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2702510月12日 晴 良 （25東京4）第3日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走10時05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

23 シャークベイ 牡2青鹿55 内田 博幸 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：27．3 1．4�
47 � ヒシサブリナ 牝2鹿 54 吉田 隼人阿部 雅英氏 牧 光二 米 Masa-

ichiro Abe 460＋ 61：27．4� 9．5�
12 ギンザデスポット 牡2栗 55 柴山 雄一有馬 博文氏 清水 英克 厚真 大川牧場 476－ 21：27．82	 56．4�
510 トラストサムライ 牡2青鹿55 田中 博康菅波 雅巳氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 494－14 〃 ハナ 92．7�
11 ダイメイリシャール 牡2栗 55 柴田 善臣宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 478＋141：28．01
 11．2�
36 シャドウキャスト 牡2黒鹿55 田中 勝春飯塚 知一氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 510＋ 21：28．31� 39．0	
815 シゲルキシュウ 牡2芦 55 後藤 浩輝森中 蕃氏 佐藤 吉勝 新冠 長浜 秀昭 464± 0 〃 クビ 15．0

24 マイネアバンガルド 牝2栗 54 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 452＋ 41：28．4クビ 57．3�
35 デ ュ ナ ト ス 牡2青鹿55 村田 一誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 新ひだか グランド牧場 490－ 21：28．93 195．2
59 クラバウターマン 牡2栗 55 丹内 祐次内藤 好江氏 菅原 泰夫 日高 内藤牧場 B464－ 41：29．0� 350．5�
816 スパルタカス 牡2栗 55 戸崎 圭太 M・

Kenichiホールディング� 栗田 徹 新ひだか 三石川上牧場 460－ 41：29．53 12．1�
612 コスモアメシスト 牝2芦 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 矢野 英一 日高 天羽 禮治 446± 01：29．6クビ 19．3�
48 ショウブキセキ 牝2黒鹿54 大野 拓弥長塩 豊氏 菅原 泰夫 新冠 パカパカ

ファーム 436－ 21：29．92 157．0�
611 ワールドスローン 牝2鹿 54

51 ▲長岡 禎仁小林 章氏 蛯名 利弘 新ひだか 原 フアーム 434－ 4 〃 クビ 89．3�
713 リネンスウィフト 牝2黒鹿54 西田雄一郎戸山 光男氏 南田美知雄 浦河 江谷 重雄 402＋ 41：30．0	 309．7�
714 ダ ム キ ナ 牝2鹿 54 武士沢友治西山 茂行氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 456＋ 21：30．1	 144．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，993，800円 複勝： 86，996，900円 枠連： 14，317，200円
馬連： 46，595，200円 馬単： 40，071，000円 ワイド： 25，318，700円
3連複： 66，150，400円 3連単： 135，999，700円 計： 440，442，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 240円 � 1，060円 枠 連（2－4） 670円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，450円 �� 6，240円

3 連 複 ��� 10，550円 3 連 単 ��� 23，810円

票 数

単勝票数 計 249938 的中 � 150474（1番人気）
複勝票数 計 869969 的中 � 630591（1番人気）� 37846（5番人気）� 6363（9番人気）
枠連票数 計 143172 的中 （2－4） 15803（3番人気）
馬連票数 計 465952 的中 �� 50388（4番人気）
馬単票数 計 400710 的中 �� 34423（4番人気）
ワイド票数 計 253187 的中 �� 19577（4番人気）�� 4107（16番人気）�� 913（39番人気）
3連複票数 計 661504 的中 ��� 4630（28番人気）
3連単票数 計1359997 的中 ��� 4216（63番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―36．3―49．2―1：02．0―1：14．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．1
3 5，7（2，6）1（10，3，11）（8，9，12）16（13，15）4，14 4 ・（5，7）（2，1，6）3，10，9（8，12，11）（13，15，16）4，14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シャークベイ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Wild Again デビュー 2013．6．15 東京2着

2011．5．9生 牡2青鹿 母 ワイルドフラワー 母母 アリレディー 2戦1勝 賞金 7，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ボールドブルーム号

2702610月12日 晴 良 （25東京4）第3日 第2競走 ��1，300�サラブレッド系2歳
発走10時35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

714 サ ノ イ チ 牡2鹿 55 田辺 裕信ビジョンサラブレッドクラブ 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 450± 01：19．5 4．6�
11 ア マ ア マ 牝2栗 54 三浦 皇成中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 430－ 21：19．82 3．7�
24 ロマンシーズ 牡2鹿 55 柴田 善臣菅 實氏 石毛 善彦 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 502－ 61：20．11� 7．4�
36 シゲルヒュウガ 牡2栗 55 後藤 浩輝森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 山田牧場 B472＋ 41：20．2� 23．7�
47 クインズセブン 牡2鹿 55 松岡 正海 �クイーンズ・ランチ 松山 康久 浦河 富田牧場 492＋ 41：21．58 5．8�
12 コスモロザラム 牡2鹿 55 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか グランド牧場 B464＋ 41：21．6� 123．1

510 ヴェアリアスサマー 牡2栗 55 柴田 大知小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 村中牧場 492± 01：21．81� 5．1�
612 オ ク リ モ ノ 牝2栗 54 大庭 和弥	ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 470± 0 〃 同着 21．2�
815 カガグレイハート 牡2芦 55

52 ▲長岡 禎仁香川 憲次氏 高市 圭二 新ひだか マークリ牧場 430＋ 21：22．22� 28．4
35 ヨザクラオシチ 牝2栗 54 内田 博幸福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 478－10 〃 アタマ 20．5�
48 ヤギリヒマワリ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行内田ヤエ子氏 高橋 義博 浦河 田中スタッド 434－ 6 〃 クビ 222．4�
611 バラノカオリ 牝2栗 54 武士沢友治	ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 442－101：22．62� 232．9�
59 アンジュバーグ 牝2栃栗54 丸田 恭介村上 欽哉氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 456－ 21：22．81� 247．7�
816 オーシャントゥビー 牡2鹿 55 江田 照男戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 B446± 01：23．54 145．7�
23 ドリームビリーバー 牝2鹿 54

51 ▲原田 和真福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 谷口育成牧場 486－ 81：23．6� 205．2�
713 アポロダイナスティ 牡2栗 55 戸崎 圭太アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 むかわ 片山 幹雄 478＋ 21：24．55 16．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，770，700円 複勝： 42，006，300円 枠連： 13，649，400円
馬連： 51，082，100円 馬単： 33，486，200円 ワイド： 26，067，100円
3連複： 70，707，600円 3連単： 107，988，200円 計： 365，757，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 150円 � 160円 � 260円 枠 連（1－7） 580円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 290円 �� 660円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 6，140円

票 数

単勝票数 計 207707 的中 � 35662（2番人気）
複勝票数 計 420063 的中 � 85123（1番人気）� 77246（2番人気）� 33530（5番人気）
枠連票数 計 136494 的中 （1－7） 17503（1番人気）
馬連票数 計 510821 的中 �� 49372（1番人気）
馬単票数 計 334862 的中 �� 17388（2番人気）
ワイド票数 計 260671 的中 �� 24832（1番人気）�� 9093（9番人気）�� 10293（6番人気）
3連複票数 計 707076 的中 ��� 34962（3番人気）
3連単票数 計1079882 的中 ��� 12982（3番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．2―29．8―42．0―54．6―1：06．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ノ イ チ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．7．14 福島5着

2011．5．13生 牡2鹿 母 エ ト レ ー ヌ 母母 ライジングサンデー 5戦1勝 賞金 7，750，000円
〔その他〕 アポロダイナスティ号は，最後の直線コースで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除

外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドリームビリーバー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年12月12日まで平

地競走に出走できない。

第４回 東京競馬 第３日



2702710月12日 晴 良 （25東京4）第3日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走11時05分 （芝・左）

牝，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
1：33．6
1：33．1

良
良

68 ハッピーベリンダ 牝2鹿 54 横山 典弘窪田 康志氏 菊沢 隆徳 新ひだか 城地 清満 452－ 41：34．8 2．1�
33 タカラジェニファ 牝2鹿 54 後藤 浩輝村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 452＋ 21：35．12 5．8�
79 コスモラパン 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 門別牧場 410－ 61：35．2クビ 9．0�
811 ピ ザ ン 牝2鹿 54 戸崎 圭太池谷 誠一氏 大竹 正博 むかわ 上水牧場 476＋ 61：35．51� 35．4�
44 ダイワインテンス 牝2鹿 54 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 502－ 4 〃 アタマ 4．6�
67 ベストギフト 牝2黒鹿54 吉田 豊石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 450＋10 〃 ハナ 77．5	
56 グレースグランド 牝2鹿 54 大野 拓弥�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 442± 0 〃 ハナ 28．7

812 プティットコピーヌ 牝2鹿 54 柴田 善臣�ノースヒルズ 小島 太 新冠 株式会社

ノースヒルズ 434± 01：35．6� 10．5�
22 イナカノホシ 牝2栗 54 宮崎 北斗北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 北海道静内農業高等学校 408－ 61：35．7� 253．3
55 スマートラムダ 牝2鹿 54

52 △横山 和生大川 徹氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 434± 0 〃 ハナ 98．7�
11 テイエムペガサス 牝2黒鹿54 松岡 正海竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 長浜牧場 452＋ 4 〃 アタマ 29．7�
710 デルマアッコチャン 牝2栗 54 江田 照男浅沼 廣幸氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 420－ 81：36．12� 19．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 24，616，000円 複勝： 47，248，100円 枠連： 13，489，800円
馬連： 50，423，700円 馬単： 37，510，800円 ワイド： 25，912，200円
3連複： 62，185，700円 3連単： 119，224，500円 計： 380，610，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 160円 � 200円 枠 連（3－6） 590円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 260円 �� 300円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 4，150円

票 数

単勝票数 計 246160 的中 � 95459（1番人気）
複勝票数 計 472481 的中 � 147994（1番人気）� 70832（3番人気）� 47447（4番人気）
枠連票数 計 134898 的中 （3－6） 17064（3番人気）
馬連票数 計 504237 的中 �� 64908（2番人気）
馬単票数 計 375108 的中 �� 32407（2番人気）
ワイド票数 計 259122 的中 �� 27034（2番人気）�� 22117（3番人気）�� 10916（6番人気）
3連複票数 計 621857 的中 ��� 36576（4番人気）
3連単票数 計1192245 的中 ��� 21241（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．0―34．8―47．2―59．9―1：11．6―1：22．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハッピーベリンダ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2013．8．4 新潟4着

2011．4．4生 牝2鹿 母 エイシンベリンダ 母母 エイシンララミー 3戦1勝 賞金 8，100，000円

2702810月12日 晴 良 （25東京4）第3日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走11時35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
1：36．9
1：36．9

不良
不良

56 アスペンツリー 牡2黒鹿55 田中 勝春 �社台レースホース新開 幸一 安平 追分ファーム 486 ―1：39．6 11．1�
710 タマモマズルカ 牡2黒鹿55 蛯名 正義タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 520 ―1：40．34 3．9�
11 トーセンエンブレム 牡2栗 55 江田 照男島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 504 ―1：40．83 43．7�
79 カーボンタイクーン 牡2鹿 55 田辺 裕信吉田 和美氏 木村 哲也 浦河 丸村村下

ファーム 490 ―1：40．9� 16．1	
33 ローズマリーイチ 牝2鹿 54 村田 一誠鈴木 照雄氏 中川 公成 浦河 山口 義彦 430 ― 〃 クビ 14．6

44 ジーガークリスタル 牡2鹿 55 松岡 正海�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 540 ―1：41．21� 79．5�
22 カーマンライン 牡2鹿 55 内田 博幸吉田 照哉氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 502 ―1：41．51� 1．7�
812 クインズトロブラボ 牡2黒鹿55 柴田 善臣 �クイーンズ・ランチ 石毛 善彦 新ひだか 佐竹 学 488 ―1：41．7� 19．1
67 ケージープリサイス 牡2黒鹿55 勝浦 正樹川井 五郎氏 松永 康利 新ひだか 松本牧場 512 ―1：42．44 17．8�
811 トーアイタダキ 牡2栗 55 丸田 恭介高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 454 ― 〃 クビ 201．8�
68 ワ ビ チ ャ 牡2芦 55 北村 宏司 �グリーンファーム伊藤 大士 千歳 社台ファーム 518 ―1：42．5� 45．5�
55 クラウンバシリカ 牝2鹿 54 三浦 皇成�クラウン 菊川 正達 新冠 奥山 博 478 ―1：44．5大差 40．2�
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売 得 金
単勝： 25，039，100円 複勝： 41，003，800円 枠連： 13，678，200円
馬連： 41，461，700円 馬単： 37，390，100円 ワイド： 21，927，400円
3連複： 51，033，900円 3連単： 106，846，200円 計： 338，380，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 380円 � 190円 � 1，090円 枠 連（5－7） 1，230円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 4，890円

ワ イ ド �� 670円 �� 3，480円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 16，710円 3 連 単 ��� 96，520円

票 数

単勝票数 計 250391 的中 � 17903（3番人気）
複勝票数 計 410038 的中 � 27038（4番人気）� 73132（2番人気）� 8032（9番人気）
枠連票数 計 136782 的中 （5－7） 8249（5番人気）
馬連票数 計 414617 的中 �� 14854（8番人気）
馬単票数 計 373901 的中 �� 5651（16番人気）
ワイド票数 計 219274 的中 �� 8600（6番人気）�� 1490（33番人気）�� 2956（20番人気）
3連複票数 計 510339 的中 ��� 2255（50番人気）
3連単票数 計1068462 的中 ��� 817（251番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．8―48．7―1：01．8―1：14．5―1：27．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アスペンツリー �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 トワイニング 初出走

2011．2．10生 牡2黒鹿 母 アスペンアベニュー 母母 マクダヴィア 1戦1勝 賞金 7，000，000円

追 加 記 事（第 3回新潟競馬第 2日第 5競走）
〔その他〕　　マイネルラヴィベル号は，競走中に疾病〔右橈側手根骨々折〕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。



2702910月12日 晴 良 （25東京4）第3日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走12時25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
2：01．3
1：59．9

良
良

33 テスタメント 牡2鹿 55 松岡 正海田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 430 ―2：01．9 1．8�
810 ナカヤマジョーイ 牡2栗 55 蛯名 正義和泉 憲一氏 二ノ宮敬宇 浦河 昭和牧場 446 ―2：02．11� 8．6�
811 ナスノアオバ 牡2鹿 55 大野 拓弥�須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 522 ―2：02．2� 27．6�
66 ルミナスウォリアー 牡2鹿 55 I．メンディザバル �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 480 ―2：02．62	 27．3�

（仏）

78 サーバルキャット 牡2鹿 55 勝浦 正樹桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 須崎牧場 500 ―2：03．13 79．9	
67 ザッツフェイマス 牡2芦 55 田辺 裕信有限会社シルク松山 将樹 新冠 ムラカミファーム 470 ―2：03．2クビ 5．2

11 
 テ ス テ ィ コ 牝2芦 54 内田 博幸吉田 和美氏 木村 哲也 米 Casner

Racing, LP 510 ―2：03．3	 31．6�
55 エフティマルス 牡2鹿 55 木幡 初広吉野 英子氏 金成 貴史 白老 習志野牧場 494 ― 〃 ハナ 14．7�
79 マイネルヴェルス 牡2鹿 55 柴田 大知 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 532 ―2：03．4	 7．4�
22 ヒラボクレジーナ 牝2鹿 54 北村 宏司平田牧場 大竹 正博 日高 下河辺牧場 458 ―2：03．61� 14．1�
44 ハタノカーリッジ 牡2鹿 55 柴山 雄一 �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 436 ―2：05．09 132．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 25，703，100円 複勝： 33，678，100円 枠連： 10，849，300円
馬連： 43，309，500円 馬単： 36，741，200円 ワイド： 21，944，100円
3連複： 51，799，400円 3連単： 111，994，300円 計： 336，019，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 130円 � 210円 � 510円 枠 連（3－8） 600円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 380円 �� 920円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 4，810円 3 連 単 ��� 12，340円

票 数

単勝票数 計 257031 的中 � 113082（1番人気）
複勝票数 計 336781 的中 � 101896（1番人気）� 38449（4番人気）� 11782（8番人気）
枠連票数 計 108493 的中 （3－8） 13553（3番人気）
馬連票数 計 433095 的中 �� 41314（3番人気）
馬単票数 計 367412 的中 �� 26510（3番人気）
ワイド票数 計 219441 的中 �� 15790（3番人気）�� 5703（11番人気）�� 2848（22番人気）
3連複票数 計 517994 的中 ��� 7954（17番人気）
3連単票数 計1119943 的中 ��� 6700（36番人気）

ハロンタイム 13．2―12．7―12．6―12．4―11．7―12．0―12．4―11．7―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．9―38．5―50．9―1：02．6―1：14．6―1：27．0―1：38．7―1：50．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F34．9

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

勝馬の
紹 介

テスタメント �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ウォーエンブレム 初出走

2011．4．13生 牡2鹿 母 ブラックエンブレム 母母 ヴァンドノワール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2703010月12日 晴 良 （25東京4）第3日 第6競走 ��2，400�サラブレッド系3歳以上
発走12時55分 （芝・左）

500万円以下；負担重量は，3歳54�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
2：22．1
2：22．1

良
良

77 ゴールドメイン 牡3栗 54
52 △杉原 誠人嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 446± 02：27．4 14．7�

22 モ ビ ー ル 牡5鹿 57 石橋 脩吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 462＋ 4 〃 クビ 2．1�
66 プライドイズメシア 牡3鹿 54 丸田 恭介三枝 栄二氏 高橋 文雅 浦河 バンブー牧場 506＋ 42：27．5� 14．4�
11 テ ン カ イ チ 牡3鹿 54 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム 444－ 62：27．6� 27．7�
810 コスモユッカ 牡4鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 新ひだか 中村 和夫 486＋ 42：27．7� 3．3�
33 ショウナンカリーノ 牝3鹿 52 松岡 正海国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 438＋ 22：28．02 16．9	
55 チモシュート 牡3鹿 54 吉田 隼人渡邊 隆氏 小笠 倫弘 苫小牧 藤沢 武雄 476－ 42：28．1� 91．2

44 � カンタベリーナイト 牡4鹿 57 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 500－ 22：28．63 16．4�
78 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± 02：28．81	 16．6�
89 ヴァルナビスティー 牡5黒鹿 57

55 △横山 和生備前島敏子氏 尾形 充弘 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 500± 02：30．8大差 9．0
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売 得 金
単勝： 21，584，700円 複勝： 32，453，400円 枠連： 14，424，500円
馬連： 47，664，200円 馬単： 36，613，800円 ワイド： 23，998，700円
3連複： 61，626，800円 3連単： 121，505，700円 計： 359，871，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，470円 複 勝 � 380円 � 120円 � 330円 枠 連（2－7） 590円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 5，010円

ワ イ ド �� 670円 �� 2，110円 �� 530円

3 連 複 ��� 5，680円 3 連 単 ��� 41，600円

票 数

単勝票数 計 215847 的中 � 11615（5番人気）
複勝票数 計 324534 的中 � 16420（8番人気）� 111623（1番人気）� 19483（6番人気）
枠連票数 計 144245 的中 （2－7） 18089（2番人気）
馬連票数 計 476642 的中 �� 20314（9番人気）
馬単票数 計 366138 的中 �� 5397（24番人気）
ワイド票数 計 239987 的中 �� 8940（12番人気）�� 2618（27番人気）�� 11788（4番人気）
3連複票数 計 616268 的中 ��� 8018（19番人気）
3連単票数 計1215057 的中 ��� 2156（140番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―12．5―13．0―12．5―12．5―12．7―12．4―12．4―11．3―11．4―11．9

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―24．8―37．3―50．3―1：02．8―1：15．3―1：28．0―1：40．4―1：52．8―2：04．1―2：15．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．6
1
3
3－10－2（7，9）（1，5）6－4，8
3，10，2，7（1，9）（8，5，6，4）

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

勝馬の
紹 介

ゴールドメイン �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．10．13 東京5着

2010．3．23生 牡3栗 母 レディベローナ 母母 シンコウラブリイ 9戦2勝 賞金 19，696，000円



2703110月12日 晴 良 （25東京4）第3日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時25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

22 スターノエル 牡4黒鹿57 蛯名 正義 �キャロットファーム 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 482＋141：37．6 1．6�
67 グランデアリュール 牡3鹿 55 木幡 初広吉野 弘司氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 488－ 61：38．23� 29．6�
79 ポッドスター 牡3栗 55 江田 照男小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 飛野牧場 492－101：38．41� 95．2�
710 リサーチアゲン 牡5鹿 57

56 ☆嶋田 純次浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 川越牧場 496－ 21：38．5� 51．3�
55 ブルーイングリーン 牡4栗 57 松岡 正海青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 488＋ 81：38．82 30．2	
33 � エルヘイロー 牡5黒鹿57 柴山 雄一吉田 喬氏 二ノ宮敬宇 日高 髙橋 耀代 482＋ 61：39．01� 11．3

812 オアフライダー 牡3鹿 55 内田 博幸 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 タバタファーム 466± 01：39．21� 8．5�
44 � サンマルヴィエント 牡5栗 57 嘉藤 貴行相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 470＋ 61：39．41 135．8�
811� ロ ゼ オ 牡4栗 57

54 ▲長岡 禎仁栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 白井牧場 492± 01：39．61� 57．7
11 ケイジータイタン 	3青鹿55 岩部 純二鹿倉 勝
氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 510－ 41：39．91� 18．6�
56 ハーストイーグル 牡3鹿 55 横山 典弘髙瀬 真尚氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 512＋ 8 〃 クビ 5．5�
68 ドンビザッツウェイ 牡6鹿 57 戸崎 圭太田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 B486＋ 21：40．64 24．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 22，811，500円 複勝： 58，770，800円 枠連： 13，539，900円
馬連： 56，643，900円 馬単： 43，778，700円 ワイド： 25，415，900円
3連複： 67，873，500円 3連単： 145，457，400円 計： 434，291，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 500円 � 1，620円 枠 連（2－6） 840円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 2，840円

ワ イ ド �� 840円 �� 2，420円 �� 12，370円

3 連 複 ��� 41，510円 3 連 単 ��� 112，410円

票 数

単勝票数 計 228115 的中 � 118701（1番人気）
複勝票数 計 587708 的中 � 327565（1番人気）� 16422（7番人気）� 4449（11番人気）
枠連票数 計 135399 的中 （2－6） 12029（4番人気）
馬連票数 計 566439 的中 �� 17194（8番人気）
馬単票数 計 437787 的中 �� 11406（10番人気）
ワイド票数 計 254159 的中 �� 7881（8番人気）�� 2561（23番人気）�� 487（58番人気）
3連複票数 計 678735 的中 ��� 1207（79番人気）
3連単票数 計1454574 的中 ��� 955（246番人気）

ハロンタイム 12．5―11．8―12．3―12．6―12．2―11．8―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．3―36．6―49．2―1：01．4―1：13．2―1：25．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スターノエル �
�
父 デュランダル �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2012．3．11 中山3着

2009．4．24生 牡4黒鹿 母 ス タ ー ミ ー 母母 Caerlina 10戦3勝 賞金 28，690，000円

2703210月12日 晴 良 （25東京4）第3日 第8競走 ��3，110�第15回東京ハイジャンプ（Ｊ・ＧⅡ）
発走14時00分 （ 芝 ）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

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 483，000円 138，000円 69，000円 � コースレコード3：27．1良

33 オースミムーン 牡4鹿 60 高田 潤�オースミ 小野 幸治 日高 山際 辰夫 470＋ 23：27．3 1．8�
66 バアゼルリバー 牡7鹿 61 小坂 忠士市川 義美氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 83：27．61� 7．9�
55 ネオレボルーション �7青鹿60 熊沢 重文 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム 504＋ 63：27．91� 19．6�
811 スナークスペイン 牡6青鹿60 北沢 伸也杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 城地 清満 464－ 8 〃 クビ 12．9�
78 アポロマーベリック 牡4鹿 60 草野 太郎アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 藤本 友則 526＋ 83：28．32� 16．6	
11 ゴ ー ズ オ ン �5鹿 60 平沢 健治前田 幸治氏 松元 茂樹 浦河 小島牧場 508－ 43：28．4� 71．3

22 シャイニーブラック �6黒鹿60 浜野谷憲尚小林 昌志氏 伊藤 伸一 平取 雅 牧場 466＋183：28．5� 29．1�
44 	 トーセンプラチナ 牡4鹿 60 五十嵐雄祐島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 478＋ 83：29．24 31．0
67 ミラクルオブレナ 牡5黒鹿60 高野 和馬平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 520－ 63：30．05 49．1�
810 シンワカントリー 牡5黒鹿60 難波 剛健ロイヤルパーク 武 宏平 日高 エンドレス

ファーム 498－ 83：31．06 84．0�
79 	 アサティスボーイ 牡9鹿 60 石神 深一廣松 金次氏 古賀 慎明 新冠 八木サニー

ファーム 456＋ 6 （競走中止） 4．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 31，495，100円 複勝： 53，771，600円 枠連： 17，349，900円
馬連： 69，688，700円 馬単： 53，846，300円 ワイド： 30，854，400円
3連複： 95，973，600円 3連単： 226，693，800円 計： 579，673，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 200円 � 360円 枠 連（3－6） 580円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 320円 �� 630円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 3，020円 3 連 単 ��� 6，970円

票 数

単勝票数 計 314951 的中 � 145961（1番人気）
複勝票数 計 537716 的中 � 264180（1番人気）� 48004（3番人気）� 21380（6番人気）
枠連票数 計 173499 的中 （3－6） 22129（2番人気）
馬連票数 計 696887 的中 �� 89196（2番人気）
馬単票数 計 538463 的中 �� 50134（2番人気）
ワイド票数 計 308544 的中 �� 26818（2番人気）�� 11792（7番人気）�� 4586（17番人気）
3連複票数 計 959736 的中 ��� 23505（9番人気）
3連単票数 計2266938 的中 ��� 24015（18番人気）
上り 1マイル 1：44．0 4F 51．1－3F 38．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オースミムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2012．1．15 小倉15着

2009．4．19生 牡4鹿 母 レディクライマー 母母 マウンテンフリース 障害：7戦4勝 賞金 116，779，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔競走中止〕 アサティスボーイ号は，4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〕 バアゼルリバー号の騎手小坂忠士は，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 シゲルジュウヤク号（疾病〔右肩跛行〕のため）



2703310月12日 晴 良 （25東京4）第3日 第9競走 ��
��1，600�プ ラ タ ナ ス 賞

発走14時35分 （ダート・左）
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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：36．9
1：36．9

不良
不良

510 ダイチトゥルース 牡2黒鹿55 武士沢友治 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 436－ 61：38．0 28．5�
23 セイウンクロス 牡2鹿 55 田辺 裕信西山 茂行氏 武藤 善則 新ひだか へいはた牧場 420－ 21：38．32 14．7�
36 � アースコネクター 牡2栗 55 横山 典弘 �グリーンファーム和田 正道 米

FEM Management
Corporation & Jim
FitzGerald

490－ 21：38．51� 6．4�
713 ル イ カ ズ マ 牡2鹿 55 I．メンディザバル 小林 一雅氏 西浦 勝一 新ひだか グランド牧場 476－ 21：38．81	 4．4�

（仏）

11 メイショウスミトモ 牡2鹿 55 大野 拓弥松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 464－121：39．01
 25．8	
714 グラスプリマ 牝2鹿 54 柴田 善臣半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 504－ 2 〃 クビ 8．6

59 � ペガサスジュニア 牡2栗 55 吉田 豊鶴見 清氏 大久保洋吉 米 Dr. Masa-

take Iida 488± 01：39．1クビ 18．1�
24 ダンツキャッチ 牡2鹿 55 北村 宏司山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 498－ 41：39．52
 10．0�
35 マルカロゼッタ 牡2栗 55 内田 博幸河長産業� 今野 貞一 千歳 社台ファーム 486＋ 8 〃 クビ 4．4
612 ディアゴッホ 牡2栗 55 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 508＋161：39．81	 58．5�
48 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 460－ 81：39．9クビ 49．6�
816 パ ブ ロ ワ 牝2芦 54 吉田 隼人菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 506± 01：40．22 8．9�
611 ウイングラビティ 牡2鹿 55 松岡 正海�ウイン 武市 康男 新ひだか 城地 清満 472＋101：41．05 96．0�
12 ハ ツ ガ ツ オ 牝2鹿 54 柴山 雄一江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 478＋141：41．63
 61．5�
47 メイプルレジェンド 牡2鹿 55 田中 勝春青木 基秀氏 宗像 義忠 新冠 カミイスタット 488± 0 〃 クビ 24．7�
815 ウインイルソーレ 牡2鹿 55 三浦 皇成�ウイン 高橋 祥泰 新冠 北星村田牧場 472－ 81：42．23
 66．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，145，100円 複勝： 68，164，200円 枠連： 35，781，100円
馬連： 106，744，300円 馬単： 59，370，400円 ワイド： 44，367，900円
3連複： 134，433，000円 3連単： 213，582，700円 計： 698，588，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，850円 複 勝 � 460円 � 470円 � 240円 枠 連（2－5） 3，560円

馬 連 �� 13，040円 馬 単 �� 29，810円

ワ イ ド �� 2，890円 �� 2，740円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 31，320円 3 連 単 ��� 259，680円

票 数

単勝票数 計 361451 的中 � 10021（11番人気）
複勝票数 計 681642 的中 � 36846（7番人気）� 35688（8番人気）� 87290（3番人気）
枠連票数 計 357811 的中 （2－5） 7428（15番人気）
馬連票数 計1067443 的中 �� 6045（47番人気）
馬単票数 計 593704 的中 �� 1470（100番人気）
ワイド票数 計 443679 的中 �� 3730（41番人気）�� 3945（40番人気）�� 9260（12番人気）
3連複票数 計1344330 的中 ��� 3168（106番人気）
3連単票数 計2135827 的中 ��� 607（797番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．8―12．2―12．4―12．8―12．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．2―35．0―47．2―59．6―1：12．4―1：25．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイチトゥルース �
�
父 ノボジャック �

�
母父 Forty Niner デビュー 2013．6．9 東京10着

2011．5．8生 牡2黒鹿 母 キュートネスⅡ 母母 Gana 6戦2勝 賞金 16，086，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アンズチャン号・ウォッカマティーニ号・スマートダイバー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2703410月12日 晴 良 （25東京4）第3日 第10競走 ��
��2，100�

しょうせんきょう

昇 仙 峡 特 別
発走15時10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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

815 スターバリオン 牡4芦 57 田辺 裕信幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 合資会社カ
ネツ牧場 494－ 22：13．1 11．5�

714 トルバドゥール 牡5栃栗57 I．メンディザバル �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 480－ 82：13．31� 59．9�
（仏）

816 ヴォーグトルネード 牡4栗 57 内田 博幸深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 468－ 42：13．4	 1．7�

11 ゲルマンシチー 牡5青 57 戸崎 圭太 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 幌村牧場 468－ 22：13．61� 9．7�
24 リキサンステルス 牡3青鹿55 北村 宏司 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 480－ 82：13．81� 11．7	
611 レッドフォルツァ 牡4鹿 57 柴山 雄一 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 B490－10 〃 アタマ 32．7

35 ショウナンダイラ 牡3鹿 55 蛯名 正義�湘南 二ノ宮敬宇 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528＋ 22：14．12 31．1�
510 ディアグリスター 牡3鹿 55 吉田 豊ディアレスト 高橋 裕 新冠 松浦牧場 478＋ 22：14．2	 130．4�
47 ロンギングエース 牡3鹿 55 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 498＋ 2 〃 ハナ 20．8
59 サンマルデューク 牡4黒鹿57 田中 勝春相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 498－ 22：14．3クビ 7．6�
12 ハイランドジャガー 牡4芦 57 熊沢 重文小林 久義氏 平田 修 日高 下河辺牧場 512－ 82：14．51
 12．4�
23 アールシネマスタア �5栗 57 三浦 皇成星野 紀子氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 484－12 〃 ハナ 81．6�
713 パ ク サ 牡5鹿 57 武士沢友治加藤 信之氏 鈴木 康弘 浦河 藤春 修二 564－ 82：14．6クビ 51．6�
612 バーチャルトラック 牡5鹿 57 丸田 恭介宮﨑 冴子氏 藤原 辰雄 新冠 田上 光征 452－ 2 〃 クビ 282．2�
36 レ ジ ア ー ネ �5鹿 57 後藤 浩輝広尾レース� 尾関 知人 浦河 中島牧場 482＋122：14．91	 68．6�
48 シベリアンファクト 牡6栗 57 勝浦 正樹藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 484± 02：15．32
 280．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，546，500円 複勝： 86，119，200円 枠連： 34，850，500円
馬連： 146，561，900円 馬単： 86，338，700円 ワイド： 56，207，000円
3連複： 168，986，300円 3連単： 332，196，200円 計： 960，806，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 280円 � 950円 � 120円 枠 連（7－8） 2，050円

馬 連 �� 20，790円 馬 単 �� 38，810円

ワ イ ド �� 5，530円 �� 450円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 12，500円 3 連 単 ��� 140，340円

票 数

単勝票数 計 495465 的中 � 34098（4番人気）
複勝票数 計 861192 的中 � 64981（4番人気）� 14781（12番人気）� 316040（1番人気）
枠連票数 計 348505 的中 （7－8） 12548（8番人気）
馬連票数 計1465619 的中 �� 5205（41番人気）
馬単票数 計 863387 的中 �� 1642（82番人気）
ワイド票数 計 562070 的中 �� 2342（51番人気）�� 34288（3番人気）�� 6281（23番人気）
3連複票数 計1689863 的中 ��� 9983（41番人気）
3連単票数 計3321962 的中 ��� 1747（352番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．7―31．5―44．7―57．8―1：10．9―1：24．1―1：37．5―1：49．7―2：01．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F35．6
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スターバリオン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2011．7．3 函館6着

2009．3．19生 牡4芦 母 カネツプリンセス 母母 プロポーション 17戦4勝 賞金 55，116，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 イッシンドウタイ号
（非抽選馬） 2頭 ゴールドロジャー号・サトノイクシード号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



2703510月12日 晴 良 （25東京4）第3日 第11競走 ��
��1，400�

はくしゅう

白秋ステークス
発走15時45分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳55�4歳
以上57�，牝馬2�減

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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

611 ラトルスネーク 牡5黒鹿57 I．メンディザバル 吉田 和美氏 須貝 尚介 新ひだか タイヘイ牧場 508＋ 41：19．6 7．1�
（仏）

715 セイクレットレーヴ 牡4鹿 57 北村 宏司嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム 468－ 21：20．34 9．7�
23 プランスデトワール 牡5芦 57 柴田 善臣山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 472－ 6 〃 クビ 8．5�
816 アミカブルナンバー 牝4鹿 55 内田 博幸池谷 誠一氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 446－ 81：20．4� 4．0�
713 ウエストエンド 牡5鹿 57 後藤 浩輝 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 468－ 4 〃 アタマ 12．9�
11 マイネボヌール 牝4青鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 452－ 21：20．5� 4．4	
24 シルクオフィサー 牡5鹿 57 横山 典弘有限会社シルク大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474± 0 〃 クビ 7．5

48 メジャーアスリート 牡4栗 57 大野 拓弥�G1レーシング 高木 登 浦河 有限会社

松田牧場 508± 01：20．6クビ 44．3�
59 シーブリーズライフ 牝3栗 53 田中 勝春飯田 正剛氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 448＋12 〃 アタマ 68．6�
36 	 ロードバロック 牡8鹿 57 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 田中 清隆 愛 K.I. Farm 432＋ 21：21．02� 207．1
12 ラフレーズカフェ 牝4青鹿55 柴山 雄一西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム 484± 01：21．1
 48．4�
612 フローラルホール 牝5鹿 55 松岡 正海小池 依子氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 494＋ 8 〃 ハナ 208．1�
714 サトノネプチューン 牡3鹿 55 戸崎 圭太里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 492＋ 81：21．3
 17．6�
510 クレバーサンデー 牡6鹿 57 江田 照男�岡崎牧場 崎山 博樹 浦河 東栄牧場 458－ 6 〃 アタマ 98．3�
818 ヒラボクインパクト 牡5鹿 57 三浦 皇成�平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 478－ 21：21．4
 16．5�
47 ダノンウィスラー 牡5鹿 57 吉田 豊�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか 折手牧場 460± 01：21．5� 94．5�
35 トウショウフォアゴ 牡6黒鹿57 武士沢友治トウショウ産業� 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 470－ 41：21．6
 274．4�
817 マイネルエデン 牡7鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 飛渡牧場 534－ 41：22．55 344．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 68，992，800円 複勝： 120，076，900円 枠連： 70，838，700円
馬連： 270，065，900円 馬単： 134，672，700円 ワイド： 91，977，200円
3連複： 339，779，700円 3連単： 600，458，700円 計： 1，696，862，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 280円 � 320円 � 280円 枠 連（6－7） 1，610円

馬 連 �� 3，750円 馬 単 �� 7，280円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 1，480円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 10，090円 3 連 単 ��� 63，570円

票 数

単勝票数 計 689928 的中 � 77296（3番人気）
複勝票数 計1200769 的中 � 116216（5番人気）� 97513（6番人気）� 116801（4番人気）
枠連票数 計 708387 的中 （6－7） 32543（7番人気）
馬連票数 計2700659 的中 �� 53265（17番人気）
馬単票数 計1346727 的中 �� 13665（31番人気）
ワイド票数 計 919772 的中 �� 16993（16番人気）�� 15313（20番人気）�� 16838（17番人気）
3連複票数 計3397797 的中 ��� 24854（36番人気）
3連単票数 計6004587 的中 ��� 6971（214番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―10．8―11．0―11．0―11．6―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―23．7―34．5―45．5―56．5―1：08．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．1―3F34．1
3 4－（1，13）（7，17）（3，12）（14，18）（11，16）6，9，2（8，15）－（5，10） 4 4（1，13）（3，7）（11，12）17（14，18）（6，16）9（2，15）8（5，10）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラトルスネーク �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Wagon Master デビュー 2010．11．13 京都1着

2008．3．18生 牡5黒鹿 母 ワシントンシティ 母母 Tallahassee 16戦5勝 賞金 88，105，000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） 4頭 アンヴァルト号・イチオクノホシ号・ディアセルヴィス号・メジロツボネ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2703610月12日 晴 良 （25東京4）第3日 第12競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走16時25分 （芝・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 7，200，000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
1：31．3
1：30．7

良
良

57 コスモミレネール 牝4鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 448－ 21：34．1 3．5�
33 ジーニマジック 牝3鹿 53 田中 勝春田所 英子氏 小笠 倫弘 日高 天羽牧場 470＋ 2 〃 クビ 4．1�
34 エターナルムーン 牝3鹿 53 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 浦河 櫛桁牧場 468－ 41：34．31� 14．7�
22 � グレイスフラワー 牝4青鹿55 丸田 恭介佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 468－ 21：34．51� 84．9�
712 ダイワフェリス 牝4栗 55 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 522－ 81：34．82 5．6�
58 スマートルピナス 牝3鹿 53 武士沢友治大久保典義氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 444－ 2 〃 クビ 12．0	
813 ハーモニーフェア 牝3黒鹿53 蛯名 正義 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム 458－ 21：34．9クビ 8．4

45 オーゴンチャチャ 牝3鹿 53 勝浦 正樹永田 清男氏 谷原 義明 日高 田中 元寿 434－ 81：35．0� 8．8�
69 � サトノレガシー 牝4黒鹿55 戸崎 圭太里見 治氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 424－ 3 〃 ハナ 12．5�
610 アサクサウタヒメ 牝4黒鹿55 黛 弘人田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 450＋ 41：35．42� 128．3
46 � エバールージュ 牝4栗 55 吉田 隼人宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 450± 01：35．61� 43．8�
814 カイルアロマンス 牝4鹿 55 西田雄一郎横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム 466± 0 〃 アタマ 121．5�
711 ヴュルデバンダム 牝4青鹿55 I．メンディザバル 山科 統氏 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 448－ 21：35．81 43．2�

（仏）

11 ナーサリーライム 牝3黒鹿53 柴田 善臣 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 462＋ 21：36．01� 78．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 49，478，200円 複勝： 79，053，800円 枠連： 36，514，500円
馬連： 139，123，100円 馬単： 79，799，000円 ワイド： 58，944，200円
3連複： 166，287，300円 3連単： 321，415，800円 計： 930，615，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 160円 � 310円 枠 連（3－5） 420円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 280円 �� 740円 �� 690円

3 連 複 ��� 2，410円 3 連 単 ��� 10，250円

票 数

単勝票数 計 494782 的中 � 112755（1番人気）
複勝票数 計 790538 的中 � 167526（1番人気）� 142647（2番人気）� 51476（7番人気）
枠連票数 計 365145 的中 （3－5） 65614（1番人気）
馬連票数 計1391231 的中 �� 155732（1番人気）
馬単票数 計 797990 的中 �� 41785（1番人気）
ワイド票数 計 589442 的中 �� 59259（1番人気）�� 18208（11番人気）�� 19709（9番人気）
3連複票数 計1662873 的中 ��� 51024（5番人気）
3連単票数 計3214158 的中 ��� 23142（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．8―48．1―1：00．0―1：11．1―1：22．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモミレネール �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 ジェニュイン デビュー 2011．9．11 中山3着

2009．4．15生 牝4鹿 母 マイネピュール 母母 レデイスポート 21戦2勝 賞金 30，674，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（25東京4）第3日 10月12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 164頭 本 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

251，240，000円
9，640，000円
2，270，000円
22，860，000円
60，766，000円
5，234，200円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
401，176，600円
749，343，100円
289，283，000円
1，069，364，200円
679，618，900円
452，934，800円
1，336，837，200円
2，543，363，200円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，521，921，000円

総入場人員 25，858名 （有料入場人員 24，039名）
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