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２７０３７１０月１３日 晴 良 （２４東京４）第４日 第１競走 ��
��１，４００�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

１：２３．１
１：２３．１

重

重

６６ グッドラックミー 牝２鹿 ５４ 北村 宏司大湯 幸栄氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４６０－ ８１：２８．２ １．８�

８９ ウインプロスパー 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成�ウイン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム ５１０＋ ２１：２８．３� ３．８�
４４ ダンディーレイ 牡２栗 ５５ 高倉 稜 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 藤原牧場 ４７０＋ ２１：２８．９３� １９．９�
５５ ショウブスター 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣長塩 豊氏 菅原 泰夫 青森 一山育成牧場 ４６４＋ ４１：２９．５３� １２．７�
７８ ウエスタンカリーナ 牝２黒鹿５４ 田中 勝春西川 賢氏 古賀 史生 新ひだか 北西牧場 ４９４－ ６１：２９．６� ５．８�
２２ ウインマスカット 牡２鹿 ５５ 嘉藤 貴行�ウイン 田中 清隆 平取 協栄組合 ４３８± ０１：２９．８１� １２７．２	
３３ エクセルシード 牡２栗 ５５ 藤岡 佑介谷川 正純氏 土田 稔 浦河 オンワード牧場 ４６２± ０１：２９．９クビ ９８．０

１１ ヤマタケハーディ 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信山中 和子氏 萱野 浩二 浦河トラストスリーファーム ４５８± ０１：３０．２２ ２１．１�
８１０ ケツァルコアトル 牡２青鹿５５ 武士沢友治�ミルファーム 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ４７６± ０１：３０．７３ １０８．７�
７７ アウレオーラ 牝２黒鹿５４ 吉田 豊有限会社シルク大久保洋吉 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２２＋ ６ 〃 クビ ２３．３

（１０頭）

売 得 金

単勝： １６，１９７，２００円 複勝： ３３，４６６，８００円 枠連： ７，７１６，０００円

馬連： ３２，１４０，６００円 馬単： ２８，７２８，７００円 ワイド： １４，３１１，４００円

３連複： ４０，５２７，５００円 ３連単： ９３，３０２，１００円 計： ２６６，３９０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � ２４０円 枠 連（６－８） ２６０円

馬 連 �� ２６０円 馬 単 �� ３９０円

ワ イ ド �� １６０円 �� ４５０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� １，０８０円 ３ 連 単 ��� ２，８９０円

票 数

単勝票数 計 １６１９７２ 的中 � ７４５６１（１番人気）
複勝票数 計 ３３４６６８ 的中 � １８７００３（１番人気）� ５５４８５（２番人気）� １５５７７（５番人気）
枠連票数 計 ７７１６０ 的中 （６－８） ２２０２７（１番人気）
馬連票数 計 ３２１４０６ 的中 �� ９２２０４（１番人気）
馬単票数 計 ２８７２８７ 的中 �� ５５５５４（１番人気）
ワイド票数 計 １４３１１４ 的中 �� ２９５１４（１番人気）�� ６７０７（５番人気）�� ５３６５（８番人気）
３連複票数 計 ４０５２７５ 的中 ��� ２７７２７（４番人気）
３連単票数 計 ９３３０２１ 的中 ��� ２３８２９（５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．２―１２．７―１３．５―１２．８―１２．２―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．９―３６．６―５０．１―１：０２．９―１：１５．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．６―３F３８．１
３ １，５（２，９）４，６（８，７）（３，１０） ４ １，５（２，９）４，６，８（１０，７）３
市場取引馬

勝馬の
紹 介

グッドラックミー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Fasliyev デビュー ２０１２．７．２８ 新潟５着

２０１０．３．５生 牝２鹿 母 リ ュ ク ス 母母 スターベゴニア ３戦１勝 賞金 ５，７００，０００円

２７０３８１０月１３日 晴 良 （２４東京４）第４日 第２競走 ��
��１，６００�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

１：３４．１
１：３３．１

良

良

６６ キープインタッチ 牡２鹿 ５５ 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４８６＋ ４１：３６．０ ６．８�

７９ アンバードリーム 牝２黒鹿５４ 三浦 皇成�橋 大氏 小島 茂之 安平 追分ファーム ４８０－ ６１：３６．１� ３．３�
２２ コスモフェイト 牡２鹿 ５５ 丹内 祐次岡田 繁幸氏 畠山 重則 新ひだか 乾 皆雄 ４５２－ ２ 〃 クビ ６．３�
６７ ビッグダージリン 牝２鹿 ５４ 石橋 脩関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 ４６８± ０１：３６．４１� １２．１�
１１ アンブリッジ 牡２鹿 ５５ 田中 勝春佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４６６－ ４ 〃 クビ ２．５�
３３ スノードロップ 牝２芦 ５４ 吉田 豊山口 敦広氏 浅野洋一郎 新ひだか 藤沢牧場 ４５４＋ ６１：３７．１４ １１．３�
４４ カシノハッピー 牡２栗 ５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 金成吉田牧場 B４３８＋ ２１：３７．３１� １７０．５�
８１０ ケイツーネイト 牝２芦 ５４ 武士沢友治楠本 勝美氏 菅原 泰夫 日高 川島 良一 ３８８＋ ６ 〃 アタマ ５８．８	
７８ メリオンジョー 牝２黒鹿５４ 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 手塚 貴久 新ひだか 矢野牧場 ４５２± ０１：３７．４クビ ７４．９

５５ ソ デ フ リ ン 牝２栗 ５４ 古川 吉洋下河邉行信氏 小桧山 悟 日高 中前牧場 ４３８＋ ２１：３７．５� ８４．５�
８１１ シャトーザール 牡２芦 ５５ 丸山 元気円城 幸男氏 根本 康広 日高 宝寄山 忠則 ４５８± ０１：３７．８２ ４１．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １３，８４４，９００円 複勝： ２０，２２６，４００円 枠連： ８，１５５，７００円

馬連： ３３，３０８，１００円 馬単： ２６，４１８，６００円 ワイド： １４，０２９，６００円

３連複： ４２，１９８，０００円 ３連単： ７８，７７５，７００円 計： ２３６，９５７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � １７０円 � １４０円 � １６０円 枠 連（６－７） ６１０円

馬 連 �� ９９０円 馬 単 �� ２，３１０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� ６１０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� １，９７０円 ３ 連 単 ��� １３，３００円

票 数

単勝票数 計 １３８４４９ 的中 � １６０８９（４番人気）
複勝票数 計 ２０２２６４ 的中 � ２８５２７（４番人気）� ４５８２１（１番人気）� ３２５６９（３番人気）
枠連票数 計 ８１５５７ 的中 （６－７） ９９６９（３番人気）
馬連票数 計 ３３３０８１ 的中 �� ２４８５２（５番人気）
馬単票数 計 ２６４１８６ 的中 �� ８４４９（９番人気）
ワイド票数 計 １４０２９６ 的中 �� ９２５２（５番人気）�� ５３３１（８番人気）�� ９９９８（３番人気）
３連複票数 計 ４２１９８０ 的中 ��� １５８４６（７番人気）
３連単票数 計 ７８７７５７ 的中 ��� ４３７４（４７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．７―３５．４―４７．７―１：００．３―１：１２．３―１：２４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．３―３F３５．７
３ ７－４－２（３，６）９，１（８，１１）－１０－５ ４ ７－４－２－（３，６）９，１（８，１１）１０－５
市場取引馬

勝馬の
紹 介

キープインタッチ 
�
父 トワイニング 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．９．２３ 中山９着

２０１０．５．３生 牡２鹿 母 フェミニンタッチ 母母 ダイナタツチ ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円

第４回 東京競馬 第４日



２７０３９１０月１３日 晴 良 （２４東京４）第４日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１１時１０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

２３ モリトリュウコ 牡２鹿 ５５ 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 金成吉田牧場 ４６６ ―１：４０．５ ２０．８�

５９ デルマヌラリヒョン 牡２鹿 ５５ 木幡 初広浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム ４８４ ―１：４０．９２� ３９．６�
２２ クイックスパイダー 牡２栗 ５５ 丹内 祐次菊池 昭雄氏 萱野 浩二 新ひだか 米田牧場 ４６４ ―１：４１．２２ ６４．８�
３４ トキメキボーイ 牡２黒鹿５５ 古川 吉洋片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ４５４ ―１：４１．３� ４３．８�
１１ ゴールドメイン 牡２栗 ５５ 嘉藤 貴行嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 ４５８ ―１：４１．５１ １１０．２�
８１５ ダンディーソル 牡２青鹿５５ 吉田 豊 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 今 牧場 ４６２ ―１：４１．７１� ２６．５�
８１４ ジオメトリー 牡２栗 ５５ 大庭 和弥池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新冠 新冠橋本牧場 ４８０ ―１：４１．９１� １６１．４	
４７ スズノニシキ 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹小紫惠美子氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 ５１０ ―１：４２．０� １１．６

６１１ レアパルファム 牝２芦 ５４ 岩田 康誠森 保彦氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４７２ ―１：４２．３１� ３．３�
３５ モ リ ミ ヤ ビ 牝２栗 ５４ 田中 勝春�森島商事 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４３６ ―１：４２．４� １１．０�
５８ タイキグラミー 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義�大樹ファーム 尾形 充弘 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４５６ ―１：４２．９３ ３．１
７１３ クレバーセレクト 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信田� 正明氏 小西 一男 日高 白瀬 明 ４９４ ―１：４３．１１� １２．４�
４６ トーセンジャスト 牡２芦 ５５ 内田 博幸島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６２ ―１：４３．３１ ６．８�
６１０ キ ン シ バ イ 牡２鹿 ５５ 高倉 稜山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 シンボリ牧場 ５１０ ―１：４３．５１ ６２．７�
７１２ リアルフリー 牡２鹿 ５５ 北村 宏司�橋 仁氏 大江原 哲 平取 原田 新治 ５２８ ―１：４４．１３� ２０．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，０５４，４００円 複勝： ２３，８１９，４００円 枠連： １２，６８７，７００円

馬連： ３７，６６０，７００円 馬単： ２６，４６３，１００円 ワイド： １７，８４４，５００円

３連複： ４９，０４４，２００円 ３連単： ７９，２０６，１００円 計： ２６２，７８０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０８０円 複 勝 � ５７０円 � ９５０円 � １，７８０円 枠 連（２－５） １，９７０円

馬 連 �� １８，８７０円 馬 単 �� ３９，７８０円

ワ イ ド �� ４，３００円 �� ４，７９０円 �� １０，６２０円

３ 連 複 ��� １０２，８３０円 ３ 連 単 ��� ６９５，８９０円

票 数

単勝票数 計 １６０５４４ 的中 � ６０９３（８番人気）
複勝票数 計 ２３８１９４ 的中 � １１７２７（７番人気）� ６５４７（１０番人気）� ３３５６（１３番人気）
枠連票数 計 １２６８７７ 的中 （２－５） ４７５９（９番人気）
馬連票数 計 ３７６６０７ 的中 �� １４７３（５０番人気）
馬単票数 計 ２６４６３１ 的中 �� ４９１（１００番人気）
ワイド票数 計 １７８４４５ 的中 �� １０２６（４５番人気）�� ９２０（４７番人気）�� ４１１（７３番人気）
３連複票数 計 ４９０４４２ 的中 ��� ３５２（２１６番人気）
３連単票数 計 ７９２０６１ 的中 ��� ８４（１３１４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１２．２―１２．９―１２．６―１３．０―１２．８―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．２―３６．４―４９．３―１：０１．９―１：１４．９―１：２７．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モリトリュウコ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ヘクタープロテクター 初出走

２０１０．３．２０生 牡２鹿 母 ヘクタープリンセス 母母 プリンセストリステ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

２７０４０１０月１３日 晴 良 （２４東京４）第４日 第４競走 ��２，０００�サラブレッド系２歳
発走１１時４０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

２：０１．３
１：５９．９

良

良

１１ タイダルベイスン 牡２栗 ５５ 秋山真一郎桑畑 �信氏 大竹 正博 新ひだか タイヘイ牧場 ５０２ ―２：０２．５ ２．２�

６７ ロングシャドウ 牡２青鹿５５ 内田 博幸飯塚 知一氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４８８ ―２：０３．１３� ７．３�
７９ サクセスカサノヴァ 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義�嶋 哲氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム ４６８ ―２：０３．３１� ３．６�
３３ ダイビングボード 牡２鹿 ５５ 北村 宏司有限会社シルク高柳 瑞樹 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ５１６ ―２：０３．５１ ３７．６�
８１０ ツクバヒタチオー 牡２青 ５５ 柴田 善臣荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５０２ ― 〃 クビ ２１．６�
７８ ディーズリアン 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 ４７４ ―２：０３．６� ５７．９�
２２ ペ ン ロ ー ズ 牡２青鹿５５ 石橋 脩池谷 誠一氏 萩原 清 新ひだか 西村 和夫 ４７４ ―２：０４．０２� １６．８	
５５ エスユーハリケーン 牡２鹿 ５５ 田中 勝春楳津 繁氏 高橋 祥泰 新ひだか 上村 清志 ４７０ ―２：０４．４２� ２０．６

６６ トウショウギブリ 牡２黒鹿５５ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４８６ ―２：０４．６１� ７．８�
８１１ メイショウトラクマ 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ５１６ ―２：０４．８１� ２２．２
４４ ポッドスター 牡２栗 ５５ 丸山 元気小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 飛野牧場 ４８２ ―２：２２．１大差 ９５．３�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １８，４９８，３００円 複勝： ２２，９３３，５００円 枠連： １０，９１２，２００円

馬連： ３４，４７３，５００円 馬単： ２７，９６１，９００円 ワイド： １６，２２３，６００円

３連複： ４０，８３６，１００円 ３連単： ７８，８７２，４００円 計： ２５０，７１１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � １４０円 枠 連（１－６） ４１０円

馬 連 �� ８３０円 馬 単 �� １，４００円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ２００円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １，０１０円 ３ 連 単 ��� ３，９３０円

票 数

単勝票数 計 １８４９８３ 的中 � ６８０６６（１番人気）
複勝票数 計 ２２９３３５ 的中 � ５６７４７（１番人気）� ３３９７３（３番人気）� ４４８５５（２番人気）
枠連票数 計 １０９１２２ 的中 （１－６） １９８５０（１番人気）
馬連票数 計 ３４４７３５ 的中 �� ３０９４３（２番人気）
馬単票数 計 ２７９６１９ 的中 �� １４８２１（４番人気）
ワイド票数 計 １６２２３６ 的中 �� １３９２４（２番人気）�� ２４４４０（１番人気）�� ８１５４（４番人気）
３連複票数 計 ４０８３６１ 的中 ��� ３００９４（１番人気）
３連単票数 計 ７８８７２４ 的中 ��� １４８４５（３番人気）

ハロンタイム １３．１―１２．２―１２．４―１２．４―１２．８―１２．９―１２．５―１１．４―１１．０―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．１―２５．３―３７．７―５０．１―１：０２．９―１：１５．８―１：２８．３―１：３９．７―１：５０．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．７―３F３４．２

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイダルベイスン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Wagon Master 初出走

２０１０．３．６生 牡２栗 母 ワシントンシティ 母母 Tallahassee １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔調教再審査〕 ポッドスター号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 ポッドスター号は，競走中に異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



２７０４１１０月１３日 晴 良 （２４東京４）第４日 第５競走 ��１，３００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時３０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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

２２ アルセーヌシチー 牡６鹿 ５７ 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 浦河 アイオイファーム ５０４＋ ８１：１９．３ ２３．４�

７９ ディアイレイザー 牡３栗 ５５ 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 浦河 高松牧場 B４７４＋ ２１：１９．４� ６．５�
３３ ウインクロニクル 牡５黒鹿５７ 石橋 脩�ウイン 清水 英克 浦河 鎌田 正嗣 ４７０＋ ２１：１９．５� ７．１�
７１０ ユ ー ス フ ル 牡５鹿 ５７ 北村 宏司武田 茂男氏 大竹 正博 新ひだか 畑端牧場 ４７４± ０ 〃 クビ １０．４�
５５ ケイアイアポロン 牡４鹿 ５７ 内田 博幸 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 新ひだか 松田牧場 ５２６－ ２１：１９．６クビ １３．５�
６７ フィンデルムンド 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム B４６２＋ ４１：１９．７� ２１．２	
８１１ リバティーアゲイン 牡３青鹿５５ 三浦 皇成阿部 幸暉氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 ４８２＋ ２１：１９．８� ２８．８

６８ デルマダイコク 牡３栗 ５５ 木幡 初広浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム ５１４－ ６１：１９．９� ３．２�
８１２ プ ロ ポ ー ズ 牝５鹿 ５５ 古川 吉洋河村 祥史氏 高橋 義博 浦河 吉田 又治 ４８４＋１４１：２０．０� １２８．６�
１１ � プラススキーラブ 牝３黒鹿５３ 田中 勝春鈴木与四郎氏 高橋 祥泰 日高 船越牧場 ４４２－ ２ 〃 クビ ７５．３
５６ ヒカルソラフネ 牡３鹿 ５５ 横山 典弘�橋 京子氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４９６＋１０１：２０．６３� ３．０�
４４ ラブソングフォナナ 牝３栗 ５３ 高倉 稜藤井 謙氏 高橋 文雅 浦河 日東牧場 ４６８－ ６１：２２．０９ ３２２．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２１，０７１，０００円 複勝： ４０，４６５，１００円 枠連： １２，０３７，４００円

馬連： ５０，２１２，０００円 馬単： ３２，７７２，２００円 ワイド： ２２，９２１，３００円

３連複： ６６，３８２，９００円 ３連単： １１０，０２４，８００円 計： ３５５，８８６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３４０円 複 勝 � ５３０円 � ２８０円 � ３１０円 枠 連（２－７） ３，８２０円

馬 連 �� ６，６９０円 馬 単 �� １５，４９０円

ワ イ ド �� １，９００円 �� １，８３０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� １０，４３０円 ３ 連 単 ��� ８２，９５０円

票 数

単勝票数 計 ２１０７１０ 的中 � ７１１０（８番人気）
複勝票数 計 ４０４６５１ 的中 � １８４６１（８番人気）� ４１７３２（３番人気）� ３６２７５（４番人気）
枠連票数 計 １２０３７４ 的中 （２－７） ２３２６（１５番人気）
馬連票数 計 ５０２１２０ 的中 �� ５５４５（２６番人気）
馬単票数 計 ３２７７２２ 的中 �� １５６２（５５番人気）
ワイド票数 計 ２２９２１３ 的中 �� ２９１５（２５番人気）�� ３０２８（２３番人気）�� ７３７８（８番人気）
３連複票数 計 ６６３８２９ 的中 ��� ４７０１（３９番人気）
３連単票数 計１１００２４８ 的中 ��� ９７９（２９４番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１８．１―２９．６―４２．０―５４．４―１：０６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルセーヌシチー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００８．１２．２１ 中山１４着

２００６．５．２９生 牡６鹿 母 モガミリリー 母母 タツノシンセイ ２９戦２勝 賞金 ３８，７００，０００円
［他本会外：２戦１勝］

２７０４２１０月１３日 晴 良 （２４東京４）第４日 第６競走 ��１，６００�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 ７，２００，０００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

４４ ツクババンドーオー 牡３鹿 ５５ 武士沢友治荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 ４８６＋ ２１：３９．８ ５．８�

５５ セ ン キ 牡３鹿 ５５ 松岡 正海河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 ４６０－ ２１：３９．９� ７．５�
３３ プリュキエール 牡３青鹿５５ 北村 宏司 �サンデーレーシング 本間 忍 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４８８＋ ２１：４０．０� ２．９�
２２ マコトローゼンボー 牡４黒鹿５７ 藤岡 佑介尾田左知子氏 矢作 芳人 様似 出口 繁夫 ４５６＋ ６１：４０．１� ５．０�
６６ ダテノスイミー 牡５栗 ５７ 蛯名 正義関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 ４４８± ０１：４０．２� ７．８�
７７ マウシャーレ 牡４栗 ５７ 吉田 豊浜RC組合 大橋 勇樹 日高 新井 昭二 ４４４－ ４ 〃 クビ １５６．２�
１１ シンボリスウィフト 牡３黒鹿５５ 木幡 初広シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 ４８０± ０１：４０．３クビ ５８．５	
８９ レッドサイファー 牡３栗 ５５ 内田 博幸 
東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ２１：４０．８３ ４．０�
８８ � クラウンビースト 牡３黒鹿５５ 田辺 裕信矢野 悦三氏 松永 康利 日高 山田 政宏 ４５０＋１２１：４２．１８ １１９．１�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２０，２０７，２００円 複勝： ３１，９０６，８００円 枠連： ９，１１５，７００円

馬連： ４０，００３，６００円 馬単： ３０，６９３，８００円 ワイド： １７，４６６，７００円

３連複： ４５，９１７，３００円 ３連単： １０４，９７３，０００円 計： ３００，２８４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � １７０円 � １８０円 � １２０円 枠 連（４－５） ２，０４０円

馬 連 �� １，６７０円 馬 単 �� ３，４９０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� ２７０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ８３０円 ３ 連 単 ��� ７，３９０円

票 数

単勝票数 計 ２０２０７２ 的中 � ２７７２１（４番人気）
複勝票数 計 ３１９０６８ 的中 � ４５４２１（３番人気）� ４０８０７（５番人気）� ９２４７６（１番人気）
枠連票数 計 ９１１５７ 的中 （４－５） ３３０１（１０番人気）
馬連票数 計 ４０００３６ 的中 �� １７６８１（１０番人気）
馬単票数 計 ３０６９３８ 的中 �� ６５０７（２２番人気）
ワイド票数 計 １７４６６７ 的中 �� １３００３（６番人気）�� １６４２８（４番人気）�� １９１１４（１番人気）
３連複票数 計 ４５９１７３ 的中 ��� ４１０１２（１番人気）
３連単票数 計１０４９７３０ 的中 ��� １０４９５（３４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．９―１２．３―１３．４―１３．２―１２．６―１１．５―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．６―３６．９―５０．３―１：０３．５―１：１６．１―１：２７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．５―３F３６．３
３ ４，８，５，２（７，９）３（１，６） ４ ４，８，５（２，９，３）（７，６）１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ツクババンドーオー 
�
父 プリサイスエンド 

�
母父 フサイチコンコルド デビュー ２０１１．１０．２ 中山８着

２００９．２．１４生 牡３鹿 母 トゥルービューティ 母母 イマジネーション ８戦２勝 賞金 １７，２９０，０００円



２７０４３１０月１３日 晴 良 （２４東京４）第４日 第７競走 ��
��２，０００�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

１：５６．１
１：５６．１

良

良

８１２ ルネッタアスール 牝３鹿 ５３ 松岡 正海青木 照吉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム ４６０＋ ８２：０１．９ １５．４�

３３ ジャングルクルーズ 牡３鹿 ５５ 横山 典弘窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５０８＋１２２：０２．０� ３．２�
４５ � アルティスト 牡５鹿 ５７ 二本柳 壮塩入とめ子氏 嶋田 功 浦河 高岸 順一 ４９０± ０ 〃 ハナ ２３．９�
７１１ ウィケットキーパー 牝３鹿 ５３ 蛯名 正義吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４３２－１０ 〃 クビ ９．０�
８１３ コスモユウチャン 牡３鹿 ５５ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 中村 和夫 ４６４＋ ２２：０２．２１	 １７１．５�
６８ グレートマーシャル 牡４鹿 ５７ 武士沢友治浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４７６－ ４ 〃 ハナ ４．６�
７１０ サトノプライマシー 牡３鹿 ５５ 岩田 康誠里見 治氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５３０＋１２２：０２．３クビ ２．８	
５６ � スタートセンス 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹河原 義宏氏 高橋 裕 浦河 近藤牧場 ４４８＋ ２ 〃 アタマ ５４．９

２２ アサクサポイント 
４青鹿５７ 内田 博幸田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６８－ ２ 〃 ハナ １８．３�
４４ ベストアンサー 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム B４５４－ ８２：０２．７２� ５５．７�
１１ � トウショウレイザー 牡４鹿 ５７ 吉田 豊トウショウ産業 大久保洋吉 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６４± ０ 〃 ハナ ２５．５�
６９ � セイカペガサス 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム ４７８＋２４ 〃 ハナ ２９８．６�
５７ � ダノンフォレスト 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成ダノックス 萩原 清 安平 追分ファーム ４６２－ ４２：０３．３３� １０５．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２４，３６１，８００円 複勝： ３７，８５４，５００円 枠連： １５，８９２，６００円

馬連： ６４，４７２，１００円 馬単： ４０，６６６，０００円 ワイド： ２５，７９９，８００円

３連複： ７４，９６４，４００円 ３連単： １２６，７４０，４００円 計： ４１０，７５１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５４０円 複 勝 � ２５０円 � １７０円 � ４６０円 枠 連（３－８） １，８８０円

馬 連 �� ２，２３０円 馬 単 �� ５，７８０円

ワ イ ド �� ８１０円 �� ２，８５０円 �� １，３３０円

３ 連 複 ��� １２，８９０円 ３ 連 単 ��� ８５，９００円

票 数

単勝票数 計 ２４３６１８ 的中 � １２４７７（５番人気）
複勝票数 計 ３７８５４５ 的中 � ３８８３５（５番人気）� ７４５５２（２番人気）� １７７５６（７番人気）
枠連票数 計 １５８９２６ 的中 （３－８） ６２４２（８番人気）
馬連票数 計 ６４４７２１ 的中 �� ２１４１１（８番人気）
馬単票数 計 ４０６６６０ 的中 �� ５２００（２１番人気）
ワイド票数 計 ２５７９９８ 的中 �� ８１３５（８番人気）�� ２１５９（３４番人気）�� ４７７７（１５番人気）
３連複票数 計 ７４９６４４ 的中 ��� ４２９５（４１番人気）
３連単票数 計１２６７４０４ 的中 ��� １０８９（２５６番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．７―１１．９―１２．４―１２．８―１３．１―１３．１―１１．３―１１．０―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．６―３６．５―４８．９―１：０１．７―１：１４．８―１：２７．９―１：３９．２―１：５０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．１―３F３４．０

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ルネッタアスール �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２０１１．１１．５ 東京１着

２００９．５．３生 牝３鹿 母 ティーパートナー 母母 ハッピーパートナー ６戦２勝 賞金 １４，９２０，０００円

２７０４４１０月１３日 晴 良 （２４東京４）第４日 第８競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１４時００分 （芝・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

１：１９．６
１：１９．０

良

良

８１３ プランスデトワール 牡４芦 ５７ 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４７６± ０１：２１．４ ２．０�

１１ レッドエレンシア 牝４黒鹿５５ 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 浦河 信岡牧場 ４３０－ ２ 〃 アタマ １４．７�
８１４ ハングリージャック 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８４－ ４１：２１．５� ６．９�
７１２ チャーチクワイア 牝３栗 ５３ 北村 宏司 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４４８± ０１：２１．６� ６．１�
５８ タツミリュウ 牡４栗 ５７ 吉田 豊�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 ４８４－ ６１：２１．８１� １３．９�
３４ ルアーズストリート 牝５鹿 ５５ 秋山真一郎下河辺隆行氏 平田 修 日高 下河辺牧場 ４４８－ ８１：２１．９	 ９．５	
４６ ニコールバローズ 牝３黒鹿５３ 松岡 正海猪熊 広次氏 角田 晃一 池田 新田牧場 ４３８＋ ４ 〃 ハナ １３．１

４５ ニシノスタイル 牡３鹿 ５５ 高倉 稜西山 茂行氏 浅見 秀一 新冠 川上牧場 ４７０± ０１：２２．０クビ ２５．６�
６９ コスモドロス 牡６鹿 ５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム ４６２＋ ２ 〃 クビ ４４．７�
３３ イ ト ク ク リ 牝４鹿 ５５ 横山 典弘池谷 誠一氏 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 ５０２＋ ２１：２２．１� ３２．７
５７ アイアンデューク 牡６芦 ５７ 柴田 善臣栗坂 崇氏 伊藤 伸一 鵡川 上水牧場 ４７２＋ ４１：２２．３１� １５０．９�
７１１ ラ テ ア ー ト 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４７０－ ２１：２２．４� ９９．４�
６１０ キルシュバウム 牝５栗 ５５ 勝浦 正樹ディアレスト 加藤 和宏 平取 びらとり牧場 ４４４＋２０１：２２．６１� ３４８．１�
２２ メイショウデューイ 牡６鹿 ５７ 小島 太一松本 和子氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４６４－ ４１：２２．７	 ３９２．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３１，７０９，３００円 複勝： ４８，５４２，８００円 枠連： １９，６９７，４００円

馬連： ７６，８７１，２００円 馬単： ４６，７６４，７００円 ワイド： ３３，８７６，５００円

３連複： ９１，８６２，４００円 ３連単： １５５，４５５，８００円 計： ５０４，７８０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � ３００円 � ２１０円 枠 連（１－８） ９６０円

馬 連 �� １，３２０円 馬 単 �� １，６１０円

ワ イ ド �� ５８０円 �� ３００円 �� １，４４０円

３ 連 複 ��� ２，１５０円 ３ 連 単 ��� ９，０８０円

票 数

単勝票数 計 ３１７０９３ 的中 � １３０４３０（１番人気）
複勝票数 計 ４８５４２８ 的中 � １７１３４５（１番人気）� ３０２６０（６番人気）� ４９４４４（３番人気）
枠連票数 計 １９６９７４ 的中 （１－８） １５３００（５番人気）
馬連票数 計 ７６８７１２ 的中 �� ４３１３７（４番人気）
馬単票数 計 ４６７６４７ 的中 �� ２１４８２（４番人気）
ワイド票数 計 ３３８７６５ 的中 �� １４１９９（５番人気）�� ３１７３２（１番人気）�� ５１９３（２１番人気）
３連複票数 計 ９１８６２４ 的中 ��� ３１６４１（３番人気）
３連単票数 計１５５４５５８ 的中 ��� １２６４２（１４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１０．９―１１．３―１１．３―１２．０―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．８―３４．７―４６．０―５７．３―１：０９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３５．４
３ ３－４，１，１０（２，８）１２（７，９，１４）１３，５（６，１１） ４ ３＝４－１，１０，２（８，１２）（７，９，１４）１３，５（６，１１）

勝馬の
紹 介

プランスデトワール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Lyphard デビュー ２０１０．８．２９ 札幌１着

２００８．３．３０生 牡４芦 母 スキーパラダイス 母母 Ski Goggle １７戦４勝 賞金 ６６，０１８，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。



２７０４５１０月１３日 晴 良 （２４東京４）第４日 第９競走 ��
��１，６００�プ ラ タ ナ ス 賞

発走１４時３５分 （ダート・左）

２歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ９，５００，０００円 ３，８００，０００円 ２，４００，０００円 １，４００，０００円 ９５０，０００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

１：３６．９
１：３６．９

不良

不良

６１２ ヴ ェ ル デ ホ 牡２黒鹿５５ 横山 典弘�ダノックス 尾関 知人 安平 ノーザンファーム ５０６＋ ６１：３８．７ ３．１�

３６ クリソライト 牡２鹿 ５５ 松岡 正海 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８２＋ ４１：３８．９１� ２．７�
７１３ ワイルドドラゴン 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ５０４＋１２ 〃 ハナ １９．２�
６１１ ホワイトフリート 牡２芦 ５５ 内田 博幸 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４５６＋ ２１：３９．３２� １７．５�
８１６ ドコフクカゼ 牡２黒鹿５５ 岩田 康誠國分 純氏 友道 康夫 日高 ファニーフレンズファーム ４９２－ ４１：３９．４� ８．０�
８１５ ザショットアロー 牡２鹿 ５５ 木幡 初広�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下牧場 ４８２± ０ 〃 ハナ １９９．０	
４８ タイセイロバリー 牡２青鹿５５ 勝浦 正樹田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 本桐牧場 ４８２＋ ８１：３９．５クビ ６．９

５１０ ポルスターシャイン 牡２鹿 ５５ 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 ４７８± ０１：３９．６� ３３．６�
７１４ コンプリートゲーム 牡２鹿 ５５ 石橋 脩島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 ５１８＋ ８１：３９．７クビ ２０３．３�
１２ イーサンヘイロー 牡２黒鹿５５ 田辺 裕信国本 勇氏 大和田 成 日高 沖田牧場 ４５８＋１２１：３９．９１� ８９．９
１１ トラスティー 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成前田 幸治氏 萩原 清 平取 坂東牧場 ４９６－１０１：４０．０� １６．４�
２３ カシノパシオン 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４５２－１２１：４０．６３� ４０．５�
４７ クリスクリングル 牡２鹿 ５５ 北村 宏司井上 一郎氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 ４９８＋ ２１：４１．０２� ９８．５�
３５ 	 チェリーサターン 牡２栗 ５５ 古川 吉洋櫻井 悦朗氏 勢司 和浩 浦河 北俣 牧夫 ５１２＋１８ 〃 ハナ ３７６．８�
５９ ゴーインググレート 牡２栗 ５５ 柴田 善臣田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４５２＋ ４１：４１．１� ９３．５�
２４ ディーエスコマンド 牡２鹿 ５５ 田中 勝春秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 谷口牧場 ４８６－ ６１：４１．３１� ４４．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４１，１６０，０００円 複勝： ５２，０９９，０００円 枠連： ２５，８４４，１００円

馬連： １０７，５７７，６００円 馬単： ６６，７７２，３００円 ワイド： ３７，３１３，４００円

３連複： １２０，１７３，７００円 ３連単： ２１５，５６１，３００円 計： ６６６，５０１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １６０円 � １３０円 � ３６０円 枠 連（３－６） ４００円

馬 連 �� ４７０円 馬 単 �� １，０４０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� １，０２０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� ２，２７０円 ３ 連 単 ��� ９，１００円

票 数

単勝票数 計 ４１１６００ 的中 � １０６８９４（２番人気）
複勝票数 計 ５２０９９０ 的中 � ９４２００（２番人気）� １３４０３６（１番人気）� ２６２９２（７番人気）
枠連票数 計 ２５８４４１ 的中 （３－６） ４８４２６（１番人気）
馬連票数 計１０７５７７６ 的中 �� １７１６５０（１番人気）
馬単票数 計 ６６７７２３ 的中 �� ４７７４４（２番人気）
ワイド票数 計 ３７３１３４ 的中 �� ５３５３７（１番人気）�� ７８９２（１２番人気）�� １１２６５（７番人気）
３連複票数 計１２０１７３７ 的中 ��� ３９２０８（６番人気）
３連単票数 計２１５５６１３ 的中 ��� １７４８６（１４番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１２．０―１２．７―１３．２―１３．１―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．５―３５．５―４８．２―１：０１．４―１：１４．５―１：２６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴ ェ ル デ ホ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 キングカメハメハ デビュー ２０１２．７．２２ 札幌１着

２０１０．２．２生 牡２黒鹿 母 デ ィ ナ シ ー 母母 トゥザヴィクトリー ２戦２勝 賞金 １６，８５７，０００円
〔発走状況〕 ドコフクカゼ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 カシノピカチュウ号・コスモアリュール号・コスモリープリング号

２７０４６１０月１３日 晴 良 （２４東京４）第４日 第１０競走 ��
��１，４００�

はくしゅう

白秋ステークス
発走１５時１０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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．６
１：１９．０

良

良

６９ アドマイヤセプター 牝４栗 ５５ 田辺 裕信近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４６８± ０１：２１．６ ３．１�

８１４ ゴーハンティング 牡４黒鹿５７ 石橋 脩 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム ４９８＋ ２１：２１．８１ ２１．２�
６１０ ル リ ニ ガ ナ 牝４鹿 ５５ 松岡 正海�川島牧場 小野 次郎 新冠 川島牧場 B４６６＋ ２１：２１．９� ８２．６�
３４ シルクドリーマー 牡３鹿 ５５ 田中 勝春有限会社シルク音無 秀孝 浦河 笠松牧場 ４６０－ ４ 〃 ハナ １３．６�
４５ イチオクノホシ 牝３芦 ５３ 内田 博幸�ビリオンスター矢野 英一 千歳 社台ファーム ４４０－ ８１：２２．０� ３．７�
７１２ ラインジェシカ 牝５栗 ５５ 吉田 豊大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ４９８± ０ 〃 クビ ３２．９	
５８ � セイウンジャガーズ 牡５黒鹿５７ 北村 宏司西山 茂行氏 杉浦 宏昭 愛 Lodge

Park Stud ４６６－ ４ 〃 ハナ ２７．５

８１３ マイネルロガール 牡４鹿 ５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム B４９０± ０１：２２．１	 ７６．９�
５７ サザンスターディ 牡６鹿 ５７ 武士沢友治南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 ５２４＋１０１：２２．２クビ １６３．８�
７１１ シルクウェッジ 牡５青鹿５７ 岩田 康誠有限会社シルク和田 正道 新冠 ムラカミファーム ４８６＋ ８１：２２．４１
 １３．１
３３ マイネルエデン 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 阿部 新生 新冠 飛渡牧場 ５０４－ ２１：２２．５	 １６６．０�
４６ サクラゴスペル 牡４黒鹿５７ 横山 典弘�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 山田牧場 ４８４＋１２ 〃 ハナ ９．１�
２２ エ ネ ア ド 牡３鹿 ５５ 蛯名 正義 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４２＋ ６ 〃 ハナ ４．０�
１１ � アラマサローズ 牝６鹿 ５５ 勝浦 正樹�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４５６－ ２ 〃 クビ ４２１．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４８，８２４，７００円 複勝： ７２，９４２，３００円 枠連： ３１，１６４，２００円

馬連： １４４，５６１，１００円 馬単： ８２，３１０，１００円 ワイド： ５４，８９７，７００円

３連複： １６４，８２９，７００円 ３連単： ３０６，５９０，０００円 計： ９０６，１１９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １９０円 � ６１０円 � １，６１０円 枠 連（６－８） ２，３７０円

馬 連 �� ３，２２０円 馬 単 �� ４，３９０円

ワ イ ド �� １，２６０円 �� ３，７１０円 �� １４，４６０円

３ 連 複 ��� ６６，４８０円 ３ 連 単 ��� ２２５，３７０円

票 数

単勝票数 計 ４８８２４７ 的中 � １２７２９６（１番人気）
複勝票数 計 ７２９４２３ 的中 � １３８１９８（２番人気）� ２８１３６（９番人気）� ９６８５（１１番人気）
枠連票数 計 ３１１６４２ 的中 （６－８） ９７４３（１１番人気）
馬連票数 計１４４５６１１ 的中 �� ３３２０１（１３番人気）
馬単票数 計 ８２３１０１ 的中 �� １３８４７（１８番人気）
ワイド票数 計 ５４８９７７ 的中 �� １１１３３（１４番人気）�� ３６１７（３６番人気）�� ９１２（６６番人気）
３連複票数 計１６４８２９７ 的中 ��� １８３０（１３１番人気）
３連単票数 計３０６５９００ 的中 ��� １００４（５２８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．６―１１．９―１２．１―１１．３―１０．８―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２４．１―３６．０―４８．１―５９．４―１：１０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．６―３F３３．５
３ １０，１３（６，７）（１，９）２（３，１２）（４，１１）１４，８，５ ４ １０，１３（６，９）７（１，１２）２（４，３，１４，５）（８，１１）

勝馬の
紹 介

アドマイヤセプター �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．８．２１ 札幌１着

２００８．３．１４生 牝４栗 母 アドマイヤグルーヴ 母母 エアグルーヴ １５戦５勝 賞金 ９５，６９２，０００円



２７０４７１０月１３日 晴 良 （２４東京４）第４日 第１１競走 ��
��１，８００�第６０回府中牝馬ステークス（ＧⅡ）

発走１５時４５分 （芝・左）
牝，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５２�４歳以上
５４�，２３．１０．１５以降GⅠ競走１着馬２�増，GⅡ競走１着馬１�増，２３．１０．１４以前のGⅠ
競走１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

府中市長賞（１着）
賞 品

本 賞 ５１，０００，０００円 ２０，０００，０００円 １３，０００，０００円 ７，７００，０００円 ５，１００，０００円
付 加 賞 １，２４６，０００円 ３５６，０００円 １７８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

７１４ マイネイサベル 牝４鹿 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 高橋 修 ４７０－１０１：４５．５ ３１．８�

４８ スマートシルエット 牝５鹿 ５４ 蛯名 正義大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４７６－ ４１：４５．６� １０．０�
６１１ ドナウブルー 牝４鹿 ５４ 内田 博幸 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４３２－ ６１：４５．７� ２．８�
８１６ レインボーダリア 牝５栗 ５４ 柴田 善臣田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４６２＋ ６１：４５．９１ ２８．７�
３６ マルセリーナ 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４６０＋１０ 〃 クビ ８．５�
３５ ゴールデングローブ 牝４栗 ５４ 勝浦 正樹 H.R.H．プリンセス・ハヤ 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６０＋ ２ 〃 アタマ ２１．５	
１２ エーシンリターンズ 牝５栗 ５４ 北村 宏司�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４６４＋ ２ 〃 アタマ ８．７

７１３ オールザットジャズ 牝４鹿 ５４ 藤岡 佑介市川 義美氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム ４３８－１２１：４６．０� １２．５�
５９ アニメイトバイオ 牝５栗 ５４ 丸山 元気バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４７４＋ ６ 〃 クビ ７１．２�
２３ アプリコットフィズ 牝５黒鹿５４ 田中 勝春 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４４４＋ ２１：４６．１クビ １９．２
８１７ ホエールキャプチャ 牝４芦 ５６ 横山 典弘嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 ４６８＋ ２ 〃 ハナ ４．３�
２４ クリスマスキャロル 牝５栗 ５４ 秋山真一郎 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ４４４± ０ 〃 クビ ４２．５�
５１０	 メ ー ヴ ェ 牝４黒鹿５４ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 栗田 博憲 英 D. D. and Mrs

Jean P. Clee ４６０＋ ４１：４６．３１ ５１．４�
１１ メルヴェイユドール 牝５黒鹿５４ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 牧田 和弥 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３２－ ４ 〃 アタマ ２３３．７�
６１２ シースナイプ 牝５鹿 ５４ 丹内 祐次松岡 隆雄氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４４２－ ６１：４６．５１� １２６．６�
４７ プティプランセス 牝６鹿 ５４ 武士沢友治中山 芳樹氏 伊藤 正徳 日高 下河辺牧場 ４８２＋ ４１：４７．３５ ２５９．３�
８１５ エリンコート 牝４黒鹿５５ 石橋 脩吉田 照哉氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４７０－ ４１：４７．９３� ５１．８�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １０９，３１７，２００円 複勝： １９２，９３３，０００円 枠連： ８８，０４４，５００円

馬連： ４８３，４８６，２００円 馬単： ２３１，９８５，６００円 ワイド： １８５，８７２，９００円

３連複： ６９８，３５４，１００円 ３連単： １，２００，１５５，８００円 計： ３，１９０，１４９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，１８０円 複 勝 � ６４０円 � ３１０円 � １５０円 枠 連（４－７） ４，１８０円

馬 連 �� １８，７２０円 馬 単 �� ４６，４８０円

ワ イ ド �� ３，８２０円 �� １，６８０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� １５，６４０円 ３ 連 単 ��� １７３，５４０円

票 数

単勝票数 計１０９３１７２ 的中 � ２７１７１（１０番人気）
複勝票数 計１９２９３３０ 的中 � ５９６９０（１０番人気）� １４８８５６（５番人気）� ４８１０５６（１番人気）
枠連票数 計 ８８０４４５ 的中 （４－７） １５５５５（１９番人気）
馬連票数 計４８３４８６２ 的中 �� １９０６５（５２番人気）
馬単票数 計２３１９８５６ 的中 �� ３６８４（１１４番人気）
ワイド票数 計１８５８７２９ 的中 �� １１４３６（４６番人気）�� ２６８１１（１８番人気）�� ７９２６０（３番人気）
３連複票数 計６９８３５４１ 的中 ��� ３２９７４（５１番人気）
３連単票数 計１２００１５５８ 的中 ��� ５１０４（５１８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１１．７―１２．１―１２．１―１１．８―１１．３―１１．２―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．８―３５．５―４７．６―５９．７―１：１１．５―１：２２．８―１：３４．０

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネイサベル �
�
父 テレグノシス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．７．１７ 新潟１着

２００８．４．１１生 牝４鹿 母 マイネレジーナ 母母 フミノスキー １７戦３勝 賞金 １６３，７６１，０００円

２７０４８１０月１３日 晴 良 （２４東京４）第４日 第１２競走 ��
��２，１００�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

２：０６．７
２：０５．９

良

良

３６ ドラゴンヴォイス 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 ４４６－ ２２：１３．３ ３．２�

６１２ ローマンエンブレム 牡３栗 ５５ 田中 勝春�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 B５２４＋ ２ 〃 クビ ４．８�
１１ コスタパルメーラ 牡４黒鹿５７ 吉田 豊吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B４６４± ０２：１３．５１� ７．７�
５１０ テイエムデジタル 牡３鹿 ５５ 宮崎 北斗竹園 正繼氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 ４８２－ ２２：１３．６クビ １４９．１�
２４ オリオンザアルファ 牡５黒鹿５７ 松岡 正海平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 B４８２－ ４ 〃 クビ ２６．５�
８１６ ト リ ノ 牡４栗 ５７ 高倉 稜北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム ４９６－ ２２：１３．７� １０．６	
８１５ ミッキーナチュラル 牡３栗 ５５ 三浦 皇成野田みづき氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ５００－ ４ 〃 ハナ １７．３

７１４ エーペックス 牡３青鹿５５ 岩田 康誠�Basic 畠山 吉宏 日高 川島 良一 ４９４＋ ４２：１４．０１� ２６．９�
４８ アイノグロー 牡５黒鹿５７ 武士沢友治礒川 正明氏 松永 康利 日高 日西牧場 B４９６－ ２２：１４．２１ ２０７．５
３５ スペシャルイモン 牡５鹿 ５７ 丸山 元気井門 敏雄氏 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ４７４－１２２：１４．４１	 ２４．４�
５９ ルシャンベルタン 牡４鹿 ５７ 北村 宏司嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム B４７８－ ４ 〃 ハナ ８．４�
１２ イルポスティーノ 牡３栗 ５５ 田辺 裕信 �サンデーレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム B５０６－ ６２：１４．５クビ １４．０�
４７ ギャザーロージズ 
５芦 ５７ 内田 博幸吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム B４７８＋ ４２：１５．０３ ９．０�
６１１� セイカミカワ 牝５黒鹿５５ 勝浦 正樹久米 大氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 ４９６－ ４２：１５．７４ ３５９．５�
２３ サウスパシフィック 牡３鹿 ５５ 木幡 初広 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 ４９０－１２２：１７．０８ ６８．７�
７１３�� クールヴェント 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣櫻井 盛夫氏 久保田貴士 米 Grade１

Bloodstock Inc. ５１４－１２２：１８．０６ １０１．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４４，６５２，１００円 複勝： ６７，５０５，７００円 枠連： ３８，１３６，０００円

馬連： １２７，３１１，６００円 馬単： ６６，６０３，１００円 ワイド： ５３，８１４，５００円

３連複： １６５，４０３，７００円 ３連単： ２８０，１２２，１００円 計： ８４３，５４８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １５０円 � ２００円 � ２２０円 枠 連（３－６） ８１０円

馬 連 �� １，０５０円 馬 単 �� １，９２０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� ５５０円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� ２，８６０円 ３ 連 単 ��� １２，９８０円

票 数

単勝票数 計 ４４６５２１ 的中 � １１２０２１（１番人気）
複勝票数 計 ６７５０５７ 的中 � １４８４８６（１番人気）� ８２００７（２番人気）� ７４６６４（３番人気）
枠連票数 計 ３８１３６０ 的中 （３－６） ３４９５６（２番人気）
馬連票数 計１２７３１１６ 的中 �� ８９９７５（１番人気）
馬単票数 計 ６６６０３１ 的中 �� ２５７２５（１番人気）
ワイド票数 計 ５３８１４５ 的中 �� ３８６３４（１番人気）�� ２４３５９（３番人気）�� １２２３３（９番人気）
３連複票数 計１６５４０３７ 的中 ��� ４２７９４（２番人気）
３連単票数 計２８０１２２１ 的中 ��� １５９３１（４番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．８―１３．３―１３．３―１２．６―１２．１―１２．４―１２．９―１２．５―１２．３―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１８．９―３２．２―４５．５―５８．１―１：１０．２―１：２２．６―１：３５．５―１：４８．０―２：００．３

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ドラゴンヴォイス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Fappiano デビュー ２０１０．１０．３１ 東京１０着

２００８．５．２４生 牡４鹿 母 ベ ル ピ ア ノ 母母 Bel Sheba １５戦４勝 賞金 ４７，３６９，０００円



（２４東京４）第４日 １０月１３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 １５８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

２７１，２５０，０００円
７，１８０，０００円
２，７５０，０００円
２４，９３０，０００円
５５，７４６，０００円
４，３９７，０００円
１，５１６，８００円

勝馬投票券売得金
４０５，８９８，１００円
６４４，６９５，３００円
２７９，４０３，５００円
１，２３２，０７８，３００円
７０８，１４０，１００円
４９４，３７１，９００円
１，６００，４９４，０００円
２，８２９，７７９，５００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 ８，１９４，８６０，７００円

総入場人員 ２９，５４５名 （有料入場人員 ２７，６０８名）


