
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

２７０２５１０月８日 晴 良 （２４東京４）第３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

８１３ ジョージジョージ 牡２栗 ５５ 丸田 恭介北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 ４４２＋ ８１：２１．５ １．７�

５７ イーグルカッター 牡２黒鹿５５ 柴田 善臣杉山 忠国氏 古賀 史生 新ひだか 中村 和夫 ４６８± ０１：２２．２４ ５．０�
７１２ デラウメイア 牡２栗 ５５ 江田 照男野崎 宗信氏 菅原 泰夫 新冠 須崎牧場 ４４６＋ ２１：２２．４１� ８５．３�
６１０ ラ サ イ ニ 牝２黒鹿５４ 松岡 正海加藤 信之氏 小野 次郎 新冠 ヒノデファーム ４６４－ ４１：２３．０３� ６．８�
１１ ピーコックグリーン 牝２芦 ５４ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド ４４０＋ ４１：２３．２１� ２５．０�
４５ ミヤビワンド 牡２鹿 ５５ 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 浦河 大成牧場 B４８０－ ８１：２３．４１� ５３．９�
５８ グランパドゥシャ 牝２鹿 ５４ 的場 勇人�ターフ・スポート矢野 英一 新冠 長浜牧場 B４３８－ ４１：２３．６１� ３１．６	
２２ リネンナデシコ 牝２黒鹿５４ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 青森 石田 英機 ４１２＋ ４ 〃 ハナ ２０８．５

４６ ディアプピーラ 牝２栗 ５４ 大野 拓弥ディアレスト 菊川 正達 浦河 田中スタッド ４６０－ ６１：２４．１３ １２．２�
６９ チ ャ ッ ピ ー 牝２鹿 ５４ 柴田 大知小田切 光氏 黒岩 陽一 浦河 木村牧場 ４８６＋ ８１：２４．３１ ４７．７�
８１４ フリムカナイデ 牝２栗 ５４ 中舘 英二小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 ４５２－ ４ 〃 クビ １２．５
３４ ビコーズオブラヴ 牝２青鹿 ５４

５２ △嶋田 純次 �ローレルレーシング 水野 貴広 新冠 村上 欽哉 ４５８－ ４１：２４．９３� ４８．１�
７１１ オリオンザダイシス 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人平本 敏夫氏 小西 一男 鹿児島 徳重 正幸 ４２０＋ ４１：２５．２１� １８４．９�
３３ ウエストゲート 牝２青鹿５４ 三浦 皇成 Him Rock Racing 田村 康仁 新ひだか 桜井牧場 ３９６＋ ４１：２５．７３ ８２．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，４６６，３００円 複勝： ３７，４１６，５００円 枠連： １３，９４０，１００円

馬連： ４７，５３０，２００円 馬単： ３８，５８４，０００円 ワイド： ２３，２１５，８００円

３連複： ６６，９５１，６００円 ３連単： １１９，１３９，５００円 計： ３６５，２４４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ５００円 枠 連（５－８） ２６０円

馬 連 �� ３６０円 馬 単 �� ５００円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ８８０円 �� １，６８０円

３ 連 複 ��� ３，７２０円 ３ 連 単 ��� ８，６８０円

票 数

単勝票数 計 １８４６６３ 的中 � ８５９６７（１番人気）
複勝票数 計 ３７４１６５ 的中 � １８６５０７（１番人気）� ５７７８９（２番人気）� ８４７７（８番人気）
枠連票数 計 １３９４０１ 的中 （５－８） ３９９８９（１番人気）
馬連票数 計 ４７５３０２ 的中 �� ９９４５２（１番人気）
馬単票数 計 ３８５８４０ 的中 �� ５７７５４（１番人気）
ワイド票数 計 ２３２１５８ 的中 �� ３３６１９（１番人気）�� ５８４２（１０番人気）�� ２９１９（２１番人気）
３連複票数 計 ６６９５１６ 的中 ��� １３３０５（１１番人気）
３連単票数 計１１９１３９５ 的中 ��� １０１４１（２１番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．４―１２．５―１３．０―１２．９―１２．１―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１８．５―３１．０―４４．０―５６．９―１：０９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョージジョージ �
�
父 ダイタクリーヴァ �

�
母父 トワイニング デビュー ２０１２．８．１２ 札幌１１着

２０１０．４．１２生 牡２栗 母 ブライティアバジー 母母 バ ジ ー ４戦１勝 賞金 ７，７５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウエストゲート号は，平成２４年１１月８日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 ハニーバニー号（疾病〔左寛跛行〕のため）・ヒーローゴールド号（疾病〔右寛跛行〕のため）

２７０２６１０月８日 晴 良 （２４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

１：３４．１
１：３３．１

良

良

７９ レッドヴィーヴォ 牡２黒鹿５５ 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４４８＋１０１：３７．５ １．４�

６８ チェリーヒュドラー 牡２青 ５５
５２ ▲横山 和生櫻井 悦朗氏 勢司 和浩 浦河 大成牧場 ４５０＋ ２１：３７．７１� １４８．６�

４４ マイネジュリエッタ 牝２黒鹿５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム ４３８－ ２１：３７．９１� ６．９�

８１１ ムジョウノカゼ 牝２栗 ５４ 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 ４３４＋ ２１：３８．０� １１６．４�
７１０ カシノワルツ 牝２黒鹿５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 ４３０＋ ４１：３８．１� ５３．８�
５５ ローレルナガバナシ 牡２栗 ５５ 松岡 正海 �ローレルレーシング 清水 英克 浦河 グランデファーム ４６６± ０ 〃 クビ １４．３�
８１２ マイネルパイレーツ 牡２栗 ５５ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴崎 勇 新冠 ビッグレッドファーム ４９６＋ ８１：３８．３１� ６．３	
１１ キルタンサス 牡２栗 ５５ 丸山 元気山口 敦広氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 ４４０－ ２１：３８．４� １１４．８

３３ ルーミナリー 牡２黒鹿５５ 田辺 裕信 H.R.H．プリンセス・ハヤ 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７２－ ２１：３８．６１� ６３．７�
６７ ウインギャラント 牡２鹿 ５５ 吉田 豊�ウイン 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 ４４８－ ４１：３８．８１ ２１．６�
２２ ベストドロップ 牡２栗 ５５ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド ４３４－ ６１：３８．９� １４．６
５６ ポ ロ ロ ッ カ 牝２青鹿５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 新冠 ラツキー牧場 ４３８＋ ４ 〃 クビ ２４１．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２２，２０７，１００円 複勝： ７５，８６４，２００円 枠連： １０，５７７，６００円

馬連： ４４，８１０，６００円 馬単： ４１，８０７，４００円 ワイド： ２２，９６３，５００円

３連複： ６０，０２２，９００円 ３連単： １３２，２５１，２００円 計： ４１０，５０４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � １，３３０円 � ２００円 枠 連（６－７） ８４０円

馬 連 �� ５，８５０円 馬 単 �� ７，２１０円

ワ イ ド �� １，８５０円 �� ２８０円 �� ４，９００円

３ 連 複 ��� ９，４７０円 ３ 連 単 ��� ４３，１３０円

票 数

単勝票数 計 ２２２０７１ 的中 � １２５４２８（１番人気）
複勝票数 計 ７５８６４２ 的中 � ５３２１４６（１番人気）� ４４３８（９番人気）� ４７２３１（３番人気）
枠連票数 計 １０５７７６ 的中 （６－７） ９３８２（５番人気）
馬連票数 計 ４４８１０６ 的中 �� ５６５９（１８番人気）
馬単票数 計 ４１８０７４ 的中 �� ４２８５（１８番人気）
ワイド票数 計 ２２９６３５ 的中 �� ２７９８（２１番人気）�� ２４１３４（２番人気）�� １０３０（３４番人気）
３連複票数 計 ６００２２９ 的中 ��� ４６８０（２６番人気）
３連単票数 計１３２２５１２ 的中 ��� ２２６３（１０９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．０―３６．７―４９．６―１：０２．８―１：１４．６―１：２６．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドヴィーヴォ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１２．９．９ 中山３着

２０１０．５．１２生 牡２黒鹿 母 ヴィヴァチッシモ 母母 バリアシオンバレイ ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔発走状況〕 ルーミナリー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出走取消馬 セビジャーナス号（疾病〔下唇部挫創〕のため）

第４回 東京競馬 第３日



２７０２７１０月８日 晴 良 （２４東京４）第３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

８１２ アルヴェロン 牡２黒鹿５５ 蛯名 正義 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム ４９０－ ２２：０２．８ １．８�

５６ セクシイサウンド 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４９２－ ２ 〃 クビ ６．８�
１１ サンダーオーシャン 牡２鹿 ５５ 松岡 正海千明牧場 松山 康久 日高 千明牧場 ５０６＋ ６２：０３．１１� ４．１�
５５ テワヒポウナム 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム ４３０＋ ４２：０３．２� ２２．７�
６７ ニシノアイボウ 牡２鹿 ５５ 江田 照男西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 ４７０－ ４２：０３．３� ６０．２�
８１１ トーセンワイルド 牡２青 ５５ 武士沢友治島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム B４８２＋ ６ 〃 クビ ３４．７	
３３ ナムライチバンボシ 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信奈村 信重氏 大和田 成 日高 中前牧場 ４６４＋１２２：０３．４クビ ９６．６

４４ グラスリード 牡２青鹿５５ 吉田 豊半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４３８＋１０ 〃 クビ １０．９�
７１０ カシノリュウセイ 牡２黒鹿５５ 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 浦河 野村 正 ４３０－ ８２：０４．０３� ３３３．５�
２２ マ グ ネ イ ト 牡２栗 ５５ 三浦 皇成 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 上原 博之 新ひだか キヨタケ牧場 ４８０＋ ２２：０４．６３� １４．０�
６８ アポロシャイナー 牝２栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 原田牧場 ４５０＋ ２２：０５．１３ ４３．１�
７９ フォージドホウオー 牡２鹿 ５５

５２ ▲高嶋 活士�三登 佐藤 全弘 新ひだか 光伸牧場 B４４４＋ ２２：０７．６大差 ３０８．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２５，５９８，９００円 複勝： ３５，７７８，４００円 枠連： １５，４５０，１００円

馬連： ５１，４６６，４００円 馬単： ４０，９２６，３００円 ワイド： ２７，４１５，４００円

３連複： ６８，０４４，９００円 ３連単： １２６，４７９，５００円 計： ３９１，１５９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � １６０円 � １３０円 枠 連（５－８） ５５０円

馬 連 �� ７３０円 馬 単 �� １，０００円

ワ イ ド �� ２８０円 �� １５０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ６６０円 ３ 連 単 ��� ３，１５０円

票 数

単勝票数 計 ２５５９８９ 的中 � １１６９６１（１番人気）
複勝票数 計 ３５７７８４ 的中 � １０２７３９（１番人気）� ４５８３２（３番人気）� ７９１４０（２番人気）
枠連票数 計 １５４５０１ 的中 （５－８） ２０７５８（２番人気）
馬連票数 計 ５１４６６４ 的中 �� ５２４９９（２番人気）
馬単票数 計 ４０９２６３ 的中 �� ３０３９４（３番人気）
ワイド票数 計 ２７４１５４ 的中 �� ２１５０６（２番人気）�� ６２３０８（１番人気）�� １４８９４（４番人気）
３連複票数 計 ６８０４４９ 的中 ��� ７６９０７（１番人気）
３連単票数 計１２６４７９５ 的中 ��� ２９６５５（３番人気）

ハロンタイム １３．２―１２．１―１２．３―１２．２―１２．５―１２．５―１２．７―１１．８―１１．６―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．２―２５．３―３７．６―４９．８―１：０２．３―１：１４．８―１：２７．５―１：３９．３―１：５０．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．３

３ ・（６，１０）（２，９，１２）（５，８，７）１１，１（３，４）
２
４

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

アルヴェロン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Hernando デビュー ２０１２．９．９ 中山４着

２０１０．４．１０生 牡２黒鹿 母 アルヴァーダ 母母 Lalindi ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔制裁〕 アポロシャイナー号の騎手杉原誠人は，２コーナーで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（２番・５番・７番への進

路影響）
フォージドホウオー号の騎手高嶋活士は，向正面での御法（前の馬に接触した）について戒告。（１０番への進路影響）

２７０２８１０月８日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２４東京４）第３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 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

５６ ジャポニズム �５鹿 ６０ 五十嵐雄祐 �サンデーレーシング 金成 貴史 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７４－ ４３：２１．５ １０．６�

５７ ニシノファブレッド 牡４鹿 ６０ 浜野谷憲尚福田 光博氏 根本 康広 むかわ 西山牧場 ４８６＋ ８３：２２．１３� ４．５�
４５ � トーセンタイガー 牡４鹿 ６０ 蓑島 靖典島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム ５２０＋ ２３：２２．６３ ６．２�
６９ � セフティーフライト 牡３栗 ５８ 難波 剛健原口 輝昭氏 武 宏平 新ひだか 三石ファーム ４３６＋ ６３：２３．５５ ４９．３�
６８ シンボリルルド �５鹿 ６０ 平沢 健治シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 ４６６＋１８３：２３．６クビ １２．６�
７１０ ナ イ ク 牡３鹿 ５８ 江田 勇亮加藤 信之氏 高橋 文雅 新ひだか 林 祐二 B４７８＋３６３：２５．４大差 １３２．４	
３３ プレミアムウォーズ 牡３栗 ５８ 草野 太郎中西 宏彰氏 星野 忍 新冠 タニグチ牧場 ４７０＋ ２３：２５．５� ８７．８

４４ �� ウィッシングデュー 牝８黒鹿５８ 西谷 誠中村 浩章氏 土田 稔 米 Hopewell In-

vestments LLC ５２０＋ ６ 〃 クビ ２．８�
８１３ バンクーバーリズム 牝４栗 ５８ 小野寺祐太安蒜 忠國氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 ４５２＋ ６３：２７．３大差 ２７４．９�
７１１ ワイズミューラー 牡５栗 ６０ 石神 深一 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム ４４４－１６３：２７．７２� １０．４
８１２ スリーキャピトル 牝３鹿 ５６ 今村 康成永井商事� 武 宏平 新ひだか 三石ファーム ４５２－１０３：３０．８大差 ９７．６�
２２ タニノハービービー 牡３鹿 ５８ 高野 和馬谷水 雄三氏 小桧山 悟 新ひだか カントリー牧場 ４６２－ ２ （競走中止） ６．２�
１１ キタサンハナミチ 牝６青鹿５８ 池崎 祐介�大野商事 嶋田 功 新ひだか 木田牧場 ４６８＋ ６ （競走中止） ３４．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １７，７５２，７００円 複勝： ２５，５３０，８００円 枠連： １４，８９１，４００円

馬連： ４１，６０３，１００円 馬単： ３０，４６９，１００円 ワイド： １８，９５０，６００円

３連複： ５７，９７７，８００円 ３連単： １０１，２５７，８００円 計： ３０８，４３３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０６０円 複 勝 � ４５０円 � ２２０円 � ２２０円 枠 連（５－５） ２，６２０円

馬 連 �� ２，９３０円 馬 単 �� ６，３３０円

ワ イ ド �� １，０３０円 �� １，２６０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� ５，０４０円 ３ 連 単 ��� ３６，３３０円

票 数

単勝票数 計 １７７５２７ 的中 � １３２９３（６番人気）
複勝票数 計 ２５５３０８ 的中 � １２９１１（７番人気）� ３２５２１（４番人気）� ３４４０５（２番人気）
枠連票数 計 １４８９１４ 的中 （５－５） ４２０２（１０番人気）
馬連票数 計 ４１６０３１ 的中 �� １０４９７（１３番人気）
馬単票数 計 ３０４６９１ 的中 �� ３５５６（２６番人気）
ワイド票数 計 １８９５０６ 的中 �� ４４９５（１３番人気）�� ３６０６（１７番人気）�� ８３８１（５番人気）
３連複票数 計 ５７９７７８ 的中 ��� ８４９０（１９番人気）
３連単票数 計１０１２５７８ 的中 ��� ２０５７（１２１番人気）

上り １マイル １：４６．２ ４F ５１．６－３F ３８．５
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジャポニズム �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 メジロマックイーン デビュー ２００９．１０．３１ 京都３着

２００７．１．２１生 �５鹿 母 オリエンタルアート 母母 エレクトロアート 障害：２戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 キタサンハナミチ号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症したため２周目５号障害〔竹柵〕手前で競走中止。

タニノハービービー号は，２周目８号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 プレミアムウォーズ号の騎手草野太郎は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出走取消馬 ジールドリル号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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。
（非抽選馬） １頭 タトゥーン号



２７０２９１０月８日 晴 良 （２４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

７１３ ダノンビーナス 牝２鹿 ５４ 内田 博幸�ダノックス 国枝 栄 日高 日高大洋牧場 ４２２ ―１：３６．８ １１．８�

６１２ ダンスフェイム 牝２鹿 ５４ 北村 宏司 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４７４ ―１：３６．９� ６．５�
７１４ アネモステラス 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信有限会社シルク松山 将樹 安平 ノーザンファーム ４５４ ― 〃 クビ ８３．４�
４８ ブルジュオン 牝２黒鹿５４ 三浦 皇成�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ ４４６ ― 〃 アタマ ６．１�
２３ ディアラブクイーン 牝２黒鹿５４ 勝浦 正樹ディアレスト 新開 幸一 新冠 赤石 久夫 ４６６ ―１：３７．１１� ４９．０�
１２ エバーブロッサム 牝２鹿 ５４ 石橋 脩宇田 豊氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４７０ ―１：３７．２� ２．４	
３６ ハーツオブテキサス 牝２黒鹿５４ 横山 典弘吉田 千津氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ４９６ ―１：３７．３クビ ４．８

６１１ アイムオンファイア 牝２栗 ５４ 柴田 善臣小池 宗人氏 二ノ宮敬宇 新ひだか タイヘイ牧場 ４７８ ― 〃 ハナ ２８．９�
３５ ネ ス 牝２青 ５４ 丸田 恭介楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 日高 浜本牧場 ４５８ ―１：３７．５１� ８１．１�
１１ ル ザ ン ク 牝２黒鹿５４ 大野 拓弥村島 昭男氏 松山 将樹 日高 広富牧場 ４５０ ―１：３７．６� ２１．９
５１０ バ プ テ ス マ 牝２青 ５４ 武士沢友治 �キャロットファーム 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６ ―１：３７．７� ６４．７�
２４ リワードライネン 牝２栗 ５４ 嘉藤 貴行宮崎忠比古氏 田中 清隆 浦河 有限会社

リワード ４４６ ― 〃 クビ １４０．６�
８１７ キネオアンナ 牝２栗 ５４ 黛 弘人ジャパンフードビジネス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 ４４４ ―１：３７．８クビ ６２．３�
８１８ アイドクレース 牝２黒鹿５４ 松岡 正海水上 行雄氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ４６８ ― 〃 ハナ ５８．４�
７１５ イイトコドリ 牝２鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド ４０６ ―１：３７．９� １７３．４�
５９ アムールバニヤン 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義津村 靖志氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 ４５０ ―１：３８．０クビ ４３．６�
４７ プリンセスペガサス 牝２栗 ５４ 吉田 豊外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム ４６２ ―１：３８．２１� ５１．３�
８１６ マジックゲーム 牝２栗 ５４ 木幡 初広北洋レーシング 坂本 勝美 浦河 岡本 昌市 ４５２ ―１：３８．５１� １９８．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２７，４０５，２００円 複勝： ３４，８７４，８００円 枠連： ２２，０１０，８００円

馬連： ５５，９９３，５００円 馬単： ３８，９４９，３００円 ワイド： ２８，６６１，７００円

３連複： ７３，２２３，０００円 ３連単： １１９，５６６，１００円 計： ４００，６８４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１８０円 複 勝 � ３９０円 � ２４０円 � １，８２０円 枠 連（６－７） １，９７０円

馬 連 �� ２，９３０円 馬 単 �� ７，４５０円

ワ イ ド �� １，０００円 �� ９，６１０円 �� ６，６９０円

３ 連 複 ��� ５８，３６０円 ３ 連 単 ��� ３３６，８００円

票 数

単勝票数 計 ２７４０５２ 的中 � １８３４８（５番人気）
複勝票数 計 ３４８７４８ 的中 � ２３３４２（５番人気）� ４５７７５（３番人気）� ４２２５（１４番人気）
枠連票数 計 ２２０１０８ 的中 （６－７） ８２５１（９番人気）
馬連票数 計 ５５９９３５ 的中 �� １４１２７（９番人気）
馬単票数 計 ３８９４９３ 的中 �� ３８５９（２４番人気）
ワイド票数 計 ２８６６１７ 的中 �� ７３８３（９番人気）�� ７１６（７７番人気）�� １０３２（５７番人気）
３連複票数 計 ７３２２３０ 的中 ��� ９２６（１４４番人気）
３連単票数 計１１９５６６１ 的中 ��� ２６２（７６０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．７―３５．８―４８．５―１：０１．４―１：１３．２―１：２４．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンビーナス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２０１０．３．２８生 牝２鹿 母 アズマサンダース 母母 オースミシャイン 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 アユサン号・エインセル号

２７０３０１０月８日 晴 良 （２４東京４）第３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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．４
１：３３．３

重

良

６１２ フレンドワン 牡３黒鹿５５ 北村 宏司戸山 昌彦氏 南田美知雄 森 笹川大晃牧場 ４６４＋ ８１：３８．４ ６１．６�

７１４ ディアフロイデ 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介ディアレスト 松永 康利 新ひだか 八田ファーム ４３６± ０１：３８．５� ５９．０�
２３ ニットウビクトリー 牡３鹿 ５５ 柴田 善臣�日東牧場 松山 康久 浦河 日東牧場 ４７０＋ ６１：３８．７１ １１．８�
５１０ リンガスクリフ 牡４栗 ５７ 中舘 英二伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ４９６－ ２ 〃 アタマ ３．８�
８１６� サトノオーランド 牡４鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人里見 治氏 国枝 栄 米 Iadora Farm ５１２＋ ２ 〃 クビ １１．９�
１１ シンボリプロント 牡３黒鹿５５ 木幡 初広シンボリ牧場 牧 光二 新ひだか シンボリ牧場 ４４４＋ ２１：３９．０２ １６．２�
７１３ レッドオブガバナー 牡４鹿 ５７ 田中 勝春�橋 一郎氏 嶋田 潤 新ひだか 三木田 頼嗣 B４９２± ０１：３９．４２	 ３９．９	
３６ ガンガンユコウゼ 牡３鹿 ５５ 内田 博幸小田切有一氏 本間 忍 新冠 アサヒ牧場 ４６４＋ ６ 〃 ハナ ６．５

６１１ ツインエンジェルズ 牝４青 ５５ 村田 一誠吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム ４５２＋ ４１：３９．６１ １６．２�
４７ サトノペガサス 牡４鹿 ５７ 石橋 脩里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４４６＋ ２１：３９．９２ ３４．８�
２４ イージーウイン 牡５鹿 ５７ 丹内 祐次田島榮二郎氏 嶋田 功 新ひだか 畠山牧場 ４６０＋ ２１：４０．０� ３８３．８
４８ オペラフォンテン 牝４栗 ５５ 丸山 元気吉橋 計氏 柴崎 勇 浦河 中脇 満 B４８０＋ ４１：４０．１	 １５２．０�
８１５ ローレルクラウド 牡３栗 ５５ 蛯名 正義 �ローレルレーシング 大竹 正博 日高 天羽 禮治 ５０４＋ ４１：４０．２	 ４．２�
１２ ヒノモトイチバン 牡５栗 ５７ 大野 拓弥坪野谷和平氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 ４６０－ ６１：４０．３� ４８．６�
５９ サ ル ゴ ン 牡３鹿 ５５ 三浦 皇成�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８６± ０１：４１．１５ １０４．５�
３５ 
 インディアナポリス �５黒鹿５７ 田辺 裕信 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４５６－１４１：４２．６９ ５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，００５，１００円 複勝： ４８，２４３，８００円 枠連： ２５，１３６，８００円

馬連： ６８，７４２，７００円 馬単： ４１，７３３，１００円 ワイド： ３２，７３６，５００円

３連複： ８８，８２０，９００円 ３連単： １４０，１８６，７００円 計： ４７３，６０５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，１６０円 複 勝 � １，２６０円 � １，１３０円 � ４００円 枠 連（６－７） ８，０６０円

馬 連 �� ９７，７５０円 馬 単 �� ２２３，１９０円

ワ イ ド �� １５，３１０円 �� ５，８５０円 �� ５，０４０円

３ 連 複 ��� ２９１，３４０円 ３ 連 単 ��� ２，５８６，４５０円

票 数

単勝票数 計 ２８００５１ 的中 � ３５８７（１３番人気）
複勝票数 計 ４８２４３８ 的中 � ９５６８（１３番人気）� １０７５０（１１番人気）� ３５３４８（５番人気）
枠連票数 計 ２５１３６８ 的中 （６－７） ２３０３（２４番人気）
馬連票数 計 ６８７４２７ 的中 �� ５１９（１００番人気）
馬単票数 計 ４１７３３１ 的中 �� １３８（２０２番人気）
ワイド票数 計 ３２７３６５ 的中 �� ５２３（８８番人気）�� １３８０（５９番人気）�� １６０５（５３番人気）
３連複票数 計 ８８８２０９ 的中 ��� ２２５（３６３番人気）
３連単票数 計１４０１８６７ 的中 ��� ４０（２３６４番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．３―１２．３―１３．１―１２．７―１２．４―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．１―２３．４―３５．７―４８．８―１：０１．５―１：１３．９―１：２５．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フレンドワン �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー ２０１１．８．１４ 新潟１７着

２００９．４．２８生 牡３黒鹿 母 ダイコーマリーン 母母 ミ ヤ ラ ビ ２０戦２勝 賞金 ２０，８００，０００円
〔その他〕 ローレルクラウド号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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。
（非抽選馬） ４頭 クリノタイコウ号・シアンナ号・トゥルーマートル号・ラブソングフォナナ号



２７０３１１０月８日 晴 良 （２４東京４）第３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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：０６．７
２：０５．９

良

良

３６ トーセンセカイオー 牡３鹿 ５５ 横山 典弘島川 �哉氏 松山 康久 新冠 秋田牧場 ４６６－ ４２：１３．９ ４．７�

２３ レ ジ ア ー ネ �４鹿 ５７ 蛯名 正義広尾レース� 尾関 知人 浦河 中島牧場 ４７０－ ２ 〃 クビ ７．６�
８１６ モントリヒト 牡３栗 ５５ 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４２４＋ ２２：１４．１１� ７．３�
６１１ リキサンヒーロー 牡５栗 ５７ 吉田 隼人 �ハイパワー商事 高木 登 新冠 村田牧場 B４６８－ ６２：１４．３１� １７．７�
７１３ モ ネ ロ 牡３鹿 ５５ 武士沢友治上野 直樹氏 保田 一隆 日高 浦新 徳司 B４５６± ０ 〃 ハナ ４．３	
４８ パーフェクトダイヤ 牡３青鹿５５ 村田 一誠青山 洋一氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 B４６８－ ８２：１４．４� ６０．３

３５ トウショウカムイ 牡４鹿 ５７ 石橋 脩トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５０６－１２２：１４．５� ７．６�
５９ バ シ リ ク ス 牡４鹿 ５７ 丸山 元気ディアレスト 高木 登 新ひだか 大典牧場 ４９２＋ ２２：１４．６クビ ６０．４�
２４ アカシローレル 牡５黒鹿５７ 柴田 善臣臼倉 勲氏 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム ４５８＋ ４ 〃 アタマ ５２．１
１１ キーエキスパート 牡３栗 ５５ 松岡 正海北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 ４６２－ ８２：１４．７� ５２．５�
１２ マイネルティンラン 牡４栗 ５７ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム ４５８± ０２：１４．９１ ４１．２�
７１４ ローレルキングダム 牡４栗 ５７ 田中 勝春 �ローレルレーシング 大竹 正博 新冠 村田牧場 ４８４－ ２２：１５．３２� ４．６�
５１０	 ボンドストリート �４鹿 ５７ 大野 拓弥岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド ５０６＋１４２：１５．９３� １７６．２�
４７ シンボリスウィフト 牡３黒鹿５５ 木幡 初広シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 ４８０＋１０２：１６．５３� ４６．６�
８１５	 プロジェクトブルー 牡５鹿 ５７ 西田雄一郎 �ブルーマネジメント星野 忍 浦河 大道牧場 B５１４＋１０２：１８．０９ ２５３．７�
６１２ テ ル バ イ ク 牡４栗 ５７

５４ ▲長岡 禎仁加藤 信之氏 小島 茂之 日高 有限会社
ケイズ ４６２－１０２：１９．５９ ６８．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，７７９，６００円 複勝： ４５，８９３，４００円 枠連： ２８，５８８，７００円

馬連： ７１，５１３，７００円 馬単： ４３，８７４，４００円 ワイド： ３１，７８９，２００円

３連複： ９２，６５５，５００円 ３連単： １４９，３６７，９００円 計： ４８９，４６２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � ２２０円 � ２７０円 � ２６０円 枠 連（２－３） ９５０円

馬 連 �� ２，０８０円 馬 単 �� ３，７９０円

ワ イ ド �� ８４０円 �� ９３０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� ３，９７０円 ３ 連 単 ��� １９，３４０円

票 数

単勝票数 計 ２５７７９６ 的中 � ４３６３６（３番人気）
複勝票数 計 ４５８９３４ 的中 � ６０８６４（３番人気）� ４３７７２（６番人気）� ４５１２２（５番人気）
枠連票数 計 ２８５８８７ 的中 （２－３） ２２３３３（４番人気）
馬連票数 計 ７１５１３７ 的中 �� ２５４８５（１１番人気）
馬単票数 計 ４３８７４４ 的中 �� ８５６２（１７番人気）
ワイド票数 計 ３１７８９２ 的中 �� ９４２６（１１番人気）�� ８４００（１３番人気）�� １０１０３（９番人気）
３連複票数 計 ９２６５５５ 的中 ��� １７２３６（１２番人気）
３連単票数 計１４９３６７９ 的中 ��� ５７０２（４２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．３―１８．６―３１．３―４４．３―５７．５―１：１０．５―１：２３．１―１：３５．９―１：４８．２―２：００．８

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンセカイオー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Event of the Year デビュー ２０１２．１．５ 中山６着

２００９．３．８生 牡３鹿 母 スリリングヴィクトリー 母母 Golden Shadows １１戦２勝 賞金 １７，９５０，０００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 スカルラット号・セイウンブラボー号
（非抽選馬） ２頭 ミラクルフラッグ号・リネンタキシード号

２７０３２１０月８日 晴 良 （２４東京４）第３日 第８競走 ��１，３００�サラブレッド系３歳以上
発走１４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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１６．４
１：１６．４

重

重

２４ リックムファサ 牡４鹿 ５７ 松岡 正海山邉 浩氏 清水 英克 新ひだか 藤巻 則弘 ４７４＋ ４１：１８．８ １．５�

４７ レッツゴーマークン 牡４栗 ５７ 武士沢友治�Basic 田島 俊明 日高 ナカノファーム ４３６－ ２ 〃 ハナ １１．１�
６１２ カフェラビリンス 牡５鹿 ５７

５５ △嶋田 純次西川 恭子氏 松山 康久 千歳 社台ファーム ５２０－ ８１：１９．２２� ８９．２�
６１１ コーリンギデオン 牡３鹿 ５５ 津村 明秀伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 ４５８± ０１：１９．３� ４４．１�
３５ ヘアーオブザドッグ 牡３鹿 ５５ 柴田 善臣平賀 久枝氏 鈴木 康弘 浦河 鎌田 正嗣 ５００＋ ２ 〃 ハナ ７．８�
２３ トーセンスタッフ 牝４黒鹿５５ 吉田 隼人島川 �哉氏 中川 公成 新ひだか 岡田牧場 ４５４－ ４１：１９．４� ４３．８	
１１ エスペランサシチー 牡３芦 ５５ 蛯名 正義 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 千代田牧場 ４９０－ ６１：１９．５クビ ２０．３

１２ スピーディードータ 牝３鹿 ５３ 田辺 裕信安達 允彦氏 小西 一男 日高 坂 牧場 ４６２± ０１：１９．６� １２５．３�
５１０ リーサムダイチ 牡４鹿 ５７ 北村 宏司平田友里恵氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 ４７２－１０１：１９．７� ２０．２�
５９ � クールテツマル 牡４栗 ５７ 江田 照男川上 哲司氏 矢野 英一 日高 田中 元寿 B４９８＋ ４１：２０．４４ ４３．４
４８ サーストンデンバー 牡３鹿 ５５ 田中 勝春齊藤 宣勝氏 天間 昭一 新ひだか 仲野牧場 ５０４－ ６１：２０．５� １１．９�
８１５ パライバトルマリン 牡４栗 ５７ 宮崎 北斗山上 和良氏 和田正一郎 浦河 津島 優治 ５００＋１０１：２０．６� ２７．４�
８１６ アルファウイング 牡３栗 ５５ 梶 晃啓�貴悦 田村 康仁 新冠 村上 欽哉 ４７８＋ ６１：２０．８１� ７３．３�
７１４ ディープランマ 牝３栗 ５３ 勝浦 正樹深見 敏男氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 ４３６－ ６１：２１．２２� ５２．３�
７１３ ジャストフレンズ 牝３鹿 ５３

５０ ▲西村 太一阿部 幸暉氏 大和田 成 新冠 �渡 信義 ４２６＋ ２１：２１．３� ８２．０�
３６ � マグピーソング 牝４芦 ５５

５２ ▲原田 和真藤田 在子氏 蛯名 利弘 新冠 村上 雅規 ４１６－ ２１：２１．７２� ３７８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，８００，１００円 複勝： ９４，３２２，７００円 枠連： ２５，７８７，６００円

馬連： ８４，１５６，６００円 馬単： ６６，３７４，０００円 ワイド： ３８，２７９，８００円

３連複： １０２，８３２，９００円 ３連単： ２２０，３１５，３００円 計： ６６５，８６９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ２５０円 � １，０１０円 枠 連（２－４） ３２０円

馬 連 �� ６２０円 馬 単 �� ８００円

ワ イ ド �� ３３０円 �� １，４３０円 �� ５，５８０円

３ 連 複 ��� １０，５２０円 ３ 連 単 ��� ２６，６１０円

票 数

単勝票数 計 ３３８００１ 的中 � １８５０１６（１番人気）
複勝票数 計 ９４３２２７ 的中 � ６１６６０２（１番人気）� ４８３９２（３番人気）� ８８１１（１３番人気）
枠連票数 計 ２５７８７６ 的中 （２－４） ６００８２（１番人気）
馬連票数 計 ８４１５６６ 的中 �� １０１１０９（２番人気）
馬単票数 計 ６６３７４０ 的中 �� ６１７２９（２番人気）
ワイド票数 計 ３８２７９８ 的中 �� ３４０２７（２番人気）�� ６２１４（１７番人気）�� １５２４（５０番人気）
３連複票数 計１０２８３２９ 的中 ��� ７２１９（３６番人気）
３連単票数 計２２０３１５３ 的中 ��� ６１１２（７８番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．１―１８．２―２９．７―４１．８―５３．９―１：０６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リックムファサ �
�
父 イーグルカフェ �

�
母父 ワツスルタツチ デビュー ２０１０．１０．３ 中山３着

２００８．４．９生 牡４鹿 母 アイドルタレント 母母 ダイナマリー １３戦３勝 賞金 ３７，２７０，０００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。
（非抽選馬） ２頭 ダークシーカー号・バーバラスアゲン号



２７０３３１０月８日 晴 良 （２４東京４）第３日 第９競走 ��１，８００�
や ま な か こ

山 中 湖 特 別
発走１４時３５分 （芝・左）

牝，３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ２６６，０００円 ７６，０００円 ３８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

４４ パストフォリア 牝３鹿 ５３ 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 ４６４＋ ６１：４７．５ ２．５�

６６ クラックシード 牝５黒鹿５５ 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３２＋１２１：４７．６� ５．５�

２２ オメガブルーハワイ 牝５黒鹿５５ 三浦 皇成原 �子氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４５４－ ８１：４７．７� ４７．４�
７９ サンレガーロ 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義青山 洋一氏 藤岡 健一 安平 追分ファーム ４２４－ ２１：４７．８� ７．１�
７８ ウイングドウィール 牝３黒鹿５３ 田中 勝春 �グリーンファーム 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４７４＋ ６１：４７．９� ６．３�
８１１ エバーシャイニング 牝５黒鹿５５ 柴田 善臣宇田 豊氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ５１２± ０１：４８．０� ５０．３	
１１ チェリーヒロイン 牝３栗 ５３ 内田 博幸伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム ４０４± ０１：４８．１� ９．６

８１０ コスモバルバラ 牝３黒鹿５３ 松岡 正海 �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 ４３４± ０１：４８．２� ５．５�
５５ ウインディーリング 牝５青鹿５５ 丸山 元気細谷 典幸氏 鈴木 伸尋 日高 藤本ファーム ４６４＋１２１：４８．４１� ５４．０�
３３ ア カ リ 牝６栗 ５５ 江田 照男山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 静内 矢野牧場 B４６４＋ ６１：４８．５� ５３．３
６７ 	 プ ル プ ル 牝６鹿 ５５ 杉原 誠人栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 辻 牧場 ４３４－ ６１：４８．９２� ２１２．７�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３５，６４９，１００円 複勝： ５２，９６０，７００円 枠連： ２１，３９５，９００円

馬連： ９７，６５９，５００円 馬単： ６１，６４６，８００円 ワイド： ３５，４４８，７００円

３連複： １０５，７６８，７００円 ３連単： ２３３，５０５，０００円 計： ６４４，０３４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � １８０円 � ７４０円 枠 連（４－６） ６００円

馬 連 �� ６３０円 馬 単 �� ９９０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� １，４１０円 �� ２，１９０円

３ 連 複 ��� ６，０００円 ３ 連 単 ��� １８，６４０円

票 数

単勝票数 計 ３５６４９１ 的中 � １１６８３０（１番人気）
複勝票数 計 ５２９６０７ 的中 � １６３００１（１番人気）� ７８８８２（２番人気）� １１５３０（９番人気）
枠連票数 計 ２１３９５９ 的中 （４－６） ２６５６３（２番人気）
馬連票数 計 ９７６５９５ 的中 �� １１５５１４（１番人気）
馬単票数 計 ６１６４６８ 的中 �� ４６２３４（１番人気）
ワイド票数 計 ３５４４８７ 的中 �� ４１４９８（１番人気）�� ５６３２（１８番人気）�� ３５４６（２４番人気）
３連複票数 計１０５７６８７ 的中 ��� １３０２９（２０番人気）
３連単票数 計２３３５０５０ 的中 ��� ９２４９（６３番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．７―１２．１―１２．５―１２．４―１２．２―１１．４―１１．０―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．６―３６．７―４９．２―１：０１．６―１：１３．８―１：２５．２―１：３６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４５．９―３F３３．７

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

勝馬の
紹 介

パストフォリア �
�
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 ２０１１．１０．８ 東京３着

２００９．２．１２生 牝３鹿 母 ハッピーパス 母母 ハッピートレイルズ １０戦３勝 賞金 ３６，８０６，０００円

２７０３４１０月８日 晴 良 （２４東京４）第３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，２３．１０．８以降２４．１０．１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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ２６６，０００円 ７６，０００円 ３８，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

７８ マイネルマーク 牡４青鹿５５ 柴田 大知 �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 B４６０－２２２：２４．８ １５．２�

１１ クリールカイザー 牡３栗 ５３ 吉田 豊横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 ４７４± ０２：２４．９� ４．５�
８１０ ゼ ロ ー ソ 牡５黒鹿５４ 丸田 恭介前田 葉子氏 尾関 知人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７６± ０２：２５．０� １００．８�
３３ カポーティスター 牡３黒鹿５４ 田辺 裕信備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ５１４± ０２：２５．１� ３．０�
２２ セイクリッドロード 牡３鹿 ５３ 内田 博幸吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ５０２＋ ２ 〃 ハナ ６．８�
７９ トーセンペトリュス 牡６栗 ５５ 江田 照男島川 �哉氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ５０６－ ４ 〃 ハナ ６５．６	
６６ サクセスパシュート 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人�嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 高昭牧場 ４７４＋ ８２：２５．２クビ ４．２

４４ マイネルリヒト 牡３鹿 ５３ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 日高 山際 辰夫 ４５２＋ ２２：２５．４１� １０．３�
８１１ アントニオピサ 牡３鹿 ５３ 石橋 脩市川 義美氏 角田 晃一 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８＋ ２２：２５．７２ ５６．０�
５５ マージービート 牡５栗 ５５ 大野 拓弥 キャロットファーム 金成 貴史 安平 ノーザンファーム ４９６＋ ６２：２６．０１� ７９．８�
６７ ヴァーゲンザイル 	４黒鹿５７．５ 三浦 皇成 社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム ４６２－ ４２：２６．３２ １１．１�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ４２，７１８，０００円 複勝： ６６，０７５，８００円 枠連： ２５，９５１，８００円

馬連： １２５，２０２，４００円 馬単： ７１，６３２，３００円 ワイド： ４３，３９７，５００円

３連複： １３８，１４６，２００円 ３連単： ２９３，４４３，５００円 計： ８０６，５６７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５２０円 複 勝 � ４６０円 � ２２０円 � １，６００円 枠 連（１－７） ２，７２０円

馬 連 �� ３，０７０円 馬 単 �� ７，５１０円

ワ イ ド �� １，０３０円 �� ６，９７０円 �� ３，８７０円

３ 連 複 ��� ７１，０００円 ３ 連 単 ��� ４５２，１２０円

票 数

単勝票数 計 ４２７１８０ 的中 � ２２１９４（７番人気）
複勝票数 計 ６６０７５８ 的中 � ３６２８４（７番人気）� ９７２８３（３番人気）� ９０７５（１１番人気）
枠連票数 計 ２５９５１８ 的中 （１－７） ７０６０（１３番人気）
馬連票数 計１２５２０２４ 的中 �� ３０１５０（１６番人気）
馬単票数 計 ７１６３２３ 的中 �� ７０４６（３４番人気）
ワイド票数 計 ４３３９７５ 的中 �� １０８３４（１５番人気）�� １４９６（４５番人気）�� ２７１８（３４番人気）
３連複票数 計１３８１４６２ 的中 ��� １４３６（１０８番人気）
３連単票数 計２９３４４３５ 的中 ��� ４７９（５８５番人気）

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

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―２４．０―３６．１―４８．１―１：００．１―１：１２．１―１：２４．３―１：３６．４―１：４８．５―２：００．４―２：１２．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルマーク �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 サツカーボーイ デビュー ２０１０．１０．２３ 東京７着

２００８．４．１生 牡４青鹿 母 タカラカンナ 母母 クリムゾンラトラー １３戦３勝 賞金 ４５，０４３，０００円

１レース目 ３レース目



２７０３５１０月８日 晴 良 （２４東京４）第３日 第１１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１，１００万円毎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 ２０，０００，０００円 ８，０００，０００円 ５，０００，０００円 ３，０００，０００円 ２，０００，０００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

６１２ ガ ン ジ ス 牡３栗 ５４ 蛯名 正義林 正道氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ５０６± ０１：２３．５ ３．８�

２４ インペリアルマーチ 牡５黒鹿５６ 三浦 皇成 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５６４± ０１：２３．９２� ７．３�
８１６ メテオロロジスト 牡５栗 ５５ 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 ４９４－ ４１：２４．０� ２２０．８�
３６ シセイオウジ 牡５栗 ５６ 木幡 初広猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４５８－ ２１：２４．２１	 １５．４�
７１３ マルカフリート 牡６鹿 ５８ 国分 優作河長産業� 増本 豊 千歳 社台ファーム ４８２＋ ２ 〃 ハナ ６．７�
４８ ブライトアイザック 牡６鹿 ５８ 江田 照男保坂 義貞氏 菅原 泰夫 浦河 富田牧場 ５０２＋１２１：２４．４１ １８．７	
１１ 
 インオラリオ 牡７鹿 ５７ 内田 博幸藤田 孟司氏 吉村 圭司 米 Takeshi

Fujita ５２４－ ４１：２４．５� ９．５

５１０ デュアルスウォード 牡４黒鹿５５ 武士沢友治 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４６４－ ９１：２４．６� ３６．１�
５９ ワンダーポデリオ 牡８鹿 ５７ 津村 明秀山本 信行氏 藤岡 範士 新冠 アラキフアーム ４７６－ ２１：２４．７� １９６．２�
６１１ ゴールドバシリスク 牡５鹿 ５６ 北村 宏司居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム ５００＋ ２ 〃 クビ ４３．０
７１４
 ファリダット 牡７青鹿５７ 石橋 脩前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Management ４７０－１０１：２４．８クビ ２．８�
３５ � サクラシャイニー 牡６栗 ５６ 松岡 正海�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４５０＋ ４１：２５．０１	 ６０．０�
１２ トシギャングスター 牡５芦 ５６ 吉田 豊田畑 利彦氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ４６４－１２１：２５．１� ９３．７�
２３ シゲルソウウン ５栗 ５６ 柴田 善臣森中 蕃氏 高野 友和 新ひだか 仲野牧場 ５０４＋ ８１：２５．３１ １１８．０�
８１５ ボ レ ア ス 牡４鹿 ５５ 丸山 元気金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４７０－ ２１：２６．０４ ３３．３�
４７ スズカコーズウェイ 牡８栗 ５８ 横山 典弘永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４７６± ０１：２６．３２ １４７．５�

（１６頭）

売 得 金
単勝： ８７，７２９，１００円 複勝： １１５，７０７，３００円 枠連： ６８，２３６，２００円 馬連： ３１９，６１２，９００円 馬単： １７０，３５０，８００円

ワイド： １０９，７１２，５００円 ３連複： ４１５，３７３，８００円 ３連単： ８２０，７４４，４００円 ５重勝： ６７６，８９８，５００円 計： ２，７８４，３６５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １９０円 � ２７０円 � ３，６００円 枠 連（２－６） １，３７０円

馬 連 �� １，６１０円 馬 単 �� ２，６３０円

ワ イ ド �� ６９０円 �� １３，３９０円 �� ２０，４６０円

３ 連 複 ��� １０２，７３０円 ３ 連 単 ��� ３６１，６２０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����� ６，８４３，１７０円

票 数

単勝票数 計 ８７７２９１ 的中 � １８４０１４（２番人気）
複勝票数 計１１５７０７３ 的中 � １９４１７１（２番人気）� １１９４９２（４番人気）� ６３９２（１６番人気）
枠連票数 計 ６８２３６２ 的中 （２－６） ３７００６（６番人気）
馬連票数 計３１９６１２９ 的中 �� １４７２８０（６番人気）
馬単票数 計１７０３５０８ 的中 �� ４７８０６（７番人気）
ワイド票数 計１０９７１２５ 的中 �� ４２５６６（５番人気）�� １９４３（８５番人気）�� １２６９（９５番人気）
３連複票数 計４１５３７３８ 的中 ��� ２９８４（２０４番人気）
３連単票数 計８２０７４４４ 的中 ��� １６７５（８１２番人気）
５重勝票数 差引計６７６８９８５（返還計 ０ ） 的中 ����� ７３

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ガ ン ジ ス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Silver Deputy デビュー ２０１２．１．１４ 京都１着

２００９．４．４生 牡３栗 母 ジュメイラビーチ 母母 Adoradancer ９戦４勝 賞金 ７２，９７６，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１１頭 アドマイヤスワット号・カリバーン号・シセイカグヤ号・ショウナンライジン号・スペシャルハート号・

スリーアリスト号・ダノンエリモトップ号・トーホウチェイサー号・フライングアップル号・ホワイトピルグリム号・
マルカベンチャー号

２７０３６１０月８日 晴 良 （２４東京４）第３日 第１２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時２０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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１９．６
１：１９．０

良

良

７１３ サトノヒーロー 牡３黒鹿５５ 内田 博幸里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５２６＋ ２１：２１．１ ３．０�

７１４ ゴールドカルラ 牝４鹿 ５５ 横山 典弘磯波 勇氏 高木 登 新冠 守矢牧場 ５１０＋ ６１：２１．４１� ３．６�
６１１ ラブグランデー 牝５鹿 ５５ 西田雄一郎増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか パラダイス・ファーム ４６８＋ ６１：２１．５� １４．４�
７１５ ミラクルピッチ 牝３黒鹿５３ 北村 宏司松尾 正氏 柴崎 勇 新ひだか 土居 忠吉 ４４８－ ２１：２１．６� ２９．８�
４７ ジェネスサンキュー 牡４芦 ５７ 三浦 皇成山口 真吾氏 田島 俊明 日高 藤本ファーム ４５４＋ ８１：２１．７� ２５．１�
１２ マウントビスティー 牡３栗 ５５ 江田 照男備前島敏子氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ４６４－ ２ 〃 クビ ７．８�
５１０ レッドストラーダ 牡４鹿 ５７ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 ４９０＋ ４１：２１．８� １７．０	
５９ 	 アンビホールドゥン 牝３芦 ５３ 松岡 正海
大樹ファーム 藤岡 健一 米 Mr. & Mrs. Samuel

H. Rogers Jr. ４６０＋ ６１：２１．９クビ ９．０�
８１８ トシザグレイト 牡３鹿 ５５

５２ ▲原田 和真上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 ４５０－ ８１：２２．１１� １０．１�
１１ ドリームバラード 牝３黒鹿５３ 吉田 隼人ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 B４４８＋１２１：２２．２� １０３．５
８１７ ヒダカアルテミス 牝４栗 ５５

５２ ▲杉原 誠人
辻牧場 栗田 徹 浦河 辻 牧場 ４９６－ ４１：２２．５２ １５６．４�
８１６ テイエムコウノトリ 牝３黒鹿５３ 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド ４５２± ０１：２２．６クビ ３５．０�
３５ ラインロバート 牡３青鹿 ５５

５３ △嶋田 純次大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム ４５８－ ４ 〃 クビ １６４．２�
２４ ザ キ ャ ッ プ 牡３黒鹿５５ 田辺 裕信 �千葉パブリックゴ

ルフコース 池上 昌弘 浦河 三嶋牧場 B４６２－１４１：２２．７クビ ７１．３�
６１２ バトルキトリ 牝３栗 ５３ 中舘 英二宮川 秋信氏 牧 光二 新ひだか 前田牧場 ４５６± ０ 〃 クビ ９７．６�
３６ マ シ ラ 牝５鹿 ５５

５２ ▲横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６６＋ ２ 〃 アタマ ５５．８�

４８ 
 バージンロード 牝３鹿 ５３ 柴田 大知泉 一郎氏 嶋田 潤 新ひだか 坂本牧場 B４６０＋ ８ 〃 ハナ ２６７．９�
２３ フォゲラバーディ 牝３青鹿５３ 大野 拓弥平田 修氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４１６＋１０１：２３．２３ ３２９．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ５４，６６６，７００円 複勝： ７７，５１７，７００円 枠連： ５１，３４０，９００円

馬連： １５４，６５１，７００円 馬単： ９３，３２８，５００円 ワイド： ６５，６２９，８００円

３連複： ２１１，７５６，６００円 ３連単： ３９８，１２４，４００円 計： １，１０７，０１６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � ２６０円 枠 連（７－７） ３９０円

馬 連 �� ４００円 馬 単 �� ７２０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ５９０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� ２，０００円 ３ 連 単 ��� ６，９６０円

票 数

単勝票数 計 ５４６６６７ 的中 � １４７８２９（１番人気）
複勝票数 計 ７７５１７７ 的中 � １７４２８９（１番人気）� １４２４４７（２番人気）� ６０９５７（６番人気）
枠連票数 計 ５１３４０９ 的中 （７－７） ９７４１８（１番人気）
馬連票数 計１５４６５１７ 的中 �� ２９１９６４（１番人気）
馬単票数 計 ９３３２８５ 的中 �� ９６４３８（１番人気）
ワイド票数 計 ６５６２９８ 的中 �� ８９５４０（１番人気）�� ２５２１２（４番人気）�� １８３８７（９番人気）
３連複票数 計２１１７５６６ 的中 ��� ７８３１９（４番人気）
３連単票数 計３９８１２４４ 的中 ��� ４２２３０（７番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１１．３―１１．８―１１．６―１１．２―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．４―３４．７―４６．５―５８．１―１：０９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．４―３F３４．６
３ ４，２，１２，１６（３，９）（１３，１７）１０（１，１１，１４）８（６，１５）５－（７，１８） ４ ４－２－１２（３，１６）９（１０，１３，１７）１４（１，１１）１５（８，６）（５，７，１８）

勝馬の
紹 介

サトノヒーロー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Danehill デビュー ２０１１．７．９ 函館６着

２００９．３．１５生 牡３黒鹿 母 サトノアマゾネス 母母 Prawn Cocktail ５戦２勝 賞金 １２，５２０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 スウィングガール号

５レース目



（２４東京４）第３日 １０月８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 １７３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

２０１，５３０，０００円
２，０８０，０００円
６，２５０，０００円
１，２９０，０００円
１８，１５０，０００円
６０，２５６，０００円
５，１２４，６００円
１，６６０，８００円

勝馬投票券売得金
４１９，７７７，９００円
７１０，１８６，１００円
３２３，３０７，９００円
１，１６２，９４３，３００円
７３９，６７６，０００円
４７８，２０１，０００円
１，４８１，５７４，８００円
２，８５４，３８１，３００円
６７６，８９８，５００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
５ 重 勝
計 ８，８４６，９４６，８００円

総入場人員 ３４，８４５名 （有料入場人員 ３３，０５３名）


