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２７０６１１０月２０日 晴 良 （２４東京４）第６日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０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

１：２１．２
１：２０．３

良

良

６６ ツクバリンカーン 牡２芦 ５５ 柴田 善臣荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 ５１８＋１０１：２４．９ ３．６�

４４ アルマダクロス 牡２栗 ５５ 北村 宏司栗坂 崇氏 伊藤 伸一 浦河 中神牧場 ４５２＋ ８１：２５．１１� ３．２�
１１ ダイキチサブロウ 牡２栗 ５５ 田中 勝春西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 乾 皆雄 ４７２± ０１：２５．２� ７．７�
８１１ ドラゴンブラザーズ 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成窪田 康志氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 ４９２＋２０１：２５．４１ １０．９�
７８ スズノフウジン 牡２栗 ５５ 内田 博幸小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 ４８８± ０ 〃 ハナ １０．０�
５５ アースミッション 牡２栗 ５５ 松岡 正海前原 敏行氏 伊藤 大士 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４２２－ ８ 〃 クビ ２８．７�
２２ 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 ４１４＋ ２ 〃 ハナ ３．５�
６７ カシノラッキー 牡２青鹿５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 下河辺牧場 ４７０± ０１：２５．８２� ６７．４	
８１０ ケツァルコアトル 牡２青鹿５５ 嘉藤 貴行
ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 岡田スタツド ４８２＋ ６１：２６．３３ １８６．４�
７９ カシノスペル 牡２鹿 ５５

５２ ▲高嶋 活士柏木 務氏 二本柳俊一 鹿児島 柏木 務 ４７４－ ４１：２６．４� ２３２．８�
３３ ア ル デ オ 牝２鹿 ５４ 武士沢友治杉山 忠国氏 武市 康男 新ひだか 明治牧場 ４３２－ ２１：２６．５� １５６．７

（１１頭）

売 得 金

単勝： １７，４５７，２００円 複勝： ２８，３４８，９００円 枠連： ８，５６６，０００円

馬連： ４１，１８８，９００円 馬単： ２９，９８９，６００円 ワイド： １７，８０６，４００円

３連複： ５２，１５０，２００円 ３連単： ９３，６１１，４００円 計： ２８９，１１８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １５０円 � １３０円 � １８０円 枠 連（４－６） ４７０円

馬 連 �� ５２０円 馬 単 �� ９８０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ４３０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� １，０１０円 ３ 連 単 ��� ４，０００円

票 数

単勝票数 計 １７４５７２ 的中 � ３８６８４（３番人気）
複勝票数 計 ２８３４８９ 的中 � ５３５０９（２番人気）� ７０６６９（１番人気）� ３４３５９（４番人気）
枠連票数 計 ８５６６０ 的中 （４－６） １３７３１（１番人気）
馬連票数 計 ４１１８８９ 的中 �� ５９３２１（１番人気）
馬単票数 計 ２９９８９６ 的中 �� ２２６３９（１番人気）
ワイド票数 計 １７８０６４ 的中 �� ２５２７０（１番人気）�� ９０５８（６番人気）�� １２８３４（４番人気）
３連複票数 計 ５２１５０２ 的中 ��� ３８４１４（２番人気）
３連単票数 計 ９３６１１４ 的中 ��� １７２９５（５番人気）

ハロンタイム １３．２―１２．１―１２．４―１３．０―１１．７―１１．０―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１３．２―２５．３―３７．７―５０．７―１：０２．４―１：１３．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ツクバリンカーン �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 Peaks and Valleys デビュー ２０１２．１０．６ 東京３着

２０１０．２．５生 牡２芦 母 ウェディングバレー 母母 Dime Queen ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
※出走取消馬 イイトコドリ号（疾病〔左肩跛行〕のため）・コスモフラウ号（疾病〔左肩跛行〕のため）

２７０６２１０月２０日 晴 稍重 （２４東京４）第６日 第２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１０時４０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

５１０ サウンドトゥルー 牡２栗 ５５ 田辺 裕信山田 弘氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド ４７０± ０１：２６．７ １４．４�

１２ ア ビ ス コ 牡２芦 ５５ 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 白井牧場 ４８２＋ ８１：２６．９１� ２．９�

２３ アスカブランシュ 牝２芦 ５４ 松岡 正海神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 ４４６＋ ２１：２７．５３� ５．５�
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 ４４６＋ ６１：２８．０３ ３５．６�
８１５ ドラゴンウォー 牡２鹿 ５５ 福永 祐一窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８６＋ ４１：２８．３１� ３．０�
３５ トウショウアミラル 牡２黒鹿５５ 武士沢友治トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６４＋ ８ 〃 クビ １３２．７�
７１３ ジェファーソン 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹�橋 文枝氏 水野 貴広 浦河 日田牧場 ４６６＋ ２１：２８．４クビ １２．３	
５９ マクガフィン 牡２鹿 ５５ 田中 勝春山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 藤本牧場 ４３８＋ ４１：２８．６１� ６４．６

７１４ メイスンインパルス 牡２鹿 ５５ 木幡 初広梅村 浩氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム ４７６＋１８１：２９．３４ ３３．２�
６１２ ブルーフェイズ 牝２鹿 ５４ 吉田 豊 IHR 武藤 善則 新冠 三村 卓也 ４６０－ ８ 〃 ハナ ６７．４�
４７ ソ ウ キ ュ ウ 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成荒木隆之介氏 鈴木 伸尋 浦河 伏木田牧場 ４３４＋ ２ 〃 クビ １２．１
４８ ルナーリンガス 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠伊藤 巖氏 谷原 義明 新ひだか 三木田牧場 ４７２－ ６１：２９．９３� ３６．２�
３６ キネオアンナ 牝２栗 ５４ 北村 宏司ジャパンフードビジネス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 ４３４－１０ 〃 アタマ ５２．５�
６１１ ディアギャラクシー 牡２鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人ディアレスト 田中 剛 浦河 松栄牧場 ５０８－ ４１：３０．４３ ２６６．０�
１１ アポロアルデュール 牝２栗 ５４ 的場 勇人アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 むかわ 真壁 信一 ４４６＋ ２１：３０．６１� ３５４．４�
８１６ ジャックザビーン 牡２鹿 ５５ 太宰 啓介小山 豊氏 阿部 新生 新ひだか 岡田牧場 ４８８＋ ４１：３２．４大差 １４８．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，５２８，１００円 複勝： ２９，０７８，１００円 枠連： １２，８３６，０００円

馬連： ４５，５３５，８００円 馬単： ３３，８６３，４００円 ワイド： ２２，７４６，７００円

３連複： ６２，０２４，０００円 ３連単： ９８，２２９，３００円 計： ３２２，８４１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４４０円 複 勝 � ３１０円 � １３０円 � １８０円 枠 連（１－５） ２，１３０円

馬 連 �� ２，２７０円 馬 単 �� ６，４６０円

ワ イ ド �� ６８０円 �� １，３５０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ３，３９０円 ３ 連 単 ��� ２７，０５０円

票 数

単勝票数 計 １８５２８１ 的中 � １０１５５（６番人気）
複勝票数 計 ２９０７８１ 的中 � １８４８４（６番人気）� ７７２１１（１番人気）� ４３１３９（３番人気）
枠連票数 計 １２８３６０ 的中 （１－５） ４４５５（１０番人気）
馬連票数 計 ４５５３５８ 的中 �� １４８１６（８番人気）
馬単票数 計 ３３８６３４ 的中 �� ３８７２（２１番人気）
ワイド票数 計 ２２７４６７ 的中 �� ７９２７（７番人気）�� ３７７６（１５番人気）�� ２１０２４（２番人気）
３連複票数 計 ６２０２４０ 的中 ��� １３５４１（１０番人気）
３連単票数 計 ９８２２９３ 的中 ��� ２６８０（７５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．３―３６．４―４９．４―１：０２．０―１：１４．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウンドトゥルー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１２．１０．６ 東京６着

２０１０．５．１５生 牡２栗 母 キョウエイトルース 母母 キョウエイヨシノ ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔騎手変更〕 キネオアンナ号の騎手柴田大知は，落馬負傷のため北村宏司に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジャックザビーン号は，平成２４年１１月２０日まで平地競走に出走できない。
※アポロアルデュール号・キネオアンナ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

第４回 東京競馬 第６日



２７０６３１０月２０日 晴 良 （２４東京４）第６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

７９ 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 ４６４＋ ２１：３５．８ １．９�

６７ サクセスカーチス 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 ４５０± ０１：３５．９� ３．４�

４４ レイヌドネージュ 牝２鹿 ５４ 松岡 正海 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム ４８６－ ２１：３６．３２� １１．３�
８１１ グレイスヒーロー 牡２栗 ５５ 内田 博幸 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム ４４２± ０１：３６．５１� １０．７�
３３ フェイムゲーム 牡２青鹿５５ 田中 勝春 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４５０－ ８ 〃 ハナ １０．２�
５６ トーセンウィンドウ 牝２栗 ５４ 江田 照男島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム ４５２＋ ４１：３６．６� １０７．３	
７１０ コスモギガデイン 牡２栗 ５５ 三浦 皇成岡田 繁幸氏 黒岩 陽一 日高 木村牧場 ４５８＋ ４ 〃 クビ ２９．９

５５ マッシヴビクトリー 牡２黒鹿５５ 吉田 豊小川 勲氏 大橋 勇樹 浦河 市川牧場 ４７６－１２１：３６．８１� ３６．３�
２２ 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± ０１：３６．９� ２１３．７�
１１ グラスリード 牡２青鹿５５ 勝浦 正樹半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４３６－ ２１：３７．０クビ ２１．５
８１２ ハイラブソング 牝２芦 ５４ 柴田 善臣服部 新平氏 小島 太 浦河 鮫川フアーム ４５４＋１６ 〃 クビ ７１．１�
６８ オマツリマンボ 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 手塚 貴久 新ひだか グランド牧場 ４６２± ０１：３７．３１� １０６．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２２，２０６，１００円 複勝： ３７，０９９，９００円 枠連： １２，１３５，３００円

馬連： ５０，４７２，３００円 馬単： ３８，８８４，８００円 ワイド： ２３，０５２，６００円

３連複： ６０，０６４，５００円 ３連単： １１７，２６５，８００円 計： ３６１，１８１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � ２１０円 枠 連（６－７） ２３０円

馬 連 �� ２６０円 馬 単 �� ４５０円

ワ イ ド �� １４０円 �� ３６０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� ８４０円 ３ 連 単 ��� ２，４４０円

票 数

単勝票数 計 ２２２０６１ 的中 � ９５４４６（１番人気）
複勝票数 計 ３７０９９９ 的中 � １５７８７０（１番人気）� ６７５４３（２番人気）� ２６８３３（５番人気）
枠連票数 計 １２１３５３ 的中 （６－７） ３９６９０（１番人気）
馬連票数 計 ５０４７２３ 的中 �� １４５３０２（１番人気）
馬単票数 計 ３８８８４８ 的中 �� ６４１５３（１番人気）
ワイド票数 計 ２３０５２６ 的中 �� ５７２１５（１番人気）�� １３３９４（４番人気）�� ７３８９（７番人気）
３連複票数 計 ６００６４５ 的中 ��� ５３１７６（３番人気）
３連単票数 計１１７２６５８ 的中 ��� ３５６００（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．６―３６．０―４８．３―１：００．８―１：１２．７―１：２４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３５．０
３ １－１０－（２，１２）９，７，１１，８（３，４）（５，６） ４ １－１０－２（７，１２）９（８，１１）（４，６）３，５
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤイチバン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Twining デビュー ２０１２．８．１８ 新潟４着

２０１０．５．１４生 牝２青鹿 母 トゥーアイテムリミット 母母 Spa Warning ４戦１勝 賞金 ８，８５０，０００円
〔騎手変更〕 コスモギガデイン号の騎手柴田大知は，落馬負傷のため三浦皇成に変更。

２７０６４１０月２０日 晴 良 （２４東京４）第６日 第４競走 ��
��１，４００�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

１：２１．２
１：２０．３

良

良

６９ グレイスフルデイズ 牡２芦 ５５ 内田 博幸 �グリーンファーム 西園 正都 千歳 社台ファーム ４７０ ―１：２３．６ ２．３�

８１３ カミナリコゾウ 牡２栗 ５５ 三浦 皇成田頭 勇貴氏 大和田 成 新冠 村上牧場 ４５４ ―１：２３．８１� ６９．４�
８１２ アンプレデクタブル 牝２栗 ５４ 石橋 脩 H.J．スウィーニィ氏 大和田 成 新冠 パカパカ

ファーム ４２６ ―１：２４．０１� ３５．７�
７１０ カシマルフィ 牡２黒鹿５５ 田中 勝春�カシマ 高市 圭二 むかわ 上水牧場 ４５４ ―１：２４．２１� ４２．５�
４５ サトノマーキュリー 牡２黒鹿５５ 北村 宏司里見 治氏 国枝 栄 むかわ 上水牧場 ４８４ ―１：２４．３クビ ５．０�
５６ ブリリアント 牡２鹿 ５５ 松岡 正海本田 恒雄氏 武市 康男 新冠 タニグチ牧場 ４７０ ― 〃 ハナ ５．９�
４４ ノーブルジュピタ 牝２鹿 ５４ 吉田 豊吉木 伸彦氏 水野 貴広 新冠 秋田牧場 ４３２ ― 〃 クビ ４９．４	
７１１ リネンウインド �２黒鹿５５ 田辺 裕信戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 前谷 武志 ４５２ ―１：２４．４	 １５６．６

２２ イデアリスタ �２鹿 ５５ 中谷 雄太岡田 壮史氏 菊川 正達 平取 原田 新治 ４７８ ―１：２４．５� ２６．８�
１１ アルマライズ 牡２黒鹿５５ 勝浦 正樹コウトミックレーシング 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 ４７０ ―１：２４．６	 ６６．２�
５７ スティレット 牡２青鹿５５ 高倉 稜 ユートピア牧場 松山 将樹 登別 ユートピア牧場 ４５４ ―１：２５．０２� ３４．０�
６８ アインディアマント 牡２鹿 ５５ 武士沢友治辻 大作氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 ４９４ ―１：２５．２１ ６７．７�
３３ ナスノローズ 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ５０８ ―１：２５．３� ３．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２０，０４５，８００円 複勝： ２５，１３０，７００円 枠連： １０，５６６，８００円

馬連： ４１，４１４，６００円 馬単： ３１，９０５，７００円 ワイド： １６，５６３，１００円

３連複： ４７，８４６，０００円 ３連単： ８９，１７７，９００円 計： ２８２，６５０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １４０円 � １，６８０円 � ６２０円 枠 連（６－８） １，５７０円

馬 連 �� ７，６３０円 馬 単 �� １１，９１０円

ワ イ ド �� ２，７７０円 �� １，２２０円 �� ７，６３０円

３ 連 複 ��� ３５，４９０円 ３ 連 単 ��� １６８，７６０円

票 数

単勝票数 計 ２００４５８ 的中 � ６９５６５（１番人気）
複勝票数 計 ２５１３０７ 的中 � ７１６６５（１番人気）� ２８５１（１２番人気）� ８３６３（６番人気）
枠連票数 計 １０５６６８ 的中 （６－８） ４９８８（７番人気）
馬連票数 計 ４１４１４６ 的中 �� ４００６（２１番人気）
馬単票数 計 ３１９０５７ 的中 �� １９７８（２９番人気）
ワイド票数 計 １６５６３１ 的中 �� １４６３（２７番人気）�� ３４４９（９番人気）�� ５２２（４７番人気）
３連複票数 計 ４７８４６０ 的中 ��� ９９５（７２番人気）
３連単票数 計 ８９１７７９ 的中 ��� ３９０（３２４番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．３―１２．２―１２．３―１１．６―１１．４―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１３．０―２４．３―３６．５―４８．８―１：００．４―１：１１．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グレイスフルデイズ �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２０１０．４．２生 牡２芦 母 フェイムドグレイス 母母 ビューティーメイク １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出走取消馬 ファミーユ号（疾病〔右寛跛行〕のため）
※イデアリスタ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２７０６５１０月２０日 晴 良 （２４東京４）第６日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１２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 １，８００，０００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

２２ ア ガ サ 牝２青 ５４ 石橋 脩上野 直樹氏 小野 次郎 日高 社台ファーム ４８０ ―１：５１．９ ７．９�

４４ ドラゴンレインボー 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成窪田 康志氏 田島 俊明 浦河 大島牧場 ４５８ ― 〃 クビ ７．０�
７７ ランブリングマン 牡２鹿 ５５ 武士沢友治スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 ５１６ ―１：５２．０� １５．４�
８１０ ホ ア ピ リ 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８ ―１：５２．２１� １．７�
３３ カ ネ イ シ 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣本間 茂氏 石毛 善彦 浦河 丸幸小林牧場 ４８８ ―１：５２．４１ ３３．６�
８９ テルミニスト 牡２黒鹿５５ 吉田 豊加藤 厚子氏 松永 康利 新冠 大狩部牧場 ４５６ ― 〃 クビ ７７．６�
１１ トミケンプレミオ 牡２鹿 ５５ 木幡 初広冨樫 賢二氏 天間 昭一 浦河 梅田牧場 ５００ ―１：５２．６１� ２９．９	
６６ セプテントリオ 牡２黒鹿５５ 内田 博幸 �社台レースホース鈴木 康弘 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１２ ―１：５２．８１� ７．０

５５ ヴェネチアンレッド 牝２黒鹿５４ 北村 宏司村野 康司氏 畠山 吉宏 日高 下河辺牧場 ４４４ ―１：５２．９� １１．６�
７８ ブラックテラー 牡２栗 ５５ 田辺 裕信小川 敏夫氏 小桧山 悟 新ひだか 石川 栄一 ４７０ ―１：５３．１１� ４４．１�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２１，０５９，２００円 複勝： ４６，１５８，４００円 枠連： ９，５８７，０００円

馬連： ３７，９２９，２００円 馬単： ３４，８７７，５００円 ワイド： １８，１１８，０００円

３連複： ４５，１４１，９００円 ３連単： １０４，１３７，７００円 計： ３１７，００８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ３５０円 � ３００円 � ４９０円 枠 連（２－４） ２，５８０円

馬 連 �� ２，４００円 馬 単 �� ５，８３０円

ワ イ ド �� ６９０円 �� １，０７０円 �� １，２００円

３ 連 複 ��� ８，５５０円 ３ 連 単 ��� ４９，１４０円

票 数

単勝票数 計 ２１０５９２ 的中 � ２１０３２（４番人気）
複勝票数 計 ４６１５８４ 的中 � ３５５７１（４番人気）� ４２７３８（２番人気）� ２３４５８（６番人気）
枠連票数 計 ９５８７０ 的中 （２－４） ２７５０（７番人気）
馬連票数 計 ３７９２９２ 的中 �� １１６７８（７番人気）
馬単票数 計 ３４８７７５ 的中 �� ４４１８（１８番人気）
ワイド票数 計 １８１１８０ 的中 �� ６７２０（６番人気）�� ４１２５（１３番人気）�� ３６４８（１５番人気）
３連複票数 計 ４５１４１９ 的中 ��� ３８９９（２９番人気）
３連単票数 計１０４１３７７ 的中 ��� １５６４（１４８番人気）

ハロンタイム １３．２―１２．８―１２．９―１３．５―１２．８―１２．７―１１．４―１１．０―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２６．０―３８．９―５２．４―１：０５．２―１：１７．９―１：２９．３―１：４０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．７―３F３４．０

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ア ガ サ 
�
父 マンハッタンカフェ 

�
母父 Theatrical 初出走

２０１０．４．２４生 牝２青 母 ソプラニーノ 母母 My Darling One １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

２７０６６１０月２０日 晴 良 （２４東京４）第６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）

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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

４７ ダンシングミッシー 牝３鹿 ５３ 吉田 豊伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 ４６６＋ ６１：１８．３ ５．２�

６１０ フェアリーライン 牝３鹿 ５３ 蛯名 正義 �キャロットファーム 池上 昌弘 安平 追分ファーム ５３８＋１２１：１８．９３� ２１．５�
５８ スピーディードータ 牝３鹿 ５３

５０ ▲杉原 誠人安達 允彦氏 小西 一男 日高 坂 牧場 ４６２± ０１：１９．０� ４１．１�
４６ シルクミライ 牝５黒鹿５５ 田辺 裕信有限会社シルク松山 将樹 浦河 福岡 光夫 ４８８＋１０１：１９．１クビ ２１．０�
６１１ ダイワミストレス 牝３黒鹿５３ 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ４７２＋ ４１：１９．５２� １．７�
１１ エリモミヤビ 牝４栗 ５５ 佐藤 哲三山本 敏晴氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４６２－ ６ 〃 クビ ３７．８�
８１４ ロードナイト 牝３鹿 ５３ 福永 祐一山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 有限会社石川牧場 ４７０± ０ 〃 ハナ ６．４	
３４ ラ リ エ ッ ト 牝３黒鹿５３ 田中 勝春島田 久氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 ４４２＋ ４１：１９．７１� ４２．２

５９ ドリームバラード 牝３黒鹿５３ 岩田 康誠ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 B４４６－ ２１：１９．８� ３７．６�
３５ スマイルヴィジット 牝３栗 ５３ 勝浦 正樹ディアレスト 池上 昌弘 新冠 赤石 久夫 ４３４－ ６１：１９．９� １２５．７�
２２ ト ル サ ー ド 牝３栗 ５３ 江田 照男有限会社シルク武市 康男 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４７８－ ４１：２０．２１� ３６．２
２３ ニシノユメマクラ 牝４鹿 ５５ 武士沢友治西山 茂行氏 杉浦 宏昭 むかわ 西山牧場 ４８２＋１０ 〃 クビ ２１０．５�
８１５ 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 ４６８＋ ２１：２０．５２ ２３．９�
７１３ フィールザファン 牝５黒鹿５５ 木幡 初広櫻井 正氏 和田 正道 むかわ 平岡牧場 ４６４＋ ８１：２０．９２� ９８．４�
７１２ メイショウゴウヒメ 牝４黒鹿５５ 小島 太一松本 好�氏 小島 太 浦河 太陽牧場 ４６８＋３０１：２１．４３ １６３．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２５，９５７，２００円 複勝： ５７，４９１，３００円 枠連： １９，８５０，３００円

馬連： ５７，３３１，５００円 馬単： ４５，６２６，３００円 ワイド： ２８，２０７，６００円

３連複： ７１，２８２，７００円 ３連単： １４２，２１０，３００円 計： ４４７，９５７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � ３２０円 � ７８０円 � １，４２０円 枠 連（４－６） ２７０円

馬 連 �� ６，０６０円 馬 単 �� ９，７９０円

ワ イ ド �� １，５４０円 �� ２，９００円 �� ７，４３０円

３ 連 複 ��� ６４，７９０円 ３ 連 単 ��� ３０４，２１０円

票 数

単勝票数 計 ２５９５７２ 的中 � ３９６８７（２番人気）
複勝票数 計 ５７４９１３ 的中 � ５４８６２（３番人気）� １８５５３（６番人気）� ９７６７（１０番人気）
枠連票数 計 １９８５０３ 的中 （４－６） ５４７７０（１番人気）
馬連票数 計 ５７３３１５ 的中 �� ６９９１（１７番人気）
馬単票数 計 ４５６２６３ 的中 �� ３４４２（２４番人気）
ワイド票数 計 ２８２０７６ 的中 �� ４６１３（１５番人気）�� ２３９３（２７番人気）�� ９１８（４８番人気）
３連複票数 計 ７１２８２７ 的中 ��� ８１２（１２３番人気）
３連単票数 計１４２２１０３ 的中 ��� ３４５（５０５番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．２―１１．９―１２．４―１２．１―１１．５―１２．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１８．２―３０．１―４２．５―５４．６―１：０６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンシングミッシー �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．１２．３ 中山７着

２００９．４．６生 牝３鹿 母 シルクダンシング 母母 ダンシンググラス ７戦２勝 賞金 １８，０００，０００円



２７０６７１０月２０日 晴 良 （２４東京４）第６日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１３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

１：３４．４
１：３３．３

重

良

３３ � ハヤブサエミネンス 牝５鹿 ５５ 横山 典弘武田 修氏 伊藤 圭三 米 Grand Farm ４４８－ ２１：３９．１ ６．３�

７９ オ フ シ ョ ア 牝３鹿 ５３ 三浦 皇成 �グリーンファーム 矢野 英一 千歳 社台ファーム B４３８± ０ 〃 クビ １７．１�
７８ トルネードミノル 牡３鹿 ５５ 岩田 康誠吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ４７８± ０１：３９．５２� ６．０�
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 ４５０＋ ２１：３９．７１	 ２．３�
６７ 
 サンマルヴィエント 牡４栗 ５７ 田中 勝春相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４７４± ０１：４０．０２ １５．３�
１１ オペラフォンテン 牝４栗 ５５ 北村 宏司吉橋 計氏 柴崎 勇 浦河 中脇 満 B４７２－ ８ 〃 クビ ２０．９�
８１１
 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 ４６２－ ４１：４０．４２� ３８．４

８１０ ニシノサンタロウ 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人西山 茂行氏 鈴木 伸尋 むかわ 西山牧場 ５４８± ０ 〃 アタマ ４２．１�
５５ ジャストジョーイ 牝３芦 ５３ 福永 祐一�G１レーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４３８＋１２１：４０．８２� ６．０�
４４ エクスビート 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信前原 敏行氏 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 ４５２± ０１：４１．２２� ２２．１
２２ トーセンエトワール 牝４鹿 ５５ 内田 博幸島川 	哉氏 鈴木 康弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５２０＋２６１：４２．０５ １７．２�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２２，７２６，４００円 複勝： ３５，７９１，３００円 枠連： １４，３７９，９００円

馬連： ５５，１０９，９００円 馬単： ３９，３９７，８００円 ワイド： ２２，９９１，５００円

３連複： ６３，３０９，４００円 ３連単： １２３，９０６，２００円 計： ３７７，６１２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２００円 � ３３０円 � １９０円 枠 連（３－７） ９９０円

馬 連 �� ３，５５０円 馬 単 �� ６，８５０円

ワ イ ド �� ９９０円 �� ５２０円 �� １，１４０円

３ 連 複 ��� ５，７２０円 ３ 連 単 ��� ３２，６２０円

票 数

単勝票数 計 ２２７２６４ 的中 � ２８８３５（４番人気）
複勝票数 計 ３５７９１３ 的中 � ４９９４４（３番人気）� ２５２４２（５番人気）� ５４２８９（２番人気）
枠連票数 計 １４３７９９ 的中 （３－７） １０７２１（４番人気）
馬連票数 計 ５５１０９９ 的中 �� １１４７４（１１番人気）
馬単票数 計 ３９３９７８ 的中 �� ４２５０（２２番人気）
ワイド票数 計 ２２９９１５ 的中 �� ５６０３（１２番人気）�� １１６８２（５番人気）�� ４８３６（１５番人気）
３連複票数 計 ６３３０９４ 的中 ��� ８１７５（１７番人気）
３連単票数 計１２３９０６２ 的中 ��� ２８０４（９５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．８―３６．４―４９．５―１：０２．５―１：１４．８―１：２６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ハヤブサエミネンス �
�
父 Medaglia d’Oro �

�
母父 Afleet デビュー ２００９．６．２１ 札幌６着

２００７．２．２５生 牝５鹿 母 Preeminence 母母 Agitation ２３戦２勝 賞金 １９，１４０，０００円
〔制裁〕 サンマルヴィエント号の騎手田中勝春は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１０番・１１番

への進路影響）
※出走取消馬 チリトテシャン号（疾病〔左肩跛行〕のため）

２７０６８１０月２０日 晴 良 （２４東京４）第６日 第８競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時００分 （ダート・左）

牝，１０００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�
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

１：２１．９
１：２１．５

不良

不良

１２ パワースポット 牝４鹿 ５５ 横山 典弘�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 ４６６＋ ８１：２４．０ ５．２�

６１１ エステーラブ 牝５青鹿５５ 吉田 豊齋藤 宏明氏 萱野 浩二 新冠 平山牧場 B４６４＋１６１：２４．１� ６４．３�
８１５ アンティークカラー 牝４栗 ５５ 岩田 康誠太田 美實氏 藤原 英昭 日高 天羽牧場 ４５４＋１８１：２４．２� ４．８�
８１６ プリンセスキナウ 牝４鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人井上 一郎氏 大江原 哲 新ひだか 佐竹 学 ４６８－ ６ 〃 クビ ２２．３�
３５ ダイヤモンドムーン 牝５黒鹿５５ 蛯名 正義岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 B５１０－ ４１：２４．５１� ５．２�
１１ クォリティシーズン 牝４黒鹿５５ 三浦 皇成水野 英樹氏 武藤 善則 新ひだか 前川牧場 ４４４＋ ２１：２４．７� ３．９�
４８ ウォンビーロング 牝５鹿 ５５ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 水上 習孝 ４７６＋ ６１：２４．９１� １７．８	
５１０ コウエイテンプウ 牝６鹿 ５５ 石橋 脩西岡 静男氏 川村 禎彦 浦河 安原 実 ４９６－ ２ 〃 アタマ ８０．０

２３ ラフアウェイ 牝４青 ５５ 佐藤 哲三�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント ５５８－ ２１：２５．１１� ２５．９�
４７ ナムラエメラルド 牝４鹿 ５５ 松岡 正海奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 ４６８± ０１：２５．３１ ３３．９
３６ アルディートプリエ 牝３黒鹿５３ 高倉 稜吉岡 泰治氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム ５０２± ０１：２５．４� ３５．６�
７１４ ピュアオパール 牝４青鹿５５ 福永 祐一 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４２０＋ ２１：２５．５クビ ３４．５�
５９ � デ ン フ ァ レ 牝５栗 ５５ 的場 勇人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 浦河 宮内牧場 ４９０＋ ２ 〃 クビ １７．７�
２４ フラワーロック 牝４鹿 ５５ 内田 博幸�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 ４７６＋ ４１：２６．０３ １２．１�
６１２ ミッキーオリーブ 牝５鹿 ５５ 田中 勝春野田みづき氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４９８－ ８１：２６．２１� ６４．７�

（１５頭）
７１３ ナ イ ジ ェ ラ 牝６青鹿５５ 田辺 裕信 �ローレルレーシング 河内 洋 新冠 武田牧場 ４８２＋ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２４，０９１，２００円 複勝： ４５，４９８，５００円 枠連： ２６，９１０，５００円

馬連： ７１，３２６，３００円 馬単： ４２，４１９，０００円 ワイド： ３０，４８２，０００円

３連複： ８５，５３０，４００円 ３連単： １３１，１９３，４００円 計： ４５７，４５１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � ２４０円 � １，０１０円 � ２１０円 枠 連（１－６） ３，７８０円

馬 連 �� ９，２４０円 馬 単 �� １５，９４０円

ワ イ ド �� ３，１００円 �� ６５０円 �� ４，６１０円

３ 連 複 ��� １７，６９０円 ３ 連 単 ��� １１０，９１０円

票 数

単勝票数 差引計 ２４０９１２（返還計 １２３７３） 的中 � ３６５０８（４番人気）
複勝票数 差引計 ４５４９８５（返還計 １４８９８） 的中 � ５５５２２（４番人気）� ９３７３（１３番人気）� ６６２１７（３番人気）
枠連票数 差引計 ２６９１０５（返還計 ８２４） 的中 （１－６） ５２５７（１７番人気）
馬連票数 差引計 ７１３２６３（返還計 ５４９３９） 的中 �� ５６９７（３６番人気）
馬単票数 差引計 ４２４１９０（返還計 ３３８８２） 的中 �� １９６４（６３番人気）
ワイド票数 差引計 ３０４８２０（返還計 ２５３２３） 的中 �� ２３５２（４４番人気）�� １２４５８（６番人気）�� １５６６（５６番人気）
３連複票数 差引計 ８５５３０４（返還計１０９６９７） 的中 ��� ３５７０（５９番人気）
３連単票数 差引計１３１１９３４（返還計１６７１２０） 的中 ��� ８７３（３５９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１１．７―１２．１―１２．０―１２．３―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．６―３５．３―４７．４―５９．４―１：１１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パワースポット �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー ２０１１．４．２ 阪神６着

２００８．４．１６生 牝４鹿 母 セクシーシューズ 母母 ベルパローレ １１戦４勝 賞金 ３１，４００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔騎手変更〕 エステーラブ号の騎手柴田大知は，落馬負傷のため吉田豊に変更。
〔競走除外・発走状況〕 ナイジェラ号は，枠内駐立不良〔突進〕。発馬機内で転倒し，疾病〔両頚部打撲傷〕を発症したため競走除

外。発走時刻８分遅延。
アンティークカラー号は，枠入り不良。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 ナイジェラ号は，平成２４年１０月２１日から平成２４年１１月１９日まで出走停止。停止期間の満了後に
発走調教再審査。



２７０６９１０月２０日 晴 良 （２４東京４）第６日 第９競走 ��
��１，８００�いちょうステークス

発走１４時３５分 （芝・左）

２歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金７５０万円毎１�増
賞 品

本 賞 １５，０００，０００円 ６，０００，０００円 ３，８００，０００円 ２，３００，０００円 １，５００，０００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

１：４６．９
１：４６．４

良

良

３６ フラムドグロワール 牡２栗 ５５ 横山 典弘有限会社シルク藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４９０＋ ６１：４８．１ ４．４�

２３ サトノノブレス 牡２黒鹿５５ 内田 博幸里見 治氏 池江 泰寿 洞爺湖 メジロ牧場 ４８６－ ８ 〃 クビ ２．２�
３５ コスモハヤブサ 牡２青鹿５５ 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新冠 コスモヴューファーム ４５２＋ ４１：４８．２クビ ９８．９�
１２ ニシノアプレゲール 牡２芦 ５５ 岩田 康誠西山 茂行氏 今野 貞一 日高 メイプルファーム ４７０＋１２ 〃 クビ ３１．１�
４７ ディーエスタイド 牡２黒鹿５５ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 ４８６－ ８１：４８．３クビ ６８．１�
４８ プリフォンテイン 牡２鹿 ５５ 松岡 正海 H.H．シェイク・モハメド 松永 幹夫 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５００－１０ 〃 ハナ ５２．５�
６１２ マイネルストラーノ 牡２青鹿５５ 石橋 脩 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム ４５２± ０ 〃 ハナ ３３．３

６１１ コスモシルバード 牡２芦 ５６ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 平取 二風谷ファーム ４９２＋１２１：４８．４� １６．２�
５１０ ポップアップハート 牡２栗 ５５ 田中 勝春丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４８６＋ ６ 〃 クビ １３．３�
５９ ピュアソルジャー 牡２鹿 ５５ 吉田 豊鶴見 清氏 大久保洋吉 新ひだか 千代田牧場 ４７０＋１０１：４８．５� ４０．１
２４ ドラゴンレジェンド 牡２栗 ５５ 福永 祐一窪田 芳郎氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４７４＋１２１：４８．６クビ １３．４�
７１３ クレバーユニバース 牡２黒鹿５５ 柴田 善臣 	ウエスタンファーム岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 ４５２＋ ２１：４８．７� １９７．７�
１１ ユキノユウダン 牡２栗 ５５ 江田 照男馬場 幸廣氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム ４１４－ ２１：４８．９１	 １５９．７�
８１５ マンボネフュー 牡２青 ５５ 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス	 国枝 栄 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６２－ ４１：４９．０� ４．７�

７１４ ブリリアントアスク 牝２鹿 ５４ 武士沢友治廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ４３８－ ２１：４９．１� １０１．７�
８１６ トーセンエジンバラ 牡２栗 ５５ 北村 宏司島川 �哉氏 本間 忍 日高 本間牧場 ４６２－ ２１：４９．６３ ２３３．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５３，５２４，８００円 複勝： ８０，１０２，７００円 枠連： ３１，７０７，１００円

馬連： １２４，２６７，４００円 馬単： ７５，５３１，５００円 ワイド： ５２，０９０，１００円

３連複： １４２，６３３，５００円 ３連単： ２５２，７０６，０００円 計： ８１２，５６３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １５０円 � １３０円 � １，０８０円 枠 連（２－３） ４１０円

馬 連 �� ４５０円 馬 単 �� １，１８０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� ３，２００円 �� ２，７４０円

３ 連 複 ��� １０，４３０円 ３ 連 単 ��� ４４，４９０円

票 数

単勝票数 計 ５３５２４８ 的中 � ９６１４６（２番人気）
複勝票数 計 ８０１０２７ 的中 � １６１５７１（２番人気）� ２２９４４２（１番人気）� １１１１５（１２番人気）
枠連票数 計 ３１７０７１ 的中 （２－３） ５７７９６（１番人気）
馬連票数 計１２４２６７４ 的中 �� ２０４２７６（１番人気）
馬単票数 計 ７５５３１５ 的中 �� ４７２９１（３番人気）
ワイド票数 計 ５２０９０１ 的中 �� ７１７９７（１番人気）�� ３４７８（３５番人気）�� ４０８６（３０番人気）
３連複票数 計１４２６３３５ 的中 ��� １０１０１（２９番人気）
３連単票数 計２５２７０６０ 的中 ��� ４１９２（１１５番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．２―１１．７―１２．５―１２．６―１２．４―１１．５―１１．５―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．１―３５．８―４８．３―１：００．９―１：１３．３―１：２４．８―１：３６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．２―３F３４．８

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

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

勝馬の
紹 介

フラムドグロワール �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１２．６．９ 東京１着

２０１０．３．３１生 牡２栗 母 シルクプリマドンナ 母母 バウンドトゥダンス ３戦２勝 賞金 ２８，４３１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時４０分に変更。
〔騎手変更〕 マイネルストラーノ号の騎手柴田大知は，落馬負傷のため石橋脩に変更。

ブリリアントアスク号の騎手田辺裕信は，検査のため武士沢友治に変更。
〔制裁〕 ドラゴンレジェンド号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（９番への進

路影響）

２７０７０１０月２０日 晴 良 （２４東京４）第６日 第１０競走 ��
��１，４００�

かんなづき

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

賞 品
本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００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

１：２１．９
１：２１．５

不良

不良

３５ メイショウツチヤマ 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４８６＋１２１：２３．８ １８．８�

５１０ キングパーフェクト 牡６黒鹿５７ 横山 典弘田中 晴夫氏 萱野 浩二 様似 スイートフアーム ４５６＋ ２ 〃 ハナ １２．０�
４８ アイディンパワー 牡６鹿 ５７ 吉田 豊米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田 頼嗣 ４８４± ０１：２３．９クビ ３２．０�
８１５ エーシンビートロン 牡６黒鹿５７ 内田 博幸�栄進堂 西園 正都 静内 服部 牧場 ４７８－ ２ 〃 アタマ ７．１�
６１２ スピルオーバー 牡５栗 ５７ 太宰 啓介村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 ５４０＋ ２ 〃 クビ ９７．０�
４７ ダンシングマオ 牝５鹿 ５５ 北村 宏司森口�一郎氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム ４７０－ ６１：２４．０� １２．６	
３６ ルグランヴォヤージ 牡５芦 ５７ 勝浦 正樹 
サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B５００－１０１：２４．１クビ ２９．０�
１２ メイショウマシュウ 牡４黒鹿５７ 福永 祐一松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 ５２２＋１６ 〃 アタマ ５．３�
７１３ トーホウプリンセス 牝５栗 ５５ 岩田 康誠東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム ４８６－ ４ 〃 ハナ ４．１
８１６ イチエイクリッパー 牡５鹿 ５７ 石橋 脩築地 榮一氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 ５２６－ ２１：２４．３１� １１９．３�
１１ 	 パルラメンターレ 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita ４７６－ ４１：２４．４
 ３８．６�
７１４	 エーシンリードオー 牝６黒鹿５５ 高倉 稜�栄進堂 小崎 憲 米 Winches-

ter Farm ４９８＋１８１：２４．８２� ３３７．９�
２３ メジャーアスリート 牡３栗 ５５ 蛯名 正義�G１レーシング 高木 登 浦河 有限会社

松田牧場 ５００－ ４１：２５．４３� ９．１�
２４ � サクラインザスカイ 牡３栗 ５５ 松岡 正海�さくらコマース牧 光二 新ひだか 山田牧場 ４４８± ０１：２５．５� ４．９�
５９ ノボレインボー 牝６芦 ５５ 江田 照男�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 ５０８＋１６ 〃 ハナ ２６８．０�
６１１ フリートアロー 牡３栗 ５５ 田中 勝春矢野 秀春氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 ４８８＋ ８１：２６．１３� ２４．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，６９７，９００円 複勝： ６０，３３０，９００円 枠連： ３１，２３１，７００円

馬連： １２３，０４６，３００円 馬単： ６４，６８３，８００円 ワイド： ４３，７２９，８００円

３連複： １４４，４７４，９００円 ３連単： ２５０，４３４，６００円 計： ７５１，６２９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８８０円 複 勝 � ４４０円 � ３７０円 � ５９０円 枠 連（３－５） ７，７１０円

馬 連 �� １１，１６０円 馬 単 �� ２８，３９０円

ワ イ ド �� ２，６６０円 �� ４，３３０円 �� ２，１３０円

３ 連 複 ��� ６９，５１０円 ３ 連 単 ��� ４５１，８９０円

票 数

単勝票数 計 ３３６９７９ 的中 � １４１７７（８番人気）
複勝票数 計 ６０３３０９ 的中 � ３６８３０（８番人気）� ４６０１８（６番人気）� ２５７１０（９番人気）
枠連票数 計 ３１２３１７ 的中 （３－５） ２９９０（２６番人気）
馬連票数 計１２３０４６３ 的中 �� ８１４１（３８番人気）
馬単票数 計 ６４６８３８ 的中 �� １６８２（９０番人気）
ワイド票数 計 ４３７２９８ 的中 �� ４０５２（３３番人気）�� ２４６１（５０番人気）�� ５１０４（３０番人気）
３連複票数 計１４４４７４９ 的中 ��� １５３４（１６７番人気）
３連単票数 計２５０４３４６ 的中 ��� ４０９（１０２５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．６―１２．１―１２．１―１２．２―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．０―３４．６―４６．７―５８．８―１：１１．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウツチヤマ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１２．２７ 中山１５着

２００７．３．２３生 牡５鹿 母 カパルアベイ 母母 カ パ ル ア ２６戦５勝 賞金 ９７，６１０，０００円
〔騎手変更〕 イチエイクリッパー号の騎手柴田大知は，落馬負傷のため石橋脩に変更。
〔発走状況〕 パルラメンターレ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 オリオンザポラリス号・キクノストーム号・ステキナシャチョウ号・レッドヴァンクール号



２７０７１１０月２０日 晴 良 （２４東京４）第６日 第１１競走 ��
��１，６００�第１５回サウジアラビアロイヤルカップ富士ステークス（ＧⅢ）

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，２３．１０．２２以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬３�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２�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走
（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増，２３．１０．２１以前の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（ただ
し２歳時の成績を除く）

リヤド馬事クラブ賞（１着）
賞 品

本 賞 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ６６５，０００円 １９０，０００円 ９５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．３
１：３０．７

良

良

８１８ ク ラ レ ン ト 牡３栗 ５４ 岩田 康誠前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７８－１２１：３２．４ １１．０�

５１０ ファイナルフォーム 牡３鹿 ５５ 福永 祐一 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム ５３６＋ ８１：３２．５� ６．４�
６１１ ヒットジャポット 牡５黒鹿５６ 松岡 正海西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 カナイシスタッド ４８８－ ２ 〃 ハナ ５３．７�
３６ ダ ロ ー ネ ガ 牡３鹿 ５４ 佐藤 哲三 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４９０－ ４ 〃 アタマ １４．８�
８１７ ス ピ リ タ ス �７栗 ５６ 蛯名 正義 �キャロットファーム 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４４４± ０１：３２．６	 １４．２�
５９ ガ ル ボ 牡５青 ５７ 石橋 脩石川 一義氏 清水 英克 様似 �村 伸一 ４７４＋ ２１：３２．７クビ ５．９�
７１４ スマイルジャック 牡７黒鹿５７ 田辺 裕信齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 ４９２± ０ 〃 アタマ ２９．６	
４８ コスモセンサー 牡５栗 ５６ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 川越ファーム ５１２＋ ２１：３２．８	 ５．０

２３ ゴールスキー 牡５黒鹿５６ 内田 博幸 �社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム ４８２－ ４１：３３．０１ １１．４�
４７ セイクレットレーヴ 牡３鹿 ５４ 横山 典弘嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム ４７２＋ ４ 〃 クビ １２．７�
７１３ 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 ５０４－ ４１：３３．１クビ １２．６�
１１ ダンツホウテイ 牡７黒鹿５６ 吉田 豊山元 哲二氏 本田 優 静内 大典牧場 ４６２－１０１：３３．２	 １１６．４�
３５ サトノタイガー 牡４黒鹿５６ 的場 勇人里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム ４７６＋ ４ 〃 クビ ３８．８�
７１５ フラガラッハ 牡５鹿 ５７ 高倉 稜 �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 ５０２＋１４１：３３．３� ７．３�
８１６ ミキノバンジョー 牡５鹿 ５６ 太宰 啓介谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 福岡 清 ５１０－ ８１：３３．４	 ４１．３�
１２ ダンスフォーウィン �９青鹿５６ 武士沢友治杉山 美惠氏 古賀 史生 三石 明治牧場 ４８６± ０１：３４．０３� ３７３．２�
６１２
 モルトグランデ 牡８鹿 ５６ 木幡 初広櫻井 盛夫氏 久保田貴士 米 Grade I

Bloodstock ４９０＋１４１：３４．３２ ３３２．９�
２４ ツクバホクトオー 牡６黒鹿５６ 江田 照男荻原 昭二氏 尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４６４－１６１：３４．５１� １５３．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １００，１０９，０００円 複勝： １７８，６４２，１００円 枠連： １０９，３４３，３００円

馬連： ４７８，９２５，５００円 馬単： ２０９，６２７，５００円 ワイド： １７１，０２７，３００円

３連複： ７０２，６４９，９００円 ３連単： １，０９２，３０４，７００円 計： ３，０４２，６２９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１００円 複 勝 � ４２０円 � ３３０円 � １，０５０円 枠 連（５－８） ９６０円

馬 連 �� ４，９９０円 馬 単 �� ９，４２０円

ワ イ ド �� ２，２５０円 �� ８，５３０円 �� ４，７６０円

３ 連 複 ��� ９５，３３０円 ３ 連 単 ��� ４６８，１４０円

票 数

単勝票数 計１００１０９０ 的中 � ７２２０３（５番人気）
複勝票数 計１７８６４２１ 的中 � １１４０１０（８番人気）� １５７９８９（３番人気）� ４０５６５（１４番人気）
枠連票数 計１０９３４３３ 的中 （５－８） ８４０６８（５番人気）
馬連票数 計４７８９２５５ 的中 �� ７０９１０（２１番人気）
馬単票数 計２０９６２７５ 的中 �� １６４３０（４０番人気）
ワイド票数 計１７１０２７３ 的中 �� １８９９７（３２番人気）�� ４８８２（８６番人気）�� ８８１０（６２番人気）
３連複票数 計７０２６４９９ 的中 ��� ５４４０（２７３番人気）
３連単票数 計１０９２３０４７ 的中 ��� １７２２（１３６８番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．３―１１．５―１１．７―１１．３―１１．６―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．１―３４．４―４５．９―５７．６―１：０８．９―１：２０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．５―３F３４．８
３ ８－（４，５）１６（１，９）（６，１８）（１０，１１）（３，１７）（７，１４）－１２，１３（２，１５） ４ ８－（４，５）（１，９，１６）（６，１０，１８）（３，１７，１１）１４，７（１３，１２）１５－２

勝馬の
紹 介

ク ラ レ ン ト �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２０１１．７．１６ 京都１着

２００９．３．２生 牡３栗 母 エリモピクシー 母母 エリモシユーテング ９戦３勝 賞金 １０７，６４３，０００円
〔騎手変更〕 コスモセンサー号の騎手柴田大知は，落馬負傷のため中谷雄太に変更。
※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 モンストール号

２７０７２１０月２０日 晴 良 （２４東京４）第６日 第１２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時２０分 （芝・左）

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

１：３１．３
１：３０．７

良

良

５５ ヒシカツジェームス 牡５栗 ５７ 蛯名 正義阿部 雅英氏 久保田貴士 新ひだか 岡田スタツド ４７４＋ ２１：３４．７ ７．２�

６７ キッズニゴウハン 牡４栗 ５７ 田辺 裕信瀬谷 �雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４７８＋１０１：３４．８� ７．６�
８１２ 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 ４４２－ ２ 〃 ハナ ２．０�
７９ ドリームヒーロー 牡５青鹿５７ 松岡 正海田島 政光氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４４８－ ４１：３４．９� ５８．３�
３３ ホーカーテンペスト 牡３栗 ５５ 横山 典弘 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４９２± ０ 〃 クビ ６．２	
１１ オメガブレイン 牡４鹿 ５７ 内田 博幸原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４５２＋ ２ 〃 ハナ １２．９

６８ ウイングドウィール 牝３黒鹿５３ 田中 勝春 �グリーンファーム 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４７４± ０１：３５．１１	 ７．１�
４４ レ ト 牡５鹿 ５７ 北村 宏司伊達 敏明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 ４７０＋ ４１：３５．３１� １６．９�
７１０ ザクリエイション 牡６黒鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 ５０４± ０１：３５．４� １１４．２
５６ ア カ リ 牝６栗 ５５ 江田 照男山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 静内 矢野牧場 B４６０－ ４１：３５．７１
 １３３．９�
８１１� セイカミカワ 牝５黒鹿５５ 太宰 啓介久米 大氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 ４９２－ ４１：３５．８
 ２７４．３�
２２ ゴールドスマイル 牡４鹿 ５７ 木幡 初広居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム ４７６＋ ２１：３６．０１	 ７７．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ５３，２８９，１００円 複勝： ７４，９７７，８００円 枠連： ３０，３０５，６００円

馬連： １１９，１７０，６００円 馬単： ８２，２５５，２００円 ワイド： ５２，７７５，２００円

３連複： １４８，２３６，４００円 ３連単： ３５５，０３３，６００円 計： ９１６，０４３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � １７０円 � ２２０円 � １２０円 枠 連（５－６） １，３３０円

馬 連 �� ２，７６０円 馬 単 �� ６，０４０円

ワ イ ド �� ６６０円 �� ２５０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� １，２８０円 ３ 連 単 ��� １６，６３０円

票 数

単勝票数 計 ５３２８９１ 的中 � ５８６１６（４番人気）
複勝票数 計 ７４９７７８ 的中 � １０４５３６（３番人気）� ６８４０５（５番人気）� ２２７００５（１番人気）
枠連票数 計 ３０３０５６ 的中 （５－６） １６９２０（６番人気）
馬連票数 計１１９１７０６ 的中 �� ３１９１３（１１番人気）
馬単票数 計 ８２２５５２ 的中 �� １００５９（２４番人気）
ワイド票数 計 ５２７７５２ 的中 �� １７４８４（９番人気）�� ５９８２３（１番人気）�� ４０４００（４番人気）
３連複票数 計１４８２３６４ 的中 ��� ８５８８０（３番人気）
３連単票数 計３５５０３３６ 的中 ��� １５７６３（５７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．１―３６．４―４８．４―１：００．７―１：１２．０―１：２３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．３―３F３４．０
３ ９－８，４（１，６）（１０，１２）（２，７，１１）５，３ ４ ９，８（４，６）（１，１２，１１）（２，１０，７）５，３
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヒシカツジェームス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ヤマニンスキー デビュー ２００９．１０．１８ 東京１着

２００７．２．２４生 牡５栗 母 ザラストドロップ 母母 カーペディエム ２４戦４勝 賞金 ７９，２００，０００円



（２４東京４）第６日 １０月２０日（土曜日） 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 １６５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

２５２，８３０，０００円
１０，２３０，０００円
１，９６０，０００円
２３，０３０，０００円
５８，６５０，０００円
４，５９６，０００円
１，５８４，０００円

勝馬投票券売得金
４１２，６９２，０００円
６９８，６５０，６００円
３１７，４１９，５００円
１，２４５，７１８，３００円
７２９，０６２，１００円
４９９，５９０，３００円
１，６２５，３４３，８００円
２，８５０，２１０，９００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 ８，３７８，６８７，５００円

総入場人員 ３１，００５名 （有料入場人員 ２９，１３７名）


