
２８０１３１０月１２日 晴 良 （２０東京４）第２日 第１競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１０時００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

２２ � リスペクトキャット 牡２黒鹿５５ 武 豊吉澤 克己氏 相沢 郁 米 Brushwood
Stable ４８２－ ２１：２７．１ ２．３�

３５ フェイマステイル 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４６０＋ ２１：２７．２� １２．１�
４７ ムーンストーン 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介木浪 巖氏 斎藤 誠 静内 西川富岡牧場 ４５４－ ２１：２７．６２� ４．６�
３４ シ ブ ン 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹今 秀幸氏 水野 貴広 三石 萩澤 泰博 ４４８＋ ４１：２７．８１ ６８．０�
１１ サトノロマネ 牡２鹿 ５５ 横山 典弘里見 治氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４７４± ０１：２７．９� ５．５�
２３ サクラスティンガー 牡２黒鹿 ５５

５４ ☆三浦 皇成�さくらコマース加藤 征弘 静内 伊藤 敏明 ４５６± ０１：２８．０クビ １３．６	
５８ ホッコーテイオー 牡２鹿 ５５ 小林 淳一矢部 幸一氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 ４８８－ ２ 〃 クビ ２３７．６

７１３ スーパーオアシス 牝２鹿 ５４

５１ ▲丸田 恭介福島 実氏 嶋田 功 日高 沖田牧場 ４３８＋ ６１：２８．７４ ２０３．１�
７１２ テ ィ ー ガ ー 牡２鹿 ５５ 吉田 豊 �社台レースホース尾形 充弘 追分 追分ファーム ４４０± ０１：２９．１２� １５．２�
６１１ ヴィーヴァコルサ 牡２鹿 ５５

５２ ▲千葉 直人芹澤 精一氏 成島 英春 日高 森永牧場 ４８６＋ ６１：２９．４１� １０９．４
８１５ マルサンアツヒメ 牝２鹿 ５４

５１ ▲草野 太郎松井三千年氏 小林 常泰 新ひだか 増本 良孝 ４６４－ ６ 〃 クビ ２４６．４�
６１０� アポロノオウジ 牡２黒鹿５５ 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Eugene

Melnyk ４７８＋ ２１：２９．６１	 １３．２�
４６ インディアンボス 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信矢城辰之助氏 浅野洋一郎 日高 中川 浩典 ４７４＋ ６１：３０．２３� ２４７．９�
５９ ラップミュージック 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝後藤 繁樹氏 古賀 慎明 三石 木田牧場 ４５４＋ ６１：３０．６２� １１．４�
８１４ グランカピタン 牡２鹿 ５５ 村田 一誠渡邉 満男氏 田子 冬樹 新ひだか 山岸 康 ４５４－１０１：３１．８７ ４０２．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，９１８，８００円 複勝： ３４，５３６，２００円 枠連： １６，５７２，１００円

普通馬連： ７３，８１０，７００円 馬単： ６０，２５９，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，３２６，９００円

３連複： ８４，６５７，５００円 ３連単： １３２，０８２，９００円 計： ４４８，１６４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � ２１０円 � １４０円 枠 連（２－３） １，１１０円

普通馬連 �� １，５９０円 馬 単 �� ２，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５６０円 �� ２８０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� １，９００円 ３ 連 単 ��� ９，７２０円

票 数

単勝票数 計 ２０９１８８ 的中 � ７１９３２（１番人気）
複勝票数 計 ３４５３６２ 的中 � ９６３９３（１番人気）� ３２８４６（４番人気）� ６４９５２（２番人気）
枠連票数 計 １６５７２１ 的中 （２－３） １１０７５（５番人気）
普通馬連票数 計 ７３８１０７ 的中 �� ３４４００（６番人気）
馬単票数 計 ６０２５９８ 的中 �� １９４７９（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５３２６９ 的中 �� １０５９２（６番人気）�� ２４９３０（２番人気）�� １０５３９（７番人気）
３連複票数 計 ８４６５７５ 的中 ��� ３２９５２（４番人気）
３連単票数 計１３２０８２９ 的中 ��� １００３３（２４番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．５―１２．６―１３．４―１２．２―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．３―３６．９―５０．３―１：０２．５―１：１４．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．２―３F３６．８
３ ・（２，３）（１，５，１２）（４，１０，１５）８（７，９）（６，１１）＝１３－１４ ４ ・（２，３）（１，１２，１５）５（４，１０）（８，９）７，６，１１－１３－１４

勝馬の
紹 介

�リスペクトキャット �
�
父 Storm Cat �

�
母父 Gone West デビュー ２００８．９．１３ 中山２着

２００６．５．２８生 牡２黒鹿 母 Princess Atoosa 母母 Kooyonga ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※出走取消馬 コスモエコロジー号（疾病〔左寛跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 カムイヒカル号・コスモボーキサイト号・ノアプレミアム号



２８０１４１０月１２日 晴 良 （２０東京４）第２日 第２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１０時３０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

１：２１．８
１：２０．３

良

良

１１ ロラパルーザ 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝�樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 ４７８＋１２１：２２．９ ５．０�

５１０ ディアトウシロウ 牡２栃栗５５ 藤岡 佑介ディアレスト 斎藤 誠 新ひだか 中田 浩美 ４３６－２０１：２３．１１� ５６．１�
１２ キングオバマ 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣井上 一郎氏 大江原 哲 浦河 杵臼牧場 ４８６＋ ４１：２３．３１� ３．６�
７１３ マイネルアウストロ 牡２栗 ５５ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム ４７２＋ ８１：２３．５１� ２．４�
４８ サザンスターディ 牡２鹿 ５５ 中舘 英二南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 ４８８＋ ４１：２３．７１� １６．６�
２３ チュラヌウジ 牡２栗 ５５ 北村 宏司 �グリーンファーム 矢野 照正 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 B４１４－ ４１：２３．８� ９７．７	
８１８ シルキーモモ 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥有限会社シルク大和田 稔 新冠 堤 牧場 ４５０＋ ２１：２４．１２ ２１７．８

７１４ デルマオシリス 牡２鹿 ５５ 伊藤 直人浅沼 廣幸氏 小林 常泰 日高 ファニーヒルファーム ５００－ ６１：２４．３１� ３９５．８�
６１２ サニーバッハ 牝２青鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下
ファーム ４３２＋ ６ 〃 クビ ２３９．３�

２４ ヴィーナスゴスペル 牝２栗 ５４ 津村 明秀下河辺牧場 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 ４４８－ ６１：２４．４クビ ２５４．２�
４７ マイネリュミエール 牝２青 ５４ 勝浦 正樹 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小西 一男 新冠 ビッグレッドファーム ４５２＋ ２ 〃 ハナ １２９．９�
７１５� アポロライラ 牝２黒鹿５４ 武 豊アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 JMJ Racing

Stables, LLC ４５０＋ ２ 〃 ハナ １３．０�
８１６ プ ロ ウ ス ト 牡２黒鹿 ５５

５４ ☆田中 博康伊達 敏明氏 高松 邦男 日高 サンシャイン
牧場 ４７０± ０１：２４．５� １１６．３�

３６ コスモジブリル 牡２鹿 ５５
５４ ☆三浦 皇成 ビッグレッドファーム 郷原 洋行 新ひだか 中橋 正 ４１８＋ ２ 〃 クビ １３．５�

５９ ネイティヴアリス 牝２鹿 ５４ 高橋 智大大原 詔宏氏 嶋田 潤 浦河 酒井 源市 ４０８＋ ４１：２４．６� ４６１．８�
８１７ ガーネットダスク 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一 ノースヒルズマネ

ジメント 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５４＋１２１：２４．７	 ６２．４�
３５ カシノブシドー 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人柏木 務氏 天間 昭一 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７０＋ ２１：２４．８� １４．３�
６１１ アトミックガール 牝２鹿 ５４ 小林 淳一門野 文典氏 小西 一男 新ひだか 武 牧場 ４４８－ ４１：２５．６５ ５３４．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，５７７，８００円 複勝： ２８，３６１，４００円 枠連： ２６，６８５，４００円

普通馬連： ７１，７８９，５００円 馬単： ５８，２０７，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，０７７，２００円

３連複： ８３，０５２，０００円 ３連単： １３４，０１９，９００円 計： ４４３，７７１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � ２００円 � ８２０円 � １５０円 枠 連（１－５） ５，３２０円

普通馬連 �� １４，６６０円 馬 単 �� ２２，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，６５０円 �� ４３０円 �� ２，０１０円

３ 連 複 ��� １２，０４０円 ３ 連 単 ��� １０３，１４０円

票 数

単勝票数 計 １７５７７８ 的中 � ２７７３６（３番人気）
複勝票数 計 ２８３６１４ 的中 � ３９５８３（３番人気）� ６３５８（８番人気）� ６５９２９（２番人気）
枠連票数 計 ２６６８５４ 的中 （１－５） ３７０８（１２番人気）
普通馬連票数 計 ７１７８９５ 的中 �� ３６１５（２９番人気）
馬単票数 計 ５８２０７９ 的中 �� １９３９（５１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４０７７２ 的中 �� １５２１（３０番人気）�� １５６７１（３番人気）�� ２８１２（２０番人気）
３連複票数 計 ８３０５２０ 的中 ��� ５０９２（３３番人気）
３連単票数 計１３４０１９９ 的中 ��� ９５９（２４０番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１１．８―１２．０―１１．６―１１．４―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．８―３５．６―４７．６―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―３F３５．３
３ ５，８（１，２，１４）（３，４，６，１３）１２（１０，１５）（７，９，１１，１６）－（１８，１７） ４ ・（５，８）（１，１４）（２，１３）３（４，６）（１０，１２）７（９，１５）１１（１８，１６）１７

勝馬の
紹 介

ロラパルーザ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００８．７．１２ 函館２着

２００６．５．１０生 牡２鹿 母 フェアナタリー 母母 フェアディール ３戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔発走状況〕 ロラパルーザ号は，左後肢落鉄。発走時刻３分遅延。



２８０１５１０月１２日 晴 良 （２０東京４）第２日 第３競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１１時００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� 基準タイム

中央レコード

１：３４．９
１：３３．１

良

良

７１２ ミクロコスモス 牝２鹿 ５４ 武 豊 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４５２ ―１：３６．７ ２．２�

６１０ カウアイレーン 牝２黒鹿５４ 後藤 浩輝 �社台レースホース和田 正道 新冠 パカパカ
ファーム ４４８ ― 〃 クビ ９．１�

８１４ クリアソウル 牝２栗 ５４ 藤岡 佑介有限会社シルク斎藤 誠 静内 千代田牧場 ４４０ ―１：３７．４４ ２４．８�
３４ マイティースルー 牝２芦 ５４ 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４６８ ―１：３７．６１ ７．１�
４７ ハシッテホシーノ 牝２鹿 ５４

５３ ☆三浦 皇成齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４５８ ― 〃 ハナ ３．０�
２２ ウィンドオブプラハ 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか 田原橋本牧場 ４５０ ―１：３７．９２ ６８．３�
２３ スイートフローラル 牝２鹿 ５４ 北村 宏司シンボリ牧場 坂本 勝美 門別 シンボリ牧場 ４５０ ―１：３８．０� ３９．２	
５９ マイネラプソディ 牝２栗 ５４ 津村 明秀 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 ハシモトフアーム ４１４ ―１：３８．１� １３０．６�
７１３ アポロアネラ 牝２栗 ５４ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新冠 松浦牧場 ４６８ ―１：３８．４１� １４．７�
６１１ プラチナムブルー 牝２青鹿５４ 柴山 雄一谷口 貞保氏 畠山 吉宏 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４５２ ―１：３８．８２� １８３．１
３５ ゴールドケー 牝２青鹿 ５４

５３ ☆田中 博康馬場瑛八郎氏 清水 利章 門別 新井 昭二 ４５４ ―１：３８．９� １１３．３�
８１５ サンワードヒミコ 牝２黒鹿５４ 福永 祐一古谷 敏明氏 中川 公成 浦河 梅田牧場 ４７８ ―１：３９．１１� １３２．４�
１１ スプリングポピー 牝２栗 ５４ 石橋 脩加藤 春夫氏 柴田 政人 様似 堀 弘康 ４６６ ― 〃 クビ １５５．９�
５８ ヒノデドリーム 牝２鹿 ５４

５１ ▲丸田 恭介久野 正弘氏 石栗 龍彦 新ひだか 塚尾牧場 ４３２ ―１：３９．２クビ ２７７．４�
４６ ニットウサンサン 牝２鹿 ５４ 横山 典弘�日東牧場 松山 康久 浦河 日東牧場 ４６８ ―１：４４．０大差 ５０．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２９，１４６，６００円 複勝： ３４，０５２，３００円 枠連： ２４，１８５，９００円

普通馬連： ７８，１８６，７００円 馬単： ６７，５３６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，８０３，０００円

３連複： ８２，１７５，１００円 ３連単： １３９，１８２，７００円 計： ４７９，２６８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １３０円 � ２７０円 � ４８０円 枠 連（６－７） ８８０円

普通馬連 �� １，０３０円 馬 単 �� １，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� １，０２０円 �� ２，４２０円

３ 連 複 ��� ７，８７０円 ３ 連 単 ��� ２３，０５０円

票 数

単勝票数 計 ２９１４６６ 的中 � １０７９１９（１番人気）
複勝票数 計 ３４０５２３ 的中 � １１１８７９（１番人気）� ２７５７４（４番人気）� １２８４６（６番人気）
枠連票数 計 ２４１８５９ 的中 （６－７） ２０４１２（４番人気）
普通馬連票数 計 ７８１８６７ 的中 �� ５６１８８（４番人気）
馬単票数 計 ６７５３６３ 的中 �� ３２０６５（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４８０３０ 的中 �� １４６４６（４番人気）�� ５８６４（１０番人気）�� ２３６７（２４番人気）
３連複票数 計 ８２１７５１ 的中 ��� ７７１１（２１番人気）
３連単票数 計１３９１８２７ 的中 ��� ４４５７（６３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１２．９―１３．２―１３．１―１１．２―１０．８―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．１―３７．０―５０．２―１：０３．３―１：１４．５―１：２５．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．５―３F３３．４
３ １０，１２，２，４（３，１１）（７，１３）（１，１５）（８，１４）－（６，９）５ ４ ・（１０，１２）（４，１１）（２，３）（７，１３）１（８，１４，１５）５，９＝６

勝馬の
紹 介

ミクロコスモス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Marquetry 初出走

２００６．５．５生 牝２鹿 母 ユーアンミー 母母 Archimillionnaire １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 スイートフローラル号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。
〔調教再審査〕 スイートフローラル号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニットウサンサン号は，平成２０年１１月１２日まで平地競走に出走できない。



２８０１６１０月１２日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２０東京４）第２日 第４競走 ��３，０００�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時３０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 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

３３ � アンティークコイン 牡７鹿 ６０ 西谷 誠 �社台レースホース小崎 憲 米 Fontainebleau
Farm Inc. ５２２－ ２３：１９．８ ５．７�

６１０ ウォータールーク 牡３黒鹿５８ 北沢 伸也山岡 良一氏 武 邦彦 浦河トラストスリーファーム ４７８± ０３：２０．８６ １８．５�
７１１ ノースフォンテン 牡４芦 ６０ 横山 義行北村実地子氏 池添 兼雄 浦河 向別牧場 ４７４－ ６３：２１．５４ ５．９�
７１２ コアレススイフト 牡４鹿 ６０ 平沢 健治小林 昌志氏 �田 研二 平取 コアレススタッド ４７８＋ ２ 〃 クビ ９．６�
３４ � トミケンクラージュ 牡４栗 ６０ 宗像 徹冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 �原 敏明 ４９２－ ２３：２１．９２� ３．９	
２２ マイネルジュネス 牡５栃栗６０ 浜野谷憲尚 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 星野 忍 新冠 コスモビューファーム ４６６＋ ２３：２２．３２� １２．７�
８１４ テイエムフッカツ 牡４鹿 ６０ 大庭 和弥竹園 正繼氏 石栗 龍彦 静内 石川 栄一 ４８０－ ４３：２４．２大差 ５３．６�
４５ スズカジョリーズ 牡８鹿 ６０ 林 満明永井 啓弍氏 藤岡 範士 浦河 村中牧場 ４９２－ ６３：２４．６２� ９．９
１１ コアレスファントム 牡４黒鹿６０ 山本 康志小林 昌志氏 星野 忍 平取 コアレススタッド ５１０＋１８３：２５．３４ １１１．７�
５７ グランツーリズモ �４黒鹿６０ 五十嵐雄祐飯田 政子氏 藤原 辰雄 静内 千代田牧場 ４７２± ０３：２５．７２� ５．０�
５８ ブラッドハウンド 牡４黒鹿６０ 蓑島 靖典広尾レース
 高市 圭二 平取 坂東牧場 ５００＋ ２３：２５．８クビ ６５．５�
４６ � ミヤコノアドミラル �５鹿 ６０ 矢原 洋一吉田喜代司氏 佐藤 吉勝 青森 明成牧場 ４９６－ ６３：３２．２大差 ５５．３�
６９ � ダイワラベンダー 牝４鹿 ５８ 穂苅 寿彦大城 敬三氏 田中 清隆 門別 下河辺牧場 ５０４＋ ６ （競走中止） ９９．７�
８１３� マーキュリー 牡４鹿 ６０ 植野 貴也山田 順通氏 梅内 忍 浦河 久保牧場 ４７４－ ４ （競走中止） ２０．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，４３０，０００円 複勝： １７，９６８，７００円 枠連： ２２，８２２，２００円

普通馬連： ５９，５１１，９００円 馬単： ４５，８８１，２００円 ワイド【拡大馬連】： １９，３１２，２００円

３連複： ７４，６８５，５００円 ３連単： １１３，３４８，５００円 計： ３６６，９６０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２５０円 � ６００円 � ２２０円 枠 連（３－６） ３，１３０円

普通馬連 �� ８，０８０円 馬 単 �� １１，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３６０円 �� ９７０円 �� １，８００円

３ 連 複 ��� １５，１７０円 ３ 連 単 ��� ８９，７６０円

票 数

単勝票数 計 １３４３００ 的中 � １８７６１（３番人気）
複勝票数 計 １７９６８７ 的中 � ２０２６９（４番人気）� ６６６２（８番人気）� ２４８６９（３番人気）
枠連票数 計 ２２８２２２ 的中 （３－６） ５３９１（１２番人気）
普通馬連票数 計 ５９５１１９ 的中 �� ５４３９（２８番人気）
馬単票数 計 ４５８８１２ 的中 �� ２９５２（４５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９３１２２ 的中 �� １９８０（２９番人気）�� ５０５５（１３番人気）�� ２６２５（２３番人気）
３連複票数 計 ７４６８５５ 的中 ��� ３６３５（４９番人気）
３連単票数 計１１３３４８５ 的中 ��� ９３２（２６８番人気）

上り １マイル １：４６．２ ４F ５２．２－３F ３９．２
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」
１
�
・（７，５）－３，１－２，４，１１，１２，１０，１４－８＝６
３，５（７，４，１）２（１１，１２）－１０－１４＝８＝６

２
�
・（７，５）＝３，１－（２，４）－１１，１２，１０，１４＝８＝６
３－４（５，２，１２）（１１，７）１０－１－１４＝８＝６

勝馬の
紹 介

�アンティークコイン �
�
父 Theatrical �

�
母父 Geiger Counter デビュー ２００３．１２．１４ 阪神１着

２００１．２．１１生 牡７鹿 母 Antique Auction 母母 Old Stuff 障害：１戦１勝 賞金 ８，５００，０００円
〔競走中止〕 マーキュリー号は，１号障害〔水ごう〕着地時に転倒したため競走中止。

ダイワラベンダー号は，競走中に疾病〔外傷性右前浅屈腱断裂〕を発症したため３号障害手前で競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 オンワードアリーテ号・ハルノドトウー号
（非抽選馬） ３頭 エイシンセイテン号・ヤクモオーカン号・ユキノスバル号



２８０１７１０月１２日 晴 良 （２０東京４）第２日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０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

１：４６．９
１：４６．７

良

良

７７ スズカルネッサンス 牡２黒鹿５５ 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ５２４ ―１：５０．９ ４．１�

２２ ファインビスティー 牡２青鹿５５ 勝浦 正樹ビスティーズホース
ユニオン 尾形 充弘 新冠 松浦牧場 ４９０ ― 〃 クビ ３．１�

６６ ロスパンチョス 牡２栗 ５５ 池添 謙一山本 慎一氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４８４ ―１：５１．１� ３．２�
５５ カムレーシング 牡２黒鹿５５ 柴田 善臣吉田 和子氏 清水 英克 浦河 杵臼牧場 ４８２ ―１：５１．４２ ５．３�
１１ マイネルラスター 牡２栗 ５５

５４ ☆三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 門別 佐々木 直孝 ４５６ ―１：５２．１４ １１．０�

３３ グリーンスターズ 牡２芦 ５５ 木幡 初広�有恒 小林 常泰 新ひだか 佐竹 学 ４７２ ―１：５２．２� ２１．９�
８８ ヒカルサプライズ 牡２鹿 ５５ 吉田 豊高橋 光氏 高木 登 登別 登別上水牧場 ４４８ ―１：５２．５１� ３６．３	
４４ カイケツクロズキン 牡２鹿 ５５ 北村 宏司植田 忠司氏 古賀 史生 日高 川端 正博 ４８４ ―１：５２．７１� ４１．６


（８頭）

売 得 金

単勝： １８，６５６，２００円 複勝： ２１，４０４，７００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ６０，８６９，３００円 馬単： ５１，３９２，４００円 ワイド【拡大馬連】： １６，１８２，５００円

３連複： ５１，５１５，０００円 ３連単： １３２，５１６，８００円 計： ３５２，５３６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １２０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ５３０円 馬 単 �� １，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ２１０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ４６０円 ３ 連 単 ��� ２，７５０円

票 数

単勝票数 計 １８６５６２ 的中 � ３６０８７（３番人気）
複勝票数 計 ２１４０４７ 的中 � ３９５１６（３番人気）� ６０２５２（１番人気）� ４６２２１（２番人気）
普通馬連票数 計 ６０８６９３ 的中 �� ８５２８１（２番人気）
馬単票数 計 ５１３９２４ 的中 �� ３３３０３（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６１８２５ 的中 �� １９５６０（２番人気）�� １９２５８（３番人気）�� ２２１９５（１番人気）
３連複票数 計 ５１５１５０ 的中 ��� ８３５９４（１番人気）
３連単票数 計１３２５１６８ 的中 ��� ３５６９１（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．９―３７．７―５１．０―１：０３．６―１：１６．２―１：２７．９―１：３９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．３―３F３４．７

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

勝馬の
紹 介

スズカルネッサンス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Silver Deputy 初出走

２００６．３．１７生 牡２黒鹿 母 ルネッサンスファウンド 母母 Go First Class １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出走取消馬 フォックスブラボー号（疾病〔右肩跛行〕のため）



２８０１８１０月１２日 晴 良 （２０東京４）第２日 第６競走 ��
��１，３００�サラブレッド系３歳以上

発走１２時５０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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１６．４
１：１６．４

重

重

５１０� アポロダヴィンチ 牡４栗 ５７ 武 豊アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Robert D.
Nash ４９８＋ ４１：１８．０ １．７�

３５ � カロンセギュール 牝４鹿 ５５ 松田 大作吉田 和子氏 戸田 博文 米 Sequel０１（Tho-
mas/Lakin/Kintz） ４４６± ０１：１８．２１ ５３．９�

１２ � ベ ロ ー チ ェ 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣モナコ商事� 嶋田 功 三石 大豊牧場 B４６２－ ８１：１８．４１	 １１．３�
６１１ ラオムフェーレ 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹�ミルファーム 保田 一隆 静内 石川 新一 ４９０± ０１：１８．７１
 ８．７�
２４ � トミケントラスト 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝冨樫 賢二氏 水野 貴広 三石 上村 清志 ５１６＋ ８１：１８．８
 １０．９�
３６ マイヴィーナス 牝３栗 ５３ 吉田 豊�RRA 高木 登 浦河（有）ビクトリーホース

ランチ 荻野 豊 ４５６± ０１：１９．３３ １０．６	
４８ フジマサルビー 牝３黒鹿 ５３

５０ ▲黛 弘人藤原 正一氏 奥平 雅士 門別 下河辺牧場 ４８６＋ ８１：１９．７２� １４５．５

７１３ ケイアイモーガン 牡３栗 ５５ 蛯名 正義 �啓愛義肢材料販売所 柴崎 勇 青森 佐々木牧場 ４６４－ ２１：１９．９１� ３４．１�
６１２ ニシノシズル 牝３芦 ５３ 横山 典弘西山 茂行氏 清水 英克 鵡川 西山牧場 ４５４＋ ４１：２０．０� １０．０�
１１ タツエンペラー 牡４栗 ５７

５４ ▲丸田 恭介鈴木 昭作氏 高市 圭二 新冠 パカパカ
ファーム ５１６＋ ６１：２０．２１ １１３．５

８１５ エスユーペニー 牝３芦 ５３
５０ ▲千葉 直人楳津 繁氏 高橋 祥泰 門別 藤本 友則 ４３４－ ４１：２０．３
 １４．７�

８１６ ファニーストーリー 牝４鹿 ５５
５４ ☆三浦 皇成吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４６６－ ４１：２０．５１	 ３４．５�

７１４� グラスサンダー 牡５鹿 ５７ 柄崎 将寿半沢� 尾形 充弘 米 Joselito
Millan ５３２－ ２１：２１．０３ ２７２．４�

２３ � プ ー ク ン 牡４栗 ５７ 柴山 雄一後藤田公仁氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４６６－ ８１：２１．４２� ２４２．２�

５９ � セトウチコウスイ 牡３鹿 ５５ 吉田 隼人高橋 勉氏 勢司 和浩 広島（有）ホースプロジェクト ４２２－ ７１：２２．１４ １３３．５�
（７７１０）

４７ � ダイワミュートス 牡４黒鹿５７ 武士沢友治大城 敬三氏 中野渡清一 静内 原 伸幸 B４６６± ０１：２３．３７ ２９４．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，７８１，０００円 複勝： ４７，４９６，９００円 枠連： ２８，０２２，３００円

普通馬連： ９５，９５８，３００円 馬単： ７６，７８６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，０４１，１００円

３連複： １０６，８９１，７００円 ３連単： １９０，２０４，２００円 計： ６０４，１８２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ８６０円 � ２３０円 枠 連（３－５） ７３０円

普通馬連 �� ４，４００円 馬 単 �� ５，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４６０円 �� ３９０円 �� ４，２６０円

３ 連 複 ��� １０，２９０円 ３ 連 単 ��� ４３，２６０円

票 数

単勝票数 計 ２５７８１０ 的中 � １２１４９６（１番人気）
複勝票数 計 ４７４９６９ 的中 � ２０９４３５（１番人気）� ７８３０（９番人気）� ４０８４９（３番人気）
枠連票数 計 ２８０２２３ 的中 （３－５） ２８４６８（２番人気）
普通馬連票数 計 ９５９５８３ 的中 �� １６１２９（１８番人気）
馬単票数 計 ７６７８６６ 的中 �� １０３４１（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３０４１１ 的中 �� ５３２９（２１番人気）�� ２３５２４（３番人気）�� １７６５（３４番人気）
３連複票数 計１０６８９１７ 的中 ��� ７６７２（３６番人気）
３連単票数 計１９０２０４２ 的中 ��� ３２４５（１２６番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
６．９―１８．１―２９．４―４１．４―５３．３―１：０５．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アポロダヴィンチ �
�
父 El Corredor �

�
母父 Forest Wildcat デビュー ２００６．１０．１５ 東京７着

２００４．３．２６生 牡４栗 母 Cat Out 母母 Pele Dancer １８戦３勝 賞金 ３９，８９８，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セトウチコウスイ号・ダイワミュートス号は，平成２０年１１月１２日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ショウナンタイトル号
（非抽選馬） ３頭 アルフェラッツ号・ギンザナイト号・ハナムケ号



２８０１９１０月１２日 晴 良 （２０東京４）第２日 第７競走 ��
��２，１００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時２０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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：０６．７
２：０５．９

良

良

８１４ ロックザキャスバ 牡４黒鹿５７ 横山 典弘�瀬 真尚氏 萩原 清 静内 矢野牧場 ４８８＋ ２２：１３．２ ３．３�

８１３ キングブライト 牡４鹿 ５７ 嘉藤 貴行浅野 恭秀氏 田子 冬樹 様似 清水スタッド B４７８－ ４２：１３．５２ ２６１．３�
２２ ボ ナ パ ル ト �６鹿 ５７ 蛯名 正義吉田 勝己氏 中川 公成 早来 ノーザンファーム ４８６＋ ４ 〃 ハナ １９．５�
６１０ ヘイアンレジェンド 牡４黒鹿５７ 武 豊荻原 昭二氏 松山 康久 門別 シンボリ牧場 B４７８－ ６２：１３．６� ５．０�
５８ アンブロークン 牡３青鹿５５ 鷹野 宏史広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４７０＋１８２：１３．７クビ ９１．３�
４５ フジヤマワカムシャ 牡３黒鹿５５ 松田 大作藤本美也子氏 小崎 憲 静内 前田牧場 ４６８－ ４２：１３．９１	 ３２．８�
３４ マイネルアーバニタ 牡４栗 ５７

５６ ☆三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム ４６２－ ４２：１４．１１
 ２．９	

５７ トーセンコックス 牡３黒鹿５５ 柴山 雄一島川 
哉氏 栗田 博憲 三石 平野牧場 ５００± ０２：１４．２� ３９．２�
７１１ シンボリプロキオン 牡５栗 ５７ 柴田 善臣シンボリ牧場 高橋 祥泰 門別 和田農林（有） ５０４－ ２２：１４．４１ ４０．７�
１１ ケイアイテイメント 牡５栗 ５７ 武士沢友治 �啓愛義肢材料販売所 秋山 雅一 静内 静内酒井牧場 ５００－１６２：１４．５� １１．７
７１２ ホクセツカントリー 牡４栗 ５７ 佐藤 聖也平島 尚武氏 根本 康広 静内 八田ファーム ４９８－ ２２：１４．６
 １３３．５�
６９ エミネムシチー 牡３鹿 ５５

５２ ▲千葉 直人 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 静内 光丘牧場 ４５４－ ２ 〃 アタマ ８５．１�
３３ コスミックスピード 牡４黒鹿５７ 川田 将雅池谷 誠一氏 本間 忍 新冠 新冠橋本牧場 ４６６－ ４２：１４．９１� ４０．３�
４６ � グレッグスリズム 牡５青鹿５７ 後藤 浩輝 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム B４７２＋ ２２：１５．２１� ８．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２３，６７２，０００円 複勝： ３５，０９２，７００円 枠連： ２７，８４２，１００円

普通馬連： ９９，８０８，５００円 馬単： ７２，１８０，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，５０２，３００円

３連複： １０５，８２７，０００円 ３連単： １８８，８７８，０００円 計： ５８３，８０２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １８０円 � ５，９９０円 � ４４０円 枠 連（８－８） ３７，１６０円

普通馬連 �� ５１，４４０円 馬 単 �� ５７，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １１，０３０円 �� １，０４０円 �� ３８，８９０円

３ 連 複 ��� ２１６，９５０円 ３ 連 単 ��� １，００２，８２０円

票 数

単勝票数 計 ２３６７２０ 的中 � ５８２５１（２番人気）
複勝票数 計 ３５０９２７ 的中 � ７０７６４（２番人気）� １１７９（１４番人気）� １９５１９（６番人気）
枠連票数 計 ２７８４２１ 的中 （８－８） ５５３（３２番人気）
普通馬連票数 計 ９９８０８５ 的中 �� １４３２（５９番人気）
馬単票数 計 ７２１８００ 的中 �� ９２０（９３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０５０２３ 的中 �� ６６６（６０番人気）�� ７５７０（１１番人気）�� １８８（８４番人気）
３連複票数 計１０５８２７０ 的中 ��� ３６０（２００番人気）
３連単票数 計１８８８７８０ 的中 ��� １３９（１０２３番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．６―１２．５―１３．０―１３．０―１３．１―１３．２―１３．０―１２．２―１２．０―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
６．９―１８．５―３１．０―４４．０―５７．０―１：１０．１―１：２３．３―１：３６．３―１：４８．５―２：００．５

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロックザキャスバ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Gulch デビュー ２００６．１２．２４ 中山５着

２００４．３．２１生 牡４黒鹿 母 ヴェルサーチ 母母 Linden Walk １２戦３勝 賞金 ２８，１００，０００円
※出走取消馬 ダノンデインヒル号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※ホクセツカントリー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２８０２０１０月１２日 晴 良 （２０東京４）第２日 第８競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時５０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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．７
１：３３．３

不良

良

３６ トーセントゥルー 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝島川 �哉氏 後藤 由之 門別 日高大洋牧場 ４６８－ ２１：３７．１ ２．４�

６１１ ローンウルフ 牡３栗 ５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド ４６２－ ４１：３７．３１� ７．０�
１２ � レイズミーアップ �４黒鹿５７ 吉田 隼人平井 裕氏 秋山 雅一 三石 前川 清彦 ４８６－ ２１：３７．９３� ３０．０�
７１３ ダイレクトパス 牡４青鹿５７ 吉田 豊渡邊 隆氏 尾形 充弘 新冠 村本牧場 ４５０＋ ２１：３８．１１� １４．３�
３５ サクラリーバポート 牡３鹿 ５５ 北村 宏司�さくらコマース勢司 和浩 静内 伊藤 敏明 ４６２± ０ 〃 クビ ３．５�
８１６ コスモビースト 牡３栗 ５５ 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 清水 美波 浦河 伏木田牧場 ４６４－ ２１：３８．３１� ４６．８

１１ ナ リ タ ベ ガ 牡５鹿 ５７ 中舘 英二�オースミ 藤沢 則雄 白老 白老ファーム B４９８－１４１：３８．４� ２７．０�
４８ � グラスゴッド 牡４栗 ５７

５４ ▲宮崎 北斗半沢	 大江原 哲 浦河 中神牧場 ４７０－ ６ 〃 クビ １０２．８�
４７ リネンホーク �３栗 ５５ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 三石 嶋田牧場 ４６４＋ ６１：３８．６１� １０５．２
５１０ マイニングゴールド 牡４栗 ５７ 藤田 伸二泉 俊二氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４６６＋ ２１：３８．７	 １４．２�
６１２� ネイチャーグロウ 牡３青鹿５５ 高山 太郎井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 松田 富士夫 B４７０＋ ６１：３８．８クビ ７９．１�
２４ ピサノシェンロン 牡４栗 ５７ 横山 典弘市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 B５１２－ ６ 〃 クビ ８．８�
５９ レイザストレングス 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥ディアレスト 松山 将樹 浦河 小島牧場 ４２４－１４１：３８．９クビ １４９．０�
７１４� グレートキャプテン 牡４栗 ５７ 蛯名 正義島田 久氏 小西 一男 門別 中前 義隆 ４７８－ ８１：３９．２１	 １５３．８�
２３ シルクアルバス 牡３芦 ５５ 石橋 脩有限会社シルク伊藤 伸一 早来 ノーザンファーム ４８６－ ４１：３９．６２� ９７．６�
８１５� カシノベガスター 牡４鹿 ５７ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 門別 前川ファーム ４８２＋ ６１：４２．０大差 ２６８．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，９９４，１００円 複勝： ４７，４９６，１００円 枠連： ４０，１４９，１００円

普通馬連： １２８，８０９，８００円 馬単： ８７，７０２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，９５８，０００円

３連複： １２６，７３４，２００円 ３連単： ２３４，８５６，９００円 計： ７３４，７００，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � １９０円 � ４９０円 枠 連（３－６） ４１０円

普通馬連 �� ８６０円 馬 単 �� １，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ９８０円 �� ２，０２０円

３ 連 複 ��� ６，０７０円 ３ 連 単 ��� １８，２３０円

票 数

単勝票数 計 ２８９９４１ 的中 � ９７８９０（１番人気）
複勝票数 計 ４７４９６１ 的中 � １４８１２３（１番人気）� ６０１２９（３番人気）� １６９５９（７番人気）
枠連票数 計 ４０１４９１ 的中 （３－６） ７３２０６（１番人気）
普通馬連票数 計１２８８０９８ 的中 �� １１１３９４（２番人気）
馬単票数 計 ８７７０２２ 的中 �� ４７３０７（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９９５８０ 的中 �� ３１７５２（２番人気）�� ９６８４（１０番人気）�� ４４７８（２２番人気）
３連複票数 計１２６７３４２ 的中 ��� １５４２２（１８番人気）
３連単票数 計２３４８５６９ 的中 ��� ９５１０（４８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．０―３５．８―４７．９―１：００．１―１：１２．１―１：２４．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセントゥルー �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ナイスダンサー デビュー ２００６．８．１３ 札幌３着

２００４．３．１７生 牡４黒鹿 母 フアーストラブ 母母 レデイーシラオキ １３戦３勝 賞金 ３９，２５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ホーリーカップ号



２８０２１１０月１２日 晴 良 （２０東京４）第２日 第９競走 ��
��１，４００�

さ が み こ

相 模 湖 特 別
発走１４時２５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
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

７１４� アーバニティ 牡４黒鹿５７ 北村 宏司 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４９８＋ ２１：２０．９ １．７�

１２ � アロマンシェス 牡４鹿 ５７ 田中 博康伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン
牧場 ４６０＋ ６１：２１．０� １９．１�

３５ シンボリハレー 牡５黒鹿５７ 木幡 初広シンボリ牧場 古賀 慎明 門別 和田農林（有） ４４６－ ４ 〃 クビ ２１．１�
２３ ラ ル ケ ッ ト 牝３青鹿５３ 横山 典弘 �サンデーレーシング 和田 正道 早来 ノーザンファーム ４８４＋２２１：２１．２１	 ９．１�
４８ ミルクトーレル 牝４鹿 ５５ 藤田 伸二宮原 廣伸氏 昆 貢 三石 山際牧場 ４９８－ ４１：２１．３
 ６．７�
８１６ ショウナンアクロス 牡３鹿 ５５ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０＋ ４ 〃 クビ ２３．７�
７１３ ナチュラルウィン 牡５青鹿５７ 柴田 善臣吉田 勝己氏 坂本 勝美 早来 ノーザンファーム ４８８± ０１：２１．４クビ ９６．３	
６１１ コスモチーキー 牝４鹿 ５５ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 
田 研二 門別 古川 雅且 ４４４－ ２１：２１．５
 ７０．５�
６１２ ランヘランバ 牡５黒鹿５７ 福永 祐一田中 充氏 藤沢 則雄 浦河 太陽牧場 ４５０－ ６ 〃 ハナ ３６．７�
２４ ノーザンスター 牝７鹿 ５５ 大庭 和弥�ターフ・スポート石栗 龍彦 三石 土田農場 ４８８＋ ８１：２１．６� ４８．３
８１５ ボストンオー 牡３芦 ５５ 安藤 光彰ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４７８－ ４ 〃 クビ ６０．０�
１１ コウヨウマリーン 牝３青鹿５３ 中舘 英二寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 谷川牧場 ４７４＋２２１：２１．９２ ４２．８�
３６ パ パ ラ チ ア 牝５鹿 ５５ 後藤 浩輝�原源一郎氏 領家 政蔵 門別 北海牧場 ４７６＋ ８１：２２．０クビ １６．８�
５１０ クラウニングワーク 牡６栗 ５７ 柴山 雄一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 静内 藤原牧場 ４３８－１０ 〃 クビ ３２７．０�
５９ � メイプルストリート 牝３鹿 ５３ 武 豊藤田 在子氏 堀井 雅広 米 Franklin Kling Jr.

& Taylor Asbury ４７４± ０１：２２．１� ３３．７�
８１７ マイネルグロッソ 牡６鹿 ５７ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 門別 福山牧場 ５０２－１２１：２２．２� ３３６．５�
４７ アドマイヤダーリン 牡５栃栗５７ 藤岡 佑介近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４９２± ０１：２２．４１
 ２４．４�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ４２，３９７，７００円 複勝： ７７，３５７，４００円 枠連： ５０，６０２，３００円

普通馬連： １９７，８１６，７００円 馬単： １３７，９２３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ５４，４８２，３００円

３連複： １９４，００８，４００円 ３連単： ４２４，０１１，２００円 計： １，１７８，５９９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ３４０円 � ３４０円 枠 連（１－７） ８４０円

普通馬連 �� １，１３０円 馬 単 �� １，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５６０円 �� ５３０円 �� ２，５２０円

３ 連 複 ��� ５，２４０円 ３ 連 単 ��� １３，８６０円

票 数

単勝票数 計 ４２３９７７ 的中 � ２０６４６３（１番人気）
複勝票数 計 ７７３５７４ 的中 � ３７１６８６（１番人気）� ３５６６０（５番人気）� ３５４４５（６番人気）
枠連票数 計 ５０６０２３ 的中 （１－７） ４４６３１（４番人気）
普通馬連票数 計１９７８１６７ 的中 �� １３００６７（４番人気）
馬単票数 計１３７９２３８ 的中 �� ７２５８３（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５４４８２３ 的中 �� ２５０９６（５番人気）�� ２６８２６（４番人気）�� ４９１３（２７番人気）
３連複票数 計１９４００８４ 的中 ��� ２７３６６（１３番人気）
３連単票数 計４２４０１１２ 的中 ��� ２２５９１（２４番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１１．３―１１．５―１０．９―１１．４―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．８―３５．１―４６．６―５７．５―１：０８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アーバニティ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Affirmed

２００４．５．１２生 牡４黒鹿 母 レガシーオブストレングス 母母 Katonka ６戦３勝 賞金 ４１，５２８，０００円
初出走 JRA



２８０２２１０月１２日 晴 良 （２０東京４）第２日 第１０競走 ��
��２，４００�オクトーバーステークス

発走１５時００分 （芝・左）
３歳以上，１，６００万円以下，１９．１０．６以降２０．１０．５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 １８，３００，０００円 ７，３００，０００円 ４，６００，０００円 ２，７００，０００円 １，８３０，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

５９ ジャガーメイル 牡４鹿 ５８ 石橋 脩吉田 和美氏 堀 宣行 浦河 アイオイファーム ４７４＋１２２：２６．２ ３．０�

８１６ スクリーンヒーロー 牡４栗 ５６ 横山 典弘吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４８０－ ６ 〃 ハナ ５．１�
３６ キングアーサー 牡５鹿 ５７ 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B５５０＋ ６２：２６．４１� １７．０�
２４ シゲルタック 牡４鹿 ５６ 柴田 善臣森中 蕃氏 田中 章博 三石 沖田 繁 ４６８＋ ２２：２６．５� ８．１�
１２ アメジストリング 牝４黒鹿５４ 武 豊 �サンデーレーシング 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４６６－１０２：２６．７１� １３．０�
６１２� サケダイスキ 牡５鹿 ５４ 吉田 豊臼井義太郎氏 奥平 雅士 平取 二風谷ファーム ４８２＋１０ 〃 クビ ２４．５�
８１５ デストラメンテ 牡４芦 ５７ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 清水 美波 鵡川 市川牧場 ４６０－ ２２：２６．８クビ ８．７	
５１０ ドリームパートナー 	８鹿 ５４ 木幡 初広臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４７４＋ ６２：２６．９� ５８．４

６１１ マイネルアラバンサ 牡５鹿 ５４ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 静内 静内白井牧場 ５００＋ ６２：２７．０� １０．９�
２３ パープルイーグル 牡６栗 ５５ 藤岡 佑介中野 銀十氏 飯田 雄三 浦河 山春牧場 ５１４－ ２ 〃 アタマ ４３．６
７１３ ウォーライクトニー 牡８栗 ５４ 勝浦 正樹 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４７８－ ６ 〃 アタマ １０２．２�
３５ � エールスタンス 牝５黒鹿５１ 田中 博康吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４５４＋ ６２：２７．１クビ ８４．９�
１１ エフティイカロス 牡４黒鹿５６ 三浦 皇成吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４６８± ０ 〃 クビ ７．７�
７１４ ビッグベアシチー 牡５栗 ５２ 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 門別 旭 牧場 ４７０± ０ 〃 アタマ １２７．５�
４８ アグネスネクタル 牡５黒鹿５５ 吉田 隼人渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ５２６＋ ８２：２７．２� ８４．０�
４７ ワンダードリーム 	７黒鹿５２ 千葉 直人山本 信行氏 阿部 新生 静内 高橋 修 ４５８＋ ４２：２７．３クビ ２１６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４４，７１６，９００円 複勝： ６９，０１０，７００円 枠連： ６９，４０９，６００円

普通馬連： ２５５，７００，０００円 馬単： １４７，１８４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ６１，５２３，８００円

３連複： ２３５，７８７，２００円 ３連単： ４９９，０６４，４００円 計： １，３８２，３９６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � １７０円 � ４１０円 枠 連（５－８） ４５０円

普通馬連 �� ７６０円 馬 単 �� １，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ８６０円 �� １，１６０円

３ 連 複 ��� ３，１８０円 ３ 連 単 ��� １１，２４０円

票 数

単勝票数 計 ４４７１６９ 的中 � １２１４４５（１番人気）
複勝票数 計 ６９０１０７ 的中 � １７００３８（１番人気）� １０９６１７（２番人気）� ３１８４５（８番人気）
枠連票数 計 ６９４０９６ 的中 （５－８） １１４１８３（１番人気）
普通馬連票数 計２５５７０００ 的中 �� ２５１３４８（１番人気）
馬単票数 計１４７１８４３ 的中 �� ８０３０６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６１５２３８ 的中 �� ４９９７１（１番人気）�� １６７９４（１１番人気）�� １２１６３（１８番人気）
３連複票数 計２３５７８７２ 的中 ��� ５４８４５（６番人気）
３連単票数 計４９９０６４４ 的中 ��� ３２７７２（１３番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．６―１２．１―１２．７―１２．４―１２．６―１２．９―１２．２―１２．２―１１．３―１１．５―１１．８

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―２４．５―３６．６―４９．３―１：０１．７―１：１４．３―１：２７．２―１：３９．４―１：５１．６―２：０２．９―２：１４．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジャガーメイル �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．９．８ 中山１着

２００４．５．８生 牡４鹿 母 ハヤベニコマチ 母母 ターンツーダイナ ８戦５勝 賞金 ６９，３７１，０００円
〔制裁〕 キングアーサー号の騎手北村宏司は，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１０，０００円。



２８０２３１０月１２日 晴 良 （２０東京４）第２日 第１１競走 ��
��１，８００�第５９回毎 日 王 冠（ＧⅡ）

発走１５時３５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，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬
２�減，１９．１０．６以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増，１９．１０．５以前のGⅠ競走（牝馬限定
競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時の成績を除く）

毎日新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 ６５，０００，０００円 ２６，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ６，５００，０００円
付 加 賞 １，１４８，０００円 ３２８，０００円 １６４，０００円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

１２ スーパーホーネット 牡５鹿 ５８ 藤岡 佑介森本 悳男氏 矢作 芳人 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４６４－ ２１：４４．６ １０．７�

２３ ウ オ ッ カ 牝４鹿 ５７ 武 豊谷水 雄三氏 角居 勝彦 静内 カントリー牧場 ４９０＋ ４ 〃 アタマ １．５�
３５ アドマイヤフジ 牡６黒鹿５７ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５３０＋ ８１：４４．９２ ３３．９�
１１ サクラメガワンダー 牡５栗 ５７ 福永 祐一�さくらコマース友道 康夫 静内 新和牧場 ４８４＋ ２１：４５．１� ２３．７�
５９ カ ン パ ニ ー 牡７鹿 ５８ 横山 典弘近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４５０－１６ 〃 アタマ １４．５�
４７ オースミグラスワン 牡６栗 ５７ 蛯名 正義�オースミ 荒川 義之 浦河 鮫川 啓一 ５２６－１６１：４５．４１� １６．２�
４８ ハイアーゲーム 牡７青鹿５７ 柴田 善臣臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B５２０－ ６ 〃 クビ ６９．６	
８１５ トーセンキャプテン 牡４鹿 ５７ 池添 謙一島川 
哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４９４－ ４１：４５．５クビ ３１．２�
７１４ チ ョ ウ サ ン 牡６鹿 ５８ 北村 宏司長山 尚義氏 清水 利章 平取 坂東牧場 ４９０－１２ 〃 ハナ ５０．７�
６１２ フィールドベアー 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎地田 勝三氏 野村 彰彦 早来 ノーザンファーム ４８８－１０１：４５．６クビ ２３．３
７１３ ドリームパスポート 牡５青鹿５７ 三浦 皇成セゾンレースホース� 稲葉 隆一 白老 白老ファーム ４７６± ０ 〃 ハナ １１．５�
５１０ リキッドノーツ 牡７黒鹿５７ 後藤 浩輝臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 門別 下河辺牧場 ５０８－１０１：４５．７� ５５．７�
２４ キャプテンベガ 牡５黒鹿５７ 村田 一誠吉田 和子氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４４４＋ ４１：４５．８� ３５．６�
８１６ サンライズマックス 牡４黒鹿５７ 藤田 伸二松岡 隆雄氏 増本 豊 新冠 ヒカル牧場 ４３６－ ８１：４６．０１ ３０．３�
３６ アグネストレジャー 牡６黒鹿５７ 吉田 隼人渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ５０２＋ ６１：４６．１� １４２．７�
６１１ エリモハリアー 	８鹿 ５７ 吉田 豊山本 敏晴氏 田所 秀孝 えりも えりも農場 ４５０＋ ４１：４６．４２ １９９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３３，１４０，９００円 複勝： ２７３，０１５，７００円 枠連： ２２７，６１３，７００円

普通馬連： １，２０５，６９１，０００円 馬単： ８４０，１７８，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２８３，９７６，８００円

３連複： １，２５８，０７４，８００円 ３連単： ３，３７３，７２３，２００円 計： ７，６９５，４１４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０７０円 複 勝 � ２５０円 � １１０円 � ４１０円 枠 連（１－２） ５１０円

普通馬連 �� ８００円 馬 単 �� ２，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ２，９６０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ６，５７０円 ３ 連 単 ��� ３７，５７０円

票 数

単勝票数 計２３３１４０９ 的中 � １７２８５８（２番人気）
複勝票数 計２７３０１５７ 的中 � １９２２５０（２番人気）� １２８２４１０（１番人気）� ９９３６９（８番人気）
枠連票数 計２２７６１３７ 的中 （１－２） ３３１１２７（１番人気）
普通馬連票数 計１２０５６９１０ 的中 �� １１１８７７３（１番人気）
馬単票数 計８４０１７８５ 的中 �� ２５２２９０（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２８３９７６８ 的中 �� ２１５４２５（１番人気）�� ２１４３４（３３番人気）�� ９３７１０（７番人気）
３連複票数 計１２５８０７４８ 的中 ��� １４１４４４（２２番人気）
３連単票数 計３３７３７２３２ 的中 ��� ６６２８７（１２４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１１．６―１１．９―１１．６―１１．５―１０．５―１１．３―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３５．８―４７．７―５９．３―１：１０．８―１：２１．３―１：３２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４５．３―３F３３．８

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

勝馬の
紹 介

スーパーホーネット �
�
父 ロドリゴデトリアーノ �

�
母父 エルセニョール デビュー ２００５．９．１１ 札幌４着

２００３．３．２０生 牡５鹿 母 ユウサンポリッシュ 母母 エルゼビアー ２３戦９勝 賞金 ３９２，３６８，０００円



２８０２４１０月１２日 晴 良 （２０東京４）第２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）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

１１ � ビッグポパイ 牡５青鹿５７ 武 豊幅田 昌伸氏 白井 寿昭 米 WinStar
Farm, LLC B４９８－ ４１：２３．７ １４．６�

７１３� オリジナルフェイト �３鹿 ５５ 吉田 隼人前田 幸治氏 中竹 和也 米 Swordle-
stown Stud ５２６＋ ４１：２３．９１	 ２．４�

７１４ ハードランナー 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝芹澤 精一氏 阿部 新生 静内 岡田牧場 ４８６± ０１：２４．１１
 ３．９�
３６ グランプリヒーロー 牡３鹿 ５５

５４ ☆三浦 皇成�グランプリ 矢作 芳人 静内 静内酒井牧場 ４５８＋ ４１：２４．４２ ５．４�
４７ キラライットウセイ 牡５栗 ５７ 鷹野 宏史北所 直人氏 中川 公成 三石 ニシケンフ

アーム ４８２＋ ４１：２５．１３＋１	 ７６．０�
８１５� カマーバンド 牝５芦 ５５ 中舘 英二水上 行雄氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 B４８６－ ４１：２５．３１	 ６８．８�
２４ ユ ウ コ ン 牡４鹿 ５７ 北村 宏司小田切有一氏 古賀 慎明 門別 浦新牧場 ４７２＋ ６１：２５．４クビ ２１．９	
８１６ スズノネイビー 牡４芦 ５７ 田辺 裕信小紫 芳夫氏 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４９２－ ８１：２５．８２	 １４．６

５９ アポロイレヴン 牡７鹿 ５７ 土谷 智紀 �サンデーレーシング 古賀 慎明 早来 ノーザンファーム B４６０＋ ６１：２５．９� ８５．２�
２３ � マ ン ダ レ ー 牡６栗 ５７ 南田 雅昭誓山 正伸氏 南田美知雄 浦河 杵臼牧場 ５１０－ ２１：２６．０	 ３２５．２
４８ � シュルードパーソン 牡７鹿 ５７ 佐藤 聖也 �ユートピア牧場 松永 康利 登別 ユートピア牧場 ５００＋ ８１：２６．４２	 １２６．９�
１２ � クリノトップオー 牡６鹿 ５７ 小林 淳一栗本 博晴氏 内藤 一雄 新冠 坂元牧場 ４４２－ ６１：２６．７２ ３１１．５�
６１２ アトラスシーダー 牡３芦 ５５ 穂苅 寿彦 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム B４９８± ０１：２７．３３	 ９３．８�
６１１ フォワードダンサー �５鹿 ５７ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 門別 インターナシヨナル牧場 ５３６＋ ８１：３０．２大差 １９９．３�
３５ スズノメヒョー 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義小紫 芳夫氏 伊藤 正徳 早来 ノーザンファーム ４８４＋１４ （降着） ２７．９�
５１０ ソリッドラヴ �６鹿 ５７

５４ ▲宮崎 北斗山上 和良氏 菊川 正達 浦河 江渡 繁治 ４７６－ ８ （競走中止） ９．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５２，４１０，９００円 複勝： ６４，８５０，５００円 枠連： ６９，３７９，０００円

普通馬連： ２４３，５５４，６００円 馬単： １５７，２８５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ６２，６０２，５００円

３連複： ２３４，３３２，６００円 ３連単： ５７３，７０９，８００円 計： １，４５８，１２５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４６０円 複 勝 � ３１０円 � １３０円 � １３０円 枠 連（１－７） １，０８０円

普通馬連 �� ２，２１０円 馬 単 �� ５，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７８０円 �� ８６０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� １，９８０円 ３ 連 単 ��� １７，５６０円

票 数

単勝票数 計 ５２４１０９ 的中 � ２８４２３（５番人気）
複勝票数 計 ６４８５０５ 的中 � ３６６３５（６番人気）� １５６９３１（１番人気）� １５３３９５（２番人気）
枠連票数 計 ６９３７９０ 的中 （１－７） ４７６９１（５番人気）
普通馬連票数 計２４３５５４６ 的中 �� ８１６２２（８番人気）
馬単票数 計１５７２８５６ 的中 �� ２２５１２（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６２６０２５ 的中 �� １７５７１（９番人気）�� １５８４４（１０番人気）�� ９２５７３（１番人気）
３連複票数 計２３４３３２６ 的中 ��� ８７５１１（４番人気）
３連単票数 計５７３７０９８ 的中 ��� ２４１２５（４２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．０―３４．４―４６．７―５９．１―１：１１．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ビッグポパイ �
�
父 Forest Wildcat �

�
母父 Personal Flag デビュー ２００５．１１．６ 京都４着

２００３．３．１９生 牡５青鹿 母 It’s Personal 母母 Dance Hall Girl ２８戦４勝 賞金 ５３，５７２，０００円
〔競走中止〕 ソリッドラヴ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔降着〕 スズノメヒョー号は，５位〔タイム１分２４秒９，着差３馬身〕に入線したが，最後の直線コースで内側に斜行して

「フォワードダンサー」号の走行を妨害したため１５着に降着。
〔制裁〕 スズノメヒョー号の騎手蛯名正義は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて平成２０年１０月１８日から平成２０年

１０月２６日まで騎乗停止。
〔その他〕 フォワードダンサー号は，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。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）３６頭 アルヴィス号・アレクシオス号・ヴィヴァーチェ号・ウエスタンリジ号・エイダイタカラブネ号・エイワムサシ号・

エルカミニート号・エーシンドゥベター号・カフェリバティー号・クリアエンデバー号・グリンガレット号・
クレムリンエッグ号・ケイアイスカイ号・ゴービハインド号・ゴールドマイン号・ジェイケイボストン号・
シベリアンライオン号・シャドウストライプ号・スリーサンフレンチ号・セイウンマル号・セレスハント号・
ソフトパワー号・ドリームスカイラブ号・ナックルパート号・ノーリプライ号・バリオン号・ビッグトワイニング号・
ビーボーン号・ブイチャレンジ号・フサイチコウキ号・プライベートプラン号・ホワイトリーベ号・
マッチレスバロー号・モンプティクール号・ワイルドソニック号・ワンダープロ号



（２０東京４）第２日 １０月１２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 １８１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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

３１０，５３０，０００円
８，５２０，０００円
９，１３０，０００円
２，７７０，０００円
３４，５４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６５，７６９，０００円
５，６２６，８００円
１，８２８，１００円

勝馬投票券売得金
５５０，８４２，９００円
７５０，６４３，３００円
６０３，２８３，７００円
２，５７１，５０７，０００円
１，８０２，５１８，６００円
６７５，７８８，６００円
２，６３７，７４１，０００円
６，１３５，５９８，５００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 １５，７２７，９２３，６００円

総入場人員 ６９，９７２名 （有料入場人員 ６８，３１０名）




