
２８０８５１１月２日 晴 良 （２０東京４）第８日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時０５分 （芝・左）

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

中央レコード

１：２１．８
１：２０．３

良

良

４８ ヒシソロモン 牡２青鹿５５ 柴田 善臣阿部雅一郎氏 中野 隆良 新冠 カミイスタット ４７０－ ６１：２３．５ ３．９�

５９ ギンザジャスマック 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠有馬 博文氏 伊藤 圭三 日高 下河辺牧場 ４９４＋ ２１：２３．６� ６２．６�
２４ アイティアビー 牝２青 ５４ 武 豊一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４５２＋ ２１：２３．８１� ３．０�
１２ ワンツーリターン 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝渡邊 隆氏 松山 康久 新冠 森 牧場 ４９６± ０ 〃 アタマ ７．０�
８１６ エフティレガシー 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４５６＋１６１：２４．０１� ５．６�
２３ カモンベイビー 牝２黒鹿５４ 柴山 雄一永田 清男氏 畠山 吉宏 三石 筒井 征文 ４１４＋ ８１：２４．１� １４．７�
３５ チュラヌウジ 牡２栗 ５５ 北村 宏司 �グリーンファーム 矢野 照正 栃木 恵比寿興業株式

会社	須野牧場 B４１４± ０１：２４．３１� １５．１

３６ ヒルノコスタリカ 牝２鹿 ５４ 池添 謙一蛭川 正文氏 清水 美波 千歳 エクセレンス

ファーム ４２８＋ ４１：２４．４クビ １１１．５�
１１ ヨシインゾーン 牡２黒鹿５５ 内田 博幸田辺 喜彦氏 嶋田 潤 新冠 ヒノデファーム ４６０－ ２１：２４．５� ９．６�
６１２ 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 ４６６－ ２１：２４．８１� ８４．６�
４７ コスモボーキサイト 牡２鹿 ５５ C．ルメール ビッグレッドファーム 柄崎 孝 浦河 高昭牧場 B４６８± ０１：２５．１１� ６４．５�

（仏）

５１０ テ オ ー リ ア 牝２鹿 ５４ 吉田 豊岡田 牧雄氏 秋山 雅一 様似 富田 恭司 ４４２＋ ２ 〃 クビ １０１．５�
７１４ ハートノジョーカー 牝２青鹿５４ 藤岡 佑介鹽田 久義氏 石栗 龍彦 日高 大沢育成牧場 ３９６－１４１：２５．４１� ５３．６�
６１１ ブレイクショット 牡２鹿 ５５ 江田 照男山上 和良氏 中川 公成 静内 藤本牧場 ５００＋ ２ 〃 ハナ １２２．０�
８１５ オンワードアコール 牡２鹿 ５５ 郷原 洋司�オンワード牧場 保田 一隆 浦河 オンワード牧場 ４６８－ ２１：２５．６１� １６１．７�
７１３ ガイアディーヴァ 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹千葉 正人氏 清水 英克 新ひだか 白井 吉美 ４１８＋１６１：２６．３４ １５３．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，１０４，７００円 複勝： ２４，３４２，８００円 枠連： ２０，９３８，０００円

普通馬連： ７１，０７５，３００円 馬単： ５３，９９７，９００円 ワイド【拡大馬連】： １９，５２３，４００円

３連複： ７２，６４４，５００円 ３連単： １０７，７２８，６００円 計： ３８７，３５５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １５０円 � １，０２０円 � １５０円 枠 連（４－５） ６，８５０円

普通馬連 �� １５，４３０円 馬 単 �� ２５，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，７５０円 �� ２８０円 �� ２，７６０円

３ 連 複 ��� １１，５００円 ３ 連 単 ��� ９４，４３０円

票 数

単勝票数 計 １７１０４７ 的中 � ３５３０９（２番人気）
複勝票数 計 ２４３４２８ 的中 � ５２８３４（２番人気）� ３８７０（９番人気）� ５４９８８（１番人気）
枠連票数 計 ２０９３８０ 的中 （４－５） ２２５６（１７番人気）
普通馬連票数 計 ７１０７５３ 的中 �� ３４００（２８番人気）
馬単票数 計 ５３９９７９ 的中 �� １５７７（５４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９５２３４ 的中 �� １１４７（２９番人気）�� ２１２８６（１番人気）�� １５７２（２６番人気）
３連複票数 計 ７２６４４５ 的中 ��� ４６６４（３２番人気）
３連単票数 計１０７７２８６ 的中 ��� ８４２（２３６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．８―３５．２―４７．７―５９．３―１：１１．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒシソロモン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Saint Ballado デビュー ２００８．１０．５ 中山５着

２００６．３．２４生 牡２青鹿 母 ヒシバラード 母母 Hishi Amazon ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
・・・〔制裁〕 ガイアディーヴァ号の騎手勝浦正樹は，発走直後に左あぶみ革の尾錠がはずれたことについて過怠金１０，０００円。

テオーリア号の騎手吉田豊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。
アイティアビー号の騎手武豊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



２８０８６１１月２日 晴 良 （２０東京４）第８日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１０時３０分 （芝・左）

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

中央レコード

１：４６．９
１：４６．７

良

良

１１ 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 ５２０－ ６１：４９．５ ４．１�

７８ クリアソウル 牝２栗 ５４ 藤岡 佑介有限会社シルク斎藤 誠 静内 千代田牧場 ４４０± ０１：４９．６� ２．１�
６７ カムレーシング 牡２黒鹿５５ 藤田 伸二吉田 和子氏 清水 英克 浦河 杵臼牧場 ４８４＋ ２１：４９．８１� ６．３�
４４ コスモピグマン 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 静内 真歌伊藤牧場 ４５８＋ ４ 〃 クビ １２．４�
７９ グリーンスターズ 牡２芦 ５５ 柴田 善臣�有恒 小林 常泰 新ひだか 佐竹 学 ４７４＋ ２１：５０．１１� ５４．４�
６６ マイネルジーク 牡２栗 ５５ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 勢司 和浩 静内 へいはた牧場 ４２０＋ ２ 〃 クビ ２１．６	
２２ 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± ０１：５０．２� ８．７

８１０ キャッツテイル 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝�橋 信博氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４１２－ ４１：５０．４１� １０９．８�
８１１ マイネルサーブル 牡２鹿 ５５ 江田 照男 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 門別 戸川牧場 ４６６－ ２１：５０．５� ８３．６�
５５ マイネルラスター 牡２栗 ５５ 池添 謙一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 門別 佐々木 直孝 ４５６± ０ 〃 クビ ３６．９
３３ 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 ４５０＋ ２１：５０．９２� １８．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １８，１５８，２００円 複勝： ２６，８２６，２００円 枠連： １７，２４１，１００円

普通馬連： ６５，３３７，０００円 馬単： ５６，７８６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，０４１，５００円

３連複： ６６，３３８，０００円 ３連単： １１７，７４０，５００円 計： ３８８，４６９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（１－７） ３７０円

普通馬連 �� ４１０円 馬 単 �� １，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ３３０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ７７０円 ３ 連 単 ��� ４，０００円

票 数

単勝票数 計 １８１５８２ 的中 � ３５５４６（２番人気）
複勝票数 計 ２６８２６２ 的中 � ４６２１５（２番人気）� ９３６５３（１番人気）� ３８５６８（３番人気）
枠連票数 計 １７２４１１ 的中 （１－７） ３５１５０（１番人気）
普通馬連票数 計 ６５３３７０ 的中 �� １１８２９８（１番人気）
馬単票数 計 ５６７８６９ 的中 �� ４００２１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２００４１５ 的中 �� ２９４３０（１番人気）�� １３４９９（４番人気）�� １８５２１（２番人気）
３連複票数 計 ６６３３８０ 的中 ��� ６４０４５（１番人気）
３連単票数 計１１７７４０５ 的中 ��� ２１７５８（５番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．２―１２．３―１２．６―１２．４―１２．６―１１．７―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．１―３６．４―４９．０―１：０１．４―１：１４．０―１：２５．７―１：３７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．５

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

勝馬の
紹 介

フレンドケント �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 シアトルダンサーⅡ デビュー ２００８．１０．１９ 東京３着

２００６．３．２６生 牡２鹿 母 キロロプラム 母母 スナーククリムゾン ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円



２８０８７１１月２日 晴 良 （２０東京４）第８日 第３競走 ��
��１，４００�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

１：２３．１
１：２３．１

重

重

６１２� アースリヴィング 牝２鹿 ５４ C．ルメール �グリーンファーム 小笠 倫弘 米 Marablue
Farm, LLC ４８０ ―１：２６．０ １６．１�

（仏）

１１ � ミスターレンチ 牡２栗 ５５ 江田 照男�ジェイアール 岩戸 孝樹 米
J&J Equine
Investments
Corp, L. C.

５２２ ―１：２７．５９ ６．９�
２３ マスターギラティナ 牝２栗 ５４ 藤田 伸二�坂東牧場 古賀 慎明 新冠 芳住 革二 ４４６ ―１：２８．２４ ５．０�
３６ ヤマニングルマン 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４６４ ―１：２８．９４ ３．９�
４８ カルナチンタ 牝２黒鹿５４ 松岡 正海加藤 信之氏 田村 康仁 様似 松田 豊和 ４５０ ―１：２９．１� １０．４�
７１４ リッチハーベスト 牡２芦 ５５ 吉田 豊水上 行雄氏 戸田 博文 浦河 笠松牧場 ５０６ ―１：２９．４２ ５２．０	
８１５ アキヨシホマレ 牝２栗 ５４ 武士沢友治�紅谷 秋山 雅一 新冠 新冠橋本牧場 ５０８ ―１：２９．５� １１０．０

３５ ディーエスファイン 牡２青鹿５５ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 成島 英春 浦河 多田 善弘 ４８２ ―１：２９．６� ３７．６�
６１１ シュウザンモモ 牝２鹿 ５４ 横山 典弘平 光良氏 鈴木 康弘 静内 桜井牧場 ４５０ ―１：２９．９１� １３．４�
１２ アンビュランスカー 牡２栗 ５５ O．ペリエ 丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム ４７８ ―１：３０．５３� １０．４

（仏）

４７ ミツアキフレンド 牡２栗 ５５
５２ ▲伊藤 工真山本 光明氏 二本柳俊一 むかわ 佐久間 孝司 ４５４ ―１：３０．６� ２０４．３�

５９ イガノサッカオー 牡２栗 ５５ 池添 謙一五十嵐政則氏 天間 昭一 新ひだか 谷山 和喜 ４５２ ―１：３０．７クビ １９６．５�
（イガノハナゴールド）

５１０ ドンプルーフ 牡２芦 ５５ 内田 博幸山田 貢一氏 鈴木 伸尋 新冠 若林牧場 ４９０ ―１：３１．０１� ４．５�
７１３ マイネルブリュット 牡２鹿 ５５ 福永 祐一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 コスモヴューファーム ５０６ ―１：３１．９５ ３７．０�
８１６ テイエムクロヒョー 牡２青 ５５ 北村 宏司竹園 正繼氏 中野渡清一 日高 テイエム牧場門別分場 ４９２ ―１：３２．８５ １２２．６�
２４ ムサシトップガン 牡２栗 ５５ 小林 淳一新井 孝治氏 沢 峰次 浦河 岡本 昌市 ４６６ ― （競走中止） １３６．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，０３０，２００円 複勝： ２３，５１０，１００円 枠連： ２３，９６０，４００円

普通馬連： ６５，６３３，１００円 馬単： ４９，８４９，４００円 ワイド【拡大馬連】： １８，５２０，２００円

３連複： ６７，５２９，７００円 ３連単： ９５，０８５，７００円 計： ３６１，１１８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６１０円 複 勝 � ４９０円 � ２３０円 � ２００円 枠 連（１－６） １，３２０円

普通馬連 �� ４，７１０円 馬 単 �� １１，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３００円 �� １，５７０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� ８，９２０円 ３ 連 単 ��� ７６，６１０円

票 数

単勝票数 計 １７０３０２ 的中 � ８３４２（８番人気）
複勝票数 計 ２３５１０１ 的中 � １０５１５（８番人気）� ２９３２０（４番人気）� ３５９７６（３番人気）
枠連票数 計 ２３９６０４ 的中 （１－６） １３４１７（７番人気）
普通馬連票数 計 ６５６３３１ 的中 �� １０３００（２１番人気）
馬単票数 計 ４９８４９４ 的中 �� ３１２０（４６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８５２０２ 的中 �� ３４７７（１９番人気）�� ２８４０（２３番人気）�� ６４８６（６番人気）
３連複票数 計 ６７５２９７ 的中 ��� ５５９２（３３番人気）
３連単票数 計 ９５０８５７ 的中 ��� ９１６（２５４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．３―３６．４―４９．０―１：０１．０―１：１３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．６―３F３７．０
３ １２，１，８（６，１０，１３）１４，３，１５－１１，２，９，５－７＝１６ ４ １２，１－８，６，３，１４（１０，１３）－１５－１１－９（２，５）－７＝１６

勝馬の
紹 介

�アースリヴィング �
�
父 Yonaguska �

�
母父 Tabasco Cat 初出走

２００６．４．９生 牝２鹿 母 Etoufee 母母 Allouette １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 ムサシトップガン号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムクロヒョー号は，平成２０年１２月２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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 エスエスサンライズ号・オンワードダンク号・ザバトルブリリアン号・ストロングネオ号・モリトキボウ号・

ローズブリット号
※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。



２８０８８１１月２日 晴 良 （２０東京４）第８日 第４競走 ��
��１，６００�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� 基準タイム

中央レコード

１：３４．９
１：３３．１

良

良

１２ ナカヤマフェスタ 牡２鹿 ５５ 内田 博幸和泉 信子氏 二ノ宮敬宇 むかわ 新井牧場 ４５０ ―１：３５．９ ５．６�

２４ ヴィーヴァミラコロ 牡２栗 ５５ 蛯名 正義芹澤 精一氏 田中 清隆 静内 カントリー牧場 ４８２ ― 〃 クビ ５０．８�
８１５ カーネリアンシチー 牡２栗 ５５ 吉田 豊 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 新ひだか 幌村牧場 ４７０ ―１：３６．１�＋� ２３５．８�
７１４ ファイアーフロート 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二臼田 浩義氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ４８４ ―１：３６．３１ ３０．０�
４７ エ ン ブ リ オ 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠若松 伸治氏 清水 英克 新ひだか 藤井 益美 ４６４ ―１：３６．６２ １６．６�
１１ ウ マ ザ イ ル 牡２黒鹿５５ 四位 洋文山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５１０ ―１：３６．８１� ２．０�
４８ デイロングスプリー 牝２栗 ５４ C．ルメール 吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４４０ ― 〃 クビ １４．７	

（仏）

５１０ ワンモーメント 牡２鹿 ５５ O．ペリエ 古川 智洋氏 佐藤 吉勝 新ひだか 川端牧場 ４９２ ―１：３６．９� １７．６

（仏）

３６ ル ド ゥ ー テ 牡２青鹿５５ 松岡 正海 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４４４ ―１：３７．１１� ３０．９�

６１２ エフケーアスコット 牝２鹿 ５４ 武士沢友治布施 貞夫氏 小桧山 悟 三石 加野牧場 ４８８ ―１：３７．８４ １４３．０�
６１１ トーホーグロリア 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝久保 哲朗氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 ４２０ ―１：３８．３３ １９９．３
８１６ アイアムピカイチ 牡２黒鹿５５ 横山 典弘堀 紘一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５０８ ― （降着） ４．２�
５９ ナンヨーガール 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣中村 �也氏 柴田 政人 浦河 三好牧場 ４６０ ― 〃 クビ １２５．３�
３５ ダイワレギオン 牡２栗 ５５ 田中 勝春大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 ５１０ ―１：３８．４クビ １２４．０�
８１７ シルクライトアップ 牡２栗 ５５ 池田 鉄平有限会社シルク畠山 重則 静内 畠山牧場 ４５０ ― 〃 クビ ３４６．７�
２３ コスモプピレ 牝２青鹿５４ 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム ４４４ ―１：３８．６１� １９２．３�
７１３ カリビアンレッド 牝２鹿 ５４ 武 豊 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４３０ ―１：３９．０２� ３４．０�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ３０，５７４，０００円 複勝： ３０，６８０，７００円 枠連： ３０，９５３，４００円

普通馬連： ８１，１０８，８００円 馬単： ６７，４６６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，１７０，１００円

３連複： ８３，７５２，５００円 ３連単： １３３，２１０，９００円 計： ４８１，９１７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � ２１０円 � ９６０円 � ５，０１０円 枠 連（１－２） ２，３７０円

普通馬連 �� １０，１７０円 馬 単 �� １８，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，９９０円 �� １７，０４０円 �� ４４，６６０円

３ 連 複 ��� ７８２，４００円 ３ 連 単 ��� ３，０７２，１８０円

票 数

単勝票数 計 ３０５７４０ 的中 � ４３４３９（３番人気）
複勝票数 計 ３０６８０７ 的中 � ５０４３２（３番人気）� ７４７８（１０番人気）� １３３８（１６番人気）
枠連票数 計 ３０９５３４ 的中 （１－２） ９６４８（９番人気）
普通馬連票数 計 ８１１０８８ 的中 �� ５８８９（２８番人気）
馬単票数 計 ６７４６６９ 的中 �� ２７２８（４８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４１７０１ 的中 �� ２０２１（２８番人気）�� ３４７（７２番人気）�� １３２（１０９番人気）
３連複票数 計 ８３７５２５ 的中 ��� ７９（４０６番人気）
３連単票数 計１３３２１０９ 的中 ��� ３２（１９０１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１２．１―１２．４―１２．６―１２．０―１１．１―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．８―３５．９―４８．３―１：００．９―１：１２．９―１：２４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．６―３F３５．０
３ ・（１，８）（６，１０）（２，１１，１６）４（１４，１７）９（７，１５）－（１３，１２）５＝３ ４ ・（１，８）（６，１０）（２，１１）１６，４（９，１４）（１５，１７）（７，１２）（５，１３）＝３
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナカヤマフェスタ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 タイトスポット 初出走

２００６．４．５生 牡２鹿 母 ディアウィンク 母母 セ イ レ イ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔降着〕 アイアムピカイチ号は，３位〔タイム１分３６秒０，着差�馬身〕に入線したが，最後の直線コースで急に内側に斜行して

「トーホーグロリア」号の走行を妨害したため１２着に降着。
〔制裁〕 アイアムピカイチ号の騎手横山典弘は，最後の直線コースで急に内側に斜行したことについて平成２０年１１月８日から

平成２０年１１月９日まで騎乗停止。
シルクライトアップ号の騎手池田鉄平は，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１００，０００円。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 アイアムピカイチ号は，最後の直線コースで内側に逃避したことについて平成２０年１１月３日から
平成２０年１１月２４日まで出走停止。停止期間の満了後に平地調教再審査。

※シルクライトアップ号は，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，主として騎乗中の国名を表示している。



２８０８９１１月２日 晴 良 （２０東京４）第８日 第５競走 ��
��１，４００�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５６�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

７１０� ギシアラバストロ 牡４青鹿５７ 北村 宏司吉田 和美氏 古賀 慎明 米 Racehorse Man-
agement, LLC ４８８＋ ６１：２４．６ １２．２�

３３ � マルターズコッパー 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義藤田 在子氏 中川 公成 米 Eaglestone
Farm Inc. ４５４＋ ４１：２４．７� ８．５�

２２ ヤマニントップギア 牡３鹿 ５６
５３ ▲伊藤 工真土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ４９４＋ ６１：２４．９１ ６．５�

８１３ トウショウクエスト 牡３栗 ５６ 池添 謙一トウショウ産業� 鶴留 明雄 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ５２６－ ６ 〃 クビ １７．０�

４４ � ギンザナイト 牡３栗 ５６ 川田 将雅齋藤 文男氏 小崎 憲 米 Lazy Lane
Farms, Inc. ４８８－１４１：２５．１１	 ６．８�

８１２ アプローズヒーロー 牡４鹿 ５７ 横山 典弘小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４６０＋ ２ 〃 クビ ２．９�
７１１
 ベ ロ ー チ ェ 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣モナコ商事� 嶋田 功 三石 大豊牧場 B４７０＋ ８１：２５．２クビ １４．８	
５６ � セイウンヒーロー 牡４栗 ５７ 藤岡 佑介西山 茂行氏 手塚 貴久 米 Jayeff ”B”

Stables ４５２± ０１：２６．０５ ７１．９

１１ � 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 ５３０＋ ２１：２６．３１� １６．６�
５７ フォーミュラーワン 牡４栗 ５７ 内田 博幸芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 宮内牧場 ４４４＋ ２ 〃 クビ ５．９�
６８ ダイワシャトル 牡３青鹿５６ 武 豊大城 敬三氏 鹿戸 雄一 新冠 パカパカ

ファーム B４８６＋ ６１：２６．９３� ３２．４
４５ 
 トーホウカラブラン 牡４青鹿５７ 田中 勝春東豊物産� 古賀 史生 門別 竹島 幸治 ５０６＋ ２１：２７．０クビ ９２．７�
６９ スズカアゼリア 牝４黒鹿５５ 村田 一誠永井 啓弍氏 藤沢 則雄 鵡川 新井牧場 ４８０－ ２１：２７．７４ ２７１．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２５，２２５，８００円 複勝： ３７，７１６，７００円 枠連： ２４，６００，６００円

普通馬連： ９４，７５２，５００円 馬単： ６３，３８４，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，４８５，８００円

３連複： ９４，５２０，２００円 ３連単： １４６，３８３，９００円 計： ５１５，０６９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２２０円 複 勝 � ３８０円 � ２８０円 � ２２０円 枠 連（３－７） ２，７８０円

普通馬連 �� ４，０３０円 馬 単 �� ８，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７３０円 �� １，４３０円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� １１，５９０円 ３ 連 単 ��� ６５，１６０円

票 数

単勝票数 計 ２５２２５８ 的中 � １６４０１（６番人気）
複勝票数 計 ３７７１６７ 的中 � ２３９３４（７番人気）� ３５４６５（５番人気）� ４９５４４（３番人気）
枠連票数 計 ２４６００６ 的中 （３－７） ６５３１（１４番人気）
普通馬連票数 計 ９４７５２５ 的中 �� １７３５９（１９番人気）
馬単票数 計 ６３３８４２ 的中 �� ５３４９（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８４８５８ 的中 �� ３９７６（３０番人気）�� ４８５５（２２番人気）�� ８７９７（９番人気）
３連複票数 計 ９４５２０２ 的中 ��� ６０２２（５０番人気）
３連単票数 計１４６３８３９ 的中 ��� １６５８（２６３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．８―１２．３―１１．７―１２．１―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．４―３５．２―４７．５―５９．２―１：１１．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ギシアラバストロ �
�
父 Gone West �

�
母父 Brocco デビュー ２００７．６．２ 東京２着

２００４．４．１９生 牡４青鹿 母 Jostle 母母 Moon Drone ９戦３勝 賞金 ２４，９５０，０００円
〔その他〕 トーホウカラブラン号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※出走取消馬 クラッカージャック号（疾病〔両前肢挫創〕のため）



２８０９０１１月２日 晴 良 （２０東京４）第８日 第６競走 ��１，６００�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５６�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

６１２ マチカネニホンバレ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己細川 益男氏 藤沢 和雄 門別 待兼牧場 ５２２＋ ６１：３６．８ ５．０�

４８ ローンウルフ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド ４６２± ０１：３７．６５ １．９�
５１０ ルシフェリン 牡３栗 ５６ 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 ４５０＋ ４１：３７．９１� ６．２�
１２ ステイドリーム 牡３青 ５６ 吉田 豊�ターフ・スポート佐々木亜良 門別 ナカノファーム ５１６＋１２ 〃 ハナ ３１．６�
８１５ タニノロッキー 牡４栗 ５７ 藤田 伸二谷水 雄三氏 河内 洋 静内 カントリー牧場 ４５２－１０１：３８．２１� ７．４�
７１３ バトルブリンディス 牡３青鹿５６ 岩田 康誠宮川 秋信氏 矢作 芳人 門別 モリナガファーム B４５４＋ ２ 〃 クビ ２３．０�
７１４ ナ リ タ ベ ガ 牡５鹿 ５７ O．ペリエ 	オースミ 藤沢 則雄 白老 白老ファーム B５０４＋ ６１：３８．３クビ ４０．４


（仏）

４７ イースタンリバー 牡３栗 ５６ 北村 宏司千明牧場 鈴木 伸尋 門別 千明牧場 ４７２－ ６１：３９．３６ １１７．３�
５９ エアタイタン 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介 	ラッキーフィールド庄野 靖志 千歳 社台ファーム ５２８－１２１：３９．４� １４．９�
２３ バーチャルウォーズ 牡３青鹿５６ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０＋１０１：３９．７２ １９６．３
３６ ラッシュモア �４鹿 ５７ 後藤 浩輝齊藤四方司氏 浅野洋一郎 静内 千代田牧場 ４７０± ０１：３９．９１� ６４．７�
１１ ストロングジャック 牡３栗 ５６ 四位 洋文村木 篤氏 鹿戸 雄一 静内 へいはた牧場 B５２４＋ ４１：４０．０クビ ７７．５�
２４ ニシノマルス 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣西山 茂行氏 高橋 祥泰 鵡川 西山牧場 ４８０＋１６ 〃 クビ ６３．５�
８１６ パ ワ ー サ ム 牡４鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真宮崎 金造氏 小林 常泰 浦河 中村 雅明 B４３４－ ８１：４０．３１� ４５９．６�
３５ タイキトゥルース 牡３鹿 ５６ 青木 芳之�大樹ファーム 藤沢 和雄 大樹 大樹ファーム B４６６＋ ２１：４０．８３ １００．１�
６１１ ギムレットシチー 牝３鹿 ５４ 江田 照男 	友駿ホースクラブ 佐藤 吉勝 浦河 アイオイファーム ４５４－ ２ 〃 クビ ３２８．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，２４９，２００円 複勝： ４４，５８８，２００円 枠連： ３０，１２９，５００円

普通馬連： １０４，３９０，０００円 馬単： ７６，２８４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，０２４，６００円

３連複： １０１，９４２，３００円 ３連単： １７１，０２８，８００円 計： ５９１，６３７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � １７０円 枠 連（４－６） ５００円

普通馬連 �� ５３０円 馬 単 �� １，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ６００円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� １，０３０円 ３ 連 単 ��� ６，５５０円

票 数

単勝票数 計 ３２２４９２ 的中 � ５１３６６（２番人気）
複勝票数 計 ４４５８８２ 的中 � ６４１６４（２番人気）� １６６７０３（１番人気）� ５３６７８（４番人気）
枠連票数 計 ３０１２９５ 的中 （４－６） ４４５４９（２番人気）
普通馬連票数 計１０４３９００ 的中 �� １４７８８６（１番人気）
馬単票数 計 ７６２８４６ 的中 �� ４０７４２（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１０２４６ 的中 �� ３８５４８（１番人気）�� １１０１９（７番人気）�� ２７６４２（３番人気）
３連複票数 計１０１９４２３ 的中 ��� ７３３６３（２番人気）
３連単票数 計１７１０２８８ 的中 ��� １９２７４（１０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．６―３５．４―４８．１―１：００．９―１：１２．８―１：２４．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マチカネニホンバレ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Deputy Minister デビュー ２００８．６．１４ 東京１４着

２００５．４．２６生 牡３鹿 母 マチカネチコウヨレ 母母 Alysbelle ６戦２勝 賞金 １６，３００，０００円
※ストロングジャック号・バーチャルウォーズ号は，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，主として騎乗中の国名を表示している。



２８０９１１１月２日 晴 良 （２０東京４）第８日 第７競走 ��１，６００�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５４�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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

５１０ サマーアクトレス 牝３黒鹿５４ 松岡 正海セゾンレースホース� 宗像 義忠 新冠 富本 茂喜 ４７０＋ ６１：３４．７ ６０．１�

７１３ フレジェール 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４８２－ ２ 〃 アタマ ２．８�
６１２ ニシノガーランド 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠西山 茂行氏 武藤 善則 鵡川 西山牧場 ４８０＋ ４１：３４．８� ５．５�
４７ クルンプホルツ 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０＋ ４ 〃 ハナ ２０．２�
６１１ ショウナンアルス 牝５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 B４４８＋ ４ 〃 クビ ６５．０�
５９ センシュアルドレス 牝４鹿 ５５ 横山 典弘吉田 照哉氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム B４４６± ０１：３４．９クビ １９．７	
７１５ リーベストラウム 牝３黒鹿５４ 内田 博幸�ミルファーム 斎藤 誠 静内 前谷 武志 ４８４－ ２ 〃 ハナ ２４．０

１１ フローラルカーヴ 牝４鹿 ５５ C．ルメール �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム B４４２＋ ６１：３５．０クビ ３２．４�

（仏）

３６ アイルビーバウンド 牝３鹿 ５４ 北村 宏司 �サンデーレーシング 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４１２－ ６ 〃 クビ １９．３�
４８ カレンナサクラ 牝４栗 ５５ 武士沢友治北所 直人氏 高木 登 静内 見上牧場 ４４６＋ ４１：３５．１クビ ８．５
７１４ ヨシサプライズ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一田辺 喜彦氏 嶋田 潤 浦河 谷口牧場 ４４０＋３０ 〃 アタマ １４０．０�
８１７ ローテレジーナ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一山科 統氏 堀 宣行 浦河 バンダム牧場 ４１０＋ ４１：３５．２� ２３．１�
２４ サクラスウィープ 牝４鹿 ５５ 江田 照男�さくらコマース藤原 辰雄 静内 伊藤 敏明 ４７２＋ ４１：３５．３� ６０．３�
８１８ ミラクルハニー 牝４黒鹿５５ 田中 勝春吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B４３８＋ ２１：３５．４� ６１．１�
８１６ エ ア ワ ル ツ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４５２＋ ２ 〃 ハナ ６．７�
１２ アグネスミヌエット 牝３鹿 ５４ 四位 洋文渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 ４１４－ ２ 〃 クビ １０．１�
２３ ターニングリーフ 牝４栗 ５５ O．ペリエ �下河辺牧場 矢作 芳人 門別 下河辺牧場 ５１０＋１８１：３５．５� １５８．８�

（仏）

３５ ミカノレディー 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義松本 俊廣氏 高木 登 新冠 タニグチ牧場 ４６２± ０１：３５．８１� １０１．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２９，９５１，６００円 複勝： ４５，４９６，８００円 枠連： ３６，０４１，１００円

普通馬連： １２９，１０９，２００円 馬単： ７７，７９６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，８７０，６００円

３連複： １３０，１０８，７００円 ３連単： １９７，４１６，８００円 計： ６８２，７９０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，０１０円 複 勝 � １，３９０円 � １５０円 � ２３０円 枠 連（５－７） ２，２８０円

普通馬連 �� １４，１２０円 馬 単 �� ４１，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，２４０円 �� ５，９５０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ２６，３７０円 ３ 連 単 ��� １９５，５７０円

票 数

単勝票数 計 ２９９５１６ 的中 � ３９３３（１２番人気）
複勝票数 計 ４５４９６８ 的中 � ６０２４（１４番人気）� １０４０７３（１番人気）� ５４０５０（３番人気）
枠連票数 計 ３６０４１１ 的中 （５－７） １１６７７（１１番人気）
普通馬連票数 計１２９１０９２ 的中 �� ６７５１（４６番人気）
馬単票数 計 ７７７９６０ 的中 �� １３７５（１１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６８７０６ 的中 �� ２０２７（４９番人気）�� １４３６（６６番人気）�� ２２２５１（１番人気）
３連複票数 計１３０１０８７ 的中 ��� ３６４２（８０番人気）
３連単票数 計１９７４１６８ 的中 ��� ７４５（５６６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．４―３６．３―４８．０―５９．８―１：１０．７―１：２２．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サマーアクトレス �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１１．３ 東京４着

２００５．３．１６生 牝３黒鹿 母 サンデースクリーン 母母 ネクストムービー ９戦２勝 賞金 １８，６００，０００円
〔制裁〕 フレジェール号の騎手藤岡佑介は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。

フローラルカーヴ号の騎手C．ルメールは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。
※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 ユメノツヅキヲ号
※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。



２８０９２１１月２日 晴 良 （２０東京４）第８日 第８競走 ��
��１，４００�く る み 賞

発走１３時５０分 （芝・左）

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 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．８
１：２０．３

良

良

７１０ ストロングガルーダ 牡２青鹿５５ 蛯名 正義村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４８４－ ６１：２１．６レコード ７．５�

４４ アイアンデューク 牡２芦 ５５ 横山 典弘栗坂 崇氏 伊藤 伸一 鵡川 上水牧場 ４５６－ ２１：２２．１３ ６．７�
６８ グッデーコパ 牝２青鹿５４ 柴田 善臣小林 祥晃氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 ４６４－ ４ 〃 アタマ １７．５�
１１ リキサンシンオー 牡２栗 ５５ 藤田 伸二 �ハイパワー商事 昆 貢 新冠 村田牧場 ４７０－ ６ 〃 アタマ ３．７�
３３ アッシュケーク 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠加藤 徹氏 清水 利章 三石 パラダイス・

ファーム ４７４－ ４１：２２．２クビ ９．８�
５６ オメガユリシス 牡２鹿 ５５ 松岡 正海原 �子氏 坂本 勝美 浦河 桑田 正己 ４６６＋ ６１：２２．３� ７．５�
８１２ マイネルウェイヴ 牡２鹿 ５５ 池添 謙一 	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 ４６４＋ ４１：２２．４� １１．７

５５ ドリームゲイル 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一セゾンレースホース	 高橋 裕 新冠 コスモヴューファーム ４９６± ０１：２２．５� １０．１�
６７ ロラパルーザ 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝�樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 ４８２＋ ４１：２２．８１� ５．３�
７９ 	 キャラメルボイス 牝２栗 ５４ 武士沢友治栗本 博晴氏 中野渡清一 安平 ノーザンファーム ４１６± ０１：２３．６５ ８５．７
２２ ムラマサノメイトー 牡２黒鹿５５ 小林 淳一新井 孝治氏 内藤 一雄 浦河 岡本 昌市 ４６６＋１０１：２４．３４ ８８．３�
８１１ キョウエイエルメス 牝２栗 ５４ 勝浦 正樹田中 晴夫氏 藤原 辰雄 様似 スイートフアーム ４３２－１２１：２４．４� ４８．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３４，６６５，９００円 複勝： ４４，６４５，２００円 枠連： ２９，７８１，３００円

普通馬連： １２８，７５３，５００円 馬単： ８６，４６８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，３６７，２００円

３連複： １１３，１８０，２００円 ３連単： ２１４，６３２，５００円 計： ６８４，４９４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ２７０円 � ２３０円 � ４９０円 枠 連（４－７） ２，４２０円

普通馬連 �� ２，４７０円 馬 単 �� ５，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８１０円 �� ２，２８０円 �� ２，１９０円

３ 連 複 ��� １４，５１０円 ３ 連 単 ��� ８５，７２０円

票 数

単勝票数 計 ３４６６５９ 的中 � ３６５５９（５番人気）
複勝票数 計 ４４６４５２ 的中 � ４４５７４（５番人気）� ５９０１１（３番人気）� ２１００１（９番人気）
枠連票数 計 ２９７８１３ 的中 （４－７） ９１０７（１６番人気）
普通馬連票数 計１２８７５３５ 的中 �� ３８５２８（１２番人気）
馬単票数 計 ８６４６８７ 的中 �� １２７４０（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２３６７２ 的中 �� １０３６４（８番人気）�� ３４２０（３３番人気）�� ３５７６（３２番人気）
３連複票数 計１１３１８０２ 的中 ��� ５７５９（６５番人気）
３連単票数 計２１４６３２５ 的中 ��� １８４８（３５８番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストロングガルーダ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Kingmambo デビュー ２００８．８．１６ 新潟１着

２００６．２．１４生 牡２青鹿 母 フェニックスバード 母母 トロフィーポイント ３戦２勝 賞金 １７，２８７，０００円
※出走取消馬 エルビートル号（疾病〔右肩跛行〕のため）



２８０９３１１月２日 晴 良 （２０東京４）第８日 第９競走 ��
��２，０００�

し ょ う じ こ

精 進 湖 特 別
発走１４時２５分 （芝・左）

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

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

中央レコード

１：５８．０
１：５６．４

良

良

３３ リキサンポイント �５青鹿５７ 藤田 伸二 �ハイパワー商事 昆 貢 新冠 村田牧場 B５１０＋１０２：００．１ ２６．５�

５５ コパノジングー 牡３黒鹿５５ 岩田 康誠小林 祥晃氏 宮 徹 門別 ヤナガワ牧場 ４９６－ ２２：００．３１� ５．２�
８１０ スノークラッシャー 牡３栃栗５５ 松岡 正海齊藤四方司氏 清水 利章 鵡川 上水牧場 ４４０＋ ４ 〃 ハナ ２．６�
８１１ アヴェンティーノ 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己吉田 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 ４９２＋ ２２：００．４� ４．５�
７９ マチカネゲンジ 牡５黒鹿５７ 横山 典弘細川 益男氏 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４９６＋ ２ 〃 クビ １０．３�
７８ 	 コアレスストーム �５鹿 ５７ 勝浦 正樹小林 昌志氏 藤原 辰雄 愛 Masashi

Kobayashi ５０８± ０２：００．５� １４．５�
６７ アイティトップ 牡３鹿 ５５ 武 豊一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４９６＋ ４２：００．６
 ６．９	
６６ リネンフィールド 牝４栗 ５５ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 三石 平野牧場 ４９０＋ ２２：００．７クビ １３０．５

４４ シングンリターンズ 牡３鹿 ５５ 柴山 雄一伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４４８± ０ 〃 クビ １１７．４�
２２ � アクティブアクト 牝６黒鹿５５ 田中 勝春南波 壽氏 石毛 善彦 浦河 杵臼斉藤牧場 ４４０－ ６２：００．９１� １８５．７�
１１ エイシンテンリュー 牡５鹿 ５７ C．ルメール 平井 豊光氏 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４９６± ０２：０１．２２ １２．０

（仏）

（１１頭）

売 得 金

単勝： ４１，５０３，０００円 複勝： ５６，５３３，０００円 枠連： ３９，７５１，９００円

普通馬連： １７３，２７０，５００円 馬単： １１６，０４８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，１６５，４００円

３連複： １４８，８２５，７００円 ３連単： ３４９，６８１，９００円 計： ９６５，７７９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，６５０円 複 勝 � ６７０円 � １８０円 � １５０円 枠 連（３－５） ７，８３０円

普通馬連 �� ７，６３０円 馬 単 �� １９，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２２０円 �� １，８１０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ８，４８０円 ３ 連 単 ��� ９５，５５０円

票 数

単勝票数 計 ４１５０３０ 的中 � １２３６９（８番人気）
複勝票数 計 ５６５３３０ 的中 � １５０５６（８番人気）� ９２３８５（３番人気）� １３２８１１（１番人気）
枠連票数 計 ３９７５１９ 的中 （３－５） ３７４９（１５番人気）
普通馬連票数 計１７３２７０５ 的中 �� １６７６１（２４番人気）
馬単票数 計１１６０４８０ 的中 �� ４３８５（４９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０１６５４ 的中 �� ４１３４（２４番人気）�� ５０９３（２２番人気）�� ３３０９２（２番人気）
３連複票数 計１４８８２５７ 的中 ��� １２９６１（３４番人気）
３連単票数 計３４９６８１９ 的中 ��� ２７０１（２５７番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．１―１２．２―１２．４―１２．３―１２．１―１１．９―１０．９―１１．３―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２５．０―３７．２―４９．６―１：０１．９―１：１４．０―１：２５．９―１：３６．８―１：４８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．１―３F３４．２

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

勝馬の
紹 介

リキサンポイント �
�
父 アドマイヤボス �

�
母父 Danzig デビュー ２００５．９．１０ 札幌４着

２００３．４．２６生 �５青鹿 母 トップニュースⅡ 母母 Fabulous Fraud ２３戦４勝 賞金 ６９，３５８，０００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。



２８０９４１１月２日 晴 良 （２０東京４）第８日 第１０競走 ��
��１，６００�

きんしゅう

錦秋ステークス
発走１５時００分 （ダート・左）
３歳以上，１，６００万円以下，１９．１０．２７以降２０．１０．２６まで１回以上出走馬，除３歳未出走
馬および未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

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 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

１１ エスポワールシチー 牡３栗 ５５ 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 門別 幾千世牧場 ４８０＋ ２１：３５．３ ２．６�

５９ エプソムアーロン 牡４鹿 ５６ 柴田 善臣 �ジャパン・
ホースマン・クラブ 藤岡 範士 静内 田原橋本牧場 ４９６＋ ８１：３６．１５ ６．０�

８１６ レオエンペラー 牡４鹿 ５７ 内田 博幸�レオ 田子 冬樹 門別 若林 武雄 ４９６－ ４１：３６．２� ３．９�
２３ � サンワードラン 牡６鹿 ５５ 藤岡 佑介佐藤 幸彦氏 中尾 正 米 Silverleaf

Farms, Inc. ４９４－ ８１：３６．５１� １０２．５�
３６ サンマルセイコー 牝５黒鹿５１ 伊藤 工真相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４８６－ ４１：３６．６� １５７．０�
３５ � ビッグポパイ 牡５青鹿５４ 岩田 康誠幅田 昌伸氏 白井 寿昭 米 WinStar

Farm, LLC B４９８－ ４ 〃 アタマ ２８．８�
４７ スターボイジャー 牡７鹿 ５５ 蛯名 正義 	サンデーレーシング 斎藤 誠 早来 ノーザンファーム ４４６＋ ４１：３６．９１� ３０．１

５１０ ヤマニンリュバン 牡３栗 ５５ C．ルメール 土井 薫氏 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ５１０－ ６１：３７．１１ ８．７�

（仏）

６１２	 ダイイチミラクル 
８芦 ５３ 勝浦 正樹	ミルファーム 菊川 正達 三石 ダイイチ牧場 B４９２＋ ４１：３７．３１� １７．６�
４８ アルカライズ 牡５青鹿５２ 池添 謙一 	社台レースホース奥平 雅士 白老 白老ファーム ４９２＋ ２ 〃 クビ ９４．７
６１１ ゴールドマイン 牡４鹿 ５４ 小林 久晃吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４８０－ ２１：３７．４� ３４．４�
１２ ユースフルデイズ 牡６黒鹿５４ 田中 勝春 	社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ５０４－１８ 〃 ハナ ６７．４�
７１４� エアマックール 牡３黒鹿５４ 福永 祐一 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 米 Winches-

ter Farm ４８４＋１０１：３７．７１� １１．３�
７１３ モンヴェール 牝５鹿 ５３ 柴山 雄一吉田 勝己氏 畠山 吉宏 早来 ノーザンファーム ５０２＋ ２１：３８．１２� １０９．６�
８１５ グランパティシエ 
７黒鹿５１ 鈴来 直人 	サンデーレーシング 福永 甲 早来 ノーザンファーム ４９６＋ ６１：３８．７３� １４０．３�
２４ セッカチセージ 牡３鹿 ５３ 後藤 浩輝松田 整二氏 畠山 吉宏 門別 野島牧場 ５５２－ ４ 〃 アタマ ２４．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５４，１４４，０００円 複勝： ６６，０４８，４００円 枠連： ６３，７５６，４００円

普通馬連： ２６５，６７５，１００円 馬単： １５２，１３６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ５９，８２５，７００円

３連複： ２２９，９７４，８００円 ３連単： ４８５，３０９，７００円 計： １，３７６，８７０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � １４０円 枠 連（１－５） ５２０円

普通馬連 �� ７９０円 馬 単 �� １，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� ２９０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ９８０円 ３ 連 単 ��� ３，９９０円

票 数

単勝票数 計 ５４１４４０ 的中 � １６４４５６（１番人気）
複勝票数 計 ６６０４８４ 的中 � １４５５８５（１番人気）� ９４８３６（３番人気）� １３４００２（２番人気）
枠連票数 計 ６３７５６４ 的中 （１－５） ９１４９４（１番人気）
普通馬連票数 計２６５６７５１ 的中 �� ２４９１４２（２番人気）
馬単票数 計１５２１３６７ 的中 �� ９３１５１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５９８２５７ 的中 �� ５１３０３（２番人気）�� ５２２０９（１番人気）�� ３６０８６（３番人気）
３連複票数 計２２９９７４８ 的中 ��� １７４７４５（１番人気）
３連単票数 計４８５３０９７ 的中 ��� ８９８８０（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．１―３４．９―４７．１―５９．２―１：１０．８―１：２２．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エスポワールシチー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．３．９ 阪神３着

２００５．４．２２生 牡３栗 母 エミネントシチー 母母 ヘップバーンシチー １０戦４勝 賞金 ５２，６１２，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 コロナグラフ号・サニーネイティブ号・タイキシルバー号・タイキフェアレディ号・デイフラッシュ号・

ナムラクック号・ロールオブザダイス号
※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。



２８０９５１１月２日 晴 良 （２０東京４）第８日 第１１競走 ��
��２，０００�第１３８回天 皇 賞 （ 秋 ）（ＧⅠ）

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５６�４歳以上５８�，牝馬
２�減

天皇賞・日本馬主協会連合会会長賞（１着）
賞 品

本 賞 １３２，０００，０００円 ５３，０００，０００円 ３３，０００，０００円 ２０，０００，０００円 １３，２００，０００円
付 加 賞 ３，６９６，０００円 １，０５６，０００円 ５２８，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

レースレコード

［参考記録］

１：５８．０
１：５６．４
１：５８．０
１：５８．０

良

良

良

良 （東京）

７１４ ウ オ ッ カ 牝４鹿 ５６ 武 豊谷水 雄三氏 角居 勝彦 静内 カントリー牧場 ４９０± ０１：５７．２レコード ２．７�

４７ ダイワスカーレット 牝４栗 ５６ 安藤 勝己大城 敬三氏 松田 国英 千歳 社台ファーム ４９８± ０ 〃 ハナ ３．６�
１２ ディープスカイ 牡３栗 ５６ 四位 洋文深見 敏男氏 昆 貢 浦河 笠松牧場 ５１０＋ ２ 〃 クビ ４．１�
８１６ カ ン パ ニ ー 牡７鹿 ５８ 横山 典弘近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４６０＋１０ 〃 ハナ ５２．８�
２３ エアシェイディ 牡７栗 ５８ 後藤 浩輝 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４９０－ ２１：５７．３クビ ３３．６�
３５ サクラメガワンダー 牡５栗 ５８ 福永 祐一�さくらコマース友道 康夫 静内 新和牧場 ４８６＋ ２１：５７．５１ ３２．１�
７１３ オースミグラスワン 牡６栗 ５８ 蛯名 正義�オースミ 荒川 義之 浦河 鮫川 啓一 ５３２＋ ６ 〃 アタマ ４３．１	
１１ アサクサキングス 牡４鹿 ５８ 藤岡 佑介田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４９４± ０１：５７．７１� ２１．２

５１０ キングストレイル 牡６黒鹿５８ 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４９２＋ ８ 〃 ハナ １０９．２�
８１７ ドリームジャーニー 牡４鹿 ５８ 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２０＋ ６１：５８．０１� １４．６
５９ アドマイヤフジ 牡６黒鹿５８ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５２８－ ２ 〃 ハナ ５７．９�
２４ アドマイヤモナーク 牡７鹿 ５８ 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４５８－ ８１：５８．２１� ６９．４�
３６ エリモハリアー 	８鹿 ５８ 吉田 豊山本 敏晴氏 田所 秀孝 えりも えりも農場 ４５２＋ ２１：５８．３クビ ２０１．８�
４８ ポップロック 牡７鹿 ５８ 内田 博幸吉田 勝己氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４９８－ ２ 〃 クビ ４０．１�
６１１ ハイアーゲーム 牡７青鹿５８ 柴田 善臣臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B５１４－ ６１：５８．４� ８４．４�
８１５ トーセンキャプテン 牡４鹿 ５８ O．ペリエ 島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４９２－ ２１：５８．６１ ７１．５�

（仏）

６１２ タスカータソルテ 牡４黒鹿５８ C．ルメール �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４５６＋ ６１：５８．８１ ２０．６�
（仏）

（１７頭）

売 得 金

単勝： ７０１，６８７，４００円 複勝： ５６７，６５５，２００円 枠連： ９４６，５５９，３００円

普通馬連： ３，９２９，３４７，５００円 馬単： ２，４５２，５７２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ７５７，６２７，７００円

３連複： ４，２７５，９０６，２００円 ３連単： １０，１２４，６７６，８００円 計： ２３，７５６，０３２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � １５０円 枠 連（４－７） ５２０円

普通馬連 �� ５５０円 馬 単 �� １，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ２８０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ７１０円 ３ 連 単 ��� ３，２５０円

票 数

単勝票数 計７０１６８７４ 的中 � ２０７５６５４（１番人気）
複勝票数 計５６７６５５２ 的中 � １６１２７０６（１番人気）� １１４８２６３（２番人気）� ８４６３６６（３番人気）
枠連票数 計９４６５５９３ 的中 （４－７）１３５２５７３（１番人気）
普通馬連票数 計３９２９３４７５ 的中 �� ５２８３９６３（１番人気）
馬単票数 計２４５２５７２５ 的中 �� １７３２６５３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計７５７６２７７ 的中 �� ９３４７３２（１番人気）�� ６６４０７４（２番人気）�� ４８７０６０（３番人気）
３連複票数 計４２７５９０６２ 的中 ���４４８３８７０（１番人気）
３連単票数 計１０１２４６７６８ 的中 ���２３０４９２４（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．７―３５．２―４７．１―５８．７―１：１０．３―１：２２．０―１：３３．３―１：４４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．９―３F３５．２

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

勝馬の
紹 介

ウ オ ッ カ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ル シ ョ ン デビュー ２００６．１０．２９ 京都１着

２００４．４．４生 牝４鹿 母 タニノシスター 母母 エナジートウショウ １６戦７勝 賞金 ７３０，０２６，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※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。



２８０９６１１月２日 晴 良 （２０東京４）第８日 第１２競走 ��
��１，６００�

か わ ぐ ち こ

河 口 湖 特 別
発走１６時２０分 （ダート・左）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５６�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 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

５９ ク リ ー ン 牡４鹿 ５７ 武 豊小田切有一氏 音無 秀孝 静内 タイヘイ牧場 ５９４＋ ８１：３７．６ ２．４�

４７ � アンダーカウンター 牡３栗 ５６ 吉田 豊加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. Wayne
L Morris Sr. ５１６＋２４１：３７．８１� ５．９�

７１４ アドマイヤマントル 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠近藤 利一氏 古賀 史生 静内（有）下河辺トレー
ニングセンター B５１４＋ ２１：３７．９	 １８．２�

１２ カネスラファール 牡４黒鹿５７ 北村 宏司杉澤 光雄氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ４８４＋ ２１：３８．１１
 ７．４�
２４ � ウィズディクタット 牡４青鹿５７ 田中 勝春加藤 守氏 矢作 芳人 英

Emily Krstina
（Australia）
Pty Ltd

４９０± ０ 〃 ハナ ８．６�
６１１ スナークユーチャン 牡４黒鹿５７ 内田 博幸杉本仙次郎氏 嶋田 潤 静内 見上牧場 ４７２＋ ２１：３８．２クビ ６．６�
８１６ ウインマグナム 牡３栗 ５６ 村田 一誠�ウイン 田中 清隆 静内（有）石川牧場 ４８０＋ ４１：３８．４１� ２５．２	
８１５ ブライアンズエッセ 牡５栗 ５７ 福永 祐一青山 洋一氏 平田 修 静内 岡田牧場 ５００－ ６１：３８．６１� ３９．９

５１０ テンザンモビール 牡５黒鹿５７ 鈴来 直人平野 澄江氏 矢作 芳人 門別 下河辺牧場 ４８８－ ４１：３９．０２
 ７０．０�
２３ 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 ４９２＋ ４１：３９．１
 ６７．２�
３５ タイセイハニー 牝５芦 ５５ 藤岡 佑介田中 成奉氏 菊川 正達 三石 前川 正美 ５０４＋１２１：３９．２
 ３３．９
３６ シルクパナシア 牡３鹿 ５６ 川田 将雅有限会社シルク鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 B４６０± ０１：３９．４１� ２４．３�
６１２ ヤクモキャット 牡５青鹿５７ 宗像 徹�山崎牧場 阿部 新生 八雲 山崎牧場 ４５８＋ ４１：３９．５	 １５８．１�
４８ デジデーリオ 牡６鹿 ５７ 小林 淳一岡田 牧雄氏 清水 美波 千歳 社台ファーム ４７６－ ４１：３９．８１	 ９８．４�
７１３ スリーサンフレンチ 牡５鹿 ５７ 江田 照男永井商事� 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４８４± ０１：４０．１１	 ３１．０�
１１ � マ ン ダ レ ー 牡６栗 ５７ 南田 雅昭誓山 正伸氏 南田美知雄 浦河 杵臼牧場 B５０８－ ２１：４１．７１０ ２６５．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７７，４０３，９００円 複勝： ９９，５４２，３００円 枠連： ８９，９３５，９００円

普通馬連： ３５１，３７６，０００円 馬単： ２３１，７９７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ９１，１９９，６００円

３連複： ３４３，９４２，２００円 ３連単： ８２３，１４６，９００円 計： ２，１０８，３４４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � １９０円 � ４２０円 枠 連（４－５） ６８０円

普通馬連 �� ６８０円 馬 単 �� １，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ８２０円 �� ２，２２０円

３ 連 複 ��� ５，１６０円 ３ 連 単 ��� １６，５１０円

票 数

単勝票数 計 ７７４０３９ 的中 � ２５５４３８（１番人気）
複勝票数 計 ９９５４２３ 的中 � ３１９５７１（１番人気）� １２５３３８（３番人気）� ４１９２２（６番人気）
枠連票数 計 ８９９３５９ 的中 （４－５） ９９０３１（１番人気）
普通馬連票数 計３５１３７６０ 的中 �� ３８２０３２（１番人気）
馬単票数 計２３１７９７７ 的中 �� １６４２３９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９１１９９６ 的中 �� ８２５５２（２番人気）�� ２６２３３（８番人気）�� ９１３１（２２番人気）
３連複票数 計３４３９４２２ 的中 ��� ４９１９４（１２番人気）
３連単票数 計８２３１４６９ 的中 ��� ３６８１６（３４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．９―３６．１―４８．７―１：０１．３―１：１３．３―１：２５．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ク リ ー ン �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 Nijinsky デビュー ２００６．７．３０ 新潟１７着

２００４．３．２６生 牡４鹿 母 モザーティアナ 母母 Sex Appeal ２６戦４勝 賞金 １０７，３５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時３０分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１８頭 アポロラムセス号・エドノドリーム号・エプソムボス号・キープウイニング号・グランシュヴァリエ号・

クリストフォルス号・クレヨンルージュ号・ゼンノグッドウッド号・ゼンノスカイブルー号・タマモグレアー号・
ディープリンク号・トーセントゥルー号・ニードルポイント号・ノボスコーピオ号・ビッグボス号・メジロティモン号・
ユウコン号・ワンダーポデリオ号



（２０東京４）第８日 １１月２日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７９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

４４９，４１０，０００円
４，２６０，０００円
１２，８３０，０００円
７，３００，０００円
５１，９３０，０００円
３１９，０００円
３１９，０００円

６６，０４６，０００円
５，２５７，０００円
１，８０７，９００円

勝馬投票券売得金
１，０７９，６９７，９００円
１，０６７，５８５，６００円
１，３５３，６４８，９００円
５，４５９，８２８，５００円
３，４８４，５８９，５００円
１，１５９，８２１，８００円
５，７２８，６６５，０００円
１２，９６６，０４３，０００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 ３２，２９９，８８０，２００円

総入場人員 １２１，９６１名 （有料入場人員 １１９，３７７名）



平成２０年度 第４回東京競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，４２４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

２，２０７，７００，０００円
３４，０４０，０００円
１２０，６６０，０００円
２１，０００，０００円
２４３，４３０，０００円
８９９，０００円
８９９，０００円

５２０，２０８，５００円
４１，７４４，２００円
１４，３８２，４００円

勝馬投票券売得金
３，７６９，５８３，７００円
５，１７５，００３，７００円
４，３４７，９０３，１００円
１７，４０２，１２８，４００円
１１，６５９，７６１，１００円
４，３２９，５４０，４００円
１７，５８５，１６１，５００円
３８，１８４，６０１，９００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 １０２，４５３，６８３，８００円

総入場延人員 ４２６，３８９名 （有料入場延人員 ４１４，９７４名）




