
２８０２５１０月１７日 曇 良 （２１東京４）第３日 第１競走 ��１，６００�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

１：３７．２
１：３７．２

重

重

２４ レーザーブレイド 牡２栃栗５５ 三浦 皇成野� 昭夫氏 河野 通文 新ひだか グランド牧場 ４５２＋ ２１：４０．３ ４１．３�

４７ タマビッグボス 牡２青鹿５５ 松岡 正海玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４８２＋ ２ 〃 ハナ ２．６�
６１１ ウエスタンウェイブ 牡２鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真西川 賢氏 古賀 史生 新ひだか 北西牧場 ４５８＋ ４１：４１．１５ １５．５�
８１６ ヒノモトイチバン 牡２栗 ５５ 武 英智坪野谷和平氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 ４５８－ ４１：４１．４１� ６８．７�
３５ ボンジュールヒカリ 牡２栗 ５５ 田中 勝春田中善次郎氏 天間 昭一 むかわ 上水牧場 ４９８－ ２１：４１．７１� １９．６�
２３ シンビオシス 牡２青鹿５５ 吉田 豊岡田 牧雄氏 高橋 裕 日高 佐々木 直孝 ４７６－ ８ 〃 クビ ５０．２�
１２ マイネルウィル 牡２鹿 ５５ 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新ひだか 畠山牧場 ４８２－ ４１：４２．１２� １２７．８	
３６ デ ィ テ ー ル 牝２鹿 ５４ 北村 宏司 
高木競走馬育成牧場 田村 康仁 平取 びらとり牧場 ４６４＋ ４ 〃 クビ ３７．１�
６１２ クロスファイト 牡２鹿 ５５

５２ ▲丸山 元気佐々木 徹氏 平井 雄二 新冠 シンユウフアーム ４９４＋ ４１：４２．４１� １６０．６�
７１４ リファールエル 牝２青 ５４

５３ ☆丸田 恭介石橋 松蔵氏 坂本 勝美 新ひだか 千代田牧場 ４４６－ ２ 〃 クビ ２７．８
５９ ラビットラヴソング 牡２黒鹿 ５５

５３ △宮崎 北斗喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４６８± ０１：４２．６１ ２３．９�
８１５ ボーンスプレマシー 牡２黒鹿５５ 小林 淳一古川 智洋氏 佐藤 吉勝 浦河 津島 優治 ４９２－ ８１：４２．８１� ２４３．８�
１１ ハセノヒマワリ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲大江原 圭長谷川成利氏 大江原 哲 新冠 北星村田牧場 B４５６－ ４１：４２．９� ２４６．１�
４８ ケイアイブル 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一 �啓愛義肢材料販売所 南田美知雄 日高 エンドレス

ファーム ４４８＋ ４１：４３．４３ ４０．５�
５１０ ヴィーヴァギブソン 牡２鹿 ５５ 中舘 英二芹澤 精一氏 武 宏平 平取 スガタ牧場 ５０４－ ８ 〃 アタマ ２．９�
７１３ シングンデパーチャ 牡２栗 ５５ 柴田 善臣伊坂 重憲氏 本間 忍 浦河 三枝牧場 ５０８－ ４１：４３．９３ ５．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，５８０，８００円 複勝： ２５，８８０，９００円 枠連： １７，４１４，７００円

普通馬連： ５５，９９３，６００円 馬単： ４２，４２９，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，３４６，２００円

３連複： ７０，１８６，６００円 ３連単： １１０，５４０，７００円 計： ３６０，３７２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，１３０円 複 勝 � ８３０円 � １３０円 � ２８０円 枠 連（２－４） ２，０４０円

普通馬連 �� ５，８００円 馬 単 �� １８，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９３０円 �� ５，１３０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １７，７５０円 ３ 連 単 ��� ２１４，１２０円

票 数

単勝票数 計 １６５８０８ 的中 � ３１７１（１０番人気）
複勝票数 計 ２５８８０９ 的中 � ５６３９（１０番人気）� ７８０１２（１番人気）� ２０６８８（４番人気）
枠連票数 計 １７４１４７ 的中 （２－４） ６３２０（８番人気）
普通馬連票数 計 ５５９９３６ 的中 �� ７１２８（１９番人気）
馬単票数 計 ４２４２９３ 的中 �� １７１１（４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１３４６２ 的中 �� ２６４１（１９番人気）�� ９６６（４１番人気）�� １１６３３（４番人気）
３連複票数 計 ７０１８６６ 的中 ��� ２９１９（４７番人気）
３連単票数 計１１０５４０７ 的中 ��� ３８１（４４６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．７―３５．８―４８．３―１：０１．３―１：１４．４―１：２７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５２．０―３F３９．０
３ ・（７，８）１２，１３（４，６，１４）（１，１０）－（９，５）３（２，１１）（１５，１６） ４ ・（７，８）１２（４，６）（５，１３）（１，１４）（３，１０）（９，１１）２（１５，１６）

勝馬の
紹 介

レーザーブレイド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．９．６ 札幌１３着

２００７．４．１９生 牡２栃栗 母 グレートハーベスト 母母 チ ー タ ー ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 コウギョウロブロイ号・コスモトウゴウ号



２８０２６１０月１７日 曇 良 （２１東京４）第３日 第２競走 ��１，４００�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� コースレコード

中央レコード

１：２１．６
１：２０．３

良

良

２４ トロンプルイユ 牝２栗 ５４ 横山 典弘 �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 ４２８± ０１：２２．６ ２．５�

８１８ プ ロ ポ ー ズ 牝２鹿 ５４ 北村 宏司河村 祥史氏 鹿戸 雄一 浦河 吉田 又治 ４６６＋ ２１：２２．８１� ５．６�
５９ タンジブルアセット 牡２鹿 ５５

５２ ▲丸山 元気安達 允彦氏 根本 康広 新ひだか タガミファーム ４６０＋ ２ 〃 ハナ ６３．９�
１１ ショウナンスマイル 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣�湘南 古賀 史生 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４４４－ ４１：２２．９� １１．４�
３６ ファルファリーナ 牝２鹿 ５４ 田中 博康 �社台レースホース高橋 祥泰 千歳 社台ファーム ４１８－ ４１：２３．１１� ２４．１�
７１３ マイネコティヨン 牝２芦 ５４ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ４３０± ０ 〃 クビ ５．７	
４７ ゲンパチオブラヴ 牝２栗 ５４ 村田 一誠平野 武志氏 中川 公成 新ひだか 三木田 頼嗣 ４４８－ ４１：２３．３１� ７８．２

７１５ ロードギャラクシー 牡２青鹿５５ 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 河野 通文 新ひだか 井高牧場 ４６２－ ６１：２３．４� １１．２�
８１７ メジロビューレン 牡２鹿 ５５

５３ △宮崎 北斗�メジロ牧場 菅原 泰夫 洞爺湖 メジロ牧場 ４３８＋ ６ 〃 ハナ ６８．２�
５１０ チェルカトローバ 牝２鹿 ５４

５３ ☆丸田 恭介近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム ４３８－ ２１：２３．５クビ １６．６

４８ サンワードネオ 牡２黒鹿５５ 吉田 隼人古谷 千晴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４４２± ０ 〃 クビ ２８．４�
３５ ハニカミスマイル 牝２鹿 ５４ 小野 次郎島田 久氏 尾関 知人 日高 今井牧場 ４２６－ ２１：２３．６� ３０７．４�
８１６ デルマカリグラ 牡２芦 ５５ 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 矢野 英一 日高 ファニーヒルファーム ４６４＋１０１：２３．８１ １４２．６�
１２ サマーヘレネ 牝２鹿 ５４ 黛 弘人セゾンレースホース� 稲葉 隆一 新ひだか 佐藤 陽一 ４１４－ ２ 〃 アタマ ９．７�
６１１ マイネルデアリング 牡２黒鹿５５ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 浦河 磯野牧場 ４５２＋ ２１：２４．０１� ８５．６�
７１４ スズノベティ 牝２鹿 ５４ 郷原 洋司阿部 雅子氏 郷原 洋行 日高 大沢育成牧場 ４８２＋ ２１：２４．８５ ５２５．４�
２３ ホールドオンミー 牝２青鹿５４ 武士沢友治釘田 秀一氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４０６－ ８１：２５．０１� １５５．３�
６１２ マルタカトップラン 牡２鹿 ５５ 大庭 和弥高橋 義和氏 清水 美波 新ひだか 株式会社平井牧場 ４１８－ ２１：２５．１� １６０．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，１９９，２００円 複勝： ３０，５０２，５００円 枠連： ２０，２５７，８００円

普通馬連： ５９，０９６，５００円 馬単： ４１，０９１，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，４００，６００円

３連複： ６７，８９９，６００円 ３連単： ９９，７７４，５００円 計： ３５６，２２２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １４０円 � １９０円 � １，３６０円 枠 連（２－８） ６７０円

普通馬連 �� ８４０円 馬 単 �� １，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ３，５３０円 �� ６，７５０円

３ 連 複 ��� ２４，０５０円 ３ 連 単 ��� ７５，６００円

票 数

単勝票数 計 １７１９９２ 的中 � ５６１７２（１番人気）
複勝票数 計 ３０５０２５ 的中 � ７８４０３（１番人気）� ４３６２８（２番人気）� ３８２７（１２番人気）
枠連票数 計 ２０２５７８ 的中 （２－８） ２２６０７（２番人気）
普通馬連票数 計 ５９０９６５ 的中 �� ５２５３８（２番人気）
馬単票数 計 ４１０９１６ 的中 �� ２５０５４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０４００６ 的中 �� １４２０２（２番人気）�� １３３８（３９番人気）�� ６９２（５１番人気）
３連複票数 計 ６７８９９６ 的中 ��� ２０８４（６９番人気）
３連単票数 計 ９９７７４５ 的中 ��� ９７４（２２８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．７―１２．０―１１．９―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．７―３５．４―４７．４―５９．３―１：１０．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トロンプルイユ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２００９．７．２５ 新潟３着

２００７．３．１９生 牝２栗 母 スウィートデジャヴ 母母 Nureyev’s Park ３戦１勝 賞金 ６，８００，０００円



２８０２７１０月１７日 曇 良 （２１東京４）第３日 第３競走 ��１，８００�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

１：４６．９
１：４６．６

良

良

７１１ オルレアンノオトメ 牝２鹿 ５４ 田中 勝春�ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 ４４４＋１０１：４７．６ １７．０�

８１４ コスモネモシン 牝２青鹿５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 富田 恭司 ４４０－１４１：４７．７� １７．１�
４６ ナンヨーストロング 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成中村 �也氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ６１：４８．０１� ２４．３�
７１２ スペシャルマン 牡２鹿 ５５ 北村 宏司臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド ５００－ ２１：４８．２１� １３．２�
３４ ユ ウ ガ ナ ル 牡２黒鹿５５ 松岡 正海星野 壽市氏 手塚 貴久 新冠 小泉 学 ５１８± ０１：４８．３� ９．８�
５８ カイシュウミリオン 牡２青 ５５ 蛯名 正義飯村 孝男氏 田中 清隆 日高 浦新 徳司 ４８６＋ ４ 〃 ハナ ４．３�
２２ コスモクロッシング 牡２鹿 ５５ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 新冠 前川 隆範 B４８８－ ２１：４８．７２� ２７．７	
４５ ダンスアムール 牝２鹿 ５４ 吉田 豊 �キャロットファーム 秋山 雅一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０± ０１：４８．８� ９１．６

８１３ コスモマハトマ 牡２鹿 ５５ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 柴崎 勇 新冠 ビッグレッドファーム ４７６± ０１：４８．９� ８３．４�
５７ トーセンウィン 牡２黒鹿５５ 柴田 善臣島川 �哉氏 鈴木 康弘 新ひだか 飛野牧場 ４９０＋１２ 〃 クビ ５．６
６９ シルクソアリング 牡２鹿 ５５ 小林 淳一有限会社シルク畠山 重則 新ひだか 畠山牧場 ４１４± ０１：４９．０クビ ２９２．１�
３３ カネスカンタービレ 牝２黒鹿５４ 勝浦 正樹杉澤 光雄氏 小西 一男 新ひだか 畠山牧場 ４６８－ ２１：４９．２１ １４２．４�
１１ ドリームバスケット 牡２栗 ５５ 柴山 雄一セゾンレースホース� 阿部 新生 日高 荒井ファーム ４５２± ０１：４９．３� ２．５�
６１０ ブラックバニヤン 牡２青 ５５ 内田 博幸津村 靖志氏 大竹 正博 新冠 松浦牧場 ４８２＋ ４１：５０．３６ ２４．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，９７７，８００円 複勝： ３８，３５７，９００円 枠連： ２２，５７３，８００円

普通馬連： ６９，０１８，２００円 馬単： ４９，２１７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，９６５，１００円

３連複： ７７，５９８，３００円 ３連単： １２５，５１４，０００円 計： ４２９，２２２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７００円 複 勝 � ５９０円 � ５９０円 � １，０１０円 枠 連（７－８） ３，０１０円

普通馬連 �� １６，２６０円 馬 単 �� ３３，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，８６０円 �� ６，４７０円 �� ６，１２０円

３ 連 複 ��� １４５，７２０円 ３ 連 単 ��� １，１４３，５８０円

票 数

単勝票数 計 ２０９７７８ 的中 � ９７２５（６番人気）
複勝票数 計 ３８３５７９ 的中 � １７５９７（６番人気）� １７５９０（７番人気）� ９６３１（１０番人気）
枠連票数 計 ２２５７３８ 的中 （７－８） ５５３９（１２番人気）
普通馬連票数 計 ６９０１８２ 的中 �� ３１３３（４０番人気）
馬単票数 計 ４９２１７６ 的中 �� １０９４（７９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５９６５１ 的中 �� １３１８（４３番人気）�� ９８７（５２番人気）�� １０４３（４８番人気）
３連複票数 計 ７７５９８３ 的中 ��� ３９３（１９０番人気）
３連単票数 計１２５５１４０ 的中 ��� ８１（１２２０番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．０―１１．４―１２．１―１２．４―１２．４―１１．８―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．７―３５．１―４７．２―５９．６―１：１２．０―１：２３．８―１：３５．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．６

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

オルレアンノオトメ �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 タヤスツヨシ デビュー ２００９．７．１８ 新潟７着

２００７．３．２３生 牝２鹿 母 マイネカプリース 母母 ダイナカプリ ４戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円



２８０２８１０月１７日 曇 良 （２１東京４）第３日 第４競走 ��
��１，３００�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

１：１８．３
１：１８．３

良

良

４７ スターボード 牡２芦 ５５ 横山 典弘大社 聡氏 矢野 英一 新ひだか 増本牧場 ４７８ ―１：２０．０ ３．７�

７１３ デ ィ ア ト ラ 牡２黒鹿５５ 吉田 豊�樽さゆり氏 高木 登 浦河 荻伏三好フ
アーム ４５２ ―１：２０．９５ ４３．３�

５９ スカイライト 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一増田 雄一氏 加藤 和宏 浦河 笹地牧場 ４７６ ―１：２１．４３ １７０．５�
６１２ ネオイグザンプル 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人嶋田 賢氏 本郷 一彦 新ひだか 服部 牧場 ４７４ ― 〃 アタマ ８６．６�
２３ ジョウノパッション 牝２青鹿５４ 木幡 初広小川 義勝氏 武藤 善則 日高 三城牧場 ４６６ ―１：２１．５� １５．１�
６１１ ネバークイン 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成澤 洋氏 河野 通文 新ひだか マークリ牧場 ４５２ ―１：２１．６� ３．４�
１１ ナムラトリトン 牡２芦 ５５ 中舘 英二奈村 信重氏 松永 康利 新ひだか 平野牧場 ４１４ ―１：２１．７� ４５．９�
２４ テルザトゥルース 牡２栗 ５５ 大庭 和弥 	オリオンファーム牧 光二 日高 オリオンファーム ４９２ ―１：２１．８� ５４．０

４８ トウカイセイバー 牡２栗 ５５ 武士沢友治内村 正則氏 成島 英春 浦河 岡部牧場 ４５４ ―１：２２．０� ７１．４�
８１６ ダマスカスローズ 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義�ターフ・スポート佐々木亜良 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４２８ ―１：２２．９５ １２２．７
８１５ イ ワ イ ザ ケ 牡２鹿 ５５ 松岡 正海福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 ４３２ ―１：２３．９６ ５．１�
３６ トーヨーサリー 牝２栗 ５４ 田中 勝春�トーヨークラブ 古賀 史生 様似 中村 俊紀 ４３６ ―１：２４．１� ４１．８�
５１０ パワーマーベラス 牡２黒鹿５５ 西田雄一郎�まの 中島 敏文 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４８０ ―１：２４．６３ １９５．０�
７１４ ラヴァリーボヌス 牡２鹿 ５５

５３ △宮崎 北斗村中 徳広氏 伊藤 圭三 新冠 川上牧場 ４９６ ―１：２４．７� １１．３�
１２ アップライト 牡２芦 ５５ 小林 淳一�藤沢牧場 田島 俊明 新ひだか 藤沢牧場 ４６４ ―１：２５．０２ ２８５．０�
３５ � シルクニュースター 牡２芦 ５５ 北村 宏司有限会社シルク久保田貴士 米 Dr. Masa-

take Iida ４３６ ―１：２５．４２� ４．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，２７３，６００円 複勝： ２７，５３３，０００円 枠連： １８，６３８，０００円

普通馬連： ５４，４２８，２００円 馬単： ３９，６０９，０００円 ワイド【拡大馬連】： １８，７９６，５００円

３連複： ６１，９３０，８００円 ３連単： ９３，３２７，６００円 計： ３３３，５３６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １９０円 � ７１０円 � ３，５１０円 枠 連（４－７） １，２７０円

普通馬連 �� ４，５００円 馬 単 �� ８，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７４０円 �� ６，２９０円 �� ２１，４６０円

３ 連 複 ��� １４１，０７０円 ３ 連 単 ��� ４７８，３１０円

票 数

単勝票数 計 １９２７３６ 的中 � ４１１６８（２番人気）
複勝票数 計 ２７５３３０ 的中 � ５２７３７（１番人気）� ８９５５（７番人気）� １６５３（１４番人気）
枠連票数 計 １８６３８０ 的中 （４－７） １０９０４（７番人気）
普通馬連票数 計 ５４４２８２ 的中 �� ８９３２（１５番人気）
馬単票数 計 ３９６０９０ 的中 �� ３６４６（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８７９６５ 的中 �� ２７３２（１５番人気）�� ７３０（４８番人気）�� ２１２（８９番人気）
３連複票数 計 ６１９３０８ 的中 ��� ３２４（２０１番人気）
３連単票数 計 ９３３２７６ 的中 ��� １４４（７９５番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１８．１―２９．７―４１．８―５４．５―１：０６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．３―３F３８．２
３ ・（１，３，７）－１３（１１，１５）－４，１６，１２－（９，１０）＝（６，１４）（２，８）５ ４ １，７（３，１３）（１１，１５）－（４，１６）－１２，１０，９＝（２，６）－８－（５，１４）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スターボード �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ア ラ ジ 初出走

２００７．３．２４生 牡２芦 母 シーダーアラジ 母母 パワーシーダー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔その他〕 シルクニュースター号は，競走中に疾病〔寛骨々折〕を発症。なお，同馬は死亡。
※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 アマーレトウショウ号・カトルズブンタ号・クリスタルボーイ号・ケイビイパンサー号・セイカディーバ号・

タマモハイグレード号・ボンジュールチエ号



２８０２９１０月１７日 曇 良 （２１東京４）第３日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時３０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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

８１５ オールフォーミー 牝４鹿 ５５ 内田 博幸有限会社シルク勢司 和浩 静内 千代田牧場 ４８６＋ ６１：３８．０ １２．２�

５９ エレガントマナー 牝３鹿 ５３ 中舘 英二吉田 勝己氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４５２＋ ２１：３８．３２ ８．２�
１２ ナ パ 牝３黒鹿５３ 三浦 皇成ユアストーリー 小島 茂之 早来 ノーザンファーム ４３６－ ２１：３８．５１� １３．１�
６１１ トーセンバスケット 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義島川 �哉氏 加藤 和宏 静内 岡田スタツド ５１６＋１６１：３８．８１� １．８�
３５ ビクトリアスバイオ 牝３鹿 ５３ 田中 勝春バイオ� 松山 将樹 平取 坂東牧場 ４７６＋１０ 〃 クビ ２４．９�
６１２ ゴールドケー 牝３青鹿 ５３

５０ ▲伊藤 工真馬場瑛八郎氏 清水 利章 門別 新井 昭二 ４５０＋ ２１：３８．９� ２１．３	
２４ マルサンサイレンス 牝４青 ５５ 吉田 豊松井三千年氏 谷原 義明 様似 様似堀牧場 ４６４＋ ８１：３９．１１ ３５８．６

４７ ニコニコママ 牝４鹿 ５５ 松岡 正海小田切有一氏 古賀 慎明 門別 山本 通則 ４８４＋ ２１：３９．３１ ２２．７�
５１０ ジーシーベン 牝３栗 ５３ 田辺 裕信加藤 信之氏 小西 一男 新ひだか 見上牧場 ４８８＋１４１：４０．０４ ６．０�
１１ ニシノキンレンポ 牝５青 ５５ 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 B４７６＋ ６１：４０．２１ ２４５．３
３６ コ ヅ ル 牝４黒鹿５５ 横山 典弘�グランド牧場 上原 博之 静内 グランド牧場 ４５４＋ ２１：４０．４１ ５４．１�
７１４ レッドジュエル 牝３鹿 ５３ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 三城牧場 ４９２－ ４１：４０．５� ２７．６�
７１３ ジェットスパークル 牝３青鹿５３ 西田雄一郎 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４５６＋ ６１：４０．９２� ２３３．２�
２３ プレサンティール 牝４栗 ５５ 的場 勇人 �グリーンファーム 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４７０＋１２１：４１．０クビ ６３．８�
４８ ヤマニンノベリスト 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ４７６－ ２ 〃 クビ ２８２．０�
８１６ セイカドルチェ 牝３黒鹿５３ 津村 明秀久米 誠氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 ４６２＋ ２１：４２．１７ ４９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，８０１，９００円 複勝： ４２，６１６，８００円 枠連： ２３，１１２，５００円

普通馬連： ６９，５４３，２００円 馬単： ５４，９３３，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，９７５，８００円

３連複： ８２，９６０，３００円 ３連単： １３８，２６４，８００円 計： ４６４，２０８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２２０円 複 勝 � ４３０円 � ３４０円 � ３８０円 枠 連（５－８） １，７３０円

普通馬連 �� ５，０２０円 馬 単 �� １１，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４７０円 �� １，６６０円 �� １，１００円

３ 連 複 ��� １０，１００円 ３ 連 単 ��� ９０，４７０円

票 数

単勝票数 計 ２５８０１９ 的中 � １６６９２（４番人気）
複勝票数 計 ４２６１６８ 的中 � ２５８９３（５番人気）� ３４１７５（３番人気）� ２９６４１（４番人気）
枠連票数 計 ２３１１２５ 的中 （５－８） ９８８７（６番人気）
普通馬連票数 計 ６９５４３２ 的中 �� １０２３６（１７番人気）
馬単票数 計 ５４９３３２ 的中 �� ３５６４（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６９７５８ 的中 �� ４５２０（１４番人気）�� ３９８０（２０番人気）�� ６１４８（１１番人気）
３連複票数 計 ８２９６０３ 的中 ��� ６０６２（３３番人気）
３連単票数 計１３８２６４８ 的中 ��� １１２８（２５２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．５―１２．１―１２．７―１２．７―１２．８―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．４―３４．９―４７．０―５９．７―１：１２．４―１：２５．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．０―３F３８．３
３ ６，１４（１５，１６）１３（８，５，１０）（２，１２，１１）９，７，４，３－１ ４ ６（１５，１４）（１３，１６）８（２，５）（９，１０）（１２，１１）（４，７）－（３，１）

勝馬の
紹 介

オールフォーミー �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００７．１１．１８ 東京４着

２００５．４．２９生 牝４鹿 母 ユウワンチョイス 母母 トライハーベスト １６戦２勝 賞金 １７，９６０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３１分に変更。
〔その他〕 コヅル号は，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 ニットウエジョン号・モルフェキセキ号



２８０３０１０月１７日 曇 良 （２１東京４）第３日 第６競走 ��１，３００�サラブレッド系３歳以上
発走１３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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

８１６ アンシャンレジーム 牡３鹿 ５５ 蛯名 正義 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム ５２８＋ ４１：１８．４ ２．９�

１１ � ラビットマン 牡４鹿 ５７
５４ ▲丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 新冠 松田 富士夫 ５３８± ０１：１８．７２ ５．０�

５９ アプローズヒーロー 牡５鹿 ５７ 鈴来 直人小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４６４＋１０１：１８．８� ４７．９�
３６ マイネルエルドラド 牡３鹿 ５５ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 須崎牧場 ４９６＋ ２１：１８．９� ４．７�
５１０� ピンクバーディー 牝４鹿 ５５ 大庭 和弥�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ５０２＋２２１：１９．２１� ６５．７�
７１４� パープルマジック 牡３黒鹿５５ 石橋 脩水上 行雄氏 柴田 政人 新ひだか 塚田 達明 ４５８± ０１：１９．３クビ ３６．４	
２４ ネバーグレイス 牝４鹿 ５５ 郷原 洋司岡田 隆寛氏 本郷 一彦 静内 岡田牧場 ４９０± ０１：１９．４� ２２１．９

７１３� トミケントラスト 牡５鹿 ５７

５６ ☆丸田 恭介冨樫 賢二氏 水野 貴広 三石 上村 清志 ５２４－ ６１：１９．５� ３７．９�
３５ メイショウドレイク 牡４黒鹿５７ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B５２０＋ ２ 〃 クビ ７．３�
８１５� チェリークラウン 牡５栗 ５７ 田辺 裕信櫻井 悦朗氏 小西 一男 鵡川 上水牧場 ４８２－ ６１：１９．６� ９．６
２３ ディパーチャーズ �３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 ４４８＋ ２１：１９．８１	 １５．２�
１２ ダイワウイザード 牡５黒鹿５７ 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 浦河 向別牧場 ４４８± ０１：２０．１１� ３２．３�
４７ ハイデフィニション 牝４鹿 ５５ 中舘 英二岡田 牧雄氏 高橋 裕 三石 川端牧場 ５２４＋１０ 〃 クビ １０６．５�
６１２ メジロホリデイ 牝３栗 ５３ 高橋 智大�メジロ牧場 奥平 雅士 洞爺 メジロ牧場 ４５２－ ４１：２０．４１� ３５．１�
６１１ ラヴリーテンダー 牝３栗 ５３ 木幡 初広熊坂富寿雄氏 宗像 義忠 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４６６＋ ６１：２０．５� ４６．４�
４８ ハクシンアマゾーヌ 牝３鹿 ５３ 千葉 直人新井原 博氏 高橋 祥泰 新冠 川上 悦夫 B４７８＋ ２１：２０．６クビ １０１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，８１４，９００円 複勝： ３８，３８０，４００円 枠連： ２８，６６０，０００円

普通馬連： ７９，０９９，１００円 馬単： ５０，５６８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，８４４，１００円

３連複： ８８，１８４，８００円 ３連単： １３５，７３２，５００円 計： ４７０，２８４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � ２００円 � ７６０円 枠 連（１－８） ５００円

普通馬連 �� ７１０円 馬 単 �� １，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� １，６９０円 �� ２，６５０円

３ 連 複 ��� ７，６７０円 ３ 連 単 ��� ２１，８１０円

票 数

単勝票数 計 ２１８１４９ 的中 � ５９７９１（１番人気）
複勝票数 計 ３８３８０４ 的中 � １０６４６５（１番人気）� ５０９４３（２番人気）� ８８４４（９番人気）
枠連票数 計 ２８６６００ 的中 （１－８） ４２３６０（２番人気）
普通馬連票数 計 ７９０９９１ 的中 �� ８２５９９（１番人気）
馬単票数 計 ５０５６８７ 的中 �� ３２７８５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７８４４１ 的中 �� ２０２４３（１番人気）�� ３８５３（１８番人気）�� ２４０７（３２番人気）
３連複票数 計 ８８１８４８ 的中 ��� ８４９６（２０番人気）
３連単票数 計１３５７３２５ 的中 ��� ４５９３（５０番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．０―１０．９―１１．７―１２．１―１２．４―１３．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１８．０―２８．９―４０．６―５２．７―１：０５．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンシャンレジーム �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 Alydar デビュー ２００９．１．１８ 中山５着

２００６．４．２生 牡３鹿 母 タックスヘイブン 母母 タックスペイヤーズフォリー ８戦２勝 賞金 １５，７００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。



２８０３１１０月１７日 曇 良 （２１東京４）第３日 第７競走 ��
��２，４００�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５４�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

２：２２．１
２：２２．１

良

良

５７ マイネルシュトルム 牡３栗 ５４ 吉田 豊 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中尾 秀正 新冠 平山牧場 ４８６－ ２２：２６．２ ３．８�

８１３� キャプテンキッド 牡５鹿 ５７ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 Kilfrush Stud ５２４－ ４２：２６．４１� ７．８�
７１１	 カレンナオンナ 牝４栗 ５５ 柴山 雄一北所 直人氏 大竹 正博 三石 土田農場 ４８０＋２２２：２６．５� ２１２．３�
４５ ジェイケイラン 牝３黒鹿５２ 江田 照男小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム ４８２＋ ４ 〃 クビ ３０．０�
８１２ ウォーボネット 牡４鹿 ５７ 松岡 正海山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 早来 ノーザンファーム ４７０＋ ８２：２６．７１� １１．５�
３３ ニシノルーファス 牝３鹿 ５２ 内田 博幸西山 茂行氏 古賀 慎明 鵡川 西山牧場 ４５０＋ ６ 〃 クビ ３．０�
５６ シャドウノート 牝３黒鹿５２ 田中 勝春飯塚 知一氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４７６－ ２２：２６．８クビ ６．１	
１１ シュンドルゴナ 牝３青 ５２

５０ △宮崎 北斗�グリーンテック柴田 政人 安平 
橋本牧場 ４５４＋ ２ 〃 アタマ ９３．５

６９ ローレルベルロード 牡４栗 ５７ 中舘 英二 �ローレルレーシング 鮫島 一歩 新冠 新冠橋本牧場 ４９０＋ ２ 〃 アタマ ９．０�
６８ コスモタクミ 牡４鹿 ５７ 丹内 祐次岡田 繁幸氏 秋山 雅一 門別 白井牧場 ５０２＋１０２：２７．０１� １０２．６�
４４ リアルハヤテ 牡４鹿 ５７ 木幡 初広伊藤 誠吉氏 本郷 一彦 静内 井高牧場 ４２６－ ２２：２７．１クビ １６．８
２２ マイネルアヴァル 牡３黒鹿５４ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 平取 スガタ牧場 ４８８± ０２：２７．３１� ２２．０�
７１０ コリオレイナス 牡３黒鹿５４ 田辺 裕信岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド B４６６＋ ６２：２７．４クビ ８２．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２１，３０２，３００円 複勝： ３１，８９９，５００円 枠連： ２３，３７９，２００円

普通馬連： ７１，４８２，４００円 馬単： ５０，８５９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，８０７，１００円

３連複： ７６，０５８，２００円 ３連単： １３７，０５１，４００円 計： ４３５，８４０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １８０円 � ３３０円 � ５，３００円 枠 連（５－８） ７６０円

普通馬連 �� １，９３０円 馬 単 �� ３，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７８０円 �� １４，５８０円 �� ２０，６７０円

３ 連 複 ��� １６１，７７０円 ３ 連 単 ��� ５５５，７４０円

票 数

単勝票数 計 ２１３０２３ 的中 � ４４４７０（２番人気）
複勝票数 計 ３１８９９５ 的中 � ６０２７０（２番人気）� ２４８２１（５番人気）� １１９８（１３番人気）
枠連票数 計 ２３３７９２ 的中 （５－８） ２２８５１（３番人気）
普通馬連票数 計 ７１４８２４ 的中 �� ２７４６４（９番人気）
馬単票数 計 ５０８５９９ 的中 �� １１６９３（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３８０７１ 的中 �� ８０８９（９番人気）�� ３８９（６６番人気）�� ２７４（６８番人気）
３連複票数 計 ７６０５８２ 的中 ��� ３４７（１８０番人気）
３連単票数 計１３７０５１４ 的中 ��� １８２（８１０番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．８―１２．１―１３．０―１２．６―１２．６―１２．３―１１．９―１１．７―１１．３―１１．９―１２．３

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―２４．５―３６．６―４９．６―１：０２．２―１：１４．８―１：２７．１―１：３９．０―１：５０．７―２：０２．０―２：１３．９

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルシュトルム �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 Prego デビュー ２００８．１１．２４ 京都１１着

２００６．４．１５生 牡３栗 母 スリリングディ 母母 Leica Pretender １１戦２勝 賞金 ２２，９７４，０００円
〔発走状況〕 コスモタクミ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 コスモタクミ号は，平成２１年１０月１８日から平成２１年１１月８日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。



２８０３２１０月１７日 曇 良 （２１東京４）第３日 第８競走 ��
��１，８００�

しょうせんきょう

昇 仙 峡 特 別
発走１４時００分 （芝・左）
３歳以上，１，０００万円以下，２０．１０．１８以降２１．１０．１１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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

４５ スズジュピター 牡４黒鹿５７ 内田 博幸小紫 芳夫氏 高橋 裕 早来 ノーザンファーム ４７６＋ ６１：４６．７ ３．０�

６９ ダークエンジェル 牝４黒鹿５２ 北村 宏司吉田 勝己氏 古賀 慎明 早来 ノーザンファーム ４２０－１０１：４６．８� ３９．７�
３３ スカーレットダイヤ 牝４青鹿５３ 横山 典弘芹澤 精一氏 勢司 和浩 浦河 谷川牧場 ４４６－ ４ 〃 ハナ １６．３�
４６ マイネルモデルノ 牡５鹿 ５６ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ４９８± ０１：４７．０� ２１．４�
８１３ ケ イ ア ー ス 牡５鹿 ５６ 吉田 隼人�RRA 田中 清隆 早来 ノーザンファーム ４９２－ ２１：４７．１� １２２．６�
３４ � セイカジーベック 牡５鹿 ５３ 田中 勝春久米 大氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４８４＋ ６１：４７．２� １７４．３�
７１１ ダノンヒデキ 牡３黒鹿５５ 松岡 正海�ダノックス 加藤 征弘 早来 ノーザンファーム ４８２± ０ 〃 クビ ５．９	
２２ ダイワジャンヌ 牝４黒鹿５４ 的場 勇人大城 敬三氏 的場 均 静内 千代田牧場 ４５２＋ ２ 〃 ハナ ６．３

５７ トウショウデザート 牡３鹿 ５５ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５１８± ０１：４７．３� ３．５�
１１ サクラオールイン 牡６黒鹿５４ 蛯名 正義�さくらコマース小島 太 静内 新和牧場 B４９０＋ ４ 〃 ハナ １５．７�
８１４� セプターレイン 牡７鹿 ５５ 柴田 善臣 社台レースホース古賀 慎明 白老 白老ファーム ４６２＋ ６１：４７．４クビ ２２．９�
６１０ スズカダーク 牡６鹿 ５５ 中舘 英二永井 啓弍氏 武 宏平 門別 本間牧場 ４６２＋１２１：４７．６１� ６３．７�
７１２ ディアディアー 牡４鹿 ５３ 勝浦 正樹�樽さゆり氏 柄崎 孝 門別 新井 昭二 ４８８± ０ 〃 アタマ ２５０．９�
５８ マ イ ヨ ー ル 牡３芦 ５３ 石橋 脩岡田 繁幸氏 清水 利章 新ひだか 乾 皆雄 ４８６－ ６１：４７．９１� ３６．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２７，５６７，２００円 複勝： ４７，６４１，３００円 枠連： ２４，８５４，５００円

普通馬連： １０８，８５１，３００円 馬単： ７０，３０３，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，７６６，２００円

３連複： １１６，６０７，９００円 ３連単： ２２２，２９５，７００円 計： ６５２，８８７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １５０円 � ８８０円 � ４３０円 枠 連（４－６） ２，８１０円

普通馬連 �� ７，５２０円 馬 単 �� １０，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８７０円 �� ８８０円 �� ６，２６０円

３ 連 複 ��� ３０，７００円 ３ 連 単 ��� １３６，３８０円

票 数

単勝票数 計 ２７５６７２ 的中 � ７４１２１（１番人気）
複勝票数 計 ４７６４１３ 的中 � １１９１９７（１番人気）� １０８７８（１０番人気）� ２５１１５（５番人気）
枠連票数 計 ２４８５４５ 的中 （４－６） ６５４１（１３番人気）
普通馬連票数 計１０８８５１３ 的中 �� １０６８７（２４番人気）
馬単票数 計 ７０３０３７ 的中 �� ５０３２（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４７６６２ 的中 �� ４５５９（２２番人気）�� １０１７３（７番人気）�� １３１９（４８番人気）
３連複票数 計１１６６０７９ 的中 ��� ２８０４（７２番人気）
３連単票数 計２２２２９５７ 的中 ��� １２０３（３３１番人気）

ハロンタイム １３．０―１０．８―１１．２―１１．８―１２．１―１１．８―１１．５―１２．１―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２３．８―３５．０―４６．８―５８．９―１：１０．７―１：２２．２―１：３４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．８―３F３６．０

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スズジュピター �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．７．２２ 新潟１着

２００５．３．２７生 牡４黒鹿 母 ジュピターズジャズ 母母 ビ ー バ ッ プ １１戦３勝 賞金 ７３，２７８，０００円
※ディアディアー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２８０３３１０月１７日 曇 良 （２１東京４）第３日 第９競走 ��３，３００�第１１回東京ハイジャンプ（Ｊ・ＧⅡ）
発走１４時３５分 （ 芝 ）

３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�
減，J・GⅠ競走１着馬２�増，J・GⅡ競走１着馬１�増

賞 品
本 賞 ５０，０００，０００円 ２０，０００，０００円 １３，０００，０００円 ７，５００，０００円 ５，０００，０００円
付 加 賞 ５１１，０００円 １４６，０００円 ７３，０００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３：３５．１良

４６ テイエムトッパズレ 牡６青鹿６１ 佐久間寛志竹園 正繼氏 鹿戸 明 鹿児島 テイエム牧場 ４５８＋１２３：４０．０ ２６．６�

４５ ビコーフェザー �５鹿 ６０ 白浜 雄造�レジェンド 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４２８± ０３：４０．４２� ８．３�
５８ ワンダーシンゲキ �９鹿 ６０ 植野 貴也山本 信行氏 佐藤 正雄 静内 大滝 栄治 ４８８－ ４３：４０．８２� ８２．４�
６１０ キングジョイ 牡７鹿 ６２ 高田 潤松岡 隆雄氏 増本 豊 新冠 川上牧場 ５１０＋ ２ 〃 ハナ ３．９�
６９ コウヨウウェーブ 牡５芦 ６０ 五十嵐雄祐寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 谷川牧場 ５０２＋１０３：４０．９� ４４．３�
７１１ バトルブレーヴ 牡７芦 ６０ 菊地 昇吾宮川 秋信氏 本田 優 静内 西村 和夫 ５４８± ０３：４１．２２ ２１．８�
８１３ クルワザード 牡７栗 ６０ 北沢 伸也 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 作田 誠二 静内 武岡牧場 B４６４－ ２３：４１．８３� ９７．５

３４ � エイシンボストン 牡７栗 ６０ 西谷 誠平井 豊光氏 松永 昌博 米 Audley Farm ４８６± ０３：４１．９クビ ２．４�
１１ マンノレーシング 牡６鹿 ６０ 金折 知則萬野 順啓氏 松元 茂樹 新冠 若林牧場 ４６４＋ ２３：４２．０� １１．９�
５７ オープンガーデン 牡５鹿 ６０ 江田 勇亮吉橋 計氏 郷原 洋行 えりも 寺井 文秀 ４８４＋ ２ 〃 クビ ２０．１
７１２ マーブルジーン 牡５黒鹿６０ 小坂 忠士下村 直氏 田所 清広 静内 マークリ牧場 ４７８＋ ２３：４２．８５ ６２．９�
３３ � エイシンペキン 牡８鹿 ６０ 浜野谷憲尚平井 豊光氏 坂口 正則 米 Belvedere

Farm, Inc. ４７２± ０３：４３．３３ １５５．９�
８１４	 バローネフォンテン 牡９鹿 ６０ 蓑島 靖典吉橋 計氏 高橋 裕 登別 登別上水牧場 ５２８＋ ６３：４５．３大差 ２７７．２�
２２ � ヴ リ ル 牡８黒鹿６０ 穂苅 寿彦 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 豪

Gainsborough Stud
（Australia）Pty Ltd, Ar-
rowfield Group Pty Ltd

４９８－ ２ （競走中止） ６．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３０，９２０，３００円 複勝： ４３，２４６，３００円 枠連： ２７，５０９，１００円

普通馬連： １１５，２５３，４００円 馬単： ７８，８９８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，５７６，５００円

３連複： １３８，４８２，１００円 ３連単： ２７０，４６９，０００円 計： ７４１，３５４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，６６０円 複 勝 � ８２０円 � ２８０円 � １，８８０円 枠 連（４－４） ７，６１０円

普通馬連 �� ９，６７０円 馬 単 �� ２２，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５９０円 �� ９，７９０円 �� ６，０９０円

３ 連 複 ��� １５３，０００円 ３ 連 単 ��� ９５９，６５０円

票 数

単勝票数 計 ３０９２０３ 的中 � ９１６６（８番人気）
複勝票数 計 ４３２４６３ 的中 � １３２１７（８番人気）� ４７２４５（４番人気）� ５４１１（１２番人気）
枠連票数 計 ２７５０９１ 的中 （４－４） ２６６８（２３番人気）
普通馬連票数 計１１５２５３４ 的中 �� ８７９８（２５番人気）
馬単票数 計 ７８８９８０ 的中 �� ２５８４（５５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６５７６５ 的中 �� ３５２６（２５番人気）�� ９１２（５７番人気）�� １４７２（４７番人気）
３連複票数 計１３８４８２１ 的中 ��� ６６８（１７７番人気）
３連単票数 計２７０４６９０ 的中 ��� ２０８（１０００番人気）

上り １マイル １：４４．５ ４F ５０．３－３F ３７．８
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テイエムトッパズレ �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 ステートリードン デビュー ２００５．７．１６ 小倉１着

２００３．４．１生 牡６青鹿 母 テイエムシャルマン 母母 ユーワメルド 障害：２２戦４勝 賞金 ２０２，９１８，０００円
〔競走中止〕 ヴリル号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため２周目２コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１７頭 アグネスモナク号・アポロノサトリ号・エイシンルンナ号・エーシンカメンシズ号・ゴールデンカイザー号・

サンベルナール号・ショウリュウケン号・スリーエリシオ号・トロピカルクイーン号・バシケーン号・ペリー号・
マイネルテセウス号・マックスチャンプ号・メイショウチョイス号・メジロスパイダー号・メジロマシューズ号・
ロングアキレス号



２８０３４１０月１７日 曇 良 （２１東京４）第３日 第１０競走 ��
��１，６００�

しゅうれい

秋嶺ステークス
発走１５時１０分 （ダート・左）
３歳以上，１，６００万円以下，除３歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５５�４歳
以上５７�，牝馬２�減

賞 品
本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

５１０ ダノンカモン 牡３黒鹿５５ 石橋 脩�ダノックス 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ５２４＋ ８１：３６．５ ８．８�

１１ � アンダーカウンター 牡４栗 ５７ 小林 淳一加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Mr. & Mrs. Wayne
L Morris Sr. ５１２± ０１：３７．１３� ５．０�

５９ ランダムシード 牡７黒鹿５７ 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 静内 畠山牧場 ５００＋ ６１：３７．３１ ７５．２�
６１１ カネスラファール 牡５黒鹿５７ 内田 博幸杉澤 光雄氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ４８６± ０ 〃 クビ ４．９�
１２ ワーキングウーマン 牝５黒鹿５５ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６４＋ ４１：３７．４� ２３．６�
６１２	 グランドバイオ 牡５鹿 ５７ 田中 勝春バイオ� 松山 将樹 門別 日高大洋牧場 ５０２＋ ４ 〃 クビ ６．５	
２３ ラッシュストリート 
４栗 ５７ 赤木高太郎 �ノースヒルズマネ

ジメント 岡田 稲男 三石 前川 隆則 ４８２－ ４ 〃 アタマ ４．７

３６ ケイアイスイジン 牡４栗 ５７ 吉田 豊 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 静内 グランド牧場 ４７４＋ ２１：３７．８２� ４．８�
７１４ ワインアドバイザー 牡６青鹿５７ 津村 明秀 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４７８＋ ２１：３８．３３ １７８．１�
２４ ヒシポラリス 牡５鹿 ５７ 菊沢 隆徳阿部雅一郎氏 小林 常泰 新冠 富本 茂喜 ５０６＋１０１：３８．４クビ １２７．７
４７ 	 パルジファル 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム B４７６＋ ８ 〃 アタマ ４１．６�
８１５� アポロダヴィンチ 牡５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 ５０２＋ ２１：３８．５クビ １２８．８�
８１６ スズノマグマ 牡６黒鹿５７ 吉田 隼人小紫 芳夫氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９６－ ６１：３８．７１� ２５．２�
４８ ラ ン キ ン グ 牡６栗 ５７ 高山 太郎塩入 通之氏 嶋田 功 浦河 今井 秀樹 ４８２＋ ４１：３８．８� ２２９．６�
７１３� リオサンバシチー 牡９鹿 ５７ 江田 照男 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 加

Black Canyou
Thoroughbreds
Ltd.

５１６＋２６１：３８．９クビ １４１．０�
３５ � セ レ ス ケ イ 牡６鹿 ５７ 中舘 英二岡 浩二氏 和田 正道 米

Hillcrest Farm
Equine Hold-
ings LLC

５５４± ０１：３９．３２� ８６．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，６１０，０００円 複勝： ５７，７５８，２００円 枠連： ３９，４５４，３００円

普通馬連： １７１，３３４，２００円 馬単： ９７，８３５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，３２０，３００円

３連複： １７８，２７４，３００円 ３連単： ３５０，３３６，６００円 計： ９７５，９２２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ３７０円 � ２５０円 � １，５６０円 枠 連（１－５） ２，０４０円

普通馬連 �� ２，４７０円 馬 単 �� ５，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０３０円 �� ５，５８０円 �� ４，１８０円

３ 連 複 ��� ４５，９９０円 ３ 連 単 ��� １９２，５２０円

票 数

単勝票数 計 ３４６１００ 的中 � ３１１９６（６番人気）
複勝票数 計 ５７７５８２ 的中 � ４１６５１（６番人気）� ７２２５９（５番人気）� ８２２４（１０番人気）
枠連票数 計 ３９４５４３ 的中 （１－５） １４３１７（９番人気）
普通馬連票数 計１７１３３４２ 的中 �� ５１１９８（１２番人気）
馬単票数 計 ９７８３５０ 的中 �� １３５１１（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６３２０３ 的中 �� １１５３８（１３番人気）�� １９９８（４８番人気）�� ２６８３（３７番人気）
３連複票数 計１７８２７４３ 的中 ��� ２８６１（１０９番人気）
３連単票数 計３５０３３６６ 的中 ��� １３４３（４７３番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．８―１２．７―１２．９―１２．４―１１．６―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．０―２２．７―３４．５―４７．２―１：００．１―１：１２．５―１：２４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．３―３F３６．４
３ ３，１５（９，１０）（２，１４）（１，１６）（６，１３）（１１，５，７）１２（８，４） ４ ３（１５，１０）（９，１４）２（１，１３，１６）（６，１２）（１１，５，７）４，８
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３黒鹿 母 シンコウエンジェル 母母 A Kiss for Luck ９戦３勝 賞金 ４６，２６５，０００円
※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 アクセルファイヤー号・アドバンスウェイ号・サクラロミオ号・サンマルセイコー号・ジャンバティスト号・

セイカアレグロ号・ダイイチミラクル号・ダイワルビア号・タマモグレアー号・ツルマルビビッド号・
ニードルポイント号・ブイチャレンジ号・ブライアンズエッセ号・プラテアード号・マルブツクロス号・
ミダースタッチ号・ミンティエアー号・ロラパルーザ号



２８０３５１０月１７日 曇 良 （２１東京４）第３日 第１１競走 ��
��２，０００�アイルランドトロフィー

発走１５時４５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，日本馬：３歳５３�４歳以上
５５�，牝馬２�減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過額１，１５０万円毎１�増，�：３歳
５３�４歳以上５５�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬６�増，GⅡ競走１着馬４�増，GⅢ競走１
着馬２�増（ただし２歳時の成績を除く）

レパーズタウン競馬場賞（１着）
賞 品

本 賞 ２３，０００，０００円 ９，２００，０００円 ５，８００，０００円 ３，５００，０００円 ２，３００，０００円
付 加 賞 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．２
１：５６．４

良

良

２２ マイネルスターリー 牡４鹿 ５６ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 加用 正 門別 野島牧場 ４６８－ ６１：５８．２ ７．６�

８１５ トウショウシロッコ 牡６黒鹿５６ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４８２＋ ８１：５８．３� ３．３�

１１ キャプテンベガ 牡６黒鹿５６ 内田 博幸吉田 和子氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４４８－ ６ 〃 ハナ ４．０�
６１１ レオマイスター 牡４栗 ５６ 北村 宏司�レオ 古賀 慎明 門別 若林 武雄 ４８６－ ８１：５８．６２ １４．６�
４６ バトルバニヤン 牡５栗 ５７ 松岡 正海津村 靖志氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４９２＋１２ 〃 アタマ １２．４�
７１２ デストラメンテ 牡５芦 ５６ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 清水 美波 鵡川 市川牧場 ４６０± ０１：５８．７クビ ２４．３�
８１４ ダブルティンパニー 牡７栗 ５６ 田中 勝春金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５０４± ０１：５８．９１� １０３．３	
４７ ホクトスルタン 牡５芦 ５６ 横山 典弘布施壽賀子氏 庄野 靖志 三石 ダイイチ牧場 ５０４－ ４１：５９．０� ３．８

３５ グラスボンバー 牡９黒鹿５７ 勝浦 正樹半沢� 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４７８－ ２ 〃 ハナ ３２．３�
２３ ダンスインザモア 牡７黒鹿５７ 丸田 恭介木浪 巖氏 相沢 郁 静内 西川富岡牧場 ５１２＋ ２１：５９．１	 ４８．０
７１３ ミストラルクルーズ 牡６鹿 ５６ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 追分 追分ファーム ４９２＋ ２１：５９．２クビ １１２．１�
３４ ドリームフライト 牡５栗 ５６ 西田雄一郎吉田 勝己氏 福永 甲 早来 ノーザンファーム ４９６－ ６１：５９．３	 １７８．１�
５９ インセンティブガイ 牡８鹿 ５６ 柴田 善臣齊藤四方司氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６８－ ６２：００．３６ ６５．６�
６１０ デンシャミチ 牡６黒鹿５５ 小坂 忠士小田切有一氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４８４－ ６２：００．８３ １９５．２�
５８ ホッコーソレソレー 牡７青鹿５７ 中舘 英二矢部 幸一氏 村山 明 門別 浦新牧場 ４７２＋ ４ （競走中止） ５３．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ６０，８００，８００円 複勝： ８６，７６６，０００円 枠連： ６２，４６３，９００円

普通馬連： ３１５，４３４，７００円 馬単： １９０，７９４，７００円 ワイド【拡大馬連】： ８２，０６８，０００円

３連複： ３４１，０１３，３００円 ３連単： ７５２，５８２，３００円 計： １，８９１，９２３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２００円 � １３０円 � １５０円 枠 連（２－８） １，１３０円

普通馬連 �� １，１６０円 馬 単 �� ２，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� ５４０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� １，５００円 ３ 連 単 ��� ９，７１０円

票 数

単勝票数 計 ６０８００８ 的中 � ６３６０９（４番人気）
複勝票数 計 ８６７６６０ 的中 � ９４１３４（４番人気）� ２０２４５３（１番人気）� １６８１６５（２番人気）
枠連票数 計 ６２４６３９ 的中 （２－８） ４１１０９（５番人気）
普通馬連票数 計３１５４３４７ 的中 �� ２０２３７０（４番人気）
馬単票数 計１９０７９４７ 的中 �� ４８４６８（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８２０６８０ 的中 �� ３８７３５（４番人気）�� ３５３６７（５番人気）�� ８８６８６（１番人気）
３連複票数 計３４１０１３３ 的中 ��� １６８３９０（２番人気）
３連単票数 計７５２５８２３ 的中 ��� ５７２４６（１９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．１―３５．４―４６．８―５８．９―１：１１．０―１：２３．１―１：３４．５―１：４６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．２―３F３５．１

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルスターリー �
�
父 スターオブコジーン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．８．２６ 札幌４着

２００５．３．２９生 牡４鹿 母 スイートウインク 母母 シ バ ス キ ー ２０戦６勝 賞金 １１９，８８２，０００円
〔競走中止〕 ホッコーソレソレー号は，３コーナー通過後に前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。



２８０３６１０月１７日 曇 良 （２１東京４）第３日 第１２競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時２０分 （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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

８１４ ラ ド ラ ー ダ 牝３青鹿５３ 北村 宏司 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４３０± ０１：３３．１ ３．４�

７１１� デュヌラルテ 牝５黒鹿５５ 横山 典弘 �グリーンファーム 堀 宣行 千歳 社台ファーム B４３４± ０１：３３．３１� １２．５�
８１３ マイティースルー 牝３芦 ５３ 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４９０－ ２１：３３．５１� １１．７�
７１２ ロッシェノワール 牝３黒鹿５３ 内田 博幸 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４４２－ ８１：３３．６� ３．１�
５７ リーベストラウム 牝４黒鹿５５ 松岡 正海�ミルファーム 斎藤 誠 静内 前谷 武志 ４９８＋ ２１：３３．８１� １０．８�
６１０ サニーラブカフェ 牝５鹿 ５５ 小島 太一西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 ４９８＋ ２１：３３．９� １８５．４	
１１ ホ ク レ レ 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 後藤 由之 千歳 社台ファーム ４８０＋ ４１：３４．０クビ ４．１

２２ ア カ リ 牝３栗 ５３ 田中 博康山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 静内 矢野牧場 B４５４－ ４ 〃 アタマ ５９．６�
５８ ミルクトーレル 牝５鹿 ５５ 柴原 央明宮原 廣伸氏 昆 貢 三石 山際牧場 ４８６－１８１：３４．２１� ４３．５�
３３ パ パ ラ チ ア 牝６鹿 ５５ 吉田 隼人原源一郎氏 領家 政蔵 門別 北海牧場 ４７２－ ６１：３４．３� ６４．３�
６９ � ブライズメイト 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹沖田 正憲氏 伊藤 大士 門別 沖田牧場 ４４４＋ ４１：３４．５１� ２０２．５�
４６ ナンヨークイーン 牝３鹿 ５３ 柴田 善臣中村 �也氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム ４３２± ０ 〃 ハナ １０４．３�
４５ � ダイショウベリー 牝４鹿 ５５ 石神 深一馬場 �晃氏 佐々木亜良 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４６０－ ２１：３４．６� ４５．０�
３４ グローリールピナス 牝３栃栗 ５３

５０ ▲伊藤 工真大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４５２＋ ６１：３４．７クビ ２４．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ５１，６４０，３００円 複勝： ７６，４０１，０００円 枠連： ４６，５４６，６００円

普通馬連： １８７，９２６，８００円 馬単： １１９，３８８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５７，７５７，３００円

３連複： ２０８，４５２，３００円 ３連単： ４５６，９９０，７００円 計： １，２０５，１０３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １６０円 � ２８０円 � ３５０円 枠 連（７－８） ３１０円

普通馬連 �� ２，２９０円 馬 単 �� ３，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８４０円 �� ８１０円 �� １，８９０円

３ 連 複 ��� ７，３７０円 ３ 連 単 ��� ３３，０２０円

票 数

単勝票数 計 ５１６４０３ 的中 � １２１１５７（２番人気）
複勝票数 計 ７６４０１０ 的中 � １６１３４８（２番人気）� ６７１４８（４番人気）� ４８９０３（６番人気）
枠連票数 計 ４６５４６６ 的中 （７－８） １１１７２５（１番人気）
普通馬連票数 計１８７９２６８ 的中 �� ６０８０３（９番人気）
馬単票数 計１１９３８８２ 的中 �� ２５６５４（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５７７５７３ 的中 �� １７３６２（９番人気）�� １８１１５（８番人気）�� ７２７６（１７番人気）
３連複票数 計２０８４５２３ 的中 ��� ２０８８９（２１番人気）
３連単票数 計４５６９９０７ 的中 ��� １０２１５（８９番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１０．７―１１．８―１２．５―１２．０―１１．８―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２２．６―３３．３―４５．１―５７．６―１：０９．６―１：２１．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ ド ラ ー ダ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２００９．１．２４ 京都２着

２００６．４．１５生 牝３青鹿 母 レディブロンド 母母 Wind In Her Hair ７戦３勝 賞金 ３２，７００，０００円



（２１東京４）第３日 １０月１７日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８２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

３０５，６８０，０００円
６，３９０，０００円
８，５１０，０００円
２，４００，０００円
３１，３７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６６，９１０，０００円
５，９６６，８００円
１，８０１，８００円

勝馬投票券売得金
３４８，４８９，１００円
５４６，９８３，８００円
３５４，８６４，４００円
１，３５７，４６１，６００円
８８５，９２８，９００円
４２２，６２３，７００円
１，５０７，６４８，５００円
２，８９２，８７９，８００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 ８，３１６，８７９，８００円

総入場人員 ３１，０５０名 （有料入場人員 ３０，０２５名）




