷原 洋行 鵡川 宇南山牧場 ４４０± ０１：２５．１２� ２５６．７�
８１０� アミューズチェリー 牝２鹿 ５４ 藤田 伸二チエリー商事 嶋田 功 三石 大塚牧場 ５００± ０１：２５．４２ ２５．９�
６７ � アネクスペクティド 牝２栗 ５４ 勝浦 正樹�中央牧場 柄崎 孝 新冠 中央牧場 ４１４－１０１：２５．６１ ２６５．９�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２０，７１７，９００円 複勝： ２７，３６０，３００円 枠連： １６，４０８，４００円

普通馬連： ７９，３１８，１００円 馬単： ７５，５３６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，４０２，３００円

３連複： ９３，１１６，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３３３，８６０，１００円

払 戻 金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � １７０円 � １３０円 � ２８０円 枠 連（１－８） ６１０円

普通馬連 �� ６２０円 馬 単 �� ２，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ８９０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� ２，７１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０７１７９ 的中 � ２４３４５（４番人気）
複勝票数 計 ２７３６０３ 的中 � ４０８０１（３番人気）� ７７５１７（１番人気）� １８９０３（５番人気）
枠連票数 計 １６４０８４ 的中 （１－８） ２０１３８（２番人気）
普通馬連票数 計 ７９３１８１ 的中 �� ９５５６７（２番人気）
馬単票数 計 ７５５３６６ 的中 �� ２７０２５（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１４０２３ 的中 �� １７５７０（４番人気）�� ５５７９（１３番人気）�� ８０１５（８番人気）
３連複票数 計 ９３１１６５ 的中 ��� ２５４４０（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．９―３６．２―４９．０―１：００．５―１：１１．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピエナプリンセス �
�
父 デ ヒ ア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．９．８ 中山１０着

２００５．５．１０生 牝２鹿 母 ダンツプリンセス 母母 ミラクルミユキ ３戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔制裁〕 ピエナプリンセス号の調教師萱野浩二は，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。



２８０６３１０月２０日 晴 稍重 （１９東京４）第６日 第３競走 ��
��２，０００�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

２：０１．８
１：５９．９

良

良

５５ � マイネルレギメント 牡２黒鹿５５ 安藤 勝己 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 浦河 笹地牧場 ５０８－ ２２：０３．１ １．８�

６６ � ニューヨーカー 牡２青鹿５５ 蛯名 正義 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４３４－ ８２：０３．４１� ５．７�
２２ トウショウダブル 牡２芦 ５５ 佐藤 哲三トウショウ産業� 阿部 新生 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４３８－ ８２：０３．８２	 ５０．６�
３３ � ジーピーエンブレム 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二�グランプリ 森 秀行 千歳 社台ファーム ４７４－ ８２：０４．１２ ２．７�
７８ � アイアイローレル 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝齊藤 敬氏 星野 忍 三石 松本 俊博 ４４０－ ６２：０４．５２	 ６２．４�
４４ リネンホーク 
２栗 ５５ 勝浦 正樹戸山 光男氏 南田美知雄 三石 嶋田牧場 ４６８± ０ 〃 ハナ １８．２	
７７ � ワンダーバラ 牝２黒鹿５４ 吉田 隼人山本 信行氏 加賀 武見 浦河 佐々木 恵一 ４３６＋ ２２：０４．９２	 ７８．０

８１０� デルマアンタレス 牡２鹿 ５５ 石神 深一浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 門別 ファニーヒルファーム ４９０－ ２２：０５．２２ ４２．３�
１１ ドリームサクセス 牡２栗 ５５ 吉田 豊石橋 松蔵氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４７０－ ４２：０５．７３ ３５．１�
８９ � ミツアキナナ 牝２芦 ５４ 池田 鉄平山本 光明氏 畠山 重則 三石 武市 秀行 ４６２± ０２：０８．５大差 ２３７．３

（１０頭）

売 得 金

単勝： １９，６０３，７００円 複勝： ２０，７５３，６００円 枠連： １６，２０２，６００円

普通馬連： ６３，０３７，２００円 馬単： ８１，６７７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，２６４，２００円

３連複： ９８，６５３，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３２０，１９２，５００円

払 戻 金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � ５００円 枠 連（５－６） ４８０円

普通馬連 �� ４９０円 馬 単 �� ７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ８８０円 �� １，６８０円

３ 連 複 ��� ４，７２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９６０３７ 的中 � ８５９２６（１番人気）
複勝票数 計 ２０７５３６ 的中 � ７１１７６（１番人気）� ３５４７４（３番人気）� ６３７８（７番人気）
枠連票数 計 １６２０２６ 的中 （５－６） ２５０２２（２番人気）
普通馬連票数 計 ６３０３７２ 的中 �� ９５０６０（２番人気）
馬単票数 計 ８１６７７９ 的中 �� ８１４８１（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０２６４２ 的中 �� ２８５３３（２番人気）�� ５１２６（１１番人気）�� ２５６４（１８番人気）
３連複票数 計 ９８６５３３ 的中 ��� １５４４１（１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．１―２５．１―３７．１―４９．２―１：０１．９―１：１４．５―１：２７．２―１：３９．０―１：５１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．６―３F３５．９

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

勝馬の
紹 介

�マイネルレギメント �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Sovereign Dancer デビュー ２００７．１０．７ 東京３着

２００５．５．２９生 牡２黒鹿 母 レディソヴリン 母母 Millracer ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミツアキナナ号は，平成１９年１１月２０日まで平地競走に出走できない。



２８０６４１０月２０日 晴 稍重 （１９東京４）第６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

７７ ロスペトリュス 牡２栗 ５５ 横山 典弘 �エクセルマネジメント大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４８２ ―１：５１．５ ２３．５�

５５ � ピサノエミレーツ 牡２鹿 ５５ 安藤 勝己市川 義美氏 藤沢 和雄 静内 飛野牧場 ５００ ―１：５１．６� ７．１�
１１ タガノヴァレオ �２黒鹿５５ 秋山真一郎八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５１４ ― 〃 クビ ２３．３�
４４ マイネルチャールズ 牡２黒鹿５５ 柴山 雄一 �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 ４６２ ―１：５１．７クビ ３．０�
８８ 	� グラスブラスト 牡２青鹿５５ 蛯名 正義半沢� 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５１６ ―１：５２．１２
 ９．５�
２２ 	 メジロミニー 牝２栗 ５４ 武士沢友治メジロ商事� 保田 一隆 洞爺 メジロ牧場 ３９２ ―１：５２．３１
 １７．１	
３３ シャクマダイオー 牡２黒鹿５５ 木幡 初広�� 義
氏 斎藤 宏 平取 高橋 啓 ５３４ ―１：５２．５１
 １４１．１�
８９ � エビスオール 牝２青鹿５４ 田中 勝春加藤友三郎氏 加藤 征弘 米 Bourbon

Oaks Farm ５０２ ―１：５３．２４ ２．１�
６６ 	 ジャルダンドゥモネ 牝２栗 ５４ 藤田 伸二吉田 和美氏 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ４４０ ― 〃 アタマ ２３．８

（９頭）

売 得 金

単勝： ２１，６０１，６００円 複勝： ２０，１６８，３００円 枠連： １６，４８５，６００円

普通馬連： ６５，８２７，７００円 馬単： ７９，９０５，４００円 ワイド【拡大馬連】： １７，９３６，５００円

３連複： ８５，８８５，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３０７，８１０，３００円

払 戻 金

単 勝 � ２，３５０円 複 勝 � ４８０円 � ２１０円 � ４４０円 枠 連（５－７） ４，９９０円

普通馬連 �� ４，５００円 馬 単 �� １３，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２３０円 �� ２，１８０円 �� １，３２０円

３ 連 複 ��� １５，７６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１６０１６ 的中 � ７２６４（７番人気）
複勝票数 計 ２０１６８３ 的中 � １００５５（６番人気）� ３０１１９（３番人気）� １１２１３（５番人気）
枠連票数 計 １６４８５６ 的中 （５－７） ２４３９（１３番人気）
普通馬連票数 計 ６５８２７７ 的中 �� １０８００（１６番人気）
馬単票数 計 ７９９０５４ 的中 �� ４２４３（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７９３６５ 的中 �� ３６２５（１４番人気）�� １９９１（２３番人気）�� ３３７９（１６番人気）
３連複票数 計 ８５８８５２ 的中 ��� ４０２２（４４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．８―２６．０―３８．４―５１．３―１：０４．２―１：１７．１―１：２８．８―１：３９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．３―３F３４．４

３ ・（１，９）（４，６，７，８）（５，２，３）
２
４

・（１，９）（６，７）４，８，５，２－３・（１，９）（４，６，８）７（５，２，３）
勝馬の
紹 介

ロスペトリュス �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００５．２．１４生 牡２栗 母 ロスマリヌス 母母 アンブロジン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２８０６５１０月２０日 晴 稍重 （１９東京４）第６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

３５ � アポロダヴィンチ 牡３栗 ５５ 後藤 浩輝アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Robert D.
Nash ４９０＋ ２１：１７．６ １．４�

２４ � アポインテッドボブ 牡３鹿 ５５ 安藤 勝己藤田与志男氏 手塚 貴久 米 Fox Hill
Farms, Inc. ５２６＋ ６１：１８．２３� １９．４�

１１ ユウタージパング 牡４栗 ５７ 横山 典弘上山 利広氏 国枝 栄 新冠 中本牧場 ５１４＋１２１：１８．３	 ４１．９�
６１２� コスモハナコ 牝３栗 ５３ 小牧 太 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 米 Brereton C. Jones

& Fred Trainor ４９２＋ ４１：１８．７２� ８８．３�
３６ � ビートザディーラー 牡４青鹿５７ 石橋 脩 �グリーンファーム 加藤 征弘 米 Patricia

Youngman ４５２－ ８１：１８．９１� ６２．４�
５１０� コアレスハリケーン 
３鹿 ５５ 五十嵐雄祐小林 昌志氏 藤原 辰雄 愛 Masashi

Kobayashi ４９６－ ４１：１９．０	 ３２．９	
４７ � トーセンクロス 牡３鹿 ５５ 松岡 正海島川 
哉氏 小笠 倫弘 米

Robert N. Clay
& Fair Way
Equine, LLC

５０２＋１６ 〃 アタマ １２．５�
１２ � ゼネラルメデューム 牝３鹿 ５２ 藤田 伸二田中 昇氏 堀 宣行 豪 Emirates

Park Pty Ltd ４４６－ ４１：１９．１クビ ４．８�
２３ � マ ホ ロ バ 牡３栗 ５５ 吉田 隼人加藤 守氏 矢作 芳人 英 Newsells

Park Stud B４５４± ０１：１９．５２� ２０９．４
４８ � テイエムゲンキボ 牡３黒鹿５５ 武士沢友治竹園 正繼氏 中野渡清一 静内 岡田 猛 ４９６＋ ８１：１９．６	 ３９．１�
８１６� ビ ー ボ ー ン 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義伊達 秀和氏 中川 公成 門別 サンシャイン

牧場 ４８４± ０１：１９．８１� ８１．１�
７１４� ハンナフレグランス 牝４黒鹿５５ 柴山 雄一窪田 芳郎氏 戸田 博文 米 Sharon A.

Maloney B４９６＋ ６１：２０．１１	 ４８．６�
８１５� モエレタイムオン 牡４鹿 ５７

５４ ▲千葉 直人栗本 博晴氏 成島 英春 門別 宝寄山牧場 ４６４＋ ８１：２０．３１ １３２．２�
６１１� スーパーパンサー 牡４鹿 ５７ 小林 淳一浜野順之助氏 二本柳俊一 浦河 片田 保 B４６８－ ８１：２０．６１	 ４７９．１�
５９ � フリーアディション 牡３黒鹿５５ 田中 勝春青木 基秀氏 宗像 義忠 米 Manga-

naro LLC ５６０＋１０ 〃 クビ ５５．４�
７１３�� キラキラボシ 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本間 忍 門別 豊郷牧場 ４２６＋１８１：２０．９１	 ２７８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，２９９，５００円 複勝： ２９，５０９，９００円 枠連： ２７，６３３，０００円

普通馬連： ９４，９８２，０００円 馬単： １０５，２４７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，４４５，５００円

３連複： １３１，４８８，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４４６，６０６，４００円

払 戻 金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ３５０円 � ５８０円 枠 連（２－３） ８６０円

普通馬連 �� ９２０円 馬 単 �� １，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ７７０円 �� ３，０３０円

３ 連 複 ��� ５，３５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２９２９９５ 的中 � １７２９４６（１番人気）
複勝票数 計 ２９５０９９ 的中 � １１８７８６（１番人気）� １５６９１（４番人気）� ８４３６（７番人気）
枠連票数 計 ２７６３３０ 的中 （２－３） ２３９７６（３番人気）
普通馬連票数 計 ９４９８２０ 的中 �� ７６５９１（３番人気）
馬単票数 計１０５２４７７ 的中 �� ７１０２９（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８４４５５ 的中 �� １７７０２（３番人気）�� ９１４７（７番人気）�� ２１３２（２７番人気）
３連複票数 計１３１４８８８ 的中 ��� １８１５５（１７番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
６．８―１８．２―３０．１―４２．３―５３．９―１：０５．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アポロダヴィンチ �
�
父 El Corredor �

�
母父 Forest Wildcat デビュー ２００６．１０．１５ 東京７着

２００４．３．２６生 牡３栗 母 Cat Out 母母 Pele Dancer １１戦２勝 賞金 ２４，６４８，０００円
〔３走成績による出走制限〕 スーパーパンサー号は，平成１９年１１月２０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。
（非抽選馬） ２頭 キングエルドラド号・シャンドラヴェリテ号



２８０６６１０月２０日 晴 稍重 （１９東京４）第６日 第６競走 ��１，４００�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

１：２２．３
１：２１．９

稍重

重

２３ � ティティボス 牡３鹿 ５５ 柴山 雄一冨塚 善三氏 斎藤 誠 門別 坂戸 節子 ４８４± ０１：２５．５ ３．４�

８１６ スキャットナンバー 牝３鹿 ５３ 小林 淳一富岡 喜平氏 佐藤 全弘 静内 富岡 廣光 ４４６－ ８ 〃 アタマ １８６．０�
４８ � イッツソークール 牡４青鹿５７ 蛯名 正義林 邦良氏 小島 茂之 浦河 高野牧場 ４７６＋１４１：２５．７ハナ＋１� ７２．０�
７１４� キタグニノホシ 牡４鹿 ５７

５５ △田中 博康牧畠 清久氏 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 ４８４－ ２ 〃 アタマ ２５．４�
３６ エルベンセドール 牡３鹿 ５５ 吉田 豊伊達 秀和氏 柴田 政人 門別 サンシャイン

牧場 ４８０＋ ６１：２５．８� ９２．３�
６１２� エイコーロマン 牡４黒鹿５７ 木幡 初広永井 廣司氏 嶋田 功 三石 大塚牧場 ４７０＋ ４１：２６．１２ １６７．７�
２４ ロイヤルクリーク 牡３黒鹿５５ 吉田 隼人後藤 繁樹氏 秋山 雅一 浦河 中村 雅明 B４９２＋ ２１：２６．２	 ７．５�
１２ � グランツーリズモ 牡３黒鹿５５ 勝浦 正樹飯田 正氏 藤原 辰雄 静内 千代田牧場 ４７６－ ６１：２６．５１� ４．０	
７１３� プライドイズハート 牡３鹿 ５５ 石橋 脩三枝 栄二氏 伊藤 伸一 浦河 三嶋牧場 ５００＋ ８１：２６．６	 ３８．８

５１０� グッドヘラクレス 牡３鹿 ５５ 郷原 洋司栗本 博晴氏 内藤 一雄 浦河 駿河牧場 ４８４－ ８１：２７．０２	 ２０６．２�
５９ �� レディセラヴィ 牝３栗 ５３ 後藤 浩輝吉田 千津氏 加藤 征弘 門別 シンコーファーム ４５８± ０１：２７．１クビ ６．０�
６１１ ベルモントエース 牡４鹿 ５７ 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 ５５０－ ４１：２７．５２	 １２．０�
８１５�
 コッパミジン 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三中山 速水氏 浅野洋一郎 静内 武 牧場 ４５２－ ５１：２８．１３	 １４３．２�
１１ トラストフェリチタ 牡３黒鹿５５ 藤田 伸二菅波 雅巳氏 土田 稔 三石 土田 和男 ４５８＋ ６１：２９．３７ １６．４�
３５ 
 ゴールデンヴィット 牡７黒鹿 ５７

５４ ▲千葉 直人三広 武志氏 成島 英春 門別 森永 正昭 ５４４＋ ２ （競走中止） ３２．６�
４７ キングオブハイシー 牡３鹿 ５５ 松岡 正海ミルファーム 手塚 貴久 門別 小西ファーム ４８０＋ ４ （失格） ７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，７２５，０００円 複勝： ２６，１５１，１００円 枠連： ２８，４１１，１００円

普通馬連： ９４，１２３，１００円 馬単： ７５，９９７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，８８６，０００円

３連複： １１４，８７７，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３８３，１７０，４００円

払 戻 金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � ２００円 � ３，２７０円 � １，６８０円 枠 連（２－８） ７，２００円

普通馬連 �� ３７，０９０円 馬 単 �� ６３，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８，２１０円 �� ３，１００円 �� ５０，５８０円

３ 連 複 ��� ３８１，８９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９７２５０ 的中 � ４５８１２（１番人気）
複勝票数 計 ２６１５１１ 的中 � ４７６９２（２番人気）� １７４２（１５番人気）� ３４７０（１１番人気）
枠連票数 計 ２８４１１１ 的中 （２－８） ２９１５（２１番人気）
普通馬連票数 計 ９４１２３１ 的中 �� １８７３（５８番人気）
馬単票数 計 ７５９９７０ 的中 �� ８７８（１０８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３８８６０ 的中 �� ７１４（５７番人気）�� １９２５（３４番人気）�� １１５（１１３番人気）
３連複票数 計１１４８７７１ 的中 ��� ２２２（３３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．２―３４．６―４６．７―５９．１―１：１２．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ティティボス �
�
父 アドマイヤボス �

�
母父 バンブーアトラス デビュー ２００７．３．２４ 中山７着

２００４．３．１１生 牡３鹿 母 タニノアトラス 母母 アングシヤスフレンド ７戦２勝 賞金 １４，６００，０００円
〔発走状況〕 グッドヘラクレス号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔競走中止〕 ゴールデンヴィット号は，最後の直線コースで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔失格〕 キングオブハイシー号は，３位〔タイム１分２５秒５，着差ハナ〕に入線したが，最後の直線コースで急に外側に斜行して

「ゴールデンヴィット」号の走行を妨害したため失格。
〔制裁〕 グランツーリズモ号の騎手勝浦正樹は，３コーナーで内側に斜行したことについて戒告。

キングオブハイシー号の騎手松岡正海は，最後の直線コースで急に外側に斜行したことについて平成１９年１０月２７日から
平成１９年１１月４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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ホトダー号・マイニングゴールド号・マイネバイレ号
（非抽選馬） １頭 ストロングラムダ号



２８０６７１０月２０日 晴 良 （１９東京４）第６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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

８１４ ダンスオールナイト 牝４鹿 ５５ 藤田 伸二 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム B４５４＋ ２１：４８．０ ６．０�

４５ ジョウノエリザベス 牝４栗 ５５ 横山 典弘小川 義勝氏 藤沢 和雄 門別 三城牧場 ４８４＋ ４１：４８．２１� １．５�
５７ エーシンサーフィン 牝３栗 ５３ 蛯名 正義平井 宏承氏 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４６６＋ ４１：４８．４１� ９．３�
５８ � プ ジ ュ リ 牝４栗 ５５ 石橋 脩長山 尚義氏 清水 利章 平取 坂東牧場 ４６０＋ ２１：４８．５� １４．７�
７１１ ショウナンアルス 牝４青 ５５ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４５０＋ ２ 〃 クビ １４．７�
３４ � ビーアデビル 牝３鹿 ５３ 勝浦 正樹�ミルファーム 保田 一隆 静内 大滝 康晴 ４４８＋ ６１：４８．６クビ １８．４�
２２ � アンサーフォーユー 牝４鹿 ５５

５３ △田中 博康小河 一	氏 国枝 栄 門別 渡辺 芳一 ４３４＋１６１：４８．８１� １００．４

３３ � マイネジャーダ 牝４黒鹿５５ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 阿部 新生 白老 白老ファーム ５００－ ２１：４８．９� ３０．５�
６１０� オンワードマルタ 牝７芦 ５５ 松岡 正海樫山 章子氏 清水 利章 浦河 オンワード牧場 ４６２＋ ８１：４９．１１	 ２８．２
１１ � メタルビーズ 牝４黒鹿５５ 木幡 初広�下河辺牧場 武藤 善則 門別 下河辺牧場 ４１２－ ８ 〃 ハナ １０５．３�
８１３ シ ー ソ ン グ 牝３黒鹿５３ 後藤 浩輝芹澤 精一氏 勢司 和浩 浦河 金成吉田牧場 ４５８＋ ２１：４９．４１� １０２．０�
６９ アソビゴコロアワー 牝３栗 ５３ 小牧 太 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 静内 大滝 康晴 ４６６＋ ２１：４９．７１� １３３．０�
４６ �� クリノスペシャル 牝４青鹿５５ 武士沢友治栗本 博晴氏 中野渡清一 浦河 鎌田 正嗣 ４９０＋ ４１：５０．０２ ２５７．０�
７１２ クリノハッピーデイ 牝４鹿 ５５ 大庭 和弥栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 日向牧場 ４７０－ ８１：５０．４２	 ２５９．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２７，９１５，５００円 複勝： ３２，３４５，１００円 枠連： ２７，４３５，６００円

普通馬連： １０５，９４５，２００円 馬単： １１４，６２４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，２８１，１００円

３連複： １３２，９９１，３００円 ３連単： 発売なし 計： ４７２，５３８，４００円

払 戻 金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � １８０円 枠 連（４－８） ４１０円

普通馬連 �� ４６０円 馬 単 �� １，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ６４０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ９９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７９１５５ 的中 � ３６６８４（２番人気）
複勝票数 計 ３２３４５１ 的中 � ３８５８２（２番人気）� １２６９４５（１番人気）� ３５４９５（３番人気）
枠連票数 計 ２７４３５６ 的中 （４－８） ５０４７１（２番人気）
普通馬連票数 計１０５９４５２ 的中 �� １７１１８８（１番人気）
馬単票数 計１１４６２４６ 的中 �� ５２４６３（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１２８１１ 的中 �� ４２１３１（１番人気）�� １００４４（８番人気）�� ３２９９４（２番人気）
３連複票数 計１３２９９１３ 的中 ��� １００１４３（１番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．７―１１．５―１２．７―１２．６―１２．５―１１．５―１１．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．５―３５．０―４７．７―１：００．３―１：１２．８―１：２４．３―１：３５．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．７―３F３５．２

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

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

勝馬の
紹 介

ダンスオールナイト �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．９．１１ 札幌８着

２００３．３．８生 牝４鹿 母 ダンスパートナー 母母 ダンシングキイ ２１戦３勝 賞金 ３５，５５０，０００円
〔３走成績による出走制限〕 クリノスペシャル号・クリノハッピーデイ号は，平成１９年１１月２０日まで平地競走に出走できない。



２８０６８１０月２０日 晴 良 （１９東京４）第６日 第８競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時５５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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

８１６� ユ ウ コ ン 牡３鹿 ５５ 田中 勝春小田切有一氏 古賀 慎明 門別 浦新牧場 ４６６＋ ８１：３８．０ １７．０�

３６ ユースフルデイズ 牡５黒鹿５７ 吉田 隼人 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ５１０＋ ２１：３８．１� ３．７�
４８ タイキスピリッツ 牡５鹿 ５７ 横山 典弘�大樹ファーム 藤沢 和雄 大樹 大樹ファーム B５０８＋２２１：３８．２� １０．７�
６１２� プロミスフェアー 牡３鹿 ５５ 蛯名 正義臼田 浩義氏 大久保洋吉 門別 日高大洋牧場 ５１４＋１４ 〃 ハナ ５．９�
８１５	 ハギノセレクション 牡５栗 ５７ 佐藤 哲三日隈 良江氏 和田 正道 英 Cheveley Park

Stud Ltd ４８４± ０１：３８．４１
 １２６．９�
６１１�� テンジンダイカグラ 牡４栗 ５７

５５ △田中 博康�テンジン 矢野 照正 浦河 酒井 源市 ４７２＋ ６１：３８．５� ７．７	
３５ マイネルビスタ 牡３栗 ５５ 木幡 初広 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 富本 茂喜 ４５６＋ ４ 〃 ハナ １８．４

５９ ソフトパワー 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹中澤 幸幹氏 高橋 裕 門別トヨサトアライファーム ４９２＋ ２１：３８．６クビ １４．７�
５１０	 ライジンオー �７芦 ５７

５４ ▲小島 太一前田 幸治氏 松永 幹夫 米 Dr. Andy
Elser ４９０－１４１：３８．７� ７６．３�

２４  クリノダイマオー 牡５黒鹿５７ 石橋 脩栗本 博晴氏 萱野 浩二 早来 ノーザンファーム B５０４＋ ２１：３８．８
 ７４．８
７１３� ベルグミサイル 牡３芦 ５５ 松岡 正海山田 俊一氏 斎藤 誠 静内 グランド牧場 ４８８－ ４１：３８．９クビ ２．８�
７１４ アプローズヒーロー 牡３鹿 ５５ 小牧 太小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４４２＋ ６１：３９．５３
 １３０．６�
１２ ロイヤルブリーズ �５鹿 ５７ 浜野谷憲尚 �社台レースホース武藤 善則 追分 追分ファーム ４６２－ ３１：３９．６
 ２７０．３�
１１ � マイネルトイフェル 牡５栗 ５７ 池田 鉄平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 青森 今川 満良 ４８６＋ ４１：３９．７
 ２５３．１�
４７ レザムルーズ 牝５栗 ５５ 郷原 洋司�日進牧場 中野 隆良 浦河 成隆牧場 ５０８± ０１：４１．５大差 ３２２．５�

（１５頭）
２３ マイネルランプロス 牡４栗 ５７ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２４，１４５，７００円 複勝： ３１，９７９，４００円 枠連： ３２，２８７，２００円

普通馬連： １１９，８９５，２００円 馬単： １０１，５６９，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，９４６，９００円

３連複： １３７，３１９，４００円 ３連単： 発売なし 計： ４７６，１４３，６００円

払 戻 金

単 勝 � １，７００円 複 勝 � ３７０円 � １７０円 � ３２０円 枠 連（３－８） １，７５０円

普通馬連 �� ２，３３０円 馬 単 �� ６，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７７０円 �� ２，４８０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� ８，１９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４１４５７ 的中 � １１２４８（７番人気）
複勝票数 計 ３１９７９４ 的中 � ２００２３（８番人気）� ６４７４８（２番人気）� ２３６０３（５番人気）
枠連票数 計 ３２２８７２ 的中 （３－８） １３６７７（８番人気）
普通馬連票数 計１１９８９５２ 的中 �� ３８０５８（１２番人気）
馬単票数 計１０１５６９８ 的中 �� １１５２０（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８９４６９ 的中 �� ９６０２（１０番人気）�� ２７４５（２７番人気）�� ９０３１（１２番人気）
３連複票数 計１３７３１９４ 的中 ��� １２３８７（３３番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１２．２―１２．５―１２．３―１２．０―１２．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．２―３６．４―４８．９―１：０１．２―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４F４９．１―３F３６．８
３ １５，１６，１０（４，１１）１２（６，７）（１，５）（２，９，１４）（８，１３） ４ １５－１６（１０，１１）（４，１２，７）（１，６）（９，５）（２，１４）（８，１３）

勝馬の
紹 介

�ユ ウ コ ン �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 メリーナイス デビュー ２００６．８．６ 新潟１５着

２００４．４．２１生 牡３鹿 母 バ ラ ラ イ カ 母母 ガラスザイク ８戦３勝 賞金 ２５，７５０，０００円
〔出走取消〕 マイネルランプロス号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔発走状況〕 レザムルーズ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 レザムルーズ号は，平成１９年１０月２１日から平成１９年１１月１１日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※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 ビクトリーテツニー号



２８０６９１０月２０日 晴 良 （１９東京４）第６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 ２３８，０００円 ６８，０００円 ３４，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：３４．９
１：３３．１

良

良

８９ アロマキャンドル 牝２栗 ５４ 藤田 伸二 �社台レースホース河野 通文 千歳 社台ファーム ４７６＋ ２１：３６．２ １５．２�

８１０� スマイルジャック 牡２黒鹿５５ 田中 勝春齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 ４７４＋ ２ 〃 クビ １．９�
６６ � アポロドルチェ 牡２青鹿５５ 後藤 浩輝アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Clarkland

Farm ４６８＋ ４１：３６．３クビ ４．８�
４４ �	 ドゥービリーヴイン 牝２鹿 ５４ 田中 博康�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 パカパカ

ファーム ４７８± ０１：３６．５１
 １７．６�
１１ � ゴールドストレイン 牡２黒鹿５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４５６± ０１：３６．９２
 ３．８�
２２ グ ル ー オ ン 牡２鹿 ５５ 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 静内 畠山牧場 ４７２－ ２ 〃 ハナ ４１．３�
３３ � ショウナンアクロス 牡２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 ４７４± ０１：３７．１１
 １６．５	
５５ � ミ ヤ ビ ベ ガ 牡２黒鹿５５ 柴山 雄一村上 義勝氏 戸田 博文 静内 原 武久 ４４２＋ ２１：３７．３１� ６７．０

７７ 	 ナンヨーサンライズ 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人中村 �也氏 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ５１４＋ ４１：３７．４� ４１．０�
７８ � セレスブレイク 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義岡 浩二氏 和田 正道 米 Newbyth

Stud Farm ４７８＋ ４１：３７．８２
 １４８．７�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ４０，７７７，７００円 複勝： ４６，２６８，１００円 枠連： ２９，５３７，３００円

普通馬連： １４７，２０９，３００円 馬単： １２６，９６４，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，４１８，６００円

３連複： １１３，２８７，７００円 ３連単： ３９６，９６５，３００円 計： ９３４，４２８，２００円

払 戻 金

単 勝 � １，５２０円 複 勝 � ３２０円 � １１０円 � １６０円 枠 連（８－８） １，１７０円

普通馬連 �� １，２６０円 馬 単 �� ３，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� ８５０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� １，９３０円 ３ 連 単 ��� １８，５６０円

票 数

単勝票数 計 ４０７７７７ 的中 � ２１２０２（４番人気）
複勝票数 計 ４６２６８１ 的中 � ２３５７０（６番人気）� １６７９１１（１番人気）� ６７８８０（３番人気）
枠連票数 計 ２９５３７３ 的中 （８－８） １８６４８（４番人気）
普通馬連票数 計１４７２０９３ 的中 �� ８６５６２（５番人気）
馬単票数 計１２６９６４２ 的中 �� ２５９７２（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３４１８６ 的中 �� １５００４（６番人気）�� ８４８９（１０番人気）�� ４３６８４（２番人気）
３連複票数 計１１３２８７７ 的中 ��� ４３４５０（６番人気）
３連単票数 計３９６９６５３ 的中 ��� １５７８８（５７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．１―２３．６―３５．８―４８．４―１：０１．５―１：１２．８―１：２４．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アロマキャンドル 
�
父 フレンチデピュティ 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．８．２６ 新潟８着

２００５．３．１２生 牝２栗 母 エアインセンス 母母 ブラウンアイボリー ３戦２勝 賞金 ２１，２３８，０００円



２８０７０１０月２０日 晴 良 （１９東京４）第６日 第１０競走 ��
��２，１００�

ぎんてい

銀蹄ステークス
発走１５時０５分 （ダート・左）
３歳以上，１，６００万円以下，除３歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５５�４歳
以上５７�，牝馬２�減

賞 品
本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０８．０
２：０５．９

良

良

４７ ウインカーディナル 牡５黒鹿５７ 木幡 初広�ウイン 中竹 和也 新冠 川島牧場 ４８２－ ４２：０９．４ ７．７�

３４ � デイフラッシュ 牡５鹿 ５７ 田中 勝春清進電設� 戸田 博文 米 Nancy C.
Shuford B４９８－ ２２：０９．８２� ３６．６�

３５ 	 メイショウゲンスイ 牡３鹿 ５５ 後藤 浩輝松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 杵臼牧場 ５００－ ２２：１０．２２� ２．９�
６１１	 パープルイーグル 牡５栗 ５７ 秋山真一郎中野 銀十氏 飯田 雄三 浦河 山春牧場 ５００－２２ 〃 クビ ２７．６�
７１３
 オメガエンドレス 牡５栗 ５７ 安藤 勝己原 �子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６６－ ６２：１０．４１� ４．５�
８１５	
 スマートストリーム 牡６鹿 ５７ 横山 典弘大川 徹氏 大久保龍志 早来 ノーザンファーム ４９６＋ ２２：１０．６１� ４．７�
５８ サンデーストリーム ６栗 ５７ 吉田 隼人小林 英一氏 藤沢 和雄 静内 千代田牧場 B５００± ０２：１０．８１� １０．３	
５９ 	 ウェルバランス 牡６黒鹿５７ 小牧 太 
ノースヒルズマネ

ジメント 白井 寿昭 新冠 須崎牧場 ５５４＋ ２２：１１．０１� ５０．１�
２２ 	 セルフリスペクト 牡６鹿 ５７ 松岡 正海臼田 浩義氏 鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 ４９０± ０２：１１．１� ５９．９�
８１４ ラピッドオレンジ 牝４鹿 ５５ 菊沢 隆徳 
社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４６０－ ４２：１１．８４ ３４．４
７１２ アフリカンビート 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹 
社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ５１２＋ ２２：１２．５４ ４１．２�
２３ ハイフレンドトライ 牡７栗 ５７ 小林 淳一内藤 好江氏 根本 康広 新冠 新冠橋本牧場 B４７８－ ８２：１２．７１ １５２．６�
１１ � ガイアヘッド 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一アローネットサービス� 清水 英克 静内 桜井牧場 ５００＋ ４２：１２．８� １２６．２�
６１０ チャームダンス 牝４鹿 ５５ 石橋 脩タマモ� 伊藤 圭三 静内 前田牧場 B４６８± ０２：１３．８６ １７．７�
４６ キャピタルフライト 牡６黒鹿５７ 藤田 伸二 
社台レースホース河野 通文 千歳 社台ファーム ４７６＋ ２２：１４．２２� ４２．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３５，３４２，３００円 複勝： ５０，９５８，６００円 枠連： ４３，２００，９００円

普通馬連： ２１８，５３６，０００円 馬単： １３３，４７３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，５７２，８００円

３連複： １９２，２４８，７００円 ３連単： ４５７，８５７，４００円 計： １，１７７，１８９，７００円

払 戻 金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２２０円 � ６８０円 � １６０円 枠 連（３－４） ９７０円

普通馬連 �� ９，２５０円 馬 単 �� １５，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２２０円 �� ５００円 �� １，３４０円

３ 連 複 ��� ９，４３０円 ３ 連 単 ��� ６３，６５０円

票 数

単勝票数 計 ３５３４２３ 的中 � ３６４００（４番人気）
複勝票数 計 ５０９５８６ 的中 � ６１８８２（４番人気）� １４６４１（７番人気）� １０９６９４（１番人気）
枠連票数 計 ４３２００９ 的中 （３－４） ３２９３２（４番人気）
普通馬連票数 計２１８５３６０ 的中 �� １７４３９（２６番人気）
馬単票数 計１３３４７３０ 的中 �� ６３０９（４８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５５７２８ 的中 �� ４８１７（２２番人気）�� ２４２１２（５番人気）�� ８１４７（１５番人気）
３連複票数 計１９２２４８７ 的中 ��� １５０６０（２９番人気）
３連単票数 計４５７８５７４ 的中 ��� ５３０９（１８２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
６．８―１７．９―３０．１―４２．３―５４．０―１：０６．３―１：１９．１―１：３１．６―１：４４．１―１：５６．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインカーディナル �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ア ス ワ ン デビュー ２００４．１０．３１ 京都１２着

２００２．５．１１生 牡５黒鹿 母 スロクルージュ 母母 シ ユ ア ン ス ２６戦５勝 賞金 ７３，６３５，０００円
※アフリカンビート号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２８０７１１０月２０日 晴 良 （１９東京４）第６日 第１１競走 ��
��１，６００�第１０回サウジアラビアロイヤルカップ富士ステークス（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，１８．１０．２１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，１８．１０．２０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）

リヤド馬事クラブ賞（１着）
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 ７１４，０００円 ２０４，０００円 １０２，０００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

２４ � マイネルシーガル 牡３黒鹿５４ 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 ５１４＋ ４１：３３．３ ８．３�

７１５ マイケルバローズ 牡６鹿 ５６ 田中 勝春猪熊 広次氏 藤沢 則雄 様似 �村 伸一 ５０６± ０ 〃 アタマ １２．９�
３５ トウショウカレッジ 牡５鹿 ５６ 松田 大作トウショウ産業� 池添 兼雄 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５４６＋ ２ 〃 クビ １７．３�
４７ エアシェイディ 牡６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 ４８０－ ４１：３３．４クビ ４．２�
３６ グレイトジャーニー 牡６黒鹿５６ 佐藤 哲三 �ノースヒルズマネ

ジメント 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７０± ０ 〃 ハナ ３５．０�
５９ アンブロワーズ 牝５鹿 ５４ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 平田 修 早来 ノーザンファーム ４９２－ ８ 〃 ハナ ２６．８	
７１４ トウショウヴォイス 牡５黒鹿５６ 小林 淳一トウショウ産業� 小桧山 悟 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４７８＋ ２１：３３．５� ２２．５

７１３	 コ イ ウ タ 牝４栃栗５６ 吉田 隼人�前川企画 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４７４± ０１：３３．６クビ １２．１�
２３ オレハマッテルゼ 牡７栗 ５８ 松岡 正海小田切有一氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４７６－ ２１：３３．９１� ３６．８�
８１６	 ローレルゲレイロ 牡３青鹿５４ 藤田 伸二 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 ４６４± ０ 〃 クビ １０．０
８１８
 シンボリグラン 牡５芦 ５７ 柴山 雄一シンボリ牧場 畠山 吉宏 愛 Takahiro

Wada ５３２＋ ６１：３４．０クビ ６．６�
６１１ スウィフトカレント 牡６青鹿５６ 横山 典弘 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４７６－ ４ 〃 ハナ ６．０�
１１ � マイネルフォーグ 牡３鹿 ５４ 田中 博康 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 浦河 永田 克之 ４４６＋ ４ 〃 ハナ ６９．４�
４８ 	 カタマチボタン 牝３黒鹿５２ 石橋 脩諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８４＋１０１：３４．３１� １８．０�
６１２	 フジサイレンス 牡７黒鹿５６ 吉田 豊浅野 恭秀氏 田子 冬樹 様似 清水スタッド ４８８－ ８ 〃 アタマ １３６．６�
５１０� ピカレスクコート 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 浦河 岡崎牧場 ４９６± ０１：３４．６１� ３５．７�
１２ � グラスボンバー 牡７黒鹿５６ 勝浦 正樹半沢� 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４８６＋ ８１：３４．７� １０２．１�
８１７ ミスティックエイジ 牡６鹿 ５６ 木幡 初広セゾンレースホース� 飯田 雄三 三石 乾 皆雄 ４７４－１６１：３４．８� ６０．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ９１，９５８，１００円 複勝： １４６，２８４，５００円 枠連： １２６，８１５，５００円

普通馬連： ７０７，７５９，０００円 馬単： ３６１，７９８，２００円 ワイド【拡大馬連】： １５２，６７７，１００円

３連複： ６６２，１６２，２００円 ３連単： １，３２３，４６２，２００円 計： ３，５７２，９１６，８００円

払 戻 金

単 勝 � ８３０円 複 勝 � ３１０円 � ３７０円 � ５６０円 枠 連（２－７） １，５７０円

普通馬連 �� ４，３５０円 馬 単 �� ８，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５２０円 �� ２，５２０円 �� ２，８８０円

３ 連 複 ��� ２７，４６０円 ３ 連 単 ��� １７１，６６０円

票 数

単勝票数 計 ９１９５８１ 的中 � ８８１３４（４番人気）
複勝票数 計１４６２８４５ 的中 � １３２６８４（４番人気）� １０７５８５（６番人気）� ６３７２１（９番人気）
枠連票数 計１２６８１５５ 的中 （２－７） ５９８９９（８番人気）
普通馬連票数 計７０７７５９０ 的中 �� １２０１１７（１７番人気）
馬単票数 計３６１７９８２ 的中 �� ３０３５８（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１５２６７７１ 的中 �� ２５１２３（１６番人気）�� １４８３６（３３番人気）�� １２９４６（３８番人気）
３連複票数 計６６２１６２２ 的中 ��� １７７９９（９５番人気）
３連単票数 計１３２３４６２２ 的中 ��� ５６９０（５５９番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．６―１１．５―１１．８―１１．２―１１．９―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．３―３４．９―４６．４―５８．２―１：０９．４―１：２１．３

コーナー
通過順位

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

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３黒鹿 母 エイシンアイノウタ 母母 エイシンララミー ９戦４勝 賞金 １１６，５３５，０００円
〔発走状況〕 ピカレスクコート号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ピカレスクコート号は，平成１９年１０月２１日から平成１９年１１月１１日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 インセンティブガイ号・ブラックカフェ号・ホーマンアピール号・マチカネオーラ号・ヨイチサウス号



２８０７２１０月２０日 晴 良 （１９東京４）第６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

１：２２．３
１：２１．９

稍重

重

３６ �� スナークユーチャン 牡３黒鹿５５ 田中 勝春杉本仙次郎氏 嶋田 潤 静内 見上牧場 ４８０＋２０１：２３．８ ５．０�

４８ ケイアイハクスイ 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一亀田 守弘氏 柴崎 勇 青森 佐々木牧場 ４９０－ ６１：２４．２２� １０．６�
４７ � フォーミュラーワン 牡３栗 ５５ 松岡 正海芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 宮内牧場 ４３８＋ ８１：２４．４１ ４．６�
２４ � トーセンセイント 牡３鹿 ５５ 勝浦 正樹島川 �哉氏 柴崎 勇 静内 増本牧場 ４９２＋１２１：２４．５� １６．３�
１２ � ブループレミアム 牡３鹿 ５５ 後藤 浩輝後藤 繁樹氏 坂口 正則 三石 田湯牧場 ４８８－ ４１：２４．６� ２．７�
５１０	 プロスパードン 牡５栗 ５７ 石橋 脩三枝 栄二氏 星野 忍 三石 中田 英樹 ４６０＋１６１：２５．０２� １２８．８�
７１４

�
�
	 フローレストウブ 牝５鹿 ５５ 大庭 和弥真部 晴�氏 佐藤 吉勝 新冠 新冠橋本牧場 ４６２± ０１：２５．３１� ８５．２	

３５ マイネルギルト 牡６黒鹿５７ 蛯名 正義 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 佐藤 吉勝 様似 上田 一 ５１８－ ４ 〃 クビ ３７．９�

６１２ アイアムエンジェル 牝４鹿 ５５ 佐藤 哲三堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５１８－ ２１：２５．４� ２１．３�
６１１ マグネティックマン 牡７青鹿５７ 武士沢友治ターフ・スポート天間 昭一 浦河 ミルファーム ４８６－ ２ 〃 ハナ １５３．８�
５９ �� セイカモリオカ 牡６栗 ５７ 南田 雅昭吉田 逑史氏 南田美知雄 青森 宮崎牧場 ４７４－ ２ 〃 クビ ２４２．６�
２３ � マリットチャージ 
７黒鹿５７ 郷原 洋司 社台レースホース中野 隆良 白老 白老ファーム ４５６＋ ８１：２５．５クビ １３１．８�
１１ �	 グリーディー 牝５鹿 ５５ 秋山真一郎清水 二朗氏 本間 忍 新冠 安達 洋生 ４９８＋１６１：２５．８１� ７１．４�
８１６� エイシンセイテン 牡４鹿 ５７ 小林 淳一平井 豊光氏 畠山 吉宏 様似 様似共栄牧場 ４６６－ ６１：２６．２２� １６．９�
７１３ メジロターキッシュ 牝５栗 ５５ 菊沢 隆徳メジロ牧場 高橋 裕 伊達 メジロ牧場 ４９２＋１６ 〃 ハナ ５１．７�
８１５� ナムラオシリス 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人奈村 信重氏 矢作 芳人 浦河 成隆牧場 ４５８＋ ４ 〃 アタマ ８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３７，２１５，７００円 複勝： ４０，８２７，８００円 枠連： ４８，０２７，３００円

普通馬連： １７５，３８８，５００円 馬単： １１７，８２３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，３４１，４００円

３連複： １６１，０４５，０００円 ３連単： ４０５，１１４，３００円 計： １，０２７，７８３，５００円

払 戻 金

単 勝 � ５００円 複 勝 � ２００円 � ２８０円 � １９０円 枠 連（３－４） ６００円

普通馬連 �� ２，１９０円 馬 単 �� ３，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８６０円 �� ４６０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ２，５５０円 ３ 連 単 ��� １６，４４０円

票 数

単勝票数 計 ３７２１５７ 的中 � ５９８２１（３番人気）
複勝票数 計 ４０８２７８ 的中 � ５５５８７（３番人気）� ３４５０９（５番人気）� ６２２２１（２番人気）
枠連票数 計 ４８０２７３ 的中 （３－４） ５９４５１（１番人気）
普通馬連票数 計１７５３８８５ 的中 �� ５９３４９（９番人気）
馬単票数 計１１７８２３５ 的中 �� ２３５５８（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２３４１４ 的中 �� １１７２２（１０番人気）�� ２４２４９（３番人気）�� １５７７０（６番人気）
３連複票数 計１６１０４５０ 的中 ��� ４６７１１（４番人気）
３連単票数 計４０５１１４３ 的中 ��� １８１９０（２８番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１２．０―１２．０―１２．０―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．９―３４．９―４６．９―５８．９―１：１１．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
スナークユーチャン �

�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００６．８．２６ 新潟８着

２００４．４．２０生 牡３黒鹿 母 ヴァージンスマイル 母母 リンネスプレンテイ １１戦３勝 賞金 ３１，５３０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 イチライタッチ号・カネスラファール号・クリアエンデバー号・サラトガ号・シャイニングムーン号・

タケデンイーグル号・ダンシングホーク号・プライベートプラン号



（１９東京４）第６日 １０月２０日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １６５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

２６６，８００，０００円
２７，２８０，０００円
８８０，０００円
１，８３０，０００円
２９，２９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６１，１４１，０００円
４，５７０，０００円
１，６５６，４００円

勝馬投票券売得金
３８４，３９０，９００円
４９２，０３２，９００円
４２９，４７８，９００円
１，９３８，５８５，９００円
１，４３８，３０５，３００円
４６４，４６０，０００円
２，０１０，８６６，３００円
２，５８３，３９９，２００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 ９，７４１，５１９，４００円

総入場人員 ３５，７４１名 （有料入場人員 ３４，６０２名）




