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2704910月14日 晴 良 （25東京4）第5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

24 ダノンミシガン 牡2芦 55 三浦 皇成�ダノックス 久保田貴士 千歳 社台ファーム 480＋ 61：41．3 2．2�
714 キンショーウズシオ 牡2芦 55 江田 照男礒野日出夫氏 根本 康広 新冠 森永 聡 494＋ 81：41．51� 10．2�
23 ヒ ム カ 牝2栗 54 大野 拓弥�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 486＋ 21：41．71� 3．8�
47 カシノカーム 牡2芦 55 西田雄一郎柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 450－ 41：41．8クビ 39．2�
48 ハナズチューリップ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太M．タバート氏 加藤 和宏 浦河 木戸口 昌治 458－ 21：42．01� 7．8�
612 マイネルモヒート 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新ひだか 大平牧場 468＋ 61：42．1� 82．2	
11 イタリアンフェッテ 牝2鹿 54 丸田 恭介友水 達也氏 石毛 善彦 平取 高橋 啓 416± 01：42．31� 82．5

35 ヤ マ ト 牡2鹿 55 的場 勇人西森 鶴氏 的場 均 浦河 鎌田 正嗣 498＋ 21：42．4� 70．1�
611 ボールドブルーム 牡2鹿 55

53 △杉原 誠人増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 470＋ 41：42．5クビ 45．9�
510 ニシノプレリュード 牝2鹿 54 田辺 裕信西山 茂行氏 伊藤 大士 新冠 川上牧場 472－ 61：42．6� 33．5
12 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 500＋ 21：42．7クビ 22．8�
36 マーシャラー 牡2黒鹿55 勝浦 正樹畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 496－ 61：43．23 69．2�
815 ロングアンドリーン 牝2鹿 54 福永 祐一飯田 良枝氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 470＋ 21：43．3� 10．0�
816 フ リ メ ー ル 牝2栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 奥平 雅士 えりも エクセルマネジメント 434± 01：43．61� 59．2�
59 シゲルブンゴ 牝2栗 54 松岡 正海森中 蕃氏 松永 康利 日高 坂田牧場 454± 01：43．7� 71．2�
713 ブックマークレット 牡2鹿 55 吉田 豊島田 久氏 小野 次郎 日高 今井牧場 478＋ 21：43．8� 172．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，879，200円 複勝： 41，813，000円 枠連： 16，155，200円
馬連： 48，813，800円 馬単： 34，791，300円 ワイド： 27，482，100円
3連複： 70，812，100円 3連単： 120，203，800円 計： 380，950，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 230円 � 140円 枠 連（2－7） 700円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 330円 �� 160円 �� 400円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 6，000円

票 数

単勝票数 計 208792 的中 � 76690（1番人気）
複勝票数 計 418130 的中 � 162145（1番人気）� 30334（5番人気）� 72765（2番人気）
枠連票数 計 161552 的中 （2－7） 17171（4番人気）
馬連票数 計 488138 的中 �� 38940（3番人気）
馬単票数 計 347913 的中 �� 16399（4番人気）
ワイド票数 計 274821 的中 �� 18100（3番人気）�� 54078（1番人気）�� 14269（4番人気）
3連複票数 計 708121 的中 ��� 60219（1番人気）
3連単票数 計1202038 的中 ��� 14806（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．5―37．2―50．3―1：03．7―1：16．5―1：28．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F37．6
3 8（11，16）（4，7，12，14）（1，3）15，10，6（9，13）（5，2） 4 ・（8，16）（4，11，14）（7，12）1（3，15）10，6（9，2）（5，13）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンミシガン �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．7．21 福島3着

2011．4．16生 牡2芦 母 ミラクルワウ 母母 トリプルワウ 5戦1勝 賞金 10，100，000円
※ボールドブルーム号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2705010月14日 晴 良 （25東京4）第5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

22 ヒカルカミヒコーキ 牡2鹿 55 横山 典弘髙橋 京子氏 栗田 博憲 新冠 守矢牧場 490± 01：23．6 2．1�
710 マリーズケイ 牝2鹿 54 柴田 大知冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田 陽介 470＋ 61：23．7� 22．7�
79 メイショウボイス 牡2鹿 55 武 豊松本 好雄氏 小島 太 新ひだか ウエスタンファーム 486－ 21：23．8クビ 5．2�
812 オートクレール 牝2栗 54 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 日高 出口牧場 418－ 21：23．9� 4．5�
56 クラウンデュナミス 牝2黒鹿54 松岡 正海矢野 恭裕氏 小野 次郎 熊本 本田 土寿 448＋ 21：24．0� 12．5�
44 サンタレジーナ 牝2栗 54 北村 宏司吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 468± 0 〃 クビ 7．3�
33 エイプキング 牡2栗 55 三浦 皇成元岡 治貴氏 小島 茂之 日高 松平牧場 450＋ 61：24．53 112．1	
811 ロ コ コ 牝2鹿 54 江田 照男
ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ 416± 0 〃 クビ 12．1�
67 スイートイレーヌ 牝2鹿 54 木幡 初広シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 436＋ 41：24．6� 309．1�
11 クリキントン 牝2栗 54 西田雄一郎田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 カナイシスタッド 414± 01：25．02� 126．1
68 ボンジュールカンナ 牝2栗 54

52 △横山 和生田中善次郎氏 天間 昭一 浦河 谷川牧場 448＋ 81：25．31� 172．7�
55 タイムトラベラー 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 城地 清満 428－121：26．79 365．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 24，319，200円 複勝： 41，988，300円 枠連： 12，754，700円
馬連： 49，844，100円 馬単： 36，558，700円 ワイド： 23，030，800円
3連複： 62，942，200円 3連単： 124，929，600円 計： 376，367，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 350円 � 170円 枠 連（2－7） 470円

馬 連 �� 2，530円 馬 単 �� 3，520円

ワ イ ド �� 770円 �� 270円 �� 940円

3 連 複 ��� 2，840円 3 連 単 ��� 17，370円

票 数

単勝票数 計 243192 的中 � 91381（1番人気）
複勝票数 計 419883 的中 � 134588（1番人気）� 21001（7番人気）� 64270（3番人気）
枠連票数 計 127547 的中 （2－7） 20158（2番人気）
馬連票数 計 498441 的中 �� 14564（11番人気）
馬単票数 計 365587 的中 �� 7682（15番人気）
ワイド票数 計 230308 的中 �� 6839（13番人気）�� 25398（2番人気）�� 5474（15番人気）
3連複票数 計 629422 的中 ��� 16367（11番人気）
3連単票数 計1249296 的中 ��� 5308（65番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．3―36．0―48．7―1：00．5―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒカルカミヒコーキ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．8．24 新潟3着

2011．4．28生 牡2鹿 母 ヒカルキャンディー 母母 ヒカルバイオレット 3戦1勝 賞金 8，100，000円

第４回 東京競馬 第５日



2705110月14日 晴 良 （25東京4）第5日 第3競走 ��
��2，000�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
2：01．3
1：59．9

良
良

44 レッドオラシオン 牡2芦 55 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B438± 02：02．1 57．0�
56 ギブアンドテイク 牡2栗 55 柴田 善臣嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 浦河 昭和牧場 494＋122：02．42 10．0�
68 ダークインテジャー 牡2黒鹿55 丸田 恭介薗部 博之氏 小笠 倫弘 新ひだか 矢野牧場 472＋ 4 〃 ハナ 5．0�
57 キネオダンサー 牝2鹿 54 田辺 裕信吉田 千津氏 牧 光二 新冠 パカパカ

ファーム 458＋ 22：02．5� 2．1�
711 ポッドジョーカー 牡2黒鹿55 戸崎 圭太小川眞査雄氏 大竹 正博 新冠 村田牧場 452－ 42：02．6� 11．1�
11 メジャーステップ 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 474＋ 42：02．7クビ 24．6

45 ボーノボーノ 牝2栗 54 津村 明秀友水 達也氏 水野 貴広 日高 木村牧場 440－ 8 〃 アタマ 20．1�
33 ウインミラグロス 牡2栗 55 松岡 正海�ウイン 黒岩 陽一 むかわ ヤマイチ牧場 462＋ 22：02．9� 12．4�
812 コスモミヅハノメ 牝2黒鹿54 I．メンディザバル 	ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 434－ 22：03．0� 30．8

（仏）

813 コスモプラナス 牝2栗 54 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 432＋ 22：03．21 12．2�
69 マイネルレパード 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 厚真 阿部 栄乃進 446＋ 6 〃 クビ 15．2�
22 フレイムワンダー 牡2栗 55 村田 一誠伊東 純一氏 中川 公成 新冠 新冠橋本牧場 470± 02：03．52 115．8�
710 グローバルメジャー 牡2栗 55 勝浦 正樹永田 清男氏 谷原 義明 平取 原田 新治 468± 02：04．56 159．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 23，456，600円 複勝： 39，296，700円 枠連： 14，188，800円
馬連： 50，193，000円 馬単： 34，502，100円 ワイド： 26，211，200円
3連複： 67，584，400円 3連単： 120，012，900円 計： 375，445，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，700円 複 勝 � 930円 � 290円 � 180円 枠 連（4－5） 1，530円

馬 連 �� 30，170円 馬 単 �� 72，140円

ワ イ ド �� 7，020円 �� 4，260円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 52，510円 3 連 単 ��� 445，080円

票 数

単勝票数 計 234566 的中 � 3246（11番人気）
複勝票数 計 392967 的中 � 8811（11番人気）� 35043（4番人気）� 71833（2番人気）
枠連票数 計 141888 的中 （4－5） 6848（7番人気）
馬連票数 計 501930 的中 �� 1228（53番人気）
馬単票数 計 345021 的中 �� 353（113番人気）
ワイド票数 計 262112 的中 �� 897（53番人気）�� 1490（44番人気）�� 6534（10番人気）
3連複票数 計 675844 的中 ��� 950（118番人気）
3連単票数 計1200129 的中 ��� 199（786番人気）

ハロンタイム 13．2―11．5―11．4―12．0―12．6―12．9―12．6―12．1―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―24．7―36．1―48．1―1：00．7―1：13．6―1：26．2―1：38．3―1：49．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F35．9

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

勝馬の
紹 介

レッドオラシオン �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．7．28 新潟10着

2011．2．14生 牡2芦 母 ブライダルスイート 母母 シルバードシルク 4戦1勝 賞金 5，000，000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。

2705210月14日 晴 良 （25東京4）第5日 第4競走 ��
��1，600�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
1：33．6
1：33．1

良
良

48 ベストリーダー 牝2栗 54 西田雄一郎 �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440 ―1：37．4 12．3�

59 フライングスキップ 牝2栗 54 三浦 皇成 �社台レースホース萩原 清 千歳 社台ファーム 446 ―1：37．5� 13．7�
510 ユズノカオリ 牝2鹿 54 松岡 正海山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 田原橋本牧場 460 ―1：37．6� 69．7�
36 ワンダースマイル 牝2黒鹿54 武 豊伊東 純一氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 472 ― 〃 クビ 16．0�
611 キョウエイマグマ 牡2鹿 55 江田 照男田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 沖田 忠幸 462 ―1：37．7クビ 28．9�
47 ムードスウィングス 牝2黒鹿54 内田 博幸 �サンデーレーシング 斎藤 誠 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448 ― 〃 クビ 6．4	
612 アンリキャトル 牡2黒鹿55 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 464 ―1：37．8クビ 5．2

35 トーアリズム 牝2鹿 54

51 ▲伴 啓太高山ランド� 栗田 博憲 豊浦トーア牧場 472 ― 〃 クビ 147．4�
23 ストーリーセラー 牡2鹿 55 I．メンディザバル �サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム 510 ―1：38．11� 21．9

（仏）

815 ウ ラ レ ナ 牡2鹿 55 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 500 ―1：38．2� 2．8�

24 ビックナサンクス 牡2青鹿55 田辺 裕信平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか 荒木 貴宏 520 ―1：38．62� 19．3�
12 ニシノテレポート 牡2鹿 55 勝浦 正樹西山 茂行氏 吉村 圭司 新冠 川上牧場 462 ― 〃 ハナ 41．0�
11 ヴェルサイユパーク 牝2鹿 54 吉田 隼人大塚 亮一氏 高木 登 新冠 タニグチ牧場 456 ―1：39．02� 28．6�
816 タイキグランツ 牡2青鹿55 戸崎 圭太�大樹ファーム 大竹 正博 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 476 ―1：39．1� 9．0�
714 フウジンライジン 牡2栗 55 武士沢友治江川 伸夫氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド 482 ―1：39．2� 181．8�
713 ショウナンアラジン 牡2黒鹿55 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 洞爺湖 レイクヴィラファーム 406 ―1：39．51� 115．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，524，800円 複勝： 39，124，300円 枠連： 20，472，300円
馬連： 53，771，600円 馬単： 35，447，100円 ワイド： 25，626，700円
3連複： 71，375，300円 3連単： 110，837，100円 計： 385，179，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 360円 � 340円 � 1，410円 枠 連（4－5） 1，790円

馬 連 �� 5，310円 馬 単 �� 11，240円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 8，020円 �� 6，800円

3 連 複 ��� 97，010円 3 連 単 ��� 524，350円

票 数

単勝票数 計 285248 的中 � 18370（5番人気）
複勝票数 計 391243 的中 � 30790（6番人気）� 33289（5番人気）� 6405（13番人気）
枠連票数 計 204723 的中 （4－5） 8473（8番人気）
馬連票数 計 537716 的中 �� 7486（23番人気）
馬単票数 計 354471 的中 �� 2328（42番人気）
ワイド票数 計 256267 的中 �� 3928（19番人気）�� 776（74番人気）�� 917（67番人気）
3連複票数 計 713753 的中 ��� 543（235番人気）
3連単票数 計1108371 的中 ��� 156（1274番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．3―37．0―49．9―1：02．9―1：14．7―1：25．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベストリーダー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Vicar 初出走

2011．4．21生 牝2栗 母 ヴェストリーレディ 母母 Episode 1戦1勝 賞金 7，000，000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。



2705310月14日 晴 良 （25東京4）第5日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走12時30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

89 スペクトロライト 牝3鹿 53 戸崎 圭太 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B464＋ 61：38．9 6．2�
66 フ ィ ア レ ス 牝4栗 55 丹内 祐次西森 道男氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 4 〃 クビ 3．6�
33 タニセンヴォイス 牝4栗 55 吉田 隼人染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 466＋ 2 〃 ハナ 3．5�
22 マルシアーノ 牝3青鹿53 内田 博幸吉田 和美氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B468－ 61：39．0� 4．8�
11 モ リ ミ ヤ ビ 牝3栗 53 木幡 初広�森島商事 牧 光二 安平 ノーザンファーム B440± 01：40．38 149．6�
77 ショウリノウタゲ 牝3鹿 53 三浦 皇成平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 川端 正博 522＋ 8 〃 クビ 5．0	
810 ヒアルロンサン 牝3鹿 53 大庭 和弥�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 小池 博幸 B448－ 21：40．4クビ 93．6

78 ラ ヴ ェ ン ナ 牝4黒鹿 55

52 ▲花田 大昂�ターフ・スポート伊藤 圭三 浦河 大北牧場 B492＋ 4 〃 ハナ 160．7�
55 ヒュウガミズキ 牝3鹿 53 横山 典弘山岸 桂市氏 小野 次郎 新冠 小泉牧場 474－ 21：40．72 18．9�
44 オ リ ア ー ナ 牝3青鹿53 津村 明秀 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 豊洋牧場 B492± 0 （競走中止） 20．4�
（10頭）

売 得 金
単勝： 25，897，600円 複勝： 39，251，300円 枠連： 11，317，400円
馬連： 53，688，200円 馬単： 37，986，900円 ワイド： 23，477，100円
3連複： 62，962，100円 3連単： 139，049，500円 計： 393，630，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 170円 � 140円 � 140円 枠 連（6－8） 1，270円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 350円 �� 410円 �� 220円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 7，920円

票 数

単勝票数 計 258976 的中 � 33248（5番人気）
複勝票数 計 392513 的中 � 54809（5番人気）� 80317（2番人気）� 84291（1番人気）
枠連票数 計 113174 的中 （6－8） 6592（6番人気）
馬連票数 計 536882 的中 �� 33842（6番人気）
馬単票数 計 379869 的中 �� 11659（13番人気）
ワイド票数 計 234771 的中 �� 15795（4番人気）�� 13084（8番人気）�� 31204（1番人気）
3連複票数 計 629621 的中 ��� 41891（4番人気）
3連単票数 計1390495 的中 ��� 12964（25番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．2―12．3―12．7―12．5―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―36．0―48．3―1：01．0―1：13．5―1：25．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スペクトロライト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Acatenango デビュー 2012．12．9 中山5着

2010．2．11生 牝3鹿 母 バ ラ ン セ ラ 母母 Baranciaga 7戦2勝 賞金 14，900，000円
〔競走中止〕 オリアーナ号は，最後の直線コースで「フィアレス」号に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 フィアレス号の騎手丹内祐次は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて平成25年10月19日から平成25年10月

20日まで騎乗停止。（被害馬：4番）

2705410月14日 晴 良 （25東京4）第5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

814 プランタンビジュー 牝3鹿 53 戸崎 圭太 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 450＋ 81：19．6 9．0�
23 � プレミアムゴールド 牡4栗 57

55 △杉原 誠人中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 472＋ 31：19．91� 115．6�

58 ジツリキフォーティ 牡4黒鹿57 北村 宏司河合實貴男氏 古賀 慎明 浦河 上山牧場 492－ 41：20．11� 2．2�
35 クレバーデステニー 牡4鹿 57 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 452＋ 41：20．31	 7．4�
11 � セレブレートサマー 牝4栗 55 吉田 豊柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 480－16 〃 クビ 65．6	
815 シュナップス 牡3栗 55 内田 博幸藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 450－ 21：20．51	 3．6

46 フィンデルムンド 牡5鹿 57 I．メンディザバル �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 480± 01：20．6� 14．2�

（仏）

713 スズヨストラ 牡3栗 55 石橋 脩鈴木与四郎氏 浅野洋一郎 新ひだか 岡田スタツド 468＋101：20．7クビ 22．5�
610 プリサイスガール 牝3青 53 黛 弘人�グランド牧場 奥平 雅士 新ひだか グランド牧場 426－ 4 〃 クビ 48．2
712 アスキットキング 牡3鹿 55 柴田 善臣中江 隆一氏 柴田 政人 新冠 競優牧場 438＋181：20．91	 62．9�
34 ルミナススカイ 牡4黒鹿57 蛯名 正義小林 久義氏 中川 公成 日高 エンドレス

ファーム 478＋ 41：21．11	 13．7�
59 ニチドウレパード 牡5栗 57 伊藤 工真山田 伸氏 黒岩 陽一 新ひだか 大平牧場 492－161：21．41� 110．5�
47 � タ カ ミ ル 牡4芦 57

54 ▲花田 大昂村田 滋氏 嶋田 潤 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 496＋181：21．71� 207．9�

611 ハニームーナー 牝3栗 53
51 △横山 和生 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 430＋ 2 〃 クビ 136．9�
22 � ヘヴンリーカラーズ 牝4栗 55 平野 優 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 458＋ 6 （競走中止） 284．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 28，641，200円 複勝： 47，514，200円 枠連： 20，957，700円
馬連： 58，756，700円 馬単： 41，556，300円 ワイド： 28，670，200円
3連複： 76，677，500円 3連単： 148，379，900円 計： 451，153，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 260円 � 1，320円 � 120円 枠 連（2－8） 9，790円

馬 連 �� 30，060円 馬 単 �� 49，070円

ワ イ ド �� 7，670円 �� 430円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 20，550円 3 連 単 ��� 176，340円

票 数

単勝票数 計 286412 的中 � 25173（4番人気）
複勝票数 計 475142 的中 � 39678（4番人気）� 5881（11番人気）� 165899（1番人気）
枠連票数 計 209577 的中 （2－8） 1581（19番人気）
馬連票数 計 587567 的中 �� 1443（47番人気）
馬単票数 計 415563 的中 �� 625（78番人気）
ワイド票数 計 286702 的中 �� 857（51番人気）�� 18350（3番人気）�� 3041（22番人気）
3連複票数 計 766775 的中 ��� 2755（55番人気）
3連単票数 計1483799 的中 ��� 621（382番人気）

ハロンタイム 7．1―11．2―12．1―12．5―11．9―12．0―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．3―30．4―42．9―54．8―1：06．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プランタンビジュー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．10．6 京都2着

2010．4．12生 牝3鹿 母 スプリングチケット 母母 カズミハルコマ 7戦2勝 賞金 15，750，000円
〔競走中止〕 ヘヴンリーカラーズ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 プレミアムゴールド号の騎手杉原誠人は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。
※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。



2705510月14日 晴 良 （25東京4）第5日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時30分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：44．1

良
良

22 � ホロウクラウン 牡3鹿 53 戸崎 圭太吉田 和美氏 木村 哲也 豪
Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

468－ 61：48．1 2．0�
813 ロジメジャー 牡4黒鹿57 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 494＋ 61：48．31	 4．4�
69 ジャングルクルーズ 
4鹿 57 北村 宏司窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 502－ 81：48．51� 10．7�
711� チャペルプリンセス 牝4栗 55

54 ☆嶋田 純次有限会社シルク斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462＋ 6 〃 クビ 11．7�

68 タイセイグルーヴィ 牡4鹿 57 福永 祐一田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 466± 01：48．6 7．5�
56 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 492－ 41：48．7クビ 72．9�
710 マイネルグラード 牡5鹿 57 I．メンディザバル 	サラブレッドクラブ・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 518－101：49．12	 20．6


（仏）

57 コスモハヤブサ 牡3青鹿55 丹内 祐次 �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 456＋ 41：49．52	 33．1�
33 ストーンヘンジ 牡5鹿 57 吉田 隼人 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504＋181：49．6 109．3
45 ジーガーガーネット 牡3栗 55 西村 太一�ジーガー 和田 正道 新冠 須崎牧場 434＋12 〃 クビ 420．6�
812 マイネルオリンポス 牡3鹿 55 柴田 大知 	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 410－ 41：49．91 26．3�
11 テイエムブシドー 牡3鹿 55 横山 典弘竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 オリエント牧場 470＋121：50．0 13．6�
44 ローレルアルトス 牡3黒鹿55 石橋 脩 	ローレルレーシング 小野 次郎 青森 ワールドファーム 474－ 21：50．1	 157．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 38，268，100円 複勝： 58，080，300円 枠連： 19，944，300円
馬連： 72，237，700円 馬単： 51，452，100円 ワイド： 33，456，900円
3連複： 87，758，100円 3連単： 186，123，400円 計： 547，320，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 160円 � 220円 枠 連（2－8） 370円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 240円 �� 400円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 4，100円

票 数

単勝票数 計 382681 的中 � 151550（1番人気）
複勝票数 計 580803 的中 � 200702（1番人気）� 88433（2番人気）� 48020（5番人気）
枠連票数 計 199443 的中 （2－8） 40868（1番人気）
馬連票数 計 722377 的中 �� 112633（1番人気）
馬単票数 計 514521 的中 �� 54573（1番人気）
ワイド票数 計 334569 的中 �� 40053（1番人気）�� 20049（4番人気）�� 10869（9番人気）
3連複票数 計 877581 的中 ��� 41161（3番人気）
3連単票数 計1861234 的中 ��� 33522（3番人気）

ハロンタイム 13．5―12．2―12．5―12．7―12．1―11．9―10．8―11．0―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．5―25．7―38．2―50．9―1：03．0―1：14．9―1：25．7―1：36．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．1―3F33．2

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

勝馬の
紹 介

�ホロウクラウン �
�
父 Hussonet �

�
母父 Tayasu Tsuyoshi デビュー 2013．5．5 新潟1着

2010．9．29生 牡3鹿 母 Hollow Bullet 母母 Beat The Bullet 3戦2勝 賞金 16，318，000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。

2705610月14日 晴 良 （25東京4）第5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）

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

66 ゲマインシャフト 牡3鹿 55 松岡 正海丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 486＋ 81：25．8 10．6�
22 アルデグロリア 牝3栗 53 武士沢友治井上 修一氏 浅野洋一郎 新ひだか 元茂牧場 490＋ 21：25．9� 11．4�
810 トミケンプレミオ 牡3鹿 55 戸崎 圭太冨樫 賢二氏 天間 昭一 浦河 梅田牧場 494－ 2 〃 クビ 6．5�
79 ケイティープライド 牡3鹿 55 川田 将雅�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 482＋10 〃 ハナ 5．1�
33 タイザンホクト 牡3鹿 55 福永 祐一�日進牧場 白井 寿昭 浦河 日進牧場 494－ 41：26．32� 1．8	
78 ハヤブサフィーバー 牡4栗 57 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B488－ 21：26．4� 51．0

11 バ ル ザ ッ ク 牡3鹿 55 大野 拓弥諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 434－ 41：26．61� 92．4�
44 ディープランマ 牝4栗 55 勝浦 正樹深見 敏男氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 444＋ 21：26．81� 109．5�
55 イデアルモルソー 	4栗 57 田中 勝春 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 502＋241：27．54 12．3
67 キングアドバンス 牡3鹿 55 北村 宏司柳内 正基氏 勢司 和浩 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 500± 01：27．6� 42．8�
811 カバリノランパンテ 牡4栗 57 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 土田 稔 日高 天羽 禮治 466－ 41：28．87 190．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 33，535，200円 複勝： 69，386，800円 枠連： 13，894，400円
馬連： 62，188，000円 馬単： 49，156，800円 ワイド： 27，531，000円
3連複： 70，972，800円 3連単： 188，516，300円 計： 515，181，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 610円 � 330円 � 280円 枠 連（2－6） 3，370円

馬 連 �� 4，280円 馬 単 �� 10，720円

ワ イ ド �� 930円 �� 960円 �� 490円

3 連 複 ��� 5，220円 3 連 単 ��� 54，800円

票 数

単勝票数 計 335352 的中 � 24996（4番人気）
複勝票数 計 693868 的中 � 26935（5番人気）� 56622（4番人気）� 71814（2番人気）
枠連票数 計 138944 的中 （2－6） 3050（11番人気）
馬連票数 計 621880 的中 �� 10743（14番人気）
馬単票数 計 491568 的中 �� 3387（33番人気）
ワイド票数 計 275310 的中 �� 7166（11番人気）�� 6886（12番人気）�� 14587（5番人気）
3連複票数 計 709728 的中 ��� 10044（18番人気）
3連単票数 計1885163 的中 ��� 2539（149番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．4―36．5―48．9―1：01．2―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゲマインシャフト �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 タヤスツヨシ デビュー 2012．10．7 東京4着

2010．3．18生 牡3鹿 母 スプリングアマイン 母母 ダイナマイン 9戦2勝 賞金 16，000，000円
〔発走状況〕 キングアドバンス号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 キングアドバンス号は，平成25年10月15日から平成25年11月13日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。



2705710月14日 晴 良 （25東京4）第5日 第9競走 ��
��1，400�

ろ く し ゃ

六 社 特 別
発走14時35分 （芝・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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

33 エールブリーズ 牡3青鹿55 川田 将雅 �社台レースホース鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 508－ 21：20．4 2．5�

58 オメガホームラン �4芦 57 内田 博幸原 	子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 442－ 41：20．5
 25．5�
11 エデンロック 牡3鹿 55 I．メンディザバル 田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 458＋ 4 〃 アタマ 9．6�

（仏）

34 ツクバリンカーン 牡3芦 55 柴田 善臣荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 526－ 4 〃 クビ 39．5�
814 ジョーオリオン 牡4栗 57 吉田 豊上田けい子氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 478＋ 21：20．6� 6．1�
610 チェリーヒロイン 牝4栗 55 武 豊伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 422＋121：20．7
 5．5	
813 ミ ナ レ ッ ト 牝3鹿 53 嘉藤 貴行�ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 470＋ 41：20．8クビ 9．3

45 ダイワスペシャル �5栗 57 丸田 恭介大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 服部 牧場 492± 01：20．9� 17．3�
57 ネオウィズダム 牡3鹿 55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 478－ 21：21．0� 38．3�
711 シャドウエミネンス 牡5栗 57 田中 勝春飯塚 知一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 474＋ 2 〃 ハナ 78．7
46 マイネルアダマス 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム B426＋ 41：21．21� 14．8�
69 � トレノソルーテ �7鹿 57 宮崎 北斗戸賀 智子氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 B524＋ 41：21．52 124．3�
712 マイネルスパイス 牡4鹿 57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 長浜 忠 428＋ 81：21．81
 22．1�
22 ディアジーローズ 牝4青 55 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 新ひだか タイヘイ牧場 434＋ 41：22．01 123．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 39，099，400円 複勝： 65，655，500円 枠連： 27，301，700円
馬連： 106，259，600円 馬単： 60，523，100円 ワイド： 43，678，200円
3連複： 137，885，400円 3連単： 245，301，600円 計： 725，704，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 620円 � 290円 枠 連（3－5） 2，230円

馬 連 �� 4，180円 馬 単 �� 6，370円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 550円 �� 3，310円

3 連 複 ��� 11，780円 3 連 単 ��� 53，340円

票 数

単勝票数 計 390994 的中 � 128208（1番人気）
複勝票数 計 656555 的中 � 169866（1番人気）� 20833（9番人気）� 53920（5番人気）
枠連票数 計 273017 的中 （3－5） 9060（12番人気）
馬連票数 計1062596 的中 �� 18805（16番人気）
馬単票数 計 605231 的中 �� 7016（25番人気）
ワイド票数 計 436782 的中 �� 7864（17番人気）�� 21203（4番人気）�� 3082（37番人気）
3連複票数 計1378854 的中 ��� 8640（44番人気）
3連単票数 計2453016 的中 ��� 3394（183番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―10．8―11．4―11．2―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―33．9―45．3―56．5―1：08．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エールブリーズ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Caerleon デビュー 2012．11．4 京都2着

2010．1．31生 牡3青鹿 母 アイリッシュカーリ 母母 Enthraller 13戦3勝 賞金 54，481，000円
〔発走状況〕 ネオウィズダム号は，枠内駐立不良〔突進〕。
※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。

2705810月14日 晴 良 （25東京4）第5日 第10競走 ��
��2，100�

あ か ふ じ

赤富士ステークス
発走15時10分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下，24．10．13以降25．10．6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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

712 ドコフクカゼ 牡3黒鹿54 戸崎 圭太國分 純氏 友道 康夫 日高 ファニーフレンズファーム 500＋ 22：11．7 4．9�
814 フ ァ イ ヤ ー 牡5青鹿54 横山 典弘深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 510－ 2 〃 アタマ 29．9�
34 ソ ロ ル 牡3黒鹿54 I．メンディザバル �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム 470－162：11．8� 6．9�

（仏）

813 ギャザーロージズ �6芦 55 吉田 豊吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 488＋ 62：12．22	 5．9�
45 ユーロビート �4鹿 58 川田 将雅吉田 和美氏 高柳 瑞樹 洞爺湖 メジロ牧場 536＋16 〃 ハナ 6．2�
57 タ ナ ト ス 牡5黒鹿55 柴田 善臣榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 454＋ 42：12．41	 10．0	
58 ドラゴンフォルテ 牡4鹿 57．5 内田 博幸窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 476－ 22：13．03	 12．0

46 ス ノ ー ド ン 牡4黒鹿54 大野 拓弥 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476± 0 〃 ハナ 43．4�
610 キタサンシンガー 牡4芦 54 吉田 隼人�大野商事 梅田 智之 新ひだか 木田牧場 504＋ 22：13．31� 34．1�
69 スギノブレイド �7栗 54 武士沢友治杉山 美惠氏 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 512＋ 42：13．61� 114．9
22 ドレミファドン 牡5黒鹿57 江田 照男千葉 正人氏 中川 公成 日高 ナカノファーム 502－ 82：13．7	 6．2�
33 ニシノヴァンクール 牡6青鹿53 北村 宏司西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 西山牧場 512＋ 4 〃 クビ 60．6�
711 ホノカアボーイ 牡5黒鹿54 田中 博康 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 460－ 42：13．91
 100．3�
11 アントニオピサ 牡4鹿 57 武 豊市川 義美氏 角田 晃一 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋ 22：15．510 8．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 45，374，900円 複勝： 79，579，600円 枠連： 29，493，400円
馬連： 152，354，400円 馬単： 79，065，400円 ワイド： 55，369，100円
3連複： 185，122，300円 3連単： 333，225，800円 計： 959，584，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 200円 � 660円 � 270円 枠 連（7－8） 1，070円

馬 連 �� 8，610円 馬 単 �� 12，620円

ワ イ ド �� 2，140円 �� 770円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 17，160円 3 連 単 ��� 85，010円

票 数

単勝票数 計 453749 的中 � 73658（1番人気）
複勝票数 計 795796 的中 � 127203（1番人気）� 26298（9番人気）� 77847（5番人気）
枠連票数 計 294934 的中 （7－8） 20416（1番人気）
馬連票数 計1523544 的中 �� 13065（29番人気）
馬単票数 計 790654 的中 �� 4625（53番人気）
ワイド票数 計 553691 的中 �� 6242（29番人気）�� 18487（5番人気）�� 5953（30番人気）
3連複票数 計1851223 的中 ��� 7966（57番人気）
3連単票数 計3332258 的中 ��� 2893（314番人気）

ハロンタイム 7．1―11．2―12．4―13．4―13．3―12．9―12．8―12．3―12．0―11．9―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．3―30．7―44．1―57．4―1：10．3―1：23．1―1：35．4―1：47．4―1：59．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドコフクカゼ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．8．11 札幌2着

2010．4．19生 牡3黒鹿 母 デピュティプリミエ 母母 カートゥーン 10戦4勝 賞金 54，953，000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。

１レース目 ３レース目



2705910月14日 晴 良 （25東京4）第5日 第11競走 ��
��1，800�第61回府中牝馬ステークス（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・左）
牝，3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳52�4歳以上
54�，24．10．13以降GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走1着馬1�増，24．10．12以前のGⅠ
競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

府中市長賞（1着）
賞 品

本 賞 51，000，000円 20，000，000円 13，000，000円 6，400，000
6，400，000

円
円

付 加 賞 952，000円 272，000円 136，000円 � コースレコード
中央レコード

1：44．2
1：44．1

良
良

711 ホエールキャプチャ 牝5芦 55 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 472＋ 21：48．8 6．8�
813 ドナウブルー 牝5鹿 54 I．メンディザバル �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 432－ 61：48．9� 8．1�

（仏）

33 スイートサルサ 牝3栗 52 田中 勝春シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 464± 0 〃 アタマ 13．7�
56 マイネイサベル 牝5鹿 55 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 高橋 修 482＋ 41：49．0� 5．1�
57 コスモネモシン 牝6青鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 富田 恭司 470＋ 4 〃 同着 38．2	
68 ゴールデンナンバー 牝4栗 54 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 康弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506＋ 8 〃 ハナ 11．7

22 マルセリーナ 牝5鹿 55 川田 将雅 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム 444－201：49．1	 15．1�
44 アロマティコ 牝4栗 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 468＋ 4 〃 同着 3．6�
45 ハナズゴール 牝4栗 54 武 豊M．タバート氏 加藤 和宏 浦河 不二牧場 426＋ 6 〃 クビ 5．3
11 ミッドサマーフェア 牝4青鹿54 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468＋ 6 〃 ハナ 67．2�
812 パワースポット 牝5鹿 54 石橋 脩�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 468－ 21：49．42 81．7�
69 スピードリッパー 牝5栗 54 三浦 皇成吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B470＋ 6 〃 ハナ 93．2�
710 レインボーダリア 牝6栗 56 柴田 善臣田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 464± 0 〃 ハナ 31．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 183，144，600円 複勝： 278，621，500円 枠連： 105，695，000円 馬連： 624，965，400円 馬単： 322，100，600円
ワイド： 217，565，200円 3連複： 858，599，700円 3連単： 1，750，163，200円 5重勝： 645，185，300円 計： 4，986，040，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 250円 � 290円 � 400円 枠 連（7－8） 1，730円

馬 連 �� 2，320円 馬 単 �� 4，220円

ワ イ ド �� 910円 �� 1，690円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 11，880円 3 連 単 ��� 54，030円

5 重 勝
対象競走：東京9R／京都10R／東京10R／京都11R／東京11R

キャリーオーバー なし����� 289，460円

票 数

単勝票数 計1831446 的中 � 213273（4番人気）
複勝票数 計2786215 的中 � 315037（3番人気）� 262064（5番人気）� 168211（7番人気）
枠連票数 計1056950 的中 （7－8） 45156（8番人気）
馬連票数 計6249654 的中 �� 199443（10番人気）
馬単票数 計3221006 的中 �� 56458（18番人気）
ワイド票数 計2175652 的中 �� 60437（11番人気）�� 31269（24番人気）�� 32622（23番人気）
3連複票数 計8585997 的中 ��� 53345（46番人気）
3連単票数 計17501632 的中 ��� 23909（194番人気）
5重勝票数 計6451853 的中 ����� 1645

ハロンタイム 13．1―12．0―12．8―13．1―12．8―12．2―10．8―10．7―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．1―37．9―51．0―1：03．8―1：16．0―1：26．8―1：37．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．0―3F32．8

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

勝馬の
紹 介

ホエールキャプチャ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．7．3 函館2着

2008．2．24生 牝5芦 母 グローバルピース 母母 エミネントガール 20戦6勝 賞金 443，961，000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。

2706010月14日 晴 良 （25東京4）第5日 第12競走 ��
��1，300�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
1：16．4
1：16．4

重
重

611� タ ー ル タ ン 牡5芦 57 福永 祐一グリーンフィールズ� 吉村 圭司 米 George Waggoner
Stables Inc. 490＋101：18．8 5．5�

816� フロリダブルー 牡3鹿 55 内田 博幸 �クイーンズ・ランチ 松山 康久 米 Darley & Craig
D. Upham 462－ 2 〃 クビ 2．6�

713 コーリンギデオン 牡4鹿 57 横山 典弘伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 454－ 21：18．9クビ 10．8�
59 ビナスイート 牝4栗 55 川田 将雅井之口二三雄氏 作田 誠二 浦河 伏木田牧場 474－12 〃 クビ 14．8�
23 エムエムアリオーン 牡3芦 55 吉田 豊久保 佳和氏 古賀 史生 浦河 山口 義彦 536＋ 8 〃 ハナ 8．7�
47 キクノストーム 牡4鹿 57 吉田 隼人菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 高村牧場 494＋121：19．0クビ 10．4	
36 イーグルカザン 牡5鹿 57 柴田 大知山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 504＋ 41：19．21 36．6

612 クラッチヒット 牡8栗 57 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム 494＋ 4 〃 クビ 85．2�
815 ブロックコード 牡5青鹿57 田中 勝春�ターフ・スポート宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 486± 01：19．3	 28．6
24 
 レッドガルシア 牡4栗 57

54 ▲長岡 禎仁 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 B510＋ 21：19．51� 133．2�
714 ザストロンシチー 牡5鹿 57 戸崎 圭太 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 富川田中牧場 482－ 2 〃 アタマ 5．0�
35 レッツゴーマークン 牡5栗 57 江田 照男�Basic 田島 俊明 日高 ナカノファーム 428－ 61：19．6クビ 68．2�
12 �
 クールヴェント 牡5鹿 57

55 △横山 和生櫻井 盛夫氏 久保田貴士 米 Grade1
Bloodstock Inc. 518－ 61：19．7	 40．9�

510
 コーリンハッピー 牝5芦 55 宮崎 北斗伊藤 恵子氏 柴田 政人 日高 今井牧場 478± 0 〃 クビ 298．8�
48 � セイウンリファイン 牡7鹿 57 村田 一誠西山 茂行氏 萱野 浩二 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones B482－ 41：20．12	 291．8�
（15頭）

11 ダイワモービル 牡5黒鹿57 北村 宏司大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 77，389，700円 複勝： 100，373，900円 枠連： 46，982，600円
馬連： 180，886，000円 馬単： 107，600，500円 ワイド： 71，737，200円
3連複： 219，390，100円 3連単： 462，772，900円 計： 1，267，132，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 190円 � 140円 � 220円 枠 連（6－8） 690円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 410円 �� 790円 �� 520円

3 連 複 ��� 2，580円 3 連 単 ��� 13，390円

票 数

単勝票数 計 773897 的中 � 111702（3番人気）
複勝票数 計1003739 的中 � 137838（3番人気）� 227542（1番人気）� 102350（4番人気）
枠連票数 計 469826 的中 （6－8） 50824（2番人気）
馬連票数 計1808860 的中 �� 156602（2番人気）
馬単票数 計1076005 的中 �� 36420（6番人気）
ワイド票数 計 717372 的中 �� 45309（2番人気）�� 21200（10番人気）�� 34355（4番人気）
3連複票数 計2193901 的中 ��� 62912（4番人気）
3連単票数 計4627729 的中 ��� 25509（22番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�タ ー ル タ ン �
�
父 Tapit �

�
母父 Glitterman デビュー 2011．3．6 阪神5着

2008．3．12生 牡5芦 母 Indian Town 母母 All I Axe For 14戦2勝 賞金 29，090，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔出走取消〕 ダイワモービル号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。

５レース目



（25東京4）第5日 10月14日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 162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

273，200，000円
9，880，000円
2，250，000円
25，140，000円
61，079，000円
4，407，000円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
568，530，500円
900，685，400円
339，157，500円
1，513，958，500円
890，740，900円
603，835，700円
1，972，082，000円
3，929，516，000円
645，185，300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
5 重 勝
計 11，363，691，800円

総入場人員 34，434名 （有料入場人員 31，949名）
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