
２８０２５１０月１６日 晴 良 （２２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

４８ ルシャンベルタン 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム B４６６－ ８１：３９．８ ２．８�

８１６ テンゲントッパ 牡２黒鹿５５ 西田雄一郎石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B４６０－ ４ 〃 ハナ ７６．６�
７１４ ニシノジャブラニ 牡２鹿 ５５ 北村 宏司西山 茂行氏 上原 博之 むかわ 西山牧場 ４７２－ ２ 〃 ハナ ６．４�
４７ フラワーロック 牝２鹿 ５４ 中舘 英二�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 ４６８＋ ６１：４０．０１� １０．４�
２４ ヴァルナビスティー 牡２黒鹿５５ 勝浦 正樹備前島敏子氏 尾形 充弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９０－ ２１：４０．３２ ７．４�
５１０ ソウルオブエイチ 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成広尾レース� 森 秀行 大樹 大樹ファーム ４７４＋ ６１：４０．９３� ９．３	
６１２ トキノエクセレント 牡２黒鹿５５ 江田 照男田中 準市氏 矢野 照正 浦河 三嶋牧場 ４３０＋ ６１：４１．０� １８．５

１１ アウトストラーダ 牡２栗 ５５ 丸田 恭介ディアレスト 田村 康仁 新冠 石郷岡 雅樹 ４７０＋ ２ 〃 クビ ２８．６�
５９ � ヒシカルロス 牡２黒鹿５５ 柴田 善臣阿部雅一郎氏 久保田貴士 米

Three Chimneys
Farm, LLC & Fair
Way Equine, LLC

４６６－ ６１：４１．１	 ４．０�
２３ コウマルクイーン 牝２栗 ５４ 村田 一誠友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 石川 栄一 ４８４＋１６１：４１．４１	 １８１．１
６１１ ディーエスラムール 牡２青 ５５ 柴山 雄一秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 中村農場 ５１０＋１２ 〃 クビ ４５．３�
７１３ リズムボーイ 牡２栗 ５５ 大野 拓弥ディアレスト 松山 将樹 日高 グリーンヒルスタッド ４７６－ ２１：４１．６１� ９３．６�
３６ マキノスペシャル 牝２栗 ５４ 吉田 豊島宮 萬喜氏 土田 稔 新ひだか 下屋敷牧場 ５０４－ ２１：４２．３４ １７２．２�
３５ コスモノーズアート 牡２黒鹿５５ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 福岡 哲夫 ４４４＋ ８ 〃 クビ ２０９．３�
８１５ マスターサイプレス 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人�服部牧場 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 ４９０± ０１：４２．７２� ３０１．９�
１２ タケデンブラウン 牡２鹿 ５５ 嘉藤 貴行武市 進吾氏 高橋 義博 新ひだか 沖田 哲夫 ４７２＋１６１：４４．８大差 ３９８．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，６１５，２００円 複勝： ３６，３２２，５００円 枠連： １６，８８８，１００円

普通馬連： ６０，１２５，０００円 馬単： ４２，６５３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，２９９，１００円

３連複： ７５，６６９，６００円 ３連単： １２１，４６４，８００円 計： ３９５，０３７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � １，４５０円 � ２２０円 枠 連（４－８） ４，８９０円

普通馬連 �� ８，７２０円 馬 単 �� １２，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２７０円 �� ３９０円 �� ５，５３０円

３ 連 複 ��� １７，５８０円 ３ 連 単 ��� ９８，７３０円

票 数

単勝票数 計 １８６１５２ 的中 � ５２５２３（１番人気）
複勝票数 計 ３６３２２５ 的中 � １０７７９２（１番人気）� ４２１７（１０番人気）� ４０７０７（４番人気）
枠連票数 計 １６８８８１ 的中 （４－８） ２５４９（１５番人気）
普通馬連票数 計 ６０１２５０ 的中 �� ５０９４（２７番人気）
馬単票数 計 ４２６５３６ 的中 �� ２４４５（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３２９９１ 的中 �� ２３９４（２６番人気）�� １６８２９（３番人気）�� ９６０（４３番人気）
３連複票数 計 ７５６６９６ 的中 ��� ３１７８（５１番人気）
３連単票数 計１２１４６４８ 的中 ��� ９０８（２７２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．５―３５．４―４８．１―１：０１．３―１：１３．７―１：２６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルシャンベルタン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．８．８ 新潟１５着

２００８．２．１生 牡２鹿 母 レディベローナ 母母 シンコウラブリイ ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 カシノダンガン号



２８０２６１０月１６日 晴 良 （２２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

１：２１．５
１：２０．３

良

良

４５ デルマバフチャラ 牝２栗 ５４ 宮崎 北斗浅沼 廣幸氏 佐藤 吉勝 日高 ファニーヒルファーム ４３０＋ ２１：２３．６ １１２．１�

５７ マイネルヴィルンガ 牡２栗 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 池上 昌弘 新ひだか 山本 昇寿 ４４０＋ ２ 〃 アタマ ５．４�

４６ ロイヤルサルート 牡２栗 ５５ 田中 勝春臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４９２＋ ２１：２３．８１� ２．８�
６９ デルマガネーシャ 牡２青鹿 ５５

５２ ▲西村 太一浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム ４４４－ ８ 〃 ハナ １３．３�
６１０ ベルモントセブン 牡２黒鹿５５ 津村 明秀 �ベルモントファーム 鈴木 伸尋 新冠 ベルモント

ファーム ４４６－１４ 〃 ハナ １９．９�
８１３ ナムラオーシャン 牡２鹿 ５５ 吉田 豊奈村 信重氏 田村 康仁 新ひだか 平野牧場 ４７４＋１０１：２３．９� ４．５	
１１ マキシムオウショウ 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲平野 優小田 廣美氏 石栗 龍彦 日高 大沢育成牧場 ４９２－１８１：２４．１１� ２２．１

３４ サンライトムーン 牝２鹿 ５４ 内田 博幸北川 勉氏 松山 康久 日高 日高大洋牧場 ４４４－ ２１：２４．２� ５．７�
８１４ マイプレシャス 牝２芦 ５４ 柴田 善臣長井 純一氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ３９８－ ２１：２４．３クビ １２．０�
２２ ア イ カ ギ 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信齊藤四方司氏 浅野洋一郎 浦河 川越ファーム ４０８－ ８１：２４．６１� ２２０．２
７１１ タ ツ タ ヒ メ 牝２栗 ５４

５３ ☆丸山 元気楠本 勝美氏 尾関 知人 日高 日高大洋牧場 ４０４－１０ 〃 クビ １４９．２�
３３ エクスペクト 牝２鹿 ５４ 石橋 脩佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド ４０４－ ８１：２４．７� ４７．９�
５８ ベストクラウン 牡２鹿 ５５ 丸田 恭介平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 B４７４± ０１：２５．０１� ９６．７�
７１２ トップモースト 牡２栗 ５５ 西田雄一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４４６－ ２１：２５．５３ ７２．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，８４７，９００円 複勝： ３１，１９０，０００円 枠連： １８，０７８，９００円

普通馬連： ５１，７２０，１００円 馬単： ３８，３１４，７００円 ワイド【拡大馬連】： １９，７６５，５００円

３連複： ６４，８７５，６００円 ３連単： １０２，７８３，１００円 計： ３４３，５７５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １１，２１０円 複 勝 � ２，７４０円 � ２００円 � １４０円 枠 連（４－５） ６８０円

普通馬連 �� ３４，７００円 馬 単 �� １０５，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９，２８０円 �� ５，８４０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ２８，６４０円 ３ 連 単 ��� ６０２，０２０円

票 数

単勝票数 計 １６８４７９ 的中 � １１８５（１２番人気）
複勝票数 計 ３１１９００ 的中 � １８９４（１４番人気）� ４１９２０（３番人気）� ８４３９７（１番人気）
枠連票数 計 １８０７８９ 的中 （４－５） １９８２９（２番人気）
普通馬連票数 計 ５１７２０１ 的中 �� １１００（４９番人気）
馬単票数 計 ３８３１４７ 的中 �� ２６９（１０５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９７６５５ 的中 �� ４７９（５４番人気）�� ７６５（４３番人気）�� １７３３３（２番人気）
３連複票数 計 ６４８７５６ 的中 ��� １６７２（７０番人気）
３連単票数 計１０２７８３１ 的中 ��� １２６（７５６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．０―１２．２―１１．３―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．８―３５．８―４８．０―５９．３―１：１１．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デルマバフチャラ �
�
父 オンファイア �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１０．９．１２ 札幌８着

２００８．２．１４生 牝２栗 母 サバクノバラ 母母 ワイルドフラワー ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円



２８０２７１０月１６日 晴 良 （２２東京４）第３日 第３競走 ��
��１，６００�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

１：３４．１
１：３３．１

良

良

１１ プレミアムパス 牡２鹿 ５５ 丸田 恭介村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 ４６６＋ ２１：３５．６ １０１．９�

７１３ マイネルトゥモロー 牡２黒鹿５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 新ひだか 千代田牧場 ４５６－ ２１：３５．７� １０．０�

７１２ ジョンブルクリス 牡２栗 ５５ 小林 淳一�イーデン産業 柴崎 勇 日高 千葉飯田牧場 ４５２± ０ 〃 ハナ ３３．９�
２３ オマワリサン 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 ５０２－ ２１：３５．８� １２．０�
６１０ ギンザアキレス 牡２青鹿５５ 武 豊有馬 博文氏 小島 太 千歳 社台ファーム ５２４＋ ６ 〃 ハナ １．７�
２２ ディープスノー 牝２鹿 ５４ 内田 博幸齊藤四方司氏 小桧山 悟 新冠 石郷岡 雅樹 ４４４－ ４ 〃 クビ １４．５	
６１１ リワードレブロン 牡２鹿 ５５ 木幡 初広宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード ４５０－ ４１：３６．０１� ８７．５

４７ オービーキング 牡２鹿 ５５

５３ △伊藤 工真�富士開発 古賀 史生 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４４４＋ ４ 〃 ハナ １３９．３�

５８ マイネルリープ 牡２黒鹿５５ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武藤 善則 日高 加藤牧場 B４７２＋ ２ 〃 ハナ １６．１�

８１４ エクセレントブルー 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成 �ブルーマネジメント森 秀行 新冠 川上牧場 ４５８－ ４１：３６．１� ７０．６
３５ シングントップガン 牡２黒鹿５５ 宮崎 北斗伊坂 重憲氏 高市 圭二 新ひだか 前川 隆則 ４３８＋ ８１：３６．４１� ２３２．７�
５９ ダイワベルベ 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４５８－ ２ 〃 クビ ４．１�
４６ コスモセクシー 牝２鹿 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 浦河 高岸 順一 ４４０＋ ２１：３６．７１� １３６．５�
３４ シャイニーキセキ 牡２黒鹿５５ 吉田 豊小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 雅 牧場 ４５４－ ２１：３７．０１� ５１．１�
８１５ ローズウィルドゥ 牝２鹿 ５４

５３ ☆丸山 元気栗山 良子氏 河野 通文 平取 北島牧場 ４２２± ０１：３８．０６ ３１６．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２３，９３９，０００円 複勝： ６５，３１１，６００円 枠連： ２１，１９７，７００円

普通馬連： ５６，７６１，７００円 馬単： ５５，８７５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，２７９，３００円

３連複： ７３，３２５，３００円 ３連単： １４５，７８０，７００円 計： ４６８，４７０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １０，１９０円 複 勝 � ４，１７０円 � ４７０円 � １，１９０円 枠 連（１－７） ３１，４２０円

普通馬連 �� ７６，５９０円 馬 単 �� １７９，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６，１７０円 �� ２８，９１０円 �� ２，０９０円

３ 連 複 ��� ３３８，２２０円 ３ 連 単 ��� ３，１６４，３００円

票 数

単勝票数 計 ２３９３９０ 的中 � １８５２（１１番人気）
複勝票数 計 ６５３１１６ 的中 � ３８３８（１１番人気）� ４０３５２（３番人気）� １４１３３（７番人気）
枠連票数 計 ２１１９７７ 的中 （１－７） ４９８（２９番人気）
普通馬連票数 計 ５６７６１７ 的中 �� ５４７（６２番人気）
馬単票数 計 ５５８７５０ 的中 �� ２３０（１１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６２７９３ 的中 �� ３９６（６４番人気）�� ２２１（８１番人気）�� ３１７２（１９番人気）
３連複票数 計 ７３３２５３ 的中 ��� １６０（２２２番人気）
３連単票数 計１４５７８０７ 的中 ��� ３４（１３７９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．７―１２．３―１２．５―１１．７―１１．４―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．５―３５．２―４７．５―１：００．０―１：１１．７―１：２３．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プレミアムパス �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 Tale of the Cat デビュー ２０１０．７．１７ 新潟１２着

２００８．３．８生 牡２鹿 母 テイルオブロマンス 母母 Pampered R. N. ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円



２８０２８１０月１６日 晴 良 （２２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

１：１８．１
１：１８．１

良

良

６１１� アポロアビリティ 牡２鹿 ５５ 北村 宏司アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 米 Normandy
Farm LLC ４７４ ―１：２１．７ ４．０�

２３ � グレイドケイ 牡２黒鹿５５ 江田 照男�川島牧場 矢野 照正 米 B. Wayne
Hughes ５００ ―１：２１．８� ８．２�

８１５ ド ナ リ サ 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 ４６０ ―１：２２．２２� １３．０�
１１ トウショウノーヴァ 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７２ ― 〃 ハナ ５．９�
７１３ ムーンオンブッシュ 牝２黒鹿５４ 的場 勇人吉田 和子氏 牧 光二 新ひだか 萩澤 俊雄 ４９２ ―１：２２．５２ ５．０�
５９ � ホウショウキング 牡２芦 ５５ 内田 博幸芳賀 吉孝氏 白井 寿昭 米 Green

Gates Farm ４６４ ―１：２２．９２� ４．１	
６１２ ティーケイラビット 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４５８ ―１：２３．８５ １６．７

５１０ アプローチライト 牝２青 ５４ 吉田 隼人�下河辺牧場 矢野 英一 日高 下河辺牧場 ４５０ ― 〃 アタマ ３１．４�
１２ メイショウブブゼラ 牝２栃栗５４ 勝浦 正樹松本 好雄氏 中野 栄治 様似 中脇 一幸 ４０６ ―１：２４．５４ ７４．７�
７１４ シルクシャルルー 牡２黒鹿 ５５

５３ △伊藤 工真有限会社シルク古賀 史生 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７０ ―１：２４．７１� ３６．４

３５ ラインレイジ 牝２青 ５４
５３ ☆丸山 元気大澤 繁昌氏 根本 康広 日高 日高大洋牧場 ４３４ ―１：２４．９１� １２４．７�

８１６ テイエムヒナマツリ 牝２芦 ５４ 武士沢友治竹園 正繼氏 中野渡清一 むかわ ヤマイチ牧場 ４４４ ―１：２５．６４ ８８．３�
２４ スカイポンポーソ 牝２鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一 �スカイツリーレーシング 保田 一隆 白老 社台牧場 ４７８ ―１：２６．８７ ７４．８�
３６ クリスタルブローチ 牝２鹿 ５４

５１ ▲水口 優也�イクタ 天間 昭一 新冠 村本牧場 ４３８ ― 〃 アタマ １５１．１�
４８ マスイルベッロ 牡２栗 ５５ 中谷 雄太上田 忠男氏 畠山 重則 新ひだか 中田 浩美 ４２６ ―１：３０．５大差 １７１．９�
４７ タマモドラムセット 牡２栗 ５５ 松岡 正海タマモ� 手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４４４ ―１：３０．７１� ７０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，７２０，８００円 複勝： ３０，２７２，９００円 枠連： １９，１７７，５００円

普通馬連： ５２，２６７，０００円 馬単： ３７，５４４，０００円 ワイド【拡大馬連】： １８，７７５，１００円

３連複： ６０，９６９，８００円 ３連単： ９５，００５，１００円 計： ３３４，７３２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １５０円 � ２７０円 � ２９０円 枠 連（２－６） １，０８０円

普通馬連 �� １，５５０円 馬 単 �� ２，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６８０円 �� １，１００円 �� １，６２０円

３ 連 複 ��� ７，０５０円 ３ 連 単 ��� ３０，０５０円

票 数

単勝票数 計 ２０７２０８ 的中 � ４１２７０（１番人気）
複勝票数 計 ３０２７２９ 的中 � ６９８５０（１番人気）� ２６０２７（５番人気）� ２３５０１（６番人気）
枠連票数 計 １９１７７５ 的中 （２－６） １３１４６（４番人気）
普通馬連票数 計 ５２２６７０ 的中 �� ２５０２８（６番人気）
馬単票数 計 ３７５４４０ 的中 �� ９９８２（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８７７５１ 的中 �� ７０９６（６番人気）�� ４１６９（１３番人気）�� ２７６４（２１番人気）
３連複票数 計 ６０９６９８ 的中 ��� ６３９０（２６番人気）
３連単票数 計 ９５００５１ 的中 ��� ２３３４（９７番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．３―１２．０―１２．８―１２．８―１２．５―１３．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１８．３―３０．３―４３．１―５５．９―１：０８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アポロアビリティ �
�
父 Tapit �

�
母父 Numerous 初出走

２００８．５．１９生 牡２鹿 母 Choral Belle 母母 Holier Than Thou １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スカイポンポーソ号・クリスタルブローチ号・マスイルベッロ号・タマモドラムセット号は，平成２２年

１１月１６日まで平地競走に出走できない。



２８０２９１０月１６日 晴 良 （２２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

６７ クレバークリス 牝４芦 ５５ 柴田 善臣田� 正明氏 小西 一男 浦河 岡崎牧場 ４９６± ０１：３８．４ ３．１�

７１０ オメガフレグランス 牝３鹿 ５３ 松岡 正海原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４５４－１０ 〃 アタマ ４．８�
１１ マスターコーク 牝４鹿 ５５ 武 豊�三嶋牧場 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４４８－ ４１：３８．５� ２．９�
４４ ビクトリアスバイオ 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介バイオ� 松山 将樹 平取 坂東牧場 B４７６± ０１：３８．７１� １５．７�
８１２ ハ エ ヌ キ 牝５黒鹿５５ 田中 勝春�グランド牧場 高橋 祥泰 静内 グランド牧場 ４９８＋ ４ 〃 クビ ３５．１	
５５ � ヴィトンクイーン 牝４鹿 ５５ 吉田 豊�三嶋牧場 矢野 照正 浦河 三嶋牧場 ４９２＋ ２１：３８．９１� ３４．９

３３ ウエスタンエルザ 牝３鹿 ５３

５１ △伊藤 工真西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか 北西牧場 ４４４－ ２１：３９．４３ １６０．６�
７９ カルトマリーヌ 牝３鹿 ５３ 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４４０－ ４１：３９．８２� １２．６�
５６ レッドプラネット 牝３青鹿５３ 蛯名 正義�コオロ 秋山 雅一 日高 庄野牧場 ４７２＋１４１：４０．４３� ８．２
２２ ド ロ ッ プ 牝３栗 ５３ 宮崎 北斗山本 武司氏 高市 圭二 日高 広富牧場 ４４２＋ ４ 〃 クビ １７９．６�
６８ キスショット 牝３栗 ５３ 田辺 裕信 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４１６－１２１：４０．６１� ２３．３�
８１１ マドモアゼルノン 牝３黒鹿５３ 柴田 大知�ミルファーム 畠山 重則 日高 小西ファーム ４５８＋１２ 〃 ハナ １７９．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２１，１２７，３００円 複勝： ３４，８１０，５００円 枠連： １７，６６０，１００円

普通馬連： ６１，１７０，２００円 馬単： ４４，０８７，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，９０２，６００円

３連複： ７２，１８１，１００円 ３連単： １３１，６６２，３００円 計： ４０５，６０１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � １２０円 枠 連（６－７） ４４０円

普通馬連 �� ６９０円 馬 単 �� １，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� １７０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� ５４０円 ３ 連 単 ��� ３，０８０円

票 数

単勝票数 計 ２１１２７３ 的中 � ５４４２３（２番人気）
複勝票数 計 ３４８１０５ 的中 � ９６３５１（１番人気）� ５１０７８（３番人気）� ７９２９０（２番人気）
枠連票数 計 １７６６０１ 的中 （６－７） ３０１７２（２番人気）
普通馬連票数 計 ６１１７０２ 的中 �� ６５５５０（２番人気）
馬単票数 計 ４４０８７４ 的中 �� ２４６４２（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２９０２６ 的中 �� ２０７６３（２番人気）�� ３８９０５（１番人気）�� １７３２２（３番人気）
３連複票数 計 ７２１８１１ 的中 ��� ９９１１３（１番人気）
３連単票数 計１３１６６２３ 的中 ��� ３１６２２（４番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１１．８―１２．５―１２．８―１２．３―１２．６―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．４―３５．２―４７．７―１：００．５―１：１２．８―１：２５．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クレバークリス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００９．３．１５ 中山２着

２００６．４．２０生 牝４芦 母 エアクリスティーナ 母母 シークレットシェアラー １３戦２勝 賞金 ２６，９００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３１分に変更。



２８０３０１０月１６日 晴 良 （２２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 １，５００，０００
１，５００，０００

円
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

７１３ センジンジョー 牡３鹿 ５５ 松岡 正海河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 大狩部牧場 ４４８＋ ４１：１８．７ ４．２�

６１１ ヤマニントップギア 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ５０４－ ４１：１８．８� ４４．４�
１１ シルクドミニオン 牡４栗 ５７ 田辺 裕信有限会社シルク粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 ４７８± ０ 〃 クビ ６．６�
４７ コスモミカエル 牡３黒鹿 ５５

５３ △伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 小林 常泰 新冠 中央牧場 ４９６＋ ２ 〃 同着 ６．５�
５８ プロスペラスマム 牝３鹿 ５３ 吉田 豊本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ４９０± ０１：１８．９クビ １８．４�
２３ フィールドシャイン 牡３栗 ５５ 柴田 善臣地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４７４＋ ８ 〃 クビ ３．０�
４６ � クールフォーマ �５鹿 ５７ 北村 宏司川上 哲司氏 坂本 勝美 門別 高山牧場 B５１４－ ８１：１９．５３� ４．１	
８１５ イーサンヘモス �４青鹿５７ 三浦 皇成国本 勇氏 岩戸 孝樹 門別 新井 昭二 ４６２± ０１：１９．６� ８６．０

８１４ マイティークラウン �５鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太世賀 聖啓氏 後藤 由之 浦河 有限会社
吉田ファーム ４４０＋ ４１：１９．８１ ２０３．４�

３４ トーホウロード 牡４栗 ５７ 石橋 脩東豊物産� 伊藤 大士 三石 前川 正美 ４４８－ ４１：１９．９� １２７．０
７１２� フジノタカワシ 牡４青鹿５７ 大庭 和弥北所 直人氏 鈴木 伸尋 新冠 赤石 久夫 ４５０－ ４１：２０．４３ ７６．７�
６１０� ボストンレッド 牡４鹿 ５７ 津村 明秀小川 敏夫氏 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 ５２４± ０ 〃 クビ ９６．９�
３５ � クリノスレンダー 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 川上 悦夫 ４５６＋ ６１：２０．９３ １９６．４�
５９ アイティムサシ 牡４栗 ５７

５４ ▲平野 優一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ５２２＋ ８１：２１．０クビ ２０５．６�
２２ � ローズエンジェル 牝４鹿 ５５ 嘉藤 貴行秋場 清�氏 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 B４６４－ ９１：２１．４２� ３３２．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２３，８４６，３００円 複勝： ４３，９４７，５００円 枠連： ２１，１９０，８００円

普通馬連： ７１，０４７，１００円 馬単： ５０，８７０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，５２９，８００円

３連複： ８４，１８３，６００円 ３連単： １４８，７２２，７００円 計： ４６９，３３８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １４０円 � ５００円 �
�

１６０円
１５０円 枠 連（６－７） ４，１００円

普通馬連 �� ７，６５０円 馬 単 �� １１，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０００円 ��

��
３１０円
３００円

��
��

１，２４０円
１，２９０円

３ 連 複 ���
���

５，７１０円
５，８２０円 ３ 連 単 ���

���
３４，６５０円
３８，１４０円

票 数

単勝票数 計 ２３８４６３ 的中 � ４４８５８（３番人気）
複勝票数 計 ４３９４７５ 的中 �

�
８０２９１
６４５８６

（３番人気）
（４番人気）

� １１１６５（７番人気）� ５９６３０（５番人気）

枠連票数 計 ２１１９０８ 的中 （６－７） ３８１５（１２番人気）
普通馬連票数 計 ７１０４７１ 的中 �� ６８６１（１７番人気）
馬単票数 計 ５０８７０６ 的中 �� ３２８５（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５５２９８ 的中 ��

��
３５０４
２７６８
（１７番人気）
（１８番人気）

��
��

１３８５４
２６５２
（８番人気）
（１９番人気）

�� １４５２５（５番人気）

３連複票数 計 ８４１８３６ 的中 ��� ５４４９（２９番人気）��� ５３４１（３０番人気）
３連単票数 計１４８７２２７ 的中 ��� １５８４（１７２番人気） ��� １４３９（１７９番人気）

ハロンタイム ６．９―１０．９―１１．９―１２．３―１１．９―１２．１―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
６．９―１７．８―２９．７―４２．０―５３．９―１：０６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３６．７
３ ３，１５（６，１３）１１，２，１（８，１２）（５，７，９）１０，４－１４ ４ ３（１５，１３）（６，１１）２，１，８（５，１２，９）（１０，７）４，１４

勝馬の
紹 介

センジンジョー �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２００９．１２．２０ 中京３着

２００７．４．１６生 牡３鹿 母 イチノヤジョウ 母母 ラブラブジョウ ９戦２勝 賞金 ２３，７００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時０１分に変更。



２８０３１１０月１６日 晴 良 （２２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

３６ ミカエルビスティー 牡３黒鹿５４ 内田 博幸備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４６８－１４２：２６．８ １．５�

１２ ドリームゴスペル 牡３鹿 ５４ 田中 勝春セゾンレースホース� 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム ５３０＋ ２ 〃 クビ ８．４�
６１２ ダンシングムーン 牡３鹿 ５４ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 秋山 雅一 新ひだか 岡田スタツド ４５０＋ ２２：２６．９� ３５．５�
２３ メジロジョン 牡３栗 ５４ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 浦河 まるとみ冨岡牧場 ５１２－ ４２：２７．２２ １２．１�
１１ � ホーカーシーホーク 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲菅原 隆一石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 曾我 博 ４４６－ ８ 〃 アタマ １８９．４�
６１１ メジロジェラルド 牡３黒鹿５４ 中舘 英二�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ５０８± ０２：２７．４� ３６．２	
２４ ヴィーヴァマンボ 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成芹澤 精一氏 阿部 新生 三石 片山牧場 ４５０± ０２：２７．６１	 ６８．６

４７ シルクタイタン 牡４黒鹿５７ 木幡 初広有限会社シルク古賀 慎明 日高 ヤナガワ牧場 ４６４＋ ４２：２７．８１	 １０．８�
５９ ジェイケイラン 牝４黒鹿 ５５

５４ ☆丸山 元気小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム ４９０－ ２２：２７．９� ２５．８�
８１６ ネオヴェリーブル 牡３鹿 ５４ 松岡 正海小林 仁幸氏 斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０２± ０２：２８．０クビ １１．０
８１７ マロノヴィーナス 牝３黒鹿５２ 吉田 隼人�RRA 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４３８＋ ２ 〃 クビ ４５．６�
８１５ キャプテンハッチ 牡３鹿 ５４

５１ ▲平野 優田中 八郎氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ５０２＋１２２：２８．１クビ ２８．４�
７１３ ダイワモースト 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太大城 敬三氏 田中 清隆 三石 追分ファーム ４８２－ ４２：２８．３１
 １７５．８�
５１０ デ ィ ミ ー タ 牝３黒鹿 ５２

５０ △伊藤 工真 �サンデーレーシング 尾形 充弘 安平 追分ファーム ４３２－ ８２：２８．４クビ ４８．０�
７１４�� サトノサーガ 牡４黒鹿５７ 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 米 Mt. Brilliant

Farm LLC ４６０＋ ４２：２８．７１� １４７．７�
４８ � トーセンボー 牡３鹿 ５４ 江田 照男島川 �哉氏 中島 敏文 日高 有限会社 エ

スティファーム ４７４＋ ４ 〃 アタマ ２５４．１�
３５ マーベラスブレイド �５黒鹿５７ 丹内 祐次 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田島 俊明 浦河 鎌田 正嗣 ４５４＋ ２２：２９．０１� １７２．３�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２９，７５２，０００円 複勝： ６８，７８７，３００円 枠連： ２５，５２２，５００円

普通馬連： ７９，８６２，３００円 馬単： ６０，３７３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，８６８，４００円

３連複： ９４，３１０，７００円 ３連単： １８１，２３０，１００円 計： ５７０，７０６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ２３０円 � ５００円 枠 連（１－３） ７７０円

普通馬連 �� ７４０円 馬 単 �� １，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ８２０円 �� ２，８００円

３ 連 複 ��� ５，５２０円 ３ 連 単 ��� １４，１６０円

票 数

単勝票数 計 ２９７５２０ 的中 � １５６３４１（１番人気）
複勝票数 計 ６８７８７３ 的中 � ３８５９４１（１番人気）� ４６１６３（４番人気）� １６７０８（８番人気）
枠連票数 計 ２５５２２５ 的中 （１－３） ２４６３４（４番人気）
普通馬連票数 計 ７９８６２３ 的中 �� ７９６８１（３番人気）
馬単票数 計 ６０３７３１ 的中 �� ４１６９４（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０８６８４ 的中 �� ２８８４４（１番人気）�� ８９４３（８番人気）�� ２４３０（２９番人気）
３連複票数 計 ９４３１０７ 的中 ��� １２６０９（１７番人気）
３連単票数 計１８１２３０１ 的中 ��� ９４４７（２７番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．３―１２．１―１２．７―１２．４―１２．１―１２．７―１２．５―１２．５―１１．７―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．３―２３．６―３５．７―４８．４―１：００．８―１：１２．９―１：２５．６―１：３８．１―１：５０．６―２：０２．３―２：１４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．２
１
３
１１－１＝２－６（３，１０）７（４，１５）５，１２，８（１４，１７）－１３，１６，９
１１－１＝（２，６）（３，７，１０）－４，１５，５，１２，８，１７，１４（１３，１６）－９

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミカエルビスティー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００９．１１．１４ 東京３着

２００７．２．１８生 牡３黒鹿 母 オーピーキャット 母母 Princess S. １０戦２勝 賞金 ４１，７５０，０００円



２８０３２１０月１６日 晴 良 （２２東京４）第３日 第８競走 ��
��１，４００�

さ が み こ

相 模 湖 特 別
発走１４時００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 １，８４０，０００
１，８４０，０００

円
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

１：１９．８
１：１９．０

良

良

５９ スペシャルハート 牡５栗 ５７ 内田 博幸芹澤 精一氏 勢司 和浩 三石 片山 修 ４８６＋ ４１：２０．６ ２４．０�

１２ ハーティンハート 牡３栗 ５５ 的場 勇人臼田 浩義氏 牧 光二 日高 日高大洋牧場 ５３０± ０１：２０．８１� ７．６�
８１７ サトノジューオー 牡３青鹿５５ 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５１８＋ ６１：２０．９クビ ２０．１�
３６ コウヨウサンデー 牡４鹿 ５７ 田中 勝春寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 ４７６＋ ４ 〃 ハナ ５．７�
５１０ シャドークロス 牡５栗 ５７ 吉田 豊�サンコウ牧場 清水 英克 静内 サンコウ牧場 ４８４＋ ２ 〃 同着 １３．７�
４７ シャドウストライプ 牡６栗 ５７ 丸山 元気飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５３６＋ ２ 〃 アタマ ６７．８�
７１３ レ ト 牡３鹿 ５５ 蛯名 正義伊達 敏明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 ４４０－ ２ 〃 クビ ５．５	
１１ ステラーホープ 牝５鹿 ５５ 中舘 英二 
アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 成隆牧場 ４４０± ０１：２１．１１� ６４．３�
６１１� アイスカービング 牝６黒鹿５５ 勝浦 正樹下河�行雄氏 松山 将樹 門別 下河辺牧場 ４９０＋ ６１：２１．３１	 ３６．２
６１２ サザンスターディ 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 ５１４± ０ 〃 同着 ４．１�
８１５ ウインバンディエラ 牡４栗 ５７ 武 豊
ウイン 松山 康久 浦河 丸幸小林牧場 ４６２－ ４１：２１．４クビ ２５．９�
４８ ストロングポイント 牡４芦 ５７ 丸田 恭介畑佐 博氏 坂本 勝美 浦河 富田牧場 B４６２＋ ４１：２１．６１ ６８．３�
８１６
 アグネスティンクル 牡３栗 ５５ 三浦 皇成渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Swetten-

ham Stud ４５２＋ ２ 〃 クビ １２１．７�
７１４
 ロードエキスパート �７黒鹿５７ 津村 明秀 
ロードホースクラブ 藤岡 健一 英 Dunchurch

Lodge Stud Co ４６６－ ８ 〃 アタマ ７７．１�
２３ マイネルエデン 牡４鹿 ５７ 松岡 正海 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 阿部 新生 新冠 飛渡牧場 ５２２－ ６１：２１．８１	 ４．５�
２４ 
 トラベルシチー 牡７鹿 ５７ 武士沢友治 
友駿ホースクラブ 中野渡清一 豪 Wynyarra

Stud Pty Ltd ４８８± ０１：２２．４３� ３８９．１�
３５ 
 ナイキアプロード �６黒鹿５７ 伊藤 工真小野 誠治氏 古賀 史生 米

Michael Levy, Robert
Levy & Mr. & Mrs. Fran-
cis Vanlangendonck

B４８６－ ２１：２２．５� １７３．９�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２９，５７１，５００円 複勝： ５３，４２８，４００円 枠連： ２５，４８８，１００円

普通馬連： １１１，８２７，６００円 馬単： ６１，５２９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，９４５，７００円

３連複： １１８，３８８，９００円 ３連単： ２０３，２２０，４００円 計： ６３８，４００，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４００円 複 勝 � ９４０円 � ３１０円 � ８８０円 枠 連（１－５） ３，８９０円

普通馬連 �� １４，６１０円 馬 単 �� ３０，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，８５０円 �� ７，２６０円 �� ３，７００円

３ 連 複 ��� １０６，０４０円 ３ 連 単 ��� ６２２，３１０円

票 数

単勝票数 計 ２９５７１５ 的中 � ９７１３（８番人気）
複勝票数 計 ５３４２８４ 的中 � １４０３８（９番人気）� ５２７５８（５番人気）� １５０７５（８番人気）
枠連票数 計 ２５４８８１ 的中 （１－５） ４８３９（１９番人気）
普通馬連票数 計１１１８２７６ 的中 �� ５６５１（３４番人気）
馬単票数 計 ６１５２９５ 的中 �� １４７５（８１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４９４５７ 的中 �� ２２４１（３７番人気）�� １１７７（５９番人気）�� ２３３３（３４番人気）
３連複票数 計１１８３８８９ 的中 ��� ８２４（１９１番人気）
３連単票数 計２０３２２０４ 的中 ��� ２４１（１０８４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．３―３４．４―４５．６―５６．７―１：０８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．２―３F３５．０
３ ・（３，５）（２，９）１７（６，８）－１３（１，４，７）１５，１０（１１，１２，１６）１４ ４ ・（３，５）（２，９）１７（６，８）１３（１，４）７（１１，１０，１５）１２（１４，１６）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スペシャルハート �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 ラツキーソブリン デビュー ２００８．７．２０ 新潟２着

２００５．４．１０生 牡５栗 母 ラビットボール 母母 タニノベンチヤ １５戦４勝 賞金 ５７，４８６，０００円
※出走取消馬 アイアムマリリン号（疾病〔右寛跛行〕のため）



２８０３３１０月１６日 晴 良 （２２東京４）第３日 第９競走 ��３，３００�第１２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 ４５，０００，０００円 １８，０００，０００円 １１，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，５００，０００円
付 加 賞 ５１８，０００円 １４８，０００円 ７４，０００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

６１０ イコールパートナー 牝５栗 ５８ 中村 将之�ノースヒルズ 松元 茂樹 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８４－１２３：３９．１ ５５．４�

５８ ト ー ワ ベ ガ 牡６黒鹿６１ 北沢 伸也齋藤 すゞ 氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４８２－ ８ 〃 クビ ７．３�
８１３ ビコーフェザー �６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－ ６ 〃 アタマ ２８．３�
８１４ コウエイトライ 牝９鹿 ５８ 小坂 忠士伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ４８８＋ ４３：３９．８４ ３．３�
３４ ショウリュウケン 牡５鹿 ６０ 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４７２＋ ８ 〃 アタマ ２０．２�
２２ テイエムトッパズレ 牡７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 ４５６－ ８３：４０．０１� ３３．１	
４６ マイネルネオス 牡７鹿 ６０ 五十嵐雄祐 �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 ４６０－ ４ 〃 アタマ １２．７

１１ � エイシンボストン 牡８栗 ６０ 西谷 誠平井 豊光氏 松永 昌博 米 Audley Farm ４９４－ ６３：４０．２１� ８．１�
３３ ギルティストライク �６黒鹿６０ 山本 康志前田 幸治氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９４＋ ２３：４０．３クビ ２．６�
７１１ バ シ ケ ー ン 牡５栗 ６０ 蓑島 靖典石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４４０－ ８３：４０．６２ ６３．７
５７ � タイキレーザー 牡７鹿 ６０ 横山 義行�大樹ファーム 土田 稔 愛 H and Y

Bloodstock Co ４５４－ ２３：４１．０２� ３５．４�
６９ 	 タマモサプライズ �５鹿 ６０ 林 満明タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ４７６± ０３：４１．１クビ ４１．４�
４５ アイズオブゾロ �４黒鹿６０ 穂苅 寿彦 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２－ ２３：４２．７１０ １３９．３�
７１２ ディアディアー 牡５鹿 ６０ 柴田 大知�樽さゆり氏 柄崎 孝 門別 新井 昭二 ４９６－ ８３：４４．３１０ ５５．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３０，３９５，１００円 複勝： ４２，４３０，５００円 枠連： ３０，５７１，９００円

普通馬連： １０４，６８５，０００円 馬単： ６９，３００，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，２７０，９００円

３連複： １４０，３５８，４００円 ３連単： ２４８，５９１，７００円 計： ７００，６０４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，５４０円 複 勝 � １，３５０円 � ２７０円 � ５４０円 枠 連（５－６） ４，８６０円

普通馬連 �� １６，７１０円 馬 単 �� ３７，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，３１０円 �� ８，８８０円 �� ２，５１０円

３ 連 複 ��� ８３，８８０円 ３ 連 単 ��� ７６１，２５０円

票 数

単勝票数 計 ３０３９５１ 的中 � ４３２７（１２番人気）
複勝票数 計 ４２４３０５ 的中 � ７２８６（１３番人気）� ４９３１９（４番人気）� ２０２０９（６番人気）
枠連票数 計 ３０５７１９ 的中 （５－６） ４６４９（１８番人気）
普通馬連票数 計１０４６８５０ 的中 �� ４６２６（４２番人気）
馬単票数 計 ６９３００５ 的中 �� １３６８（８７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４２７０９ 的中 �� １９５７（４４番人気）�� ９４０（６７番人気）�� ３４０４（２５番人気）
３連複票数 計１４０３５８４ 的中 ��� １２３５（１６５番人気）
３連単票数 計２４８５９１７ 的中 ��� ２４１（１０９６番人気）

上り １マイル １：４４．５ ４F ５０．５－３F ３８．０
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イコールパートナー �
�
父 カリズマティック �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００７．１１．１０ 京都４着

２００５．２．２２生 牝５栗 母 グレートキャティ 母母 ルーシームーン 障害：８戦３勝 賞金 ７５，５１８，０００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） ２頭 クリーバレン号・ネヴァリバティ号
（非抽選馬） ２頭 エーシンサーフィン号・デンシャミチ号



２８０３４１０月１６日 晴 良 （２２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，２１．１０．１７以降２２．１０．１０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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

８１５ ユノゾフィー 牡４栗 ５８ 蛯名 正義細川祐季子氏 伊藤 正徳 平取 稲原牧場 ４７６＋ ８１：３６．４ ３．６�

２４ ロラパルーザ 牡４鹿 ５７．５ 吉田 豊�樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 ５０８－ ２１：３６．６１ ５．３�
５９ � ピースオブパワー 牡４青鹿５５ 津村 明秀田畑 勝彦氏 矢作 芳人 大樹 メムブリーディ

ングシステム ４８２－ ８１：３６．７� １４．５�
８１６ ボクノタイヨウ 牡５黒鹿５５ 田中 勝春平田 修氏 白井 寿昭 新冠 秋田牧場 ４７８± ０１：３６．８� ３６．８�
５１０ ディオスクロイ 牡６栗 ５５ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４９０－ ８１：３６．９� ９．０�
１１ キャトルキャール 牝５栗 ５２ 宮崎 北斗吉田 修氏 村山 明 様似 出口 繁夫 ４５０＋ ２ 〃 アタマ ５６．１�
６１２ ツバサドリーム 牡６栗 ５４ 吉田 隼人	RRA 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４９０－ ４１：３７．１１	 ２８．３

６１１ オウロプレット 牡４青鹿５４ 田辺 裕信 �社台レースホース久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２－ ４１：３７．２� ２５．４�
２３ 
 インオラリオ 牡５鹿 ５７ 内田 博幸藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita ５２８－ ４１：３７．４１	 ２．５�
７１３ サンマルセイコー 牝７黒鹿５０ 石神 深一相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４９０－ ４１：３７．５クビ ３０３．４
４８ ブラッシュアップ 牡５栗 ５５ 丸山 元気 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 作田 誠二 静内 カタオカステーブル ４７０－ ６ 〃 アタマ ４２．９�
３５ カネスラファール 牡６黒鹿５４ 北村 宏司杉澤 光雄氏 伊藤 大士 門別 坂 牧場 ４８２＋ ２１：３７．８２ ２６．２�
７１４
 リオサンバシチー 牡１０鹿 ５３ 勝浦 正樹 	友駿ホースクラブ 中野 栄治 加

Black Canyou
Thoroughbreds
Ltd.

５１６± ０ 〃 ハナ ３４２．５�
３６ 
 ミスターモナルコス 牡６鹿 ５５ 江田 照男加藤 守氏 中竹 和也 米 Woodlynn

Farm, Inc. B４９４＋ ８１：３８．５４ ２１１．８�
４７ 
 デイフラッシュ 牡８鹿 ５２ 小野 次郎清進電設	 戸田 博文 米 Nancy C.

Shuford B５１８－ ８１：３９．４５ ２７４．４�
１２ フローライゼ 牡３栗 ５２ 伊藤 工真飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 ４８６－ ２１：４０．２５ ９０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４４，８４６，９００円 複勝： ６１，７８０，６００円 枠連： ４４，５６１，０００円

普通馬連： １６１，８２６，０００円 馬単： ９７，３００，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，４６０，７００円

３連複： １８０，２６３，１００円 ３連単： ３５７，４８９，９００円 計： ９９７，５２９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １６０円 � １９０円 � ３９０円 枠 連（２－８） ３２０円

普通馬連 �� １，１１０円 馬 単 �� １，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� １，３００円 �� １，５２０円

３ 連 複 ��� ６，０４０円 ３ 連 単 ��� ２０，６２０円

票 数

単勝票数 計 ４４８４６９ 的中 � ９８３２４（２番人気）
複勝票数 計 ６１７８０６ 的中 � １２７８３６（２番人気）� ９２７１１（３番人気）� ３２１３４（５番人気）
枠連票数 計 ４４５６１０ 的中 （２－８） １０４０５１（１番人気）
普通馬連票数 計１６１８２６０ 的中 �� １０８３５７（４番人気）
馬単票数 計 ９７３００９ 的中 �� ３８３６０（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９４６０７ 的中 �� ２８９７９（４番人気）�� ９０６２（１２番人気）�� ７６７６（１５番人気）
３連複票数 計１８０２６３１ 的中 ��� ２２０２９（１９番人気）
３連単票数 計３５７４８９９ 的中 ��� １２７９６（５０番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．６―１２．１―１２．５―１２．１―１１．９―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．４―３５．０―４７．１―５９．６―１：１１．７―１：２３．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユノゾフィー �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 Royal Academy デビュー ２００９．２．７ 東京３着

２００６．４．１９生 牡４栗 母 マチカネベニザクラ 母母 Doff the Derby １３戦５勝 賞金 ９０，０７７，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 ウインブシドウ号・オメガファルコン号・シャーペンエッジ号・ジョウノボヘミアン号
（非抽選馬） １頭 モンピュア号



２８０３５１０月１６日 晴 良 （２２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 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．２
１：５６．４

良

良

６９ トーセンジョーダン 牡４鹿 ５６ 内田 博幸島川 �哉氏 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４７８－１０１：５９．２ ３．６�

３３ トゥザグローリー 牡３鹿 ５３ 武 豊 �キャロットファーム 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム ５２０± ０１：５９．３� ２．７�
５８ ショウナンライジン 牡６芦 ５６ 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 ５０２－ ２１：５９．４	 ２６５．３�
４６ デストラメンテ 牡６芦 ５６ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 鵡川 市川牧場 ４６０＋ ２１：５９．７１� ８０．６�
５７ トリビュートソング 牡５鹿 ５６ 勝浦 正樹 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４８６± ０１：５９．９１
 １４．３�
４５ サンライズベガ 牡６鹿 ５７ 松岡 正海松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４９８± ０ 〃 クビ ６．２	
８１３ イ コ ピ コ 牡４鹿 ５６ 田中 勝春
錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ４６８－ ８２：００．３２	 ７．３�
３４ メイショウレガーロ 牡６黒鹿５６ 村田 一誠松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４６０－ ２２：００．４� １９．９�
２２ キャプテンベガ 牡７黒鹿５６ 柴田 善臣吉田 和子氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４４２± ０２：００．５クビ １７．０
６１０ ルールプロスパー 牡５青鹿５６ 三浦 皇成儀賀 好子氏 北出 成人 浦河 岡崎牧場 ４６４－ ８２：００．６� ２０．３�
１１ �� カネトシソレイユ 牡６鹿 ５５ 蛯名 正義兼松 利男氏 大橋 勇樹 豪

Gainsborough Stud Aus-
tralia Pty Ltd, Arrowfield
Group Pty Ltd

４９４－１２２：００．８１
 ６１．９�
７１１� マイネルシュピール 牡７黒鹿５６ 吉田 隼人 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 英 Mrs S. F.
Dibben ５３６＋ ４２：０１．２２	 ２０５．２�

７１２� ファストロック 牡６栗 ５５ 北村 宏司広尾レース
 藤沢 和雄 愛 Quay
Bloodstock ５０４＋ ４２：０１．３� １０７．８�

８１４ マイネルチャールズ 牡５黒鹿５７ 津村 明秀 
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 ４８０＋１６２：０１．４クビ ３７．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ７４，０４４，３００円 複勝： ９８，３０２，７００円 枠連： ５５，９６３，８００円

普通馬連： ３１５，５７６，１００円 馬単： １８４，９１５，９００円 ワイド【拡大馬連】： ８６，２１３，０００円

３連複： ３５８，６４２，９００円 ３連単： ７５９，９３８，３００円 計： １，９３３，５９７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � ３，７６０円 枠 連（３－６） ３９０円

普通馬連 �� ５００円 馬 単 �� １，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� １０，３７０円 �� ８，６９０円

３ 連 複 ��� ３８，３６０円 ３ 連 単 ��� １５７，１９０円

票 数

単勝票数 計 ７４０４４３ 的中 � １６５３３２（２番人気）
複勝票数 計 ９８３０２７ 的中 � １９５７４７（２番人気）� ２２３１１９（１番人気）� ４１８３（１４番人気）
枠連票数 計 ５５９６３８ 的中 （３－６） １０７１２２（１番人気）
普通馬連票数 計３１５５７６１ 的中 �� ４６７７０３（１番人気）
馬単票数 計１８４９１５９ 的中 �� １２０５４１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８６２１３０ 的中 �� １１１２１４（１番人気）�� １７８６（６１番人気）�� ２１３３（５８番人気）
３連複票数 計３５８６４２９ 的中 ��� ６９００（９０番人気）
３連単票数 計７５９９３８３ 的中 ��� ３５６８（３８７番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１２．０―１２．５―１２．６―１２．３―１１．８―１１．２―１１．２―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．０―３６．０―４８．５―１：０１．１―１：１３．４―１：２５．２―１：３６．４―１：４７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４５．８―３F３４．０

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンジョーダン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００８．１１．１ 京都６着

２００６．２．４生 牡４鹿 母 エヴリウィスパー 母母 クラフテイワイフ １０戦５勝 賞金 １０６，４２２，０００円



２８０３６１０月１６日 晴 良 （２２東京４）第３日 第１２競走 ��１，８００�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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

１１ サンデーミューズ 牝３栗 ５３ 武 豊 H.H．シェイク・ハムダン 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６０－ ２１：４８．４ ３．０�

６６ マイティースルー 牝４芦 ５５ 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 ５１０± ０１：４８．６１� ３．６�
４４ プ ラ ー ジ ュ 牝４鹿 ５５ 松岡 正海 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６＋ ６ 〃 クビ ６．５�
２２ メジロスプレンダー 牝４黒鹿５５ 大野 拓弥�メジロ牧場 尾形 充弘 洞爺 メジロ牧場 ４６６± ０１：４８．７� ２４．０�
８１１� スリーキセキ 牝７青鹿５５ 蛯名 正義永井商事� 村山 明 静内 岡野牧場 ４８６＋１６１：４９．０１� １２９．９�
８１０ パールシャドウ 牝４鹿 ５５ 内田 博幸飯塚 知一氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４５４－１２１：４９．１� ４．２	
３３ オルレアンノオトメ 牝３鹿 ５３ 武士沢友治�ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 B４５８－ ２ 〃 クビ １３．１

６７ サマーアクトレス 牝５黒鹿５５ 津村 明秀セゾンレースホース� 宗像 義忠 新冠 富本 茂喜 ４９２± ０１：４９．３１� １８．８�
７９ エリモクイーン 牝３鹿 ５３ 北村 宏司山本 慎一氏 坂口 正則 えりも エクセルマネジメント ４７６＋ ６１：４９．５１� ２８．５�
５５ � ジーガーウイング 牝６鹿 ５５

５２ ▲西村 太一�ジーガー 和田 正道 新冠 須崎牧場 B５２０＋１０１：５０．０３ １０４．９
７８ エレガントマナー 牝４鹿 ５５ 中舘 英二吉田 勝己氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４５８－ ２１：５０．３１� ４２．４�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ４５，０９９，４００円 複勝： ５４，５６７，４００円 枠連： ３０，３９７，３００円

普通馬連： １３６，１６８，０００円 馬単： ９０，６２２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，７３３，３００円

３連複： １４７，１７２，４００円 ３連単： ３４４，８４６，９００円 計： ８９０，６０７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � １５０円 枠 連（１－６） ４４０円

普通馬連 �� ４９０円 馬 単 �� ９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ３９０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� １，０２０円 ３ 連 単 ��� ４，１１０円

票 数

単勝票数 計 ４５０９９４ 的中 � １２１７６３（１番人気）
複勝票数 計 ５４５６７４ 的中 � １０２４４３（２番人気）� １２３７３７（１番人気）� ８８４４１（４番人気）
枠連票数 計 ３０３９７３ 的中 （１－６） ５１４６０（１番人気）
普通馬連票数 計１３６１６８０ 的中 �� ２０７２０２（１番人気）
馬単票数 計 ９０６２２５ 的中 �� ７１７２３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１７３３３ 的中 �� ５２９０４（１番人気）�� ２４８５３（５番人気）�� ２８４７６（４番人気）
３連複票数 計１４７１７２４ 的中 ��� １０６５８０（２番人気）
３連単票数 計３４４８４６９ 的中 ��� ６２０３０（７番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．８―１２．２―１２．７―１２．８―１２．６―１１．２―１１．０―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．４―３６．６―４９．３―１：０２．１―１：１４．７―１：２５．９―１：３６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．３―３F３３．７

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

勝馬の
紹 介

サンデーミューズ �
�
父 アルカセット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．６．１３ 京都３着

２００７．５．２３生 牝３栗 母 スカルプトレス 母母 シンコウビューティ ５戦３勝 賞金 ２５，３００，０００円



（２２東京４）第３日 １０月１６日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７７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

２９５，４８０，０００円
４，２６０，０００円
２１，１５０，０００円
２，３６０，０００円
２９，３２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，７７５，０００円
５，８３６，８００円
１，７５２，３００円

勝馬投票券売得金
３７８，８０５，７００円
６２１，１５１，９００円
３２６，６９７，７００円
１，２６３，０３６，１００円
８３３，３８７，７００円
４１４，０４３，４００円
１，４７０，３４１，４００円
２，８４０，７３６，０００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 ８，１４８，１９９，９００円

総入場人員 ３２，５２９名 （有料入場人員 ３１，０９６名）




