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2700110月5日 雨 重 （25東京4）第1日 第1競走 ��1，400�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
1：23．1
1：23．1

重
重

59 マーセブナカヤマ 牡2鹿 55 田辺 裕信�中山牧場 尾形 和幸 浦河 中山牧場 528－ 21：25．8 2．7�
24 ディアポジション 牡2黒鹿55 横山 典弘ディアレスト 新開 幸一 青森 石田 英機 468＋ 41：26．22� 7．5�
12 ダンディーライアン 牡2鹿 55 梶 晃啓 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 田原橋本牧場 494± 01：26．3� 9．0�
36 ゴールドクレセント 牡2鹿 55 北村 宏司居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム 462＋ 2 〃 ハナ 43．9�
815 バイタルワンダー �2青鹿55 宮崎 北斗伊東 純一氏 尾形 充弘 日高 メイプルファーム 452± 01：26．51� 26．5�
47 トウカイリーブル 牡2鹿 55 江田 照男内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 松栄牧場 470＋ 6 〃 ハナ 153．6	
48 ジェイケイニュース 牡2栗 55 戸崎 圭太小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 458＋161：26．6� 7．6

11 フライバイナイト 牝2鹿 54 松山 弘平日下部勝德氏 栗田 徹 新冠 有限会社 大

作ステーブル 410± 01：27．02� 21．1�
23 ヴィーグジャンプ 牡2栗 55 津村 明秀栗山 良子氏 土田 稔 日高 新井 昭二 436－ 21：27．1� 105．2�
611 カ プ チ ー ノ 牡2鹿 55 柴田 善臣小野 博郷氏 柴田 政人 新ひだか 稲葉牧場 454＋ 81：27．2� 88．8
35 サクセスコード 牡2黒鹿55 石橋 脩吉田 正志氏 武藤 善則 安平 追分ファーム 474－141：27．62� 6．3�
612 カンスタントリー 牡2鹿 55 田中 勝春平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 482± 01：27．7� 18．2�
816 シゲルナガト 牝2鹿 54 柴田 大知森中 蕃氏 武市 康男 新ひだか 前田 宗将 472＋ 41：27．91� 26．9�
713 ナンヨーコトネ 牝2栗 54 吉田 豊中村 德也氏 斎藤 誠 えりも エクセルマネジメント 450± 01：28．0� 12．3�
510 ド ゥ ク ト ル 牡2黒鹿55 丸田 恭介伊達 敏明氏 手塚 貴久 日高 サンシャイン

牧場 478－ 61：28．63� 46．3�
714 アミフジテンショウ 牝2栗 54 大野 拓弥内藤 好江氏 矢野 照正 日高 内藤牧場 514＋ 41：29．98 56．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，254，200円 複勝： 34，390，700円 枠連： 13，056，500円
馬連： 45，408，600円 馬単： 29，064，100円 ワイド： 23，165，100円
3連複： 60，509，200円 3連単： 86，418，000円 計： 310，266，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 190円 � 280円 枠 連（2－5） 770円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 380円 �� 590円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 2，590円 3 連 単 ��� 9，290円

票 数

単勝票数 計 182542 的中 � 54698（1番人気）
複勝票数 計 343907 的中 � 91673（1番人気）� 46707（2番人気）� 24966（5番人気）
枠連票数 計 130565 的中 （2－5） 12632（2番人気）
馬連票数 計 454086 的中 �� 38271（2番人気）
馬単票数 計 290641 的中 �� 15209（1番人気）
ワイド票数 計 231651 的中 �� 16695（2番人気）�� 9604（4番人気）�� 4088（15番人気）
3連複票数 計 605092 的中 ��� 17303（5番人気）
3連単票数 計 864180 的中 ��� 6871（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．5―48．0―1：00．4―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マーセブナカヤマ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．8．25 新潟3着

2011．4．16生 牡2鹿 母 ユ タ カ ヒ メ 母母 ユタカダンサー 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走状況・騎手変更〕 ヴィーグジャンプ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。危険防止のため外枠から発走。騎手松岡正海は検査の

ため津村明秀に変更。検量のやり直しのため発走時刻14分遅延。
〔制裁〕 ダンディーライアン号の騎手梶晃啓は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。
〔その他〕 ヴィーグジャンプ号は，本会所定の服色を使用。
※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 ギンザデスポット号・シゲルキシュウ号・ダムキナ号・ブラックソヴリン号

2700210月5日 雨 稍重 （25東京4）第1日 第2競走 ��
��1，800�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
1：46．0
1：46．0

良
良

24 キミノナハセンター 牡2鹿 55 四位 洋文山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 478＋ 41：50．4 1．5�
12 モンサンカノープス 牡2鹿 55 後藤 浩輝山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 528＋ 61：50．61� 26．4�
816 サニーデイズ 牡2黒鹿55 津村 明秀星野 祐介氏 相沢 郁 日高 前野牧場 490－ 6 〃 ハナ 21．1�
11 ポートサイドカフェ 牡2黒鹿55 内田 博幸谷掛 龍夫氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 460＋ 41：50．7� 7．5�
23 ボールドジュニア 牡2栗 55 石橋 脩増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 446－ 4 〃 クビ 16．3�
47 ゴールドクラウス 牡2鹿 55 田辺 裕信磯波 勇氏 高木 登 新ひだか 城地 和義 456－ 41：50．8クビ 69．7�
36 イーグルアモン 牝2鹿 54 武士沢友治平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 442± 0 〃 アタマ 17．3	
611 レイニーアプローズ 牡2鹿 55 江田 照男吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 460－ 21：50．9� 58．8

815 ヒカルマナムスメ 牝2鹿 54 吉田 豊髙橋 京子氏 武藤 善則 新冠 守矢牧場 424± 0 〃 クビ 30．9�
48 カシノカーム 牡2芦 55 田中 勝春柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 454＋ 21：51．11� 40．9�
714 サムデイオーラム 牡2青鹿55 大野 拓弥ジェイアール 岩戸 孝樹 新ひだか 曾我 博 458－ 21：51．3	 13．0�
510 プリュヴィオーズ 牝2鹿 54 戸崎 圭太�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 福田牧場 448＋ 2 〃 ハナ 21．0�
612 ロブロイクリス 牡2栗 55 宮崎 北斗飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 464＋ 41：51．93� 164．7�
35 セイランマジック 牝2青鹿54 丸田 恭介田中 芳郎氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 410－141：52．11� 219．1�
713 コスモカイヤナイト 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 422＋ 21：52．31� 66．0�
59 ア サ ク ラ 牝2芦 54 松山 弘平荒井 元明氏 和田 正道 日高 サンシャイン

牧場 502－ 21：52．51� 148．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，881，900円 複勝： 74，229，200円 枠連： 13，869，200円
馬連： 45，212，800円 馬単： 36，575，500円 ワイド： 22，663，800円
3連複： 56，408，900円 3連単： 105，520，600円 計： 379，361，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 660円 � 520円 枠 連（1－2） 460円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 2，390円

ワ イ ド �� 820円 �� 730円 �� 4，610円

3 連 複 ��� 7，710円 3 連 単 ��� 17，620円

票 数

単勝票数 計 248819 的中 � 133975（1番人気）
複勝票数 計 742292 的中 � 498057（1番人気）� 11354（9番人気）� 14842（8番人気）
枠連票数 計 138692 的中 （1－2） 22405（1番人気）
馬連票数 計 452128 的中 �� 18518（8番人気）
馬単票数 計 365755 的中 �� 11322（10番人気）
ワイド票数 計 226638 的中 �� 6962（8番人気）�� 7956（6番人気）�� 1144（49番人気）
3連複票数 計 564089 的中 ��� 5401（28番人気）
3連単票数 計1055206 的中 ��� 4420（56番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―11．8―12．8―12．9―13．1―12．1―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．8―35．6―48．4―1：01．3―1：14．4―1：26．5―1：38．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．1―3F36．0

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キミノナハセンター �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Caerleon デビュー 2013．8．11 函館3着

2011．5．24生 牡2鹿 母 グレイトサンライズ 母母 Grace And Glory 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時50分に変更。
〔騎手変更〕 ボールドジュニア号の騎手松岡正海は，第1競走の発馬機内での負傷のため石橋脩に変更。
〔発走状況〕 イーグルアモン号は，発走地点で馬装整備。発走時刻4分遅延。
〔制裁〕 イーグルアモン号の調教師谷原義明は，枠入りの際に同馬の左頬革の尾錠が外れたことについて過怠金50，000円。

第４回 東京競馬 第１日



2700310月5日 雨 稍重 （25東京4）第1日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走11時10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
1：21．2
1：20．3

良
良

11 ヴァイスフェッター 牡2芦 55 蛯名 正義岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 462 ―1：25．1 8．4�
812 ダイワレジェンド 牝2栗 54 北村 宏司大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 484 ― 〃 ハナ 1．4�
69 オリエンタルダガー 牡2鹿 55 田辺 裕信棚網 基己氏 大江原 哲 浦河 小林 仁 432 ―1：25．2� 27．8�
33 ラブウィスパー 牝2青鹿54 柴田 大知増田 陽一氏 和田 雄二 むかわ 市川牧場 462 ―1：25．3� 16．2�
45 エスティリメイク 牝2栗 54 江田 照男 �エスティファーム 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 444 ―1：25．4� 13．1�
57 ヒロシデラックス 牡2栗 55 内田 博幸 Him Rock Racing 上原 博之 厚真 大川牧場 474 ―1：25．61� 10．0	
710 ウインインスパイア 牡2黒鹿55 戸崎 圭太
ウイン 斎藤 誠 新ひだか 本桐牧場 442 ―1：25．81� 15．6�
22 ディーエススワット 牡2栗 55 武士沢友治秋谷 壽之氏 成島 英春 新冠 川上牧場 442 ―1：26．01 32．3�
813 プラチナバディ 牡2鹿 55 吉田 豊 
クイーンズ・ランチ 田島 俊明 新ひだか 水上 習孝 448 ― 〃 ハナ 60．6
711 リ ト ル 牝2鹿 54 大野 拓弥柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 426 ―1：26．32 130．2�
68 カルネアデス 牡2鹿 55 石橋 脩手嶋 康雄氏 加藤 和宏 浦河 昭和牧場 452 ― 〃 クビ 147．7�
44 スパゲッティー 牡2鹿 55 大庭 和弥�大道牧場 蛯名 利弘 日高 旭 牧場 418 ―1：26．62 135．5�
56 ゴーストペッパー 牡2栗 55 松山 弘平 �キャロットファーム 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 472 ―1：28．6大差 41．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 23，962，900円 複勝： 70，677，600円 枠連： 8，687，300円
馬連： 36，372，100円 馬単： 32，957，600円 ワイド： 17，713，300円
3連複： 42，484，100円 3連単： 94，119，400円 計： 326，974，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 170円 � 110円 � 400円 枠 連（1－8） 470円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，360円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 15，760円

票 数

単勝票数 計 239629 的中 � 22621（2番人気）
複勝票数 計 706776 的中 � 48217（2番人気）� 510856（1番人気）� 14026（7番人気）
枠連票数 計 86873 的中 （1－8） 13705（1番人気）
馬連票数 計 363721 的中 �� 52496（1番人気）
馬単票数 計 329576 的中 �� 13913（7番人気）
ワイド票数 計 177133 的中 �� 23832（1番人気）�� 2734（19番人気）�� 8233（6番人気）
3連複票数 計 424841 的中 ��� 14554（8番人気）
3連単票数 計 941194 的中 ��� 4409（49番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．0―24．7―37．4―50．6―1：02．0―1：13．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァイスフェッター �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2011．3．8生 牡2芦 母 キタノシラユリ 母母 ハシノサライ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時20分に変更。
〔騎手変更〕 ディーエススワット号の騎手松岡正海は，第1競走の発馬機内での負傷のため武士沢友治に変更。

2700410月5日 雨
（ 芝 ）稍重
（ダート）不良（25東京4）第1日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時40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

610 マイネルロブスト 牡4黒鹿60 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 新冠 小泉牧場 496＋ 23：30．2 2．0�

69 トップストライド 牡5鹿 60 石神 深一�コオロ 萱野 浩二 日高 庄野牧場 506＋ 23：30．41 8．5�
58 � ラインミッシェル 牝4鹿 58 大江原 圭大澤 繁昌氏 根本 康広 新ひだか 上村 清志 438＋ 43：30．82� 6．3�
22 � プロジェクトブルー 牡6鹿 60 江田 勇亮 �ブルーマネジメント星野 忍 浦河 大道牧場 518＋183：31．11� 23．2�
814 ショウナンガーデン 牝5鹿 58 金子 光希国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 桑田牧場 456＋ 63：31．31	 4．1	
46 フクノアトリア 牝3鹿 56 上野 翔福島 実氏 伊藤 伸一 浦河 木村牧場 476± 03：31．61� 46．5

813 アンシャンテルール 牝5黒鹿58 高野 和馬柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 462＋ 63：32．34 21．8�
712 カワキタバルク 牡4青鹿60 小野寺祐太川島 吉男氏 大和田 成 日高 細川牧場 480＋103：37．7大差 118．8�
711 キープトライン 牡3鹿 58

56 ▲原田 和真岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 492＋163：38．23 156．4
45 エクセリオン 牡6芦 60 浜野谷憲尚岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 23：38．3クビ 17．4�
11 ビートマグナム 
3鹿 58 山本 康志加藤 信之氏 高橋 文雅 浦河 絵笛牧場 476＋ 63：38．72� 103．0�
57 ベロセットレコード 牡3鹿 58 草野 太郎塩田 清氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 488＋ 43：38．91 138．2�
33 ティアサンシャイン 牝3青鹿56 蓑島 靖典岩崎 銀一氏 谷原 義明 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 470－203：43．4大差 137．2�
34 � ベネチアブルー 牝5黒鹿58 鈴木 慶太 �ブルーマネジメント石栗 龍彦 安平 ノーザンファーム 466± 0 （競走中止） 92．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，519，600円 複勝： 24，988，800円 枠連： 12，305，900円
馬連： 32，746，700円 馬単： 24，573，400円 ワイド： 15，750，600円
3連複： 42，498，300円 3連単： 88，148，000円 計： 256，531，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 210円 � 160円 枠 連（6－6） 790円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 340円 �� 230円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 3，910円

票 数

単勝票数 計 155196 的中 � 63936（1番人気）
複勝票数 計 249888 的中 � 98220（1番人気）� 21497（4番人気）� 35095（3番人気）
枠連票数 計 123059 的中 （6－6） 11544（3番人気）
馬連票数 計 327467 的中 �� 30721（3番人気）
馬単票数 計 245734 的中 �� 15546（4番人気）
ワイド票数 計 157506 的中 �� 11365（4番人気）�� 19396（2番人気）�� 6159（6番人気）
3連複票数 計 424983 的中 ��� 29651（3番人気）
3連単票数 計 881480 的中 ��� 16655（8番人気）
上り 1マイル 1：50．2 4F 52．8－3F 39．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルロブスト �
�
父 ゼンノエルシド �

�
母父 メジロライアン デビュー 2011．6．26 中山1着

2009．3．11生 牡4黒鹿 母 コウエイベラドンナ 母母 スエヒロジョウオー 障害：3戦1勝 賞金 11，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時50分に変更。
〔発走状況〕 カワキタバルク号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔競走中止〕 ベネチアブルー号は，1周目6号障害〔いけ垣〕着地時に「ビートマグナム」号に触れ，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ビートマグナム号の騎手山本康志は，1周目6号障害を外側に斜飛したことについて平成25年10月12日から平成25年10月

13日まで騎乗停止。（被害馬：4番）
〔調教再審査〕 ビートマグナム号は，各障害を外側に斜飛したことについて障害調教再審査。



2700510月5日 雨 不良 （25東京4）第1日 第5競走 ��1，600�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 7，200，000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

33 ファストソング 牝3栗 53 丸田 恭介田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 出羽牧場 484± 01：36．8 9．8�
22 � オ フ シ ョ ア 牝4鹿 55 内田 博幸 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム B458＋141：37．01� 5．4�
68 アルボランシー 牝5栗 55 武士沢友治 �ローレルレーシング 和田 雄二 新冠 高瀬牧場 482± 01：37．1� 31．8�
56 マルシアーノ 牝3青鹿53 津村 明秀吉田 和美氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B474－ 6 〃 ハナ 21．8�
44 サクセスセレーネ 牝4黒鹿55 田辺 裕信髙嶋 哲氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 446＋ 41：37．2� 12．3�
57 グリューネヴォッヘ 牝3鹿 53 北村 宏司吉田 勝己氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 472＋ 61：37．3� 2．0	
11 マイカーニバル 牝3栗 53 松山 弘平小林竜太郎氏 北出 成人 えりも エクセルマネジメント 454－ 81：37．93� 22．3

813� ア リ ア ー ヌ 牝4鹿 55 柴田 大知岩﨑 僖澄氏 蛯名 利弘 浦河 宮内牧場 456＋ 41：38．0� 210．4�
710 ツーオブアス 牝4黒鹿55 後藤 浩輝�前川企画 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 466＋ 61：38．21� 6．5
812 ツクバエトワール 牝3鹿 53 蛯名 正義荻原 昭二氏 戸田 博文 安平 追分ファーム 460＋ 21：38．51	 18．5�
711 パルトゥーラ 牝3栗 53 宮崎 北斗加藤 誠氏 田中 剛 洞爺湖 メジロ牧場 B436＋ 2 〃 クビ 51．1�
69 モ リ ミ ヤ ビ 牝3栗 53 江田 照男�森島商事 牧 光二 安平 ノーザンファーム B440＋ 61：39．45 66．4�
45 ヒアルロンサン 牝3鹿 53 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 小池 博幸 B450± 0 〃 クビ 70．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，046，400円 複勝： 32，790，700円 枠連： 10，787，400円
馬連： 42，874，200円 馬単： 31，487，700円 ワイド： 21，345，300円
3連複： 52，502，400円 3連単： 97，702，800円 計： 309，536，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 240円 � 200円 � 390円 枠 連（2－3） 1，890円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 4，600円

ワ イ ド �� 720円 �� 2，380円 �� 2，140円

3 連 複 ��� 17，130円 3 連 単 ��� 99，730円

票 数

単勝票数 計 200464 的中 � 16166（4番人気）
複勝票数 計 327907 的中 � 37364（3番人気）� 50533（2番人気）� 19012（6番人気）
枠連票数 計 107874 的中 （2－3） 4227（8番人気）
馬連票数 計 428742 的中 �� 16953（7番人気）
馬単票数 計 314877 的中 �� 5060（17番人気）
ワイド票数 計 213453 的中 �� 7741（6番人気）�� 2147（23番人気）�� 2396（22番人気）
3連複票数 計 525024 的中 ��� 2262（52番人気）
3連単票数 計 977028 的中 ��� 723（266番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．6―12．2―12．4―12．3―12．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．0―34．6―46．8―59．2―1：11．5―1：24．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．6
3 ・（4，6，9）－12，1，7，11（5，10）（13，3）8，2 4 ・（4，6，9）－12，1（11，7）（5，10）（13，3）（8，2）

勝馬の
紹 介

ファストソング �
�
父 ヘクタープロテクター �

�
母父 カリズマティック デビュー 2012．12．1 中京12着

2010．5．11生 牝3栗 母 ステッバイステップ 母母 オ ル ビ タ ル 13戦2勝 賞金 18，120，000円
※マイカーニバル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2700610月5日 雨 稍重 （25東京4）第1日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時00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
1：56．1
1：56．1

良
良

58 � アンバサドゥール 牡4鹿 57 武士沢友治伊藤 元庸氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 460＋ 42：00．9 21．0�
713 ダイアゴナルクロス 牝3鹿 53 横山 典弘 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 496＋102：01．11 2．7�
611 ヴェリタラブ 牝3鹿 53 柴田 善臣山科 統氏 二ノ宮敬宇 浦河 バンダム牧場 448＋12 〃 クビ 25．9�
59 ブロードスター 	3鹿 55 松山 弘平安原 浩司氏 鮫島 一歩 浦河 バンブー牧場 480－ 42：01．2クビ 25．1�
815 アサクサマジック 	4黒鹿57 北村 宏司田原 慶子氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 508－ 22：01．3
 5．3�
23 クラーロデルナ 牡4鹿 57 田辺 裕信山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 488± 0 〃 アタマ 9．1	
46 � グランデスバル 牡5栗 57 草野 太郎 �グランデオーナーズ 星野 忍 浦河 鵜木 唯義 492＋ 42：01．51
 188．3

47 エルヴィスバローズ 牡5鹿 57 江田 照男猪熊 広次氏 牧 光二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B498＋ 42：01．81� 69．1�
610 トーセンジャステス 牡3鹿 55 内田 博幸島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム 528＋102：01．9
 9．5
814 マイネルバランシン 牡3黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 田原橋本牧場 490＋ 42：02．11� 48．6�
712 ヴァルナビスティー 牡5黒鹿57 吉田 豊備前島敏子氏 尾形 充弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500＋ 42：02．2� 13．2�
34 フ ァ ミ ー ユ 牡3黒鹿55 戸崎 圭太吉田 和子氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－ 22：02．41
 15．7�
35 タイセイボルト 牡3青鹿55 石橋 脩田中 成奉氏 矢作 芳人 新冠 新冠橋本牧場 B458± 02：02．72 8．3�
22 スカイタロー 牡3鹿 55 嘉藤 貴行元屋地文明氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 490＋ 22：03．33
 233．5�
11 ニシノヘリオス 牡3青鹿55 大野 拓弥西山 茂行氏 田村 康仁 日高 メイプルファーム 480± 02：03．51
 17．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，667，000円 複勝： 39，280，400円 枠連： 16，691，000円
馬連： 58，355，000円 馬単： 35，173，600円 ワイド： 27，476，600円
3連複： 69，919，800円 3連単： 110，450，400円 計： 380，013，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，100円 複 勝 � 390円 � 150円 � 550円 枠 連（5－7） 1，280円

馬 連 �� 2，300円 馬 単 �� 7，300円

ワ イ ド �� 770円 �� 3，760円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 15，680円 3 連 単 ��� 102，150円

票 数

単勝票数 計 226670 的中 � 8511（9番人気）
複勝票数 計 392804 的中 � 22252（7番人気）� 103065（1番人気）� 14670（11番人気）
枠連票数 計 166910 的中 （5－7） 9661（5番人気）
馬連票数 計 583550 的中 �� 18755（7番人気）
馬単票数 計 351736 的中 �� 3559（25番人気）
ワイド票数 計 274766 的中 �� 9215（5番人気）�� 1728（45番人気）�� 5543（15番人気）
3連複票数 計 699198 的中 ��� 3292（54番人気）
3連単票数 計1104504 的中 ��� 798（333番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―11．5―12．0―12．3―12．1―12．5―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�
12．8―24．2―35．7―47．7―1：00．0―1：12．1―1：24．6―1：36．5―1：48．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．8―3F36．3

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

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

勝馬の
紹 介

�アンバサドゥール �
�
父 サムライハート �

�
母父 アンバーシヤダイ

2009．5．9生 牡4鹿 母 オオシマサリー 母母 オオシマダリア 11戦1勝 賞金 14，800，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 アンバサドゥール号の騎手松岡正海は，第1競走の発馬機内での負傷のため武士沢友治に変更。



2700710月5日 小雨 不良 （25東京4）第1日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時30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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

36 サルバドールハクイ 牡3鹿 55 内田 博幸則武 輝一氏 相沢 郁 浦河 北俣ファーム B456± 01：24．1 6．8�
510 キタサンミカヅキ 牡3鹿 55 武士沢友治�大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 524－ 21：24．42 4．6�
47 � ラヴィーズバード 牝4鹿 55 津村 明秀藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 446＋121：24．61� 18．6�
714� ザゲームイズオン 牡4鹿 57 戸崎 圭太大塚 亮一氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 494± 01：24．91� 10．7�
11 ニシノオドリコ 牝3栗 53

50 ▲原田 和真西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 高昭牧場 472＋ 41：25．0� 92．4�
12 ナスノクロス 牝3鹿 53 田中 勝春	須野牧場 新開 幸一 栃木 恵比寿興業株式

会社	須野牧場 494－ 61：25．21� 33．5

48 モレサンドニ 牝3栗 53 蛯名 正義密山 根成氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 444－ 4 〃 クビ 22．8�
23 インストアイベント 牡3栗 55 横山 典弘 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 488＋ 21：25．41� 3．9�
35 タイキグラミー 牝3鹿 53 石橋 脩�大樹ファーム 尾形 充弘 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 466＋14 〃 同着 3．7
816 ゴールドマズル 牡3鹿 55 上野 翔河村 祥史氏 嶋田 潤 登別 ユートピア牧場 468＋ 6 〃 クビ 306．2�
713 ハヤブサフィーバー 牡4栗 57 田辺 裕信武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B490－ 61：25．71� 18．5�
24 ジョウノメジャー 	4栗 57 北村 宏司小川 義勝氏 森 秀行 日高 三城牧場 470－ 41：26．02 150．8�
611 ワンダーアベニール 牡3鹿 55 松山 弘平山本 信行氏 小崎 憲 浦河 荻伏三好フ

アーム 488＋ 21：26．31� 37．0�
59 ブードゥーロア 	4芦 57 大野 拓弥 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B534± 01：26．51
 33．7�
815 ピーコックグリーン 牝3芦 53 丸田 恭介岡田 牧雄氏 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 8 〃 アタマ 178．2�
612 エキスカベイター 牝3鹿 53 吉田 豊大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社

大原ファーム 494＋141：27．67 214．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，524，900円 複勝： 41，495，500円 枠連： 18，054，600円
馬連： 61，700，100円 馬単： 35，266，800円 ワイド： 27，025，900円
3連複： 70，940，100円 3連単： 117，349，800円 計： 397，357，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 230円 � 180円 � 390円 枠 連（3－5） 500円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 3，050円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，400円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 5，790円 3 連 単 ��� 29，230円

票 数

単勝票数 計 255249 的中 � 29997（4番人気）
複勝票数 計 414955 的中 � 48471（4番人気）� 70827（2番人気）� 23796（7番人気）
枠連票数 計 180546 的中 （3－5） 26696（1番人気）
馬連票数 計 617001 的中 �� 33955（6番人気）
馬単票数 計 352668 的中 �� 8536（11番人気）
ワイド票数 計 270259 的中 �� 14047（4番人気）�� 4587（18番人気）�� 5434（15番人気）
3連複票数 計 709401 的中 ��� 9056（20番人気）
3連単票数 計1173498 的中 ��� 2963（91番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．8―12．1―12．0―12．3―12．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サルバドールハクイ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2012．11．4 東京2着

2010．3．21生 牡3鹿 母 ホウライホーセキ 母母 ホウライコメット 8戦2勝 賞金 17，900，000円
〔騎手変更〕 エキスカベイター号の騎手松岡正海は，第1競走の発馬機内での負傷のため吉田豊に変更。
〔その他〕 エキスカベイター号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 エキスカベイター号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年11月5日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 パフォームワンダー号・マイカーニバル号

2700810月5日 小雨 稍重 （25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00分 （芝・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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

11 ダイワストリーム 牝3栗 53 田辺 裕信大城 敬三氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム 476－ 21：34．4 9．7�
66 フジマサエンペラー 牡4黒鹿57 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 506＋ 4 〃 クビ 1．8�
22 カフェリュウジン 牡3鹿 55 後藤 浩輝西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 522＋ 21：34．71� 11．8�
55 ローズノーブル 牝4青 55 北村 宏司 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 424＋101：34．91	 5．8�
33 バロンドゥフォール 牡3鹿 55 蛯名 正義窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 468＋ 6 〃 アタマ 9．2�
78 ビームライフル 牡4青鹿57 戸崎 圭太西山 茂行氏 須貝 尚介 新ひだか 本桐牧場 466± 01：35．0
 7．1	
44 トーセンマルス 牡5鹿 57 吉田 豊島川 
哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム 436＋ 21：35．1� 27．2�
89 マイネイディール 牝5青鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 白井牧場 498＋ 81：35．41� 147．8
810 キョウエイアシュラ 牡6鹿 57 内田 博幸田中 晴夫氏 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 466＋ 2 〃 クビ 74．9�
77 � エレガンテココ 牝5青 55 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 城地 清満 442＋ 21：35．72 38．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 40，095，700円 複勝： 73，840，200円 枠連： 14，551，200円
馬連： 68，587，000円 馬単： 53，283，600円 ワイド： 31，730，100円
3連複： 75，211，900円 3連単： 196，656，500円 計： 553，956，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 220円 � 110円 � 250円 枠 連（1－6） 920円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 380円 �� 810円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，880円 3 連 単 ��� 13，290円

票 数

単勝票数 計 400957 的中 � 32896（5番人気）
複勝票数 計 738402 的中 � 54438（4番人気）� 372255（1番人気）� 45804（6番人気）
枠連票数 計 145512 的中 （1－6） 11710（4番人気）
馬連票数 計 685870 的中 �� 52600（4番人気）
馬単票数 計 532836 的中 �� 16669（9番人気）
ワイド票数 計 317301 的中 �� 22010（4番人気）�� 9014（11番人気）�� 18998（5番人気）
3連複票数 計 752119 的中 ��� 29599（8番人気）
3連単票数 計1966565 的中 ��� 10928（43番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―12．0―12．4―12．5―11．3―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．2―35．2―47．6―1：00．1―1：11．4―1：22．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワストリーム �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2012．12．16 中山2着

2010．3．5生 牝3栗 母 ダイワエンジェル 母母 プリンセススキー 8戦3勝 賞金 33，913，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



2700910月5日 小雨 稍重 （25東京4）第1日 第9競走 ��
��1，400�サ フ ラ ン 賞

発走14時35分 （芝・左）
牝，2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．2
1：20．3

良
良

11 フォーエバーモア 牝2栗 54 蛯名 正義 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 458＋ 41：22．5 9．7�
35 ニシノミチシルベ 牝2鹿 54 四位 洋文西山 茂行氏 手塚 貴久 新冠 川上牧場 464－ 41：22．71� 10．6�
12 ミュゼリトルガール 牝2鹿 54 田辺 裕信髙橋 仁氏 大江原 哲 新冠 若林牧場 430± 01：22．8� 4．1�
715 アラマサクロフネ 牝2鹿 54 吉田 豊�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 478＋ 2 〃 クビ 14．1�
59 マ ユ キ 牝2栗 54 柴田 善臣�LS.M 森 秀行 新ひだか タガミファーム 448－ 21：23．01� 3．8	
714 デスティニーラブ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太金山 克己氏 斎藤 誠 浦河 大北牧場 432＋ 2 〃 アタマ 15．5

510 クリノコマチ 牝2栗 54 北村 宏司栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 450－ 21：23．21� 46．0�
611 コスモマイルール 牝2栗 54 石橋 脩岡田 繁幸氏 萱野 浩二 浦河 久保 昇 424－ 6 〃 クビ 163．1�
24 タカラジャンヌ 牝2鹿 54 横山 典弘村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 410－ 41：23．41� 41．6
818 タカミツスズラン 牝2鹿 54 丸田 恭介高橋 光雄氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 446＋ 21：23．5クビ 82．3�
713 ファンファーレ 牝2栗 54 後藤 浩輝�ミルファーム 武市 康男 えりも エクセルマネジメント 468＋ 2 〃 クビ 20．6�
47 チ ュ ロ 牝2黒鹿54 内田 博幸エデンアソシエーション 牧 光二 日高 天羽牧場 462－ 2 〃 ハナ 11．2�
48 コスモエルデスト 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 美波 浦河 鳥井 征士 436＋ 41：23．6クビ 85．3�
36 サ グ レ ス 牝2黒鹿54 大野 拓弥 �キャロットファーム 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 448＋ 4 〃 クビ 7．9�
817 デサフィナード 牝2鹿 54 武士沢友治�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 424－ 41：23．81� 252．3�
816 フリュクティドール 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 日高 戸川牧場 420＋ 61：23．9クビ 19．8�
23 フラワーハート 牝2鹿 54 江田 照男花垣 テル氏 本間 忍 新冠 松浦牧場 450＋ 8 〃 ハナ 105．5�
612 タマモエスカルゴ 牝2青鹿54 田中 勝春タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 456－ 21：24．64 76．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 38，222，300円 複勝： 61，272，600円 枠連： 33，650，600円
馬連： 97，431，100円 馬単： 54，918，500円 ワイド： 40，520，300円
3連複： 116，196，500円 3連単： 188，506，600円 計： 630，718，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 280円 � 310円 � 190円 枠 連（1－3） 720円

馬 連 �� 4，440円 馬 単 �� 8，920円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 750円 �� 940円

3 連 複 ��� 6，420円 3 連 単 ��� 56，510円

票 数

単勝票数 計 382223 的中 � 31099（4番人気）
複勝票数 計 612726 的中 � 53994（4番人気）� 47827（6番人気）� 102063（2番人気）
枠連票数 計 336506 的中 （1－3） 34704（2番人気）
馬連票数 計 974311 的中 �� 16200（17番人気）
馬単票数 計 549185 的中 �� 4545（34番人気）
ワイド票数 計 405203 的中 �� 6082（21番人気）�� 13713（5番人気）�� 10723（8番人気）
3連複票数 計1161965 的中 ��� 13358（15番人気）
3連単票数 計1885066 的中 ��� 2462（167番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．6―12．2―11．8―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．2―47．4―59．2―1：10．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F35．1
3 6（8，16）（3，12，15）13，1，10（4，14，18）2，9，5，7，11，17 4 6，8，16（3，12，15）（4，13，1）（5，2，18）10（9，14）（7，11）17

勝馬の
紹 介

フォーエバーモア �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Pentelicus デビュー 2013．8．11 新潟1着

2011．2．6生 牝2栗 母 エターナルビート 母母 Double Wiggle 2戦2勝 賞金 16，885，000円
〔騎手変更〕 ニシノミチシルベ号の騎手松岡正海は，第1競走の発馬機内での負傷のため四位洋文に変更。

2701010月5日 小雨 稍重 （25東京4）第1日 第10競走 ��
��2，400�オクトーバーステークス

発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，24．10．6以降25．9．29まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬
および未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

11 ホッコーブレーヴ 牡5鹿 56 田辺 裕信矢部 幸一氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 484＋ 62：26．3 4．9�
24 スーパームーン 牡4青鹿56 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 504－ 2 〃 クビ 4．2�
36 マイネオーチャード 牝5栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ムラカミファーム 458＋ 22：26．51� 11．1�
12 マイネルマーク 牡5青鹿57 戸崎 圭太 �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 B466＋10 〃 アタマ 6．7�
612� レオプログレス 牡8青 55 大野 拓弥�レオ 萱野 浩二 様似 清水 誠一 464－ 2 〃 ハナ 21．6�
35 ジャングルハヤテ 牡6黒鹿54 津村 明秀伊藤 誠吉氏 大和田 成 新ひだか グランド牧場 492＋ 22：26．6� 26．5	
714 メイショウジンム 牡7鹿 54 後藤 浩輝松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 杵臼斉藤牧場 444－ 22：26．7クビ 41．3

510 ヴァーゲンザイル 	5黒鹿55 田中 勝春 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 454± 02：26．91
 19．5�
59 クリールカイザー 牡4栗 57．5 吉田 豊横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 480＋ 82：27．0� 4．7
48 トウカイオーロラ 牡6黒鹿55 柴田 善臣内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 458－242：27．21
 41．1�
816 コウエイオトメ 牝5鹿 53 丸田 恭介西岡 静男氏 松元 茂樹 新冠 石郷岡 雅樹 480－ 2 〃 クビ 32．1�
611 タ イ タ ン 牡5栗 56 横山 典弘深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 470－102：27．52 13．5�
47 ドリームゴスペル 牡6鹿 54 武士沢友治セゾンレースホース� 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 538＋ 62：27．71
 59．3�
23 ネオブラックダイヤ 牡5青鹿54 北村 宏司小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－ 8 〃 アタマ 21．8�
815 メイショウドンタク 牡7黒鹿54 石橋 脩松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 500＋ 62：28．12� 91．5�
713 マッキーバッハ 牡8鹿 53 江田 照男薪浦 亨氏 牧田 和弥 門別 浜本牧場 484＋ 4 〃 クビ 259．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，980，200円 複勝： 69，078，500円 枠連： 35，285，500円
馬連： 126，162，100円 馬単： 62，463，800円 ワイド： 47，731，000円
3連複： 151，936，100円 3連単： 247，952，300円 計： 777，589，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 180円 � 180円 � 260円 枠 連（1－2） 690円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 2，770円

ワ イ ド �� 540円 �� 850円 �� 930円

3 連 複 ��� 4，430円 3 連 単 ��� 20，870円

票 数

単勝票数 計 369802 的中 � 60196（3番人気）
複勝票数 計 690785 的中 � 109248（2番人気）� 114522（1番人気）� 60725（5番人気）
枠連票数 計 352855 的中 （1－2） 37838（2番人気）
馬連票数 計1261621 的中 �� 71635（3番人気）
馬単票数 計 624638 的中 �� 16650（6番人気）
ワイド票数 計 477310 的中 �� 22751（2番人気）�� 13616（7番人気）�� 12456（9番人気）
3連複票数 計1519361 的中 ��� 25333（8番人気）
3連単票数 計2479523 的中 ��� 8772（35番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．0―12．7―12．8―12．8―12．5―12．1―11．9―11．5―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．2―36．2―48．9―1：01．7―1：14．5―1：27．0―1：39．1―1：51．0―2：02．5―2：14．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F35．3
1
3
13，15（6，16）（2，12）9（5，11）4（10，14）1（3，8）7
13，15（6，9）16（12，11）2（4，5，14）（1，10，8）（3，7）

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

勝馬の
紹 介

ホッコーブレーヴ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2010．11．6 東京6着

2008．4．7生 牡5鹿 母 ホッコーメモリー 母母 ヤサカシヨウリ 20戦5勝 賞金 80，539，000円



2701110月5日 小雨 不良 （25東京4）第1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 392，000円 112，000円 56，000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 ゴールスキー 牡6黒鹿56 柴田 善臣 �社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム 484－ 81：22．4 5．6�
35 キ ズ マ 牡4鹿 56 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494－ 41：22．71	 4．9�
36 ガ ン ジ ス 牡4栗 56 蛯名 正義林 正道氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 502± 0 〃 クビ 3．2�
48 ノーザンリバー 牡5鹿 56 内田 博幸林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 474－ 61：23．02 9．3�
47 シセイオウジ 牡6栗 56 田中 勝春猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 464－ 2 〃 ハナ 36．0�
23 デュアルスウォード 牡5黒鹿55 北村 宏司 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 アタマ 15．1	
11 
 ファリダット 牡8青鹿57 吉田 豊前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Management 474－ 2 〃 アタマ 25．2

713 タイセイファントム 牡5鹿 56 戸崎 圭太田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 バンダム牧場 450＋ 21：23．1� 29．7�
816 ウォータールルド 牡5黒鹿56 石橋 脩山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 480－ 21：23．2� 32．7�
59 トキノエクセレント 牡5黒鹿56 横山 典弘田中 準市氏 矢野 照正 浦河 三嶋牧場 466－ 41：23．3クビ 19．9
815 サンライズブレット 牡5栗 56 松山 弘平松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム 472± 01：23．4	 6．8�
12 メイショウツチヤマ 牡6鹿 56 後藤 浩輝松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 488＋ 21：23．5� 58．0�
510 ト ラ バ ン ト 牡5栗 56 丸田 恭介吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 516＋ 6 〃 クビ 90．4�
714 トーホウチェイサー 牡6栗 56 田辺 裕信東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 482－ 21：23．6クビ 40．0�
24 コンフォーコ �8栗 56 江田 照男岡田 牧雄氏 佐山 優 静内 岡田スタツド 448－ 81：24．13 199．8�
611 ブルーデジャブ �6芦 56 大野 拓弥 �ブルーマネジメント大根田裕之 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 514＋ 21：26．2大差 250．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 69，320，100円 複勝： 135，234，300円 枠連： 65，497，400円
馬連： 284，588，900円 馬単： 134，232，000円 ワイド： 104，341，600円
3連複： 367，602，600円 3連単： 648，120，200円 計： 1，808，937，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 200円 � 210円 � 140円 枠 連（3－6） 560円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 3，530円

ワ イ ド �� 720円 �� 400円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 12，610円

票 数

単勝票数 計 693201 的中 � 98911（3番人気）
複勝票数 計1352343 的中 � 163734（3番人気）� 157424（4番人気）� 309411（1番人気）
枠連票数 計 654974 的中 （3－6） 86345（2番人気）
馬連票数 計2845889 的中 �� 116332（6番人気）
馬単票数 計1342320 的中 �� 28126（10番人気）
ワイド票数 計1043416 的中 �� 33296（7番人気）�� 66146（3番人気）�� 74252（1番人気）
3連複票数 計3676026 的中 ��� 143535（2番人気）
3連単票数 計6481202 的中 ��� 37954（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．2―47．3―59．1―1：10．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F35．1
3 5，10（2，6，11，16）（3，12，13）（1，9，15）（8，14）（4，7） 4 5（10，16）2，6（3，11）（1，13）（12，9，15）（4，8）14，7

勝馬の
紹 介

ゴールスキー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Nureyev デビュー 2009．12．20 阪神1着

2007．5．24生 牡6黒鹿 母 ニ キ ー ヤ 母母 Reluctant Guest 30戦7勝 賞金 192，866，000円
〔騎手変更〕 トラバント号の騎手松岡正海は，第1競走の発馬機内での負傷のため丸田恭介に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 エイシンオスマン号・エベレストオー号・サクラシャイニー号・ビウイッチアス号・フィールドシャイン号・

マルカボルト号・モンテエン号・レインスティック号

2701210月5日 小雨 不良 （25東京4）第1日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走16時25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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

59 コスモイーチタイム 牡5栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 448＋ 21：35．8 65．3�
612 シグナルプロシード 牡3鹿 55 戸崎 圭太髙樽さゆり氏 高橋 義忠 新ひだか 元道牧場 516＋ 21：35．9� 2．5�
35 ラヴェルソナタ 	5鹿 57 柴田 善臣 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 518＋ 4 〃 クビ 14．8�
24 クラリティーエス 牝3青鹿53 吉田 豊吉田 照哉氏 松山 康久 千歳 社台ファーム 478－ 41：36．11
 26．2�
816 サウンドトゥルー 牡3栗 55 大野 拓弥山田 弘氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 61：36．2� 4．6�
713 デルマヌラリヒョン 牡3鹿 55 丸田 恭介浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 484＋ 41：36．41
 11．2	
23 ル イ ー ズ 牝5青鹿55 北村 宏司大野 富生氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム B470－141：36．61� 121．2

12 フィールザラブ 牝4栗 55 田中 勝春櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 428＋10 〃 クビ 37．4�
11 ビッグリバティ 牡4青鹿57 津村 明秀�杵臼牧場 大和田 成 浦河 杵臼牧場 528＋141：36．7� 16．9�
815 ゴールウェイ 牝4鹿 55 四位 洋文吉田 和美氏 栗田 徹 洞爺湖 メジロ牧場 458＋ 61：36．91
 24．6
611 コスモシャンハイ 牡4鹿 57 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 日高 庫宝牧場 500＋ 4 〃 クビ 48．3�
47 � ニチリンローレル 牡5栗 57 石橋 脩岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 504＋ 81：37．11
 382．7�
36 スズカヴィグラス 牡4鹿 57 横山 典弘永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 B494＋ 41：37．63 4．3�
48 ディアフロイデ 牡5鹿 57

54 ▲原田 和真ディアレスト 松永 康利 新ひだか 八田ファーム 438－101：37．91� 160．0�
510� モズブラックアイ 牡4鹿 57 蛯名 正義浜野順之助氏 金成 貴史 日高 目黒牧場 490± 01：38．53� 90．1�
714 コンプリートゲーム 牡3鹿 55 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 520＋ 61：40．110 60．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，945，900円 複勝： 80，594，800円 枠連： 41，035，900円
馬連： 151，695，800円 馬単： 88，013，200円 ワイド： 65，201，700円
3連複： 182，386，300円 3連単： 357，230，900円 計： 1，020，104，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，530円 複 勝 � 860円 � 140円 � 370円 枠 連（5－6） 3，180円

馬 連 �� 6，850円 馬 単 �� 23，240円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 7，950円 �� 720円

3 連 複 ��� 31，080円 3 連 単 ��� 367，700円

票 数

単勝票数 計 539459 的中 � 6513（12番人気）
複勝票数 計 805948 的中 � 17850（11番人気）� 225476（1番人気）� 47979（5番人気）
枠連票数 計 410359 的中 （5－6） 9545（12番人気）
馬連票数 計1516958 的中 �� 16345（21番人気）
馬単票数 計 880132 的中 �� 2795（58番人気）
ワイド票数 計 652017 的中 �� 9685（17番人気）�� 1927（61番人気）�� 23688（5番人気）
3連複票数 計1823863 的中 ��� 4332（83番人気）
3連単票数 計3572309 的中 ��� 717（718番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．7―12．0―12．6―12．1―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―34．9―46．9―59．5―1：11．6―1：23．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモイーチタイム �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 スターオブコジーン デビュー 2010．7．17 新潟5着

2008．5．10生 牡5栗 母 コスモエンドレス 母母 マイネエクセル 29戦4勝 賞金 53，825，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 コスモシャンハイ号の騎手松岡正海は，第1競走の発馬機内での負傷のため嘉藤貴行に変更。



（25東京4）第1日 10月5日（土曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重後不良

競走回数 12回 出走頭数 179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

214，030，000円
2，080，000円
6，200，000円
1，620，000円
19，480，000円
65，663，000円
5，254，600円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
389，421，100円
737，873，300円
283，472，500円
1，051，134，400円
618，009，800円
444，665，300円
1，288，596，200円
2，338，175，500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 7，151，348，100円

総入場人員 20，088名 （有料入場人員 18，596名）
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