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単勝
人気

2707310月20日 雨 稍重 （25東京4）第7日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走9時55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

69 ル ナ レ デ ィ 牝2黒鹿54 石橋 脩村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 中田 英樹 478－ 81：37．5 35．9�
813 ヒロシデラックス 牡2栗 55 内田 博幸 Him Rock Racing 上原 博之 厚真 大川牧場 474± 01：38．03 4．2�
58 アブソリュカフェ 牡2黒鹿55 四位 洋文西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 484± 0 〃 ハナ 3．0�
22 ケルシャンス 牝2鹿 54 吉田 豊 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 416＋ 2 〃 クビ 6．4�
11 マイネルゲール 牡2黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 むかわ ヤマイチ牧場 502－ 21：38．21� 8．7	
814 マイネルジパング 牡2栗 55 大野 拓弥 �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 476＋ 21：38．3� 13．7

57 ペ ア ン 牡2黒鹿55 江田 照男上野 直樹氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム 512＋121：38．51� 8．4�
610 ラブウィスパー 牝2青鹿54 左海 誠二増田 陽一氏 和田 雄二 むかわ 市川牧場 460－ 21：38．6� 8．8�

（船橋）

33 トーセンパピー 牝2黒鹿54 田辺 裕信島川 哉氏 松山 康久 新冠 秋田牧場 450± 0 〃 クビ 33．2�
711 ス ト ン プ 牡2栗 55 大庭 和弥グリーンスウォード高市 圭二 浦河 高野牧場 442＋ 21：38．92 101．0�
34 マハーシュリー 牝2黒鹿54 松岡 正海高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 土田 扶美子 436± 01：39．53� 118．9�
712 ラ ブ ク ロ ス 牝2青鹿54 宮崎 北斗オールラブクラブ 南田美知雄 浦河 北俣ファーム 442－ 81：39．71� 119．8�
45 セクシイガール 牝2鹿 54 勝浦 正樹平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 464＋ 41：39．8クビ 55．7�
46 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 396＋ 41：40．01� 235．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 13，770，000円 複勝： 27，771，300円 枠連： 10，988，500円
馬連： 41，550，300円 馬単： 26，033，600円 ワイド： 16，970，000円
3連複： 53，191，100円 3連単： 83，242，400円 計： 273，517，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，590円 複 勝 � 740円 � 170円 � 150円 枠 連（6－8） 1，500円

馬 連 �� 9，570円 馬 単 �� 24，760円

ワ イ ド �� 2，460円 �� 1，190円 �� 400円

3 連 複 ��� 7，000円 3 連 単 ��� 79，580円

票 数

単勝票数 計 137700 的中 � 3024（9番人気）
複勝票数 計 277713 的中 � 6695（9番人気）� 48308（2番人気）� 61338（1番人気）
枠連票数 計 109885 的中 （6－8） 5412（8番人気）
馬連票数 計 415503 的中 �� 3207（26番人気）
馬単票数 計 260336 的中 �� 776（60番人気）
ワイド票数 計 169700 的中 �� 1580（29番人気）�� 3375（20番人気）�� 11776（1番人気）
3連複票数 計 531911 的中 ��� 5609（30番人気）
3連単票数 計 832424 的中 ��� 772（263番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．6―12．6―13．7―12．4―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．2―34．8―47．4―1：01．1―1：13．5―1：25．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F36．4
3 5，8－12，7（10，14）－9（4，3）（6，13）2，11，1 4 5，8（7，12）（10，14）（4，9）（3，13）（6，2，1）11

勝馬の
紹 介

ル ナ レ デ ィ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．8．25 函館3着

2011．3．21生 牝2黒鹿 母 レディソーサリス 母母 マジックショール 3戦1勝 賞金 6，800，000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。

2707410月20日 雨 稍重 （25東京4）第7日 第2競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走10時25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

11 デルカイザー 牡2黒鹿55 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 468－ 22：05．5 1．7�
33 スパーブデイ 牡2鹿 55 勝浦 正樹藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 502＋ 22：05．81� 7．8�
66 マイネルヴェルト 牡2芦 55 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 42：06．12 6．3�
78 トゥインクル 牡2栗 55 左海 誠二畑佐 博氏 高柳 瑞樹 日高 いとう牧場 462＋ 82：06．2� 24．3�

（船橋）

44 ミヤビアンバー 牡2鹿 55 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 浦河 金石牧場 488－162：06．62� 38．3�
810 マイネルクロノス 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 新ひだか タイヘイ牧場 462－ 42：06．81� 9．0	
22 サンドミエシュ 牝2黒鹿54 田辺 裕信 
キャロットファーム 武藤 善則 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 416－ 42：06．9� 31．0�
89 ホープフルハート 牝2鹿 54 後藤 浩輝下河辺隆行氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 474－102：07．53� 18．4�
77 ゴールドクラウス 牡2鹿 55 江田 照男磯波 勇氏 高木 登 新ひだか 城地 和義 456± 02：07．71� 18．4
55 サムデイオーラム 牡2青鹿55 大野 拓弥�ジェイアール 岩戸 孝樹 新ひだか 曾我 博 468＋102：07．8� 17．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 21，210，100円 複勝： 50，803，700円 枠連： 10，039，600円
馬連： 40，390，700円 馬単： 30，689，200円 ワイド： 19，145，700円
3連複： 47，191，100円 3連単： 100，053，000円 計： 319，523，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 160円 � 160円 枠 連（1－3） 610円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 260円 �� 240円 �� 510円

3 連 複 ��� 960円 3 連 単 ��� 2，770円

票 数

単勝票数 計 212101 的中 � 100734（1番人気）
複勝票数 計 508037 的中 � 299904（1番人気）� 43682（3番人気）� 46799（2番人気）
枠連票数 計 100396 的中 （1－3） 12308（3番人気）
馬連票数 計 403907 的中 �� 47346（2番人気）
馬単票数 計 306892 的中 �� 27583（2番人気）
ワイド票数 計 191457 的中 �� 18918（2番人気）�� 21922（1番人気）�� 8197（6番人気）
3連複票数 計 471911 的中 ��� 36310（1番人気）
3連単票数 計1000530 的中 ��� 26736（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．2―37．7―50．3―1：03．2―1：16．1―1：29．1―1：41．0―1：53．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．4―3F36．4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

デルカイザー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．6．16 東京3着

2011．2．7生 牡2黒鹿 母 シ ェ リ ー ル 母母 ジェドゥーザムール 3戦1勝 賞金 6，800，000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20日 雨 重 （25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

815 ブルーボサノヴァ 牝2栗 54 柴田 大知 �ブルーマネジメント和田 雄二 新冠 川上牧場 478 ―1：26．7 43．6�
36 コグノセンティ 牝2鹿 54 田辺 裕信 �社台レースホース田島 俊明 安平 追分ファーム 478 ―1：27．01� 4．3�
12 キョウエイボヌール 牝2栗 54 津村 明秀田中 晴夫氏 武市 康男 浦河 山春牧場 456 ― 〃 ハナ 32．4�
11 ニシノゲンキマル 牡2栗 55 柴田 善臣西山 茂行氏 尾形 充弘 浦河 高昭牧場 498 ― 〃 クビ 9．8�
35 フルオブプロミス 牝2鹿 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 466 ―1：27．1� 17．1	
611 フォーウイラー 牡2鹿 55 松岡 正海阿部 雅英氏 手塚 貴久 浦河 中村 雅明 500 ― 〃 ハナ 7．6

24 ヤマトブライアン 牡2鹿 55 吉田 豊醍醐 徹氏 田村 康仁 日高 細川牧場 478 ―1：27．2クビ 26．5�
714 ユキノビリーブ 牝2黒鹿54 石神 深一井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 456 ―1：27．3� 15．3�
23 キネオストレッタ 牡2栗 55 石橋 脩吉田 千津氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム 458 ―1：27．83 12．9
510 ワイルドジーク 牡2栗 55 内田 博幸 Him Rock Racing 古賀 慎明 新冠 ハクツ牧場 450 ―1：28．33 2．9�
47 オールマイラブ 牡2栃栗55 江田 照男湯澤 寛氏 大江原 哲 岩手 湯澤 寛 478 ―1：28．62 116．1�
612 ケージーフクムスメ 牝2鹿 54 武士沢友治川井 五郎氏 菊沢 隆徳 新ひだか 松本牧場 510 ―1：29．13 46．0�
816 チリペッパー 牝2鹿 54 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456 ―1：29．52� 27．0�
713 トウカイシンボル 牡2栗 55 左海 誠二内村 正則氏 成島 英春 青森 大橋牧場 448 ―1：29．82 158．8�

（船橋）

59 カシノリーベ 牝2鹿 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 藤本ファーム 516 ―1：30．01� 37．5�
48 セイユウパワー 牡2青鹿55 後藤 浩輝松岡 正二氏 鈴木 伸尋 新冠 長浜牧場 466 ―1：31．49 20．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，665，000円 複勝： 27，017，800円 枠連： 14，809，000円
馬連： 42，946，100円 馬単： 27，464，100円 ワイド： 19，625，400円
3連複： 53，206，400円 3連単： 79，818，400円 計： 282，552，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，360円 複 勝 � 1，380円 � 190円 � 890円 枠 連（3－8） 2，310円

馬 連 �� 12，780円 馬 単 �� 38，100円

ワ イ ド �� 4，520円 �� 19，450円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 109，080円 3 連 単 ��� 745，650円

票 数

単勝票数 計 176650 的中 � 3194（13番人気）
複勝票数 計 270178 的中 � 4338（14番人気）� 48435（2番人気）� 6976（11番人気）
枠連票数 計 148090 的中 （3－8） 4749（9番人気）
馬連票数 計 429461 的中 �� 2481（44番人気）
馬単票数 計 274641 的中 �� 532（101番人気）
ワイド票数 計 196254 的中 �� 1064（53番人気）�� 244（103番人気）�� 2798（21番人気）
3連複票数 計 532064 的中 ��� 360（233番人気）
3連単票数 計 798184 的中 ��� 79（1464番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．0―35．9―48．7―1：01．6―1：13．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．8―3F38．0
3 ・（8，9）（5，14）6（1，3，12）（4，11）（10，15）＝（7，16）2＝13 4 ・（8，9）（5，14）（1，6）（4，3，12）（10，15，11）－7－2－（13，16）

勝馬の
紹 介

ブルーボサノヴァ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ティンバーカントリー 初出走

2011．5．14生 牝2栗 母 トーヨーサンバ 母母 サンダードーム 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ワイルドジーク号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ブルーボサノヴァ号の騎手柴田大知は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2番）
〔調教再審査〕 ワイルドジーク号は，発走調教再審査。
※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20日 雨
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （25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25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

46 ショウナンカミング 牡5栗 60 五十嵐雄祐国本 哲秀氏 田中 剛 浦河 金石牧場 478＋ 63：31．8 6．8�
57 ツィンクルブーケ 牝5芦 58 難波 剛健吉田 勝己氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 464－ 23：31．9� 4．0�
22 メイショウゾウセン 牡5黒鹿60 熊沢 重文松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 472－ 63：32．32� 2．3�
814 ワンダフルフェロー 牡4黒鹿60 鈴木 慶太岩﨑 僖澄氏 松永 康利 新冠 清水 克則 452＋ 23：33．57 100．9�
69 プリズンブレーク 牡3青 58 高野 和馬細谷 典幸氏 中川 公成 新冠 中本 隆志 438＋ 63：33．92� 125．0�
712 ノッティングボーイ 牡5鹿 60 草野 太郎齊藤 直信氏 伊藤 伸一 浦河 冨岡 博一 510－ 23：34．11� 18．0�
610� オ マ モ リ 牡4黒鹿60 山本 康志小田切有一氏 本間 忍 浦河 吉田 又治 462＋123：38．2大差 40．3	
33 ニシノスタイル 牡4鹿 60 江田 勇亮西山 茂行氏 根本 康広 新冠 川上牧場 500± 03：38．3� 105．6

813 ポ ロ ロ ッ カ 牝3青鹿56 小野寺祐太�ミルファーム 畠山 重則 新冠 ラツキー牧場 454＋123：39．89 234．7�
34 ラッキーバニラ 牡6青鹿60 浜野谷憲尚吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 510＋103：39．9� 8．7
11 ツクバヤマノオー �4青 60 上野 翔荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 526＋ 83：40．1� 12．9�
45 ブラックユニバンス �3黒鹿 58

56 ▲山崎 亮誠亀井 哲也氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム 444－ 43：47．9大差 203．8�
58 デラウメイア 牡3栗 58 石神 深一野崎 宗信氏 菅原 泰夫 新冠 須崎牧場 466＋10 （競走中止） 28．0�
711� セイカミカワ 牝6黒鹿58 大江原 圭久米 大氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 514± 0 （競走中止） 13．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，523，400円 複勝： 24，159，300円 枠連： 12，596，600円
馬連： 36，479，300円 馬単： 26，796，100円 ワイド： 16，265，800円
3連複： 51，538，200円 3連単： 88，276，400円 計： 272，635，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 210円 � 140円 � 120円 枠 連（4－5） 1，590円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 3，730円

ワ イ ド �� 540円 �� 480円 �� 220円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 10，240円

票 数

単勝票数 計 165234 的中 � 19245（3番人気）
複勝票数 計 241593 的中 � 20739（4番人気）� 47182（2番人気）� 76373（1番人気）
枠連票数 計 125966 的中 （4－5） 5868（7番人気）
馬連票数 計 364793 的中 �� 14681（8番人気）
馬単票数 計 267961 的中 �� 5316（16番人気）
ワイド票数 計 162658 的中 �� 6710（8番人気）�� 7766（4番人気）�� 21515（1番人気）
3連複票数 計 515382 的中 ��� 29172（2番人気）
3連単票数 計 882764 的中 ��� 6363（20番人気）
上り 1マイル 1：52．7 4F 54．3－3F 40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ショウナンカミング �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2010．7．18 新潟3着

2008．4．11生 牡5栗 母 マルターズブリーズ 母母 ソ ヨ カ ゼ 障害：1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ニシノスタイル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔競走中止〕 セイカミカワ号は，1周目7号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

デラウメイア号は，4号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ニシノスタイル号は，平成25年10月21日から平成25年11月19日まで出走停止。停止期間の満了

後に開催競馬場で発走調教再審査。
※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 カノヤミノリ号



2707710月20日 雨 重 （25東京4）第7日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時15分 （芝・左）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．2
1：20．3

良
良

48 ル ミ ニ ズ ム 牡2黒鹿55 後藤 浩輝 �社台レースホース大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 502 ―1：27．3 3．2�

713� サンキュージョン 牡2鹿 55 田辺 裕信窪田 芳郎氏 久保田貴士 加 R. F. Crean 478 ―1：27．83 3．7�
36 クリノミユキチャン 牝2鹿 54 大庭 和弥栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 今井 秀樹 444 ―1：27．9� 48．6�
510 フジシンゲン 牡2鹿 55 四位 洋文藤田 達男氏 小島 太 新冠 佐藤 信広 448 ― 〃 ハナ 6．5�
612 ミスマリキータ 牝2芦 54 内田 博幸小林 祥晃氏 武藤 善則 新ひだか 谷岡牧場 408 ―1：28．0クビ 14．9�
818 グランドエンジェル 牝2鹿 54 柴田 善臣�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 440 ―1：28．32 12．3	
12 ディアルレイル 牝2栗 54 江田 照男ディアレスト 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 410 ―1：28．4� 103．9

817 ラズライトブルー 牝2鹿 54 津村 明秀 �ブルーマネジメント田島 俊明 新冠 川上 悦夫 454 ― 〃 クビ 29．9�
24 ディアブラックブル 牝2青鹿54 吉田 豊ディアレスト 水野 貴広 浦河 村下 清志 B444 ―1：28．61	 54．9
59 ノーステラス 牝2黒鹿54 三浦 皇成 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム 454 ―1：28．81	 8．7�
47 センノイギダー 牡2栗 55 宮崎 北斗浅野 正敏氏 浅野洋一郎 新ひだか 静内酒井牧場 468 ―1：28．9クビ 149．2�
714 ココアチャン 牝2鹿 54 石橋 脩ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 440 ― 〃 クビ 40．5�
11 エムオーパール 牝2黒鹿54 勝浦 正樹大浅 貢氏 清水 英克 むかわ 貞広 賢治 418 ―1：29．0� 14．1�
715 ナムラグレイス 牝2鹿 54 松岡 正海奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 390 ―1：29．21� 78．3�
611 カシノグレイス 牡2鹿 55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 筒井 征文 508 ― 〃 ハナ 90．9�
23 キュウコウノウ 牡2鹿 55 石神 深一江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 444 ―1：29．51
 105．1�
35 キープイットリアル 牝2栗 54 左海 誠二ディアレスト 高木 登 浦河 有限会社

松田牧場 456 ―1：29．6� 34．4�
（船橋）

816 カンタベリーシマイ 牝2黒鹿 54
51 ▲山崎 亮誠峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 374 ―1：36．3大差 196．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 19，533，700円 複勝： 29，571，100円 枠連： 18，368，300円
馬連： 47，155，400円 馬単： 31，088，300円 ワイド： 21，830，200円
3連複： 59，647，400円 3連単： 94，804，200円 計： 321，998，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 160円 � 780円 枠 連（4－7） 590円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，960円 �� 2，420円

3 連 複 ��� 8，330円 3 連 単 ��� 29，900円

票 数

単勝票数 計 195337 的中 � 49582（1番人気）
複勝票数 計 295711 的中 � 69506（1番人気）� 53656（2番人気）� 6512（11番人気）
枠連票数 計 183683 的中 （4－7） 23221（1番人気）
馬連票数 計 471554 的中 �� 48560（1番人気）
馬単票数 計 310883 的中 �� 16738（1番人気）
ワイド票数 計 218302 的中 �� 18108（1番人気）�� 2559（23番人気）�� 2052（27番人気）
3連複票数 計 596474 的中 ��� 5290（23番人気）
3連単票数 計 948042 的中 ��� 2340（76番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．0―25．1―38．1―51．4―1：03．3―1：15．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F35．9
3 ・（6，10）12（4，5）8（9，2，13）（3，11，17）（7，18）－15（14，1）＝16 4 ・（6，10）（5，12）8（4，9）2，13（3，11，17）18（14，7）15，1＝16

勝馬の
紹 介

ル ミ ニ ズ ム �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ジェイドロバリー 初出走

2011．2．3生 牡2黒鹿 母 ル ミ ネ ン ス 母母 チ ャ ン ジ イ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カンタベリーシマイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年11月20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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マイネルシャルフ号
※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。

2707810月20日 雨 不良 （25東京4）第7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

23 マリントウショウ 牝4青鹿55 四位 洋文トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 484＋181：18．6 22．6�
12 サーストンデンバー 牡4鹿 57 柴田 善臣齊藤 宣勝氏 天間 昭一 新ひだか 仲野牧場 B520＋ 21：18．91� 7．4�
815 ダークシーカー 牡4栗 57 松岡 正海松本 俊廣氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 526＋ 2 〃 クビ 3．9�
11 タイキグラミー 牝3鹿 53 石橋 脩�大樹ファーム 尾形 充弘 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 466± 01：19．0� 6．0�
24 ミストフェリーズ 牡3栗 55 大野 拓弥 �キャロットファーム 斎藤 誠 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458± 0 〃 ハナ 44．9	
59 � サザランディー 牝3黒鹿53 武士沢友治�村田牧場 鈴木 伸尋 新冠 村田牧場 470＋ 81：19．42� 199．4

612 レディーピンク 牝3鹿 53 後藤 浩輝小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 438＋ 41：19．71� 7．7�
47 クラウンフィデリオ 牡5栗 57 左海 誠二�クラウン 天間 昭一 浦河 中島牧場 476－14 〃 ハナ 141．3�

（船橋）

611 メテオーラビアンカ 牡3鹿 55 田辺 裕信 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 510＋101：19．8� 26．0
714 マサノボラーレビア 牡4鹿 57 熊沢 重文中村 時子氏 高野 友和 日高 道見牧場 516± 01：19．9� 9．1�
36 キョウエイショウリ 牡5黒鹿57 江田 照男田中 晴夫氏 中川 公成 浦河 山口 義彦 B476＋ 41：20．0クビ 51．7�
48 ドリームジェダイ 牡4栗 57 内田 博幸セゾンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 片岡 博 480－ 4 〃 クビ 3．5�
816 アドバンスコンドル 牡4鹿 57 津村 明秀西川 隆士氏 松山 将樹 新ひだか 今 牧場 502＋ 4 〃 アタマ 83．4�
510� ニロティカス 牡4黒鹿57 勝浦 正樹畑佐 博氏 蛯名 利弘 浦河 高松牧場 458＋ 2 〃 ハナ 158．9�
35 � トキノポイント 牡4栗 57 柴田 大知田中 準市氏 矢野 照正 新ひだか 矢野牧場 466－ 21：20．42� 88．0�
713 バ ヤ ル 牝3鹿 53

50 ▲山崎 亮誠杉澤 光雄氏 小野 次郎 日高 坂 牧場 424－ 41：22．010 110．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，164，900円 複勝： 37，524，000円 枠連： 17，288，200円
馬連： 55，461，900円 馬単： 34，683，800円 ワイド： 25，446，900円
3連複： 72，046，100円 3連単： 111，739，300円 計： 374，355，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，260円 複 勝 � 640円 � 240円 � 170円 枠 連（1－2） 2，290円

馬 連 �� 7，490円 馬 単 �� 19，400円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 2，290円 �� 510円

3 連 複 ��� 11，510円 3 連 単 ��� 124，950円

票 数

単勝票数 計 201649 的中 � 7052（7番人気）
複勝票数 計 375240 的中 � 12024（8番人気）� 42764（4番人気）� 70929（2番人気）
枠連票数 計 172882 的中 （1－2） 5578（11番人気）
馬連票数 計 554619 的中 �� 5468（21番人気）
馬単票数 計 346838 的中 �� 1320（55番人気）
ワイド票数 計 254469 的中 �� 3299（19番人気）�� 2620（24番人気）�� 13365（2番人気）
3連複票数 計 720461 的中 ��� 4622（33番人気）
3連単票数 計1117393 的中 ��� 660（330番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．0―29．0―41．3―53．7―1：05．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マリントウショウ �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 ジェニュイン デビュー 2012．3．31 阪神9着

2009．2．15生 牝4青鹿 母 シータトウショウ 母母 ジェーントウショウ 12戦2勝 賞金 19，590，000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 ゴールドマズル号
※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。



2707910月20日 雨 不良 （25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15分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

33 ダンディーレイ 牡3栗 55 内田 博幸 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 藤原牧場 476＋ 21：36．2 3．4�
814 クラウドチェンバー �4鹿 57 大野 拓弥 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 454－101：36．73 21．6�
45 ゴールドゼウス 牡4黒鹿57 石橋 脩スター・ホースメンズクラブ 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 494± 01：36．91� 11．6�
69 サトノプレシャス 牡3栗 55 後藤 浩輝里見 治氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 478－ 61：37．0� 3．5�
58 オリオンザジャパン 牡3芦 55 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 武 牧場 476＋ 21：37．1	 5．1�
610 ツクババンドーオー 牡4鹿 57 武士沢友治荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 488－ 41：37．31� 11．9	
34 ダブルウォー 牡3鹿 55 吉田 豊 �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 498＋ 2 〃 クビ 23．8

712 ホッコーマグマ 牡3鹿 55 三浦 皇成矢部 幸一氏 西浦 勝一 むかわ 上水牧場 B492－ 41：37．4クビ 18．0�
11 カ ケ ダ シ 牡3鹿 55 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 498＋ 41：37．5	 8．6�
46 ウエスタンサムソン 牡3鹿 55 四位 洋文西川 賢氏 小島 太 新ひだか ウエスタンファーム 472＋ 61：38．13� 61．8
711 ワイピオバレー 牡3黒鹿55 津村 明秀金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 458± 01：38．2クビ 51．9�
813 ゴールドマズル 牡3鹿 55 上野 翔河村 祥史氏 嶋田 潤 登別 ユートピア牧場 468± 01：38．41� 414．7�
57 アードバーク 牡4鹿 57 鈴木 慶太石川 幸司氏 南田美知雄 浦河 三栄牧場 468－ 21：39．14 255．5�
22 スマイルオブライフ 牝4鹿 55 柴田 大知�ターフ・スポート粕谷 昌央 新ひだか 平野牧場 504＋101：39．3	 122．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 27，781，900円 複勝： 44，335，000円 枠連： 18，706，800円
馬連： 70，150，800円 馬単： 42，523，400円 ワイド： 30，224，500円
3連複： 83，383，100円 3連単： 137，525，300円 計： 454，630，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 580円 � 280円 枠 連（3－8） 2，680円

馬 連 �� 4，320円 馬 単 �� 6，350円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 560円 �� 2，750円

3 連 複 ��� 12，370円 3 連 単 ��� 65，570円

票 数

単勝票数 計 277819 的中 � 65594（1番人気）
複勝票数 計 443350 的中 � 104911（1番人気）� 15432（9番人気）� 39083（6番人気）
枠連票数 計 187068 的中 （3－8） 5158（13番人気）
馬連票数 計 701508 的中 �� 12003（19番人気）
馬単票数 計 425234 的中 �� 4948（28番人気）
ワイド票数 計 302245 的中 �� 4675（22番人気）�� 14237（4番人気）�� 2585（35番人気）
3連複票数 計 833831 的中 ��� 4976（45番人気）
3連単票数 計1375253 的中 ��� 1548（229番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．9―12．3―12．1―11．9―12．0―12．6

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンディーレイ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．9．30 中山5着

2010．3．27生 牡3栗 母 グローバルソング 母母 グロリアスバラッド 12戦2勝 賞金 24，150，000円
〔発走状況〕 オリオンザジャパン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ゴールドマズル号の調教師嶋田潤は，馬場入場時に同馬の左手綱の尾錠が外れたことについて戒告。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 オリオンザジャパン号は，平成25年10月21日から平成25年11月19日まで出走停止。停止期間の

満了後に発走調教再審査。
※ゴールドマズル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2708010月20日 雨 不良 （25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45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

59 レッドセシリア 牝3鹿 53 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 432± 01：37．6 3．6�
714 ロンギングゴールド 牡3黒鹿55 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 458－ 41：37．7� 12．8�
713 ユッカマウンテン 牝4栗 55 後藤 浩輝吉田 照哉氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 454＋ 21：38．01� 6．4�
817 ク ロ ス ボ ウ 牡3黒鹿55 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム 516－ 81：38．53 27．1�
36 ロングシャドウ 牡3青鹿55 内田 博幸飯塚 知一氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 496＋ 6 〃 ハナ 7．0	
23 ダーズンローズ 	5青 57 武士沢友治 �キャロットファーム 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 482± 0 〃 ハナ 83．5

24 
 アメリカンダイナー 	4鹿 57 津村 明秀吉澤 克己氏 相沢 郁 米

Tony Holmes, Wal-
ter Zent & Win-
Star Farm LLC

476＋ 41：38．6� 20．5�
611 ラッキーストリーク 牡3鹿 55 大野 拓弥藤井 謙氏 小西 一男 浦河 日東牧場 446－ 41：38．7クビ 229．0�
48 テイエムジョニクロ 牡5黒鹿57 江田 照男竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 惣田 英幸 480＋ 2 〃 ハナ 201．8
816 ロードシュプリーム 牡3鹿 55 田辺 裕信 �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 510＋ 6 〃 クビ 63．7�
815 シャンボールフィズ 牝4鹿 55 柴田 善臣 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 436＋101：38．9� 4．2�
35 サ ト ノ オ ー 牡5芦 57 四位 洋文里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 456－ 2 〃 クビ 9．9�
47 マイネルミラノ 牡3栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 61：39．21� 16．2�
11 � アポロドーロス 牡4鹿 57 勝浦 正樹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± 01：39．94 19．1�
612 ダイワフェーム 牡3黒鹿55 大庭 和弥大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 田上 稔 456＋ 41：40．11� 64．6�
510� ギフテッドスマイル 牡4青鹿57 宮崎 北斗森 保彦氏 和田 雄二 青森 マルシチ牧場 472＋181：40．42 213．2�
12 � ゼニガタセージ 	3栗 55 松岡 正海松田 整二氏 高柳 瑞樹 新ひだか 飯岡牧場 416－ 91：41．67 108．2�

（17頭）

売 得 金
単勝： 26，756，100円 複勝： 47，811，100円 枠連： 23，420，500円
馬連： 79，221，800円 馬単： 44，670，900円 ワイド： 34，173，600円
3連複： 96，234，400円 3連単： 153，110，100円 計： 505，398，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 180円 � 410円 � 220円 枠 連（5－7） 880円

馬 連 �� 2，280円 馬 単 �� 3，170円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 610円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 5，230円 3 連 単 ��� 21，100円

票 数

単勝票数 計 267561 的中 � 59459（1番人気）
複勝票数 計 478111 的中 � 86179（2番人気）� 25093（8番人気）� 60658（3番人気）
枠連票数 計 234205 的中 （5－7） 19740（6番人気）
馬連票数 計 792218 的中 �� 25744（9番人気）
馬単票数 計 446709 的中 �� 10429（10番人気）
ワイド票数 計 341736 的中 �� 8290（10番人気）�� 14464（4番人気）�� 5909（20番人気）
3連複票数 計 962344 的中 ��� 13592（14番人気）
3連単票数 計1531101 的中 ��� 5356（42番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．5―36．4―48．9―1：01．6―1：13．3―1：24．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F36．0
3 4，12（7，15）（10，16）1（2，9）14（6，13，17）11（8，3）5 4 4（12，15，16）（7，10，9）（2，14，17）（1，6）（13，3）（8，11，5）

勝馬の
紹 介

レッドセシリア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Selkirk デビュー 2012．10．21 東京1着

2010．2．3生 牝3鹿 母 サ セ ッ テ ィ 母母 My Potters 4戦2勝 賞金 32，936，000円
〔制裁〕 レッドセシリア号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：14番）



2708110月20日 雨 不良 （25東京4）第7日 第9競走 ��1，800�
や ま な か こ

山 中 湖 特 別
発走14時15分 （芝・左）

牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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 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

810 トーセンアルニカ 牝3鹿 53 内田 博幸島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ
スティファーム 438＋ 21：53．4 3．5�

22 ビッグスマイル 牝5黒鹿55 大野 拓弥西森 鶴氏 領家 政蔵 新冠 小泉 学 456－ 41：53．61 15．9�
79 ラスヴェンチュラス 牝4鹿 55 松岡 正海西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 424＋101：53．7� 3．2�
66 シャドウライフ 牝4黒鹿55 四位 洋文飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 452－ 41：54．55 29．5�
11 ストラスペイ 牝4鹿 55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 486± 0 〃 ハナ 13．0	
33 ヤマニンシェリル 牝3栗 53 後藤 浩輝土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 462－ 61：54．6クビ 6．4

78 ピクシーホロウ 牝3鹿 53 田辺 裕信吉田 和美氏 大竹 正博 新冠 若林牧場 476－ 21：54．81� 4．5�
811 マイファーストラヴ 牝7青鹿55 石橋 脩廣村 茂一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 452－12 〃 ハナ 44．3�
55 コスモバタフライ 牝5黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 小河 豊水 488± 01：55．11� 24．2
44 カ ル マ ー ト 牝5黒鹿55 吉田 豊 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476± 0 〃 クビ 43．2�
67 マイネソルシエール 牝5栗 55 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 478＋ 61：55．84 68．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 31，564，600円 複勝： 51，255，200円 枠連： 20，767，600円
馬連： 90，627，400円 馬単： 55，167，000円 ワイド： 35，356，700円
3連複： 104，296，000円 3連単： 212，730，500円 計： 601，765，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 270円 � 140円 枠 連（2－8） 3，200円

馬 連 �� 3，100円 馬 単 �� 4，530円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 270円 �� 730円

3 連 複 ��� 2，650円 3 連 単 ��� 19，120円

票 数

単勝票数 計 315646 的中 � 72102（2番人気）
複勝票数 計 512552 的中 � 105273（2番人気）� 36917（6番人気）� 122172（1番人気）
枠連票数 計 207676 的中 （2－8） 4794（10番人気）
馬連票数 計 906274 的中 �� 21613（12番人気）
馬単票数 計 551670 的中 �� 8998（17番人気）
ワイド票数 計 353567 的中 �� 7237（15番人気）�� 38421（1番人気）�� 11209（11番人気）
3連複票数 計1042960 的中 ��� 29133（7番人気）
3連単票数 計2127305 的中 ��� 8214（57番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．7―39．0―52．5―1：05．3―1：18．1―1：29．6―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

トーセンアルニカ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2012．11．17 東京6着

2010．1．18生 牝3鹿 母 セシルブルース 母母 セシルカット 7戦3勝 賞金 33，059，000円

2708210月20日 雨 不良 （25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，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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000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
1：44．2
1：44．1

良
良

68 ディサイファ 牡4鹿 57 吉田 豊 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 488＋ 61：51．8 2．8�

79 � レッドレイヴン 牡3青鹿55 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 米 Richard Santulli
& Bobby Flay 506＋121：52．01	 3．0�

56 クリールカイザー 牡4栗 57 内田 博幸横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 482＋ 21：52．53 6．1�
44 ア ー デ ン ト 牡4芦 57 後藤 浩輝 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 61：52．71	 10．6�
33 オメガブレイン 牡5鹿 57 三浦 皇成原 
子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 466＋ 61：52．8� 50．2	
11 フラアンジェリコ 牡5栗 57 田辺 裕信 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 506± 0 〃 アタマ 10．7

55 トーセンジャガー 牡5青 57 江田 照男島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 488－ 21：52．9� 22．6�
811 マーブルデイビー 牡7栗 57 勝浦 正樹下村 直氏 清水 久詞 三石 三石川上牧場 490－ 21：53．11	 87．8
812 ネオブラックダイヤ 牡5青鹿57 柴田 大知小林 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 B498＋ 4 〃 クビ 85．2�
67 フルアクセル 牡5栗 57 石橋 脩山田 和正氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 476－ 41：53．52� 15．8�
22 マイネルグート 牡6鹿 57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 514＋ 81：54．13� 23．7�
710 ア ラ フ ネ 牝4栗 55 大野 拓弥�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 462＋141：54．95 67．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 42，351，500円 複勝： 58，457，600円 枠連： 23，838，800円
馬連： 121，736，500円 馬単： 73，827，900円 ワイド： 44，200，000円
3連複： 139，375，800円 3連単： 292，736，200円 計： 796，524，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 140円 � 160円 枠 連（6－7） 350円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 220円 �� 280円 �� 450円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 3，080円

票 数

単勝票数 計 423515 的中 � 122593（1番人気）
複勝票数 計 584576 的中 � 158152（1番人気）� 106593（2番人気）� 82384（3番人気）
枠連票数 計 238388 的中 （6－7） 51271（1番人気）
馬連票数 計1217365 的中 �� 199291（1番人気）
馬単票数 計 738279 的中 �� 58617（2番人気）
ワイド票数 計 442000 的中 �� 56030（1番人気）�� 39050（2番人気）�� 21642（3番人気）
3連複票数 計1393758 的中 ��� 120826（1番人気）
3連単票数 計2927362 的中 ��� 70310（1番人気）

ハロンタイム 13．3―12．2―12．6―13．0―12．6―12．6―11．2―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．5―38．1―51．1―1：03．7―1：16．3―1：27．5―1：39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F35．5

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

勝馬の
紹 介

ディサイファ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dubai Millennium デビュー 2012．2．26 中山3着

2009．4．20生 牡4鹿 母 ミ ズ ナ 母母 Tribulation 17戦5勝 賞金 81，764，000円
〔騎手変更〕 ディサイファ号の騎手四位洋文は，負傷のため吉田豊に変更。

１レース目



2708310月20日 雨 不良 （25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，24．10．20以降25．10．14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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

11 ベルシャザール 牡5青鹿56 柴田 善臣 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 534－ 22：08．3 2．8�
712 メテオロロジスト 牡6栗 57 後藤 浩輝金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 508－ 42：08．51� 27．1�
35 ハートビートソング 牡6栗 57 内田 博幸 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 512－102：08．6� 3．9�
815 ナムラビクター 牡4鹿 56 石橋 脩奈村 信重氏 野村 彰彦 日高 いとう牧場 512＋102：09．34 4．5�
22 タマモクリエイト 牡8鹿 51 宮崎 北斗タマモ� 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 514＋122：09．51� 202．3	
58 ツクバコガネオー 	5栗 55 勝浦 正樹荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 526＋ 22：09．6クビ 11．5

46 キ ラ ウ エ ア 牡6黒鹿54 津村 明秀金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 468± 0 〃 クビ 59．0�
59 
 トーセンアレス 牡6鹿 55 江田 照男島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム 484＋14 〃 ハナ 81．0
814 マルカプレジオ 牡5栃栗54 柴田 大知河長産業� 今野 貞一 千歳 社台ファーム 478－162：10．02� 21．3�
47 � サトノプリンシパル 牡3鹿 53 三浦 皇成里見 治氏 矢作 芳人 米 Dr. Masa-

take Iida 534－ 22：10．21� 11．9�
23 クラシカルノヴァ 牡5黒鹿56 田辺 裕信岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 468－102：10．3クビ 30．2�
34 フ リ ソ 牡7鹿 55 松岡 正海藤田 孟司氏 小島 茂之 門別 モリナガファーム 490＋ 82：10．72� 48．8�
713� インサイドザパーク 牡3栗 52 左海 誠二山口 裕介氏 林 正人 新ひだか 藤本牧場 456± 02：11．23 80．2�

（船橋） （船橋）

611 ダノンゴールド 牡4黒鹿54 吉田 豊�ダノックス 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 542± 02：11．94 17．7�
610 マイネルオベリスク 牡6鹿 53 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 赤石 久夫 500＋142：12．0� 245．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 57，456，200円 複勝： 85，734，400円 枠連： 49，764，500円
馬連： 259，126，700円 馬単： 131，083，600円 ワイド： 80，561，700円
3連複： 309，459，800円 3連単： 587，271，400円 計： 1，560，458，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 580円 � 170円 枠 連（1－7） 2，660円

馬 連 �� 4，030円 馬 単 �� 6，080円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 270円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 4，130円 3 連 単 ��� 25，650円

票 数

単勝票数 計 574562 的中 � 167502（1番人気）
複勝票数 計 857344 的中 � 229311（1番人気）� 25060（9番人気）� 146447（2番人気）
枠連票数 計 497645 的中 （1－7） 13855（12番人気）
馬連票数 計2591267 的中 �� 47524（15番人気）
馬単票数 計1310836 的中 �� 15926（21番人気）
ワイド票数 計 805617 的中 �� 14422（13番人気）�� 87489（1番人気）�� 11960（20番人気）
3連複票数 計3094598 的中 ��� 55403（11番人気）
3連単票数 計5872714 的中 ��� 16897（71番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―12．6―12．6―12．3―12．4―12．2―12．0―11．8―11．9―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．3―30．9―43．5―55．8―1：08．2―1：20．4―1：32．4―1：44．2―1：56．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベルシャザール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．10．9 京都1着

2008．4．25生 牡5青鹿 母 マルカキャンディ 母母 ジーナロマンティカ 14戦4勝 賞金 157，600，000円
〔騎手変更〕 ダノンゴールド号の騎手四位洋文は，負傷のため吉田豊に変更。
※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20日 雨 不良 （25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 （芝・左）
1000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 9，900，000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
1：31．3
1：30．7

良
良

45 ガ チ バ ト ル 牡3栗 55 後藤 浩輝吉田喜代司氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 452＋ 41：39．0 13．7�
710 マイネイディール 牝5青鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 白井牧場 502＋ 41：39．21� 92．6�
812	 シベリアンスパーブ 牡4鹿 57 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 494＋ 2 〃 ハナ 4．5�
711	 コスモソウタ 牡4鹿 57 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 新冠 タニグチ牧場 470＋ 2 〃 ハナ 55．8�
69 ラヴェルソナタ 
5鹿 57 柴田 善臣 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 522＋ 4 〃 クビ 12．2	
44 フジマサエンペラー 牡4黒鹿57 大野 拓弥藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 500－ 61：39．3クビ 1．7

813 チェリーメドゥーサ 牝4青鹿55 田辺 裕信櫻井 悦朗氏 小西 一男 新ひだか 中田 浩美 452＋ 41：39．51 8．7�
57 インプレッシヴデイ 牡6芦 57 勝浦 正樹藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 村上 雅規 518－ 4 〃 アタマ 34．8�
11 ドラゴンライズ 牡5鹿 57 三浦 皇成窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 476－ 21：39．71� 31．0
68 シャンギロンゴ 牡6黒鹿57 武士沢友治 �キャロットファーム 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム 524－ 21：39．8� 65．0�
22 シンボリカージナル 牡7鹿 57 江田 照男シンボリ牧場 高橋 祥泰 静内 シンボリ牧場 492＋ 41：39．9クビ 257．6�
33 キョウエイアシュラ 牡6鹿 57 内田 博幸田中 晴夫氏 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 464－ 21：40．0� 53．5�
56 トーセンマルス 牡5鹿 57

54 ▲山崎 亮誠島川 �哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム 436± 01：40．21� 35．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 50，078，200円 複勝： 93，966，000円 枠連： 38，533，300円
馬連： 145，895，300円 馬単： 106，480，500円 ワイド： 54，528，500円
3連複： 181，199，600円 3連単： 466，428，500円 計： 1，137，109，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，370円 複 勝 � 550円 � 1，360円 � 240円 枠 連（4－7） 2，100円

馬 連 �� 39，220円 馬 単 �� 68，220円

ワ イ ド �� 8，040円 �� 1，030円 �� 3，630円

3 連 複 ��� 53，840円 3 連 単 ��� 447，050円

票 数

単勝票数 計 500782 的中 � 28814（5番人気）
複勝票数 計 939660 的中 � 42390（5番人気）� 15719（11番人気）� 127995（2番人気）
枠連票数 計 385333 的中 （4－7） 13594（8番人気）
馬連票数 計1458953 的中 �� 2746（50番人気）
馬単票数 計1064805 的中 �� 1152（84番人気）
ワイド票数 計 545285 的中 �� 1627（51番人気）�� 13676（10番人気）�� 3642（32番人気）
3連複票数 計1811996 的中 ��� 2484（100番人気）
3連単票数 計4664285 的中 ��� 770（608番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．9―37．1―49．0―1：01．4―1：13．3―1：25．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．6
3 10－（12，13）－2，9（1，5，11）7（4，3）8，6 4 10－（12，13）－2，9（1，5，11）（4，7）3，8，6

勝馬の
紹 介

ガ チ バ ト ル �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 ミルジヨージ デビュー 2012．7．29 新潟4着

2010．5．28生 牡3栗 母 ツキノロマン 母母 シヨノロマン 11戦3勝 賞金 29，538，000円
〔制裁〕 シベリアンスパーブ号の騎手松岡正海は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

４レース目



（25東京4）第7日 10月20日（日曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後重後不良
重後不良

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

217，930，000円
10，500，000円
1，220，000円
19，620，000円
62，665，500円
5，094，800円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
344，855，600円
578，406，500円
259，121，700円
1，030，742，200円
630，508，400円
398，329，000円
1，250，769，000円
2，407，735，700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 6，900，468，100円

総入場人員 27，297名 （有料入場人員 24，826名）
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