
３１０３７１１月１６日 小雨 良 （２０東京５）第４日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走９時５５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

１１ ケイアイマッシブ 牡２栗 ５５ 内田 博幸 �啓愛義肢材料販売所 南田美知雄 新ひだか 前川 隆則 ４９０＋２６１：２６．８ １２．０�

３３ 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 ４５２＋ ６１：２７．７５ １．４�
６７ ミラクルシーカー 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 ４７６＋ ２１：２７．８� ３７．５�
５６ ス ペ ッ ク 牡２鹿 ５５ 田中 勝春山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 澤田 嘉隆 ４５８＋ ８１：２８．１１� ８．５�
４４ 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 ４８８＋ ２１：２８．３１� ６．９�
８１２ エイシンワールド 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真平井 豊光氏 久保田貴士 新ひだか 嶋田牧場 ４３４± ０１：２８．４クビ ３５．４	
２２ 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 ４３４－１０１：２８．６１� ２１．２

５５ セ テ ィ ア 牝２栗 ５４ 吉田 豊加藤 信之氏 戸田 博文 浦河 鎌田 正嗣 ４５６－ ６１：２８．７� ３１．０�
６８ ジャンジャン 牡２鹿 ５５ 丹内 祐次�富川牧場 高松 邦男 日高 富川牧場 ４８２± ０１：２８．８クビ ２５４．５�
７１０ 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 ５２２＋ ２１：２９．２２� １７１．６
７９ ドンプルーフ 牡２芦 ５５ 上村 洋行山田 貢一氏 鈴木 伸尋 新冠 若林牧場 ４９０± ０１：２９．３� ５４．６�
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± ０１：２９．９３� ２０７．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １６，４３３，１００円 複勝： ４２，９６２，１００円 枠連： １２，７３０，１００円

普通馬連： ４８，８５６，０００円 馬単： ４７，８１８，５００円 ワイド【拡大馬連】： １６，６１６，７００円

３連複： ５６，０５７，６００円 ３連単： １０５，２０４，４００円 計： ３４６，６７８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２００円 複 勝 � ２２０円 � １１０円 � ４４０円 枠 連（１－３） ６００円

普通馬連 �� ６５０円 馬 単 �� ２，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ２，３７０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ３，５７０円 ３ 連 単 ��� ２３，９００円

票 数

単勝票数 計 １６４３３１ 的中 � １０８５５（４番人気）
複勝票数 計 ４２９６２１ 的中 � ２１７９４（４番人気）� ３００９０６（１番人気）� ８６０９（７番人気）
枠連票数 計 １２７３０１ 的中 （１－３） １５９１４（３番人気）
普通馬連票数 計 ４８８５６０ 的中 �� ５６２３３（３番人気）
馬単票数 計 ４７８１８５ 的中 �� １４９８６（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６６１６７ 的中 �� １５３６９（３番人気）�� １５３２（２６番人気）�� ６５８０（７番人気）
３連複票数 計 ５６０５７６ 的中 ��� １１５９０（１４番人気）
３連単票数 計１０５２０４４ 的中 ��� ３２４９（７３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．９―３５．７―４８．５―１：０１．１―１：１３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．１―３F３８．３
３ １，７（５，１０，１１，１２）４，３，６，９－８－２ ４ １（７，１１，１２）５（４，１０，３）－６－（８，９）－２
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ケイアイマッシブ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 キンググローリアス デビュー ２００８．７．２０ 新潟３着

２００６．４．２６生 牡２栗 母 ニシノファンシー 母母 マルサチャーリー ３戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
※出走取消馬 マイネルバルトーク号（疾病〔左肩跛行〕のため）



３１０３８１１月１６日 小雨 良 （２０東京５）第４日 第２競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１０時２０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

１：３７．９
１：３７．３

良

不良

４４ 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 ４９２＋ ４１：３９．１ ３．４�

６７ 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 ４９４＋ ４１：３９．３１� ２．９�

３３ ディアテクノバトル 牡２鹿 ５５ 内田 博幸�樽さゆり氏 高橋 裕 新冠 中村農場 ５０２＋ ４１：３９．５１� ２．８�
８１１ ノボレインボー 牝２芦 ５４ 田中 勝春�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 ４６４＋ ２１：４０．１３� ４６．１�
５５ スノーレーザー 牡２鹿 ５５ 郷原 洋司 �ワイ・アール・シー 郷原 洋行 三石 三石橋本牧場 ５２８＋ ４１：４０．６３ ２６．５�
７８ ザゴールデンボーイ 牡２栗 ５５ 松岡 正海青山 洋一氏 藤岡 健一 新冠 松浦牧場 ５１８＋ ６１：４１．５５ １０．４�
６６ シャイニーコート 牡２栗 ５５ 菊沢 隆徳小林 昌志氏 中尾 正 門別 下河辺牧場 ４６６－ ４１：４２．２４ １５．１	
２２ 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 ５１０＋ ２１：４２．５２ ４３．１

８１０ 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 ４９０－ ４１：４２．９２� ９９．５�
１１ カワキタトップ 牡２芦 ５５ 宮崎 光行川島 吉男氏 小桧山 悟 三石 木田牧場 ４６４± ０１：４３．６４ ２４７．３�

（北海道）

７９ コスモホークアイ 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一 ビッグレッドファーム 坂本 勝美 静内 岡田牧場 B４７８＋ ４１：４３．８１� ２０３．５�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １４，１２１，８００円 複勝： ２２，８９５，９００円 枠連： １２，３５０，７００円

普通馬連： ５２，５６３，６００円 馬単： ４３，４５０，９００円 ワイド【拡大馬連】： １８，１９４，０００円

３連複： ５９，３７１，５００円 ３連単： １０３，３０３，９００円 計： ３２６，２５２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � １１０円 枠 連（４－６） ５００円

普通馬連 �� ４８０円 馬 単 �� ９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� １４０円 �� １３０円

３ 連 複 ��� ２４０円 ３ 連 単 ��� １，６８０円

票 数

単勝票数 計 １４１２１８ 的中 � ３３４７１（３番人気）
複勝票数 計 ２２８９５９ 的中 � ４７５９８（２番人気）� ３７６２６（３番人気）� ９３４５４（１番人気）
枠連票数 計 １２３５０７ 的中 （４－６） １８５４６（３番人気）
普通馬連票数 計 ５２５６３６ 的中 �� ８１９６５（３番人気）
馬単票数 計 ４３４５０９ 的中 �� ３５３４４（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８１９４０ 的中 �� ２３２５５（３番人気）�� ３３７６３（２番人気）�� ４１４４３（１番人気）
３連複票数 計 ５９３７１５ 的中 ��� １８９４９３（１番人気）
３連単票数 計１０３３０３９ 的中 ��� ４５４６６（６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．５―１２．４―１３．０―１２．９―１２．５―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．５―３５．０―４７．４―１：００．４―１：１３．３―１：２５．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ランドオウジ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００８．１０．２５ 東京３着

２００６．２．２４生 牡２鹿 母 キシュウウインド 母母 ランドローリエ ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔制裁〕 シャイニーコート号の騎手菊沢隆徳は，３コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
〔調教再審査〕 シャイニーコート号は，３コーナーで外側に逃避したことについて平地調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



３１０３９１１月１６日 小雨 良 （２０東京５）第４日 第３競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１０時５０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

１：２１．６
１：２０．３

良

良

５７ � セイウンリファイン 牡２鹿 ５５ 村田 一誠西山 茂行氏 萱野 浩二 米 Aaron U. Jones
& Marie D. Jones ４８４＋ ２１：２３．６ ４．５�

８１３ ケージーカンザクラ 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４４８＋ ６１：２４．３４ １０．３�
６８ 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 ４９２－ ４ 〃 ハナ ３．６�
６９ ディアトウシロウ 牡２栃栗５５ 松岡 正海ディアレスト 斎藤 誠 新ひだか 中田 浩美 ４３６± ０ 〃 クビ ２．９�
７１０ タツボストン 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣鈴木 昭作氏 根本 康広 浦河 大島牧場 ４３８＋ ８１：２４．４クビ ７．６�
７１１ メイストーム 牝２鹿 ５４ 丹内 祐次西谷とき子氏 清水 英克 浦河 ダイヤモンドファーム ４１０－２２１：２４．６１� １６１．７�
８１２ エフケーアスコット 牝２鹿 ５４ 宮崎 光行布施 貞夫氏 小桧山 悟 三石 加野牧場 ４８８± ０１：２４．８１ ８８．２�

（北海道）

１１ フライングビーン 牝２栗 ５４ 小野 次郎小山 豊氏 阿部 新生 静内 岡田牧場 ４６２＋ ２１：２５．０１ ８．８	
２２ シルキーモモ 牝２鹿 ５４ 小林 淳一有限会社シルク大和田 稔 新冠 堤 牧場 ４５８＋ ２ 〃 クビ ９５．１

４５ マイネカルミア 牝２黒鹿５４ 川島 信二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ３８６＋ ６１：２５．１� ２８９．２�
５６ ヤ ラ マ イ カ 牡２黒鹿５５ 柴山 雄一内藤 好江氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム ４８８－ ６１：２５．３１� １６０．３
３３ バトルジュディス 牝２鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真宮川 秋信氏 浅野洋一郎 日高 モリナガファーム ４０６＋ ４１：２５．５１ １２４．１�
４４ ジュテミルフー 牝２鹿 ５４ 内田 博幸井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 バンダム牧場 ４３２＋ ４１：２６．２４ ５８．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １５，９６４，４００円 複勝： ２２，２９２，３００円 枠連： １６，９８３，３００円

普通馬連： ５６，８０５，１００円 馬単： ４７，５６９，４００円 ワイド【拡大馬連】： １７，５０５，２００円

３連複： ６０，９９３，３００円 ３連単： １０９，７２３，０００円 計： ３４７，８３６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １６０円 � ２８０円 � １４０円 枠 連（５－８） ２，７７０円

普通馬連 �� ２，５００円 馬 単 �� ４，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７２０円 �� ３００円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ２，６００円 ３ 連 単 ��� １９，０３０円

票 数

単勝票数 計 １５９６４４ 的中 � ２８３７２（３番人気）
複勝票数 計 ２２２９２３ 的中 � ３８５１５（３番人気）� １６３７５（６番人気）� ５０００４（２番人気）
枠連票数 計 １６９８３３ 的中 （５－８） ４５３４（９番人気）
普通馬連票数 計 ５６８０５１ 的中 �� １６８３２（１２番人気）
馬単票数 計 ４７５６９４ 的中 �� ７９７１（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７５０５２ 的中 �� ５６９４（１２番人気）�� １６２２６（３番人気）�� ５７０９（１１番人気）
３連複票数 計 ６０９９３３ 的中 ��� １７３３１（１０番人気）
３連単票数 計１０９７２３０ 的中 ��� ４２５７（６５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．９―２４．８―３６．７―４８．９―１：００．６―１：１２．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�セイウンリファイン �
�
父 Forestry �

�
母父 Saint Ballado デビュー ２００８．７．２７ 新潟８着

２００６．３．２３生 牡２鹿 母 Goldendale 母母 Marie J ３戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



３１０４０１１月１６日 小雨
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２０東京５）第４日 第４競走 ��３，０００�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時２０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

８１３ ノースフォンテン 牡４芦 ６０ 田中 剛北村実地子氏 池添 兼雄 浦河 向別牧場 ４７８± ０３：２３．３ ２．７�

５８ マヤノスターダム 牡６鹿 ６０ 植野 貴也田所 英子氏 坂口 正大 静内 千代田牧場 ４９２－１２３：２３．４� ４．７�
３４ トロフィーディール 牡５鹿 ６０ 西谷 誠青山 洋一氏 森 秀行 新冠 パカパカ

ファーム ４６８＋ ４３：２４．９９ ２．９�
７１２ レオスターライト 牡７鹿 ６０ 山本 康志�レオ 岩戸 孝樹 静内 藤沢牧場 ４６０－ ４３：２５．０� ５１．９�
６９ モリノミヤコ 牡６黒鹿６０ 浜野谷憲尚関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ４８０＋ ８３：２６．３８ ４０．０�
６１０ イメージボックス 牡４鹿 ６０ 矢原 洋一大原 詔宏氏 土田 稔 静内 田中 裕之 B４８６－１０３：２６．５１� １４１．６�
７１１ ゴ ス ペ ル 牡３黒鹿５８ 柴田 未崎吉橋 計氏 郷原 洋行 登別 登別上水牧場 B５０２＋１０３：２６．７１� １３２．５	
２２ ガッテンヒメ 牝３黒鹿５６ 柴田 大知岩崎 圭市氏 粕谷 昌央 門別 浜本牧場 ４５６± ０３：２７．０１� ６２．７

５７ � ガイアヘッド 牡６鹿 ６０ 横山 義行千葉 正人氏 清水 英克 静内 桜井牧場 ５２２＋２２３：２７．７４ ３４．４�
４５ ヤクモオーカン 牡５鹿 ６０ 穂苅 寿彦�山崎牧場 杉浦 宏昭 八雲 山崎牧場 ４６８－ ４３：２８．０１� １０．８
３３ スナークムサシ 牡５黒鹿６０ 仲田 雅興杉本仙次郎氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４８６－ ８３：２８．１クビ ７０．２�
１１ レイザストレングス 牡５鹿 ６０ 五十嵐雄祐ディアレスト 松山 将樹 浦河 小島牧場 ４４０＋１６３：２９．６９ １１６．１�
８１４� ラヴリーゲスト 牡４鹿 ６０ 江田 勇亮鈴木 芳夫氏 鈴木 勝美 新冠 ビッグレッドファーム ４８６＋ ４３：３２．４大差 １６２．１�
４６ � ブラウマイスキー 牡４鹿 ６０ 石神 深一野島 春男氏 南田美知雄 門別 野島牧場 ５０２＋ ６ （競走中止） １０．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，０５５，７００円 複勝： １４，１６０，１００円 枠連： １６，７９０，２００円

普通馬連： ５０，５１９，８００円 馬単： ４２，５１４，９００円 ワイド【拡大馬連】： １５，０４８，９００円

３連複： ６０，１１５，３００円 ３連単： ９７，５３６，３００円 計： ３１１，７４１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � １３０円 枠 連（５－８） ４８０円

普通馬連 �� ５６０円 馬 単 �� ９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ２１０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ５００円 ３ 連 単 ��� ２，２７０円

票 数

単勝票数 計 １５０５５７ 的中 � ４４８９６（１番人気）
複勝票数 計 １４１６０１ 的中 � ３９３５４（１番人気）� ３０４４６（２番人気）� ２７１３５（３番人気）
枠連票数 計 １６７９０２ 的中 （５－８） ２６３０５（２番人気）
普通馬連票数 計 ５０５１９８ 的中 �� ６７０３５（２番人気）
馬単票数 計 ４２５１４９ 的中 �� ３２７２３（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５０４８９ 的中 �� １７９６０（２番人気）�� １９０５２（１番人気）�� １０９６６（４番人気）
３連複票数 計 ６０１１５３ 的中 ��� ８８９０１（１番人気）
３連単票数 計 ９７５３６３ 的中 ��� ３１７９３（３番人気）

上り １マイル １：４５．９ ４F ５１．２－３F ３８．２
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」
１
�
６，１３，４（７，８）（１２，５，３）１０－１，９－１１－２＝１４
８，１３－７，５－１２－９（４，３）－１１－１０－２＝１＝１４

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

勝馬の
紹 介

ノースフォンテン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 モ ガ ミ デビュー ２００６．６．２４ 京都８着

２００４．２．１９生 牡４芦 母 ヤ シ ャ ヒ メ 母母 オカノサクラ 障害：７戦１勝 賞金 １６，６００，０００円
〔競走中止〕 ブラウマイスキー号は，２周目６号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ユキノスバル号



３１０４１１１月１６日 小雨 良 （２０東京５）第４日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１２時１０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

４５ ツクバタイヨウ 牡２栗 ５５ 内田 博幸荻原 昭二氏 松山 康久 平取 協栄組合 ４７２ ―１：３９．９ ３．９�

７１２ ファンタジーゲート 牝２栃栗５４ 吉田 隼人矢野 秀春氏 池上 昌弘 静内 矢野牧場 ４６０ ―１：４０．３２� １３．７�
２２ サトノバロン 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝里見 治氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ５００ ― 〃 クビ ５．７�
８１３ ブルーセイコー 牡２青鹿５５ 丹内 祐次村山 忠弘氏 根本 康広 日高 坂 牧場 ５３８ ―１：４０．５１ ３７．５�
５７ フォルミダービレ 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣�前川企画 尾形 充弘 平取 雅 牧場 ５００ ―１：４１．１３� １．９�
１１ ダンディジョー 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 ４８６ ―１：４１．３１� １２．６�
４６ リネントランポリー �２栗 ５５ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 三石 嶋田牧場 ４９６ ―１：４１．５１� ２１２．５	
３３ コパノチカチャン 牝２鹿 ５４ 田中 勝春小林 祥晃氏 上原 博之 日高 日高大洋牧場 ４３２ ―１：４１．６クビ ２６．０

８１４ ジェイケイクエスト 牡２鹿 ５５ 北村 宏司小谷野次郎氏 大江原 哲 静内 藤川フアーム ５２６ ―１：４１．７� ３４．３�
７１１ オメガジャスパ 牡２栗 ５５ 柴山 雄一原 �子氏 小笠 倫弘 静内 岡田スタツド B４５０ ―１：４３．１９ １４３．４�
６９ ハクシンアマゾーヌ 牝２鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真新井原 博氏 高橋 祥泰 新冠 川上 悦夫 ４７８ ―１：４４．２７ ８６．６
３４ マキシムギンガ 牝２栗 ５４ 江田 照男小田 廣美氏 鈴木 勝美 門別 大沢育成牧場 ４９２ ―１：４４．３� ９７．２�
５８ クラブイーティング 牝２栗 ５４ 松岡 正海鈴木 照雄氏 阿部 新生 新冠 加藤ステーブル ４６８ ―１：４４．７２� ８０．７�
６１０ マルマツパワフル 牡２栗 ５５ 吉田 豊松田 敏雄氏 和田 正道 浦河 村下牧場 ４８４ ―１：４４．９１� １６２．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，８６８，２００円 複勝： ２０，６９１，１００円 枠連： １８，６６９，４００円

普通馬連： ５９，８３３，０００円 馬単： ５４，３０９，０００円 ワイド【拡大馬連】： １８，６７８，８００円

３連複： ６５，５６３，５００円 ３連単： １１６，９３９，１００円 計： ３７４，５５２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １６０円 � ３３０円 � ２００円 枠 連（４－７） ２，１８０円

普通馬連 �� ２，５９０円 馬 単 �� ３，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８１０円 �� ３４０円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� ３，６７０円 ３ 連 単 ��� ２３，２００円

票 数

単勝票数 計 １９８６８２ 的中 � ４１１０８（２番人気）
複勝票数 計 ２０６９１１ 的中 � ４０３９７（２番人気）� １３４６９（５番人気）� ２８６７８（３番人気）
枠連票数 計 １８６６９４ 的中 （４－７） ６３３０（９番人気）
普通馬連票数 計 ５９８３３０ 的中 �� １７０４９（８番人気）
馬単票数 計 ５４３０９０ 的中 �� １０３１４（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８６７８８ 的中 �� ５４５７（８番人気）�� １４９９６（３番人気）�� ４２１０（１１番人気）
３連複票数 計 ６５５６３５ 的中 ��� １３１９５（１１番人気）
３連単票数 計１１６９３９１ 的中 ��� ３７２０（６２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．８―３６．３―４９．０―１：０２．１―１：１５．０―１：２７．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツクバタイヨウ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ノーザンテースト 初出走

２００６．３．３０生 牡２栗 母 マチカネレイロウ 母母 シヤイニーアンドブライト １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



３１０４２１１月１６日 小雨 良 （２０東京５）第４日 第６競走 ��２，０００�サラブレッド系２歳
発走１２時４０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

２：０１．５
１：５９．９

良

良

５５ グラヴィテーション 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝清水 二朗氏 本間 忍 三石 中田 英樹 ５１８ ―２：０５．０ ４．０�

４４ ラークキャロル 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 菊川 正達 早来 ノーザンファーム ４１０ ―２：０５．２１� ２．２�
７８ ライドザウインド 牡２青鹿５５ 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４４６ ―２：０５．４１� ８．９�
８１０ ドリームジュピター 牡２栗 ５５ 松岡 正海セゾンレースホース� 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム ４４８ ―２：０５．５� １３．８�
１１ トーセンマルゴー 牡２鹿 ５５ 内田 博幸島川 �哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５４０ ―２：０６．１３� ７．２	
８９ カツノファースト 牡２栗 ５５ 北村 宏司勝野 �治氏 伊藤 伸一 静内 マークリ牧場 ４９２ ―２：０６．３１� ２９．２

３３ マ ア ー ラ ウ 牡２栗 ５５ 蓑島 靖典 �天羽�治牧場 西塚 安夫 新冠 ハクツ牧場 ４６４ ― 〃 クビ ８３．８�
６６ カンタベリーキング 牡２鹿 ５５ 宮崎 光行峰 哲馬氏 鈴木 勝美 浦河 荻伏牧場 ４２８ ―２：０６．４� １３１．０�

（北海道）

２２ シルククレヴァー 牡２黒鹿５５ 田中 勝春有限会社シルク小島 太 日高 ヤナガワ牧場 ５２８ ―２：０７．１４ ６．８
７７ ミヤビハナヒラク 牝２青 ５４ 吉田 隼人村上 義勝氏 高橋 裕 新ひだか 高橋 修 ５３８ ―２：０８．１６ ６０．５�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２０，５０９，９００円 複勝： ２１，９００，１００円 枠連： １６，１８０，３００円

普通馬連： ５７，０７１，５００円 馬単： ４９，１０７，９００円 ワイド【拡大馬連】： １６，６６１，４００円

３連複： ５５，３０１，４００円 ３連単： １１３，５６６，６００円 計： ３５０，２９９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １３０円 � １２０円 � １９０円 枠 連（４－５） ４３０円

普通馬連 �� ４００円 馬 単 �� １，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ４８０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� １，０９０円 ３ 連 単 ��� ５，７４０円

票 数

単勝票数 計 ２０５０９９ 的中 � ４０４９６（２番人気）
複勝票数 計 ２１９００１ 的中 � ４９７９７（２番人気）� ６０５１７（１番人気）� ２２９２２（５番人気）
枠連票数 計 １６１８０３ 的中 （４－５） ２８１８５（１番人気）
普通馬連票数 計 ５７０７１５ 的中 �� １０７３２９（１番人気）
馬単票数 計 ４９１０７９ 的中 �� ３４０８７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６６６１４ 的中 �� ２７０９６（１番人気）�� ７３５４（７番人気）�� １１１９１（４番人気）
３連複票数 計 ５５３０１４ 的中 ��� ３７５２４（３番人気）
３連単票数 計１１３５６６６ 的中 ��� １４６０３（１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．２―２６．０―３８．６―５１．４―１：０４．７―１：１７．８―１：３０．６―１：４２．２―１：５３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．２―３F３４．４

３ ８（１０，４）（５，７，９）（１，２）（６，３）
２
４

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

勝馬の
紹 介

グラヴィテーション �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ダンシングブレーヴ 初出走

２００６．３．２５生 牡２鹿 母 リンデンシラユリ 母母 リンデンリリー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



３１０４３１１月１６日 曇 良 （２０東京５）第４日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時１０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

８１６� フェスティバルイヴ �３黒鹿５６ 内田 博幸前田 幸治氏 和田 正道 米 Brereton
C. Jones ４６２＋ ４１：２５．２ ９．９�

４７ 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 ４９８＋ ４ 〃 クビ ５．４�

７１３ ティティボス 牡４鹿 ５７ 松岡 正海冨塚 善三氏 斎藤 誠 門別 坂戸 節子 ４８８－１４１：２５．５１	 ２０．４�
５９ � 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 ４４４－ ２ 〃 クビ ２．９�
６１２ マイヴィーナス 牝３栗 ５４ 小野 次郎�RRA 高木 登 浦河（有）ビクトリーホース

ランチ 荻野 豊 ４５８－ ２１：２５．７１ １４．２�
３６ 
 レオメビウス 牡４鹿 ５７ 江田 照男�レオ 田子 冬樹 平取 びらとり牧場 ５１４－ ４１：２５．９１� ４２．０�
８１５ ウイニングヒット 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣芹澤 精一氏 佐藤 吉勝 浦河 日向牧場 ４６８＋１０ 〃 クビ ６４．６	
２３ ヤマニンデューン 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝土井 肇氏 安田 隆行 新冠 錦岡牧場 ４５２－ ４１：２６．０クビ １４．６

５１０ 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 ４７２＋１２ 〃 クビ １１．９�
７１４
 アツキオモイ 牡４鹿 ５７ 村田 一誠丸岡 啓一氏 鈴木 勝美 新冠 ムラカミファーム ４４４＋ ４１：２６．２１� ７０．８
４８ � ディアディライト 牡３鹿 ５６ 田中 勝春寺田千代乃氏 加藤 征弘 英 Rockwell

Bloodstock ４６０－ ４１：２６．３	 ４２．１�
２４ ユウターストライプ 牡４鹿 ５７ 菊沢 隆徳上山 利広氏 嶋田 功 新冠 中本牧場 ４７６＋ ２ 〃 ハナ ２５４．３�
６１１� ロードバロック 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹 �ロードホースクラブ 田中 清隆 愛 K.I. Farm ４４４± ０１：２８．３大差 ２０．０�
１２ 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 ４６２－ ２１：２８．６２ ４０．３�
３５ キラウエアシチー 牡８栗 ５７ 小林 淳一 �友駿ホースクラブ 内藤 一雄 浦河 上山牧場 ４３４＋ ５１：２９．３４ ２７７．７�
１１ サクセスサーマル 牡４黒鹿５７ 北村 宏司�嶋 哲氏 久保田貴士 浦河 谷川牧場 ４６０－ ６ （競走中止） ５．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，６８７，８００円 複勝： ３９，９５４，１００円 枠連： ２８，０８４，３００円

普通馬連： １０６，９２８，３００円 馬単： ６５，６４６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，５７０，８００円

３連複： １１１，９７９，９００円 ３連単： １７７，２３４，４００円 計： ５８７，０８５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９９０円 複 勝 � ３６０円 � １９０円 � ５４０円 枠 連（４－８） １，８３０円

普通馬連 �� ２，６３０円 馬 単 �� ５，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８７０円 �� ３，２６０円 �� １，６２０円

３ 連 複 ��� １６，９９０円 ３ 連 単 ��� ７９，６６０円

票 数

単勝票数 計 ２５６８７８ 的中 � ２０５５６（４番人気）
複勝票数 計 ３９９５４１ 的中 � ２７３７８（５番人気）� ６８９７７（２番人気）� １６５８８（９番人気）
枠連票数 計 ２８０８４３ 的中 （４－８） １１３５１（８番人気）
普通馬連票数 計１０６９２８３ 的中 �� ３００１９（８番人気）
馬単票数 計 ６５６４６２ 的中 �� ８９４６（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１５７０８ 的中 �� ９３３０（８番人気）�� ２３１８（４０番人気）�� ４７６５（１８番人気）
３連複票数 計１１１９７９９ 的中 ��� ４８６５（５４番人気）
３連単票数 計１７７２３４４ 的中 ��� １６４２（２４０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．８―３５．８―４７．８―５９．８―１：１２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フェスティバルイヴ �
�
父 Forest Camp �

�
母父 Marlin デビュー ２００７．１０．２１ 東京１着

２００５．１．２６生 �３黒鹿 母 Bells for Marlin 母母 Bells for Thee ６戦２勝 賞金 １７，３００，０００円
［他本会外：２戦０勝］

〔発走状況〕 パンプアップ号は，発進不良〔内側に逃避〕。
〔競走中止〕 サクセスサーマル号は，競走中に疾病〔両第１指関節脱臼〕を発症し，最後の直線コースで転倒したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 パンプアップ号は，平成２０年１１月１７日から平成２０年１２月１６日まで出走停止。停止期間の満了

後に開催競馬場で発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 ミラクルロザリオ号・モンスターパーク号



３１０４４１１月１６日 曇 良 （２０東京５）第４日 第８競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時４０分（番組第１２競走を順序変更） （芝・左）

牝，１０００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�
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

１：５７．２
１：５６．４

良

良

１１ ウェディングフジコ 牝４黒鹿５５ 菊沢 隆徳荻原 昭二氏 戸田 博文 門別 ヤナガワ牧場 ４５８± ０２：００．９ ７．９�

５５ マイネルーチェ 牝４黒鹿５５ 内田 博幸 �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± ０２：０１．１１� ２．４�

４４ クロカンブッシュ 牝４鹿 ５５ 田中 勝春�橋 修身氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４２８－ ２２：０１．２クビ ３８．６�
６６ ハイカックウ 牝３鹿 ５３ 吉田 豊�桜井牧場 鈴木 康弘 静内 桜井牧場 ４４６＋ ６ 〃 クビ ６．６�
３３ プ ジ ュ リ 牝５栗 ５５ 松岡 正海長山 尚義氏 清水 利章 平取 坂東牧場 ４６４± ０２：０１．３� ３．６�
７７ コウヨウアイリーン 牝４黒鹿５５ 江田 照男寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 谷川牧場 ４８８＋ ４２：０１．６１� １０．２	
８８ エプソムメサイア 牝５鹿 ５５ 後藤 浩輝 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 武藤 善則 早来 ノーザンファーム B４６６± ０２：０２．０２� ４４．５

２２ ダッシュアキチャン 牝３黒鹿５３ 柴田 善臣遠藤 喜松氏 内藤 一雄 三石 沖田 忠幸 ４４０＋ ８２：０２．７４ ７．７�

（８頭）

売 得 金

単勝： ２６，２２１，５００円 複勝： ３１，２３７，９００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ９３，１８８，８００円 馬単： ６６，７１４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，３３１，４００円

３連複： ６９，２１０，１００円 ３連単： １９７，４３３，６００円 計： ５０６，３３８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ２１０円 � １３０円 � ６９０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ８５０円 馬 単 �� ２，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ２，２８０円 �� １，２６０円

３ 連 複 ��� ７，３００円 ３ 連 単 ��� ４０，２７０円

票 数

単勝票数 計 ２６２２１５ 的中 � ２６１６５（５番人気）
複勝票数 計 ３１２３７９ 的中 � ３６５４２（４番人気）� ８９５３８（１番人気）� ７９６８（７番人気）
普通馬連票数 計 ９３１８８８ 的中 �� ８１４４９（３番人気）
馬単票数 計 ６６７１４９ 的中 �� １９９４６（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２３３１４ 的中 �� １９０５４（３番人気）�� ２２１０（２０番人気）�� ４１１７（１６番人気）
３連複票数 計 ６９２１０１ 的中 ��� ７００２（２４番人気）
３連単票数 計１９７４３３６ 的中 ��� ３６１９（１３２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．３―２５．５―３７．３―４９．４―１：０２．２―１：１４．１―１：２５．６―１：３６．９―１：４８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．８―３F３５．３

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

勝馬の
紹 介

ウェディングフジコ �

父 フ ジ キ セ キ �


母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．１．１４ 中山１４着

２００４．４．８生 牝４黒鹿 母 ウェディングハニー 母母 ヘイアンパール ２５戦３勝 賞金 ５６，７１７，０００円



３１０４５１１月１６日 曇 良 （２０東京５）第４日 第９競走 ��
��１，６００�

あ か ま つ

赤 松 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 ２５２，０００円 ７２，０００円 ３６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．１

良

良

６７ ダノンベルベール 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４５６－ ４１：３６．１ １．５�

１１ マジックシアター 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人飯田 正剛氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４８０＋ ２１：３６．３１ ５．８�
４４ ディアジーナ 牝２芦 ５４ 内田 博幸ディアレスト 田村 康仁 浦河 南部 功 ４７２± ０ 〃 クビ １８．０�
５５ 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 ４５２－ ２１：３６．５１� ６．２�
７８ � モエレピンクレディ 牝２鹿 ５４ 宮崎 光行中村 和夫氏 堂山 芳則 新ひだか 中村 和夫 ４３２－ ８１：３６．７１� １７．７�

（北海道） （北海道）

６６ ア カ リ 牝２栗 ５４ 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 静内 矢野牧場 ４５０－ ６１：３６．８クビ ３３．９�
８１０ ピロートーク 牝２栗 ５４ 松岡 正海齊藤四方司氏 藤原 辰雄 静内 飛野牧場 ４０６－ ８１：３７．２２� １４．９	
２２ 	 タ ラ リ ア 牝２栗 ５４ 上村 洋行栗本 博晴氏 中島 敏文 日高 佐々木 直孝 B４３０－ ４１：３７．５２ ２２３．９

３３ ジェットローズ 牝２鹿 ５４ 北村 宏司本間 茂氏 伊藤 伸一 様似 中脇 一幸 ４２８－ ２１：３８．０３ ５９．５�
７９ 	 バーティカルライン 牝２鹿 ５４ 丹内 祐次伊達 敏明氏 高松 邦男 日高 サンシャイン

牧場 ４６０－ ６１：３８．３２ ２１４．１�
８１１	 サントヴィクトリー 牝２黒鹿５４ 江田 照男近嶋 勇氏 菅原 泰夫 日高 大西ステイブル ４７６＋１４１：３９．４７ １５４．６

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３４，２０２，５００円 複勝： ６２，１７９，３００円 枠連： ２３，８３１，２００円

普通馬連： １１１，２７１，５００円 馬単： １０３，６３０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，９３０，４００円

３連複： １０３，９３２，４００円 ３連単： ３３３，６２６，６００円 計： ８０２，６０４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ２６０円 枠 連（１－６） ３６０円

普通馬連 �� ４００円 馬 単 �� ５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ４４０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� １，４２０円 ３ 連 単 ��� ３，０９０円

票 数

単勝票数 計 ３４２０２５ 的中 � １８５９９２（１番人気）
複勝票数 計 ６２１７９３ 的中 � ４０４４１０（１番人気）� ５９３１９（３番人気）� ２３８４９（５番人気）
枠連票数 計 ２３８３１２ 的中 （１－６） ４９４６２（２番人気）
普通馬連票数 計１１１２７１５ 的中 �� ２０９８８１（２番人気）
馬単票数 計１０３６３０５ 的中 �� １４８０２３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９９３０４ 的中 �� ４５７８９（２番人気）�� １５５５０（５番人気）�� ８５３１（１０番人気）
３連複票数 計１０３９３２４ 的中 ��� ５４３２８（５番人気）
３連単票数 計３３３６２６６ 的中 ��� ７９７１８（６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．１―３６．０―４８．４―１：０１．２―１：１３．１―１：２４．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンベルベール �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Bering デビュー ２００８．７．５ 福島１着

２００６．１．２６生 牝２栗 母 ミスベルベール 母母 Miss Afrique ３戦２勝 賞金 ２３，７３４，０００円
〔発走状況〕 バーティカルライン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 バーティカルライン号は，発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



３１０４６１１月１６日 曇 良 （２０東京５）第４日 第１０競走 ��
��１，８００�ノベンバーステークス

発走１４時５０分 （芝・左）

３歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

４７ ショウワモダン 牡４鹿 ５７ 村田 一誠山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５１８＋１０１：４８．２ １０．９�

３６ キタノリューオー 牡４栗 ５７ 北村 宏司�木村牧場 高橋 裕 新冠 アラキフアーム ５５８＋１０ 〃 アタマ ６．５�
２３ アブソリュート 牡４黒鹿５７ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４６６－ ２１：４８．３� ３．４�
８１６ タケショウオージ 牡３鹿 ５５ 後藤 浩輝�ナイト商事 国枝 栄 浦河 富菜牧場 ４５０－ ２ 〃 クビ ２４．２�
８１５ リアルコンコルド 牡６鹿 ５７ 内田 博幸近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９０± ０ 〃 ハナ ４５．５�
７１３ ス ピ リ タ ス �３栗 ５５ 松岡 正海 �キャロットファーム 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４３２－ ２１：４８．４� ２．１�
３５ プ ラ ズ マ 牡７栗 ５７ 菊沢 隆徳池谷 誠一氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム ５０６± ０１：４８．５	 ５７．０	
４８ ラズベリータイム 牝５青鹿５５ 吉田 隼人広尾レース
 勢司 和浩 平取 坂東牧場 ４６２± ０ 〃 ハナ ４０．０�
５１０ ショウナンアクロス 牡３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 ４８６＋ ４１：４８．７１
 ３８．３�
１１ ヒ カ ル ベ ガ 牡６鹿 ５７ 勝浦 正樹高橋 光氏 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ５３６－２０ 〃 クビ ６４．１
６１２ ミダースタッチ 牡３栗 ５５ 柴田 善臣金子真人ホール

ディングス
 松田 国英 静内 グランド牧場 ５３８＋１０１：４８．８クビ ２１．９�
２４ ユウタージャック 牡６鹿 ５７ 小野 次郎上山 利広氏 嶋田 功 新冠 中本牧場 ４７２－ ４ 〃 クビ １２４．９�
６１１ カ タ ナ 牡６栗 ５７ 江田 照男首藤 徳氏 小島 太 千歳 社台ファーム ５１４± ０１：４８．９	 ６７．０�
７１４ マルタカハーモニー 牡６黒鹿５７ 丹内 祐次高橋 義和氏 清水 美波 千歳 エクセレンス

ファーム ４８４± ０１：４９．０クビ ９１．９�
１２ クラクエンスキー 牡７鹿 ５７ 上村 洋行熊田 晋作氏 羽月 友彦 登別 青藍牧場 ４７８－ ２ 〃 クビ ２９８．７�
５９ サインオブゴッド 牡５栗 ５７ 宮崎 光行木浪 巖氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４８０± ０１：４９．８５ ２５４．５�

（北海道）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４４，１１２，９００円 複勝： ５９，５３６，１００円 枠連： ４２，７５６，７００円

普通馬連： ２１８，１１９，３００円 馬単： １３７，８８８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，５２１，５００円

３連複： ２０４，３３８，８００円 ３連単： ４５１，６２４，７００円 計： １，２０８，８９８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０９０円 複 勝 � ２９０円 � １８０円 � １３０円 枠 連（３－４） ２，５２０円

普通馬連 �� ３，４００円 馬 単 �� ７，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９５０円 �� ６５０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ３，１４０円 ３ 連 単 ��� ２８，０００円

票 数

単勝票数 計 ４４１１２９ 的中 � ３２０３２（４番人気）
複勝票数 計 ５９５３６１ 的中 � ４０６３１（４番人気）� ８７４８２（３番人気）� １５５８８８（２番人気）
枠連票数 計 ４２７５６７ 的中 （３－４） １２５２２（１０番人気）
普通馬連票数 計２１８１１９３ 的中 �� ４７３９８（１０番人気）
馬単票数 計１３７８８８１ 的中 �� １３３５８（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５０５２１５ 的中 �� １２１６５（９番人気）�� １８４３５（４番人気）�� ４５６５６（２番人気）
３連複票数 計２０４３３８８ 的中 ��� ４８１７５（５番人気）
３連単票数 計４５１６２４７ 的中 ��� １１９０４（７０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．４―３６．５―４９．１―１：０１．７―１：１４．２―１：２５．４―１：３６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．５―３F３４．０

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

勝馬の
紹 介

ショウワモダン �
�
父 エアジハード �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００６．７．１ 福島６着

２００４．３．３１生 牡４鹿 母 ユ メ シ バ イ 母母 ヨドセンリヨウ ２０戦５勝 賞金 ９３，４８４，０００円
※出走取消馬 アップルサイダー号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



３１０４７１１月１６日 曇 良 （２０東京５）第４日 第１１競走 ��
��１，４００�オ ー ロ カ ッ プ

発走１５時３０分 （芝・左）

３歳以上，１９．１１．１０以降２０．１１．９まで１回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ
岩手県知事賞・岩手県競馬組合盛岡競馬場長賞（１着）

賞 品
本 賞 ２４，０００，０００円 ９，６００，０００円 ６，０００，０００円 ３，６００，０００円 ２，４００，０００円
付 加 賞 ４８３，０００円 １３８，０００円 ６９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

３５ ヤマニンエマイユ 牝５鹿 ５２ 田中 勝春土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４５６＋ ２１：２０．５ ３．９�

７１４ トウショウカレッジ 牡６鹿 ５７ 勝浦 正樹トウショウ産業� 池添 兼雄 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ５５０－ ６１：２０．７１ ５．６�

７１３ ゲイルスパーキー 牡４鹿 ５５ 北村 宏司�RRA 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ５０２＋ ２１：２１．０１� ４．７�
３６ サイキョウワールド 牡６栗 ５４ 小野 次郎奥本賢一郎氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４５４＋ ６１：２１．１� ８６．６�
２４ イクスキューズ 牝４鹿 ５４ 内田 博幸岡田 繁幸氏 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム ４７０＋ ２ 〃 ハナ １６．５�
１２ ナスノストローク 牡７栗 ５５ 後藤 浩輝�須野牧場 加用 正 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ５２８± ０１：２１．２� ３２．７	
８１６ マイケルバローズ 牡７鹿 ５４ 松岡 正海猪熊 広次氏 藤沢 則雄 様似 �村 伸一 ４９８± ０１：２１．３� １３．２

５９ � ミュージックホーク 牡７栗 ５０ 川島 信二加藤 久枝氏 中竹 和也 米 River Bend

Farm, Inc. ４６４－ ４１：２１．５１ １３１．７�
８１８� ウインレックス 	７鹿 ５２ 江田 照男�ウイン 宗像 義忠 米 Dell Ridge

Farm, LLC ４６６＋ ２ 〃 クビ ２２．３�
２３ ダンスフォーウィン 牡５青鹿５４ 柴山 雄一杉山 美惠氏 古賀 史生 三石 明治牧場 ４７６－１６ 〃 ハナ ２３．８
５１０ オースミダイドウ 牡４青 ５３ 村田 一誠�オースミ 中尾 正 千歳 社台ファーム B５１４－ ４１：２１．７１� ２４．１�
４８ マルカキセキ 牡７栗 ５４ 宮崎 光行河長産業� 増本 豊 千歳 社台ファーム ５１６＋ ４ 〃 ハナ １４４．３�

（北海道）

７１５ ドリームシグナル 牡３栗 ５４ 吉田 隼人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± ０１：２１．８� １３．１�
８１７ エムエスワールド 牡５黒鹿５３ 吉田 豊松岡 俊二氏 湯窪 幸雄 鵡川 貞広 賢治 ４６０＋ ４ 〃 ハナ ３６．９�
４７ ワキノカイザー 牡８鹿 ５３ 郷原 洋司脇山 良之氏 音無 秀孝 白老 白老ファーム ４５６－ ２１：２１．９クビ １４９．３�
１１ � サープラスシンガー 牡４鹿 ５５ 柴田 善臣青木 基秀氏 宗像 義忠 米 MGG

Holdings ５４８－ ２ 〃 クビ ６．８�
６１１
 ハートオブクィーン 牝３青鹿５１ 田面木博公泉 俊二氏 水野 貴広 門別 木村牧場 ４６４－ ４１：２２．０� ３７．５�
６１２ ブルーショットガン 牡９鹿 ５４ 菊沢 隆徳 �ブルーマネジメント武 宏平 静内 武 牧場 ４５２－ ２１：２２．２１� １６７．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４８，０７６，４００円 複勝： ６４，２２８，７００円 枠連： ８９，５５２，０００円

普通馬連： ３５７，１０５，１００円 馬単： １９１，８３７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ７１，９６５，１００円

３連複： ３４３，２２３，３００円 ３連単： ７３８，８８８，１００円 計： １，９０４，８７６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １５０円 � １８０円 � １６０円 枠 連（３－７） ４３０円

普通馬連 �� １，０９０円 馬 単 �� １，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ３６０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� １，３６０円 ３ 連 単 ��� ５，７２０円

票 数

単勝票数 計 ４８０７６４ 的中 � ９８６９１（１番人気）
複勝票数 計 ６４２２８７ 的中 � １２２１５２（１番人気）� ８６２５６（３番人気）� １０６２０７（２番人気）
枠連票数 計 ８９５５２０ 的中 （３－７） １５４５８４（１番人気）
普通馬連票数 計３５７１０５１ 的中 �� ２４３０５１（２番人気）
馬単票数 計１９１８３７６ 的中 �� ７６０２５（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７１９６５１ 的中 �� ４０７６１（２番人気）�� ５２３１４（１番人気）�� ３５３２２（３番人気）
３連複票数 計３４３２２３３ 的中 ��� １８７０８３（１番人気）
３連単票数 計７３８８８８１ 的中 ��� ９５３６３（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．２―３４．６―４６．３―５７．５―１：０８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３４．２
３ １（６，１０）（７，１１）１２，５（４，３，１７，１３）（８，９，１６，１８）２－１４－１５ ４ １，１０（６，１２）（７，１１）（５，１７，１３）３（４，１６，１８）（２，８，９）１４，１５

勝馬の
紹 介

ヤマニンエマイユ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００５．１１．１２ 京都１着

２００３．５．１８生 牝５鹿 母 ヤマニンザナドゥ 母母 ワンオブアクライン ３１戦６勝 賞金 １３７，１３８，０００円
〔発走状況〕 ゲイルスパーキー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１９頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１９頭 アップドラフト号・エアアドニス号・シアトルバローズ号・ジーンハンター号・セトノゼディタブ号・

セレスクラブ号・タイキヴァンベール号・チョウカイシャトル号・ニシノデュー号・ハチマンダイボサツ号・
ホッカイカンティ号・ボードスウィーパー号・マイネルポライト号・マヤノベンケイ号・ミリオンウェーブ号・
メイショウトッパー号・ヤマノルドルフ号・ルルパンブルー号・ロイヤルキャンサー号

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



３１０４８１１月１６日 曇 良 （２０東京５）第４日 第１２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時０５分（番組第８競走を順序変更） （ダート・左）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５６�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

２３ マチカネニホンバレ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司細川 益男氏 藤沢 和雄 門別 待兼牧場 ５２２± ０１：３５．７ １．９�

３６ ランヘランバ 牡５黒鹿５７ 後藤 浩輝田中 充氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 ４４６＋ ２１：３７．６大差 ２３．０�
８１６ ブライアンズエッセ 牡５栗 ５７ 吉田 隼人青山 洋一氏 平田 修 静内 岡田牧場 ５１０＋１０１：３７．７クビ ３８．９�
２４ セイカアレグロ 牡３鹿 ５６ 池田 鉄平久米 大氏 稲葉 隆一 新冠 シンユウフアーム ４８８－ ６１：３７．８� ９９．７�
４７ アポロラムセス 牡３芦 ５６ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ４９２＋ ４ 〃 クビ ９．３�
７１４ スカーレットライン 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �グリーンファーム 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４８０＋１４ 〃 ハナ ４．９�
６１１ デジデーリオ 牡６鹿 ５７ 江田 照男岡田 牧雄氏 清水 美波 千歳 社台ファーム ４８０＋ ４１：３７．９� １０２．３	
６１２ クリストフォルス 牡３栗 ５６ 上村 洋行広尾レース� 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 ５３６± ０１：３８．１� ４．６

１１ グラマトフィラム 牝４黒鹿５５ 勝浦 正樹田中 晴夫氏 藤原 辰雄 門別 広富牧場 ４６０± ０ 〃 ハナ ３７．８�
１２ ヤクモキャット 牡５青鹿５７ 吉田 豊�山崎牧場 阿部 新生 八雲 山崎牧場 ４５６－ ２１：３８．３１	 １１７．０
３５ ソフトパワー 牡６鹿 ５７ 小林 淳一中澤 幸幹氏 高橋 裕 門別トヨサトアライファーム ４９８＋ ６１：３８．５� １０５．６�
７１３
 ゲンキチホマレ 牡３栗 ５６ 柴山 雄一荒井 壽明氏 和田 正道 門別 坂田牧場 ４９６± ０１：３９．３５ ４９．０�
４８ サンアントニオ 牡５鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真植田 忠司氏 本間 忍 門別 細川牧場 ４８０－１０１：３９．５１� １６９．９�
８１５ エプソムボス 牡７栗 ５７ 宮崎 光行 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 石栗 龍彦 静内 田原橋本牧場 ５１２－ ６１：４０．０３ ８０．７�
（北海道）

５９ 
 カネマサデューク 牡７黒鹿５７ 鷹野 宏史植田 忠司氏 嶋田 潤 門別 庫宝牧場 ４８８＋ ８１：４０．４２� ３０７．０�
５１０
 マ ン ダ レ ー 牡６栗 ５７ 村田 一誠誓山 正伸氏 南田美知雄 浦河 杵臼牧場 ５１０＋ ２ 〃 アタマ ４１６．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４６，９３９，８００円 複勝： ５２，６９６，１００円 枠連： ４７，５８２，７００円

普通馬連： ２０１，３２５，２００円 馬単： １４３，２８９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，０５２，６００円

３連複： １８５，３４４，３００円 ３連単： ４８７，２０５，１００円 計： １，２１２，４３５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � ４１０円 � ７６０円 枠 連（２－３） １，２６０円

普通馬連 �� １，６１０円 馬 単 �� ２，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６８０円 �� １，２１０円 �� ３，４９０円

３ 連 複 ��� ８，６３０円 ３ 連 単 ��� ２７，２２０円

票 数

単勝票数 計 ４６９３９８ 的中 � ２０４９５５（１番人気）
複勝票数 計 ５２６９６１ 的中 � １９９９５７（１番人気）� ２４２１５（５番人気）� １１８３５（７番人気）
枠連票数 計 ４７５８２７ 的中 （２－３） ２８０２１（５番人気）
普通馬連票数 計２０１３２５２ 的中 �� ９２４４２（５番人気）
馬単票数 計１４３２８９６ 的中 �� ５０２３４（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８０５２６ 的中 �� １８４２１（６番人気）�� ９７７９（１０番人気）�� ３２３４（２７番人気）
３連複票数 計１８５３４４３ 的中 ��� １５８５２（２３番人気）
３連単票数 計４８７２０５１ 的中 ��� １３２１２（６９番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．４―１２．２―１２．５―１２．１―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．３―３４．７―４６．９―５９．４―１：１１．５―１：２３．４

コーナー
通過順位

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

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 ７戦３勝 賞金 ２６，８００，０００円
〔制裁〕 デジデーリオ号の騎手江田照男は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金７０，０００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 ウィズディクタット号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（２０東京５）第４日 １１月１６日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １５９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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２２４，９７０，０００円
２，１３０，０００円
９，０７０，０００円
１，６１０，０００円
２３，８５０，０００円
５８，２７８，０００円
４，８０８，８００円
１，６０５，９００円

勝馬投票券売得金
３２７，１９４，０００円
４５４，７３３，８００円
３２５，５１０，９００円
１，４１３，５８７，２００円
９９３，７７７，５００円
３５７，０７６，８００円
１，３７５，４３１，４００円
３，０３２，２８５，８００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 ８，２７９，５９７，４００円

総入場人員 ４１，１８８名 （有料入場人員 ３９，７７３名）




