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２７０１３１０月７日 小雨 稍重 （２４東京４）第２日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時１５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

７１４ クレバーカイオウ 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信田� 正明氏 小西 一男 新冠 長浜牧場 ４５８＋１０１：２７．０ １．５�

４８ ゴールデンソウル 牡２栗 ５５ 丸山 元気落合 幸弘氏 斎藤 誠 新ひだか 土田 扶美子 ４３０± ０１：２７．１� ４２．９�
１２ デルマカマイタチ 牡２黒鹿５５ N．ピンナ 浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B４８０－ ４１：２７．４２ ８．０�

（伊）

２４ ヨイチピース 牡２栗 ５５ 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム ４４０＋ ２１：２８．１４ ２４４．１�
３６ ガッテンハピネス 牝２芦 ５４ 柴田 善臣大島 芳子氏 本間 忍 千歳 社台ファーム ４６２－ ６１：２８．２� ２２．５�
３５ テ ン ミ ラ イ 牡２栗 ５５ 松岡 正海天白 泰司氏 牧 光二 浦河 村中牧場 ４６４＋ ２１：２８．６２� １６．９�
８１６ パルトゥーラ 牝２栗 ５４ 中舘 英二加藤 誠氏 田中 剛 洞爺湖 メジロ牧場 ４３２－ ２ 〃 アタマ １１．３	
６１１ グロスヴァーグ 牡２鹿 ５５ 丸田 恭介岡田 壮史氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド ４５０－ ２１：２９．０２� １４９．５

５９ トミケングレンサ 牡２栗 ５５ 木幡 初広冨樫 賢二氏 水野 貴広 日高 戸川牧場 ４７０＋ ６１：２９．２１� ６．５�
６１２ アーケオプテリクス 牝２鹿 ５４ 武士沢友治佐々木雄二氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド ４５８＋１４ 〃 クビ ３２７．５�
２３ ミヤビビスカ 牝２鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人村上 義勝氏 大江原 哲 浦河 金石牧場 ４２４－ ６１：２９．５１� ２１２．２
４７ タカネナデシコ 牝２芦 ５４ 柴山 雄一畠山伊公子氏 畠山 吉宏 青森 有限会社

ラークヒルズ ４５０－ ４１：２９．６� ３７．０�
８１５ マイネルインペリオ 牡２栗 ５５ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新ひだか 増本牧場 ４７８＋ ４１：２９．８１ ２６７．６�
１１ シ ー ボ ル ト 牡２栗 ５５ 三浦 皇成重松 國建氏 黒岩 陽一 新ひだか 前川 勇 ４９０＋ ８１：３０．５４ ５７．３�
７１３ アーリーボーイ 牡２鹿 ５５ 北村 宏司冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム ５０２＋ ６１：３０．７� ７４．１�
５１０ マイネルピルグリム 牡２青鹿５５ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム ４７８＋１４１：３０．８� ２７６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，３９３，５００円 複勝： ６０，９６６，６００円 枠連： １７，２１８，２００円

馬連： ５４，８４７，８００円 馬単： ４７，２１６，１００円 ワイド： ２８，１９１，５００円

３連複： ７９，３０８，４００円 ３連単： １４６，３０５，７００円 計： ４５９，４４７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ６５０円 � ２１０円 枠 連（４－７） １，０９０円

馬 連 �� ２，５２０円 馬 単 �� ３，３１０円

ワ イ ド �� ９６０円 �� ３４０円 �� ２，５６０円

３ 連 複 ��� ５，１６０円 ３ 連 単 ��� ２２，５２０円

票 数

単勝票数 計 ２５３９３５ 的中 � １３７８７９（１番人気）
複勝票数 計 ６０９６６６ 的中 � ３７８０２９（１番人気）� ９４４９（８番人気）� ４２２０４（４番人気）
枠連票数 計 １７２１８２ 的中 （４－７） １１７５９（５番人気）
馬連票数 計 ５４８４７８ 的中 �� １６１０２（８番人気）
馬単票数 計 ４７２１６１ 的中 �� １０５３３（１０番人気）
ワイド票数 計 ２８１９１５ 的中 �� ６９６８（１０番人気）�� ２３０９０（３番人気）�� ２４７５（２７番人気）
３連複票数 計 ７９３０８４ 的中 ��� １１３５１（１６番人気）
３連単票数 計１４６３０５７ 的中 ��� ４７９６（６７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．７―３５．５―４８．３―１：００．９―１：１３．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クレバーカイオウ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１２．７．１４ 新潟２着

２０１０．３．１４生 牡２鹿 母 オードトワレ 母母 マ キ ー ナ ４戦１勝 賞金 １０，５５０，０００円
〔発走状況〕 マイネルインペリオ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 デルマカマイタチ号の騎手N．ピンナは，向正面で外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（４番・５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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 エルフショット号・ヤマタケハーディ号
※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。

２７０１４１０月７日 小雨 良 （２４東京４）第２日 第２競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１０時４５分 （芝・左）

牝，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

６１２ ジーニマジック 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義田所 英子氏 小笠 倫弘 日高 天羽牧場 ４７４－ ２１：３５．４ ５．６�

５９ アドマイヤイチバン 牝２青鹿５４ 福永 祐一近藤 利一氏 戸田 博文 日高 シンボリ牧場 ４６２± ０１：３５．８２� ４．９�
１１ フィールザロマンス 牝２黒鹿５４ 松岡 正海加藤 信之氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 ４５０－ ８１：３６．１２ １８．９�
２３ ミラクルアスク 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ４４０＋１２ 〃 クビ ５．５�
７１４ レッドマニッシュ 牝２黒鹿５４ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４７２＋１２１：３６．２クビ １０．９�
７１３ シャトルダンサー 牝２鹿 ５４ 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 上原 博之 浦河 細道牧場 ４４８＋ ２１：３６．３� ３０．８�
５１０ コスモサンチャン 牝２鹿 ５４ 津村 明秀 	ビッグレッドファーム 小野 次郎 新冠 コスモヴューファーム ４２２＋ ６１：３６．４� １１．６

１２ コスモケリア 牝２栗 ５４ 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 様似 猿倉牧場 ４５６± ０１：３６．８２� ６３．０�
３６ アポロアルテミス 牝２栗 ５４ 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 日高 藤本 友則 ４２６－ ６１：３７．２２� ３６４．６�
８１６ マリンブリッジ 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人岡 浩二氏 中川 公成 新冠 有限会社 大

作ステーブル ３９６－ ８１：３７．３� ６７．８
８１５ ダイメイクイーン 牝２黒鹿５４ 柴山 雄一宮本 孝一氏 石栗 龍彦 新ひだか 高橋 修 ４２６＋ ２１：３７．５１� １４３．３�
４８ ポ ッ ド レ イ 牝２青鹿５４ 田辺 裕信小川眞査雄氏 小桧山 悟 新ひだか 坂本 春雄 ４２４－ ８１：３７．６� ８７．７�
２４ ミ ヅ ハ ノ メ 牝２青鹿５４ 大野 拓弥田上 雅春氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド ４５８－ ２１：３７．７� １５６．２�
６１１ フジシルクレディー 牝２黒鹿５４ 嘉藤 貴行	フジレーシング 高橋 文雅 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４２６－ ４１：３８．０１� ５２７．３�
３５ キャロルツリー 牝２鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人�Basic 田島 俊明 新冠 高橋 忍 ４２６－１０１：３８．１� ４３３．３�
４７ トクラットリバー 牝２黒鹿５４ 横山 典弘吉田 勝己氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム ４５２＋ ２１：３８．２� ２．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，８３２，４００円 複勝： ４７，４１４，０００円 枠連： １８，０５２，５００円

馬連： ６５，７８３，８００円 馬単： ４５，８４４，３００円 ワイド： ３２，２７２，８００円

３連複： ９１，８７４，８００円 ３連単： １４０，６８２，７００円 計： ４６８，７５７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � １９０円 � １９０円 � ４３０円 枠 連（５－６） ８７０円

馬 連 �� １，１８０円 馬 単 �� ２，５８０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� １，２９０円 �� １，４６０円

３ 連 複 ��� ５，２９０円 ３ 連 単 ��� ２５，０２０円

票 数

単勝票数 計 ２６８３２４ 的中 � ３８２１８（４番人気）
複勝票数 計 ４７４１４０ 的中 � ７６１３７（２番人気）� ７３７２７（３番人気）� ２３１１６（７番人気）
枠連票数 計 １８０５２５ 的中 （５－６） １５３５７（４番人気）
馬連票数 計 ６５７８３８ 的中 �� ４１３７５（４番人気）
馬単票数 計 ４５８４４３ 的中 �� １３１１７（１０番人気）
ワイド票数 計 ３２２７２８ 的中 �� １８８８４（４番人気）�� ５９４５（１６番人気）�� ５２２０（１７番人気）
３連複票数 計 ９１８７４８ 的中 ��� １２８３８（１８番人気）
３連単票数 計１４０６８２７ 的中 ��� ４１５１（７３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．０―３６．３―４７．８―１：００．１―１：１２．２―１：２３．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジーニマジック �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Alzao デビュー ２０１２．９．１７ 中山３着

２０１０．２．２５生 牝２鹿 母 ベッラベリッシモ 母母 Bella Vitessa ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
※出走取消馬 サンマルアクトレス号（疾病〔左肩跛行〕のため）

第４回 東京競馬 第２日



２７０１５１０月７日 小雨 良 （２４東京４）第２日 第３競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１１時１５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

１：２１．２
１：２０．３

良

良

８１７ ハニームーナー 牝２栗 ５４ 横山 典弘 H.R.H．プリンセス・ハヤ 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４３４± ０１：２４．１ ３．４�

５９ スーパーアース 牝２黒鹿５４ 江田 照男岡田 牧雄氏 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 ４５２＋ ６ 〃 ハナ ６７．３�
１１ オーペドアンジョ 牡２青 ５５ 田辺 裕信桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 ４１２＋ ２ 〃 クビ ６．０�
４８ オクタヴィア 牝２鹿 ５４ 北村 宏司岡田 牧雄氏 古賀 慎明 新ひだか 前田 宗将 ３８８± ０１：２４．２クビ ６０．５�
６１１ アラビアンドラゴン 牡２芦 ５５ 田中 勝春吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム ４３２－ ８ 〃 ハナ ３０．３�
５１０ ベストバニヤン 牝２青鹿５４ 松岡 正海津村 靖志氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 ４４２－１０１：２４．３� １７．１�
８１６ ドラゴントーク 牝２黒鹿５４ 内田 博幸窪田 康志氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４３８－ ４１：２４．４� ７．９�
６１２ イ ク ラ ン 牡２栗 ５５ 嘉藤 貴行	ミルファーム 小野 次郎 浦河 ミルファーム ４４２－ ２１：２４．６１� ２７４．３

３５ コスモフラウ 牝２鹿 ５４ 丹内 祐次岡田 繁幸氏 水野 貴広 日高 ヤナガワ牧場 ４０６－ ８１：２４．７クビ １４７．６�
４７ 	 トゥールモンド 牡２栗 ５５ 蛯名 正義 	サンデーレーシング 尾形 充弘 仏 Mr Raphael

Verspieren ４５２－ ２１：２４．８� ２．７�
２４ ゴッドガーデン 牝２栗 ５４ 丸山 元気柴原 榮氏 根本 康広 新冠 川上 悦夫 ４１２－ ４１：２４．９� １２０．４
３６ レ デ ィ ノ ボ 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成�LS.M 天間 昭一 日高 日高大洋牧場 ４６８＋ ２ 〃 ハナ ２４．５�
７１３ カシノオパール 牝２芦 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 前川 隆則 ４３０＋１２１：２５．１１� ３３９．３�
７１５ コスモスターター 牝２栗 ５４ 石橋 脩 	ビッグレッドファーム 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム ４１４± ０１：２５．４１� １０．６�
７１４ メローアップル 牝２鹿 ５４

５１ ▲西村 太一	下河辺牧場 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 ４２６＋ ４１：２５．７２ ２６９．２�
８１８ コスモキャロル 牝２鹿 ５４ 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 中野 栄治 日高 前川 義則 ４４０－ ４ 〃 ハナ １５２．８�
２３ レディースワロー 牝２鹿 ５４ 木幡 初広中村 浩章氏 中野 栄治 日高 沖田牧場 ４３４－ ２１：２５．８� ２４８．４�
１２ カシノスペル 牡２鹿 ５５

５２ ▲原田 和真柏木 務氏 二本柳俊一 鹿児島 柏木 務 ４７８＋ ２１：２６．２２� ３９７．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２５，６１９，４００円 複勝： ３８，６９８，５００円 枠連： ２０，５２５，９００円

馬連： ６２，５５６，０００円 馬単： ４１，９４７，１００円 ワイド： ３０，２２０，０００円

３連複： ８７，３５８，１００円 ３連単： １３１，７６１，３００円 計： ４３８，６８６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １７０円 � １，１８０円 � ２１０円 枠 連（５－８） １，８７０円

馬 連 �� １７，３７０円 馬 単 �� ２７，５００円

ワ イ ド �� ３，３３０円 �� ７２０円 �� ４，６８０円

３ 連 複 ��� ３２，１００円 ３ 連 単 ��� ２００，５００円

票 数

単勝票数 計 ２５６１９４ 的中 � ５９５４９（２番人気）
複勝票数 計 ３８６９８５ 的中 � ７３６７６（２番人気）� ６２７１（１０番人気）� ５１６２２（３番人気）
枠連票数 計 ２０５２５９ 的中 （５－８） ８１１１（８番人気）
馬連票数 計 ６２５５６０ 的中 �� ２６５９（３５番人気）
馬単票数 計 ４１９４７１ 的中 �� １１２６（６２番人気）
ワイド票数 計 ３０２２００ 的中 �� ２１７３（３３番人気）�� １１０１１（７番人気）�� １５３８（３８番人気）
３連複票数 計 ８７３５８１ 的中 ��� ２００９（７６番人気）
３連単票数 計１３１７６１３ 的中 ��� ４８５（４３５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．１―１２．５―１１．７―１１．６―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．８―３５．９―４８．４―１：００．１―１：１１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３５．７
３ ・（９，１１）１２（１，３，７，１７）（２，６，８）（１６，１４）（１３，１８）１５，５－（４，１０） ４ ９，１１（１，１２）３（７，１７）（２，６）８（１６，１３，１４）（５，１５，１８）（４，１０）

勝馬の
紹 介

ハニームーナー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Selkirk デビュー ２０１２．７．７ 函館１０着

２０１０．２．２４生 牝２栗 母 ブライダルソング 母母 Wedding of the Sea ４戦１勝 賞金 ７，５００，０００円
〔発走状況〕 トゥールモンド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

２７０１６１０月７日 小雨 稍重 （２４東京４）第２日 第４競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１１時４５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

１：３６．９
１：３６．９

不良

不良

８１４ ファイブタブレット 牡２栗 ５５ 三浦 皇成 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム ４７４ ―１：４０．３ ７．９�

８１３ プロモントーリオ 牡２鹿 ５５ 中舘 英二水上 行雄氏 萩原 清 日高 道見牧場 ４９４ ―１：４０．６２ ４５．７�
６１０ モルダバイト 牡２芦 ５５ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 土田農場 ５１２ ―１：４０．９２ ５０．９�
４５ ゲマインシャフト 牡２鹿 ５５ 松岡 正海丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム ４７８ ― 〃 ハナ ８．６�
３４ � エイシンラムダ 牡２鹿 ５５ 北村 宏司平井 豊光氏 坂口 正則 米 Fred W.

Hertrich III ４８４ ―１：４１．４３ ６．７�
２２ ハルカナルブルー 牝２黒鹿５４ 柴田 大知 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４６６ ―１：４１．６� ２３．７	
１１ � アポロソニック 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 IEAH Stables &

Andrew Cohen ５３２ ―１：４２．０２� １．７

６９ スイートジグ 牝２黒鹿５４ 大野 拓弥シンボリ牧場 鈴木 伸尋 新ひだか シンボリ牧場 ５２６ ―１：４２．１� ７２．８�
４６ ユ ウ ヅ キ 牝２鹿 ５４ 丸田 恭介�テシオ 小笠 倫弘 日高 モリナガファーム ４６４ ―１：４２．２� ４０．８�
３３ イラッシャイマセ 牡２栗 ５５ 中谷 雄太井上 久光氏 柴田 政人 日高 法理牧場 ４６０ ―１：４２．７３ ８９．３
５７ ヤマニンモントル 牡２黒鹿５５ 田中 博康土井 肇氏 菊沢 隆徳 新冠 錦岡牧場 ４５６ ―１：４２．８クビ ５９．１�
７１１ マキノクィーン 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠島宮 萬喜氏 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 ４９２ ―１：４３．３３ １４．２�
７１２ カツトシクン 牡２栗 ５５ 吉田 隼人吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 ４４４ ―１：４３．６２ １７１．３�
５８ ヴィーンゴールブ 牝２青鹿５４ 内田 博幸高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 藤沢牧場 ５０４ ―１：４５．２１０ ３７．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２７，４３３，９００円 複勝： ５０，０１７，８００円 枠連： １８，６４４，６００円

馬連： ５４，７７５，６００円 馬単： ４７，５４２，５００円 ワイド： ２８，９５３，４００円

３連複： ７１，８２１，９００円 ３連単： １３１，２２４，５００円 計： ４３０，４１４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ３４０円 � １，４６０円 � １，２７０円 枠 連（８－８） １０，９６０円

馬 連 �� １２，１７０円 馬 単 �� ２２，２５０円

ワ イ ド �� ３，３２０円 �� ３，５５０円 �� １１，１４０円

３ 連 複 ��� １４８，８９０円 ３ 連 単 ��� ８８８，４８０円

票 数

単勝票数 計 ２７４３３９ 的中 � ２７７０４（３番人気）
複勝票数 計 ５００１７８ 的中 � ４４７６７（４番人気）� ８３７６（１０番人気）� ９７６５（９番人気）
枠連票数 計 １８６４４６ 的中 （８－８） １２５６（２６番人気）
馬連票数 計 ５４７７５６ 的中 �� ３３２２（２９番人気）
馬単票数 計 ４７５４２５ 的中 �� １５７７（４２番人気）
ワイド票数 計 ２８９５３４ 的中 �� ２１６０（３２番人気）�� ２０１９（３３番人気）�� ６３３（７０番人気）
３連複票数 計 ７１８２１９ 的中 ��� ３５６（２１１番人気）
３連単票数 計１３１２２４５ 的中 ��� １０９（１０１３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１２．３―１３．７―１３．１―１２．７―１２．２―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．７―３６．０―４９．７―１：０２．８―１：１５．５―１：２７．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファイブタブレット �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２０１０．２．１２生 牡２栗 母 アグネスショコラ 母母 スキーパラダイス １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出走取消馬 エイシンチャクエク号（疾病〔左肩跛行〕のため）



２７０１７１０月７日 曇 良 （２４東京４）第２日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時３５分 （芝・左）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４６．９
１：４６．４

良

良

４４ サトノネプチューン 牡２鹿 ５５ N．ピンナ 里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４９８ ―１：５２．６ ５．３�
（伊）

３３ ダービーフィズ 牡２栗 ５５ 蛯名 正義 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４４６ ― 〃 ハナ ４．４�
８１２ ヤマチョウボス 牡２鹿 ５５ 津村 明秀長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム ４８４ ― 〃 ハナ ２０．７�

（ヤマチョウハセガワ）

８１３ ミシシッピデルタ 牡２芦 ５５ 柴山 雄一難波 経雄氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム ４５８ ― 〃 アタマ ６３．３�
６９ ラルプデュエズ 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ４９６ ― 〃 アタマ ６．４�
５７ ベルモントホウオウ 牝２青鹿５４ 三浦 皇成 �ベルモントファーム 鈴木 伸尋 新冠 ベルモント

ファーム ４８０ ― 〃 クビ ３５．４�
２２ ヒカルエリントン 牡２鹿 ５５ 福永 祐一�橋 京子氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ５３６ ― 〃 アタマ ２．６	
７１０ ダルメシアン 牡２青 ５５ 丸田 恭介本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 前田 宗将 ４６２ ―１：５２．９１� ４９．６

１１ イオンドライブ 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム ４４６ ―１：５３．０クビ １７．４�
７１１ ケイアイレーヴェ 牡２青鹿５５ 内田 博幸 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 新ひだか 平野牧場 ４６８ ― 〃 アタマ ９．２
４５ コスモロックダンス 牡２鹿 ５５ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高柳 瑞樹 新ひだか 由利 徳之 ４５０ ―１：５３．７４ １０２．６�
６８ ブリリアントダンス 牡２鹿 ５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド ４７８ ―１：５４．２３ ２１２．４�
５６ ディアギャラクシー 牡２鹿 ５５ 吉田 豊ディアレスト 田中 剛 浦河 松栄牧場 ５１２ ―１：５７．０大差 １９５．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２９，８５４，５００円 複勝： ４０，２４７，７００円 枠連： １５，２７５，２００円

馬連： ５９，８４５，３００円 馬単： ４３，８１９，６００円 ワイド： ２７，６５５，２００円

３連複： ７９，３８０，３００円 ３連単： １３７，２５６，５００円 計： ４３３，３３４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １９０円 � １９０円 � ３９０円 枠 連（３－４） １，２１０円

馬 連 �� １，３９０円 馬 単 �� ２，８００円

ワ イ ド �� ５００円 �� １，４５０円 �� １，１９０円

３ 連 複 ��� ７，２６０円 ３ 連 単 ��� ２９，８４０円

票 数

単勝票数 計 ２９８５４５ 的中 � ４４９８１（３番人気）
複勝票数 計 ４０２４７７ 的中 � ６３０５６（２番人気）� ６１６３９（３番人気）� ２２５８８（７番人気）
枠連票数 計 １５２７５２ 的中 （３－４） ９３２６（５番人気）
馬連票数 計 ５９８４５３ 的中 �� ３１９４７（５番人気）
馬単票数 計 ４３８１９６ 的中 �� １１５５２（１０番人気）
ワイド票数 計 ２７６５５２ 的中 �� １４７５３（４番人気）�� ４５０７（２０番人気）�� ５５６９（１４番人気）
３連複票数 計 ７９３８０３ 的中 ��� ８０７６（２３番人気）
３連単票数 計１３７２５６５ 的中 ��� ３３９５（１０３番人気）

ハロンタイム １３．４―１２．２―１２．９―１３．５―１３．３―１２．９―１１．８―１０．９―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．４―２５．６―３８．５―５２．０―１：０５．３―１：１８．２―１：３０．０―１：４０．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．３―３F３４．４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノネプチューン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 エンドスウィープ 初出走

２０１０．１．２４生 牡２鹿 母 アンナヴァン 母母 フサイチミニヨン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ラルプデュエズ号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。

２７０１８１０月７日 曇 稍重 （２４東京４）第２日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時０５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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．５

不良

不良

７１３ ド ル モ ン 牡３鹿 ５５ 柴田 善臣伊藤 信之氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 B４９４＋ ２１：２５．１ ３３．７�

５９ ジ ャ イ ア ン 牡４鹿 ５７ 丸山 元気�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４７８＋ ４１：２５．３１� ３．５�
５８ ラブリースター 牝３栃栗５３ 柴山 雄一長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム ４６４＋１２ 〃 クビ １０．７�
２３ � フランキンセンス 牡５鹿 ５７ 西田雄一郎加藤 厚子氏 松永 康利 新ひだか タツヤファーム ５３８＋ ６１：２５．４� １５．２�
３５ デュアルサクセス 牡５黒鹿５７ N．ピンナ 吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４４８＋１４ 〃 クビ １４．５�

（伊）

１１ ノ ボ ク ン 牡５鹿 ５７ 大庭 和弥�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 ４８２± ０１：２５．６� ５４．６	
６１１ メイスンファースト 牡７鹿 ５７

５４ ▲長岡 禎仁梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 地興牧場 B４８８± ０ 〃 ハナ ７．７

４６ � クラッシュアゲン 牡４黒鹿５７ 松岡 正海浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 ４９２＋２２１：２６．０２� ４．０�
２２ ルミナススカイ 牡３黒鹿５５ 吉田 隼人小林 久義氏 中川 公成 日高 エンドレス

ファーム ４６４± ０１：２６．３１� １０．２�
４７ カフェキングアイ 牡４鹿 ５７ 津村 明秀西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 静内白井牧場 ４４４＋ ４１：２６．４� ２６６．４
６１０� ダノンスプリーム 牡４栗 ５７ 田中 勝春�ダノックス 菊沢 隆徳 新ひだか 千代田牧場 ４６４＋ ６ 〃 クビ ７９．９�
８１４ スノウプリンス 牡４栗 ５７ 田辺 裕信野口 弘司氏 小西 一男 浦河 畔高牧場 ４７０＋ ２１：２６．７１� １２９．４�
８１５ カネトシミント 牡３黒鹿５５ 蛯名 正義兼松 利男氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 B５１４＋ ６１：２７．８７ ６．５�
３４ � エ ル サ ン ト 牡４鹿 ５７ 石橋 脩栗坂 崇氏 柴田 政人 日高 有限会社

飯田牧場 ４８８＋１５１：２８．０１� １０６．５�
７１２ ムジャウハラート 牝３黒鹿 ５３

５０ ▲杉原 誠人�辻牧場 伊藤 圭三 浦河 辻 牧場 B４７２＋ ６１：２８．２� ３３．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２４，３０３，５００円 複勝： ４６，８８４，８００円 枠連： ２２，１７９，２００円

馬連： ７０，７３２，３００円 馬単： ４５，８０４，３００円 ワイド： ３４，３２３，８００円

３連複： ９４，０２６，１００円 ３連単： １４７，３７０，４００円 計： ４８５，６２４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，３７０円 複 勝 � ６９０円 � １５０円 � ２８０円 枠 連（５－７） ２，３５０円

馬 連 �� ５，７６０円 馬 単 �� １６，４５０円

ワ イ ド �� １，５７０円 �� ２，７３０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� １４，６８０円 ３ 連 単 ��� １１８，０９０円

票 数

単勝票数 計 ２４３０３５ 的中 � ５６９７（１０番人気）
複勝票数 計 ４６８８４８ 的中 � １３４５０（９番人気）� １１３７０６（１番人気）� ４００９０（６番人気）
枠連票数 計 ２２１７９２ 的中 （５－７） ６９８８（１１番人気）
馬連票数 計 ７０７３２３ 的中 �� ９０７５（２３番人気）
馬単票数 計 ４５８０４３ 的中 �� ２０５６（５７番人気）
ワイド票数 計 ３４３２３８ 的中 �� ５３００（２１番人気）�� ２９７４（３５番人気）�� １４０５０（４番人気）
３連複票数 計 ９４０２６１ 的中 ��� ４７３０（５２番人気）
３連単票数 計１４７３７０４ 的中 ��� ９２１（３７４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．８―３５．４―４８．０―１：００．２―１：１２．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ド ル モ ン �
�
父 イーグルカフェ �

�
母父 マヤノトップガン デビュー ２０１１．８．７ 新潟１７着

２００９．３．１１生 牡３鹿 母 コ リ ン ナ 母母 シネマライフ １０戦２勝 賞金 １３，６５０，０００円
〔制裁〕 クラッシュアゲン号の調教師加藤和宏は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。
※出走取消馬 ピオニエトウショウ号（疾病〔右寛跛行〕のため）
※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。



２７０１９１０月７日 晴 稍重 （２４東京４）第２日 第７競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時３５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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．４
１：３３．３

重

良

７１３ アルディートプリエ 牝３黒鹿５３ 大野 拓弥吉岡 泰治氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム ５０２－ ４１：３７．９ １６．４�

７１４ タニセンヴォイス 牝３栗 ５３ 吉田 隼人染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４５４± ０ 〃 アタマ ５．０�
６１２ ピュアマインド 牝４栗 ５５ 吉田 豊吉田 照哉氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム ４４８－ ２ 〃 アタマ ５．４�
２３ タケデンサイレント 牝３鹿 ５３ 黛 弘人武市 弘氏 奥平 雅士 新ひだか 久米 和夫 ４６２＋１０ 〃 ハナ １９．２�
３６ スパークオンアイス 牝３鹿 ５３

５０ ▲長岡 禎仁西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４７４＋ ４１：３８．３２� ８．２�
８１５ オータムカラー 牝３栗 ５３ 蛯名 正義 �社台レースホース小島 茂之 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４－１０１：３８．４クビ １５．１�
６１１ パリーナチャン 牝３鹿 ５３ 北村 宏司�松栄牧場 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 ４３６－ ６ 〃 アタマ ５０．７	
５９ ウエスタンルーチェ 牝３黒鹿５３ 柴田 善臣西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか ウエスタンファーム ４４４＋１８１：３８．６１� １０９．１

８１６ チェルカトローバ 牝５鹿 ５５ 古川 吉洋近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム B４５２＋ ８１：３８．７クビ １５．４�
５１０� ホワイトジュエル 牝５芦 ５５ 福永 祐一 �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＋ ２１：３９．１２� ２４．５�
４８ ピアノボレロ 牝５鹿 ５５ 江田 照男谷掛 龍夫氏 嶋田 潤 新ひだか 片山牧場 ４３２＋ ６１：３９．５２� ４３．５
４７ � チリトテシャン 牝６鹿 ５５

５３ △嶋田 純次安蒜 忠國氏 柄崎 孝 新ひだか 安蒜 忠圀 ４６２－ ２１：３９．６クビ １７９．０�
２４ クラウディーハート 牝３鹿 ５３ 三浦 皇成 Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 有限会社

松田牧場 ４６６＋ ２１：３９．８� ４．２�
３５ ラ ヴ ェ ン ナ 牝３黒鹿 ５３

５０ ▲西村 太一�ターフ・スポート伊藤 圭三 浦河 大北牧場 ４７８＋ ２１：４０．２２� ２２．６�
１２ � オギノシュタイン 牝４黒鹿５５ 内田 博幸荻野 亮氏 加藤 征弘 新ひだか 静内白井牧場 ５００＋ ９１：４０．７３ ８．３�
１１ � メイショウフロリナ 牝５鹿 ５５ 小島 太一松本 好雄氏 中野 栄治 浦河 太陽牧場 ４２４－１６１：４１．５５ ２９６．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，２３３，２００円 複勝： ４３，０１３，０００円 枠連： ２７，３６６，１００円

馬連： ８１，２８２，６００円 馬単： ４８，６６６，４００円 ワイド： ３７，１０３，１００円

３連複： １１０，８１５，８００円 ３連単： １６９，３６７，５００円 計： ５４３，８４７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６４０円 複 勝 � ４４０円 � １９０円 � １９０円 枠 連（７－７） ４，４４０円

馬 連 �� ４，５４０円 馬 単 �� １０，３００円

ワ イ ド �� １，４６０円 �� １，６８０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ７，０１０円 ３ 連 単 ��� ４６，４４０円

票 数

単勝票数 計 ２６２３３２ 的中 � １２６２１（８番人気）
複勝票数 計 ４３０１３０ 的中 � ２０４４２（８番人気）� ６６６７０（３番人気）� ６８９１４（２番人気）
枠連票数 計 ２７３６６１ 的中 （７－７） ４５５３（１９番人気）
馬連票数 計 ８１２８２６ 的中 �� １３２２３（１８番人気）
馬単票数 計 ４８６６６４ 的中 �� ３４８７（４０番人気）
ワイド票数 計 ３７１０３１ 的中 �� ６０４６（１６番人気）�� ５１９６（２１番人気）�� ２１３７６（２番人気）
３連複票数 計１１０８１５８ 的中 ��� １１６７０（１６番人気）
３連単票数 計１６９３６７５ 的中 ��� ２６９２（１１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．２―３５．１―４７．６―１：００．１―１：１２．５―１：２５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．３―３F３７．８
３ ・（５，９）（８，１４）１３（６，１６）４，１２，１５（２，３，１０）１１，７－１ ４ ・（５，９）１４（８，１３）１６，６（４，１２）（３，１５）１０（２，１１）７－１

勝馬の
紹 介

アルディートプリエ �
�
父 シーキングザダイヤ �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー ２０１１．１２．２５ 中山７着

２００９．４．２０生 牝３黒鹿 母 プレイザフィールド 母母 エンジェルマインド ６戦２勝 賞金 １２，２００，０００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。
（非抽選馬） １頭 クラリスピンク号

２７０２０１０月７日 晴 良 （２４東京４）第２日 第８競走 ��２，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時０５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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

２３ ニシキホマレ 牡５鹿 ５７
５５ △嶋田 純次平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ５１６＋ ６２：２７．０ ８５．７�

５９ ヒールゼアハーツ 牡４栗 ５７ 福永 祐一 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４９４＋ ４２：２７．１� ４．３�
２２ サンライズトゥルー 牡３鹿 ５４ 池添 謙一松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 ４５２± ０２：２７．３１� ４．３�
１１ オメガオンリーワン 牡４芦 ５７ 内田 博幸原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ５５４＋１０２：２７．５１� １３．９�
３４ マイネルメダリスト 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 新冠伊藤牧場 ４８６＋ ２２：２７．７１ ２．２�
５８ ケイアイジーニアス 牡３鹿 ５４ 中舘 英二 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 新ひだか 折手牧場 ４５６± ０２：２７．８� １６．５	
４６ � カンタベリーナイト 牡３鹿 ５４ 武士沢友治峰 哲馬氏 佐藤 全弘 新ひだか 藤吉牧場 ４９０＋ ４２：２８．０１� ４９．９

８１４ マイネキャスリーン 牝３黒鹿５２ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４８２＋ ２ 〃 ハナ １５．６�
８１５� キャニオンシンザン 牡４栗 ５７

５４ ▲原田 和真谷川弘一郎氏 天間 昭一 浦河 谷川牧場 ４９４＋ ２２：２８．１� ４３５．４�
３５ � セルリアンディンゴ 牡４黒鹿５７ 木幡 初広�イクタ 天間 昭一 むかわ フラット牧場 ４９２＋ ６２：２８．４１� ４０６．４
７１２ リアルファッション 牝３芦 ５２

４９ ▲杉原 誠人有限会社シルク尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４６４± ０２：２８．７２ ３５．６�
６１１ キープビリービング 牡３黒鹿５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 菊川 正達 新ひだか 畑端牧場 ４７６－ ２ 〃 アタマ ８１．８�
７１３� トーセンサイレンス 牡４黒鹿５７ 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４６６＋ ８２：２９．６５ １３９．１�
６１０ ベルウッドホルン 牡３黒鹿５４ 吉田 隼人鈴木 照雄氏 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド ４７４－ ４２：２９．８１	 ５２．３�
４７ バーガンディミック 牡４栗 ５７ 岩田 康誠広尾レース� 松永 幹夫 日高 出口牧場 ４３２－１０２：３０．１２ ３６．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３６，４０７，５００円 複勝： ５４，３６１，９００円 枠連： ２４，６９３，２００円

馬連： ９３，６１２，４００円 馬単： ６２，０５８，６００円 ワイド： ３７，６５３，４００円

３連複： １０９，００５，３００円 ３連単： １９９，９５４，７００円 計： ６１７，７４７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８，５７０円 複 勝 � ２，０９０円 � １８０円 � ２３０円 枠 連（２－５） ９１０円

馬 連 �� ２０，８４０円 馬 単 �� ４８，３２０円

ワ イ ド �� ４，４６０円 �� ５，８００円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ３６，９７０円 ３ 連 単 ��� ３４７，２２０円

票 数

単勝票数 計 ３６４０７５ 的中 � ３３４８（１２番人気）
複勝票数 計 ５４３６１９ 的中 � ５０４０（１２番人気）� ９６５３７（２番人気）� ６６１９２（３番人気）
枠連票数 計 ２４６９３２ 的中 （２－５） ２０１４４（３番人気）
馬連票数 計 ９３６１２４ 的中 �� ３３１６（３７番人気）
馬単票数 計 ６２０５８６ 的中 �� ９４８（８４番人気）
ワイド票数 計 ３７６５３４ 的中 �� １９９４（４０番人気）�� １５２７（４６番人気）�� １８１６８（４番人気）
３連複票数 計１０９００５３ 的中 ��� ２１７６（８１番人気）
３連単票数 計１９９９５４７ 的中 ��� ４２５（５７３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１２．４―１２．３―１２．７―１２．９―１２．８―１２．４―１２．４―１１．７―１１．３―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．６―２４．０―３６．４―４８．７―１：０１．４―１：１４．３―１：２７．１―１：３９．５―１：５１．９―２：０３．６―２：１４．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニシキホマレ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ボールドノースマン デビュー ２００９．７．２６ 札幌８着

２００７．４．２８生 牡５鹿 母 ラブリースイート 母母 アカリホマレ １３戦２勝 賞金 １４，０４０，０００円
〔制裁〕 キャニオンシンザン号の騎手原田和真は，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５０，０００円。（１１番・１３

番への進路影響）



２７０２１１０月７日 晴 良 （２４東京４）第２日 第９競走 ��
��１，６００�

ろ く し ゃ

六 社 特 別
発走１４時３５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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ２３１，０００円 ６６，０００円 ３３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．３
１：３０．７

良

良

４４ サトノギャラント 牡３黒鹿５５ 横山 典弘里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９６＋ ６１：３３．６ ２．８�

８８ ショウナンラムジ 牡３鹿 ５５ 柴田 善臣国本 哲秀氏 矢作 芳人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４９４＋ ２１：３３．７� ３．９�
２２ オコレマルーナ 牡３青鹿５５ 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４４４＋１０１：３３．８� ４．２�
３３ � ディープフィールド 牡４黒鹿５７ 内田 博幸近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８６－ ４ 〃 クビ ７．１�
６６ コルノグランデ 牡４青鹿５７ 三浦 皇成吉田 勝己氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム ４６４＋ ２１：３３．９� １２．２�
１１ ブレイズアトレイル 牡３芦 ５５ N．ピンナ �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４８６－ ６１：３４．１１	 ２０．７	

（伊）

７７ ハイクラウン 牡３栗 ５５ 田中 勝春渡邊 隆氏 松山 康久 新冠 森 牧場 ４７４＋ ６１：３４．２� １５．５

５５ マ イ ヨ ー ル 牡６芦 ５７ 丹内 祐次岡田 繁幸氏 清水 美波 新ひだか 乾 皆雄 ５０６＋ ２１：３４．３
 ４０．４�
８９ マイネルアダマス 牡３鹿 ５５ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム B４０４－ ２１：３４．４� ２７．６�

（９頭）

売 得 金

単勝： ４５，７９２，７００円 複勝： ６５，４０９，８００円 枠連： ２０，４２９，３００円

馬連： １１５，８２６，７００円 馬単： ７３，６７５，５００円 ワイド： ３９，７３０，０００円

３連複： １２１，４１３，４００円 ３連単： ２８２，６８８，８００円 計： ７６４，９６６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � １４０円 枠 連（４－８） ４８０円

馬 連 �� ５７０円 馬 単 �� １，１１０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ２３０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ７３０円 ３ 連 単 ��� ３，３８０円

票 数

単勝票数 計 ４５７９２７ 的中 � １３３２７４（１番人気）
複勝票数 計 ６５４０９８ 的中 � １４９２３４（１番人気）� １３７９７３（２番人気）� １１６４１８（３番人気）
枠連票数 計 ２０４２９３ 的中 （４－８） ３１８５５（１番人気）
馬連票数 計１１５８２６７ 的中 �� １５０６８５（２番人気）
馬単票数 計 ７３６７５５ 的中 �� ４９４２３（２番人気）
ワイド票数 計 ３９７３００ 的中 �� ３６７３０（２番人気）�� ４７２２２（１番人気）�� ２９４８６（３番人気）
３連複票数 計１２１４１３４ 的中 ��� １２３６４４（１番人気）
３連単票数 計２８２６８８８ 的中 ��� ６１８９８（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２３．９―３５．７―４７．１―５８．７―１：１０．１―１：２１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．５―３F３４．９
３ ５，９（２，８）３（６，７）１＝４ ４ ５，９－（２，８）（３，７）（１，６）－４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノギャラント 
�
父 シンボリクリスエス 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．８．２１ 札幌３着

２００９．２．１３生 牡３黒鹿 母 スティンガー 母母 レガシーオブストレングス ８戦３勝 賞金 ４５，６７５，０００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。

２７０２２１０月７日 晴 稍重 （２４東京４）第２日 第１０競走 ��
��１，４００�テ レ ビ 静 岡 賞

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

テレビ静岡賞（１着）
賞 品

本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．５

不良

不良

８１４ トキノフウジン 牡５黒鹿５７ 横山 典弘田中 準市氏 昆 貢 新冠 村田牧場 ４５８＋ ２１：２３．７ ８．９�

２２ エーシンハダル 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義�栄進堂 野中 賢二 新ひだか タイヘイ牧場 B４９６＋ ４１：２３．９１� １７．２�
７１１ オリオンザポラリス 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 大塚牧場 ４６８＋ ６ 〃 クビ １９．５�
５８ アルゴリズム 牡４芦 ５７ 福永 祐一前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 鳥井牧場 B４８４＋ ４１：２４．１１ ２．２�
６１０ ユメノキラメキ 牝５栗 ５５ 北村 宏司諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４８４－ ２ 〃 クビ １３．４�
３３ アイディンパワー 牡６鹿 ５７ 池添 謙一米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田 頼嗣 ４８４＋ ６１：２４．２� １１９．５�
７１２ キングパーフェクト 牡６黒鹿５７ 大野 拓弥田中 晴夫氏 萱野 浩二 様似 スイートフアーム ４５４－ ８ 〃 アタマ ７９．５	
４６ ムスタングリーダー 牡５芦 ５７ 浜中 俊杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 稲原牧場 ４４０－ ２１：２４．４� ４９．０

４５ ファンドリカップ 牡６芦 ５７ 柴山 雄一水戸眞知子氏 高橋 義忠 浦河 有限会社

松田牧場 ４９２－ ４１：２４．６１� ２０６．８�
３４ アクティビューティ 牝５芦 ５５ 吉田 隼人�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ５１６＋ ８１：２４．７� １３９．１
６９ ト ラ バ ン ト 牡４栗 ５７ 内田 博幸吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５２２＋ ２ 〃 ハナ ５．３�
５７ ジョウノボヘミアン 牡６鹿 ５７ 津村 明秀小川 義勝氏 加藤 征弘 日高 三城牧場 ５１０± ０１：２４．８	 ５３．５�
１１ セイカプリコーン 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 三石橋本牧場 ４８０－ ４１：２４．９	 ４．４�
８１３ イチエイクリッパー 牡５鹿 ５７ 柴田 大知築地 榮一氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 ５２８＋１４１：２５．９６ ２６２．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４８，４２９，３００円 複勝： ７７，１３５，６００円 枠連： ３５，５１１，５００円

馬連： １７０，７４８，１００円 馬単： １０６，３４９，３００円 ワイド： ５６，０９４，９００円

３連複： １８７，７３６，４００円 ３連単： ４１２，８０９，９００円 計： １，０９４，８１５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ３２０円 � ４２０円 � ５００円 枠 連（２－８） ５，０７０円

馬 連 �� ５，７７０円 馬 単 �� １１，０１０円

ワ イ ド �� １，４５０円 �� １，５８０円 �� １，９１０円

３ 連 複 ��� ２０，８８０円 ３ 連 単 ��� １１８，５００円

票 数

単勝票数 計 ４８４２９３ 的中 � ４３２３４（４番人気）
複勝票数 計 ７７１３５６ 的中 � ６７３５０（４番人気）� ４８２２１（５番人気）� ３９０００（７番人気）
枠連票数 計 ３５５１１５ 的中 （２－８） ５１７０（１６番人気）
馬連票数 計１７０７４８１ 的中 �� ２１８７２（１９番人気）
馬単票数 計１０６３４９３ 的中 �� ７１３３（３４番人気）
ワイド票数 計 ５６０９４９ 的中 �� ９６１７（１５番人気）�� ８７７１（１９番人気）�� ７１８６（２２番人気）
３連複票数 計１８７７３６４ 的中 ��� ６６３６（５１番人気）
３連単票数 計４１２８０９９ 的中 ��� ２５７１（２７４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．６―３５．２―４７．５―５９．８―１：１１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トキノフウジン �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 メジロライアン デビュー ２００９．１２．１３ 中京１着

２００７．４．８生 牡５黒鹿 母 ラヴァーズレーン 母母 モ ガ ミ ヒ メ １６戦５勝 賞金 ７２，６１９，０００円
〔制裁〕 ムスタングリーダー号の騎手浜中俊は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

１レース目 ３レース目



２７０２３１０月７日 晴 良 （２４東京４）第２日 第１１競走 ��
��１，８００�第６３回毎 日 王 冠（ＧⅡ）

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，３歳５４�４歳以上５６�，牝馬
２�減，２３．１０．８以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増，２３．１０．７以前のGⅠ競走（牝馬限定
競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

毎日新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 ６０，０００，０００円 ２４，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，０００，０００円 ６，０００，０００円
付 加 賞 １，１７６，０００円 ３３６，０００円 １６８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

２４ カレンブラックヒル 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４６８＋ ８１：４５．０ ３．５�

４７ ジャスタウェイ 牡３鹿 ５４ 柴田 善臣大和屋 暁氏 須貝 尚介 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９０＋ ８ 〃 クビ ６１．６�

４８ � タッチミーノット 牡６黒鹿５６ 横山 典弘吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ５０４＋ ８１：４５．１クビ ２８．０�
５１０ リアルインパクト 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５１６＋ ８１：４５．３１� １８．６�
６１１ ダノンシャーク 牡４鹿 ５６ 浜中 俊�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 ４３８－ ８ 〃 クビ １２．９�
８１５ グランプリボス 牡４鹿 ５７ 松岡 正海�グランプリ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ５１２＋１６１：４５．５１� ８４．９	
６１２ ストロングリターン 牡６鹿 ５８ 福永 祐一吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５２４＋ ８ 〃 ハナ ７．８

２３ ダノンヨーヨー 牡６栗 ５６ 三浦 皇成�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５０８－１４１：４５．６	 ８２．９�
７１３ エイシンフラッシュ 牡５黒鹿５７ 内田 博幸平井 豊光氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４９４＋ ６ 〃 クビ ４．４�
３５ サンライズプリンス 牡５鹿 ５６ 北村 宏司松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 ４９２－１２ 〃 ハナ １２４．０
８１６ トーセンレーヴ 牡４鹿 ５６ N．ピンナ 島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４６８± ０１：４５．８１	 ６．２�

（伊）

５９ 
 エイシンアポロン 牡５栗 ５８ 池添 謙一平井 豊光氏 松永 昌博 米 Silk and Scar-
let Syndicate ５０６－ ４１：４５．９クビ ３４．２�

７１４ スマイルジャック 牡７黒鹿５６ 田辺 裕信齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 ４９２＋ ４１：４６．１１� ４２．４�
１１ シ ル ポ ー ト 牡７鹿 ５７ 小牧 太河� 五市氏 西園 正都 静内 タイヘイ牧場 ５００± ０ 〃 アタマ ２１．５�
３６ ネオサクセス 牡５鹿 ５６ 大野 拓弥秋場 清�氏 古賀 史生 浦河 秋場牧場 B４７４＋ ６１：４６．８４ ２４８．８�
１２ � フェデラリスト 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム ５２２－ ６１：４７．３３ ７．４�

（１６頭）

売 得 金
単勝： ２４９，９９７，９００円 複勝： ３３１，０８７，８００円 枠連： ２１４，９５２，９００円 馬連： １，０１７，５８４，０００円 馬単： ５１６，８０２，３００円

ワイド： ３３３，３１１，５００円 ３連複： １，３８５，８００，４００円 ３連単： ２，５８８，５９９，１００円 ５重勝： ７５０，５２１，３００円 計： ７，３８８，６５７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １９０円 � １，１７０円 � ６２０円 枠 連（２－４） ３，７００円

馬 連 �� １２，６４０円 馬 単 �� １４，６５０円

ワ イ ド �� ３，６７０円 �� １，９３０円 �� ８，９４０円

３ 連 複 ��� ７１，７７０円 ３ 連 単 ��� ３２８，８２０円

５ 重 勝
対象競走：東京９R／京都１０R／東京１０R／京都１１R／東京１１R

キャリーオーバー なし����� ２１１，５７０円

票 数

単勝票数 計２４９９９７９ 的中 � ５７８７６４（１番人気）
複勝票数 計３３１０８７８ 的中 � ５９０５４９（２番人気）� ６２３４７（１２番人気）� １２５６３７（８番人気）
枠連票数 計２１４９５２９ 的中 （２－４） ４２９５７（１９番人気）
馬連票数 計１０１７５８４０ 的中 �� ５９４４１（４３番人気）
馬単票数 計５１６８０２３ 的中 �� ２６０４７（５２番人気）
ワイド票数 計３３３３１１５ 的中 �� ２２３３６（４３番人気）�� ４３３３７（２３番人気）�� ９０４３（７２番人気）
３連複票数 計１３８５８００４ 的中 ��� １４２５１（１９０番人気）
３連単票数 計２５８８５９９１ 的中 ��� ５８１０（８７１番人気）
５重勝票数 計７５０５２１３ 的中 ����� ２６１８

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．５―３４．５―４６．０―５７．８―１：０９．６―１：２１．１―１：３２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．２―３F３５．４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

カレンブラックヒル �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Grindstone デビュー ２０１２．１．２１ 京都１着

２００９．２．１９生 牡３黒鹿 母 チャールストンハーバー 母母 Penny’s Valentine ５戦５勝 賞金 ２２６，０８０，０００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。

２７０２４１０月７日 晴 良 （２４東京４）第２日 第１２競走 ��１，３００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時２０分 （ダート・左）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１６．４
１：１６．４

重

重

８１５� サクラインザスカイ 牡３栗 ５５ 蛯名 正義�さくらコマース牧 光二 新ひだか 山田牧場 ４４８＋ ４１：１７．７ ３．３�

２３ トキノエクセレント 牡４黒鹿５７ 福永 祐一田中 準市氏 矢野 照正 浦河 三嶋牧場 ４６０＋ ６１：１８．０２ ３．２�
４７ ケイアイクライム 牡５黒鹿５７ 吉田 豊 �啓愛義肢材料販売所 鈴木 康弘 新ひだか 佐竹 学 ５１２＋ ６１：１８．２１� ２５．４�
３６ エースインザホール 牡５鹿 ５７ 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 新冠 ハシモトフアーム ４９０－ ２１：１８．３� １３．６�
６１２ ベビーネイル �５栗 ５７ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 浦河 信岡牧場 ５００－１０１：１８．４クビ ６．０�
２４ ラッシュザワーク 牡５栗 ５７ 柴田 善臣 �グリーンファーム二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４８６＋１０ 〃 クビ ８３．２�
４８ カリスマアキラ 牡３栗 ５５

５３ △嶋田 純次 Him Rock Racing 斎藤 誠 日高 タバタファーム ４６６＋１２１：１８．６１� １１．３	
１１ ヨ ク バ リ 牡７鹿 ５７ 北村 宏司小田切有一氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４７２± ０ 〃 アタマ １１８．９

７１４ ド ナ リ サ 牝４鹿 ５５ 大野 拓弥山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 ４７６± ０１：１８．７クビ １３６．８�
６１１ カツノセカンド 牡５鹿 ５７

５４ ▲西村 太一勝野 �治氏 伊藤 伸一 日高 下河辺牧場 ４７６± ０１：１８．９１� ２１９．８
７１３ ベストバウト 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 ５０４± ０１：１９．０	 ３０．３�
５９ ガリレオシチー 牡６黒鹿５７ 丸山 元気 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 日高 幾千世牧場 ５１４＋ ４１：１９．３２ ２７３．８�
１２ テンエイエスプリ 牡５栗 ５７ 田中 勝春熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４９２－ ４１：１９．４クビ １７．９�
８１６� スマートスパークル 牡６栗 ５７

５４ ▲杉原 誠人栗本 博晴氏 高市 圭二 静内 グランド牧場 ４９４± ０１：１９．６１� ４２９．０�
３５ ウィルパワー 牝５鹿 ５５ 松岡 正海 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４５４－ ４１：１９．７	 ７．０�
５１０� スレイプニル 牝５鹿 ５５ 江田 照男栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 日西牧場 ４９０－１０１：２１．９大差 ２２４．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６１，７３２，７００円 複勝： ８９，８３９，８００円 枠連： ４９，０８９，４００円

馬連： １９１，３４８，３００円 馬単： １０６，０９８，１００円 ワイド： ７１，８２６，６００円

３連複： ２１９，３９６，６００円 ３連単： ４３０，０１６，９００円 計： １，２１９，３４８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � ４００円 枠 連（２－８） ４５０円

馬 連 �� ４１０円 馬 単 �� ９８０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� １，１００円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ２，７７０円 ３ 連 単 ��� １０，４６０円

票 数

単勝票数 計 ６１７３２７ 的中 � １４７９７７（２番人気）
複勝票数 計 ８９８３９８ 的中 � １８６６２４（２番人気）� ２０９５７３（１番人気）� ４０２５１（８番人気）
枠連票数 計 ４９０８９４ 的中 （２－８） ８２０８４（１番人気）
馬連票数 計１９１３４８３ 的中 �� ３４５７５１（１番人気）
馬単票数 計１０６０９８１ 的中 �� ８０３８６（２番人気）
ワイド票数 計 ７１８２６６ 的中 �� １１１２３５（１番人気）�� １３９３２（１４番人気）�� １６７８１（１１番人気）
３連複票数 計２１９３９６６ 的中 ��� ５８５５２（６番人気）
３連単票数 計４３００１６９ 的中 ��� ３０３４４（２０番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１８．３―２９．７―４１．６―５３．６―１：０５．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３６．１
３ ５（６，１１）（８，１５）（２，１２）（３，１０）７，１，１６，９，１４，４，１３ ４ ５，６（２，１１）（８，１５）（３，１２）７，１－９，１６（４，１０，１４）１３

勝馬の
紹 介

�サクラインザスカイ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ダンスインザダーク

２００９．５．７生 牡３栗 母 サクラヴィッキー 母母 サクラヴィクトリア ８戦２勝 賞金 ２８，０４８，０００円
地方デビュー ２０１１．７．２０ 門別

〔タイムオーバーによる出走制限〕 スレイプニル号は，平成２４年１１月７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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 シャイニイチカ号・プロスペラスマム号

５レース目



（２４東京４）第２日 １０月７日（日曜日） 雨後曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １７８頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２８８，０８０，０００円
８，４２０，０００円
２，４８０，０００円
２６，３５０，０００円
６０，６６１，０００円
４，９００，０００円
１，７０８，８００円

勝馬投票券売得金
６２８，０３０，５００円
９４５，０７７，３００円
４８３，９３８，０００円
２，０３８，９４２，９００円
１，１８５，８２４，１００円
７５７，３３６，２００円
２，６３７，９３７，５００円
４，９１８，０３８，０００円
７５０，５２１，３００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
５ 重 勝
計 １４，３４５，６４５，８００円

総入場人員 ４４，５２４名 （有料入場人員 ４２，２２９名）


