
２８０４９１０月２３日 晴 良 （２２東京４）第５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

１：３７．２
１：３７．２

重

重

３３ トルバドゥール 牡２栃栗５５ 柴田 善臣 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム ４６４－ ４１：４１．２ １．５�

５７ ロジッツェル 牡２栗 ５５ 三浦 皇成久米田正明氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４９２＋ ４１：４１．５１� ９．１�
７１２ タマモトリトン 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹タマモ� 水野 貴広 新ひだか 野坂牧場 ４４６－ ６ 〃 クビ １４．５�
８１４ メディテーション 牝２栗 ５４ 石橋 脩 �ユートピア牧場 伊藤 大士 登別 ユートピア牧場 ５００± ０１：４１．６クビ ５７．４�
５８ タ フ 牡２芦 ５５ 吉田 豊�グランプリ 森 秀行 安平 ノーザンファーム ４８８＋ ４ 〃 クビ ７．９�
３４ エ ラ ッ ト 牡２鹿 ５５ 松岡 正海加藤 信之氏 手塚 貴久 むかわ 大頭 忠典 ５０２＋１０１：４１．９２ １０．１	
７１１ レッドオブガバナー 牡２鹿 ５５

５３ △伊藤 工真中谷 初子氏 鈴木 康弘 新ひだか 三木田 頼嗣 ４８６＋ ８１：４２．０クビ ５３．５

２２ マイネルクォンタム 牡２栃栗５５ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 河野 通文 新ひだか 城地 清満 ４７０－ ８１：４２．３１� ５１．４�
８１３ コスモリンゴスキー 牡２黒鹿５５ 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 日高 新井 昭二 ５２０＋ ４１：４２．６１� ７４．３�
６９ リーサムダイチ 牡２鹿 ５５ 内田 博幸平田 修氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 ４６０± ０１：４３．０２� １２．６
１１ トーセンコマンド 牡２栗 ５５ 吉田 隼人島川 �哉氏 後藤 由之 日高 有限会社 エ

スティファーム ４５６＋ ４１：４３．４２� １６８．１�
４５ トーアハヤテ 牡２鹿 ５５ 町田 直希高山ランド� 佐藤 吉勝 豊浦トーア牧場 ４６８± ０１：４３．８２� ２８８．２�

（川崎）

６１０ カシノダンガン 牡２黒鹿５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 村上牧場 ４７２－ ２１：４４．５４ １６９．０�
４６ ビームライン 牡２鹿 ５５ 北村 宏司細谷 典幸氏 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 ４７８＋ ８１：４５．８８ １５４．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，３２８，１００円 複勝： ４７，５６８，５００円 枠連： １５，１４８，４００円

普通馬連： ４９，２４０，５００円 馬単： ４１，０５２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，６４４，６００円

３連複： ６４，５６９，０００円 ３連単： １１５，４３７，１００円 計： ３７４，９８８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ２２０円 � ２６０円 枠 連（３－５） ２８０円

普通馬連 �� ７００円 馬 単 �� ９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ３７０円 �� １，０７０円

３ 連 複 ��� ２，１２０円 ３ 連 単 ��� ５，７５０円

票 数

単勝票数 計 ２０３２８１ 的中 � １１０９４６（１番人気）
複勝票数 計 ４７５６８５ 的中 � ２７８６５１（１番人気）� ３０９３２（４番人気）� ２４２３７（６番人気）
枠連票数 計 １５１４８４ 的中 （３－５） ４０００１（１番人気）
普通馬連票数 計 ４９２４０５ 的中 �� ５２０６９（３番人気）
馬単票数 計 ４１０５２１ 的中 �� ３１８７４（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１６４４６ 的中 �� １８４９０（４番人気）�� １５２８２（５番人気）�� ４４３３（１６番人気）
３連複票数 計 ６４５６９０ 的中 ��� ２２５８０（１０番人気）
３連単票数 計１１５４３７１ 的中 ��� １４８２１（１７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．９―３６．３―４９．７―１：０３．３―１：１６．１―１：２８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．５―３F３７．９
３ １０，１１（１，１４）（８，１２）（２，７，１３，９）３，５，４－６ ４ ・（１０，１１，１４）（１，８，１２）（２，７，１３，３，９）４，５－６

勝馬の
紹 介

トルバドゥール �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Cox’s Ridge デビュー ２０１０．１０．９ 東京２着

２００８．５．２２生 牡２栃栗 母 サワズソング 母母 Yestday’s Kisses ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２８０５０１０月２３日 晴 良 （２２東京４）第５日 第２競走 ��
��１，４００�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

１：２１．５
１：２０．３

良

良

８１３ 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± ０１：２３．４ １０．１�

３３ � カフェヒミコ 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣西川 恭子氏 松山 康久 米 Katsumi
Yoshizawa ４９６－ ４１：２３．７２ ５．１�

２２ ブルースター 牡２栗 ５５ 田中 勝春 �三石川上牧場 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 ４５６－ ２１：２４．０２ ８．４�
５７ サニーヘイロー 牝２栗 ５４ 蛯名 正義宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４４６± ０１：２４．１クビ ２．５�
６８ スタートセンス 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹河原 義宏氏 高橋 裕 浦河 近藤牧場 ４３０＋ ８１：２４．４２ ３６．７�
４４ 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 ４６４－ ８１：２４．６１ １４．３�
６９ クリノエンドレス 牝２鹿 ５４ 和田 竜二栗本 博晴氏 本間 忍 日高 山際 辰夫 ４３２－ ６１：２４．８１� ３０．６	
７１０ ニシノペヨン 牡２栗 ５５ 内田 博幸西山 茂行氏 土田 稔 むかわ 西山牧場 ４３４－ ６１：２４．９� ８．９

５６ フジハヤブサ 牡２鹿 ５５ 吉田 豊藤田 達男氏 矢野 英一 新冠 佐藤 信広 ４９２＋ ８ 〃 クビ ９．５�
７１１ バシマイシン 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥石橋 英郎氏 高橋 義博 新ひだか 出羽牧場 ４２０－ ２１：２５．１１	 ３２８．２�
１１ ヒ タ タ レ 牡２鹿 ５５ 江田 照男山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか ヒサイファーム ５１６± ０１：２５．２クビ ７９．１
４５ ゴールドスマイル 牡２鹿 ５５ 北村 宏司居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム ４４６－ ８１：２５．５２ １４．３�
８１２ キチロクアユ 牝２栗 ５４ 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 新ひだか 畠山牧場 ４２６＋１０１：２５．９２	 １２４．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １５，５３２，８００円 複勝： ２５，２８９，８００円 枠連： １３，１４４，１００円

普通馬連： ４７，５６７，７００円 馬単： ３４，３１７，９００円 ワイド【拡大馬連】： １８，１３６，５００円

３連複： ５５，７７０，４００円 ３連単： ８８，５６９，１００円 計： ２９８，３２８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０１０円 複 勝 � ２６０円 � ２００円 � ２２０円 枠 連（３－８） ２，１５０円

普通馬連 �� ２，１００円 馬 単 �� ４，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８２０円 �� １，２５０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ５，２４０円 ３ 連 単 ��� ３５，４９０円

票 数

単勝票数 計 １５５３２８ 的中 � １２１５０（６番人気）
複勝票数 計 ２５２８９８ 的中 � ２３８５５（５番人気）� ３７１２３（２番人気）� ３１４０５（３番人気）
枠連票数 計 １３１４４１ 的中 （３－８） ４５２７（１０番人気）
普通馬連票数 計 ４７５６７７ 的中 �� １６７３５（１０番人気）
馬単票数 計 ３４３１７９ 的中 �� ５２８０（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８１３６５ 的中 �� ５４５５（１１番人気）�� ３４３７（１８番人気）�� ８２１６（４番人気）
３連複票数 計 ５５７７０４ 的中 ��� ７８６５（２１番人気）
３連単票数 計 ８８５６９１ 的中 ��� １８４２（１２７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．９―１２．５―１２．６―１１．３―１１．０―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２４．３―３６．８―４９．４―１：００．７―１：１１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．６―３F３４．０
３ １３（３，４）９（２，５，１０）（７，８）１－６－１１，１２ ４ １３－（３，４）（９，１０）（２，５，７，８）１，６（１１，１２）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

テイエムオオタカ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ネヴアーダンス デビュー ２０１０．８．２８ 新潟８着

２００８．３．３０生 牡２鹿 母 ハヤテグレシャス 母母 ホワイトグレシヤス ４戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔発走状況〕 キチロクアユ号は，発進不良〔外側に逃避〕。



２８０５１１０月２３日 晴 良 （２２東京４）第５日 第３競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１１時１０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

１：３７．２
１：３７．２

重

重

８１６� ブレイドバローズ 牡２栗 ５５ 北村 宏司猪熊 広次氏 中竹 和也 米 March Thor-
oughbreds ５００ ―１：４１．５ ２．８�

５１０ スガノテシオ 牡２黒鹿５５ 柴田 善臣�テシオ 矢野 英一 日高 サンシャイン
牧場 ４７４ ―１：４１．６� １７．６�

４７ バ リ サ イ ト 牡２青鹿５５ 松岡 正海 �キャロットファーム 松山 康久 安平 ノーザンファーム ４７０ ―１：４１．８１� ２．０�
６１１ ザストロンシチー 牡２鹿 ５５ 吉田 豊 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 富川田中牧場 ４４８ ―１：４２．３３ ２４．０�
３５ マイネルマルゴー 牡２栗 ５５ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 池田 新田牧場 ４８２ ―１：４２．７２	 ７０．１�
６１２ ニシノカスケード 牡２青鹿５５ 勝浦 正樹西山 茂行氏 水野 貴広 むかわ 西山牧場 ４７４ ―１：４３．３３	 １２．４	
３６ コスモキズナ 牡２鹿 ５５ 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 新ひだか 中田 英樹 ４８４ ― 〃 クビ ５１．４

４８ リサーチアゲン 牡２鹿 ５５ 江田 照男浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 川越牧場 ４７４ ―１：４３．４	 １６４．０�
２４ ペガサスビビクン 牡２栗 ５５ 北村 友一松岡 隆雄氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B５１４ ―１：４３．５	 ８４．１�
８１５ サマーレインボウ 牝２鹿 ５４ 山田 信大大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム ４１６ ―１：４４．０３ １９２．３
（船橋）

１１ ナムラストリーク 牝２栗 ５４ 石橋 脩奈村 信重氏 斎藤 誠 新ひだか 八田ファーム ４４４ ―１：４４．３２ １０．３�
１２ ゲイルオブウインド 牡２鹿 ５５ 武士沢友治宇井 正行氏 本間 忍 日高 日西牧場 ５０４ ―１：４４．６１� ５９．８�
７１３� ゴールドフェスタ 牝２黒鹿５４ 内田 博幸�グランド牧場 伊藤 圭三 米 Grand Stud ５００ ―１：４４．８１� ４５．９�
７１４ ケガワノマリー 牝２栗 ５４ 三浦 皇成小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 ４９２ ― 〃 アタマ １６５．６�
２３ ミ ロ ス 牝２栗 ５４ 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田正一郎 新ひだか 藤原牧場 ４６２ ―１：４５．１１� ７４．７�

（１５頭）
５９ ドラゴンブレス 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 ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １７，４１６，９００円 複勝： ２２，６１０，４００円 枠連： １６，１９１，１００円

普通馬連： ４１，００２，３００円 馬単： ３３，４８４，４００円 ワイド【拡大馬連】： １６，４９５，６００円

３連複： ４４，８２５，５００円 ３連単： ８２，５７４，５００円 計： ２７４，６００，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � ２６０円 � １１０円 枠 連（５－８） ２，１５０円

普通馬連 �� ２，５００円 馬 単 �� ３，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� １６０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� １，２８０円 ３ 連 単 ��� １０，２６０円

票 数

単勝票数 差引計 １７４１６９（返還計 ２５９） 的中 � ５０３６２（２番人気）
複勝票数 差引計 ２２６１０４（返還計 ２０７） 的中 � ４８３０３（２番人気）� １３９６８（５番人気）� ７７３８８（１番人気）
枠連票数 差引計 １６１９１１（返還計 ４ ） 的中 （５－８） ５５６０（７番人気）
普通馬連票数 差引計 ４１００２３（返還計 ７８５） 的中 �� １２１３０（８番人気）
馬単票数 差引計 ３３４８４４（返還計 ８４４） 的中 �� ７０９１（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １６４９５６（返還計 ３５６） 的中 �� ６０３５（７番人気）�� ３６４３３（１番人気）�� ７１０３（６番人気）
３連複票数 差引計 ４４８２５５（返還計 ２９３７） 的中 ��� ２５８９４（３番人気）
３連単票数 差引計 ８２５７４５（返還計 ６０５３） 的中 ��� ５９４５（２６番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．６―１３．３―１３．９―１２．４―１３．０―１４．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．２―３４．８―４８．１―１：０２．０―１：１４．４―１：２７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５３．４―３F３９．５
３ １６，１１－（１，１２）－７－（４，１４）－（２，１３，８）（５，１０）－６，１５＝３ ４ １６，１１（１，１２）７－１４（４，２，１３，８）（５，１０）６，１５＝３

勝馬の
紹 介

�ブレイドバローズ �
�
父 Mr. Greeley �

�
母父 Maria’s Mon 初出走

２００８．４．２９生 牡２栗 母 Silver Tornado 母母 Silvery Swan １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔出走取消〕 ドラゴンブレス号は，疾病〔右前挫跖〕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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ソウルスピリット号・ヤマノビート号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２８０５２１０月２３日 晴 良 （２２東京４）第５日 第４競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１１時４０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

６６ ミレニアルドリーム 牡２芦 ５５ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム ４７６ ―１：５０．４ ３．６�

６７ トーセンマルス 牡２鹿 ５５ 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４３４ ―１：５０．７１� １２．２�
４４ トウカイチャーム 牡２栗 ５５ 蛯名 正義内村 正則氏 栗田 博憲 平取 二風谷ファーム ４７０ ―１：５１．１２� ９．８�
２２ メジロハクリュウ 牡２鹿 ５５ 田中 勝春�メジロ牧場 土田 稔 洞爺湖 メジロ牧場 ４６２ ―１：５１．３１ ２９．７�
７９ エアジョイント 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４８６ ― 〃 クビ １．６	
３３ ロンズデーライト 牡２鹿 ５５ 松岡 正海青山 洋一氏 小笠 倫弘 新冠 パカパカ

ファーム ４７４ ―１：５１．４� ２８．１

１１ マイネルマーク 牡２青鹿５５ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム ４６６ ―１：５１．６１ ３８．６�
７８ エ ル サ ン ト 牡２鹿 ５５ 北村 宏司栗坂 崇氏 田村 康仁 日高 有限会社

飯田牧場 ４６８ ―１：５１．７� ５９．４�
５５ カフェキングアイ 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 静内白井牧場 ４５８ ―１：５２．０２ ２５．９
８１０ ディアアルジャン 牡２芦 ５５ 吉田 隼人ディアレスト 勢司 和浩 新ひだか へいはた牧場 ４５８ ―１：５２．５３ １１０．４�

（１０頭）
８１１ コスモスイートテン 牡２青鹿５５ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 静内坂本牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２１，４５６，１００円 複勝： ４９，１８６，１００円 枠連： １２，７２０，４００円

普通馬連： ４４，８３５，８００円 馬単： ４２，９２０，１００円 ワイド【拡大馬連】： １６，３７０，１００円

３連複： ４７，３１６，６００円 ３連単： １１１，６０８，６００円 計： ３４６，４１３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � ２３０円 � ４４０円 � ４１０円 枠 連（６－６） １，６００円

普通馬連 �� １，８１０円 馬 単 �� ２，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� ３８０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� ３，９４０円 ３ 連 単 ��� １６，６２０円

票 数

単勝票数 差引計 ２１４５６１（返還計 ２０） 的中 � ４７５１１（２番人気）
複勝票数 差引計 ４９１８６１（返還計 ３９） 的中 � ６５８３２（２番人気）� ２７１７２（４番人気）� ２９７１５（３番人気）
枠連票数 差引計 １２７２０４（返還計 ０ ） 的中 （６－６） ５８８１（４番人気）
普通馬連票数 差引計 ４４８３５８（返還計 ７５） 的中 �� １８２９１（６番人気）
馬単票数 差引計 ４２９２０１（返還計 ４４） 的中 �� １０８１９（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １６３７０１（返還計 ４８） 的中 �� ７８３３（６番人気）�� １１３５９（４番人気）�� ４７５３（９番人気）
３連複票数 差引計 ４７３１６６（返還計 ２３３） 的中 ��� ８８６８（１２番人気）
３連単票数 差引計１１１６０８６（返還計 ３７６） 的中 ��� ４９５７（４５番人気）

ハロンタイム １３．４―１２．３―１２．５―１２．６―１２．８―１２．８―１１．４―１１．１―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．４―２５．７―３８．２―５０．８―１：０３．６―１：１６．４―１：２７．８―１：３８．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．８―３F３４．０

３ ・（３，４，７）－（１，６，１０）（２，９）（５，８）
２
４

・（３，４）６（１，９）（２，１０）（５，８，７）・（３，４，７）（１，６）（１０，９）２（５，８）
勝馬の
紹 介

ミレニアルドリーム �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Kendor 初出走

２００８．１．２２生 牡２芦 母 ウェルカムミレニアム 母母 Tambura １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔出走取消〕 コスモスイートテン号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。



２８０５３１０月２３日 晴 良 （２２東京４）第５日 第５競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時３０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 ７，４００，０００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

８１５ ダンシングマオ 牝３鹿 ５３ 北村 友一森口�一郎氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム ４５６＋ ４１：２５．５ ５．４�

５９ エリモエポナ 牝３黒鹿５３ 松岡 正海山本 敏晴氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４９０－ ２１：２６．１３� ４．２�
７１２ コ ス モ レ ニ 牝３黒鹿５３ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 日高 石原牧場 ４５８＋ ６ 〃 アタマ ３４．７�
４７ 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 ４９０＋ ２１：２６．４２ ２．６�
６１１ タマモワルツ 牝３鹿 ５３ 勝浦 正樹タマモ� 水野 貴広 新ひだか 曾我 博 ４８２± ０１：２６．５� ７．２	
２３ マドモアゼルノン 牝３黒鹿５３ 武士沢友治�ミルファーム 畠山 重則 日高 小西ファーム ４５６－ ２１：２６．６� ２６２．１

８１４ カオカオプリン 牝３黒鹿５３ 田中 博康井上 久光氏 高市 圭二 新冠 浜口牧場 ４４０－ ２ 〃 ハナ ７５．０�
２２ � カインドオブブルー 牝４黒鹿５５ 後藤 浩輝池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム B４８２＋ ２１：２６．７クビ ２６．９�
５８ スプリングルーシー 牝５鹿 ５５ 田中 勝春加藤 春夫氏 上原 博之 様似 様似共栄牧場 ４６６－ ４１：２７．０２ １０５．２
６１０ ニシノマドカ 牝３鹿 ５３ 江田 照男西山 茂行氏 杉浦 宏昭 むかわ 西山牧場 ４５８－ ６１：２７．２１� １１６．６�
１１ ロ レ ー ヌ 牝３鹿 ５３ 吉田 隼人杉山 忠国氏 萩原 清 新ひだか 明治牧場 ４５２＋ ４１：２７．４１� ２６．８�
４６ ベネディーレ 牝３鹿 ５３ 北村 宏司�大樹ファーム 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 ４６６－ ２１：２７．８２� ４２．９�
３４ キチロクアナン 牝３黒鹿５３ 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 浦河 杵臼牧場 ４８０－１０１：２８．１１� ２０３．４�
７１３ エンゼルジョーカー 牝３黒鹿 ５３

５１ △伊藤 工真飯田 政子氏 坂本 勝美 新ひだか 千代田牧場 ４６８－ ６１：２８．９５ ３２．０�
３５ ベルモントエルメス 牝４鹿 ５５ 内田 博幸 �ベルモントファーム 田村 康仁 新冠 ベルモント

ファーム ５１０＋ ４１：３２．０大差 ９．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，１５１，６００円 複勝： ３３，５６８，２００円 枠連： １５，８６８，８００円

普通馬連： ６１，１０８，６００円 馬単： ４３，５３２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，１０５，５００円

３連複： ７５，１１６，６００円 ３連単： １２４，５７３，１００円 計： ３９８，０２４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ２５０円 � １８０円 � ７２０円 枠 連（５－８） １，２９０円

普通馬連 �� １，３５０円 馬 単 �� ２，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５６０円 �� ２，６２０円 �� １，４６０円

３ 連 複 ��� ９，２８０円 ３ 連 単 ��� ３６，５２０円

票 数

単勝票数 計 ２０１５１６ 的中 � ２９５４６（３番人気）
複勝票数 計 ３３５６８２ 的中 � ３７１２９（４番人気）� ６０３０１（２番人気）� ９５８６（９番人気）
枠連票数 計 １５８６８８ 的中 （５－８） ９１３８（５番人気）
普通馬連票数 計 ６１１０８６ 的中 �� ３３６５４（５番人気）
馬単票数 計 ４３５３２４ 的中 �� １３８０６（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４１０５５ 的中 �� １１３７８（５番人気）�� ２１６７（２８番人気）�� ３９８１（１５番人気）
３連複票数 計 ７５１１６６ 的中 ��� ５９８０（２７番人気）
３連単票数 計１２４５７３１ 的中 ��� ２５１８（１０３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．５―３５．４―４７．８―１：００．３―１：１２．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンシングマオ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Payant デビュー ２００９．１２．１３ 中山１着

２００７．４．１９生 牝３鹿 母 エスカビオーサ 母母 Elegia ４戦２勝 賞金 １６，９４６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １２時３１分に変更。
〔制裁〕 ダンシングマオ号の調教師坂本勝美は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。

ノボレインボー号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１１番・８番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベルモントエルメス号は，平成２２年１１月２３日まで平地競走に出走できない。



２８０５４１０月２３日 晴 良 （２２東京４）第５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）

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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

８１６ グローリールピナス 牝４栃栗５５ 田中 勝春大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４７２＋１６１：１８．９ １９．７�

６１２ ル ナ ロ ッ ソ 牝４栗 ５５ 江田 照男木浪 巖氏 杉浦 宏昭 静内 西川富岡牧場 ５１０－ ４１：１９．２１� ８．０�
２３ � ダイワプライド 牡３鹿 ５５ 後藤 浩輝大城 敬三氏 松山 康久 米 Castleton

Lyons ４８６＋１２１：２０．１５ ６．７�
４８ ヒルノリンベル 牡３鹿 ５５ 町田 直希蛭川 正文氏 清水 美波 千歳 エクセレンス

ファーム ５０２＋ ２１：２０．２クビ ６２．７�
（川崎）

７１４ タイキブルース 牡３鹿 ５５ 吉田 隼人�大樹ファーム 後藤 由之 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム ４５８± ０ 〃 アタマ ３．０�

１１ マイネルエルドラド 牡４鹿 ５７ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 須崎牧場 ５１０＋ ６ 〃 アタマ ４．７	

７１３ モアザンストーム 牡４青鹿 ５７
５５ △伊藤 工真 �サンデーレーシング 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ４７８＋ ４ 〃 ハナ ５．９

３６ カズノウォーニング 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義鈴木 可一氏 小笠 倫弘 浦河 福田牧場 ４４４＋ ８１：２０．５２ ２５．９�
８１５� イフノットナウ 牡３栗 ５５ 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Whisper

Hill Farm ５１０－ ６ 〃 ハナ ２８．５�
１２ カネトシショコラ 牝３鹿 ５３ 勝浦 正樹兼松 利男氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 ４７６－ ２１：２０．７� ３６．０
６１１ ライムライトシチー 牡５鹿 ５７ 石橋 脩 �友駿ホースクラブ 成島 英春 新冠 芳住 革二 ５０４＋１０１：２０．９１	 １０９．７�
２４ 
 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± ０１：２１．０クビ ２９２．０�
５１０ レグルスハート 牡４黒鹿５７ 武 英智中江 隆一氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 B５０２＋ ６１：２１．２１ ３０３．５�
５９ デ プ ラ ー タ 牡３栗 ５５ 岩部 純二栗坂 崇氏 萱野 浩二 新ひだか キヨタケ牧場 ４７２－ ２１：２１．３	 ２０７．５�
３５ ハードパワー 牡３鹿 ５５ 吉田 豊中澤 幸幹氏 高橋 裕 日高トヨサトアライファーム ４８６＋２４１：２１．５１� ３４．０�
４７ � ナイトアンジェロ 牡３青鹿５５ 三浦 皇成山口 義道氏 萩原 清 愛 Ring Pink

Partnership ４８６－ ４１：２２．５６ １９．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，６３８，０００円 複勝： ３３，２７６，６００円 枠連： ２１，３６４，５００円

普通馬連： ６３，７３２，７００円 馬単： ３９，１７４，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，９５０，５００円

３連複： ７２，５８７，３００円 ３連単： １１０，２７０，４００円 計： ３８１，９９４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９７０円 複 勝 � ６００円 � ２５０円 � ２５０円 枠 連（６－８） ３，４４０円

普通馬連 �� ７，３７０円 馬 単 �� １６，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２９０円 �� ２，３６０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� １９，２３０円 ３ 連 単 ��� １２９，３８０円

票 数

単勝票数 計 １８６３８０ 的中 � ７４９３（７番人気）
複勝票数 計 ３３２７６６ 的中 � １２５２４（８番人気）� ３８３３９（４番人気）� ３８２１７（５番人気）
枠連票数 計 ２１３６４５ 的中 （６－８） ４５８７（１３番人気）
普通馬連票数 計 ６３７３２７ 的中 �� ６３８３（２７番人気）
馬単票数 計 ３９１７４７ 的中 �� １７６０（５４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２９５０５ 的中 �� ２４３４（２９番人気）�� ２３５８（３０番人気）�� ６２８０（１０番人気）
３連複票数 計 ７２５８７３ 的中 ��� ２７８７（６３番人気）
３連単票数 計１１０２７０４ 的中 ��� ６２９（３９５番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
６．９―１８．１―２９．７―４２．５―５４．９―１：０６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グローリールピナス �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．７．２７ 新潟３着

２００６．５．１１生 牝４栃栗 母 グローリーゲイト 母母 ド ー タ ー ２１戦３勝 賞金 ３６，６４４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 アイティムサシ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２８０５５１０月２３日 晴 良 （２２東京４）第５日 第７競走 ��２，０００�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 ７，４００，０００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

１：５７．２
１：５６．４

良

良

４７ ラッキーバニラ 牡３青鹿５５ 内田 博幸吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B４９４－ ２２：０１．２ １７．４�

２３ ハシルヨミテテ 牡３鹿 ５５ 蛯名 正義田中 幹雄氏 清水 美波 浦河 荻伏三好フ
アーム ５２８＋ ４ 〃 アタマ ８．８�

１２ アルマトゥーラ 牡３芦 ５５ 勝浦 正樹コウトミックレーシング 斎藤 誠 日高 浦新 徳司 ４６０± ０２：０１．３� ７．４�
８１５ アースステップ 牡３鹿 ５５ 北村 宏司吉田 和美氏 勢司 和浩 新冠 森 牧場 ５１８＋ ４ 〃 クビ ４．６�
５９ チャーリーポイント 牡３鹿 ５５ 後藤 浩輝木浪 巖氏 杉浦 宏昭 新ひだか 西川富岡牧場 B４６８－ ８２：０１．５１� １５．２�
１１ ダノンインスパイア 牡５鹿 ５７ 田中 勝春�ダノックス 加藤 征弘 早来 ノーザンファーム ５０４－１４２：０１．６� ４．７�
３６ シルクドルフィン 牡４鹿 ５７ 松岡 正海有限会社シルク武藤 善則 門別 ヤナガワ牧場 ５０２－ ２２：０１．７クビ １４．３	
７１４ メイショウカンパク 牡３黒鹿５５ 北村 友一松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４６６－ ８２：０１．８� ４．４

２４ ラ パ リ ー ガ 牝３黒鹿５３ 町田 直希�大樹ファーム 森 秀行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４８－２４２：０２．１１� ６３．１�
（川崎）

８１７ ダイワソウル 牡３青鹿５５ 三浦 皇成大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４９２＋ ２ 〃 クビ ３３．２
６１２ バイタルシチー 牡４鹿 ５７ 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 浦河 アイオイファーム ４６６＋ ２２：０２．３１ １００．１�
７１３ スーパーティチャー 牝３鹿 ５３ 鈴来 直人福島 実氏 嶋田 功 日高 三輪 幸子 ４８０± ０２：０２．４� ４０４．８�
５１０ タマノリテラシー 牝３栗 ５３ 江田 照男玉腰 勇吉氏 矢野 英一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４８６－ ２２：０２．７２ ６２．２�
４８ ダーインスレイヴ 牡３黒鹿５５ 吉田 隼人前田 幸治氏 小笠 倫弘 えりも 上島牧場 ４６４＋１２２：０２．８� ２２７．１�
８１６ ドリームラブソング 牡３青鹿５５ 和田 竜二セゾンレースホース� 松山 将樹 新冠 浜口牧場 ４７０± ０ 〃 クビ １７４．６�
３５ メジロクリントン 牡３栗 ５５ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 B５０６± ０２：０３．４３� ４１．３�
６１１ ゴートゥザミラノ 牡３青鹿５５ 柴田 善臣嶋田 賢氏 本郷 一彦 新ひだか 岡田牧場 ４６８＋１２ （競走中止） １７．９�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２０，８０１，５００円 複勝： ４０，２８４，３００円 枠連： ２３，４４２，６００円

普通馬連： ７４，６６２，８００円 馬単： ４３，０４９，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，４２４，５００円

３連複： ８４，２２６，５００円 ３連単： １３０，４０２，５００円 計： ４４３，２９３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７４０円 複 勝 � ６４０円 � ３００円 � ２７０円 枠 連（２－４） ８，５６０円

普通馬連 �� ９，０３０円 馬 単 �� ２０，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４３０円 �� ２，７７０円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� ２１，５２０円 ３ 連 単 ��� １７０，３４０円

票 数

単勝票数 計 ２０８０１５ 的中 � ９４６３（８番人気）
複勝票数 計 ４０２８４３ 的中 � １４６１２（９番人気）� ３７９０２（５番人気）� ４３８１５（４番人気）
枠連票数 計 ２３４４２６ 的中 （２－４） ２０２３（２９番人気）
普通馬連票数 計 ７４６６２８ 的中 �� ６１０５（３３番人気）
馬単票数 計 ４３０４９１ 的中 �� １５１８（７２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６４２４５ 的中 �� ２６２８（２９番人気）�� ２３０１（３５番人気）�� ７６１９（１０番人気）
３連複票数 計 ８４２２６５ 的中 ��� ２８８９（７７番人気）
３連単票数 計１３０４０２５ 的中 ��� ５６５（５３９番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．６―１２．０―１２．１―１３．２―１２．５―１２．４―１１．４―１１．２―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．６―３６．６―４８．７―１：０１．９―１：１４．４―１：２６．８―１：３８．２―１：４９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．８―３F３４．４

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

勝馬の
紹 介

ラッキーバニラ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．９．２７ 中山１０着

２００７．４．４生 牡３青鹿 母 フ ウ レ イ カ 母母 セトフローリアンⅡ １２戦２勝 賞金 ２２，３００，０００円
〔競走中止〕 ゴートゥザミラノ号は，競走中に疾病〔左第１指関節開放性脱臼〕を発症し，最後の直線コースで転倒したため競走中

止。
※ラパリーガ号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２８０５６１０月２３日 晴 良 （２２東京４）第５日 第８競走 ��２，１００�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 ７，４００，０００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

２：０６．７
２：０５．９

良

良

３３ クラブトゥギャザー 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４８８－ ２２：１３．８ １．７�

２２ ブリージーデイズ 牡３栗 ５５ 田中 博康 �グリーンファーム 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４９０－ ４２：１４．５１�＋２� ３６．４�
６７ トーセンルーチェ 牡４栗 ５７

５５ △伊藤 工真島川 �哉氏 鈴木 康弘 新冠 ハシモトフアーム ５６６－ ６２：１４．８１� ７．４�
６８ フェバリットアワー 牡３鹿 ５５ 吉田 隼人�ターフ・スポート松山 康久 浦河 酒井牧場 ５０２－ ２２：１５．０１� ７３．１�
８１１ トレノユーボウ �３黒鹿５５ 後藤 浩輝廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ４９４－１０ 〃 クビ ５．７	
７１０ ニシノヴァンクール 牡３青鹿５５ 田中 勝春西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 西山牧場 ５０８± ０ （降着） ４９．８

８１２ メイショウロッコー 牡４栗 ５７ 内田 博幸松本 好雄氏 清水 久詞 新冠 北星村田牧場 ５０２－ ４２：１５．１� ３１．２�
５６ ドンドドーン 牡４芦 ５７ 北村 宏司�辻牧場 田中 剛 浦河 辻 牧場 ５６４＋１０２：１５．４２ ６．８�
５５ ウインシュヴァルツ 牡３青 ５５ 松岡 正海�ウイン 大久保龍志 新冠 村上 欽哉 ４７４－ ２２：１６．１４ １３．４
１１ � ウォーエレファント 牡４鹿 ５７ 江田 照男岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新冠 平山牧場 ４８０－１２２：１６．５２� １４４．１�
７９ ホッカイアラカティ 牡３黒鹿５５ 北村 友一�北海牧場 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４３６＋ ２２：１６．７１ １３３．９�
４４ � ラプターストーム 牡４栗 ５７ 津村 明秀佐藤 恭永氏 高橋 祥泰 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１４－ ４２：１７．２３ ６１．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２６，３６０，６００円 複勝： ７２，６３３，２００円 枠連： １９，８４０，４００円

普通馬連： ７４，０２８，２００円 馬単： ５６，８４２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，８２５，２００円

３連複： ８２，０２３，７００円 ３連単： １７８，０５６，１００円 計： ５３５，６０９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ５３０円 � １８０円 枠 連（２－３） ２，８９０円

普通馬連 �� ２，４００円 馬 単 �� ３，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７１０円 �� ２２０円 �� ２，４４０円

３ 連 複 ��� ４，６９０円 ３ 連 単 ��� １８，８８０円

票 数

単勝票数 計 ２６３６０６ 的中 � １２６６０３（１番人気）
複勝票数 計 ７２６３３２ 的中 � ４５８５３２（１番人気）� １３１６７（７番人気）� ６１２８０（２番人気）
枠連票数 計 １９８４０４ 的中 （２－３） ５０７５（８番人気）
普通馬連票数 計 ７４０２８２ 的中 �� ２２８３５（８番人気）
馬単票数 計 ５６８４２５ 的中 �� １３４５１（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５８２５２ 的中 �� ８２９４（８番人気）�� ３５８５５（１番人気）�� ２２１０（２８番人気）
３連複票数 計 ８２０２３７ 的中 ��� １２９０８（１５番人気）
３連単票数 計１７８０５６１ 的中 ��� ６９６１（６１番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．５―１２．３―１３．１―１３．１―１３．４―１３．３―１２．７―１１．９―１２．４―１３．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
６．９―１８．４―３０．７―４３．８―５６．９―１：１０．３―１：２３．６―１：３６．３―１：４８．２―２：００．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．２―３F３７．５
１
３

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

・（５，１０）１１，１（８，６）－３（２，１２）－９－４＝７・（５，１０）１１（２，１，６）（８，１２）３（９，４）７
市場取引馬

勝馬の
紹 介

クラブトゥギャザー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００８．１２．１３ 中山２着

２００６．３．１７生 牡４鹿 母 ベリーリズミック 母母 ブラッシングキャティ １２戦３勝 賞金 ３２，６００，０００円
〔騎手変更〕 ラプターストーム号の騎手柴田善臣は，第７競走での落馬による検査のため津村明秀に変更。
〔降着〕 ニシノヴァンクール号は，２位〔タイム２分１４秒１，着差１�馬身〕に入線したが，最後の直線コースで急に外側に斜行して

「トレノユーボウ」号の走行を妨害したため６着に降着。
〔制裁〕 ニシノヴァンクール号の騎手田中勝春は，最後の直線コースで急に外側に斜行したことについて平成２２年１０月３０日から

平成２２年１１月７日まで騎乗停止。



２８０５７１０月２３日 晴 良 （２２東京４）第５日 第９競走 ��
��１，６００�いちょうステークス

発走１４時３５分 （芝・左）

２歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金８００万円毎１�増
賞 品

本 賞 １６，０００，０００円 ６，４００，０００円 ４，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，６００，０００円
付 加 賞 ２０３，０００円 ５８，０００円 ２９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．１
１：３３．１

良

良

６６ ロビンフット 牡２青鹿５６ 後藤 浩輝桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 赤石 久夫 ４９４＋ ６１：３６．３ ４．６�

１１ エーシンブラン 牡２芦 ５６ 蛯名 正義�栄進堂 坂口 正則 様似 栄進牧場 ４５６－ ４１：３６．４� ４．０�
５５ ショウナンパルフェ 牡２鹿 ５５ 内田 博幸国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４８６＋ ６ 〃 クビ １．９�
４４ トウシンイーグル 牡２鹿 ５５ 和田 竜二�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント ４６４－ ６１：３７．０３� ５．９�
７７ ペガサスフラッシュ 牡２栗 ５５ 北村 友一松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 ４２８－ ６１：３７．４２� ５０．０�
３３ ピーエムヘクター 牡２鹿 ５５ 田中 勝春松山 毅氏 和田正一郎 安平 追分ファーム ４６８＋２０１：３８．１４ ３４．５�
２２ � リ ョ ウ ウ ン 牡２鹿 ５５ 山田 信大渡邊 千鶴氏 山浦 武 安平 吉田牧場 ４７０＋ ３ 〃 クビ ４０．８	

（船橋） （船橋）

（７頭）
８８ ヒラボクインパクト 牡２鹿 ５５ 北村 宏司�平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４５４－ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： ３０，３６１，９００円 複勝： ３５，４９７，６００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ６５，８４８，４００円 馬単： ４８，８１４，２００円 ワイド【拡大馬連】： １８，１１１，６００円

３連複： ４５，４２６，８００円 ３連単： １３９，３２８，１００円 計： ３８３，３８８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � １１０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ６４０円 馬 単 �� １，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� １５０円 �� １４０円

３ 連 複 ��� ２９０円 ３ 連 単 ��� ２，３００円

票 数

単勝票数 差引計 ３０３６１９（返還計 ３５４４７） 的中 � ５２８２９（３番人気）
複勝票数 差引計 ３５４９７６（返還計 ３４５４８） 的中 � ６１８６４（３番人気）� ７３４６６（２番人気）� １４０７８７（１番人気）
普通馬連票数 差引計 ６５８４８４（返還計２２５２６５） 的中 �� ７６１３６（４番人気）
馬単票数 差引計 ４８８１４２（返還計１６６６５１） 的中 �� ２６９３２（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １８１１１６（返還計 ５２６６１） 的中 �� ２１８７３（３番人気）�� ３１６２１（２番人気）�� ３７８３３（１番人気）
３連複票数 差引計 ４５４２６８（返還計３０６４９３） 的中 ��� １１６９２２（１番人気）
３連単票数 差引計１３９３２８１（返還計９３８６４０） 的中 ��� ４４７９９（９番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１２．８―１２．９―１２．６―１１．２―１１．１―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．２―３７．０―４９．９―１：０２．５―１：１３．７―１：２４．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．４―３F３３．８
３ １（３，６）７，５，２，４ ４ １（６，５）３（７，４）２

勝馬の
紹 介

ロビンフット 

�
父 ゼンノエルシド 


�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．６．２０ 函館２着

２００８．３．１１生 牡２青鹿 母 サンディフォルス 母母 スイートセシール ６戦３勝 賞金 ４８，２９３，０００円
〔騎手変更〕 ショウナンパルフェ号の騎手柴田善臣は，第７競走での落馬負傷のため内田博幸に変更。
〔競走除外〕 ヒラボクインパクト号は，馬場入場後に疾病〔左寛跛行〕を発症したため競走除外。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２８０５８１０月２３日 晴 良 （２２東京４）第５日 第１０競走 ��
��２，４００�

な ん ぶ

南 武 特 別
発走１５時１０分 （芝・左）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�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 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

３４ � タッチミーノット 牡４黒鹿５７ 三浦 皇成吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ４８６± ０２：２７．８ ４．７�

２２ � ヒカルマンテンボシ 牡５鹿 ５７ 北村 友一�橋 京子氏 勢司 和浩 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０２＋ ４２：２８．１１� １７．８�

８１４ リヴィエラブルー 牡６鹿 ５７ 田中 勝春 �サンデーレーシング 宗像 義忠 早来 ノーザンファーム ５１２－ ８２：２８．３１	 １１９．１�
６１０ ヤングアットハート 牡３栗 ５４ 後藤 浩輝 �社台レースホース松山 康久 千歳 社台ファーム ４９６＋１６２：２８．４� ７．４�
５８ タニノエポレット 牡３鹿 ５４ 石橋 脩谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 ４９６－ ２ 〃 ハナ ５．８�
３３ リバティバランス 牡３黒鹿５４ 内田 博幸吉田 千津氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５３２± ０２：２８．５� ２５．６�
５７ オリエンタルジェイ 牡３黒鹿５４ 北村 宏司棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか グランド牧場 ４７２＋１２ 〃 ハナ ２０．４	
８１３ グッドバニヤン 牡５栃栗５７ 和田 竜二津村 靖志氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 ４４６＋ ２２：２８．７１	 １７．４

１１ � レオプログレス 牡５青 ５７ 江田 照男�レオ 平井 雄二 様似 清水 誠一 ４５８＋ ６２：２８．８
 ２９．５�
６９ ワイズミューラー 牡３栗 ５４ 松岡 正海 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム ４５４± ０２：２８．９
 ３．２
４６ 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 ５１６＋ ４ 〃 アタマ １１．２�
７１１ ファーストグロース 牡３鹿 ５４ 山田 信大臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４７６± ０２：２９．０� ６４．４�

（船橋）

７１２ プロヴィデンス 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ５０４－ ６２：２９．２１	 １５．３�
４５ ベルグミサイル 牡６芦 ５７ 武士沢友治山田 五月氏 田中 剛 静内 グランド牧場 ４７４－１０２：３０．５８ １５７．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３３，３０４，５００円 複勝： ５３，８６４，５００円 枠連： ３３，３１６，９００円

普通馬連： １４９，５５６，９００円 馬単： ８１，３７７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，６９１，９００円

３連複： １５９，９８３，０００円 ３連単： ２８６，９７７，４００円 計： ８４０，０７２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � ２１０円 � ５５０円 � ２，８９０円 枠 連（２－３） ３，４６０円

普通馬連 �� ３，９７０円 馬 単 �� ７，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３４０円 �� ６，２４０円 �� １５，７４０円

３ 連 複 ��� １２２，４８０円 ３ 連 単 ��� ４８１，３４０円

票 数

単勝票数 計 ３３３０４５ 的中 � ５７０２３（２番人気）
複勝票数 計 ５３８６４５ 的中 � ８８６７４（２番人気）� ２３９６９（８番人気）� ４０１２（１３番人気）
枠連票数 計 ３３３１６９ 的中 （２－３） ７１０８（１５番人気）
普通馬連票数 計１４９５５６９ 的中 �� ２７８４１（１４番人気）
馬単票数 計 ８１３７７７ 的中 �� ８３４３（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１６９１９ 的中 �� ７９０８（１４番人気）�� １６２４（５８番人気）�� ６３９（７７番人気）
３連複票数 計１５９９８３０ 的中 ��� ９６４（２０５番人気）
３連単票数 計２８６９７７４ 的中 ��� ４４０（１００１番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．４―１２．１―１２．６―１２．３―１２．９―１３．６―１２．８―１２．３―１１．２―１２．０―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．９―２４．３―３６．４―４９．０―１：０１．３―１：１４．２―１：２７．８―１：４０．６―１：５２．９―２：０４．１―２：１６．１

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

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

勝馬の
紹 介

�タッチミーノット �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Mr. Prospector

２００６．４．２０生 牡４黒鹿 母 タッチフォーゴールド 母母 Daijin １０戦３勝 賞金 ４７，３３０，０００円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ヒカルマンテンボシ号の騎手柴田善臣は，第７競走での落馬負傷のため北村友一に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２８０５９１０月２３日 晴 良 （２２東京４）第５日 第１１競走 ��
��１，６００�第１３回サウジアラビアロイヤルカップ富士ステークス（ＧⅢ）

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，２１．１０．２４以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬３�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２�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走
（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増，２１．１０．２３以前の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（ただ
し２歳時の成績を除く）

リヤド馬事クラブ賞（１着）
賞 品

本 賞 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ６４４，０００円 １８４，０００円 ９２，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３１．４
１：３１．４

良

良

５９ ダノンヨーヨー 牡４栗 ５６ 北村 友一�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５１４－ ４１：３２．８ ５．１�

２３ � ライブコンサート �６黒鹿５７ 和田 竜二グリーンフィールズ� 白井 寿昭 愛 Mrs J.
Chandris ４６８－ ４１：３３．０１	 ９２．３�

７１４ ガ ル ボ 牡３青 ５５ 津村 明秀石川 一義氏 清水 英克 様似 �村 伸一 ４６２＋ ８ 〃 クビ ８５．６�
３５ リルダヴァル 牡３栗 ５４ 北村 宏司 �サンデーレーシング 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム ４９０－ ８１：３３．１クビ ２．０�
４８ � ブレイクランアウト 牡４鹿 ５６ 内田 博幸 �キャロットファーム 戸田 博文 米 Shadai Cor-

poration ４５８＋ ８ 〃 アタマ ２６．９�
６１２ ス ピ リ タ ス �５栗 ５６ 山田 信大 �キャロットファーム 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４４６± ０ 〃 クビ １１．４	

（船橋）

１２ セイクリッドバレー 牡４栗 ５６ 三浦 皇成吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ４９２＋ ６１：３３．２
 １５．３

８１６ サ ン カ ル ロ 牡４黒鹿５７ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９２＋ ２ 〃 ハナ ９．８�
７１３ キョウエイストーム 牡５芦 ５６ 石橋 脩田中 晴夫氏 中川 公成 三石 田湯牧場 ４３２± ０１：３３．４１	 ５６．８�
３６ マルカシェンク 牡７黒鹿５６ 吉田 隼人河長産業� 河内 洋 千歳 社台ファーム ４９４－ ６１：３３．５� ６４．０
５１０ テイエムアタック 牡６栗 ５６ 田中 勝春竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 テイエム牧場新冠分場 ４９４－ ４ 〃 アタマ ６７．１�
８１７ マイネルファルケ 牡５鹿 ５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ５２４＋ ８ 〃 ハナ ２１．２�
６１１ ダンスインザモア 牡８黒鹿５７ 勝浦 正樹木浪 巖氏 相沢 郁 静内 西川富岡牧場 ５２６＋２０１：３３．６クビ ３４２．９�
４７ 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 ５１４－ ２ 〃 ハナ ８．９�
１１ リザーブカード 牡７鹿 ５６ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ５００＋ ８１：３３．８１ ２５．９�
２４ � マルタカエンペラー 牡６鹿 ５６ 江田 照男�橋まゆみ氏 清水 美波 新冠 中本 隆志 ４４４－ ６１：３４．１１� ３７５．０�
８１５ コスモヴァシュラン 牡６青鹿５６ 町田 直希林 明道氏 河津 裕昭 新冠 川上 悦夫 ４４８± ０１：３４．８４ ４８５．７�

（川崎） （川崎）

（１７頭）

売 得 金

単勝： １１８，９５２，６００円 複勝： １６３，７０７，７００円 枠連： ９２，１２０，９００円

普通馬連： ５０５，７２０，１００円 馬単： ２７６，４８３，４００円 ワイド【拡大馬連】： １４８，６６３，２００円

３連複： ６１８，１９０，９００円 ３連単： １，１８９，８９０，３００円 計： ３，１１３，７２９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � ２１０円 � １，９２０円 � １，５９０円 枠 連（２－５） １１，１２０円

普通馬連 �� ２２，０００円 馬 単 �� ３８，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，１５０円 �� ６，０３０円 �� ２８，２４０円

３ 連 複 ��� ３０９，５２０円 ３ 連 単 ��� １，７１８，４８０円

票 数

単勝票数 計１１８９５２６ 的中 � １８４０２０（２番人気）
複勝票数 計１６３７０７７ 的中 � ２７２７７７（２番人気）� １９１１９（１４番人気）� ２３２４８（１３番人気）
枠連票数 計 ９２１２０９ 的中 （２－５） ６１１９（２６番人気）
普通馬連票数 計５０５７２０１ 的中 �� １６９７１（５２番人気）
馬単票数 計２７６４８３４ 的中 �� ５３５２（８６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１４８６６３２ 的中 �� ７１４６（５１番人気）�� ６０８８（６０番人気）�� １２８６（９８番人気）
３連複票数 計６１８１９０９ 的中 ��� １４７４（３４９番人気）
３連単票数 計１１８９８９０３ 的中 ��� ５１１（１８３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．１―２３．３―３５．０―４６．８―５８．３―１：０９．４―１：２０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．５
３ １７，１４（３，７，１６）（４，５，１３）２（１，８，１０）９（１１，６，１５）－１２ ４ １７，１４，７（３，１６）（５，１３）２（４，８，１０）（１１，１，６，９）１５－１２
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンヨーヨー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００９．４．１２ 阪神２着

２００６．４．７生 牡４栗 母 フローラルグリーン 母母 フローラルマジック １１戦６勝 賞金 １１８，４９８，０００円
〔騎手変更〕 スピリタス号の騎手柴田善臣は，第７競走での落馬負傷のため山田信大に変更。
〔制裁〕 ダノンヨーヨー号の騎手北村友一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１６番への進路

影響）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２８０６０１０月２３日 晴 良 （２２東京４）第５日 第１２競走 ��
��１，６００�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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

７１３ グラヴィテーション 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝清水 二朗氏 本間 忍 三石 中田 英樹 ５０６＋ ６１：３８．０ ２．３�

３５ マリアージュ 牝５栗 ５５
５３ △伊藤 工真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 静内 矢野牧場 ４４２－ ２１：３８．１� １０１．５�
４７ ドラゴンアルテマ 牡３青 ５５ 北村 宏司窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４８６－ ４ 〃 ハナ ２７．２�
８１５ ディアビリーヴ 牡３青鹿５５ 内田 博幸寺田千代乃氏 田村 康仁 様似 ホウセイ牧場 ４８０＋ ２１：３８．２クビ １７．０�
２３ メジロマリアン 牝４芦 ５５ 吉田 豊�メジロ牧場 高木 登 洞爺 メジロ牧場 ４８８＋ ６１：３８．４１� １１．４�
７１４ ロジスプリング 牡３栗 ５５ 三浦 皇成久米田正明氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４７４± ０１：３８．６１� ４．１	
６１１	 レ ア メ タ ル 牡４栗 ５７ 柴山 雄一�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 丸村村下

ファーム B４７４－ ４ 〃 ハナ ６２．６

５１０ レッドボルサリーノ 牡４鹿 ５７ 北村 友一 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５０８－ ２１：３８．７� １４．５�
２４ マッドマックス 牡４鹿 ５７ 松岡 正海有馬 博文氏 的場 均 三石 城地 和義 ４９６－ ４１：３８．８
 １０．５�
４８ フミノヤマビコ 牡３鹿 ５５ 勝浦 正樹谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B４７６－ ２ 〃 クビ ２２．８
３６ ソークアップザサン 牡４栗 ５７ 田中 博康 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４４０＋ ６１：３９．０１� ８１．７�
８１６ シルクファルシオン 牡３栗 ５５ 石橋 脩有限会社シルク尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４９４＋ ２１：３９．１� １０．８�
５９ アドマイヤオンリー 牝３芦 ５３ 蛯名 正義近藤 利一氏 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６－１６１：３９．３１� ２４．８�
１２ レッツゴーヒチョリ 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人飯田 正剛氏 高橋 祥泰 静内 千代田牧場 ５５０－１２１：３９．４クビ ７６．８�
６１２ アイルビーバウンド 牝５鹿 ５５ 町田 直希 �サンデーレーシング 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４３０－ ８１：３９．５
 １８７．８�

（川崎）

１１ ヤマニンノベリスト 牝６鹿 ５５ 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ４７０－ ２１：３９．６
 ２３２．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４５，０４８，６００円 複勝： ６３，３５３，４００円 枠連： ５３，９８８，４００円

普通馬連： １４７，４９２，４００円 馬単： ８５，５２７，０００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，８９０，７００円

３連複： １６６，１４０，０００円 ３連単： ３１５，０００，３００円 計： ９２６，４４０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １６０円 � １，８６０円 � ６３０円 枠 連（３－７） ４，０００円

普通馬連 �� １２，９８０円 馬 単 �� １８，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，７００円 �� １，５７０円 �� １５，３００円

３ 連 複 ��� ７６，８８０円 ３ 連 単 ��� ３１８，０２０円

票 数

単勝票数 計 ４５０４８６ 的中 � １５４９６９（１番人気）
複勝票数 計 ６３３５３４ 的中 � １４９２４９（１番人気）� ６８６１（１４番人気）� ２２２４４（１０番人気）
枠連票数 計 ５３９８８４ 的中 （３－７） ９９６９（１２番人気）
普通馬連票数 計１４７４９２４ 的中 �� ８３９１（４３番人気）
馬単票数 計 ８５５２７０ 的中 �� ３４２６（６３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９８９０７ 的中 �� ３３０３（４３番人気）�� ８０１５（１６番人気）�� ７８７（８６番人気）
３連複票数 計１６６１４００ 的中 ��� １５９５（１８２番人気）
３連単票数 計３１５０００３ 的中 ��� ７３１（８０８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．７―３５．９―４７．８―１：００．６―１：１３．１―１：２５．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グラヴィテーション �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００８．１１．１６ 東京１着

２００６．３．２５生 牡４鹿 母 リンデンシラユリ 母母 リンデンリリー ８戦４勝 賞金 ４４，０１６，０００円
〔騎手変更〕 マッドマックス号の騎手柴田善臣は，第７競走での落馬負傷のため松岡正海に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 オースミレジスタ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（２２東京４）第５日 １０月２３日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６６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

２５６，８９０，０００円
８，５２０，０００円
１２，３００，０００円
１，６６０，０００円
２４，６９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５９，５７４，０００円
４，５７９，０００円
１，６４３，４００円

勝馬投票券売得金
３８８，３５３，２００円
６４０，８４０，３００円
３１７，１４６，５００円
１，３２４，７９６，４００円
８２６，５７５，５００円
４３０，３０９，９００円
１，５１６，１７６，３００円
２，８７２，６８７，５００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
計 ８，３１６，８８５，６００円

総入場人員 ３３，９８３名 （有料入場人員 ３２，５２６名）




