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2709711月2日 晴 稍重 （26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 （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

48 シルヴァーコード 牝2芦 54 北村 宏司田上 雅春氏 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド 462± 01：23．5 6．6�
612 イ キ オ イ 牡2鹿 55 横山 典弘西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 440＋ 2 〃 ハナ 5．1�
36 ホワイトウインド 牝2芦 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 むかわ 真壁 信一 452＋ 2 〃 アタマ 11．9�
23 アウトリーチ 牡2黒鹿55 高倉 稜石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新冠 オリエント牧場 434＋ 41：24．13� 263．4�
24 プラチナムスタング 牝2芦 54 横山 和生竹森 幹雄氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 460－121：24．31� 29．5�
611 ナ ミ カ ゼ 牝2栗 54

51 ▲石川裕紀人松岡 孝一氏 加藤 和宏 新冠 芳住 鉄兵 390－ 8 〃 クビ 130．6	
11 ジェットコルサ 牡2青 55 戸崎 圭太尾上 松壽氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 460± 0 〃 ハナ 2．7

714 ア ラ マ サ ル 牡2鹿 55 吉田 豊�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 458－ 21：24．4� 15．6�
510 ウインレナータ 牝2黒鹿54 C．ルメール�ウイン 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 424－ 41：24．5クビ 3．8

（仏）

47 レッドラヴァルス 牝2黒鹿54 江田 照男 �東京ホースレーシング 武藤 善則 千歳 社台ファーム 410± 01：25．03 49．9�
713 ツクバレガーロ 牡2栗 55 柴田 善臣細谷 武史氏 蛯名 利弘 日高 坂田牧場 458－ 2 〃 ハナ 28．6�
817 スカイルピナス 牝2栗 54 武士沢友治大久保典義氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 434－ 4 〃 クビ 181．0�
815 クレアーフォンテン 牝2黒鹿54 柴山 雄一吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 456－ 21：25．21 98．6�
35 デルマゴシンゾサン 牝2栗 54 大野 拓弥浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 396－ 41：25．3� 336．5�
816 シ テ ー ル 牡2鹿 55 岩部 純二�ミルファーム 二本柳俊一 浦河 市正牧場 468－ 41：25．51� 469．7�
12 テイエムスサノオー 牡2鹿 55 古川 吉洋竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム

牧場株式会社 446－ 2 〃 クビ 268．1�
59 シゲルオフネマツリ 牝2栗 54 田中 勝春森中 蕃氏 松永 康利 新冠 村上牧場 406± 01：26．03 199．2�

（17頭）

売 得 金
単勝： 26，249，600円 複勝： 42，261，000円 枠連： 15，618，200円
馬連： 65，395，500円 馬単： 37，585，100円 ワイド： 31，529，000円
3連複： 78，761，100円 3連単： 116，966，700円 計： 414，366，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 190円 � 180円 � 220円 枠 連（4－6） 1，470円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，930円

ワ イ ド �� 450円 �� 510円 �� 670円

3 連 複 ��� 2，740円 3 連 単 ��� 16，410円

票 数

単勝票数 計 262496 的中 � 31691（4番人気）
複勝票数 計 422610 的中 � 58249（4番人気）� 62813（3番人気）� 47101（5番人気）
枠連票数 計 156182 的中 （4－6） 8213（7番人気）
馬連票数 計 653955 的中 �� 37966（6番人気）
馬単票数 計 375851 的中 �� 9618（13番人気）
ワイド票数 計 315290 的中 �� 18245（6番人気）�� 15823（7番人気）�� 11628（9番人気）
3連複票数 計 787611 的中 ��� 21531（8番人気）
3連単票数 計1169667 的中 ��� 5167（52番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―12．2―12．4―11．4―10．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．8―37．0―49．4―1：00．8―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルヴァーコード �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．8．3 新潟10着

2012．3．15生 牝2芦 母 クラックコード 母母 マジックコード 4戦1勝 賞金 8，300，000円
〔制裁〕 シルヴァーコード号の騎手北村宏司は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000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。

2709811月2日 晴 稍重 （26東京4）第9日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時30分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：36．9
1：36．9

不良
不良

611 スカーボロフェア 牝2鹿 54 松岡 正海 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 430＋ 21：38．8 8．7�

12 スラリーアイス 牝2黒鹿54 武士沢友治川島 吉男氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 456＋ 21：39．12 263．8�
59 エグランティーナ 牝2黒鹿54 C．ルメール 村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 496－ 41：39．2� 4．2�

（仏）

713 モアアピール 牝2芦 54 岩田 康誠根本 忠義氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 458－ 41：39．41 5．8�
714 レディゴーラウンド 牝2芦 54 北村 宏司 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432－ 81：39．93 9．9�
612 ジョリーアップ 牝2栗 54

51 ▲石川裕紀人 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 斎藤 誠 浦河 大島牧場 472－ 41：40．32� 111．8


23 パンプルムース 牝2黒鹿54 戸崎 圭太落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 新冠橋本牧場 510＋ 41：40．83 2．1�
36 オーラクィーン 牝2芦 54 横山 典弘福島 祐子氏 小島 茂之 新ひだか 岡野牧場 434＋ 61：41．33 19．1�
24 ベ リ サ マ 牝2黒鹿54 吉田 豊ホースアディクト伊藤 大士 新冠 平山牧場 438－ 41：41．51� 78．3
815 ウインヴァンノ 牝2黒鹿54 大野 拓弥	ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 460－ 8 〃 ハナ 226．7�
11 マースクィーン 牝2栗 54 田辺 裕信キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 カナイシスタッド 460＋ 41：41．6� 90．6�
47 ジャイアントレーヌ 牝2栗 54 岩部 純二�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 424－ 21：42．55 278．9�
48 ナンゴクマーメイド 牝2鹿 54 柴田 大知平本 敏夫氏 加藤 和宏 浦河 絵笛牧場 442－ 21：42．6� 52．0�
35 シャンディキール 牝2鹿 54 横山 和生林 孝輝氏 杉浦 宏昭 浦河 林 孝輝 B484－ 61：43．34 85．1�
510 アンワンワールド 牝2栗 54 石橋 脩井上 一郎氏 浅野洋一郎 日高 春木 昭雄 486－101：43．4� 24．9�
816 トレイケイトカフェ 牝2鹿 54 四位 洋文西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 474＋ 21：46．2大差 237．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，626，500円 複勝： 41，031，500円 枠連： 16，936，600円
馬連： 62，093，400円 馬単： 36，451，000円 ワイド： 29，247，200円
3連複： 72，252，300円 3連単： 111，514，100円 計： 398，152，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 240円 � 4，850円 � 180円 枠 連（1－6） 19，880円

馬 連 �� 70，560円 馬 単 �� 123，140円

ワ イ ド �� 12，480円 �� 560円 �� 11，650円

3 連 複 ��� 62，350円 3 連 単 ��� 360，920円

票 数

単勝票数 計 286265 的中 � 26273（4番人気）
複勝票数 計 410315 的中 � 47371（4番人気）� 1610（15番人気）� 72758（2番人気）
枠連票数 計 169366 的中 （1－6） 660（27番人気）
馬連票数 計 620934 的中 �� 682（69番人気）
馬単票数 計 364510 的中 �� 222（121番人気）
ワイド票数 計 292472 的中 �� 576（64番人気）�� 14719（5番人気）�� 617（60番人気）
3連複票数 計 722523 的中 ��� 869（115番人気）
3連単票数 計1115141 的中 ��� 224（643番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．2―35．2―47．4―1：00．0―1：12．6―1：25．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．4―3F38．8
3 ・（3，4）（10，14）（2，12）8（5，9）1（13，15，16）－11－7＝6 4 ・（3，4）（2，10，14）（12，9）（8，5，13，15）（1，11）＝（7，16）＝6

勝馬の
紹 介

スカーボロフェア �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2014．9．28 新潟10着

2012．3．20生 牝2鹿 母 ヘニーズソング 母母 Zama Hummer 3戦1勝 賞金 5，500，000円
〔発走状況〕 オーラクィーン号は，発進不良〔枠内膠着〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 オーラクィーン号は，平成26年11月3日から平成26年11月24日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トレイケイトカフェ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年12月2日まで平地競

走に出走できない。
※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



2709911月2日 晴 稍重 （26東京4）第9日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走11時00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
1：33．5
1：32．3

良
良

612� シンボリタピット 牡2鹿 55 北村 宏司シンボリ牧場 久保田貴士 米 Takahiro
Wada 480－ 21：35．8 4．8�

611 ニシノユウキ 牝2芦 54 田辺 裕信西山 茂行氏 高木 登 新冠 川上牧場 454＋201：36．11� 36．7�
36 エンクエントロス 牡2鹿 55 柴山 雄一スリースターズレーシング 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 484＋ 2 〃 クビ 10．6�
23 アキトクレッセント 牡2鹿 55 浜中 俊岡田 昭利氏 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492± 01：36．2クビ 6．3�
11 プルガステル 牡2青鹿55 P．ブドー �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 470－10 〃 ハナ 4．6�

（仏）

816 キスザスターズ 牡2鹿 55 C．ルメール P.G．ファッジ氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 478＋ 21：36．41	 6．4	
（仏）

713 ツウローゼズ 牝2黒鹿54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 樋渡 志尚 440± 01：36．82	 25．4

817 アップセッター 牡2栃栗55 武 豊村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 436－ 21：37．01	 4．9�
815 クリノトイトイ 牡2栗 55 古川 吉洋栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 藤森 亮二 440± 01：37．1	 265．2�
714 トーセンビーライン 牡2鹿 55 武士沢友治島川 哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ

スティファーム 458＋ 21：37．2� 20．5�
47 ガンダルヴァ 牡2鹿 55 岩田 康誠村木 隆氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 422＋ 41：37．3クビ 47．8�
35 � ユメヲカナエテ 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 愛 Tom & Paul

Monaghan 500＋ 41：37．62 23．1�
12 � コスモミザール 牝2鹿 54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 米 Jerry Jam-

gotchian 434± 01：37．7� 106．8�
24 スクリーンヒロイン 牝2栗 54 石橋 脩林 啓二氏 松山 将樹 新冠 シンユウフアーム 454－ 61：38．44 202．2�
48 ネイムザデイ 牝2芦 54 大野 拓弥 �サンデーレーシング 杉浦 宏昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422－ 41：38．61	 298．6�
510 テイエムレジェンド 牡2鹿 55 江田 照男竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 木田牧場 436－ 41：38．7クビ 54．3�
59 ダズリングダンサー 牝2栗 54

51 ▲石川裕紀人本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 メイプルファーム 430－ 41：39．23 424．0�
（17頭）

売 得 金
単勝： 31，167，600円 複勝： 46，440，200円 枠連： 22，811，000円
馬連： 72，761，100円 馬単： 38，549，700円 ワイド： 35，957，100円
3連複： 87，630，400円 3連単： 120，365，500円 計： 455，682，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 210円 � 1，040円 � 260円 枠 連（6－6） 11，890円

馬 連 �� 12，150円 馬 単 �� 21，830円

ワ イ ド �� 3，300円 �� 570円 �� 4，820円

3 連 複 ��� 29，170円 3 連 単 ��� 144，000円

票 数

単勝票数 計 311676 的中 � 51340（2番人気）
複勝票数 計 464402 的中 � 66603（2番人気）� 9354（12番人気）� 48278（6番人気）
枠連票数 計 228110 的中 （6－6） 1486（28番人気）
馬連票数 計 727611 的中 �� 4640（34番人気）
馬単票数 計 385497 的中 �� 1324（70番人気）
ワイド票数 計 359571 的中 �� 2705（38番人気）�� 17498（3番人気）�� 1838（51番人気）
3連複票数 計 876304 的中 ��� 2253（92番人気）
3連単票数 計1203655 的中 ��� 606（445番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．9―35．9―48．4―1：01．1―1：12．9―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F34．7
3 9，6（3，7）（1，5，12）14，13（2，17）（8，15）16（4，11）－10 4 9，6（3，7）（5，12）1（13，17，14）2（8，16）（4，15）11－10

勝馬の
紹 介

�シンボリタピット �
�
父 Tapit �

�
母父 Key of Luck デビュー 2014．10．5 新潟3着

2012．3．30生 牡2鹿 母 Miss Emma 母母 Disregard That 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走状況〕 クリノトイトイ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。

2710011月2日 晴 稍重 （26東京4）第9日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走11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
1：21．2
1：20．3

良
良

713 コ ン テ ナ 牡2鹿 55 F．ベリー 住谷 孝一氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 578 ―1：24．0 5．9�
（愛）

34 トゥルームーン 牝2鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 牧 光二 日高 荒井ファーム 464 ―1：24．1� 6．4�
47 ロートリンゲン 牡2栗 55 三浦 皇成 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 480 ―1：24．2� 3．5�
611	 ゴ ウ キ 牡2鹿 55 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 愛 Old Car-

hue Stud 496 ―1：24．51� 6．0�
23 イワヌガハナ 
2黒鹿55 岩田 康誠國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 462 ― 〃 ハナ 3．9�
58 シゲルアバレマツリ 牡2栗 55 柴山 雄一森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 原田 久司 472 ―1：24．6� 76．4	
712 ノーブルクリスタル 牡2鹿 55 吉田 豊吉木 伸彦氏 水野 貴広 洞�湖 レイクヴィラファーム 478 ― 〃 クビ 17．3

35 ジュンファイトクン 牡2栗 55 横山 和生河合 純二氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 472 ― 〃 アタマ 24．7�
815 メテオユニバンス 牝2鹿 54 松岡 正海亀井 哲也氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 428 ―1：24．7� 35．6�
46 トーカティヴ 牡2青鹿55 四位 洋文 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 452 ―1：25．01� 29．1
610 ホッカイブラザーズ 牡2芦 55 石橋 脩�北海牧場 柴田 政人 新冠 長浜 忠 438 ―1：25．74 54．1�
11 メルヴェイユ 牝2鹿 54 柴田 大知 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田島 俊明 新ひだか 松田牧場 414 ― 〃 ハナ 70．5�
814 パ シ ナ 牝2鹿 54 武士沢友治浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 462 ―1：26．12� 149．7�
59 エイトワンダー 牡2鹿 55 田中 勝春河合良太郎氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 410 ―1：26．31� 86．9�

（14頭）
22 シャイントラベラー 牡2黒鹿 55

52 ▲石川裕紀人皆川 博文氏 小野 次郎 新冠 川島牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 28，740，900円 複勝： 36，097，000円 枠連： 18，261，600円
馬連： 59，229，200円 馬単： 33，206，700円 ワイド： 26，950，500円
3連複： 62，527，900円 3連単： 93，661，700円 計： 358，675，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 180円 � 170円 � 150円 枠 連（3－7） 1，040円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 3，180円

ワ イ ド �� 670円 �� 480円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，370円 3 連 単 ��� 14，460円

票 数

単勝票数 差引計 287409（返還計 135） 的中 � 38786（3番人気）
複勝票数 差引計 360970（返還計 261） 的中 � 47751（4番人気）� 51266（3番人気）� 69925（1番人気）
枠連票数 差引計 182616（返還計 20） 的中 （3－7） 13507（5番人気）
馬連票数 差引計 592292（返還計 1096） 的中 �� 27972（10番人気）
馬単票数 差引計 332067（返還計 575） 的中 �� 7810（19番人気）
ワイド票数 差引計 269505（返還計 332） 的中 �� 10128（10番人気）�� 14650（5番人気）�� 11823（9番人気）
3連複票数 差引計 625279（返還計 2623） 的中 ��� 19729（9番人気）
3連単票数 差引計 936617（返還計 3467） 的中 ��� 4694（56番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．3―12．2―11．3―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．6―36．9―49．1―1：00．4―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コ ン テ ナ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2012．2．15生 牡2鹿 母 ベルグラーノ 母母 ディフェレンテ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 シャイントラベラー号は，疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔発走状況〕 ジュンファイトクン号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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。



2710111月2日 晴 良 （26東京4）第9日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走12時20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
2：01．1
1：59．9

良
良

48 ウェルブレッド 牡2黒鹿55 C．ルメール �サンデーレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 432 ―2：05．8 5．2�

（仏）

611 シップーコウライ 牡2栗 55 武 豊間野 隆司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 460 ―2：05．9� 13．0�
35 ブライトバローズ 牡2鹿 55 福永 祐一猪熊 広次氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 482 ― 〃 クビ 3．2�
11 � ケースバイケース 牝2黒鹿54 戸崎 圭太谷水 雄三氏 角居 勝彦 愛 Yuzo Tani-

mizu 500 ―2：06．32� 3．9�
47 シャドウチェイサー 牡2黒鹿55 F．ベリー 飯塚 知一氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 476 ― 〃 クビ 11．0�

（愛）

612 エドノジョンソン 牡2鹿 55 岩田 康誠遠藤 喜松氏 梅田 智之 浦河 高松牧場 452 ― 〃 ハナ 28．1	
36 クラウンジーニアス 牡2栗 55 江田 照男
クラウン 牧 光二 新冠 松浦牧場 500 ―2：06．51	 18．0�
24 エリオットベイ 牡2栗 55 柴山 雄一 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 508 ― 〃 クビ 31．8�
23 ア ン リ オ 牡2鹿 55 浜中 俊寺田 寿男氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 500 ―2：06．6クビ 34．4
817 アフェットゥオーソ 牡2黒鹿55 横山 典弘 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 484 ― 〃 同着 9．5�
59 ブリエアヴェニール 牡2鹿 55

52 ▲石川裕紀人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか タイヘイ牧場 490 ― 〃 ハナ 97．8�
816 サ ン ベ イ ル 牝2黒鹿54 松岡 正海加藤 信之氏 菊川 正達 登別 ユートピア牧場 456 ―2：06．91
 127．9�
714 ウインヴァポレット 牡2鹿 55 石橋 脩
ウイン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム 414 ―2：07．0� 194．6�
12 ニシノエルドール 牡2栗 55 北村 宏司西山 茂行氏 伊藤 大士 浦河 高昭牧場 414 ―2：07．21� 74．9�
815 トーセンモバイル 牡2鹿 55 三浦 皇成島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 490 ―2：07．3� 158．0�
713 ブレイブトーラス 牡2芦 55 蛯名 正義石山 嘉七氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 482 ―2：07．72� 44．2�
510 スリルオブジョイ 牝2鹿 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 天間 昭一 むかわ 上水牧場 496 ―2：08．02 185．5�

（17頭）

売 得 金
単勝： 44，130，100円 複勝： 53，917，300円 枠連： 26，908，400円
馬連： 75，465，600円 馬単： 40，712，200円 ワイド： 36，063，100円
3連複： 86，717，800円 3連単： 121，807，200円 計： 485，721，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 170円 � 260円 � 130円 枠 連（4－6） 1，110円

馬 連 �� 3，470円 馬 単 �� 6，210円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 330円 �� 760円

3 連 複 ��� 3，080円 3 連 単 ��� 23，860円

票 数

単勝票数 計 441301 的中 � 67149（3番人気）
複勝票数 計 539173 的中 � 81531（2番人気）� 40766（5番人気）� 133641（1番人気）
枠連票数 計 269084 的中 （4－6） 18704（5番人気）
馬連票数 計 754656 的中 �� 16822（13番人気）
馬単票数 計 407122 的中 �� 4914（21番人気）
ワイド票数 計 360631 的中 �� 6735（14番人気）�� 30745（1番人気）�� 11766（8番人気）
3連複票数 計 867178 的中 ��� 21110（6番人気）
3連単票数 計1218072 的中 ��� 3701（55番人気）

ハロンタイム 13．2―12．6―13．1―13．4―13．7―13．3―12．2―11．4―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．8―38．9―52．3―1：06．0―1：19．3―1：31．5―1：42．9―1：54．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

ウェルブレッド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Galileo 初出走

2012．2．16生 牡2黒鹿 母 ア ド ア ー ド 母母 Sudden Hope 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。

2710211月2日 晴 稍重 （26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50分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．4
1：16．4

重
重

713 ノ ウ レ ッ ジ 牡4鹿 57 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 502± 01：18．1 7．1�

611 サダムコーテイ 牡4鹿 57 川田 将雅大西 定氏 西園 正都 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484－ 81：18．2� 8．7�

510 カレイファンタジア 牡4鹿 57 田中 勝春ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか 中村 和夫 506＋ 61：18．3� 4．7�
23 メイショウボンロク 牡3栗 56 北村 宏司松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 高昭牧場 482－ 8 〃 クビ 16．3�
11 クレイジージョー 牡3黒鹿56 岩田 康誠河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 494＋ 21：18．51 9．2�
36 サーストンデンバー 牡5鹿 57 F．ベリー 齊藤 宣勝氏 天間 昭一 新ひだか 仲野牧場 B526－ 4 〃 クビ 20．7�

（愛）

714 オータムラヴ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太	Basic 田島 俊明 新ひだか 見上牧場 484＋ 6 〃 同着 3．7

24 ニシノソラカラ 牡3黒鹿 56

53 ▲石川裕紀人西山 茂行氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 512＋101：18．6クビ 111．1�
35 � アキノアッパー 牡4栗 57 高倉 稜穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 畑端牧場 482＋14 〃 ハナ 233．7�
12 メイショウカノン 牡3青鹿56 武 豊松本 好氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 474± 01：18．91� 9．3�
816 ウエスタンニンジャ 牡3栗 56 柴田 善臣西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか ウエスタンファーム 468－ 61：19．0� 36．8�
59 ジ ョ バ イ ロ 牡4鹿 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 480－ 61：19．1クビ 15．0�
612 コンプリートゲーム 牡4鹿 57 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 520＋ 21：19．2� 25．5�
48 ハイフロンティア 牡4鹿 57 吉田 豊 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 494＋ 81：19．94 44．4�
815� ラヴィーズバード 牝5鹿 55 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 438± 01：20．0� 125．1�
47 ユニバーサルビーチ 牝3青 54 柴田 大知古川 嘉治氏 加藤 和宏 新ひだか 千代田牧場 500± 0 〃 ハナ 51．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，321，100円 複勝： 56，400，600円 枠連： 29，213，800円
馬連： 86，877，600円 馬単： 42，700，500円 ワイド： 44，650，200円
3連複： 104，173，600円 3連単： 138，815，900円 計： 539，153，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 250円 � 260円 � 180円 枠 連（6－7） 720円

馬 連 �� 2，840円 馬 単 �� 5，940円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 770円 �� 860円

3 連 複 ��� 4，890円 3 連 単 ��� 32，900円

票 数

単勝票数 計 363211 的中 � 40476（3番人気）
複勝票数 計 564006 的中 � 56129（3番人気）� 53082（4番人気）� 89893（2番人気）
枠連票数 計 292138 的中 （6－7） 31024（3番人気）
馬連票数 計 868776 的中 �� 23666（8番人気）
馬単票数 計 427005 的中 �� 5384（23番人気）
ワイド票数 計 446502 的中 �� 10027（12番人気）�� 15105（4番人気）�� 13355（8番人気）
3連複票数 計1041736 的中 ��� 15959（7番人気）
3連単票数 計1388159 的中 ��� 3059（73番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―11．5―12．0―11．7―12．2―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．1―29．6―41．6―53．3―1：05．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノ ウ レ ッ ジ �
�
父 Street Sense �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2012．7．14 新潟1着

2010．1．23生 牡4鹿 母 チャリティークエスト 母母 Sweet Charity 15戦2勝 賞金 40，684，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ノウレッジ号の騎手蛯名正義は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000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。



2710311月2日 晴 稍重 （26東京4）第9日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走13時20分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

816 トーセンマイティ 牡3鹿 56 C．ルメール 島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 500± 01：24．7 3．9�
（仏）

48 トウカイビジョン 牡4鹿 57 秋山真一郎内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 496－101：25．12� 8．6�
714 キネオメジャー 	3栗 56 蛯名 正義吉田 千津氏 武井 亮 千歳 社台ファーム B464＋ 81：25．2� 32．2�
24 ダイチヴュルデ 牡3鹿 56 武士沢友治 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 438± 01：25．3
 18．6�
23 �� ツインプラネット 牡4鹿 57 戸崎 圭太窪田 康志氏 中川 公成 米

Hertrich/McCarthy Live-
stock LLC, Fred W. Her-
trich III & John D. Fieldi

518± 0 〃 クビ 1．7	
59 ア ビ ス コ 牡4芦 57 田中 勝春金子真人ホール

ディングス
 二ノ宮敬宇 日高 白井牧場 488＋ 61：25．61
 63．3�
11 ノースエット 牡3黒鹿56 柴田 善臣平賀 久枝氏 小笠 倫弘 浦河 鎌田 正嗣 506－ 21：25．91
 28．1�
36 � オ フ シ ョ ア 牝5鹿 55 江田 照男 
グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム B454＋ 21：26．11� 110．9
47 ディアジースター 牡3栗 56 岩田 康誠ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか タイヘイ牧場 468＋22 〃 アタマ 48．7�
713 ウェイトアンドシー 牡3黒鹿56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 新開 幸一 浦河 高村牧場 494＋ 21：26．31� 33．5�
612� ファイアキング 牡4鹿 57 木幡 初広栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 恵比寿牧場 468＋ 21：26．4� 308．5�
815 アップルハウス 牡4青鹿57 高倉 稜新木 鈴子氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム 458＋ 81：26．71
 171．3�
12 � ハットシテグー 牝3黒鹿54 福永 祐一井上 一郎氏 伊藤 大士 米 Bill Justice & Dr.

Naoya Yoshida 542＋ 81：26．8クビ 10．1�
611 オ ー ド ヴ ィ 牝3黒鹿54 三浦 皇成
ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486＋ 4 〃 クビ 124．7�
510� スズカロードスター 牡4鹿 57 岩部 純二永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 462＋ 21：26．9クビ 305．2�
35 カリスマアキラ 牡5栗 57 F．ベリー Him Rock Racing 上原 博之 日高 タバタファーム 490＋ 61：27．0� 119．0�

（愛）

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，058，500円 複勝： 73，951，100円 枠連： 29，999，300円
馬連： 108，258，200円 馬単： 68，066，400円 ワイド： 53，465，200円
3連複： 120，726，600円 3連単： 226，035，600円 計： 726，560，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 250円 � 650円 枠 連（4－8） 1，770円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，310円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，370円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 8，580円 3 連 単 ��� 35，430円

票 数

単勝票数 計 460585 的中 � 93983（2番人気）
複勝票数 計 739511 的中 � 133091（2番人気）� 77693（3番人気）� 23305（7番人気）
枠連票数 計 299993 的中 （4－8） 13114（7番人気）
馬連票数 計1082582 的中 �� 57782（4番人気）
馬単票数 計 680664 的中 �� 22033（6番人気）
ワイド票数 計 534652 的中 �� 33203（4番人気）�� 9706（15番人気）�� 5959（23番人気）
3連複票数 計1207266 的中 ��� 10542（25番人気）
3連単票数 計2260356 的中 ��� 4625（99番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．1―35．5―47．7―59．9―1：12．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F37．0
3 ・（3，16）－14，2，10（7，13）（9，5）（8，11）（4，15）－1，6，12 4 3，16－14，2，10（7，13）（9，5）（8，11）（4，15）（1，6）12
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 デビュー 2013．10．6 東京1着

2011．2．4生 牡3鹿 母 カ チ バ 母母 Sinister Victory 10戦2勝 賞金 28，649，000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。

2710411月2日 晴 良 （26東京4）第9日 第8競走 ��
��2，000�

し ょ う じ こ

精 進 湖 特 別
発走13時50分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下，25．10．26以降26．10．26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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

88 トーセンマタコイヤ 牡3青鹿55 田辺 裕信島川 �哉氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 462＋ 22：00．4 2．9�
44 アグネスドリーム 牡3黒鹿52 戸崎 圭太渡辺公美子氏 森 秀行 浦河 高松牧場 458－ 42：00．61� 12．9�
22 キネオペガサス 牡3鹿 54 蛯名 正義吉田 千津氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 528－ 42：00．81� 4．3�
55 パシャドーラ 牝4鹿 53 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 514＋ 2 〃 ハナ 4．8�
77 ダイワリベラル 牡3黒鹿54 柴田 善臣大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 516＋ 42：00．9� 5．7�
33 タブレットピーシー 牡3芦 54 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 468－ 2 〃 クビ 6．3	
11 ヴァンデミエール 牝3鹿 51 松岡 正海
ミルファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 438＋ 22：01．0� 70．6�
89 ビームライフル 牡5青鹿55 武 豊西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 470± 02：01．21� 28．3�
66 マ グ メ ル 牡5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 B466＋ 22：01．62� 62．5

（9頭）

売 得 金
単勝： 48，861，600円 複勝： 58，273，800円 枠連： 17，718，200円
馬連： 106，187，900円 馬単： 58，523，900円 ワイド： 42，121，000円
3連複： 104，769，100円 3連単： 219，507，500円 計： 655，963，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 310円 � 150円 枠 連（4－8） 2，380円

馬 連 �� 3，190円 馬 単 �� 5，030円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 410円 �� 780円

3 連 複 ��� 4，180円 3 連 単 ��� 21，960円

票 数

単勝票数 計 488616 的中 � 133065（1番人気）
複勝票数 計 582738 的中 � 99069（3番人気）� 37330（6番人気）� 113070（2番人気）
枠連票数 計 177182 的中 （4－8） 5756（12番人気）
馬連票数 計1061879 的中 �� 25739（13番人気）
馬単票数 計 585239 的中 �� 8720（23番人気）
ワイド票数 計 421210 的中 �� 7879（15番人気）�� 28483（5番人気）�� 13576（11番人気）
3連複票数 計1047691 的中 ��� 18783（13番人気）
3連単票数 計2195075 的中 ��� 7246（79番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―11．7―12．6―12．5―12．2―12．3―11．3―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．5―36．2―48．8―1：01．3―1：13．5―1：25．8―1：37．1―1：48．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トーセンマタコイヤ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Gold Away デビュー 2014．2．2 京都1着

2011．1．28生 牡3青鹿 母 ミュージカルウェイ 母母 Mulika 3戦3勝 賞金 31，181，000円



2710511月2日 晴 良 （26東京4）第9日 第9競走 ��
��1，400�

く に た ち

国 立 特 別
発走14時25分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

24 ピークトラム 牡3黒鹿56 横山 典弘吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 480＋201：21．2 7．7�
47 タガノザイオン 牡7鹿 57 武 豊八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 494－ 41：21．3� 22．7�
35 ボンジュールココロ 牝4鹿 55 F．ベリー 田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 480＋ 4 〃 アタマ 21．8�

（愛）

510 シンデレラボーイ 牡4鹿 57 福永 祐一田畑 利彦氏 矢作 芳人 浦河 高昭牧場 482－ 21：21．4クビ 6．3�
59 カシノピカチュウ 牡4鹿 57 蛯名 正義柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 478＋ 2 〃 クビ 24．8�
11 ゴールドカルラ 牝6鹿 55 大野 拓弥磯波 勇氏 高木 登 新冠 守矢牧場 526－ 21：21．5� 121．3�
12 ヤサカオディール 牝5黒鹿55 江田 照男志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 440± 01：21．6クビ 46．5	
713 サンマルホウセキ 牝3鹿 54 四位 洋文相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 438－ 4 〃 ハナ 8．2

48 キネオピューマ 牡5鹿 57 C．ルメール 吉田 千津氏 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 456－ 21：21．7� 66．3�
（仏）

816 フラムドグロワール 牡4栗 57 北村 宏司 �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 504± 0 〃 ハナ 2．2
611	 エイシンキサナドゥ 牡3栗 56 戸崎 圭太�栄進堂 野中 賢二 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

520± 01：21．8クビ 10．8�
23 ライブリシュネル 牡4鹿 57 高倉 稜加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 476－141：22．01
 213．8�
815 アンチュラス 牝5鹿 55 三浦 皇成�G1レーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 462＋14 〃 アタマ 39．5�
714� カディーシャ 牝5栗 55 田辺 裕信 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武市 康男 平取 北島牧場 B426＋10 〃 クビ 46．9�
612 シンボリディスコ 牡4栗 57 田中 勝春シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 486＋ 81：22．1クビ 13．0�
36 ヤサカシャイニー 牝6栗 55 柴田 大知志邑 宣彦氏 根本 康広 新冠 オリエント牧場 476± 0 〃 クビ 246．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，857，600円 複勝： 81，723，600円 枠連： 38，979，600円
馬連： 161，748，100円 馬単： 75，844，400円 ワイド： 67，169，400円
3連複： 191，249，000円 3連単： 269，547，100円 計： 938，118，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 320円 � 460円 � 500円 枠 連（2－4） 5，970円

馬 連 �� 7，670円 馬 単 �� 14，380円

ワ イ ド �� 2，190円 �� 1，730円 �� 3，400円

3 連 複 ��� 33，900円 3 連 単 ��� 172，930円

票 数

単勝票数 計 518576 的中 � 53752（3番人気）
複勝票数 計 817236 的中 � 72695（4番人気）� 45060（7番人気）� 41232（8番人気）
枠連票数 計 389796 的中 （2－4） 5053（21番人気）
馬連票数 計1617481 的中 �� 16330（26番人気）
馬単票数 計 758444 的中 �� 3953（47番人気）
ワイド票数 計 671694 的中 �� 7910（24番人気）�� 10082（19番人気）�� 5033（36番人気）
3連複票数 計1912490 的中 ��� 4230（94番人気）
3連単票数 計2695471 的中 ��� 1130（482番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．9―34．9―46．5―57．8―1：09．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピークトラム �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．6．1 阪神3着

2011．5．8生 牡3黒鹿 母 タッチザピーク 母母 タッチフォーゴールド 13戦3勝 賞金 58，907，000円
※ヤサカオディール号・ヤサカシャイニー号は，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。

2710611月2日 晴 稍重 （26東京4）第9日 第10競走
豪快な淑女

��
��1，600�ウオッカカップ

発走15時00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56�4歳
以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000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
1：34．1
1：33．3

不良
良

24 フィールザスマート 牡3青鹿56 田中 勝春櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 504± 01：35．8 4．6�
12 ワンダーコロアール 牡5黒鹿57 川田 将雅山本 信行氏 河内 洋 新ひだか フクダファーム 478－ 2 〃 クビ 28．5�
815 アルボナンザ 牝4栗 55 四位 洋文�エーティー 昆 貢 浦河 辻 牧場 464＋ 21：35．9� 9．0�
713 ダノンハラショー 牡7栗 57 F．ベリー �ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 458＋101：36．0クビ 92．3�

（愛）

59 キープインタッチ 牡4鹿 57 武 豊村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 500＋ 41：36．1	 4．0	
611 カーティスバローズ 牡4鹿 57 岩田 康誠猪熊 広次氏 中竹 和也 浦河 大北牧場 492－ 21：36．41� 13．9

510 タマブラックホール 牡5黒鹿57 石橋 脩玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 510＋ 2 〃 クビ 25．2�
11 アンズチャン 牝3鹿 54 三浦 皇成ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 460＋ 21：36．5	 6．4�
714 キ ク ノ ソ ル 牡4鹿 57 浜中 俊菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 512＋ 81：36．82 6．8
816 ハ リ ケ ー ン 牡6鹿 57 P．ブドー 近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 514－ 81：36．9クビ 15．1�

（仏）

612 コウセイコタロウ 牡5黒鹿57 田辺 裕信杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 堤 牧場 498＋121：37．21� 44．6�
23 マキャヴィティ 牡3栗 56 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 千歳 社台ファーム 498＋ 81：37．62	 134．5�
35 イチエイクリッパー 牡7鹿 57 武士沢友治栃本 實氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 524＋ 21：37．8� 327．5�
36 
 ローレンルーナ 牡5鹿 57 大野 拓弥林 正道氏 田村 康仁 米 Yoichi

Aoyama 488± 01：38．01	 67．5�
48 メイショウワコン 牡3栗 56 松岡 正海松本 好雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 494± 01：38．63	 9．9�
47 テルミーホワイ 牡7鹿 57 江田 照男薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 498－ 21：39．45 221．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 70，142，000円 複勝： 98，764，900円 枠連： 50，799，100円
馬連： 234，106，400円 馬単： 100，902，100円 ワイド： 86，855，700円
3連複： 270，222，900円 3連単： 389，401，800円 計： 1，301，194，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 190円 � 600円 � 310円 枠 連（1－2） 1，320円

馬 連 �� 5，610円 馬 単 �� 8，970円

ワ イ ド �� 1，930円 �� 1，160円 �� 4，360円

3 連 複 ��� 24，550円 3 連 単 ��� 129，020円

票 数

単勝票数 計 701420 的中 � 120295（2番人気）
複勝票数 計 987649 的中 � 159824（2番人気）� 36180（10番人気）� 80988（5番人気）
枠連票数 計 507991 的中 （1－2） 29673（5番人気）
馬連票数 計2341064 的中 �� 32319（24番人気）
馬単票数 計1009021 的中 �� 8435（39番人気）
ワイド票数 計 868557 的中 �� 11551（28番人気）�� 19832（13番人気）�� 5011（46番人気）
3連複票数 計2702229 的中 ��� 8253（84番人気）
3連単票数 計3894018 的中 ��� 2188（458番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．2―11．4―11．9―12．6―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．3―34．5―45．9―57．8―1：10．4―1：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F38．0
3 ・（8，16）－（3，11）－2（6，14）－7，4（13，9）（12，15）－（1，10，5） 4 ・（8，16）－（3，11）－2（6，14）－（4，7）（13，9）（12，15）（1，10）5

勝馬の
紹 介

フィールザスマート �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Distant View デビュー 2013．11．24 東京6着

2011．4．9生 牡3青鹿 母 フィールザビュウ 母母 Feel the Capote 7戦4勝 賞金 49，256，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。
（非当選馬） 4頭 スズカロジック号・ハーコット号・ベルウッドテラス号・マイネルバウンス号
※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。

２レース目



2710711月2日 晴 良 （26東京4）第9日 第11競走
JRA60周年記念

��
��2，000�第150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 3，822，000円 1，092，000円 546，000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

24 スピルバーグ 牡5鹿 58 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 506－ 21：59．7 11．0�
11 ジェンティルドンナ 牝5鹿 56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：59．8� 4．7�
715 イスラボニータ 牡3黒鹿56 C．ルメール �社台レースホース栗田 博憲 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474± 0 〃 アタマ 2．8�
（仏）

611 ラブイズブーシェ 牡5黒鹿58 古川 吉洋小林 祥晃氏 村山 明 浦河 小池 博幸 452－ 21：59．9	 119．3�
12 ヒットザターゲット 牡6栗 58 武 豊前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 512－ 2 〃 ハナ 34．6�
35 エピファネイア 牡4鹿 58 福永 祐一 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 490＋ 7 〃 アタマ 8．0	
23 デニムアンドルビー 牝4鹿 56 浜中 俊金子真人ホール

ディングス
 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 444＋ 6 〃 ハナ 18．7�
47 サトノノブレス 牡4黒鹿58 岩田 康誠里見 治氏 池江 泰寿 洞
湖 メジロ牧場 508－ 62：00．0クビ 47．8�
713 カレンブラックヒル 牡5黒鹿58 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 468－10 〃 アタマ 32．8
36 ダークシャドウ 牡7栗 58 F．ベリー 飯塚 知一氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B510＋ 22：00．21 88．1�

（愛）

818 マイネルラクリマ 牡6栗 58 柴田 大知 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 武 牧場 484＋ 4 〃 アタマ 91．2�

48 ディサイファ 牡5鹿 58 四位 洋文 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 498＋ 42：00．3� 31．6�

714 マーティンボロ 牡5青鹿58 川田 将雅吉田 和美氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 444－ 2 〃 アタマ 19．1�
59 フェノーメノ 牡5青鹿58 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－ 22：00．4	 4．9�
612 フラガラッハ 牡7鹿 58 高倉 稜 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 42：00．5	 103．6�
510 ペ ル ー サ 牡7栗 58 柴田 善臣山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 516－ 2 〃 クビ 117．7�
816 トーセンジョーダン 牡8鹿 58 P．ブドー 島川 �哉氏 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム 480－102：00．7� 139．6�

（仏）

817 アスカクリチャン 牡7鹿 58 三浦 皇成栗本 博晴氏 須貝 尚介 新冠 つつみ牧場 B490－ 62：03．9大差 250．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 792，713，900円 複勝： 779，723，800円 枠連： 679，002，900円 馬連： 3，026，737，300円 馬単： 1，322，859，000円
ワイド： 879，708，400円 3連複： 3，589，021，300円 3連単： 7，297，602，900円 5重勝： 731，591，500円 計： 19，098，961，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 260円 � 180円 � 130円 枠 連（1－2） 1，340円

馬 連 �� 3，140円 馬 単 �� 6，780円

ワ イ ド �� 980円 �� 580円 �� 340円

3 連 複 ��� 2，850円 3 連 単 ��� 23，290円

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

キャリーオーバー なし����� 387，370円

票 数

単勝票数 計7927139 的中 � 572717（5番人気）
複勝票数 計7797238 的中 � 593753（5番人気）� 1094496（3番人気）� 1966475（1番人気）
枠連票数 計6790029 的中 （1－2） 389823（6番人気）
馬連票数 計30267373 的中 �� 793595（11番人気）
馬単票数 計13228590 的中 �� 146147（26番人気）
ワイド票数 計8797084 的中 �� 213425（11番人気）�� 380988（5番人気）�� 720923（2番人気）
3連複票数 計35890213 的中 ��� 943322（5番人気）
3連単票数 計72976029 的中 ��� 227145（61番人気）
5重勝票数 計7315915 的中 ����� 1322

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．6―36．4―48．6―1：00．7―1：12．8―1：25．1―1：36．5―1：47．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．6

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

13，18－（1，15）7（6，11，14）5（3，8，16）（4，9）（2，17）12－10・（13，18）（1，15）14（7，11，16）（6，5，9）（3，8，4）2，12，17，10
勝馬の
紹 介

スピルバーグ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Lycius デビュー 2011．10．15 東京1着

2009．5．12生 牡5鹿 母 プリンセスオリビア 母母 Dance Image 13戦6勝 賞金 255，855，000円
〔制裁〕 ジェンティルドンナ号の騎手戸崎圭太は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過

怠金30，000円。（被害馬：13番）
デニムアンドルビー号の騎手浜中俊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番）

〔その他〕 アスカクリチャン号は，競走中に疾病〔左後繋靭帯断裂〕を発症。
※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 マックスドリーム号
※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。

2710811月2日 晴 稍重 （26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56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

22 グランフィデリオ 牡3青鹿56 C．ルメール 飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場 432－ 81：36．7 4．4�
（仏）

33 スノーモンキー 牡4鹿 57 岩田 康誠石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 442± 0 〃 クビ 4．3�
56 クラーロデルナ 牡5鹿 57 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 492－ 81：36．8� 6．0�
812 ショウナンラムジ 牡5鹿 57 松岡 正海国本 哲秀氏 矢作 芳人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 498＋ 81：36．9� 40．3�
44 オメガスパーキング 牡5鹿 57 柴田 善臣原 	子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B482＋ 41：37．22 8．9�
68 プラントハンター 牡4黒鹿57 戸崎 圭太吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 456－ 21：37．3� 7．8�
11 メイショウソラーレ 牡4鹿 57 武 豊松本 好雄氏 中内田充正 浦河 太陽牧場 480－14 〃 ハナ 12．5	
67 ワイルドドラゴン 牡4鹿 57 蛯名 正義窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 514－121：37．4クビ 7．3

55 シンボリハミルトン 牡3芦 56 北村 宏司シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 522＋ 41：37．93 12．2�
811 ヒ シ ョ ウ 
6栗 57 柴山 雄一岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新ひだか 岡田スタツド 462± 0 〃 クビ 218．1�
710 フランチャイズ 牡5栗 57 吉田 豊島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム 516＋ 61：38．43 71．2
79 メイショウマルマル 牡4芦 57 田中 勝春松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 498－ 81：38．5� 19．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 102，704，400円 複勝： 137，097，300円 枠連： 62，081，800円
馬連： 278，196，700円 馬単： 122，423，400円 ワイド： 110，522，000円
3連複： 294，497，500円 3連単： 570，317，900円 計： 1，677，841，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 150円 � 160円 枠 連（2－3） 790円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 310円 �� 370円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 5，250円

票 数

単勝票数 計1027044 的中 � 184448（2番人気）
複勝票数 計1370973 的中 � 240835（1番人気）� 240674（2番人気）� 203558（3番人気）
枠連票数 計 620818 的中 （2－3） 60551（1番人気）
馬連票数 計2781967 的中 �� 266192（1番人気）
馬単票数 計1224234 的中 �� 56071（2番人気）
ワイド票数 計1105220 的中 �� 94233（1番人気）�� 76280（2番人気）�� 62979（3番人気）
3連複票数 計2944975 的中 ��� 173627（1番人気）
3連単票数 計5703179 的中 ��� 78724（1番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．5―12．0―12．6―12．4―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．2―34．7―46．7―59．3―1：11．7―1：24．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランフィデリオ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2013．10．26 東京11着

2011．3．27生 牡3青鹿 母 ジョウノファミリー 母母 エビスファミリー 8戦1勝 賞金 22，970，000円
［他本会外：2戦2勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を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



（26東京4）第9日 11月2日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 184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

453，480，000円
2，080，000円
10，100，000円
7，270，000円
42，060，000円
71，906，000円
5，450，000円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
1，307，573，800円
1，505，682，100円
1，008，330，500円
4，337，057，000円
1，977，824，400円
1，444，238，800円
5，062，549，500円
9，675，543，900円
731，591，500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 27，050，391，500円

総入場人員 100，877名 （有料入場人員 94，324名）



平成26年度 第4回東京競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，529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

2，454，930，000円
6，240，000円
92，340，000円
21，090，000円
224，770，000円
591，331，000円
42，895，800円
14，678，400円

勝馬投票券売得金
5，375，549，800円
7，945，614，500円
3，593，679，400円
15，733，752，500円
7，960，872，200円
6，322，921，700円
18，725，368，600円
33，863，764，500円
1，395，966，300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 100，917，489，500円

総入場延人員 370，666名 （有料入場延人員 312，057名）
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