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2702510月12日 晴 良 （27東京4）第3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
1：36．7
1：36．7

稍重
稍重

59 ロッジポールパイン 牡2青鹿55 丹内 祐次大野 富生氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 514± 01：40．3 4．6�
611 ジュンザワールド 牡2鹿 55 北村 宏司河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 514＋24 〃 ハナ 3．6�
714 シ ベ リ ウ ス 牡2栗 55 内田 博幸浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 448＋ 21：40．61� 84．5�
24 コスモヒドラ 牡2鹿 55 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 21：40．81� 218．6�
36 アッテンツィオーネ 牡2黒鹿55 戸崎 圭太森岡 幸人氏 矢野 英一 様似 髙村 伸一 464＋ 81：40．9� 5．7�
35 ミュゼリバイアサン 牡2鹿 55 柴山 雄一坂本 肇氏 黒岩 陽一 新ひだか 水上 習孝 506＋ 2 〃 クビ 7．3	
612 サトノスピリット 牡2黒鹿55 柴田 善臣里見 治氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 472± 01：41．0� 11．6

12 ウインバーニング 牡2鹿 55 柴田 大知�ウイン 武市 康男 新冠 中本牧場 454－ 2 〃 ハナ 40．7�
815 パ イ ロ ッ ト 牡2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 480＋ 2 〃 クビ 20．9
23 アイトラッキング 牡2栗 55 横山 典弘吉田 照哉氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 526＋ 41：41．74 9．9�
11 ケイツートール 牡2青鹿55 黛 弘人楠本 勝美氏 蛯名 利弘 新冠 飛渡牧場 B480－201：42．01� 152．9�
510 ロードディロング 牡2青鹿 55

52 ▲野中悠太郎 �ロードホースクラブ 菊沢 隆徳 日高 道見牧場 510＋ 41：42．1� 301．2�
713 ミライヘノサイン 牝2鹿 54 吉田 隼人田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 シンユウフアーム 452± 0 〃 アタマ 8．1�
47 クリンクリン 牡2鹿 55 勝浦 正樹スリースターズレーシング 黒岩 陽一 新冠 有限会社 大

作ステーブル 480＋ 61：42．2クビ 35．6�
816 ウインプリマ 牝2栗 54

51 ▲井上 敏樹�ウイン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 436＋ 41：42．3� 123．4�
48 チェリートレジャー 牡2栗 55 丸山 元気櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 492－ 41：42．93� 115．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，801，500円 複勝： 37，191，700円 枠連： 17，010，700円
馬連： 63，961，900円 馬単： 31，228，600円 ワイド： 34，729，500円
3連複： 87，367，400円 3連単： 106，065，900円 計： 401，357，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 160円 � 1，410円 枠 連（5－6） 710円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 380円 �� 5，260円 �� 4，950円

3 連 複 ��� 24，780円 3 連 単 ��� 110，640円

票 数

単勝票数 計 238015 的中 � 40696（2番人気）
複勝票数 計 371917 的中 � 73504（1番人気）� 71094（2番人気）� 4465（13番人気）
枠連票数 計 170107 的中 （5－6） 18472（2番人気）
馬連票数 計 639619 的中 �� 56509（1番人気）
馬単票数 計 312286 的中 �� 12421（2番人気）
ワイド票数 計 347295 的中 �� 26426（1番人気）�� 1583（47番人気）�� 1683（44番人気）
3連複票数 計 873674 的中 ��� 2644（78番人気）
3連単票数 計1060659 的中 ��� 695（352番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．6―13．1―13．9―12．9―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―34．9―48．0―1：01．9―1：14．8―1：27．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．3―3F38．4
3 5（16，11）（7，9，13）（2，12，15）（8，10，4）－6－（3，14）1 4 ・（5，16，11）（7，9，13）（2，12，15）4（8，10）6（3，14）－1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロッジポールパイン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．7．4 福島10着

2013．3．1生 牡2青鹿 母 メイルストローム 母母 マジックコード 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 シベリウス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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） 1頭 クラウンコルデーロ号
（非抽選馬） 2頭 アポロナイスジャブ号・タマモワッショイ号

2702610月12日 晴 良 （27東京4）第3日 第2競走 ��
��1，600�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
1：33．5
1：32．3

良
良

612 スクエアフォールド �2鹿 55 内田 博幸 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 468± 01：35．3 53．3�
11 ローズクランス 牡2鹿 55 武士沢友治グリーンフィールズ� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B500－ 2 〃 クビ 11．4�
36 ウイングソルジャー 牡2栗 55 田中 勝春 �グリーンファーム宗像 義忠 千歳 社台ファーム 480＋ 41：35．5� 8．3�
47 スズオーフェン 牝2鹿 54 勝浦 正樹森 達郎氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 466－ 6 〃 アタマ 146．7�
818 エ デ ィ ク ト 牡2鹿 55 戸崎 圭太窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 494＋ 2 〃 ハナ 2．7	
12 ゲインザリード 牡2黒鹿55 柴山 雄一山口 敦広氏 和田正一郎 新ひだか 酒井 秀紀 452－ 2 〃 アタマ 10．1

715 キングハート 牡2鹿 55 江田 照男増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 460－ 21：35．6� 8．1�
817 ビッグランチ 牡2栗 55 吉田 豊 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 446＋ 81：35．7クビ 97．9�
714 ハヤブサミカリン 牝2芦 54 吉田 隼人武田 修氏 高柳 瑞樹 安平 追分ファーム 470＋10 〃 クビ 15．1
48 ピ キ ー ヨ 牡2黒鹿55 柴田 大知門野 重雄氏 和田 雄二 新冠 奥山 博 494－ 41：35．8	 21．0�
713 グラスセイヴァー 牡2鹿 55 幸 英明半沢� 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 518± 01：35．9	 56．8�
24 クラウンムーン 牝2黒鹿54 丸田 恭介�クラウン 菊川 正達 新冠 カミイスタット 432－10 〃 アタマ 36．4�
611 ダイワチャーチル 牡2鹿 55 北村 宏司大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 496＋ 21：36．0クビ 4．4�
59 ドラゴンイモン 牡2黒鹿55 丸山 元気井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 454－ 21：36．21
 85．2�
23 エクセルレジェンド 牡2黒鹿55 大野 拓弥谷川 正純氏 蛯名 利弘 新ひだか 筒井 征文 430＋ 21：36．41
 221．6�
35 マイネルドラグーン 牡2鹿 55 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 イワミ牧場 460－ 21：36．61	 75．0�
816 ツクバオーキッド 牝2鹿 54 黛 弘人細谷 武史氏 蛯名 利弘 浦河 まるとみ冨岡牧場 440－ 21：36．81
 190．1�
510 ヴ ェ リ タ ス 牝2栗 54 横山 和生加治屋貞光氏 竹内 正洋 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 408± 01：37．01	 230．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 28，538，800円 複勝： 42，066，600円 枠連： 20，574，600円
馬連： 70，081，000円 馬単： 33，812，400円 ワイド： 38，289，200円
3連複： 89，072，200円 3連単： 111，521，000円 計： 433，955，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，330円 複 勝 � 1，100円 � 410円 � 360円 枠 連（1－6） 1，180円

馬 連 �� 26，410円 馬 単 �� 62，770円

ワ イ ド �� 6，470円 �� 6，110円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 57，680円 3 連 単 ��� 514，980円

票 数

単勝票数 計 285388 的中 � 4280（10番人気）
複勝票数 計 420666 的中 � 9107（10番人気）� 27787（7番人気）� 33138（5番人気）
枠連票数 計 205746 的中 （1－6） 13443（5番人気）
馬連票数 計 700810 的中 �� 2056（57番人気）
馬単票数 計 338124 的中 �� 404（136番人気）
ワイド票数 計 382892 的中 �� 1504（51番人気）�� 1594（49番人気）�� 7285（15番人気）
3連複票数 計 890722 的中 ��� 1158（150番人気）
3連単票数 計1115210 的中 ��� 157（1172番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．3―35．1―47．3―59．8―1：11．3―1：22．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．5
3 14（3，15，17）（8，18）2（5，9）4（13，16）（12，7）1（6，10）11 4 14（3，15，17）（8，18）2（4，5，9）（13，16）（12，7）（1，6，10）11

勝馬の
紹 介

スクエアフォールド �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．6．13 東京10着

2013．2．7生 �2鹿 母 センシュアルドレス 母母 ジェミードレス 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ゲインザリード号の騎手柴山雄一は，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：5番）

第４回 東京競馬 第３日



2702710月12日 晴 良 （27東京4）第3日 第3競走 ��1，800�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
1：45．9
1：45．9

良
良

79 メートルダール 牡2鹿 55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 470± 01：49．3 1．7�
68 アポロオスカー 牝2鹿 54 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 浦河 大北牧場 436± 01：49．4� 9．1�
22 コスモジャーベ 牡2黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 坂本 智広 468－ 61：49．61� 8．9�
55 ヤマニンリュウセイ 牡2栗 55 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 456± 01：49．81� 4．4�
67 ナッツスター 牡2鹿 55 江田 照男早川 経一氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド 448－ 61：50．11� 99．6�
812 レイホーロイス 牡2黒鹿55 内田 博幸永井 啓弍氏 伊藤 圭三 浦河 辻 牧場 468＋ 61：50．52� 7．6	
811 ゴールドクリスエス 牡2青鹿55 吉田 豊古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 486＋ 4 〃 アタマ 81．9

44 ワタシニマカセテ 牝2鹿 54 大庭 和弥髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 428＋ 21：50．6� 33．2�
11 サ ミ ダ レ 牝2青鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 武市 康男 新ひだか 米田牧場 420－ 21：50．81� 222．4�
56 キョウエイパワー 牡2鹿 55 松岡 正海田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 61：51．01 45．3
710 ヴェロレジーナ 牝2栗 54

52 △石川裕紀人森岡 幸人氏 田島 俊明 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 444－ 41：51．21� 110．6�

33 スフバータル 牡2栗 55
52 ▲井上 敏樹�和田牧場 和田 正道 新ひだか 城市 公 454－ 41：51．62� 120．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 32，637，900円 複勝： 40，381，100円 枠連： 12，439，600円
馬連： 57，193，300円 馬単： 38，041，800円 ワイド： 33，608，900円
3連複： 74，908，400円 3連単： 140，451，100円 計： 429，662，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 150円 � 170円 枠 連（6－7） 610円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 300円 �� 350円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 4，070円

票 数

単勝票数 計 326379 的中 � 150798（1番人気）
複勝票数 計 403811 的中 � 149512（1番人気）� 55392（3番人気）� 42138（5番人気）
枠連票数 計 124396 的中 （6－7） 15633（3番人気）
馬連票数 計 571933 的中 �� 60030（4番人気）
馬単票数 計 380418 的中 �� 28459（3番人気）
ワイド票数 計 336089 的中 �� 29865（3番人気）�� 25354（4番人気）�� 13114（8番人気）
3連複票数 計 749084 的中 ��� 44255（5番人気）
3連単票数 計1404511 的中 ��� 24988（10番人気）

ハロンタイム 13．0―11．2―11．8―12．5―12．5―12．9―11．9―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―36．0―48．5―1：01．0―1：13．9―1：25．8―1：37．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．3―3F35．4

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

勝馬の
紹 介

メートルダール �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2015．9．5 札幌3着

2013．2．22生 牡2鹿 母 イグジビットワン 母母 Tsar’s Pride 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 コスモジャーベ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戒告。（被害馬：10番）

2702810月12日 晴 良 （27東京4）第3日 第4競走 ��1，300�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
1：18．1
1：18．1

良
良

816 ノーモアゲーム 牡2鹿 55 石橋 脩内藤 好江氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 458 ―1：21．5 24．5�
12 レディーゴー 牝2鹿 54 吉田 豊髙岡 義雄氏 矢野 英一 浦河 赤田牧場 480 ―1：21．82 2．7�
48 ルルインザレイン 牝2鹿 54 吉田 隼人伊藤 信之氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 466 ―1：22．12 4．5�
714 ア ッ キ ー 牝2鹿 54 中谷 雄太佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 450 ―1：22．2クビ 28．7�
59 トモトモリバー 牝2鹿 54 江田 照男斉藤 等氏 本間 忍 浦河 秋場牧場 452 ―1：22．3� 11．6�
510 ポ ロ ス 牝2鹿 54 西村 太一�ミルファーム 南田美知雄 新冠 高橋 忍 440 ―1：23．15 47．0	
11 カリーナアスター 牝2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 456 ―1：23．41� 17．2�
47 シゲルトラフグ 牡2鹿 55 柴山 雄一森中 蕃氏 蛯名 利弘 新冠 中央牧場 462 ―1：23．5� 13．0�
815 ネイチャーポイント 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎井上 修一氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 498 ―1：23．6� 70．3
36 ノブアニバーサリー 牝2鹿 54 田中 勝春前田 亘輝氏 畠山 吉宏 浦河 山下 恭茂 442 ―1：23．7クビ 87．9�
35 スリージェット 牡2栗 55 内田 博幸永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 478 ― 〃 ハナ 4．8�
713 タイトルラッシュ 牝2鹿 54 松岡 正海 �フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか 森 俊雄 448 ― 〃 アタマ 21．4�
612 ネ コ パ ワ ー 牡2鹿 55 嘉藤 貴行桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 ヤマタケ牧場 536 ―1：24．23 37．1�
24 キャンディバルーン 牝2栗 54 勝浦 正樹上田 忠男氏 柴田 政人 新ひだか 中田 浩美 450 ―1：24．84 108．4�
611 ゴールドオーケー 牝2青鹿 54

51 ▲井上 敏樹江川 伸夫氏 小桧山 悟 日高 新井 昭二 384 ―1：25．43� 155．6�
23 カヤドーメジャー 牡2鹿 55

53 △石川裕紀人黒澤 尚氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 444 ―1：25．82� 37．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，597，400円 複勝： 30，157，700円 枠連： 18，207，800円
馬連： 53，355，400円 馬単： 30，535，400円 ワイド： 31，224，200円
3連複： 70，425，800円 3連単： 93，098，500円 計： 351，602，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，450円 複 勝 � 440円 � 130円 � 170円 枠 連（1－8） 2，060円

馬 連 �� 3，260円 馬 単 �� 9，670円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 1，740円 �� 290円

3 連 複 ��� 4，490円 3 連 単 ��� 45，570円

票 数

単勝票数 計 245974 的中 � 8028（8番人気）
複勝票数 計 301577 的中 � 12178（8番人気）� 79902（1番人気）� 44720（3番人気）
枠連票数 計 182078 的中 （1－8） 6847（9番人気）
馬連票数 計 533554 的中 �� 12670（10番人気）
馬単票数 計 305354 的中 �� 2367（30番人気）
ワイド票数 計 312242 的中 �� 6266（11番人気）�� 4178（20番人気）�� 32088（1番人気）
3連複票数 計 704258 的中 ��� 11759（11番人気）
3連単票数 計 930985 的中 ��� 1481（124番人気）

ハロンタイム 7．1―11．5―12．5―13．2―12．8―11．8―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．6―31．1―44．3―57．1―1：08．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．4―3F37．2
3 ・（2，3，8）（4，5，12）（9，10，14）（13，15，16）－（1，7）－6－11 4 2（3，8）（4，14）（5，12，16）（13，9，10）－（1，7，15）－6＝11

勝馬の
紹 介

ノーモアゲーム �
�
父 ハイアーゲーム �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2013．3．20生 牡2鹿 母 メジロホリデイ 母母 ドリームホリデー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 カシノミライ号・プロスパーアゲン号



2702910月12日 晴 良 （27東京4）第3日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時30分 （芝・左）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．5
1：32．3

良
良

46 ラベンダーヴァレイ 牝2鹿 54 戸崎 圭太金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 426 ―1：36．6 1．5�

713 シーブリーズラブ 牝2鹿 54
51 ▲木幡 初也島川 �哉氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 446 ― 〃 クビ 15．2�

47 パステルモーブ 牝2鹿 54
52 △石川裕紀人榊原源一郎氏 手塚 貴久 新冠 オリエント牧場 444 ―1：37．02� 12．2�

712 モリトタイキ 牡2黒鹿55 吉田 隼人石橋 忠之氏 堀井 雅広 日高 木村牧場 480 ―1：37．1� 31．6�
23 キャニオンロード 牡2鹿 55 北村 宏司 	サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 470 ―1：37．2クビ 4．2

11 ボーギャルソン 牡2栗 55 田中 勝春栗坂 崇氏 新開 幸一 浦河 中神牧場 472 ―1：37．3� 61．5�
34 ブリーズドゥメール 牝2青鹿54 三浦 皇成村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 442 ―1：37．4� 31．9�
814 ラッキーゲッツ 牝2栗 54 幸 英明島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 410 ―1：37．61	 90．6
59 ニシノタイタン 牡2鹿 55 内田 博幸西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 高昭牧場 544 ―1：37．81� 59．9�
35 ブラックウィンダム 牡2黒鹿55 丸山 元気菅原 広隆氏 天間 昭一 新冠 村上 欽哉 440 ―1：37．9クビ 41．7�
611 プロスパーアゲン 牝2栗 54 柴田 大知浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 恵比寿牧場 452 ― 〃 クビ 234．5�
58 マーズアタック 牝2栗 54 横山 典弘島川 �哉氏 成島 英春 浦河 バンブー牧場 458 ―1：38．11	 17．6�
610 エブリーナイト 牡2黒鹿55 柴田 善臣薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 新ひだか 静内フアーム 428 ― 〃 ハナ 59．5�
815 レーヌユニヴェール 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹田中 純一氏 本間 忍 浦河 杵臼牧場 440 ―1：38．52� 137．9�
22 ジークフリート 牡2青鹿55 吉田 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 450 ―1：39．99 78．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 32，339，400円 複勝： 59，087，200円 枠連： 20，392，500円
馬連： 61，438，200円 馬単： 44，871，400円 ワイド： 35，389，200円
3連複： 78，316，000円 3連単： 144，456，300円 計： 476，290，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 270円 � 220円 枠 連（4－7） 580円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 500円 �� 330円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 2，690円 3 連 単 ��� 7，500円

票 数

単勝票数 計 323394 的中 � 165823（1番人気）
複勝票数 計 590872 的中 � 365324（1番人気）� 23584（4番人気）� 30552（3番人気）
枠連票数 計 203925 的中 （4－7） 27071（2番人気）
馬連票数 計 614382 的中 �� 40308（3番人気）
馬単票数 計 448714 的中 �� 25098（4番人気）
ワイド票数 計 353892 的中 �� 18015（3番人気）�� 29928（2番人気）�� 5951（14番人気）
3連複票数 計 783160 的中 ��� 21781（6番人気）
3連単票数 計1444563 的中 ��� 13955（16番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．5―12．6―13．1―11．7―11．1―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―36．7―49．3―1：02．4―1：14．1―1：25．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラベンダーヴァレイ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2013．1．31生 牝2鹿 母 クロウキャニオン 母母 ク ロ カ ミ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※シーブリーズラブ号・プロスパーアゲン号・モリトタイキ号・ラベンダーヴァレイ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなし
た。

2703010月12日 晴 良 （27東京4）第3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）

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
1：16．4
1：16．4

重
重

815� トキノセレブ 牝4鹿 55 平野 優田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 川上 悦夫 486＋141：18．9 19．6�
48 ジュエルアラモード 牝3栗 53 嘉藤 貴行西川 礦氏 松山 将樹 日高 下河辺牧場 502＋ 41：19．0� 49．8�
611 プラントアゲン 牝3黒鹿53 内田 博幸浅川 皓司氏 加藤 和宏 様似 富田 恭司 452＋ 81：19．21� 5．9�
713 エンジェルビーツ 牝4栗 55 戸崎 圭太前田 葉子氏 尾関 知人 新冠 平山牧場 450－ 21：19．41� 4．5�
36 パンプルムース 牝3黒鹿 53

50 ▲木幡 初也落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 新冠橋本牧場 498± 01：19．5� 6．1�
816 ベラフォレスタ 牝4黒鹿55 勝浦 正樹 �社台レースホース中舘 英二 千歳 社台ファーム 476± 01：19．92� 18．3	
510 ヒメスズラン 牝4栗 55 石橋 脩岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 506＋ 2 〃 クビ 35．5

11 ニシノラピート 牝4栗 55

52 ▲井上 敏樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 B474＋ 41：20．21	 95．0�
12 オーゴンマリア 牝3栗 53 大野 拓弥永田さなえ氏 高木 登 新ひだか 小倉 光博 442± 0 〃 クビ 3．8�
47 スズカプリティー 牝4鹿 55 丸田 恭介永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B472＋ 61：20．52 146．3
59 コンコルダンス 牝3芦 53 吉田 隼人 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：20．71� 23．3�
35 シャンパンサーベル 牝3黒鹿53 横山 典弘田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 442＋ 21：21．33� 7．9�
23 � バシニアティヴ 牝5栗 55 的場 勇人石橋 英郎氏 高橋 義博 洞
湖 メジロ牧場 432＋ 61：21．4� 328．3�
714 ヘッドドレス 牝3鹿 53 吉田 豊ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 B464＋10 〃 クビ 50．1�
24 ダイワポデスタ 牝3黒鹿53 田中 勝春大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 494－ 41：21．5� 13．7�
612� ステイバンク 牝4栗 55

52 ▲伴 啓太井上 久光氏 柴田 政人 浦河 大道牧場 392± 01：22．88 247．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，260，700円 複勝： 44，798，500円 枠連： 21，250，600円
馬連： 80，023，700円 馬単： 40，922，400円 ワイド： 44，185，900円
3連複： 102，877，400円 3連単： 135，829，900円 計： 502，149，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，960円 複 勝 � 650円 � 1，030円 � 260円 枠 連（4－8） 13，070円

馬 連 �� 31，330円 馬 単 �� 55，800円

ワ イ ド �� 9，570円 �� 2，510円 �� 5，410円

3 連 複 ��� 71，970円 3 連 単 ��� 600，460円

票 数

単勝票数 計 322607 的中 � 13158（8番人気）
複勝票数 計 447985 的中 � 16976（9番人気）� 10333（11番人気）� 52239（4番人気）
枠連票数 計 212506 的中 （4－8） 1260（31番人気）
馬連票数 計 800237 的中 �� 1979（63番人気）
馬単票数 計 409224 的中 �� 550（119番人気）
ワイド票数 計 441859 的中 �� 1180（70番人気）�� 4605（31番人気）�� 2101（52番人気）
3連複票数 計1028774 的中 ��� 1072（179番人気）
3連単票数 計1358299 的中 ��� 164（1236番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―17．8―30．0―42．7―54．8―1：06．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�トキノセレブ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ダンスインザダーク

2011．3．20生 牝4鹿 母 エリモセレブ 母母 エリモシユーテング 6戦1勝 賞金 8，250，000円
地方デビュー 2013．9．4 川崎

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サンタレジーナ号
（非抽選馬） 1頭 スマイルハッピー号



2703110月12日 晴 良 （27東京4）第3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 7，500，000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
1：44．2
1：43．9

良
良

24 ツクバアスナロ 牝4鹿 55 戸崎 圭太荻原 昭二氏 土田 稔 洞�湖 レイクヴィラファーム 462＋ 61：46．7 8．7�
612 ディアコンチェルト 牡3黒鹿55 大野 拓弥ディアレスト 高木 登 新ひだか 八田ファーム 450＋ 41：46．91	 13．8�
713 ニシノオタケビ 牡3鹿 55 内田 博幸西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 476＋ 41：47．0
 6．1�
714 シャインアロー �3栗 55 石橋 脩岡田 勇氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 440－ 81：47．1� 11．4�
817 アートフェスタ 牡4黒鹿57 三浦 皇成森山 進氏 本間 忍 浦河 丸幸小林牧場 514＋ 8 〃 アタマ 35．1�
510 ナスノセイカン 牡3鹿 55 横山 典弘�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 456± 01：47．2� 15．1	
11 マコトギンスバーグ 牡3鹿 55 吉田 豊
ディアマント 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 450＋ 2 〃 ハナ 7．5�
35 フジマサクラウン 牡4鹿 57 田中 勝春藤原 正一氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 500± 01：47．41� 2．8�
611 ダークサイド 牡4黒鹿 57

54 ▲伴 啓太星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 458－ 81：47．61� 225．1
47 ユキノユウダン 牡5栗 57 松岡 正海馬場 幸廣氏 中舘 英二 浦河トラストスリーファーム B430－10 〃 ハナ 63．9�
59 リターンラルク 牡4鹿 57 丸田 恭介山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 B462± 0 〃 ハナ 63．5�
816 トーセンジャステス 牡5鹿 57 菅原 隆一島川 �哉氏 成島 英春 安平 ノーザンファーム 532＋ 61：47．81 117．4�
36 マイネルシェルト 牡4鹿 57 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム 444± 01：48．01	 22．3�
48 マンインザムーン �5芦 57 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 490± 0 〃 ハナ 7．8�
12 ネオヴァロン 牡4鹿 57

54 ▲木幡 初也小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 472± 01：48．21 192．0�
23 ニシノカブケ 牡3栗 55 江田 照男西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 480＋ 41：48．52 139．0�
815 ウップスアデイジイ 牡3鹿 55 柴田 善臣平賀 久枝氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 530± 01：48．6� 128．5�

（17頭）

売 得 金
単勝： 33，152，300円 複勝： 49，953，600円 枠連： 24，599，600円
馬連： 88，304，800円 馬単： 40，997，600円 ワイド： 46，640，800円
3連複： 112，859，700円 3連単： 153，734，500円 計： 550，242，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 260円 � 280円 � 240円 枠 連（2－6） 5，790円

馬 連 �� 5，120円 馬 単 �� 11，090円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 940円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 10，270円 3 連 単 ��� 72，180円

票 数

単勝票数 計 331523 的中 � 30369（5番人気）
複勝票数 計 499536 的中 � 49072（3番人気）� 44657（5番人気）� 56678（2番人気）
枠連票数 計 245996 的中 （2－6） 3290（22番人気）
馬連票数 計 883048 的中 �� 13363（23番人気）
馬単票数 計 409976 的中 �� 2771（45番人気）
ワイド票数 計 466408 的中 �� 9806（11番人気）�� 12937（8番人気）�� 9847（10番人気）
3連複票数 計1128597 的中 ��� 8238（31番人気）
3連単票数 計1537345 的中 ��� 1544（222番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―35．6―47．4―59．6―1：11．8―1：23．0―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F34．9

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

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

勝馬の
紹 介

ツクバアスナロ �
�
父 サムライハート �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2013．8．10 新潟2着

2011．5．11生 牝4鹿 母 メジロヒラリー 母母 メジロドーベル 16戦2勝 賞金 26，655，000円

2703210月12日 晴 良 （27東京4）第3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 7，500，000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

59 ペリーホワイト 牡4芦 57 大野 拓弥西山 茂行氏 高木 登 浦河 高昭牧場 464－ 41：24．9 18．9�
24 ダ ウ ト レ ス 牡4鹿 57 柴山 雄一�ノースヒルズ 小島 太 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510－ 41：25．0� 1．8�
816 ジャスティシア 牝6鹿 55 吉田 隼人�ターフ・スポート岩戸 孝樹 日高 ナカノファーム 462＋ 61：25．1� 10．1�
510� アルディバイン 牡4鹿 57 戸崎 圭太髙樽さゆり氏 高橋 裕 浦河 山下 恭茂 482－ 91：25．42 5．1�
815� ドゥーイット 牡4栗 57

54 ▲伴 啓太�ヒダカファーム堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 450＋121：26．03� 26．0	
48 ボナフォルトゥーナ 牡3栗 55 松岡 正海佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか 橋本牧場 488＋101：26．1� 11．0

612 トップアドバンス 牡4鹿 57

54 ▲木幡 初也柳内 正基氏 勢司 和浩 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 464＋ 21：26．2クビ 20．0�

36 フィンデルムンド 牡7鹿 57 内田 博幸 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 488＋ 8 〃 アタマ 16．1�
47 � クリノツネチャン 牝4栗 55 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 日高 川島 良一 454± 01：26．3� 161．0
12 ディアポジション 牡4黒鹿57 勝浦 正樹ディアレスト 新開 幸一 青森 石田 英機 B474＋ 41：26．4クビ 69．2�
11 アサクサリーダー 	3黒鹿 55

53 △石川裕紀人田原 慶子氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 462± 0 〃 クビ 28．0�
35 ア ビ ス コ 牡5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 492－ 81：26．93 48．0�
23 ロマンシーズ 牡4鹿 57 柴田 善臣菅 實氏 石毛 善彦 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 530＋16 〃 クビ 60．8�
714 カウンターハッセキ 牡4鹿 57 大江原 圭井上 一郎氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 B450－ 61：27．53� 34．6�
611� クールアンジュ 牝4芦 55 丸田 恭介オールラブクラブ 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 21：28．45 291．7�
713� ノ ム ベ サ 牡3鹿 55 石橋 脩小田切 光氏 粕谷 昌央 新冠 中地 康弘 472－161：30．7大差 138．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，381，300円 複勝： 38，331，100円 枠連： 22，113，700円
馬連： 82，848，900円 馬単： 43，330，500円 ワイド： 43，423，800円
3連複： 103，912，800円 3連単： 161，303，300円 計： 525，645，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，890円 複 勝 � 330円 � 120円 � 260円 枠 連（2－5） 480円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 4，100円

ワ イ ド �� 590円 �� 2，060円 �� 510円

3 連 複 ��� 4，240円 3 連 単 ��� 35，510円

票 数

単勝票数 計 303813 的中 � 12828（6番人気）
複勝票数 計 383311 的中 � 21242（6番人気）� 130963（1番人気）� 29518（4番人気）
枠連票数 計 221137 的中 （2－5） 35005（1番人気）
馬連票数 計 828489 的中 �� 49897（5番人気）
馬単票数 計 433305 的中 �� 7915（15番人気）
ワイド票数 計 434238 的中 �� 19418（5番人気）�� 5030（21番人気）�� 22710（4番人気）
3連複票数 計1039128 的中 ��� 18380（10番人気）
3連単票数 計1613033 的中 ��� 3293（115番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．8―35．3―47．4―59．7―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペリーホワイト �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．1．13 中山3着

2011．3．24生 牡4芦 母 セイウンメイリー 母母 ゴールデンハピネス 17戦2勝 賞金 18，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノムベサ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年11月12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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 グッドラックミー号・テイア号



2703310月12日 晴 良 （27東京4）第3日 第9競走 ��
��1，600�

さ い こ

西 湖 特 別
発走14時35分 （ダート・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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

711 ロードフォワード 牡4青鹿57 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 458＋ 61：36．9 13．9�
45 � ソルティコメント 牡3栗 55 柴山 雄一窪田 康志氏 藤沢 和雄 米 Craig B.

Singer 450－ 6 〃 ハナ 3．0�
33 � ラ テ ラ ス 牝3鹿 53 北村 宏司吉田 和美氏 高柳 瑞樹 米 Mrs. Ger-

ald Nielsen 462－16 〃 クビ 4．0�
56 キングノヨアケ 牡3黒鹿55 石川裕紀人平口 信行氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 488＋ 61：37．0	 7．4�
69 スマートラファエル 牡6黒鹿57 内田 博幸大川 徹氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 466± 01：37．1クビ 4．8�
57 ツインキャンドル 牝4鹿 55 嶋田 純次	下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B454＋ 2 〃 クビ 24．0

68 ノッキングオン 牡5鹿 57 吉田 豊松尾 正氏 高柳 瑞樹 新ひだか グランド牧場 446＋ 81：37．42 43．6�
44 ダノンミシガン 牡4芦 57 戸崎 圭太�ダノックス 久保田貴士 千歳 社台ファーム 490＋ 81：37．61
 9．3�
22 � ヤンキーソヴリン �5黒鹿57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 大江原 哲 米 S. D.

Brilie, L. P. 504＋14 〃 クビ 23．6
812 ロゼッタストーン 牡6鹿 57 黛 弘人太田珠々子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 464－ 21：37．91� 59．4�
710 オ リ ア ー ナ 牝5青鹿55 田中 勝春 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 豊洋牧場 512＋ 2 〃 ハナ 63．6�
813 マイネルマルシェ 牡8黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 日高 戸川牧場 452± 01：38．32	 188．0�
11 ディーエスコマンド 牡5鹿 57 三浦 皇成秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 谷口牧場 492－ 21：38．83 82．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 39，874，600円 複勝： 48，475，200円 枠連： 23，425，700円
馬連： 120，931，700円 馬単： 55，620，700円 ワイド： 52，670，500円
3連複： 142，135，900円 3連単： 227，266，300円 計： 710，400，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 250円 � 140円 � 170円 枠 連（4－7） 1，370円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 5，480円

ワ イ ド �� 740円 �� 1，080円 �� 300円

3 連 複 ��� 2，800円 3 連 単 ��� 28，840円

票 数

単勝票数 計 398746 的中 � 22812（6番人気）
複勝票数 計 484752 的中 � 39616（6番人気）� 104904（1番人気）� 76007（3番人気）
枠連票数 計 234257 的中 （4－7） 13217（6番人気）
馬連票数 計1209317 的中 �� 46726（7番人気）
馬単票数 計 556207 的中 �� 7612（22番人気）
ワイド票数 計 526705 的中 �� 17384（8番人気）�� 11449（14番人気）�� 49896（1番人気）
3連複票数 計1421359 的中 ��� 38067（7番人気）
3連単票数 計2272663 的中 ��� 5712（86番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．9―35．9―47．9―1：00．0―1：11．9―1：24．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードフォワード �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Kingmambo デビュー 2013．8．18 函館1着

2011．3．31生 牡4青鹿 母 サッカーマム 母母 Traverse City 21戦4勝 賞金 60，768，000円
〔制裁〕 ソルティコメント号の騎手柴山雄一は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

2703410月12日 晴 良 （27東京4）第3日 第10競走 ��
��2，400�オクトーバーステークス

発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，26．10．11以降27．10．4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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

33 ゴールドアクター 牡4青鹿57．5 吉田 隼人居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム 488＋ 22：25．8 2．0�
67 サムソンズプライド 牡5鹿 55 吉田 豊 �シルクレーシング 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 486＋122：26．11� 22．5�
11 トゥインクル 牡4栗 54 戸崎 圭太畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 466± 02：26．42 4．9�
44 � ショウナンバッハ 牡4鹿 55 幸 英明国本 哲秀氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 442＋ 42：26．82	 6．6�
68 エーシングングン 牡6栗 55 横山 典弘�栄進堂 田所 秀孝 新ひだか 築紫 洋 468－ 8 〃 アタマ 14．4	
710 アドマイヤバラード 牡6栗 55 内田 博幸近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 524＋ 42：27．01
 16．0

22 マイネルジェイド 牡5鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 コスモヴューファーム 458± 0 〃 クビ 50．9�
812 ミエノワンダー 牡5鹿 57 北村 宏司里見美惠子氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 514－ 42：27．21
 13．5�
811 ワールドレーヴ 牡5黒鹿55 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 470＋ 42：27．52 7．9
55 � カンタベリーナイト 牡6鹿 52 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 B498＋ 22：28．24 129．5�
79 コスモユッカ 牡6鹿 53 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 新ひだか 中村 和夫 472－ 62：32．2大差 261．1�
56 スーサングレート 牡7栗 52 丸田 恭介林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B508＋10 （競走中止） 97．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 60，282，200円 複勝： 68，105，200円 枠連： 34，464，400円
馬連： 159，738，800円 馬単： 83，227，700円 ワイド： 69，783，300円
3連複： 195，748，300円 3連単： 355，850，500円 計： 1，027，200，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 370円 � 180円 枠 連（3－6） 930円

馬 連 �� 2，490円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 760円 �� 280円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 3，140円 3 連 単 ��� 14，700円

票 数

単勝票数 計 602822 的中 � 231982（1番人気）
複勝票数 計 681052 的中 � 190582（1番人気）� 33371（8番人気）� 89805（2番人気）
枠連票数 計 344644 的中 （3－6） 28440（4番人気）
馬連票数 計1597388 的中 �� 49524（10番人気）
馬単票数 計 832277 的中 �� 22760（11番人気）
ワイド票数 計 697833 的中 �� 22047（10番人気）�� 74308（1番人気）�� 12502（19番人気）
3連複票数 計1957483 的中 ��� 46750（10番人気）
3連単票数 計3558505 的中 ��� 17544（45番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．6―12．5―12．4―12．4―12．7―12．5―12．2―11．4―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．5―37．1―49．6―1：02．0―1：14．4―1：27．1―1：39．6―1：51．8―2：03．2―2：14．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．2―3F34．0
1
3
6－7－3，9（8，12）4，2（1，10）－5，11
6－7－3－9（8，12）4（2，1）（10，11）5

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

勝馬の
紹 介

ゴールドアクター �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 キョウワアリシバ デビュー 2013．11．24 東京7着

2011．5．18生 牡4青鹿 母 ヘイロンシン 母母 ハッピーヒエン 11戦5勝 賞金 110，224，000円
〔競走中止〕 スーサングレート号は，競走中に疾病〔左第1指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔その他〕 コスモユッカ号は，最後の直線コースで，競走を中止した馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適

用を除外。

１レース目 ３レース目



2703510月12日 晴 良 （27東京4）第3日 第11競走
開局20周年記念

��
��1，400�グリーンチャンネルカップ

発走15時45分 （ダート・左）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳54�4歳以上
56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳
54�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1
着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

グリーンチャンネル賞（1着）
賞 品

本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000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 グレイスフルリープ 牡5栗 56 内田 博幸前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社
ノースヒルズ 534－161：23．0 19．2�

23 	 ニシケンモノノフ 牡4栗 56 中谷 雄太西森 鶴氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 498± 01：23．21
 7．0�
47 � タ ー ル タ ン 牡7芦 57 北村 宏司グリーンフィールズ� 吉村 圭司 米 George Waggoner

Stables Inc. 496＋ 61：23．41 9．9�
35 キクノストーム 牡6鹿 57 横山 典弘菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 高村牧場 500± 0 〃 クビ 16．5�
12 � ナンチンノン 牡4栗 56 吉田 豊加藤 誠氏 中竹 和也 米 Henrietta K.

Alexander 522－ 81：23．5� 14．4�
24 ゴーイングパワー 牡6鹿 56 大野 拓弥林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 494－ 21：23．71 123．4	
59 アドマイヤサガス 牡7青 58 丸山 元気近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 524－ 21：23．8� 109．4

11 レッドアルヴィス 牡4鹿 56 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 508＋ 61：24．11 2．7�
36 シンゼンレンジャー 牡6黒鹿56 田中 勝春原 司郎氏 飯田 祐史 日高 インターナショ

ナル牧場 490－ 6 〃 クビ 66．5�
815 ガ ン ジ ス 牡6栗 57 幸 英明林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 508－ 21：24．31 11．3
713 ナガラオリオン 牡6鹿 57 柴山 雄一長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 大島牧場 464－ 8 〃 ハナ 52．5�
816 ピ ン ポ ン 牡5鹿 56 柴田 善臣小田切有一氏 田中 章博 新冠 大栄牧場 466＋ 41：24．51
 25．6�
611 タイセイファントム 牡7鹿 57 戸崎 圭太田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 446－ 6 〃 ハナ 5．6�
510 フミノファルコン 牡5黒鹿56 勝浦 正樹谷 二氏 目野 哲也 浦河 笹島 政信 528－121：25．13 17．4�
612 シンキングマシーン �6黒鹿56 吉田 隼人佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド B500＋ 21：25．52 51．4�
48 セイコーライコウ 牡8鹿 58 江田 照男竹國美枝子氏 竹内 正洋 新ひだか 明治牧場 492＋ 61：26．88 30．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 88，579，900円 複勝： 128，724，500円 枠連： 78，918，000円 馬連： 365，864，600円 馬単： 153，582，000円
ワイド： 146，892，300円 3連複： 504，153，000円 3連単： 801，847，800円 5重勝： 528，872，700円 計： 2，797，434，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，920円 複 勝 � 510円 � 270円 � 350円 枠 連（2－7） 5，840円

馬 連 �� 7，510円 馬 単 �� 16，110円

ワ イ ド �� 2，720円 �� 2，520円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 20，250円 3 連 単 ��� 139，470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����� 2，742，300円

票 数

単勝票数 計 885799 的中 � 36807（9番人気）
複勝票数 計1287245 的中 � 60995（7番人気）� 137122（3番人気）� 95540（5番人気）
枠連票数 計 789180 的中 （2－7） 10460（26番人気）
馬連票数 計3658646 的中 �� 37726（28番人気）
馬単票数 計1535820 的中 �� 7149（59番人気）
ワイド票数 計1468923 的中 �� 13760（32番人気）�� 14883（29番人気）�� 31761（11番人気）
3連複票数 計5041530 的中 ��� 18666（64番人気）
3連単票数 計8018478 的中 ��� 4168（433番人気）
5重勝票数 計5288727 的中 ����� 135

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．0―46．9―58．8―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グレイスフルリープ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2012．9．8 阪神2着

2010．5．12生 牡5栗 母 ラビットフット 母母 Argentario 24戦6勝 賞金 136，165，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）12頭 アミカブルナンバー号・アロマカフェ号・サクラレグナム号・サフィロス号・シセイオウジ号・スターバリオン号・

ツクバコガネオー号・トラストワン号・ニンジャ号・ネオザウイナー号・ヒラボクマジック号・メイショウノーベル号

2703610月12日 晴 良 （27東京4）第3日 第12競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走16時25分 （芝・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
1：31．3
1：30．7

良
良

816 メイショウメイゲツ 牝3鹿 53 吉田 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 452＋ 61：34．1 2．8�
23 マダムジルウェット 牝4鹿 55 大野 拓弥�ラ・メール 高木 登 日高 川端 正博 494± 01：34．31� 169．9�
11 ハートフルデイズ 牝4栗 55 横山 典弘近藤 英子氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 470＋ 61：34．4� 6．8�
59 パープルセイル 牝4黒鹿55 柴山 雄一吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：34．61� 12．9�
24 ビーウィッチド 牝3鹿 53 内田 博幸�G1レーシング 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 450＋ 41：34．7クビ 5．3�
12 ヴェルジョワーズ 牝4鹿 55 北村 宏司 	サンデーレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－ 8 〃 アタマ 7．9

35 フクノグローリア 牝3黒鹿 53

50 ▲井上 敏樹福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新冠 対馬 正 450± 0 〃 アタマ 18．4�
815 ジェラテリアバール 牝5黒鹿55 戸崎 圭太吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 506－ 21：34．8� 16．0�
510 デルマサリーチャン 牝4鹿 55

53 △石川裕紀人浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 480－101：34．9クビ 69．3
48 ラ ム レ イ 牝3鹿 53 杉原 誠人山本 剛史氏 鹿戸 雄一 新ひだか 乾 皆雄 474－ 21：35．0� 60．4�
713 モ ル ー ア 牝3鹿 53 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 武井 亮 浦河 まるとみ冨岡牧場 464－ 2 〃 アタマ 100．4�
714 ヤギリヴィーナス 牝3栗 53 松岡 正海内田ヤエ子氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム 448＋ 21：35．1� 14．1�
47 サクラヴィオーラ 牝4栗 55 勝浦 正樹�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡スタット 478－ 21：35．2� 18．0�
611	 テ ン テ マ リ 牝4黒鹿55 江田 照男中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 452＋341：35．3� 170．8�
36 エヴァンジル 牝3黒鹿53 柴田 善臣岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 奥山 博 468＋20 〃 ハナ 18．5�
817 シャドウスペル 牝3鹿 53 吉田 隼人飯塚 知一氏 新開 幸一 浦河 成隆牧場 494± 01：36．15 165．2�
612	 セイリングデイ 牝3黒鹿53 長岡 禎仁	ヤナガワ牧場 竹内 正洋 日高 ヤナガワ牧場 482＋ 61：37．48 253．7�

（17頭）

売 得 金
単勝： 69，877，800円 複勝： 93，471，400円 枠連： 59，572，700円
馬連： 231，822，900円 馬単： 87，489，800円 ワイド： 98，956，300円
3連複： 266，763，100円 3連単： 413，946，700円 計： 1，321，900，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 2，230円 � 220円 枠 連（2－8） 680円

馬 連 �� 21，000円 馬 単 �� 25，860円

ワ イ ド �� 6，960円 �� 580円 �� 13，010円

3 連 複 ��� 59，970円 3 連 単 ��� 284，460円

票 数

単勝票数 計 698778 的中 � 198730（1番人気）
複勝票数 計 934714 的中 � 224094（1番人気）� 7325（15番人気）� 110237（3番人気）
枠連票数 計 595727 的中 （2－8） 67442（2番人気）
馬連票数 計2318229 的中 �� 9105（52番人気）
馬単票数 計 874898 的中 �� 2537（83番人気）
ワイド票数 計 989563 的中 �� 3509（57番人気）�� 48006（3番人気）�� 1869（79番人気）
3連複票数 計2667631 的中 ��� 3336（159番人気）
3連単票数 計4139467 的中 ��� 1055（790番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．1―46．8―59．2―1：10．9―1：22．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウメイゲツ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Johan Cruyff デビュー 2014．8．2 新潟1着

2012．3．19生 牝3鹿 母 スクービドゥー 母母 Simply Red 10戦2勝 賞金 35，809，000円

５レース目



（27東京4）第3日 10月12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 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

215，670，000円
2，080，000円
13，700，000円
1，450，000円
19，540，000円
73，419，000円
4，784，000円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
496，323，800円
680，743，800円
352，969，900円
1，435，565，200円
683，660，300円
675，793，900円
1，828，540，000円
2，845，371，800円
528，872，700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
5 重 勝
計 9，527，841，400円

総入場人員 33，967名 （有料入場人員 31，179名）
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