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2701310月11日 小雨 稍重 （27東京4）第2日 第1競走 ��
��1，400�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
1：23．1
1：23．1

重
重

11 ジュアンマリエ 牝2栗 54 戸崎 圭太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 442＋ 21：27．3 1．5�

815 ケンコンイッテキ 牡2青鹿55 内田 博幸 �CHEVAL AT-
TACHE 田島 俊明 新冠 ハシモトフアーム 502＋12 〃 クビ 5．8�

36 コパノリクエスト 牡2鹿 55 岩田 康誠小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 544＋ 4 〃 アタマ 47．8�
59 ヤマタケジャイアン �2芦 55 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 浦河小林牧場 B460± 01：27．61� 92．5�
24 タマムーンフェイス 牡2鹿 55 津村 明秀玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 478＋ 21：27．7� 26．2�
611 ミ ス テ リ オ 牡2鹿 55 田中 勝春山本 武司氏 高市 圭二 平取 びらとり牧場 458＋ 41：27．8クビ 15．4	
510 シュガーラッシュ 牝2鹿 54

52 △石川裕紀人島田 久氏 小西 一男 日高 白瀬 盛雄 470－ 41：27．9	 56．5

714 ギブナッシンバック 牝2栗 54 北村 宏司髙樽さゆり氏 栗田 徹 浦河 小島牧場 454＋ 61：28．11 33．2�
23 カジノクイーン 牝2栗 54 柴山 雄一内藤 好江氏 中野 栄治 日高 内藤牧場 454＋ 81：28．63 24．8�
713 コントロールタワー 牡2鹿 55

52 ▲伴 啓太平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか 白井 吉美 442＋ 21：28．81	 98．7
12 ゴールドフィルド 牡2鹿 55 勝浦 正樹島田 久氏 小野 次郎 浦河 チェスナット

ファーム 418－ 61：28．9クビ 140．8�
35 カシノナイト 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 猪野毛牧場 470＋ 61：29．43 155．4�
48 サプールコンゴ 牡2黒鹿55 石橋 脩上野 直樹氏 菅原 泰夫 日高 シンボリ牧場 B450－ 21：29．61
 215．1�
816 ポ ル カ 牡2栗 55

52 ▲木幡 初也 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 428＋ 6 〃 ハナ 289．4�

612 クラウンネロ 牡2鹿 55 三浦 皇成�クラウン 蛯名 利弘 新冠 赤石 久夫 456＋ 61：30．23	 5．6�
47 カシノアラジン 牡2青鹿 55

52 ▲井上 敏樹柏木 務氏 和田 雄二 熊本 本田 土寿 486＋ 21：36．8大差 329．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，159，200円 複勝： 65，658，700円 枠連： 19，022，500円
馬連： 64，244，200円 馬単： 44，295，800円 ワイド： 38，761，800円
3連複： 93，288，800円 3連単： 144，239，000円 計： 498，670，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 200円 � 590円 枠 連（1－8） 680円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 350円 �� 980円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 4，220円 3 連 単 ��� 10，070円

票 数

単勝票数 計 291592 的中 � 150496（1番人気）
複勝票数 計 656587 的中 � 408850（1番人気）� 41146（3番人気）� 10169（8番人気）
枠連票数 計 190225 的中 （1－8） 21556（2番人気）
馬連票数 計 642442 的中 �� 80750（2番人気）
馬単票数 計 442958 的中 �� 42106（2番人気）
ワイド票数 計 387618 的中 �� 32158（2番人気）�� 9735（9番人気）�� 4116（21番人気）
3連複票数 計 932888 的中 ��� 16549（13番人気）
3連単票数 計1442390 的中 ��� 10375（27番人気）

ハロンタイム 12．6―11．8―11．9―12．0―12．2―12．9―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．4―36．3―48．3―1：00．5―1：13．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F39．0
3 ・（10，6）（16，14，15）1，12（2，9）（8，13）4，3，11－（5，7） 4 ・（10，6）－（1，15）－（16，14）－9（2，12）13－8（3，11，4）＝（5，7）

勝馬の
紹 介

ジュアンマリエ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．6．14 東京2着

2013．2．16生 牝2栗 母 マリアージュ 母母 アーミールージュ 6戦1勝 賞金 12，900，000円
〔制裁〕 ヤマタケジャイアン号の騎手岩部純二は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノアラジン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年11月11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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 ウイングラウベン号・ウインストアヘッド号・コイキ号・ジイサマ号・ドエライナー号・ヤマノスプリンター号

2701410月11日 小雨 稍重 （27東京4）第2日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時40分 （芝・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
1：33．5
1：32．3

良
良

35 サバイバルポケット 牝2鹿 54 M．デムーロ福田 光博氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452－ 21：34．2 16．5�

12 ビレッジシャトル 牝2栗 54 吉田 豊村山 輝雄氏 小野 次郎 平取 川向高橋育
成牧場 418＋121：34．83� 29．3�

11 ミ ネ ッ ト 牝2鹿 54 北村 宏司窪田 康志氏 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 440＋ 4 〃 クビ 4．4�
59 ピュアブリリアン 牝2黒鹿54 横山 典弘島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 436－ 2 〃 ハナ 5．9�
714 シャイニングアロー 牝2青 54

51 ▲木幡 初也矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 444－ 41：34．9クビ 221．9�
713 ストライクショット 牝2鹿 54 C．ルメール	イージス 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 492－ 61：35．11� 2．2

23 ウィズエモーション 牝2鹿 54 柴山 雄一 �社台レースホース栗田 博憲 千歳 社台ファーム 470± 01：35．2クビ 58．1�
48 ヨ イ ミ ヤ 牝2栗 54 江田 照男�ミルファーム 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド 412＋ 2 〃 アタマ 60．8
611 ウェーニーウィキー 牝2栗 54 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 古賀 史生 浦河 小島牧場 480± 0 〃 クビ 14．3�
24 ヤマニンエトフ 牝2栗 54 丸山 元気土井 肇氏 中川 公成 浦河 廣田 伉助 440－ 61：35．3� 243．8�
818 アートラヴァー 牝2栗 54 蛯名 正義 P.S．スライ氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 クビ 9．9�
36 ペイシャマリヤ 牝2栗 54 丸田 恭介北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 友田牧場 442－ 21：35．4� 138．2�
47 グレイスノート 牝2鹿 54 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 426－ 4 〃 クビ 20．3�
817 ラインセイラ 牝2栗 54 松岡 正海大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 462＋ 61：35．82� 33．9�
612 セイムヒアー 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 428＋ 21：36．54 554．4�
510 リップルトウショウ 牝2青鹿54 大野 拓弥トウショウ産業	 武井 亮 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 442± 01：36．6� 64．8�
816 ナリノスワンキー 牝2鹿 54

52 △石川裕紀人成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 456－ 41：36．7� 206．0�
715 ク ロ コ 牝2青 54

51 ▲井上 敏樹臼井義太郎氏 天間 昭一 日高 竹島 幸治 456＋ 21：38．7大差 301．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 35，208，900円 複勝： 50，666，800円 枠連： 22，419，000円
馬連： 80，952，600円 馬単： 42，167，900円 ワイド： 47，898，100円
3連複： 113，391，900円 3連単： 136，255，900円 計： 528，961，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，650円 複 勝 � 430円 � 570円 � 180円 枠 連（1－3） 2，370円

馬 連 �� 20，160円 馬 単 �� 34，830円

ワ イ ド �� 4，180円 �� 900円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 22，000円 3 連 単 ��� 184，300円

票 数

単勝票数 計 352089 的中 � 17035（6番人気）
複勝票数 計 506668 的中 � 27175（6番人気）� 19800（8番人気）� 94769（2番人気）
枠連票数 計 224190 的中 （1－3） 7309（10番人気）
馬連票数 計 809526 的中 �� 3111（40番人気）
馬単票数 計 421679 的中 �� 908（76番人気）
ワイド票数 計 478981 的中 �� 2853（39番人気）�� 14179（8番人気）�� 8402（14番人気）
3連複票数 計1133919 的中 ��� 3864（60番人気）
3連単票数 計1362559 的中 ��� 536（452番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―22．9―34．4―46．3―58．5―1：10．5―1：22．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サバイバルポケット �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．8．23 新潟3着

2013．2．27生 牝2鹿 母 メ イ カ 母母 フラワーパーク 3戦1勝 賞金 7，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クロコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年11月11日まで平地競走に出

走できない。

第４回 東京競馬 第２日



2701510月11日 小雨 稍重 （27東京4）第2日 第3競走 ��1，400�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
1：21．2
1：20．3

良
良

510 アッラサルーテ 牝2栗 54 C．ルメール 吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 466＋201：22．4 3．3�
35 ニシノケイト 牝2鹿 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 水野 貴広 新冠 パカパカ

ファーム 462＋101：22．5� 151．0�
47 キングドラゴン 牡2鹿 55 北村 宏司窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 508＋10 〃 クビ 11．9�
715 ナイトインブラック 牡2黒鹿55 M．デムーロ �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 484＋ 61：22．71� 2．8�
12 シェヴェルニー 牝2黒鹿 54

52 △石川裕紀人�ミルファーム 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 408＋ 21：22．8クビ 61．6�
48 リンガスウラン 牝2黒鹿54 柴田 善臣伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 谷岡牧場 404＋ 6 〃 クビ 25．0	
36 アクティベート 牝2黒鹿54 戸崎 圭太下河辺隆行氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 444－141：22．9クビ 28．8

714 タネホカホカ 牡2栗 55 江田 照男�ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 456＋ 8 〃 クビ 47．4�
816 ラブミーリル 牝2青鹿54 横山 典弘小林 祥晃氏 小島 茂之 日高 ヤナガワ牧場 394－121：23．0クビ 81．3�
11 ニューゴーカイオー 牡2鹿 55 内田 博幸平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 444＋ 2 〃 クビ 18．7
24 アポロノホウリン 牡2鹿 55 武 豊アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 462－ 21：23．1クビ 7．7�
818 キョウエイアムール 牝2栗 54 松岡 正海田中 晴夫氏 武市 康男 新ひだか 藤沢牧場 412＋ 21：23．31� 28．9�
817 ダッシュビーム 牡2鹿 55 柴田 大知矢野 秀春氏 金成 貴史 新ひだか 真歌田中牧場 476－101：23．4� 277．3�
59 エイトレンジャーズ 牝2黒鹿54 岩田 康誠�LS.M 天間 昭一 日高 正和山本牧場 420＋ 61：23．5� 86．6�
612 カシノアーニング 牡2鹿 55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 白瀬 盛雄 446－ 21：23．71� 228．0�
713 スガノランバダ 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹菅原 光博氏 田村 康仁 日高 若林 武雄 436－ 21：24．12� 295．7�
23 オレオールカフェ 牡2黒鹿55 四位 洋文西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム 442＋ 21：24．2� 6．9�
611 エメラルドアイ 牝2栗 54

51 ▲伴 啓太竹原 孝昭氏 石毛 善彦 日高 大西ステイブル 430＋ 61：24．41� 528．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 34，009，400円 複勝： 46，284，900円 枠連： 25，187，500円
馬連： 79，334，400円 馬単： 39，028，200円 ワイド： 46，428，000円
3連複： 100，660，200円 3連単： 126，044，700円 計： 496，977，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 170円 � 3，090円 � 330円 枠 連（3－5） 4，970円

馬 連 �� 24，810円 馬 単 �� 36，490円

ワ イ ド �� 7，820円 �� 700円 �� 17，090円

3 連 複 ��� 63，490円 3 連 単 ��� 318，400円

票 数

単勝票数 計 340094 的中 � 81966（2番人気）
複勝票数 計 462849 的中 � 92353（2番人気）� 2938（15番人気）� 35338（5番人気）
枠連票数 計 251875 的中 （3－5） 3922（18番人気）
馬連票数 計 793344 的中 �� 2478（49番人気）
馬単票数 計 390282 的中 �� 802（85番人気）
ワイド票数 計 464280 的中 �� 1481（55番人気）�� 18170（6番人気）�� 674（85番人気）
3連複票数 計1006602 的中 ��� 1189（142番人気）
3連単票数 計1260447 的中 ��� 287（712番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―34．6―46．5―58．2―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アッラサルーテ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Cozzene デビュー 2015．6．27 函館3着

2013．5．3生 牝2栗 母 ラ タ フ ィ ア 母母 Sakura Fabulous 3戦1勝 賞金 8，100，000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。
（非当選馬） 1頭 ナムラバイオレット号

2701610月11日 曇 稍重 （27東京4）第2日 第4競走 ��
��1，600�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
1：36．7
1：36．7

稍重
稍重

47 サ ン ヘ レ ナ 牝2鹿 54 松岡 正海加藤 信之氏 天間 昭一 日高 有限会社
ケイズ 480 ―1：38．9 60．8�

23 アジュールローズ 牡2青鹿55 柴山 雄一 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 482 ― 〃 クビ 4．2�
816� トッコディルーチェ 牡2鹿 55 吉田 豊加藤 誠氏 中竹 和也 米

Morris B. Floyd, Pat
Farrah, Dan Tsujioka
& Dave Alban

494 ―1：39．11� 6．6�
510 ロードゼフィール 牡2鹿 55

53 △石川裕紀人 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 日高 中館牧場 504 ―1：39．2	 168．4�
24 ラスベガスシチー 牡2栗 55 吉田 隼人 �友駿ホースクラブ 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 518 ―1：40．47 5．0	
713 ロンドンタウン 牡2鹿 55 柴田 大知薪浦 亨氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 512 ―1：40．5クビ 47．1

815 コパノミリアン 牝2鹿 54 戸崎 圭太小林 照弘氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 468 ―1：40．82 14．8�
36 シャインプラチナム 牝2鹿 54 福永 祐一杉山 忠国氏 堀 宣行 新ひだか 明治牧場 462 ―1：41．11
 10．1�
612 タケルアロー 牡2鹿 55 C．ルメール 森 保彦氏 加藤 征弘 日高 沖田牧場 450 ―1：41．2	 14．6

（リンノショウリ）

59 � ワンダーウノ 牡2芦 55 四位 洋文岡田 牧雄氏 牧 光二 米 John R. Penn 488 ―1：41．41� 9．2�
714 ファニーヒロイン 牝2栗 54 岩田 康誠青芝商事� 戸田 博文 千歳 社台ファーム 492 ― 〃 アタマ 4．8�
48 ウ ラ ワ ザ 牡2黒鹿55 横山 典弘内田 玄祥氏 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 492 ―1：41．61� 25．4�
611 ゴーランクシャス 牡2鹿 55 江田 照男渡邉 啓髙氏 武市 康男 新ひだか 静内山田牧場 B516 ―1：42．02	 97．8�
12 サンアンダーソン 牡2栗 55 丹内 祐次加藤 信之氏 岩戸 孝樹 様似 様似共栄牧場 540 ―1：42．42	 149．4�
35 シゲルハマダイ 牝2黒鹿54 蛯名 正義森中 蕃氏 松山 将樹 新ひだか 前田牧場 494 ―1：45．5大差 92．0�
11 ユ カ オ ク ン 牡2芦 55

52 ▲野中悠太郎畠山伊公子氏 畠山 吉宏 青森 有限会社
ラークヒルズ B494 ―1：46．45 187．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，062，000円 複勝： 40，920，300円 枠連： 24，077，900円
馬連： 65，487，700円 馬単： 33，423，900円 ワイド： 37，589，500円
3連複： 80，264，500円 3連単： 97，442，400円 計： 410，268，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，080円 複 勝 � 1，150円 � 190円 � 230円 枠 連（2－4） 2，050円

馬 連 �� 18，530円 馬 単 �� 51，150円

ワ イ ド �� 5，010円 �� 6，700円 �� 920円

3 連 複 ��� 43，370円 3 連 単 ��� 508，240円

票 数

単勝票数 計 310620 的中 � 4087（11番人気）
複勝票数 計 409203 的中 � 7032（11番人気）� 67824（1番人気）� 50099（4番人気）
枠連票数 計 240779 的中 （2－4） 9100（9番人気）
馬連票数 計 654877 的中 �� 2738（44番人気）
馬単票数 計 334239 的中 �� 490（111番人気）
ワイド票数 計 375895 的中 �� 1891（47番人気）�� 1409（57番人気）�� 10963（9番人気）
3連複票数 計 802645 的中 ��� 1388（117番人気）
3連単票数 計 974424 的中 ��� 139（1067番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．7―12．4―13．2―12．9―12．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―34．9―47．3―1：00．5―1：13．4―1：26．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ン ヘ レ ナ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ジャングルポケット 初出走

2013．5．5生 牝2鹿 母 ク ー ニ ャ ン 母母 スギノセンヒメ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルハマダイ号・ユカオクン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年11月

11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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 サノマル号・モリトタイキ号・レッドリッジ号



2701710月11日 曇 稍重 （27東京4）第2日 第5競走 ��
��2，000�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
2：00．8
1：59．9

良
良

45 クィーンズベスト 牝2鹿 54 岩田 康誠林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 498 ―2：04．5 3．3�
56 ウ ム ブ ル フ 牡2青鹿55 C．ルメール �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462 ―2：04．6� 2．4�
812 ジ ャ ガ ン ツ 牡2鹿 55 横山 典弘 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 524 ―2：04．81� 21．3�
69 メ ゾ ン リ ー 牡2黒鹿55 北村 宏司西野 晴夫氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492 ―2：05．22	 43．6�
11 ウインガーネット 牝2黒鹿54 三浦 皇成�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 484 ―2：05．51� 19．7	
711 ステイパーシスト 牡2黒鹿55 M．デムーロ吉田 照哉氏 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 420 ―2：05．71� 4．9

44 マイネルクラフト 牡2黒鹿55 柴田 大知 �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 476 ―2：05．91	 28．9�
57 ア メ ン ボ 牡2青鹿55 吉田 豊井山 登氏 竹内 正洋 日高 法理牧場 444 ―2：06．21� 118．3�
68 ギンザマトリックス 牡2栗 55 蛯名 正義有馬 博文氏 水野 貴広 浦河 高昭牧場 442 ―2：06．41� 18．8
22 ミラフィーリア 牝2栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 コスモヴューファーム 458 ―2：06．72 116．8�
710
 フ サ リ ア 牡2栗 55 武 豊一村 哲也氏 森 秀行 米 Glendalough

LLC 444 ―2：07．02 10．5�
33 モリトオオトネ 牡2黒鹿55 柴田 善臣石橋 忠之氏 堀井 雅広 日高 いとう牧場 530 ―2：07．2� 97．3�
813 ラサンタクルス 牝2鹿 54 柴山 雄一安原 浩司氏 高橋 文雅 新ひだか 岡田牧場 418 ―2：07．3	 294．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 39，981，800円 複勝： 41，029，600円 枠連： 18，572，300円
馬連： 69，516，300円 馬単： 41，524，700円 ワイド： 37，463，700円
3連複： 82，921，600円 3連単： 134，950，800円 計： 465，960，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 120円 � 320円 枠 連（4－5） 440円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 220円 �� 1，040円 �� 870円

3 連 複 ��� 2，280円 3 連 単 ��� 8，460円

票 数

単勝票数 計 399818 的中 � 96167（2番人気）
複勝票数 計 410296 的中 � 86988（2番人気）� 107924（1番人気）� 21472（7番人気）
枠連票数 計 185723 的中 （4－5） 32488（2番人気）
馬連票数 計 695163 的中 �� 122635（1番人気）
馬単票数 計 415247 的中 �� 30263（2番人気）
ワイド票数 計 374637 的中 �� 54037（1番人気）�� 8078（13番人気）�� 9826（10番人気）
3連複票数 計 829216 的中 ��� 27200（5番人気）
3連単票数 計1349508 的中 ��� 11563（19番人気）

ハロンタイム 13．5―12．4―12．3―12．9―13．7―13．2―12．7―11．4―10．8―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．5―25．9―38．2―51．1―1：04．8―1：18．0―1：30．7―1：42．1―1：52．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F33．8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クィーンズベスト �
�
父 ワークフォース �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2013．2．25生 牝2鹿 母 ラスティングソング 母母 ハルーワソング 1戦1勝 賞金 7，000，000円

2701810月11日 曇 稍重 （27東京4）第2日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時00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 7，500，000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
1：34．1
1：33．3

不良
良

36 ブルーボサノヴァ 牝4栗 55 丸田 恭介 �ブルーマネジメント和田 雄二 新冠 川上牧場 496＋ 41：37．1 19．6�
510 メリーウィドウ 牝4鹿 55 吉田 豊 �シルクレーシング 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 506＋ 41：37．31� 5．7�
23 マ ハ ロ マ ナ 牝3鹿 53 福永 祐一友水 達也氏 水野 貴広 日高 木村牧場 498＋ 21：37．4� 9．3�
35 タイセイティグレス 牝4青鹿55 内田 博幸田中 成奉氏 菊川 正達 えりも 寺井 文秀 472＋ 2 〃 クビ 9．7�
12 リースリング 牝4栗 55

52 ▲井上 敏樹池谷 誠一氏 竹内 正洋 新ひだか 桜井牧場 458＋121：37．71� 64．0	
59 ヘヴンズチョイス 牝4青鹿55 C．ルメール �シルクレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 488－ 81：38．12� 2．1

47 イデアオブクィーン 牝4芦 55 蛯名 正義益田 修一氏 石栗 龍彦 浦河 大道牧場 416－ 81：38．31� 43．6�
816 マカワオクイーン 牝3栗 53 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 日高大洋牧場 476＋ 41：38．72� 55．8�
612 リンガスアリュール 牝4栗 55 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 522＋ 4 〃 アタマ 46．4
48 カゼノトビラ 牝3鹿 53

50 ▲野中悠太郎福田 光博氏 根本 康広 新冠 八木 常郎 458＋ 81：38．8クビ 16．4�
714 メジャーフォルム 牝3栗 53 M．デムーロ �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム 456＋10 〃 アタマ 10．7�
611	 ラズライトブルー 牝4鹿 55 柴田 大知 �ブルーマネジメント星野 忍 新冠 川上 悦夫 432＋ 61：39．33 257．6�
24 ラセレシオン 牝3鹿 53 柴山 雄一 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 522＋ 41：39．4クビ 15．7�
11 レイヨンヴェール 牝4黒鹿55 江田 照男 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 494＋16 〃 クビ 27．7�
815	 トミケンアレス 牝4栗 55 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 和田 正道 浦河 駿河牧場 458＋ 41：40．14 397．3�
713 マ ラ ケ シ ュ 牝3青鹿53 北村 宏司片山 博志氏 佐藤 吉勝 新冠 村上牧場 470－ 81：40．52� 225．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，189，200円 複勝： 59，183，500円 枠連： 27，597，400円
馬連： 90，947，300円 馬単： 45，901，500円 ワイド： 55，072，000円
3連複： 124，262，500円 3連単： 154，937，300円 計： 597，090，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，960円 複 勝 � 430円 � 190円 � 300円 枠 連（3－5） 550円

馬 連 �� 4，520円 馬 単 �� 11，310円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 2，280円 �� 930円

3 連 複 ��� 9，710円 3 連 単 ��� 96，330円

票 数

単勝票数 計 391892 的中 � 15987（8番人気）
複勝票数 計 591835 的中 � 31099（7番人気）� 98991（2番人気）� 48894（4番人気）
枠連票数 計 275974 的中 （3－5） 38329（2番人気）
馬連票数 計 909473 的中 �� 15572（13番人気）
馬単票数 計 459015 的中 �� 3042（36番人気）
ワイド票数 計 550720 的中 �� 10881（12番人気）�� 6065（26番人気）�� 15557（9番人気）
3連複票数 計1242625 的中 ��� 9593（31番人気）
3連単票数 計1549373 的中 ��� 1166（288番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―22．8―34．8―46．7―59．1―1：11．5―1：24．4

コーナー
通過順位

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

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 デビュー 2013．10．20 東京1着

2011．5．14生 牝4栗 母 トーヨーサンバ 母母 サンダードーム 23戦3勝 賞金 30，300，000円
〔発走状況〕 ブルーボサノヴァ号は，発走地点で左前肢落鉄。発走時刻6分遅延。



2701910月11日 曇 稍重 （27東京4）第2日 第7競走 ��2，400�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54�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
2：22．1
2：22．1

良
良

66 トルークマクト 牡5鹿 57 蛯名 正義�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 456－ 22：26．9 8．8�
810 マイネルポルトゥス 牡3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新ひだか 谷藤 弘美 480＋122：27．11� 68．6�
67 ビレッジソング 牝4鹿 55

52 ▲井上 敏樹岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 438＋ 22：27．2� 51．2�
33 エバーシャルマン 牝3黒鹿52 M．デムーロ宇田 豊氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 460＋ 42：27．41� 2．1�
55 マイネルヴェルス 牡4鹿 57 丹内 祐次 �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 534－ 22：27．5� 12．8	
11 クラシックエース 牡3鹿 54 柴山 雄一 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 434＋ 22：27．6クビ 14．4

22 スプレンデレ 牡3黒鹿54 福永 祐一堂守 貴志氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 454＋ 42：27．7� 5．7�
79 ミュゼダルタニアン 牡3栗 54 内田 博幸坂本 肇氏 高市 圭二 千歳 社台ファーム 518＋ 82：27．91� 3．5�
44 ジェイケイライアン 牡3鹿 54 江田 照男小谷野次郎氏 菅原 泰夫 新ひだか 藤川フアーム 478－ 42：28．22 46．5
811 インスタントリー 牡3黒鹿54 大野 拓弥岡 浩二氏 小笠 倫弘 えりも エクセルマネジメント 472＋ 82：28．41� 70．1�
78 ダイワグローリー 牝3栗 52 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 500＋142：28．72 127．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 34，794，400円 複勝： 39，864，900円 枠連： 15，226，600円
馬連： 82，267，800円 馬単： 47，560，500円 ワイド： 41，223，300円
3連複： 95，166，900円 3連単： 177，813，600円 計： 533，918，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 240円 � 1，740円 � 970円 枠 連（6－8） 6，840円

馬 連 �� 20，470円 馬 単 �� 34，390円

ワ イ ド �� 4，780円 �� 3，320円 �� 14，660円

3 連 複 ��� 153，160円 3 連 単 ��� 800，710円

票 数

単勝票数 計 347944 的中 � 31296（4番人気）
複勝票数 計 398649 的中 � 52151（4番人気）� 5315（10番人気）� 9890（8番人気）
枠連票数 計 152266 的中 （6－8） 1724（21番人気）
馬連票数 計 822678 的中 �� 3114（34番人気）
馬単票数 計 475605 的中 �� 1037（59番人気）
ワイド票数 計 412233 的中 �� 2226（34番人気）�� 3233（26番人気）�� 719（51番人気）
3連複票数 計 951669 的中 ��� 466（125番人気）
3連単票数 計1778136 的中 ��� 161（659番人気）

ハロンタイム 13．1―11．2―11．9―12．6―12．7―13．1―12．7―12．4―12．3―11．4―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―24．3―36．2―48．8―1：01．5―1：14．6―1：27．3―1：39．7―1：52．0―2：03．4―2：14．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トルークマクト �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 High Chaparral デビュー 2012．6．9 東京7着

2010．4．14生 牡5鹿 母 ロ ゼ 母母 ダンシングナゲット 32戦3勝 賞金 47，294，000円
※出走取消馬 ナンヨーテンプル号（疾病〔左前挫跖〕のため）

2702010月11日 曇 稍重 （27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 （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 7，500，000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
1：34．1
1：33．3

不良
良

48 マッチレスヒーロー 牡4栗 57 横山 典弘�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 B486＋ 41：37．6 2．9�
612 プ エ ル ト 牡3鹿 55 北村 宏司池谷 誠一氏 大竹 正博 洞�湖 レイクヴィラファーム 538± 01：37．7� 11．4�
11 シャークベイ 牡4青鹿57 内田 博幸 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 512＋101：37．8� 8．3�
59 ツクバローレル 牡5黒鹿57 柴田 善臣荻原 昭二氏 小野 次郎 青森 ワールドファーム 502－ 21：38．01	 5．7�
714
 モ シ モ シ 牝5黒鹿 55

53 △石川裕紀人小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 432＋ 81：38．32 49．5�
35 ファーストオーサー 牡4黒鹿 57

54 ▲木幡 初也石橋 英郎氏 勢司 和浩 新冠 小泉牧場 482± 01：38．4� 249．8	
12 
 ハナズウェポン 牡4栗 57

54 ▲伴 啓太M．タバート氏 加藤 和宏 新ひだか 畠山牧場 476＋ 41：38．5クビ 26．4

47 スカーボロフェア 牝3鹿 53 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 428－ 41：38．6� 38．0�
815 スペースクルーズ 牡4栗 57 四位 洋文窪田 康志氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 586－ 21：38．7クビ 4．4�
611 ギ ン パ リ 牡3青鹿55 戸崎 圭太新井原 博氏 小桧山 悟 新冠 守矢牧場 496＋ 61：39．01� 17．0
816 デストリーライズ 牡3鹿 55 三浦 皇成広尾レース� 鹿戸 雄一 新ひだか 木村 秀則 490－ 21：39．21	 57．6�
23 ケンベストカフェ 牡3黒鹿55 蛯名 正義中西 健氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 472＋ 41：39．3� 8．8�
713 ダテノトライアンフ 牡4栗 57 柴田 大知関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 472＋ 21：39．51 174．6�
36 マンオブグァテマラ 牡4芦 57 江田 照男吉田 千津氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 488＋ 6 〃 クビ 67．0�
510 サンマルスピリット 牡5鹿 57 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 浦河 日優牧場 496＋ 21：39．6� 353．9�
24 
 ヴィクトリーノヴァ 牡4芦 57

54 ▲井上 敏樹古賀 慎一氏 谷原 義明 日高 中川 浩典 442＋ 81：39．92 292．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，979，800円 複勝： 56，673，700円 枠連： 26，058，300円
馬連： 106，818，200円 馬単： 48，695，000円 ワイド： 54，154，800円
3連複： 127，545，100円 3連単： 171，528，000円 計： 630，452，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 330円 � 230円 枠 連（4－6） 910円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 2，550円

ワ イ ド �� 710円 �� 470円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 3，810円 3 連 単 ��� 18，790円

票 数

単勝票数 計 389798 的中 � 105095（1番人気）
複勝票数 計 566737 的中 � 141170（1番人気）� 34303（7番人気）� 57576（4番人気）
枠連票数 計 260583 的中 （4－6） 22138（4番人気）
馬連票数 計1068182 的中 �� 52082（6番人気）
馬単票数 計 486950 的中 �� 14277（8番人気）
ワイド票数 計 541548 的中 �� 19531（7番人気）�� 31637（4番人気）�� 8667（19番人気）
3連複票数 計1275451 的中 ��� 25091（10番人気）
3連単票数 計1715280 的中 ��� 6616（52番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．6―47．9―1：00．5―1：13．2―1：25．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マッチレスヒーロー �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 チーフベアハート デビュー 2014．2．18 東京6着

2011．4．18生 牡4栗 母 ブラックティー 母母 チ ャ ッ プ 20戦2勝 賞金 36，866，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 グラスルノン号・ニシノプレシャス号・レッツゴースター号



2702110月11日 曇 良 （27東京4）第2日 第9競走 ��
��1，600�

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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

11 ロジチャリス 牡3栗 55 福永 祐一久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 552－ 41：33．8 3．7�
22 ローズマンブリッジ 牝5鹿 55 石橋 脩吉田 勝己氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 490－ 2 〃 ハナ 47．6�
23 � ストーンウェア 牡3鹿 55 C．ルメール 吉田 照哉氏 吉田 直弘 米 Shadai Farm 458＋ 4 〃 ハナ 5．4�
58 アウトオブシャドウ 牡5栗 57 戸崎 圭太飯塚 知一氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 462＋ 41：34．01	 58．3�
814 ベストドリーム 牡4鹿 57 岩田 康誠堀口 晴男氏 谷原 義明 日高 日西牧場 468＋ 21：34．1
 10．8�
35 � エイシンエルヴィン 牡4鹿 57 M．デムーロ�栄進堂 中尾 秀正 愛 K. K. Ei-

shindo 502＋10 〃 クビ 3．1	
815 レッドライジェル 牡3鹿 55 四位 洋文 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 438± 0 〃 ハナ 7．8

712 パワースラッガー 牡4鹿 57 江田 照男丸岡 啓一氏 菊川 正達 安平 吉田牧場 480＋ 2 〃 ハナ 49．3�
59 ダイワインパルス 牡3鹿 55 田中 勝春大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 474＋ 8 〃 アタマ 55．0�
46 マイネルアウラート 牡4黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 456＋ 41：34．2クビ 17．4
34 ライブリシュネル 牡5鹿 57 松岡 正海加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 482－ 2 〃 クビ 82．1�
610� シンボリタピット 牡3鹿 55 蛯名 正義シンボリ牧場 久保田貴士 米 Takahiro

Wada 486＋ 4 〃 ハナ 23．7�
611 サウンドバーニング 牡3鹿 55 武 豊増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 430＋ 21：34．3クビ 20．5�
713 セイントバローズ 牡3鹿 55 内田 博幸猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富田牧場 478＋101：34．51	 38．0�
47 マイネルコランダム 牡6青鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 コスモヴューファーム 482＋ 41：34．6� 194．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 56，369，100円 複勝： 83，819，600円 枠連： 38，330，400円
馬連： 172，459，100円 馬単： 74，022，500円 ワイド： 78，274，400円
3連複： 200，968，100円 3連単： 277，693，300円 計： 981，936，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 640円 � 190円 枠 連（1－2） 1，030円

馬 連 �� 8，120円 馬 単 �� 10，220円

ワ イ ド �� 2，090円 �� 430円 �� 2，470円

3 連 複 ��� 9，380円 3 連 単 ��� 59，540円

票 数

単勝票数 計 563691 的中 � 119829（2番人気）
複勝票数 計 838196 的中 � 166495（2番人気）� 24811（9番人気）� 118507（3番人気）
枠連票数 計 383304 的中 （1－2） 28663（5番人気）
馬連票数 計1724591 的中 �� 16450（25番人気）
馬単票数 計 740225 的中 �� 5431（34番人気）
ワイド票数 計 782744 的中 �� 9164（22番人気）�� 51351（3番人気）�� 7706（30番人気）
3連複票数 計2009681 的中 ��� 16063（27番人気）
3連単票数 計2776933 的中 ��� 3381（175番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．7―11．9―11．9―11．0―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．4―47．3―59．2―1：10．2―1：21．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロジチャリス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2014．6．15 東京2着

2012．2．11生 牡3栗 母 プラチナチャリス 母母 Silver Chalice 8戦3勝 賞金 46，146，000円
〔制裁〕 ローズマンブリッジ号の騎手石橋脩は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。

2702210月11日 曇 稍重 （27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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

11 レッドファルクス 牡4芦 57 吉田 豊 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 468－ 21：24．2 8．6�
816 ノ ウ レ ッ ジ 牡5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 506± 0 〃 クビ 13．2�
48 キタサンミカヅキ 牡5鹿 57 武士沢友治�大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 522＋ 21：24．3クビ 22．9�
36 � アジアンテースト 牡3鹿 55 岩田 康誠馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Gerson

Racing 544－ 81：24．51	 4．0�
12 アンズチャン 牝4鹿 55 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 474－ 41：24．6クビ 2．6	
23 
 セ イ ラ 牝6栗 55 戸崎 圭太萩 英男氏 今野 貞一 日高 中川 哲也 474－ 21：24．81� 46．0

35 メイショウオセアン 牡4鹿 57 横山 典弘松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 548－ 8 〃 ハナ 7．8�
612� アンリヴィールド 牝6栗 55 福永 祐一�大樹ファーム 牧田 和弥 米

Dr. Jerry Bilinski
DVM & Dr. Anina
LaCour DVM

484－ 41：24．9� 48．6
815� ダノンクリエーター 牡6栗 57 大野 拓弥�ダノックス 村山 明 米 Waterford

Farm 526－ 81：25．0クビ 58．4�
713 モ ン テ ネ オ 牡5黒鹿57 柴田 善臣毛利 喜昭氏 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 478－ 6 〃 クビ 141．8�
47 サクセスフェイト 牡6黒鹿57 石川裕紀人髙嶋 哲氏 中内田充正 浦河 有限会社

吉田ファーム 448－ 81：25．1クビ 182．4�
714 ビッグリバティ 牡6青鹿57 嘉藤 貴行�杵臼牧場 大和田 成 浦河 杵臼牧場 522＋ 4 〃 ハナ 68．6�
510 ゲマインシャフト 牡5鹿 57 北村 宏司丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 514＋10 〃 クビ 33．0�
611 アルボナンザ 牝5栗 55 四位 洋文�エーティー 昆 貢 浦河 辻 牧場 466－ 4 〃 アタマ 10．3�
59 シグナルプロシード 牡5鹿 57 柴山 雄一髙樽さゆり氏 高橋 義忠 新ひだか 元道牧場 518＋ 21：25．2	 23．2�
24 コウユーサムライ 牡6栗 57 丹内 祐次加治屋貞光氏 森 秀行 宮崎 戸田 ゆり子 480－ 41：25．62 147．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，893，600円 複勝： 82，216，200円 枠連： 54，700，200円
馬連： 198，956，300円 馬単： 90，194，500円 ワイド： 88，852，100円
3連複： 243，224，000円 3連単： 354，244，900円 計： 1，171，281，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 340円 � 370円 � 590円 枠 連（1－8） 1，180円

馬 連 �� 6，150円 馬 単 �� 12，050円

ワ イ ド �� 2，260円 �� 2，430円 �� 3，280円

3 連 複 ��� 37，750円 3 連 単 ��� 184，760円

票 数

単勝票数 計 588936 的中 � 54673（4番人気）
複勝票数 計 822162 的中 � 67292（5番人気）� 59237（6番人気）� 34136（7番人気）
枠連票数 計 547002 的中 （1－8） 35862（4番人気）
馬連票数 計1989563 的中 �� 25044（20番人気）
馬単票数 計 901945 的中 �� 5611（39番人気）
ワイド票数 計 888521 的中 �� 10188（25番人気）�� 9426（27番人気）�� 6933（36番人気）
3連複票数 計2432240 的中 ��� 4832（108番人気）
3連単票数 計3542449 的中 ��� 1390（516番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．1―12．2―11．9―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―35．6―47．8―59．7―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドファルクス �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．23 東京2着

2011．4．12生 牡4芦 母 ベ ル モ ッ ト 母母 レガシーオブストレングス 11戦5勝 賞金 70，374，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の15頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）15頭 アピア号・オビーディエント号・コアレスキング号・サウンドアドバイス号・サンレーン号・ジェネシスロック号・

シュトラール号・スノーモンキー号・テムジン号・デルマヌラリヒョン号・プラントハンター号・プロトコル号・
モエレジュンキン号・モーニン号・ワイドエクセレント号

３レース目
１レース目



2702310月11日 曇 良 （27東京4）第2日 第11競走 ��
��1，800�第66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，26．10．11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，26．10．10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 65，000，000円 26，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 6，500，000円
付 加 賞 910，000円 260，000円 130，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

813 エイシンヒカリ 牡4芦 56 武 豊�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 500＋ 61：45．6 4．9�
44 ディサイファ 牡6鹿 57 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 500＋ 41：45．81� 6．7�
56 イスラボニータ 牡4黒鹿57 蛯名 正義 �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 480－ 2 〃 クビ 9．2�
69 ダノンシャーク 牡7鹿 58 岩田 康誠�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 446－ 81：45．9	 34．8�
68 トーセンスターダム 牡4黒鹿56 内田 博幸島川 	哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 492－101：46．0
 39．0

57 アンビシャス 牡3黒鹿54 M．デムーロ近藤 英子氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 456－ 41：46．1クビ 5．0�
711 ステファノス 牡4鹿 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 476＋ 3 〃 クビ 8．8�
33 ク ラ レ ン ト 牡6栗 56 三浦 皇成前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント 498＋ 21：46．31 22．7
45 ヴァンセンヌ 牡6鹿 56 横山 典弘 �社台レースホース松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504＋ 2 〃 クビ 5．6�
812 スピルバーグ 牡6鹿 58 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 500 1：46．4クビ 8．6�
11 グランデッツァ 牡6栗 56 福永 祐一 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 496－ 8 〃 クビ 16．4�
710 リアルインパクト 牡7鹿 58 C．ルメール �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 530＋ 61：46．61
 48．3�
22 マーティンボロ 牡6青鹿56 川田 将雅吉田 和美氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 440－ 41：46．7クビ 103．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 325，692，500円 複勝： 390，406，700円 枠連： 215，586，500円 馬連： 1，143，800，400円 馬単： 487，357，400円
ワイド： 436，472，600円 3連複： 1，621，321，300円 3連単： 2，790，196，100円 5重勝： 566，057，800円 計： 7，976，891，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 220円 � 220円 � 320円 枠 連（4－8） 560円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 3，210円

ワ イ ド �� 820円 �� 1，270円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 6，720円 3 連 単 ��� 28，200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����� 135，690円

票 数

単勝票数 計3256925 的中 � 526662（1番人気）
複勝票数 計3904067 的中 � 472878（4番人気）� 499867（3番人気）� 291005（7番人気）
枠連票数 計2155865 的中 （4－8） 297878（3番人気）
馬連票数 計11438004 的中 �� 470524（6番人気）
馬単票数 計4873574 的中 �� 113859（7番人気）
ワイド票数 計4364726 的中 �� 140728（6番人気）�� 87416（17番人気）�� 82440（19番人気）
3連複票数 計16213213 的中 ��� 180702（21番人気）
3連単票数 計27901961 的中 ��� 71723（69番人気）
5重勝票数 計5660578 的中 ����� 2920

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―35．9―47．9―59．9―1：11．6―1：22．6―1：33．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．7―3F34．0

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

勝馬の
紹 介

エイシンヒカリ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2014．4．26 京都1着

2011．5．3生 牡4芦 母 キ ャ タ リ ナ 母母 Carolina Saga 9戦8勝 賞金 197，315，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりエイシンヒカリ号は，天皇賞（秋）（GⅠ）競走に優先出走できる。

2702410月11日 曇 稍重 （27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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

714 サ ノ イ チ 牡4鹿 57 内田 博幸ビジョンサラブレッドクラブ 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 476± 01：24．3 5．2�
815 プリサイスエース 牡4栗 57 M．デムーロ井山 登氏 奥村 武 新冠 芳住 鉄兵 494－101：24．4� 4．2�
510 イ ク ラ ト ロ 牡4鹿 57 中谷 雄太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 434＋ 61：24．61� 19．8�
23 トーセンマイティ 牡4鹿 57 C．ルメール 島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 508＋12 〃 ハナ 5．2�
48 ミヤジマッキー 牡5鹿 57 戸崎 圭太曽我 司氏 牧田 和弥 浦河 村中牧場 504± 01：24．7クビ 11．2	
12 ブロードソード �5黒鹿57 福永 祐一 
キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム 496－161：25．23 11．6�
24 ラピダメンテ �4栗 57 横山 典弘 
社台レースホース池上 昌弘 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 41：25．3	 21．8�
59 マ レ ー ナ 牝4黒鹿55 北村 宏司山本 英俊氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 480－ 4 〃 クビ 10．0
35 ア グ ス タ 牡3鹿 55 蛯名 正義寺田 寿男氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 506＋ 21：25．4クビ 5．4�
816 ハワイアンシュガー 牡7黒鹿57 岩部 純二四方堂第五郎氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 誠次 456＋ 6 〃 クビ 287．1�
11 
 リバータイキ 牡6栗 57 柴山 雄一河越 武治氏 作田 誠二 平取 稲原牧場 516＋101：25．5クビ 127．8�
713 シュナップス 牡5栗 57 勝浦 正樹藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 454＋ 41：25．6	 70．1�
611 ノーフェイト 牝3栗 53 田中 勝春髙樽さゆり氏 栗田 徹 浦河 小島牧場 464＋101：26．13 49．0�
612 ラブリースター 牝6栃栗 55

53 △石川裕紀人長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 478＋181：26．31 178．3�
47 ナムライチバンボシ 牡5鹿 57 三浦 皇成奈村 信重氏 大和田 成 日高 中前牧場 508± 01：26．51� 34．9�

（15頭）
36 スマートレパード �5栃栗57 草野 太郎大川 徹氏 杉浦 宏昭 新ひだか 飛野牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 81，118，900円 複勝： 114，173，500円 枠連： 53，525，900円
馬連： 264，987，000円 馬単： 93，389，000円 ワイド： 112，514，800円
3連複： 293，964，500円 3連単： 431，519，300円 計： 1，445，192，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 180円 � 180円 � 410円 枠 連（7－8） 830円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，630円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 6，460円 3 連 単 ��� 33，410円

票 数

単勝票数 差引計 811189（返還計 355） 的中 � 123282（2番人気）
複勝票数 差引計1141735（返還計 566） 的中 � 184979（1番人気）� 182776（2番人気）� 56670（8番人気）
枠連票数 差引計 535259（返還計 31） 的中 （7－8） 49438（1番人気）
馬連票数 差引計2649870（返還計 1968） 的中 �� 190823（1番人気）
馬単票数 差引計 933890（返還計 698） 的中 �� 32770（4番人気）
ワイド票数 差引計1125148（返還計 749） 的中 �� 68877（1番人気）�� 16896（21番人気）�� 19276（18番人気）
3連複票数 差引計2939645（返還計 3974） 的中 ��� 34097（20番人気）
3連単票数 差引計4315193（返還計 5793） 的中 ��� 9364（96番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．5―12．1―12．0―12．4―12．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ノ イ チ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．7．14 福島5着

2011．5．13生 牡4鹿 母 エ ト レ ー ヌ 母母 ライジングサンデー 22戦4勝 賞金 63，182，000円
〔出走取消〕 スマートレパード号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スズカアーサー号

５レース目



（27東京4）第2日 10月11日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 183頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

304，670，000円
14，410，000円
2，330，000円
28，000，000円
5，000，000円
73，351，000円
4，979，000円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
804，458，800円
1，070，898，400円
540，304，500円
2，419，771，300円
1，087，560，900円
1，074，705，100円
3，176，979，400円
4，996，865，300円
566，057，800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 15，737，601，500円

総入場人員 47，013名 （有料入場人員 43，806名）
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