
２８０３７１０月１８日 晴 良 （２１東京４）第４日 第１競走 ��
��１，３００�サラブレッド系２歳

発走９時５０分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１８．３
１：１８．３

良

良

８１４� セイウンオウサム 牡２芦 ５５ 内田 博幸西山 茂行氏 手塚 貴久 米 Patrick Q.
Maguire ４８８± ０１：２１．４ １．３�

６１１ ケイアイツバキ 牝２鹿 ５４
５２ △宮崎 北斗 �啓愛義肢材料販売所 柴崎 勇 青森 佐々木牧場 ４６８＋ ２１：２１．６１� １３８．３�

７１３ クレタパラドックス 牝２鹿 ５４ 横山 典弘池谷 誠一氏 大竹 正博 新冠 オリエント牧場 ４３８± ０１：２１．７� １６．１�
４７ サトノイーグル 牡２芦 ５５ 北村 宏司里見 治氏 古賀 慎明 新ひだか 塚田 達明 ４９２＋ ２ 〃 ハナ ９．６�
３４ コスモセレクト 牡２鹿 ５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 日高 若林 武雄 ４７４－ ２１：２１．８クビ １１．１�
２３ キョウエイバリュー 	２鹿 ５５

５４ ☆丸田 恭介田中 晴夫氏 藤原 辰雄 新ひだか 出羽牧場 ４５０＋ ４ 〃 アタマ ２１．８�
７１２ ゴールインマーク 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹	ミルファーム 小笠 倫弘 浦河 ミルファーム ４８２＋１４ 〃 アタマ １７．５

８１５ モ ノ リ ス 牡２芦 ５５ 吉田 隼人岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 日高 原田牧場 ４７４＋ ８１：２２．１２ ７１．５�
３５ ミスタールイス 牡２青 ５５ 江田 照男田島榮二郎氏 矢野 英一 新ひだか 原 忠夫 ４５８－ ４１：２２．５２� ５０．４�
５９ キセンハボク 牡２青鹿５５ 石橋 脩加藤 春夫氏 伊藤 大士 白老 習志野牧場 ４６８± ０１：２２．７１� １９．２
５８ トーセンユニコーン 牡２鹿 ５５ 大野 拓弥島川 �哉氏 松永 康利 日高 有限会社 エ

スティファーム ４３６＋１４１：２３．０１� ２１５．９�
４６ ケージーカツタロウ 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一川井 五郎氏 田島 俊明 新ひだか 松本牧場 ５６０＋２８ 〃 クビ １３９．９�
６１０ ノボシャンパーニュ 牝２栗 ５４ 田辺 裕信�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 ４７８－ ６１：２３．５３ ２１９．０�
２２ スマイルウィン 牡２栗 ５５ 吉田 豊神山 幸男氏 和田 正道 浦河 信岡牧場 ４５４＋ ４１：２３．７� １１７．９�
１１ トーセンアマテラス 牝２黒鹿５４ 丹内 祐次島川 �哉氏 柴崎 勇 新ひだか 岡田スタツド ４７０－ ２１：２４．６５ ２７４．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，７２４，０００円 複勝： ６５，４７２，０００円 枠連： １５，４７５，５００円

普通馬連： ５７，２６６，６００円 馬単： ５１，０４５，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，４７５，７００円

３連複： ７３，１１６，４００円 ３連単： １３０，３７４，６００円 計： ４３７，９５０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � １，５４０円 � ２９０円 枠 連（６－８） ３，４７０円

普通馬連 �� ６，１１０円 馬 単 �� ８，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０５０円 �� ３８０円 �� ７，７３０円

３ 連 複 ��� １６，７３０円 ３ 連 単 ��� ８８，５２０円

票 数

単勝票数 計 ２１７２４０ 的中 � １３４７０４（１番人気）
複勝票数 計 ６５４７２０ 的中 � ４７９４２９（１番人気）� ３２６４（１１番人気）� ２２７２６（４番人気）
枠連票数 計 １５４７５５ 的中 （６－８） ３２９５（１１番人気）
普通馬連票数 計 ５７２６６６ 的中 �� ６９１８（２２番人気）
馬単票数 計 ５１０４５３ 的中 �� ４６８７（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３４７５７ 的中 �� ２６７６（２５番人気）�� １７２０９（５番人気）�� ６８９（５０番人気）
３連複票数 計 ７３１１６４ 的中 ��� ３２２６（５０番人気）
３連単票数 計１３０３７４６ 的中 ��� １０８７（１９６番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１８．１―３０．２―４３．７―５６．８―１：０８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．２―３F３７．７
３ ・（３，９）（１，１１）（４，１４）（２，６）（５，１５）（１０，１３）７，１２，８ ４ ・（３，９）（１１，１４）（１，４）（６，１５）（２，５，７）（１０，１３）（８，１２）

勝馬の
紹 介

�セイウンオウサム �
�
父 Value Plus �

�
母父 Touch Gold デビュー ２００９．８．１ 新潟２着

２００７．５．５生 牡２芦 母 Golden Penny 母母 Penny’s Growl ４戦１勝 賞金 １１，８００，０００円
〔発走状況〕 サトノイーグル号は，枠入り不良。
※出走取消馬 ハヤブサイッポン号（疾病〔左橈骨遠位端骨折〕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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 タケデンマーブル号・ヤマイチテキーラ号



２８０３８１０月１８日 晴 良 （２１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１５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

１：３４．６
１：３３．１

良

良

７１４ ダノンシュナップス 牡２栗 ５５ 内田 博幸�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５２２＋ ４１：３５．１ ３．９�

１２ セ イ リ オ ス 牡２鹿 ５５ 田中 勝春 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４６８± ０ 〃 アタマ ３．３�
３６ サニーダニエル 牡２黒鹿５５ 吉田 隼人宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４８０＋ ４１：３６．２７ １２．２�
４７ デュークビスティー 牡２芦 ５５ 勝浦 正樹備前島敏子氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 ４４２± ０１：３６．４１ ４．２�
６１２ セーリオフィリア 牝２黒鹿５４ 北村 宏司栗田 康次氏 相沢 郁 日高 本間牧場 ４００－ ２ 〃 クビ ８．０�
２３ トーセンタイタン 牡２栗 ５５ 武士沢友治島川 	哉氏 中野渡清一 新ひだか 前田牧場 ４８４＋ ２１：３６．６１� ５４．８

３５ ハマノドリーム 牡２黒鹿５５ 吉田 豊若� 三郎氏 天間 昭一 日高 長谷川 一男 ４６４－ ４ 〃 クビ ５．９�
８１８ マイネブラックティ 牝２黒鹿５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 平取 北島牧場 ４１２＋ ２１：３６．９２ １３１．８�
７１５ ニシノアンジー 牝２鹿 ５４

５３ ☆丸田 恭介西山 茂行氏 高橋 祥泰 むかわ 西山牧場 ４３８＋ ６１：３７．１１ ２３２．８
１１ ラビングリーシャ 牝２黒鹿 ５４

５２ △宮崎 北斗釘田 秀一氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４２４－１２１：３７．３１� １８５．８�
２４ レインドロップ 牝２青 ５４

５１ ▲国分 優作�ミルファーム 保田 一隆 浦河 山田牧場 ４２０－ ４ 〃 クビ ３１３．２�
８１７ プランソレイユ 牝２栗 ５４ 小林 淳一 �ローレルレーシング 和田 正道 新冠 対馬 正 ４１４± ０１：３７．５１� １２５．６�
５１０ イパルファン 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥井口 莞爾氏 和田正一郎 むかわ 上水牧場 ４２４＋１０１：３７．８２ ３２２．２�
４８ パッションフルーツ 牝２鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真飯田 正剛氏 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 ４５０－ ４１：３７．９クビ １６７．５�
５９ コウギョウロブロイ 牡２栗 ５５ 小島 太一菊地 捷士氏 小島 太 新ひだか 藤本牧場 ４９０＋ ２ 〃 ハナ ５４．６�
６１１ コスモキャロリーヌ 牝２鹿 ５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 阿部 新生 新冠 ビッグレッドファーム ４１８－１０ 〃 クビ ２５５．１�
８１６ カシノアラベスク 牝２黒鹿５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 一山育成牧場 ４８８＋ ２ 〃 アタマ ２２５．５�

（１７頭）
７１３ リワードインティマ 牡２鹿 ５５ 横山 典弘宮崎忠比古氏 後藤 由之 浦河 有限会社

リワード ４６８＋２２ （競走除外）

売 得 金

単勝： １５，５３７，１００円 複勝： ２２，９０３，６００円 枠連： １７，６４５，４００円

普通馬連： ４９，０５４，６００円 馬単： ３６，７１３，４００円 ワイド【拡大馬連】： １６，６１３，９００円

３連複： ５２，６１０，４００円 ３連単： ７８，５４６，３００円 計： ２８９，６２４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １５０円 � １７０円 � ２６０円 枠 連（１－７） ７００円

普通馬連 �� ６２０円 馬 単 �� １，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ８８０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� ２，６５０円 ３ 連 単 ��� １１，８９０円

票 数

単勝票数 差引計 １５５３７１（返還計 ５１１９） 的中 � ３１７５３（２番人気）
複勝票数 差引計 ２２９０３６（返還計 ５６９０） 的中 � ５１１３４（１番人気）� ３６８０７（３番人気）� １８４７６（６番人気）
枠連票数 計 １７６４５４ 的中 （１－７） １８７７９（２番人気）
普通馬連票数 差引計 ４９０５４６（返還計 ５２１３９） 的中 �� ５８４３０（１番人気）
馬単票数 差引計 ３６７１３４（返還計 ３７９１８） 的中 �� １９５８８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １６６１３９（返還計 １４６３５） 的中 �� １６７４２（１番人気）�� ４３０４（１４番人気）�� ４６８５（１２番人気）
３連複票数 差引計 ５２６１０４（返還計 ９１８９９） 的中 ��� １４６９３（１１番人気）
３連単票数 差引計 ７８５４６３（返還計１５１９７６） 的中 ��� ４８７７（４４番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．５―１２．０―１２．５―１２．１―１１．９―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．４―３４．９―４６．９―５９．４―１：１１．５―１：２３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３５．７
３ ７，１６，１７（９，１１）－１４，８（２，１５）（１，４，１２）（３，１０）（６，１８）５ ４ ７，１６，１７（９，１１）１４（８，２，１５）（１，１２）（３，４）（５，１０，１８）６
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンシュナップス �
�
父 デュランダル �

�
母父 Bering デビュー ２００９．１０．４ 中山４着

２００７．１．１２生 牡２栗 母 ミスベルベール 母母 Miss Afrique ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔競走除外〕 リワードインティマ号は，疾病〔疝痛〕のため装鞍所で競走除外。
※コウギョウロブロイ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２８０３９１０月１８日 晴 良 （２１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４５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

５５ ヒシカツジェームス 牡２栗 ５５ 蛯名 正義阿部 雅英氏 久保田貴士 新ひだか 岡田スタツド ４５０ ―１：５２．５ ３．４�

５６ ロードターゲット 牡２鹿 ５５ 田中 勝春 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新冠 須崎牧場 ４６８ ―１：５２．７１� １４．１�
７９ デアケーニヒ 牡２黒鹿５５ 松田 大作 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０ ― 〃 クビ １８．１�
４４ ヴァンダライズ 牡２栗 ５５ 吉田 豊 �ノースヒルズマネ

ジメント 中竹 和也 日高 シンコーファーム ４７２ ―１：５２．９１� ２９．０�
２２ シ ャ ガ ー ル 牡２栗 ５５ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４８４ ―１：５３．０クビ １．５�
６７ フーガフューグ 牝２黒鹿５４ 的場 勇人千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４５４ ―１：５３．１� ４７．６	

（フーガフューゴ）

６８ トーセンブルーアイ 牡２黒鹿５５ 吉田 隼人島川 
哉氏 後藤 由之 浦河 江島牧場 ４８２ ―１：５３．４１� ５６．３�
３３ ゲンパチヒーロー 牡２鹿 ５５ 北村 宏司平野 武志氏 中川 公成 新ひだか タガミファーム ４８８ ― 〃 クビ ３１．０�
７１０ ジャングルハヤテ 牡２黒鹿５５ 西田雄一郎伊藤 誠吉氏 本郷 一彦 新ひだか グランド牧場 ４７６ ―１：５３．５� １５０．３
８１１ ゴールドホース 牡２栗 ５５ 内田 博幸村山 義一氏 谷原 義明 平取 原田 新治 ４７４ ―１：５３．７１� ３７．６�
１１ サンデーチョウサン 牡２栗 ５５

５２ ▲伊藤 工真長山 尚義氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 ５２０ ― 〃 アタマ ５８．０�
８１２ アポカリプス 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 前谷 武志 ４７４ ―１：５４．４４ ９１．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２４，９３６，０００円 複勝： ４８，６４７，９００円 枠連： １８，５８２，８００円

普通馬連： ５６，８６３，４００円 馬単： ６６，０４１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，２５５，０００円

３連複： ６４，６５１，３００円 ３連単： １５３，６９１，８００円 計： ４５８，６７０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � ２００円 � ５００円 � ６２０円 枠 連（５－５） ２，５４０円

普通馬連 �� ２，０９０円 馬 単 �� ３，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� ６８０円 �� １，３８０円

３ 連 複 ��� ５，９９０円 ３ 連 単 ��� ２３，９７０円

票 数

単勝票数 計 ２４９３６０ 的中 � ５８３０６（２番人気）
複勝票数 計 ４８６４７９ 的中 � ８１８４０（２番人気）� ２３１９５（３番人気）� １７９４４（４番人気）
枠連票数 計 １８５８２８ 的中 （５－５） ５４０９（９番人気）
普通馬連票数 計 ５６８６３４ 的中 �� ２０１３４（６番人気）
馬単票数 計 ６６０４１９ 的中 �� １４６４８（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５２５５０ 的中 �� １０９６９（４番人気）�� ９３６７（５番人気）�� ４３０７（１６番人気）
３連複票数 計 ６４６５１３ 的中 ��� ７９７３（１７番人気）
３連単票数 計１５３６９１８ 的中 ��� ４７３３（６３番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．３―１３．６―１３．９―１３．０―１２．８―１１．８―１０．９―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２５．２―３８．８―５２．７―１：０５．７―１：１８．５―１：３０．３―１：４１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．８―３F３４．０

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヒシカツジェームス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ヤマニンスキー 初出走

２００７．２．２４生 牡２栗 母 ザラストドロップ 母母 カーペディエム １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 ゴールドホース号の騎手中舘英二は，第３日第１１競走での落馬負傷のため内田博幸に変更。



２８０４０１０月１８日 晴 良 （２１東京４）第４日 第４競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１１時１５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

１：３４．６
１：３３．１

良

良

３３ レッドクロス 牡２栗 ５５ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 三城牧場 ４４４ ―１：３５．６ １．８�

８８ アルトラプソディ 牡２栗 ５５ 蛯名 正義 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム ４５８ ―１：３５．８１� ３．２�
５５ トモロマイスター 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝廣崎 智子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４５８ ―１：３５．９� ８．７�
２２ カシマストロング 牡２鹿 ５５ 田中 勝春�カシマ 高市 圭二 浦河 中山牧場 ４７０ ―１：３６．１１� ９．２�
６６ トウカイフォスター 牝２鹿 ５４ 小林 淳一内村 正則氏 成島 英春 浦河 松栄牧場 ４２６ ― 〃 クビ ３５．０�
８９ コスモアルメリア 牝２鹿 ５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 浦河 成隆牧場 ４３２ ―１：３６．３１ ４２．８	
７７ ルビーウィンク 牝２青鹿５４ 武士沢友治森 保彦氏 小桧山 悟 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４０４ ―１：３６．５１� １３４．３

４４ ゲンパチシャトル 牡２鹿 ５５ 吉田 豊平野 武志氏 相沢 郁 新冠 北星村田牧場 ４９０ ―１：３７．５６ ２６．８�
１１ クリムソンローズ 牝２青鹿５４ 内田 博幸菅波立知子氏 田村 康仁 日高 いとう牧場 ４６２ ―１：３８．３５ ２０．２�

（９頭）

売 得 金

単勝： ２３，４０７，０００円 複勝： ２９，４９３，２００円 枠連： １４，５９５，７００円

普通馬連： ５３，８０１，５００円 馬単： ５８，７０９，６００円 ワイド【拡大馬連】： １９，１５７，９００円

３連複： ６０，０３１，１００円 ３連単： １５０，８８７，１００円 計： ４１０，０８３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � １６０円 枠 連（３－８） ２３０円

普通馬連 �� ２４０円 馬 単 �� ３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� ２４０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ４８０円 ３ 連 単 ��� １，２６０円

票 数

単勝票数 計 ２３４０７０ 的中 � １０７０９５（１番人気）
複勝票数 計 ２９４９３２ 的中 � １３９５８５（１番人気）� ５８８７０（２番人気）� ２６５００（４番人気）
枠連票数 計 １４５９５７ 的中 （３－８） ４８２３５（１番人気）
普通馬連票数 計 ５３８０１５ 的中 �� １７１６５４（１番人気）
馬単票数 計 ５８７０９６ 的中 �� １１４５０３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９１５７９ 的中 �� ４３１２６（１番人気）�� １７７６８（３番人気）�� １２１５７（５番人気）
３連複票数 計 ６００３１１ 的中 ��� ９３４４９（１番人気）
３連単票数 計１５０８８７１ 的中 ��� ８８９７９（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．２―３５．１―４７．９―１：００．９―１：１２．４―１：２３．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドクロス 
�
父 ブライアンズタイム 

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００７．４．１４生 牡２栗 母 ジョウノヴィーナス 母母 ジョウノマチエール １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出走取消馬 ディアイリス号（疾病〔左肩跛行〕のため）



２８０４１１０月１８日 晴 良 （２１東京４）第４日 第５競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１２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 シーフォーアイ 牡３青鹿５５ 横山 典弘加藤 信之氏 岩戸 孝樹 新ひだか 鹿嶋牧場 ５４０＋ ６１：２４．１ ２．２�

８１５ サクセスオネスティ 牡３鹿 ５５ 北村 宏司�嶋 祐子氏 久保田貴士 浦河 谷川牧場 ４９８＋ ８ 〃 クビ ３．３�
４８ ヤマタケディガー 牡３栗 ５５ 後藤 浩輝山中 佳代氏 根本 康広 日高 今井牧場 ４５０－１２１：２５．０５ ２９．７�
５１０ ハクバドウジ 牡４芦 ５７ 蛯名 正義�ターフ・スポート佐藤 吉勝 浦河 大北牧場 B５１８－ ６１：２５．２１� １１．９�
６１１� アルフェラッツ 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一山下 恭茂氏 天間 昭一 浦河 山下 恭茂 ５０４－ ２１：２５．３クビ ２３．１�
３５ ヤマニントップギア 牡４鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ５０４＋１０１：２５．９３� １９．８�
４７ パックノオトウト 牡３鹿 ５５ 津村 明秀小池 宗人氏 松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 ４９６－ ２１：２６．１１� ８４．９	
１１ トウカイインパクト 牡５黒鹿５７ 石橋 脩内村 正則氏 野中 賢二 門別 福満牧場 B５１２＋１０１：２６．２� １１．３

７１４ ダイレクトパス 牡５青鹿５７ 内田 博幸渡邊 隆氏 尾形 充弘 新冠 村本牧場 ４５４＋１０１：２６．３� ７．３�
７１３ シルクバクシン 牡３黒鹿５５ 勝浦 正樹有限会社シルク小西 一男 新ひだか 見上牧場 ４７６－ ２１：２６．４� １２５．０�
３６ ボ ー マ ン ド 牡６鹿 ５７ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４７４＋ ４１：２６．９３ １１７．６
８１６ シルクパナシア 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信有限会社シルク鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 B４６４－ ８１：２７．６４ １０４．６�
２４ ア ド リ ー ム 牡４栗 ５７ 松田 大作 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 門別 三輪牧場 ５００＋ ２１：２７．７� ２０６．０�
６１２� ティアップタイガー 牡４鹿 ５７ 西田雄一郎田中 昇氏 杉浦 宏昭 門別 シンコーファーム ４７６＋ ２ 〃 クビ ２８８．６�
１２ � ドンサルート 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人山田 貢一氏 鈴木 伸尋 門別 日西牧場 B４９８－ ６１：２８．４４ ２８８．２�
２３ アメリカンヒロイン 牝４青鹿５５ 五十嵐雄祐小野 博郷氏 石栗 龍彦 新冠 赤石 久夫 ４５０－ ２１：３０．７大差 ３２０．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，９９７，２００円 複勝： ３８，２６０，１００円 枠連： ２３，９７３，２００円

普通馬連： ７６，９８７，５００円 馬単： ６０，９９０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，５６０，１００円

３連複： ９９，９４４，７００円 ３連単： １７３，３８２，６００円 計： ５２７，０９５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � ３９０円 枠 連（５－８） ３１０円

普通馬連 �� ３５０円 馬 単 �� ６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ７７０円 �� １，１４０円

３ 連 複 ��� ２，６９０円 ３ 連 単 ��� ７，３００円

票 数

単勝票数 計 ２２９９７２ 的中 � ８４８４８（１番人気）
複勝票数 計 ３８２６０１ 的中 � １３９６０２（１番人気）� ７８９０６（２番人気）� １３８６７（８番人気）
枠連票数 計 ２３９７３２ 的中 （５－８） ５８５４１（１番人気）
普通馬連票数 計 ７６９８７５ 的中 �� １６３６３０（１番人気）
馬単票数 計 ６０９９０５ 的中 �� ７４３５７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０５６０１ 的中 �� ５１３９８（１番人気）�� ８５３３（９番人気）�� ５５７５（１６番人気）
３連複票数 計 ９９９４４７ 的中 ��� ２７４９５（８番人気）
３連単票数 計１７３３８２６ 的中 ��� １７５２９（１９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．２―３４．８―４７．４―５９．７―１：１１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シーフォーアイ �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 オ ジ ジ ア ン デビュー ２００８．１１．２２ 東京１着

２００６．４．２０生 牡３青鹿 母 リンガスフラワー 母母 ロードマドンナ ８戦２勝 賞金 ２９，２５７，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アメリカンヒロイン号は，平成２１年１１月１８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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 デルマアヌビス号



２８０４２１０月１８日 晴 良 （２１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３５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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

３５ カムレーシング 牡３黒鹿５５ 後藤 浩輝吉田 和子氏 清水 英克 浦河 杵臼牧場 ４９８＋ ４１：３７．６ ６．４�

８１５ ツクバタイヨウ 牡３栗 ５５ 内田 博幸荻原 昭二氏 松山 康久 平取 協栄組合 ４４８± ０１：３７．９１� ８．５�
６１１ リンガスアクター 牡３黒鹿５５ 江田 照男伊藤 巖氏 谷原 義明 静内 三木田 頼嗣 ４７２－ ４１：３８．２１� １７３．３�
８１６ ボンバルディエーレ 牡３芦 ５５ 横山 典弘吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム ４７２＋ ６ 〃 クビ ２．３�
２４ ランドオウジ 牡３鹿 ５５ 田中 勝春木村 善一氏 本間 忍 門別 日西牧場 ４８０－ ６１：３８．３� １６．３�
４７ フェイマステイル 牡３鹿 ５５ 勝浦 正樹 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４５６＋ ２１：３８．６２ ６．７�
２３ ハードトゥセイ 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス	 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ５２４＋ ４１：３８．９１� １４．９

６１２ レッドジール 牡３栗 ５５ 池添 謙一 	東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ２１：３９．６４ ６．６�
７１３ ワールドリーダー 牡４栗 ５７ 吉田 隼人	レオ 萱野 浩二 新冠 飛渡牧場 ４７８－ ６１：３９．７� １３６．９�
４８ 	 バーキングウルフ 牡４鹿 ５７ 小野 次郎山本 英俊氏 尾関 知人 愛 Duncan A.

McGregor ４８８－ ２１：３９．８クビ １５０．６
１２ モリトキボウ 牡３栗 ５５ 吉田 豊石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 斉藤英牧場 ４７２＋１２１：４０．１１� １２１．７�
１１ コウヨウサンデー 牡３鹿 ５５ 北村 宏司寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 ４８２＋ ６ 〃 アタマ ２４．３�
５１０ ヒルノラディアン 牡４黒鹿５７ 松田 大作蛭川 正文氏 昆 貢 門別 平成牧場 ４４０± ０ 〃 アタマ ４１．０�
５９ 
 エイダイブライアン 牡５鹿 ５７ 二本柳 壮�東振牧場 武市 康男 鵡川 東振牧場 ４７０＋ ６ 〃 アタマ ４００．９�
７１４
 スズモンスター �４鹿 ５７

５６ ☆丸田 恭介小紫 芳夫氏 鈴木 伸尋 追分 追分ファーム ４７４－ ９１：４１．１６ ８３．０�
３６ ニシノウズマサ 牡３鹿 ５５ 石橋 脩西山 茂行氏 杉浦 宏昭 むかわ 西山牧場 B４７０－ ８１：４１．４１� ７６．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，７４２，６００円 複勝： ４１，７１７，３００円 枠連： ２７，６２９，９００円

普通馬連： ８０，５７２，９００円 馬単： ５４，８８０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，４７４，５００円

３連複： ９４，８５９，６００円 ３連単： １５０，３４７，１００円 計： ５０５，２２４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２４０円 � ２５０円 � １，４１０円 枠 連（３－８） ６３０円

普通馬連 �� ２，９８０円 馬 単 �� ５，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０１０円 �� ５，５１０円 �� ４，７３０円

３ 連 複 ��� ５８，７８０円 ３ 連 単 ��� ２４６，０３０円

票 数

単勝票数 計 ２５７４２６ 的中 � ３１７９４（２番人気）
複勝票数 計 ４１７１７３ 的中 � ５１７５５（２番人気）� ４９４７８（４番人気）� ６２４５（１０番人気）
枠連票数 計 ２７６２９９ 的中 （３－８） ３２７８０（３番人気）
普通馬連票数 計 ８０５７２９ 的中 �� １９９９７（１３番人気）
馬単票数 計 ５４８８０７ 的中 �� ６８７８（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９４７４５ 的中 �� ７４８９（１０番人気）�� １２８８（４５番人気）�� １５０３（４１番人気）
３連複票数 計 ９４８５９６ 的中 ��� １１９１（１２２番人気）
３連単票数 計１５０３４７１ 的中 ��� ４５１（５４８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．５―３５．５―４７．７―１：００．２―１：１２．４―１：２４．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カムレーシング �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００８．１０．１２ 東京４着

２００６．２．２８生 牡３黒鹿 母 タ ク リ ー ム 母母 Thaidah ９戦２勝 賞金 ２２，１００，０００円
〔騎手変更〕 モリトキボウ号の騎手中舘英二は，第３日第１１競走での落馬負傷のため吉田豊に変更。
※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



２８０４３１０月１８日 晴 良 （２１東京４）第４日 第７競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時０５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

１：３２．０
１：３１．５

良

良

７１４ ケニアブラック 牡３鹿 ５５ 蛯名 正義吉田 和美氏 勢司 和浩 日高 佐々木牧場 ４５４＋１８１：３２．８ ６．５�

６１１ テクニカルラン 牝３鹿 ５３ 内田 博幸吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４２４－ ８１：３３．０１� ４．７�
５１０ シェリルピンク 牝４黒鹿５５ 木幡 初広 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ５２４－ ４１：３３．５３ ４．８�
２３ プリマフォルツァ 牝４栗 ５５ 北村 宏司 �サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４３６± ０ 〃 クビ ４６．６�
７１３ カワキタラブポップ 牝３鹿 ５３ 津村 明秀川島 吉男氏 武市 康男 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４７４± ０１：３３．６クビ ２１．８�
２４ ス ペ ッ ク 牡３鹿 ５５ 田中 勝春山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 澤田 嘉隆 ４６２± ０ 〃 クビ １２．３�
５９ ム ク ド ク 牡３青鹿５５ 吉田 豊平井 龍司氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０２＋１８１：３３．７クビ ４．８	
３５ アクアブルースカイ 牡３鹿 ５５ 勝浦 正樹佐野 清氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４６２± ０ 〃 クビ １５．６

４８ ロードニュースター 牡４鹿 ５７ 池添 謙一 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 三石 ケイアイファーム ４８２＋ ８１：３３．９１� ６．９�
３６ � ダブルダンス 牡４黒鹿 ５７

５６ ☆丸田 恭介臼井義太郎氏 天間 昭一 門別 碧雲牧場 ４５６－ ４１：３４．０� ５９．９
７１５ エフティレガシー 牡３鹿 ５５ 柴山 雄一吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム B４４８＋ ８１：３４．１� ８２．６�
４７ パリスエトランゼル 牝４鹿 ５５ 古川 吉洋 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム ５２８＋１０１：３４．２	 ２２．４�
８１６ サンアイブライト 牝５鹿 ５５ 石橋 脩福島 実氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４９２－ ２ 〃 アタマ ２９１．５�
８１８� シップウドトウ 牡４栗 ５７ 松田 大作�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 ４７８＋１２ 〃 ハナ ２６０．５�
１１ レオブルース 牡４鹿 ５７ 江田 照男�レオ 平井 雄二 浦河 江谷 重雄 ４９６＋ ４１：３４．３� ４３．２�
１２ � マサノシャルナ 牝３黒鹿 ５３

５０ ▲伊藤 工真山本 武司氏 奥平 雅士 浦河 カナイシスタッド B４７６＋ ６１：３４．５１
 １０４．３�
８１７ ダイワカレン 牝３栗 ５３ 的場 勇人大城 敬三氏 的場 均 千歳 社台ファーム ４５４＋１２１：３５．２４ １５７．６�

（１７頭）
６１２ リワードアリオン 牡３鹿 ５５ 吉田 隼人宮崎忠比古氏 後藤 由之 浦河 有限会社

リワード ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２３，６３１，９００円 複勝： ３７，８０２，０００円 枠連： ２８，２３２，６００円

普通馬連： ９４，５１２，９００円 馬単： ６０，３６８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，８７９，３００円

３連複： １０１，０８４，０００円 ３連単： １７７，７２４，９００円 計： ５５３，２３６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � １８０円 � １６０円 � １７０円 枠 連（６－７） ９１０円

普通馬連 �� １，４５０円 馬 単 �� ２，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６９０円 �� ６９０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ２，５４０円 ３ 連 単 ��� １６，０８０円

票 数

単勝票数 計 ２３６３１９ 的中 � ２８９２３（４番人気）
複勝票数 計 ３７８０２０ 的中 � ５２８０９（３番人気）� ６６８５６（１番人気）� ６１１１１（２番人気）
枠連票数 計 ２８２３２６ 的中 （６－７） ２２９３３（４番人気）
普通馬連票数 計 ９４５１２９ 的中 �� ４８２２４（５番人気）
馬単票数 計 ６０３６８４ 的中 �� １５１９４（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９８７９３ 的中 �� １０３８７（４番人気）�� １０３６７（５番人気）�� １９５８０（１番人気）
３連複票数 計１０１０８４０ 的中 ��� ２９４５９（２番人気）
３連単票数 計１７７７２４９ 的中 ��� ８１５８（３７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．０―３４．４―４６．４―５８．２―１：０９．６―１：２１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．４―３F３４．６
３ ２（９，１５，１８）（８，１３）（１６，１７）（７，１０）１４（４，５）１１－（１，３，６） ４ ・（２，９，１５）１８（８，１３）（１６，１７）（７，１０，１４）（４，５，１１）１（３，６）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ケニアブラック �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００８．１１．２９ 東京２着

２００６．４．７生 牡３鹿 母 ハセノマジョラム 母母 スイートマジョラム ５戦２勝 賞金 １６，２００，０００円
〔出走取消〕 リワードアリオン号は，疾病〔右飛節炎〕のため出走取消。
〔制裁〕 カワキタラブポップ号の騎手津村明秀は，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。（１０番への

進路影響）
※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 アースグラヴィティ号
（非抽選馬） ２頭 カウアイレーン号・トーホウカイザー号



２８０４４１０月１８日 晴 良 （２１東京４）第４日 第８競走 ��
��１，３００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時４０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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

６１２� グランドラッチ 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義加藤 守氏 中竹 和也 米
Meadow Oaks
Farm, LLC & Dr.
Frank Justice

５５４＋ ６１：１７．４ ５．０�

１２ ダノンブライアン �５鹿 ５７ 後藤 浩輝�ダノックス 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５１６＋１０１：１７．７２ ２０．７�
２３ ホワイトヴェール 牝５芦 ５５ 横山 典弘下河辺隆行氏 小西 一男 門別 下河辺牧場 ４５４± ０ 〃 アタマ ６．２�
４７ �	 ザッハーマイン 牝４鹿 ５５ 中谷 雄太吉田 和子氏 国枝 栄 米 Robert S.

Evans ４９６－ ４１：１７．８クビ ４．０�
８１６ エーブダッチマン 牡３栗 ５５ 内田 博幸 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 浦河 大北牧場 ４６４－ ４１：１８．０１
 ６．８�
７１３ ケイアイエーデル 牝４鹿 ５５ 江田 照男 �啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 静内 佐竹 学 ４３８－ ４１：１８．３１� ９．９�
３５ � パーフェクトケン 牡３鹿 ５５ 田中 勝春藤田 在子氏 萱野 浩二 米 Edward P.

Evans ４８４± ０１：１８．４クビ ３７．０	
７１４ ハギノプレシャス �７黒鹿５７ 池添 謙一日隈 良江氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム B４７８＋ ４１：１８．５
 ８５．８

３６ カラベルラティーナ 牝５鹿 ５５ 吉田 隼人 �キャロットファーム 奥平 雅士 早来 ノーザンファーム ４３０－１２１：１８．７１� ６１．０�
２４ � デュアルプロセッサ 牡６鹿 ５７

５６ ☆丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 米 North Star
Equine, Inc ４７６－ ４ 〃 ハナ ４３．６

１１ カイテキネオ 牡６鹿 ５７ 北村 宏司国本 勇氏 矢野 英一 門別 前川 義則 ４７０＋１２１：１９．０２ ８６．９�
８１５ ゴールドエンデバー 牡３鹿 ５５ 吉田 豊�テンジン 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４８４－ ４１：１９．３１� ９．１�
５９ � ホットマニューバー �５栗 ５７ 勝浦 正樹吉澤 克己氏 相沢 郁 米

Lamantia, Blackburn
& Needham/Betz
Thoroughbreds

４７４＋１２ 〃 ハナ ２５．３�
５１０ モアザンストーム 牡３青鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真 �サンデーレーシング 古賀 史生 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム ４６８＋ ６１：１９．６２ １３．４�

６１１ コ ス モ オ ー 牡３栗 ５５ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 浦河 畔高牧場 ５４４± ０１：１９．９２ １１４．１�
４８ � ミスターレンチ 牡３栗 ５５ 武士沢友治�ジェイアール 岩戸 孝樹 米

J&J Equine
Investments
Corp, L. C.

B５１８－１０ 〃 ハナ ３７．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，５８４，８００円 複勝： ４９，７１２，４００円 枠連： ３５，２４５，３００円

普通馬連： １２５，１５６，３００円 馬単： ７５，５６０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，２５８，２００円

３連複： １３５，３１０，８００円 ３連単： ２１６，６９０，８００円 計： ７０７，５１９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � ２２０円 � ４９０円 � ２１０円 枠 連（１－６） ５，０１０円

普通馬連 �� ５，２２０円 馬 単 �� ９，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９１０円 �� ６５０円 �� １，４３０円

３ 連 複 ��� ８，２５０円 ３ 連 単 ��� ５５，９８０円

票 数

単勝票数 計 ２８５８４８ 的中 � ４５９２２（２番人気）
複勝票数 計 ４９７１２４ 的中 � ６５３９６（３番人気）� ２２５７１（８番人気）� ６９８２１（２番人気）
枠連票数 計 ３５２４５３ 的中 （１－６） ５１９２（２３番人気）
普通馬連票数 計１２５１５６３ 的中 �� １７７１０（２３番人気）
馬単票数 計 ７５５６０９ 的中 �� ５８１６（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１２５８２ 的中 �� ５１５０（２５番人気）�� １６４４３（３番人気）�� ７０１５（１８番人気）
３連複票数 計１３５３１０８ 的中 ��� １２１０６（２５番人気）
３連単票数 計２１６６９０８ 的中 ��� ２８５７（１６６番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
６．９―１７．７―２８．９―４０．５―５２．４―１：０４．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�グランドラッチ �
�
父 Grand Slam �

�
母父 Broad Brush デビュー ２００８．４．２７ 福島１着

２００５．４．１８生 牡４鹿 母 Latch 母母 Hitch １３戦４勝 賞金 ４２，７００，０００円
〔騎手変更〕 ゴールドエンデバー号の騎手中舘英二は，第３日第１１競走での落馬負傷のため吉田豊に変更。
※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 ホワイトクルーザー号・リュウメイ号



２８０４５１０月１８日 晴 良 （２１東京４）第４日 第９競走 ��
��１，４００�サ フ ラ ン 賞

発走１４時１５分 （芝・左）

牝，２歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００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

１：２１．６
１：２０．３

良

良

８１５ アニメイトバイオ 牝２栗 ５４ 丸田 恭介バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４５４－ ６１：２１．５レコード ８．１�

４８ グローリーステップ 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人 �社台レースホース加藤 征弘 安平 追分ファーム ４６４± ０ 〃 クビ ５．１�
３６ シーズバレンタイン 牝２鹿 ５４ 横山 典弘 �社台レースホース水野 貴広 千歳 社台ファーム ４６２－ ４１：２１．７１� ２２．５�
７１４� フィールドスピカ 牝２黒鹿５４ 田中 勝春 �ダイヤモンドファーム 高橋 裕 浦河 ダイヤモンドファーム ４７２＋１０１：２１．８� ４７．０�
１１ エステーラブ 牝２青鹿５４ 石橋 脩齋藤 宏明氏 中野 栄治 新冠 平山牧場 ４３４＋ ４ 〃 クビ １０．６�
７１３ コ ス モ レ ニ 牝２黒鹿５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 手塚 貴久 日高 石原牧場 ４５８＋１０１：２１．９クビ ６３．４	
２４ ジョディーズライン 牝２栗 ５４ 吉田 豊 �キャロットファーム 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８＋ ６ 〃 クビ １３．９

６１２ ビバサムシング 牝２黒鹿５４ 蛯名 正義�高瀬牧場 小林 常泰 新冠 須崎牧場 ４６６＋ ４１：２２．０� ８．０�
６１１ サンデージョウ 牝２青 ５４ 北村 宏司河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 対馬 正 ４６４－ ２１：２２．３１	 ６．１�
５９ マンダリンレイ 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一郭 東仁氏 萱野 浩二 平取 清水牧場 ４２２± ０ 〃 ハナ ５６．３
３５ ソルプリマベラ 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝小河 一�氏 国枝 栄 平取 清水牧場 ４２８＋１０１：２２．４� ２３．２�
２３ デ ィ ミ ー タ 牝２黒鹿５４ 的場 勇人 �サンデーレーシング 尾形 充弘 安平 追分ファーム ４２８－１０１：２２．５	 ４５．９�
８１６ ニシノマドカ 牝２鹿 ５４ 内田 博幸西山 茂行氏 杉浦 宏昭 むかわ 西山牧場 ４６０± ０１：２２．７１� ３．７�
５１０ アイシークレット 牝２鹿 ５４ 江田 照男吉澤 克己氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４９６＋ ４１：２３．３３� ３４．２�
４７ リネンパズル 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信戸山 光男氏 南田美知雄 日高 前川 義則 ４４８－ ２１：２３．７２� １４４．３�
１２ コスモヴァルール 牝２栗 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 上山牧場 ４６４± ０１：２３．９１ ５８．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，５３９，７００円 複勝： ５６，１００，４００円 枠連： ４６，４２７，２００円

普通馬連： １５２，３２０，２００円 馬単： ９５，７５５，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，８４８，９００円

３連複： １６６，１３４，０００円 ３連単： ２９８，９０５，９００円 計： ８９９，０３１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � ２５０円 � ２４０円 � ６１０円 枠 連（４－８） ８９０円

普通馬連 �� ２，４６０円 馬 単 �� ５，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１７０円 �� ２，９６０円 �� ２，４９０円

３ 連 複 ��� ２１，２７０円 ３ 連 単 ��� １２７，６６０円

票 数

単勝票数 計 ３６５３９７ 的中 � ３５７９４（５番人気）
複勝票数 計 ５６１００４ 的中 � ６３２１１（４番人気）� ６９７４７（３番人気）� ２０７４３（８番人気）
枠連票数 計 ４６４２７２ 的中 （４－８） ３８８９１（２番人気）
普通馬連票数 計１５２３２０２ 的中 �� ４５８７４（１１番人気）
馬単票数 計 ９５７５５６ 的中 �� １２３５４（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６８４８９ 的中 �� １０１８５（１１番人気）�� ３８３６（３２番人気）�� ４５９７（３０番人気）
３連複票数 計１６６１３４０ 的中 ��� ５７６７（６９番人気）
３連単票数 計２９８９０５９ 的中 ��� １７２８（４１１番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．６―１２．０―１１．７―１１．３―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．１―３４．７―４６．７―５８．４―１：０９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アニメイトバイオ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２００９．８．２２ 札幌５着

２００７．１．３０生 牝２栗 母 レーゲンボーゲン 母母 レインボーファスト ４戦２勝 賞金 １７，３７８，０００円
〔騎手変更〕 ジョディーズライン号の騎手中舘英二は，第３日第１１競走での落馬負傷のため吉田豊に変更。



２８０４６１０月１８日 晴 良 （２１東京４）第４日 第１０競走 ��
��１，４００�

はくしゅう

白秋ステークス
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 １７，８００，０００円 ７，１００，０００円 ４，５００，０００円 ２，７００，０００円 １，７８０，０００円
付 加 賞 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．０
１：１９．０

良

良

５９ グラスキング 牡３鹿 ５５ 内田 博幸半沢� 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５０２＋ ２１：２０．６ ２．４�

８１８ キタノリューオー 牡５栗 ５７ 吉田 豊�木村牧場 高橋 裕 新冠 アラキフアーム ５５４－ ４ 〃 クビ １１．２�
７１３ ワルキューレ 牝５青 ５５ 丸田 恭介岡田 牧雄氏 秋山 雅一 門別 インターナシヨナル牧場 B５０８＋１６１：２０．９１� １１．１�
１１ ツクバホクトオー 牡３黒鹿５５ 池添 謙一荻原 昭二氏 尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４７２＋ ８１：２１．１１� ２３．０�
１２ ベイリングボーイ 牡５栗 ５７ 渡辺 薫彦冨沢 敦子氏 田所 清広 浦河 浦河小林牧場 B４５６－ ２ 〃 アタマ ３９．１�
７１４ スガノメダリスト 牡３栗 ５５ 横山 典弘菅原 光博氏 粕谷 昌央 三石 田上 稔 ４７２± ０ 〃 ハナ ７．３�
８１６ ヘヴンリークルーズ 牝４黒鹿５５ 田中 勝春 	東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４４２± ０１：２１．２	 ９．０

８１７ コアレスコジーン 
６鹿 ５７ 後藤 浩輝小林 昌志氏 和田 正道 平取 コアレススタッド ４９０＋１４１：２１．３	 ５７．８�
５１０� ゴールディーロック 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４６０± ０ 〃 アタマ ５２．７�
４８ � エフテーストライク 牝５青鹿５５ 田辺 裕信深野 茂雄氏 尾関 知人 三石 斉藤 正男 ４３２－ ８１：２１．４	 １８１．８
２４ メイビリーヴ 牝４栗 ５５ 勝浦 正樹千明牧場 松山 康久 千歳 社台ファーム ４９２＋ ２１：２１．５� １１．５�
７１５ ショウナンアルバ 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４９８＋１０１：２１．６	 ６．７�
６１１� ウィズディクタット 牡５青鹿５７ 北村 宏司加藤 守氏 矢作 芳人 英

Emily Krstina
（Australia）
Pty Ltd

４９８± ０ 〃 ハナ １５９．０�
６１２ マイネヴェロナ 牝５青鹿５５ 津村 明秀 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 三石 山際牧場 ５２２＋ ４１：２１．７クビ ３２．１�
４７ サニーアンジェリカ 牝５栗 ５５ 吉田 隼人宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４８６－ ４１：２１．８	 ２６８．７�
３６ � カゼノコウテイ 牡６鹿 ５７ 木幡 初広 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 伸一 門別 槇本牧場 ４５６＋ ６１：２１．９	 １４３．５�
３５ ボストンゴールド 牡７栗 ５７ 古川 吉洋ボストンホース	 岩元 市三 浦河 大西 能彦 ５１２－ ８ 〃 クビ ９１．１�
２３ パ ド ブ レ 牝３鹿 ５３ 西田雄一郎�ミルファーム 相沢 郁 浦河 大道牧場 B５０２－ ２１：２２．１１� １８９．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４０，０５４，７００円 複勝： ５７，４３８，７００円 枠連： ５５，３１８，５００円

普通馬連： １９１，６９５，７００円 馬単： １１２，３３２，１００円 ワイド【拡大馬連】： ５５，１２５，９００円

３連複： １９１，６２３，２００円 ３連単： ３６７，５６２，２００円 計： １，０７１，１５１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � ２８０円 � ３１０円 枠 連（５－８） ６００円

普通馬連 �� １，４３０円 馬 単 �� １，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� ５００円 �� １，６００円

３ 連 複 ��� ５，２６０円 ３ 連 単 ��� ２１，１３０円

票 数

単勝票数 計 ４００５４７ 的中 � １３４２２７（１番人気）
複勝票数 計 ５７４３８７ 的中 � １６７０６３（１番人気）� ４５２２３（５番人気）� ３８３１１（７番人気）
枠連票数 計 ５５３１８５ 的中 （５－８） ６８５０９（２番人気）
普通馬連票数 計１９１６９５７ 的中 �� ９９３３５（６番人気）
馬単票数 計１１２３３２１ 的中 �� ４２５２３（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５５１２５９ 的中 �� ２２１８５（６番人気）�� ２８８０２（３番人気）�� ７９３９（２２番人気）
３連複票数 計１９１６２３２ 的中 ��� ２６８９０（１６番人気）
３連単票数 計３６７５６２２ 的中 ��� １２８４２（４６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．５―３４．９―４６．６―５７．９―１：０９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．７―３F３４．０
３ ４，１４（１，７，１６）（５，９）（２，１２）（３，１８）（１１，１５）１７，８，１３，１０，６ ４ ４，１４（１，１６）７（２，９，１２）５（１８，１７）（３，１１）１５（８，１３）１０，６
市場取引馬

勝馬の
紹 介

グラスキング �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Homebuilder デビュー ２００８．９．１４ 中山３着

２００６．４．２７生 牡３鹿 母 レゾンデートル 母母 ダブルバンドルズ １０戦４勝 賞金 ５５，３１２，０００円
〔騎手変更〕 ボストンゴールド号の騎手中舘英二は，第３日第１１競走での落馬負傷のため古川吉洋に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１４頭 ウインスペンサー号・エレスサール号・エーシンフォワード号・カレイジャスミン号・キルシュワッサー号・

キングルーキー号・サクラプログレス号・スーパーワシントン号・セブンシークィーン号・タイセイハニー号・
ノープロブレム号・ヒシハイグレード号・ムラマサノヨートー号・ルルパンブルー号



２８０４７１０月１８日 晴 良 （２１東京４）第４日 第１１競走 ��
��１，８００�第５７回府中牝馬ステークス（ＧⅢ）

発走１５時３０分 （芝・左）
牝，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�，収得賞金３，０００万円超過馬は超過額４，０００万円毎１�増，�：３歳５３�４歳以上
５５�，GⅠ競走１着馬５�増，GⅡ競走１着馬３�増，GⅢ競走１着馬１�増（ただし２歳時
の成績を除く）

府中市長賞（１着）
賞 品

本 賞 ３９，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，９００，０００円
付 加 賞 ６７２，０００円 １９２，０００円 ９６，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

２４ ムードインディゴ 牝４栗 ５５ 田中 勝春金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０－１２１：４４．６ １８．５�

５１０ ベッラレイア 牝５鹿 ５５ 勝浦 正樹吉田 勝己氏 平田 修 早来 ノーザンファーム ４６４－ ４１：４４．９２ ４．９�
５９ レ ジ ネ ッ タ 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝 �社台レースホース浅見 秀一 新冠 追分ファーム ４４６＋ ２１：４５．１１� ４６．５�
６１１ ピエナビーナス 牝５青鹿５５ 古川 吉洋本谷 兼三氏 南井 克巳 浦河 岡本牧場 ４６０± ０ 〃 クビ ３７．０�
７１５ リトルアマポーラ 牝４黒鹿５５ 内田 博幸 �社台レースホース長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４± ０１：４５．４２ ４．７�
８１８ カワカミプリンセス 牝６鹿 ５６ 横山 典弘 �三石川上牧場 西浦 勝一 三石 三石川上牧場 ４９０＋ ８１：４５．５� ４．４	
８１６ ニシノブルームーン 牝５鹿 ５５ 北村 宏司西山 茂行氏 鈴木 伸尋 鵡川 西山牧場 ４６８＋ ４１：４５．６� ６．９

１２ サンレイジャスパー 牝７鹿 ５５ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 成忠 静内 岡野牧場 ４８２－ ２ 〃 クビ １０３．６�
６１２ マイネカンナ 牝５栗 ５５ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム ４３６± ０１：４５．７クビ ４４．５�
４７ チェレブリタ 牝４鹿 ５５ 吉田 豊�三嶋牧場 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４６２＋１６１：４５．８� ７３．９
７１３ レッドアゲート 牝４黒鹿５５ 江田 照男ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 ４５０－ ２１：４５．９	 １５６．８�
２３ トールポピー 牝４鹿 ５５ 池添 謙一 �キャロットファーム 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４９２＋ ６１：４６．０クビ ７．８�
７１４ エフティマイア 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義吉野 英子氏 鹿戸 雄一 早来 ノーザンファーム ４４２± ０１：４６．２１
 １９．５�
１１ ヤマニンエマイユ 牝６鹿 ５５ 木幡 初広土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４６４± ０１：４６．３� ６１．５�
４８ ウェディングフジコ 牝５黒鹿５５ 菊沢 隆徳荻原 昭二氏 戸田 博文 門別 ヤナガワ牧場 ４５０－１０１：４６．４	 ７０．０�
３６ エリモファイナル 牝７黒鹿５５ 柴山 雄一山本 慎一氏 北出 成人 えりも えりも農場 ４７２－１２ 〃 クビ １４４．３�
８１７ ブラボーデイジー 牝４芦 ５５ 生野 賢一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 ヤナガワ牧場 ５３０＋ ２１：４６．５クビ １２．４�
３５ ブーケフレグランス 牝４栗 ５５ 松田 大作 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ５２０－ ８１：４６．８２ ５９．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １０７，７５２，９００円 複勝： １５２，１３２，６００円 枠連： １４３，５０９，９００円

普通馬連： ６５６，４９３，６００円 馬単： ３５３，６００，３００円 ワイド【拡大馬連】： １６９，１２７，９００円

３連複： ７９５，５６４，８００円 ３連単： １，５６４，３６５，６００円 計： ３，９４２，５４７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８５０円 複 勝 � ６００円 � ２１０円 � １，２００円 枠 連（２－５） １，４７０円

普通馬連 �� ５，１３０円 馬 単 �� １３，５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７４０円 �� ８，８１０円 �� ３，３７０円

３ 連 複 ��� ６３，４１０円 ３ 連 単 ��� ４２１，０５０円

票 数

単勝票数 計１０７７５２９ 的中 � ４５９３１（７番人気）
複勝票数 計１５２１３２６ 的中 � ６１０７８（８番人気）� ２４３４３６（３番人気）� ２８４０２（１２番人気）
枠連票数 計１４３５０９９ 的中 （２－５） ７２５２７（７番人気）
普通馬連票数 計６５６４９３６ 的中 �� ９４４５７（１９番人気）
馬単票数 計３５３６００３ 的中 �� １９２５９（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１６９１２７９ 的中 �� ２４４２５（１７番人気）�� ４６４７（７６番人気）�� １２３４７（３２番人気）
３連複票数 計７９５５６４８ 的中 ��� ９２６０（１５５番人気）
３連単票数 計１５６４３６５６ 的中 ��� ２７４２（９３５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．４―３４．６―４６．２―５８．１―１：１０．０―１：２１．２―１：３２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．５―３F３４．６

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

・（５，１６，１７）（８，１３，１４，１５，１８）３，６（１，１２）（２，１１）（７，９，１０）４・（５，１７，１８）（１５，６）（８，１６，１３）（１４，３）（１，２，１１）１２（７，４，９）１０
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ムードインディゴ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Sharpo デビュー ２００７．１２．８ 中京１着

２００５．１．１９生 牝４栗 母 リープフォージョイ 母母 Humble Pie １５戦３勝 賞金 １３４，２０６，０００円
〔騎手変更〕 レッドアゲート号の騎手中舘英二は，第３日第１１競走での落馬負傷のため江田照男に変更。
※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 アスクデピュティ号・メイショウベルーガ号



２８０４８１０月１８日 晴 良 （２１東京４）第４日 第１２競走 ��
��１，６００�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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

４８ � クイックリープ 牡４栗 ５７ 田中 勝春松平 正樹氏 柴田 光陽 浦河（有）ビクトリーホース
ランチ 荻野 豊 ４７４－ ６１：３６．７ ４．６�

８１５ ゴービハインド 牡６鹿 ５７ 石橋 脩 �ノースヒルズマネ
ジメント 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５６＋ ２１：３７．５５ １８．７�

３６ � インオラリオ 牡４鹿 ５７ 内田 博幸藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi
Fujita ５０４－１６ 〃 ハナ ３．７�

３５ � エーシントゥルボー 牝５鹿 ５５ 吉田 豊�栄進堂 大久保洋吉 米 Winches-
ter Farm ５２６－ ６１：３７．６クビ ６．７�

５９ � グラスゴッド 牡５栗 ５７
５４ ▲伊藤 工真半沢� 大江原 哲 浦河 中神牧場 ４７６－ ２１：３８．０２	 ２４４．２�

５１０� ナムラビスマルク 牡５栗 ５７ 吉田 隼人ディアレスト 佐々木亜良 門別 いとう牧場 B４８２＋２６ 〃 アタマ ６７．９	
８１６ パンプアップ 牡５栗 ５７ 丹内 祐次�グランド牧場 清水 英克 静内 グランド牧場 ４７２－ ４ 〃 アタマ １１．２

４７ � ワールドブルー 牡３鹿 ５５ 勝浦 正樹 �ブルーマネジメント森 秀行 米 Fusao

Sekiguchi ４８６＋ ６１：３８．１	 ３１．５�
７１４� ヒシパーフェクト 牡３鹿 ５５ 田辺 裕信阿部雅一郎氏 久保田貴士 米 Thomas L.

Nichols ４７０－ ６１：３８．２	 ７．７�
１２ ストームタイガー 牡７青鹿 ５７

５６ ☆丸田 恭介吉田 照哉氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム ４７２＋ ４１：３９．０５ １６５．０
６１２ スズノメヒョー 牝５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 ５００－ ４１：３９．２１	 ７２．２�
２４ ギルティストライク 
５黒鹿５７ 後藤 浩輝 �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 B４８２－１０１：３９．３	 ６７．７�
２３ ココシュニック 牝４芦 ５５ 池添 謙一吉田 和子氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５２０± ０１：４０．０４ １９．８�
１１ � エイトサンデー 牡５鹿 ５７ 的場 勇人河合良太郎氏 小西 一男 静内 千代田牧場 ５１４＋ ６１：４０．２１� ２３７．５�
７１３ ヤマニンプレアデス 牡６鹿 ５７ 柴山 雄一土井 肇氏 佐藤 吉勝 新冠 錦岡牧場 ５０４－ ２１：４０．６２	 ２６４．２�
６１１�� タイガーマスク 牡５鹿 ５７ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Stonerside

Stable ５０２－ ４１：４０．９２ ４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４７，０６７，８００円 複勝： ６８，４１９，６００円 枠連： ５３，７０５，９００円

普通馬連： １９７，３４４，５００円 馬単： １１５，５４４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５７，６１８，２００円

３連複： ２１４，９４０，５００円 ３連単： ４４４，４０６，６００円 計： １，１９９，０４７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １８０円 � ４５０円 � １８０円 枠 連（４－８） １，３２０円

普通馬連 �� ３，８３０円 馬 単 �� ６，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２７０円 �� ３９０円 �� １，４６０円

３ 連 複 ��� ６，７１０円 ３ 連 単 ��� ４０，９００円

票 数

単勝票数 計 ４７０６７８ 的中 � ８１９２８（２番人気）
複勝票数 計 ６８４１９６ 的中 � １１０８０５（２番人気）� ３１０５９（８番人気）� １１９３７４（１番人気）
枠連票数 計 ５３７０５９ 的中 （４－８） ３０２４２（６番人気）
普通馬連票数 計１９７３４４５ 的中 �� ３８０４１（１７番人気）
馬単票数 計１１５５４４３ 的中 �� １２６８６（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５７６１８２ 的中 �� １０６５６（１６番人気）�� ４１０１３（１番人気）�� ９１６２（１８番人気）
３連複票数 計２１４９４０５ 的中 ��� ２３６６５（２２番人気）
３連単票数 計４４４４０６６ 的中 ��� ８０１９（１３９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．４―１２．６―１２．５―１２．２―１２．０―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．２―３４．６―４７．２―５９．７―１：１１．９―１：２３．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�クイックリープ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 リアルシヤダイ

２００５．４．５生 牡４栗 母 リープリッヒ 母母 ファーストブリーズ １９戦３勝 賞金 ５１，２２１，０００円
地方デビュー ２００７．８．３０ 旭川

※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 ディアディアー号・ニシノウェーブ号・リフレックス号



（２１東京４）第４日 １０月１８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
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

２５５，７００，０００円
１１，６６０，０００円
２，１２０，０００円
２６，０９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６８，１１４，０００円
５，１４２，０００円
１，８４１，４００円

勝馬投票券売得金
４１７，９７５，７００円
６６８，０９９，８００円
４８０，３４１，９００円
１，７９２，０６９，７００円
１，１４１，５４３，０００円
５４４，３９５，５００円
２，０４９，８７０，８００円
３，９０６，８８５，５００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 １１，００１，１８１，９００円

総入場人員 ５１，０５５名 （有料入場人員 ４９，７０２名）




