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2703710月13日 晴 良 （25東京4）第4日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走9時50分 （ダート・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
1：23．1
1：23．1

重
重

36 エンジェルビーツ 牝2栗 54 三浦 皇成前田 葉子氏 尾関 知人 新冠 平山牧場 442－ 21：28．9 9．1�
611 コウセイマユヒメ 牝2鹿 54 田辺 裕信杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 454± 0 〃 ハナ 6．9�
23 ハタノエンジェル 牝2鹿 54 柴田 善臣 �グッドラック・ファーム 藤沢 和雄 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 474＋ 4 〃 クビ 2．4�
713 ヴィジオネール 牝2黒鹿54 宮崎 北斗加藤 誠氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 424＋ 21：29．11� 7．0�
714 オーマイレディ 牝2栗 54 北村 宏司村田 哲朗氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 454－ 41：29．2クビ 23．0�
815 ブルザンインディゴ 牝2芦 54 武士沢友治藤沼 利夫氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 434－101：29．3� 210．8	
816 ネイティヴコード 牝2鹿 54

52 △横山 和生岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド B498－101：29．4クビ 24．5

510 ミシェルメモリアル 牝2鹿 54

53 ☆嶋田 純次山内 晃氏 和田正一郎 安平 追分ファーム 454＋101：29．61� 71．0�
24 サイモンジャスミン 牝2鹿 54 蛯名 正義澤田 昭紀氏 田島 俊明 安平 追分ファーム 452＋ 41：29．7� 10．2�
35 アスカクイン 牝2栗 54 江田 照男上野 武氏 本間 忍 新ひだか 藤原牧場 448－ 81：29．8� 57．7
47 ベニノラブリー 牝2青鹿54 丹内 祐次�紅谷 粕谷 昌央 新冠 川上 悦夫 438± 01：30．12 24．6�
59 ホ ト ト ヤ エ 牝2黒鹿54 吉田 隼人井上 一郎氏 矢野 英一 新冠 パカパカ

ファーム 482＋121：30．31� 14．8�
12 ペ ロ ペ ロ 牝2鹿 54 丸田 恭介中村 祐子氏 栗田 徹 日高 賀張三浦牧場 450＋ 41：30．4� 161．8�
48 スパイスフェアリー 牝2栗 54 大野 拓弥吉岡 泰治氏 松山 将樹 森 笹川大晃牧場 476＋ 61：30．93 18．4�
11 ベストコレクション 牝2栗 54 石橋 脩嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田 猛 450± 01：31．0� 19．6�
612 シゲルウゼン 牝2栗 54 嘉藤 貴行森中 蕃氏 佐藤 吉勝 新ひだか 岡田スタツド 440＋ 81：33．4大差 112．3�
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売 得 金
単勝： 19，790，200円 複勝： 38，673，600円 枠連： 15，216，100円
馬連： 53，265，900円 馬単： 33，497，700円 ワイド： 25，906，300円
3連複： 72，199，000円 3連単： 105，002，600円 計： 363，551，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 260円 � 190円 � 130円 枠 連（3－6） 3，260円

馬 連 �� 3，080円 馬 単 �� 6，210円

ワ イ ド �� 880円 �� 670円 �� 360円

3 連 複 ��� 3，020円 3 連 単 ��� 25，870円

票 数

単勝票数 計 197902 的中 � 17249（4番人気）
複勝票数 計 386736 的中 � 29776（4番人気）� 48205（3番人気）� 110611（1番人気）
枠連票数 計 152161 的中 （3－6） 3455（14番人気）
馬連票数 計 532659 的中 �� 12782（10番人気）
馬単票数 計 334977 的中 �� 3981（20番人気）
ワイド票数 計 259063 的中 �� 6891（8番人気）�� 9369（5番人気）�� 19233（1番人気）
3連複票数 計 721990 的中 ��� 17656（5番人気）
3連単票数 計1050026 的中 ��� 2996（57番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．9―14．0―13．2―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―36．9―50．9―1：04．1―1：16．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．0―3F38．0
3 16，13（8，14）11（2，12）10，9（6，7，5）（1，3，4）＝15 4 ・（16，13）14（8，11，12）（2，10，5）7（9，4）6（1，3）－15

勝馬の
紹 介

エンジェルビーツ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 パントレセレブル デビュー 2013．7．28 新潟10着

2011．4．4生 牝2栗 母 レッドスレッド 母母 シネマスコープ 2戦1勝 賞金 5，000，000円

2703810月13日 晴 良 （25東京4）第4日 第2競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走10時20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
1：33．6
1：33．1

良
良

22 サクラエフォート 牡2黒鹿55 田辺 裕信�さくらコマース久保田貴士 新ひだか 伊藤 敏明 468－ 41：36．3 4．9�
78 マイネルグリプス 牡2鹿 55 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大竹 正博 新冠 ビッグレッドファーム 424＋ 41：37．04 1．4�
67 パイストロピカル 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 432± 01：37．1� 39．7�
55 ワンハンドカット 牡2鹿 55 三浦 皇成丸山 担氏 小島 茂之 浦河 伏木田牧場 498－ 21：37．31� 11．5�
79 ラ ン ド ロ ワ 牝2芦 54 蛯名 正義岡田 牧雄氏 武市 康男 むかわ 市川牧場 454± 0 〃 ハナ 25．3	
44 ファインシュシュ 牝2青鹿54 的場 勇人井山 登氏 的場 均 浦河 駿河牧場 452－ 61：37．51� 15．5

811 ケイビエント 牝2鹿 54 後藤 浩輝山岸 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 430－ 81：37．71� 29．9�
11 ミュゼタイフーン 牡2鹿 55 田中 勝春髙橋 仁氏 大江原 哲 新冠 須崎牧場 468－ 61：38．02 28．0�
66 ヤマニンジュニパー 牝2鹿 54 江田 照男土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 470－ 21：38．1� 114．4
33 デルマチエチャン 牝2栗 54 宮崎 北斗浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 日高 ファニーヒルファーム 426－ 41：38．2	 233．1�
810 イーストフォンテン 牡2芦 55 木幡 初広吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 B500－ 41：39．810 113．2�
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売 得 金
単勝： 26，057，900円 複勝： 92，340，600円 枠連： 11，391，400円
馬連： 43，708，400円 馬単： 41，546，500円 ワイド： 23，673，300円
3連複： 58，910，100円 3連単： 144，931，900円 計： 442，560，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 120円 � 110円 � 500円 枠 連（2－7） 210円

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 140円 �� 900円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 7，520円

票 数

単勝票数 計 260579 的中 � 42365（2番人気）
複勝票数 計 923406 的中 � 122687（2番人気）� 644233（1番人気）� 12064（8番人気）
枠連票数 計 113914 的中 （2－7） 40940（1番人気）
馬連票数 計 437084 的中 �� 141880（1番人気）
馬単票数 計 415465 的中 �� 45758（2番人気）
ワイド票数 計 236733 的中 �� 61734（1番人気）�� 4911（13番人気）�� 6647（10番人気）
3連複票数 計 589101 的中 ��� 26873（6番人気）
3連単票数 計1449319 的中 ��� 14235（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―36．0―48．9―1：01．7―1：13．1―1：24．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクラエフォート �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 Woodman デビュー 2013．8．3 新潟12着

2011．3．23生 牡2黒鹿 母 サクラヴァウチ 母母 Vouch 4戦1勝 賞金 6，300，000円
〔発走状況〕 イーストフォンテン号・ケイビエント号は，発進不良〔外側に逃避〕。

第４回 東京競馬 第４日



2703910月13日 晴 良 （25東京4）第4日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時50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

810 ア ル バ ー ト 牡2栗 55 石橋 脩林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 470－ 21：49．0 10．3�
44 アンジュデュバン 牝2黒鹿54 大野 拓弥後藤 英成氏 武市 康男 日高 荒井ファーム 442－10 〃 アタマ 6．1�
89 チ ェ ー ザ レ 牡2黒鹿55 北村 宏司丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 524＋ 4 〃 クビ 2．1�
55 コスモカパルア 牝2栗 54 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 清水 美波 日高 北田 剛 444± 01：49．21� 16．8�
33 ユキノアカツキ 牡2栗 55 柴田 善臣馬場 幸廣氏 根本 康広 日高 幾千世牧場 514－ 21：49．3� 6．5�
11 モーレアモーレ 牝2栗 54 勝浦 正樹�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 478－101：49．51� 43．6	
22 ガ ラ ハ ッ ド �2青鹿55 黛 弘人岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 430－ 81：49．6クビ 41．7

77 ウェルヴァースト 牡2栗 55 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450－121：49．81� 18．2�
78 コスモベツァーリ 牝2鹿 54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 日高 戸川牧場 436± 01：49．9� 5．6�
66 ジャックポット 牡2鹿 55 武士沢友治�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 458－241：50．75 75．2
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売 得 金
単勝： 24，161，800円 複勝： 40，485，100円 枠連： 13，192，700円
馬連： 51，184，300円 馬単： 38，517，100円 ワイド： 23，381，000円
3連複： 62，158，900円 3連単： 128，941，800円 計： 382，022，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 270円 � 180円 � 120円 枠 連（4－8） 590円

馬 連 �� 2，840円 馬 単 �� 6，110円

ワ イ ド �� 820円 �� 510円 �� 290円

3 連 複 ��� 2，010円 3 連 単 ��� 21，020円

票 数

単勝票数 計 241618 的中 � 18509（5番人気）
複勝票数 計 404851 的中 � 27666（5番人気）� 53085（3番人気）� 138032（1番人気）
枠連票数 計 131927 的中 （4－8） 16767（2番人気）
馬連票数 計 511843 的中 �� 13331（12番人気）
馬単票数 計 385171 的中 �� 4657（24番人気）
ワイド票数 計 233810 的中 �� 6446（11番人気）�� 11094（5番人気）�� 22540（2番人気）
3連複票数 計 621589 的中 ��� 22842（6番人気）
3連単票数 計1289418 的中 ��� 4529（67番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―11．9―12．3―12．5―12．7―11．5―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―36．4―48．7―1：01．2―1：13．9―1：25．4―1：36．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ア ル バ ー ト �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．6．23 東京12着

2011．2．7生 牡2栗 母 フォルクローレ 母母 アンデスレディー 2戦1勝 賞金 5，000，000円

2704010月13日 晴 良 （25東京4）第4日 第4競走 ��1，300�サラブレッド系2歳
発走11時20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

710 プリサイスエース 牡2栗 55 江田 照男井山 登氏 矢野 照正 新冠 芳住 鉄兵 498 ―1：21．6 8．2�
44 サンマディソン 牝2鹿 54 松岡 正海加藤 信之氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 450 ― 〃 クビ 13．0�
55 ヒマラヤタカコ 牝2栗 54 武士沢友治辻 大作氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 446 ―1：22．45 58．2�
11 ア タ リ ク ジ 牡2鹿 55 北村 宏司小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 464 ―1：22．5クビ 2．8�
812 デジタルアゲン 牡2鹿 55 西田雄一郎浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 508 ―1：22．6� 52．8�
68 ファインクリスエス 牡2黒鹿55 三浦 皇成井山 登氏 矢野 英一 新冠 岩見牧場 470 ―1：23．13 7．4�
22 サンバデジャネイロ 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行	ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 438 ―1：23．2� 71．4

811 シゲルオオスミ 牝2鹿 54 後藤 浩輝森中 蕃氏 松永 康利 日高 若林 武雄 452 ― 〃 クビ 13．1�
79 オールドケベック 牝2黒鹿54 蛯名 正義吉田 照哉氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 458 ―1：23．51� 2．7�
33 オーバートゥループ 牝2鹿 54 田中 勝春北駿競走馬組合 佐藤 吉勝 新ひだか 沼田 照秋 472 ―1：24．24 17．1
56 フレンドジュエリー 牝2黒鹿54 二本柳 壮横尾 晴人氏 武市 康男 新ひだか 田中 裕之 442 ―1：25．79 90．3�
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67 ダブルフェイス 牡2栗 55 勝浦 正樹山口 敦広氏 和田正一郎 新冠 有限会社 大

作ステーブル ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 20，925，400円 複勝： 26，632，200円 枠連： 12，916，400円
馬連： 40，677，800円 馬単： 31，109，500円 ワイド： 19，307，200円
3連複： 47，440，000円 3連単： 93，853，700円 計： 292，862，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 220円 � 370円 � 1，520円 枠 連（4－7） 1，380円

馬 連 �� 4，720円 馬 単 �� 8，830円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 6，110円 �� 6，800円

3 連 複 ��� 99，470円 3 連 単 ��� 391，330円

票 数

単勝票数 差引計 209254（返還計 869） 的中 � 20181（4番人気）
複勝票数 差引計 266322（返還計 929） 的中 � 37709（3番人気）� 19151（6番人気）� 3823（10番人気）
枠連票数 差引計 129164（返還計 96） 的中 （4－7） 6925（6番人気）
馬連票数 差引計 406778（返還計 5641） 的中 �� 6366（16番人気）
馬単票数 差引計 311095（返還計 3808） 的中 �� 2603（28番人気）
ワイド票数 差引計 193072（返還計 2062） 的中 �� 3449（17番人気）�� 767（36番人気）�� 689（40番人気）
3連複票数 差引計 474400（返還計 11693） 的中 ��� 352（104番人気）
3連単票数 差引計 938537（返還計 22830） 的中 ��� 177（452番人気）

ハロンタイム 7．1―11．9―12．4―13．5―12．7―11．8―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―19．0―31．4―44．9―57．6―1：09．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．2―3F36．7
3 3，4（1，10）（2，11）12－（5，9）8－6 4 ・（3，4）（1，10）（2，11）（12，9）（5，8）－6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

プリサイスエース �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 Deputy Commander 初出走

2011．2．2生 牡2栗 母 ム カ ラ フ ァ 母母 Courtroom Antics 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 ダブルフェイス号は，疾病〔四肢挫創〕のため出走取消。
〔制裁〕 デジタルアゲン号の騎手西田雄一郎は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・8番）



2704110月13日 晴 良 （25東京4）第4日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時10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
1：21．2
1：20．3

良
良

35 ダイワソフィー 牝2芦 54 丸田 恭介大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 462 ―1：22．3 5．9�
713 イマスグキスミー 牝2黒鹿54 吉田 隼人�ビリオンスター矢野 英一 千歳 社台ファーム 452 ―1：22．4� 4．8�
12 シニョリーナ 牝2青鹿 54

52 △横山 和生髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 小島牧場 458 ―1：22．61� 17．6�
11 ウインエレメント 牝2鹿 54 石橋 脩�ウイン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 416 ― 〃 クビ 11．0�
611 ハートオブクラリス 牝2黒鹿54 後藤 浩輝 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 むかわ 上水牧場 464 ―1：22．81� 4．3�
24 トウカイマインド 牝2鹿 54 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 浦河 帰山 清貴 452 ―1：23．01� 72．3	
48 マサノマリリン 牝2黒鹿54 大野 拓弥中村 時子氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 454 ―1：23．1� 6．9

23 ミライヘノマイ 牝2栗 54

52 △杉原 誠人三島 宣彦氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 482 ―1：23．2クビ 71．1�
47 アサカラヴァーズ 牝2鹿 54

51 ▲長岡 禎仁�協和牧場 和田 正道 新冠 協和牧場 470 ―1：23．3� 166．7
612 ナイスクオリア 牝2栗 54 柴田 善臣福田 光博氏 根本 康広 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 446 ―1：23．83 72．9�
818 シュンメガミ 牝2栗 54 木幡 初広石川 博氏 川村 禎彦 浦河 谷口牧場 464 ―1：23．9� 11．8�
59 ヤマホトトギス 牝2鹿 54 江田 照男江川 伸夫氏 矢野 照正 新冠 川上牧場 450 ―1：24．11� 14．1�
715 シゲルイシカリ 牝2栗 54 嘉藤 貴行森中 蕃氏 佐藤 吉勝 新冠 タニグチ牧場 426 ―1：24．31� 28．6�
816 アイケーゴーウィン 牝2青鹿54 村田 一誠池田 皓介氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 432 ― 〃 アタマ 145．0�
510 キョウワメロディー 牝2栗 54 松岡 正海�協和牧場 和田 正道 新冠 協和牧場 476 ―1：24．5� 31．1�
817 マハーシュリー 牝2黒鹿 54

51 ▲花田 大昂高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 土田 扶美子 436 ―1：24．81� 28．5�
714 キャッシュバック 牝2黒鹿54 田中 博康福田 光博氏 小桧山 悟 新冠 競優牧場 416 ―1：25．11� 183．9�
36 デザイアドライブ 牝2黒鹿54 蛯名 正義片山 晃氏 金成 貴史 新ひだか 西村 和夫 458 ―1：26．27 23．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 21，468，300円 複勝： 32，862，100円 枠連： 20，957，300円
馬連： 56，073，500円 馬単： 34，429，400円 ワイド： 26，682，400円
3連複： 73，380，500円 3連単： 108，067，400円 計： 373，920，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 210円 � 190円 � 450円 枠 連（3－7） 870円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，730円

ワ イ ド �� 590円 �� 1，740円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 7，920円 3 連 単 ��� 45，190円

票 数

単勝票数 計 214683 的中 � 29035（3番人気）
複勝票数 計 328621 的中 � 44304（3番人気）� 54680（1番人気）� 15502（8番人気）
枠連票数 計 209573 的中 （3－7） 17949（1番人気）
馬連票数 計 560735 的中 �� 30730（2番人気）
馬単票数 計 344294 的中 �� 9322（4番人気）
ワイド票数 計 266824 的中 �� 11855（2番人気）�� 3659（23番人気）�� 4084（19番人気）
3連複票数 計 733805 的中 ��� 6841（20番人気）
3連単票数 計1080674 的中 ��� 1765（107番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．3―11．9―11．3―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．4―46．3―57．6―1：09．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．0
3 7－4（9，15，17）5（11，18）（2，12，13）（3，8）1－10－16－14＝6 4 7－4，9－（5，11，15）17，18，2（12，13）（3，8，1）－10＝16－14＝6

勝馬の
紹 介

ダイワソフィー �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2011．3．23生 牝2芦 母 ダイワジェラート 母母 ビューティーメイク 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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アイアイラブ号・カイミラ号・カクテルハット号・グランドエンジェル号・ヌーヴォレコルト号・ノーステラス号

2704210月13日 晴 良 （25東京4）第4日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走12時40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

78 ニットウビクトリー 牡4鹿 57 柴田 善臣�日東牧場 松山 康久 浦河 日東牧場 474± 01：39．8 8．2�
77 イッツガナハプン 牡4栗 57 大野 拓弥サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 500＋ 61：40．01� 34．5�
89 ブライアンズオーラ 牡4鹿 57 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 友田牧場 492＋ 41：40．21� 1．5�
810 ヤマニンティグル 牡5鹿 57

54 ▲長岡 禎仁土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 474＋ 41：40．51� 111．4�
66 オリオンザムーン 牡3栗 55 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 512＋ 21：40．71� 5．9�
33 オ ン ラ イ ン 牡3鹿 55 吉田 隼人重松 國建氏 佐藤 吉勝 新ひだか 沼田 照秋 466－ 11：40．91 120．2	
55 スリープレシャス 牡5青 57

54 ▲山崎 亮誠永井商事
 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B464－ 2 〃 クビ 15．8�
11 ホイットマン 	3栗 55 村田 一誠池谷 誠一氏 栗田 徹 むかわ 上水牧場 452＋ 61：41．21� 57．2�
22 バ ン ク シ ー 牡3鹿 55

54 ☆嶋田 純次渡邊 隆氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 482－ 41：41．51� 20．5
44 ナムラマンジロウ 牡3栗 55 後藤 浩輝奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 492＋ 61：41．82 9．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 31，292，000円 複勝： 101，044，000円 枠連： 12，721，200円
馬連： 52，678，100円 馬単： 55，675，700円 ワイド： 27，804，700円
3連複： 68，502，600円 3連単： 207，968，300円 計： 557，686，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 210円 � 410円 � 110円 枠 連（7－7） 9，400円

馬 連 �� 7，750円 馬 単 �� 15，630円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 260円 �� 590円

3 連 複 ��� 2，530円 3 連 単 ��� 36，540円

票 数

単勝票数 計 312920 的中 � 30099（3番人気）
複勝票数 計1010440 的中 � 56462（3番人気）� 21729（7番人気）� 709685（1番人気）
枠連票数 計 127212 的中 （7－7） 999（19番人気）
馬連票数 計 526781 的中 �� 5019（21番人気）
馬単票数 計 556757 的中 �� 2630（34番人気）
ワイド票数 計 278047 的中 �� 4489（19番人気）�� 31302（2番人気）�� 11133（8番人気）
3連複票数 計 685026 的中 ��� 20004（12番人気）
3連単票数 計2079683 的中 ��� 4201（99番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．6―37．3―50．2―1：03．3―1：15．6―1：27．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニットウビクトリー �
�
父 ヘクタープロテクター �

�
母父 エイシンサンディ デビュー 2012．1．28 東京4着

2009．3．16生 牡4鹿 母 エイシンサーメット 母母 エイシンスポーケン 10戦3勝 賞金 25，000，000円



2704310月13日 晴 良 （25東京4）第4日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走13時10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

11 ファントムロード 牡5鹿 57 石橋 脩�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 500＋121：22．2 14．7�
12 ブライトチェリー 牝3芦 53 田中 勝春 IHR 菊川 正達 新冠 山岡ファーム 466± 0 〃 クビ 5．0�
35 � ヒ ュ ウ マ 牡3鹿 55 吉田 隼人林 正道氏 矢作 芳人 米 Aaron Sones 488－ 41：22．3クビ 2．0�
815 シルクブルックリン 牡4黒鹿57 西田雄一郎有限会社シルク上原 博之 新冠 対馬 正 552－ 81：22．72	 12．9�
713 プレイアップ 牝3鹿 53 田辺 裕信 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434－ 2 〃 クビ 25．0�
36 ネロディアマンテ 牝3青 53 蛯名 正義 �サンデーレーシング 相沢 郁 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋ 6 〃 アタマ 7．3	
59 レッドストラーダ 牡5鹿 57

54 ▲長岡 禎仁 
東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 496＋ 21：22．8
 75．5�
816 ハッピーシャワー 牝4鹿 55

53 △横山 和生馬場 幸夫氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 502＋ 41：22．9	 133．0�
611 レッドヴィーヴォ 牡3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 444± 01：23．0
 14．6
24 オメガファイター 牡3鹿 55 後藤 浩輝原 �子氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 482＋ 21：23．1クビ 20．3�
47 グラントリノ 牝4栗 55 武士沢友治加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 440－ 2 〃 ハナ 94．1�
23 トクラットリバー 牝3黒鹿53 北村 宏司吉田 勝己氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 464＋ 6 〃 クビ 28．0�
48 マイネルパントル 牡3鹿 55 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム 472＋16 〃 アタマ 165．1�
510 キャメロンロード 牝3鹿 53 丸田 恭介森 保彦氏 和田 雄二 新冠 長浜牧場 450± 01：23．2	 32．4�
714 スマイルゲート 牝4黒鹿 55

52 ▲原田 和真 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 むかわ 上水牧場 442－ 71：23．73 443．9�

612 テイエムジョニクロ 牡5黒鹿57 松岡 正海竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 惣田 英幸 B478＋181：23．8	 154．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，601，200円 複勝： 60，689，600円 枠連： 22，320，700円
馬連： 79，626，200円 馬単： 50，676，200円 ワイド： 34，391，600円
3連複： 97，050，700円 3連単： 168，444，200円 計： 548，800，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，470円 複 勝 � 270円 � 150円 � 120円 枠 連（1－1） 2，700円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 5，690円

ワ イ ド �� 840円 �� 570円 �� 260円

3 連 複 ��� 2，040円 3 連 単 ��� 20，630円

票 数

単勝票数 計 356012 的中 � 19118（6番人気）
複勝票数 計 606896 的中 � 39544（6番人気）� 100958（2番人気）� 200449（1番人気）
枠連票数 計 223207 的中 （1－1） 6104（11番人気）
馬連票数 計 796262 的中 �� 22919（9番人気）
馬単票数 計 506762 的中 �� 6581（19番人気）
ワイド票数 計 343916 的中 �� 9118（10番人気）�� 14045（5番人気）�� 38026（1番人気）
3連複票数 計 970507 的中 ��� 35164（4番人気）
3連単票数 計1684442 的中 ��� 6026（54番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―11．7―12．2―11．5―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．0―35．7―47．9―59．4―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファントムロード �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 パークリージエント デビュー 2011．2．20 東京2着

2008．3．7生 牡5鹿 母 ホクトペンダント 母母 ホクトビーナス 11戦3勝 賞金 29，795，000円

2704410月13日 晴 良 （25東京4）第4日 第8競走 ��2，100�サラブレッド系3歳以上
発走13時40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

33 アルジェンタム 牡5栗 57 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 千歳 社台ファーム 484± 02：14．9 3．5�
810 ポッドフェローズ 牡3鹿 55 北村 宏司小川眞査雄氏 大竹 正博 新冠 村田牧場 478－ 22：15．11� 19．6�
811� メ イ ユ ー ル 牝4芦 55

52 ▲長岡 禎仁�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 460＋ 42：15．2� 24．2�
22 オパールパワー 牡4芦 57 吉田 隼人居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム B564－ 6 〃 アタマ 8．7�
67 トウショウマナーズ 牡3鹿 55 田辺 裕信藤田 衛成氏 池上 昌弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 530＋ 8 〃 クビ 9．7�
11 リーゼントブルース 牡4芦 57 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 B480＋ 22：16．05 2．1	
66 マイネルティンラン 牡5栗 57 丹内 祐次 �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 464± 0 〃 ハナ 23．0

55 ダークルーラ 牡3鹿 55

52 ▲原田 和真大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社
大原ファーム 522＋ 22：16．1	 34．9�

78 アサクサベルーガ 牡3黒鹿55 後藤 浩輝田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 454－ 62：16．2クビ 10．0�
44 ト キ ノ ユ ウ 牡4鹿 57 村田 一誠岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 B434＋ 62：17．15 157．7
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79 ヴィアレーギア 牡3黒鹿55 石橋 脩伊達 敏明氏 高橋 文雅 日高 サンシャイン

牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 31，386，000円 複勝： 44，155，200円 枠連： 16，960，600円
馬連： 66，272，400円 馬単： 47，573，100円 ワイド： 31，883，300円
3連複： 83，343，700円 3連単： 185，931，900円 計： 507，506，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 430円 � 480円 枠 連（3－8） 2，130円

馬 連 �� 3，580円 馬 単 �� 5，080円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 1，260円 �� 3，370円

3 連 複 ��� 20，960円 3 連 単 ��� 97，950円

票 数

単勝票数 差引計 313860（返還計 632） 的中 � 72302（2番人気）
複勝票数 差引計 441552（返還計 829） 的中 � 100859（2番人気）� 22758（6番人気）� 19999（7番人気）
枠連票数 差引計 169606（返還計 150） 的中 （3－8） 5896（9番人気）
馬連票数 差引計 662724（返還計 5680） 的中 �� 13678（14番人気）
馬単票数 差引計 475731（返還計 3886） 的中 �� 6921（19番人気）
ワイド票数 差引計 318833（返還計 2212） 的中 �� 6927（15番人気）�� 6315（16番人気）�� 2268（30番人気）
3連複票数 差引計 833437（返還計 12263） 的中 ��� 2935（55番人気）
3連単票数 差引計1859319（返還計 23366） 的中 ��� 1401（228番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―19．2―32．3―45．7―59．1―1：12．7―1：25．7―1：37．9―1：50．2―2：02．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F37．0
1
3
1，7（2，11）（4，5，8，10）－3－6
1（7，6，10）（2，11，8）（4，5，3）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アルジェンタム �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2011．4．10 小倉13着

2008．2．6生 牡5栗 母 ヒシシルバーメイド 母母 Hishi Amazon 28戦3勝 賞金 47，007，000円
〔出走取消〕 ヴィアレーギア号は，疾病〔両腕節部打撲傷〕のため出走取消。
〔制裁〕 ポッドフェローズ号の騎手北村宏司は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



2704510月13日 晴 良 （25東京4）第4日 第9競走 ��1，400�
さ い こ

西 湖 特 別
発走14時15分 （ダート・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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

47 カチューシャ 牝4栃栗55 石橋 脩窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 474＋101：24．6 3．3�
36 ダンシングミッシー 牝4鹿 55 勝浦 正樹伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 472＋ 6 〃 クビ 6．3�
48 タイキソレイユ 牝4黒鹿55 松岡 正海�大樹ファーム 作田 誠二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 458－ 21：25．45 12．7�
11 ヒ メ サ ク ラ 牝3鹿 53 柴田 善臣岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 448＋ 21：25．5� 26．0�
12 ド ナ リ サ 牝5鹿 55 大野 拓弥山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 474± 01：25．6� 28．0�
612� ク ロ タ カ 牝4黒鹿55 嶋田 純次�槇本牧場 手塚 貴久 日高 槇本牧場 488－ 41：25．7� 3．0	
714 ヴァレンティーネ 牝3鹿 53 三浦 皇成佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 的場牧場 450＋ 81：25．8クビ 28．6

510 ファーマジェンヌ 牝4黒鹿55 田中 勝春中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 496－ 41：26．01	 39．5�
23 タガノミューチャン 牝3鹿 53 後藤 浩輝八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492＋ 2 〃 アタマ 9．2�
24 タ プ ロ ー ム 牝3鹿 53 大庭 和弥�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 室田 千秋 484＋ 21：26．21 139．5
59 マジッククレスト 牝4青鹿55 蛯名 正義 �キャロットファーム 藤岡 健一 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋141：26．3� 13．5�
713 レッドティムール 牝4青鹿55 北村 宏司 �東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 522＋ 21：26．51	 44．7�
35 � シャイニイチカ 牝6鹿 55 伴 啓太冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 B444－ 21：26．82 196．0�
611 クラリスピンク 牝5青 55 田辺 裕信吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 460＋ 21：27．0� 81．7�
816 メイショウラグーナ 牝6鹿 55 吉田 隼人松本 好�氏 中野 栄治 浦河 まるとみ冨岡牧場 480＋ 41：27．21	 108．0�
815 ピュアマインド 牝5栗 55 江田 照男吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 452－ 61：27．62� 137．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，136，000円 複勝： 66，989，200円 枠連： 30，191，500円
馬連： 124，041，300円 馬単： 72，253，300円 ワイド： 48，411，000円
3連複： 152，955，700円 3連単： 268，565，200円 計： 804，543，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 170円 � 280円 枠 連（3－4） 700円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 330円 �� 560円 �� 890円

3 連 複 ��� 2，130円 3 連 単 ��� 8，230円

票 数

単勝票数 計 411360 的中 � 99023（2番人気）
複勝票数 計 669892 的中 � 162187（1番人気）� 106710（3番人気）� 49139（5番人気）
枠連票数 計 301915 的中 （3－4） 32034（2番人気）
馬連票数 計1240413 的中 �� 100687（2番人気）
馬単票数 計 722533 的中 �� 33089（3番人気）
ワイド票数 計 484110 的中 �� 39570（2番人気）�� 21054（4番人気）�� 12516（9番人気）
3連複票数 計1529557 的中 ��� 53153（4番人気）
3連単票数 計2685652 的中 ��� 24093（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．7―37．2―49．2―1：01．1―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カチューシャ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2012．3．17 阪神2着

2009．2．19生 牝4栃栗 母 ロマンスプレゼント 母母 ビューチフルロマン 17戦4勝 賞金 64，316，000円

2704610月13日 晴 良 （25東京4）第4日 第10競走 ��
��1，800�神 奈 川 新 聞 杯

発走14時50分 （芝・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

神奈川新聞社賞（1着）
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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：44．1

良
良

33 スピルバーグ 牡4鹿 57 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 498－ 41：45．8 2．8�
44 フェスティヴタロー 牡4栗 57 田中 勝春臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 小倉 光博 496＋101：46．12 7．6�
79 ハ ー コ ッ ト 牡4鹿 57 柴田 善臣 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B466－ 21：46．2� 32．0�
67 プロモントーリオ 牡3鹿 55 三浦 皇成水上 行雄氏 萩原 清 日高 道見牧場 488± 01：46．51	 74．6�
66 アイスフォーリス 牝4芦 55 大野 拓弥 �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 470± 0 〃 クビ 8．5�
78 ドラゴンレジェンド 牡3栗 55 田辺 裕信窪田 芳郎氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：46．6� 18．2	
811 ライズトゥフェイム 牡3鹿 55 吉田 隼人有限会社シルク加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 61：47．02� 6．1

810 エーブフウジン 牡5栗 57 丸田 恭介 �レーシングホース

ジャパン 高橋 文雅 新ひだか ダイイチ牧場 B496± 0 〃 アタマ 51．6�
55 ジョングルール 牡4黒鹿57 蛯名 正義吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 500－ 21：47．2	 3．8
11 プレミアムテースト 牡5青 57 石橋 脩 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 452＋ 81：47．51	 18．0�
22 イ チ ブ ン 牡6青鹿57 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 水上 習孝 490－ 6 〃 クビ 24．5�
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売 得 金
単勝： 44，869，500円 複勝： 69，460，700円 枠連： 23，780，700円
馬連： 134，757，300円 馬単： 86，278，800円 ワイド： 46，609，400円
3連複： 153，156，000円 3連単： 330，330，300円 計： 889，242，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 240円 � 680円 枠 連（3－4） 1，210円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，460円 �� 2，570円

3 連 複 ��� 7，270円 3 連 単 ��� 27，700円

票 数

単勝票数 計 448695 的中 � 129628（1番人気）
複勝票数 計 694607 的中 � 166527（1番人気）� 74583（5番人気）� 19776（9番人気）
枠連票数 計 237807 的中 （3－4） 14589（5番人気）
馬連票数 計1347573 的中 �� 89195（3番人気）
馬単票数 計 862788 的中 �� 35279（4番人気）
ワイド票数 計 466094 的中 �� 26976（3番人気）�� 7613（19番人気）�� 4214（31番人気）
3連複票数 計1531560 的中 ��� 15559（30番人気）
3連単票数 計3303303 的中 ��� 8804（96番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―36．0―48．0―59．5―1：11．1―1：22．6―1：34．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F34．7

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

勝馬の
紹 介

スピルバーグ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Lycius デビュー 2011．10．15 東京1着

2009．5．12生 牡4鹿 母 プリンセスオリビア 母母 Dance Image 9戦3勝 賞金 63，724，000円

２レース目



2704710月13日 晴 良 （25東京4）第4日 第11競走 ��
��2，000�アイルランドトロフィー

発走15時30分 （芝・左）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，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）

レパーズタウン競馬場賞（1着）
賞 品

本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

44 レインスティック 牡6栗 56 武士沢友治 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 456－ 42：00．9 16．5�
88 サトノギャラント 牡4黒鹿56 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 502± 0 〃 クビ 1．4�
66 ピュアブリーゼ 牝5栗 53 田辺 裕信 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 464－ 22：01．0	 17．4�
55 アスカクリチャン 牡6鹿 59 柴田 善臣栗本 博晴氏 須貝 尚介 新冠 つつみ牧場 494＋ 62：01．1クビ 6．8�
33 タムロスカイ 牡6栗 57 後藤 浩輝谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 488－ 2 〃 ハナ 14．1�
77 モ ン テ エ ン 牡6鹿 56 田中 勝春毛利 喜昭氏 松山 康久 日高 瀬戸牧場 476－ 2 〃 クビ 14．5	
22 アグネスミヌエット 牝8鹿 53 杉原 誠人渡辺 孝男氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 442＋ 42：01．63 138．0

89 マルカボルト 牡6黒鹿56 石橋 脩河長産業� 羽月 友彦 浦河 笹地牧場 482－12 〃 ハナ 8．4�
11 イケドラゴン 牡8栗 56 大野 拓弥池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 522－ 82：02．23
 82．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 59，048，200円 複勝： 141，060，400円 枠連： 33，593，800円
馬連： 161，063，300円 馬単： 129，345，400円 ワイド： 54，047，300円
3連複： 178，202，700円 3連単： 620，527，000円 計： 1，376，888，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，650円 複 勝 � 320円 � 110円 � 330円 枠 連（4－8） 830円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，720円 �� 420円

3 連 複 ��� 3，610円 3 連 単 ��� 31，790円

票 数

単勝票数 計 590482 的中 � 28260（6番人気）
複勝票数 計1410604 的中 � 44255（6番人気）� 994654（1番人気）� 42329（7番人気）
枠連票数 計 335938 的中 （4－8） 30008（5番人気）
馬連票数 計1610633 的中 �� 135300（5番人気）
馬単票数 計1293454 的中 �� 34735（10番人気）
ワイド票数 計 540473 的中 �� 44686（4番人気）�� 6853（21番人気）�� 32456（6番人気）
3連複票数 計1782027 的中 ��� 36530（15番人気）
3連単票数 計6205270 的中 ��� 14407（82番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．8―37．0―49．3―1：02．4―1：15．1―1：27．2―1：38．3―1：49．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．8―3F33．7

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

勝馬の
紹 介

レインスティック �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2009．8．1 新潟3着

2007．5．7生 牡6栗 母 リズムオブザレイン 母母 レ ン Ⅱ 31戦6勝 賞金 101，395，000円

2704810月13日 晴 良 （25東京4）第4日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走16時10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

712 ピオニエトウショウ 牝4鹿 55 丸田 恭介トウショウ産業� 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 440－101：25．1 7．0�
57 テ ム ジ ン 牡4鹿 57 蛯名 正義熊谷 貴之氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 480＋ 4 〃 クビ 10．2�
813�	 セイウンロワイヤル 牡5鹿 57 北村 宏司西山 茂行氏 手塚 貴久 米 Rosemont

Farm LLC 492－171：25．73
 7．8�
610� セ ツ ナ 牡3鹿 55 石橋 脩林 正道氏 田村 康仁 米 Ann Loren-

son Lynch 498＋ 61：25．91
 6．1�
69 ド ル モ ン 牡4鹿 57 柴田 善臣伊藤 信之氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 B498＋121：26．11
 10．8�
34 ピグマリオン 牡4鹿 57 田中 勝春 	キャロットファーム 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 464＋ 21：26．2クビ 2．4

711 クレバーカイオウ 牡3鹿 55 田辺 裕信	岡崎牧場 小西 一男 新冠 長浜牧場 452－ 41：26．51� 14．1�
814 ボウマンミル 牡3青鹿55 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490－ 61：26．92
 19．7�
33 ドリームバラード 牝4黒鹿 55

53 △横山 和生ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 B452＋ 41：27．11� 39．4
11 �	 ベリベリハッピー 牡4黒鹿 57

55 △杉原 誠人足立 範子氏 黒岩 陽一 米
Marston Stud, R.
A. N. Bonnycastle
& BBA Ireland

496＋ 21：27．3� 103．2�
22 キングビート 牡4黒鹿57 勝浦 正樹	桜井牧場 水野 貴広 新ひだか 桜井牧場 464± 01：27．51� 72．5�
58 タケデンザビエル 牝4栗 55 江田 照男武市 進吾氏 嶋田 潤 浦河 安藤牧場 466± 01：27．81� 78．7�
45 キュウシュウソダチ 牡3鹿 55 西田雄一郎西村新一郎氏 蛯名 利弘 鹿児島 服部 文明 454＋19 〃 クビ 180．1�
46 � アプローチング 牡3栗 54 三浦 皇成窪田 康志氏 白井 寿昭 豪 Stud Consult-

ants Pty Ltd 494＋ 21：28．54 62．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 47，560，400円 複勝： 69，782，800円 枠連： 39，052，900円
馬連： 139，971，700円 馬単： 84，049，500円 ワイド： 51，796，700円
3連複： 167，786，200円 3連単： 351，315，800円 計： 951，316，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 210円 � 310円 � 290円 枠 連（5－7） 1，960円

馬 連 �� 2，670円 馬 単 �� 5，460円

ワ イ ド �� 840円 �� 950円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 10，120円 3 連 単 ��� 59，100円

票 数

単勝票数 計 475604 的中 � 54007（3番人気）
複勝票数 計 697828 的中 � 98224（2番人気）� 55791（5番人気）� 62413（4番人気）
枠連票数 計 390529 的中 （5－7） 14749（9番人気）
馬連票数 計1399717 的中 �� 38744（10番人気）
馬単票数 計 840495 的中 �� 11373（22番人気）
ワイド票数 計 517967 的中 �� 15497（8番人気）�� 13621（13番人気）�� 7181（23番人気）
3連複票数 計1677862 的中 ��� 12238（37番人気）
3連単票数 計3513158 的中 ��� 4387（204番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．0―12．6―12．0―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．1―36．1―48．7―1：00．7―1：12．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．4
3 6，12（4，13）14（5，8）－1，11，7（2，3）－10－9 4 6，12，13（4，14）8，5，11，1，7（2，3）10，9

勝馬の
紹 介

ピオニエトウショウ �
�
父 デュランダル �

�
母父 Nureyev デビュー 2012．3．17 中山3着

2009．6．11生 牝4鹿 母 キートウショウ 母母 Key Up 14戦2勝 賞金 22，700，000円

４レース目



（25東京4）第4日 10月13日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 152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

207，010，000円
10，960，000円
1，150，000円
18，650，000円
57，153，500円
3，952，000円
1，459，200円

勝馬投票券売得金
403，296，900円
784，175，500円
252，295，300円
1，003，320，200円
704，952，200円
413，894，200円
1，215，086，100円
2，713，880，100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 7，490，900，500円

総入場人員 41，646名 （有料入場人員 39，057名）
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