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２７０７３１０月２１日 晴 良 （２４東京４）第７日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走９時５５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

１：２１．２
１：２０．３

良

良

１２ エバーグレーズ 牝２黒鹿５４ 田中 勝春 Viridian Keiba Club 伊藤 正徳 新ひだか ヒサイファーム ４４４＋ ８１：２３．４ ７．３�

３６ ドリームサンサン 牝２黒鹿５４ 和田 竜二ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 ４５６＋ ２１：２３．７２ ７．３�
６１２ カシノワルツ 牝２黒鹿５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 ４３２＋ ２ 〃 クビ ７９．９�
７１４ サマーカエラ 牝２栗 ５４ 北村 宏司セゾンレースホース� 高橋 祥泰 安平 追分ファーム ４２６＋ ４１：２３．８� ９．６�
７１３ フリティラリア 牝２芦 ５４ 津村 明秀有限会社シルク鈴木 伸尋 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３０＋１２１：２３．９クビ ８．８�
５９ コスモサウタール 牝２鹿 ５４ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 むかわ 貞広 賢治 ４４８＋ ２ 〃 クビ １５．１	
２４ スーパーアース 牝２黒鹿５４ 石橋 脩岡田 牧雄氏 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 ４５０－ ２１：２４．１１� １２．３

８１５ ヒストリアドリーム 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム ４６０＋ ８１：２４．２� ６．４�
３５ ムジョウノカゼ 牝２栗 ５４ 大庭 和弥國分 純氏 高橋 義博 日高 ファニーフレンズファーム ４２８－ ６ 〃 クビ ４３．０�
６１１ ブロンドヒロイン 牝２栗 ５４ 横山 典弘 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム ４３８－１４１：２４．３クビ ３．１
８１６ ダイメイバンダム 牝２鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人宮本 孝一氏 石栗 龍彦 青森 長谷地 義正 ４３２± ０ 〃 アタマ ４８１．３�
４７ サンマルアクトレス 牝２栗 ５４ 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 新ひだか 武 牧場 ４５４＋ ４１：２４．４� ５５．４�
４８ ティアップサニー 牝２黒鹿５４ 吉田 豊田中 昇氏 奥平 雅士 洞爺湖 メジロ牧場 ４５６－ ２１：２４．５クビ １９．０�
８１７ コフユチェリー 牝２青鹿５４ 本橋 孝太チエリー商事� 嶋田 功 新ひだか 嶋田牧場 ４６０＋ ２１：２４．６� １５６．３�

（船橋）

２３ ア ト キ リ ナ 牝２鹿 ５４ 戸崎 圭太�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４３８＋ ４１：２４．９２ ４６．８�
（大井）

１１ ダイヤパッション 牝２栗 ５４ 柴田 善臣大野 數芳氏 金成 貴史 平取 北島牧場 ４５０＋ ２１：２５．０� １５３．７�
５１０ クリノアルプス 牝２栗 ５４ 丸田 恭介栗本 博晴氏 石毛 善彦 新ひだか 大滝 康晴 ４１４－ ４１：２７．２大差 ２３８．９�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １６，５５２，３００円 複勝： ３０，４６７，４００円 枠連： １２，８６６，６００円

馬連： ５２，３５２，１００円 馬単： ３１，４３１，３００円 ワイド： ２１，２４７，３００円

３連複： ６７，３４５，９００円 ３連単： ９８，２３２，２００円 計： ３３０，４９５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � ２３０円 � ２８０円 � １，２６０円 枠 連（１－３） ２，１００円

馬 連 �� １，５１０円 馬 単 �� ３，０９０円

ワ イ ド �� ５９０円 �� ４，４００円 �� ３，３６０円

３ 連 複 ��� ２２，４４０円 ３ 連 単 ��� ９２，９５０円

票 数

単勝票数 計 １６５５２３ 的中 � １７９２４（４番人気）
複勝票数 計 ３０４６７４ 的中 � ４０１４２（２番人気）� ２９８９５（４番人気）� ５２０８（１２番人気）
枠連票数 計 １２８６６６ 的中 （１－３） ４５２４（１０番人気）
馬連票数 計 ５２３５２１ 的中 �� ２５６１９（３番人気）
馬単票数 計 ３１４３１３ 的中 �� ７５２３（６番人気）
ワイド票数 計 ２１２４７３ 的中 �� ９６３７（２番人気）�� １１４０（５０番人気）�� １５０１（４２番人気）
３連複票数 計 ６７３４５９ 的中 ��� ２２１５（８０番人気）
３連単票数 計 ９８２３２２ 的中 ��� ７８０（３１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．８―３５．９―４８．２―５９．６―１：１１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３５．２
３ ４（６，７）（９，１２）３（２，１４）８（１３，１５）－（５，１６）１７－１１－１－１０ ４ ４（６，７）（９，１２）（３，１４）２，１５，１３，８－５，１６（１７，１１）－１＝１０
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

エバーグレーズ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Gone West デビュー ２０１２．６．２４ 福島４着

２０１０．４．２６生 牝２黒鹿 母 アリゲーターアリー 母母 Mackie ４戦１勝 賞金 ６，８５０，０００円
〔その他〕 コスモサウタール号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 コスモサウタール号は，平成２４年１１月２１日まで出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

２７０７４１０月２１日 晴 良 （２４東京４）第７日 第２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１０時２０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

１：４６．９
１：４６．４

良

良

２２ テンシンランマン 牝２鹿 ５４ 田中 勝春 �キャロットファーム 伊藤 伸一 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４７２－１８１：４９．８ ２．２�

４４ フェートグランド 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義 �社台レースホース武藤 善則 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８２＋ ２１：４９．９� ２．６�

８８ マイネルジェイド 牡２鹿 ５５ 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田 正道 新冠 コスモヴューファーム ４３８－ ４１：５０．３２� １０．１�

（大井）

８９ ダイワブレイディ 牡２芦 ５５ 横山 典弘大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ５１０＋ ２１：５０．５１� ８．０�
５５ 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 ４９０＋ ６ 〃 ハナ ７．１�
６６ ロンギングエース 牡２鹿 ５５ 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４９８－ ６１：５０．６� ４６．２	
３３ リアンハート 牡２栃栗５５ 本橋 孝太増田 和啓氏 本間 忍 日高 新井 昭二 ４８０± ０１：５０．９２ １１７．１


（船橋）

１１ テンジンキヨモリ 牡２青鹿５５ 木幡 初広�テンジン 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４７０＋ ２１：５１．２２ ７５．５�
７７ デ ル マ ベ ラ 牝２栗 ５４ 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 日高 ファニーヒルファーム ４６０＋ ４１：５１．３� １８５．７�

（９頭）

売 得 金

単勝： １６，５３７，１００円 複勝： ３０，５１０，１００円 枠連： ９，６４６，７００円

馬連： ３６，７８３，８００円 馬単： ３２，５１２，１００円 ワイド： １５，２２６，１００円

３連複： ４２，０１４，６００円 ３連単： １１０，７８５，０００円 計： ２９４，０１５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １７０円 枠 連（２－４） ２００円

馬 連 �� ２３０円 馬 単 �� ４３０円

ワ イ ド �� １５０円 �� ３５０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ６６０円 ３ 連 単 ��� １，８８０円

票 数

単勝票数 計 １６５３７１ 的中 � ６０８１９（１番人気）
複勝票数 計 ３０５１０１ 的中 � ８１５７４（２番人気）� １２２０９１（１番人気）� ２５４８３（５番人気）
枠連票数 計 ９６４６７ 的中 （２－４） ３５８３７（１番人気）
馬連票数 計 ３６７８３８ 的中 �� １１９５８８（１番人気）
馬単票数 計 ３２５１２１ 的中 �� ５６１０５（１番人気）
ワイド票数 計 １５２２６１ 的中 �� ３５６０７（１番人気）�� ９１９０（６番人気）�� ８０１０（７番人気）
３連複票数 計 ４２０１４６ 的中 ��� ４７２３２（３番人気）
３連単票数 計１１０７８５０ 的中 ��� ４３５７６（５番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．２―１１．８―１２．８―１３．０―１３．１―１１．７―１１．４―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．２―３６．０―４８．８―１：０１．８―１：１４．９―１：２６．６―１：３８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．０―３F３４．９

３ ９，２（１，４，７）８（３，５，６）
２
４

・（１，２）７（８，９）（４，５）６，３・（９，２）７（１，４，８）（３，５，６）
勝馬の
紹 介

テンシンランマン 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２０１２．８．１８ 新潟２着

２０１０．３．３０生 牝２鹿 母 ハナランマン 母母 ファイトボロン ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第４回 東京競馬 第７日



２７０７５１０月２１日 晴 良 （２４東京４）第７日 第３競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１０時５０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

１：２３．１
１：２３．１

重

重

２４ エムエムアリオーン 牡２芦 ５５ 吉田 豊加藤 雅一氏 古賀 史生 浦河 山口 義彦 ５２６ ―１：２８．１ ２．２�

８１６ チェリーヘステイア 牝２栃栗５４ 津村 明秀櫻井 悦朗氏 大和田 成 浦河 北俣 牧夫 ４１２ ―１：２９．１６ ２６．８�
（チェリーウェスト）

１１ ハ ナ マ ツ リ 牝２鹿 ５４ 田中 博康岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 様似 様似堀牧場 ５０２ ―１：２９．９５ ２２．９�
３５ ビックファントム 牡２鹿 ５５ 田中 勝春芹澤 精一氏 勢司 和浩 新ひだか 本桐牧場 ５０８ ― 〃 クビ ７．４�
２３ ケイアイレオ 牡２鹿 ５５ 木幡 初広 �啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 新ひだか 佐竹 学 ５２６ ―１：３０．０� ９．５�
１２ トウカイマスター 牡２栗 ５５ 和田 竜二内村 正則氏 栗田 博憲 日高 福満牧場 ４７４ ―１：３０．６３� ２１．７�
８１５ ブルーローズ 牡２鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人青山 洋一氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 ４４８ ―１：３０．９１� ３９．４	
４７ エイダイシアトル 牡２鹿 ５５ 上野 翔
東振牧場 伊藤 大士 むかわ 東振牧場 ４３２ ― 〃 ハナ １１０．４�
３６ キクカサンダー 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣飯島 和吉氏 二ノ宮敬宇 浦河 小倉牧場 ４４８ ―１：３１．１１� ５．６�
６１２ アルファエンゼル 牡２鹿 ５５ 北村 宏司�貴悦 和田正一郎 新ひだか 田上 稔 ４９０ ―１：３１．２クビ １７．６
４８ キンショーゴールド 牡２栗 ５５ 本橋 孝太礒野日出夫氏 田島 俊明 新冠 長浜 秀昭 ４７０ ― 〃 クビ ５４．４�

（船橋）

７１４ リワードランフォス 	２鹿 ５５ 酒井 学宮� 冴子氏 田中 清隆 新ひだか 田湯牧場 ４２６ ― 〃 ハナ １８．７�
７１３ コモリスーザン 牝２栗 ５４ 石橋 脩井上 久光氏 柴田 政人 日高 インターナショ

ナル牧場 ４４８ ―１：３１．３� １７．５�
５９ ケーニヒスアレー 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信石川 幸司氏 大和田 成 新ひだか 山際セントラルスタッド ４５６ ―１：３１．４� ５３．１�
５１０ テイケイファイン 牡２黒鹿５５ 大庭 和弥兼松 忠男氏 中川 公成 新冠 村上 欽哉 ４４０ ― 〃 アタマ １１７．１�

（１５頭）
６１１ テイエムロケット 牡２栗 ５５ 二本柳 壮竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか グランド牧場 ４９６ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： １６，５８９，１００円 複勝： ２３，７０７，５００円 枠連： １８，０５９，６００円

馬連： ４０，７０２，０００円 馬単： ２９，６０１，１００円 ワイド： １８，５０９，９００円

３連複： ５１，２１４，８００円 ３連単： ８０，１３６，１００円 計： ２７８，５２０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １３０円 � ６９０円 � ４６０円 枠 連（２－８） １，４００円

馬 連 �� ２，７６０円 馬 単 �� ３，７１０円

ワ イ ド �� １，３６０円 �� １，０６０円 �� ５，６９０円

３ 連 複 ��� １５，２５０円 ３ 連 単 ��� ５９，９９０円

票 数

単勝票数 差引計 １６５８９１（返還計 １５８９） 的中 � ６１６２６（１番人気）
複勝票数 差引計 ２３７０７５（返還計 ２７６０） 的中 � ７４１２７（１番人気）� ６４７６（１０番人気）� １０４４５（７番人気）
枠連票数 差引計 １８０５９６（返還計 ２７２） 的中 （２－８） ９５３５（６番人気）
馬連票数 差引計 ４０７０２０（返還計 １２６２０） 的中 �� １０９２１（１０番人気）
馬単票数 差引計 ２９６０１１（返還計 ７４７６） 的中 �� ５９０１（１２番人気）
ワイド票数 差引計 １８５０９９（返還計 ７１８１） 的中 �� ３３８５（１３番人気）�� ４４１９（９番人気）�� ７７４（５９番人気）
３連複票数 差引計 ５１２１４８（返還計 ２７４４４） 的中 ��� ２４７９（４６番人気）
３連単票数 差引計 ８０１３６１（返還計 ３９４７６） 的中 ��� ９８６（１７５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．９―２４．４―３６．７―４９．６―１：０２．３―１：１４．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エムエムアリオーン �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サクラバクシンオー 初出走

２０１０．５．１４生 牡２芦 母 ランディスティニー 母母 キャロットウイン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走除外〕 テイエムロケット号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 アスカメイ号・イデアリスタ号・オメガラヴィータ号・サザンドリーム号・ターゲットゾーン号・

テンジンハルカゼ号・トップトライ号・ドラゴンビューティ号・ランパスキャット号・レイアロハ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

２７０７６１０月２１日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４東京４）第７日 第４競走 ３，０００�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時２０分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
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３：１７．５良・良

５７ カ ピ タ ー ノ 牡８黒鹿６０ 石神 深一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 富菜牧場 ５００＋ ４３：２２．９ ３．４�

４５ ジェットストリーム 牡４黒鹿６０ 浜野谷憲尚馬場 幸夫氏 手塚 貴久 むかわ 上水牧場 ５１８＋ ８３：２３．７５ ２１．２�
６９ � ホウザンドラゴン �６青鹿６０ 熊沢 重文加藤 豊三氏 菊沢 隆徳 むかわ 清水ファーム ４９２＋１２３：２４．０２ ７．５�
８１４ トーアクリスタル 牡４芦 ６０ 草野 太郎高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ５５８＋ ２３：２４．１� １０．５�
７１１ ユニバーサルアゲン 牡４鹿 ６０ 平沢 健治浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 ４４４－ ４３：２４．９５ １４．５�
３３ オービーキング �４鹿 ６０ 江田 勇亮�富士開発 古賀 史生 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４５４＋１０３：２５．０クビ ３２．７�
５８ フクノゴールド 牡３鹿 ５８

５６ ▲高嶋 活士福島 実氏 嶋田 功 新ひだか 中村 和夫 ４５４＋ ４３：２５．１� １２０．７	
７１２� ナカヨキコト 牝６鹿 ５８ 高野 和馬江川 伸夫氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド ４４６＋１４３：２５．２� ６８．３

８１３� クリノビッグスカイ 牝５黒鹿５８ 小野寺祐太栗本 守氏 星野 忍 浦河 宮内牧場 ４８２＋１８３：２５．５１� １００．３�
３４ マテンロウカフェ 牡４黒鹿６０ 山本 康志西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 ５１２＋ ６３：２６．３５ ３３．３�
１１ � クラウンデザイナー 牝４栗 ５８ 池崎 祐介矢野 悦三氏 小野 次郎 新ひだか 武 牧場 ４４６－ ２３：２７．３６ ２５．３
２２ シュヴァルツシルト �４黒鹿６０ 五十嵐雄祐 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４７２＋ ２３：２８．３６ ２．２�
４６ � ルネッサンスマン 牡４栗 ６０ 蓑島 靖典誓山 正伸氏 南田美知雄 様似 清水 誠一 ４５６＋２０３：３１．８大差 ２０２．３�
６１０ プライドワン �４鹿 ６０ 金子 光希三枝 栄二氏 小野 次郎 日高 新井 昭二 ４８４＋ ６ （競走中止） ６６．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，３７６，５００円 複勝： ２０，１４２，０００円 枠連： １１，９３９，０００円

馬連： ３８，０３１，３００円 馬単： ３１，５４８，５００円 ワイド： １６，３９３，６００円

３連複： ５２，１８１，３００円 ３連単： １０３，１１１，１００円 計： ２８８，７２３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １７０円 � ４５０円 � ２３０円 枠 連（４－５） ２，８４０円

馬 連 �� ３，５２０円 馬 単 �� ５，３８０円

ワ イ ド �� １，０１０円 �� ５６０円 �� １，５７０円

３ 連 複 ��� ６，１４０円 ３ 連 単 ��� ３５，６１０円

票 数

単勝票数 計 １５３７６５ 的中 � ３５６４６（２番人気）
複勝票数 計 ２０１４２０ 的中 � ３７９５６（２番人気）� ９５２８（６番人気）� ２３２３４（３番人気）
枠連票数 計 １１９３９０ 的中 （４－５） ３１０８（１１番人気）
馬連票数 計 ３８０３１３ 的中 �� ７９８９（１１番人気）
馬単票数 計 ３１５４８５ 的中 �� ４３２９（１６番人気）
ワイド票数 計 １６３９３６ 的中 �� ３９６７（１１番人気）�� ７６４９（６番人気）�� ２４６４（１６番人気）
３連複票数 計 ５２１８１３ 的中 ��� ６２７８（１９番人気）
３連単票数 計１０３１１１１ 的中 ��� ２１３７（９５番人気）

上り １マイル １：４６．１ ４F ５２．１－３F ３９．４
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カ ピ タ ー ノ �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー ２００７．１．２１ 中山７着

２００４．３．２８生 牡８黒鹿 母 タケショウティアラ 母母 ベストプリンセス 障害：４戦１勝 賞金 １１，６００，０００円
〔競走中止〕 プライドワン号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症したため２周目８号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。
※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。
（非当選馬） ２頭 ティンバーウルフ号・メイショウブシドウ号



２７０７７１０月２１日 晴 良 （２４東京４）第７日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１２時１０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

１：３４．１
１：３３．１

良

良

７１３ レッドセシリア 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４２６ ―１：３８．９ ３．５�

４８ サクラフィアーブル 牝２鹿 ５４ 横山 典弘�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 伊藤 敏明 ４５８ ―１：３９．２２ ８．２�
５１０ ヤマニンソルシェ 牝２芦 ５４ 田中 勝春土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ４４６ ―１：３９．３� ２０．９�
６１２ ゴールデンファレノ 牝２栗 ５４ 柴田 善臣嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４３０ ―１：３９．５１� ７．５�
１２ ルイーズシチー 牝２栗 ５４ 藤岡 佑介 �友駿ホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 ４５８ ― 〃 アタマ ２３．０�
８１６ マンハッタンテルス 牝２黒鹿５４ 木幡 初広吉田喜代司氏 土田 稔 新冠 川島牧場 ４６８ ―１：３９．７１� ６３．９�
３６ リリカルソング 牝２栗 ５４ 田辺 裕信�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ ４３４ ―１：３９．８� １２．３	
２４ バ ン ビ ア イ 牝２鹿 ５４ 黛 弘人北所 直人氏 大江原 哲 新ひだか 嶋田牧場 ４４０ ― 〃 クビ ３７．９

６１１ マスタープリメーラ 牝２鹿 ５４ 丸田 恭介村山 卓也氏 池上 昌弘 浦河 木戸口牧場 ４９２ ―１：４０．０１� ８２．２�
２３ ローアンドオーダー 牝２鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人中村 浩章氏 藤原 辰雄 様似 清水スタッド ４７４ ―１：４０．１クビ ７８．０�
８１５ ピ ウ ピ ウ 牝２栗 ５４ 武士沢友治福田 光博氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 ４２２ ―１：４０．２� １５０．１
４７ ポエティックターン 牝２鹿 ５４ 北村 宏司 H.H．シェイク・ハムダン 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８４ ―１：４０．４１� ２７．５�
３５ ナ ト ゥ ー ラ 牝２鹿 ５４ 田中 博康 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 戸田 博文 日高 オリオンファーム ４２８ ― 〃 クビ ３０．２�
７１４ ヴァレンティーネ 牝２鹿 ５４ 和田 竜二佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 的場牧場 ４５２ ―１：４０．７１� ４．６�
１１ サンタクローチェ 牝２青鹿５４ 戸崎 圭太村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４８２ ―１：４０．８� ５．８�

（大井）

５９ アンプールトゥ 牝２黒鹿５４ 本橋 孝太江川 伸夫氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４５０ ―１：４１．４３� ８４．８�
（船橋）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，００４，１００円 複勝： ２７，２２９，５００円 枠連： １９，７６６，２００円

馬連： ４９，８７０，０００円 馬単： ３５，８８０，３００円 ワイド： ２２，３２７，７００円

３連複： ６５，４９０，８００円 ３連単： １０５，２６７，４００円 計： ３４４，８３６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １６０円 � ２７０円 � ５７０円 枠 連（４－７） ５７０円

馬 連 �� １，３６０円 馬 単 �� ２，１２０円

ワ イ ド �� ６２０円 �� １，５００円 �� ２，５６０円

３ 連 複 ��� １０，０８０円 ３ 連 単 ��� ３５，５３０円

票 数

単勝票数 計 １９００４１ 的中 � ４３４６０（１番人気）
複勝票数 計 ２７２２９５ 的中 � ５９８８９（１番人気）� ２４８７９（５番人気）� ９８８６（７番人気）
枠連票数 計 １９７６６２ 的中 （４－７） ２５９４９（２番人気）
馬連票数 計 ４９８７００ 的中 �� ２７２５８（４番人気）
馬単票数 計 ３５８８０３ 的中 �� １２５００（４番人気）
ワイド票数 計 ２２３２７７ 的中 �� ９４８７（４番人気）�� ３６０２（１５番人気）�� ２０６０（３１番人気）
３連複票数 計 ６５４９０８ 的中 ��� ４７９９（３０番人気）
３連単票数 計１０５２６７４ 的中 ��� ２１８７（８８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．９―３８．０―５１．５―１：０４．８―１：１６．５―１：２７．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドセシリア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Selkirk 初出走

２０１０．２．３生 牝２鹿 母 サ セ ッ テ ィ 母母 My Potters １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 アンプールトゥ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

２７０７８１０月２１日 晴 良 （２４東京４）第７日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時４０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

６９ カフェラビリンス 牡５鹿 ５７
５４ ▲杉原 誠人西川 恭子氏 松山 康久 千歳 社台ファーム ５２６＋ ６１：２５．５ １４．１�

８１３ サウンドレーサー 牡３黒鹿５５ 和田 竜二増田 雄一氏 勢司 和浩 浦河 富田牧場 ４６０＋ ４１：２５．７１� ４．７�
７１０� クラッシュアゲン 牡４黒鹿５７ 北村 宏司浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 ４９６＋ ４ 〃 クビ ６．４�
７１１ レッツゴーマークン 牡４栗 ５７ 武士沢友治�Basic 田島 俊明 日高 ナカノファーム ４３８＋ ２１：２６．０１� ３．３�
３３ フランスギャル 牝３黒鹿５３ 吉田 豊菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 沖田 哲夫 ４７４＋ ６ 〃 アタマ ４．０�
８１２ ディアワイズマン 牡３鹿 ５５ 藤岡 佑介ディアレスト 高橋 裕 新冠 長浜牧場 B４９８＋ ４ 〃 クビ ８８．４�
４４ カネトシミント 牡３黒鹿５５ 丸田 恭介兼松 利男氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 B５００－１４１：２６．３２ １６．６	
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± ０１：２６．５� １９．３

６８ 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± ０ 〃 クビ １７２．２�
５７ シルキーマーチ 牡３鹿 ５５ 戸崎 圭太有限会社シルク星野 忍 新冠 須崎牧場 ４４２－ ２１：２６．８１� １１．２�

（大井）

２２ ラバーフロー 牡４栗 ５７ 本橋 孝太 キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム ４４０＋１８１：２７．７５ ８９．４�
（船橋）

５６ � ダイヤモンドパール 牝３芦 ５３ 石橋 脩佐々木雄二氏 清水 久詞 新冠 的場牧場 ４８８－ ６ 〃 クビ ３１．０�
４５ � カシノグリーディ 牡３鹿 ５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 一山育成牧場 ４９６＋１２１：２７．９１� ３６０．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２２，１１０，２００円 複勝： ３６，５８５，９００円 枠連： １４，９６０，５００円

馬連： ５９，０４２，０００円 馬単： ３８，８７５，４００円 ワイド： ２５，１３３，９００円

３連複： ７３，２２３，１００円 ３連単： １２４，５０３，３００円 計： ３９４，４３４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４１０円 複 勝 � ３６０円 � １８０円 � ２３０円 枠 連（６－８） ２，５１０円

馬 連 �� ３，０３０円 馬 単 �� ７，５９０円

ワ イ ド �� ９９０円 �� １，１５０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� ５，２３０円 ３ 連 単 ��� ４０，７２０円

票 数

単勝票数 計 ２２１１０２ 的中 � １２４１１（６番人気）
複勝票数 計 ３６５８５９ 的中 � ２２７２０（６番人気）� ６４１７２（３番人気）� ４１６６８（４番人気）
枠連票数 計 １４９６０５ 的中 （６－８） ４４０４（１１番人気）
馬連票数 計 ５９０４２０ 的中 �� １４４１９（１２番人気）
馬単票数 計 ３８８７５４ 的中 �� ３７８０（３５番人気）
ワイド票数 計 ２５１３３９ 的中 �� ６２３２（１３番人気）�� ５２８２（１７番人気）�� ９６２２（９番人気）
３連複票数 計 ７３２２３１ 的中 ��� １０３４８（２０番人気）
３連単票数 計１２４５０３３ 的中 ��� ２２５７（１５２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．４―３６．５―４９．１―１：０１．１―１：１３．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カフェラビリンス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Quiet American デビュー ２００９．９．１９ 中山３着

２００７．２．２１生 牡５鹿 母 オ ー ラ 母母 Charmed Aura １５戦２勝 賞金 １９，１２０，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２７０７９１０月２１日 晴 良 （２４東京４）第７日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時１０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

１：３１．３
１：３０．７

良

良

２３ ガーネットチャーム 牝３鹿 ５３ 横山 典弘 �社台レースホース鹿戸 雄一 安平 追分ファーム ４３２＋ ４１：３３．７ ３．８�

７１３ ユッカマウンテン 牝３栗 ５３ 北村 宏司吉田 照哉氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム ４４０＋ ４ 〃 アタマ １３．６�
６１１ インディーグラブ 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４３８＋ ２ 〃 クビ １４．４�
１１ サニーヘイロー 牝４栗 ５５ 和田 竜二宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４７０＋ ６１：３３．８クビ ２１．３�
８１６ スモーキーヴォイス 牝３鹿 ５３ 木幡 初広渡邊 隆氏 松山 康久 千歳 社台ファーム ４１４＋ ８ 〃 ハナ ４１．５�
３５ ジェネスサンキュー 牡４芦 ５７ 吉田 豊山口 真吾氏 田島 俊明 日高 藤本ファーム ４５８＋ ４ 〃 クビ ２２．４�
４７ ヴェルデグリーン 牡４栗 ５７ 津村 明秀斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４８６＋ ４１：３４．０１� ５．８	
８１７ カシノスターライト 牝５鹿 ５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中村農場 ５１２＋ ８１：３４．１クビ ２２．７

６１２ ラ パ ー ジ ュ 牝３青鹿５３ 田中 勝春 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム ４６４＋ ２ 〃 クビ ７．７�
７１４ アップルジャック 牡４黒鹿５７ 石橋 脩藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ５３２＋２２ 〃 アタマ ３２．８
５１０ スプリングパリオ 牡３鹿 ５５ 戸崎 圭太加藤 春夫氏 堀 宣行 白老 習志野牧場 ４７２－ ４ 〃 ハナ ５．３�

（大井）

２４ � プレミアムカード 	４鹿 ５７ 本橋 孝太青芝商事� 清水 英克 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５６＋ ２１：３４．２クビ ２２．１�

（船橋）

７１５ ル ナ 牡３芦 ５５ 武士沢友治山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 田中スタッド ４６６＋ ４ 〃 クビ １０．６�
３６ ノ ア ノ ア 牝４芦 ５５ 田辺 裕信M．タバート氏 牧浦 充徳 浦河 大北牧場 ４９６± ０１：３４．３クビ ８５．０�
８１８ クィンビークイーン 牝５鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人竹森 幹雄氏 小西 一男 浦河 大成牧場 ４６６＋１０ 〃 クビ ２１０．４�
５９ ブルーピアス 牝３栗 ５３ 柴田 善臣田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 水丸牧場 ４４４－ ２１：３４．５１� １９７．９�
４８ アズマスターフィー 牡３黒鹿５５ 丸田 恭介東 哲次氏 武市 康男 日高 日高大洋牧場 ４７２＋ ４１：３４．７１� ９６．１�
１２ カルテブランシェ 牝５鹿 ５５ 藤岡 佑介大塚亮一� 高橋 裕 浦河 杵臼牧場 ４８６＋１０１：３５．０２ ３７６．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２５，７８８，２００円 複勝： ４７，０４７，９００円 枠連： ２３，５３２，３００円

馬連： ８４，７３０，３００円 馬単： ４９，１６９，９００円 ワイド： ３４，８２０，７００円

３連複： １０７，０７７，９００円 ３連単： １６３，４４１，１００円 計： ５３５，６０８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １８０円 � ４２０円 � ４３０円 枠 連（２－７） ７８０円

馬 連 �� ２，２２０円 馬 単 �� ３，４８０円

ワ イ ド �� ９００円 �� １，３１０円 �� ２，６１０円

３ 連 複 ��� １０，１３０円 ３ 連 単 ��� ４２，６３０円

票 数

単勝票数 計 ２５７８８２ 的中 � ５３８４４（１番人気）
複勝票数 計 ４７０４７９ 的中 � ９１２７９（１番人気）� ２５６６６（６番人気）� ２５１６７（７番人気）
枠連票数 計 ２３５３２３ 的中 （２－７） ２２２７１（１番人気）
馬連票数 計 ８４７３０３ 的中 �� ２８２８１（６番人気）
馬単票数 計 ４９１６９９ 的中 �� １０４５６（７番人気）
ワイド票数 計 ３４８２０７ 的中 �� ９８２７（７番人気）�� ６５６４（１３番人気）�� ３２００（３３番人気）
３連複票数 計１０７０７７９ 的中 ��� ７８０１（３０番人気）
３連単票数 計１６３４４１１ 的中 ��� ２８３０（１０６番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１１．５―１１．８―１２．１―１１．４―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．３―３４．８―４６．６―５８．７―１：１０．１―１：２１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．１―３F３５．０
３ １５－（８，１７）３（７，１２）（５，１３，１６）（１，１０）１１，６，１８，９（２，１４）－４ ４ １５（８，１７）３（７，１２）（５，１３，１６）（１，１１）１０，６（２，１８，１４）９－４

勝馬の
紹 介

ガーネットチャーム �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１１．１９ 東京１着

２００９．１．３１生 牝３鹿 母 オリエントチャーム 母母 ニ キ ー ヤ １０戦２勝 賞金 ２２，８５５，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

２７０８０１０月２１日 晴 良 （２４東京４）第７日 第８競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時４０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

７８ シュガーヒル 牡３芦 ５５ 北村 宏司金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ２１：３８．０ １．５�

４４ カフェコンセール 牡３青 ５５ 蛯名 正義吉野 弘司氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４６６－ ４ 〃 アタマ １２．０�
３３ ディアフロイデ 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介ディアレスト 松永 康利 新ひだか 八田ファーム ４３２－ ４１：３８．２１� ８．８�
６６ サンリットレイク 牡３鹿 ５５ 和田 竜二吉田 勝己氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ５０８－ ２１：３８．６２� １０．７�
２２ ドンビザッツウェイ 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 ５００± ０１：３８．９２ １０．２�
５５ サトノペガサス 牡４鹿 ５７ 戸崎 圭太里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B４４８＋ ２１：３９．１１� ２９．８�

（大井）

１１ エールビスティー 牡３青鹿５５ 藤岡 佑介備前島敏子氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム ５２６＋ ２１：３９．２� ８．９	
８９ 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 ４５４＋１０１：３９．７３ ９２．９

８１０ イージーウイン 牡５鹿 ５７ 小野寺祐太田島榮二郎氏 嶋田 功 新ひだか 畠山牧場 ４６０＋ ４１：４０．６５ ３１１．３�
７７ タマビッグボス 牡５青鹿５７ 津村 明秀玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ５０４－ ４１：４２．１９ ４４．８�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２８，８７８，０００円 複勝： １００，４８１，５００円 枠連： １４，３３６，８００円

馬連： ６５，３５４，３００円 馬単： ５７，９６２，７００円 ワイド： ２７，８６２，２００円

３連複： ７８，３７５，３００円 ３連単： ２０３，３１２，６００円 計： ５７６，５６３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ２８０円 � １７０円 枠 連（４－７） ８５０円

馬 連 �� ８５０円 馬 単 �� １，０５０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� １９０円 �� １，０７０円

３ 連 複 ��� １，４５０円 ３ 連 単 ��� ４，８７０円

票 数

単勝票数 計 ２８８７８０ 的中 � １５８２７７（１番人気）
複勝票数 計１００４８１５ 的中 � ７１６１１４（１番人気）� ３１９２９（６番人気）� ６７２２９（２番人気）
枠連票数 計 １４３３６８ 的中 （４－７） １２４７３（５番人気）
馬連票数 計 ６５３５４３ 的中 �� ５７２９０（５番人気）
馬単票数 計 ５７９６２７ 的中 �� ４０７８２（５番人気）
ワイド票数 計 ２７８６２２ 的中 �� １８７３７（５番人気）�� ４５２０５（１番人気）�� ５１９７（１３番人気）
３連複票数 計 ７８３７５３ 的中 ��� ４００４３（６番人気）
３連単票数 計２０３３１２６ 的中 ��� ３０８６７（１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．４―３６．９―４９．５―１：０１．９―１：１３．８―１：２５．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シュガーヒル 
�
父 ク ロ フ ネ 

�
母父 Salt Lake デビュー ２０１１．１０．１０ 東京２着

２００９．５．５生 牡３芦 母 ソルティビッド 母母 Piper Piper １０戦２勝 賞金 ３１，６５７，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２７０８１１０月２１日 晴 良 （２４東京４）第７日 第９競走 ��
��２，４００�

な ん ぶ

南 武 特 別
発走１４時１５分 （芝・左）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�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 ２２４，０００円 ６４，０００円 ３２，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

４４ エキストラエンド 牡３鹿 ５４ 田辺 裕信 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６２＋ ２２：２５．０ １．７�

３３ タイセイグルーヴィ 牡３鹿 ５４ 蛯名 正義田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 ４６６＋ ４ 〃 クビ ３．７�
２２ � コスモワイルド 牡３黒鹿５４ 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 河津 裕昭 日高 白瀬 明 B４５０＋ ８２：２５．２１� １０５．７�

（川崎） （大井）

５５ ウェルテクス 牡３黒鹿５４ 中谷 雄太岡田 牧雄氏 柴田 政人 新冠 柏木 一則 ４７６＋ ６ 〃 クビ ２３．３�
８８ プロヴィデンス 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ５１８＋１２２：２５．４１� ８１．１�
８９ ネオブラックダイヤ 牡４青鹿５７ 北村 宏司小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１２＋ ８ 〃 ハナ ７．３�
１１ 	 レオプログレス 牡７青 ５７ 和田 竜二	レオ 木村 哲也 様似 清水 誠一 ４７２± ０２：２５．５
 １７．２

７７ ニシノボレロ 牡３青鹿５４ 田中 勝春西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 ４６４＋ ２２：２６．０３ １５．９�
６６ ヴァーゲンザイル �４黒鹿５７ 吉田 豊 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム ４６４＋ ２２：２６．６３� １５．０�

（９頭）

売 得 金

単勝： ３２，４９８，６００円 複勝： ５３，７６２，３００円 枠連： １７，２３６，３００円

馬連： ９０，０３８，４００円 馬単： ７２，２９５，９００円 ワイド： ３３，４９８，１００円

３連複： ９８，９９５，８００円 ３連単： ２６７，９１１，５００円 計： ６６６，２３６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � １，２００円 枠 連（３－４） ２５０円

馬 連 �� ２６０円 馬 単 �� ４００円

ワ イ ド �� １６０円 �� ２，４５０円 �� ３，９６０円

３ 連 複 ��� ７，３００円 ３ 連 単 ��� １８，３６０円

票 数

単勝票数 計 ３２４９８６ 的中 � １５４８６９（１番人気）
複勝票数 計 ５３７６２３ 的中 � ２３９９０７（１番人気）� １２３５８９（２番人気）� ４５３２（９番人気）
枠連票数 計 １７２３６３ 的中 （３－４） ５１２７７（１番人気）
馬連票数 計 ９００３８４ 的中 �� ２６３８９８（１番人気）
馬単票数 計 ７２２９５９ 的中 �� １３６６２６（１番人気）
ワイド票数 計 ３３４９８１ 的中 �� ７３７４９（１番人気）�� ２６６５（２３番人気）�� １６２９（２７番人気）
３連複票数 計 ９８９９５８ 的中 ��� １００２０（２３番人気）
３連単票数 計２６７９１１５ 的中 ��� １０７７２（５８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．０―２４．５―３６．３―４８．２―１：００．０―１：１２．０―１：２４．８―１：３７．３―１：４９．６―２：０１．１―２：１２．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エキストラエンド 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Garde Royale デビュー ２０１２．１．５ 京都４着

２００９．４．７生 牡３鹿 母 カ ー リ ン グ 母母 Corraleja ７戦３勝 賞金 ４７，１６７，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

２７０８２１０月２１日 晴 良 （２４東京４）第７日 第１０競走 ��
��１，８００�

か い じ

甲斐路ステークス
発走１４時５０分 （芝・左）
３歳以上，１，６００万円以下，２３．１０．２２以降２４．１０．１４まで１回以上出走馬，除３歳未出走
馬および未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ２５９，０００円 ７４，０００円 ３７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

７９ ダイワマッジョーレ 牡３鹿 ５４ 丸田 恭介大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４３６－ ８１：４７．３ ２．５�

１１ ラフォルジュルネ 牝５鹿 ５４ 田辺 裕信 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７４＋ ４１：４７．４� １１．４�

８１１ サトノアポロ 牡４黒鹿５６ 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５０６＋ ８１：４７．６１� ２．０�
４４ ハッピーパレード 牝６黒鹿５１ 戸崎 圭太馬場 幸夫氏 牧 光二 早来 ノーザンファーム ４５６－ ４ 〃 クビ ３６．９�

（大井）

５５ マイネエポナ 牝３鹿 ５２ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 斎藤 誠 日高 シンコーファーム ４４８＋ ２１：４７．８１ １５．２�

６７ ユキノハリケーン 牡８鹿 ５３ 藤岡 佑介馬場 幸廣氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ４９８＋ ２１：４７．９� ４０．８	
３３ フライバイワイヤー 牡６栗 ５５ 和田 竜二 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７４± ０１：４８．０� ３２．６

２２ � アロマンシェス 牡８鹿 ５３ 本橋 孝太伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 ４６４－ ４１：４８．２１� ４０．３�
（船橋）

７８ バイタルスタイル 牝５栗 ５１ 武士沢友治 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 ４６０－ ２ 〃 クビ ４１．４�

６６ ケープタウンシチー 牝７青 ５３ 吉田 豊 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 門別 富川田中牧場 ４６０－ ６１：４８．４１� ２９．５
８１０ バウンシーチューン 牝４鹿 ５４ 中谷 雄太 �グリーンファーム 田島 俊明 千歳 社台ファーム ４３８－ ４１：４８．６１	 ３６．９�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３７，４１６，３００円 複勝： ５６，４７９，６００円 枠連： ２２，１９９，０００円

馬連： １１６，４３５，５００円 馬単： ８３，５４５，６００円 ワイド： ３９，６２２，７００円

３連複： １３１，８０２，３００円 ３連単： ３３０，９８５，９００円 計： ８１８，４８６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � １１０円 枠 連（１－７） １，０６０円

馬 連 �� １，２２０円 馬 単 �� １，８３０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� １３０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ５２０円 ３ 連 単 ��� ４，２８０円

票 数

単勝票数 計 ３７４１６３ 的中 � １１８８３９（２番人気）
複勝票数 計 ５６４７９６ 的中 � １４５３１３（２番人気）� ４６６７２（３番人気）� ２３１０８４（１番人気）
枠連票数 計 ２２１９９０ 的中 （１－７） １５５５５（３番人気）
馬連票数 計１１６４３５５ 的中 �� ７０８６５（３番人気）
馬単票数 計 ８３５４５６ 的中 �� ３３７８８（４番人気）
ワイド票数 計 ３９６２２７ 的中 �� ２５５４３（２番人気）�� １０８８１６（１番人気）�� １９６５９（３番人気）
３連複票数 計１３１８０２３ 的中 ��� １８８７１５（１番人気）
３連単票数 計３３０９８５９ 的中 ��� ５７１６５（１２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１２．１―１２．４―１２．２―１２．０―１１．３―１１．４―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．１―３６．２―４８．６―１：００．８―１：１２．８―１：２４．１―１：３５．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．５―３F３４．５

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

勝馬の
紹 介

ダイワマッジョーレ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Law Society デビュー ２０１２．２．５ 京都１着

２００９．１．１７生 牡３鹿 母 フ ァ ン ジ カ 母母 Florie ８戦４勝 賞金 ５４，４３０，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

１レース目



２７０８３１０月２１日 晴 良 （２４東京４）第７日 第１１競走 ��
��２，１００�ブラジルカップ

発走１５時３０分 （ダート・左）
３歳以上，２３．１０．２２以降２４．１０．１４まで１回以上出走馬，除３歳未出走馬および未勝利
馬；負担重量は，ハンデキャップ

サンパウロジョッキークラブ賞（１着）
賞 品

本 賞 ２０，０００，０００円 ８，０００，０００円 ５，０００，０００円 ３，０００，０００円 ２，０００，０００円
付 加 賞 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０６．７
２：０５．９

良

良

６１２ ナムラビクター 牡３鹿 ５４ 和田 竜二奈村 信重氏 野村 彰彦 日高 いとう牧場 ５０６－ ６２：０９．３ ２．５�

３６ グラッツィア 牡４鹿 ５５ 柴田 善臣山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４８４＋ ２２：１０．１５ １０．３�
４７ タガノロックオン 牡４栗 ５６ 田辺 裕信八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５１４＋ ２２：１０．５２� ６．９�
１１ フ リ ソ 牡６鹿 ５５ 吉田 豊藤田 孟司氏 小島 茂之 門別 モリナガファーム ４７８＋ ４２：１０．６� ２９．６�
２４ グリッターウイング 牡５栗 ５５ 津村 明秀吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５１６－ ２２：１０．７� ３４．６�
６１１ マイネルアワグラス 牡８鹿 ５６ 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム ５２０＋ ２２：１１．０１� ３４．３�
（大井）

８１５� エアマックール 牡７黒鹿５５ 武士沢友治 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 米 Winches-
ter Farm ４７６－１０２：１１．３１� ５１．２	

１２ ダノンエリモトップ 牡６鹿 ５３ 田中 勝春�ダノックス 森 秀行 えりも エクセルマネジメント ５３６± ０２：１１．５１� ８３．２

４８ パワーストラグル 牡６黒鹿５６ 蛯名 正義 �グリーンファーム 加藤 征弘 新冠 田渕牧場 B４６２－ ２２：１２．０３ １７．５�
５１０ リバティバランス 牡５黒鹿５５ 石橋 脩吉田 千津氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B５５４＋ ４ 〃 ハナ １５．０�
２３ セ イ リ オ ス 牡５鹿 ５５ 北村 宏司 社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B４９０± ０２：１２．３１� ５．４�
５９ 	 プレティオラス 牡３黒鹿５３ 本橋 孝太伊達 泰明氏 森下 淳平 日高 サンシャイン

牧場 ４４８－ ７ 〃 ハナ ４５．２�
（大井） （船橋）

７１４� イ ン バ ル コ 牡６鹿 ５８ 酒井 学藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi
Fujita B５１８－ ２ 〃 ハナ ３６．４�

３５ 
 バトルドンジョン 牡５栗 ５３ 藤岡 佑介宮川 秋信氏 本田 優 浦河 高岸 順一 ４７８－１０２：１２．６１� １１．５�
７１３ モンテクリスエス 牡７鹿 ５６ 横山 典弘毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 ５５２－ ２２：１６．０大差 ２９．６�
８１６ アドマイヤスワット 牡７栗 ５４ 杉原 誠人近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム ５１６± ０２：１６．１� １４２．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５０，７０３，７００円 複勝： ７２，２４６，２００円 枠連： ６１，０３９，５００円

馬連： ２４８，０６４，５００円 馬単： １３９，８０４，３００円 ワイド： ７８，６９４，０００円

３連複： ３２２，３５０，１００円 ３連単： ６０６，７００，７００円 計： １，５７９，６０３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � ３００円 � ２２０円 枠 連（３－６） ６８０円

馬 連 �� １，３４０円 馬 単 �� １，８７０円

ワ イ ド �� ６６０円 �� ４６０円 �� １，０４０円

３ 連 複 ��� ２，９５０円 ３ 連 単 ��� １０，８６０円

票 数

単勝票数 計 ５０７０３７ 的中 � １６５６９０（１番人気）
複勝票数 計 ７２２４６２ 的中 � ２０５１５８（１番人気）� ４９６０６（４番人気）� ７８４２５（３番人気）
枠連票数 計 ６１０３９５ 的中 （３－６） ６６４１６（３番人気）
馬連票数 計２４８０６４５ 的中 �� １３６６８８（３番人気）
馬単票数 計１３９８０４３ 的中 �� ５５２７３（４番人気）
ワイド票数 計 ７８６９４０ 的中 �� ２９６２９（３番人気）�� ４４９８５（２番人気）�� １７７５６（１０番人気）
３連複票数 計３２２３５０１ 的中 ��� ８０７６５（５番人気）
３連単票数 計６０６７００７ 的中 ��� ４１２５６（１２番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．４―１２．０―１２．２―１２．４―１２．６―１２．４―１２．２―１２．４―１１．９―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１８．５―３０．５―４２．７―５５．１―１：０７．７―１：２０．１―１：３２．３―１：４４．７―１：５６．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラビクター �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー ２０１２．４．１５ 阪神１６着

２００９．５．１６生 牡３鹿 母 ナムラシゲコ 母母 ケイジヨイナー ８戦４勝 賞金 ６６，４１１，０００円
〔制裁〕 アドマイヤスワット号の騎手杉原誠人は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（８番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モンテクリスエス号・アドマイヤスワット号は，平成２４年１１月２１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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 ウインペンタゴン号・オメガファルコン号・タマモクリエイト号・ハギノリベラ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

２７０８４１０月２１日 晴 良 （２４東京４）第７日 第１２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時１０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

１：３４．４
１：３３．３

重

良

３５ サミットストーン 牡４鹿 ５７ 北村 宏司河� 五市氏 田村 康仁 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム ５３４－ ２１：３６．８ ５．９�

８１６� ドゥーアップ 牡４鹿 ５７ 石橋 脩�ヒダカファーム木村 哲也 浦河 ヒダカフアーム B５２０＋ ２１：３７．１２ ９．１�
４８ トミケンユークアイ 牡３黒鹿５５ 木幡 初広冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 バンブー牧場 ４９０＋ ６１：３７．４２ ７．５�
１２ タイセイスティング 牡３栗 ５５ 蛯名 正義田中 成奉氏 新開 幸一 浦河 バンダム牧場 ５１２＋１８１：３７．５クビ １１．３�
７１３ ドリームザネクスト 牡５鹿 ５７ 戸崎 圭太セゾンレースホース� 根本 康広 平取 協栄組合 ４９６－１０ 〃 アタマ ９．７�

（大井）

７１４ フレンドワン 牡３黒鹿５５ 丸田 恭介戸山 昌彦氏 南田美知雄 森 笹川大晃牧場 ４７０＋ ６１：３７．７１ ３２．４	
６１２� コスモナダル 牡６黒鹿５７ 上野 翔 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 豪

Milburn Creek
Thoroughbred
Stud

B４６０－ ８１：３７．８	 １９１．２

２３ テンゲントッパ 牡４黒鹿５７ 柴田 善臣石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B４５２＋ ４ 〃 クビ １６．３�
４７ ミステリートレイン 牡４鹿 ５７ 田中 勝春金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム ５１０－ ４ 〃 ハナ ４．１�
５１０� ジャパンプライド 牡４鹿 ５７ 横山 典弘星野 壽市氏 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 ４７６＋１６ 〃 アタマ ４．４
２４ コスモイーチタイム 牡４栗 ５７ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 保田 一隆 新冠 ビッグレッドファーム ４４６－ ４１：３７．９	 １３９．３�
３６ 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 ５０６＋ ２１：３８．０	 １２１．８�
５９ � セニョリータ 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 ４４８－ ４１：３８．７４ ５１．９�
８１５ ガリレオシチー 牡６黒鹿５７ 酒井 学 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 日高 幾千世牧場 ５１４± ０１：３８．９１
 ３２６．９�
６１１ メイショウドレイク 牡７黒鹿５７ 小島 太一松本 和子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B５１２－ ２１：３９．５３	 ２７８．２�
１１ ブレイクナイン 牡６黒鹿５７ 和田 竜二青山 洋一氏 田村 康仁 日高 日高大洋牧場 ５０４± ０１：３９．７１ ２２．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５１，８９４，５００円 複勝： ７０，４５７，３００円 枠連： ４３，３８５，６００円

馬連： １６９，３９２，７００円 馬単： ８９，１００，５００円 ワイド： ５６，３３６，８００円

３連複： ２０８，４２９，１００円 ３連単： ３９７，５１０，４００円 計： １，０８６，５０６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２３０円 � ３３０円 � ２５０円 枠 連（３－８） ２，８７０円

馬 連 �� ３，０１０円 馬 単 �� ５，０９０円

ワ イ ド �� １，１４０円 �� ７５０円 �� １，２２０円

３ 連 複 ��� ５，０３０円 ３ 連 単 ��� ２９，０１０円

票 数

単勝票数 計 ５１８９４５ 的中 � ６９４０２（３番人気）
複勝票数 計 ７０４５７３ 的中 � ８８１１３（３番人気）� ５２２４３（７番人気）� ７８０３１（４番人気）
枠連票数 計 ４３３８５６ 的中 （３－８） １１１８６（１５番人気）
馬連票数 計１６９３９２７ 的中 �� ４１６４０（１３番人気）
馬単票数 計 ８９１００５ 的中 �� １２９３６（１９番人気）
ワイド票数 計 ５６３３６８ 的中 �� １２０７８（１４番人気）�� １８９８４（７番人気）�� １１２１３（１５番人気）
３連複票数 計２０８４２９１ 的中 ��� ３０６２３（１２番人気）
３連単票数 計３９７５１０４ 的中 ��� １０１１３（６８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．２―３５．４―４７．８―１：００．３―１：１２．３―１：２４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３６．５
３ ６，７（２，５，８，１６）（１，１０，９，１１）（１２，１５，１３）（３，１４）４ ４ ６（７，８，１６）（２，５）（１０，９，１１）１（１２，１３）（３，１５，１４）４

勝馬の
紹 介

サミットストーン �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 Devil’s Bag デビュー ２０１０．６．１９ 阪神６着

２００８．４．２８生 牡４鹿 母 タイキアプローズ 母母 Private Encore ２１戦４勝 賞金 ３８，４００，０００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 イーグルカザン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

４レース目



（２４東京４）第７日 １０月２１日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６４頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２１５，９３０，０００円
２，０８０，０００円
７，６３０，０００円
１，１８０，０００円
１９，４５０，０００円
５７，１７０，５００円
４，９３８，８００円
１，５７４，４００円

勝馬投票券売得金
３３３，３４８，６００円
５６９，１１７，２００円
２６８，９６８，１００円
１，０５０，７９６，９００円
６９１，７２７，６００円
３８９，６７３，０００円
１，２９８，５０１，０００円
２，５９１，８９７，３００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
計 ７，１９４，０２９，７００円

総入場人員 ４０，２６５名 （有料入場人員 ３８，１５２名）


