
３１０４９１１月２２日 晴 良 （２０東京５）第５日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走９時５５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

２３ マイネアリス 牝２青鹿５４ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 ビッグレッドファーム ４１０＋ ６１：２２．９ ６．２�

５１０ ディアトウシロウ 牡２栃栗５５ 藤岡 佑介ディアレスト 斎藤 誠 新ひだか 中田 浩美 ４４０＋ ４１：２３．１１� ８．３�
８１８ 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 ４９６＋ ２ 〃 クビ ６．６�
３６ ワニタレスタリ 牝２黒鹿５４ 横山 典弘加藤 信之氏 境 征勝 浦河 �原 敏明 ４６６－ ２１：２３．２� ５．１�
７１３ ストロングレダ 牝２鹿 ５４ C．ルメール 村木 篤氏 坂本 勝美 新ひだか 千代田牧場 ４６２－ ２１：２３．４１� １０．７�

（仏）

６１１ マイネルアウストロ 牡２栗 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム ４７２－ ２ 〃 クビ ７．１	

２４ シーオブザスターズ 牝２栗 ５４ 北村 宏司吉岡 泰治氏 松山 将樹 門別 庄野牧場 ４１８－ ２ 〃 ハナ １０６．７

３５ フロンティーノ 牡２鹿 ５５ 内田 博幸北村 和江氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド ４９２± ０１：２３．５� ４．８�
４８ 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± ０１：２３．７１� １３６．８�
１２ サマーアドラーレ 牝２栗 ５４ 幸 英明セゾンレースホース� 高木 登 新冠 コスモヴューファーム ４３８＋ ２ 〃 アタマ ２２６．０
７１５ パレスキャンディー 牝２芦 ５４ 江田 照男西村 豊氏 鈴木 勝美 日高 ナカノファーム ４４４＋ ４１：２４．０１� ８６．３�
４７ ヤコモクリスタル 牝２鹿 ５４ 丹内 祐次池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 大栄牧場 ４２２＋ ２ 〃 クビ ３１９．６�
８１６ デイロングスプリー 牝２栗 ５４ 吉田 隼人吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４４０± ０ 〃 ハナ ８．５�
５９ マンダリンチーター 牡２栗 ５５ 吉田 豊郭 東仁氏 萱野 浩二 新ひだか キヨミネ牧場 ４５２＋ ２１：２４．１� ７５．９�
１１ カシノノーマーシー 牡２鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真柏木 務氏 二本柳俊一 日高 藤本 誠二 ４３４＋１２１：２４．４１� ２２５．０�
６１２ アサクサアドリア 牝２鹿 ５４ 中谷 雄太田原 慶子氏 佐々木亜良 日高 中前 義隆 ４５２－ ２１：２４．６１� １７３．６�
７１４ マイネサブリナ 牝２青鹿５４ 勝浦 正樹 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴崎 勇 新冠 ムラカミファーム ４４２－ ２１：２５．０２� １５４．０�
８１７ リリーオブザバリー 牝２青鹿５４ 佐藤 聖也井上 修一氏 根本 康広 日高 広中 稔 ４５４± ０１：２５．２１ １５３．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １３，５０２，４００円 複勝： ２８，１６２，５００円 枠連： １８，８７２，８００円

普通馬連： ６０，１５２，３００円 馬単： ４０，１８７，８００円 ワイド【拡大馬連】： １９，０６９，４００円

３連複： ７０，１５７，４００円 ３連単： ９４，２３６，６００円 計： ３４４，３４１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � ２２０円 � ２６０円 � ２５０円 枠 連（２－５） ２，３７０円

普通馬連 �� ２，２７０円 馬 単 �� ４，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７９０円 �� ８００円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� ４，９６０円 ３ 連 単 ��� ２９，５４０円

票 数

単勝票数 計 １３５０２４ 的中 � １７２４０（３番人気）
複勝票数 計 ２８１６２５ 的中 � ３５６９１（４番人気）� ２８３２９（６番人気）� ３００２８（５番人気）
枠連票数 計 １８８７２８ 的中 （２－５） ５８８４（１３番人気）
普通馬連票数 計 ６０１５２３ 的中 �� １９５９４（１２番人気）
馬単票数 計 ４０１８７８ 的中 �� ６５１５（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９０６９４ 的中 �� ５９９７（１０番人気）�� ５９４２（１１番人気）�� ４３８５（２２番人気）
３連複票数 計 ７０１５７４ 的中 ��� １０４４２（２３番人気）
３連単票数 計 ９４２３６６ 的中 ��� ２３５５（１２６番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．７―１１．４―１２．０―１１．９―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．４―３４．８―４６．８―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―３F３６．１
３ ５，１３，１７（３，１２）１６（７，１１，１８）（１，４）８，２（９，１５）－（１０，１４）－６ ４ ５，１３，３（１２，１７）（７，１１，１６）１８（４，８）（１，９）（２，１０，１５）－１４，６

勝馬の
紹 介

マイネアリス �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 トウカイテイオー デビュー ２００８．７．１９ 新潟９着

２００６．３．２７生 牝２青鹿 母 マイネビクトリア 母母 カナディアンレディ ５戦１勝 賞金 ９，５００，０００円
※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。
（非当選馬） ２頭 ガネーシャ号・メイブルーム号
※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。



３１０５０１１月２２日 晴 良 （２０東京５）第５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� コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．１

良

良

３６ 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 ４７８－ ６１：３４．９ ３．４�

５１０ エオリアンハープ 牝２栗 ５４ 北村 宏司 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４５６－ ６ 〃 クビ ５１．８�
７１５ ケイアイマーズ 牡２鹿 ５５ 内田 博幸 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 静内 大滝 康晴 ４５６＋ ４１：３５．０クビ ３．７�
１２ コロンバスサークル 牝２黒鹿５４ 田中 勝春吉田 照哉氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４６０＋ ２１：３５．１� ８．４�
７１３ 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± ０１：３５．５２� ３．７�
８１６ ラークフライト 牡２黒鹿５５ 松岡 正海 �キャロットファーム 松山 康久 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６＋１４ 〃 ハナ １４．２	
５９ ショウナンアゲイン 牡２青鹿５５ 柴田 善臣国本 哲秀氏 鈴木 伸尋 静内 静内フアーム ４６０＋ ６ 〃 クビ ８１．７

６１２ ミラクルリベロ 牝２栗 ５４ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 静内 岡田スタツド ４５４± ０１：３６．１３� ２９８．１�
８１７ アラマサウタヒメ 牝２鹿 ５４ C．ルメール �アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４２４＋ ２１：３６．４１� ８３．３�

（仏）

６１１ ミヤビクロスオー 牡２青 ５５ 吉田 豊村上 義勝氏 高橋 裕 新ひだか 高橋 修 B４６４＋ ２ 〃 アタマ １４９．９
８１８ ブラストルピナス 牝２青 ５４

５３ ☆浜中 俊村中 徳広氏 伊藤 伸一 新冠 川上 悦夫 ４５６－ ４１：３６．５クビ ２６４．４�
１１ マイネルテーベ 牡２栃栗５５ 武 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 三石 山本 昇寿 ４５６＋ ４１：３６．８１� ９．８�
７１４ フェイスマナジェス 牡２黒鹿５５ 福永 祐一田中 春美氏 松山 将樹 新ひだか 田中 春美 ４６４＋ ２ 〃 ハナ １４３．０�
２４ カラードミル 牝２黒鹿５４ 川田 将雅大原 詔宏氏 土田 稔 新冠 有限会社

大原ファーム ４３４＋ ２１：３７．２２� ５４．０�
４８ ジョイチャイルド 牝２鹿 ５４ 藤岡 佑介星野 壽市氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４５４± ０１：３７．５１� ８８．８�
３５ マイネルプエルト 牡２栗 ５５ 幸 英明 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム ４９６－ ２１：３７．７１� ２３８．８�
２３ ニシノサブリナ 牝２黒鹿５４ 後藤 浩輝西山 茂行氏 伊藤 圭三 むかわ 西山牧場 ５０４± ０１：３７．８� ３０．３�
４７ アバトルマーゴ 牝２栗 ５４ 江田 照男宮川 秋信氏 武藤 善則 新冠 杉山 義行 ４４２－ ２１：３８．８６ ３４７．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８，１１８，４００円 複勝： ３０，１５１，７００円 枠連： ２０，８００，７００円

普通馬連： ６３，５４５，４００円 馬単： ４５，１３７，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，８８９，６００円

３連複： ７２，９１０，１００円 ３連単： １０５，２１０，０００円 計： ３７６，７６３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １５０円 � １，０７０円 � １４０円 枠 連（３－５） ３，８４０円

普通馬連 �� １２，３７０円 馬 単 �� １７，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，５１０円 �� ３１０円 �� ３，１８０円

３ 連 複 ��� １２，６２０円 ３ 連 単 ��� １０７，４００円

票 数

単勝票数 計 １８１１８４ 的中 � ４２２１６（１番人気）
複勝票数 計 ３０１５１７ 的中 � ６３７８５（２番人気）� ４４２２（９番人気）� ７６４２５（１番人気）
枠連票数 計 ２０８００７ 的中 （３－５） ４００４（１３番人気）
普通馬連票数 計 ６３５４５４ 的中 �� ３７９３（２９番人気）
馬単票数 計 ４５１３７２ 的中 �� １９０８（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０８８９６ 的中 �� １３３７（３２番人気）�� １９６４０（３番人気）�� １４７７（２７番人気）
３連複票数 計 ７２９１０１ 的中 ��� ４２６７（３６番人気）
３連単票数 計１０５２１００ 的中 ��� ７２３（２６２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．２―３４．９―４７．２―５９．６―１：１１．５―１：２３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．７―３F３５．３
３ ３（７，８）（１，６，１４）（５，９，１５）（１１，１３）（４，１６）１０（１２，１８）１７－２ ４ ・（３，７）（１，６，８，１４）（５，１１，９，１５）（１３，１６）４（１０，１８）１２（２，１７）

勝馬の
紹 介

ファイアーフロート �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Tabasco Cat デビュー ２００８．１１．２ 東京４着

２００６．４．１７生 牡２鹿 母 バーニングウッド 母母 Wood So ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００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 マイネブルーム号
※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。



３１０５１１１月２２日 晴 良 （２０東京５）第５日 第３競走 ��
��２，０００�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

２：０１．５
１：５９．９

良

良

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± ０２：０２．３ １．２�

４８ トレジャーバトル 牡２栗 ５５ 吉田 豊青山 洋一氏 戸田 博文 日高 追分ファーム ４６８± ０２：０２．５１� ９．２�
３６ ピースエンブレム 牝２鹿 ５４ 松岡 正海 �キャロットファーム 小島 茂之 早来 ノーザンファーム ４８０－ ２２：０２．６� １２．６�
２３ � アムールマルルー 牡２鹿 ５５ 安藤 勝己山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Sean Mul-

ryan ４９２－ ８２：０２．８１� ９．３�
４７ コスモエルベン 牡２鹿 ５５ C．ルメール �ビッグレッドファーム 畠山 重則 静内 漆原 武男 ４８０± ０２：０２．９� ２７．２�

（仏）

７１３ 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 ５００＋１０２：０３．０	 ２９．２�
５９ トーアミステリー 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義東亜駿馬	 武藤 善則 豊浦トーア牧場 ４３２± ０２：０３．７４ １５６．４

５１０ 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 ４７６＋ ２２：０４．１２� ５２．８�
１２ ダイワエモーション 牝２鹿 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 嶋田 功 新ひだか 幌村牧場 ４５６± ０２：０４．２� ２７７．５�
３５ カジノスター 牡２鹿 ５５ 幸 英明小林 章氏 鈴木 勝美 新ひだか 西村 和夫 ４２２－ ４２：０４．３� ３７９．６
１１ ウ ク レ レ 牝２鹿 ５４ 田中 勝春小田切有一氏 本間 忍 新冠 アサヒ牧場 ４６０＋ ２２：０４．７２� １６７．１�
６１２ タケデンエンパイヤ 牝２黒鹿５４ 嘉藤 貴行武市 弘氏 田子 冬樹 浦河 安藤牧場 ４０４－ ８ 〃 クビ ２４２．６�
７１４ アウレリアリリー 牝２鹿 ５４ 武士沢友治森 保彦氏 秋山 雅一 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４３６＋ ２２：０５．１２� ４９８．３�
８１５ ヴィトンクイーン 牝２鹿 ５４ 丹内 祐次�三嶋牧場 矢野 照正 浦河 三嶋牧場 ４９６＋ ２２：０５．２� ９０．０�
８１６ チョットグルービー 牝２栗 ５４ 吉田 隼人北所 直人氏 水野 貴広 静内 友田牧場 ４１８－１４２：０５．７３ ３７７．３�
２４ オースミシリング 牡２鹿 ５５ 江田 照男	オースミ 菅原 泰夫 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４２８＋ ２２：０６．４４ ３９０．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，５５０，０００円 複勝： ８１，５７１，９００円 枠連： ２１，７３７，０００円

普通馬連： ７２，６３７，５００円 馬単： ７７，０４２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，０４９，４００円

３連複： ７９，６４３，８００円 ３連単： １７８，１８２，８００円 計： ５６９，４１４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � ２００円 枠 連（４－６） ３００円

普通馬連 �� ３７０円 馬 単 �� ４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ２８０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� ９３０円 ３ 連 単 ��� ２，２２０円

票 数

単勝票数 計 ３１５５００ 的中 � ２０９１４８（１番人気）
複勝票数 計 ８１５７１９ 的中 � ５７９２２１（１番人気）� ８３３０４（２番人気）� ３４５２９（４番人気）
枠連票数 計 ２１７３７０ 的中 （４－６） ５３５００（１番人気）
普通馬連票数 計 ７２６３７５ 的中 �� １４６０９３（１番人気）
馬単票数 計 ７７０４２１ 的中 �� １２５４９１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７０４９４ 的中 �� ５０４１５（１番人気）�� ２３１６２（３番人気）�� １００５０（８番人気）
３連複票数 計 ７９６４３８ 的中 ��� ６３６４１（２番人気）
３連単票数 計１７８１８２８ 的中 ��� ５９２９０（３番人気）

ハロンタイム １２．６―１２．０―１２．６―１２．８―１２．８―１２．７―１２．６―１１．２―１１．３―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．６―３７．２―５０．０―１：０２．８―１：１５．５―１：２８．１―１：３９．３―１：５０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．８―３F３４．２

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

モンテトウルヌソル �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１０．２５ 東京２着

２００６．５．１５生 牡２黒鹿 母 サファイヤコースト 母母 リッジフィールド ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔制裁〕 カジノスター号の騎手幸英明は，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。
※トーアミステリー号は，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。



３１０５２１１月２２日 晴 良 （２０東京５）第５日 第４競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１１時２０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

６１１ シーフォーアイ 牡２青鹿５５ 松岡 正海加藤 信之氏 岩戸 孝樹 新ひだか 鹿嶋牧場 ５３２ ―１：２６．８ １２．５�

５９ � フレッドバローズ 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠猪熊 広次氏 中竹 和也 米 Brereton
C. Jones ５１０ ―１：２７．５４ ３．０�

１１ エアラスティング 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝 �ラッキーフィールド田村 康仁 千歳 社台ファーム ４８２ ―１：２８．１３� ２．８�
４７ ガッテンムスメ 牝２芦 ５４ 幸 英明大島 敏氏 本間 忍 様似 ホウセイ牧場 ４７６ ―１：２８．５２� ５９．９�
７１２ タマモウィナー 牡２黒鹿５５ 蛯名 正義タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 ４５２ ―１：２８．６� ８．９�
５８ アッフェルグランデ 牝２栗 ５４ 吉田 隼人山科 統氏 国枝 栄 浦河 バンダム牧場 ４９０ ―１：２８．７� ３２．７�
３５ シルクタイトル 牡２鹿 ５５ 田中 勝春有限会社シルク南田美知雄 新冠 中央牧場 ４６６ ―１：２８．８� ７２．１	
７１３� レオパレード 牡２鹿 ５５ 藤田 伸二吉田 和美氏 加藤 征弘 英 Shortgrove

Manor Stud ４４４ ―１：２９．２２� １９．５

２２ マ リ リ ン 牝２鹿 ５４ 内田 博幸根本 忠義氏 水野 貴広 門別 中前 義隆 ４６６ ―１：２９．６２� １０２．４�
８１５ ギンザフロンティア 牡２栗 ５５ 柴田 善臣有馬 博文氏 小島 太 静内 千代田牧場 ４６６ ―１：３１．５大差 ４５．２�
６１０ ユ メ ミ ツ キ 牝２鹿 ５４ 丹内 祐次吉田 和子氏 天間 昭一 浦河 鎌田 正嗣 ４２４ ― 〃 アタマ １９１．４
８１４ カズノバード 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹鈴木 可一氏 尾形 充弘 静内 グランド牧場 ５１８ ―１：３３．０９ ９１．４�
４６ エルサフィール 牝２黒鹿５４ 北村 宏司柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４６６ ―１：３５．６大差 ４８．６�
３４ グレイドキング 牡２栗 ５５ 江田 照男グレイドレーシング組合 矢野 照正 日高 白井牧場 ４６６ ― （競走中止） ５．０�

（１４頭）
２３ サザンヴィット 牡２栗 ５５ 小林 淳一南波 壽氏 土田 稔 新冠 武田 修一 ４７０ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： ２０，８５９，５００円 複勝： ２８，０９９，２００円 枠連： ２２，１４３，８００円

普通馬連： ６３，５４１，９００円 馬単： ５０，９７６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，８５４，５００円

３連複： ６８，１５１，５００円 ３連単： １１０，２９２，８００円 計： ３８４，９１９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２５０円 複 勝 � ２７０円 � １２０円 � １２０円 枠 連（５－６） １，７００円

普通馬連 �� ２，０５０円 馬 単 �� ５，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６５０円 �� ４９０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� １，４７０円 ３ 連 単 ��� １４，７２０円

票 数

単勝票数 差引計 ２０８５９５（返還計 ２４０５） 的中 � １３２０３（５番人気）
複勝票数 差引計 ２８０９９２（返還計 ４７２６） 的中 � １７６８３（５番人気）� ７３９７５（１番人気）� ７３５７７（２番人気）
枠連票数 差引計 ２２１４３８（返還計 ２７０） 的中 （５－６） ９６４８（８番人気）
普通馬連票数 差引計 ６３５４１９（返還計 ３１９８５） 的中 �� ２２８９３（８番人気）
馬単票数 差引計 ５０９７６６（返還計 ２５６７４） 的中 �� ７１６３（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２０８５４５（返還計 １２３７８） 的中 �� ６７５８（８番人気）�� ９４１６（６番人気）�� ３４４２４（１番人気）
３連複票数 差引計 ６８１５１５（返還計 ５９２５８） 的中 ��� ３４３３９（３番人気）
３連単票数 差引計１１０２９２８（返還計 ９２６０２） 的中 ��� ５５３３（４２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．６―３５．７―４８．５―１：０１．１―１：１３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．１―３F３８．３
３ ７，１１，９，１－（８，１２，１０）＝（５，１３）－（２，６）＝１５－１４ ４ ７，１１（９，１）８，１２（５，１３，１０）＝２＝６，１５－１４

勝馬の
紹 介

シーフォーアイ �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 オ ジ ジ ア ン 初出走

２００６．４．２０生 牡２青鹿 母 リンガスフラワー 母母 ロードマドンナ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走除外〕 サザンヴィット号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔寛跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻

７分遅延。
〔競走中止〕 グレイドキング号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 サザンヴィット号は，平成２０年１１月２３日から平成２０年１２月２２日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カズノバード号・エルサフィール号は，平成２０年１２月２２日まで平地競走に出走できない。



３１０５３１１月２２日 晴 良 （２０東京５）第５日 第５競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１２時１０分 （芝・左）

牝，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

１：２１．６
１：２０．３

良

良

３６ リ リ ア ー レ 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝 �社台レースホース国枝 栄 追分 追分ファーム ４８２ ―１：２３．０ ４．６�

８１７ ヘリオポーズ 牝２芦 ５４ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４２４ ―１：２３．２１� ３０．１�
４７ コウヨウティアラ 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ４５８ ―１：２３．５２ １１７．６�
８１６ ミラクルフルーツ 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人吉田 照哉氏 高橋 裕 千歳 社台ファーム ５０２ ―１：２３．６クビ ２．７�
６１２ ホワイトデイズ 牝２鹿 ５４ 藤田 伸二飯田 良枝氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ５１８ ―１：２３．７� ３４．５�
１２ レーシングレデイー 牝２栗 ５４

５３ ☆浜中 俊池田 豊治氏 伊藤 伸一 新ひだか 斉藤スタッド ４５６ ― 〃 クビ ７３．３�
７１５ グ レ イ シ ス 牝２栗 ５４ 勝浦 正樹高橋 一恵氏 大江原 哲 日高 佐々木牧場 ４５８ ―１：２３．８クビ １７．７	
２４ マ ハ ラ ー ニ 牝２芦 ５４ 幸 英明楠本 勝美氏 中川 公成 新冠 大栄牧場 ３９８ ―１：２４．０１� ３５．９

２３ グレインザダンス 牝２鹿 ５４ 武士沢友治道永 幸治氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４８６ ―１：２４．１� ３５．３�
８１８ フォーマルハウト 牝２栗 ５４ C．ルメール �サンデーレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３６ ― 〃 クビ １６．６�
（仏）

４８ ミ ロ ク ヒ メ 牝２鹿 ５４ 内田 博幸伊藤 誠吉氏 佐藤 吉勝 浦河 鎌田 正嗣 ４１４ ―１：２４．２クビ ２４．４
５１０ スペシャルジュエル 牝２栗 ５４ 田中 勝春鈴木 芳夫氏 平井 雄二 静内 松田 三千雄 ４６０ ―１：２４．３� １５６．８�
６１１ シルクフォーナイン 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠有限会社シルク上原 博之 新冠 堤 牧場 ４４０ ―１：２４．５１� ６９．５�
１１ ショウナンパスカル 牝２黒鹿５４ 川田 将雅国本 哲秀氏 古賀 史生 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０ ―１：２４．８２ ５２．４�
３５ ミルフィアタッチ 牝２鹿 ５４ 武 豊飯田 正剛氏 西園 正都 静内 千代田牧場 ４４２ ―１：２５．０１� ７．７�
５９ トワインブルーム 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 ４６２ ―１：２５．１クビ ５．４�
７１３ スプリングマリア 牝２黒鹿５４ 藤岡 佑介加藤 春夫氏 相沢 郁 様似 堀 弘康 ４１４ ―１：２５．８４ ２４０．６�
７１４ フレッシュゴールド 牝２黒鹿５４ 四位 洋文居城 要氏 成島 英春 新冠 北勝ファーム ４５４ ―１：２５．９クビ １５３．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，１５９，２００円 複勝： ３２，６２０，３００円 枠連： ２９，６０８，３００円

普通馬連： ７１，２８０，４００円 馬単： ５５，５４１，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，９５６，６００円

３連複： ８０，８２０，０００円 ３連単： １２６，０３８，６００円 計： ４４３，０２５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � ２１０円 � １，０１０円 � ２，２４０円 枠 連（３－８） ３３０円

普通馬連 �� ８，８２０円 馬 単 �� １４，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，８００円 �� ７，６５０円 �� ２５，１２０円

３ 連 複 ��� ２４０，５１０円 ３ 連 単 ��� ９１１，９３０円

票 数

単勝票数 計 ２２１５９２ 的中 � ３８２２０（２番人気）
複勝票数 計 ３２６２０３ 的中 � ５４６６７（２番人気）� ７４７１（１０番人気）� ３２２３（１５番人気）
枠連票数 計 ２９６０８３ 的中 （３－８） ６６９１３（１番人気）
普通馬連票数 計 ７１２８０４ 的中 �� ５９６７（２５番人気）
馬単票数 計 ５５５４１７ 的中 �� ２８４２（４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４９５６６ 的中 �� ２２２４（２６番人気）�� ８００（６１番人気）�� ２４２（１１９番人気）
３連複票数 計 ８０８２００ 的中 ��� ２４８（３３８番人気）
３連単票数 計１２６０３８６ 的中 ��� １０２（１３９５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１１．９―１２．３―１１．６―１１．５―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．９―３５．８―４８．１―５９．７―１：１１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．２―３F３４．９
３ ・（４，２）（１１，１７）（１，１０，１２）－（１５，１６）１８（６，８）５（３，９，１４）－７＝１３ ４ ・（４，２）１７（１，１１）１０，１２，１５（６，１６）１８（３，８，１４）（５，７，９）＝１３

勝馬の
紹 介

リ リ ア ー レ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Capote 初出走

２００６．２．２６生 牝２鹿 母 エ グ ジ ジ ェ 母母 Cookie １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



３１０５４１１月２２日 晴 良 （２０東京５）第５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

７１４� フライデイフライト 牡４黒鹿５７ 福永 祐一 �キャロットファーム 安田 隆行 豪
Jungle Pocket Pty
Ltd, Arrowfield
Group Pty Ltd

５２４＋ ４１：３８．４ １４．５�

８１５ シンボリプロキオン 牡５栗 ５７ 柴田 善臣シンボリ牧場 高橋 祥泰 門別 和田農林（有） ５０２－ ２１：３８．８２� １６６．４�
４８ 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± ０１：３８．９クビ ４．９�
５９ � ド ゥ ー エ ン 牡３鹿 ５６ 武 豊�大樹ファーム 白井 寿昭 米 EMF Brood-

mares２００４ ４３８± ０１：３９．１１� ２６．４�
８１６ ダイレクトパス 牡４青鹿５７ 柴山 雄一渡邊 隆氏 尾形 充弘 新冠 村本牧場 ４４８＋ ２１：３９．２	 １５．７�
７１３
 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 ５４４＋ ８１：３９．３� ５．０	
４７ ステディーラブ 牡３芦 ５６ 岩田 康誠臼田 浩義氏 上原 博之 早来 ノーザンファーム ５７０＋２０ 〃 クビ ５７．０

５１０ スリーアトラス 牡５栗 ５７

５６ ☆浜中 俊永井商事� 武 宏平 静内 武 牧場 ４４６－１０１：３９．４� １６８．２�
６１１ ヴァルドルフ 牡３栗 ５６ 吉田 隼人片山 博志氏 佐藤 吉勝 静内 片岡牧場 ４４４＋ ４１：３９．５クビ １９．４
３６ � ヒシドンネル 牡３青鹿５６ 幸 英明阿部雅一郎氏 久保田貴士 米

Hill ’N’ Dale
Farm & Clas-
sic Reign, LLC

４９８± ０１：４０．３５ ４４．０�
１２ �
 スコルピオンキッス 牝４栗 ５５ 蛯名 正義 �社台レースホース鹿戸 雄一 米 Shadai Farm ４６０＋ ４１：４０．６１	 ５．９�
３５ シルクペガサス 牡３栗 ５６

５３ ▲伊藤 工真有限会社シルク大江原 哲 新冠 八木 常郎 ４４２＋１０ 〃 クビ １６２．５�
６１２� エーシンカメンシズ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝平井 宏承氏 久保田貴士 米 Winches-

ter Farm ４８８＋ ８１：４０．８１� ６８．７�
２３ クリノラブゴールド 牡４鹿 ５７ 武士沢友治栗本 博晴氏 中島 敏文 静内 岡田 隆志 ４８２－ ３１：４１．８６ ５１．３�
２４ � レッドアワード 牡５黒鹿５７ 北村 宏司広尾レース� 藤沢 和雄 米 Budget

Stable ５０８± ０１：４１．９	 ６０．３�
１１ 
 エックスダンス 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二吉田 和美氏 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ５２４－ ４１：４２．８５ ２．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，７６２，０００円 複勝： ４３，４９５，９００円 枠連： ３０，５５３，７００円

普通馬連： ８８，８８５，３００円 馬単： ５９，９５０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，８０２，１００円

３連複： ９６，６１５，０００円 ３連単： １４３，４６２，２００円 計： ５１７，５２６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４５０円 複 勝 � ４９０円 � ２，８２０円 � ２００円 枠 連（７－８） １，３１０円

普通馬連 �� ９２，６６０円 馬 単 �� １８８，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２，１５０円 �� １，４１０円 �� ８，９４０円

３ 連 複 ��� １７２，２３０円 ３ 連 単 ��� １，９２５，０１０円

票 数

単勝票数 計 ２５７６２０ 的中 � １４０６０（５番人気）
複勝票数 計 ４３４９５９ 的中 � ２１８６３（６番人気）� ３２８６（１４番人気）� ７２８２５（３番人気）
枠連票数 計 ３０５５３７ 的中 （７－８） １７３２７（６番人気）
普通馬連票数 計 ８８８８５３ 的中 �� ７０８（９３番人気）
馬単票数 計 ５９９５０５ 的中 �� ２３５（１７９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８８０２１ 的中 �� ３１４（９７番人気）�� ５２０１（１４番人気）�� ７８２（６７番人気）
３連複票数 計 ９６６１５０ 的中 ��� ４１４（２６５番人気）
３連単票数 計１４３４６２２ 的中 ��� ５５（１９０３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．４―１２．７―１２．９―１２．７―１２．５―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．１―３４．５―４７．２―１：００．１―１：１２．８―１：２５．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．２―３F３８．３
３ １，８（２，５，６）１２，４（３，１４，１３）（９，１１）（１０，７，１５）１６ ４ ・（１，８）（２，６）（５，４，１２）（３，１４）（９，１６，７，１１，１３）（１０，１５）

勝馬の
紹 介

�フライデイフライト �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 At Talaq デビュー ２００７．４．２９ 京都９着

２００４．９．２７生 牡４黒鹿 母 Not On Friday 母母 Market Heights ６戦３勝 賞金 １９，７００，０００円
〔制裁〕 ステディーラブ号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００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。
（非当選馬） ３頭 セレスブレイク号・フレノカトリーヌ号・レツィーナ号
（非抽選馬） １頭 タカラボス号



３１０５５１１月２２日 晴 良 （２０東京５）第５日 第７競走 ��
��１，３００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時１０分 （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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

３５ � 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± ０１：１８．１ ４．９�

２４ � レッドスポーツカー 牡５鹿 ５７
５６ ☆浜中 俊藤田 在子氏 天間 昭一 米 Gilbert G.

Campbell B４７０＋ ４ 〃 クビ ３７．５�
５１０ 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 ４７６＋ ４ 〃 ハナ ３．５�
４７ � アポロダヴィンチ 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Robert D.

Nash ５０６＋ ２ 〃 ハナ ８．５�
２３ セトノヒット 牡７栗 ５７ 川島 信二難波 経雄氏 西園 正都 三石 片山 修 ４８２＋ ２１：１８．５２� ２３．２�
１２ カネスラファール 牡４黒鹿５７ 佐藤 聖也杉澤 光雄氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ４９２＋ ８１：１８．６� ６．５�
３６ セイウンマル 牡５黒鹿５７ 藤田 伸二西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 高昭牧場 ４６６＋ ４ 〃 ハナ ２２．９�
４８ ジェイケイボストン 	５黒鹿５７ 藤岡 佑介小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム B５２２＋ ２１：１８．７クビ ４６．３	
６１２ ハードランナー 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝芹澤 精一氏 阿部 新生 静内 岡田牧場 ４９０＋ ４１：１９．０１
 ４．０

５９ フレンチムスメ 牝６栗 ５５ 横山 義行遠藤 喜松氏 西塚 安夫 三石 沖田 忠幸 ４６４－ ６１：１９．４２� ２１１．９�
８１６� エ イ ワ ナ ギ 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣永井公太郎氏 松山 康久 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. ５２８± ０１：１９．５� ２９．０�
７１３ 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 ４９６＋ ８１：１９．６� ４２．７�
８１５� ビ ー ボ ー ン 牝５鹿 ５５ 幸 英明伊達 敏明氏 中川 公成 門別 サンシャイン

牧場 ４９８＋ ２１：２０．３４ １６８．５�
１１ ブルーチェイサー 牝７黒鹿５５ 小野 次郎篠木 俊二氏 菅原 泰夫 福島 篠木牧場 ４８０＋ ４１：２０．４� １５２．０�
６１１ カフェリバティー 牡６鹿 ５７ O．ペリエ 西川 光一氏 松山 康久 早来 ノーザンファーム ５４６＋ ４ 〃 クビ ２９．７�

（仏）

７１４ エルカミニート 牡５栗 ５７ 松岡 正海芹澤 精一氏 田中 清隆 浦河 山下 恭茂 B５１４＋ ４１：２３．５大差 １５０．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，７１９，５００円 複勝： ４１，５５９，９００円 枠連： ２５，８９６，６００円

普通馬連： ９９，５４４，４００円 馬単： ６０，８１８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，４８７，４００円

３連複： １０１，９２６，０００円 ３連単： １５９，３８８，６００円 計： ５４４，３４１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � ２１０円 � ８２０円 � １７０円 枠 連（２－３） ３，０７０円

普通馬連 �� １０，５３０円 馬 単 �� １８，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，７４０円 �� ４６０円 �� ２，３５０円

３ 連 複 ��� １６，６００円 ３ 連 単 ��� １１３，９９０円

票 数

単勝票数 計 ２２７１９５ 的中 � ３７１８１（３番人気）
複勝票数 計 ４１５５９９ 的中 � ５６８５８（３番人気）� ９７９４（１１番人気）� ８３５８３（２番人気）
枠連票数 計 ２５８９６６ 的中 （２－３） ６２３３（１３番人気）
普通馬連票数 計 ９９５４４４ 的中 �� ６９７７（３６番人気）
馬単票数 計 ６０８１８７ 的中 �� ２３９０（５９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２４８７４ 的中 �� ２０１８（４１番人気）�� １９５５７（４番人気）�� ３２４７（２９番人気）
３連複票数 計１０１９２６０ 的中 ��� ４５３２（５６番人気）
３連単票数 計１５９３８８６ 的中 ��� １０３２（３３０番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．３―１１．８―１１．７―１１．４―１２．１―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
６．８―１８．１―２９．９―４１．６―５３．０―１：０５．１

コーナー
通過順位

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

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 １０戦４勝 賞金 ３５，４５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エルカミニート号は，平成２０年１２月２２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２２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２２頭 アドマイヤミラクル号・アポロラムセス号・エイダイタカラブネ号・エイワムサシ号・カイテキネオ号・

グラインダー号・クリアエンデバー号・グレイスサンセット号・ゴールドステイブル号・スイートフィズ号・
セレスハント号・ソブリンブライト号・ダンジグマスター号・ディスパーロ号・デジデーリオ号・
トップオブドーラ号・ファッシオドンナ号・ホワイトヴェール号・ホワイトリーベ号・マルタラヴ号・
モンテチェリー号・モンプティクール号

※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。



３１０５６１１月２２日 晴 良 （２０東京５）第５日 第８競走 ��３，３００�
しゅうよう

秋陽ジャンプステークス
発走１３時４５分 （ 芝 ）

３歳以上；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金７００万円毎１�
増，１９．１１．１７以降未出走馬および未勝利馬１�減

賞 品
本 賞 １８，０００，０００円 ７，２００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，８００，０００円
付 加 賞 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード３：３５．１良

５８ マルブツシルヴァー 牡６芦 ６０ 熊沢 重文大澤 毅氏 加用 正 浦河 大島牧場 ５４０－ ４３：４１．０ ３．０�

４６ トーセンセレニティ 牝５栗 ５８ 宗像 徹島川 �哉氏 加藤 征弘 門別 三城牧場 ４５２－ ６３：４１．２１� ８７．３�
７１２ バンブートヨタ 牡５鹿 ６０ 白浜 雄造�バンブー牧場 谷 潔 浦河 バンブー牧場 ４８４－１６３：４２．０５ １７．２�
３３ ホットビスティー 牡４鹿 ６０ 五十嵐雄祐ビスティーズホース

ユニオン 藤原 辰雄 浦河 高昭牧場 ５００± ０３：４２．１クビ １６５．０�
３４ マーブルジーン 牡４黒鹿６０ 小坂 忠士下村 直氏 田所 清広 静内 マークリ牧場 ４６６－ ６３：４２．２� １１．８�
２２ オープンガーデン 牡４鹿 ６０ 江田 勇亮吉橋 計氏 郷原 洋行 えりも 寺井 文秀 ４８８＋ ８３：４２．６２� １８．５	
１１ タガノデンジャラス 牡６鹿 ６０ 高田 潤八木 良司氏 松田 博資 浦河 白老ファーム ４６４－ ２３：４２．８１� ４．８

８１３ ジュラナスリング 牡８鹿 ６０ 横山 義行 �サンデーレーシング 松山 康久 早来 ノーザンファーム ４５４＋１０ 〃 ハナ １１．３�
８１４ クルワザード 牡６栗 ６２ 田中 剛 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 作田 誠二 静内 武岡牧場 ４６４± ０ 〃 アタマ ５．８
７１１� マックスチャンプ 牡７鹿 ６０ 西谷 誠田所 英子氏 梅田 智之 門別 白井牧場 B４８８－ ４３：４２．９クビ ７．７�
４５ ジ ュ レ ッ プ �７鹿 ６０ 矢原 洋一 �サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４７６＋２４ 〃 ハナ ５８．９�
５７ ウォーライクトニー 牡８栗 ６０ 山本 康志 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４７８± ０３：４３．３２� １６．６�
６１０ ハイヤーザンヘブン 牡７黒鹿６２ 金子 光希関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ４８２± ０３：４５．３大差 ４０．１�
６９ ラドランデンジャー 牡６黒鹿６０ 浜野谷憲尚村中 徳広氏 鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 ５００－１４ （競走中止） ９４．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２４，５２８，８００円 複勝： ３３，８２８，０００円 枠連： ３３，９５９，１００円

普通馬連： ９６，４０３，４００円 馬単： ６３，９６１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，４６６，０００円

３連複： １０６，０１５，３００円 ３連単： １７３，８４９，２００円 計： ５６０，０１１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １７０円 � １，８５０円 � ４７０円 枠 連（４－５） ５，０３０円

普通馬連 �� １９，３９０円 馬 単 �� ２６，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，９２０円 �� １，６１０円 �� １３，０８０円

３ 連 複 ��� ８５，７００円 ３ 連 単 ��� ４９７，２９０円

票 数

単勝票数 計 ２４５２８８ 的中 � ６５３８８（１番人気）
複勝票数 計 ３３８２８０ 的中 � ７３９５７（１番人気）� ３７１７（１２番人気）� １６５８８（９番人気）
枠連票数 計 ３３９５９１ 的中 （４－５） ４９８３（１８番人気）
普通馬連票数 計 ９６４０３４ 的中 �� ３６７１（４７番人気）
馬単票数 計 ６３９６１５ 的中 �� １７６９（７６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７４６６０ 的中 �� １３６４（４７番人気）�� ４３０７（２０番人気）�� ５０８（７３番人気）
３連複票数 計１０６０１５３ 的中 ��� ９１３（１５９番人気）
３連単票数 計１７３８４９２ 的中 ��� ２５８（８６６番人気）

上り １マイル １：４５．７ ４F ５０．８－３F ３７．８
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マルブツシルヴァー �
�
父 Silver Charm �

�
母父 Woodman デビュー ２００５．２．１２ 京都１着

２００２．４．２０生 牡６芦 母 ノーヴェルインカウンター 母母 Hot Novel 障害：７戦３勝 賞金 ５１，７１５，０００円
〔競走中止〕 ラドランデンジャー号は，１周目８号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，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１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１１頭 アンティークコイン号・コウヨウウェーブ号・スリーエリシオ号・トウカイマジック号・ネヴァートルネード号・

ヒシバトル号・ファストソニック号・ヘンリーゴンドーフ号・モモタロサン号・ローランアントレ号・
ワイズタイクーン号

（非抽選馬） ２頭 ストロングザイオン号・ユキノボーイ号



３１０５７１１月２２日 晴 良 （２０東京５）第５日 第９競走 ��
��２，１００�

か い じ

甲 斐 路 特 別
発走１４時２０分 （ダート・左）
３歳以上，１，０００万円以下，１９．１１．１７以降２０．１１．１６まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０６．７
２：０５．９

良

良

７１３� ゴールデンルーヴェ 牡３栗 ５４ C．ルメール 広尾レース� 森 秀行 米 Barnett
Enterprises ４９４± ０２：１２．２ ３．９�

（仏）

４８ メイショウゲンスイ 牡４鹿 ５８ 内田 博幸松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 杵臼牧場 ５０８－ ６２：１２．３� ３．１�
４７ � アルファオリオン 牡５鹿 ５５ 田中 勝春�貴悦 小島 茂之 平取 赤石牧場 ４６４± ０２：１２．５１� ２３．７�
２３ スターシップ 牡４芦 ５４ 北村 宏司 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４６２± ０２：１２．７１	 １７．０�
６１２ ティンバーセブン 牡４栗 ５３ 大庭 和弥三宅 正義氏 小島 茂之 平取 二風谷ファーム ５３０＋ ８２：１２．８� ２３．２�
７１４� シ ョ ウ ケ イ 牡５鹿 ５４ 浜中 俊根岸 治男氏 坂口 正大 門別 白井牧場 ５０２± ０２：１２．９クビ ９．６	
８１６ マルタカドリーム 牡６黒鹿５２ 小坂 忠士高橋 義和氏 境 直行 三石 本桐牧場 ４７２－ ２２：１３．０
 ６５．９

３５ レオソリスト 牡３黒鹿５３ 江田 照男�レオ 岩戸 孝樹 平取 協栄組合 ５１８＋１０２：１３．１クビ １５．３�
６１１� ダンシングタイガー �５鹿 ５２ 武士沢友治岡田 牧雄氏 加藤 和宏 門別 インターナシヨナル牧場 B４７８－１０ 〃 アタマ １４４．８�
１２ � コーリンヴァリウス 牡６鹿 ５４ 佐藤 聖也伊藤 恵子氏 平井 雄二 門別 日高大洋牧場 ４８０＋１０２：１３．５２� １８．３
２４ ゲンパチタキオン 牡４鹿 ５６ 蛯名 正義平野 武志氏 中川 公成 浦河 信岡牧場 B５４０－ ４２：１３．６クビ ５７．１�
５１０ ロックザキャスバ 牡４黒鹿５６ 横山 典弘�瀬 真尚氏 萩原 清 静内 矢野牧場 ４８６－ ２ 〃 クビ ５．２�
５９ ユ ウ コ ン 牡４鹿 ５６ 柴田 善臣小田切有一氏 古賀 慎明 門別 浦新牧場 ４７６＋ ４ 〃 ハナ ６０．０�
８１５ メジロティモン 牡３栗 ５３ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 B５０６＋ ８２：１４．０２� ３１．４�
１１ ユーガットテースト 牡５黒鹿５３ 吉田 隼人臼田 浩義氏 清水 利章 千歳 社台ファーム ４７２＋１４２：１４．２１	 ４８．８�
３６ � ゲットクール 牡６栗 ５３ 鮫島 良太狩野 秀彦氏 鮫島 一歩 平取 高橋 啓 ４８４－１２２：１４．５１
 ２５４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，６１４，６００円 複勝： ５９，３４７，５００円 枠連： ４２，９１０，３００円

普通馬連： １７４，２８５，５００円 馬単： １０１，０９６，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，３０８，９００円

３連複： １７４，３５５，０００円 ３連単： ３４６，９３６，３００円 計： ９７９，８５５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � ４５０円 枠 連（４－７） ３５０円

普通馬連 �� ５７０円 馬 単 �� １，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� １，３９０円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� ３，３７０円 ３ 連 単 ��� １０，８４０円

票 数

単勝票数 計 ３１６１４６ 的中 � ６４７７６（２番人気）
複勝票数 計 ５９３４７５ 的中 � １１２９１２（２番人気）� １５１０５３（１番人気）� ２３１８８（８番人気）
枠連票数 計 ４２９１０３ 的中 （４－７） ９０６３４（１番人気）
普通馬連票数 計１７４２８５５ 的中 �� ２２８００２（１番人気）
馬単票数 計１０１０９６９ 的中 �� ６８３４８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９３０８９ 的中 �� ６０３４９（１番人気）�� ７７３２（１５番人気）�� １２４６２（７番人気）
３連複票数 計１７４３５５０ 的中 ��� ３８２６８（８番人気）
３連単票数 計３４６９３６３ 的中 ��� ２３６３１（１６番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．４―１３．０―１３．０―１２．７―１２．９―１２．８―１２．７―１１．９―１２．３―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
６．８―１８．２―３１．２―４４．２―５６．９―１：０９．８―１：２２．６―１：３５．３―１：４７．２―１：５９．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ゴールデンルーヴェ �
�
父 Kingmambo �

�
母父 Danehill デビュー ２００８．２．２ 京都６着

２００５．２．２生 牡３栗 母 Little Firefly 母母 Tootling １２戦２勝 賞金 ２６，４６０，０００円
［他本会外：２戦１勝］

※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 グッドフロマージュ号・トーセンゴライアス号・ブルルイ号・プレシャスピクセル号・ベルグミサイル号・

リリアンタイム号
※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。



３１０５８１１月２２日 晴 良 （２０東京５）第５日 第１０競走 ��
��１，４００�

ぎんれい

銀嶺ステークス
発走１４時５５分 （ダート・左）

３歳以上，１，６００万円以下；負担重量は，３歳５６�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

５９ ブイチャレンジ 牡３栗 ５６ 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 門別 川島 良一 ４７４－ ４１：２４．０ ３５．２�

７１４� アドマイヤゴルゴ 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己近藤 利一氏 橋田 満 愛 Airlie Stud ４８８± ０ 〃 クビ ４．５�
４８ レオエンペラー 牡４鹿 ５７ 江田 照男�レオ 田子 冬樹 門別 若林 武雄 ４９８＋ ２１：２４．１クビ ４．４�
６１１ マジックボンバー 牡４鹿 ５７ C．ルメール 沼川 一彦氏 境 直行 浦河 杵臼牧場 ４７６＋ ２１：２４．２� ８．９�

（仏）

３６ � サンワードラン 牡６鹿 ５７ 藤岡 佑介佐藤 幸彦氏 中尾 正 米 Silverleaf
Farms, Inc. ４９０－１０１：２４．４１	 ３４．２�

２３ コロナグラフ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４８４± ０１：２４．６１	 １３．０	
４７ タイキシルバー 牡７芦 ５７ 大庭 和弥�大樹ファーム 清水 美波 大樹 大樹ファーム ５１０＋１６１：２４．８１� ４６．８

５１０� マルターズマッシブ 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝藤田 在子氏 堀井 雅広 米 Harold

Queen ５０６＋ ６１：２４．９� ７．２�
８１６� ガ ブ リ ン 牡６鹿 ５７ 藤田 伸二榮 義則氏 森 秀行 豪 Mr JR

Fleming ４７２± ０１：２５．１１ ６．９�
１２ グレイトフルタイム 牡４鹿 ５７ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 追分 追分ファーム B５３２＋ ６１：２５．４１
 ２９．５
７１３ アグネスマクシマム 牡４栗 ５７ 横山 義行渡辺 孝男氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４７２± ０１：２５．８２� ９８．６�
８１５� ゲイリースノーマン 牡７芦 ５７ 武 豊中村 浩章氏 岩戸 孝樹 米 Green

Gates Farm ５０８＋１０１：２６．０１	 ５．６�
３５ ジョイフルスマイル 牝３栗 ５４ 勝浦 正樹上茶谷 一氏 矢作 芳人 早来 ノーザンファーム ４５２± ０１：２６．５３ ２３６．８�
２４ � ホウショウルビー 牝５鹿 ５５ 四位 洋文芳賀 吉孝氏 領家 政蔵 米 Tokyo Thorough-

bred Bureau B５０４－ ６１：２６．６クビ ７８．３�
６１２ タムロイーネー 牝７黒鹿５５ O．ペリエ 谷口 屯氏 西園 正都 浦河 川越牧場 ５０４＋ ８１：２６．７
 １１４．０�

（仏）

１１ ハナイチリン 牝５栗 ５５ 柴山 雄一セゾンレースホース� 松山 将樹 厚真 阿部 栄乃進 ４７４－ ４１：３１．４大差 １１９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４２，０６３，０００円 複勝： ７６，２１６，５００円 枠連： ５５，２８６，４００円

普通馬連： ２３４，１１０，４００円 馬単： １３３，５４３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ６０，４８９，１００円

３連複： ２３２，７９５，９００円 ３連単： ４４６，９７４，２００円 計： １，２８１，４７８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，５２０円 複 勝 � ８５０円 � １８０円 � １７０円 枠 連（５－７） ２，０１０円

普通馬連 �� １０，６６０円 馬 単 �� ２９，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，６２０円 �� ２，６３０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １４，３８０円 ３ 連 単 ��� １４５，５１０円

票 数

単勝票数 計 ４２０６３０ 的中 � ９４３６（１０番人気）
複勝票数 計 ７６２１６５ 的中 � １６７２０（１０番人気）� １２４６０１（２番人気）� １４９２６８（１番人気）
枠連票数 計 ５５２８６４ 的中 （５－７） ２０３０９（１２番人気）
普通馬連票数 計２３４１１０４ 的中 �� １６２１５（２６番人気）
馬単票数 計１３３５４３０ 的中 �� ３３５４（７４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６０４８９１ 的中 �� ５３６８（２５番人気）�� ５３６３（２６番人気）�� ３８７２９（１番人気）
３連複票数 計２３２７９５９ 的中 ��� １１９５３（４１番人気）
３連単票数 計４４６９７４２ 的中 ��� ２２６７（３７２番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．７―１２．２―１２．０―１２．３―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．２―３４．９―４７．１―５９．１―１：１１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．１―３F３６．９
３ ・（２，３）１５（１，８，１６）１１（４，１０）１３（６，５，１４）－１２－７，９ ４ ２，３（８，１５）１６（１１，１０）４（１４，１３）（１，６）５（７，９，１２）
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 ９戦３勝 賞金 ３７，６２７，０００円
［他本会外：２戦１勝］

〔発走状況〕 ブイチャレンジ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ブイチャレンジ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハナイチリン号は，平成２０年１２月２２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１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１３頭 アルバレスト号・ウエスタンクィーン号・オヤマハリケーン号・クランエンブレム号・ジェットバニヤン号・

スリーセブンスピン号・ダイワエルパソ号・ノーリプライ号・ビッグポパイ号・フォーリクラッセ号・
ミスターモナルコス号・ヤマカツブライアン号・ワンダーポデリオ号

※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。



３１０５９１１月２２日 晴 良 （２０東京５）第５日 第１１競走 ��
��１，８００�第１３回東京スポーツ杯２歳ステークス（ＪｐｎⅢ）

発走１５時３０分 （芝・左）

２歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
東京スポーツ杯（１着）

賞 品
本 賞 ３２，０００，０００円 １３，０００，０００円 ８，０００，０００円 ４，８００，０００円 ３，２００，０００円
付 加 賞 ５１８，０００円 １４８，０００円 ７４，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４６．９
１：４６．７

良

良

４５ ナカヤマフェスタ 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義和泉 信子氏 二ノ宮敬宇 むかわ 新井牧場 ４５０± ０１：４７．７ ２７．５�

２２ � ブレイクランアウト 牡２鹿 ５５ 武 豊 �キャロットファーム 戸田 博文 米 Shadai Cor-
poration ４３６－ ４ 〃 クビ ２．１�

４６ 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 ４８２－ ４１：４７．９１� １２．１�

６９ 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 ５２０－ ６１：４８．１１� ４．４�
３４ スズカワグナー 牡２黒鹿５５ 安藤 勝己永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４６２－ ８１：４８．３１� ８．１�
１１ マッハヴェロシティ 牡２青 ５５ 柴田 善臣井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 日の出牧場 ５１０＋ ８１：４８．４� ２１．５	
８１４ セイクリッドバレー 牡２栗 ５５ 柴山 雄一吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ４７６± ０ 〃 ハナ ２９．７

７１２ ラインブラッド 牡２栗 ５５ 松岡 正海大澤 繁昌氏 領家 政蔵 静内 シンボリ牧場 ４８４＋１０１：４８．７１	 １３６．５�
８１３ ヒラボクエクセル 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝�平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ５１８＋１２ 〃 クビ ３６．７�
３３ メイショウドンタク 牡２黒鹿５５ 藤田 伸二松本 好雄氏 安田伊佐夫 浦河 太陽牧場 ４９０－ ４ 〃 アタマ １４．８
５７ バックハウス 牡２栗 ５５ C．ルメール 池谷 誠一氏 的場 均 三石 片山牧場 ４５４＋ ２１：４８．８クビ ２２．８�

（仏）

６１０ ス ズ カ ケ 牡２鹿 ５５ 幸 英明青木 基秀氏 岩戸 孝樹 新冠 山岡牧場 ５１４－ ２１：４９．１２ １２４．４�
７１１ ピサノシンボル 牡２鹿 ５５ O．ペリエ 市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４８８－ ４１：４９．２クビ １６．２�

（仏）

５８ 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 ５２４＋ ４１：４９．４１� ７１．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１７，１３４，９００円 複勝： １５０，８３６，１００円 枠連： ９９，５２５，６００円

普通馬連： ５６２，７９０，１００円 馬単： ３４１，４６４，９００円 ワイド【拡大馬連】： １２８，０８５，９００円

３連複： ５３１，２３９，１００円 ３連単： １，２６１，０１９，８００円 計： ３，１９２，０９６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，７５０円 複 勝 � ６５０円 � １３０円 � ３２０円 枠 連（２－４） ８７０円

普通馬連 �� ３，６６０円 馬 単 �� １１，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３００円 �� ２，５６０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� ９，２６０円 ３ 連 単 ��� ８１，６４０円

票 数

単勝票数 計１１７１３４９ 的中 � ３３６０７（９番人気）
複勝票数 計１５０８３６１ 的中 � ４２６５１（１０番人気）� ４７６８４１（１番人気）� １０１９４２（４番人気）
枠連票数 計 ９９５２５６ 的中 （２－４） ８４４３８（４番人気）
普通馬連票数 計５６２７９０１ 的中 �� １１３５３０（１２番人気）
馬単票数 計３４１４６４９ 的中 �� ２１２６３（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２８０８５９ 的中 �� ２３９１５（１４番人気）�� １１７５９（２７番人気）�� ６１２９８（４番人気）
３連複票数 計５３１２３９１ 的中 ��� ４２３４２（３０番人気）
３連単票数 計１２６１０１９８ 的中 ��� １１４００（２３５番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．６―１１．８―１３．３―１２．７―１２．４―１１．６―１１．４―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．２―３５．０―４８．３―１：０１．０―１：１３．４―１：２５．０―１：３６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．７―３F３４．３

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

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

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 デビュー ２００８．１１．２ 東京１着

２００６．４．５生 牡２鹿 母 ディアウィンク 母母 セ イ レ イ ２戦２勝 賞金 ３９，５１８，０００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。



３１０６０１１月２２日 晴 良 （２０東京５）第５日 第１２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時０５分 （芝・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

１：２０．０
１：１９．０

良

良

５１０ タイセイハニー 牝５芦 ５５ 勝浦 正樹田中 成奉氏 菊川 正達 三石 前川 正美 ４９４－１０１：２１．４ ４２．６�

３５ レオブルース 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠�レオ 平井 雄二 浦河 江谷 重雄 ４９６－ ４ 〃 クビ ７４．０�
７１３ ジョウテンロマン 牡５栗 ５７ 丹内 祐次田邉 久男氏 二ノ宮敬宇 静内 千代田牧場 ４７８＋ ８ 〃 ハナ １７６．７�
７１４ 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 ４９０＋ ６ 〃 ハナ ３２．６�
３６ 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 B４４４－ ２１：２１．５� ３４．１�
８１６ シュヴァルドール �５栗 ５７ 江田 照男 �社台レースホース大江原 哲 白老 白老ファーム ４５０＋１２１：２１．６クビ ４３．２	
６１１ エーシンアロー 牡４鹿 ５７ 武 幸四郎平井 宏承氏 武 邦彦 浦河 栄進牧場 ４６４－ ２ 〃 アタマ ４．２

５９ スイートカルタゴ 牝３栗 ５４ 幸 英明シンボリ牧場 石毛 善彦 門別 シンボリ牧場 ４６８－ ２ 〃 ハナ ６３．８�
１１ オーロマイスター 牡３鹿 ５６ 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 ５０２± ０ 〃 ハナ １．７�
１２ キングオザー 牡６芦 ５７ 土谷 智紀斉藤 等氏 鈴木 勝美 門別 日高大洋牧場 B４５６± ０１：２１．８１	 ７３．３
４８ 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± ０ 〃 ハナ １２．３�
６１２
 ウルトラボルケーノ 牡５黒鹿５７ 福永 祐一西浦 和男氏 土田 稔 門別 出口牧場 B５０４＋ ４１：２１．９� ６６．１�
２４ ナチュラルウィン 牡５青鹿５７ 柴田 善臣吉田 勝己氏 坂本 勝美 早来 ノーザンファーム ４８８＋ ６ 〃 ハナ ８．５�
４７ � トーヨーエーピー 牡５芦 ５７ C．ルメール�トーヨークラブ 成島 英春 米

David Houchin, Mrs. J.
G. Jones Sr. & Eleanor
Drake Rose Trust

４９２± ０１：２２．３２� ６８．４�
（仏）

２３ マイネルオークベイ 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム ４９０＋ ６ 〃 クビ １２１．４�

７１５ 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 ４５４＋ ８１：２２．４クビ ３１．５�
８１８� デュポンサークル 牝４鹿 ５５ 北村 宏司渡邊 隆氏 古賀 慎明 英 T. Watanabe B４２４－ ４１：２２．５� １８０．１�
８１７
 コンプリートラン 牡４黒鹿５７ 吉田 隼人岡田 牧雄氏 高木 登 三石 幌村牧場 ４４８＋ ２１：２２．９２� ４６９．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４９，９５６，３００円 複勝： ７８，２０２，１００円 枠連： ５９，６８９，８００円

普通馬連： ２１１，９２９，１００円 馬単： １７２，４０９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ６４，３９４，３００円

３連複： ２３１，３３２，８００円 ３連単： ５５２，７９０，６００円 計： １，４２０，７０４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，２６０円 複 勝 � １，１００円 � １，６１０円 � ３，７００円 枠 連（３－５） １４，１６０円

普通馬連 �� １０２，５６０円 馬 単 �� ２３３，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２０，８９０円 �� ２３，９８０円 �� ４１，２２０円

３ 連 複 ��� １，４１０，９４０円 ３ 連 単 ��� １０，４６０，５００円

票 数

単勝票数 計 ４９９５６３ 的中 � ９２４７（８番人気）
複勝票数 計 ７８２０２１ 的中 � １９２２８（７番人気）� １２８３４（１２番人気）� ５４１２（１５番人気）
枠連票数 計 ５９６８９８ 的中 （３－５） ３１１３（２９番人気）
普通馬連票数 計２１１９２９１ 的中 �� １５２５（１０２番人気）
馬単票数 計１７２４０９９ 的中 �� ５４４（１９２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６４３９４３ 的中 �� ７５９（１００番人気）�� ６６１（１０９番人気）�� ３８４（１３１番人気）
３連複票数 計２３１３３２８ 的中 ��� １２１（６４０番人気）
３連単票数 計５５２７９０６ 的中 ��� ３９（３７５６番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．７―１１．４―１１．８―１１．４―１１．４―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．３―３４．７―４６．５―５７．９―１：０９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイハニー �
�
父 エンドスウィープ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．７．３０ 新潟１着

２００３．３．２２生 牝５芦 母 ロ ザ ヴ ィ ア 母母 ダイナカルメン １８戦４勝 賞金 ４９，６６８，０００円
〔制裁〕 オーロマイスター号の騎手吉田豊は，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いたことについ

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。
（非当選馬） １頭 トーセンステルス号
※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。



（２０東京５）第５日 １１月２２日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １９４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

２６７，５００，０００円
２１，７３０，０００円
２，３６０，０００円
２９，３６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

７０，３０２，０００円
５，９５６，８００円
１，９５９，４００円

勝馬投票券売得金
４１９，９６８，６００円
６８４，０９１，６００円
４６０，９８４，１００円
１，７９９，１０５，７００円
１，２０２，１３０，８００円
５０３，８５３，２００円
１，８４５，９６１，９００円
３，６９８，３８１，７００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 １０，６１４，４７７，６００円

総入場人員 ３２，６０５名 （有料入場人員 ３１，２６２名）




