
２８０１３１０月１０日 曇 不良 （２２東京４）第２日 第１競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１０時１５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

１：３４．１
１：３３．１

良

良

１１ タケショウボルト 牡２鹿 ５５ 北村 宏司�ナイト商事 国枝 栄 浦河 富菜牧場 ４３０－ ２１：３７．５ ２３．０�

８１３ スノードラゴン 牡２芦 ５５ 蛯名 正義岡田 将一氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 ４９０＋ ６１：３７．８１� ３．５�
７１２ マイネイディール 牝２青鹿５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 白井牧場 ４８６＋ ６ 〃 アタマ １３．４�
５８ キングフィッシャー 牡２鹿 ５５ 福永 祐一関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 ４５４－ ２ 〃 ハナ ２．３�
５７ レベルスピリット 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣小田 吉男氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４４２＋ ４１：３８．０１� ３０．５�
４６ スリーケインズ 牡２芦 ５５ 江田 照男永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 ４３４－１４１：３８．２１ ９．８	
３４ マイネシェリー 牝２黒鹿５４ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム ４７８－ ２１：３８．３� １０２．６

８１４ ハードボイルド 牡２栗 ５５ 田辺 裕信 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ５１０－ ２１：３８．４クビ ４１．４�
４５ シーイズエンジェル 牝２芦 ５４ 村田 一誠 �グリーンファーム 武藤 善則 千歳 社台ファーム ４６６± ０ 〃 クビ ４７．９�
３３ テイエムオオタカ 牡２鹿 ５５ 松岡 正海竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 ４６６＋ ８１：３８．５� ４．７
６１０ コスモポーパス 牝２栗 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 原口フアーム ４０４－１０１：３８．７１� １６６．８�
２２ ネイチャーナターレ 牝２黒鹿５４ 郷原 洋司井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 中地 義次 ４３４＋ ２１：３８．８クビ ３３３．３�
７１１ ホッコーダイチ 牡２鹿 ５５ 武士沢友治矢部 幸一氏 小桧山 悟 様似 ホウセイ牧場 ４８８＋１０１：３９．０１� ２５８．１�
６９ アイドントケア 牝２栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太�ミルファーム 矢野 英一 日高 川島 良一 ４４４± ０１：３９．８５ ２０４．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，４３６，１００円 複勝： ３１，１５８，３００円 枠連： １４，５９９，２００円

普通馬連： ５８，４１７，０００円 馬単： ４７，４１０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，７８４，１００円

３連複： ７６，８３７，３００円 ３連単： １５１，１２０，２００円 計： ４２１，７６２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３００円 複 勝 � ５７０円 � １７０円 � ３５０円 枠 連（１－８） ３，４３０円

普通馬連 �� ４，０７０円 馬 単 �� １１，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４２０円 �� ２，９８０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� １２，１４０円 ３ 連 単 ��� １１３，９２０円

票 数

単勝票数 計 １８４３６１ 的中 � ６３２６（６番人気）
複勝票数 計 ３１１５８３ 的中 � １１７３７（６番人気）� ６３２１５（２番人気）� ２１２３０（５番人気）
枠連票数 計 １４５９９２ 的中 （１－８） ３１４７（１１番人気）
普通馬連票数 計 ５８４１７０ 的中 �� １０６０８（１２番人気）
馬単票数 計 ４７４１０１ 的中 �� ３１６２（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３７８４１ 的中 �� ４１１９（１２番人気）�� １９０１（２４番人気）�� ７９１４（７番人気）
３連複票数 計 ７６８３７３ 的中 ��� ４６７３（３０番人気）
３連単票数 計１５１１２０２ 的中 ��� ９７９（２２５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．７―３６．２―４９．０―１：０１．８―１：１３．２―１：２４．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タケショウボルト �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー ２０１０．８．８ 新潟８着

２００８．４．１７生 牡２鹿 母 タケショウティアラ 母母 ベストプリンセス ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円



２８０１４１０月１０日 曇 不良 （２２東京４）第２日 第２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１０時４５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

１：２１．５
１：２０．３

良

良

５１０ フレンチカクタス 牝２黒鹿５４ 北村 宏司 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 大竹 正博 新ひだか 服部 牧場 ５０２－ ２１：２４．４ ４．５�

４８ アルトゥバン 牡２栗 ５５ 吉田 豊�ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 ４６４＋ ４１：２４．５� ４．８�
４７ コスモアトミック 牡２鹿 ５５ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 様似 ホウセイ牧場 ４３８± ０１：２４．７１ ６．５�
８１８ ウエストエンド 牡２鹿 ５５ 福永 祐一 H.R.H．プリンセス・ハヤ 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３４－ ６１：２４．８� ２２．６�
７１３ ドラゴンライズ 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４７０＋ ２１：２４．９クビ ２．４�
８１７ エステーファイター 牡２芦 ５５ 柴田 善臣齋藤 宏明氏 南田美知雄 むかわ 市川牧場 ４７２± ０１：２５．３２� ２２．９	
２３ ノンパッサーレ 牡２黒鹿 ５５

５３ △伊藤 工真佐久間崇之氏 佐藤 吉勝 新冠 ムラカミファーム ４７０± ０１：２５．４クビ １２．３

３６ ラ ベ ン ダ ー 牝２鹿 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 秋山 雅一 浦河 ミルファーム ４２８＋ ４１：２６．１４ １４９．７�
３５ バトルヴンダー 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信宮川 秋信氏 田島 俊明 登別 登別上水牧場 ４５２＋ ４１：２６．３１� ２８７．５�
１２ ファインシルバー 牝２芦 ５４

５１ ▲小野寺祐太井山 登氏 矢野 英一 新冠 岩見牧場 ３９０－ ８１：２６．４� ９５．０
２４ ハイパフォーマンス 牡２栗 ５５

５４ ☆丸山 元気吉澤 克己氏 伊藤 圭三 新ひだか 藤沢牧場 ４５０＋ ２１：２６．８２� １１３．４�
８１６ ダイメイパックマン 牡２鹿 ５５ 津村 明秀宮本 孝一氏 中野 栄治 新冠 北星村田牧場 ４５４＋ ４ 〃 アタマ ５２５．０�
７１４ ディアリール 牝２栗 ５４ 勝浦 正樹ディアレスト 水野 貴広 浦河 小倉牧場 ４１８＋ ２ 〃 クビ １５９．０�
１１ コスモイスキア 牡２栗 ５５ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム ４０４－ ６ 〃 ハナ ３４７．４�
６１２ カシノマリン 牝２栗 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 下屋敷牧場 ４３０－ ８１：２７．２２� ３５９．０�
７１５ ク ー ル コ コ 牝２鹿 ５４ 丸田 恭介川上 哲司氏 坂本 勝美 浦河 カナイシスタッド ４３２± ０ 〃 クビ ６７．６�
６１１ ショウサンガイナ 牡２鹿 ５５ 中舘 英二鈴木 昭和氏 矢作 芳人 新ひだか 谷岡 正次 ４９８＋１０１：２７．４１� ４７．９�

（１７頭）
５９ メジロミョウホウ 牝２鹿 ５４ 石橋 脩�メジロ牧場 尾形 充弘 洞爺湖 メジロ牧場 ４７０－ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２０，３１８，２００円 複勝： ３３，６５６，４００円 枠連： ２０，１５８，４００円

普通馬連： ５７，９５５，７００円 馬単： ４１，５１１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，３８３，０００円

３連複： ６８，７８６，１００円 ３連単： １１５，７８９，０００円 計： ３８１，５５８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １７０円 � １８０円 � ２１０円 枠 連（４－５） ６９０円

普通馬連 �� １，０６０円 馬 単 �� １，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ５９０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� ２，４６０円 ３ 連 単 ��� １１，４６０円

票 数

単勝票数 差引計 ２０３１８２（返還計 ３７３９） 的中 � ３６２４３（２番人気）
複勝票数 差引計 ３３６５６４（返還計 ６６９２） 的中 � ５９７５３（２番人気）� ５００８８（３番人気）� ３９０４１（４番人気）
枠連票数 差引計 ２０１５８４（返還計 ２４２９） 的中 （４－５） ２１８４５（３番人気）
普通馬連票数 差引計 ５７９５５７（返還計 ５３１１２） 的中 �� ４０３５９（５番人気）
馬単票数 差引計 ４１５１１８（返還計 ３５６４６） 的中 �� １５９７６（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２３３８３０（返還計 １７６９３） 的中 �� １７４６６（３番人気）�� ９５２６（７番人気）�� ９５７２（６番人気）
３連複票数 差引計 ６８７８６１（返還計１１２１１５） 的中 ��� ２０７１０（７番人気）
３連単票数 差引計１１５７８９０（返還計１８６２５６） 的中 ��� ７４５８（３１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．８―１２．７―１２．９―１１．６―１１．０―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２４．１―３６．８―４９．７―１：０１．３―１：１２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．６―３F３４．７
３ １８，１７，７（６，８）１０，３（２，１４，１３）（１，４）１６（５，１１，１２）１５ ４ １８，１７，７，８（６，１０）３（２，１３）１４（１，４，１６，１２）（５，１１）－１５

勝馬の
紹 介

フレンチカクタス �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Broad Brush デビュー ２０１０．９．１８ 中山３着

２００８．３．３１生 牝２黒鹿 母 ブラッシュウィズテキーラ 母母 Sheila Tequila ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔競走除外〕 メジロミョウホウ号は，下見所で他の馬に蹴られ，疾病〔右後肢挫創〕を発症したため競走除外。



２８０１５１０月１０日 曇 重 （２２東京４）第２日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１１時１５分 （芝・左）

牝，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

１：３４．１
１：３３．１

良

良

２３ ビービーバカラ 牝２鹿 ５４ 松岡 正海�坂東牧場 松山 康久 浦河 鎌田 正嗣 ４５２ ―１：３８．５ ５．１�

６１１ リアリーラヴユー 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４６０ ―１：３８．７１� ２．３�
４８ グランデティアモ 牝２栗 ５４ 的場 勇人 �グランデオーナーズ 的場 均 浦河 小倉牧場 ４５０ ―１：３８．９１� ２４．３�
８１６ アプレレクール 牝２青鹿５４ 勝浦 正樹 �グリーンファーム 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ４４０ ―１：３９．０� １１．１�
３５ クラウディア 牝２黒鹿５４ 丸田 恭介ディアレスト 田村 康仁 新冠 大栄牧場 ４４０ ―１：３９．２１� １０４．３�
３６ ゴールドアゲイン 牝２黒鹿５４ 三浦 皇成井上 修一氏 根本 康広 新冠 ラツキー牧場 ４１０ ― 〃 クビ ２２．５	
１１ オクシペタルム 牝２黒鹿５４ 北村 宏司広田 伸七氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム ４６４ ―１：３９．３� １２．４

７１４ リリーラッシュ 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義村島 昭男氏 杉浦 宏昭 日高 山際 辰夫 ４４２ ―１：３９．４� １７．６�
２４ メロークーミス 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 パカパカ

ファーム ４５８ ―１：３９．６１ ２２．４�
７１３ スクエアナンバー 牝２黒鹿５４ 福永 祐一 �キャロットファーム 和田 正道 安平 ノーザンファーム ４３０ ― 〃 クビ ８．１
５１０ ティアップソフィー 牝２青鹿５４ 江田 照男田中 昇氏 奥平 雅士 新ひだか 谷岡 正次 ４６０ ―１：４０．０２� ３０．７�
１２ トーホウビューティ 牝２栗 ５４ 吉田 豊東豊物産� 田中 清隆 浦河 有限会社

吉田ファーム ４７０ ―１：４０．２１� ６６．７�
８１７ ハーティプレアー 牝２黒鹿 ５４

５３ ☆丸山 元気 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４４４ ― 〃 クビ １７．１�
５９ キモングリーン 牝２鹿 ５４ 中舘 英二小林 祥晃氏 牧 光二 新冠 飛渡牧場 ４０４ ―１：４０．３� １４７．５�
４７ サイレントリターン 牝２栗 ５４ 柴山 雄一山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 ４３０ ―１：４０．４� １５６．２�
６１２ ベルウッドアルピナ 牝２黒鹿５４ 吉田 隼人鈴木 照雄氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４２４ ―１：４０．６１� １５５．６�
８１５ コウユーヒカリママ 牝２青 ５４

５２ △伊藤 工真加治屋康雄氏 石栗 龍彦 新ひだか 静内酒井牧場 ４０２ ―１：４０．８１� ２４９．３�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２１，９１５，８００円 複勝： ２９，７２０，０００円 枠連： ２２，０２６，６００円

普通馬連： ６２，４５４，１００円 馬単： ４４，２８６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，８３９，２００円

３連複： ７７，５９９，３００円 ３連単： １２６，４５９，０００円 計： ４０８，３００，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １６０円 � １２０円 � ４００円 枠 連（２－６） ５００円

普通馬連 �� ５８０円 馬 単 �� １，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� １，６００円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� ３，９６０円 ３ 連 単 ��� ２１，５８０円

票 数

単勝票数 計 ２１９１５８ 的中 � ３４３３２（２番人気）
複勝票数 計 ２９７２００ 的中 � ４８５２１（２番人気）� ９４３９６（１番人気）� １２５０４（９番人気）
枠連票数 計 ２２０２６６ 的中 （２－６） ３２８２７（１番人気）
普通馬連票数 計 ６２４５４１ 的中 �� ８０４０２（１番人気）
馬単票数 計 ４４２８６８ 的中 �� ２２０１４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３８３９２ 的中 �� ２５０５８（１番人気）�� ３３０３（２０番人気）�� ５６２１（１１番人気）
３連複票数 計 ７７５９９３ 的中 ��� １４４９４（９番人気）
３連単票数 計１２６４５９０ 的中 ��� ４３２５（４５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．７―１２．８―１３．２―１３．５―１１．９―１１．０―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．３―３７．１―５０．３―１：０３．８―１：１５．７―１：２６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３４．７
３ ・（８，１０）５，３，４，１（７，１７）（６，１５，１３）１６（９，１４，１１）２－１２ ４ ・（８，１０，５）（３，４）（１，７，１７，１３）（６，１６，１１）（１５，１４）（９，２）１２
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ビービーバカラ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 エルコンドルパサー 初出走

２００８．３．７生 牝２鹿 母 フォレストビーナス 母母 フォレストエンゼル １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 リアリーラヴユー号の騎手後藤浩輝は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（１６番への進路影響）



２８０１６１０月１０日 曇
（ 芝 ）重
（ダート）不良（２２東京４）第２日 第４競走 ��３，０００�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時４５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 ７，８００，０００円 ３，１００，０００円 ２，０００，０００円 １，２００，０００円 ７８０，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

５７ メイショウナゴン 牝３黒鹿５６ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 新ひだか 三木田 明仁 ５００－ ４３：２６．２ １００．９�

３３ クランエンブレム 牡６鹿 ６０ 横山 義行 �サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ５１０－ ２３：２７．７９ １．９�
１１ ドラゴンハンター 牡３青鹿５８ 平沢 健治櫻井 正氏 岩戸 孝樹 日高 中川牧場 ４７８± ０３：２８．５５ １６．１�
６９ ユウターラッキー 牡３鹿 ５８ 蓑島 靖典上山 利広氏 南田美知雄 浦河 江島牧場 ４８０＋ ６３：２９．３５ ６１．０�
４６ シルクパナシア 牡５鹿 ６０ 山本 康志有限会社シルク鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 ４７６± ０３：２９．５１� ２２．４�
２２ シンボリプロキオン 牡７栗 ６０ 五十嵐雄祐シンボリ牧場 高橋 祥泰 門別 和田農林（有） ５２８＋１０３：３０．２４ ７．８�
８１４ ド ッ ト コ ム 牡５鹿 ６０ 穂苅 寿彦青山 洋一氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４８６＋ ８３：３０．３� ５．３	
４５ ヒシカツヒトリタビ 牡３芦 ５８ 西谷 誠阿部雅一郎氏 小島 貞博 新冠 カミイスタット ４８２＋ ８３：３０．４� ６６．７

３４ ミスケンタッキー 牝４青鹿５８ 金子 光希 �ユートピア牧場 伊藤 大士 登別 ユートピア牧場 ４８８＋１８ 〃 ハナ １７２．３�
６１０ ノワールシチー 牡６栗 ６０ 浜野谷憲尚 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 静内 出羽牧場 ４９６＋ ２３：３２．９大差 １９．８
５８ � マルブツジャンボ 牡４芦 ６０ 北沢 伸也大澤 毅氏 大根田裕之 浦河 大島牧場 ５４８＋ ６３：３３．２１� ９．０�
８１３ カシマレジェンド 牡５鹿 ６０ 高野 和馬松浦 一久氏 佐藤 全弘 平取 原田 新治 ５３０－１０３：３３．７３ ２０．１�
７１１ ドラゴンイチロー 牡３黒鹿５８ 林 満明華山 龍一氏 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 ４６２＋ ２３：３３．８� ４７．１�
７１２ ノーブルエース 牝３鹿 ５６ 石神 深一�原 秀雄氏 菅原 泰夫 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４１０＋ ２３：３３．９� ８９．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，４７３，１００円 複勝： ２５，０４５，５００円 枠連： １６，０８７，０００円

普通馬連： ５１，２６４，７００円 馬単： ４０，５７５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，３０１，５００円

３連複： ６６，５９５，６００円 ３連単： １２４，０９０，０００円 計： ３６３，４３２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １０，０９０円 複 勝 � ２，４９０円 � １１０円 � ２７０円 枠 連（３－５） ８００円

普通馬連 �� ８，５８０円 馬 単 �� ３１，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，４７０円 �� ９，６３０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ２７，５８０円 ３ 連 単 ��� ３５４，９６０円

票 数

単勝票数 計 １９４７３１ 的中 � １５２２（１３番人気）
複勝票数 計 ２５０４５５ 的中 � １４８２（１３番人気）� １０１９７６（１番人気）� １８６１０（５番人気）
枠連票数 計 １６０８７０ 的中 （３－５） １４８８１（３番人気）
普通馬連票数 計 ５１２６４７ 的中 �� ４４１２（２６番人気）
馬単票数 計 ４０５７５３ 的中 �� ９４９（６６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０３０１５ 的中 �� １３７４（３３番人気）�� ４８７（６２番人気）�� １１９９７（４番人気）
３連複票数 計 ６６５９５６ 的中 ��� １７８２（７７番人気）
３連単票数 計１２４０９００ 的中 ��� ２５８（６０８番人気）

上り １マイル １：４８．６ ４F ５３．９－３F ４０．４
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」
１
�
８－３－１１，７＝９（１，２）６，５，１４（４，１３）＝１０＝１２
８，３－７－（２，９）１，１１－５（１３，６）１４－４＝１０＝１２

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

勝馬の
紹 介

メイショウナゴン �
�
父 メイショウホムラ �

�
母父 ダイナガリバー デビュー ２０１０．３．６ 阪神１３着

２００７．５．１０生 牝３黒鹿 母 メイショウハゴロモ 母母 メイシヨウエンゼル 障害：１戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※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） ２頭 アンブロークン号・ヤマニンドレープ号
（非抽選馬） ２頭 ディアマイホース号・ハンドクラッピング号



２８０１７１０月１０日 曇 重 （２２東京４）第２日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時３５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

１：４６．９
１：４６．６

良

良

４４ フェイトフルウォー 牡２黒鹿５５ 田中 勝春 �社台レースホース伊藤 伸一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０８ ―１：５１．９ ２６．１�

３３ サトノペガサス 牡２鹿 ５５ 福永 祐一里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４４４ ―１：５２．３２� ２．０�
７９ オウエイファントム 牡２鹿 ５５ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム ４６８ ―１：５２．７２� ９２．７�
１１ コンチネンタル 牡２栗 ５５ 江田 照男 �スピードファーム 和田正一郎 日高 坂東ファーム ４７４ ― 〃 クビ ４．６�
５５ ノ ー ス テ ア 牡２栗 ５５ 安藤 勝己山本 英俊氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ５４０ ―１：５２．９１� ８．９�
８１１ ミラクルカクテル 牝２黒鹿５４ 蛯名 正義 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４３４ ― 〃 ハナ ２２．８�
６７ シュヴァルツシルト 牡２黒鹿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 ４６４ ―１：５３．０クビ ５．４	
６６ マイネルヴィーゼ 牡２鹿 ５５ 津村 明秀 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 日高 山際 辰夫 ４６６ ―１：５３．２１� ３０．６�
７８ ヤングチョウサン 牝２鹿 ５４ 松岡 正海長山 尚義氏 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 ４５２ ―１：５３．５１� ２７．８�
２２ � ヴィクトリアピーク 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝
ノースヒルズ 萩原 清 米 Malibu Farm ４３４ ―１：５３．８１� １５．４
８１０ オ オ ゾ ラ 牡２栗 ５５ 柴山 雄一金井 順一氏 松永 康利 日高 日高大洋牧場 ４５４ ―１：５４．３３ １４２．８�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２５，６４１，７００円 複勝： ３２，３２３，７００円 枠連： １３，４５１，１００円

普通馬連： ５７，２６９，４００円 馬単： ４９，９８３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，１４１，５００円

３連複： ６４，４１３，２００円 ３連単： １３８，０７３，６００円 計： ４０２，２９７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，６１０円 複 勝 � ４７０円 � １２０円 � １，３７０円 枠 連（３－４） ２，７８０円

普通馬連 �� ２，６３０円 馬 単 �� ７，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８６０円 �� ８，７８０円 �� ２，４１０円

３ 連 複 ��� ３５，４５０円 ３ 連 単 ��� ２７８，４２０円

票 数

単勝票数 計 ２５６４１７ 的中 � ７７５４（７番人気）
複勝票数 計 ３２３２３７ 的中 � １３３９８（６番人気）� １１６９１２（１番人気）� ４０２８（１０番人気）
枠連票数 計 １３４５１１ 的中 （３－４） ３５７９（１１番人気）
普通馬連票数 計 ５７２６９４ 的中 �� １６０８９（１０番人気）
馬単票数 計 ４９９８３６ 的中 �� ４７９８（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１１４１５ 的中 �� ６３４２（８番人気）�� ５７２（４５番人気）�� ２１３５（２５番人気）
３連複票数 計 ６４４１３２ 的中 ��� １３４１（７５番人気）
３連単票数 計１３８０７３６ 的中 ��� ３６６（４４２番人気）

ハロンタイム １３．５―１１．９―１２．２―１２．８―１３．６―１３．１―１１．８―１１．５―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．５―２５．４―３７．６―５０．４―１：０４．０―１：１７．１―１：２８．９―１：４０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．９―３F３４．８

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

勝馬の
紹 介

フェイトフルウォー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン 初出走

２００８．１．１１生 牡２黒鹿 母 フェートデュヴァン 母母 マーサズヴィンヤード １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 フェイトフルウォー号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。発走時刻３分遅延。



２８０１８１０月１０日 曇 重 （２２東京４）第２日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時０５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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

５９ アイソトープ 牡５栗 ５７ 安藤 勝己 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム B４８２－１４１：２４．５ ４．２�

２４ ノボレインボー 牝４芦 ５５ 三浦 皇成�LS.M 天間 昭一 日高 高橋牧場 ４８８＋ ２ 〃 クビ ６．０�
６１２� コスモナダル 牡４黒鹿５７ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 豪

Milburn Creek
Thoroughbred
Stud

４６０＋ ４１：２４．６� ２７．２�
４８ シャインエフォート 牝４鹿 ５５

５４ ☆丸山 元気皆川 博文氏 根本 康広 日高 大江牧場 ４８４＋ ２１：２４．７� ２．８�
８１５ サンパチェンス 牡３鹿 ５５ 的場 勇人南 �幸氏 高木 登 浦河 目名太山口

牧場 ４６０＋ ２１：２４．８クビ ４９．８	
５１０� リ ト ル ド ア 牡４青鹿５７ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Quay

Bloodstock ５１２＋ ２１：２４．９� １１．９

６１１ トーセンディケム 牡４鹿 ５７ 江田 照男島川 �哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B４７２－ ６１：２５．０クビ ５０．９�
３６ ダイワレギオン 牡４栗 ５７ 丸田 恭介大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 B５２８＋２２１：２５．１� ７４．１�
７１４ メイショウテッペイ 牡５鹿 ５７ 福永 祐一松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 ５２２＋１２１：２５．２	 ４１．１
２３ トーセンドンファン 牡３黒鹿５５ 松岡 正海島川 �哉氏 清水 利章 浦河 バンブー牧場 ４６４－１２ 〃 クビ ４．８�
７１３ カネトシショコラ 牝３鹿 ５３ 吉田 豊兼松 利男氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 ４７８－ ２１：２５．９４ ７９．９�
４７ 
 フジマサボーイ 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹藤原 正一氏 菊川 正達 門別 豊田田村牧場 ４９０＋ ４１：２６．０� １９５．１�
８１６ イーグルドライヴ 牡３栗 ５５ 石橋 脩�ターフ・スポート斎藤 誠 浦河 酒井牧場 B４９０－ ４１：２６．２� ７７．８�
１２ ツクバフージン 牡３鹿 ５５ 柴田 善臣荻原 昭二氏 松山 康久 安平 吉田牧場 ５００－１４１：２７．０５ ２３．５�
１１ 
 ク リ ノ ニ ケ 牝４黒鹿５５ 西田雄一郎栗本 守氏 星野 忍 浦河 駿河牧場 ４１４－ ７１：２７．８５ ２７６．１�
３５ 
 カ シ ノ ニ ケ 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲水口 優也柏木 務氏 二本柳俊一 伊達 黄金牧場 ４５８－３０１：２９．２９ １１４．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，９６０，５００円 複勝： ４０，０９７，９００円 枠連： ２３，９５５，８００円

普通馬連： ７９，３６３，５００円 馬単： ５３，１７１，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，８３３，６００円

３連複： ９６，５８８，５００円 ３連単： １６７，３４０，９００円 計： ５１６，３１２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １７０円 � ２００円 � ５２０円 枠 連（２－５） ４５０円

普通馬連 �� １，０８０円 馬 単 �� ２，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� １，１００円 �� １，４００円

３ 連 複 ��� ５，０１０円 ３ 連 単 ��� ２０，０３０円

票 数

単勝票数 計 ２５９６０５ 的中 � ４９８６３（２番人気）
複勝票数 計 ４００９７９ 的中 � ７４３５０（２番人気）� ５８９９７（４番人気）� １５７１６（７番人気）
枠連票数 計 ２３９５５８ 的中 （２－５） ３９６７０（２番人気）
普通馬連票数 計 ７９３６３５ 的中 �� ５４５５６（５番人気）
馬単票数 計 ５３１７１３ 的中 �� １９４８３（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９８３３６ 的中 �� ２００４９（５番人気）�� ６４０６（１０番人気）�� ４９８０（１３番人気）
３連複票数 計 ９６５８８５ 的中 ��� １４２５６（１３番人気）
３連単票数 計１６７３４０９ 的中 ��� ６１６６（４６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．４―３５．３―４７．７―５９．９―１：１１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．２―３F３６．８
３ ６－１４（５，８，１５）（３，４）９（１１，１２，１３）（２，７，１６）１０，１ ４ ６－１４（５，８，１５）９（３，４，１２，１３）１１（２，７，１６）－１０，１

勝馬の
紹 介

アイソトープ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１２．２ 阪神３着

２００５．５．８生 牡５栗 母 アイシーサイレンス 母母 アイシーゴーグル ３２戦２勝 賞金 ５２，４２０，０００円
※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 オーダーラッシュ号・カシマチャンピオン号・グレイドキング号



２８０１９１０月１０日 曇 重 （２２東京４）第２日 第７競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時３５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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

２４ シルクパルサー 牡３鹿 ５５
５３ △伊藤 工真有限会社シルク尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４８４－ ２１：３６．３ ７．６�

７１３ ロトスカイブルー 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己國武 佳博氏 成島 英春 新冠 赤石 久夫 ４９０＋ ８１：３６．８３ ２．３�
１２ � フ ー ガ 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝吉田 貴俊氏 勢司 和浩 浦河 金成吉田牧場 ４７２＋ ８１：３７．１２ ９．９�
８１６ トゥザサミット 牡３鹿 ５５ 松岡 正海 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム ４５０± ０ 〃 クビ ９．８�
３５ ボストンプラチナ 牡３青鹿５５ 木幡 初広ボストンホース� 嶋田 功 日高 浦新 徳司 ４４８＋ ８１：３７．４２ １２６．７�
４７ ボンバルディエーレ 牡４芦 ５７ 柴田 善臣吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム ４７０－１２１：３７．６１� ４．１	
１１ ユウキハングリー 牡４鹿 ５７ 郷原 洋司ちきり組合 郷原 洋行 静内 前谷 武志 ５２８＋ ４ 〃 クビ ８．３

８１５� フレートライナー 牡３青鹿５５ 吉田 豊水上 行雄氏 尾関 知人 新ひだか 塚田 達明 ４９６＋ ２１：３８．３４ ４６．２�
６１２ グラスヴィクター 牡３鹿 ５５ 小林 淳一半沢� 鈴木 勝美 日高 ヤナガワ牧場 B４７０－ ４１：３８．４� １１７．４�
５１０ テ ラ ボ ル ト �３鹿 ５５

５２ ▲平野 優青山 洋一氏 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム ４９８＋２４１：３８．６１� １１３．４
５９ ダテノスイミー 牡３栗 ５５ 福永 祐一関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 ４４２－ ４１：３８．８１� ２５．８�
２３ � ビービーボルト �４鹿 ５７ 田中 博康�坂東牧場 高橋 祥泰 日高 碧雲牧場 ４９８－１２１：３９．３３ ８１．２�
４８ � マルヨモミジスキー 牡３鹿 ５５ 武士沢友治野村 春行氏 平井 雄二 新冠 山岡ファーム ４６４－ ４１：３９．４	 ２２６．１�
６１１� コリオレイナス 牡４黒鹿５７ 石橋 脩岡田 牧雄氏 和田正一郎 新ひだか 岡田スタツド B４６４－ ６１：４０．２５ ２９５．７�
７１４ ハヤブサイッポン 牡３栗 ５５ 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４８２＋ ６１：４０．５１	 ２０７．９�
３６ リーサムカイト 牡３鹿 ５５ 西田雄一郎平田 修氏 大江原 哲 新ひだか 増本牧場 ４６４－ ４１：４０．６� ４１１．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，９１２，８００円 複勝： ４２，５２６，６００円 枠連： ２５，４５２，５００円

普通馬連： ８９，４５４，６００円 馬単： ６２，４０１，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，９１４，２００円

３連複： １０４，５３７，４００円 ３連単： １９１，１７６，３００円 計： ５７７，３７５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２３０円 � １３０円 � ２３０円 枠 連（２－７） １，０１０円

普通馬連 �� ９３０円 馬 単 �� ２，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ９１０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ２，２６０円 ３ 連 単 ��� １６，７１０円

票 数

単勝票数 計 ２７９１２８ 的中 � ２９１１３（３番人気）
複勝票数 計 ４２５２６６ 的中 � ４０９９０（５番人気）� １２１３７６（１番人気）� ３９７７５（６番人気）
枠連票数 計 ２５４５２５ 的中 （２－７） １８７７７（５番人気）
普通馬連票数 計 ８９４５４６ 的中 �� ７１０４７（３番人気）
馬単票数 計 ６２４０１３ 的中 �� １８９６０（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３９１４２ 的中 �� ２２８７８（２番人気）�� ８５５２（１２番人気）�� １９３４３（５番人気）
３連複票数 計１０４５３７４ 的中 ��� ３４１８５（７番人気）
３連単票数 計１９１１７６３ 的中 ��� ８４４６（４２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１１．６―１１．６―１１．６―１２．０―１３．３―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．６―３５．２―４６．８―５８．４―１：１０．４―１：２３．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルクパルサー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Royal Chalice デビュー ２００９．８．９ 新潟１４着

２００７．４．２０生 牡３鹿 母 スーパーブランドⅡ 母母 Popular １１戦２勝 賞金 １６，７００，０００円



２８０２０１０月１０日 曇 重 （２２東京４）第２日 第８競走 ��
��２，１００�サラブレッド系３歳以上

発走１４時０５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

２：０６．７
２：０５．９

良

良

５７ フ リ ソ 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成藤田 孟司氏 小島 茂之 門別 モリナガファーム ４７０± ０２：０９．６ １．９�

７１１ インフィニットエア 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９２－ ８２：０９．９１� ３．９�

４５ マコトギャラクシー 牡３栃栗５５ 蛯名 正義尾田左知子氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４５６± ０２：１０．６４ ９．０�
６９ オリオンザアルファ 牡３黒鹿５５ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 B４７８－ ２ 〃 クビ ２１．０�
５８ ジョーモルデュー 牡６鹿 ５７ 松岡 正海上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 ４５２－１０２：１０．８１� １６．２�
１１ メジロティモン 牡５栗 ５７ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ５０８－ ８２：１１．３３ ２５．８�
３３ 	 キャトルマン 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一 �キャロットファーム 斎藤 誠 早来 ノーザンファーム B５４０± ０２：１１．４� ７５．０	
７１２	 ナムラビスマルク 牡６栗 ５７ 北村 宏司ディアレスト 高橋 裕 門別 いとう牧場 ４８６＋ ４２：１１．８２� １６．７

６１０ レオソリスト 牡５黒鹿５７ 江田 照男�レオ 岩戸 孝樹 平取 協栄組合 B５２０－ ２ 〃 クビ １１５．１�
８１４ レプラコーン 牡５栗 ５７ 田中 博康 �社台レースホース大竹 正博 三石 片山 修 ４８４＋ ２ 〃 ハナ １８７．５
４６ 	 ダンツクリスエス 牡４鹿 ５７ 中舘 英二山元 哲二氏 本田 優 浦河 信成牧場 ５１０± ０２：１２．５４ １６．６�
２２ 	 ヒロノキョウシュウ 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥八百板俊一郎氏 鈴木 勝美 静内 聖心台牧場 ４８６＋ ２２：１２．７１� １２５．５�
３４ メイショウオニカゲ 牡５黒鹿５７ 田中 勝春松本 好雄氏 安田 隆行 門別 下河辺牧場 ４５０＋ ４２：１３．７６ ２０．２�
８１３ トーセンジョーカー 牡７栗 ５７ 五十嵐雄祐島川 �哉氏 菅原 泰夫 静内 増本牧場 B４５８－ ２２：１３．９１� １２４．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３２，２５７，５００円 複勝： ５３，３２３，０００円 枠連： ３０，００３，３００円

普通馬連： １０６，７８９，６００円 馬単： ７３，２１７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，２９６，６００円

３連複： １２６，６７０，９００円 ３連単： ２４１，２０４，０００円 計： ７０１，７６２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ２１０円 枠 連（５－７） ２４０円

普通馬連 �� ３４０円 馬 単 �� ５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ４００円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� １，１６０円 ３ 連 単 ��� ３，３６０円

票 数

単勝票数 計 ３２２５７５ 的中 � １３６７５３（１番人気）
複勝票数 計 ５３３２３０ 的中 � ２２５６８４（１番人気）� ９０２８４（２番人気）� ３９７８４（３番人気）
枠連票数 計 ３０００３３ 的中 （５－７） ９５９８１（１番人気）
普通馬連票数 計１０６７８９６ 的中 �� ２３５６８１（１番人気）
馬単票数 計 ７３２１７１ 的中 �� ９７５７２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８２９６６ 的中 �� ７２１０８（１番人気）�� ２１５５５（３番人気）�� １１９１２（９番人気）
３連複票数 計１２６６７０９ 的中 ��� ８１０５０（２番人気）
３連単票数 計２４１２０４０ 的中 ��� ５３０４１（２番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．６―１２．１―１２．８―１２．３―１２．３―１２．５―１２．５―１２．３―１１．９―１２．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
６．９―１８．５―３０．６―４３．４―５５．７―１：０８．０―１：２０．５―１：３３．０―１：４５．３―１：５７．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フ リ ソ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 モ ガ ミ デビュー ２００８．８．２４ 札幌８着

２００６．２．２８生 牡４鹿 母 ナカミファンタジア 母母 ナカミサフアイヤ １３戦４勝 賞金 ６２，０２３，０００円
［他本会外：１戦０勝］



２８０２１１０月１０日 曇 稍重 （２２東京４）第２日 第９競走 ��
��２，０００�

も と す こ

本 栖 湖 特 別
発走１４時３５分 （芝・左）
３歳以上，１，０００万円以下，２１．１０．１０以降２２．１０．３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 ２５２，０００円 ７２，０００円 ３６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５７．２
１：５６．４

良

良

１１ コスモヘレノス 牡３鹿 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 ナカノファーム ５０４＋ ２２：００．３ ４０．１�

５５ グッドバニヤン 牡５栃栗５６ 松田 大作津村 靖志氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 ４４４－ ２２：００．５１� １７．９�
３３ トウショウデザート 牡４鹿 ５７ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５１２－１０２：０１．０３ ４．５�
４４ キングスビレッジ 牡４鹿 ５６ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４８４＋ ４２：０１．２１� ４．４�
２２ グリッドマトリクス 牡４鹿 ５７．５ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 バンダム牧場 ５０６－ ６２：０１．４１� ７．３�
８９ スマートジェネシス 牡３青鹿５５ 福永 祐一大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４６４－ ４２：０１．８２� ６．２	
７８ ベストアンサー 牡３鹿 ５４ 柴田 善臣青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム ４５４－ ２２：０２．０１� ５．１

７７ ビルトミーアップ 牝５鹿 ５０ 江田 照男飯田 政子氏 武市 康男 静内 千代田牧場 B４８０＋ ２２：０２．７４ ５６．４�
８１０ マルカボルト 牡３黒鹿５５ 松岡 正海河長産業� 羽月 友彦 浦河 笹地牧場 B４８４＋１０２：０３．４４ ４．７�

（９頭）
６６ シャイニンアーサー 牡３黒鹿５４ 伊藤 工真市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ３２，８３６，９００円 複勝： ４８，６８６，６００円 枠連： ２４，３６０，４００円

普通馬連： １１６，６９７，３００円 馬単： ７６，３８９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，４０３，７００円

３連複： １１５，８０１，１００円 ３連単： ２７１，１６４，１００円 計： ７１８，３３９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，０１０円 複 勝 � ８６０円 � ４４０円 � １７０円 枠 連（１－５） ２２，０４０円

普通馬連 �� １７，９３０円 馬 単 �� ３９，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，７２０円 �� １，８６０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� １９，２３０円 ３ 連 単 ��� １６４，９８０円

票 数

単勝票数 計 ３２８３６９ 的中 � ６４５７（８番人気）
複勝票数 計 ４８６８６６ 的中 � １２０２７（８番人気）� ２６１１３（７番人気）� ９９０７２（１番人気）
枠連票数 計 ２４３６０４ 的中 （１－５） ８１６（２３番人気）
普通馬連票数 計１１６６９７３ 的中 �� ４８０４（３３番人気）
馬単票数 計 ７６３８９０ 的中 �� １４３５（６６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２４０３７ 的中 �� ２０５７（３３番人気）�� ４２１１（２３番人気）�� １３３５６（１１番人気）
３連複票数 計１１５８０１１ 的中 ��� ４４４６（５２番人気）
３連単票数 計２７１１６４１ 的中 ��� １２１３（３４７番人気）

ハロンタイム １２．９―１０．９―１１．１―１１．４―１２．３―１２．５―１２．６―１２．１―１１．７―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２３．８―３４．９―４６．３―５８．６―１：１１．１―１：２３．７―１：３５．８―１：４７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．２―３F３６．６

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモヘレノス 
�
父 グラスワンダー 

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２００９．８．２３ 新潟５着

２００７．５．６生 牡３鹿 母 スターフェスタ 母母 パラダイスムーン １２戦３勝 賞金 ４０，５４７，０００円
〔出走取消〕 シャイニンアーサー号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。



２８０２２１０月１０日 晴 重 （２２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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

２４ � エーシンクールディ 牝４芦 ５５ 松岡 正海�栄進堂 大久保龍志 米 Winches-
ter Farm ４９４± ０１：２２．７ １．５�

４７ コンティネント 牡６鹿 ５７ 丸山 元気近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５２４－ ４１：２３．３３� １６．６�
７１３ ウインプレミアム 牡６芦 ５７ 福永 祐一�ウイン 大久保龍志 新冠 パカパカ

ファーム ４８８－ ２１：２３．６１	 １９．２�
３５ スマートブレード 牡９黒鹿５７ 丸田 恭介大川 徹氏 宮 徹 浦河 松田 次郎 ５２６－ ２１：２３．８１ ７１．７�
２３ キュートエンブレム 牝５鹿 ５５ 田中 勝春 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４８２＋１２１：２４．０１ ２９．７�
７１４ スペースフライト 牡６栃栗５７ 石橋 脩前田 幸治氏 佐々木晶三 三石 土居 忠吉 ４６８－ ６１：２４．４２� ９５．８	
５１０ ブイチャレンジ 牡５栗 ５７ 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 門別 川島 良一 ４８０± ０ 〃 アタマ １０．９

６１１ ジェイケイボストン 
７黒鹿５７ 西田雄一郎小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム B５１８＋ ４ 〃 ハナ ２０８．７�
３６ フィールドジュエル 牡８鹿 ５７ 柴田 善臣地田 勝三氏 西園 正都 早来 ノーザンファーム B４８０－１０１：２４．５	 １９．８�
１２ ダノンブライアン 
６鹿 ５７ 江田 照男�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５１２± ０ 〃 アタマ ５７．０
８１５� アルシラート 
６鹿 ５７ 木幡 初広広尾レース� 森 秀行 米 Eve Kuhl-

mann ４８８＋ ６１：２４．６� ２５０．４�
５９ サルバドールアスカ 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹則武 輝一氏 伊藤 大士 新冠 坂元牧場 ４６４－ ４１：２６．１９ １７．０�
８１６ ドリームクラウン 牡５栗 ５７ 柴山 雄一セゾンレースホース� 中村 均 静内 へいはた牧場 ５０８－ ８ 〃 ハナ １５３．６�
１１ ストレートイン 牡４鹿 ５７ 吉田 豊島田 久氏 柴崎 勇 三石 前川牧場 ５０２± ０ 〃 アタマ ４７．５�
４８ クリスタルボーイ 牡３芦 ５５ 津村 明秀ディアレスト 斎藤 誠 日高 タバタファーム ４８２± ０１：２６．２� ６．２�
６１２ ショウナンタキオン 牡７栗 ５７ 後藤 浩輝国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 鎌田 正嗣 ５０４＋２０１：２７．８１０ １０９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４４，９１５，２００円 複勝： ７９，４０２，１００円 枠連： ４４，５０６，０００円

普通馬連： １７２，８４４，０００円 馬単： １２０，８００，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，８９１，３００円

３連複： ２０５，０６４，２００円 ３連単： ４６３，４３４，８００円 計： １，１７９，８５８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ２７０円 � ３２０円 枠 連（２－４） ３２０円

普通馬連 �� ７８０円 馬 単 �� １，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ５５０円 �� １，７４０円

３ 連 複 ��� ３，１９０円 ３ 連 単 ��� ８，０２０円

票 数

単勝票数 計 ４４９１５２ 的中 � ２３７６９４（１番人気）
複勝票数 計 ７９４０２１ 的中 � ４７１２１６（１番人気）� ３９４１３（４番人気）� ３０７３７（６番人気）
枠連票数 計 ４４５０６０ 的中 （２－４） １０３０５２（１番人気）
普通馬連票数 計１７２８４４０ 的中 �� １６４８００（２番人気）
馬単票数 計１２０８００６ 的中 �� ８８２６８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８８９１３ 的中 �� ３５１０６（２番人気）�� ２２１３３（６番人気）�� ６２９３（２１番人気）
３連複票数 計２０５０６４２ 的中 ��� ４７４４９（９番人気）
３連単票数 計４６３４３４８ 的中 ��� ４２６９４（１１番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．５―１１．３―１２．０―１２．１―１１．９―１２．５

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エーシンクールディ �
�
父 Distorted Humor �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００９．３．１５ 阪神１０着

２００６．５．９生 牝４芦 母 Catalina 母母 Carolina Saga １２戦３勝 賞金 ７２，５１２，０００円
［他本会外：２戦２勝］

〔発走状況〕 アルシラート号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アルシラート号は，平成２２年１０月１１日から平成２２年１０月３１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〕 ショウナンタキオン号は，平成２２年１１月１０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１４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１４頭 アズライト号・カネスラファール号・ギシアラバストロ号・シルクアルボーレ号・デイフラッシュ号・

ノーリプライ号・ピースオブパワー号・フェイムロバリー号・ブラッシュアップ号・ブルーデインヒル号・
マルカベンチャー号・ミスターモナルコス号・ミゼリコルデ号・ユノゾフィー号



２８０２３１０月１０日 晴 稍重 （２２東京４）第２日 第１１競走 ��
��１，８００�第６１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５５�４歳以上５７�，牝馬
２�減，２１．１０．１０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，２１．１０．９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 ７７０，０００円 ２２０，０００円 １１０，０００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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

４４ ア リ ゼ オ 牡３黒鹿５６ 福永 祐一 �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 ５２０＋ ８１：４６．４ １５．８�

３３ � エイシンアポロン 牡３栗 ５５ 蛯名 正義平井 豊光氏 岡田 稲男 米 Silk and Scar-
let Syndicate ５０２＋ ８ 〃 ハナ １８．１�

１１ ネヴァブション 牡７黒鹿５８ 田中 勝春廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 早田牧場新
冠支場 ４８６＋ ４１：４６．６１� １８．７�

８９ スマイルジャック 牡５黒鹿５７ 三浦 皇成齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 ４８８± ０１：４６．８１	 ６．３�
２２ ペ ル ー サ 牡３栗 ５６ 安藤 勝己山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５０６＋ ６１：４６．９� ２．４�
６６ マイネルスターリー 牡５鹿 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 門別 野島牧場 ４６８－ ８１：４７．０
 １６．３	
７７ シ ル ポ ー ト 牡５鹿 ５７ 酒井 学百万 武夫氏 西園 正都 静内 タイヘイ牧場 ４８６－ ４１：４７．１� ８．１

８１０ アドマイヤメジャー 牡４青鹿５７ 吉田 隼人近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４５０－ ２ 〃 ハナ ９．１�
５５ ショウワモダン 牡６鹿 ５９ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５１６± ０１：４７．２クビ ４．９�
７８ トウショウウェイヴ 牡５黒鹿５７ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 B４７０± ０ 〃 クビ ６３．４

（１０頭）

売 得 金

単勝： １８３，６１４，３００円 複勝： ２３１，９７８，２００円 枠連： １１１，３６９，９００円

普通馬連： ７８６，４１０，３００円 馬単： ４６９，６９４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２００，２８２，９００円

３連複： ８６８，２２７，３００円 ３連単： ２，２２７，７１３，５００円 計： ５，０７９，２９０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５８０円 複 勝 � ４８０円 � ５１０円 � ４９０円 枠 連（３－４） ８，３７０円

普通馬連 �� ７，６８０円 馬 単 �� １５，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１７０円 �� ３，５１０円 �� ２，９００円

３ 連 複 ��� ４０，９９０円 ３ 連 単 ��� ３１５，２００円

票 数

単勝票数 計１８３６１４３ 的中 � ９１９９０（６番人気）
複勝票数 計２３１９７８２ 的中 � １２９８１０（６番人気）� １１８７１１（９番人気）� １２５７７０（８番人気）
枠連票数 計１１１３６９９ 的中 （３－４） ９８２６（２４番人気）
普通馬連票数 計７８６４１０３ 的中 �� ７５６００（２９番人気）
馬単票数 計４６９６９４４ 的中 �� ２１７１４（５９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２００２８２９ 的中 �� ２２９０５（２８番人気）�� １３９６５（４０番人気）�� １６９８９（３６番人気）
３連複票数 計８６８２２７３ 的中 ��� １５６３４（１０２番人気）
３連単票数 計２２２７７１３５ 的中 ��� ５２１６（５９４番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．２―１１．４―１１．５―１１．９―１２．０―１１．１―１２．１―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．１―３５．５―４７．０―５８．９―１：１０．９―１：２２．０―１：３４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．５―３F３５．５

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

勝馬の
紹 介

ア リ ゼ オ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００９．１１．１４ 東京１着

２００７．３．１２生 牡３黒鹿 母 スクエアアウェイ 母母 スケアヘッドライン ７戦４勝 賞金 １６３，８７９，０００円



２８０２４１０月１０日 晴 重 （２２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２０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
１：２１．８

不良

稍重

２４ スターボード 牡３芦 ５５ 蛯名 正義大社 聡氏 矢野 英一 新ひだか 増本牧場 ４９４＋ ８１：２３．４ ３．４�

３５ ベビーネイル 牡３栗 ５５ 安藤 勝己山本 英俊氏 藤沢 和雄 浦河 信岡牧場 ５０８＋ ６１：２３．５� ３．４�
５９ バ ル ー ン 牡３鹿 ５５ 福永 祐一白井 岳氏 矢野 英一 日高 白瀬 明 ４８０＋１４ 〃 ハナ １５．７�
４８ デイトユアドリーム 牝４鹿 ５５ 松岡 正海ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４６４－ ２ 〃 アタマ ３．７�
２３ ヒラボクスペシャル 牝４黒鹿５５ 後藤 浩輝�平田牧場 大竹 正博 浦河 鎌田 正嗣 ４６６± ０１：２３．６� １５．４�
５１０ タマモスクワート 牡５鹿 ５７ 村田 一誠タマモ� 中川 公成 新冠 対馬 正 ４９４＋ ８ 〃 ハナ ２２．６�
１２ トーセンベルファム 牝５鹿 ５５

５３ △伊藤 工真島川 	哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４５２－ ２１：２３．７� ３５．３

８１５ タマビッグボス 牡３青鹿５５ 津村 明秀玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４９６＋ ４１：２３．８クビ ７０．６�
３６ サマーシルクロード 牝５栗 ５５ 武士沢友治セゾンレースホース� 根本 康広 門別 白井牧場 ４４８＋１７ 〃 アタマ １２２．３�
４７ ベストオブミー 牝５栗 ５５ 北村 宏司飯田 正剛氏 鮫島 一歩 静内 千代田牧場 ４６４± ０ 〃 ハナ ２７．４
７１３ タツタイコウ 牡５栗 ５７

５６ ☆丸山 元気鈴木 昭作氏 根本 康広 千歳 エクセレンス
ファーム ５２０± ０１：２４．２２� ２７１．４�

７１４ スガノメダリスト 牡４栗 ５７ 吉田 隼人菅原 光博氏 粕谷 昌央 三石 田上 稔 ４７８＋ ４１：２４．３クビ ９．９�
６１１ ケージーアメリカン 牡３栗 ５５ 勝浦 正樹川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４６２＋１２ 〃 ハナ ６８．６�
６１２ トムアウトランダー 牡５栗 ５７ 江田 照男庄野 昭彦氏 佐藤 吉勝 門別 庄野牧場 B４９０＋ ４ 〃 アタマ １６７．５�
８１６ チェアユーアップ 牝４栗 ５５ 丸田 恭介岡田 将一氏 田島 俊明 静内 岡田スタツド ４３６－ ４１：２４．６１� １３７．２�
１１ 	 セイウンロデム 牡６青鹿５７ 田辺 裕信西山 茂行氏 保田 一隆 英 L. Dettori B４９０＋１０１：２７．３大差 ２６５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ６３，２９８，４００円 複勝： ９０，７７６，５００円 枠連： ５５，５４９，３００円

普通馬連： ２３５，１８２，１００円 馬単： １３７，３３８，９００円 ワイド【拡大馬連】： ７４，９０１，７００円

３連複： ２７３，０９０，５００円 ３連単： ６０７，８０４，８００円 計： １，５３７，９４２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １５０円 � １６０円 � ３３０円 枠 連（２－３） ４７０円

普通馬連 �� ４９０円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ７８０円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� ２，２６０円 ３ 連 単 ��� ６，８９０円

票 数

単勝票数 計 ６３２９８４ 的中 � １４７７９２（２番人気）
複勝票数 計 ９０７７６５ 的中 � １８７３３２（２番人気）� １７６３５３（３番人気）� ５４８４４（５番人気）
枠連票数 計 ５５５４９３ 的中 （２－３） ８８５０３（１番人気）
普通馬連票数 計２３５１８２１ 的中 �� ３５９９００（１番人気）
馬単票数 計１３７３３８９ 的中 �� １１２６４５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７４９０１７ 的中 �� ９９１６７（１番人気）�� ２１３９９（７番人気）�� １７０５５（９番人気）
３連複票数 計２７３０９０５ 的中 ��� ８９３６６（５番人気）
３連単票数 計６０７８０４８ 的中 ��� ６５１８４（１０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．２―３４．４―４６．２―５７．９―１：１０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．２
３ １２（３，８）－４，１３，９（１，２，１４）（１０，１６）（６，７，１１）１５，５ ４ １２，８－３，４，９，１３（２，１４）（１，１０）（７，１６）（６，１５，１１）５
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スターボード �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ア ラ ジ デビュー ２００９．１０．１７ 東京１着

２００７．３．２４生 牡３芦 母 シーダーアラジ 母母 パワーシーダー ７戦３勝 賞金 ３９，８１２，０００円
〔制裁〕 スターボード号の騎手蛯名正義は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（９番・２番への進路影響）
※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 モアザンスマート号
（非抽選馬） １頭 カネトシコウショウ号



（２２東京４）第２日 １０月１０日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

不良後重後稍重
不良後重

競走回数 １２回 出走頭数 １７０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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

３１４，２２０，０００円
４，２２０，０００円
１７，５６０，０００円
２，０００，０００円
３１，７２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６０，８５７，５００円
５，２６４，８００円
１，６８３，０００円

勝馬投票券売得金
５１６，５８０，５００円
７３８，６９４，８００円
４０１，５１９，５００円
１，８７４，１０２，３００円
１，２１６，７８０，２００円
５７０，９７３，３００円
２，１４４，２１１，４００円
４，８２５，３７０，２００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 １２，２８８，２３２，２００円

総入場人員 ４７，５８５名 （有料入場人員 ４５，８８８名）




