
２８０１３１０月１１日 晴 良 （２１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１５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

３６ マイネピアチェ 牝２黒鹿５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４５６＋ ２１：２７．７ １３３．２�

８１５ タケショウカヅチ 牡２鹿 ５５
５２ ▲伊藤 工真�ナイト商事 相沢 郁 様似 山口 幸雄 ４８０± ０ 〃 クビ ５．７�

４８ ミエノグレース 牝２栗 ５４ 武 豊里見美惠子氏 鹿戸 雄一 新冠 富本 茂喜 ４８８＋ ６１：２７．８� １．７�
８１６ ニシノフェミニン 牝２黒鹿５４ 大野 拓弥西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４４６＋ ４ 〃 アタマ ３１．９�
４７ ラインジェシカ 牝２栗 ５４ 勝浦 正樹大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ４７０－ ４１：２７．９クビ ７．８�
５９ ワールドホーリング 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人佐藤 恭永氏 中川 公成 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５４＋ ２１：２８．４３ １２．２	
２３ タマモワルツ 牝２鹿 ５４ 中舘 英二タマモ� 水野 貴広 新ひだか 曾我 博 ４６８＋ ４１：２９．０３� ２９１．６

２４ � ティアランドール 牝２黒鹿５４ 藤岡 佑介 �グリーンファーム 矢作 芳人 米 Peter J.

Pasteris ４６４＋１２１：２９．４２� １２３．３�
５１０ パールオープン 牡２鹿 ５５ 北村 宏司後藤 繁樹氏 小林 常泰 新ひだか 田湯牧場 ５２８＋ ６ 〃 アタマ ８．１�
７１４ シャイニーロイヤル 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣小林 昌志氏 藤原 辰雄 平取 コアレススタッド ４８０＋ ４１：２９．６１ １９１．５
７１３ ビコーペグー 牝２黒鹿５４ 川田 将雅�レジェンド 堀井 雅広 新ひだか 山口 修二 ４６２± ０１：３０．３４ ４０．７�
３５ ブロードアウェイク 牝２鹿 ５４ 小野 次郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 政人 新ひだか グランド牧場 ４４６± ０ 〃 ハナ １０２．０�
１２ トミケンダンク 牡２鹿 ５５ 江田 照男冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 金石牧場 ４５０＋１８１：３０．４� ２０７．１�
６１１ アシヤユウユウ 牡２鹿 ５５

５２ ▲丸山 元気��屋 阿部 新生 新ひだか 沖田 哲夫 ４６０＋ ８１：３０．８２� ７０８．２�
６１２ リネンダイドウ 牡２栗 ５５ 田辺 裕信戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 ４４０＋１４１：３１．１２ ８８．７�
１１ マキシムクローバー 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠小田 廣美氏 石栗 龍彦 日高 大沢育成牧場 ４３２＋ ８１：３２．３７ ３７．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，６４６，５００円 複勝： ４４，５６３，９００円 枠連： ２０，６５２，４００円

普通馬連： ６３，７５４，０００円 馬単： ５６，５９９，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，９６２，７００円

３連複： ８３，８２４，４００円 ３連単： １４６，９１９，５００円 計： ４６４，９２２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３，３２０円 複 勝 � １，２５０円 � １８０円 � １１０円 枠 連（３－８） ８，５８０円

普通馬連 �� ２７，９６０円 馬 単 �� １２０，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，２６０円 �� ２，３４０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� １５，３３０円 ３ 連 単 ��� ２６１，２７０円

票 数

単勝票数 計 ２２６４６５ 的中 � １３４０（１２番人気）
複勝票数 計 ４４５６３９ 的中 � ４０５７（１０番人気）� ４７１９６（３番人気）� ２３０６３６（１番人気）
枠連票数 計 ２０６５２４ 的中 （３－８） １７７７（１７番人気）
普通馬連票数 計 ６３７５４０ 的中 �� １６８３（３７番人気）
馬単票数 計 ５６５９９１ 的中 �� ３４８（１０２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５９６２７ 的中 �� １０７８（３９番人気）�� ２４６５（２１番人気）�� ２９２２２（２番人気）
３連複票数 計 ８３８２４４ 的中 ��� ４０３８（３２番人気）
３連単票数 計１４６９１９５ 的中 ��� ４１５（３９５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．４―３５．２―４８．１―１：０１．１―１：１４．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５２．５―３F３９．６
３ ・（１，５）８（１０，１５）３（７，１３）（２，９）１２（６，１６，１４）４－１１ ４ ・（１，５，８，１５）１０（３，７）２（６，１３）（４，９，１６）１２－（１１，１４）

勝馬の
紹 介

マイネピアチェ �
�
父 スパイキュール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．７．２５ 新潟１２着

２００７．５．９生 牝２黒鹿 母 マイネパルティータ 母母 マイネコスモス ４戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ロードギャラクシー号
（非抽選馬） ６頭 ケイアイツバキ号・シンビオシス号・スズノベティ号・ディテール号・ノボシャンパーニュ号・

ハヤブサイッポン号



２８０１４１０月１１日 晴 良 （２１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４５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

１：２１．６
１：２０．３

良

良

８１７ シ ー マ ー ク 牡２栗 ５５ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 千歳 社台ファーム ５０６－ ６１：２２．２ ３．１�

２４ ドンビザッツウェイ 牡２鹿 ５５ 武 豊田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 ４８８－ ２１：２２．５１� １０．６�
３５ ヴィーナススマイル 牝２栗 ５４ 柴田 善臣丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム ４４８＋ ２ 〃 ハナ ２１．０�
５９ テンシノアスター 牡２栗 ５５ 岩田 康誠杉谷 枡夫氏 松元 茂樹 浦河 金成吉田牧場 ４６０＋ ６ 〃 クビ ３．９�
６１１ ショウナンアッパレ 牡２栗 ５５ 後藤 浩輝国本 哲秀氏 本間 忍 浦河 桑田牧場 ４９２－ ４１：２２．６� ４．０�
７１４ ビッグサンダー 牡２栗 ５５ 柴山 雄一魚住 啓市氏 畠山 吉宏 浦河 岡崎牧場 ４８０－ ８１：２２．９１� １６．３�
７１５ ラヴァリーグロリア 牝２栗 ５４ 江田 照男村中 徳広氏 岩戸 孝樹 新冠 ハシモトフアーム ４５４＋ ６１：２３．０� １３１．５	
１１ ロックザネーション 牡２黒鹿５５ 田中 勝春田中 春美氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 ４７６＋ ４ 〃 クビ ２０．４

１２ ニシエイビック 牡２黒鹿 ５５

５４ ☆丸田 恭介西舘 榮氏 菅原 泰夫 日高 合資会社カ
ネツ牧場 ４５８＋ ８ 〃 ハナ ２４．０�

８１６ コパノトヨウケ 牝２黒鹿５４ 三浦 皇成小林 祥晃氏 武藤 善則 新ひだか 谷岡牧場 ４０８－ ４１：２３．２１� ２５．２�
４７ ミネノタカオー 牡２鹿 ５５ 大庭 和弥小峰 清文氏 嶋田 潤 浦河 福岡 広行 ５１０＋１０１：２３．５２ ２０９．２
４８ エ ニ ー デ イ 牝２青 ５４ 木幡 初広 �オリオンファーム牧 光二 日高 賀張三浦牧場 ４００－ ６１：２３．９２� ５７．５�
３６ アルファミッキイ 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹�貴悦 嶋田 潤 新冠 秋田牧場 ４３４－ ２ 〃 ハナ １３０．０�
２３ ナロウエスケープ 牝２鹿 ５４ 的場 勇人北所 直人氏 佐藤 全弘 新冠 隆栄牧場 ４４４－ ８１：２４．０� ２４２．４�
５１０ シャイニーグルーム 牡２黒鹿５５ 小牧 太小林 昌志氏 和田 正道 新ひだか カタオカフアーム ４４２－ ２１：２４．７４ １０５．３�
８１８ コウギョウイーグル 牡２黒鹿５５ 小島 太一菊地 捷士氏 小島 太 新冠 ヒノデファーム ４６２＋ ２１：２４．８クビ ３５．５�
７１３ ベルモントダルド 牝２黒鹿 ５４

５２ △宮崎 北斗 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント
ファーム ３９８－１６１：２５．２２� ５７５．３�

６１２ ミリオンハッピー 牝２鹿 ５４ 北村 宏司百万 武夫氏 中野 栄治 日高 下河辺牧場 ４６２－ ２１：２６．２６ ６３．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，４８５，６００円 複勝： ３３，３９３，６００円 枠連： ２２，８３０，９００円

普通馬連： ７１，７８５，１００円 馬単： ５０，１１７，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，８３２，４００円

３連複： ８５，５１８，８００円 ３連単： １２５，４４７，０００円 計： ４３８，４１０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １４０円 � ３６０円 � ５００円 枠 連（２－８） １，３２０円

普通馬連 �� １，４５０円 馬 単 �� ２，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６３０円 �� １，０３０円 �� ２，７８０円

３ 連 複 ��� ８，０７０円 ３ 連 単 ��� ３１，１１０円

票 数

単勝票数 計 ２２４８５６ 的中 � ５７８８３（１番人気）
複勝票数 計 ３３３９３６ 的中 � ９０８３７（１番人気）� ２００１３（４番人気）� １３６２４（８番人気）
枠連票数 計 ２２８３０９ 的中 （２－８） １２８２３（５番人気）
普通馬連票数 計 ７１７８５１ 的中 �� ３６７７６（４番人気）
馬単票数 計 ５０１１７４ 的中 �� １５６３４（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６８３２４ 的中 �� １１０７１（４番人気）�� ６４２７（８番人気）�� ２２６１（３０番人気）
３連複票数 計 ８５５１８８ 的中 ��� ７８３０（２４番人気）
３連単票数 計１２５４４７０ 的中 ��� ２９７６（７４番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．６―１１．２―１２．０―１２．１―１１．４―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．１―３４．３―４６．３―５８．４―１：０９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ ー マ ー ク �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 Mtoto デビュー ２００９．７．１９ 新潟４着

２００７．４．３生 牡２栗 母 ライラアラウィ 母母 Rowa ５戦１勝 賞金 １０，１５０，０００円
〔制裁〕 アルファミッキイ号の調教師嶋田潤は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００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 ハニカミスマイル号・ホールドオンミー号・マルタカトップラン号



２８０１５１０月１１日 晴 良 （２１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１５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

１：３４．６
１：３３．１

良

良

７１３ ブルーミングアレー 牝２鹿 ５４ 北村 宏司 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７８ ―１：３５．０ ２．８�

３６ イイデサンドラ 牝２芦 ５４ 三浦 皇成 �アールエスエーカントリ河野 通文 新冠 山岡ファーム ４４６ ―１：３５．６３� １４．４�
５９ ローテスクライト 牝２鹿 ５４ 横山 典弘 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４１０ ― 〃 クビ ５．５�
６１１ ホープフルメロディ 牝２鹿 ５４ 川田 将雅 �社台レースホース相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２ ―１：３５．８１� ９．４�
８１８ オチャノコサイサイ 牝２黒鹿５４ 柴山 雄一 �高木競走馬育成牧場 佐々木亜良 平取 稲原 肇 ４４０ ―１：３６．０１� ４８．３�
２３ レオキラメキ 牝２黒鹿５４ 田中 勝春�レオ 池上 昌弘 様似 清水 誠一 ４４０ ―１：３６．１� ６３．２	
７１５ マ ー ニ ー 牝２鹿 ５４

５１ ▲丸山 元気浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ３９２ ―１：３６．２� １６５．４

５１０ チェックユアハート 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４３２ ―１：３６．７３ ７．８�
４８ ア ル ビ ダ 牝２青鹿５４ 藤岡 佑介齊藤四方司氏 斎藤 誠 安平 追分ファーム ４８２ ―１：３６．８� ２６．６�
２４ ショウナンハマカゼ 牝２鹿 ５４ 中舘 英二国本 哲秀氏 栗田 博憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４０８ ―１：３６．９� １６２．５
８１７ ドリームファミーユ 牝２栗 ５４ 小牧 太内藤 好江氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム ４７６ ―１：３７．１１� １２３．８�
１２ シャコープレシャス 牝２鹿 ５４ 木幡 初広グレイドレーシング組合 矢野 照正 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４６２ ― 〃 クビ １２８．６�
４７ チ ャ メ 牝２鹿 ５４ 江田 照男藤田 達男氏 中野 栄治 新冠 イワミ牧場 ４６２ ―１：３７．２クビ ５０．５�
８１６ ショコラティエ 牝２鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真有限会社シルク坂本 勝美 新ひだか 千代田牧場 ４４２ ― 〃 クビ ５４．１�
７１４ オーゴンルビー 牝２栗 ５４ 吉田 豊永田 清男氏 谷原 義明 新ひだか タガミファーム ４５６ ―１：３７．３� ２０６．６�
１１ トップクィーン 牝２青鹿５４ 武士沢友治�宮内牧場 中野渡清一 浦河 宮内牧場 ４４０ ―１：３７．９３� １２２．５�
３５ ウエスタンドルチェ 牝２青鹿５４ 武 豊西川 賢氏 小島 太 新ひだか 北西牧場 ４３６ ―１：３９．０７ ３．９�
６１２ フレンドパライバ 牝２黒鹿５４ 勝浦 正樹横尾 晴人氏 菊川 正達 新ひだか 酒井 秀紀 ４３０ ―１：３９．５３ １２５．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，９０６，６００円 複勝： ２６，９１０，４００円 枠連： ２１，８５０，０００円

普通馬連： ５９，３１３，８００円 馬単： ４５，５２６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，５１２，４００円

３連複： ６８，０６１，５００円 ３連単： １０７，４７９，３００円 計： ３７４，５６０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � ２８０円 � １９０円 枠 連（３－７） ４５０円

普通馬連 �� １，５１０円 馬 単 �� ２，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� ３３０円 �� １，１８０円

３ 連 複 ��� ２，５３０円 ３ 連 単 ��� １１，９００円

票 数

単勝票数 計 ２３９０６６ 的中 � ６７８１８（１番人気）
複勝票数 計 ２６９１０４ 的中 � ６７０５３（１番人気）� １９６５６（６番人気）� ３７７１９（３番人気）
枠連票数 計 ２１８５００ 的中 （３－７） ３６５３４（２番人気）
普通馬連票数 計 ５９３１３８ 的中 �� ２９０９０（６番人気）
馬単票数 計 ４５５２６３ 的中 �� １５３２３（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１５１２４ 的中 �� ７３３５（８番人気）�� １７９３８（２番人気）�� ４１６２（１３番人気）
３連複票数 計 ６８０６１５ 的中 ��� １９８７６（７番人気）
３連単票数 計１０７４７９３ 的中 ��� ６６７１（２５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．２―３４．８―４７．２―１：００．１―１：１１．８―１：２３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３４．９
３ １７，１８（５，６）（７，１０）１３，９（２，１１）（４，１２）（１，８）（３，１６）１４，１５ ４ １７，１８（５，６）－（７，１０）１３，９（２，１２，１１）（４，８）（１，３，１６）１４，１５

勝馬の
紹 介

ブルーミングアレー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Lycius 初出走

２００７．３．２４生 牝２鹿 母 プリンセスオリビア 母母 Dance Image 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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ギンザボナンザ号・ラヴァリーウィード号



２８０１６１０月１１日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２１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４５分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，８００，０００円 ３，１００，０００円 ２，０００，０００円 １，２００，０００円 ７８０，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

８１３ レイザストレングス 牡６鹿 ６０ 穂苅 寿彦ディアレスト 松山 将樹 浦河 小島牧場 ４４２＋ ４３：２１．９ ３．８�

３３ � メイショウオバナ 牝４芦 ５８ 植野 貴也松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 赤田牧場 ４６８－１０３：２２．１１� ３．０�
７１１ ヤマニンパルファン 牝７黒鹿５８ 柴田 大知土井 肇氏 佐々木亜良 新冠 錦岡牧場 ４６０± ０３：２２．３１� ７５．７�
２２ エーシンダボーブイ 牡４鹿 ６０ 西谷 誠�栄進堂 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４７２－ ２３：２２．６２ １１．４�
７１２ オンワードマック 牡４芦 ６０ 大庭 和弥樫山 ハル氏 阿部 新生 浦河 オンワード牧場 ４７０＋１２３：２３．７７ ５０．０�
１１ ユウターストライプ 牡５鹿 ６０ 浜野谷憲尚上山 利広氏 嶋田 功 新冠 中本牧場 ４７６＋１０３：２３．９１� ６．４�
６１０ ルグランコンデ �４栗 ６０ 蓑島 靖典 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 後藤 由之 三石 城地 清満 ５２６± ０３：２４．５３� ６．８	
５８ 	 エイワハヤブサ 牡５鹿 ６０ 横山 義行永井公太郎氏 松山 康久 米 Lael Stable ４６０－ ６３：２４．７
 ８．２

４６ トミケンブロード 牡４栗 ６０ 柴田 未崎冨樫 賢二氏 加藤 和宏 門別 白瀬 明 ４６４＋ ２３：２５．７６ ８９．１�
６９ ケイアイケイマン 牡５鹿 ６０ 宗像 徹 �啓愛義肢材料販売所 伊藤 圭三 新冠 村田牧場 B４７４＋ ６３：２７．４大差 ２７．９�
５７ ストロングネオ 牡３栗 ５８ 平沢 健治村木 篤氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 ４９４－ ４３：２７．７１
 ２４３．４
４５ マルブツライト 牡７鹿 ６０ 白浜 雄造大澤 毅氏 北出 成人 静内 タイヘイ牧場 ４９２－ ４３：２７．８� ２０．５�
８１４� イガノアミーゴ 牡４鹿 ６０ 五十嵐雄祐五十嵐政則氏 天間 昭一 三石 谷山 和喜 ４５６＋ ２３：２８．４３� １８５．７�
３４ パッセジャーレ �４鹿 ６０ 林 満明藤田 孟司氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム ５１４－ ２３：３７．８大差 １０５．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，４９７，２００円 複勝： ２０，３９６，４００円 枠連： １５，９４４，０００円

普通馬連： ５５，６６６，４００円 馬単： ４１，３１２，７００円 ワイド【拡大馬連】： １９，００８，６００円

３連複： ７０，１９５，４００円 ３連単： １０９，１１８，６００円 計： ３５０，１３９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １７０円 � １４０円 � ９１０円 枠 連（３－８） ６００円

普通馬連 �� ６５０円 馬 単 �� １，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ３，１２０円 �� ２，２１０円

３ 連 複 ��� ９，６７０円 ３ 連 単 ��� ３７，１２０円

票 数

単勝票数 計 １８４９７２ 的中 � ３８４１７（２番人気）
複勝票数 計 ２０３９６４ 的中 � ３６０７４（２番人気）� ４９１５９（１番人気）� ３８１３（１０番人気）
枠連票数 計 １５９４４０ 的中 （３－８） １９６１７（１番人気）
普通馬連票数 計 ５５６６６４ 的中 �� ６３６９２（１番人気）
馬単票数 計 ４１３１２７ 的中 �� ２１５２６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９００８６ 的中 �� ２０９４５（１番人気）�� １３４２（３３番人気）�� １９１５（２６番人気）
３連複票数 計 ７０１９５４ 的中 ��� ５３５８（３０番人気）
３連単票数 計１０９１１８６ 的中 ��� ２１７０（１１９番人気）

上り １マイル １：４８．０ ４F ５４．４－３F ４０．９
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

レイザストレングス �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２００５．１０．８ 東京３着

２００３．４．２４生 牡６鹿 母 リーフマドンナ 母母 トーエイマドンナ 障害：７戦１勝 賞金 １８，０００，０００円
〔発走状況〕 パッセジャーレ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻６分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 パッセジャーレ号は，平成２１年１０月１２日から平成２１年１１月１日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ８頭 ウインドストーム号・エイワヴァージニア号・カシマレジェンド号・ディアマイホース号・ナムラウシワカマル号・

ミンナシアワセ号・ヤマタケゴールデン号・ユウフジ号



２８０１７１０月１１日 晴 良 （２１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３５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
１：４６．６

良

良

４４ � ミッションモード 牡２栗 ５５ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 T. Yoshida B４７４ ―１：５０．１ ２．８�

４５ ハンソデバンド 牡２黒鹿５５ 武 豊渡邊 隆氏 尾形 充弘 苫小牧 藤沢 武雄 ４７２ ―１：５０．３１� ３．４�
１１ ソールデスタン 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成�前川企画 河野 通文 浦河 鎌田 正嗣 ４５４ ―１：５０．５１� ２０．５�
６８ サ ト シ ッ ク 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝小林けい子氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ５１８ ―１：５０．７１� ６３．２�
２２ ヴィーヴァロブロイ 牡２青鹿５５ 田中 勝春芹澤 精一氏 田中 清隆 新ひだか 静内酒井牧場 ４６０ ―１：５１．０２ ５．４�
８１３ ナンヨープロパー 牡２黒鹿５５ 柴田 善臣中村 �也氏 尾形 充弘 新ひだか 佐竹 学 ４７６ ―１：５１．１クビ １１．２�
６９ ノーザンペガサス 牡２鹿 ５５ 吉田 豊	RRA 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４８０ ―１：５１．５２� ３７．９

８１２ ナムラアトミック 牡２黒鹿５５ 柴山 雄一奈村 信重氏 田村 康仁 浦河 カナイシスタッド B４７８ ― 〃 ハナ ２０９．１�
５７ ジュニアレジデント 牡２栗 ５５ 西田雄一郎丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム ４５８ ―１：５１．６クビ ３５８．５�
５６ ディアシークレット 牡２青鹿５５ 岩田 康誠寺田千代乃氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム ４７２ ―１：５１．７	 １０．０
７１１ ジャクソンバローズ 牡２鹿 ５５ 中舘 英二猪熊 広次氏 中竹 和也 浦河 富田牧場 ５０８ ―１：５１．８クビ ８．９�
３３ ブライティアレザー 牝２黒鹿５４ 藤岡 佑介小林 昌志氏 池上 昌弘 平取 雅 牧場 ４５２ ―１：５２．１２ ７４．３�
７１０ トウショウチャンス 牡２黒鹿５５ 田面木博公トウショウ産業	 高松 邦男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４３４ ―１：５２．５２� １０８．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２４，７４６，２００円 複勝： ２９，５２１，５００円 枠連： ２０，８２４，７００円

普通馬連： ６９，５０８，５００円 馬単： ５４，８４９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，４５６，４００円

３連複： ７８，５０２，３００円 ３連単： １３７，３１３，１００円 計： ４３８，７２２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � ３２０円 枠 連（４－４） ４４０円

普通馬連 �� ４６０円 馬 単 �� ８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ７００円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� １，６６０円 ３ 連 単 ��� ５，４７０円

票 数

単勝票数 計 ２４７４６２ 的中 � ６９９２２（１番人気）
複勝票数 計 ２９５２１５ 的中 � ７５９９６（１番人気）� ６４７７１（２番人気）� １６３５７（７番人気）
枠連票数 計 ２０８２４７ 的中 （４－４） ３５５４９（１番人気）
普通馬連票数 計 ６９５０８５ 的中 �� １１２６８８（１番人気）
馬単票数 計 ５４８４９６ 的中 �� ４９１５８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３４５６４ 的中 �� ３７２９１（１番人気）�� ７２０９（１１番人気）�� ８２２５（１０番人気）
３連複票数 計 ７８５０２３ 的中 ��� ３５０６７（５番人気）
３連単票数 計１３７３１３１ 的中 ��� １８５３０（９番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．８―１１．９―１２．７―１３．１―１３．１―１１．９―１１．１―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．７―３６．６―４９．３―１：０２．４―１：１５．５―１：２７．４―１：３８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．７―３F３４．６

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

勝馬の
紹 介

�ミッションモード �
�
父 Galileo �

�
母父 Monsun 初出走

２００７．４．１２生 牡２栗 母 Royal Fantasy 母母 Rudolfina １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出走取消馬 トウカイアローネ号（疾病〔両後肢挫創〕のため）



２８０１８１０月１１日 晴 良 （２１東京４）第２日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時０５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

１：２１．９
１：２１．９

不良

重

５９ � グリフィンゲート 牡３鹿 ５５ 田中 勝春吉田 好雄氏 手塚 貴久 米 Summer
Wind Farm ４８６± ０１：２５．０ ２．２�

４７ ナムラカクレイ 牡３栗 ５５ 北村 宏司奈村 信重氏 斎藤 誠 新ひだか 八田ファーム ４７６± ０１：２５．２１� ４．５�
７１４ シャイニングアワー 牡４栗 ５７ 藤岡 佑介 �ユートピア牧場 羽月 友彦 登別 ユートピア牧場 ４８４－ ２１：２５．４１� １９．１�
７１３ レッツゴーヒチョリ 牡４鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真飯田 正剛氏 高橋 祥泰 静内 千代田牧場 ５５０± ０ 〃 アタマ ９．９�
３６ ヴェリーハード 牡３黒鹿５５ 武士沢友治キャピタルクラブ 秋山 雅一 浦河 カナイシスタッド ４９６＋２４１：２６．４６ １６．７�
１２ ブレーヴゴールド 牡３青鹿５５ 柴山 雄一磯波 勇氏 高木 登 新冠 平山牧場 B４５０－ ２ 〃 クビ １０２．３�
１１ タツタイコウ 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝鈴木 昭作氏 根本 康広 千歳 エクセレンス

ファーム ５１０± ０１：２６．６１� ４２．８	
３５ ウルスラグナ 牡３栗 ５５ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 安田 隆行 えりも エクセルマネジメント ４６２－１４ 〃 ハナ ４．１

６１２ グラスブレイド 牡３鹿 ５５ 大野 拓弥半沢� 星野 忍 日高 ヤナガワ牧場 ４７２－ １１：２６．７クビ １５９．７�
２４ 	 リ オ 牝４鹿 ５５ 的場 勇人 �ローレルレーシング 的場 均 新冠 川上牧場 ４６４＋ ２１：２６．９１
 ５８．２
８１６ ユニヴァースガイ 牡３栗 ５５ 三浦 皇成横瀬 兼二氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５０６＋ ６１：２７．１１� ２４．５�
８１５ エフティファラオ 牡３鹿 ５５ 吉田 隼人吉野 英子氏 粕谷 昌央 早来 ノーザンファーム ４７０＋ ４１：２７．７３
 ７０．８�
６１１ コロナドスマイル 牝４栗 ５５ 青木 芳之宮川 純造氏 中川 公成 新冠 的場牧場 ４５８＋ ６１：２７．９１� １６０．３�
２３ デルマアルタイル 牡４栗 ５７ 田辺 裕信浅沼 廣幸氏 石栗 龍彦 門別 ファニーヒルファーム ４９０＋１０ 〃 クビ ３７０．９�
５１０	 マルタカヴィグラス 牡４黒鹿５７ 吉田 豊高橋 義和氏 清水 美波 新冠 グリー牧場 ５０４＋ ２１：２９．１７ ２６８．４�
４８ �	 ホウショウルアー 牝５栗 ５５ 中舘 英二芳賀 吉孝氏 鮫島 一歩 米 Green

Gates Farm ５０４－ ２１：３１．２大差 ３２５．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，２４８，７００円 複勝： ３５，４７５，８００円 枠連： ２３，６８８，６００円

普通馬連： ８８，５２７，７００円 馬単： ６２，６４８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，９０８，３００円

３連複： ９８，１５７，８００円 ３連単： １７０，９０１，０００円 計： ５３６，５５６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � ３８０円 枠 連（４－５） ５４０円

普通馬連 �� ５３０円 馬 単 �� ８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ７８０円 �� １，４００円

３ 連 複 ��� ２，７６０円 ３ 連 単 ��� ８，０６０円

票 数

単勝票数 計 ２７２４８７ 的中 � ９８１５３（１番人気）
複勝票数 計 ３５４７５８ 的中 � １０３０２３（１番人気）� ６２５１４（３番人気）� １６２００（６番人気）
枠連票数 計 ２３６８８６ 的中 （４－５） ３２８４０（２番人気）
普通馬連票数 計 ８８５２７７ 的中 �� １２４２３８（２番人気）
馬単票数 計 ６２６４８６ 的中 �� ５２１８５（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９９０８３ 的中 �� ３２９５４（２番人気）�� ８９２０（８番人気）�� ４７１２（１６番人気）
３連複票数 計 ９８１５７８ 的中 ��� ２６２９０（７番人気）
３連単票数 計１７０９０１０ 的中 ��� １５６６０（１７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．６―３５．６―４８．４―１：０１．２―１：１３．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．４―３F３６．６
３ ８，２（１，９）１４（５，６）４（１１，７，１０）（１６，１３）（３，１２，１５） ４ ・（８，２）（１，９）（５，１４）（４，７）（３，６，１０）１３（１２，１１）１６，１５

勝馬の
紹 介

�グリフィンゲート �
�
父 Speightstown �

�
母父 Meadowlake デビュー ２００８．１２．２１ 中山９着

２００６．２．１１生 牡３鹿 母 People’s Princess 母母 Cassowary ７戦２勝 賞金 １８，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホウショウルアー号は，平成２１年１１月１１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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 コスモナダル号・シーフォーアイ号・トミケントラスト号・フェスティバルイヴ号・メイショウドレイク号



２８０１９１０月１１日 晴 良 （２１東京４）第２日 第７競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時３５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 ７，４００，０００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

１：５７．２
１：５６．４

良

良

５１０ ブレーブビスティー 牡３黒鹿５５ 勝浦 正樹備前島敏子氏 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 ４８６－ ２２：００．２ ４．９�

４７ レイクメリット 牝３鹿 ５３ 岩田 康誠吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４９０＋１２２：００．３� ７．７�
８１８ イケドラゴン 牡４栗 ５７ 中谷 雄太池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 ５４０＋１０ 〃 ハナ ４３．６�
３６ ヒルトップシーン 牡３黒鹿５５ 横山 典弘 �サンデーレーシング 栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６－１０２：００．４� １９．３�
６１１ ゴールドスパークル 牡３栗 ５５ 的場 勇人 �社台レースホース手塚 貴久 新ひだか 静内白井牧場 ４３８＋ ２２：００．６１� １６．２�
６１２ レジームチェンジ 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝吉田 和美氏 鹿戸 雄一 早来 ノーザンファーム B４７８± ０２：００．８１� １３．９�
５９ � ベストオーカン 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥中村 泰三氏 藤原 辰雄 門別 沖田牧場 ４８２± ０ 〃 クビ ２５．９	
８１７ ヒカルルーキー 牡３黒鹿５５ 田中 勝春�橋 京子氏 勢司 和浩 登別 登別上水牧場 ４７４－ ６２：００．９クビ ５．１

７１３ エ ヴ ァ 牝３黒鹿５３ 武 豊田原 邦男氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４２８－ ６ 〃 アタマ ４．２�
８１６� ナ ナ ツ ダ チ 牝４黒鹿 ５５

５４ ☆丸田 恭介山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 ４９４－ ２ 〃 クビ ２２．０�
３５ レッドシャドウ 牡３鹿 ５５ 三浦 皇成 東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４７４＋ ４２：０１．１１ ９．２�
７１５ ナムラノブナガ 牡４青 ５７ 中舘 英二奈村 信重氏 田村 康仁 浦河 中島牧場 ４８０± ０ 〃 クビ ２７４．７�
１２ エイデンダンス 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人永田 清男氏 高木 登 平取 協栄組合 B４６４－ ４２：０１．２クビ ５７．３�
２４ ピサノシンボル 牡３鹿 ５５ 北村 宏司市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９６＋ ２ 〃 クビ ３５．８�
２３ トドロキエンジェル 牝３鹿 ５３ 田辺 裕信原田昭太郎氏 高橋 義博 日高 ファニーヒルファーム ４３２＋ ６２：０１．３� １０４．８�
４８ フレンドケント 牡３鹿 ５５ 江田 照男横尾 晴人氏 菊川 正達 静内 野坂牧場 ５２６＋１４２：０１．７２� １１２．４�
７１４� エプソムブラスト 牡５鹿 ５７ 西田雄一郎 ジャパン・

ホースマン・クラブ 石栗 龍彦 静内 カントリー牧場 ４３８－１６２：０２．０２ ５６９．３�
１１ ネイチャーキング 牡３栗 ５５ 柴田 善臣井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 村上 雅規 B４３２＋ ４２：０３．２７ ５４．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３１，７１３，１００円 複勝： ４９，８９７，６００円 枠連： ３２，６６０，１００円

普通馬連： １１１，０８６，１００円 馬単： ６２，９７８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，９１４，９００円

３連複： １２６，０１９，６００円 ３連単： １８８，６９６，９００円 計： ６４１，９６６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � ２４０円 � ２９０円 � １，１８０円 枠 連（４－５） ２，３５０円

普通馬連 �� ２，１８０円 馬 単 �� ４，１４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０００円 �� ４，６９０円 �� ７，９２０円

３ 連 複 ��� ５３，５２０円 ３ 連 単 ��� ２５８，３７０円

票 数

単勝票数 計 ３１７１３１ 的中 � ５１１５６（２番人気）
複勝票数 計 ４９８９７６ 的中 � ６４２０６（３番人気）� ４７８０９（５番人気）� ９１８９（１４番人気）
枠連票数 計 ３２６６０１ 的中 （４－５） １０２９９（１４番人気）
普通馬連票数 計１１１０８６１ 的中 �� ３７６５４（６番人気）
馬単票数 計 ６２９７８４ 的中 �� １１２２９（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８９１４９ 的中 �� ９９９８（７番人気）�� ２００７（５６番人気）�� １１７９（７９番人気）
３連複票数 計１２６０１９６ 的中 ��� １７３８（１６４番人気）
３連単票数 計１８８６９６９ 的中 ��� ５３９（７６９番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１１．８―１２．５―１２．６―１２．２―１２．０―１１．５―１１．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．１―３５．９―４８．４―１：０１．０―１：１３．２―１：２５．２―１：３６．７―１：４８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．０―３F３５．０

３ ４（６，５）－（２，８）１８（７，９，１１）（１４，１２，１３）１７（１，１５）１０－（３，１６）
２
４

４，６－５，８（２，７，１８）（９，１１）（１２，１３）（１４，１７）１５（３，１０）－１６，１
４，５（６，８）２，１８，７（９，１１）１４（１２，１３）（１５，１７）（１，１０）－（３，１６）

勝馬の
紹 介

ブレーブビスティー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Theatrical デビュー ２００９．２．１５ 東京４着

２００６．５．２７生 牡３黒鹿 母 バ ロ ネ ッ セ 母母 Baroness Direct ９戦２勝 賞金 １７，５８０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 クールドリオン号・シンボリローレンス号



２８０２０１０月１１日 晴 良 （２１東京４）第２日 第８競走 ��
��２，１００�サラブレッド系３歳以上

発走１４時０５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

７１４� トウショウゲーム 牡４栗 ５７ 田中 勝春トウショウ産業� 池上 昌弘 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ５３４－ ４２：１３．６ ５．２�

８１６ ガートモンテス 牡３青鹿５５ 吉田 豊吉田 照哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４８８＋ ４ 〃 クビ ９．３�
６１２ シーダーラック 牡３栗 ５５ 的場 勇人南 �幸氏 高木 登 浦河 山春牧場 ４７２－ ８２：１４．４５ ７３．２�
７１３ セイカプレスト 牡３黒鹿５５ 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 ４５６＋ ２２：１４．５クビ １４．１�
４７ サイモントルナーレ 牡３栗 ５５ 中舘 英二澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 ４５２＋ ２２：１４．７１� １７．０�
１１ ヒゼンリバイバル 牡３鹿 ５５ 横山 典弘	前川企画 奥平 雅士 平取 高橋 幸男 ５１４± ０ 〃 クビ ２．５

５１０ ケ ン マ 牡３栗 ５５ 松田 大作中村 政勝氏 本間 忍 青森 明成牧場 ５１０－ ２２：１４．８	 ６４．５�
６１１� マコトボムケッチ 牡４芦 ５７ 柴田 善臣眞壁 明氏 武市 康男 様似 出口 繁夫 ５０８－ ４２：１４．９クビ ２０．５�
２４ � ラ プ レ 牡４栗 ５７ 三浦 皇成伊達 敏明氏 伊藤 圭三 門別 サンシャイン

牧場 ４８０－ ２２：１５．２２ １５．４
１２ � シルクストラーダ 牡５黒鹿５７ 大庭 和弥有限会社シルク牧 光二 新冠 堤 牧場 ５１６＋１２２：１５．３クビ １８５．５�
５９ マイネルアーバニタ 牡５栗 ５７

５４ ▲伊藤 工真 �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 ４６２－１０２：１５．５１ １２．７�

８１５ ソニックブレード 牡４栗 ５７ 大野 拓弥	ターフ・スポート矢野 照正 浦河 中島牧場 B５０６－ ２２：１６．６７ ３０２．０�
２３ スターリバイバル 牡３栗 ５５ 江田 照男	出口牧場 境 征勝 日高 出口牧場 ５０４± ０２：１６．９１
 ７．６�
３６ � ハピネスフォーユー 牝４栗 ５５ 吉田 隼人飯田 正剛氏 久保田貴士 米 Dr. Masa-

take Iida ５００＋ ４２：１７．２１
 ４１．７�
３５ ディフュージョン 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝池谷 誠一氏 萩原 清 門別 シンボリ牧場 ４９６± ０２：１８．５８ ３０．３�
４８ マーベラスブレイド 牡４黒鹿５７ 小林 淳一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田島 俊明 浦河 鎌田 正嗣 ４５８＋ ２２：２０．０９ １３７．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，３９４，１００円 複勝： ４２，９８５，４００円 枠連： ３０，７４０，１００円

普通馬連： １１１，２１８，１００円 馬単： ６６，３３８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，６８９，６００円

３連複： １１６，９１０，０００円 ３連単： １９９，２６７，８００円 計： ６２９，５４３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � ２１０円 � ３１０円 � １，６３０円 枠 連（７－８） １，１４０円

普通馬連 �� １，６３０円 馬 単 �� ２，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８１０円 �� ５，１５０円 �� ８，１３０円

３ 連 複 ��� ５２，２３０円 ３ 連 単 ��� １７５，２８０円

票 数

単勝票数 計 ２７３９４１ 的中 � ４１７６３（２番人気）
複勝票数 計 ４２９８５４ 的中 � ６６４４８（２番人気）� ３７６６５（４番人気）� ５５３３（１３番人気）
枠連票数 計 ３０７４０１ 的中 （７－８） ２００３６（５番人気）
普通馬連票数 計１１１２１８１ 的中 �� ５０５０２（４番人気）
馬単票数 計 ６６３３８３ 的中 �� １６６５４（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４６８９６ 的中 �� １１２２４（７番人気）�� １６１６（４８番人気）�� １０１７（６２番人気）
３連複票数 計１１６９１００ 的中 ��� １６５２（１２９番人気）
３連単票数 計１９９２６７８ 的中 ��� ８３９（４７６番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．０―１８．３―３０．５―４２．９―５５．７―１：０８．８―１：２２．０―１：３４．７―１：４７．４―２：００．１

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

�トウショウゲーム �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 ナイスダンサー

２００５．５．２６生 牡４栗 母 ターナートウショウ 母母 プリテイトウシヨウ ５戦１勝 賞金 １１，３００，０００円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 マーベラスブレイド号は，平成２１年１１月１１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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ゴーアップドラゴン号・シルクメルヴェイユ号・ヤマニンワーシップ号
（非抽選馬） ２頭 デルマアヌビス号・レジェンドヘヴン号



２８０２１１０月１１日 晴 良 （２１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３５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 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

５８ フォーチュンワード 牝４黒鹿５５ 北村 宏司里見 治氏 古賀 慎明 静内 千代田牧場 ５１６＋１０１：２１．９ ７．１�

８１４ ショウナンアクロス 牡４鹿 ５７ 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 ４７８＋ ６１：２２．０� １９．３�

４７ � ブルーデインヒル 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠 �ブルーマネジメント加藤 征弘 米 Britton House
Stud Ltd. ４７６－ ６ 〃 クビ ５．７�

２３ メイショウコウセイ 牡３鹿 ５５ 川田 将雅松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４７６＋ ２１：２２．１クビ ７．３�
４６ サトノエクスプレス 牡３栗 ５５ 横山 典弘里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５２０＋ ８１：２２．２� １０．１�
７１３ ギ ン ゲ イ 牡４芦 ５７ 丸田 恭介加藤 信之氏 岩戸 孝樹 新冠 長浜 忠 ４７８－ ４１：２２．３	 ７．３�
６１１ シャランジュ 牝４鹿 ５５ 三浦 皇成伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 ４５０＋１８１：２２．７２� ６２．５	
３５ テラノファントム 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝寺田 寿男氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ４５６＋ ４ 〃 ハナ １１．４

６１０ ブラックオリーブ 牡５黒鹿５７ 中舘 英二 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ４９２＋ ２ 〃 ハナ ４５．２�
２２ ムラマサノメイトー 牡３黒鹿５５ 大野 拓弥新井 孝治氏 牧 光二 浦河 岡本 昌市 ４７６＋ ８ 〃 ハナ ７２．４
８１５ シンボリハレー 牡６黒鹿５７ 木幡 初広シンボリ牧場 古賀 慎明 門別 和田農林（有） ４５４－ ４ 〃 クビ ９６．３�
５９ マイネルカーロ 牡５鹿 ５７ 津村 明秀 �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 ４９６＋ ４ 〃 ハナ １７１．１�
７１２ アースシンボル 牝４鹿 ５５ 田中 勝春松山 増男氏 宗像 義忠 三石 城地 清満 ４７４－ ４１：２２．８クビ ４１．０�
３４ ウインキングストン 牡４栗 ５７ 武 豊�ウイン 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 ４９６－ ６１：２２．９	 ３．５�
１１ サザンスターディ 牡３鹿 ５５ 柴田 善臣南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 ５０４＋ ６１：２３．０クビ ２１．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４０，４４２，０００円 複勝： ６２，５４５，４００円 枠連： ３５，９１４，０００円

普通馬連： １７８，６０４，７００円 馬単： ９４，７３４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，１４３，２００円

３連複： １７３，７９５，４００円 ３連単： ３２５，６０１，７００円 計： ９６０，７８１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２７０円 � ５２０円 � ２００円 枠 連（５－８） ４，１９０円

普通馬連 �� ４，３００円 馬 単 �� ７，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２５０円 �� ７９０円 �� １，４２０円

３ 連 複 ��� ９，２００円 ３ 連 単 ��� ５６，４４０円

票 数

単勝票数 計 ４０４４２０ 的中 � ４５５２３（３番人気）
複勝票数 計 ６２５４５４ 的中 � ６２０７６（４番人気）� ２６９７５（９番人気）� ９９３３２（２番人気）
枠連票数 計 ３５９１４０ 的中 （５－８） ６３３３（１９番人気）
普通馬連票数 計１７８６０４７ 的中 �� ３０６７３（２１番人気）
馬単票数 計 ９４７３４８ 的中 �� ８８８６（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９１４３２ 的中 �� ９５９３（１７番人気）�� １５９００（６番人気）�� ８３９２（２０番人気）
３連複票数 計１７３７９５４ 的中 ��� １３９４５（３４番人気）
３連単票数 計３２５６０１７ 的中 ��� ４２５８（２００番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．０―３５．９―４８．０―５９．３―１：１０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３３．９
３ １０（２，１２）（５，１３）１（９，１１，１５）４（７，８）（３，１４）６ ４ １０，１２（２，５，１３）（１，１１，１５）（４，９，８）（７，１４）（３，６）

勝馬の
紹 介

フォーチュンワード �
�
父 デ ヒ ア �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２００７．７．２８ 新潟１着

２００５．３．２３生 牝４黒鹿 母 コパノオマモリ 母母 ビクトリアクラウン １２戦３勝 賞金 ５５，８３７，０００円



２８０２２１０月１１日 晴 良 （２１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１０分 （芝・左）
３歳以上，１，６００万円以下，２０．１０．１１以降２１．１０．４まで１回以上出走馬，除３歳未出走馬
および未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

４６ トウショウウェイヴ 牡４黒鹿５７ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４７０＋１０２：２４．２ ５．３�

１１ アメジストリング 牝５黒鹿５５ 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 ４７２－１２２：２４．３� １３．５�
６１０ メトロシュタイン 牡５青鹿５７ 勝浦 正樹太田 廣子氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ５１０－１４２：２４．５１� ４２．３�
４７ ダイバーシティ 牡４鹿 ５７ 横山 典弘 �サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４６２＋１４ 〃 アタマ ４．９�
８１４ テンシノゴールド 牡６鹿 ５５ 小牧 太杉谷 枡夫氏 橋口弘次郎 門別 北海牧場 ４５８＋１０２：２４．６� １５．６�
２２ ガッテンワン 牡７栗 ５５ 村田 一誠岩崎 圭市氏 本間 忍 平取 中川 隆 ４８２＋ ４ 〃 クビ ４２．８	
７１３ パープルイーグル 牡７栗 ５５ 田中 勝春中野 銀十氏 飯田 雄三 浦河 山春牧場 ５２０－ ６２：２４．７� ６９．２

３４ ザサンデーフサイチ 牡５黒鹿５７ 後藤 浩輝関口 房朗氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５１２± ０２：２４．８クビ ６．８�
６１１ デンコウミサイル 牡６栗 ５３ 川田 将雅田中 康弘氏 鶴留 明雄 三石 平岩牧場 ５０６－ ４ 〃 クビ ７８．８�
５８ ダブルヒーロー 牡５鹿 ５６ 柴田 善臣臼井義太郎氏 天間 昭一 浦河 北光牧場 ５２４＋ ４２：２４．９� ２８．７
７１２� ライオングラス �５栗 ５４ 三浦 皇成山本 英俊氏 角居 勝彦 米

Claiborne
Farm & Adele
B. Dilschneider

４８６－ ２ 〃 アタマ ３１．７�
２３ ブルーマーテル 牡５栗 ５５ 北村 宏司吉田喜代司氏 菅原 泰夫 砂原 岩本 五郎 B４５８＋ ２２：２５．０クビ ５６．９�
３５ ナリタキングパワー 牡４栗 ５７ 岩田 康誠�オースミ 小野 幸治 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２０－ ６２：２５．２１� ３．３�
８１５	 アサティスボーイ 牡５鹿 ５６ 江田 照男廣松 金次氏 境 征勝 新冠 八木サニー

ファーム ４５６＋１０２：２５．３� ８．９�
５９ マイネルアラバンサ 牡６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 ５１２＋ ８２：２５．９３� １４５．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４６，２８８，０００円 複勝： ７３，８８２，４００円 枠連： ５４，９６４，７００円

普通馬連： ２２２，２３９，２００円 馬単： １２７，９７７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ６２，９０６，５００円

３連複： ２３４，５２０，９００円 ３連単： ４６２，３９０，３００円 計： １，２８５，１６９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � ２４０円 � ３９０円 � １，１７０円 枠 連（１－４） １，６７０円

普通馬連 �� ３，３００円 馬 単 �� ５，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２９０円 �� ４，７１０円 �� ７，０７０円

３ 連 複 ��� ５３，２８０円 ３ 連 単 ��� １９８，０６０円

票 数

単勝票数 計 ４６２８８０ 的中 � ６９００７（３番人気）
複勝票数 計 ７３８８２４ 的中 � ９５５３７（３番人気）� ４９２８９（６番人気）� １４１４７（１１番人気）
枠連票数 計 ５４９６４７ 的中 （１－４） ２４３６６（７番人気）
普通馬連票数 計２２２２３９２ 的中 �� ４９８３２（１４番人気）
馬単票数 計１２７９７７６ 的中 �� １６７０２（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６２９０６５ 的中 �� １２３７３（１３番人気）�� ３２４４（４５番人気）�� ２１５１（６１番人気）
３連複票数 計２３４５２０９ 的中 ��� ３２４９（１３３番人気）
３連単票数 計４６２３９０３ 的中 ��� １７２３（５１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．７―２４．４―３６．７―４８．９―１：００．５―１：１２．１―１：２４．０―１：３６．３―１：４８．８―２：００．３―２：１２．２

コーナー
通過順位

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

２
４

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

トウショウウェイヴ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ニツポーテイオー デビュー ２００７．８．５ 新潟４着

２００５．４．１７生 牡４黒鹿 母 スパークトウショウ 母母 リバーフエイム １７戦５勝 賞金 ８３，２１３，０００円



２８０２３１０月１１日 晴 良 （２１東京４）第２日 第１１競走 ��
��１，８００�第６０回毎 日 王 冠（ＧⅡ）

発走１５時４５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，２０．１０．１１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，２０．１０．１０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 ８５４，０００円 ２４４，０００円 １２２，０００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

４４ カ ン パ ニ ー 牡８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 ４６２－ ４１：４５．３ １１．８�

６６ ウ オ ッ カ 牝５鹿 ５７ 武 豊谷水 雄三氏 角居 勝彦 静内 カントリー牧場 ４９８＋ ６１：４５．５１ １．３�
３３ ハイアーゲーム 牡８青鹿５７ 木幡 初広臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B５０８－１０１：４５．８２ １１２．９�
８１１ ナムラクレセント 牡４鹿 ５７ 小牧 太奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ４９８＋ ４ 〃 アタマ １４．８�
８１０ サンライズマックス 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠松岡 隆雄氏 増本 豊 新冠 ヒカル牧場 ４４２－ ２１：４６．０１� １８．８�
２２ アドマイヤフジ 牡７黒鹿５７ 川田 将雅近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５２２± ０１：４６．１クビ ４０．６�
６７ スマイルジャック 牡４黒鹿５７ 三浦 皇成齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 ４８０－ ４ 〃 アタマ １１．５�
１１ マッハヴェロシティ 牡３青 ５５ 柴田 善臣井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 日の出牧場 ５２２± ０１：４６．３１� ５８．５	
５５ ヤマニンキングリー 牡４栗 ５８ 柴山 雄一土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４７２± ０１：４６．４� １０．０

７８ メテオバースト 牡８鹿 ５７ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４８８－ ２１：４６．６１� ２１３．１�
７９ ダイシンプラン 牡４栗 ５７ 藤岡 佑介大八木信行氏 松田 博資 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１０－ ４ 〃 クビ １０４．１

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２５１，８９７，３００円 複勝： ５６１，３７５，６００円 枠連： １３６，０４４，０００円

普通馬連： ７７０，１６１，８００円 馬単： ７６８，５０４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２５９，９２０，７００円

３連複： ８２２，１３０，６００円 ３連単： ３，５７０，３４６，３００円 計： ７，１４０，３８１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１８０円 複 勝 � ２００円 � １１０円 � １，１９０円 枠 連（４－６） ４５０円

普通馬連 �� ４６０円 馬 単 �� １，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ４，８４０円 �� １，５７０円

３ 連 複 ��� ９，８９０円 ３ 連 単 ��� ５６，６８０円

票 数

単勝票数 計２５１８９７３ 的中 � １６８５４０（４番人気）
複勝票数 計５６１３７５６ 的中 � ３２９９７３（２番人気）� ４０２０１１２（１番人気）� ３５５８６（１０番人気）
枠連票数 計１３６０４４０ 的中 （４－６） ２２５７９０（３番人気）
普通馬連票数 計７７０１６１８ 的中 �� １２３８０８２（３番人気）
馬単票数 計７６８５０４８ 的中 �� ３０１２８１（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２５９９２０７ 的中 �� ３６８９３１（１番人気）�� １１２７８（３１番人気）�� ３６０７１（１８番人気）
３連複票数 計８２２１３０６ 的中 ��� ６１３８５（２３番人気）
３連単票数 計３５７０３４６３ 的中 ��� ４６４９３（１１４番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．３―１１．５―１２．２―１２．０―１１．７―１０．９―１１．１―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．３―３５．８―４８．０―１：００．０―１：１１．７―１：２２．６―１：３３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４５．３―３F３３．６

３ ６（２，１１）５，４，７－１０（１，３，８）－９
２
４

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

勝馬の
紹 介

カ ン パ ニ ー �
�
父 ミラクルアドマイヤ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００４．１．１７ 京都１着

２００１．４．２４生 牡８鹿 母 ブリリアントベリー 母母 クラフテイワイフ ３３戦１０勝 賞金 ６９９，７１８，０００円



２８０２４１０月１１日 晴 良 （２１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２０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

４７ フキラウソング 牝３栗 ５３ 中舘 英二金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４７２± ０１：２５．２ ７．１�

３６ フィールドジュエル 牡７鹿 ５７ 柴田 善臣地田 勝三氏 西園 正都 早来 ノーザンファーム B４７４－２２１：２５．４１� １７．２�
６１１ シーリーコート 牝５栗 ５５ 三浦 皇成 �社台レースホース堀 宣行 追分 追分ファーム ４６８－ ２ 〃 ハナ ７８．８�
８１６ サンライズラッシュ 牡４栗 ５７ 岩田 康誠松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４６４＋ ２１：２５．５� ２．５�
７１３ タマニューホープ 牡３鹿 ５５ 津村 明秀玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４５６＋ ２１：２５．７１ ２５．１�
６１２	 フェールクークー 牝４栗 ５５ 横山 典弘�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ４５０＋ ６１：２６．０２ １２．９	
１１ ルアシェイア 牝５黒鹿５５ 勝浦 正樹 �ノースヒルズマネ

ジメント 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２２－１４１：２６．１クビ ７９．０

３５ 
 カロンセギュール 牝５鹿 ５５ 松田 大作吉田 和子氏 戸田 博文 米 Sequel０１（Tho-

mas/Lakin/Kintz） ４５０＋ ４１：２６．２� ２９．６�
４８ フロールデセレッソ 牝５芦 ５５ 川田 将雅 �サンデーレーシング 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４５６－ ４１：２６．３� ５１．５�
５１０ ザ デ イ 牝３青鹿 ５３

５１ △宮崎 北斗吉澤 克己氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４７２± ０１：２６．４クビ １６．３
８１５ ディスパーロ 牡６鹿 ５７ 武 豊 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム B５００± ０ 〃 ハナ ８．８�
１２ ツルマルフェロー 牡７鹿 ５７ 小牧 太鶴田 任男氏 大竹 正博 門別 浜本牧場 ４３６± ０１：２６．５� ８８．８�
７１４ ベルグミサイル 牡５芦 ５７ 田中 勝春山田 五月氏 保田 一隆 静内 グランド牧場 ４７８± ０１：２６．７１� ４９．４�
２３ コスモカラーズ 牝３芦 ５３ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 松山 将樹 浦河 カナイシスタッド ４６２－ ８１：２７．１２� ３８．８�
５９ フェイクスター �３栗 ５５ 後藤 浩輝山上 和良氏 菊川 正達 静内 金 宏二 ４８４＋ ８１：２７．２クビ ４．４�
２４ トウカイカントリー �５栗 ５７ 吉田 隼人内村 正則氏 後藤 由之 浦河 帰山 清貴 ５３６＋１８１：２７．４１� １５７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５５，４０７，６００円 複勝： ７３，７５３，８００円 枠連： ６５，７６４，４００円

普通馬連： ２１８，６２６，３００円 馬単： １３１，７６３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ６７，８１７，１００円

３連複： ２３８，６３６，３００円 ３連単： ５０５，４４９，５００円 計： １，３５７，２１８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２５０円 � ５２０円 � １，８２０円 枠 連（３－４） ２，５７０円

普通馬連 �� ５，１８０円 馬 単 �� ９，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９４０円 �� １０，３５０円 �� １０，９９０円

３ 連 複 ��� １５１，５７０円 ３ 連 単 ��� ６２５，８８０円

票 数

単勝票数 計 ５５４０７６ 的中 � ６２０９８（３番人気）
複勝票数 計 ７３７５３８ 的中 � ９０９２１（３番人気）� ３６２１２（７番人気）� ９２０８（１４番人気）
枠連票数 計 ６５７６４４ 的中 （３－４） １８８８６（１０番人気）
普通馬連票数 計２１８６２６３ 的中 �� ３１１７０（１７番人気）
馬単票数 計１３１７６３８ 的中 �� ９８８１（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６７８１７１ 的中 �� ８８２６（１７番人気）�� １５９６（７７番人気）�� １５０２（８３番人気）
３連複票数 計２３８６３６３ 的中 ��� １１６２（２８２番人気）
３連単票数 計５０５４４９５ 的中 ��� ５９６（１２０２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．６―３５．８―４８．７―１：００．９―１：１２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．４―３F３６．５
３ １５（９，１６）（３，１２，７）１０（４，１１）（５，１３）（１，１４）８（２，６） ４ ・（１５，９，１６）（３，１２，７）（１０，１１）（４，５，１３）（１，８，１４，６）２

勝馬の
紹 介

フキラウソング �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．９．２１ 阪神３着

２００６．４．３０生 牝３栗 母 ディアマンブルー 母母 ゲートドクール １２戦３勝 賞金 ２８，６５０，０００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 ザッハーマイン号
（非抽選馬） ２頭 エイトサンデー号・ヤマニンプレアデス号



（２１東京４）第２日 １０月１１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 １８６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

３０８，４１０，０００円
８，５２０，０００円
１８，７９０，０００円
２，３２０，０００円
３２，４５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６６，５１６，０００円
５，６９７，８００円
１，８４１，４００円

勝馬投票券売得金
５９２，６７２，９００円
１，０５４，７０１，８００円
４８１，８７７，９００円
２，０２０，４９１，７００円
１，５６３，３５１，４００円
６６０，０７２，８００円
２，１９６，２７３，０００円
６，０４８，９３１，０００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 １４，６１８，３７２，５００円

総入場人員 ６９，５２４名 （有料入場人員 ６７，９９７名）




