
２８０７３１０月３１日 曇 重 （２２東京４）第８日 第１競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１０時０５分 （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

２４ コ ア ヨ カ 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝西村新一郎氏 天間 昭一 新冠 中地 義次 ４６８＋ ２１：２５．６ ２２．１�

２３ トーセンターボ 牡２鹿 ５５ 吉田 豊島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B４８０± ０１：２５．９２ ３３．７�
５９ キンショーユウジャ 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹礒野日出夫氏 田島 俊明 新ひだか 藤本牧場 ４９６± ０１：２６．０� ５．８�
４８ � キョウエイバサラ 牡２芦 ５５ 松岡 正海田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock ５０４－ ２１：２６．２１ ２．２�
１２ � リアライズペガサス 牡２鹿 ５５ 内田 博幸�リアライズ 森 秀行 米 Barnett

Enterprises ４５４＋ ８１：２６．４１� ８．２�
３６ 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± ０１：２７．２５ １３．０	
８１５ コスモオルバース 牝２栗 ５４ 津村 明秀 
ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４４２＋ ８１：２８．０５ ８９．０�
７１４ アルテリーベ 牝２鹿 ５４ 北村 宏司藤田 在子氏 伊藤 伸一 新冠 山岡牧場 ４３０＋ ２１：２８．２１ ５６．０�
６１１ ヴィーヴァゴールド 牡２栗 ５５ 大庭 和弥芹澤 精一氏 阿部 新生 新ひだか 武 牧場 ４７４－ ４１：２８．５２ １９９．１
４７ ア ベ マ リ ア 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 ４４８－２２１：２８．６	 ２３．７�
８１６ タマモクロノス 牡２青鹿 ５５

５３ △伊藤 工真タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 B５０８＋ ８１：２９．５５ １３７．８�
５１０ ビレッジタイム 牡２栗 ５５ 柴山 雄一村山 輝雄氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 ４６０± ０１：３０．１３	 １６６．７�
１１ � グレイドケイ 牡２黒鹿５５ 蛯名 正義
川島牧場 矢野 照正 米 B. Wayne

Hughes ５００± ０１：３０．５２	 ４．１�
６１２ アプローチライト 牝２青 ５４ 福永 祐一
下河辺牧場 矢野 英一 日高 下河辺牧場 ４５２＋ ２１：３０．６クビ １２１．１�
３５ デルマカーリー 牝２鹿 ５４ 藤岡 佑介浅沼 廣幸氏 石栗 龍彦 日高 ファニーヒルファーム ４８２＋ ２１：３０．９２ ２１６．９�
７１３ リズムボーイ 牡２栗 ５５ 田中 博康ディアレスト 松山 将樹 日高 グリーンヒルスタッド ４８４＋ ８１：３６．９大差 ２１７．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，１０７，２００円 複勝： ３４，９５５，１００円 枠連： １９，６４６，８００円

普通馬連： ６４，５４１，９００円 馬単： ４５，６７９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，５０８，５００円

３連複： ７７，４８９，４００円 ３連単： １３０，１８０，９００円 計： ４１３，１０９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２１０円 複 勝 � ７７０円 � ７００円 � ２２０円 枠 連（２－２） ２８，２７０円

普通馬連 �� ２５，３４０円 馬 単 �� ４２，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，６２０円 �� ２，０８０円 �� ２，０００円

３ 連 複 ��� ３５，０００円 ３ 連 単 ��� ２６３，９４０円

票 数

単勝票数 計 １８１０７２ 的中 � ６４７６（６番人気）
複勝票数 計 ３４９５５１ 的中 � １０６８１（８番人気）� １１９４９（６番人気）� ５０９４６（３番人気）
枠連票数 計 １９６４６８ 的中 （２－２） ５１３（３１番人気）
普通馬連票数 計 ６４５４１９ 的中 �� １８８０（３６番人気）
馬単票数 計 ４５６７９９ 的中 �� ７９６（６７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２５０８５ 的中 �� ９７１（３７番人気）�� ２６８２（２１番人気）�� ２８０６（１７番人気）
３連複票数 計 ７７４８９４ 的中 ��� １６３４（６９番人気）
３連単票数 計１３０１８０９ 的中 ��� ３６４（４２１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．０―３６．２―４８．８―１：０１．２―１：１３．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コ ア ヨ カ �
�
父 ダ ー ジ ー �

�
母父 カコイーシーズ デビュー ２０１０．６．２６ 函館８着

２００８．４．９生 牡２鹿 母 ア プ レ シ ェ 母母 モガミソロン ６戦１勝 賞金 ６，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマカーリー号・リズムボーイ号は，平成２２年１１月３０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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 マッテマシタ号



２８０７４１０月３１日 曇 重 （２２東京４）第８日 第２競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１０時３０分 （芝・左）

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

中央レコード

１：３４．１
１：３３．１

良

良

２４ マイネルハイセンス 牡２黒鹿５５ D．ホワイト �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 新冠 イワミ牧場 ４７２± ０１：３６．２ ５．３�

（香港）

２３ エーブポセイドーン 牡２鹿 ５５ 武 豊 �レーシングホース
ジャパン 清水 利章 新ひだか シンボリ牧場 ４９８＋ ４ 〃 クビ ３．０�

４８ サマーチェリー 牝２栗 ５４ 蛯名 正義セゾンレースホース� 高橋 祥泰 日高 庄野牧場 ４５０＋ ８１：３６．６２� １０３．０�
１２ ベルウッドサヴァン 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一鈴木 照雄氏 中川 公成 新ひだか 白井 吉美 ４５４± ０１：３６．７� ６５．７�
３５ シーズアップルズ 牡２栗 ５５ 佐藤 哲三野崎 宗信氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４３０－ ４１：３６．９１� ４９．９�
８１５ キングフィッシャー 牡２鹿 ５５ 福永 祐一関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 ４５６＋ ２１：３７．０クビ ３．１�
８１７ タ ー フ ェ ル 牡２栗 ５５ 内田 博幸伊達 敏明氏 斎藤 誠 日高 サンシャイン

牧場 ４８６＋ ８１：３７．１� １０．９	
６１２ ギヴンザウイング 牡２栗 ５５ 鈴来 直人ドラゴンヒルズホースクラブ 矢野 英一 日高 ファニーヒルファーム ４７４＋ ４１：３７．３１� ４６．１

６１１ シャビイシック 牡２栃栗５５ 北村 宏司諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４２４± ０１：３７．４クビ ４５．４�
５１０ カ ル テ ッ ト 牝２青鹿５４ 勝浦 正樹阿部 幸暉氏 尾形 充弘 日高 メイプルファーム ４４２＋ ２ 〃 ハナ １３．０�
７１３ カネコメスキー 牡２黒鹿５５ 三浦 皇成�岡 義雄氏 小桧山 悟 日高 白瀬 明 ４５８＋ ６１：３７．６１� ４５．９
５９ トーセンティアラ 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人島川 �哉氏 秋山 雅一 新ひだか 乾 皆雄 ４６８＋１０１：３７．７クビ ２２．１�
１１ メイケイダンサー 牡２黒鹿５５ 柴田 善臣名古屋競馬� 清水 久詞 浦河 大西ファーム ４６２－ ４１：３７．９１� ３０．７�
４７ コスモポーパス 牝２栗 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 原口フアーム ４１０＋ ６ 〃 ハナ ２８３．８�
７１４ ナムラハニー 牝２青 ５４ 津村 明秀奈村 信重氏 水野 貴広 浦河 桑田フアーム ４４４－ ４１：３８．０� １８４．９�
３６ ヴィーヴァタキオン 牝２青 ５４ 藤岡 佑介芹澤 精一氏 相沢 郁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０± ０１：３８．３１� ３３．７�
８１６ シルククリエイター 牡２鹿 ５５

５３ △伊藤 工真有限会社シルク矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 ４３４＋１０１：３８．５１� １０７．２�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １７，９６８，６００円 複勝： ３３，１７５，６００円 枠連： ２２，０２１，２００円

普通馬連： ６１，４６９，２００円 馬単： ４０，３４１，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，５４４，６００円

３連複： ７１，５４４，１００円 ３連単： １１１，９７５，５００円 計： ３８１，０４０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １８０円 � １５０円 � ２，６００円 枠 連（２－２） ７６０円

普通馬連 �� ７２０円 馬 単 �� １，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� １０，７２０円 �� ６，８６０円

３ 連 複 ��� ３６，８５０円 ３ 連 単 ��� １４８，６３０円

票 数

単勝票数 計 １７９６８６ 的中 � ２７０６０（３番人気）
複勝票数 計 ３３１７５６ 的中 � ５３１９７（３番人気）� ７４５３６（２番人気）� ２１８６（１５番人気）
枠連票数 計 ２２０２１２ 的中 （２－２） ２１４６３（３番人気）
普通馬連票数 計 ６１４６９２ 的中 �� ６３０４４（２番人気）
馬単票数 計 ４０３４１２ 的中 �� １７８６６（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２５４４６ 的中 �� ２０５２９（２番人気）�� ４７１（７３番人気）�� ７３９（５３番人気）
３連複票数 計 ７１５４４１ 的中 ��� １４３３（８７番人気）
３連単票数 計１１１９７５５ 的中 ��� ５５６（３５７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．８―３５．９―４８．６―１：０１．５―１：１３．２―１：２４．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルハイセンス �
�
父 シックスセンス �

�
母父 ウォーニング デビュー ２０１０．１０．３ 中山５着

２００８．３．３生 牡２黒鹿 母 コスモハイクラス 母母 チェリールーラー ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００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。



２８０７５１０月３１日 曇 重 （２２東京４）第８日 第３競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１１時００分 （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

１：２１．５
１：２０．３

良

良

５９ ダンスファンタジア 牝２鹿 ５４ 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４５６ ―１：２４．０ １．６�

３５ キッズチェイサー 牝２黒鹿５４ 藤田 伸二瀬谷 �雄氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４４８ ―１：２４．５３ ４．３�
８１８ ブラウニーサンクス 牝２鹿 ５４ 松岡 正海安倍 光昭氏 清水 利章 浦河 中脇 満 ４２０ ―１：２４．７１� １３．７�
１２ サウスノーブル 牝２鹿 ５４ 武士沢友治南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 ４８６ ―１：２４．８� ２７．５�
７１３ スイートシャルマン 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣シンボリ牧場 奥平 雅士 日高 シンボリ牧場 ４７２ ― 〃 ハナ ４７．７�
２３ ハーツドリーマー 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹村井 良孝氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４１６ ―１：２４．９� ２０．８	
６１１ ウインドワード 牝２栗 ５４ 小牧 太インターナシヨナル

ホース
 浅野洋一郎 日高 インターナショ
ナル牧場 ４１４ ―１：２５．１１� １６３．４�

６１２ グランプラス 牝２青鹿５４ 内田 博幸村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４４４ ―１：２５．３１� ２３．５�
３６ イ ク チ ャ ン 牝２栗 ５４ 大庭 和弥東 哲次氏 武市 康男 平取 高橋 啓 ４５８ ―１：２５．５１� ４４．５
８１７ ジャマイカラー 牝２青鹿５４ 三浦 皇成齊藤四方司氏 小桧山 悟 新ひだか 飛野牧場 ４８６ ― 〃 アタマ ４０．２�
７１４ マ レ ン カ ヤ 牝２鹿 ５４ 岩部 純二加藤 厚子氏 松永 康利 新冠 大狩部牧場 ４５４ ―１：２５．６� ６６．３�
１１ バタースコッチ 牝２栗 ５４ 田中 博康吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４５０ ―１：２５．７� １３．１�
７１５ ダイワドヌーブ 牝２栗 ５４ 鈴来 直人大城 敬三氏 嶋田 功 千歳 社台ファーム ４８０ ―１：２５．８� ２７０．８�
４８ ディアテイスティー 牝２栗 ５４ 福永 祐一ディアレスト 加藤 和宏 浦河 小島牧場 ４６４ ― 〃 クビ ６４．４�
８１６ タ ン デ ム 牝２栗 ５４ 津村 明秀堤 賢一氏 武市 康男 日高 下河辺牧場 ３８６ ―１：２５．９クビ ２５９．８�
４７ エ ル ダ 牝２黒鹿５４ 酒井 学日下部勝�氏 土田 稔 浦河 鎌田 正嗣 ４７０ ―１：２６．０� １１９．８�
５１０ ヤマニンパンケーキ 牝２鹿 ５４ 柴田 大知土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 ５０２ ―１：２６．１� １５４．１�
２４ マリインスキーピサ 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人市川 義美氏 天間 昭一 浦河 笹地牧場 ４３２ ― 〃 クビ ２１８．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，６３８，８００円 複勝： ３７，３７８，６００円 枠連： ２０，７４８，９００円

普通馬連： ５８，３０６，５００円 馬単： ４７，１８２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，５７６，３００円

３連複： ６３，７５１，８００円 ３連単： １１４，１２９，３００円 計： ３８７，７１３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � ２１０円 枠 連（３－５） ３７０円

普通馬連 �� ３６０円 馬 単 �� ４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ４００円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� １，０４０円 ３ 連 単 ��� ２，２４０円

票 数

単勝票数 計 ２３６３８８ 的中 � １１６５５６（１番人気）
複勝票数 計 ３７３７８６ 的中 � １８６９７４（１番人気）� ５７９１７（２番人気）� ２４０９７（３番人気）
枠連票数 計 ２０７４８９ 的中 （３－５） ４２３１３（１番人気）
普通馬連票数 計 ５８３０６５ 的中 �� １２１６５５（１番人気）
馬単票数 計 ４７１８２８ 的中 �� ７１１７２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２５７６３ 的中 �� ３５０８９（１番人気）�� １３０３５（２番人気）�� ６９６６（７番人気）
３連複票数 計 ６３７５１８ 的中 ��� ４５３７５（１番人気）
３連単票数 計１１４１２９３ 的中 ��� ３７７５４（１番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．８―１２．５―１２．８―１２．０―１１．１―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２４．０―３６．５―４９．３―１：０１．３―１：１２．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンスファンタジア �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００８．４．２生 牝２鹿 母 ダンスインザムード 母母 ダンシングキイ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ダンスファンタジア号の騎手北村宏司は，３コーナー通過後に内側に斜行したことについて戒告。（４番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 アラマサアフリート号・エフティレフア号・ゴールドエンジュ号・シンクオブミー号・タカイチマドンナ号・

チャーガンジュウ号・ファストコンタクト号・ミラベル号



２８０７６１０月３１日 曇 重 （２２東京４）第８日 第４競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１１時３０分 （芝・左）

新馬；負担重量は，馬齢重量

本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，４５０，０００
１，４５０，０００

円
円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．１
１：３３．１

良

良

５１０ カインバティック 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹 �キャロットファーム 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４８４ ―１：３８．５ １８．６�

８１６ コスモリゾルヴ 牡２栗 ５５ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６６ ―１：３８．６� ７．３�

３５ キングダムキング 牡２鹿 ５５ 北村 宏司西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４６８ ―１：３８．７クビ １４．１�
７１４ ギンザアレキサンダ 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣有馬 博文氏 池上 昌弘 新ひだか ケイアイファーム ４７８ ― 〃 同着 １０８．８�
７１５ ジ ャ ー ビ ス 牡２鹿 ５５ 安藤 勝己山本 英俊氏 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 ４７０ ―１：３８．８� ２．３�
２４ タイキバラード 牝２黒鹿５４ 吉田 隼人�大樹ファーム 後藤 由之 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ４６０ ― 〃 ハナ ５７．２�
２３ ヒカルウインド 牡２青鹿５５ 後藤 浩輝�橋 京子氏 勢司 和浩 登別 青藍牧場 ４７０ ―１：３９．３３ ６．５	
３６ エメラルストーン 牝２栗 ５４ 大庭 和弥高橋 勉氏 松永 康利 浦河 猿橋 義昭 ４５４ ―１：３９．４� １８９．１

６１１ サンデースイセイ 牝２鹿 ５４ 藤田 伸二浜野順之助氏 清水 英克 日高 長田ファーム ４７６ ―１：３９．５クビ ２０．０�
１２ ドラゴンヴォイス 牡２鹿 ５５ 福永 祐一窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 ４５０ ― 〃 アタマ ８．４�
４７ � エーシンビショップ 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介栄進堂 藤岡 健一 米 Ron Stolich ４９２ ―１：３９．９２� ７．６�
４８ プリンセスフィオナ 牝２鹿 ５４ 佐藤 哲三北駿競走馬組合 水野 貴広 新冠 土井牧場 ４２８ ― 〃 ハナ １１２．５�
５９ ナイスアランデル 牡２鹿 ５５ 吉田 豊戸部 洋氏 谷原 義明 新ひだか 元茂牧場 ４５４ ― 〃 ハナ １１３．８�
８１７ コスモリアル 牡２青鹿５５ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 小林 嘉弘 ５１０ ― 〃 クビ ２３２．２�
７１３ ブライトネスブルー 牡２黒鹿 ５５

５３ △伊藤 工真 ブルーマネジメント田村 康仁 新冠 川上牧場 ４３０ ―１：４０．４３ １６８．６�
８１８ スマイルカナチャン 牝２黒鹿５４ 武士沢友治瀬谷 �雄氏 牧 光二 日高 メイプルファーム ４１０ ―１：４０．７１� １３１．５�
６１２ エステーローズ 牝２鹿 ５４ 小牧 太齋藤 宏明氏 南田美知雄 新ひだか 原口牧場 ４８０ ―１：４０．９１� １４０．６�
１１ ケイオーステップ 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一ジャパンフードビジネス 牧 光二 新ひだか 田上 稔 ４８４ ―１：４１．１１	 ５０．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，２３９，２００円 複勝： ３０，２５３，５００円 枠連： １９，１０７，２００円

普通馬連： ６３，９９２，４００円 馬単： ４１，７９４，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，５４８，２００円

３連複： ６８，７９４，１００円 ３連単： １０６，２４６，２００円 計： ３７４，９７５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８６０円 複 勝 � ３４０円 � ２１０円 �
�

３４０円
２，２２０円 枠 連（５－８） ４，６９０円

普通馬連 �� ６，０４０円 馬 単 �� １３，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１８０円 ��

��
１，６１０円
１２，８２０円

��
��

１，０９０円
７，５００円

３ 連 複 ���
���

１０，８９０円
１０９，５６０円 ３ 連 単 ���

���
７８，９２０円
５８４，９２０円

票 数

単勝票数 計 ２２２３９２ 的中 � ９４２５（７番人気）
複勝票数 計 ３０２５３５ 的中 �

�
１７７３０
２１５０
（６番人気）
（１３番人気）

� ３５８５５（３番人気）� １７３９０（７番人気）

枠連票数 計 １９１０７２ 的中 （５－８） ３００８（２１番人気）
普通馬連票数 計 ６３９９２４ 的中 �� ７８２０（２２番人気）
馬単票数 計 ４１７９４７ 的中 �� ２２６７（４６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２５４８２ 的中 ��

��
２９０８
３１４９
（２５番人気）
（２１番人気）

��
��

２０９５
４３１
（２８番人気）
（７６番人気）

�� ２５１（９７番人気）

３連複票数 計 ６８７９４１ 的中 ��� ２３３９（５９番人気）��� ２３１（２６６番人気）
３連単票数 計１０６２４６２ 的中 ��� ４９７（３９７番人気） ��� ６７（１３７１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．９―１３．１―１３．３―１３．４―１１．６―１０．８―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．７―３７．８―５１．１―１：０４．５―１：１６．１―１：２６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．４―３F３４．０
３ ・（４，１０）（２，１６）（５，１４）（１１，３）（６，１７）（９，１３，１５）（１２，８）７，１－１８ ４ ４（１０，１６，１４）（２，１７）５（３，６）（１１，１５）９（１３，８）１２，７（１，１８）

勝馬の
紹 介

カインバティック �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Crafty Prospector 初出走

２００８．３．２８生 牡２鹿 母 タイキジュリエット 母母 Witching Tempo １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔その他〕 プリンセスフィオナ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 プリンセスフィオナ号は，平成２２年１１月３０日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 オメガブレイン号・カリビアンスタッド号・ハノハノ号・ミラクルレインボー号



２８０７７１０月３１日 曇 重 （２２東京４）第８日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時２０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

８１３ ヒラボクビジン 牝３黒鹿５３ 後藤 浩輝�平田牧場 土田 稔 浦河 谷川牧場 ４４８－ ４１：３７．５ ８．８�

７１２ 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 ４４６－ ２１：３７．８２ １．６�
５７ チャレンジフラッグ 牝３芦 ５３ 吉田 隼人石橋 忠之氏 阿部 新生 新ひだか 土田農場 ５１６＋ ４１：３８．１１� ２０．１�
６９ オ ネ ス ト 牝３黒鹿５３ 武士沢友治�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４２０± ０１：３８．２� ５２．７�
７１１ プラチナループ 牝４栗 ５５ 田中 博康 IHR 田村 康仁 新ひだか 坂本牧場 ４４８＋１４１：３８．４１� １３５．８�
４６ ミッキーオリーブ 牝３鹿 ５３ 内田 博幸野田みづき氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４８６＋ ４１：３８．７２ ６．４	
８１４ レオキュート 牝３黒鹿５３ 勝浦 正樹�レオ 平井 雄二 浦河 江谷 重雄 ４４２－ ２ 〃 ハナ ２６．２

３３ トワインブルーム 牝４鹿 ５５ 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 ４６６－ ４１：３８．８クビ ４１．０�
４５ � ホワイトジュエル 牝３芦 ５３ 柴田 善臣 �フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム ４５４± ０ 〃 クビ １２．０�
２２ マチカネユウビ 牝３栗 ５３ 三浦 皇成吉田 千津氏 小島 茂之 日高 待兼牧場 ４１６＋ ２１：３９．０１� １３８．１
６１０ ハ エ ヌ キ 牝５黒鹿５５ 北村 宏司�グランド牧場 高橋 祥泰 静内 グランド牧場 ４９６－ ２１：３９．１� １９．７�
３４ エフティフローラ 牝３黒鹿５３ 蛯名 正義吉野 英子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４６４＋１４１：３９．２クビ １８．８�
１１ ホープダイナスティ 牝３栗 ５３ 松岡 正海吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４５４＋１０１：３９．５２ ３９．４�
５８ � シーガルプリンセス 牝４鹿 ５５

５３ △伊藤 工真森本 悳男氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム ４８８－ ２１：３９．６クビ １４９．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２５，３１５，０００円 複勝： ５０，７５１，４００円 枠連： ２３，０７５，０００円

普通馬連： ７６，５８７，８００円 馬単： ５５，４６４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，９７１，３００円

３連複： ９１，５７３，９００円 ３連単： １５７，８１０，９００円 計： ５０９，５４９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ２００円 � １１０円 � ３６０円 枠 連（７－８） ４６０円

普通馬連 �� ７２０円 馬 単 �� ２，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ２，７５０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ５，１９０円 ３ 連 単 ��� ２９，３００円

票 数

単勝票数 計 ２５３１５０ 的中 � ２２７３８（３番人気）
複勝票数 計 ５０７５１４ 的中 � ４２７３７（３番人気）� ２６３２８６（１番人気）� １８８３６（６番人気）
枠連票数 計 ２３０７５０ 的中 （７－８） ３７７７９（２番人気）
普通馬連票数 計 ７６５８７８ 的中 �� ７８６８９（３番人気）
馬単票数 計 ５５４６４３ 的中 �� １８１２６（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８９７１３ 的中 �� ２４７８４（３番人気）�� ２３１９（３４番人気）�� １０３７５（５番人気）
３連複票数 計 ９１５７３９ 的中 ��� １３０３１（１９番人気）
３連単票数 計１５７８１０９ 的中 ��� ３９７６（９１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．５―１２．３―１２．６―１２．７―１２．０―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．８―３６．１―４８．７―１：０１．４―１：１３．４―１：２５．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒラボクビジン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Machiavellian デビュー ２００９．１２．１３ 中山６着

２００７．５．８生 牝３黒鹿 母 オリジナルスピン 母母 Not Before Time ９戦２勝 賞金 １７，６００，０００円



２８０７８１０月３１日 曇 重 （２２東京４）第８日 第６競走 ��１，３００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時５０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳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

１２ ル ナ ロ ッ ソ 牝４栗 ５５ 藤田 伸二木浪 巖氏 杉浦 宏昭 静内 西川富岡牧場 ５１２＋ ２１：１８．０ ３．９�

２３ ノルマンディー 牡３黒鹿５５ C．スミヨン 近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５００＋ ２ 〃 クビ ２．４�
（仏）

４８ ウルドサリエ 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 久保農場 ５０６－ ３１：１８．３２ ４５．５�
６１２ シルクドミニオン 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹有限会社シルク粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 ４８８＋１０１：１８．４� ６．５�
１１ ニシノフェミニン 牝３黒鹿５３ 佐藤 哲三西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４６２＋１４１：１８．６１ ４０．７�
８１５ 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 ５１２＋ ８１：１８．８１ ２０．０�
７１４� クールフォーマ �５鹿 ５７ 内田 博幸川上 哲司氏 坂本 勝美 門別 高山牧場 B５２４＋１０１：１９．０１� ９．３�
５１０ コスモイルダーナ 牡３青鹿 ５５

５３ △伊藤 工真岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 堤 牧場 ４７６＋１２１：１９．１� ２９．５	
５９ プロスペラスマム 牝３鹿 ５３ 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ４９６＋ ６ 〃 アタマ １４．６

３５ エーシンハダル 牡３鹿 ５５ 藤岡 佑介�栄進堂 野中 賢二 新ひだか タイヘイ牧場 ５０２± ０１：１９．５２� ３０．８�
４７ ダブルフレーバー 牝４栗 ５５ 吉田 隼人 スピードファーム 和田 正道 新ひだか 元茂 義一 ４９４± ０１：１９．７１� ４３．０�
３６ コ ス モ オ ー 牡４栗 ５７ 津村 明秀 ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 浦河 畔高牧場 ５５４＋ ８１：１９．８クビ ７７．７�
２４ クーデワンダー 牡３鹿 ５５ D．ホワイト H.H．シェイク・ハムダン 小島 太 様似 富田 恭司 B４６８＋ ４ 〃 ハナ ７４．０�

（香港）

６１１ フェニックスワン 牝３黒鹿５３ 郷原 洋司助川 啓一氏 河野 通文 新冠 大狩部牧場 ４２６－ ８ 〃 ハナ ２８１．１�
７１３ バラベルサイユ 牝３栗 ５３ 吉田 豊中澤 幸幹氏 高橋 裕 日高 木村牧場 ４７０＋ ２１：２０．５４ ６９．４�
８１６ ファイティングピサ 牡３芦 ５５ 福永 祐一市川 義美氏 白井 寿昭 新ひだか 岡田スタツド ４９２＋２６１：２１．１３� ４０．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，６３９，９００円 複勝： ４０，６１９，３００円 枠連： ２２，６０５，８００円

普通馬連： ８４，０１８，１００円 馬単： ５１，０８８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，１７６，４００円

３連複： ９４，７９１，２００円 ３連単： １４３，３１６，０００円 計： ４９２，２５４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １６０円 � １４０円 � ８７０円 枠 連（１－２） ５００円

普通馬連 �� ５６０円 馬 単 �� １，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ２，７７０円 �� ２，３７０円

３ 連 複 ��� ８，０１０円 ３ 連 単 ��� ３４，８８０円

票 数

単勝票数 計 ２５６３９９ 的中 � ５２６７４（２番人気）
複勝票数 計 ４０６１９３ 的中 � ７５４９０（２番人気）� ９５２４８（１番人気）� ７８９４（１２番人気）
枠連票数 計 ２２６０５８ 的中 （１－２） ３３４５２（１番人気）
普通馬連票数 計 ８４０１８１ 的中 �� １１０８１０（１番人気）
馬単票数 計 ５１０８８１ 的中 �� ２９８９９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０１７６４ 的中 �� ３４５０７（１番人気）�� ２３９２（３１番人気）�� ２８０９（２７番人気）
３連複票数 計 ９４７９１２ 的中 ��� ８７４１（２４番人気）
３連単票数 計１４３３１６０ 的中 ��� ３０３３（８９番人気）

ハロンタイム ６．８―１０．８―１１．６―１２．２―１１．９―１２．２―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
６．８―１７．６―２９．２―４１．４―５３．３―１：０５．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ル ナ ロ ッ ソ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２００９．２．２８ 中山３着

２００６．３．２８生 牝４栗 母 チヨノビンコ 母母 パルブライト １７戦３勝 賞金 ３２，１４０，０００円
※エーシンハダル号は，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。



２８０７９１０月３１日 曇 稍重 （２２東京４）第８日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時２０分 （芝・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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

３４ ユメノトキメキ 牝３鹿 ５３ 蛯名 正義諸江 幸祐氏 勢司 和浩 浦河 多田 善弘 ４６４± ０１：４８．８ ８．９�

２２ ヒカルアカツキ 牡３青鹿５５ 柴田 善臣高橋 光氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４６２± ０１：４８．９� １３．６�
４６ バウンシングライト 牡５栗 ５７ 武 豊 �サンデーレーシング 小島 太 早来 ノーザンファーム ４９０－１４１：４９．０� ２．８�
６１０� マサノウイズキッド 牡４黒鹿５７ D．ホワイト 中村 正子氏 小島 茂之 日高 道見牧場 ５１２＋ ２ 〃 ハナ ８．１�

（香港）

３３ エーブチェアマン 牡３黒鹿５５ 松岡 正海 �レーシングホース
ジャパン 清水 利章 様似 様似渡辺牧場 ４３６＋ ２１：４９．１	 ４．８�

１１ ユキノサイレンス 牡３鹿 ５５ 藤岡 佑介遠藤 宗義氏 領家 政蔵 日高 浜本牧場 ４５０± ０１：４９．２クビ ２５．３	
４５ カールファターレ 牝３鹿 ５３ 後藤 浩輝吉田 勝己氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４４０－ ４ 〃 クビ ８．５

８１３ ガンズオブナバロン 牡４黒鹿５７ 内田 博幸 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４８４＋２８１：４９．４１	 ８．５�
６９ クリノメダリスト 牝４栗 ５５ 北村 宏司栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４６０＋ ８１：４９．８２	 １９．４�
５７ レイナソフィア 牝４鹿 ５５ 吉田 豊 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム ４９２－ ６ 〃 ハナ ４５．９
７１２ ブラックバニヤン 牡３青 ５５ 佐藤 哲三津村 靖志氏 大竹 正博 新冠 松浦牧場 ５０８＋ ８１：５０．１１� ５８．２�
７１１ フ ラ コ コ 牝４鹿 ５５

５３ △伊藤 工真西浦 和男氏 松永 康利 浦河 丸幸小林牧場 ４９０－ ８１：５０．２� ２５１．４�
５８ 
 コラデピーノ 牡５鹿 ５７ 大庭 和弥松尾 正氏 嶋田 潤 米 Samuel

M. Smith B４５４＋ ８１：５２．０大差 １４３．０�
８１４ ショウナンサヴァン 牡５鹿 ５７ 福永 祐一国本 哲秀氏 上原 博之 静内 神垣 道弘 ４７４＋ ８１：５２．４２	 １３８．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２６，７５９，８００円 複勝： ４０，９８８，０００円 枠連： ２５，５３８，８００円

普通馬連： ９１，５４１，５００円 馬単： ５５，２２５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，７１２，２００円

３連複： ９７，２４０，３００円 ３連単： １５９，５２３，３００円 計： ５２７，５２９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ２４０円 � ３３０円 � １６０円 枠 連（２－３） １，７４０円

普通馬連 �� ４，７４０円 馬 単 �� １０，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２５０円 �� ５７０円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� ５，５２０円 ３ 連 単 ��� ４９，２４０円

票 数

単勝票数 計 ２６７５９８ 的中 � ２３７４２（６番人気）
複勝票数 計 ４０９８８０ 的中 � ４２３１８（３番人気）� ２７１９８（７番人気）� ８８６４４（１番人気）
枠連票数 計 ２５５３８８ 的中 （２－３） １０８８３（８番人気）
普通馬連票数 計 ９１５４１５ 的中 �� １４２６９（２０番人気）
馬単票数 計 ５５２２５８ 的中 �� ４０４２（４２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０７１２２ 的中 �� ５８７８（１８番人気）�� １３８８８（２番人気）�� ７２６１（１３番人気）
３連複票数 計 ９７２４０３ 的中 ��� １３００７（１９番人気）
３連単票数 計１５９５２３３ 的中 ��� ２３９１（１７３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．２―３６．５―４８．９―１：０１．３―１：１４．３―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４F４７．５―３F３４．５

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ユメノトキメキ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ポリッシュネイビー デビュー ２００９．９．５ 新潟６着

２００７．３．１７生 牝３鹿 母 バトルカグヤ 母母 メイクミーレインボーズ ９戦２勝 賞金 ２０，６２８，０００円
〔発走状況〕 ブラックバニヤン号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。
〔調教再審査〕 ブラックバニヤン号は，発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



２８０８０１０月３１日 曇 稍重 （２２東京４）第８日 第８競走 ��
��１，４００�く る み 賞

発走１３時５０分 （芝・左）

２歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ２２４，０００円 ６４，０００円 ３２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．５
１：２０．３

良

良

５５ カトルズリップス 牝２黒鹿５４ 藤田 伸二山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B４６８± ０１：２３．５ ４．５�

７８ シルクマイベスト 牡２栗 ５５ C．スミヨン 有限会社シルク山内 研二 新ひだか 棚川 光男 ４９６－ ４１：２３．６� ３．９�
（仏）

７７ ダイワモービル 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 ４９６＋１０１：２３．９２ ４．７�
３３ � コーリンハッピー 牝２芦 ５４ 伊藤 工真伊藤 恵子氏 平井 雄二 日高 今井牧場 ４６２－ ８１：２４．６４ ７０．７�
６６ ツクババレー 牝２鹿 ５４ 松岡 正海荻原 昭二氏 松山 康久 日高 ヤナガワ牧場 ４６８± ０１：２４．８１� １３．０�
１１ � ク ル ビ ッ ト 牡２青鹿５５ 藤岡 佑介スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 酒井 秀紀 ４５６－ ２１：２４．９� ６１．４�
２２ ファヴェラシック 牝２栗 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４４６± ０１：２５．１１� １６０．３	
８９ ゴ シ ッ ク 牡２栗 ５５ 内田 博幸齊藤四方司氏 堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４４４± ０ 〃 アタマ ２．５

４４ � ワイルドジュニア 牡２鹿 ５５ 北村 宏司水上ふじ子氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 ４９４＋ ６１：２５．５２	 ３７．７�
８１０� シルバーラビット 牡２芦 ５５ 柴田 善臣喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 B４９０＋ ８１：２６．７７ ５４．０�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２７，８１６，９００円 複勝： ３０，２２２，９００円 枠連： １８，４０８，２００円

普通馬連： ７４，３３６，６００円 馬単： ６１，２２８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，１１９，９００円

３連複： ７９，０２５，０００円 ３連単： ２０７，６４２，１００円 計： ５２０，８００，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � １５０円 枠 連（５－７） ４３０円

普通馬連 �� ７３０円 馬 単 �� １，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ３５０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ８６０円 ３ 連 単 ��� ４，４３０円

票 数

単勝票数 計 ２７８１６９ 的中 � ４９３３５（３番人気）
複勝票数 計 ３０２２２９ 的中 � ５４２６２（４番人気）� ５８３５１（２番人気）� ５５０３８（３番人気）
枠連票数 計 １８４０８２ 的中 （５－７） ３２２２３（２番人気）
普通馬連票数 計 ７４３３６６ 的中 �� ７５３９６（４番人気）
馬単票数 計 ６１２２８４ 的中 �� ３３５８５（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２１１９９ 的中 �� ２０５９０（４番人気）�� １５０８８（６番人気）�� １７３４０（５番人気）
３連複票数 計 ７９０２５０ 的中 ��� ６８２６１（４番人気）
３連単票数 計２０７６４２１ 的中 ��� ３４５９４（１５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１２．４―１３．０―１１．５―１１．０―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．０―３６．４―４９．４―１：００．９―１：１１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カトルズリップス 
�
父 マンハッタンカフェ 

�
母父 リファーズウィッシュ デビュー ２０１０．８．１５ 新潟８着

２００８．２．１４生 牝２黒鹿 母 チャッターリップス 母母 チャッターボックス ５戦２勝 賞金 １７，８２４，０００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。



２８０８１１０月３１日 曇 重 （２２東京４）第８日 第９競走 ��
��１，６００�

か わ ぐ ち こ

河 口 湖 特 別
発走１４時２５分 （ダート・左）
３歳以上，１，０００万円以下，２１．１０．３１以降２２．１０．２４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 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

４８ � アースリヴィング 牝４鹿 ５４ 福永 祐一 �グリーンファーム 小笠 倫弘 米 Marablue
Farm, LLC ４８６＋ ２１：３６．４ ４．７�

７１４� ヒシパーフェクト 牡４鹿 ５６ 蛯名 正義阿部雅一郎氏 久保田貴士 米 Thomas L.
Nichols ４８０± ０１：３６．７１� ２１．５�

８１５ メイショウツチヤマ 牡３鹿 ５３ 武 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４７４－ ４ 〃 クビ １４．５�
３５ アイノレグルス 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹馬場 �晃氏 藤沢 則雄 新冠 対馬 正 ４６０＋ ２１：３６．８クビ ９．９�
２４ バ ル ー ン 牡３鹿 ５５ 藤田 伸二白井 岳氏 矢野 英一 日高 白瀬 明 ４８２＋ ２１：３７．１２ ３．８�
８１６ シルクパルサー 牡３鹿 ５３ 吉田 豊有限会社シルク尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４８４± ０１：３７．２� ５．８�
１２ ブレイクチャンス 牡３鹿 ５５ 内田 博幸齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４９６＋ ２１：３７．３� １１．２	
７１３ ヤマニンパソドブル 牝３青鹿５１ 伊藤 工真土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４５４＋１０ 〃 アタマ ３２．９

４７ アポカリプス 牡３鹿 ５３ 柴山 雄一山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 前谷 武志 ４８６－ ８１：３７．４クビ ４５．６�
５１０	 ウインベルセルク 牡４鹿 ５６ D．ホワイト �ウイン 大久保龍志 新冠 村上 欽哉 ４９８－ ２ 〃 ハナ ６．５�

（香港）

１１ ゴールドマッシモ 牝３鹿 ５２ 松岡 正海磯波 勇氏 高木 登 浦河 駿河牧場 ４８２＋ ２１：３７．７１� ２６．３
６１１ ア イ ノ カ ゼ 牡５鹿 ５４ 田中 博康丸岡 啓一氏 鈴木 勝美 新冠 ムラカミファーム ５１０＋ ２ 〃 ハナ １０８．７�
６１２ マイネルオベリスク 牡３鹿 ５３ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 赤石 久夫 B４９４＋１４１：３７．９１
 ８９．１�
３６ グレイスフルムーヴ 牝５鹿 ５２ 小林 淳一有限会社シルク佐藤 吉勝 門別 ヤナガワ牧場 B４７０＋ ６１：３８．１１ １５９．１�
２３ シルクアルバス 牡５芦 ５４ 三浦 皇成有限会社シルク伊藤 伸一 早来 ノーザンファーム ４９２－１２１：３８．４２ １５８．０�
５９ クレバークリス 牝４芦 ５２ 後藤 浩輝田� 正明氏 小西 一男 浦河 岡崎牧場 ５００＋ ４１：３８．５クビ ３２．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，２３５，８００円 複勝： ５８，５３０，２００円 枠連： ３７，６５４，３００円

普通馬連： １６２，７１３，４００円 馬単： ８４，９４３，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，６９６，７００円

３連複： １７８，３２０，７００円 ３連単： ３０３，４０３，９００円 計： ９１２，４９８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � ２００円 � ５６０円 � ５１０円 枠 連（４－７） ３，０００円

普通馬連 �� ６，８２０円 馬 単 �� １０，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９２０円 �� １，７７０円 �� ４，２８０円

３ 連 複 ��� ２４，８６０円 ３ 連 単 ��� １２３，４４０円

票 数

単勝票数 計 ３６２３５８ 的中 � ６１１４９（２番人気）
複勝票数 計 ５８５３０２ 的中 � ９６０７４（２番人気）� ２４５９７（８番人気）� ２７３３２（７番人気）
枠連票数 計 ３７６５４３ 的中 （４－７） ９２７２（１８番人気）
普通馬連票数 計１６２７１３４ 的中 �� １７６１６（２４番人気）
馬単票数 計 ８４９４３２ 的中 �� ６０６６（４１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５０６９６７ 的中 �� ６５５０（２１番人気）�� ７１３６（１８番人気）�� ２８７４（４７番人気）
３連複票数 計１７８３２０７ 的中 ��� ５２９４（８５番人気）
３連単票数 計３０３４０３９ 的中 ��� １８１４（３９７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．７―１２．４―１２．３―１２．２―１２．２―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．０―３４．７―４７．１―５９．４―１：１１．６―１：２３．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アースリヴィング �
�
父 Yonaguska �

�
母父 Tabasco Cat デビュー ２００８．１１．２ 東京１着

２００６．４．９生 牝４鹿 母 Etoufee 母母 Allouette １０戦３勝 賞金 ４５，６７１，０００円
［他本会外：３戦０勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ８頭 アストレーション号・イチエイクリッパー号・エアウルフ号・スズカワグナー号・チャリティショウ号・

ハイローラー号・ビレッジペガサス号・ベローチェ号
※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。



２８０８２１０月３１日 曇 稍重 （２２東京４）第８日 第１０競走 ��
��１，６００�

こうよう

紅葉ステークス
発走１５時００分 （芝・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 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．４
１：３１．４

良

良

７１２ フラガラッハ 牡３鹿 ５５ 柴田 善臣 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９０－ ８１：３３．５ ２．７�

２２ スペルバインド 牝５鹿 ５５ 武 豊 �社台レースホース長浜 博之 追分 追分ファーム ５０２＋ ４ 〃 クビ １１．４�
５９ ユキノハリケーン 牡６鹿 ５７ 後藤 浩輝馬場 幸廣氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ４９２± ０１：３３．８１� ８．４�
４６ ダブルウェッジ 牡４鹿 ５７ 小牧 太深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 B５４０± ０１：３３．９� ８．３�
２３ ラ ル ケ ッ ト 牝５青鹿５５ D．ホワイト �サンデーレーシング 和田 正道 早来 ノーザンファーム ５０４＋ ４１：３４．４３ ７．４�

（香港）

７１３ ケイアイライジン 牡４栗 ５７ 内田 博幸 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 日高 メイプルファーム ５０２＋ ８１：３４．５クビ １４．０	
６１１ ダイレクトキャッチ 牡６黒鹿５７ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 村山 明 追分 追分ファーム ４９４＋ ２ 〃 クビ ３６．６

３４ ニシノメイゲツ 牡３青鹿５５ 藤田 伸二西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 ４４６＋ ２ 〃 アタマ ２１．３�
６１０	
 タイガーファング 牡５黒鹿５７ 安藤 勝己吉田 千津氏 藤沢 和雄 米 Shadai Farm ４５４＋ ４１：３４．６クビ １７．８�
３５ オリオンザドンペリ 牡６栗 ５７ 勝浦 正樹平本 敏夫氏 小西 一男 三石 大塚牧場 ４９４± ０１：３４．８１� ４０．６
４７ ダイワルビア 牡６栗 ５７ 武士沢友治大城 敬三氏 鹿戸 雄一 早来 ノーザンファーム ５２０± ０ 〃 ハナ ８３．１�
５８ クリムゾンベガ 牡６黒鹿５７ 松岡 正海 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４９８＋１２１：３５．０１� １２９．０�
８１４ キタノリューオー 牡６栗 ５７ 北村 宏司�木村牧場 高橋 裕 新冠 アラキフアーム ５６８＋ ６１：３５．１クビ ６．３�
８１５ ブーケフレグランス 牝５栗 ５５ 福永 祐一 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５１６－１０１：３５．３１� ７１．１�

（１４頭）
１１ ハロースピード 牝６栗 ５５ 津村 明秀福島 実氏 相沢 郁 三石 山際牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ４７，１０５，７００円 複勝： ６８，３３３，４００円 枠連： ４５，５８９，６００円

普通馬連： ２００，２０４，４００円 馬単： １０８，７１８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ５５，９４７，５００円

３連複： ２０２，４５９，７００円 ３連単： ３６２，５７０，２００円 計： １，０９０，９２８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １５０円 � ２９０円 � ２３０円 枠 連（２－７） ５９０円

普通馬連 �� １，８９０円 馬 単 �� ２，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７９０円 �� ５８０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� ４，１００円 ３ 連 単 ��� １９，９２０円

票 数

単勝票数 計 ４７１０５７ 的中 � １４１１９４（１番人気）
複勝票数 計 ６８３３３４ 的中 � １４９５８６（１番人気）� ５３３０７（６番人気）� ７４５７６（４番人気）
枠連票数 計 ４５５８９６ 的中 （２－７） ５７１５０（２番人気）
普通馬連票数 計２００２０４４ 的中 �� ７８５７２（６番人気）
馬単票数 計１０８７１８１ 的中 �� ３０００３（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５５９４７５ 的中 �� １７４７２（７番人気）�� ２４９５０（２番人気）�� １２６５２（１４番人気）
３連複票数 計２０２４５９７ 的中 ��� ３６４５９（９番人気）
３連単票数 計３６２５７０２ 的中 ��� １３４３９（３９番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．７―１１．８―１２．０―１１．３―１１．２―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．４―３５．１―４６．９―５８．９―１：１０．２―１：２１．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フラガラッハ �
�
父 デュランダル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．１２．２０ 阪神２着

２００７．４．３生 牡３鹿 母 ス キ ッ フ ル 母母 ザ ス キ ー ト ７戦４勝 賞金 ５３，２５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １５時０１分に変更。
〔出走取消〕 ハロースピード号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
※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。



２８０８３１０月３１日 曇 稍重 （２２東京４）第８日 第１１競走 ��
��２，０００�第１４２回天 皇 賞 （ 秋 ）（ＧⅠ）

発走１５時４０分 （芝・左）
３歳以上，除３歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５６�４歳以上５８�，牝馬
２�減

天皇賞・日本馬主協会連合会会長賞（１着）
賞 品

本 賞 １３２，０００，０００円 ５３，０００，０００円 ３３，０００，０００円 ２０，０００，０００円 １３，２００，０００円
付 加 賞 ３，８２２，０００円 １，０９２，０００円 ５４６，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

レースレコード

１：５７．２
１：５６．４
１：５７．２

良

良

良

１２ ブエナビスタ 牝４黒鹿５６ C．スミヨン �サンデーレーシング 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４５６－ ４１：５８．２ ２．２�
（仏）

４７ ペ ル ー サ 牡３栗 ５６ 安藤 勝己山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５０２－ ４１：５８．５２ ８．９�
６１２ アーネストリー 牡５鹿 ５８ 佐藤 哲三前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ５３０± ０１：５８．７１� ４．９�
３５ オウケンサクラ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 ４９２－１２１：５８．９１� １１９．８�
７１４ ネヴァブション 牡７黒鹿５８ 後藤 浩輝廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 早田牧場新

冠支場 ４９２＋ ６ 〃 クビ ４３．８�
５１０ シ ン ゲ ン 牡７黒鹿５８ 藤田 伸二吉田 千津氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９４－ ２１：５９．０クビ ８．３�
５９ トウショウシロッコ 牡７黒鹿５８ 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 ４７８＋１２１：５９．３１	 １１６．９

３６ スマイルジャック 牡５黒鹿５８ 三浦 皇成齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 ４９４＋ ６１：５９．４� ５５．４�
６１１ ア ク シ オ ン 牡７鹿 ５８ 武 豊中田 徹氏 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ５３０＋ ４ 〃 アタマ ３３．９�
７１３ ヤマニンキングリー 牡５栗 ５８ 吉田 隼人土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４８２＋１２ 〃 ハナ １０８．２
７１５ スーパーホーネット 牡７鹿 ５８ 藤岡 佑介田島 政光氏 矢作 芳人 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４７６＋ ２１：５９．５� ２７．６�
４８ シ ル ポ ー ト 牡５鹿 ５８ 酒井 学百万 武夫氏 西園 正都 静内 タイヘイ牧場 ４８８＋ ２１：５９．９２� ８０．７�
８１６ キャプテントゥーレ 牡５芦 ５８ 小牧 太 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４６４＋ ８２：００．１１ ２８．４�
８１８ ア リ ゼ オ 牡３黒鹿５６ 福永 祐一 �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２６＋ ６２：００．２	 ２４．９�
８１７
 コスモファントム 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 宮 徹 米 Joan Hadley

Thoroughbreds ４９２＋ ２２：００．４	＋クビ １２４．１�
１１ ショウワモダン 牡６鹿 ５８ 柴田 善臣山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５１８＋ ４２：００．６１� ４８．９�
２４ 
 エイシンアポロン 牡３栗 ５６ 蛯名 正義平井 豊光氏 岡田 稲男 米 Silk and Scar-

let Syndicate ５０２± ０ 〃 クビ ２６．６�
２３ ジャガーメイル 牡６鹿 ５８ D．ホワイト 吉田 和美氏 堀 宣行 浦河 アイオイファーム B４８４＋１２ （降着） １４．６�

（香港）

（１８頭）

売 得 金

単勝： ５８７，４８９，８００円 複勝： ６５４，８１５，６００円 枠連： ６８６，４４７，６００円

普通馬連： ２，７４３，９３８，６００円 馬単： １，６７６，５６７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ６８４，０７７，０００円

３連複： ３，４９４，０６４，３００円 ３連単： ７，８９４，４５０，４００円 計： １８，４２１，８５０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � ２４０円 � １５０円 枠 連（１－４） １，０１０円

普通馬連 �� １，０３０円 馬 単 �� １，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ２１０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� １，６８０円 ３ 連 単 ��� ７，４８０円

票 数

単勝票数 計５８７４８９８ 的中 � ２１８７０５３（１番人気）
複勝票数 計６５４８１５６ 的中 � ２８１３９５８（１番人気）� ４３２５２８（４番人気）� ９８５２６１（２番人気）
枠連票数 計６８６４４７６ 的中 （１－４） ５０５５９９（４番人気）
普通馬連票数 計２７４３９３８６ 的中 �� １９８１９３９（３番人気）
馬単票数 計１６７６５６７１ 的中 �� ７４７０３２（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計６８４０７７０ 的中 �� ３７２１１１（３番人気）�� ９８８２５８（１番人気）�� １５７７４８（７番人気）
３連複票数 計３４９４０６４３ 的中 ���１５４３８６１（２番人気）
３連単票数 計７８９４４５０４ 的中 ��� ７７８９０７（８番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１１．６―１１．６―１２．２―１２．０―１２．２―１１．７―１１．３―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．７―３５．３―４６．９―５９．１―１：１１．１―１：２３．３―１：３５．０―１：４６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．１―３F３４．９

３ ８－（５，１６）（１２，１７）（６，１８）（２，１３）（４，１０，１４）３（１，９，１５）７－１１
２
４

８（５，１６）（６，１２，１７）（１３，１８）（４，２）（１０，１４）（１，３，９）１５（７，１１）
８－（５，１６）（１２，１７）（６，１８）（２，１３）１４（４，３）１０（１，９，１５）－７，１１

勝馬の
紹 介

ブエナビスタ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Caerleon デビュー ２００８．１０．２６ 京都３着

２００６．３．１４生 牝４黒鹿 母 ビ ワ ハ イ ジ 母母 ア グ サ ン １４戦８勝 賞金 ８４７，８７３，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走状況〕 ペルーサ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔降着〕 ジャガーメイル号は，１５位〔タイム２分００秒３，着差	馬身〕に入線したが，最後の直線コースで急に内側に斜行して

「エイシンアポロン」号の走行を妨害したため１８着に降着。
〔制裁〕 ジャガーメイル号の騎手D．ホワイトは，最後の直線コースで急に内側に斜行したことについて平成２２年１１月６日から

平成２２年１１月１４日まで騎乗停止。
ヤマニンキングリー号の騎手吉田隼人は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。（９番・１番
への進路影響）

※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。
（非抽選馬） ６頭 ジャミール号・ショウナンライジン号・シルクネクサス号・セイウンワンダー号・トゥザグローリー号・

リルダヴァル号
※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。



２８０８４１０月３１日 曇 重 （２２東京４）第８日 第１２競走 ��
��１，４００�東京ゴールデンプレミアム

発走１６時２０分 （エアグルーヴメモリアル） （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 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

１２ � インオラリオ 牡５鹿 ５７ C．スミヨン 藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi
Fujita ５１８－１０１：２２．６ ４．２�

（仏）

２３ メトロノース 牡４芦 ５７ 内田 博幸 �キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４７８＋ ２ 〃 クビ ４．８�
４７ ウインブシドウ 牡３黒鹿５５ D．ホワイト �ウイン 池江 泰郎 新冠 松浦牧場 ４９０＋ ６１：２３．５５ ４．０�

（香港）

８１６ ツクバホクトオー 牡４黒鹿５７ 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４６８＋ ８１：２３．８１� １０．１�
５９ ディアマジェスティ 牡４黒鹿５７ 福永 祐一寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 橋本牧場 ４５２－ ６１：２４．１２ １８．６�
６１１� ギシアラバストロ 牡６青鹿５７ 北村 宏司吉田 和美氏 古賀 慎明 米 Racehorse Man-

agement, LLC ４８６± ０１：２４．２クビ ５３．１	
２４ カネスラファール 牡６黒鹿５７ 小牧 太杉澤 光雄氏 伊藤 大士 門別 坂 牧場 ４８４＋ ２１：２４．３	 １２７．０

１１ ノーリプライ 
６芦 ５７ 三浦 皇成�瀬 真尚氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４９２－ ２１：２４．５１ ７．４�
３５ ブラッシュアップ 牡５栗 ５７ 藤岡 佑介 �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 ４７２＋ ２１：２４．６	 ５８．４�
５１０ ブイチャレンジ 牡５栗 ５７ 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 門別 川島 良一 ４８６＋ ６１：２４．７クビ ２１．２
４８ フィールドジュエル 牡８鹿 ５７ 柴田 善臣地田 勝三氏 西園 正都 早来 ノーザンファーム B４８２＋ ２ 〃 ハナ ６０．４�
７１４ シルクアルボーレ 牡８鹿 ５７ 柴山 雄一有限会社シルク星野 忍 新冠 早田牧場新

冠支場 ４５６± ０１：２４．９１	 ２１０．１�
６１２ ダノンブライアン 
６鹿 ５７ 勝浦 正樹�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５１０－ ２１：２５．１１	 ５１．７�
８１５� ブルーデインヒル 牡５鹿 ５７ 田中 博康 �ブルーマネジメント加藤 征弘 米 Britton House

Stud Ltd. ４８２＋ ２１：２５．２	 ５１．６�
３６ ケイアイダイオウ 牡４鹿 ５７ 伊藤 工真 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか グランド牧場 ５３６＋ ２１：２５．４１� １８．５�
７１３ ジェイケイボストン 
７黒鹿５７ 柴田 大知小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム B５１６－ ２１：２５．６１	 ２５０．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ７５，６２６，３００円 複勝： １０１，９４０，８００円 枠連： ７８，７０１，９００円

普通馬連： ３０７，２５８，５００円 馬単： １６６，５５１，４００円 ワイド【拡大馬連】： ９４，３８０，４００円

３連複： ３６６，１５３，５００円 ３連単： ６９８，８８８，０００円 計： １，８８９，５００，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １６０円 � １８０円 � １５０円 枠 連（１－２） ７５０円

普通馬連 �� １，０２０円 馬 単 �� ２，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ２９０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� １，２２０円 ３ 連 単 ��� ６，４１０円

票 数

単勝票数 計 ７５６２６３ 的中 � １４９６２４（２番人気）
複勝票数 計１０１９４０８ 的中 � １７００１５（２番人気）� １５８３１０（３番人気）� ２０２４３９（１番人気）
枠連票数 計 ７８７０１９ 的中 （１－２） ８１８８１（２番人気）
普通馬連票数 計３０７２５８５ 的中 �� ２３８０４９（３番人気）
馬単票数 計１６６５５１４ 的中 �� ６１８５２（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９４３８０４ 的中 �� ５８７５５（３番人気）�� ８７９８４（１番人気）�� ６３８１６（２番人気）
３連複票数 計３６６１５３５ 的中 ��� ２３６１１５（１番人気）
３連単票数 計６９８８８８０ 的中 ��� ８５９３１（４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．５―３５．４―４７．４―５８．７―１：１０．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�インオラリオ �
�
父 Holy Bull �

�
母父 Native Prospector デビュー ２００８．３．１６ 中山２着

２００５．２．２２生 牡５鹿 母 Knight Prospector 母母 Knights Crozier １１戦５勝 賞金 ６９，６１５，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 ウインプレミアム号・キャトルキャール号・ゴールドアグリ号・スターボード号・タガノシュペリエル号・

ハードランナー号・ピースオブパワー号・フェイムロバリー号
※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。



（２２東京４）第８日 １０月３１日（日曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重
重

競走回数 １２回 出走頭数 １８７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

４５４，３６０，０００円
４２，８１０，０００円
７，４８０，０００円
４６，９２０，０００円
３１９，０００円
３１９，０００円

６６，９４０，０００円
５，４６５，０００円
１，８５１，３００円

勝馬投票券売得金
９３３，９４３，０００円
１，１８１，９６４，４００円
１，０１９，５４５，３００円
３，９８８，９０８，９００円
２，４３４，７８５，０００円
１，０８７，２５９，０００円
４，８８５，２０８，０００円
１０，３９０，１３６，７００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 ２５，９２１，７５０，３００円

総入場人員 ８３，９００名 （有料入場人員 ８１，４４１名）




