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2701310月6日 曇 重 （25東京4）第2日 第1競走 ��
��1，600�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
1：36．9
1：36．9

不良
不良

611 ボンジュールキラリ 牡2黒鹿55 三浦 皇成田中善次郎氏 高木 登 日高 道見牧場 488＋ 21：37．2 5．0�
12 レイヨンヴェール 牝2黒鹿54 後藤 浩輝 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 466＋ 21：37．62� 4．7�
11 エストゥペンド 牡2鹿 55 石橋 脩平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上 悦夫 494＋ 41：38．34 43．7�
59 アルスターサイクル 牡2鹿 55 田中 勝春吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 490± 0 〃 クビ 9．3�
24 フクノブリューナク 牡2栗 55 松岡 正海福島 実氏 高橋 文雅 新ひだか 米田 和子 486＋ 41：38．4クビ 42．4�
36 オ ク リ モ ノ 牝2栗 54 大庭 和弥	ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 470－101：38．61� 43．9

713 ヨ ッ ヘ イ 牡2青 55 大野 拓弥芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 日高 藤本ファーム 470± 01：38．81 32．2�
612 ワイルドコットン 牡2栗 55 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 日高 下河辺牧場 484＋ 2 〃 ハナ 2．6�
510 ガ ラ パ ゴ ス 牡2鹿 55 浜中 俊石川 達絵氏 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 486＋141：38．9� 11．4
47 ノックアバウト 牡2鹿 55 北村 宏司吉田 和美氏 木村 哲也 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434－ 4 〃 アタマ 107．5�
35 ハリケーンリリー 牡2鹿 55 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 浦河 木村牧場 486＋ 6 〃 アタマ 17．4�
815 デグニティクローズ 牡2鹿 55 蛯名 正義�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486－ 81：39．75 15．6�
48 オキテスグメシ 牡2栗 55 武士沢友治福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 高橋 修 426＋ 21：39．8クビ 287．3�
23 パルファイア 牡2栗 55 柴田 善臣池田 豊治氏 石毛 善彦 新ひだか 西川富岡牧場 474＋141：40．12 229．7�
816 コスモロザラム 牡2鹿 55 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか グランド牧場 B460＋ 21：41．27 97．0�
714 ノボサーファー 牡2栗 55

52 ▲山崎 亮誠�LS.M 小野 次郎 新ひだか 元道牧場 482＋ 41：44．0大差 95．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，696，600円 複勝： 41，462，600円 枠連： 17，109，200円
馬連： 55，244，500円 馬単： 35，807，300円 ワイド： 26，007，400円
3連複： 68，370，600円 3連単： 113，530，900円 計： 381，229，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 170円 � 180円 � 1，030円 枠 連（1－6） 320円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 410円 �� 3，180円 �� 2，870円

3 連 複 ��� 13，800円 3 連 単 ��� 58，560円

票 数

単勝票数 計 236966 的中 � 37955（3番人気）
複勝票数 計 414626 的中 � 78774（2番人気）� 69690（3番人気）� 7444（11番人気）
枠連票数 計 171092 的中 （1－6） 40237（1番人気）
馬連票数 計 552445 的中 �� 43187（3番人気）
馬単票数 計 358073 的中 �� 12515（6番人気）
ワイド票数 計 260074 的中 �� 17913（3番人気）�� 1889（31番人気）�� 2101（28番人気）
3連複票数 計 683706 的中 ��� 3658（42番人気）
3連単票数 計1135309 的中 ��� 1431（161番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―12．1―12．6―12．8―12．2―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．6―48．2―1：01．0―1：13．2―1：25．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボンジュールキラリ �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2013．6．2 東京7着

2011．4．23生 牡2黒鹿 母 パッショネイトラブ 母母 キャシーズラブ 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 ノボサーファー号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適

用を除外。
※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。
（非当選馬） 1頭 ブックマークレット号

2701410月6日 曇 稍重 （25東京4）第2日 第2競走 ��1，400�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
1：21．2
1：20．3

良
良

47 ロードストーム 牡2青鹿55 川田 将雅 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム B472＋ 41：23．2 2．1�
713 モントボーゲン 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 牧 光二 安平 ノーザンファーム 464± 01：23．3� 5．9�
59 ブリッツカイザー 牡2栗 55 田中 勝春岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 2 〃 クビ 9．0�
12 コ ア ク マ 牝2鹿 54 横山 典弘内田 玄祥氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 408＋ 61：23．4クビ 12．8�
715 ブラックチョコ 牝2鹿 54 松岡 正海�ミルファーム 武市 康男 日高 シンボリ牧場 428－ 2 〃 クビ 4．0	
36 ブランシェトワール 牝2芦 54 宮崎 北斗村山 卓也氏 鈴木 伸尋 むかわ 市川牧場 450－ 21：23．93 110．9

612 ダンディスタイル 牡2黒鹿55 江田 照男丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 出羽牧場 430＋ 2 〃 クビ 257．3�
510 ミスキティラビット 牝2青鹿54 吉田 豊喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 422－ 81：24．0� 232．9�
816 フジノグランデ 牝2黒鹿54 三浦 皇成�富士開発 鹿戸 雄一 新ひだか 本桐牧場 458－ 41：24．21� 18．4
23 オーガンディー 牝2芦 54 柴田 大知栗坂 崇氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 436－ 21：24．3クビ 86．8�
818 ラ ブ ゲ ー ム 牝2黒鹿54 柴田 善臣増田 陽一氏 蛯名 利弘 日高 門別牧場 410－ 2 〃 ハナ 69．7�
24 カシノワンダラー 牡2鹿 55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 一山育成牧場 452± 01：24．4クビ 151．0�
35 カ ノ ー プ ス 牝2芦 54 蛯名 正義岡田 牧雄氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド B442－ 41：24．61� 24．1�
11 カンタベリーワルツ 牝2芦 54

51 ▲山崎 亮誠峰 哲馬氏 杉浦 宏昭 新ひだか 藤吉牧場 392＋ 21：24．7� 407．1�
817 ト ラ ピ ー ズ 牝2栗 54 大庭 和弥グリーンスウォード嶋田 潤 新冠 坂元 芳春 442± 0 〃 クビ 374．1�
714 ベイヒロイン 牝2鹿 54 石橋 脩田島榮二郎氏 柴田 政人 日高 坂 牧場 434－101：25．12� 281．1�
48 リネンウッド 牡2栗 55 大野 拓弥戸山 光男氏 南田美知雄 新冠 村上 雅規 400＋ 41：25．63 613．0�
611 ナインドリーム 牝2黒鹿54 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 メイプルファーム 358－241：27．09 165．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，824，900円 複勝： 40，401，600円 枠連： 14，992，300円
馬連： 53，875，000円 馬単： 38，638，700円 ワイド： 26，545，300円
3連複： 64，201，200円 3連単： 115，358，200円 計： 379，837，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 170円 � 220円 枠 連（4－7） 250円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 310円 �� 420円 �� 840円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 5，190円

票 数

単勝票数 計 258249 的中 � 100290（1番人気）
複勝票数 計 404016 的中 � 116406（1番人気）� 61368（3番人気）� 36713（4番人気）
枠連票数 計 149923 的中 （4－7） 45812（1番人気）
馬連票数 計 538750 的中 �� 65171（2番人気）
馬単票数 計 386387 的中 �� 33571（2番人気）
ワイド票数 計 265453 的中 �� 23217（2番人気）�� 15671（5番人気）�� 7068（11番人気）
3連複票数 計 642012 的中 ��� 24885（5番人気）
3連単票数 計1153582 的中 ��� 16435（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．6―48．0―59．7―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードストーム �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2013．7．14 中京3着

2011．2．17生 牡2青鹿 母 レディブラッサム 母母 サラトガデュー 2戦1勝 賞金 6，800，000円

第４回 東京競馬 第２日



2701510月6日 曇 稍重 （25東京4）第2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
1：33．6
1：33．1

良
良

79 ロサギガンティア 牡2青 55 柴田 善臣 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 514－ 21：35．7 2．1�
11 サクラシュトローム 牡2栗 55 戸崎 圭太�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 490＋ 61：36．12� 10．2�
68 ピンクベリーニ 牝2鹿 54 福永 祐一吉澤 克己氏 戸田 博文 浦河 辻 牧場 464－ 21：36．2� 20．2�
33 ブラックエミオ 牡2鹿 55 横山 典弘鈴木 正浩氏 鈴木 伸尋 新冠 競優牧場 468＋10 〃 アタマ 4．1�
67 マイネルジパング 牡2栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 474＋ 61：36．3� 6．6	
811 デンジャラー 牝2黒鹿54 大野 拓弥 �静内白井牧場 南田美知雄 日高 木村牧場 438－ 2 〃 クビ 203．3

22 プレミアステイタス 牝2黒鹿54 三浦 皇成 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 470＋121：36．4� 66．1�
710 マルーンドロップ 牝2栗 54 北村 宏司 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 61：36．72 16．2�
44 コスモラヴコール 牡2芦 55 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 ファーミングヤナキタ 468＋ 21：37．01� 15．4
55 フ リ メ ー ル 牝2栗 54 松岡 正海�ミルファーム 奥平 雅士 えりも エクセルマネジメント 434－ 61：37．31� 30．6�
56 ステキステキ 牝2栗 54 武士沢友治西村新一郎氏 和田 雄二 様似 猿倉牧場 450－ 6 〃 ハナ 62．2�
812 スイートノエル 牝2黒鹿54 田中 勝春シンボリ牧場 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 448＋ 21：38．04 29．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 25，075，700円 複勝： 45，769，500円 枠連： 13，169，100円
馬連： 54，560，700円 馬単： 40，042，500円 ワイド： 25，791，800円
3連複： 65，763，800円 3連単： 126，277，300円 計： 396，450，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 230円 � 360円 枠 連（1－7） 640円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 400円 �� 740円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 3，530円 3 連 単 ��� 7，940円

票 数

単勝票数 計 250757 的中 � 97235（1番人気）
複勝票数 計 457695 的中 � 157916（1番人気）� 41921（4番人気）� 23131（6番人気）
枠連票数 計 131691 的中 （1－7） 15421（3番人気）
馬連票数 計 545607 的中 �� 65267（3番人気）
馬単票数 計 400425 的中 �� 29925（3番人気）
ワイド票数 計 257918 的中 �� 17316（3番人気）�� 8503（9番人気）�� 3671（18番人気）
3連複票数 計 657638 的中 ��� 13786（14番人気）
3連単票数 計1262773 的中 ��� 11743（19番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．9―12．2―12．9―11．8―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．8―48．0―1：00．9―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4F47．7―3F34．8
3 5－7（2，8）（1，9，10）（3，11，12）（4，6） 4 5，7（2，8）（1，9，10）（3，11，12）（4，6）

勝馬の
紹 介

ロサギガンティア �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Big Shuffle デビュー 2013．7．7 函館4着

2011．4．18生 牡2青 母 ターフローズ 母母 Turfquelle 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔制裁〕 ブラックエミオ号の騎手横山典弘は，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30，000円。（被害馬：6番）

2701610月6日 曇 重 （25東京4）第2日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走11時40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

33 トーセンマイティ 牡2鹿 55 横山 典弘島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 498 ―1：26．1 3．3�
68 スマートストリーム 牡2鹿 55 福永 祐一大川 徹氏 吉田 直弘 浦河 浦河日成牧場 498 ― 〃 クビ 7．6�
56 ブ リ ッ ツ 牡2栗 55 戸崎 圭太青山 洋一氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 478 ―1：26．2� 5．9�
22 ソフィスティケイト 牡2青 55 吉田 豊 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 448 ―1：26．3� 36．2�
813 キョウエイハピネス 牡2栗 55 松岡 正海田中 晴夫氏 伊藤 伸一 日高 春木 昭雄 468 ―1：26．4� 18．0	
812 ハコダテノタカ 	2鹿 55 石橋 脩河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 436 ―1：26．71� 15．7

45 ダイワリベラル 牡2黒鹿55 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 500 ―1：26．8� 3．6�
57 オメガグランディス 牡2鹿 55 三浦 皇成原 
子氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 498 ―1：27．01� 14．7�
711 キネオスピリット 牡2栗 55 後藤 浩輝吉田 千津氏 尾形 和幸 千歳 社台ファーム 456 ―1：27．1� 13．0
11 カワキタグロワール 牡2栗 55 柴田 善臣川島 吉男氏 高橋 祥泰 新ひだか 木田牧場 462 ―1：27．31� 49．5�
69 ス ク ノ ー ド 牝2栗 54

51 ▲山崎 亮誠石瀬 浩三氏 奥平 雅士 洞爺湖 レイクヴィラファーム 452 ―1：27．83 279．2�
44 ケイジージュピター 牡2青鹿55 岩部 純二鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 452 ―1：28．43� 144．8�
710 オニノシタブル 牡2栗 55 田中 勝春青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 472 ―1：32．3大差 18．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 26，148，000円 複勝： 32，253，500円 枠連： 13，956，700円
馬連： 46，935，700円 馬単： 30，430，600円 ワイド： 20，699，700円
3連複： 55，679，400円 3連単： 86，726，800円 計： 312，830，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 210円 � 180円 枠 連（3－6） 1，650円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 490円 �� 400円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，950円 3 連 単 ��� 12，530円

票 数

単勝票数 計 261480 的中 � 62629（1番人気）
複勝票数 計 322535 的中 � 57617（2番人気）� 36792（4番人気）� 49475（3番人気）
枠連票数 計 139567 的中 （3－6） 6278（11番人気）
馬連票数 計 469357 的中 �� 24450（4番人気）
馬単票数 計 304306 的中 �� 8959（7番人気）
ワイド票数 計 206997 的中 �� 10470（4番人気）�� 13475（3番人気）�� 9409（5番人気）
3連複票数 計 556794 的中 ��� 21175（3番人気）
3連単票数 計 867268 的中 ��� 5110（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．9―35．5―48．2―1：01．1―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンマイティ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Sir Cat 初出走

2011．2．4生 牡2鹿 母 カ チ バ 母母 Sinister Victory 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 オニノシタブル号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



2701710月6日 曇 稍重 （25東京4）第2日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時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
1：46．0
1：46．0

良
良

33 トレクァルティスタ 牡2黒鹿55 四位 洋文 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 476 ―1：51．3 1．5�
55 ラインハーディー 牝2栗 54 福永 祐一大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 472 ― 〃 クビ 6．3�
11 エスティレジェンド 牝2黒鹿54 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 442 ―1：51．83 26．2�
22 エ ル ト ン ト 牡2鹿 55 三浦 皇成山本 英俊氏 鹿戸 雄一 平取 坂東牧場 502 ―1：51．9� 15．3�
89 ニシノエスペラント 牡2鹿 55 北村 宏司西山 茂行氏 田村 康仁 日高 メイプルファーム 452 ―1：52．11� 41．1	
44 	 アワフレイム 牝2黒鹿54 武士沢友治岡田 牧雄氏 栗田 博憲 米 Hinkle Farms 462 ― 〃 アタマ 15．1

66 ロ ジ モ ン 牡2鹿 55 戸崎 圭太久米田正明氏 大竹 正博 新ひだか タイヘイ牧場 476 ― 〃 アタマ 6．0�

（ロジハーバー）

77 ノアカンパニー 牡2鹿 55 柴田 善臣佐山 公男氏 天間 昭一 新冠 村上牧場 498 ―1：52．2� 50．5�
78 ウインカレント 牡2鹿 55 大野 拓弥ウイン 高橋 祥泰 新冠 松浦牧場 474 ―1：52．83� 53．2�
810 ワイルドサム 牡2青鹿55 吉田 豊宮崎 金造氏 小桧山 悟 新冠 競優牧場 454 ―2：00．9大差 39．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 29，993，100円 複勝： 73，820，300円 枠連： 11，140，700円
馬連： 44，135，900円 馬単： 40，365，000円 ワイド： 21，114，600円
3連複： 51，099，000円 3連単： 133，025，900円 計： 404，694，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 160円 � 450円 枠 連（3－5） 430円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 220円 �� 690円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 2，680円 3 連 単 ��� 6，020円

票 数

単勝票数 計 299931 的中 � 161422（1番人気）
複勝票数 計 738203 的中 � 501677（1番人気）� 65180（3番人気）� 13887（6番人気）
枠連票数 計 111407 的中 （3－5） 19291（2番人気）
馬連票数 計 441359 的中 �� 74087（2番人気）
馬単票数 計 403650 的中 �� 53412（2番人気）
ワイド票数 計 211146 的中 �� 29686（2番人気）�� 6917（7番人気）�� 3142（17番人気）
3連複票数 計 510990 的中 ��� 14119（7番人気）
3連単票数 計1330259 的中 ��� 16316（15番人気）

ハロンタイム 13．6―11．8―13．1―13．2―12．8―12．9―11．4―11．1―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．6―25．4―38．5―51．7―1：04．5―1：17．4―1：28．8―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F33．9

3 ・（1，7）（3，8）（2，9）（6，5）－10，4
2
4

・（1，7）－3，9（2，6，8）5，10－4・（1，7）（3，8）（2，9，5）（6，4）＝10
勝馬の
紹 介

トレクァルティスタ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2011．2．6生 牡2黒鹿 母 ハッピーパス 母母 ハッピートレイルズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 ワイルドサム号は，競走中に疾病〔寛骨複骨折〕を発症。なお，同馬は予後不良。

2701810月6日 晴 重 （25東京4）第2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）

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

35 ノッキングオン 牡3鹿 55 大野 拓弥松尾 正氏 高柳 瑞樹 新ひだか グランド牧場 432－ 21：16．7 6．7�
59 ハクサンレガシー 牡3青鹿55 田中 勝春河﨑 五市氏 田村 康仁 新ひだか 田湯牧場 440－10 〃 クビ 32．9�
48 スワンボート 牡3鹿 55 横山 典弘田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 オンワード牧場 452－ 21：16．8� 6．7�
612 タガノトネール �3鹿 55 川田 将雅八木 良司氏 鮫島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 488＋ 41：16．9クビ 1．9�
714 ジ ョ バ イ ロ 牡3鹿 55 蛯名 正義岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 486－ 41：17．32� 11．6�
24 ドラゴンビューティ 牡3鹿 55 武士沢友治 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 492－ 2 〃 クビ 241．2	
611	 イナズマソリオ 牝4黒鹿55 戸崎 圭太小泉 賢悟氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒノデファーム 470＋ 61：18．04 9．4

816 ミラクルミイクン 牡4鹿 57 江田 照男内藤 好江氏 矢野 照正 日高 中館牧場 536＋ 81：18．42� 49．2�
815 ヒカルペガサス 牡3鹿 55 三浦 皇成髙橋 京子氏 戸田 博文 登別 青藍牧場 468－ 4 〃 ハナ 158．4�
713	 ニロティカス 牡4黒鹿57 柴田 大知畑佐 博氏 蛯名 利弘 浦河 高松牧場 456＋ 61：18．5� 153．0
12 ファイヤーヒース 牝3黒鹿53 宮崎 北斗�ノースヒルズ 田中 剛 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440± 0 〃 アタマ 22．2�
11 キングモンブラン 牡4鹿 57

54 ▲山崎 亮誠沼川 一彦氏 伊藤 圭三 浦河 杵臼牧場 B436± 01：18．82 228．6�
23 スズノニシキ 牡3鹿 55 吉田 豊小紫惠美子氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 504＋ 41：20．18 15．5�
510 フ ジ チ ャ ン 牝5鹿 55 石橋 脩臼井義太郎氏 清水 英克 新ひだか 中田 英樹 486＋ 41：20．95 60．6�
47 エドノキミツ 牡3栗 55 四位 洋文遠藤 喜松氏 菊沢 隆徳 新ひだか 沖田 忠幸 474－111：22．17 173．7�
36 ベルモントキーラ 牝5青鹿55 北村 宏司 �ベルモントファーム勢司 和浩 新冠 ベルモント

ファーム 484＋ 2 （競走中止） 48．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，862，400円 複勝： 49，586，000円 枠連： 20，679，400円
馬連： 67，028，100円 馬単： 49，662，700円 ワイド： 29，875，600円
3連複： 81，055，000円 3連単： 155，542，300円 計： 482，291，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 230円 � 770円 � 240円 枠 連（3－5） 5，760円

馬 連 �� 9，710円 馬 単 �� 20，220円

ワ イ ド �� 2，020円 �� 610円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 14，190円 3 連 単 ��� 117，620円

票 数

単勝票数 計 288624 的中 � 34361（2番人気）
複勝票数 計 495860 的中 � 64261（2番人気）� 13977（8番人気）� 61133（3番人気）
枠連票数 計 206794 的中 （3－5） 2653（13番人気）
馬連票数 計 670281 的中 �� 5097（24番人気）
馬単票数 計 496627 的中 �� 1813（46番人気）
ワイド票数 計 298756 的中 �� 3524（23番人気）�� 12832（7番人気）�� 3635（22番人気）
3連複票数 計 810550 的中 ��� 4218（43番人気）
3連単票数 計1555423 的中 ��� 976（272番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―17．5―28．6―40．3―51．9―1：04．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノッキングオン �
�
父 ジャイアントレッカー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．9．1 新潟6着

2010．2．24生 牡3鹿 母 タイムトゥラン 母母 アイオーユー 13戦2勝 賞金 19，670，000円
〔競走中止〕 ベルモントキーラ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フジチャン号・エドノキミツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年11月6日ま

で平地競走に出走できない。



2701910月6日 晴 重 （25東京4）第2日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走13時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

58 � シンボリエンパイア 牡4黒鹿57 後藤 浩輝シンボリ牧場 藤沢 和雄 米 Takahiro
Wada 524－ 21：36．0 1．8�

814� バルダメンテ 牡4青鹿57 浜中 俊前田 幸治氏 和田正一郎 米 Marion G.
Montanari 514－ 8 〃 クビ 14．4�

712 スリープレシャス 牡5青 57
54 ▲山崎 亮誠永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B466＋ 41：36．42	 143．4�

813 ダンディーレイ 牡3栗 55 戸崎 圭太 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 藤原牧場 474＋10 〃 ハナ 4．0�
46 
 チェリーサターン 牡3栗 55 北村 宏司櫻井 悦朗氏 勢司 和浩 浦河 北俣 牧夫 506± 01：36．72 30．9	
57 サクセスフルビッド 牡4黒鹿57 福永 祐一�G1レーシング 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 494－ 41：37．01� 14．8

34 ザショットアロー 牡3鹿 55 松岡 正海�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下牧場 498＋ 21：37．42	 20．0�
45 オペラフォンテン 牝5栗 55 柴田 大知吉橋 計氏 和田 雄二 浦河 中脇 満 B486＋ 41：37．5	 104．3�
711� ヤンキーソヴリン �3黒鹿55 石橋 脩岡田 牧雄氏 牧 光二 米 S. D.

Brilie, L. P. 482＋ 61：37．6	 25．8
11 バ ン ク シ ー 牡3鹿 55 吉田 豊渡邊 隆氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 486＋201：38．13 8．8�
610 ドリームリーグ 牡4栗 57 大野 拓弥セゾンレースホース� 畠山 吉宏 浦河 駿河牧場 502－ 61：38．2� 41．0�
69 カバリノランパンテ 牡4栗 57 三浦 皇成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 土田 稔 日高 天羽 禮治 470＋ 6 〃 アタマ 332．5�
33 ローレルアルトス 牡3黒鹿55 蛯名 正義 �ローレルレーシング 小野 次郎 青森 ワールドファーム 476＋16 〃 クビ 41．5�
22 モンサンデューン 牡3鹿 55 宮崎 北斗山下 新一氏 菊沢 隆徳 むかわ 桑原牧場 458－ 41：38．51� 152．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 30，035，400円 複勝： 47，258，800円 枠連： 19，855，400円
馬連： 68，615，400円 馬単： 50，127，300円 ワイド： 31，882，600円
3連複： 84，841，700円 3連単： 165，430，000円 計： 498，046，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 300円 � 1，400円 枠 連（5－8） 260円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 480円 �� 3，250円 �� 12，040円

3 連 複 ��� 33，690円 3 連 単 ��� 82，660円

票 数

単勝票数 計 300354 的中 � 135133（1番人気）
複勝票数 計 472588 的中 � 170234（1番人気）� 33072（4番人気）� 5509（12番人気）
枠連票数 計 198554 的中 （5－8） 58353（1番人気）
馬連票数 計 686154 的中 �� 45629（4番人気）
馬単票数 計 501273 的中 �� 27670（5番人気）
ワイド票数 計 318826 的中 �� 18300（3番人気）�� 2306（31番人気）�� 612（57番人気）
3連複票数 計 848417 的中 ��� 1859（72番人気）
3連単票数 計1654300 的中 ��� 1477（220番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．1―35．2―47．9―1：00．6―1：12．6―1：24．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シンボリエンパイア �
�
父 Empire Maker �

�
母父 Key of Luck デビュー 2012．1．28 東京1着

2009．2．18生 牡4黒鹿 母 Miss Emma 母母 Disregard That 12戦3勝 賞金 30，942，000円

2702010月6日 晴 良 （25東京4）第2日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走14時00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

816� キングロンシャープ 牡5栗 57 田中 勝春小林 久義氏 中川 公成 浦河 三枝牧場 478± 01：33．5 31．4�
510 ユッカマウンテン 牝4栗 55 北村 宏司吉田 照哉氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 452＋ 2 〃 クビ 21．8�
36 シルクフラッシュ 牡5芦 57 戸崎 圭太有限会社シルク金成 貴史 新冠 中村農場 458－ 21：33．6� 8．3�
12 アールデュラン �4鹿 57 三浦 皇成星野 紀子氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 476＋ 6 〃 アタマ 2．1�
715 マイネルゴラッソ 牡5栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 482± 01：33．81	 14．2�
818 カ ケ ダ シ 牡3鹿 55 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 494－ 6 〃 ハナ 4．2	
23 � トルピドトウショウ 牝5鹿 55 宮崎 北斗トウショウ産業� 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 452－ 61：33．9
 382．3

24 � アポロドーロス 牡4鹿 57 大野 拓弥アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 前田 宗将 484＋ 41：34．0� 72．6�
713 トロワボヌール 牝3鹿 53 柴田 善臣村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 448－ 61：34．1� 18．7�
817� アクアライン 牝4黒鹿55 松岡 正海古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 462＋ 21：34．31	 45．8
47 プリュキエール 牡4青鹿57 川田 将雅 �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 496＋ 2 〃 クビ 41．8�
612 ベルゲンクライ 牡3芦 55 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム 496＋12 〃 ハナ 67．0�
48 � カシノペンダント 牝4栗 55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 諏訪牧場 448＋ 21：34．4� 212．4�
611 クレバーオーロラ 牝4芦 55

52 ▲山崎 亮誠本間 充氏 加藤 和宏 日高 日高大洋牧場 466＋ 6 〃 ハナ 397．5�
714 ジョーヌドール 牡3栗 55 蛯名 正義広尾レース� 二ノ宮敬宇 浦河 笠松牧場 448－ 2 〃 ハナ 56．2�
59 リアリーラヴユー 牝5鹿 55 後藤 浩輝吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 468＋ 4 〃 ハナ 20．4�
11 キングビート 牡4黒鹿57 江田 照男�桜井牧場 水野 貴広 新ひだか 桜井牧場 464－ 4 〃 ハナ 163．3�
35 トウショウプライド 牡3栗 55 石橋 脩トウショウ産業� 武市 康男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 508± 01：34．72 18．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 36，919，100円 複勝： 60，061，800円 枠連： 30，802，600円
馬連： 94，634，800円 馬単： 54，363，500円 ワイド： 39，993，400円
3連複： 108，725，200円 3連単： 184，533，800円 計： 610，034，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，140円 複 勝 � 980円 � 540円 � 260円 枠 連（5－8） 1，880円

馬 連 �� 23，910円 馬 単 �� 48，930円

ワ イ ド �� 5，690円 �� 3，310円 �� 2，060円

3 連 複 ��� 55，960円 3 連 単 ��� 428，260円

票 数

単勝票数 計 369191 的中 � 9288（9番人気）
複勝票数 計 600618 的中 � 14366（10番人気）� 27940（6番人気）� 71696（3番人気）
枠連票数 計 308026 的中 （5－8） 12131（8番人気）
馬連票数 計 946348 的中 �� 2922（49番人気）
馬単票数 計 543635 的中 �� 820（97番人気）
ワイド票数 計 399934 的中 �� 1713（49番人気）�� 2972（33番人気）�� 4853（22番人気）
3連複票数 計1087252 的中 ��� 1434（125番人気）
3連単票数 計1845338 的中 ��� 318（843番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．6―35．1―46．8―58．9―1：10．3―1：21．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�キングロンシャープ �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 スピニングワールド

2008．4．27生 牡5栗 母 シェリーバレンシア 母母 マ ル ケ ッ タ 17戦2勝 賞金 18，630，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



2702110月6日 晴 良 （25東京4）第2日 第9競走 ��
��2，400�

も と す こ

本 栖 湖 特 別
発走14時35分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下，24．10．6以降25．9．29まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

55 シャドウバンガード 牡4黒鹿57 戸崎 圭太飯塚 知一氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 438＋ 42：25．9 4．0�
812 ア ロ ヒ ラ ニ 牡4黒鹿56 大野 拓弥 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 444－ 62：26．0� 4．0�
710 ピュアソルジャー 牡3鹿 52 吉田 豊鶴見 清氏 大久保洋吉 新ひだか 千代田牧場 474± 02：26．21� 18．9�
22 ロードランパート 牡5鹿 55 浜中 俊 �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 472＋ 2 〃 クビ 10．6�
44 ナンヨーケンゴー �3鹿 54 北村 宏司中村 德也氏 斎藤 誠 日高 日高大洋牧場 470＋ 22：26．51	 3．9	
79 シンボリローレンス �8黒鹿51 武士沢友治シンボリ牧場 宗像 義忠 門別 シンボリ牧場 494± 02：26．6	 94．6

811 ヒールゼアハーツ 牡5栗 55 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 500＋ 62：26．7� 8．8�
67 アドマイヤパーシア 牡5栗 55 田中 勝春近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486－ 6 〃 ハナ 13．1�
11 ルシャンベルタン 牡5鹿 54 柴田 善臣嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム B482－12 〃 アタマ 45．5
68 マイネルマエストロ 牡3青鹿52 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新ひだか ウエスタンファーム 480± 02：27．12� 12．7�
33 カリスマミッキー 牡5栗 54 江田 照男三木 久史氏 中村 均 新冠 武田 寛治 478－ 82：27．31 20．9�
56 ロイヤルダリア 牡7黒鹿53 松岡 正海矢野 和雅氏 石毛 善彦 三石 山際牧場 512－ 22：29．5大差 216．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 38，139，200円 複勝： 59，079，000円 枠連： 24，358，500円
馬連： 108，713，600円 馬単： 59，175，700円 ワイド： 40，111，700円
3連複： 117，328，000円 3連単： 217，753，600円 計： 664，659，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 160円 � 390円 枠 連（5－8） 490円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，040円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 3，800円 3 連 単 ��� 15，020円

票 数

単勝票数 計 381392 的中 � 76666（2番人気）
複勝票数 計 590790 的中 � 122119（1番人気）� 117020（2番人気）� 28640（8番人気）
枠連票数 計 243585 的中 （5－8） 37425（1番人気）
馬連票数 計1087136 的中 �� 116173（1番人気）
馬単票数 計 591757 的中 �� 28662（2番人気）
ワイド票数 計 401117 的中 �� 39562（1番人気）�� 8842（16番人気）�� 8261（17番人気）
3連複票数 計1173280 的中 ��� 22787（11番人気）
3連単票数 計2177536 的中 ��� 10706（34番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―11．8―12．8―12．6―12．4―12．7―12．8―12．0―11．7―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―23．8―35．6―48．4―1：01．0―1：13．4―1：26．1―1：38．9―1：50．9―2：02．6―2：13．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャドウバンガード �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Rainbow Quest デビュー 2012．5．6 新潟1着

2009．3．1生 牡4黒鹿 母 ラ ゲ ラ 母母 Smageta 16戦4勝 賞金 69，377，000円

2702210月6日 晴 重 （25東京4）第2日 第10競走 ��
��1，400�テ レ ビ 静 岡 賞

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

テレビ静岡賞（1着）
賞 品

本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000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

11 � カネトシイナーシャ 牡5黒鹿57 柴田 善臣兼松 利男氏 白井 寿昭 米 JMJ Racing
Stables, LLC 490＋ 61：22．8 10．0�

59 オールドパサデナ 牝4鹿 55 横山 典弘吉田 照哉氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 510＋ 6 〃 クビ 3．4�
35 � インディーズゲーム 牡5鹿 57 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Edward A.

Seltzer Trust 468＋ 41：22．9	 5．3�
611 タマブラックホール 牡4黒鹿57 石橋 脩玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 510± 01：23．1	 4．2�
713 レーザーバレット 牡5鹿 57 浜中 俊前田 葉子氏 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント 472－ 21：23．41	 25．8�
46 プリンセスキナウ 牝5鹿 55 江田 照男井上 一郎氏 大江原 哲 新ひだか 佐竹 学 470－ 4 〃 クビ 143．8�
610 アマノレインジャー 牡5栗 57 松岡 正海中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 浦河土肥牧場 494－ 41：23．61
 45．4	
34 � アンリヴィールド 牝4栗 55 四位 洋文
大樹ファーム 昆 貢 米

Dr. Jerry Bilinski
DVM & Dr. Anina
LaCour DVM

484＋ 41：23．7� 6．2�
47 コウセイコタロウ 牡4黒鹿57 戸崎 圭太杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 堤 牧場 496＋101：23．91� 9．4�
23 � キョウエイバサラ 牡5芦 57 吉田 豊田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock 510－ 21：24．0� 146．6
58 イチエイクリッパー 牡6鹿 57 武士沢友治栃本 實氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 510－141：24．2	 326．3�
814 スマイリングムーン 牝5黒鹿55 北村 宏司吉田 正志氏 岡田 稲男 安平 追分ファーム 498＋ 61：24．51	 123．7�
815 ビンテージチャート 牡7栗 57 蛯名 正義 
キャロットファーム 上原 博之 早来 ノーザンファーム 542＋18 〃 クビ 41．9�
712 カレンジェニオ 牡5栗 57 大野 拓弥鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 484－201：24．71� 24．0�
22 レッドヴァンクール �7鹿 57 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 518－141：24．91 71．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 46，700，600円 複勝： 77，442，400円 枠連： 31，407，100円
馬連： 161，151，500円 馬単： 85，090，800円 ワイド： 50，744，700円
3連複： 172，828，100円 3連単： 328，567，600円 計： 953，932，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 250円 � 150円 � 160円 枠 連（1－5） 1，620円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 4，360円

ワ イ ド �� 650円 �� 640円 �� 320円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 18，990円

票 数

単勝票数 計 467006 的中 � 36842（6番人気）
複勝票数 計 774424 的中 � 67152（5番人気）� 162581（1番人気）� 134788（2番人気）
枠連票数 計 314071 的中 （1－5） 14379（7番人気）
馬連票数 計1611515 的中 �� 71875（7番人気）
馬単票数 計 850908 的中 �� 14434（19番人気）
ワイド票数 計 507447 的中 �� 18559（7番人気）�� 18649（6番人気）�� 42756（1番人気）
3連複票数 計1728281 的中 ��� 59107（4番人気）
3連単票数 計3285676 的中 ��� 12771（53番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．6―47．7―59．4―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�カネトシイナーシャ �
�
父 Tapit �

�
母父 Storm Cat デビュー 2011．4．10 小倉5着

2008．3．17生 牡5黒鹿 母 Wednesday’s Child 母母 Bashful Charmer 21戦5勝 賞金 63，040，000円

２レース目



2702310月6日 晴 良 （25東京4）第2日 第11競走 ��
��1，800�第64回毎 日 王 冠（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・左）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以上56�，牝馬
2�減，24．10．6以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，24．10．5以前のGⅠ競走（牝馬限定
競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

毎日新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 60，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 9，000，000円 6，000，000円
付 加 賞 770，000円 220，000円 110，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：44．1

良
良

66 エイシンフラッシュ 牡6黒鹿58 福永 祐一平井 克彦氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 484＋ 31：46．7 7．9�
810 ジャスタウェイ 牡4鹿 56 柴田 善臣大和屋 暁氏 須貝 尚介 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－ 81：46．8� 9．3�
67 ク ラ レ ン ト 牡4栗 56 川田 将雅前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント 490± 0 〃 クビ 8．6�
811 レッドスパーダ 牡7鹿 56 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 B534－ 61：46．9クビ 9．8�
11 ダークシャドウ 牡6栗 56 戸崎 圭太飯塚 知一氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 514＋ 21：47．11	 6．7�
55 ショウナンマイティ 牡5青鹿56 浜中 俊国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 矢野牧場 498－18 〃 クビ 2．6	
79 コ デ ィ ー ノ 牡3黒鹿54 四位 洋文 
サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 490＋181：47．2� 5．2�
78 ミッキードリーム 牡6栗 56 三浦 皇成野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 484－ 21：47．3
 81．5�
44 エキストラエンド 牡4鹿 56 松岡 正海 
社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 462＋ 21：47．4
 35．2
22 � タッチミーノット 牡7黒鹿56 横山 典弘吉田 照哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 502＋101：48．03� 32．8�
33 ボ レ ア ス 牡5鹿 56 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 468± 0 〃 クビ 220．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 202，422，700円 複勝： 304，853，100円 枠連： 115，217，600円 馬連： 695，665，000円 馬単： 394，907，700円
ワイド： 233，660，000円 3連複： 867，798，300円 3連単： 2，136，433，900円 5重勝： 783，547，800円 計： 5，734，506，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 270円 � 260円 � 270円 枠 連（6－8） 970円

馬 連 �� 3，730円 馬 単 �� 6，760円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 1，240円 �� 870円

3 連 複 ��� 8，930円 3 連 単 ��� 55，690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 378，258，280円����� 200，000，000円

票 数

単勝票数 計2024227 的中 � 202839（4番人気）
複勝票数 計3048531 的中 � 300704（6番人気）� 310849（4番人気）� 304763（5番人気）
枠連票数 計1152176 的中 （6－8） 88450（5番人気）
馬連票数 計6956650 的中 �� 137797（19番人気）
馬単票数 計3949077 的中 �� 43164（33番人気）
ワイド票数 計2336600 的中 �� 45927（20番人気）�� 46048（19番人気）�� 68037（10番人気）
3連複票数 計8677983 的中 ��� 71776（40番人気）
3連単票数 計21364339 的中 ��� 28313（213番人気）
5重勝票数 計7835478 的中 ����� 1

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．0―35．5―48．2―1：00．8―1：13．4―1：24．5―1：35．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．9―3F33．3

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

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6黒鹿 母 ムーンレディ 母母 Midnight Fever 23戦6勝 賞金 722，520，000円
［他本会外：2戦0勝］

2702410月6日 晴 重 （25東京4）第2日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走16時25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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

33 ミヤジマッキー 牡3鹿 55 浜中 俊曽我 司氏 牧田 和弥 浦河 村中牧場 504＋181：23．2 3．2�
56 トリニティチャーチ �5鹿 57 柴田 大知 �サンデーレーシング 本間 忍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－10 〃 クビ 15．3�
710 トップオブザヘヴン 牝6黒鹿55 横山 典弘�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 468－141：23．41� 4．9�
44 ムードティアラ 牝3鹿 53 戸崎 圭太�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 474＋ 41：23．61� 4．2�
811 アルセーヌシチー 牡7鹿 57

54 ▲山崎 亮誠 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 浦河 アイオイファーム 504－121：23．7	 29．1	
55 ヤマチョウフェア 牡5黒鹿57 石橋 脩長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 482＋ 61：23．8	 7．7

67 スイングエンジン 牡7栗 57 福永 祐一平井 裕氏 森 秀行 浦河 岡部牧場 468－ 4 〃 同着 13．2�
68 ウインプロスパー 牡3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 512＋ 21：24．43� 7．9�
11 ボーカリスト 牡7鹿 57 松岡 正海増田 雄一氏 清水 英克 千歳 社台ファーム 452－241：24．71	 106．0
812 ワイキキブリーズ 牝6栗 55 大野 拓弥折手 邦雄氏 和田 雄二 新ひだか 折手牧場 496＋ 21：24．8� 47．5�
79 
 トーホウペガサス 牡6鹿 57 柴田 善臣東豊物産� 古賀 史生 日高 竹島 幸治 508± 0 〃 クビ 42．8�
22 キクノフェーデ 牡6鹿 57 北村 宏司菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 514＋ 41：25．11	 126．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 72，665，300円 複勝： 109，832，700円 枠連： 47，176，400円
馬連： 192，792，300円 馬単： 110，428，400円 ワイド： 75，168，300円
3連複： 225，519，000円 3連単： 503，188，900円 計： 1，336，771，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 320円 � 200円 枠 連（3－5） 720円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 3，070円

ワ イ ド �� 700円 �� 460円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 4，990円 3 連 単 ��� 22，690円

票 数

単勝票数 計 726653 的中 � 184661（1番人気）
複勝票数 計1098327 的中 � 243327（1番人気）� 73522（7番人気）� 142359（3番人気）
枠連票数 計 471764 的中 （3－5） 48583（2番人気）
馬連票数 計1927923 的中 �� 72626（9番人気）
馬単票数 計1104284 的中 �� 26626（12番人気）
ワイド票数 計 751683 的中 �� 26508（8番人気）�� 43111（3番人気）�� 12402（19番人気）
3連複票数 計2255190 的中 ��� 33402（20番人気）
3連単票数 計5031889 的中 ��� 16370（82番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．8―12．2―11．7―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．5―47．7―59．4―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミヤジマッキー �
�
父 スパイキュール �

�
母父 マルゼンスキー デビュー 2013．1．19 京都2着

2010．4．8生 牡3鹿 母 ミヤジプロスパー 母母 タツノメロウ 7戦3勝 賞金 31，113，000円

５レース目



（25東京4）第2日 10月6日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重

競走回数 12回 出走頭数 167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

290，080，000円
2，080，000円
11，240，000円
1，980，000円
26，520，000円
62，490，000円
4，529，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
586，483，000円
941，821，300円
359，865，000円
1，643，352，500円
989，040，200円
621，595，100円
1，963，209，300円
4，266，369，200円
783，547，800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 12，155，283，400円

総入場人員 40，353名 （有料入場人員 37，958名）
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