
２８０３７１０月１９日 晴 良 （２０東京４）第４日 第１競走 ��
��１，３００�サラブレッド系２歳

発走９時５０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

８１６ レッドヴァンクール 牡２鹿 ５５ 横山 典弘 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ５０４＋ ８１：１９．５ ２．１�

６１１ ロトスカイブルー 牡２鹿 ５５ 吉田 豊國武 佳博氏 成島 英春 新冠 赤石 久夫 ４７４＋ ２１：２０．０３ ８．８�
５９ � シンフォニーライツ 牝２鹿 ５４ 松岡 正海吉田 和美氏 斎藤 誠 米

Donald & R. Mary Zuck-
erman, as Tenants by the
Entireties

４９４＋ ２１：２０．４２� ４．０�
４８ キタノオハナ 牝２栗 ５４

５３ ☆田中 博康吉澤 克己氏 伊藤 伸一 静内 グランド牧場 ４７８＋ ２１：２１．３５ １０６．１�
８１５ トーセンドミナス 牝２黒鹿５４ 武士沢友治島川 �哉氏 中野渡清一 浦河 帰山 清貴 ４６４＋ ４１：２１．４� １３．３�
４７ スティルバイト 牡２鹿 ５５ 松田 大作三枝 栄二氏 伊藤 伸一 新冠 武田 寛治 B４４６± ０１：２１．５� ６８．０	
３６ オンワードラート 牡２鹿 ５５ 小林 淳一�オンワード牧場 本郷 一彦 浦河 オンワード牧場 ５２０－ ２１：２１．６� ９５．５

３５ ワ ス ラ フ 牡２鹿 ５５ 石橋 脩�ミルファーム 保田 一隆 新ひだか 小野 秀治 ４６０－ ８１：２２．４５ ５５．２�
２３ ゴーゴーヒロシ 牡２栗 ５５

５２ ▲丸田 恭介ディアレスト 高橋 裕 新冠 テイエム牧場新冠分場 ４５０＋ ８１：２２．７２ １０９．６
７１４ ゴールドエンデバー 牡２鹿 ５５ 中舘 英二�テンジン 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４８２± ０１：２２．８� ６．８�
１２ フジノチヨヒメ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲草野 太郎榎本 富三氏 嶋田 潤 青森 一山牧場 ４５４＋１６１：２３．４３� ３６８．６�
５１０ ヴィーヴァシャトル 牡２栗 ５５ 藤田 伸二芹澤 精一氏 阿部 新生 浦河 松栄牧場 ４６４＋ ４１：２３．５� １５．１�
７１３ カムイヒカル 牡２鹿 ５５ 川島 信二蛭川 年明氏 高橋 義博 新冠 大栄牧場 ４７２＋ ２ 〃 クビ ３７２．７�
６１２ シルクエスポワール 牡２栗 ５５ 江田 照男有限会社シルク大和田 稔 日高 加藤牧場 ４７０＋ ４１：２３．７１ １７３．８�
１１ ダイワポイズン 牝２黒鹿５４ 木幡 初広大城 敬三氏 嶋田 功 静内 出羽牧場 ４１６－１０１：３１．９大差 ３２０．０�
２４ � ベ ラ ド ー ラ 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹藤田 在子氏 岩戸 孝樹 米 Yoshio Fujita ４６２－ ８ （競走中止） １９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，９２９，８００円 複勝： ２９，６８７，５００円 枠連： １８，５０１，０００円

普通馬連： ６６，７５５，７００円 馬単： ５０，５３０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，４０１，６００円

３連複： ７４，８８１，５００円 ３連単： １０５，９７２，８００円 計： ３８４，６６０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １３０円 枠 連（６－８） ７８０円

普通馬連 �� ８４０円 馬 単 �� １，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ２４０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� １，０００円 ３ 連 単 ��� ４，４５０円

票 数

単勝票数 計 １６９２９８ 的中 � ６４１５１（１番人気）
複勝票数 計 ２９６８７５ 的中 � ９１３０３（１番人気）� ３７０３２（４番人気）� ６２２８３（２番人気）
枠連票数 計 １８５０１０ 的中 （６－８） １７６７５（３番人気）
普通馬連票数 計 ６６７５５７ 的中 �� ５８７２９（３番人気）
馬単票数 計 ５０５３０８ 的中 �� ２８１６２（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１４０１６ 的中 �� １６５３９（２番人気）�� ２４５７４（１番人気）�� １３６８６（４番人気）
３連複票数 計 ７４８８１５ 的中 ��� ５５４３６（１番人気）
３連単票数 計１０５９７２８ 的中 ��� １７５９３（３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
６．９―１８．０―２９．６―４１．９―５４．３―１：０６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドヴァンクール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００８．７．２０ 新潟２着

２００６．４．２５生 牡２鹿 母 パープルホワイト 母母 カ ノ ー プ ス ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔競走中止〕 ベラドーラ号は，競走中に疾病〔右下腿骨開放骨折〕を発症し，最後の直線コースで転倒したため競走中止。
〔その他〕 ダイワポイズン号は，最後の直線コースで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シルクエスポワール号は，平成２０年１１月１９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。
（非当選馬） １頭 ニューパワー号



２８０３８１０月１９日 晴 良 （２０東京４）第４日 第２競走 ��
��１，６００�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� 基準タイム

中央レコード

１：３４．９
１：３３．１

良

良

７８ ス ズ カ ケ 牡２鹿 ５５ 石橋 脩青木 基秀氏 岩戸 孝樹 新冠 山岡牧場 ５１６± ０１：３６．２ ４１．７�

８１０ ネイチャーキング 牡２栗 ５５ 高山 太郎井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 村上 雅規 ４３４－ ４ 〃 アタマ ４．０�
８１１ ハギノバロンドール 牡２栗 ５５ 横山 典弘日隈 良江氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８６＋ ２１：３６．４１ ３．０�
６７ ベストライアー 牡２栗 ５５ 柴田 善臣�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４４６－ ４ 〃 ハナ ４．１�
７９ キンセイポラリス 牡２鹿 ５５

５４ ☆的場 勇人山田 裕仁氏 矢作 芳人 門別 天羽牧場 ３９６－２０１：３６．７１� ４７．１�
６６ コスモハイスペック 牝２栗 ５４ 木幡 初広 �ビッグレッドファーム 嶋田 潤 新冠 ビッグレッドファーム ４６０＋ ６ 〃 クビ ３６．７�
３３ ミヤビオウカ 牝２鹿 ５４ 吉田 豊村上 義勝氏 	田 研二 浦河 大成牧場 ４７２＋ ６１：３６．８クビ ５４．５

５５ セイカマエストーソ 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一久米 大氏 稲葉 隆一 新ひだか タイヘイ牧場 ４７６－ ２１：３７．０１� ５．８�
２２ � マルターズブレーヴ 牡２鹿 ５５ 松岡 正海藤田 在子氏 斎藤 誠 米 Lisa Jones &

Jerard Jones ４７０－ ８１：３７．１� １０．２�
１１ コナンエックス 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲丸田 恭介楠本 勝美氏 菅原 泰夫 静内 池田牧場 ４６４± ０１：３７．３１� ２６３．８
４４ クラッチシューター 牡２黒鹿５５ 津村 明秀小栗 範恭氏 武市 康男 新冠 柏木 一則 ４５２± ０１：３７．４� １７．２�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １６，６０４，６００円 複勝： ３１，８３７，７００円 枠連： １９，５９８，６００円

普通馬連： ６８，８７０，２００円 馬単： ５５，７９９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，０３１，７００円

３連複： ７０，６９２，４００円 ３連単： １２３，１１３，３００円 計： ４０７，５４７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，１７０円 複 勝 � ８００円 � １６０円 � １４０円 枠 連（７－８） １，３１０円

普通馬連 �� ９，３３０円 馬 単 �� ２４，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０４０円 �� ２，３４０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ９，２１０円 ３ 連 単 ��� １２１，１５０円

票 数

単勝票数 計 １６６０４６ 的中 � ３１４３（８番人気）
複勝票数 計 ３１８３７７ 的中 � ６５９８（８番人気）� ５６８３２（３番人気）� ８１８３６（１番人気）
枠連票数 計 １９５９８６ 的中 （７－８） １１０６２（６番人気）
普通馬連票数 計 ６８８７０２ 的中 �� ５４５３（２７番人気）
馬単票数 計 ５５７９９０ 的中 �� １７０３（５７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１０３１７ 的中 �� ２３５９（２３番人気）�� ２０４２（２８番人気）�� １７９６２（３番人気）
３連複票数 計 ７０６９２４ 的中 ��� ５６７０（２８番人気）
３連単票数 計１２３１１３３ 的中 ��� ７５０（２８７番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１１．９―１２．７―１３．０―１１．５―１１．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．４―３５．３―４８．０―１：０１．０―１：１２．５―１：２４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３５．２
３ ７，８（１，２，１０）（６，１１）（３，９，５）４ ４ ７，８（１，１０）（６，２，１１，５）（３，９，４）

勝馬の
紹 介

ス ズ カ ケ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 メジロライアン デビュー ２００８．６．２９ 函館１０着

２００６．３．２９生 牡２鹿 母 ディレクトーラ 母母 センスオブリズム ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円



２８０３９１０月１９日 晴 良 （２０東京４）第４日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１０時５０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

５５ サクラルーラー 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣�さくらコマース小島 太 新ひだか 新和牧場 ５２０ ―１：５３．９ ５．３�

８１１ 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 ４７６ ―１：５４．１１� ２．１�
６６ フレンドケント 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹横尾 晴人氏 菊川 正達 静内 野坂牧場 ５２６ ― 〃 クビ ４．３�
６７ アイズオブゾロ 牡２黒鹿５５ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４ ―１：５４．７３� ６．０�
７８ ネオコルテックス 牝２鹿 ５４ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 新冠 有限会社

大原ファーム ４３８ ―１：５４．８� ６８．７�
３３ コスモディアナ 牝２鹿 ５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 日高 白井牧場 ４４４ ―１：５４．９クビ １０３．０	
１１ トーセンクリュグ 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一島川 
哉氏 古賀 史生 静内 岡田スタツド ４９０ ― 〃 ハナ １０２．８�
２２ クニノソウシ 牡２鹿 ５５ 石橋 脩�亀農園 浅野洋一郎 日高 佐々木 直孝 ４３２ ―１：５５．２１� １８．４�
４４ ストラーダー 牡２青鹿５５ 松岡 正海臼田 浩義氏 秋山 雅一 日高 日高大洋牧場 ５００ ―１：５５．６２� １７．３
８１０ ムーンライトソング 牝２鹿 ５４ 武士沢友治�松栄牧場 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 ４６８ ―１：５５．７クビ ８０．８�
７９ エイダイサンピラー 牝２芦 ５４

５３ ☆田中 博康�東振牧場 武市 康男 むかわ 東振牧場 ４０４ ―１：５６．５５ ５６．３�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２０，２５４，１００円 複勝： ２４，８０９，２００円 枠連： １９，８２８，０００円

普通馬連： ５８，９９３，１００円 馬単： ５５，３４６，１００円 ワイド【拡大馬連】： １８，３９０，０００円

３連複： ５９，５５７，６００円 ３連単： １１９，７１９，０００円 計： ３７６，８９７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １３０円 枠 連（５－８） ６００円

普通馬連 �� ６６０円 馬 単 �� １，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ３６０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ７７０円 ３ 連 単 ��� ５，４９０円

票 数

単勝票数 計 ２０２５４１ 的中 � ３０１９４（３番人気）
複勝票数 計 ２４８０９２ 的中 � ４３８７０（３番人気）� ７９９０１（１番人気）� ４４１３１（２番人気）
枠連票数 計 １９８２８０ 的中 （５－８） ２４４５７（２番人気）
普通馬連票数 計 ５８９９３１ 的中 �� ６６８８８（３番人気）
馬単票数 計 ５５３４６１ 的中 �� ２５２０１（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８３９００ 的中 �� ２０６８５（２番人気）�� １１５２２（４番人気）�� １９７７８（３番人気）
３連複票数 計 ５９５５７６ 的中 ��� ５７８２１（２番人気）
３連単票数 計１１９７１９０ 的中 ��� １６１１４（１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２５．６―３９．１―５２．９―１：０６．４―１：２０．０―１：３１．４―１：４２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．５―３F３３．９

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

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

サクラルーラー �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

２００６．４．２１生 牡２鹿 母 サクラプレステージ 母母 サクラクレアー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２８０４０１０月１９日 晴 良 （２０東京４）第４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

１２ サ ン カ ル ロ 牡２黒鹿５５ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８６ ―１：３５．４ ５．０�

５９ ストロングリターン 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５０４ ― 〃 アタマ ２．４�
２４ ゴールデンチケット 牡２黒鹿５５ 柴田 善臣 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４９０ ―１：３６．１４ ４．２�
８１５ クリールエイト 牡２鹿 ５５ 松岡 正海横山 修二氏 相沢 郁 浦河 ミルファーム ４３４ ―１：３６．５２� ２３．７�
６１１ マンダリンチーター 牡２栗 ５５ 村田 一誠郭 東仁氏 萱野 浩二 新ひだか キヨミネ牧場 ４４８ ―１：３６．８１� １０６．１�
４７ ファーストタッチ 牝２黒鹿５４ 武士沢友治 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４３８ ―１：３６．９� ５４．４	
７１３ トドロキエンジェル 牝２鹿 ５４ 川島 信二原田昭太郎氏 高橋 義博 日高 ファニーヒルファーム ４２０ ―１：３７．０� ２１５．９

３５ アントルシャカトル 牝２栗 ５４

５３ ☆田中 博康�ミルファーム 斎藤 誠 新ひだか 下村 繁正 ４８０ ―１：３７．２１� ２６．５�
３６ ブラックバロン 牡２鹿 ５５ 江田 照男丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム ５０８ ―１：３７．３� ６８．４�
７１４ アポロコンクエスト 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 門別 坂 牧場 ４８４ ― 〃 クビ １９．８
５１０ ヒゼンリバイバル 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二�前川企画 奥平 雅士 平取 高橋 幸男 ５１０ ―１：３７．４クビ １１．１�
８１６ ワンツーリターン 牡２栗 ５５ 横山 典弘渡邊 隆氏 松山 康久 新冠 森 牧場 ４９６ ― 〃 ハナ １０．０�
１１ ヤワタトゥエンティ 牝２鹿 ５４ 安藤 光彰平岩 健一氏 菊川 正達 日高 木村牧場 ４７８ ―１：３７．６１� １１７．０�
２３ アメージングカフェ 牡２黒鹿５５ 中舘 英二西川 恭子氏 小島 太 新ひだか 佐藤 陽一 ４４４ ―１：３８．２３� １２６．６�

６１２ セトウチキララ 牝２青鹿 ５４
５３ ☆的場 勇人高橋 勉氏 的場 均 浦河 金成吉田牧場 ４１８ ―１：３８．７３ ２１４．３�

（７７１０）

４８ 	 コスモパイオニア 牡２鹿 ５５ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 米 Jayeff ”B”
Stables ４６４ ―１：４２．４大差 ６９．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，９８５，４００円 複勝： ２５，６６１，３００円 枠連： ２５，３５５，６００円

普通馬連： ６９，９２６，７００円 馬単： ５５，１７６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，５１８，９００円

３連複： ７７，２３８，４００円 ３連単： １２２，１０７，３００円 計： ４１７，９７０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � １５０円 枠 連（１－５） ５７０円

普通馬連 �� ６６０円 馬 単 �� １，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ２９０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� ６９０円 ３ 連 単 ��� ３，５７０円

票 数

単勝票数 計 ２０９８５４ 的中 � ３３６８４（３番人気）
複勝票数 計 ２５６６１３ 的中 � ４６９５８（２番人気）� ６５２９１（１番人気）� ４３６２９（３番人気）
枠連票数 計 ２５３５５６ 的中 （１－５） ３３２８６（２番人気）
普通馬連票数 計 ６９９２６７ 的中 �� ７８４５７（１番人気）
馬単票数 計 ５５１７６９ 的中 �� ３０８７５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１５１８９ 的中 �� ２０３０９（１番人気）�� １８３５５（３番人気）�� １９０３９（２番人気）
３連複票数 計 ７７２３８４ 的中 ��� ８３２１２（１番人気）
３連単票数 計１２２１０７３ 的中 ��� ２５２４７（４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．７―３５．９―４８．２―１：００．４―１：１１．９―１：２３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．２―３F３５．０
３ ７，８（５，６，１２）（２，１６）（４，１０，１３，１４）１１（１，１５）３－９ ４ ７（６，１６）（５，８）２（１２，１４）（４，１０，１３）１５（１，１１）（３，９）

勝馬の
紹 介

サ ン カ ル ロ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Crafty Prospector 初出走

２００６．２．５生 牡２黒鹿 母 デ ィ ー バ 母母 ミスセクレト １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コスモパイオニア号は，平成２０年１１月１９日まで平地競走に出走できない。



２８０４１１０月１９日 晴 良 （２０東京４）第４日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１２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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

１１ � カロンセギュール 牝４鹿 ５５ 松田 大作吉田 和子氏 戸田 博文 米 Sequel０１（Tho-
mas/Lakin/Kintz） ４４８＋ ２１：２５．５ １１．０�

６１１� マルターズマゼル 牡４鹿 ５７ 吉田 豊藤田 在子氏 天間 昭一 米 Yoshio Fujita ４４６± ０１：２５．６� ２．１�
１２ � タカラパーク 牡４鹿 ５７ 松岡 正海村山 義男氏 国枝 栄 米 Hickory

Ridge Farm ５２８＋ ６１：２６．０２� ８．４�
８１５	 タ カ ラ ボ ス 牡４栗 ５７ 川島 信二栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 小葉松 幸雄 ４２０＋ ６１：２６．２１
 ３０１．５�
３６ � ハピネスフォーユー 牝３栗 ５３ 北村 友一飯田 正剛氏 久保田貴士 米 Dr. Masa-

take Iida ４８８± ０ 〃 ハナ ４．２�
７１３� セイウンヒーロー 牡４栗 ５７ 安藤 光彰西山 茂行氏 手塚 貴久 米 Jayeff ”B”

Stables ４５２＋ ４ 〃 アタマ １３５．１�
３５ レオブルース 牡３鹿 ５５ 江田 照男�レオ 平井 雄二 浦河 江谷 重雄 ５００＋２４ 〃 アタマ １４．５	
４８ � スペースタイム 牡３黒鹿５５ 中舘 英二池谷 誠一氏 萩原 清 米 Payson

Stud Inc ４９４＋１２１：２６．３� ２５．７

７１４ ウインペイシェント �３鹿 ５５

５２ ▲千葉 直人�ウイン 後藤 由之 浦河 杵臼牧場 ４８０－ ８１：２６．９３� ２９．７�
４７ タツタイコウ 牡３栗 ５５ 大庭 和弥鈴木 昭作氏 根本 康広 千歳 エクセレンス

ファーム ５０４－ ２１：２７．１１� ７２．７�
２３ 	 ワイルドオーキッド 牝５鹿 ５５ 西田雄一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 岩戸 孝樹 浦河 昭和牧場 ４８０＋ ４ 〃 ハナ １７４．４
５９ キングスグリーム 牡３鹿 ５５ 柴山 雄一嶋田 賢氏 本郷 一彦 早来 ノーザンファーム ５０２＋ ８１：２７．２� ９０．５�
６１２	 シルキーイリス 牝５栗 ５５

５２ ▲丸田 恭介有限会社シルク水野 貴広 新冠 ヤマオカ牧場 ４６８＋ ６１：２７．３� ４２８．２�
２４ マイネバイレ 牝４鹿 ５５ 佐藤 聖也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 根本 康広 池田 新田牧場 ４７４＋ ８１：２７．５１ ２４２．５�
５１０	 サクラデジタル 牡３栗 ５５ 横山 典弘�さくらコマース勢司 和浩 静内 新和牧場 ５１２± ０１：２７．６� ８．２�
８１６	 スズノユーフォード 牡４鹿 ５７ 郷原 洋司阿部 雅子氏 郷原 洋行 門別 大沢育成牧場 ４３８－ ９１：２８．３４ １１７．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，８３０，３００円 複勝： ４２，０５６，８００円 枠連： ２９，４１４，７００円

普通馬連： ９０，６０９，４００円 馬単： ６８，４９４，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，６７８，３００円

３連複： ９３，８９５，７００円 ３連単： １６３，７１４，４００円 計： ５４１，６９３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１００円 複 勝 � ２３０円 � １１０円 � １８０円 枠 連（１－６） ４００円

普通馬連 �� ９２０円 馬 単 �� ２，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ７１０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� １，４６０円 ３ 連 単 ��� １０，９８０円

票 数

単勝票数 計 ２４８３０３ 的中 � １７７９７（５番人気）
複勝票数 計 ４２０５６８ 的中 � ３１５３９（４番人気）� １８２９７９（１番人気）� ４５４０２（３番人気）
枠連票数 計 ２９４１４７ 的中 （１－６） ５５５４１（１番人気）
普通馬連票数 計 ９０６０９４ 的中 �� ７２６８７（３番人気）
馬単票数 計 ６８４９４０ 的中 �� １８２０４（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８６７８３ 的中 �� ２３６２２（３番人気）�� ８８９７（９番人気）�� ２５３８３（２番人気）
３連複票数 計 ９３８９５７ 的中 ��� ４７４７８（３番人気）
３連単票数 計１６３７１４４ 的中 ��� １１００８（２８番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�カロンセギュール �
�
父 Forest Camp �

�
母父 Summer Squall デビュー ２００６．１１．１８ 東京２着

２００４．３．２２生 牝４鹿 母 Yesterdays Gone 母母 One Fine Day １４戦２勝 賞金 ２３，０７２，０００円



２８０４２１０月１９日 曇 良 （２０東京４）第４日 第６競走 ��１，６００�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

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

５８ ディープリンク 牡３栗 ５５ 中舘 英二中村 昭博氏 堀井 雅広 門別 本間牧場 ４６６＋ ４１：３９．７ ５．８�

６１０ クラッカージャック 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二齊藤四方司氏 土田 稔 門別 下河辺牧場 B４９０＋ ４１：４０．０１� １３．２�
８１５ バトルブリンディス 牡３青鹿５５ 松岡 正海宮川 秋信氏 矢作 芳人 門別 モリナガファーム B４５２－ ２１：４０．１� １８．８�
５９ � ゴールディーロック 牡４鹿 ５７ 柄崎 将寿松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４８０＋１８１：４０．２� １１０．１�
６１１ パンプアップ 牡４栗 ５７ 丹内 祐次�グランド牧場 清水 英克 静内 グランド牧場 ４６０＋ ８１：４０．３クビ ３．５�
３４ ストロングバサラ 牡３黒鹿５５ 吉田 豊村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４８６± ０１：４０．４� ３９．６�
４６ カラーチャージ 牡３黒鹿５５ 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 浦河 谷川牧場 ４７０－１２１：４０．５クビ ８．９	
２３ ヴァルドルフ 牡３栗 ５５

５２ ▲千葉 直人片山 博志氏 佐藤 吉勝 静内 片岡牧場 ４４０＋ ８１：４０．７１� ３．０

７１３ シセイハヤテ 牡３鹿 ５５ 木幡 初広猪苗代 勇氏 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ４５８＋ ２１：４１．０１� ７．５�
３５ パ リ オ 牡３栗 ５５ 鷹野 宏史広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４６８＋１０１：４１．１� ６８．５
１１ サイレントパンサー 牡４黒鹿５７ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４０－ ４１：４１．３１ ４９．３�
８１４ トップオブボス 牡４栗 ５７ 小野 次郎横瀬 兼二氏 伊藤 伸一 新冠 芳住 革二 ５０２＋ ６１：４１．５１� １９６．１�
２２ � ダイワパンテーラ 牡５鹿 ５７ 田中 剛大城 敬三氏 中野渡清一 千歳 社台ファーム ４５２＋ ６ 〃 クビ ２９７．０�
７１２ ギャラクシーキッド 牡５芦 ５７ 高山 太郎�槇本牧場 佐藤 全弘 門別 槇本牧場 B４４４＋ ６１：４１．６� １３９．９�
４７ イチオシニオシ 	３鹿 ５５ 穂苅 寿彦神山 幸男氏 和田 正道 門別 千葉飯田牧場 ４８２－ ６１：４２．７７ ３１０．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，４１８，８００円 複勝： ３３，９５８，６００円 枠連： ２４，６１１，６００円

普通馬連： ８６，７８０，６００円 馬単： ６２，５１８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，５８７，１００円

３連複： ８６，４１９，１００円 ３連単： １５０，０６７，１００円 計： ４９２，３６１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２１０円 � ３３０円 � ３６０円 枠 連（５－６） ６８０円

普通馬連 �� ２，８６０円 馬 単 �� ５，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９２０円 �� １，２００円 �� ２，３２０円

３ 連 複 ��� １２，２１０円 ３ 連 単 ��� ５３，４８０円

票 数

単勝票数 計 ２２４１８８ 的中 � ３０６８１（３番人気）
複勝票数 計 ３３９５８６ 的中 � ４８５１３（３番人気）� ２６０６９（６番人気）� ２２９６７（７番人気）
枠連票数 計 ２４６１１６ 的中 （５－６） ２６８４０（２番人気）
普通馬連票数 計 ８６７８０６ 的中 �� ２２４００（１３番人気）
馬単票数 計 ６２５１８３ 的中 �� ８８５９（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５５８７１ 的中 �� ７０２９（１２番人気）�� ５２７２（１５番人気）�� ２６４６（２５番人気）
３連複票数 計 ８６４１９１ 的中 ��� ５２２７（３８番人気）
３連単票数 計１５００６７１ 的中 ��� ２０７１（１７０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．０―３６．５―４９．７―１：０３．１―１：１５．５―１：２７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３６．６
３ ５，８（４，１０）６（１，３，７，１５，１１）（２，１３）１４（９，１２） ４ ５，８（４，１０）（６，１１）（１，７，１５）３（２，９，１３）１２，１４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ディープリンク �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Lyphard デビュー ２００７．１０．２８ 東京６着

２００５．４．１３生 牡３栗 母 ワ デ ィ ア 母母 Histoire １１戦２勝 賞金 ２１，９４０，０００円



２８０４３１０月１９日 曇 良 （２０東京４）第４日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１３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

１２ ドラゴンファング 牡３鹿 ５５ 藤田 伸二加藤 守氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ
ファーム ４８６＋２０１：３３．８ ２．５�

４７ � ベストプロジェクト 牡３栗 ５５
５２ ▲丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Flaxman

Holdings Ltd ４８４＋ ４１：３４．１２ ６．５�
２４ ルシフェリン 牡３栗 ５５ 松岡 正海 �社台レースホース二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４６－ ８１：３４．２� ３．１�
３６ カレンナサクラ 牝４栗 ５５ 北村 友一北所 直人氏 高木 登 静内 見上牧場 ４４２－ ８１：３４．３クビ １４．１�
５１０ ドリームラプチャー 牡３鹿 ５５ 津村 明秀セゾンレースホース� 高橋 裕 青森 伊藤牧場 ４７４＋ ４ 〃 クビ ４５．６�
２３ カツヨカムトゥルー 牡５鹿 ５７ 武士沢友治丹羽 茂文氏 中野渡清一 三石 嶋田牧場 ４５８＋１８１：３４．４クビ １１．８	
４８ テラモミリオネ 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一�寺田工務店 堀 宣行 新冠 森 牧場 ４６４＋ ６１：３４．６１	 ２９．２

５９ ウォーボネット 牡３鹿 ５５ 村田 一誠山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 早来 ノーザンファーム ４６０＋ ６１：３４．７
 ２３．７�
１１ メタルビーズ 牝５黒鹿５５ 江田 照男�下河辺牧場 武藤 善則 門別 下河辺牧場 ４０８－ ４ 〃 クビ １２４．４�
８１７ マイネルカーロ 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム ４８４± ０１：３５．１２
 ３２．２
７１４ ダイワアンリ 牡３鹿 ５５

５４ ☆田中 博康大城 敬三氏 上原 博之 静内 千代田牧場 ４９０＋１０１：３５．２
 ３４７．９�
８１６ キャプテンシチー �４鹿 ５７

５４ ▲千葉 直人 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 門別 富川田中牧場 ４３０＋ ６ 〃 ハナ ２４９．４�
８１５ ラッシュモア �４鹿 ５７ 石橋 脩齊藤四方司氏 浅野洋一郎 静内 千代田牧場 ４７０± ０ 〃 ハナ ３４．０�
７１３� シャイニーモス 牡３黒鹿５５ 小野 次郎小林 昌志氏 藤原 辰雄 愛 Masashi

Kobayashi ４８８＋２２１：３５．３� １０２．３�
６１２� ショウナンナイト 牡４青 ５７ 柴田 善臣国本 哲秀氏 古賀 史生 浦河 桑田牧場 ４６４－１０１：３５．５１
 ２５．１�
３５ � エプソムラヴソング 牝４鹿 ５５

５２ ▲宮崎 北斗 �ジャパン・
ホースマン・クラブ 岩城 博俊 静内 田原橋本牧場 ４１０＋１２１：３６．３５ ４２３．８�

６１１� マダムビジュー 牝３鹿 ５３ 木幡 初広�市川ファーム 天間 昭一 浦河 市川フアーム ４５６－１０１：３６．６２ １０７．６�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２４，１４７，７００円 複勝： ３４，２９７，４００円 枠連： ３３，８９９，２００円

普通馬連： ９７，４８６，７００円 馬単： ７０，５０１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，９５８，６００円

３連複： １００，７７９，２００円 ３連単： １７４，７２３，８００円 計： ５６４，７９４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １２０円 � １８０円 � １２０円 枠 連（１－４） ７９０円

普通馬連 �� １，０４０円 馬 単 �� １，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ２００円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ９８０円 ３ 連 単 ��� ５，５５０円

票 数

単勝票数 計 ２４１４７７ 的中 � ７６２０３（１番人気）
複勝票数 計 ３４２９７４ 的中 � ９５９７４（１番人気）� ３６４９９（３番人気）� ８２３５１（２番人気）
枠連票数 計 ３３８９９２ 的中 （１－４） ３１９２１（３番人気）
普通馬連票数 計 ９７４８６７ 的中 �� ６９６９３（２番人気）
馬単票数 計 ７０５０１９ 的中 �� ２８５６０（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８９５８６ 的中 �� １７６５０（２番人気）�� ４２５２８（１番人気）�� １５６１１（３番人気）
３連複票数 計１００７７９２ 的中 ��� ７６５２８（１番人気）
３連単票数 計１７４７２３８ 的中 ��� ２３２５９（６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．６―３５．４―４７．５―５９．４―１：１０．５―１：２２．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドラゴンファング �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ダンスオブライフ デビュー ２００８．４．１３ 福島１着

２００５．３．１９生 牡３鹿 母 タイキメビウス 母母 タイキミステリー ６戦２勝 賞金 ２３，４７２，０００円
※出走取消馬 リヴザルト号（疾病〔左寛跛行〕のため）
※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） １頭 ユウターヴェール号
（非抽選馬） ２頭 クロスビスティー号・センギョウシュフ号



２８０４４１０月１９日 曇 良 （２０東京４）第４日 第８競走 ��
��１，３００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時４０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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

４８ ブイチャレンジ 牡３栗 ５５ 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 門別 川島 良一 ４７８＋ ２１：１８．６ ４７．１�

８１５ マイネアルデュール 牝３鹿 ５３ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム ４７０－ ２１：１８．７クビ ２２．１�

６１１ エ ノ ク 牡４栗 ５７ 北村 友一 �サンデーレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９６＋１６ 〃 クビ １．８�
７１４ ファルカタリア 牡４栗 ５７ 横山 典弘 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５０２－ ２１：１８．８クビ ５．４�
８１６ ナックルパート 牡４鹿 ５７ 石橋 脩水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ５００－１０１：１９．０１� ６．２�
６１２ ワンダープロ 牡５栗 ５７ 藤田 伸二山本 信行氏 小崎 憲 浦河 帰山 清貴 ４９４－ ４１：１９．１� １６．８	
３６ セイウンマル 牡５黒鹿５７ 秋山真一郎西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 高昭牧場 ４６２－ ２ 〃 アタマ １０５．６

２４ � エイワムサシ 牡４栗 ５７

５４ ▲千葉 直人永井公太郎氏 松山 康久 米 Amalio
Ruiz Jr. ４６６－ ８ 〃 クビ ２０．４�

７１３ モンプティクール 牝５芦 ５５ 木幡 初広 �キャロットファーム 大江原 哲 早来 ノーザンファーム ４７０＋ ８１：１９．２クビ １４．０�
４７ 	 アグネスレプトン 牡７鹿 ５７

５４ ▲宮崎 北斗渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４６４＋１０１：１９．３� ２３３．１
２３ 	 エフテーストライク 牝４青鹿５５ 田辺 裕信深野 茂雄氏 西塚 安夫 三石 斉藤 正男 ４３４－ ４１：１９．６１
 ６７．５�
１２ バ リ オ ン 牡５鹿 ５７ 菊沢 隆徳池谷 誠一氏 萩原 清 白老 白老ファーム ４５４＋ ２ 〃 ハナ ４８．６�
５１０ クリアエンデバー 牡８栗 ５７ 高橋 智大大原 詔宏氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム B５２２＋ ２ 〃 クビ ５２．１�
５９ エルカミニート 牡５栗 ５７ 大野 拓弥芹澤 精一氏 田中 清隆 浦河 山下 恭茂 B５１０－１０１：２１．１９ ２０８．１�
１１ キクノハヤブサ 牝５鹿 ５５

５２ ▲丸田 恭介菊池 五郎氏 石毛 善彦 浦河 松田 憲一 B５０８＋１０１：２２．０５ ２９２．７�
３５ ホワイトリーベ 牝４芦 ５５ 吉田 豊水上 行雄氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ４８０＋ ２ （競走中止） ２７．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３０，０４３，８００円 複勝： ６０，３９１，２００円 枠連： ３６，３８９，３００円

普通馬連： １２５，８２０，７００円 馬単： ９３，３８０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，６２５，６００円

３連複： １１５，３１２，８００円 ３連単： ２３６，０２２，３００円 計： ７３０，９８６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，７１０円 複 勝 � １，３２０円 � ５００円 � １１０円 枠 連（４－８） １５，８９０円

普通馬連 �� １０２，４９０円 馬 単 �� ２２９，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９，１６０円 �� ２，７４０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� ４７，０００円 ３ 連 単 ��� ７５０，８００円

票 数

単勝票数 計 ３００４３８ 的中 � ５０３４（９番人気）
複勝票数 計 ６０３９１２ 的中 � ５６８３（１１番人気）� １６５３２（８番人気）� ３３６２３３（１番人気）
枠連票数 計 ３６３８９３ 的中 （４－８） １６９１（２６番人気）
普通馬連票数 計１２５８２０７ 的中 �� ９０６（８３番人気）
馬単票数 計 ９３３８０７ 的中 �� ３００（１５７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３６２５６ 的中 �� ４１６（８０番人気）�� ２９８３（２６番人気）�� １０１２６（８番人気）
３連複票数 計１１５３１２８ 的中 ��� １８１１（１００番人気）
３連単票数 計２３６０２２３ 的中 ��� ２３２（９４８番人気）

ハロンタイム ６．９―１０．７―１１．２―１１．８―１２．０―１２．９―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
６．９―１７．６―２８．８―４０．６―５２．６―１：０５．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．８―３F３８．０
３ １６－３（１，１３）１５（４，６，７，１４，１２）９（２，１０）（１１，８） ４ １６＝３－（１３，１５）１２，１４（１，６，７）（４，９）（２，１０，８）１１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブイチャレンジ �
�
父 ス キ ャ ン �

�
母父 Blushing John デビュー ２００７．１１．１７ 東京７着

２００５．６．９生 牡３栗 母 ニシノフォルテ 母母 Sainte Colere ８戦２勝 賞金 １８，９００，０００円
［他本会外：２戦１勝］

〔競走中止〕 ホワイトリーベ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）３２頭 アイアムエンジェル号・アポロダヴィンチ号・アルヴィス号・アレクシオス号・ヴィヴァーチェ号・

ウエスタンヒート号・ウエスタンビーバー号・カフェリバティー号・カルパントラス号・キラライットウセイ号・
グリンガレット号・ケイアイスカイ号・ケルビック号・ゴールデンルーヴェ号・ゴールドステイブル号・
ジェイケイボストン号・シークエスト号・スパーブスピリット号・セトノヒット号・ゼンノスカイブルー号・
ノーリプライ号・ハナパック号・ヒシオフェンス号・ヒシレーシー号・フォワードダンサー号・プライベートプラン号・
プラチナメーン号・フランコフォニー号・マイネルガッチャ号・ミキノモナコ号・ランキング号・
レッドスポーツカー号



２８０４５１０月１９日 曇 良 （２０東京４）第４日 第９競走 ��
��１，４００�サ フ ラ ン 賞

発走１４時１５分 （芝・左）

牝，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 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．８
１：２０．３

良

良

４８ カツヨトワイニング 牝２鹿 ５４ 江田 照男丹羽 茂文氏 高橋 義博 早来 ノーザンファーム ４０６－ ２１：２１．９ ３３．０�

８１５ アンプレショニスト 牝２栗 ５４ 柴山 雄一吉田 照哉氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４５４＋ ４ 〃 クビ ２４．０�
６１１ バイラオーラ 牝２栗 ５４ 千葉 直人 �キャロットファーム 後藤 由之 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２０－ ８１：２２．１１� ９．６�
８１７ ダイワバーガンディ 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４６４－ ２１：２２．２� ３．３�
２３ レ イ ラ ニ 牝２黒鹿５４ 勝浦 正樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 清隆 静内 矢野牧場 ４４０－ ４ 〃 クビ ２３．５�
５９ ア カ リ 牝２栗 ５４ 村田 一誠山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 静内 矢野牧場 ４５６－ ４１：２２．３� ６２．４	
８１６ タニノベローナ 牝２黒鹿５４ 的場 勇人谷水 雄三氏 矢作 芳人 静内 カントリー牧場 ４８８－ ６ 〃 ハナ ２７．０

７１３ センターステージ 牝２鹿 ５４ 横山 典弘 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム ４５８＋ ４ 〃 ハナ ３．３�
６１２ ザ デ イ 牝２青鹿５４ 秋山真一郎吉澤 克己氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４６８＋ ６１：２２．６２ １１７．１�
１２ メジロスプレンダー 牝２黒鹿５４ 北村 友一メジロ商事� 尾形 充弘 洞爺 メジロ牧場 ４６０－ ６１：２２．７クビ ２７．２
５１０ クリノスレンダー 牝２鹿 ５４ 武士沢友治栗本 博晴氏 中島 敏文 新冠 川上 悦夫 ４６４－ ２ 〃 ハナ ４１．９�
１１ グランプリエンゼル 牝２栃栗５４ 松岡 正海北側 雅司氏 矢作 芳人 三石 上村 清志 ４３０－ ６１：２２．９１� １０．７�
３５ ミスクリアモン 牝２鹿 ５４ 木幡 初広平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４６２－ ２１：２３．２１� １５．７�
４７ ジェットローズ 牝２鹿 ５４ 藤田 伸二本間 茂氏 伊藤 伸一 様似 中脇 一幸 ４３０－ ８１：２３．５１� ２０．１�
２４ ミラグロレディ 牝２鹿 ５４ 吉田 豊阿部雅一郎氏 坂本 勝美 浦河 中村 雅明 ４５８－ ４１：２４．４５ １４．１�
７１４	 リュウノシルバー 牝２芦 ５４ 津村 明秀菊地 捷士氏 �田 研二 新ひだか 前田牧場 ４０２－ ３１：２４．６１� ３２７．０�
３６ サクラインプルーブ 牝２青鹿５４ 中舘 英二�さくらコマース伊藤 圭三 新ひだか 山田牧場 ４７０－ ８１：２６．３大差 ３３．９�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ３７，７５６，５００円 複勝： ５２，０２１，９００円 枠連： ５３，６８３，７００円

普通馬連： １６４，１６１，０００円 馬単： １０６，１３７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，９４７，４００円

３連複： １６３，１３１，７００円 ３連単： ３１６，１１６，５００円 計： ９３６，９５６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，３００円 複 勝 � ６９０円 � ７４０円 � ３５０円 枠 連（４－８） １，５００円

普通馬連 �� ２２，６３０円 馬 単 �� ４８，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，９１０円 �� ３，４８０円 �� ３，６５０円

３ 連 複 ��� ７８，１３０円 ３ 連 単 ��� ５５４，１５０円

票 数

単勝票数 計 ３７７５６５ 的中 � ９０３８（１２番人気）
複勝票数 計 ５２０２１９ 的中 � １９０４１（１０番人気）� １７６９８（１２番人気）� ４２８９８（３番人気）
枠連票数 計 ５３６８３７ 的中 （４－８） ２６４９８（６番人気）
普通馬連票数 計１６４１６１０ 的中 �� ５３５４（７５番人気）
馬単票数 計１０６１３７９ 的中 �� １６０７（１５１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３９４７４ 的中 �� ２１９５（６９番人気）�� ３１１７（４６番人気）�� ２９７１（５１番人気）
３連複票数 計１６３１３１７ 的中 ��� １５４１（２４３番人気）
３連単票数 計３１６１１６５ 的中 ��� ４２１（１５６７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１１．３―１２．２―１１．８―１１．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．６―３３．９―４６．１―５７．９―１：０９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３５．８
３ １（５，６）－（１４，１０）１２，１１（８，１６）９，１３（７，１５）（４，１７）３－２ ４ ・（１，５）６－１０，１４，１２（８，１１）（９，１６）（７，１３，１５）１７（４，３）－２
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カツヨトワイニング �
�
父 トワイニング �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．７．２７ 新潟９着

２００６．３．１５生 牝２鹿 母 マチカネモユルコイ 母母 マチカネモユル ５戦２勝 賞金 １８，６６４，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サクラインプルーブ号は，平成２０年１１月１９日まで平地競走に出走できない。



２８０４６１０月１９日 曇 良 （２０東京４）第４日 第１０競走 ��
��１，４００�

はくしゅう

白秋ステークス
発走１４時５０分 （芝・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 ４７６，０００円 １３６，０００円 ６８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

１１ ゲイルスパーキー 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣�RRA 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ５００＋１２１：２１．２ ３．７�

７１３� モルトグランデ 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二櫻井 盛夫氏 久保田貴士 米 Grade I
Bloodstock ４８２＋ ８１：２１．５１� ２．２�

１２ � ピサノアルハンブラ 牡５鹿 ５７ 二本柳 壮市川 義美氏 白井 寿昭 米
Runnymede
Farm, Inc. &
Catesby W. Clay

５００± ０ 〃 クビ ５８．７�
４７ アーバンストリート 牡４芦 ５７ 秋山真一郎後藤 繁樹氏 野村 彰彦 静内 曾田農園 ４４２－ ８１：２１．６クビ １８．０�
４８ 	 スピードタッチ 牡５鹿 ５７ 松岡 正海冨沢 敦子氏 崎山 博樹 様似 長田 操 ５２２± ０１：２１．８１
 １０．５�
６１１ ミレニアムカースル 牡４鹿 ５７ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ５００± ０ 〃 ハナ １４．８�
３５ メジロシリング 牡５栗 ５７ 柴山 雄一	メジロ牧場 北出 成人 洞爺 メジロ牧場 B５１４± ０ 〃 クビ １９．５

７１４ レッドビームシチー 牡６鹿 ５７ 大庭 和弥 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 豊浦 飯原牧場 ４９２± ０ 〃 アタマ ４７．７�
７１５	 スーパーワシントン 牡５鹿 ５７ 北村 友一	アサヒクラブ 中尾 秀正 浦河 本巣 敦 ４６８＋１０１：２１．９� ３１．１�
３６ サインゴールド 牝５栗 ５５ 田辺 裕信山田 順通氏 梅内 忍 様似 堀 弘康 ４７２＋ ２１：２２．０� ２６８．５
８１７ バルバレスコ 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 ４７４± ０１：２２．１クビ ７７．２�
２４ 	 ホエールシャーク 牝６黒鹿５５ 石橋 脩西浦 和男氏 音無 秀孝 静内 タイヘイ牧場 ４６４＋ ８ 〃 ハナ ９．８�
５１０ ダイワティグリス 牡５黒鹿５７ 木幡 初広大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 三石 山際牧場 ５２８± ０ 〃 クビ ９１．５�
８１８ ユウタージャック 牡６鹿 ５７ 川島 信二上山 利広氏 嶋田 功 新冠 中本牧場 ４７４＋１４１：２２．２クビ １０７．６�
６１２ ジョイントスターズ 牡７鹿 ５７ 村田 一誠岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 静内 及川 幸夫 ４９０＋２６１：２２．４１� ３２２．６�
２３ タイキシルバー 牡７芦 ５７ 丹内 祐次	大樹ファーム 清水 美波 大樹 大樹ファーム ４９４＋ ２ 〃 クビ ７９．２�
８１６ ボストンゴールド 牡６栗 ５７ 安藤 光彰ボストンホース� 岩元 市三 浦河 大西 能彦 ５１２－ ８１：２２．６１
 ４６．１�
５９ スマートギャング 牡３栗 ５５ 小野 次郎大川 徹氏 森 秀行 門別 いとう牧場 ４６４＋１０１：２３．８７ ９４．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３７，７８３，０００円 複勝： ５４，３５１，８００円 枠連： ５１，０５２，５００円

普通馬連： １９７，９６７，４００円 馬単： １２１，６３７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４７，８３０，９００円

３連複： １８２，６９２，１００円 ３連単： ３８６，４１６，０００円 計： １，０７９，７３１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � ５９０円 枠 連（１－７） ４２０円

普通馬連 �� ４８０円 馬 単 �� １，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� １，８９０円 �� １，５５０円

３ 連 複 ��� ６，７１０円 ３ 連 単 ��� ２６，５７０円

票 数

単勝票数 計 ３７７８３０ 的中 � ８２１４７（２番人気）
複勝票数 計 ５４３５１８ 的中 � ９５６３０（２番人気）� １９２６８９（１番人気）� １３３４４（９番人気）
枠連票数 計 ５１０５２５ 的中 （１－７） ８９９２９（１番人気）
普通馬連票数 計１９７９６７４ 的中 �� ３０９１１７（１番人気）
馬単票数 計１２１６３７３ 的中 �� ８２５４５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７８３０９ 的中 �� ６６４９０（１番人気）�� ５４４２（２４番人気）�� ６６８３（１７番人気）
３連複票数 計１８２６９２１ 的中 ��� ２０１００（２０番人気）
３連単票数 計３８６４１６０ 的中 ��� １０７３３（６６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．６―３５．２―４７．３―５８．３―１：０９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３３．９
３ １，４（２，６，５）（３，８，１４）（７，１６）（１０，１３）１１，１７（９，１５）１２－１８ ４ １（４，５）（２，１４）（６，８，１６）（３，７，１３）（１１，１０，１７）１５，９，１２，１８

勝馬の
紹 介

ゲイルスパーキー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ランズダーン デビュー ２００７．１．２７ 東京４着

２００４．４．９生 牡４鹿 母 フェイムオブラス 母母 マンジユデンスター １４戦５勝 賞金 ８０，８１０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１３頭 ガブリン号・クリノビスケット号・グレイトフルタイム号・コウユーキズナ号・サニーアンジェリカ号・

シルクタイガー号・スーパーマルトク号・ソルジャーズソング号・トウカイオスカー号・ナンゴクプラネット号・
ニシノプライド号・ハネダテンシ号・ヒシハイグレード号



２８０４７１０月１９日 曇 良 （２０東京４）第４日 第１１競走 ��
��１，８００�第５６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 ６７９，０００円 １９４，０００円 ９７，０００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

８１６ ブルーメンブラット 牝５黒鹿５５ 吉田 豊 �キャロットファーム 石坂 正 早来 ノーザンファーム ４７６＋１０１：４５．５ ８．０�

４７ カワカミプリンセス 牝５鹿 ５５ 横山 典弘 �三石川上牧場 西浦 勝一 三石 三石川上牧場 ５０８＋１２１：４５．６� ２．３�
１２ ベッラレイア 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎吉田 勝己氏 平田 修 早来 ノーザンファーム ４６２＋１０１：４５．８１� ７．７�
６１１ レインダンス 牝４栗 ５５ 中舘 英二吉田 照哉氏 宮 徹 千歳 社台ファーム ４７６－ ２１：４５．９クビ ７２．６�
７１３ キストゥヘヴン 牝５鹿 ５５ 藤田 伸二吉田 和子氏 戸田 博文 門別 正和山本牧場 ４３８＋ ４ 〃 クビ ５．４�
２４ ヤマニンエマイユ 牝５鹿 ５５ 松岡 正海土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４５４＋ ４１：４６．０� ４３．１�
７１４ ハンドレッドスコア 牝５黒鹿５５ 村田 一誠 �サンデーレーシング 中尾 秀正 白老 白老ファーム ４８４－ ８ 〃 ハナ ３６．７	
５１０ アルコセニョーラ 牝４黒鹿５５ 武士沢友治中村 政勝氏 畠山 重則 静内 畠山牧場 ４４０＋１０ 〃 クビ ２７．６

８１７ ヴィヴィッドカラー 牝４青 ５５ 的場 勇人近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９４－ ２１：４６．２１ ７５．２�
３５ 	 ローブデコルテ 牝４芦 ５５ 津村 明秀前田 幸治氏 松元 茂樹 米 Mr. & Mrs. Larry

D. Williams ４６８－ ４１：４６．３
 ５２．４�
１１ ヤマニンアラバスタ 牝７芦 ５５ 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４５０－ ６１：４６．４クビ １６１．６
８１８ ダンスオールナイト 牝５鹿 ５５ 小野 次郎 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム B４６４＋１２ 〃 ハナ １２６．７�
４８ マイネカンナ 牝４栗 ５５ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム ４４０＋１６ 〃 クビ ５４．１�
６１２ ヤマニンメルベイユ 牝６栗 ５５ 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４７４＋ ６１：４６．５� １３．２�
５９ ニシノナースコール 牝６黒鹿５５ 北村 友一西山 茂行氏 尾形 充弘 鵡川 西山牧場 ４４６－１０ 〃 クビ １５１．０�
２３ ニシノマナムスメ 牝４青鹿５５ 勝浦 正樹西山 茂行氏 河内 洋 鵡川 西山牧場 ４４８± ０１：４６．７１� １９．９�
３６ テンイムホウ 牝６鹿 ５５ 柄崎 将寿中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ４６２＋ ４１：４６．９１� ３０３．３�
７１５ アサヒライジング 牝５鹿 ５５ 柴田 善臣寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 ５２０＋ ４１：４７．１１� １３．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １２８，６４０，０００円 複勝： １５７，５４１，１００円 枠連： １２８，４９５，８００円

普通馬連： ８１５，９１４，６００円 馬単： ４３６，７２８，７００円 ワイド【拡大馬連】： １７２，４７９，４００円

３連複： ７６８，２８６，６００円 ３連単： １，７２８，８３３，１００円 計： ４，３３６，９１９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８００円 複 勝 � ２２０円 � １３０円 � ２３０円 枠 連（４－８） ９２０円

普通馬連 �� １，０５０円 馬 単 �� ２，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� １，０６０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ２，１５０円 ３ 連 単 ��� １４，７６０円

票 数

単勝票数 計１２８６４００ 的中 � １２７８３６（４番人気）
複勝票数 計１５７５４１１ 的中 � １５７４２０（３番人気）� ４６２５９１（１番人気）� １４８４０２（４番人気）
枠連票数 計１２８４９５８ 的中 （４－８） １０３２６４（３番人気）
普通馬連票数 計８１５９１４６ 的中 �� ５７５５０６（３番人気）
馬単票数 計４３６７２８７ 的中 �� １０８７３０（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１７２４７９４ 的中 �� １１２５５７（２番人気）�� ３７１１７（１２番人気）�� １０１７８４（３番人気）
３連複票数 計７６８２８６６ 的中 ��� ２６４２７４（３番人気）
３連単票数 計１７２８８３３１ 的中 ��� ８６４４７（３０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．４―３４．８―４７．１―５９．２―１：１１．５―１：２２．８―１：３４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．３―３F３４．０

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

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

勝馬の
紹 介

ブルーメンブラット �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 Topsider デビュー ２００６．１．１５ 京都２着

２００３．２．２０生 牝５黒鹿 母 マイワイルドフラワー 母母 Wildwook ２３戦７勝 賞金 ２４５，５８８，０００円



２８０４８１０月１９日 曇 良 （２０東京４）第４日 第１２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時１０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

４８ ゴールドマイン 牡４鹿 ５７ 小林 久晃吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４８２－ ２１：３７．６ ２４．６�

６１２ シャドウストライプ 牡４栗 ５７ 藤田 伸二飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５３２－ ６ 〃 クビ ２．７�
１２ 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 ５０２＋ ４１：３７．７� ９．５�
３５ 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 ５１２＋１０１：３７．８クビ ４．８�
６１１ セレスハント 牡３栗 ５５ 秋山真一郎岡 浩二氏 松永 幹夫 えりも エクセルマネジメント ４６４＋ ４ 〃 クビ ２１．３�
５１０ エドノドリーム 牡７鹿 ５７ 小林 淳一遠藤 喜松氏 内藤 一雄 三石 沖田 忠幸 ４４６－ ６１：３７．９クビ １７４．５�
４７ オリエンタルカーン 牡４栗 ５７ 江田 照男棚網るみ子氏 池上 昌弘 浦河 駿河牧場 ４７２＋ ２１：３８．１１	 ８．６	
３６ エプソムボス 牡７栗 ５７ 大野 拓弥 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 石栗 龍彦 静内 田原橋本牧場 ５１８－ ４ 〃 アタマ ４７．７

８１６ テンザンモビール 牡５黒鹿５７ 柴田 善臣平野 澄江氏 矢作 芳人 門別 下河辺牧場 ４９２＋ ２１：３８．２� １８．１�
１１ ソフトパワー 牡６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 ４８８－ ８１：３８．３� ３３．１�
７１３ ワイルドソニック 牡６栗 ５７ 金子 光希細谷 典幸氏 国枝 栄 早来 ノーザンファーム B５１０－ ６１：３８．４� １０１．４
２３ 
 ウィッシュビーワン 牡３鹿 ５５ 川島 信二�アカデミー 中竹 和也 米 March Thor-

oughbreds ４６８－１４１：３８．９３ ８．２�
７１４ サンワードピラー 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一古谷 敏明氏 小西 一男 浦河 梅田牧場 ４６８± ０１：３９．０� １５５．５�
２４ � クラリオンコール 牡７栗 ５７ 安藤 光彰吉田 勝己氏 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ５１４－ ６１：３９．１� ９．０�
８１５� ビ ー ボ ー ン 牝５鹿 ５５

５４ ☆田中 博康伊達 敏明氏 中川 公成 門別 サンシャイン
牧場 ４９６＋ ４１：３９．２クビ ３２７．９�

５９ 
 クレムリンエッグ 牡３栗 ５５ 西田雄一郎�ジェイアール 岩戸 孝樹 米 McDowell
Farm ４７８＋１８１：３９．４１� １２３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４６，３９６，５００円 複勝： ６５，５９８，８００円 枠連： ６２，７８３，４００円

普通馬連： ２２７，９５４，０００円 馬単： １３９，６４３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ５４，２０４，４００円

３連複： ２２３，０２０，６００円 ３連単： ４８６，６７８，３００円 計： １，３０６，２７９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４６０円 複 勝 � ５１０円 � １４０円 � ２７０円 枠 連（４－６） ９７０円

普通馬連 �� ４，１３０円 馬 単 �� １０，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５２０円 �� ２，４１０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� １０，９４０円 ３ 連 単 ��� ７４，６８０円

票 数

単勝票数 計 ４６３９６５ 的中 � １４８９７（９番人気）
複勝票数 計 ６５５９８８ 的中 � ２５５９１（８番人気）� １６９０９６（１番人気）� ５６３４９（５番人気）
枠連票数 計 ６２７８３４ 的中 （４－６） ４８１２５（４番人気）
普通馬連票数 計２２７９５４０ 的中 �� ４０８０６（１６番人気）
馬単票数 計１３９６４３０ 的中 �� ９５４８（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５４２０４４ 的中 �� ８６５１（１９番人気）�� ５３２６（２６番人気）�� ２２９３４（５番人気）
３連複票数 計２２３０２０６ 的中 ��� １５０５７（３２番人気）
３連単票数 計４８６６７８３ 的中 ��� ４８１０（２２６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．６―３５．２―４７．３―５９．７―１：１１．７―１：２４．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドマイン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Fairy King デビュー ２００６．１１．１２ 東京６着

２００４．２．１生 牡４鹿 母 ス ー ア 母母 Bold Starlet １６戦４勝 賞金 ３６，６５０，０００円
※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 アドマイヤマントル号・ウエスタンリジ号・エーピーレジェンド号・カネスラファール号・クリストフォルス号・

シベリアンライオン号・シンワラヴ号・スナークユーチャン号・ネヴァシャトル号・ブルーポラリス号・
プレゼンスウーマン号・ブローオブサンダー号・ペイデイ号・ロールオブザダイス号



（２０東京４）第４日 １０月１９日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８７頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２５６，５５０，０００円
２７，７２０，０００円
２，１７０，０００円
２７，５２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６８，４６２，０００円
５，１６８，０００円
１，８８８，７００円

勝馬投票券売得金
４２６，７９０，５００円
６１２，２１３，３００円
５０３，６１３，４００円
２，０７１，２４０，１００円
１，３１５，８９４，６００円
５１７，６５３，９００円
２，０１５，９０７，７００円
４，１１３，４８３，９００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 １１，５７６，７９７，４００円

総入場人員 ５３，００５名 （有料入場人員 ５１，６１７名）




