
２８０３７１０月１７日 曇 良 （２２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

１：１８．１
１：１８．１

良

良

３６ ティアップゼウス 牡２栗 ５５ 北村 友一田中 昇氏 高木 登 新ひだか 土居 忠吉 ４５０＋ ６１：２１．２ ３２．７�

７１３ グリーンファイヤー 牝２鹿 ５４
５２ △伊藤 工真西村 專次氏 古賀 史生 浦河 山口 義彦 ４７６＋１２１：２１．３� １７．４�

１２ パシオンルージュ 牝２鹿 ５４
５３ ☆丸山 元気吉田 和美氏 和田正一郎 新ひだか 松田牧場 ４５４± ０１：２１．４クビ １．２�

２３ ヘイセイレジェンド 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一松岡 研司氏 中島 敏文 新ひだか マツケン農場 ４７４± ０１：２２．２５ １３２．７�
６１２ マイネルパルフェ 牡２黒鹿５５ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 浦河 荻伏三好フ
アーム ４７８± ０１：２２．４１� １２．３�

８１５ ジパングファースト 牡２栗 ５５ 武士沢友治大野 龍氏 中野渡清一 新ひだか カタオカステーブル ４３４－ ８１：２２．５クビ ２０７．１�
２４ ネ セ サ リ ー 牝２青 ５４ 田辺 裕信石瀬 浩三氏 嶋田 潤 新冠 ムラカミファーム ４２２－１０１：２３．３５ １１．８	
４８ アミフジエンブレム 牡２鹿 ５５ 黛 弘人内藤 好江氏 矢野 照正 茨城 内藤牧場 ４４０－ ２１：２３．５１� ７１．２

５１０ スリースプリント 牡２鹿 ５５ 石橋 脩永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４５８－ ８ 〃 ハナ ２３２．１�
５９ ミヤビエスプレッソ 牝２黒鹿５４ 江田 照男村上 義勝氏 大江原 哲 浦河 大成牧場 ４３６－ ６１：２３．６クビ １１４．４�
６１１ ニシノゼーレ 牝２栗 ５４ 岩部 純二西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 西山牧場 ４２８＋ ４１：２３．８１� ４４．１
３５ テイエムマーテル 牝２青鹿 ５４

５１ ▲水口 優也竹園 正繼氏 中野渡清一 新ひだか 石川 栄一 ４５８＋ ４１：２４．８６ １７８．１�
７１４ チ グ サ 牝２栗 ５４ 丸田 恭介田島榮二郎氏 中野 栄治 新ひだか 前川牧場 ４２６± ０１：２５．０１� ２１８．６�
８１６ カシマホクト 牡２鹿 ５５ 郷原 洋司松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 ４６４± ０１：２５．３１� １５８．４�
１１ ティンバーレイク 牡２鹿 ５５

５２ ▲平野 優シンボリ牧場 坂本 勝美 日高 坂東ファーム ５５０＋ ２１：２５．７２� ４５．５�
４７ メイビーサムタイム 牝２栗 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 秋山 雅一 浦河 ミルファーム ４４４＋ ８１：２６．７６ １５３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，４９１，９００円 複勝： ５７，４１９，６００円 枠連： １３，９９１，３００円

普通馬連： ４２，６７７，０００円 馬単： ４４，９８４，３００円 ワイド【拡大馬連】： １８，２７２，３００円

３連複： ５５，７１８，９００円 ３連単： １２６，７１１，５００円 計： ３８０，２６６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，２７０円 複 勝 � ３９０円 � ２３０円 � １１０円 枠 連（３－７） １０，１９０円

普通馬連 �� １２，２２０円 馬 単 �� ３２，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６５０円 �� ５２０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ３，０３０円 ３ 連 単 ��� ７３，７５０円

票 数

単勝票数 計 ２０４９１９ 的中 � ４９４６（５番人気）
複勝票数 計 ５７４１９６ 的中 � １２０１３（５番人気）� ２４３８８（４番人気）� ４２６２９８（１番人気）
枠連票数 計 １３９９１３ 的中 （３－７） １０１４（１８番人気）
普通馬連票数 計 ４２６７７０ 的中 �� ２５７９（２２番人気）
馬単票数 計 ４４９８４３ 的中 �� １０３６（４４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８２７２３ 的中 �� ２４６５（１７番人気）�� ８８５９（５番人気）�� １４１０１（３番人気）
３連複票数 計 ５５７１８９ 的中 ��� １３６１０（９番人気）
３連単票数 計１２６７１１５ 的中 ��� １２６８（１５５番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．０―１２．３―１２．８―１２．６―１２．６―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
７．０―１８．０―３０．３―４３．１―５５．７―１：０８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．９―３F３８．１
３ ２（６，７，１３）（５，１６）（４，１１）－（１，１２）（３，１５）－（９，８，１４）－１０ ４ ２（６，７，１６）（４，１３）５（１，１２，１１）１５，３－９－（８，１４）１０
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ティアップゼウス �
�
父 ノーリーズン �

�
母父 Nashwan デビュー ２０１０．７．４ 福島１０着

２００８．３．４生 牡２栗 母 ラウドヴォイス 母母 Sweetly ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 メイビーサムタイム号・マイネルパルフェ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシマホクト号・ティンバーレイク号・メイビーサムタイム号は，平成２２年１１月１７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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 トーアハヤテ号・トーセンコマンド号
（非抽選馬） ５頭 コアヨカ号・コスモアイボリー号・コスモケンジ号・トミケンデアムート号・レッドオブガバナー号



２８０３８１０月１７日 曇 良 （２２東京４）第４日 第２競走 ��１，８００�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

１：４６．９
１：４６．６

良

良

４７ アドマイヤバーラム 牡２黒鹿５５ 北村 宏司近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ５１２＋ ４１：４８．６ １．５�

６１２ ラストブライト 牝２栗 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新ひだか 福岡 清 ４２０± ０１：４９．３４ ７１．０�
７１３ エースチョウサン 牡２鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介長山 尚義氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 ４３６＋ ８１：４９．６２ ２９．９�
７１４ ナンヨーオウトー 牡２栗 ５５ 石橋 脩中村 �也氏 柴田 政人 新ひだか 大典牧場 ４９４－ ２ 〃 クビ １４．０�
５１０ アラマサコマンダー 牝２鹿 ５４

５２ △伊藤 工真�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４２２＋ ２１：４９．７クビ １４．２�
６１１ リベラルアーツ 牡２黒鹿５５ 藤岡 康太�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６０－ ６ 〃 アタマ １１．５	
５９ ボンジュールリュウ 牡２栗 ５５

５４ ☆丸山 元気田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 武田 修一 ４４８－ ６ 〃 クビ ５７．８

８１５ メイケイダンサー 牡２黒鹿５５ 勝浦 正樹名古屋競馬� 清水 久詞 浦河 大西ファーム ４６６＋ ４ 〃 ハナ １７３．９�
２３ コスモアンドリュー 牡２黒鹿５５ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 宗像 義忠 日高 高橋牧場 ４８０＋ ２１：４９．８クビ ４６．３�
１２ ベネチアブルー 牝２黒鹿５４ 津村 明秀 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム ４４４＋ ４１：５０．０１� ４８．１
３６ サンマルヴィエント 牡２栗 ５５ 小林 淳一相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４５８＋ ２１：５０．３１� ２８．４�
２４ ハヤブサミラクル 牡２黒鹿５５ 丸田 恭介武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４５０－ ４１：５０．７２� １９４．７�
１１ コスモデナリ 牡２栗 ５５ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 清水 利章 浦河 宮内牧場 ４７０± ０１：５１．１２� ２２８．１�
３５ ウィンザーフラッグ 牡２栗 ５５ 田中 勝春櫻井 盛夫氏 白井 寿昭 新ひだか 有限会社石川牧場 ４７０－ ８１：５１．３１� ８．４�
４８ ハーリーレース 牡２鹿 ５５ 江田 照男岩崎 銀一氏 谷原 義明 浦河 大柳ファーム B４６６－ ２１：５１．７２� ９７．７�
８１６ シーズアップルズ 牡２栗 ５５ 大野 拓弥野崎 宗信氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４３４＋１２１：５１．９１� １７．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，５５３，６００円 複勝： ３５，１９８，７００円 枠連： １６，２８２，５００円

普通馬連： ５１，４１３，３００円 馬単： ４４，２７７，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，７１９，５００円

３連複： ６６，１８０，３００円 ３連単： １１８，８９５，２００円 計： ３７１，５２０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ８９０円 � ５４０円 枠 連（４－６） ７２０円

普通馬連 �� ４，７５０円 馬 単 �� ６，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６９０円 �� ８７０円 �� ３，６００円

３ 連 複 ��� １９，４９０円 ３ 連 単 ��� ８６，４５０円

票 数

単勝票数 計 １８５５３６ 的中 � １０１６０４（１番人気）
複勝票数 計 ３５１９８７ 的中 � １７８８７１（１番人気）� ５５３１（１１番人気）� ９６６３（８番人気）
枠連票数 計 １６２８２５ 的中 （４－６） １６９２３（４番人気）
普通馬連票数 計 ５１４１３３ 的中 �� ７９９８（１４番人気）
馬単票数 計 ４４２７７５ 的中 �� ５２３０（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０７１９５ 的中 �� ２９９９（１９番人気）�� ６０９３（７番人気）�� １３７５（３７番人気）
３連複票数 計 ６６１８０３ 的中 ��� ２５０６（５９番人気）
３連単票数 計１１８８９５２ 的中 ��� １０１５（２３５番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．９―１１．６―１２．２―１２．７―１２．９―１１．７―１１．４―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．６―３５．２―４７．４―１：００．１―１：１３．０―１：２４．７―１：３６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．５―３F３５．６

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

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤバーラム �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Nureyev デビュー ２０１０．７．２４ 新潟３着

２００８．２．２５生 牡２黒鹿 母 シアトルスペシャル 母母 O’Slewmova ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円



２８０３９１０月１７日 曇 良 （２２東京４）第４日 第３競走 ��
��１，６００�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

１：３４．１
１：３３．１

良

良

７１０ イングリッド 牝２鹿 ５４ 北村 宏司 �社台レースホース加藤 征弘 安平 追分ファーム ４３４ ―１：３８．４ １．５�

５７ � アポロスカイナイト 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 米
Phillips Racing
Partnership &
John W. Phillips

４５４ ―１：３９．０３� ５．０�
７１１ コスモヴェント 牡２栗 ５５ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 新ひだか 静内坂本牧場 ４７８ ―１：３９．２１� ２６．５�
３３ イクゼギンギラギン 牡２青鹿５５ 田中 勝春佐々木完二氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４４０ ―１：３９．５２ ６．３�
６８ レノヴァティオトラ 牡２鹿 ５５ 江田 照男西森 鶴氏 高木 登 浦河 大西牧場 ４６２ ―１：３９．６� ４０．９�
６９ キングダンサー 牝２鹿 ５４ 中舘 英二菅原 光博氏 田村 康仁 新ひだか 沖田 哲夫 ４５４ ―１：３９．８１� ２１．６�
８１２ トーセンスタッフ 牝２黒鹿５４ 村田 一誠島川 	哉氏 中川 公成 新ひだか 岡田牧場 ４３０ ―１：３９．９� ２７．７

４５ テ オ ブ ロ マ 牡２鹿 ５５ 田中 博康伊達 敏明氏 高橋 祥泰 日高 サンシャイン

牧場 ４６０ ―１：４０．３２� ４６．４�
１１ テイエムバカラ 牡２鹿 ５５

５２ ▲平野 優竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 ４９８ ―１：４０．４クビ １９６．５�
２２ ケイズテナジー 牡２栗 ５５

５４ ☆丸山 元気 IHR 菊川 正達 平取 中川 隆 ４７２ ―１：４０．５	 １２８．２
８１３ アイティキング 牡２鹿 ５５ 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ５００ ―１：４０．６� １３０．２�
５６ ショウナンランパス 牝２鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介国本 哲秀氏 田島 俊明 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２４ ― 〃 ハナ ８３．９�

４４ ナムラハニー 牝２青 ５４ 柴山 雄一奈村 信重氏 水野 貴広 浦河 桑田フアーム ４４８ ―１：４１．６６ ３２．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２２，３３５，７００円 複勝： ４６，７２３，４００円 枠連： １６，１０９，６００円

普通馬連： ５０，０３８，１００円 馬単： ４９，７３２，０００円 ワイド【拡大馬連】： １９，４５３，８００円

３連複： ５６，６２１，１００円 ３連単： １３０，８５８，６００円 計： ３９１，８７２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ３１０円 枠 連（５－７） ３４０円

普通馬連 �� ３３０円 馬 単 �� ４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ４９０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� １，６２０円 ３ 連 単 ��� ３，１９０円

票 数

単勝票数 計 ２２３３５７ 的中 � １１９１８０（１番人気）
複勝票数 計 ４６７２３４ 的中 � ３０１３３０（１番人気）� ４８４０４（２番人気）� １４２８１（５番人気）
枠連票数 計 １６１０９６ 的中 （５－７） ３５５０３（１番人気）
普通馬連票数 計 ５００３８１ 的中 �� １１２５０７（１番人気）
馬単票数 計 ４９７３２０ 的中 �� ８５９７５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９４５３８ 的中 �� ３３６２４（１番人気）�� ８７８５（５番人気）�� ５０３６（８番人気）
３連複票数 計 ５６６２１１ 的中 ��� ２５８７５（３番人気）
３連単票数 計１３０８５８６ 的中 ��� ３０３２９（４番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．６―１３．４―１３．０―１３．０―１１．３―１０．９―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２５．５―３８．９―５１．９―１：０４．９―１：１６．２―１：２７．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イングリッド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Wild Zone 初出走

２００８．２．２９生 牝２鹿 母 ア ン チ ョ 母母 Ruth Ann d’Or １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２８０４０１０月１７日 曇 良 （２２東京４）第４日 第４競走 ��２，０００�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

２：０１．３
１：５９．９

良

良

２２ レインボーシューズ 牝２鹿 ５４ 田中 勝春吉田 哲哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４４０ ―２：０５．６ ７．２�

４４ ネ グ レ ス コ 牡２黒鹿５５ 石橋 脩吉田 和美氏 堀 宣行 新冠 アサヒ牧場 ４５６ ―２：０５．８１� ３．５�
８１０ ミエノキセキ 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹里見美惠子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ５５０ ―２：０５．９クビ ３．５�
６７ ゴールドラム 牡２黒鹿５５ 古川 吉洋�ジェイアール 鈴木 伸尋 日高 浜本牧場 ４８４ ―２：０６．０� ６．７�
１１ ケミカルチェンジ 牡２青鹿 ５５

５４ ☆丸山 元気 �キャロットファーム 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ５００ ―２：０６．１� ４．６�
３３ マイネルリシェス 牡２鹿 ５５ 津村 明秀 �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 ４６２ ―２：０６．３１� １９．４	
５５ メジロミョウジン 牡２鹿 ５５ 小野 次郎�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ５２８ ―２：０６．９３� ４６．５

６６ クールジャガー 牡２栗 ５５ 中舘 英二川上 哲司氏 清水 久詞 新冠 北星村田牧場 ４５６ ―２：０７．１１� １７．８�
７８ イーストエンド 牡２栗 ５５ 宮崎 北斗山上 和良氏 菊川 正達 新ひだか 斉藤スタッド ４８０ ―２：０７．４２ ４３．０�
７９ ビュースペシャル 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人キャピタルクラブ 秋山 雅一 浦河 カナイシスタッド ４４２ ―２：０７．６１� １３４．０
８１１ バ シ リ ク ス 牡２鹿 ５５ 丸田 恭介ディアレスト 高木 登 新ひだか 大典牧場 ４７６ ―２：０７．９１� ４７．７�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １８，９５０，９００円 複勝： ２４，６０９，１００円 枠連： １５，１６３，０００円

普通馬連： ５４，３５９，６００円 馬単： ４２，３７４，８００円 ワイド【拡大馬連】： １８，７５６，５００円

３連複： ６０，００６，５００円 ３連単： １１３，１２２，３００円 計： ３４７，３４２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � １７０円 � １２０円 � １５０円 枠 連（２－４） １，１７０円

普通馬連 �� １，０８０円 馬 単 �� ２，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ４９０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� １，２００円 ３ 連 単 ��� ８，６４０円

票 数

単勝票数 計 １８９５０９ 的中 � ２０８５６（５番人気）
複勝票数 計 ２４６０９１ 的中 � ３３６６０（３番人気）� ６５１１４（１番人気）� ４３８８９（２番人気）
枠連票数 計 １５１６３０ 的中 （２－４） ９６４０（７番人気）
普通馬連票数 計 ５４３５９６ 的中 �� ３７４７８（５番人気）
馬単票数 計 ４２３７４８ 的中 �� １２５２１（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８７５６５ 的中 �� １２４４３（５番人気）�� ８８２７（７番人気）�� １８８４２（１番人気）
３連複票数 計 ６０００６５ 的中 ��� ３７１８８（２番人気）
３連単票数 計１１３１２２３ 的中 ��� ９６６６（２２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．１―２５．９―３８．９―５１．７―１：０５．１―１：１８．５―１：３１．４―１：４２．８―１：５４．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．１―３F３４．２

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

勝馬の
紹 介

レインボーシューズ �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００８．４．１２生 牝２鹿 母 メイクイットベター 母母 ビューティーメイク １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２８０４１１０月１７日 曇 良 （２２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
１：２１．８

不良

稍重

７１３ レッドヴァンクール 牡４鹿 ５７ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ５１８－ ８１：２５．２ １．５�

４７ エンダーズシャドウ 牡３黒鹿５５ 田中 勝春飯塚 知一氏 斎藤 誠 平取 坂東牧場 ４６４± ０１：２５．８３� ６８．１�
３６ ゴーアップドラゴン 牡４黒鹿５７ 嘉藤 貴行元屋地文明氏 伊藤 大士 日高 新井 昭二 B４７４－ ２１：２５．９� ７０．１�
２３ ドリームザネクスト 牡３鹿 ５５

５４ ☆丸山 元気セゾンレースホース� 根本 康広 平取 協栄組合 ４７８± ０１：２６．４３ ６１．９�
５９ メイショウドレイク 牡５黒鹿５７ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B５２８－ ４１：２６．８２� １９８．４�
４８ グレイドキング 牡４栗 ５７ 田辺 裕信�川島牧場 矢野 照正 日高 白井牧場 ４７２＋ ４１：２６．９� ９．９	
８１５ スマイルキング �４黒鹿５７ 中舘 英二齊藤四方司氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 ５００＋１４ 〃 アタマ １０．８

１２ セイカプレスト 牡４黒鹿５７ 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 ４７０＋ ２１：２７．０� ２０．８�
６１２ アイオロスシチー 牡５鹿 ５７

５４ ▲西村 太一 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 浦河 上山牧場 ５２６＋１０１：２７．１� １４１．４�
５１０ テンエイエスプリ 牡３栗 ５５ 大庭 和弥熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４６２＋１０１：２７．４２ ７．９
７１４ カシマチャンピオン 牡４芦 ５７ 宮崎 北斗�カシマ 高市 圭二 日高 広中 稔 ５１０＋ ４１：２７．６１� ４８．６�
２４ オーダーラッシュ 牝３栗 ５３ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４３６－ ２ 〃 ハナ ３８．４�
８１６ マルタシュンプウ 牡３栗 ５５ 江田 照男松浦 太郎氏 鈴木 勝美 新ひだか グランド牧場 ５２２－ ４１：２７．９１� ３６．２�
１１ � シーガルプリンセス 牝４鹿 ５５

５３ △伊藤 工真森本 悳男氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム ４９０＋２０１：２８．５３� １９．９�
６１１ エルサフィール 牝４黒鹿５５ 武士沢友治柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４９０＋１４１：２８．６クビ ２２．８�

（１５頭）
３５ ブラウンチーター 牡３鹿 ５５ 石橋 脩楠田 均氏 大江原 哲 新冠 北星村田牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２８，１６０，３００円 複勝： ４９，２５３，０００円 枠連： ２３，０４４，４００円

普通馬連： ６６，２１７，２００円 馬単： ５４，９９９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，８５４，８００円

３連複： ８４，２３７，５００円 ３連単： １５０，３０７，５００円 計： ４８２，０７３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ８９０円 � １，４８０円 枠 連（４－７） ７８０円

普通馬連 �� ４，１１０円 馬 単 �� ５，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６７０円 �� ２，９８０円 �� ３２，４１０円

３ 連 複 ��� ８５，５２０円 ３ 連 単 ��� ３１８，７６０円

票 数

単勝票数 差引計 ２８１６０３（返還計 ５８） 的中 � １４９３５１（１番人気）
複勝票数 差引計 ４９２５３０（返還計 １１２） 的中 � ２７２５１７（１番人気）� ７３３８（１１番人気）� ４２５０（１３番人気）
枠連票数 差引計 ２３０４４４（返還計 １２） 的中 （４－７） ２１９６９（４番人気）
普通馬連票数 差引計 ６６２１７２（返還計 ４６９） 的中 �� １１９０５（１４番人気）
馬単票数 差引計 ５４９９９２（返還計 ３４０） 的中 �� ７２５９（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２５８５４８（返還計 １５５） 的中 �� ３９１０（１７番人気）�� ２１４２（２９番人気）�� １９２（１００番人気）
３連複票数 差引計 ８４２３７５（返還計 １０３６） 的中 ��� ７２７（１５８番人気）
３連単票数 差引計１５０３０７５（返還計 １８８６） 的中 ��� ３４８（６２９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．２―３５．３―４７．７―５９．９―１：１２．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドヴァンクール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００８．７．２０ 新潟２着

２００６．４．２５生 牡４鹿 母 パープルホワイト 母母 カ ノ ー プ ス １４戦３勝 賞金 ４４，５３８，０００円
〔出走取消〕 ブラウンチーター号は，疾病〔蕁麻疹〕のため出走取消。
※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。
（非抽選馬） ３頭 シンボリカージナル号・ツクバキング号・ヒルノリンベル号



２８０４２１０月１７日 曇 良 （２２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

６１１� アースリヴィング 牝４鹿 ５５
５４ ☆丸山 元気 �グリーンファーム 小笠 倫弘 米 Marablue

Farm, LLC ４８４＋１０１：３７．８ １．７�

４８ � トウショウアトム 牡４黒鹿５７ 中谷 雄太トウショウ産業� 清水 英克 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５２０＋ １１：３８．０１	 １６．６�
４７ エフティレガシー 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム B４５４± ０１：３８．４２	 ２９．１�
３６ チャンピオンハーレ 牡３黒鹿５５ 北村 友一坪野谷和平氏 勢司 和浩 千歳 エクセレンス

ファーム ４６８＋ ８１：３８．５クビ １２．９�
２４ ディアブラスト 牡３黒鹿５５ 丸田 恭介ディアレスト 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４７６－ ６１：３８．７１
 ７．１�
８１６ アカシローレル 牡３黒鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太臼倉 勲氏 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム ４４６－ ２１：３８．８	 １００．６�
１２ リ ュ ー ク 牡５青鹿５７ 宮崎 北斗金森圭史朗氏 松山 将樹 静内 千代田牧場 ４７６＋ ４１：３８．９� １４２．８	
６１２ リキサンヒーロー 牡３栗 ５５ 勝浦 正樹 
ハイパワー商事 高木 登 新冠 村田牧場 B４６２－ ２１：３９．０� ３１．９�
７１３ アドバンスピール 牡５青鹿５７ 吉田 隼人西川 隆士氏 池上 昌弘 静内 タイヘイ牧場 ４７４－ ２ 〃 アタマ ６．９�
５９ トーセンチドリアシ 牡３黒鹿 ５５

５３ △伊藤 工真島川 哉氏 鈴木 康弘 新ひだか 岡田スタツド ４７４－ ４１：３９．１	 ９１．７�
８１５ ショウナンアゲイン 牡４青鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介国本 哲秀氏 鈴木 伸尋 静内 静内フアーム B４６８＋ ６１：３９．５２	 １７６．０�
１１ キョウエイナゲット 牡３黒鹿５５ 木幡 初広田中 晴夫氏 藤原 辰雄 日高 春木 昭雄 B４４４＋ ４１：３９．８２ １９．８�
７１４� デイズオブサンダー 牡５鹿 ５７ 北村 宏司山本 英俊氏 尾関 知人 早来 ノーザンファーム ５１０＋１７１：４０．０１ ３６．３�
３５ � ティグフォルテ 牡５栗 ５７ 大庭 和弥�嶋 祐子氏 牧 光二 米 Boyd Lynch ４９４－ ４１：４０．２１	 ６５．０�
２３ デ プ ラ ー タ 牡３栗 ５５ 岩部 純二栗坂 崇氏 萱野 浩二 新ひだか キヨタケ牧場 ４７４－１０１：４２．６大差 １６８．１�
５１０ デ パ ー ル 牡３栗 ５５ 田中 博康伊達 敏明氏 斎藤 誠 日高 サンシャイン

牧場 ４５０＋ ６１：４３．９８ ３０．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，９５７，１００円 複勝： ４５，８０１，８００円 枠連： ２０，７１２，６００円

普通馬連： ７４，０９８，７００円 馬単： ５８，３５１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，８１９，２００円

３連複： ９０，２５５，７００円 ３連単： １６４，８８１，７００円 計： ５０７，８７８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ４５０円 � ４５０円 枠 連（４－６） ９７０円

普通馬連 �� １，４４０円 馬 単 �� ２，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� ８００円 �� ６，１４０円

３ 連 複 ��� １１，７２０円 ３ 連 単 ��� ３７，８７０円

票 数

単勝票数 計 ２４９５７１ 的中 � １２０１９５（１番人気）
複勝票数 計 ４５８０１８ 的中 � ２１３２６０（１番人気）� １６２２０（６番人気）� １５９４５（７番人気）
枠連票数 計 ２０７１２６ 的中 （４－６） １５８８３（４番人気）
普通馬連票数 計 ７４０９８７ 的中 �� ３８１４０（５番人気）
馬単票数 計 ５８３５１８ 的中 �� ２０２８４（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８８１９２ 的中 �� １１７６８（５番人気）�� ９１２７（７番人気）�� １０８０（５０番人気）
３連複票数 計 ９０２５５７ 的中 ��� ５６８６（３４番人気）
３連単票数 計１６４８８１７ 的中 ��� ３２１４（９８番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．９―１２．６―１３．０―１２．２―１２．４―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．１―３５．０―４７．６―１：００．６―１：１２．８―１：２５．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．２―３F３７．２
３ ・（８，１０）１３，３（１１，１４）（５，１２，１５）（１，４，７）（６，１６）－２－９ ４ ８（１０，１３）（１１，１４）（３，１２，１５）１（５，４，７）（６，１６）２，９

勝馬の
紹 介

�アースリヴィング �
�
父 Yonaguska �

�
母父 Tabasco Cat デビュー ２００８．１１．２ 東京１着

２００６．４．９生 牝４鹿 母 Etoufee 母母 Allouette ９戦２勝 賞金 ３０，４３７，０００円
［他本会外：３戦０勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 デパール号は，平成２２年１１月１７日まで平地競走に出走できない。



２８０４３１０月１７日 曇 良 （２２東京４）第４日 第７競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時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

１：１９．８
１：１９．０

良

良

７１３� セイウンジャガーズ 牡３黒鹿５５ 北村 宏司西山 茂行氏 杉浦 宏昭 愛 Lodge
Park Stud ４５６－ ４１：２１．３ １４．３�

５９ ウエスタンディオ 牡３鹿 ５５ 石橋 脩西川 賢氏 尾形 充弘 新ひだか 北西牧場 ４６２± ０１：２１．５１� ２０．７�
８１７ マ シ ラ 牝３鹿 ５３ 江田 照男山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４＋１２１：２１．７１	 ９０．７�
４７ ソルプリマベラ 牝３鹿 ５３

５０ ▲国分 優作小河 一�氏 国枝 栄 平取 清水牧場 ４３０＋２０ 〃 クビ １７．５�
４８ ス パ ラ ー ト 牡４黒鹿５７ 宮崎 北斗 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム B４５０± ０１：２１．８� ７．７�
１１ クロフォード 牝３青 ５３ 田中 勝春 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム ４５２＋ ４ 〃 クビ ４．９	
７１４ マックスバローズ 牡３栗 ５５ 藤岡 康太猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 パカパカ

ファーム ４７０＋ ６１：２１．９クビ ３．７

７１５ ボンジュールメロン 牝３栗 ５３ 吉田 隼人田中善次郎氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５２２＋１６ 〃 ハナ ２１．０�
６１１ クレバーサンデー 牡３鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 東栄牧場 ４４８－１０ 〃 クビ ５．７
５１０ オペラセリア 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一 �キャロットファーム 大根田裕之 早来 ノーザンファーム ４５０＋ ６１：２２．１１	 ５７．７�
３５ ダイワバーガンディ 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B４８４＋１８１：２２．２� ７３．３�
２３ ワイドロータス 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 ４３４－ ６ 〃 ハナ ９２．６�
２４ マイネルナタリス 牡３黒鹿５５ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム ４５６＋ ８ 〃 ハナ ３０．７�
１２ マスターオブゲーム 牡５黒鹿５７ 木幡 初広 �サンデーレーシング 宗像 義忠 早来 ノーザンファーム ５０４± ０１：２２．３� ４１．４�
８１８
 ロードカイザー 牡４鹿 ５７

５５ △伊藤 工真 �ロードホースクラブ 河野 通文 新冠 イワミ牧場 ４６４＋ ４１：２２．６２ １３．１�
６１２
 ベストフェット 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信松尾 正氏 嶋田 潤 三石 米田牧場 B５０４＋ ４１：２３．０２� １５０．４�
８１６
 サイキョウアサカゼ 牡４栗 ５７ 北村 友一奥本賢一郎氏 坂口 正大 新冠 森永 正志 ４１８－ ８１：２３．１� １７．１�
３６ ティアップノブレス 牡４黒鹿 ５７

５６ ☆丸山 元気田中 昇氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５２２＋１０ 〃 クビ １２８．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２６，８６２，９００円 複勝： ４０，７０８，１００円 枠連： ３３，３３１，６００円

普通馬連： ９２，９７６，９００円 馬単： ５３，４１０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，６７６，１００円

３連複： １１０，３０５，７００円 ３連単： １６５，５０２，１００円 計： ５５５，７７３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４３０円 複 勝 � ４８０円 � ５１０円 � ２，５００円 枠 連（５－７） ２，１２０円

普通馬連 �� １５，０７０円 馬 単 �� ３５，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，９９０円 �� １５，９８０円 �� １８，７８０円

３ 連 複 ��� ３４２，０５０円 ３ 連 単 ��� ２，９７９，０４０円

票 数

単勝票数 計 ２６８６２９ 的中 � １４９００（６番人気）
複勝票数 計 ４０７０８１ 的中 � ２３５８７（６番人気）� ２２０３６（８番人気）� ３９０９（１６番人気）
枠連票数 計 ３３３３１６ 的中 （５－７） １１６２９（１２番人気）
普通馬連票数 計 ９２９７６９ 的中 �� ４５５４（５０番人気）
馬単票数 計 ５３４１０３ 的中 �� １１２５（１０２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２６７６１ 的中 �� ２０３７（５０番人気）�� ５０１（１０４番人気）�� ４２６（１１４番人気）
３連複票数 計１１０３０５７ 的中 ��� ２３８（４４９番人気）
３連単票数 計１６５５０２１ 的中 ��� ４１（３０３１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．４―３５．１―４６．７―５７．８―１：０９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．２―３F３４．６
３ ８－（１１，１５）（２，１７）７（４，９，１８）（３，１０）（５，１２，１６）（６，１４）（１，１３） ４ ８－（１１，１５）２（７，１７）（４，９）（５，１８）３（１０，１２，１６）（１，１３）１４，６

勝馬の
紹 介

�セイウンジャガーズ �
�
父 Footstepsinthesand �

�
母父 Barathea デビュー ２００９．７．１２ 札幌２着

２００７．３．４生 牡３黒鹿 母 Lady Miletrian 母母 Local Custom ９戦２勝 賞金 ３０，６９７，０００円
〔制裁〕 ウエスタンディオ号の騎手石橋脩は，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。（１３番への進路

影響）
〔その他〕 ティアップノブレス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ティアップノブレス号は，平成２２年１１月１７日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 オチャノコサイサイ号
（非抽選馬） １頭 マヤノテムジン号



２８０４４１０月１７日 晴 良 （２２東京４）第４日 第８競走 ��
��１，６００�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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

７１１ ラ ル ー チ ェ 牝４芦 ５５ 藤岡 康太植中 倫子氏 平田 修 安平 ノーザンファーム B４９２－ ４１：３７．６ ５．９�

３３ アイノレグルス 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹馬場 �晃氏 藤沢 則雄 新冠 対馬 正 ４５８－ ４１：３７．８１� ４．７�
５７ ゴールドマッシモ 牝３鹿 ５３ 丸田 恭介磯波 勇氏 高木 登 浦河 駿河牧場 ４８０＋ ６１：３８．１２ １５．２�
６８ � アークビスティー 牡４鹿 ５７

５６ ☆丸山 元気備前島敏子氏 矢作 芳人 米 Darrell Brown
and Lendy Brown B５３０－１２１：３８．３１	 ３．９�

８１３ グレースエポナ 牝６黒鹿５５ 北村 宏司吉田 照哉氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム ５４２± ０１：３８．７２� １２．９�
７１０ ビレッジペガサス 牡３芦 ５５ 田中 勝春村山 輝雄氏 矢野 英一 浦河 赤田牧場 ４９２＋１２ 〃 クビ ３．８�
５６ タイキジャガー 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人�大樹ファーム 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４８０＋ ４１：３８．９１� ７．１	
２２ マイグローリアス 牡８芦 ５７ 古川 吉洋五影 慶則氏 西浦 勝一 三石 坂本牧場 ５１０－ ２ 〃 ハナ ６９．０

１１ テイエムゲンキボ 牡６黒鹿５７ 武士沢友治竹園 正繼氏 中野渡清一 静内 岡田 猛 ４８８－１２１：３９．０� １１７．３�
４５ 
 ミウラジェット 牡６黒鹿５７ 大庭 和弥佐藤 明氏 柄崎 孝 三石 久米 和夫 ４５０－ ４１：３９．１� １８９．９�
４４ オールフォーミー 牝５鹿 ５５ 江田 照男有限会社シルク勢司 和浩 静内 千代田牧場 ４８６＋１０１：３９．２クビ ４１．６
６９ チャリティショウ 牡６栗 ５７ 石橋 脩加藤 徹氏 柴田 政人 門別 本田 武雄 ４９４＋ ４１：３９．７３ ９４．３�
８１２ プレンティスピード 牡８栗 ５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 中野渡清一 静内 ビツグレツドフアーム ４５０＋ ４１：３９．９１	 １２８．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２５，７０１，０００円 複勝： ４０，９００，８００円 枠連： ２５，５５９，５００円

普通馬連： ９１，５７７，０００円 馬単： ５９，５５６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，００５，６００円

３連複： １００，２８６，３００円 ３連単： １８３，９９４，６００円 計： ５５７，５８０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２００円 � １７０円 � ３７０円 枠 連（３－７） ５７０円

普通馬連 �� １，３２０円 馬 単 �� ２，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� １，２８０円 �� １，０８０円

３ 連 複 ��� ６，５３０円 ３ 連 単 ��� ２９，８６０円

票 数

単勝票数 計 ２５７０１０ 的中 � ３４８６９（４番人気）
複勝票数 計 ４０９００８ 的中 � ５６０７１（４番人気）� ７４２２２（２番人気）� ２３９３７（６番人気）
枠連票数 計 ２５５５９５ 的中 （３－７） ３３３８５（２番人気）
普通馬連票数 計 ９１５７７０ 的中 �� ５１２０９（７番人気）
馬単票数 計 ５９５５６０ 的中 �� １６２０４（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３０００５６ 的中 �� １８１５２（３番人気）�� ５５１３（１９番人気）�� ６６４５（１６番人気）
３連複票数 計１００２８６３ 的中 ��� １１３３９（２６番人気）
３連単票数 計１８３９９４６ 的中 ��� ４５４８（１０２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１２．１―１２．２―１２．５―１２．３―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．９―３６．０―４８．２―１：００．７―１：１３．０―１：２５．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ ル ー チ ェ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．８．１７ 小倉５着

２００６．４．９生 牝４芦 母 アドマイヤセラヴィ 母母 フランクアーギュメント １９戦４勝 賞金 ４３，９００，０００円
※テイエムゲンキボ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２８０４５１０月１７日 晴 良 （２２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 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．５
１：２０．３

良

良

６１１ ライステラス 牝２芦 ５４ 丸田 恭介 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４５２＋ ６１：２１．９ ７．５�

７１３ ニシノステディー 牝２栗 ５４ 北村 宏司西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４５８－ ６ 〃 クビ １２．６�
２３ スピードリッパー 牝２栗 ５４ 田中 博康吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４５２－ ６１：２２．１１� ７．５�
４７ ニシノユメマクラ 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹西山 茂行氏 河野 通文 むかわ 西山牧場 ４５８－１０１：２２．３１� ２６．１�
８１５ カトルズリップス 牝２黒鹿５４ 江田 照男山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B４６８＋ ２１：２２．４� ２２．５�
３６ フレンドサンポウ 牝２鹿 ５４ 丹内 祐次横尾 晴人氏 清水 美波 新冠 斉藤 安行 ４５４－ ６ 〃 クビ １６６．６�
８１６ デルマドゥルガー 牝２鹿 ５４ 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム ４８０－ ４ 〃 アタマ １５．２	
３５ フィジークルーズ 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４３０＋ ４１：２２．５クビ １４２．８

１２ ジョーアラマート 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 ４７０＋ ６１：２２．６� １２．７�
４８ マリアビスティー 牝２黒鹿５４ 石橋 脩備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４７２＋ ２ 〃 クビ ２．１�
５１０ パ テ ィ オ 牝２鹿 ５４ 鈴来 直人山本 武司氏 高市 圭二 熊本 村山 光弘 ４２０－ ４１：２３．０２� ８０．４
６１２ ハタノファベルジェ 牝２鹿 ５４ 丸山 元気 �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ４６４± ０１：２３．１� １２．９�
２４ ダイメイジャパン 牝２青 ５４ 小林 淳一宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 ４３０－ ２１：２３．２� ７７．３�
７１４ ツクババレー 牝２鹿 ５４ 田中 勝春荻原 昭二氏 松山 康久 日高 ヤナガワ牧場 ４６８＋ ４１：２３．３� １６．６�
１１ 	 ベッロバンビーナ 牝２鹿 ５４ 国分 恭介中村 明人氏 原 孝明 浦河 伏木田牧場 ４２０－ ６１：２３．５１� ６４．２�

（北海道）

５９ フレンドミー 牝２鹿 ５４ 津村 明秀横尾 晴人氏 武市 康男 新ひだか 飛野牧場 ４４０＋ ２１：２４．３５ ４７．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３６，８５０，６００円 複勝： ５３，５８６，８００円 枠連： ３９，２９４，５００円

普通馬連： １３４，４６１，３００円 馬単： ８８，３６１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，７３９，１００円

３連複： １５６，０１０，１００円 ３連単： ２８２，７６１，８００円 計： ８３６，０６５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ２７０円 � ４００円 � ２７０円 枠 連（６－７） １，１４０円

普通馬連 �� ４，０８０円 馬 単 �� ７，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２５０円 �� １，０３０円 �� １，７００円

３ 連 複 ��� １０，９１０円 ３ 連 単 ��� ６９，６８０円

票 数

単勝票数 計 ３６８５０６ 的中 � ３９０７２（２番人気）
複勝票数 計 ５３５８６８ 的中 � ５５２０９（２番人気）� ３３０８５（７番人気）� ５４６０５（３番人気）
枠連票数 計 ３９２９４５ 的中 （６－７） ２５５６２（５番人気）
普通馬連票数 計１３４４６１３ 的中 �� ２４３７３（１２番人気）
馬単票数 計 ８８３６１１ 的中 �� ８６１５（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４７３９１ 的中 �� ８８１６（１２番人気）�� １０９３０（９番人気）�� ６３９５（２０番人気）
３連複票数 計１５６０１０１ 的中 ��� １０５５５（３４番人気）
３連単票数 計２８２７６１８ 的中 ��� ２９９５（２０２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．１―３４．６―４６．５―５７．６―１：０９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ライステラス �
�
父 ソングオブウインド �

�
母父 スピードワールド デビュー ２０１０．６．２６ 福島３着

２００８．３．１０生 牝２芦 母 ファンタスティコ 母母 スピードアイリス ３戦２勝 賞金 １７，１４３，０００円
〔発走状況〕 ベッロバンビーナ号は，枠入り不良。発走時刻３分遅延。
〔調教再審査〕 ベッロバンビーナ号は，発走調教再審査。



２８０４６１０月１７日 晴 良 （２２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 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．８
１：１９．０

良

良

４８ エーブダッチマン 牡４栗 ５７ 吉田 隼人 �レーシングホース
ジャパン 清水 利章 浦河 大北牧場 ４６４＋ ４１：２０．６ １２．２�

８１７ デリキットピース 牝４黒鹿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 ４４０＋１０１：２０．９２ ４．８�
３５ ユキノハボタン 牝５栗 ５５ 古川 吉洋遠藤 宗義氏 領家 政蔵 門別 川端 正博 ４７６－ ４ 〃 アタマ ３７．１�
５１０ レオパステル 牝３鹿 ５３ 村田 一誠田中 博之氏 奥平 雅士 新ひだか 土田 扶美子 ４０８＋ ４１：２１．０クビ ８０．９�
２４ シセイカグヤ 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４５６± ０１：２１．１� ８．７�
２３ ボーダレスワールド 牡５鹿 ５７ 江田 照男 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５３０－ ２ 〃 ハナ ７．２	
３６ ダイワルビア 牡６栗 ５７ 武士沢友治大城 敬三氏 鹿戸 雄一 早来 ノーザンファーム ５２０－ ４ 〃 アタマ ６９．９

８１５ インプレスウィナー 牡３青 ５５ 木幡 初広西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 ４５０＋ ４１：２１．２� ３７．５�
１２ ゴールドアグリ 牡６鹿 ５７ 勝浦 正樹スター・ホースメンズクラブ 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９４＋１２ 〃 クビ ２１．９�
８１６ ツクバホクトオー 牡４黒鹿５７ 津村 明秀荻原 昭二氏 尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４６０－ ２ 〃 アタマ ３１．２
４７ ゲットブラック 牡６栗 ５７ 鮫島 良太幅田 昌伸氏 藤原 英昭 浦河 ガーベラパー

クスタツド ５００－ ４１：２１．３クビ ７４．３�
６１２ ワルキューレ 牝６青 ５５ 田辺 裕信岡田 牧雄氏 秋山 雅一 門別 インターナシヨナル牧場 B５１４＋ ６１：２１．４� ２１．６�
５９ ソーマジック 牝５鹿 ５５ 北村 宏司吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ５１８± ０１：２１．８２� ２．６�
６１１ オリオンスターズ 牡６黒鹿５７ 丸山 元気吉田 勝己氏 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ５２０－ ４ 〃 クビ ４８．５�
１１ マイネルプライゼン 牡４黒鹿５７ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 むかわ 六角 久美子 ４７６± ０ 〃 ハナ １１．３�
７１４ クリールバレット 牡６鹿 ５７ 黛 弘人横山 修二氏 稲葉 隆一 三石 城地 清満 ４８０－１０１：２１．９� ２６５．６�
７１３ ヒシハイグレード 牡７栗 ５７ 西田雄一郎阿部雅一郎氏 小林 常泰 門別 シンコーファーム ５４２＋ ４１：２２．５３� ３４０．９�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ３６，２８７，３００円 複勝： ５９，９３９，８００円 枠連： ４７，０７７，８００円

普通馬連： １７２，０８１，８００円 馬単： ９８，２７６，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５１，９９７，２００円

３連複： １９０，０４２，３００円 ３連単： ３４６，６３１，９００円 計： １，００２，３３４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２２０円 複 勝 � ３５０円 � ２３０円 � ８１０円 枠 連（４－８） ２，０３０円

普通馬連 �� ２，８３０円 馬 単 �� ６，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２１０円 �� ３，６８０円 �� ２，８９０円

３ 連 複 ��� ２８，１９０円 ３ 連 単 ��� １１４，８２０円

票 数

単勝票数 計 ３６２８７３ 的中 � ２３４７８（６番人気）
複勝票数 計 ５９９３９８ 的中 � ４４５５３（５番人気）� ７９２７５（２番人気）� １６７９７（９番人気）
枠連票数 計 ４７０７７８ 的中 （４－８） １７１３７（１０番人気）
普通馬連票数 計１７２０８１８ 的中 �� ４４９１１（１０番人気）
馬単票数 計 ９８２７６２ 的中 �� １０７１９（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５１９９７２ 的中 �� １０９００（１１番人気）�� ３４２２（４３番人気）�� ４３７９（３４番人気）
３連複票数 計１９００４２３ 的中 ��� ４９７６（８９番人気）
３連単票数 計３４６６３１９ 的中 ��� ２２２８（３５１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．２―３４．４―４５．８―５６．８―１：０８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．２―３F３４．８
３ ・（１，９，１１）３（２，８）５（１５，１７）（１０，１６）（６，１４）（１２，１３）４，７ ４ ・（１，９，１１）（２，３）－８，５，１７，１５，１６（６，１０）（１２，１４）１３（４，７）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エーブダッチマン �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００８．８．９ 新潟２着

２００６．３．４生 牡４栗 母 フェルメールブルー 母母 ノースフライト １６戦５勝 賞金 ８４，６６０，０００円



２８０４７１０月１７日 晴 良 （２２東京４）第４日 第１１競走 ��
��１，８００�第５８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 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ６１６，０００円 １７６，０００円 ８８，０００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

７１３ テイエムオーロラ 牝４青鹿５５ 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 大北牧場 ４６０± ０１：４６．４ ６．６�

１２ セラフィックロンプ 牝６青鹿５５ 宮崎 北斗井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 守矢牧場 ５０４＋ ８１：４６．５� ６１．７�
７１４ スマートシルエット 牝３鹿 ５３ 石橋 脩大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４６８＋ ２１：４６．６� ６．０�
８１５ リ ビ ア ー モ 牝５鹿 ５５ 中舘 英二 �サンデーレーシング 高橋 裕 早来 ノーザンファーム ５００＋ ６１：４６．７� １５．０�
６１２ ウェディングフジコ 牝６黒鹿５５ 丸山 元気荻原 昭二氏 戸田 博文 門別 ヤナガワ牧場 ４６０± ０１：４６．８	 ５４．５�
２３ ブロードストリート 牝４鹿 ５５ 鮫島 良太下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４５４＋ ８ 〃 クビ ６．３	
５９ リトルアマポーラ 牝５黒鹿５５ 勝浦 正樹 �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 ４７２－ ４ 〃 アタマ １２．９

３６ ブラボーデイジー 牝５芦 ５５ 北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 ヤナガワ牧場 ５２８－ ４１：４６．９クビ １７．５�
２４ ニシノブルームーン 牝６鹿 ５５ 北村 宏司西山 茂行氏 鈴木 伸尋 鵡川 西山牧場 ４７８± ０ 〃 クビ ４．８�
６１１ コロンバスサークル 牝４黒鹿５５ 田中 勝春吉田 照哉氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４４８－ ２１：４７．０クビ ８．３
１１ シングライクバード 牝５鹿 ５５ 吉田 隼人 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム ４７８＋ ６１：４７．１	 １８．６�
４８ ダイワジャンヌ 牝５黒鹿５５ 的場 勇人大城 敬三氏 的場 均 静内 千代田牧場 ４５６＋ ８１：４７．２� ４９．７�
３５ ヤマニンエマイユ 牝７鹿 ５５ 伊藤 工真土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４６４－ ２ 〃 アタマ １０３．８�
８１６ ムードインディゴ 牝５栗 ５５ 津村 明秀金子真人ホール

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 ４７０－ ８１：４７．３� ２４．８�

５１０ サンレイジャスパー 牝８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 １８３．０�
８１７ ブライティアパルス 牝５鹿 ５５ 藤岡 康太小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 ４６６＋１０ 〃 ハナ １１．８�
４７ カレイジャスミン 牝５鹿 ５５ 木幡 初広ディアレスト 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ５２０＋ ４１：４７．４クビ １４６．４�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ９１，５７１，１００円 複勝： １２７，９４５，３００円 枠連： １２３，８０１，６００円

普通馬連： ５２１，８１０，６００円 馬単： ２６２，３２２，２００円 ワイド【拡大馬連】： １３５，０９８，４００円

３連複： ６７３，３７８，２００円 ３連単： １，１９３，７１７，５００円 計： ３，１２９，６４４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ２５０円 � １，３９０円 � ２８０円 枠 連（１－７） ２，４９０円

普通馬連 �� ２７，１２０円 馬 単 �� ４４，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，４００円 �� ８８０円 �� ８，２６０円

３ 連 複 ��� ６０，６８０円 ３ 連 単 ��� ４２３，３４０円

票 数

単勝票数 計 ９１５７１１ 的中 � １０９４１０（４番人気）
複勝票数 計１２７９４５３ 的中 � １５６０２０（２番人気）� １９９０９（１４番人気）� １３０９３８（３番人気）
枠連票数 計１２３８０１６ 的中 （１－７） ３６７７２（１１番人気）
普通馬連票数 計５２１８１０６ 的中 �� １４２０２（６６番人気）
馬単票数 計２６２３２２２ 的中 �� ４３８４（１２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１３５０９８４ 的中 �� ５０６４（６８番人気）�� ４００９７（５番人気）�� ３９１６（７９番人気）
３連複票数 計６７３３７８２ 的中 ��� ８１９０（１７４番人気）
３連単票数 計１１９３７１７５ 的中 ��� ２０８１（１１０７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１１．９―１２．５―１２．７―１１．６―１１．０―１０．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．７―３５．６―４８．１―１：００．８―１：１２．４―１：２３．４―１：３４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４５．６―３F３４．０

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

テイエムオーロラ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．８．２ 小倉６着

２００６．３．２３生 牝４青鹿 母 ペ リ ー ヌ 母母 ケ イ シ ー １９戦６勝 賞金 １２２，３９５，０００円



２８０４８１０月１７日 晴 良 （２２東京４）第４日 第１２競走 ��
��１，３００�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

１：１６．４
１：１６．４

重

重

１２ ブライトアイザック 牡４鹿 ５７ 江田 照男保坂 義貞氏 菅原 泰夫 浦河 富田牧場 ４９４＋ ２１：１８．４ ４．４�

８１５ サウンドアクシス 牡４栗 ５７ 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８２＋ ２１：１８．６１� ３．１�
７１４ サクセスオネスティ 牡４鹿 ５７ 北村 宏司�嶋 祐子氏 久保田貴士 浦河 谷川牧場 ５１２＋１０１：１８．８１� ４．７�
１１ ミッキーフォルテ 牡５鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介三木 久史氏 中村 均 静内 三宅牧場 B５３２－ ２１：１８．９クビ ２１．３�
５９ ナムラカクレイ 牡４栗 ５７ 伊藤 直人奈村 信重氏 斎藤 誠 新ひだか 八田ファーム ４８４＋ ６１：１９．０� ５．７�
６１２ ゴールドエンデバー 牡４鹿 ５７ 二本柳 壮�テンジン 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４８８－ ８１：１９．１� ２７．２	
４８ 	 モエレデフィニット 牡３青鹿５５ 宮崎 北斗山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 長手 猛 ４８４－１０１：１９．２� ４３．１

７１３ ケイアイクライム 牡３黒鹿 ５５

５３ △伊藤 工真 �啓愛義肢材料販売所 鈴木 康弘 新ひだか 佐竹 学 ５００－ ４１：１９．３クビ １０．２�
３６ アプローズヒーロー 牡６鹿 ５７ 鈴来 直人小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４５６－ ６１：１９．５１
 １６０．２�
３５ モアザンスマート 牡４鹿 ５７

５６ ☆丸山 元気�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 ４８０－ ４１：１９．７１
 ５８．６
６１１ クラッカージャック 牡６鹿 ５７ 古川 吉洋齊藤四方司氏 土田 稔 門別 下河辺牧場 B４９４－１２１：２０．１２� ３３．０�
４７ 	 トミケントラスト 牡６鹿 ５７ 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 水野 貴広 三石 上村 清志 ５２８＋１０１：２０．２� １８８．２�
５１０ コ コ カ ラ 牡３栗 ５５ 柴山 雄一ディアレスト 高橋 裕 浦河 桑田フアーム ４９８＋１２ 〃 クビ ４３．０�
２４ � プリティゴールド 牝４鹿 ５５ 田中 勝春横瀬 兼二氏 森 秀行 豪 Ramsey Pas-

toral Co Pty Ltd ４７４－ ６１：２０．５２ １２２．２�
２３ シンボリシュタルク 牡５鹿 ５７ 中舘 英二シンボリ牧場 菊川 正達 門別 シンボリ牧場 ５２８± ０１：２１．２４ ６６．６�
８１６ ゴールデンリング 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人�日進牧場 矢野 英一 様似 スイートフアーム B４５４－ ２１：２１．７３ １３０．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５０，５５２，８００円 複勝： ７５，５５９，４００円 枠連： ５２，８９４，８００円

普通馬連： １９７，７９０，２００円 馬単： １１８，０４３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ６２，０９６，４００円

３連複： ２２５，１５９，１００円 ３連単： ４６８，４２５，９００円 計： １，２５０，５２１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � １７０円 枠 連（１－８） ６３０円

普通馬連 �� ６５０円 馬 単 �� １，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ３７０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� １，０８０円 ３ 連 単 ��� ６，６５０円

票 数

単勝票数 計 ５０５５２８ 的中 � ９２３５４（２番人気）
複勝票数 計 ７５５５９４ 的中 � １４３２６７（２番人気）� １８１４５９（１番人気）� １０６５８０（３番人気）
枠連票数 計 ５２８９４８ 的中 （１－８） ６２８４６（２番人気）
普通馬連票数 計１９７７９０２ 的中 �� ２２５７７８（１番人気）
馬単票数 計１１８０４３３ 的中 �� ５３３１１（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ６２０９６４ 的中 �� ６５１００（１番人気）�� ３９７７５（３番人気）�� ４８９７０（２番人気）
３連複票数 計２２５１５９１ 的中 ��� １５４５４７（２番人気）
３連単票数 計４６８４２５９ 的中 ��� ５２００７（１０番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．４―１２．１―１２．５―１２．０―１１．５―１２．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
６．９―１８．３―３０．４―４２．９―５４．９―１：０６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３５．５
３ ・（１，８，１０）（２，１４）９（４，１２）１３，１５，７（６，１１）－１６－３－５ ４ ・（１，８，１０）１４（２，９，１２）４，１３，１５，６（７，１１）－１６（３，５）
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ブライトアイザック �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００９．５．２４ 東京１３着

２００６．４．５生 牡４鹿 母 ラブイズトゥルー 母母 ヒ ト メ ボ レ １４戦４勝 賞金 ４９，１８９，０００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 シルクファルシオン号・テイエムゲンキボ号



（２２東京４）第４日 １０月１７日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８４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

２５３，１００，０００円
１１，９４０，０００円
１，９８０，０００円
２５，１００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６５，９０７，５００円
５，０７３，０００円
１，８２１，６００円

勝馬投票券売得金
４０１，２７５，２００円
６５７，６４５，８００円
４２７，２６３，２００円
１，５４９，５０１，７００円
９７４，６８８，７００円
４８８，４８８，９００円
１，８６８，２０１，７００円
３，４４５，８１０，６００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 ９，８１２，８７５，８００円

総入場人員 ４５，８０９名 （有料入場人員 ４４，１８６名）




