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2707310月26日 曇 良 （26東京4）第7日 第1競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走9時55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
1：45．9
1：45．9

良
良

44 ディアマイダーリン 牝2鹿 54 三浦 皇成窪田 康志氏 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 472± 01：51．0 3．1�
78 スターチェイサー 牡2芦 55 戸崎 圭太 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 472＋ 21：51．1� 2．4�
77 トーセンカナロア 牡2鹿 55 大野 拓弥島川 �哉氏 小桧山 悟 洞�湖 レイクヴィラファーム 464＋ 41：51．52� 17．8�
810 プラトンイミシャン 牡2鹿 55 松岡 正海池谷 誠一氏 粕谷 昌央 むかわ 上水牧場 454－ 21：51．6� 39．4�
55 カ シ シ 牝2鹿 54 田辺 裕信吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 442＋ 81：51．81	 3．7	
33 ニシノハッスル 牡2鹿 55 北村 宏司西山 茂行氏 古賀 慎明 浦河 高昭牧場 484－ 81：52．01� 11．6

22 トミケンブレスク 牡2鹿 55 F．ベリー 冨樫 賢二氏 上原 博之 浦河 福岡 光夫 474± 01：52．1
 33．8�

（愛）

11 マイネルラヴィーン 牡2栗 55 柴山 雄一 �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 450－ 81：52．2� 23．8

66 デスドロップ 牝2鹿 54 横山 和生畑佐 博氏 岩戸 孝樹 浦河 富田牧場 390－ 8 〃 ハナ 63．9�
89 シ テ ー ル 牡2鹿 55 岩部 純二�ミルファーム 二本柳俊一 浦河 市正牧場 472＋ 41：53．05 239．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 16，552，500円 複勝： 28，267，600円 枠連： 9，000，600円
馬連： 41，821，100円 馬単： 27，940，500円 ワイド： 19，033，500円
3連複： 50，019，100円 3連単： 107，601，700円 計： 300，236，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 110円 � 280円 枠 連（4－7） 330円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 180円 �� 860円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，750円 3 連 単 ��� 6，280円

票 数

単勝票数 計 165525 的中 � 42156（2番人気）
複勝票数 計 282676 的中 � 52437（2番人気）� 126560（1番人気）� 11815（5番人気）
枠連票数 計 90006 的中 （4－7） 21102（1番人気）
馬連票数 計 418211 的中 �� 90775（1番人気）
馬単票数 計 279405 的中 �� 28996（2番人気）
ワイド票数 計 190335 的中 �� 35091（1番人気）�� 4659（11番人気）�� 7875（5番人気）
3連複票数 計 500191 的中 ��� 21343（6番人気）
3連単票数 計1076017 的中 ��� 12417（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．9―37．3―50．2―1：03．2―1：16．6―1：28．4―1：39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F34．4

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

勝馬の
紹 介

ディアマイダーリン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2014．7．27 札幌6着

2012．2．22生 牝2鹿 母 オネストリーダーリン 母母 Reluctant Guest 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔制裁〕 デスドロップ号の騎手横山和生は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金

10，000円。（被害馬：9番）
※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。

2707410月26日 曇 良 （26東京4）第7日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時25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
1：33．5
1：32．3

良
良

69 ダイワコンプリート 牡2鹿 55 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 510＋ 21：36．3 10．0�
610 ウインエスパシオ 牡2青鹿55 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 ハクツ牧場 506＋ 2 〃 ハナ 6．1�
813 コスモフィンセント 牡2黒鹿55 F．ベリー �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 480＋ 41：36．4� 15．5�

（愛）

57 コスモトリスタン 牡2鹿 55 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 菅原 泰夫 新ひだか 織田 孝 498－ 21：36．61� 4．8�
58 タイムフォラヴ 牝2青鹿54 柴山 雄一 �キャロットファーム 中川 公成 安平 ノーザンファーム 454＋ 2 〃 クビ 5．1	
22 セラフィーナ 牝2青鹿54 嘉藤 貴行矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 B432± 01：36．81� 15．6

711 ランデックヒルズ 牝2鹿 54 江田 照男簗田 満氏 高市 圭二 新冠 川島牧場 448＋ 6 〃 クビ 12．3�
33 ヴァンドデセール 牝2鹿 54 田中 勝春�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 梅田牧場 424± 01：36．9クビ 49．5�
11 アラビアンローズ 牝2黒鹿54 村田 一誠吉田 勝利氏 尾形 和幸 新ひだか 坂本牧場 450＋ 2 〃 ハナ 332．8
712 ゼ ト ス 牡2青鹿55 石橋 脩杉澤 光雄氏 小野 次郎 新冠 川島牧場 466＋ 81：37．0� 39．7�
34 クワッドアクセル 牡2栗 55 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 458－ 41：37．21� 6．6�
45 メイケイヘリオス 牡2黒鹿55 三浦 皇成名古屋競馬� 清水 久詞 新ひだか 山本 昇寿 520－ 6 〃 アタマ 6．9�
814 ネ コ レ ー ヌ 牝2青鹿54 大野 拓弥桐谷 茂氏 和田 雄二 日高 法理牧場 416－ 21：37．3クビ 222．5�
46 ディープクィック 牡2青鹿55 柴田 善臣深見 敏男氏 水野 貴広 浦河 野表 俊一 440± 0 〃 ハナ 35．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，136，500円 複勝： 34，545，800円 枠連： 15，137，500円
馬連： 60，248，000円 馬単： 31，712，400円 ワイド： 27，559，100円
3連複： 69，265，800円 3連単： 96，591，100円 計： 354，196，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 300円 � 220円 � 410円 枠 連（6－6） 3，400円

馬 連 �� 3，870円 馬 単 �� 7，400円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 3，840円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 26，170円 3 連 単 ��� 161，720円

票 数

単勝票数 計 191365 的中 � 15279（6番人気）
複勝票数 計 345458 的中 � 29118（6番人気）� 46503（4番人気）� 19647（8番人気）
枠連票数 計 151375 的中 （6－6） 3448（15番人気）
馬連票数 計 602480 的中 �� 12043（20番人気）
馬単票数 計 317124 的中 �� 3213（34番人気）
ワイド票数 計 275591 的中 �� 6707（14番人気）�� 1802（45番人気）�� 4009（25番人気）
3連複票数 計 692658 的中 ��� 1985（97番人気）
3連単票数 計 965911 的中 ��� 433（570番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―36．1―48．7―1：01．3―1：12．8―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F35．0
3 ・（5，7）（6，9）（2，10）（3，8）（1，11，12）（4，13）14 4 ・（5，7）（9，10）（6，2）8（3，12）（1，11，13）4，14

勝馬の
紹 介

ダイワコンプリート �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Woodman デビュー 2014．9．7 新潟14着

2012．3．11生 牡2鹿 母 ラスリングカプス 母母 Fieldy 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 コスモフィンセント号の騎手F．ベリーは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：8番・2

番・3番・1番）
※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。

第４回 東京競馬 第７日



2707510月26日 曇 良 （26東京4）第7日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走10時55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

813 キョウエイインドラ 牡2鹿 55 田中 勝春田中 晴夫氏 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 478 ―1：38．6 18．4�
11 ア グ ス タ 牡2鹿 55 戸崎 圭太寺田 寿男氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 502 ―1：39．77 2．0�
814 コスモサビク 牡2栗 55 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新ひだか グランド牧場 456 ―1：40．01� 40．1�
33 ジェントルジャック 牡2鹿 55 柴山 雄一吉田 和美氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 508 ―1：40．21� 3．1�
58 ノーブルカイザー 牡2鹿 55 横山 和生吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 新ひだか 村上牧場 484 ―1：40．52 33．2�
45 ディアドナテロ 牡2黒鹿55 嘉藤 貴行ディアレスト 池上 昌弘 新冠 武田牧場 456 ―1：41．13	 185．5	
711 アイスキャンドル 牝2青鹿54 大野 拓弥飯田 政子氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 478 ―1：41．52	 32．2

34 カ ヴ ァ ッ ロ 牡2鹿 55 柴田 善臣小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 472 ―1：41．6クビ 38．6�
57 サトノピスケス 牡2栗 55 三浦 皇成里見 治氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 470 ―1：42．02	 7．9
712 ラミアカーサ 牝2栗 54 田辺 裕信藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 432 ―1：42．1� 24．2�
22 
 エルブダムール 牡2栗 55 北村 宏司加藤 誠氏 中竹 和也 米 Whisper Hill

Farm LLC 496 ―1：42．52	 22．9�
69 ゴールドサーベラス 牡2栗 55 江田 照男田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 原田 久司 432 ―1：43．67 154．7�
610 イダクァイマ 牡2栗 55 F．ベリー 張 一達氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 514 ―1：44．45 26．8�

（愛）

46 ヨシミツクン 牡2鹿 55 松岡 正海田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 武 牧場 490 ―1：44．5	 109．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 23，886，000円 複勝： 31，142，100円 枠連： 15，803，900円
馬連： 48，283，000円 馬単： 32，804，100円 ワイド： 24，551，500円
3連複： 57，853，000円 3連単： 96，123，600円 計： 330，447，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，840円 複 勝 � 350円 � 120円 � 640円 枠 連（1－8） 1，230円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 5，870円

ワ イ ド �� 640円 �� 4，670円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 15，750円 3 連 単 ��� 127，170円

票 数

単勝票数 計 238860 的中 � 10383（4番人気）
複勝票数 計 311421 的中 � 17624（4番人気）� 101612（1番人気）� 8710（11番人気）
枠連票数 計 158039 的中 （1－8） 9910（4番人気）
馬連票数 計 482830 的中 �� 19276（4番人気）
馬単票数 計 328041 的中 �� 4187（16番人気）
ワイド票数 計 245515 的中 �� 10465（4番人気）�� 1292（40番人気）�� 3597（19番人気）
3連複票数 計 578530 的中 ��� 2754（43番人気）
3連単票数 計 961236 的中 ��� 548（280番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．2―12．4―12．6―12．5―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．1―36．3―48．7―1：01．3―1：13．8―1：26．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウエイインドラ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 アンバーシヤダイ 初出走

2012．3．6生 牡2鹿 母 サンシャワーキッス 母母 ミルレーサー 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。

2707610月26日 曇 良 （26東京4）第7日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走11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
1：33．5
1：32．3

良
良

610 ヴァリアントアロー 牡2鹿 55 戸崎 圭太�ラ・メール 田村 康仁 平取 川向高橋育
成牧場 480 ―1：38．2 2．6�

46 タイセイゴッホ 牝2鹿 54 田辺 裕信田中 成奉氏 菊川 正達 浦河 帰山 清貴 472 ― 〃 ハナ 20．1�
35 レイニングバイオ 牡2鹿 55 大野 拓弥バイオ� 牧 光二 新冠 川島牧場 446 ― 〃 アタマ 63．1�
712 ラッシュアタック 牡2鹿 55 三浦 皇成 �キャロットファーム 菊川 正達 洞�湖 レイクヴィラファーム 474 ―1：38．41� 11．3�
59 ダイアウルフ 牡2鹿 55 松岡 正海栗山 良子氏 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 498 ―1：38．5クビ 34．7	
11 マコトアルバトロス 牡2栗 55 田中 勝春�ディアマント 田中 剛 様似 出口 繁夫 468 ― 〃 クビ 4．4

713 ウイングジャパン 牡2栗 55 木幡 初広池田 實氏 中村 均 新ひだか 増本 良孝 490 ―1：38．6� 22．9�
814 シングルバレル 牡2栗 55 村田 一誠芹澤 精一氏 田中 清隆 浦河 谷川牧場 478 ―1：38．81� 32．6�
815 レオクイック 牡2鹿 55 江田 照男�レオ 岩戸 孝樹 浦河 田中スタッド 448 ―1：38．9� 57．5
22 サウンドアラムシャ 牡2青鹿55 F．ベリー 増田 雄一氏 和田正一郎 新ひだか 中田 英樹 432 ―1：39．11 4．5�

（愛）

611 ウインメーヴェ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ウイン 清水 英克 新ひだか 曾我 博 458 ― 〃 同着 143．7�
47 コパノアルディー 牡2栗 55 柴田 善臣小林 祥晃氏 尾形 充弘 新冠 松本 信行 476 ―1：39．52� 25．4�
23 バトルベヌス 牝2栗 54 柴田 未崎宮川 秋信氏 森田 直行 新ひだか 沖田 忠幸 410 ―1：39．81� 122．7�
34 ペンタプリズム 牝2青鹿54 北村 宏司 �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 470 ―1：40．75 10．2�
58 リターンエース 牡2栗 55 岩部 純二西村新一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 田原橋本牧場 438 ―1：43．0大差 316．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，172，300円 複勝： 30，193，600円 枠連： 15，190，200円
馬連： 50，834，800円 馬単： 30，622，500円 ワイド： 24，315，200円
3連複： 58，085，700円 3連単： 84，848，800円 計： 316，263，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 170円 � 450円 � 1，080円 枠 連（4－6） 1，840円

馬 連 �� 3，350円 馬 単 �� 4，670円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 2，590円 �� 7，470円

3 連 複 ��� 29，650円 3 連 単 ��� 117，620円

票 数

単勝票数 計 221723 的中 � 66694（1番人気）
複勝票数 計 301936 的中 � 64014（1番人気）� 15432（7番人気）� 5771（12番人気）
枠連票数 計 151902 的中 （4－6） 6369（7番人気）
馬連票数 計 508348 的中 �� 11729（11番人気）
馬単票数 計 306225 的中 �� 4913（13番人気）
ワイド票数 計 243152 的中 �� 5831（10番人気）�� 2399（29番人気）�� 818（62番人気）
3連複票数 計 580857 的中 ��� 1469（86番人気）
3連単票数 計 848488 的中 ��� 523（329番人気）

ハロンタイム 13．1―11．8―12．7―13．2―13．0―11．9―11．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．9―37．6―50．8―1：03．8―1：15．7―1：26．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F34．4
3 ・（10，11）（1，13）（12，14）（2，5，15）3，6，9（8，4，7） 4 ・（10，11）13（1，12，14）（2，5，15）3（9，6）（4，7）－8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヴァリアントアロー �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 サマーサスピション 初出走

2012．3．21生 牡2鹿 母 シーズアトムボイ 母母 シ ャ コ ン ヌ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ラッシュアタック号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：9番）
※ウインメーヴェ号・タイセイゴッホ号・バトルベヌス号・リターンエース号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



2707710月26日 曇 良 （26東京4）第7日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走12時15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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

56 オーゴンボルト 牡3黒鹿55 柴山 雄一永田 清男氏 畠山 吉宏 浦河 大西ファーム B518＋121：25．8 19．4�
45 サタンズクラウン 牡3栗 55 大野 拓弥 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 542＋ 21：25．9� 10．5�
813 ブライトマーサ 牡4黒鹿57 三浦 皇成�岡崎牧場 矢野 英一 新冠 競優牧場 478＋ 61：26．21� 12．5�
710 ゲマインシャフト 牡4鹿 57 松岡 正海丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 502＋ 21：26．3� 3．6�
33 ベリートゥベリー 牡4鹿 57 田中 勝春北所 直人氏 高木 登 様似 髙村 伸一 466± 01：26．4� 2．9�
11 � フレンドスイート 牝3鹿 53 戸崎 圭太横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 432－ 31：26．72 15．2	
44 セトノブロッサム 牝4黒鹿55 嘉藤 貴行難波 澄子氏 田島 俊明 日高 滝本 健二 478＋ 21：26．8� 144．7

711 シャークベイ 牡3青鹿55 F．ベリー �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 500＋221：26．9� 5．7�

（愛）

22 オペラフォンテン 牝6栗 55 木幡 初広吉橋 計氏 和田 雄二 浦河 中脇 満 488－ 41：27．11	 174．1�
57 ケイリンボス 牡3栗 55 石橋 脩山田 裕仁氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 514＋ 6 〃 クビ 13．5
812� プレミアムゴールド 牡5栗 57 江田 照男中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 480± 01：27．42 101．2�
69 � ウルトラサウンド 牡4鹿 57 北村 宏司馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 512－ 21：27．61� 22．1�
68 � パトロクロス 牡4栗 57 田辺 裕信村野 康司氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 456＋141：29．7大差 30．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 25，316，200円 複勝： 38，504，500円 枠連： 17，729，300円
馬連： 64，480，200円 馬単： 37，498，100円 ワイド： 32，701，900円
3連複： 77，762，300円 3連単： 120，288，400円 計： 414，280，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，940円 複 勝 � 560円 � 330円 � 280円 枠 連（4－5） 4，440円

馬 連 �� 7，420円 馬 単 �� 18，520円

ワ イ ド �� 2，390円 �� 2，160円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 23，710円 3 連 単 ��� 180，180円

票 数

単勝票数 計 253162 的中 � 10403（8番人気）
複勝票数 計 385045 的中 � 16326（8番人気）� 31205（5番人気）� 38237（4番人気）
枠連票数 計 177293 的中 （4－5） 3093（15番人気）
馬連票数 計 644802 的中 �� 6729（24番人気）
馬単票数 計 374981 的中 �� 1518（56番人気）
ワイド票数 計 327019 的中 �� 3513（26番人気）�� 3896（23番人気）�� 5087（18番人気）
3連複票数 計 777623 的中 ��� 2459（64番人気）
3連単票数 計1202884 的中 ��� 484（430番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．7―37．3―49．9―1：02．1―1：13．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F35．9
3 5，6（1，13）－4，9（2，8）（3，10）7（11，12） 4 ・（5，6）（1，13）（4，9）（2，3，8）（7，10）（11，12）

勝馬の
紹 介

オーゴンボルト �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 ブレイヴエストローマン デビュー 2013．9．28 中山1着

2011．5．11生 牡3黒鹿 母 スパイシーレディー 母母 タケノフアルコン 6戦2勝 賞金 15，600，000円
※ウルトラサウンド号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

2707810月26日 曇 良 （26東京4）第7日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走12時45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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

714 ア ル バ ー ト 牡3栗 55 F．ベリー 林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 458± 02：00．2 16．3�
（愛）

35 ルミナスウォリアー 牡3鹿 55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 466＋102：00．41� 38．3�
47 マイネルクレイズ 牡4黒鹿57 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ハシモトフアーム 482＋122：00．5	 129．8�
36 ロンギングゴールド 牡4黒鹿57 横山 和生坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 460－ 22：00．71� 7．0�
24 アドマイヤイチバン 牝4青鹿55 田辺 裕信近藤 利一氏 戸田 博文 日高 シンボリ牧場 484＋ 42：00．8	 25．0	
11 フライングスキップ 牝3栗 53 三浦 皇成 �社台レースホース萩原 清 千歳 社台ファーム 446± 02：00．9
 6．7

23 タイセイグルーヴィ 牡5鹿 57 戸崎 圭太田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 470＋ 2 〃 クビ 5．3�
815 フジマサクラウン 牡3鹿 55 田中 勝春藤原 正一氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 500－ 2 〃 ハナ 21．8�
48 レッドソレイユ 牡3鹿 55 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 474－ 22：01．11� 2．4
816 ウマンマミーア 牡3鹿 55 江田 照男野崎 宗信氏 菅原 泰夫 登別 登別上水牧場 442＋ 2 〃 アタマ 44．0�
611 レッドオラシオン 牡3芦 55 村田 一誠 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B462＋142：01．2クビ 54．0�
817 ローレルラスター 牡4鹿 57 木幡 初広 �ローレルレーシング 的場 均 新冠 協和牧場 494－ 6 〃 クビ 141．9�
12 ハナズドリーム 牡3鹿 55 嘉藤 貴行M．タバート氏 加藤 和宏 浦河 カナイシスタッド 436＋ 22：01．3クビ 127．6�
713 ヒカルマナムスメ 牝3鹿 53 岩部 純二西山牧場 武藤 善則 新冠 守矢牧場 422＋10 〃 同着 172．0�
612 ミラクルラヴィ 牝4栗 55 松岡 正海藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 482－ 62：01．51� 84．6�
59 ロッカバラード 牡3青鹿55 柴田 善臣 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 442＋12 〃 クビ 14．1�
510 ナイフリッジ 牡3栗 55 大野 拓弥 �シルクレーシング 古賀 史生 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 2 〃 ハナ 28．6�
（17頭）

売 得 金
単勝： 31，675，600円 複勝： 50，260，300円 枠連： 21，625，200円
馬連： 75，083，000円 馬単： 42，577，500円 ワイド： 38，795，700円
3連複： 90，165，800円 3連単： 129，465，800円 計： 479，648，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，630円 複 勝 � 570円 � 990円 � 4，110円 枠 連（3－7） 3，280円

馬 連 �� 25，420円 馬 単 �� 42，740円

ワ イ ド �� 7，450円 �� 31，040円 �� 32，030円

3 連 複 ��� 704，420円 3 連 単 ��� 2，470，070円

票 数

単勝票数 計 316756 的中 � 15456（6番人気）
複勝票数 計 502603 的中 � 24635（6番人気）� 13507（10番人気）� 3047（15番人気）
枠連票数 計 216252 的中 （3－7） 5100（13番人気）
馬連票数 計 750830 的中 �� 2289（59番人気）
馬単票数 計 425775 的中 �� 747（100番人気）
ワイド票数 計 387957 的中 �� 1352（59番人気）�� 322（108番人気）�� 312（110番人気）
3連複票数 計 901658 的中 ��� 96（486番人気）
3連単票数 計1294658 的中 ��� 38（2397番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―11．9―12．1―12．5―12．2―12．2―11．4―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．8―36．7―48．8―1：01．3―1：13．5―1：25．7―1：37．1―1：48．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F34．5

3 9，12，7－（8，16）14（6，15）4（5，13）（1，11）2（3，17）10
2
4
9（7，12）16（8，14）15（4，6，13）（1，5）（2，11）3（10，17）
9，12（7，16）（8，14）（4，6，15）（1，5，13，11）（2，17）3，10

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3栗 母 フォルクローレ 母母 アンデスレディー 8戦2勝 賞金 15，680，000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。



2707910月26日 曇 良 （26東京4）第7日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時15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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

22 ハナズインパルス 牝4黒鹿55 F．ベリー M．タバート氏 牧浦 充徳 新冠 松浦牧場 480－ 41：38．8 8．6�
（愛）

710 オ リ ア ー ナ 牝4青鹿55 田中 勝春 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 豊洋牧場 496± 01：39．01� 8．5�

56 ロマンシングジェム 牝4青鹿55 田辺 裕信吉田 千津氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 494－ 21：39．1� 15．2�
67 ヴァールハイト 牝3黒鹿53 戸崎 圭太 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 458± 0 〃 ハナ 5．5�
44 ブルーバレット 牝4黒鹿55 三浦 皇成泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 456－ 21：39．2クビ 3．2	
812 ノーブルガイア 牝5黒鹿55 梶 晃啓菅波立知子氏 田村 康仁 日高 富川田中牧場 440－ 21：39．51� 23．0

811 アスカクイン 牝3栗 53 北村 宏司上野 武氏 本間 忍 新ひだか 藤原牧場 466－ 21：39．6� 3．9�
68 クレバーパルマ 牝4栗 55 松岡 正海本間 充氏 根本 康広 新ひだか 橋本牧場 438± 0 〃 アタマ 20．7�
11 ローズマンブリッジ 牝4鹿 55 石橋 脩吉田 勝己氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 476－ 61：39．7クビ 10．7
33 ヤマニンミミック 牝6黒鹿55 江田 照男土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 B502＋ 61：40．02 96．3�
79 � ナルミチャン 牝4鹿 55 横山 和生�日東牧場 黒岩 陽一 浦河 日東牧場 468－ 41：40．42	 135．8�
55 キャメロンロード 牝4鹿 55 柴山 雄一森 保彦氏 和田 雄二 新冠 長浜牧場 450± 01：41．14 151．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 27，654，300円 複勝： 42，853，000円 枠連： 17，584，900円
馬連： 74，074，800円 馬単： 40，029，900円 ワイド： 35，650，200円
3連複： 82，509，400円 3連単： 130，608，200円 計： 450，964，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 320円 � 250円 � 480円 枠 連（2－7） 4，750円

馬 連 �� 3，890円 馬 単 �� 7，930円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 2，190円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 17，680円 3 連 単 ��� 92，290円

票 数

単勝票数 計 276543 的中 � 25581（5番人気）
複勝票数 計 428530 的中 � 34540（5番人気）� 49899（4番人気）� 21195（9番人気）
枠連票数 計 175849 的中 （2－7） 2867（18番人気）
馬連票数 計 740748 的中 �� 14728（18番人気）
馬単票数 計 400299 的中 �� 3784（34番人気）
ワイド票数 計 356502 的中 �� 6883（18番人気）�� 4142（29番人気）�� 5490（24番人気）
3連複票数 計 825094 的中 ��� 3499（64番人気）
3連単票数 計1306082 的中 ��� 1026（328番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．4―37．1―49．8―1：02．0―1：13．8―1：26．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハナズインパルス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．9．8 阪神3着

2010．2．3生 牝4黒鹿 母 トラストトゲピー 母母 ミスクラブアップル 21戦3勝 賞金 24，870，000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。

2708010月26日 曇 良 （26東京4）第7日 第8競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳以上

発走13時45分 （芝・左）
1000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

66 ラ ン グ レ ー 牡3鹿 54 北村 宏司 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 478± 02：26．7 1．4�
88 ダービーフィズ 牡4栗 57 柴田 善臣 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 458＋14 〃 クビ 4．1�
22 フェスティヴイェル 牡3黒鹿54 田中 勝春臼井義太郎氏 畠山 吉宏 むかわ 上水牧場 496＋ 62：26．8クビ 5．1�
11 オウケンブラック 牡3鹿 54 松岡 正海福井 明氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム 466± 02：27．12 16．4�
44 ヒールゼアハーツ 牡6栗 57 F．ベリー �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 502＋ 62：27．31	 26．2�

（愛）

33 マイネルテンクウ 牡5鹿 57 三浦 皇成 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 518－ 22：27．4
 43．9


77 � カンタベリーナイト 牡5鹿 57 江田 照男峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 B500＋ 62：27．5� 107．2�
55 マイネルリヒト 牡5鹿 57 柴山 雄一 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 日高 山際 辰夫 480＋ 82：29．09 60．8�
（8頭）

売 得 金
単勝： 36，264，200円 複勝： 91，449，900円 枠連： 発売なし
馬連： 62，234，000円 馬単： 52，555，400円 ワイド： 25，509，100円
3連複： 64，403，300円 3連単： 233，950，900円 計： 566，366，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 110円 � 100円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 330円

ワ イ ド �� 120円 �� 130円 �� 180円

3 連 複 ��� 200円 3 連 単 ��� 580円

票 数

単勝票数 計 362642 的中 � 193503（1番人気）
複勝票数 計 914499 的中 � 733295（1番人気）� 53075（3番人気）� 65658（2番人気）
馬連票数 計 622340 的中 �� 196428（1番人気）
馬単票数 計 525554 的中 �� 117562（1番人気）
ワイド票数 計 255091 的中 �� 58965（1番人気）�� 50621（2番人気）�� 28072（3番人気）
3連複票数 計 644033 的中 ��� 232709（1番人気）
3連単票数 計2339509 的中 ��� 288682（1番人気）

ハロンタイム 13．2―12．0―12．8―12．9―12．4―12．3―12．5―12．0―11．7―11．0―11．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―25．2―38．0―50．9―1：03．3―1：15．6―1：28．1―1：40．1―1：51．8―2：02．8―2：14．2

コーナー
通過順位

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

2
4
3，2，5，1，6，4，8－7
3（2，5，6）1（8，4）7

勝馬の
紹 介

ラ ン グ レ ー 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Storm Cat デビュー 2013．10．27 東京1着

2011．3．19生 牡3鹿 母 ラヴズオンリーミー 母母 Monevassia 9戦3勝 賞金 48，914，000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。



2708110月26日 曇 良 （26東京4）第7日 第9競走 ��
��1，400�く る み 賞

発走14時15分 （芝・左）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．2
1：20．3

良
良

45 ニシノラッシュ 牡2鹿 55 田辺 裕信西山 茂行氏 田村 康仁 新冠 村上 欽哉 470＋ 61：21．7 1．4�
56 アンブリカル 牝2青鹿54 三浦 皇成上野 直樹氏 清水 英克 新ひだか 下屋敷牧場 438－ 2 〃 ハナ 31．2�
812 アポロノシンザン 牡2鹿 55 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 456＋ 41：21．8� 17．1�
68 ロンバルディア 牡2鹿 55 田中 勝春村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 466＋141：21．9� 8．9�
11 ダイワエキスパート 牡2芦 55 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 434± 01：22．0� 7．9�
711 デュアルメジャー 牡2青鹿55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 464＋ 81：22．31� 11．6	
57 カゼノトビラ 牝2鹿 54 松岡 正海福田 光博氏 根本 康広 新冠 八木 常郎 452± 0 〃 ハナ 53．8

710 ヨイチナデシコ 牝2鹿 54 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 492± 01：22．51� 126．8�
44 スペチアーレ 牝2鹿 54 大野 拓弥青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 458－121：22．6クビ 15．3�
22 	 キモンイーグル 牝2栗 54 木幡 初広小林 祥晃氏 板垣 吉則 新ひだか 伊藤 敏明 420－101：22．92 181．9

（岩手）

69 スミレタンポポ 牝2鹿 54 石橋 脩海谷 幸司氏 金成 貴史 浦河 高野牧場 404± 0 〃 クビ 67．5�
813 ジャストサウンド 牡2鹿 55 F．ベリー 増田 雄一氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 448＋ 41：23．0� 40．5�

（愛）

33 
 プレッツェル 牡2鹿 55 横山 和生手嶋 康雄氏 松永 康利 新冠 奥山 博 416－ 61：23．1クビ 114．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 42，587，900円 複勝： 145，764，700円 枠連： 23，469，300円
馬連： 104，867，900円 馬単： 68，819，100円 ワイド： 43，521，600円
3連複： 114，479，400円 3連単： 245，281，200円 計： 788，791，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 500円 � 230円 枠 連（4－5） 1，250円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 2，540円

ワ イ ド �� 700円 �� 340円 �� 2，440円

3 連 複 ��� 5，080円 3 連 単 ��� 15，400円

票 数

単勝票数 計 425879 的中 � 235245（1番人気）
複勝票数 計1457647 的中 � 1104183（1番人気）� 17961（7番人気）� 50606（5番人気）
枠連票数 計 234693 的中 （4－5） 14517（6番人気）
馬連票数 計1048679 的中 �� 41310（6番人気）
馬単票数 計 688191 的中 �� 20273（9番人気）
ワイド票数 計 435216 的中 �� 15606（6番人気）�� 36878（3番人気）�� 4131（23番人気）
3連複票数 計1144794 的中 ��� 16876（16番人気）
3連単票数 計2452812 的中 ��� 11546（45番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―35．2―47．1―58．6―1：09．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノラッシュ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2014．7．12 福島1着

2012．3．29生 牡2鹿 母 キャッスルブラウン 母母 Hiroo Garden 3戦2勝 賞金 24，670，000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。

2708210月26日 曇 良 （26東京4）第7日 第10競走 ��
��1，800�

か い じ

甲斐路ステークス
発走14時50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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

33 � ヒ ュ ウ マ 牡4鹿 57 石橋 脩林 正道氏 矢作 芳人 米 Aaron Sones 494－ 21：46．4 11．3�
55 セ キ シ ョ ウ 牝4青鹿55 大野 拓弥山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 B502－ 4 〃 ハナ 9．0�
89 ファントムライト 牡5黒鹿57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 490－ 41：46．5	 2．5�
810 ミエノワンダー 牡4鹿 57 松岡 正海里見美惠子氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 508－ 21：46．6
 7．8�
66 トーセンアルニカ 牝4鹿 55 田辺 裕信島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 458＋14 〃 アタマ 11．2	
22 マイネルディーン 牡5青 57 三浦 皇成 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 458± 0 〃 ハナ 15．6�
77 キッズニゴウハン 牡6栗 57 江田 照男瀬谷 �雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 490＋ 21：46．7クビ 40．7�
44 サトノフェラーリ 牡3鹿 55 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 462－ 21：47．01	 3．3
11 ショウナンバーキン 牝4青 55 F．ベリー 国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 460－141：47．21� 22．1�

（愛）

78 モンストール 牡5鹿 57 柴田 善臣前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 村下農場 B474－ 21：47．3	 87．2�
（10頭）

売 得 金
単勝： 49，293，600円 複勝： 71，830，900円 枠連： 27，360，500円
馬連： 147，858，000円 馬単： 81，036，400円 ワイド： 59，494，900円
3連複： 156，116，700円 3連単： 326，297，000円 計： 919，288，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 270円 � 250円 � 120円 枠 連（3－5） 5，550円

馬 連 �� 4，900円 馬 単 �� 10，320円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 510円 �� 560円

3 連 複 ��� 3，190円 3 連 単 ��� 33，180円

票 数

単勝票数 計 492936 的中 � 34796（6番人気）
複勝票数 計 718309 的中 � 50768（7番人気）� 57655（4番人気）� 230056（1番人気）
枠連票数 計 273605 的中 （3－5） 3820（15番人気）
馬連票数 計1478580 的中 �� 23339（15番人気）
馬単票数 計 810364 的中 �� 5887（33番人気）
ワイド票数 計 594949 的中 �� 12158（14番人気）�� 30878（4番人気）�� 27978（5番人気）
3連複票数 計1561167 的中 ��� 36594（12番人気）
3連単票数 計3262970 的中 ��� 7128（117番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―11．6―12．3―12．1―11．7―11．0―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―36．0―48．3―1：00．4―1：12．1―1：23．1―1：34．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．0―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

�ヒ ュ ウ マ �
�
父 Any Given Saturday �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2012．11．18 京都6着

2010．3．14生 牡4鹿 母 Moravia 母母 Gold Canyon 23戦5勝 賞金 97，966，000円
〔制裁〕 キッズニゴウハン号の騎手江田照男は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000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。

１レース目



2708310月26日 曇 良 （26東京4）第7日 第11競走 ��
��2，100�ブラジルカップ

発走15時30分 （ダート・左）
3歳以上，25．10．19以降26．10．19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

サンパウロジョッキークラブ賞（1着）
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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

33 マイネルバイカ 牡5鹿 55 北村 宏司 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 白井 寿昭 新ひだか 乾 皆雄 484－ 22：12．0 34．3�

812� ランウェイワルツ 牡3栗 53 柴田 善臣�下河辺牧場 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 488＋ 22：12．21� 4．0�
22 ヴォーグトルネード 牡5栗 57 戸崎 圭太深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468－102：12．41	 2．0�
11 マルカプレジオ 牡6栃栗55 F．ベリー 河長産業� 今野 貞一 千歳 社台ファーム 496＋122：12．61� 23．6�

（愛）

811 クリノヒマラヤオー 牡4黒鹿55 松岡 正海栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 486± 02：12．81� 28．6	
44 ツクバコガネオー 
6栗 54 江田 照男荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 538＋142：12．9	 23．8

67 � マスクトヒーロー 牡6黒鹿56 大野 拓弥 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 506＋ 42：13．0� 12．1�
56 ナイトフッド 牡8青鹿54 田中 勝春 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム B506＋ 22：13．1クビ 84．5�
79 フ ァ イ ヤ ー 牡6青鹿54 木幡 初広深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 520± 02：13．2	 53．8
55 ノースショアビーチ 牡3鹿 53 村田 一誠�G1レーシング 田中 剛 千歳 社台ファーム 486± 0 〃 ハナ 5．6�
710 ヒラボクマジック 牡6黒鹿54 田辺 裕信�平田牧場 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 508＋ 62：13．3� 16．1�
68 � イッシンドウタイ 牡5鹿 54 横山 和生�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 512＋ 8 〃 アタマ 87．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 62，424，600円 複勝： 83，699，500円 枠連： 41，680，200円
馬連： 234，854，400円 馬単： 127，855，900円 ワイド： 79，355，600円
3連複： 272，442，400円 3連単： 574，697，900円 計： 1，477，010，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，430円 複 勝 � 360円 � 150円 � 110円 枠 連（3－8） 5，520円

馬 連 �� 6，000円 馬 単 �� 16，960円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 850円 �� 200円

3 連 複 ��� 3，770円 3 連 単 ��� 52，500円

票 数

単勝票数 計 624246 的中 � 14540（9番人気）
複勝票数 計 836995 的中 � 32051（7番人気）� 127079（2番人気）� 337508（1番人気）
枠連票数 計 416802 的中 （3－8） 5846（17番人気）
馬連票数 計2348544 的中 �� 30304（20番人気）
馬単票数 計1278559 的中 �� 5654（44番人気）
ワイド票数 計 793556 的中 �� 11627（20番人気）�� 21017（10番人気）�� 125990（1番人気）
3連複票数 計2724424 的中 ��� 54069（11番人気）
3連単票数 計5746979 的中 ��� 7935（153番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―12．7―13．8―13．2―13．4―13．0―12．3―11．7―11．5―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．0―30．7―44．5―57．7―1：11．1―1：24．1―1：36．4―1：48．1―1：59．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルバイカ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2011．10．16 京都6着

2009．2．18生 牡5鹿 母 スギノセンヒメ 母母 ハイエストソサエティー 24戦6勝 賞金 116，896，000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。

2708410月26日 曇 良 （26東京4）第7日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走16時15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 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

68 シグナルプロシード 牡4鹿 57 柴山 雄一髙樽さゆり氏 高橋 義忠 新ひだか 元道牧場 512－ 21：37．2 2．5�
11 ゴールデンスピン 牡3栗 55 大野 拓弥田島榮二郎氏 大江原 哲 新ひだか 元茂牧場 B494± 01：37．94 19．5�
812 バーディーイーグル 牡4鹿 57 北村 宏司里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 482－12 〃 クビ 3．6�
56 アルファアリエス 牡3鹿 55 田辺 裕信�貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 452－101：38．0クビ 10．1�
55 ニットウビクトリー 牡5鹿 57 石橋 脩�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 478＋ 21：38．1� 13．4	
22 ダンディーレイ 牡4栗 57 江田 照男 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 藤原牧場 484＋ 21：38．2クビ 23．5

67 ニシノゲンキマル 牡3栗 55 戸崎 圭太西山 茂行氏 尾形 充弘 浦河 高昭牧場 502＋ 6 〃 クビ 7．3�
44 タイキソレイユ 牝5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－ 21：38．51� 37．5�
811 チャンスメイク 牡3青 55 田中 勝春平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 456－ 21：38．71	 69．4
79 ウォーシップマーチ 牡4黒鹿57 岡田 祥嗣谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 460＋ 21：38．8	 12．8�
33 サンリットレイク 牡5鹿 57 F．ベリー 吉田 勝己氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 494－101：39．43	 17．2�

（愛）

710 ヴァルディヴィア 牡6鹿 57 柴田 善臣 �社台レースホース二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488－241：39．82	 178．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 60，010，300円 複勝： 77，752，700円 枠連： 40，660，700円
馬連： 184，947，100円 馬単： 86，883，800円 ワイド： 71，435，000円
3連複： 190，742，100円 3連単： 375，177，300円 計： 1，087，609，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 290円 � 130円 枠 連（1－6） 1，680円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 3，070円

ワ イ ド �� 770円 �� 190円 �� 840円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 10，420円

票 数

単勝票数 計 600103 的中 � 188380（1番人気）
複勝票数 計 777527 的中 � 213805（1番人気）� 43791（8番人気）� 167868（2番人気）
枠連票数 計 406607 的中 （1－6） 18649（6番人気）
馬連票数 計1849471 的中 �� 65725（8番人気）
馬単票数 計 868838 的中 �� 21184（8番人気）
ワイド票数 計 714350 的中 �� 20483（11番人気）�� 120389（1番人気）�� 18583（14番人気）
3連複票数 計1907421 的中 ��� 77156（5番人気）
3連単票数 計3751773 的中 ��� 26082（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．7―37．3―49．2―1：01．1―1：12．8―1：24．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．1
3 ・（7，8）（12，10）2（6，11）（1，4，3）－5－9 4 ・（7，8，12）（2，6，10）（1，4，11）3，5－9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シグナルプロシード �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 シンボリルドルフ デビュー 2012．7．7 中京4着

2010．4．30生 牡4鹿 母 スイートアマポーラ 母母 スイートテイタニア 19戦4勝 賞金 68，195，000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。

４レース目



（26東京4）第7日 10月26日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 150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

218，260，000円
9，180，000円
1，100，000円
19，930，000円
57，843，500円
3，900，000円
1，440，000円

勝馬投票券売得金
416，974，000円
726，264，600円
245，242，300円
1，149，586，300円
660，335，600円
481，923，300円
1，283，845，000円
2，520，931，900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 7，485，103，000円

総入場人員 39，482名 （有料入場人員 35，703名）
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