
２８０４９１０月２５日 曇 不良 （２０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１０分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２３．１
１：２３．１

重

重

８１６ フェイマステイル 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４５８－ ２１：２４．８ １．８�

４８ ディパーチャーズ 牡２鹿 ５５ 横山 典弘 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４４± ０１：２５．１２ ５．２�

３６ ノボジュピター 牡２栗 ５５ 内田 博幸�LS.M 西塚 安夫 浦河 高昭牧場 ４５４－ ２ 〃 クビ ５．２�
１１ ハニーインチーフ 牝２鹿 ５４ 幸 英明中村 政勝氏 松永 康利 三石 タツヤファーム ４２８± ０１：２６．１６ １０５．２�
１２ ノボレインボー 牝２芦 ５４ 福永 祐一�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 ４６２－ ６１：２６．２クビ ５５．４�
５９ ヨイチラブソング 牡２青鹿５５ 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 浦河 高村牧場 ４６８＋ ２ 〃 クビ １４．２	
６１１ カントリードーター 牝２栗 ５４ 岩田 康誠�協和牧場 斎藤 宏 新冠 協和牧場 ４５６－ ８１：２６．３クビ ３３．４

７１３ ハバナシガー 牡２芦 ５５

５２ ▲伊藤 工真吉田 千津氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ４７８＋ ６１：２６．４� ６１．２�
２３ リニアラピート 牡２栗 ５５ 武士沢友治佐橋五十雄氏 小桧山 悟 新ひだか 光丘牧場 ４８０－１０１：２６．７２ ２３５．８�
２４ インターメディア 牝２鹿 ５４ 吉田 豊 パートナーホースクラブ 谷原 義明 日高 坂 牧場 ４６０± ０１：２７．４４ １５１．８
６１２ アトムスパンカー 牝２青鹿５４ 勝浦 正樹永井 廣司氏 嶋田 功 新ひだか 大塚牧場 ４４８± ０１：２７．５� ４１．１�
３５ クレバーチーコ 牝２栗 ５４ 加藤士津八田� 正明氏 加藤 和宏 浦河 岡崎牧場 ４５８－ ４１：２７．８２ １４０．９�
４７ ディアドミニオン 牡２青鹿５５ 吉田 隼人ディアレスト 秋山 雅一 日高 寺島 義典 ４６６＋ ８１：２７．９クビ ２６０．４�
５１０ ドリームブランチ 牡２鹿 ５５ 松岡 正海セゾンレースホース� 斎藤 誠 門別 サンバマウン

テンファーム ４４０－ ８１：２８．０� １１．０�
７１４ メイビーノー 牡２黒鹿５５ 田中 勝春小田切有一氏 粕谷 昌央 新冠 ハクツ牧場 ４６２－ ６１：２８．１� ２０８．３�
８１５ プラチナムブルー 牝２青鹿５４ 柴山 雄一谷口 貞保氏 畠山 吉宏 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４４８－ ４１：２９．０５ ２１３．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，４４３，０００円 複勝： ４１，９２９，２００円 枠連： １８，４５０，９００円

普通馬連： ５７，２０３，９００円 馬単： ５１，４８６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，１６０，７００円

３連複： ６５，２８９，８００円 ３連単： １０５，８４４，７００円 計： ３７７，８０８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � １４０円 枠 連（４－８） ４７０円

普通馬連 �� ４９０円 馬 単 �� ６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� １８０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ６５０円 ３ 連 単 ��� １，９１０円

票 数

単勝票数 計 １７４４３０ 的中 � ８０６０１（１番人気）
複勝票数 計 ４１９２９２ 的中 � ２６４３８７（１番人気）� ３４８４４（３番人気）� ４２６０７（２番人気）
枠連票数 計 １８４５０９ 的中 （４－８） ２９３４９（３番人気）
普通馬連票数 計 ５７２０３９ 的中 �� ８７２６７（２番人気）
馬単票数 計 ５１４８６５ 的中 �� ５６０５７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０１６０７ 的中 �� ２３３６３（２番人気）�� ３３０７１（１番人気）�� １０５０３（５番人気）
３連複票数 計 ６５２８９８ 的中 ��� ７４１５９（１番人気）
３連単票数 計１０５８４４７ 的中 ��� ４０９３７（１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１１．５―１２．６―１２．１―１２．０―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．９―３５．４―４８．０―１：００．１―１：１２．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フェイマステイル �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．８．１０ 新潟８着

２００６．４．２生 牡２鹿 母 フェイムドグレイス 母母 ビューティーメイク ５戦１勝 賞金 ９，０５０，０００円
〔制裁〕 プラチナムブルー号の調教師畠山吉宏は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 サンワードヒミコ号



２８０５０１０月２５日 曇 稍重 （２０東京４）第５日 第２競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１０時４０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

７７ ボンジュールボン 牡２黒鹿５５ 吉田 豊田中善次郎氏 高木 登 鵡川 貞広 賢治 ４５８－ ４１：３７．５ ９．４�

１１ マルタカハンター 牡２栗 ５５ 内田 博幸高橋 義和氏 清水 美波 浦河 大野牧場 B４３４－ ８１：３７．６クビ １．４�
２２ マイネルクロッシュ 牡２青鹿５５ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム ４６６－ ４ 〃 アタマ ３１．７�
８１０ ニシノアララギ 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣西山 茂行氏 水野 貴広 鵡川 西山牧場 ４８８－ ２ 〃 アタマ ４．４�
５５ マイネルバルトーク 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 秋山 雅一 新冠 メイタイ牧場 ４５０－ ２１：３７．９２ １４．２�
７８ シンボリカージナル 牡２鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真シンボリ牧場 高橋 祥泰 静内 シンボリ牧場 ４４８＋ ２１：３８．０� １８．３�
８９ トーセンアウグーリ 牝２青 ５４ 武士沢友治島川 	哉氏 小桧山 悟 日高 佐々木牧場 ４５２－ ２１：３８．２１� ４３．２

６６ トウショウパンサー 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝トウショウ産業� 浅野洋一郎 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４１２± ０１：３８．６２� ４７．７�
４４ ヴィーヴァコルサ 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹芹澤 精一氏 成島 英春 日高 森永牧場 ４７４－１２１：３８．９２ ８４．９�

（９頭）
３３ タカイチアリュール 牡２黒鹿５５ 柴山 雄一�橋 一郎氏 斎藤 宏 新ひだか 岡田 猛 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １７，６５７，３００円 複勝： ３８，７２７，２００円 枠連： １２，０１２，６００円

普通馬連： ４３，７４４，５００円 馬単： ４７，００４，１００円 ワイド【拡大馬連】： １５，３３４，１００円

３連複： ４４，３５４，１００円 ３連単： １０６，８１９，４００円 計： ３２５，６５３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９４０円 複 勝 � ２００円 � １１０円 � ４６０円 枠 連（１－７） ３５０円

普通馬連 �� ５１０円 馬 単 �� ２，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� １，８３０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ２，３９０円 ３ 連 単 ��� １７，７４０円

票 数

単勝票数 計 １７６５７３ 的中 � １４８７１（３番人気）
複勝票数 計 ３８７２７２ 的中 � ２８３５１（３番人気）� ２４１５８１（１番人気）� ８７１０（６番人気）
枠連票数 計 １２０１２６ 的中 （１－７） ２５８６１（２番人気）
普通馬連票数 計 ４３７４４５ 的中 �� ６３４２１（２番人気）
馬単票数 計 ４７００４１ 的中 �� １７４２１（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５３３４１ 的中 �� １７２２５（２番人気）�� １７８４（１９番人気）�� ７１４１（７番人気）
３連複票数 計 ４４３５４１ 的中 ��� １３７２８（９番人気）
３連単票数 計１０６８１９４ 的中 ��� ４４４５（５０番人気）

ハロンタイム １２．４―１２．１―１２．４―１２．６―１２．９―１１．５―１１．５―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２４．５―３６．９―４９．５―１：０２．４―１：１３．９―１：２５．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３５．１
３ ２（７，５）（１，８）４（９，１０）６ ４ ２，５，７（１，８，１０）（４，９）６
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ボンジュールボン 
�
父 トウカイテイオー 

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００８．６．２２ 福島９着

２００６．３．１生 牡２黒鹿 母 エイユージュリアン 母母 マルゼンヨーコ ３戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔出走取消〕 タカイチアリュール号は，疾病〔右寛跛行〕のため出走取消。



２８０５１１０月２５日 曇 稍重 （２０東京４）第５日 第３競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１１時１０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

２：０１．５
１：５９．９

良

良

２２ ハシッテホシーノ 牝２鹿 ５４ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４５４－ ４２：０２．１ ６．１�

７９ ブリッツェン 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４５４＋ ４２：０２．３１� １０．９�
１１ ファインビスティー 牡２青鹿５５ 勝浦 正樹ビスティーズホース

ユニオン 尾形 充弘 新冠 松浦牧場 ４９０± ０２：０３．２５ １．９�
６７ ホクトグレイン 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣布施 光章氏 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム ４５０＋ ４ 〃 クビ ４．９�
４４ キ ア ラ 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 水丸牧場 ４２４－ ２２：０３．３� ６５．３�
８１０ ワイルドトウショウ 牝２黒鹿５４ 武士沢友治トウショウ産業� 保田 一隆 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４６４－１４２：０３．５１� ２６．７�
５５ ニシノラムセス 牡２鹿 ５５ 内田 博幸西山 茂行氏 鈴木 伸尋 鵡川 西山牧場 ４８６－ ６２：０３．７１ ７．３	
６６ コスモハイライフ 牝２鹿 ５４ 幸 英明 
ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 岡本牧場 B４６４± ０２：０４．０２ １０６．２�
８１１ ヒビケジンダイコ 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一植田 忠司氏 畠山 吉宏 浦河 今井 秀樹 ４６４－ ４２：０４．１� １８．３�
７８ シックスシグマ 牡２黒鹿５５ 吉田 豊�RRA 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７０± ０ 〃 クビ １０６．１
３３ コアレスアルダン 牡２鹿 ５５ 北村 宏司小林 昌志氏 藤原 辰雄 平取 広川 忠久 ４６２－ ８２：０４．９５ ９１．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２２，４７３，０００円 複勝： ３４，０５８，６００円 枠連： １６，３４８，２００円

普通馬連： ６２，５６０，２００円 馬単： ５２，６５１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，２１６，５００円

３連複： ６４，４１１，５００円 ３連単： １１６，９２２，２００円 計： ３９０，６４２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � １９０円 � ２４０円 � １２０円 枠 連（２－７） ２，７１０円

普通馬連 �� ２，６３０円 馬 単 �� ５，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９２０円 �� ２８０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� １，７６０円 ３ 連 単 ��� １７，２１０円

票 数

単勝票数 計 ２２４７３０ 的中 � ２９０８８（３番人気）
複勝票数 計 ３４０５８６ 的中 � ４１５１６（３番人気）� ２８０２１（５番人気）� １１０６４５（１番人気）
枠連票数 計 １６３４８２ 的中 （２－７） ４４５７（１２番人気）
普通馬連票数 計 ６２５６０２ 的中 �� １７５９７（１１番人気）
馬単票数 計 ５２６５１８ 的中 �� ７６１２（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１２１６５ 的中 �� ５１２４（１３番人気）�� ２１９１２（２番人気）�� １０００９（６番人気）
３連複票数 計 ６４４１１５ 的中 ��� ２７０５４（５番人気）
３連単票数 計１１６９２２２ 的中 ��� ５０１５（５３番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．５―１２．３―１２．６―１２．９―１２．７―１２．３―１１．２―１１．５―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．５―３６．８―４９．４―１：０２．３―１：１５．０―１：２７．３―１：３８．５―１：５０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．１―３F３４．８

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

勝馬の
紹 介

ハシッテホシーノ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Highest Honor デビュー ２００８．１０．１２ 東京５着

２００６．３．２生 牝２鹿 母 ア ド マ イ ス 母母 Admiration ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔制裁〕 ヒビケジンダイコ号の調教師畠山吉宏は，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。



２８０５２１０月２５日 曇 不良 （２０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４０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：３７．９
１：３７．３

良

不良

６１２ ボンバルディエーレ 牡２芦 ５５ 横山 典弘吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム ４６８ ―１：３８．０ ３．７�

２４ フェーズシックス 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム ４４６ ―１：３８．４２� ５．６�
５９ ランドオウジ 牡２鹿 ５５ 村田 一誠木村 善一氏 本間 忍 門別 日西牧場 ４８８ ― 〃 クビ ８．８�
８１５ ティアップシンゲキ 牡２黒鹿５５ 江田 照男田中 昇氏 杉浦 宏昭 門別 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７６ ―１：３８．５� ７６．８�
７１４ アイスジャッカ 牡２鹿 ５５ 北村 宏司ディアレスト 宗像 義忠 日高 島瀬 順一 ４８６ ―１：３８．８２ ７３．７�
３６ ザゴールデンボーイ 牡２栗 ５５ 岩田 康誠青山 洋一氏 藤岡 健一 新冠 松浦牧場 ５１２ ―１：３９．８６ ９．３�
８１６ ミラクルシーカー 牡２栗 ５５ 内田 博幸杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 ４７４ ―１：４０．２２� ６．４	
１２ ショウナンアッパー �２黒鹿５５ 柴田 善臣国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 桑田牧場 ４９４ ―１：４０．５１� ６４．７

２３ インファティック 牡２黒鹿５５ 田中 勝春田中 春美氏 鹿戸 雄一 三石 田中 春美 ４９６ ―１：４０．６� ３．９�
１１ マイネルバースト 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 根本 康広 新ひだか 村岡 農夫 ４６８ ―１：４０．８１	 ３４．６
３５ レッドレイク 牝２栗 ５４ 小野 次郎ディアレスト 田村 康仁 日高 川端 正博 ４４２ ―１：４０．９� ９５．２�
４８ メイショウグラマン 牡２鹿 ５５ 武 豊松本 好雄氏 中野 栄治 静内 グランド牧場 ４９４ ―１：４１．０クビ １６．０�
６１１ グローリアスクイン 牝２黒鹿５４ 田辺 裕信谷 研司氏 大和田 稔 青森 野々宮牧場 ５０６ ―１：４１．２１	 １０９．１�
４７ コスモフィオラ 牝２鹿 ５４ 武士沢友治 �ビッグレッドファーム 松永 康利 静内 泊 寿幸 ４５０ ―１：４１．４１	 １８９．９�
５１０ ベルモントダンク 牡２鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント
ファーム ４７０ ― 〃 クビ １４３．４�

７１３ セイユウミシェール 牡２鹿 ５５ 幸 英明佐久間崇之氏 佐藤 吉勝 静内 山岸 康 ４９４ ―１：４２．８９ ９６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，７２３，６００円 複勝： ２２，７０１，６００円 枠連： ２１，８９６，６００円

普通馬連： ５５，１８７，２００円 馬単： ４１，３８９，９００円 ワイド【拡大馬連】： １７，０５２，９００円

３連複： ５８，３０２，６００円 ３連単： ８４，９９８，４００円 計： ３１８，２５２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １４０円 � １７０円 � ２００円 枠 連（２－６） ４１０円

普通馬連 �� １，０１０円 馬 単 �� １，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ４９０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ２，６２０円 ３ 連 単 ��� １１，０７０円

票 数

単勝票数 計 １６７２３６ 的中 � ３６４０７（１番人気）
複勝票数 計 ２２７０１６ 的中 � ５３２２３（１番人気）� ３３６２９（３番人気）� ２６２８３（４番人気）
枠連票数 計 ２１８９６６ 的中 （２－６） ４０３６２（１番人気）
普通馬連票数 計 ５５１８７２ 的中 �� ４０５４１（２番人気）
馬単票数 計 ４１３８９９ 的中 �� １７１５０（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７０５２９ 的中 �� １１６８９（２番人気）�� ８６０２（４番人気）�� ５８０３（１０番人気）
３連複票数 計 ５８３０２６ 的中 ��� １６４５６（７番人気）
３連単票数 計 ８４９９８４ 的中 ��� ５６６９（２０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．８―３５．８―４８．６―１：０１．７―１：１３．７―１：２５．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボンバルディエーレ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００６．４．８生 牡２芦 母 ブリガドーン 母母 メインスルー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※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。
（非当選馬） ５頭 アンビュランスカー号・オオトリオウジャ号・カルナチンタ号・ヤマニングルマン号・リッチハーベスト号



２８０５３１０月２５日 曇 良 （２０東京４）第５日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２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

８１７ オオトリオウジャ 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人鳳サラブレッドレーシ
ングチーム 小島 茂之 三石 幌村牧場 ４９２ ―１：５１．０ １８．７�

６１１ モンテトウルヌソル 牡２黒鹿５５ 内田 博幸毛利 喜昭氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４７８ ―１：５１．１� ３．３�
６１２ サオリチャン 牝２鹿 ５４ 武士沢友治瀬谷 �雄氏 小桧山 悟 新冠 秋田牧場 ４６４ ―１：５１．３１ ６７．５�
３６ プロヴィデンス 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４７８ ―１：５１．５１� ７．１�
２３ � コスモグラビティ 牡２黒鹿５５ 武 豊 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 米

Wayne G. Lyster
III, Robert Muir
& Des Scott

４８８ ―１：５１．７１� １３．２�
８１６ ミッドナイトダンス 牝２栗 ５４ 勝浦 正樹増田 雄一氏 小西 一男 静内 タイヘイ牧場 ４５８ ―１：５１．８� ３１．９	
５１０ ダイワモースト 牡２黒鹿５５ 幸 英明大城 敬三氏 田中 清隆 三石 追分ファーム ４９８ ―１：５１．９クビ ９１．５

３５ シャイニータイガー 牡２黒鹿５５ 田中 勝春小林 昌志氏 河野 通文 新冠 アラキフアーム ４４２ ―１：５２．１１� ２２．２�
８１５ ユニヴァースガイ 牡２栗 ５５ 福永 祐一横瀬 兼二氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４９０ ― 〃 アタマ ３．４�
４７ ダ ノ ニ ー 牝２青鹿５４ 後藤 浩輝井上 一郎氏 武藤 善則 日高 いとう牧場 ４８２ ―１：５２．２� １９．２
２４ クリーバレン 牡２鹿 ５５ 松岡 正海吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ５４６ ―１：５２．３クビ ４２．８�
７１４ キストゥクラウン 牝２芦 ５４ 藤田 伸二吉田 和子氏 戸田 博文 門別 日高大洋牧場 ４４４ ― 〃 ハナ ３５．２�
７１３ ツクバショウグン 牡２栗 ５５ 北村 宏司荻原 昭二氏 土田 稔 門別 ヤナガワ牧場 ５０８ ― 〃 クビ ５８．４�
４８ マンハッタンジョイ 牝２青鹿５４ 柴山 雄一林 進氏 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 ４０４ ―１：５２．４� １２９．６�
１２ ヒラボクスペシャル 牝２黒鹿５４ 横山 典弘�平田牧場 中野 隆良 浦河 鎌田 正嗣 ４５６ ―１：５２．５	 １３．６�
１１ ディヴァインレッド 牡２栗 ５５ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 様似 猿倉牧場 B４４６ ―１：５２．６	 １３．１�
５９ トーセンエシェゾー 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠島川 �哉氏 後藤 由之 日高 シンボリ牧場 ４４４ ―１：５２．８１� ８５．４�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２１，０６０，１００円 複勝： ２８，９９９，４００円 枠連： ３０，７３７，２００円

普通馬連： ７０，３５５，２００円 馬単： ５２，２９９，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，９７１，３００円

３連複： ７４，７６５，２００円 ３連単： １０６，７８８，６００円 計： ４０７，９７６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８７０円 複 勝 � ４９０円 � １８０円 � １，７６０円 枠 連（６－８） ５１０円

普通馬連 �� ２，９２０円 馬 単 �� ７，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２４０円 �� ２１，７８０円 �� ８，７２０円

３ 連 複 ��� １７６，２９０円 ３ 連 単 ��� １，０２３，５１０円

票 数

単勝票数 計 ２１０６０１ 的中 � ８９００（７番人気）
複勝票数 計 ２８９９９４ 的中 � １４１１３（７番人気）� ５８１９２（２番人気）� ３４２０（１４番人気）
枠連票数 計 ３０７３７２ 的中 （６－８） ４４７５２（１番人気）
普通馬連票数 計 ７０３５５２ 的中 �� １７８０８（１１番人気）
馬単票数 計 ５２２９９７ 的中 �� ５３１３（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２９７１３ 的中 �� ４７３５（１２番人気）�� ２５４（１１６番人気）�� ６３８（７８番人気）
３連複票数 計 ７４７６５２ 的中 ��� ３１３（３１０番人気）
３連単票数 計１０６７８８６ 的中 ��� ７７（１６１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２５．０―３７．６―５０．８―１：０３．８―１：１６．４―１：２８．０―１：３９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．２―３F３４．６

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

勝馬の
紹 介

オオトリオウジャ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ジェイドロバリー 初出走

２００６．３．２６生 牡２鹿 母 オオトリヘプバーン 母母 ミラクルミユキ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※オオトリオウジャ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２８０５４１０月２５日 曇 重 （２０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１３時００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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

２４ ホワイトヴェール 牝４芦 ５５ 田辺 裕信下河辺隆行氏 小西 一男 門別 下河辺牧場 ４５０－１４１：２４．２ ６．８�

６１２ シーサンメイ 牝３栗 ５３ 小野 次郎 �天羽�治牧場 高木 登 浦河 三栄牧場 B４５８－ ４１：２４．４１� ８４．７�
６１１ ケルティックハープ 牝４栗 ５５ 松岡 正海セゾンレースホース� 斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２＋ ４１：２４．５クビ ３．９�
５１０ ウインアンジェラス 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 ４７２－ ６ 〃 クビ ２．１�
３５ � エムアイティアラ 牝４鹿 ５５ 武士沢友治礒川 正明氏 佐々木亜良 静内（有）石川牧場 ４６８± ０ 〃 ハナ １４．２�
７１３ タケデンヴィーナス 牝４栗 ５５ 横山 典弘武市 弘氏 武市 康男 浦河 安藤牧場 ４６４± ０ 〃 ハナ ２０．５	
７１４ エイワンキセキ 牝４青鹿５５ 藤田 伸二荒木 誠氏 伊藤 伸一 新冠 中本 隆志 ４８０± ０１：２４．６� １２．６

４７ レ ツ ィ ー ナ 牝４黒鹿５５ 柴田 善臣吉田 和美氏 古賀 慎明 門別 谷川畜産 ４６６＋１８１：２４．７� ２９．５�
８１６ ダイワジェラート 牝４青鹿５５ 北村 宏司大城 敬三氏 秋山 雅一 千歳 社台ファーム ４４２± ０１：２４．８� ３８．６�
３６ オメガロンド 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠原 �子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４４８＋ ８１：２５．０１� １５．８
１１ � ハ ナ ム ケ 牝３鹿 ５３

５０ ▲伊藤 工真田口 廣氏 大江原 哲 平取 二風谷ファーム ４７８＋ ２１：２５．３１� ８１．２�
４８ ブライティアメッセ 牝５黒鹿５５ 柴山 雄一小林 昌志氏 藤原 辰雄 平取 コアレススタッド ４６２＋１２ 〃 クビ ２９９．７�
２３ ア ヤ メ 牝４黒鹿５５ 江田 照男 �ローレルレーシング 矢野 照正 門別 白井牧場 ４８６－１０１：２５．４� １５５．４�
８１５ ユノブラッキー 牝５黒鹿５５ 内田 博幸細川祐季子氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４２６－ ４１：２５．５クビ ９０．４�
１２ メジロヴィルゴ 牝４芦 ５５ 勝浦 正樹�メジロ牧場 萱野 浩二 門別 日高大洋牧場 ４３６＋１４１：２５．８１� １５７．４�
５９ � ウエストリリー 牝４鹿 ５５ 幸 英明中村 雅信氏 鈴木 勝美 静内 西村 和夫 ４２４＋２４１：２６．４３� ３５６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，６０１，８００円 複勝： ３５，１５３，０００円 枠連： ２２，７４８，７００円

普通馬連： ８０，５３９，３００円 馬単： ５８，８６３，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，０２９，８００円

３連複： ７５，３２４，０００円 ３連単： １３３，２３８，８００円 計： ４５２，４９８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � ２５０円 � １，３１０円 � １７０円 枠 連（２－６） １，４７０円

普通馬連 �� ２７，０７０円 馬 単 �� ４１，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，９００円 �� ６００円 �� ３，７３０円

３ 連 複 ��� ３０，２８０円 ３ 連 単 ��� ２５２，７８０円

票 数

単勝票数 計 ２１６０１８ 的中 � ２５３３２（３番人気）
複勝票数 計 ３５１５３０ 的中 � ３８５８２（３番人気）� ５２５２（１０番人気）� ６７９９０（２番人気）
枠連票数 計 ２２７４８７ 的中 （２－６） １１４２４（６番人気）
普通馬連票数 計 ８０５３９３ 的中 �� ２１９６（４３番人気）
馬単票数 計 ５８８６３５ 的中 �� １０４９（７６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５０２９８ 的中 �� １０００（４２番人気）�� １１１８３（５番人気）�� １５９５（３３番人気）
３連複票数 計 ７５３２４０ 的中 ��� １８３６（７３番人気）
３連単票数 計１３３２３８８ 的中 ��� ３８９（４６９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．９―３５．６―４８．０―１：００．２―１：１１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホワイトヴェール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Miswaki デビュー ２００７．１．２８ 東京３着

２００４．３．３生 牝４芦 母 ネ ガ ノ 母母 Madame Treasurer １９戦３勝 賞金 ３５，３５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ゴールドゲスト号・スキャットナンバー号・ミンナシアワセ号



２８０５５１０月２５日 曇 良 （２０東京４）第５日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時３０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

１：２０．０
１：１９．０

良

良

８１６ オーロマイスター 牡３鹿 ５５ 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 三石 追分ファーム ４９６－ ２１：２１．５ ５．０�

５９ ヒカルダイヤモンド 牝４栗 ５５ 横山 典弘高橋 光氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４８２＋ ２ 〃 クビ １．９�
２３ コアレスカポーテ 牡３鹿 ５５ 藤田 伸二小林 昌志氏 池上 昌弘 静内 静内酒井牧場 ４７４± ０１：２１．６� ２５．２�
６１２�	 マチカネエベッサン 牡４鹿 ５７ 田中 勝春細川 益男氏 藤岡 健一 愛 Machi-

kane Farm ４６２－ ４１：２１．８１
 １４８．１�
８１８ ケイアイアストン 牡３鹿 ５５ 柴山 雄一 �啓愛義肢材料販売所 和田 正道 静内 松田 三千雄 ４７０± ０１：２２．０１
 ２７６．９�
６１１ セイウンバリュー 牝３鹿 ５３ 後藤 浩輝西山 茂行氏 浅野洋一郎 浦河 畔高牧場 ４３８± ０ 〃 クビ １６．１	
１１ ウインプレミアム 牡４芦 ５７ 内田 博幸�ウイン 大久保龍志 新冠 パカパカ

ファーム ４８６－ ６ 〃 ハナ ９．５

７１４ ナリタスレンダー �３鹿 ５５ 幸 英明�オースミ 木原 一良 浦河 田中スタッド ４６４＋ ２ 〃 ハナ １８．２�
７１３	 サクラネクスト 牡４栗 ５７ 松岡 正海�さくらコマース小笠 倫弘 静内 西村 和夫 ４６８＋ ６１：２２．２１ ９５．５�
３５ 	 ウルトラボルケーノ 牡５黒鹿５７ 柴田 善臣西浦 和男氏 土田 稔 門別 出口牧場 B５１０± ０１：２２．３� ５５．４
２４ マウントキング 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹中沢 春吉氏 浅野洋一郎 新冠 武田農場 ４５０± ０１：２２．４クビ １７７．６�
４８ ナイトレセプション 牡５黒鹿５７ 武 豊 �サンデーレーシング 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ４９０＋１０１：２２．６１� ４０．７�
５１０� ロードバロック 牡３鹿 ５５ 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 田中 清隆 愛 K.I. Farm ４４４＋ ８１：２２．７� ６．０�
３６ � ダノンバッカス 牡３鹿 ５５ 福永 祐一�ダノックス 小崎 憲 英 T. Light-

bowne ４６４＋１０ 〃 ハナ ７３．４�
４７ マイネルサラン 牡３芦 ５５ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 浦河 鎌田 正嗣 ４６６－ ４ 〃 ハナ １５８．３�
１２ � スイートローレライ 牝５芦 ５５ 田辺 裕信シンボリ牧場 久保田貴士 米 Takahiro

Wada B４９６＋ ２１：２２．８� １４８．１�
８１７ サクラオールイン 牡５黒鹿５７ 小島 太一�さくらコマース小島 太 静内 新和牧場 ４９０＋ ２１：２３．０１
 ３７３．６�
７１５� ビートザディーラー 牡５青鹿５７ 江田 照男 �グリーンファーム 小笠 倫弘 米 Patricia

Youngman ４５４± ０１：２３．７４ ４２１．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３１，４７９，４００円 複勝： ５２，６９３，６００円 枠連： ２７，５３４，７００円

普通馬連： ９７，１０８，８００円 馬単： ６８，７６９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，１７８，２００円

３連複： ９３，０７７，３００円 ３連単： １６０，３５５，８００円 計： ５６１，１９７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � ４００円 枠 連（５－８） ３８０円

普通馬連 �� ４８０円 馬 単 �� １，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� １，５７０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� ３，０６０円 ３ 連 単 ��� １３，６７０円

票 数

単勝票数 計 ３１４７９４ 的中 � ４９９７２（２番人気）
複勝票数 計 ５２６９３６ 的中 � ７７９４１（２番人気）� ２２９６３０（１番人気）� １８３２６（７番人気）
枠連票数 計 ２７５３４７ 的中 （５－８） ５３８９３（１番人気）
普通馬連票数 計 ９７１０８８ 的中 �� １５１８１０（１番人気）
馬単票数 計 ６８７６９６ 的中 �� ３９０７２（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０１７８２ 的中 �� ４０４５２（１番人気）�� ４０５８（１７番人気）�� １１１１６（６番人気）
３連複票数 計 ９３０７７３ 的中 ��� ２２４６４（８番人気）
３連単票数 計１６０３５５８ 的中 ��� ８６５９（３１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．８―１１．６―１１．９―１１．０―１０．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２４．１―３５．７―４７．６―５８．６―１：０９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．８―３F３３．９
３ １２，１８，９，１１（３，４，１６）１７（１，５，８）（１３，１５）７（６，１０，１４）－２ ４ １２（９，１８）１１（３，４，１６）１７（１，５，８）（１３，１５）（６，７）（１０，１４）２

勝馬の
紹 介

オーロマイスター �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Lear Fan デビュー ２００７．１１．１８ 東京１着

２００５．１．３１生 牡３鹿 母 フェアリーワルツ 母母 Quick and Smooth ８戦２勝 賞金 ２５，３０４，０００円



２８０５６１０月２５日 曇 重 （２０東京４）第５日 第８競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時００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

８１５� レイズミーアップ �４黒鹿５７ 吉田 隼人平井 裕氏 秋山 雅一 三石 前川 清彦 ４９０＋ ４１：３７．１ １６．１�

４７ � トーセンマンボ 牡５鹿 ５７ 内田 博幸島川 �哉氏 保田 一隆 静内 岡田スタツド ５３６＋ ６１：３７．３１� １１．４�
５８ スピードアタック 牡３青鹿５５ 武 豊齋藤 文男氏 小崎 憲 平取 清水牧場 ５１８＋１６ 〃 クビ ２．７�
６１１ ヤエノアカハチ 牡４栗 ５７ 幸 英明�RRA 久保田貴士 静内 大典牧場 ４５８＋ ２１：３７．８３ ６．４�
３５ コスモビースト 牡３栗 ５５ 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 清水 美波 浦河 伏木田牧場 ４７０＋ ６ 〃 ハナ ５６．２	
６１０ インテグラル 牡３栗 ５５ 松岡 正海 �グリーンファーム 藤岡 健一 早来 ノーザンファーム ５１４＋ ６ 〃 クビ ３７．０

８１４� グラスゴッド 牡４栗 ５７

５４ ▲伊藤 工真半沢� 大江原 哲 浦河 中神牧場 ４７４＋ ４１：３７．９� １８７．９�
２２ ヒミノクリミナル 牡５栗 ５７ 田中 勝春佐々木八郎氏 矢作 芳人 三石 大塚牧場 ５１２－ ２１：３８．２１	 １５６．１�
５９ パワーコレクター 牡５鹿 ５７ 横山 典弘 �サンデーレーシング 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４９０－１２ 〃 クビ １３．５
３４ シュンカジョウ 牝３鹿 ５３ 勝浦 正樹河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 ４６４＋ ８１：３８．３	 １３７．６�
７１３ アイアムレギュラー 牡４鹿 ５７ 吉田 豊堀 紘一氏 小島 茂之 浦河 三嶋牧場 ４８４＋ ８１：３８．４	 ８．６�
１１ コンヴィヴィオ 牡３栗 ５５ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４９０± ０１：３８．５クビ ５．９�
２３ ニイガッタメール 牝３鹿 ５３ 村田 一誠齊藤四方司氏 土田 稔 門別 下河辺牧場 ５０６＋１０１：３９．２４ ３７．３�
７１２ プティフール 牝３鹿 ５３ 武士沢友治 �キャロットファーム 戸田 博文 早来 ノーザンファーム ４５８－ ６１：３９．３� １３５．８�
４６ ハードトゥセイ 牡３鹿 ５５ 藤田 伸二金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ５２０＋ ８ （競走中止） ８．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２６，１９９，１００円 複勝： ４０，７４０，８００円 枠連： ３１，２４５，７００円

普通馬連： ９８，８２８，８００円 馬単： ６６，８６１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，１７３，８００円

３連複： ９７，５１９，５００円 ３連単： １６２，３５２，０００円 計： ５５２，９２０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６１０円 複 勝 � ３３０円 � ２９０円 � １６０円 枠 連（４－８） ２，９３０円

普通馬連 �� ５，１９０円 馬 単 �� １２，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２００円 �� ７９０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� ７，０５０円 ３ 連 単 ��� ５９，５９０円

票 数

単勝票数 計 ２６１９９１ 的中 � １２８９１（８番人気）
複勝票数 計 ４０７４０８ 的中 � ２７３７７（８番人気）� ３３７８５（５番人気）� ９００００（１番人気）
枠連票数 計 ３１２４５７ 的中 （４－８） ７８９７（１４番人気）
普通馬連票数 計 ９８８２８８ 的中 �� １４０６３（２７番人気）
馬単票数 計 ６６８６１０ 的中 �� ４０９６（５４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９１７３８ 的中 �� ５８６３（１９番人気）�� ９２８４（９番人気）�� ９２９２（８番人気）
３連複票数 計 ９７５１９５ 的中 ��� １０２１４（２７番人気）
３連単票数 計１６２３５２０ 的中 ��� ２０１１（２３２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．２―３６．３―４９．０―１：０２．０―１：１３．９―１：２５．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�レイズミーアップ �
�
父 トーホウエンペラー �

�
母父 エイシンヒエン

２００４．５．１９生 �４黒鹿 母 エイシンバウンド 母母 エイシングレイス ９戦１勝 賞金 １１，４４０，０００円
地方デビュー ２００６．５．２４ 札幌

〔競走中止〕 ハードトゥセイ号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため４コーナー手前で競走中止。



２８０５７１０月２５日 曇 良 （２０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 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：３４．９
１：３３．１

良

良

５６ ダノンカモン 牡２黒鹿５５ 福永 祐一�ダノックス 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ５２６＋ ６１：３５．０ １１．２�

８１２ ケイアイライジン 牡２栗 ５５ 内田 博幸 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 日高 メイプルファーム ５０２＋ ４１：３５．１� ６．７�
７１０ ダブルレインボー 牡２栗 ５５ 田中 勝春吉田 勝己氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４６８＋ ２１：３５．２� １６．８�
４４ � ブレイクランアウト 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠 �キャロットファーム 戸田 博文 米 Shadai Cor-

poration ４４０＋１２ 〃 クビ １．７�
６７ トウカイフィット 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 ４３８＋ ６１：３５．４１	 １０５．６�
５５ ブラストクロノス 牡２黒鹿５５ 藤田 伸二村中 徳広氏 岩戸 孝樹 浦河 村下 明博 ４６２± ０ 〃 クビ １９．１	
８１１ モンテアルベルト 牡２栗 ５５ 柴田 善臣毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４６８＋ ６１：３５．５� ２５．５

２２ ジャングルストーン 牡２栗 ５５ 幸 英明後藤 繁樹氏 崎山 博樹 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４４４＋ ６ 〃 ハナ ２７．０�
１１ � プレジャーラン 牡２鹿 ５５ 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Sequel２００３＆

Lynda Richter ５１２± ０ 〃 ハナ ３１．９�
７９ ドリームヘリテージ 牡２栗 ５５ 吉田 隼人セゾンレースホース� 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム ４６０－ ２１：３５．７１	 ４８．７
６８ マイネルエルフ 牡２鹿 ５５ 武 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム ４９２＋ ６１：３５．９１	 ６．５�
３３ ショウナンサミット 牡２栗 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 ４４８＋ ８１：３６．５３� ６３．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４３，０８０，５００円 複勝： ６３，５００，３００円 枠連： ３３，４０７，４００円

普通馬連： １３６，６００，０００円 馬単： １１５，１２１，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，９２５，４００円

３連複： １２５，８４８，７００円 ３連単： ３１７，９７７，５００円 計： ８７２，４６１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１２０円 複 勝 � ３３０円 � ２２０円 � ５４０円 枠 連（５－８） １，３４０円

普通馬連 �� ２，８３０円 馬 単 �� ６，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８９０円 �� ２，１４０円 �� １，７００円

３ 連 複 ��� １３，１５０円 ３ 連 単 ��� ７５，０３０円

票 数

単勝票数 計 ４３０８０５ 的中 � ３０４０９（４番人気）
複勝票数 計 ６３５００３ 的中 � ５０１５５（４番人気）� ８８９３２（２番人気）� ２７３６０（６番人気）
枠連票数 計 ３３４０７４ 的中 （５－８） １８４９１（４番人気）
普通馬連票数 計１３６６０００ 的中 �� ３５６４１（１１番人気）
馬単票数 計１１５１２１３ 的中 �� １３３９８（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６９２５４ 的中 �� １０６１４（１０番人気）�� ４１７６（２３番人気）�� ５２８９（１８番人気）
３連複票数 計１２５８４８７ 的中 ��� ７０６５（４５番人気）
３連単票数 計３１７９７７５ 的中 ��� ３１２８（２０３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．８―３５．５―４７．７―１：００．２―１：１１．８―１：２３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．３―３F３４．８
３ ７－（５，１２）（４，８）３（１，９）（２，６，１０）－１１ ４ ７（５，１２）（３，４，８）（１，９）１０（２，６）１１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンカモン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Ogygian デビュー ２００８．９．６ 新潟１着

２００６．２．８生 牡２黒鹿 母 シンコウエンジェル 母母 A Kiss for Luck ２戦２勝 賞金 ２３，２７３，０００円



２８０５８１０月２５日 曇 良 （２０東京４）第５日 第１０競走 ��
��２，４００�

な ん ぶ

南 武 特 別
発走１５時００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 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

８１５ ドリームノクターン 牡３鹿 ５４ 吉田 隼人セゾンレースホース� 斎藤 誠 門別 賀張中川牧場 ４９０＋ ４２：２５．７ １２．８�

２３ ダイバーシティ 牡３鹿 ５４ 横山 典弘 �サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４５４＋ ２２：２５．９１� １．８�
７１３ マルモコウテイ 牡４鹿 ５７ 武 豊まるも組合 藤沢 則雄 浦河 岡本牧場 ４８６± ０２：２６．０� ４３．１�
３５ マイネルーチェ 牝４黒鹿５５ 藤田 伸二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム ４６６＋ ２ 〃 クビ ２８．３�
１１ ビービーファルコン 	４鹿 ５７ 田中 勝春�坂東牧場 古賀 慎明 平取 坂東牧場 ４５０－ ２２：２６．１クビ ３３．６�
１２ ショウナンラヴァー 牡４青鹿５７ 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＋ ６２：２６．３１� ４５．６	
５９ シルクマンハッタン 牡３青鹿５４ 福永 祐一有限会社シルク境 征勝 門別 中館牧場 ５０８＋ ６ 〃 ハナ ８７．２

４８ サムズアップ 牡３鹿 ５４ 岩田 康誠諸江 幸祐氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８２＋ ２ 〃 ハナ ９．５�
３６ コンベンション 牡３鹿 ５４ 後藤 浩輝 �ノースヒルズマネ

ジメント 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７２＋ ４２：２６．４
 ２０．６�
７１４� コーリンヴァリウス 牡６鹿 ５７ 江田 照男伊藤 恵子氏 平井 雄二 門別 日高大洋牧場 ４７０＋ ２ 〃 アタマ ５５．３
６１１ サブコンシャス 牡３鹿 ５４ 内田 博幸 �キャロットファーム 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム ５２４－ ６ 〃 クビ ５．６�
８１６ リネンヤクシン 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信戸山 光男氏 南田美知雄 門別 白井牧場 B５１０－ ２２：２６．６１� １６９．５�
４７ ニシノコンドコソ 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹西山 茂行氏 萱野 浩二 鵡川 西山牧場 ４９６＋ ８２：２６．７
 ８．４�
６１２� ブレイブバニヤン 牡５鹿 ５７ 武士沢友治ディアレスト 秋山 雅一 門別 いとう牧場 ４９４＋ ６２：２７．３３
 ３２３．０�
２４ アリゾナアベニュー 牡３青鹿５４ 北村 宏司諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 浦河 酒井牧場 ４９０＋ ２ 〃 ハナ ９４．６�
５１０ サンデーコバン 牡６青鹿５７ 柴山 雄一長谷川兼美氏 沢 峰次 門別 野木山 博 ４８６－ ８２：２７．６１� １５１．５�
８１７ マスラタケヲ 牡７栗 ５７ 幸 英明井口 莞爾氏 浅野洋一郎 鵡川 上水牧場 ４５８＋１０２：３２．２大差 ４３７．７�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ４４，２６３，８００円 複勝： ７１，９４４，６００円 枠連： ５０，１９５，６００円

普通馬連： ２０１，４２１，８００円 馬単： １２９，４３９，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，８２０，５００円

３連複： １８０，７６５，７００円 ３連単： ３９９，５１７，１００円 計： １，１２６，３６８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２８０円 複 勝 � ２７０円 � １２０円 � ８５０円 枠 連（２－８） １，０００円

普通馬連 �� １，０７０円 馬 単 �� ３，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� ５，７７０円 �� １，７３０円

３ 連 複 ��� １８，０１０円 ３ 連 単 ��� １２０，６９０円

票 数

単勝票数 計 ４４２６３８ 的中 � ２７３２６（５番人気）
複勝票数 計 ７１９４４６ 的中 � ５８８４７（５番人気）� ２４５１８７（１番人気）� １４２７５（１１番人気）
枠連票数 計 ５０１９５６ 的中 （２－８） ３７２６６（４番人気）
普通馬連票数 計２０１４２１８ 的中 �� １３９２００（４番人気）
馬単票数 計１２９４３９１ 的中 �� ２８６４０（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８８２０５ 的中 �� ２６７１９（４番人気）�� １９５８（４９番人気）�� ６７４７（１８番人気）
３連複票数 計１８０７６５７ 的中 ��� ７４０９（４９番人気）
３連単票数 計３９９５１７１ 的中 ��� ２４４３（３０５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１２．３―１３．０―１２．４―１２．１―１２．４―１２．０―１２．２―１１．４―１１．７―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―２３．８―３６．１―４９．１―１：０１．５―１：１３．６―１：２６．０―１：３８．０―１：５０．２―２：０１．６―２：１３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．７―３F３５．５
１
３

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

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドリームノクターン �
�
父 スターオブコジーン �

�
母父 バ イ ア モ ン デビュー ２００７．１０．２１ 京都５着

２００５．４．３生 牡３鹿 母 フロディーバラード 母母 カバリフロディー １１戦３勝 賞金 ４８，４４７，０００円
〔その他〕 マスラタケヲ号は，競走中に疾病〔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。



２８０５９１０月２５日 曇 良 （２０東京４）第５日 第１１競走 ��
��１，６００�第１１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３５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，１９．１０．２０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，１９．１０．１９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 ７５６，０００円 ２１６，０００円 １０８，０００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

３５ サイレントプライド 牡５栗 ５７ 横山 典弘 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム ４８８－ ２１：３２．７ １１．３�

１１ リザーブカード 牡５鹿 ５６ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４９４＋ ４ 〃 クビ １１．８�
７１５ バトルバニヤン 牡４栗 ５６ 岩田 康誠津村 靖志氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４９０± ０１：３２．８クビ １３．９�
２３ � エイシンドーバー 牡６栗 ５７ 内田 博幸平井 豊光氏 小崎 憲 米 Columbi-

ana Farm ４５６－ ８１：３３．０１ ３．５�
１２ レッツゴーキリシマ 牡３鹿 ５４ 幸 英明西村新一郎氏 梅田 康雄 鵡川 貞広 賢治 ４７０＋１２ 〃 クビ １２．２�
６１１ ショウナンアルバ 牡３鹿 ５５ 武 豊国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４８６± ０ 〃 ハナ ８．４�
７１４ マイケルバローズ 牡７鹿 ５６ 松岡 正海猪熊 広次氏 藤沢 則雄 様似 �村 伸一 ４９８－１２１：３３．１� ７１．０	
５９ レオマイスター 牡３栗 ５５ 田中 勝春
レオ 古賀 慎明 門別 若林 武雄 ４９０＋ ８１：３３．２	 ８４．７�
５１０ インセンティブガイ 牡７鹿 ５６ 北村 宏司齊藤四方司氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６８－ ２ 〃 クビ １００．２�
４８ ドリームシグナル 牡３栗 ５５ 吉田 豊セゾンレースホース
 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム ４７２＋ ６１：３３．４１ ３４．３
２４ グラスボンバー 牡８黒鹿５６ 江田 照男半沢� 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４８２－ ４１：３３．５� ８２．０�
８１７� コンゴウリキシオー 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣金岡 久夫氏 山内 研二 愛

Pacello S. A. and
A. Swersky and
Associates

B５１０＋ １ 〃 クビ ２５．３�
４７ マルカシェンク 牡５黒鹿５７ 福永 祐一河長産業
 河内 洋 千歳 社台ファーム ４９０－ ６１：３３．６クビ ３．６�
８１６ フサイチアソート 牡３栗 ５４ 藤田 伸二岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 早来 ノーザンファーム ４４６＋ ２ 〃 クビ １８．０�
６１２ マイネルポライト 牡５鹿 ５６ 後藤 浩輝 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西浦 勝一 三石 下屋敷牧場 ４９０－ ２１：３３．７	 ２７．３�
３６ サトノプログレス 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人里見 治氏 国枝 栄 様似 �村 伸一 ５０８＋ ６１：３４．０１� ５２．４�
８１８ ホッコーソレソレー 牡６青鹿５６ 勝浦 正樹矢部 幸一氏 浜田 光正 門別 浦新牧場 ４８０＋１４１：３４．１	 ９４．１�
７１３ サブジェクト 牡３黒鹿５４ 村田 一誠 �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 ４５６＋ ４１：３４．２	 １１６．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ８８，８６５，５００円 複勝： １２９，６８９，８００円 枠連： １０７，８０４，９００円

普通馬連： ５８３，１２３，５００円 馬単： ２９８，５４４，７００円 ワイド【拡大馬連】： １３０，８４７，２００円

３連複： ５８０，８４９，２００円 ３連単： １，１８９，１３０，７００円 計： ３，１０８，８５５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１３０円 複 勝 � ４３０円 � ３５０円 � ４００円 枠 連（１－３） ２，３８０円

普通馬連 �� ５，２３０円 馬 単 �� １０，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７７０円 �� １，８７０円 �� １，９４０円

３ 連 複 ��� １７，２１０円 ３ 連 単 ��� ９６，５７０円

票 数

単勝票数 計 ８８８６５５ 的中 � ６２５０６（４番人気）
複勝票数 計１２９６８９８ 的中 � ７８６４７（７番人気）� １０２３２５（３番人気）� ８６５４２（５番人気）
枠連票数 計１０７８０４９ 的中 （１－３） ３３５５７（１３番人気）
普通馬連票数 計５８３１２３５ 的中 �� ８２３０７（１６番人気）
馬単票数 計２９８５４４７ 的中 �� ２０２１９（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１３０８４７２ 的中 �� １８２４１（１７番人気）�� １７２２１（１８番人気）�� １６６２８（２０番人気）
３連複票数 計５８０８４９２ 的中 ��� ２４９２２（５０番人気）
３連単票数 計１１８９１３０７ 的中 ��� ９０８８（２５８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．２―３４．６―４６．１―５７．９―１：０９．１―１：２０．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サイレントプライド �
�
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 ２００５．７．２３ 新潟２着

２００３．３．３生 牡５栗 母 サイレントプレアー 母母 ジェントルスピリット １７戦８勝 賞金 ２１５，０６８，０００円
〔制裁〕 レッツゴーキリシマ号の騎手幸英明は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を内側から追い抜こうとしたこと

について過怠金１０，０００円。
サイレントプライド号の騎手横山典弘は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 スクールボーイ号・タマモサポート号・ハートオブクィーン号・メイショウサライ号



２８０６０１０月２５日 曇 重 （２０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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

２４ ノーリプライ �４芦 ５７ 横山 典弘�瀬 真尚氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４７４＋ ４１：２２．９ ２．２�

５１０ ヒシオフェンス 牡３栗 ５５ 後藤 浩輝阿部雅一郎氏 国枝 栄 新冠 パカパカ
ファーム ５０８＋１４１：２３．３２� ７．９�

７１４ ポ ー ト ラ ヴ 牡４栗 ５７ 幸 英明水戸眞知子氏 南井 克巳 様似 様似堀牧場 ５４８＋ ６ 〃 ハナ ６．９�
２３ グリンガレット 牡６鹿 ５７ 柴山 雄一�ターフ・スポート粕谷 昌央 静内 聖心台牧場 ４８８＋１２１：２３．６１� ６８．６�
４７ セイウンマル 牡５黒鹿５７ 高山 太郎西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 高昭牧場 ４６２± ０１：２３．８１� ５８．２�
４８ スパーブスピリット �５鹿 ５７ 北村 宏司みの商事� 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ４７０－ ６１：２３．９� ８．８�
１２ ゴールドステイブル 牡５鹿 ５７ 松岡 正海元屋地文明氏 矢作 芳人 静内 千代田牧場 ５２４＋ ８ 〃 ハナ ６．２	
３５ セトノヒット 牡７栗 ５７ 小野 次郎難波 経雄氏 西園 正都 三石 片山 修 ４７８－ ６１：２４．１１� １７．１

８１６ プライベートプラン 牡５鹿 ５７ 小島 太一 �ノースヒルズマネ

ジメント 小島 太 浦河 富田牧場 B５２８± ０１：２４．２� ２６．８�
３６ ヴィヴァーチェ 牝４鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真 �荻伏服部牧場 小島 茂之 浦河 荻伏服部牧場 ４５０＋ ６ 〃 ハナ ３４．０�
８１５ シベリアンライオン 牡６芦 ５７ 武士沢友治藤田 在子氏 堀井 雅広 門別 天羽 禮治 ５０８－ ６１：２４．４１� ４８．４
６１２	 カルパントラス 牝４鹿 ５５ 吉永 護伊達 敏明氏 斎藤 宏 門別 サンシャイン

牧場 ４７８＋ ４１：２４．６１� ８５．６�
７１３	 ノボスコーピオ 牡４鹿 ５７ 内田 博幸�LS.M 西塚 安夫 門別 ファニーフレンズファーム ４９８－１２１：２５．３４ ９０．３�
６１１ ケイアイスカイ 牝６鹿 ５５ 藤田 伸二 �啓愛義肢材料販売所 清水 利章 新冠 守矢牧場 ４９４＋１６１：２５．５１ ６４．３�
１１ ハ ナ パ ッ ク 牝５鹿 ５５ 吉田 隼人小池 宗人氏 二ノ宮敬宇 静内 タイヘイ牧場 ５１０－ ８ 〃 クビ ５１．５�
５９ ゼンノスカイブルー 牡５鹿 ５７ 吉田 豊大迫久美子氏 土田 稔 平取 坂東牧場 ５５８－ ２１：２６．１３� １１６．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３９，７７７，９００円 複勝： ５５，１８９，５００円 枠連： ３９，４６５，９００円

普通馬連： １６１，３４９，６００円 馬単： １０５，０３０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，７４１，９００円

３連複： １５４，６４１，４００円 ３連単： ３４８，５８８，４００円 計： ９４７，７８５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １３０円 � ２３０円 � １８０円 枠 連（２－５） ９９０円

普通馬連 �� １，０４０円 馬 単 �� １，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ３３０円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� ２，２７０円 ３ 連 単 ��� ９，３６０円

票 数

単勝票数 計 ３９７７７９ 的中 � １４８５２０（１番人気）
複勝票数 計 ５５１８９５ 的中 � １５８７３１（１番人気）� ４８６１２（５番人気）� ７５９５６（２番人気）
枠連票数 計 ３９４６５９ 的中 （２－５） ２９５０３（４番人気）
普通馬連票数 計１６１３４９６ 的中 �� １１５３１７（４番人気）
馬単票数 計１０５０３０９ 的中 �� ４５３２８（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３７４１９ 的中 �� ２５５２１（４番人気）�� ３５５５２（２番人気）�� ９９１２（１１番人気）
３連複票数 計１５４６４１４ 的中 ��� ５０４８３（５番人気）
３連単票数 計３４８５８８４ 的中 ��� ２７５０１（１４番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．４―１１．９―１２．０―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．４―３４．８―４６．７―５８．７―１：１０．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノーリプライ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．１１．５ 東京２着

２００４．３．３１生 �４芦 母 アイシーサイレンス 母母 アイシーゴーグル ９戦４勝 賞金 ４０，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２３頭 アドマイヤマントル号・ウエスタンビーバー号・エルカミニート号・カマーバンド号・キャラメルチャン号・

キラライットウセイ号・ジャドール号・シルクパナシア号・スズノメヒョー号・スナークユーチャン号・
スリーサンフレンチ号・セレスハント号・タイセイハニー号・ナックルパート号・バリオン号・ハードランナー号・
ヒシレーシー号・ビーボーン号・フォワードダンサー号・ミキノモナコ号・モンテチェリー号・モンプティクール号・
リンリンリン号



（２０東京４）第５日 １０月２５日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
不良後重

競走回数 １２回 出走頭数 １８１頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２５３，６００，０００円
８，５２０，０００円
２０，６００，０００円
２，０５０，０００円
２８，０５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６６，７９１，０００円
５，０１２，０００円
１，８２８，１００円

勝馬投票券売得金
３９０，６２５，０００円
６１５，３２７，６００円
４１１，８４８，４００円
１，６４８，０２２，８００円
１，０８７，４６２，１００円
４４１，４５２，３００円
１，６１５，１４９，０００円
３，２３２，５３３，６００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 ９，４４２，４２０，８００円

総入場人員 ３４，２９７名 （有料入場人員 ３３，１２４名）




