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２９００１１０月８日 晴 稍重 （２３東京４）第１日 第１競走 ��１，３００�サラブレッド系２歳
発走１０時１５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

１：１８．１
１：１８．１

良

良

６８ サンセルマン 牡２黒鹿５５ 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 ４５４＋ ８１：２１．２ ８６．３�

３３ タケデンザビエル 牝２栗 ５４ 田中 勝春武市 進吾氏 嶋田 潤 浦河 安藤牧場 ４５８＋ ６１：２１．４１� ２．３�
５６ フクノサンデー 牡２黒鹿５５ 横山 義行小沼 博氏 田中 剛 新ひだか 沖田 忠幸 ４５６＋１０１：２１．６１� １１４．５�
１１ スターゲイジング 牝２黒鹿５４ 武士沢友治�ミルファーム 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ４８６＋ ８１：２１．７� １２．２�
５７ フ ロ ー リ ア 牝２栗 ５４ 大野 拓弥�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 ４３８＋ ４ 〃 ハナ １１．３�
７１０ グ レ ン 牡２黒鹿５５ 吉田 隼人西森 鶴氏 中川 公成 日高 宝寄山 忠則 ４８２＋１０１：２２．５５ ４８．７�
８１３ フクノゴールド 牡２鹿 ５５ 青木 芳之福島 実氏 嶋田 功 新ひだか 中村 和夫 ４４６－ ２１：２２．９２� ３１０．７	
６９ タイキローズベスト 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義花野 友象氏 田中 清隆 むかわ 市川牧場 ４２２＋ ６ 〃 クビ ４．４

２２ ユウミプリンセス 牝２栗 ５４

５１ ▲平野 優相原 宏�氏 根本 康広 新冠 飛渡牧場 ４２８＋ ６ 〃 アタマ ２９．４�
７１１ ミステリアスパワー 牡２鹿 ５５ 中舘 英二�大山商事 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 ５２２＋ ２１：２３．３２� ３．１�
４５ ダイメイマンボ 牝２鹿 ５４ 小林 淳一宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 千葉 シンボリ牧場 ４５４－ ４１：２４．１５ １３４．０
４４ コスモクーニャン 牝２鹿 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム ４２２± ０１：２４．４１� １８２．１�
８１２ リコンストラクト 牝２栗 ５４ 西田雄一郎井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 松田 富士夫 ３８８＋ ４１：２５．３５ ３６２．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １７，０３０，２００円 複勝： ２６，９０５，３００円 枠連： １０，９８４，５００円

馬連： ４６，０８５，１００円 馬単： ３４，９６３，２００円 ワイド： １８，８６７，４００円

３連複： ５８，６３０，０００円 ３連単： １１０，１０５，５００円 計： ３２３，５７１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８，６３０円 複 勝 � １，３７０円 � １５０円 � １，４８０円 枠 連（３－６） ５４０円

馬 連 �� １０，３７０円 馬 単 �� ３４，０９０円

ワ イ ド �� ２，９２０円 �� ２１，４８０円 �� ２，９９０円

３ 連 複 ��� １１８，２３０円 ３ 連 単 ��� ９７９，０２０円

票 数

単勝票数 計 １７０３０２ 的中 � １５５６（８番人気）
複勝票数 計 ２６９０５３ 的中 � ３８９６（８番人気）� ７４９０９（１番人気）� ３６０２（９番人気）
枠連票数 計 １０９８４５ 的中 （３－６） １５２０８（２番人気）
馬連票数 計 ４６０８５１ 的中 �� ３２８２（２０番人気）
馬単票数 計 ３４９６３２ 的中 �� ７５７（４７番人気）
ワイド票数 計 １８８６７４ 的中 �� １６０３（２０番人気）�� ２１３（５４番人気）�� １５６５（２１番人気）
３連複票数 計 ５８６３００ 的中 ��� ３６６（１０６番人気）
３連単票数 計１１０１０５５ 的中 ��� ８３（６４４番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１８．１―２９．７―４２．３―５５．２―１：０８．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンセルマン �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．８．１４ 新潟１８着

２００９．５．９生 牡２黒鹿 母 イースタンロマン 母母 スズノグロリア ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リコンストラクト号は，平成２３年１１月８日まで平地競走に出走できない。

２９００２１０月８日 晴 良 （２３東京４）第１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

５５ トーセンピアス 牝２黒鹿 ５４
５１ ▲平野 優島川 �哉氏 松永 康利 千歳 社台ファーム ４１０－ ２１：２４．２ ６．６�

３３ クリノダイキンボシ 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか 筒井 征文 ４５８＋ ４１：２４．５２ ２．１�
７１０ デリケートアーチ 牝２栃栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次 �社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム B４４６－ ６１：２４．７１� ６．８�
１１ スズノライジン 牡２黒鹿５５ 勝浦 正樹小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 ５１０＋１４１：２４．８クビ １４．４�
６７ エルザブラバント 牝２鹿 ５４ 松岡 正海佐々木雄二氏 田村 康仁 新冠 ハシモトフアーム ４３４－ ４１：２５．２２� ７．０�
５６ ベルウッドブレット 牡２鹿 ５５ 宮崎 北斗鈴木 照雄氏 武市 康男 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４７２－１２ 〃 クビ ５．９	
２２ ヒシデュランダル 牝２栗 ５４ 丸田 恭介阿部雅一郎氏 坂本 勝美 浦河 中村 雅明 ４２６± ０ 〃 ハナ １０２．６

８１１ ブ リ ッ サ 牝２鹿 ５４ 武士沢友治�ミルファーム 畠山 重則 新冠 新冠伊藤牧場 ４６２＋ ２１：２５．５２ ４２．６�
７９ クレバータイガー 牡２栗 ５５ 大野 拓弥田� 正明氏 石毛 善彦 新ひだか 畠山牧場 ４１４－ ８１：２５．６� ５７．０
４４ ブルジュハリファ 牝２鹿 ５４ 伊藤 直人�和田牧場 和田 正道 新ひだか 藤原牧場 ４３４＋ ６１：２５．９２ １７２．１�
６８ クラウンロンギヌス 牡２鹿 ５５ 吉田 豊矢野 悦三氏 菊川 正達 浦河 帰山 清貴 ５００－ ２１：２６．３２� ５０．６�
８１２ ユ メ イ チ ズ 牝２黒鹿５４ 的場 勇人楠本 勝美氏 的場 均 むかわ 上水牧場 ４６０± ０１：２７．５７ １０１．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １８，２５２，９００円 複勝： ２９，９６６，８００円 枠連： １２，４８５，１００円

馬連： ４５，８９８，０００円 馬単： ３６，３８７，４００円 ワイド： ２０，５０５，９００円

３連複： ５６，６０９，２００円 ３連単： １０１，８６２，８００円 計： ３２１，９６８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � １７０円 � １２０円 � １９０円 枠 連（３－５） ３３０円

馬 連 �� ７９０円 馬 単 �� ２，０７０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ３８０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� １，１４０円 ３ 連 単 ��� ７，６９０円

票 数

単勝票数 計 １８２５２９ 的中 � ２１８７１（３番人気）
複勝票数 計 ２９９６６８ 的中 � ４１６６０（４番人気）� ８９９３７（１番人気）� ３４００６（５番人気）
枠連票数 計 １２４８５１ 的中 （３－５） ２７９８６（１番人気）
馬連票数 計 ４５８９８０ 的中 �� ４３０７５（３番人気）
馬単票数 計 ３６３８７４ 的中 �� １３０２７（８番人気）
ワイド票数 計 ２０５０５９ 的中 �� １５７１１（３番人気）�� １３２９０（５番人気）�� １４２１８（４番人気）
３連複票数 計 ５６６０９２ 的中 ��� ３６８４４（２番人気）
３連単票数 計１０１８６２８ 的中 ��� ９７８０（１９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．５―１３．０―１１．９―１１．２―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．８―３６．３―４９．３―１：０１．２―１：１２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３４．９
３ １０，４，５（３，６）（１，７，１１）（２，８）（９，１２） ４ １０（４，５）（７，６）（３，１１）（１，２，８）（９，１２）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンピアス �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１１．８．６ 新潟１２着

２００９．１．２６生 牝２黒鹿 母 ソアリングピアス 母母 エアウイングス ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 スズノライジン号の調教師高橋裕は，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。

エルザブラバント号の騎手松岡正海は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。

第４回　東京競馬　第１日



２９００３１０月８日 晴 良 （２３東京４）第１日 第３競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１１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

２：０１．３
１：５９．９

良

良

５５ アイスフォーリス 牝２芦 ５４ 松岡 正海 �サンデーレーシング 相沢 郁 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４６６± ０２：０４．４ １．２�

８８ フレージャパン 牡２栗 ５５ 柴田 善臣難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４４８± ０２：０４．５� ４．４�
６６ キョウエイマイン 牝２鹿 ５４ 木幡 初広田中 晴夫氏 石毛 善彦 新冠 小泉牧場 ４１８－ ２２：０５．０３ ２３５．６�
２２ マイネルテンクウ 牡２鹿 ５５ 中谷 雄太 �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 ４９６＋ ４２：０５．４２� ３３．７�
８９ ボールドダイナ 牡２栗 ５５ 柴山 雄一増田 陽一氏 菊沢 隆徳 新冠 長沼 幸一 ４９０－ ２２：０５．８２� １７．１�
３３ クリノエルヴィス 牡２鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか 斉藤スタッド ４８４± ０ 〃 ハナ １４３．９	
４４ マリーズデイ 牝２鹿 ５４ 柴田 大知冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 ４４６－ ６２：０５．９クビ ３８．０

１１ ラブファンディ 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成オールラブクラブ 南田美知雄 日高 坂口 豊翼 ４２２－ ２ 〃 ハナ ２３．８�
７７ ノリコエヨウ 牝２鹿 ５４ 北村 宏司小田切有一氏 本間 忍 浦河 木村牧場 ５１０＋ ２２：０６．３２� １４２．１�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２６，６０１，２００円 複勝： ５６，０１５，１００円 枠連： １２，１９２，９００円

馬連： ４５，７６１，９００円 馬単： ５１，０８５，９００円 ワイド： ２０，８３２，７００円

３連複： ４３，４７９，４００円 ３連単： １５８，７８４，３００円 計： ４１４，７５３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １，６８０円 枠 連（５－８） １３０円

馬 連 �� １４０円 馬 単 �� １９０円

ワ イ ド �� １１０円 �� ２，１９０円 �� ２，８６０円

３ 連 複 ��� ４，８１０円 ３ 連 単 ��� ８，３４０円

票 数

単勝票数 計 ２６６０１２ 的中 � １８１６４０（１番人気）
複勝票数 計 ５６０１５１ 的中 � ３６６２５２（１番人気）� １０７５６７（２番人気）� １８８２（９番人気）
枠連票数 計 １２１９２９ 的中 （５－８） ７０２９０（１番人気）
馬連票数 計 ４５７６１９ 的中 �� ２４２４８１（１番人気）
馬単票数 計 ５１０８５９ 的中 �� ２０６７６６（１番人気）
ワイド票数 計 ２０８３２７ 的中 �� ９１０５８（１番人気）�� １３３８（２０番人気）�� １０１８（２１番人気）
３連複票数 計 ４３４７９４ 的中 ��� ６６８０（１３番人気）
３連単票数 計１５８７８４３ 的中 ��� １４０６３（２４番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．９―１２．６―１３．０―１３．４―１３．０―１２．８―１１．８―１１．３―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．１―２５．０―３７．６―５０．６―１：０４．０―１：１７．０―１：２９．８―１：４１．６―１：５２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．４―３F３４．６

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

勝馬の
紹 介

アイスフォーリス 
�
父 ステイゴールド 

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー ２０１１．８．２１ 新潟２着

２００９．１．１７生 牝２芦 母 リ リ ウ ム 母母 ベ ゴ ニ ア ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔制裁〕 マイネルテンクウ号の騎手中谷雄太は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。

２９００４１０月８日 晴 稍重 （２３東京４）第１日 第４競走 ��１，３００�サラブレッド系２歳
発走１１時４５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

８１５ サーストンデンバー 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣齊藤 宣勝氏 天間 昭一 新ひだか 仲野牧場 ４７６ ―１：２１．４ ７．２�

７１３ リワードパルファン 牝２黒鹿５４ 江田 照男宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 信成牧場 ４６４ ― 〃 クビ ２９．７�
２２ エリザヴェータ 牝２青鹿５４ 田辺 裕信片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 日高大洋牧場 ４８２ ―１：２１．５クビ ５．５�
８１４ ノボプレシャス 牝２栗 ５４ 丸山 元気�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 ４７６ ―１：２１．７１� ３．０�
３４ ミラクルミイクン 牡２鹿 ５５

５２ ▲平野 優内藤 好江氏 矢野 照正 日高 中館牧場 ５３０ ―１：２２．２３ ６０．３�
３５ アラビアンマジック 牡２鹿 ５５ 北村 宏司吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新冠 つつみ牧場 ４５０ ―１：２２．３クビ １８．３�
２３ レガシーゴールド 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義	須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社	須野牧場 ４６８ ―１：２２．８３ ４．６

５８ ベルモントマリア 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲西村 太一 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント
ファーム ４７８ ―１：２３．０１� １０．５�

７１２ プリモアモーレ 牝２鹿 ５４ 田中 勝春飯田 政子氏 栗田 徹 新ひだか 千代田牧場 ４４８ ―１：２３．１� １４．４
６１０ バーデンバーデン 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一平岡 茂樹氏 田島 俊明 新ひだか 斉藤 正男 ４２６ ―１：２３．７３� １８２．４�
４６ インディライト 牡２鹿 ５５ 中舘 英二 H.H．シェイク・ハムダン 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７６ ― 〃 アタマ ４２．８�
１１ クライシスワン 牡２鹿 ５５ 二本柳 壮宮坂五十四氏 二本柳俊一 新冠 松浦牧場 ４３２ ―１：２３．８クビ ４２．２�
４７ カミノビリーヴ 牡２青鹿５５ 西田雄一郎村上 正喜氏 加藤 和宏 青森 ワールドファーム ４１０ ―１：２４．０１� ７０．４�
６１１ ウ ッ チ ャ リ 牡２黒鹿５５ 丸田 恭介中西 功氏 谷原 義明 豊浦 飯原牧場 ４１０ ―１：２４．８５ １３７．８�
５９ ツインピークス 牡２栗 ５５ 宮崎 北斗山上 和良氏 武藤 善則 日高 ファーミングヤナキタ ４６８ ―１：２５．９７ ２３．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，２３６，９００円 複勝： ２５，７４１，８００円 枠連： ２１，６８５，４００円

馬連： ４６，２１１，３００円 馬単： ３２，９４２，８００円 ワイド： １９，１４５，７００円

３連複： ５７，２９８，１００円 ３連単： ８９，２７８，８００円 計： ３０９，５４０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２２０円 � ６４０円 � ２００円 枠 連（７－８） ９３０円

馬 連 �� １０，０００円 馬 単 �� １６，５８０円

ワ イ ド �� ２，６９０円 �� ７６０円 �� １，９２０円

３ 連 複 ��� １６，８８０円 ３ 連 単 ��� １１６，０００円

票 数

単勝票数 計 １７２３６９ 的中 � １８９９３（４番人気）
複勝票数 計 ２５７４１８ 的中 � ３４７０２（４番人気）� ８４１４（９番人気）� ３９２００（３番人気）
枠連票数 計 ２１６８５４ 的中 （７－８） １７２５１（４番人気）
馬連票数 計 ４６２１１３ 的中 �� ３４１１（２８番人気）
馬単票数 計 ３２９４２８ 的中 �� １４６７（５２番人気）
ワイド票数 計 １９１４５７ 的中 �� １７０６（３０番人気）�� ６５７４（７番人気）�� ２４１１（２４番人気）
３連複票数 計 ５７２９８１ 的中 ��� ２５０６（５５番人気）
３連単票数 計 ８９２７８８ 的中 ��� ５６８（３４７番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
６．９―１８．２―３０．４―４２．９―５５．４―１：０７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．０―３F３８．５
３ ・（１５，１３）（５，１４）３（７，８）１（４，９）（２，１０）－（１１，１２）－６ ４ ・（１５，１３）（５，１４）３，１，７，４（２，８）９－１１（１０，１２）－６
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サーストンデンバー �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 マルゼンスキー 初出走

２００９．５．１２生 牡２鹿 母 シマノパライバ 母母 モ ー ン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

追 加 記 事（第2回札幌競馬第 3日第 7競走）

〔その他〕　サングップ号は，競走中に疾病〔右橈側手根骨々折並びに右橈骨遠位端骨折〕を

発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



２９００５１０月８日 晴 良 （２３東京４）第１日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１２時３５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

３５ ハナズゴール 牝２栗 ５４ 丸田 恭介M．タバート氏 加藤 和宏 浦河 不二牧場 ４１４ ―１：３５．７ ６０．３�

４８ チェリーメドゥーサ 牝２青鹿５４ 田辺 裕信櫻井 悦朗氏 小西 一男 新ひだか 中田 浩美 ４４４ ―１：３５．９１� ２８．４�
４７ パストフォリア 牝２鹿 ５４ 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４５２ ―１：３６．０クビ ３．５�
８１６ ダイワズーム 牝２栗 ５４ 吉田 隼人大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４５８ ―１：３６．２１� ３６．９�
５１０ ケージーヒトメボレ 牝２栗 ５４ 松岡 正海川井 五郎氏 小島 茂之 新冠 岩見牧場 ４５０ ―１：３６．４１ １８４．１�
７１３ ウィケットキーパー 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４３６ ―１：３６．５� ２．９�
７１４ トゥルーマートル 牝２黒鹿５４ 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４３６ ― 〃 ハナ １２．８	
１１ ヴィオラーネ 牝２青鹿５４ 横山 典弘平井 裕氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４４４ ― 〃 クビ ８．９

３６ アイティローズ 牝２黒鹿５４ 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４５２ ―１：３６．７１� ２６．０�
６１１ ローゼズガーランド 牝２鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 ４８６ ― 〃 クビ ７０．２�
８１７ コスモバルバラ 牝２黒鹿５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム ４２２ ―１：３６．８クビ ２９．６
５９ ナムラナデシコ 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成奈村 信重氏 田村 康仁 新ひだか 平野牧場 ４８０ ―１：３６．９� １０．４�
６１２ フジマサアクティブ 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹藤原 正一氏 菊川 正達 洞爺湖 メジロ牧場 ４３０ ―１：３７．０クビ ８１．９�
７１５ アースリリア 牝２栗 ５４ 木幡 初広松山 増男氏 宗像 義忠 新ひだか グローリーファーム ４７２ ― 〃 クビ ２３２．２�
２３ メイショウモーレン 牝２栗 ５４ 安藤 勝己松本 好雄氏 小島 太 安平 ノーザンファーム ４４４ ―１：３７．１� ７．１�
８１８ エンゼルアーチスト 牝２栗 ５４ 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 ４６０ ―１：３７．２クビ １６２．１�
１２ テイエムアカキリ 牝２栗 ５４

５３ ☆高倉 稜竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 ４１０ ―１：３７．８３� ３４４．４�
２４ セトブラボー 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一難波 澄子氏 田島 俊明 日高 滝本 健二 ５０８ ―１：４６．９大差 ３３２．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２４，６９２，９００円 複勝： ３４，５９２，４００円 枠連： ２０，５４４，４００円

馬連： ６１，５７５，８００円 馬単： ４０，０８２，３００円 ワイド： ２６，４２９，９００円

３連複： ７４，２９０，４００円 ３連単： １１５，８１１，２００円 計： ３９８，０１９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，０３０円 複 勝 � １，１４０円 � ７１０円 � １７０円 枠 連（３－４） ３，０８０円

馬 連 �� ４４，４７０円 馬 単 �� ８０，３９０円

ワ イ ド �� １０，５８０円 �� ３，７３０円 �� １，５７０円

３ 連 複 ��� ９２，１５０円 ３ 連 単 ��� ７００，５７０円

票 数

単勝票数 計 ２４６９２９ 的中 � ３２２８（１１番人気）
複勝票数 計 ３４５９２４ 的中 � ６４４５（１１番人気）� １０７９２（９番人気）� ７３０７０（１番人気）
枠連票数 計 ２０５４４４ 的中 （３－４） ４９３２（１４番人気）
馬連票数 計 ６１５７５８ 的中 �� １０２２（６９番人気）
馬単票数 計 ４００８２３ 的中 �� ３６８（１２７番人気）
ワイド票数 計 ２６４２９９ 的中 �� ６０４（７０番人気）�� １７３５（４０番人気）�� ４２４５（１７番人気）
３連複票数 計 ７４２９０４ 的中 ��� ５９５（１７４番人気）
３連単票数 計１１５８１１２ 的中 ��� １２２（１１２６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．０―３５．６―４８．１―１：００．８―１：１２．８―１：２４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．６―３F３４．９
３ ・（３，１８）（１２，１４）（８，１１，１５，１６）９（１，７，１３，１７）６，１０，５＝２＝４ ４ ・（３，１８）１４（８，１２，１１，１６）１５（１，９，７，１３，１７）（１０，５）６，２＝４

勝馬の
紹 介

ハナズゴール �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 シ ャ ン ハ イ 初出走

２００９．４．２４生 牝２栗 母 シャンハイジェル 母母 ロイヤルジェリー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セトブラボー号は，平成２３年１１月８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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 セツゲツフウカ号

２９００６１０月８日 晴 良 （２３東京４）第１日 第６競走 ��１，６００�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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

６６ ツクバコガネオー �３栗 ５５ 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５１４－ ６１：３８．９ ４．９�

８８ クリームソーダ 牡３青鹿５５ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５１２＋ ２１：３９．１１� ２．２�
７７ ドビュッシー 牡４栗 ５７ 柴田 善臣 �ワールド・パーム 高橋 裕 新ひだか 斉藤スタッド ４９２＋ ２ 〃 ハナ １１．５�
５５ ドラゴンアルテマ 牡４青 ５７ 田辺 裕信窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４８８－１４１：３９．５２� ３．０�
３３ トーアクリスタル 牡３芦 ５５ 江田 照男高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ５３４－ ６１：３９．９２� ３４．５�
４４ カシノスターライト 牝４鹿 ５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中村農場 ４９２－ ４１：４０．１１� １３５．９�
１１ マコトローゼンボー 牡３黒鹿５５ 蛯名 正義尾田左知子氏 矢作 芳人 様似 出口 繁夫 ４４８－ ２ 〃 ハナ ９．３	
２２ シルクアリオン 牡３栗 ５５ 小林 淳一有限会社シルク佐藤 吉勝 新冠 飛渡牧場 ４６２－ ４ 〃 アタマ ８３．２

８９ マキシムトパーズ 牡４青鹿５７ 柴山 雄一小田 廣美氏 石栗 龍彦 平取 原田 新治 ４８２＋ ８１：４０．５２� １０９．７�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２３，５６３，３００円 複勝： ３０，９５７，９００円 枠連： １０，８８２，５００円

馬連： ４７，０４５，０００円 馬単： ３９，９８５，３００円 ワイド： １９，２３６，９００円

３連複： ５２，５７７，４００円 ３連単： １４０，２２７，５００円 計： ３６４，４７５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １５０円 � １２０円 � ２２０円 枠 連（６－８） ５００円

馬 連 �� ４７０円 馬 単 �� １，１７０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ６２０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １，３６０円 ３ 連 単 ��� ５，８５０円

票 数

単勝票数 計 ２３５６３３ 的中 � ３７９８３（３番人気）
複勝票数 計 ３０９５７９ 的中 � ５３５０５（３番人気）� １０１２１５（１番人気）� ２５３８３（５番人気）
枠連票数 計 １０８８２５ 的中 （６－８） １６１０４（２番人気）
馬連票数 計 ４７０４５０ 的中 �� ７４６９８（２番人気）
馬単票数 計 ３９９８５３ 的中 �� ２５４０４（５番人気）
ワイド票数 計 １９２３６９ 的中 �� ２７６２９（２番人気）�� ６７３９（９番人気）�� １０３０１（７番人気）
３連複票数 計 ５２５７７４ 的中 ��� ２８５５４（４番人気）
３連単票数 計１４０２２７５ 的中 ��� １７６９１（１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２４．０―３６．４―４９．６―１：０２．９―１：１５．３―１：２６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．３―３F３６．０
３ ・（８，７）（３，６）（５，９）４，１，２ ４ ・（８，７，６）３（５，９）４（２，１）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ツクバコガネオー �

父 キングカメハメハ �


母父 A.P. Indy デビュー ２０１１．４．２４ 新潟６着

２００８．２．２４生 �３栗 母 シ ン デ ィ 母母 Dance Design ４戦２勝 賞金 １４，４００，０００円
〔発走状況〕 ツクバコガネオー号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。枠外に跳び出し馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻

１４分遅延。
〔制裁〕 ツクバコガネオー号の騎手吉田豊は，発馬機内での御法（くぐられた）について戒告。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ツクバコガネオー号は，平成２３年１０月９日から平成２３年１１月７日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。



２９００７１０月８日 晴 良 （２３東京４）第１日 第７競走 ��
��２，１００�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

２：０６．７
２：０５．９

良

良

６６ ギャザーロージズ �４芦 ５７ 田辺 裕信吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム B４７２＋ ２２：１２．１ １．８�

２２ � トーアボンジョルノ 牡４鹿 ５７ 田中 勝春高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ５０２＋ ２２：１３．７１０ １１．５�
７８ 	 トップモンジュー 牡７鹿 ５７ 柴田 善臣横瀬 兼二氏 森 秀行 新 Windsor Park

Stud Ltd ４３８＋ ２２：１３．８クビ ７１．９�
８１０ アールシネマスタア 牡３栗 ５５ 北村 宏司星野 良二氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 ４８６－ ２２：１４．０１
 ４．７�
１１ モ ン ク 牡３鹿 ５５ 江田 照男田島榮二郎氏 矢野 英一 新ひだか 藤井 益美 B４９６＋ ４２：１４．１
 ３８．２�
４４ ヤマニンクラバット 牡３鹿 ５５ 吉田 隼人土井 肇氏 佐藤 吉勝 浦河 廣田 伉助 ４８０± ０ 〃 ハナ ５３．２�
３３ ドラゴンソニック 牝４青鹿５５ 武士沢友治窪田 芳郎氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４４± ０２：１４．２� ２３．５	
５５ ジャストザシーズン 牡４鹿 ５７ 石橋 脩ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 青森 荒谷牧場 ４７４± ０２：１４．５２ ４．５

７７ トップストライド 牡３鹿 ５５ 横山 典弘�コオロ 萱野 浩二 日高 庄野牧場 ４７６－１６２：１５．２４ ４４．１�
８９ オズフェスト 牡３芦 ５５ 柴山 雄一�ターフ・スポート大竹 正博 浦河 小島牧場 B４９６＋ ８２：１５．３クビ １９．１

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２３，９８２，１００円 複勝： ５３，９１１，０００円 枠連： １４，７３１，４００円

馬連： ６０，７４５，２００円 馬単： ４９，１１３，７００円 ワイド： ２６，５９１，１００円

３連複： ７０，７４３，９００円 ３連単： １７２，７９２，０００円 計： ４７２，６１０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ２３０円 � １，１３０円 枠 連（２－６） ８４０円

馬 連 �� ８４０円 馬 単 �� １，１４０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� １，７７０円 �� ３，４８０円

３ 連 複 ��� １０，２００円 ３ 連 単 ��� ２９，９３０円

票 数

単勝票数 計 ２３９８２１ 的中 � １０６２１０（１番人気）
複勝票数 計 ５３９１１０ 的中 � ２８１５５５（１番人気）� ４０３８０（４番人気）� ５７９５（１０番人気）
枠連票数 計 １４７３１４ 的中 （２－６） １３０５６（３番人気）
馬連票数 計 ６０７４５２ 的中 �� ５３４３０（３番人気）
馬単票数 計 ４９１１３７ 的中 �� ３２０２８（５番人気）
ワイド票数 計 ２６５９１１ 的中 �� ２１６１１（３番人気）�� ３４７０（１７番人気）�� １７２８（２９番人気）
３連複票数 計 ７０７４３９ 的中 ��� ５１１９（２８番人気）
３連単票数 計１７２７９２０ 的中 ��� ４２６１（８５番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１８．７―３１．０―４３．７―５６．２―１：０９．３―１：２２．５―１：３５．２―１：４７．５―１：５９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．６―３F３６．９
１
３

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

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

ギャザーロージズ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 Dancing Spree デビュー ２００９．１１．７ 東京３着

２００７．２．２５生 �４芦 母 ベリーローズ 母母 Lady Berry １４戦３勝 賞金 ３７，３００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １３時４５分に変更。

２９００８１０月８日 晴 良 （２３東京４）第１日 第８競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時０５分 （芝・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�
本 賞 ７，４００，０００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

１：３１．４
１：３１．４

良

良

５９ メジロオードリー 牝４鹿 ５５ 吉田 豊岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４５４＋ ２１：３３．７ ６．３�

１１ � シャイニングサヤカ 牝４黒鹿５５ 黛 弘人田原 邦男氏 小島 茂之 浦河 伏木田牧場 ４６８－ ６１：３３．８� ２７．０�
５８ エアワンピース 牝３栗 ５３ 石橋 脩 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４７８－ ４１：３３．９� ７．４�
３４ デラコリーナ 牝３鹿 ５３ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 安平 追分ファーム ４６２± ０ 〃 クビ １６．４�
３５ アフロディーテ 牝３栗 ５３ 北村 宏司 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４３４＋１２１：３４．１１� ９．７�
７１３ マイネイディール 牝３青鹿５３ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 白井牧場 ４８８－ ８１：３４．３１ １４．０	
６１０ サンデースイセイ 牝３鹿 ５３ 田中 勝春浜野順之助氏 清水 英克 日高 長田ファーム ４７８± ０１：３４．４� １５．４

４７ チェルカトローバ 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４４２± ０１：３４．５� ２４４．８�
２３ ヨシサプライズ 牝６鹿 ５５

５２ ▲平野 優田辺 喜彦氏 嶋田 潤 浦河 谷口牧場 ４３０－ ８ 〃 クビ ２１４．９�
７１２� クロンドローリエ 牝４青鹿５５ 西田雄一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加藤 和宏 浦河 富菜牧場 ４１８－ ４１：３４．６クビ ３４２．４
８１５ メイウインド 牝５黒鹿５５ 松岡 正海千明牧場 松山 康久 安平 ノーザンファーム ４８４＋１４１：３４．８１� １０．７�
６１１ リアリーラヴユー 牝３鹿 ５３ 横山 典弘吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４５６－ ６１：３４．９� ２．３�
２２ シルキーフェスタ 牝４栗 ５５ 田辺 裕信有限会社シルク大和田 成 新冠 須崎牧場 ４４６＋ ４ 〃 ハナ １９１．７�
８１４ マイネクイーン 牝３鹿 ５３ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 浦河 富田牧場 ４５０＋１０１：３５．１１� １２．６�
４６ � クリノビートイット 牝４青 ５５ 丸田 恭介栗本 博晴氏 石毛 善彦 新ひだか 千代田牧場 ４００－２６１：３５．４２ ３６２．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３５，５００，０００円 複勝： ５４，６１２，０００円 枠連： ２７，３６２，５００円

馬連： ９１，９２３，１００円 馬単： ５７，２６４，６００円 ワイド： ３６，８５８，４００円

３連複： １０６，００１，９００円 ３連単： １８６，５７８，５００円 計： ５９６，１０１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２１０円 � ５３０円 � ２５０円 枠 連（１－５） ４，４９０円

馬 連 �� ６，２９０円 馬 単 �� １２，３７０円

ワ イ ド �� １，７３０円 �� ６７０円 �� ２，２３０円

３ 連 複 ��� １４，６８０円 ３ 連 単 ��� ９９，７８０円

票 数

単勝票数 計 ３５５０００ 的中 � ４５０２２（２番人気）
複勝票数 計 ５４６１２０ 的中 � ８０５６５（２番人気）� ２２９４７（１０番人気）� ６０１２６（３番人気）
枠連票数 計 ２７３６２５ 的中 （１－５） ４５０１（１６番人気）
馬連票数 計 ９１９２３１ 的中 �� １０７９７（３０番人気）
馬単票数 計 ５７２６４６ 的中 �� ３４１７（５５番人気）
ワイド票数 計 ３６８５８４ 的中 �� ５１５４（２８番人気）�� １４４２９（４番人気）�� ３９４６（３６番人気）
３連複票数 計１０６００１９ 的中 ��� ５３３０（６３番人気）
３連単票数 計１８６５７８５ 的中 ��� １３８０（３８７番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．８―１１．６―１２．０―１１．３―１１．５―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．６―３５．４―４７．０―５９．０―１：１０．３―１：２１．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メジロオードリー �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 メジロライアン デビュー ２００９．１１．２８ 東京１着

２００７．４．１４生 牝４鹿 母 メジロドーベル 母母 メジロビユーテイー １２戦２勝 賞金 ３６，４３２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時１０分に変更。



２９００９１０月８日 晴 良 （２３東京４）第１日 第９競走 ��
��１，６００�

た ま が わ

多 摩 川 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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

３６ アドマイヤロイヤル 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５１６－１２１：３８．３ １．５�

６１１ レーザーバレット 牡３鹿 ５５ 柴田 善臣前田 葉子氏 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４ １：３８．５１� １０．５�
５１０ パープルスター 牝５鹿 ５５ 高倉 稜松岡 隆雄氏 崎山 博樹 新ひだか 福岡 清 ５０６＋ ６１：３８．６� ３１４．５�
１２ カンタベリーダダ 牡３鹿 ５５ 三浦 皇成峰 哲馬氏 鈴木 勝美 むかわ ヤマイチ牧場 ４５２－ ２ 〃 クビ １４．８�
４８ オメガスカイツリー 牡３黒鹿５５ 横山 典弘原 	子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４８８＋ ６１：３９．０２� ８．７�
８１６ タイセイファントム 牡３鹿 ５５ 蛯名 正義田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 ４３０＋ ２ 〃 クビ ６．１�
７１４ アイノレグルス 牡６鹿 ５７ 武士沢友治馬場 �晃氏 藤沢 則雄 新冠 対馬 正 ４６８± ０１：３９．１� ６８．０�
３５ ヨ ク バ リ 牡６鹿 ５７ 北村 宏司小田切有一氏 田中 章博 静内 タイヘイ牧場 ４８６＋１０１：３９．２クビ ７４．６	
２３ クレバークリス 牝５芦 ５５ 田辺 裕信田
 正明氏 小西 一男 浦河 岡崎牧場 ４９０－ ２１：３９．３� １４３．７�
５９ ユウターグローバル 牡５青鹿５７ 石橋 脩北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 中本牧場 ４５８－ ６ 〃 ハナ ４１．４�
４７ グラスブラスト 牡６青鹿５７ 大野 拓弥半沢 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５０２－ ４１：３９．５１� ９６．５�
７１３ ボンバルディエーレ 牡５芦 ５７ 松岡 正海吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム ４７６＋ ２ 〃 クビ ２９．３�
８１５ ディアフロイデ 牡３鹿 ５５ 柴山 雄一ディアレスト 松永 康利 新ひだか 八田ファーム ４２０＋ ４１：３９．６クビ １７０．０�
２４ ホクトスワン 牝５黒鹿５５ 村田 一誠布施 光章氏 田中 剛 新冠 ビッグレッドファーム B４６２－ ４１：３９．８１� ６６．２�
１１ ドリームハッチ 牡５黒鹿５７ 平野 優矢野 和雅氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４９４＋ ６１：４０．１２ ２７８．９�
６１２
 コスモナダル 牡５黒鹿５７ 丹内 祐次 ビッグレッドファーム 池上 昌弘 豪

Milburn Creek
Thoroughbred
Stud

４６０＋ ２１：４１．４８ ２４４．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３８，２２３，０００円 複勝： １０４，６９０，９００円 枠連： ２５，６０３，４００円

馬連： １１６，２６２，１００円 馬単： ８４，６３５，７００円 ワイド： ４１，４５３，２００円

３連複： １２４，３７１，３００円 ３連単： ２７７，２４４，２００円 計： ８１２，４８３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ３１０円 � ４，０７０円 枠 連（３－６） ７７０円

馬 連 �� ８４０円 馬 単 �� １，０７０円

ワ イ ド �� ４７０円 �� ７，１９０円 �� ２８，７７０円

３ 連 複 ��� ７７，０１０円 ３ 連 単 ��� １８７，５５０円

票 数

単勝票数 計 ３８２２３０ 的中 � ２０７５３４（１番人気）
複勝票数 計１０４６９０９ 的中 � ６８５２５６（１番人気）� ４１５１３（５番人気）� ２３９３（１５番人気）
枠連票数 計 ２５６０３４ 的中 （３－６） ２４６８６（３番人気）
馬連票数 計１１６２６２１ 的中 �� １０２３９３（３番人気）
馬単票数 計 ８４６３５７ 的中 �� ５８７４０（３番人気）
ワイド票数 計 ４１４５３２ 的中 �� ２４４１５（３番人気）�� １３４３（４９番人気）�� ３３３（９６番人気）
３連複票数 計１２４３７１３ 的中 ��� １１９２（１２６番人気）
３連単票数 計２７７２４４２ 的中 ��� １０９１（３７４番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．８―１２．９―１３．１―１２．７―１１．９―１１．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２４．１―３７．０―５０．１―１：０２．８―１：１４．７―１：２６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤロイヤル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．８．２２ 札幌２着

２００７．２．１０生 牡４鹿 母 マストビーラヴド 母母 ダイナシユート １４戦４勝 賞金 ７４，０８０，０００円

２９０１０１０月８日 晴 良 （２３東京４）第１日 第１０競走 ��
��２，４００�

も と す こ

本 栖 湖 特 別
発走１５時１０分 （芝・左）
３歳以上，１，０００万円以下，２２．１０．９以降２３．１０．２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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ２３８，０００円 ６８，０００円 ３４，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

５５ ラヴェルソナタ 牡３鹿 ５５ 横山 典弘 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ５３２± ０２：２８．８ ４．１�

８１０ ブレーブビスティー 牡５黒鹿５５ 田辺 裕信備前島敏子氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 ４８６＋ ２２：２９．０１� ６．０�
７８ トウシンイーグル 牡３鹿 ５５ 吉田 隼人�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント ４６８－ ２２：２９．２１� ２．９�
３３ マイネルメダリスト 牡３鹿 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 新冠伊藤牧場 ４６８＋ ２２：２９．３� ７．４�
２２ ショウナンバーズ 牡３鹿 ５５ 北村 宏司国本 哲秀氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ５００－ ２２：２９．４� ５．３�
８９ ジェイケイラン 牝５黒鹿５１ 丸山 元気小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム ５０６－ ２２：２９．５クビ ２３．４	
１１ ファーストグロース 牡４鹿 ５５ 吉田 豊吉田 千津氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４７２－ ４２：２９．８２ ２１．９

７７ ハ イ ゲ ー ト 牡５鹿 ５３ 石橋 脩宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５２２＋ ８２：３０．４３� １３２．０�
６６ エーシンアルカウス 牡４黒鹿５５ 蛯名 正義�栄進堂 久保田貴士 浦河 小柳牧場 ４６４＋ ４２：３０．５クビ １６．８�
４４ リアライズキング 牡３栗 ５１ 高倉 稜工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 B５００＋ ２２：３１．２４ ６８．３

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３５，９２０，１００円 複勝： ５４，３４３，７００円 枠連： ２１，８３０，９００円

馬連： １１８，１９４，５００円 馬単： ７１，２０７，６００円 ワイド： ３９，９３０，４００円

３連複： １２３，５５１，２００円 ３連単： ２６４，９４２，８００円 計： ７２９，９２１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １６０円 � １８０円 � １３０円 枠 連（５－８） １，２２０円

馬 連 �� １，３６０円 馬 単 �� ２，４８０円

ワ イ ド �� ４２０円 �� ２６０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� １，２７０円 ３ 連 単 ��� ８，５６０円

票 数

単勝票数 計 ３５９２０１ 的中 � ７０５７４（２番人気）
複勝票数 計 ５４３４３７ 的中 � ９００９３（２番人気）� ６９９２４（５番人気）� １３２８３４（１番人気）
枠連票数 計 ２１８３０９ 的中 （５－８） １３２５３（６番人気）
馬連票数 計１１８１９４５ 的中 �� ６４４６５（６番人気）
馬単票数 計 ７１２０７６ 的中 �� ２１２５８（１０番人気）
ワイド票数 計 ３９９３０４ 的中 �� ２２３０２（５番人気）�� ４１８１７（１番人気）�� ２７５２９（２番人気）
３連複票数 計１２３５５１２ 的中 ��� ７１８３４（３番人気）
３連単票数 計２６４９４２８ 的中 ��� ２２８４３（２０番人気）

ハロンタイム １２．５―１２．３―１２．８―１３．５―１２．９―１２．６―１３．２―１３．３―１２．２―１１．１―１０．９―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�
１２．５―２４．８―３７．６―５１．１―１：０４．０―１：１６．６―１：２９．８―１：４３．１―１：５５．３―２：０６．４―２：１７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４５．７―３F３３．５
１
３
４（３，５）（２，６）（１，８）－１０＝７，９・（４，３）（２，５）（１，６）（９，８）（７，１０）

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

勝馬の
紹 介

ラヴェルソナタ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１１．２８ 東京１着

２００８．２．１９生 牡３鹿 母 ハッピーパス 母母 ハッピートレイルズ ７戦３勝 賞金 ３６，８８８，０００円



２９０１１１０月８日 晴 良 （２３東京４）第１日 第１１競走
シンボリルドルフ追悼競走

��
��１，４００�ペルセウスステークス

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５３�４歳以上
５５�，牝馬２�減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過額１，１５０万円毎１�増，�：３歳
５３�４歳以上５５�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬６�増，GⅡ競走１着馬４�増，GⅢ競走１
着馬２�増（ただし２歳時の成績を除く）

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 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

６１０ セレスハント 牡６栗 ５９ 田辺 裕信岡 浩二氏 松永 幹夫 えりも エクセルマネジメント ４７６－ ４１：２３．３ ３８．７�

４６ ナニハトモアレ 牡５黒鹿５５ 安藤 勝己北側 雅司氏 鮫島 一歩 日高 目黒牧場 ５１２－ ４ 〃 クビ ８．５�
５８ ブライトアイザック 牡５鹿 ５７ 江田 照男保坂 義貞氏 菅原 泰夫 浦河 富田牧場 ４８２－１２１：２３．７２� ８．９�
５９ ナムラタイタン 牡５栗 ５７ 熊沢 重文奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 ５２２± ０１：２４．０１	 ２．８�
３５ 
 ピースオブパワー 牡５青鹿５５ 田中 勝春田畑 勝彦氏 矢作 芳人 大樹 メムブリーディ

ングシステム ４８８－１０ 〃 クビ ４１．９�
３４ シャイニングアワー 牡６栗 ５６ 北村 宏司 �ユートピア牧場 羽月 友彦 登別 ユートピア牧場 B４８８＋ ２１：２４．２１� １９．９�
２３ ツクバホクトオー 牡５黒鹿５５ 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４７４－ ４１：２４．３クビ ６．２	
６１１ ケイアイテンジン 牡５栗 ５５ 蛯名 正義 
啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 三石 乾 皆雄 ４７８－１２ 〃 クビ ４．５�
１１ トーホウオルビス 牡６栗 ５７ 大庭 和弥東豊物産
 谷 潔 門別 竹島 幸治 ５１０＋ ４１：２４．７２� ７．６�
８１５ マイプリティワン 牡７鹿 ５６ 高倉 稜松岡 隆雄氏 崎山 博樹 新冠 若林牧場 ４７４－ ６１：２４．９１ ３６４．３
４７ セイカアレグロ 牡６鹿 ５６ 津村 明秀久米 大氏 稲葉 隆一 新冠 シンユウフアーム ４９２＋ ４１：２５．１１� ３５９．６�
２２ � ワールドハンター 牡７栗 ５５ 中舘 英二青木 基秀氏 坂口 正則 米 Takao Zako ５１２－ ２１：２５．４１	 １８９．６�
８１４ ピュアオパール 牝３青鹿５１ 吉田 隼人 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４０８± ０１：２５．５クビ ５９．９�
７１２ スリーアリスト 牡６栗 ５６ 松岡 正海永井商事
 武 宏平 静内 武 牧場 ４９８＋ ２１：２５．６� １３６．０�
７１３� サトノコクオー 牡７鹿 ５６ 青木 芳之里見 治氏 藤沢 和雄 愛 M. J.

O’Dwyer B５２２＋ ４１：２６．１３ ８４．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ６３，３７３，９００円 複勝： １０４，６２６，９００円 枠連： ６３，２０７，５００円

馬連： ３０８，２１４，１００円 馬単： １６２，５９７，９００円 ワイド： ９１，０５０，０００円

３連複： ３４９，４８３，９００円 ３連単： ７０３，０２４，１００円 計： １，８４５，５７８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，８７０円 複 勝 � １，０００円 � ２８０円 � ３３０円 枠 連（４－６） １，８４０円

馬 連 �� １３，６７０円 馬 単 �� ３５，１７０円

ワ イ ド �� ３，５００円 �� ３，９００円 �� １，３１０円

３ 連 複 ��� ４１，２７０円 ３ 連 単 ��� ３７８，１６０円

票 数

単勝票数 計 ６３３７３９ 的中 � １２９１６（８番人気）
複勝票数 計１０４６２６９ 的中 � ２３８９９（９番人気）� １０８３６９（４番人気）� ８６６９０（６番人気）
枠連票数 計 ６３２０７５ 的中 （４－６） ２５４２６（９番人気）
馬連票数 計３０８２１４１ 的中 �� １６６５０（３２番人気）
馬単票数 計１６２５９７９ 的中 �� ３４１２（７３番人気）
ワイド票数 計 ９１０５００ 的中 �� ６３２９（３３番人気）�� ５６６７（３７番人気）�� １７５５０（１７番人気）
３連複票数 計３４９４８３９ 的中 ��� ６２５０（９４番人気）
３連単票数 計７０３０２４１ 的中 ��� １３７２（６４８番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．７―１１．９―１２．４―１２．１―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．７―３４．４―４６．３―５８．７―１：１０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３７．０
３ １４（１，４，１１）－（２，３，９）８－（５，１０）－（１３，６）７－（１５，１２） ４ １４，４（１，１１）３（２，９）８（５，１０）１３，６－７（１５，１２）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

セレスハント �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 Blushing Groom デビュー ２００７．８．１１ 新潟１着

２００５．２．２０生 牡６栗 母 エリモシンフォニー 母母 Let It Fly ３１戦８勝 賞金 １７４，１２２，０００円
［他本会外：７戦２勝］

２９０１２１０月８日 晴 良 （２３東京４）第１日 第１２競走 ��１，３００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時２０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

６８ トウショウノーヴァ 牡３鹿 ５５ 丸山 元気トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６６± ０１：１９．４ １３．３�

５５ シルクドミニオン 牡５栗 ５７ 田辺 裕信有限会社シルク粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 ４８８＋ ４１：１９．５� ３．０�
１１ ザストロンシチー 牡３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 ４６８－ ６ 〃 ハナ ５．８�
４４ � エバーオンワード 牡３鹿 ５５ 村田 一誠井上 修一氏 浅野洋一郎 新冠 松田 富士夫 ４６４＋ ４１：１９．８１� ３８．９�
８１１ ガッチリガッチリ 牡５黒鹿５７ 三浦 皇成小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 ４８０＋ ６１：１９．９� ４．３�
２２ ク ナ ン ガ ン 牝４黒鹿５５ 松岡 正海坂田 行夫氏 境 征勝 日高 いとう牧場 ４７８＋ ４１：２０．１１� ２３．１�
３３ � モエレシノノメ 牝４鹿 ５５ 小林 淳一山邉 浩氏 清水 英克 新ひだか 中村 和夫 ４９２－ ２ 〃 ハナ １０．０	
７１０ デイブレイク 牡３鹿 ５５ 柴田 大知
ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４８４－ ２１：２０．３１� ６．７�
７９ � シャカリキオー 牡４栗 ５７ 津村 明秀友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 石川 栄一 B５２２± ０１：２０．４クビ ４４．２�
８１２ カフェラビリンス 牡４鹿 ５７ 横山 義行西川 恭子氏 松山 康久 千歳 社台ファーム ５２２＋ ４ 〃 ハナ ３７．４
６７ ドリームクレド 牡３栗 ５５ 勝浦 正樹セゾンレースホース� 阿部 新生 浦河 帰山 清貴 ４８０－ ６ 〃 クビ １６．８�
５６ � ジュンノアスカ 牝４鹿 ５５ 大庭 和弥國分 純氏 高橋 義博 日高 ファニーフレンズファーム ４７２± ０１：２１．７８ ７２．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３８，３２４，４００円 複勝： ５３，５５０，８００円 枠連： ２９，４５３，５００円

馬連： １２２，３７８，３００円 馬単： ７５，４５６，９００円 ワイド： ４７，９０５，６００円

３連複： １４２，７２６，６００円 ３連単： ２９６，２５２，８００円 計： ８０６，０４８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３３０円 複 勝 � ３３０円 � １５０円 � ２１０円 枠 連（５－６） ９３０円

馬 連 �� １，８４０円 馬 単 �� ５，０００円

ワ イ ド �� ６７０円 �� １，０３０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ３，３９０円 ３ 連 単 ��� ３０，５９０円

票 数

単勝票数 計 ３８３２４４ 的中 � ２２８３９（６番人気）
複勝票数 計 ５３５５０８ 的中 � ３４２２１（６番人気）� １２２３６６（１番人気）� ６４３９８（４番人気）
枠連票数 計 ２９４５３５ 的中 （５－６） ２３３８７（４番人気）
馬連票数 計１２２３７８３ 的中 �� ４９１５４（８番人気）
馬単票数 計 ７５４５６９ 的中 �� １１１４６（１８番人気）
ワイド票数 計 ４７９０５６ 的中 �� １７４１８（７番人気）�� １０８０１（１２番人気）�� ３４０５７（３番人気）
３連複票数 計１４２７２６６ 的中 ��� ３１１２５（１０番人気）
３連単票数 計２９６２５２８ 的中 ��� ７１４９（８９番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．１―１１．４―１２．３―１２．３―１２．３―１３．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１８．１―２９．５―４１．８―５４．１―１：０６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウショウノーヴァ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ジェニュイン デビュー ２０１０．１０．１６ 東京４着

２００８．３．１０生 牡３鹿 母 シータトウショウ 母母 ジェーントウショウ ６戦２勝 賞金 １４，８００，０００円
［他本会外：２戦０勝］



（２３東京４）第１日 １０月８日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １５４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

２０７，９５０，０００円
６，３９０，０００円
１３，９２０，０００円
１，３９０，０００円
１９，６２０，０００円
５３，１６７，５００円
４，００４，０００円
１，５２４，６００円

勝馬投票券売得金
３６２，７００，９００円
６２９，９１４，６００円
２７０，９６４，０００円
１，１１０，２９４，４００円
７３５，７２３，３００円
４０８，８０７，２００円
１，２５９，７６３，３００円
２，６１６，９０４，５００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 ７，３９５，０７２，２００円

総入場人員 ２７，０５３名 （有料入場人員 ２５，１２６名）


