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２７０９７１０月２８日 小雨 良 （２４東京４）第９日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時０５分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：２３．１
１：２３．１

重

重

３５ キネオリリー 牝２栗 ５４ 蛯名 正義ジャパンフードビジネス� 牧 光二 安平 ノーザンファーム ５０８－ ２１：２６．３ １．８�

７１２ オリオンザプラズマ 牡２栗 ５５ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 有限会社石川牧場 ４６８＋ ６１：２６．７２� １６．９�
６１０ デルマカマイタチ 牡２黒鹿５５ C．スミヨン 浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B４８０± ０１：２７．６５ ５．６�

（仏）

８１４ アスキットキング 牡２鹿 ５５ 福永 祐一中江 隆一氏 柴田 政人 新冠 競優牧場 ４３２＋ ４１：２７．８１� ６．４�
４７ ディアストライカー 牡２鹿 ５５ 内田 博幸ディアレスト 栗田 徹 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ４７８＋ ６１：２７．９� ４８．６�
８１５ イーグルカッター 牡２黒鹿５５ 柴田 善臣杉山 忠国氏 古賀 史生 新ひだか 中村 和夫 ４６６－ ２１：２８．０クビ １３．７�
３４ リネンナデシコ 牝２黒鹿５４ 田中 勝春戸山 光男氏 南田美知雄 青森 石田 英機 ４１２± ０１：２８．６３� ２５４．０	
６１１ トーセンハクオウ 牡２栗 ５５ 吉田 豊島川 
哉氏 大久保洋吉 池田 新田牧場 ５２０＋１８１：２８．７� ２３．６�
２３ オリエンタルエジル 牡２鹿 ５５ 石橋 脩棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか 友田牧場 ４８０＋ ６１：２８．８� ９．８�
１１ マイネルテゾーロ 牡２栗 ５５ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新ひだか 佐竹 学 ４６６± ０１：２９．６５ １８０．２
２２ アイドクレース 牝２黒鹿５４ 佐藤 哲三水上 行雄氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ４６８± ０ 〃 クビ ４７．３�
５８ ラピードアイザック 牡２栗 ５５ 江田 照男保坂 義貞氏 菅原 泰夫 日高 山際 辰夫 ４７６＋ ４１：３０．３４ ２０５．７�
５９ ア ル テ ル フ 牡２鹿 ５５ 松岡 正海平口 信行氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 ４６０＋ ８１：３０．４� ６７．９�
４６ ダ イ ダ オ レ 牡２鹿 ５５ 大庭 和弥山上 和良氏 和田 正道 様似 山本 和彦 ４８０＋１０１：３０．６１� １８６．７�
７１３ ヤマノアロー 牡２栗 ５５ 大野 拓弥澤村 敏雄氏 阿部 新生 新ひだか 矢野牧場 ４５６＋ ４１：３０．７クビ ３６４．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，９１６，６００円 複勝： ４１，００５，６００円 枠連： １４，５３６，５００円

馬連： ４９，９２０，３００円 馬単： ４１，５３７，２００円 ワイド： ２４，０３６，４００円

３連複： ６６，３３８，２００円 ３連単： １２５，５０９，１００円 計： ３８２，７９９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ２６０円 � １５０円 枠 連（３－７） １，８５０円

馬 連 �� １，５３０円 馬 単 �� ２，０００円

ワ イ ド �� ５２０円 �� ２００円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� １，７７０円 ３ 連 単 ��� ９，２２０円

票 数

単勝票数 計 １９９１６６ 的中 � ９０６１９（１番人気）
複勝票数 計 ４１００５６ 的中 � １８７３８７（１番人気）� ２２４６９（６番人気）� ５８４４１（２番人気）
枠連票数 計 １４５３６５ 的中 （３－７） ５８２３（７番人気）
馬連票数 計 ４９９２０３ 的中 �� ２４０８２（５番人気）
馬単票数 計 ４１５３７２ 的中 �� １５３６０（７番人気）
ワイド票数 計 ２４０３６４ 的中 �� １０３４０（６番人気）�� ３７２２６（１番人気）�� ８０８３（７番人気）
３連複票数 計 ６６３３８２ 的中 ��� ２７７１８（６番人気）
３連単票数 計１２５５０９１ 的中 ��� １００５２（２１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．２―３５．９―４８．５―１：０１．１―１：１３．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キネオリリー �
�
父 オンファイア �

�
母父 Silver Deputy デビュー ２０１２．１０．６ 東京３着

２０１０．３．２３生 牝２栗 母 ジュメイラビーチ 母母 Adoradancer ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔制裁〕 ラピードアイザック号の調教師菅原泰夫は，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。
※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。

２７０９８１０月２８日 小雨 良 （２４東京４）第９日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１０時３０分 （芝・左）

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

中央レコード

１：４６．９
１：４６．４

良

良

７１２ ケンブリッジサン 牡２鹿 ５５ 江田 照男中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー ４６４＋ ６１：４８．２ ７．９�

２３ 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 ５３４－ ２１：４８．９４ ２．３�
７１３ サムソンズプライド 牡２鹿 ５５ 吉田 豊有限会社シルク杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム ４５６± ０１：４９．５３� ２０．２�
１１ タイセイプリンス 牡２鹿 ５５ 石橋 脩田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 白井牧場 ４６０＋１２ 〃 クビ １４．４�
６１１ トーセンワープ 牡２鹿 ５５ 内田 博幸島川 �哉氏 大久保洋吉 日高 有限会社 エ

スティファーム ４６２＋ ４１：４９．６クビ ３．８�
２２ レアパルファム 牝２芦 ５４ 北村 宏司森 保彦氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４７２± ０ 〃 クビ ４０．９�
８１５ ナイトブルーミング 牝２芦 ５４ 松岡 正海平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 ４４６－ ２１：４９．７クビ ３６．６	
４７ ミシシッピデルタ 牡２芦 ５５ 三浦 皇成難波 経雄氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム ４６４＋ ６ 〃 クビ １２．３

３５ マイネルアンテロス 牡２栗 ５５ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 コスモヴューファーム ４９８＋１０１：４９．８クビ １４６．６�
６１０ ロードクレセント 牡２芦 ５５ 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 牧 光二 新ひだか ケイアイファーム ４８４＋ ２１：５０．２２� １１．８
３４ アネモステラス 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信有限会社シルク松山 将樹 安平 ノーザンファーム ４５６＋ ２１：５０．４１� ２１．６�
４６ ローレルナガバナシ 牡２栗 ５５ M．デムーロ �ローレルレーシング 清水 英克 浦河 グランデファーム ４６８＋ ２１：５０．９３ ３４．３�

（伊）

５８ 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 ４８０－１２ 〃 ハナ １１２．１�
５９ ザエリモホース 牡２鹿 ５５ 二本柳 壮平本 敏夫氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４６８＋ ２１：５１．３２� ４３６．７�
８１４ セブンカラー 牡２鹿 ５５ 武士沢友治磯波 勇氏 高木 登 新冠 競優牧場 ４４０－ ６１：５１．６１� ３９４．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２３，３２８，５００円 複勝： ３９，６３２，６００円 枠連： １６，５８４，１００円

馬連： ５７，２３８，０００円 馬単： ３６，４８８，５００円 ワイド： ２４，０９５，８００円

３連複： ６８，１０６，４００円 ３連単： １０６，１２５，５００円 計： ３７１，５９９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ２３０円 � １３０円 � ３９０円 枠 連（２－７） ５８０円

馬 連 �� ８８０円 馬 単 �� ２，２８０円

ワ イ ド �� ４９０円 �� １，５１０円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� ４，３３０円 ３ 連 単 ��� ２３，６２０円

票 数

単勝票数 計 ２３３２８５ 的中 � ２３４７９（３番人気）
複勝票数 計 ３９６３２６ 的中 � ３９８６５（３番人気）� １１８７７８（１番人気）� １９４３０（７番人気）
枠連票数 計 １６５８４１ 的中 （２－７） ２１２４５（２番人気）
馬連票数 計 ５７２３８０ 的中 �� ４８１３６（２番人気）
馬単票数 計 ３６４８８５ 的中 �� １１８４９（６番人気）
ワイド票数 計 ２４０９５８ 的中 �� １３１７４（２番人気）�� ３７５５（１８番人気）�� ５９９０（９番人気）
３連複票数 計 ６８１０６４ 的中 ��� １１６１３（１２番人気）
３連単票数 計１０６１２５５ 的中 ��� ３３１６（６３番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．２―１２．１―１２．３―１２．７―１２．９―１１．６―１０．９―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．２―３６．３―４８．６―１：０１．３―１：１４．２―１：２５．８―１：３６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．９―３F３４．０

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

勝馬の
紹 介

ケンブリッジサン �
�
父 フサイチホウオー �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー ２０１２．９．２９ 中山２着

２０１０．４．２４生 牡２鹿 母 ケンアマツカゼ 母母 セイントエンジェル ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第４回 東京競馬 第９日



２７０９９１０月２８日 小雨 良 （２４東京４）第９日 第３競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１０時５５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

３４ メイショウオオカゼ 牡２黒鹿５５ 柴田 善臣松本 好雄氏 南井 克巳 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５２２ ―１：２７．０ １１．４�

４６ エピローグブリッジ 牡２栗 ５５ M．デムーロ�G１レーシング 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６４ ―１：２７．１� ６．２�

（伊）

３５ バーディーイーグル 牡２鹿 ５５ 内田 博幸里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４８０ ―１：２７．６３ ６．０�
５９ モレサンドニ 牝２栗 ５４ 蛯名 正義密山 根成氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム ４４０ ―１：２７．７� ５．２�
７１２ オメガラヴィータ 牝２栗 ５４ 岩田 康誠原 �子氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム ４６６ ―１：２７．９１� １９．３�
６１０ メジャープレゼンス 牡２栗 ５５ 北村 宏司 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム ５０４ ―１：２８．０� ５３．３	
６１１ トップトライ 牡２黒鹿５５ 岩部 純二�コオロ 萱野 浩二 新冠 ムラカミファーム ４６６ ―１：２８．３１	 ４５．７

８１５ ランパスキャット 牡２黒鹿５５ 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４９２ ―１：２８．５１ ５．４�
２２ マルスシチー 牡２黒鹿５５ 福永 祐一 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 幌村牧場 ４５４ ―１：２８．６クビ ３５．４�
８１４ レ イ ア ロ ハ 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 有限会社

吉田ファーム ５０８ ―１：２９．４５ ８．８
５８ ジ ョ バ イ ロ 牡２鹿 ５５ 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド ４９６ ―１：２９．６１� ７．１�
１１ ターゲットゾーン 牡２栗 ５５ 武士沢友治畑佐 博氏 水野 貴広 日高 天羽牧場 ５００ ― 〃 ハナ ２２．６�
７１３ ア ス カ メ イ 牝２鹿 ５４ 吉田 豊上野 武氏 本間 忍 新ひだか 片山牧場 ４８４ ―１：２９．８１� ８７．３�
４７ ヴィヴァシティー 牝２芦 ５４ 石橋 脩岡田 牧雄氏 和田正一郎 新冠 大狩部牧場 ４４４ ―１：３０．４３� ４２．４�
２３ サザンドリーム 牝２芦 ５４ 江田 照男南波 壽氏 伊藤 圭三 新冠 武田 修一 ４４６ ―１：３１．０３� ７０．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，５７３，４００円 複勝： ２２，０８３，４００円 枠連： １５，７９６，１００円

馬連： ４２，９９５，３００円 馬単： ２７，１４９，３００円 ワイド： １８，２７１，４００円

３連複： ５２，０６４，５００円 ３連単： ７４，６６３，１００円 計： ２６８，５９６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１４０円 複 勝 � ３５０円 � ２４０円 � ２４０円 枠 連（３－４） １，３２０円

馬 連 �� ４，５２０円 馬 単 �� ９，５４０円

ワ イ ド �� １，５６０円 �� １，５２０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� ７，５１０円 ３ 連 単 ��� ６６，５５０円

票 数

単勝票数 計 １５５７３４ 的中 � １０８５９（７番人気）
複勝票数 計 ２２０８３４ 的中 � １５３５９（７番人気）� ２５４９１（４番人気）� ２５４８９（５番人気）
枠連票数 計 １５７９６１ 的中 （３－４） ８８８３（６番人気）
馬連票数 計 ４２９９５３ 的中 �� ７０３２（２０番人気）
馬単票数 計 ２７１４９３ 的中 �� ２１０２（４４番人気）
ワイド票数 計 １８２７１４ 的中 �� ２８４１（２０番人気）�� ２９０９（１９番人気）�� ６１７１（８番人気）
３連複票数 計 ５２０６４５ 的中 ��� ５１１８（２５番人気）
３連単票数 計 ７４６６３１ 的中 ��� ８２８（２２４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．７―３６．０―４８．９―１：０１．５―１：１４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．０―３F３８．１
３ ２，４（６，５）（９，１１，８，１５）１２（３，１４）１０，７－１３＝１ ４ ・（２，４）５（６，８，１５）（９，１１）１４，１２（３，１０）７－１３＝１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウオオカゼ �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

２０１０．３．２６生 牡２黒鹿 母 オーソードレッシイ 母母 カクテルドレス １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 発走準備のため発走時刻４分遅延。
※出走取消馬 ナムラビジン号（疾病〔疝痛〕のため）
※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 キャビンクルー号・ローレルアルトス号
※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。

２７１００１０月２８日 小雨 良 （２４東京４）第９日 第４競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１１時２５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

４４ アイズオンリー 牝２芦 ５４ I．メンディザバル �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４８６ ―２：０３．９ ２．６�
（仏）

８１０ トゥルヴァーユ 牝２芦 ５４ 三浦 皇成 �グリーンファーム 矢野 英一 日高 天羽 禮治 ５２０ ―２：０４．０� ４．５�
３３ ギンザブルースター 牡２芦 ５５ 福永 祐一有馬 博文氏 池上 昌弘 浦河 丸村村下

ファーム ４４２ ―２：０４．１� ２３．６�
１１ シャドウゲーム 牡２鹿 ５５ 岩田 康誠飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６６ ― 〃 クビ ４．３�
８１１ ガ ウ チ ョ 牡２鹿 ５５ 松岡 正海阿部 幸暉氏 松山 将樹 浦河 桑田フアーム ４７６ ―２：０４．２� ３２．１�
５５ スプライトオーバー 牡２栗 ５５ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 新冠 新冠橋本牧場 ５１８ ―２：０４．４１� ３２．１	
６７ ローズダンサー 牡２黒鹿５５ 北村 宏司鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ５０８ ―２：０４．６１� ３８．３

７９ ドゥリマーズドリム 牝２青鹿５４ 石橋 脩石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新冠 小泉牧場 ４７０ ―２：０５．１３ １２９．３�
７８ オ ベ レ ッ ク 牡２鹿 ５５ 石神 深一片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 日西牧場 ４８０ ―２：０６．７１０ ３５．６�
２２ ソ ロ ル 牡２黒鹿５５ C．スミヨン �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム ４７８ ― （降着） ４．５

（仏）

６６ キープトライン 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 三石川上牧場 ４９６ ―２：０７．１２� ５３．８�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２２，２９０，９００円 複勝： ２７，７１９，５００円 枠連： １０，７４０，８００円

馬連： ４４，４９２，６００円 馬単： ３５，４９５，４００円 ワイド： １８，３５８，５００円

３連複： ５４，２３８，２００円 ３連単： １０７，４０４，４００円 計： ３２０，７４０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � ３４０円 枠 連（４－８） ４５０円

馬 連 �� ５００円 馬 単 �� ８１０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ８９０円 �� １，３００円

３ 連 複 ��� ３，２７０円 ３ 連 単 ��� ９，１３０円

票 数

単勝票数 計 ２２２９０９ 的中 � ７０１７６（１番人気）
複勝票数 計 ２７７１９５ 的中 � ８１６８３（１番人気）� ５３０１７（２番人気）� １３８７３（５番人気）
枠連票数 計 １０７４０８ 的中 （４－８） １７９３０（１番人気）
馬連票数 計 ４４４９２６ 的中 �� ６６７９４（１番人気）
馬単票数 計 ３５４９５４ 的中 �� ３２７３７（１番人気）
ワイド票数 計 １８３５８５ 的中 �� ２２０４５（１番人気）�� ４６７２（８番人気）�� ３０８７（１４番人気）
３連複票数 計 ５４２３８２ 的中 ��� １２２５３（８番人気）
３連単票数 計１０７４０４４ 的中 ��� ８６８３（２８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．１―２５．１―３７．６―５０．２―１：０３．２―１：１６．３―１：２９．０―１：４０．８―１：５２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．４―３F３４．７

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

勝馬の
紹 介

アイズオンリー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Petionville 初出走

２０１０．３．１２生 牝２芦 母 アイランドファッション 母母 Danzigs Fashion １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔降着〕 ソロル号は，１位〔タイム２分０３秒７，２位との着差１�馬身〕に入線したが，最後の直線コースで急に内側に斜行して

「オベレック」号の走行を妨害したため１０着に降着。
〔制裁〕 ソロル号の騎手C．スミヨンは，最後の直線コースで急に内側に斜行したことについて平成２４年１１月３日から平成２４年１１月

１１日まで騎乗停止。
※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。



２７１０１１０月２８日 小雨 良 （２４東京４）第９日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時１５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

５６ クラリスピンク 牝４青 ５５ 柴田 善臣吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ４５８－ ２１：３７．９ ６．７�

３３ 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± ０１：３８．３２� １５．５�
４５ ファーマジェンヌ 牝３黒鹿５３ 岩田 康誠中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 ４９６＋ ６ 〃 ハナ ９．９�
１１ タニセンヴォイス 牝３栗 ５３ 武 豊染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４５６＋ ２１：３８．４� ２．８�
６９ ローゼズガーランド 牝３鹿 ５３ 吉田 豊藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 ４８６± ０１：３８．７２ ６２．２�
６８ ヤサカオディール 牝３黒鹿５３ 石橋 脩志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 ４２２＋ ２ 〃 クビ ２９．０�
８１２ モエレフルール 牝３黒鹿５３ 北村 宏司中村 和夫氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 ４８６－ ４１：３８．８� ３．３	
８１３ サ ワ キ ッ ク 牝３鹿 ５３ 武士沢友治井上 久光氏 柴田 政人 新ひだか 岡田牧場 ５１６－ ６１：３８．９� １０１．０

７１１ ヒシマーベラス 牝３青 ５３ 松岡 正海阿部雅一郎氏 加藤 和宏 浦河 中村 雅明 ４８２＋ ８１：３９．６４ １１１．９�
４４ � トーアティアレ 牝５鹿 ５５ 大野 拓弥高山ランド� 柴田 政人 豊浦トーア牧場 ４５４－ ４１：３９．９２ ２６５．６�
７１０ パリーナチャン 牝３鹿 ５３ 内田 博幸松栄牧場 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 ４４６＋１０１：４０．６４ １６．７�
５７ スパークオンアイス 牝３鹿 ５３ M．デムーロ西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ４１：４０．８１� １１．４�

（伊）

２２ ア ソ ル ー タ 牝４栗 ５５ C．スミヨン キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４５６± ０ 〃 ハナ １６．３�
（仏）

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２４，７３２，１００円 複勝： ４２，９６４，９００円 枠連： １６，１９４，３００円

馬連： ６９，０７１，０００円 馬単： ４８，５０６，８００円 ワイド： ２８，７２０，７００円

３連複： ８７，８２３，０００円 ３連単： １５０，９２８，４００円 計： ４６８，９４１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ２５０円 � ３５０円 � ３１０円 枠 連（３－５） ２，３３０円

馬 連 �� ４，０５０円 馬 単 �� ７，６３０円

ワ イ ド �� １，０３０円 �� ９００円 �� １，１５０円

３ 連 複 ��� ６，１８０円 ３ 連 単 ��� ３６，２００円

票 数

単勝票数 計 ２４７３２１ 的中 � ２９１９９（３番人気）
複勝票数 計 ４２９６４９ 的中 � ４９３１６（３番人気）� ３０６５８（６番人気）� ３６７１８（５番人気）
枠連票数 計 １６１９４３ 的中 （３－５） ５１４２（９番人気）
馬連票数 計 ６９０７１０ 的中 �� １２６０３（１５番人気）
馬単票数 計 ４８５０６８ 的中 �� ４６９２（２９番人気）
ワイド票数 計 ２８７２０７ 的中 �� ６８８７（１３番人気）�� ７９５０（９番人気）�� ６１０８（１８番人気）
３連複票数 計 ８７８２３０ 的中 ��� １０４９８（２３番人気）
３連単票数 計１５０９２８４ 的中 ��� ３０７７（１１９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．６―３５．１―４７．１―５９．８―１：１２．６―１：２５．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．８―３F３８．１
３ ２，１（１０，７，１２）－８－９，３－（５，６）（４，１３，１１） ４ ２（１，７，１２）１０，８－（３，９）（６，１３）（５，１１）４

勝馬の
紹 介

クラリスピンク �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Kris S. デビュー ２０１０．１２．１８ 中山１３着

２００８．３．１０生 牝４青 母 チャーミングクリス 母母 Too Cool to Fool １９戦３勝 賞金 ２８，３８０，０００円
〔発走状況〕 トーアティアレ号は，発進不良〔出遅れ〕。
※ヤサカオディール号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２７１０２１０月２８日 小雨 良 （２４東京４）第９日 第６競走 ��１，３００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時４５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

５１０ ヘアーオブザドッグ 牡３鹿 ５５ 柴田 善臣平賀 久枝氏 鈴木 康弘 浦河 鎌田 正嗣 ５０４＋ ４１：１８．８ ６．２�

６１１ コスモイルダーナ 牡５青鹿５７ C．スミヨン 岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 堤 牧場 ４９４＋ ８ 〃 クビ ４．５�
（仏）

８１６� アーティクラフティ 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義吉田 和美氏 木村 哲也 日高 待兼牧場 ５１４± ０１：１９．０１� ２０．３�
１２ カネトシリープイン 牡４芦 ５７ M．デムーロ兼松 利男氏 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 B４６８± ０１：１９．１クビ ５．１�

（伊）

４８ リーサムダイチ 牡４鹿 ５７ 北村 宏司平田友里恵氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 ４７８＋ ６１：１９．３１� ３３．２�
８１５ スマートアーサイト 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠大川 徹氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０－ ４ 〃 クビ １９．２�
２４ 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 B４６６＋ ４１：１９．５１� １５．７	
１１ コーリンギデオン 牡３鹿 ５５ 松岡 正海伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 ４６６＋ ８１：１９．６クビ １５．１

４７ ルミナススカイ 牡３黒鹿５５ 秋山真一郎小林 久義氏 中川 公成 日高 エンドレス

ファーム ４６６＋ ２ 〃 クビ ４７．５�
３６ ブエノディオス 牡３鹿 ５５ 吉田 豊吉田 昭一氏 阿部 新生 新冠 八木 常郎 ４６６－ ４１：１９．８１� ９７．２�
２３ タンブルブルータス 牡３鹿 ５５ 三浦 皇成ポリッシュホースメイト和田 正道 新冠 渡 信義 ４８０－ ４１：１９．９� １０．７�
５９ 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 ４９８＋ ２１：２０．１� ４．２�
７１３ ラインロバート 牡３青鹿５５ 武士沢友治大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム ４６４＋ ６１：２０．２� １５５．９�
６１２ イージーウイン 牡５鹿 ５７ 二本柳 壮田島榮二郎氏 嶋田 功 新ひだか 畠山牧場 ４６０± ０１：２０．３� ３５６．９�
７１４ ツクバヤマノオー 	３青 ５５ 大野 拓弥荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５１２＋１０１：２１．１５ １４０．８�
３５ スフィンクス 牝３鹿 ５３ 内田 博幸佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか 橋本牧場 ４４０＋ ８ 〃 アタマ ２６．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，７１１，６００円 複勝： ４９，７４０，３００円 枠連： ２５，２１４，０００円

馬連： ７７，５０７，４００円 馬単： ５０，２１６，４００円 ワイド： ３４，２３６，８００円

３連複： １０２，４０６，１００円 ３連単： １５４，０１２，１００円 計： ５２１，０４４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � １９０円 � １８０円 � ４１０円 枠 連（５－６） ６６０円

馬 連 �� １，３８０円 馬 単 �� ２，８７０円

ワ イ ド �� ６１０円 �� ２，０８０円 �� １，３６０円

３ 連 複 ��� ７，１５０円 ３ 連 単 ��� ３２，８６０円

票 数

単勝票数 計 ２７７１１６ 的中 � ３５４７５（４番人気）
複勝票数 計 ４９７４０３ 的中 � ７５８４３（２番人気）� ８５１４３（１番人気）� ２５２５１（８番人気）
枠連票数 計 ２５２１４０ 的中 （５－６） ２８２５６（２番人気）
馬連票数 計 ７７５０７４ 的中 �� ４１４９２（４番人気）
馬単票数 計 ５０２１６４ 的中 �� １２９１７（８番人気）
ワイド票数 計 ３４２３６８ 的中 �� １４７２９（４番人気）�� ３８９８（３０番人気）�� ６１０９（１７番人気）
３連複票数 計１０２４０６１ 的中 ��� １０５８４（２０番人気）
３連単票数 計１５４０１２１ 的中 ��� ３４５９（８７番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．４―１１．８―１２．１―１２．２―１１．９―１２．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１８．５―３０．３―４２．４―５４．６―１：０６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヘアーオブザドッグ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１１．１２．２４ 中山５着

２００９．４．２３生 牡３鹿 母 ヤサカシーズン 母母 ビーマイコンキスタドール ８戦２勝 賞金 １５，９７０，０００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 エールビスティー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



２７１０３１０月２８日 曇 良 （２４東京４）第９日 第７競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時１５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

７１２� シャドウパーティー 牡３鹿 ５５ C．スミヨン 飯塚 知一氏 堀 宣行 愛 Lodge
Park Stud ４９２＋ ８２：０１．３ １．７�

（仏）

８１４ ロジサンデー 牡３鹿 ５５ 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか 田中 裕之 ４６４－ ２ 〃 クビ ２１．９�
６１０ サンデースイセイ 牝４鹿 ５５ 田中 勝春浜野順之助氏 清水 英克 日高 長田ファーム B４８６＋ ６２：０１．５１� １４６．２�
２３ サトノグロリアス 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 ５１０＋ ６２：０１．７１� ６．２�
２２ アナンジュパス 牝３鹿 ５３ 蛯名 正義�G１レーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４６８＋ ６ 〃 ハナ １３．２�
５９ 	 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 ４６６＋ ２２：０２．０１
 ７９．４�
１１ アイドルバイオ 牝４青 ５５ 秋山真一郎バイオ� 田中 剛 安平 ノーザンファーム ４５０＋ ４２：０２．１� ２９３．５	
７１３	 スタートセンス 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥河原 義宏氏 高橋 裕 浦河 近藤牧場 ４５０＋ ２ 〃 クビ １６２．２

５８ 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 ４８２＋ ６２：０２．２クビ １８．０�
４７ 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 ４９２－ ２ 〃 クビ ６．５
８１５ リーサムポイント 牡４栗 ５７ 北村 宏司平田 修氏 大江原 哲 安平 ノーザンファーム ４６８± ０２：０２．５２ １６０．８�
６１１	 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 ４８８－ ２ 〃 アタマ ３２．６�
３５ リアルフレア 牡３栗 ５５ M．デムーロ吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム ４５８＋ ８ 〃 ハナ １２．３�

（伊）

４６ マイネキャスリーン 牝３黒鹿５３ 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 ４８８＋ ６２：０２．６
 ９１．８�

３４ バトルキトリ 牝３栗 ５３ 江田 照男宮川 秋信氏 牧 光二 新ひだか 前田牧場 ４５８＋ ６２：０２．７クビ １３８．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４１，５５８，１００円 複勝： ７７，０９１，１００円 枠連： ２３，３８６，１００円

馬連： ９４，１３１，９００円 馬単： ６６，９６３，６００円 ワイド： ４０，２５８，２００円

３連複： １１２，７５３，８００円 ３連単： ２２２，９２８，０００円 計： ６７９，０７０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ４１０円 � １，９６０円 枠 連（７－８） １，０８０円

馬 連 �� １，０５０円 馬 単 �� １，４１０円

ワ イ ド �� ６２０円 �� ３，３３０円 �� １２，９４０円

３ 連 複 ��� ３２，９７０円 ３ 連 単 ��� ８５，２９０円

票 数

単勝票数 計 ４１５５８１ 的中 � １９９２０６（１番人気）
複勝票数 計 ７７０９１１ 的中 � ３７６２０８（１番人気）� ３０２３１（７番人気）� ５３７１（１３番人気）
枠連票数 計 ２３３８６１ 的中 （７－８） １６０４２（４番人気）
馬連票数 計 ９４１３１９ 的中 �� ６６３０５（５番人気）
馬単票数 計 ６６９６３６ 的中 �� ３５１９７（５番人気）
ワイド票数 計 ４０２５８２ 的中 �� １７２８７（６番人気）�� ２８８６（３１番人気）�� ７３０（６６番人気）
３連複票数 計１１２７５３８ 的中 ��� ２５２４（７８番人気）
３連単票数 計２２２９２８０ 的中 ��� １９２９（２１４番人気）

ハロンタイム １３．６―１２．１―１２．１―１２．５―１２．４―１２．１―１２．０―１１．０―１１．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．６―２５．７―３７．８―５０．３―１：０２．７―１：１４．８―１：２６．８―１：３７．８―１：４９．３

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

勝馬の
紹 介

�シャドウパーティー �
�
父 King’s Best �

�
母父 Desert Prince デビュー ２０１１．１０．３０ 東京２着

２００９．２．２０生 牡３鹿 母 Glinting Desert 母母 Dazzling Park ５戦２勝 賞金 １９，２００，０００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。

２７１０４１０月２８日 曇 良 （２４東京４）第９日 第８競走 ��
��１，４００�く る み 賞

発走１３時４５分 （芝・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 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．２
１：２０．３

良

良

５６ ワキノブレイブ 牡２青鹿５５ 福永 祐一脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 ４６２＋１２１：２３．２ ６．１�

８１３ ガ チ バ ト ル 牡２栗 ５５ 田中 勝春吉田喜代司氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 ４４６－ ６ 〃 クビ １２．７�
４４ アポロオラクル 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 ４３６＋１０１：２３．４１� ５１．５�
２２ スマートルピナス 牝２鹿 ５４ 武士沢友治大久保典義氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４４０± ０ 〃 ハナ ４９．４�
１１ 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 ４３６＋ ２ 〃 クビ ２８．５�
４５ マイネモントル 牝２青鹿５４ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新ひだか 城地 清満 ４２４＋ ６ 〃 ハナ １４１．７�
７１１ ジョアンシーピン 牝２黒鹿５４ 北村 宏司西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 岡田牧場 ４５０－ ２１：２３．５クビ １６．１	
６９ エフティチャーミー 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠吉野 英子氏 金成 貴史 平取 北島牧場 ４４０＋ ４ 〃 アタマ １１．２

８１２ ジェイケイホーム 牡２栃栗５５ 秋山真一郎小谷野次郎氏 田中 剛 新ひだか 池田牧場 ４６０＋ ６１：２３．６� ５９．１�
３３ ロードシュプリーム 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム ５０４± ０１：２３．７クビ １．６�
５７ レオハイタッチ 牡２鹿 ５５ 吉田 豊田中 博之氏 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 ４８６＋１８１：２３．９１� ９．９
７１０ コスモアンダルシア 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 阿部 新生 新冠 ビッグレッドファーム ４４４＋ ８１：２４．１１� １１４．９�
６８ マイネルパントル 牡２鹿 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム ４５６＋ ４ 〃 ハナ ４２．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４２，６８４，４００円 複勝： ８２，４８３，７００円 枠連： ２３，９７１，６００円

馬連： １０１，１６６，７００円 馬単： ７５，０６６，９００円 ワイド： ４１，０６０，３００円

３連複： １１６，４８８，２００円 ３連単： ２４２，４６８，６００円 計： ７２５，３９０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � ２９０円 � ５２０円 � １，１００円 枠 連（５－８） １，８２０円

馬 連 �� ３，３８０円 馬 単 �� ６，０００円

ワ イ ド �� １，１９０円 �� ３，４７０円 �� ５，４３０円

３ 連 複 ��� ５１，３６０円 ３ 連 単 ��� ２３８，５９０円

票 数

単勝票数 計 ４２６８４４ 的中 � ５５５２６（２番人気）
複勝票数 計 ８２４８３７ 的中 � ８５８５６（２番人気）� ４１１３０（６番人気）� １７７９１（８番人気）
枠連票数 計 ２３９７１６ 的中 （５－８） ９７３８（７番人気）
馬連票数 計１０１１６６７ 的中 �� ２２１１９（１０番人気）
馬単票数 計 ７５０６６９ 的中 �� ９２４０（１９番人気）
ワイド票数 計 ４１０６０３ 的中 �� ８７５６（１０番人気）�� ２８８２（２９番人気）�� １８２７（４６番人気）
３連複票数 計１１６４８８２ 的中 ��� １６７４（９５番人気）
３連単票数 計２４２４６８６ 的中 ��� ７５０（４１７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２４．２―３６．１―４８．７―１：００．２―１：１１．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワキノブレイブ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１２．８．１９ 新潟２着

２０１０．５．３生 牡２青鹿 母 ザ フ ェ イ ツ 母母 ミスシャグラ ４戦２勝 賞金 １７，６０８，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時５０分に変更。
〔その他〕 ロードシュプリーム号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。



２７１０５１０月２８日 曇 良 （２４東京４）第９日 第９競走 ��
��１，４００�

か わ ぐ ち こ

河 口 湖 特 別
発走１４時２０分 （ダート・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 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００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 ウォータールルド 牡４黒鹿５７ 内田 博幸山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 ４７８－ ２１：２３．７ ２．２�

５１０ 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 ４６４＋ ４１：２４．２３ ４．３�
３６ スズカセクレターボ 牡４栗 ５７ 松岡 正海永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４５８－１０ 〃 アタマ ９．０�
１１ タマブラックホール 牡３黒鹿５５ 石橋 脩玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ５００＋ ２１：２４．３� ９．１�
６１２ タニセンジャッキー 牡３鹿 ５５ 武 豊染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４７４± ０１：２４．５１� ２５．３�
２３ エイコオウイング 牝４鹿 ５５ 横山 典弘木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 ４７２＋ ２１：２４．６クビ ７．６�
７１３ オースミレジスタ 牡５青鹿５７ 大庭 和弥�オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム ５４０－ ６１：２４．８１	 ４８．９	
３５ クロフォード 牝５青 ５５ 柴田 善臣 
サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム ４７２＋１２１：２５．０１	 １１１．３�
４７ リープオブフェイス 牝５芦 ５５ 岩田 康誠 
サンデーレーシング 新開 幸一 安平 追分ファーム ４７４－ ２１：２５．１	 ６０．３�
５９ クレバーデステニー 牡３鹿 ５５ 田辺 裕信 �ウエスタンファーム 小西 一男 新ひだか 斉藤スタッド ４６２＋ ４ 〃 アタマ ３９．９
２４ ワンモアジョー 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 ４７２－ ２１：２５．２クビ １６７．０�
７１４ バ ル ー ン 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成白井 岳氏 矢野 英一 日高 白瀬 明 B４９８＋ ２１：２５．３� ４８．０�
４８ プロスペラスマム 牝５鹿 ５５ 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ５１８＋１０１：２５．４クビ ２１７．４�
６１１ ヴェイグストーリー 牝３栗 ５３ M．デムーロ 
社台レースホース中川 公成 千歳 社台ファーム ４９０＋ ８１：２６．１４ １４．９�

（伊）

８１５
 トウショウセレクト 牡５鹿 ５７ 小牧 太トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４９４＋ ４１：２６．３１� ８９．２�

（１５頭）
８１６ スノードラゴン 牡４芦 ５７ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ４１，９７２，９００円 複勝： ６９，７０１，０００円 枠連： ３３，４７７，１００円

馬連： １３０，０２７，９００円 馬単： ７２，９７２，０００円 ワイド： ４９，１５４，０００円

３連複： １５５，１９５，２００円 ３連単： ２７３，５０８，７００円 計： ８２６，００８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � ２００円 枠 連（１－５） ３９０円

馬 連 �� ４５０円 馬 単 �� ７４０円

ワ イ ド �� ２００円 �� ３７０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� ８９０円 ３ 連 単 ��� ３，２６０円

票 数

単勝票数 差引計 ４１９７２９（返還計 ２２９６） 的中 � １５２０１１（１番人気）
複勝票数 差引計 ６９７０１０（返還計 ２３６３） 的中 � ２０７６１４（１番人気）� １２９２６５（２番人気）� ６９１９０（４番人気）
枠連票数 差引計 ３３４７７１（返還計 １４） 的中 （１－５） ６４８６０（１番人気）
馬連票数 差引計１３００２７９（返還計 ９３８１） 的中 �� ２１５０１８（１番人気）
馬単票数 差引計 ７２９７２０（返還計 ４３３４） 的中 �� ７２８３７（１番人気）
ワイド票数 差引計 ４９１５４０（返還計 ３３５７） 的中 �� ７４３８６（１番人気）�� ３０９８７（３番人気）�� ２２１９９（５番人気）
３連複票数 差引計１５５１９５２（返還計 １７５１６） 的中 ��� １２９３９８（２番人気）
３連単票数 差引計２７３５０８７（返還計 ３９７４７） 的中 ��� ６２０３５（１番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．７―１２．６―１２．１―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．２―３４．９―４７．５―５９．６―１：１１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウォータールルド �
�
父 ウォーターリーグ �

�
母父 Boston Harbor デビュー ２０１０．９．２０ 阪神６着

２００８．３．９生 牡４黒鹿 母 ウォーターエナン 母母 Scrape １７戦４勝 賞金 ７２，８９４，０００円
〔出走取消〕 スノードラゴン号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※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 エースインザホール号・トーセンディケム号・フルヒロボーイ号・ラッシュザワーク号
※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。

２７１０６１０月２８日 曇 良 （２４東京４）第９日 第１０競走 ��
��１，６００�

こうよう

紅葉ステークス
発走１４時５５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 ２１０，０００円 ６０，０００円 ３０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．３
１：３０．７

良

良

６６ ミ ト ラ �４黒鹿５７ C．スミヨン 吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ５０６＋ ６１：３２．７ ３．５�
（仏）

１１ タイキパーシヴァル 牡４栗 ５７ 岩田 康誠�大樹ファーム 藤岡 健一 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ ５０８± ０ 〃 ハナ ３．０�

２２ コスモソーンパーク 牡４青鹿５７ I．メンディザバル �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム ４７８＋ ６１：３２．９１� ６．７�
（仏）

３３ ア ラ フ ネ 牝３栗 ５３ 田中 勝春�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４４２－ ４１：３３．１１� ２２．５�
８９ エーシンミズーリ 牡４黒鹿５７ 内田 博幸�栄進堂 坂口 正則 浦河 小島牧場 ４６６＋ ４１：３３．２	 ４．５�
７７ 
 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 ４７２＋ ６１：３３．５２ ９．２	
４４ ミヤビファルネーゼ 牡４黒鹿５７ 福永 祐一村上 義勝氏 戸田 博文 浦河 大成牧場 ４７６－ ４ 〃 ハナ １２．５

８８ ロンギングスター 牡５栗 ５７ 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 浦河 中村 雅明 ４７８＋ ４１：３３．７１ ７４．７�
５５ マイネルエルフ 牡６鹿 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム ５２２± ０１：３４．４４ ６０．８�

（９頭）

売 得 金

単勝： ４２，２２６，５００円 複勝： ６１，２５５，９００円 枠連： ２０，５０７，７００円

馬連： １２９，０５０，５００円 馬単： ８１，５５２，６００円 ワイド： ４１，７１６，７００円

３連複： １３３，６０９，８００円 ３連単： ３２２，８１２，６００円 計： ８３２，７３２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １５０円 � １２０円 � １７０円 枠 連（１－６） ５４０円

馬 連 �� ５８０円 馬 単 �� １，０５０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ３３０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� １，０９０円 ３ 連 単 ��� ４，５６０円

票 数

単勝票数 計 ４２２２６５ 的中 � ９７２０４（２番人気）
複勝票数 計 ６１２５５９ 的中 � １０１４３９（３番人気）� １６９５６４（１番人気）� ７９９５７（４番人気）
枠連票数 計 ２０５０７７ 的中 （１－６） ２８１３７（１番人気）
馬連票数 計１２９０５０５ 的中 �� １６５８１０（２番人気）
馬単票数 計 ８１５５２６ 的中 �� ５７８０８（１番人気）
ワイド票数 計 ４１７１６７ 的中 �� ４０４８０（２番人気）�� ３０７３８（４番人気）�� ２９１２０（５番人気）
３連複票数 計１３３６０９８ 的中 ��� ９０９７９（３番人気）
３連単票数 計３２２８１２６ 的中 ��� ５２３０９（９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．５―３５．２―４７．０―５８．７―１：０９．８―１：２１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．７―３F３４．０
３ １（２，６，８）（４，５，７）（３，９） ４ １（２，６，８）（４，５，７）９，３

勝馬の
紹 介

ミ ト ラ 
�
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 ２０１０．１１．２０ 東京１２着

２００８．４．１１生 �４黒鹿 母 エイグレット 母母 ノーザンプリンセス １２戦５勝 賞金 ６５，１２６，０００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。

２レース目



２７１０７１０月２８日 曇 良 （２４東京４）第９日 第１１競走
近代競馬１５０周年記念

��
��２，０００�第１４６回天 皇 賞 （ 秋 ）（ＧⅠ）

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

天皇賞・日本馬主協会連合会会長賞（１着）
賞 品

本 賞 １３２，０００，０００円 ５３，０００，０００円 ３３，０００，０００円 ２０，０００，０００円 １３，２００，０００円
付 加 賞 ３，８６４，０００円 １，１０４，０００円 ５５２，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

レースレコード

１：５６．１
１：５６．１
１：５６．１

良

良

良

６１２ エイシンフラッシュ 牡５黒鹿５８ M．デムーロ平井 豊光氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４８６－ ８１：５７．３ １６．６�
（伊）

２４ フェノーメノ 牡３青鹿５６ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 戸田 博文 平取 追分ファーム ４９６－ ２１：５７．４� ３．４�
３６ ルーラーシップ 牡５鹿 ５８ I．メンディザバル �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ５１４＋１８１：５７．６１� ４．５�

（仏）

７１３ ダークシャドウ 牡５栗 ５８ 福永 祐一飯塚 知一氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５１６＋ ８１：５７．７	 ５．３�
８１６ 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 ４６６－ ２ 〃 アタマ ４．７�
６１１ ジャスタウェイ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸大和屋 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 ４８６－ ４１：５７．８クビ ２８．３�
４８ ジャガーメイル 牡８鹿 ５８ 石橋 脩吉田 和美氏 堀 宣行 浦河 アイオイファーム B４８６＋１０１：５７．９	 １３１．１	
３５ サダムパテック 牡４鹿 ５８ 武 豊大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０８＋ ２ 〃 ハナ ３８．０

１１ ナカヤマナイト 牡４栗 ５８ 柴田 善臣和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 ４８４＋ ２１：５８．１１� １７．０�
５９ ダイワファルコン 牡５鹿 ５８ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５１２＋ ８ 〃 クビ １１７．２�
４７ アーネストリー 牡７鹿 ５８ 佐藤 哲三前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２８－ ４１：５８．３１� ８５．４
１２ シ ル ポ ー ト 牡７鹿 ５８ 小牧 太河� 五市氏 西園 正都 静内 タイヘイ牧場 ５０４＋ ４１：５８．６１	 ７４．７�
７１５ トーセンジョーダン 牡６鹿 ５８ C．スミヨン 島川 �哉氏 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４７８± ０１：５８．７� ２０．０�

（仏）

２３ ネヴァブション 牡９黒鹿５８ 三浦 皇成廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 早田牧場新
冠支場 ４７６＋ ４１：５９．０１	 ２６０．９�

５１０
 フェデラリスト 牡５黒鹿５８ 横山 典弘 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム ５２８＋ ６ 〃 クビ ８７．７�
８１７ マイネルスターリー 牡７鹿 ５８ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 門別 野島牧場 ４８０＋ ８１：５９．６３� ３６７．２�
７１４ トランスワープ �７鹿 ５８ 大野 拓弥 �キャロットファーム 萩原 清 早来 ノーザンファーム ５３８－ ２１：５９．７� ３２．６�
８１８ トゥザグローリー 牡５鹿 ５８ 岩田 康誠 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ５２０－１６２：００．４４ ５８．６�

（１８頭）

売 得 金
単勝： ６５５，６６８，４００円 複勝： ６７６，０３９，６００円 枠連： ６５５，０８２，３００円 馬連： ２，８６０，０５０，２００円 馬単： １，３９７，０７９，５００円

ワイド： ７３９，３９４，１００円 ３連複： ３，４２４，５０７，６００円 ３連単： ７，２５６，８２６，６００円 ５重勝： ８６４，６９６，８００円 計： １８，５２９，３４５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６６０円 複 勝 � ３７０円 � １４０円 � １９０円 枠 連（２－６） １，８５０円

馬 連 �� ３，２５０円 馬 単 �� ８，９８０円

ワ イ ド �� １，１９０円 �� １，３５０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ３，９９０円 ３ 連 単 ��� ３９，５２０円

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

キャリーオーバー なし����� ５，０６４，６６０円

票 数

単勝票数 計６５５６６８４ 的中 � ３１２８８０（５番人気）
複勝票数 計６７６０３９６ 的中 � ３６０５３４（５番人気）� １６７７５５０（１番人気）� ９３６７４８（３番人気）
枠連票数 計６５５０８２３ 的中 （２－６） ２７７９５８（８番人気）
馬連票数 計２８６００５０２ 的中 �� ６９２３９７（８番人気）
馬単票数 計１３９７０７９５ 的中 �� １１４９４１（３２番人気）
ワイド票数 計７３９３９４１ 的中 �� １５５０７３（１０番人気）�� １３５６８０（１４番人気）�� ５７１０５３（２番人気）
３連複票数 計３４２４５０７６ 的中 ��� ６３３７７１（７番人気）
３連単票数 計７２５６８２６６ 的中 ��� １３５５２７（１２３番人気）
５重勝票数 計８６４６９６８ 的中 ����� １２６

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．１―１１．２―１１．３―１１．６―１１．８―１２．０―１２．８―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．７―３４．８―４６．０―５７．３―１：０８．９―１：２０．７―１：３２．７―１：４５．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．４―３F３６．６

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

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

勝馬の
紹 介

エイシンフラッシュ �
�
父 King’s Best �

�
母父 Platini デビュー ２００９．７．１２ 阪神６着

２００７．３．２７生 牡５黒鹿 母 ムーンレディ 母母 Midnight Fever １９戦５勝 賞金 ６１６，６１０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※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。

２７１０８１０月２８日 曇 良 （２４東京４）第９日 第１２競走 ��
��１，６００�

み つ み ね さ ん

三 峰 山 特 別
発走１６時２０分 （ダート・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 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．４
１：３３．３

重

良

６１１ オールドパサデナ 牝３鹿 ５３ 横山 典弘吉田 照哉氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４９０－ ６１：３６．７ ４．０�

７１２ 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 B４６２－ ２１：３６．８� １２．４�
２３ ヴィンテージイヤー 牡３鹿 ５５ 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 浦河 日進牧場 B５０６＋ ４１：３６．９クビ ２．９�
４７ ビレッジペガサス 牡５芦 ５７ 三浦 皇成村山 輝雄氏 矢野 英一 浦河 赤田牧場 B４９２＋ ２１：３７．１１� ４１．８�
６１０ ブライアンズオーラ 牡３鹿 ５５ 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 友田牧場 ４８６＋ ８１：３７．２� ２２．１�
７１３ ダノンジュピター 牡７栗 ５７ 岩田 康誠�ダノックス 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４８２＋ ６１：３７．４１	 １４．５�
５９ コウセイコタロウ 牡３黒鹿５５ 江田 照男杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 堤 牧場 ４８０－ ２１：３７．５クビ ２９．８	
８１４
 タ ー ル タ ン 牡４芦 ５７ 福永 祐一グリーンフィールズ� 村山 明 米 George Waggoner

Stables Inc. ４８８± ０１：３７．６� ４２．０

４６ イーグルカザン 牡４鹿 ５７ 北村 宏司山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 B５０４± ０１：３７．７� ８．３�
５８ ブレイクチャンス �５鹿 ５７ 田中 勝春齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４９４－ ２１：３７．８� １８．５�
１１ ゴールドゼウス 牡３黒鹿５５ C．スミヨン スター・ホースメンズクラブ 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４７８－ ２１：３７．９クビ ６．９

（仏）

３５ ヴェルティゴ 牡３青鹿５５ 武士沢友治島田 久氏 尾関 知人 新冠 つつみ牧場 ４９８－ ６１：３８．２２ １１１．５�
３４ アドマイヤジャガー 牡５鹿 ５７ M．デムーロ近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４７０－ ２１：３８．５１� ３６．２�

（伊）

２２ セイカフォルトゥナ 牝３栗 ５３ 石橋 脩久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 ４７０－ ４１：４０．１１０ ３２．８�
８１５ ロトスカイブルー 牡６鹿 ５７ 大野 拓弥國武 佳博氏 成島 英春 新冠 赤石 久夫 ４９８－ ２１：４０．５２� １６６．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ８１，３９１，１００円 複勝： １２３，７３５，２００円 枠連： ６８，２４４，５００円

馬連： ２４７，５７０，３００円 馬単： １４２，５０５，５００円 ワイド： ９７，６７２，５００円

３連複： ３２７，１０５，５００円 ３連単： ６３１，９８９，１００円 計： １，７２０，２１３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １６０円 � ３２０円 � １３０円 枠 連（６－７） １，２３０円

馬 連 �� ２，８６０円 馬 単 �� ４，４４０円

ワ イ ド �� ９１０円 �� ２７０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ２，２７０円 ３ 連 単 ��� １７，７８０円

票 数

単勝票数 計 ８１３９１１ 的中 � １６０７６８（２番人気）
複勝票数 計１２３７３５２ 的中 � ２０５３９９（２番人気）� ７２１１０（５番人気）� ３２６０４２（１番人気）
枠連票数 計 ６８２４４５ 的中 （６－７） ４１００３（５番人気）
馬連票数 計２４７５７０３ 的中 �� ６３８９２（１０番人気）
馬単票数 計１４２５０５５ 的中 �� ２３７０１（１３番人気）
ワイド票数 計 ９７６７２５ 的中 �� ２３９０９（１０番人気）�� １０４５３５（１番人気）�� ４０５１２（４番人気）
３連複票数 計３２７１０５５ 的中 ��� １０６５５４（４番人気）
３連単票数 計６３１９８９１ 的中 ��� ２６２３９（３３番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．５―１２．１―１２．４―１２．６―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．３―３４．８―４６．９―５９．３―１：１１．９―１：２４．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オールドパサデナ �
�
父 Empire Maker �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２０１２．１．１４ 京都２着

２００９．３．２８生 牝３鹿 母 オフジオールドブロック 母母 Chip ６戦３勝 賞金 ３２，１７１，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走時刻の変更〕 １６時２５分に変更。
※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。

５レース目
対象レース



（２４東京４）第９日 １０月２８日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７０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

４４１，９１０，０００円
８，３８０，０００円
７，４１０，０００円
４１，０５０，０００円
５９，１５６，５００円
５，０６０，０００円
１，６３２，０００円

勝馬投票券売得金
１，０３９，０５４，５００円
１，３１３，４５２，８００円
９２３，７３５，１００円
３，９０３，２２２，１００円
２，０７５，５３３，７００円
１，１５６，９７５，４００円
４，７００，６３６，５００円
９，６６９，１７６，２００円
８６４，６９６，８００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 ２５，６４６，４８３，１００円

総入場人員 ７７，８２４名 （有料入場人員 ７４，８４０名）



平成２４年度 第４回東京競馬 総計

競走回数 １０８回 出走延頭数 １，４８２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

２，３３３，０００，０００円
８，３２０，０００円
７１，８６０，０００円
２１，６３０，０００円
２１２，８００，０００円
５１６，１５４，０００円
４３，２５０，０００円
１４，２２７，２００円

勝馬投票券売得金
４，３０６，１３１，９００円
６，６９０，０６６，５００円
３，３７４，０５４，５００円
１３，６３７，８００，０００円
８，１２３，４２１，９００円
４，９６４，５００，８００円
１７，０５５，４１３，７００円
３３，０００，４３５，１００円
２，２９２，１１６，６００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 ９３，４４３，９４１，０００円

総入場延人員 ３５３，７４４名 （有料入場延人員 ３３５，１７２名）


