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２９０６１１０月２２日 小雨 不良 （２３東京４）第６日 第１競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１０時１０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

１：３７．２
１：３７．２

重

重

４７ メジャーアスリート 牡２栗 ５５ 蛯名 正義�G１レーシング 高木 登 浦河 有限会社
松田牧場 ４９２＋ ４１：３６．９レコード ３．４�

３６ コスモマイギフト 牡２黒鹿５５ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 日田牧場 ４７８＋ ２１：３７．６４ ３．５�
８１５ ランドフォール 牡２鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次大社 聡氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B４６４＋ ６１：３７．７� ５．８�
５９ シーズザデイ 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信荒井 壽明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 ４４４± ０１：３８．５５ ４５．３�
８１６ トウショウギフト 牡２鹿 ５５ 吉田 豊トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４９８－ ２１：３８．９２� ５．７�
７１４ サードシアター 牡２鹿 ５５ 北村 宏司 �キャロットファーム 鈴木 伸尋 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６４＋ ８１：３９．２１� １４．９	
５１０ コズミックガール 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥グリーンスウォード 嶋田 潤 新冠 長浜 秀昭 ４２０－ ２ 〃 ハナ ２６７．４

６１１ オールキャスト 牡２黒鹿５５ 福永 祐一前田 晋二氏 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４－ ４１：３９．３クビ ８．４�
２３ サイレントキラー 牡２青鹿５５ 松岡 正海畑佐 博氏 水野 貴広 新ひだか 酒井 秀紀 ４１８± ０１：３９．５１� ２８．３�
１１ ホシニイノリヲ 牝２鹿 ５４ 石橋 脩福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 ４９８－ ８１：３９．７１� ９７．３
２４ コ ス モ ネ ロ 牡２栗 ５５ 武士沢友治 �ビッグレッドファーム 保田 一隆 新冠 ビッグレッドファーム ４２６＋ ６１：４０．０１� ８７．９�
１２ ケイアイプリンス 牡２鹿 ５５ 江田 照男 �啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 新ひだか 佐竹 学 ４９２＋ ２１：４０．２１� ２０２．６�
６１２ ダイワアズール 牡２鹿 ５５ 田中 勝春大城 敬三氏 菊沢 隆徳 新ひだか 千代田牧場 ４５８－２４１：４１．３７ １１８．８�
４８ マンボマンボ 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣久保 敏文氏 大江原 哲 新ひだか 及川 幸夫 ４５８＋ ４ 〃 クビ １７４．８�
７１３ ビッグフット 牡２鹿 ５５ 丸田 恭介関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 ４８０－ ６１：４１．５１� ２６．５�
３５ ネコヤッタネ 牡２栗 ５５

５４ ☆高倉 稜桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 B４５６± ０１：４４．０大差 ２２６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，４７４，７００円 複勝： ３３，０６３，１００円 枠連： １５，３４２，４００円

馬連： ４９，６２２，０００円 馬単： ３３，６８１，９００円 ワイド： ２０，９９１，８００円

３連複： ６２，６４７，７００円 ３連単： ９９，８２６，８００円 計： ３３２，６５０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � １６０円 枠 連（３－４） ７００円

馬 連 �� ６９０円 馬 単 �� １，３４０円

ワ イ ド �� ３００円 �� ４３０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� １，１６０円 ３ 連 単 ��� ４，４７０円

票 数

単勝票数 計 １７４７４７ 的中 � ４０７６３（１番人気）
複勝票数 計 ３３０６３１ 的中 � ６３１９０（２番人気）� ７６７４６（１番人気）� ５１９５１（３番人気）
枠連票数 計 １５３４２４ 的中 （３－４） １６４０６（３番人気）
馬連票数 計 ４９６２２０ 的中 �� ５３３４３（１番人気）
馬単票数 計 ３３６８１９ 的中 �� １８５５８（１番人気）
ワイド票数 計 ２０９９１８ 的中 �� １８６５１（１番人気）�� １１５８１（６番人気）�� １５４７８（２番人気）
３連複票数 計 ６２６４７７ 的中 ��� ４０１９１（１番人気）
３連単票数 計 ９９８２６８ 的中 ��� １６４９５（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２２．９―３４．１―４６．２―５９．０―１：１１．７―１：２３．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メジャーアスリート �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１１．７．９ 中山２着

２００９．５．２生 牡２栗 母 スプリンターキャット 母母 My Cherie Amour ４戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔その他〕 ネコヤッタネ号は，１着馬がレコードタイムであったため，「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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 コスモオレオ号・スリーマンボ号・バーデンバーデン号

２９０６２１０月２２日 雨 重 （２３東京４）第６日 第２競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時４０分 （芝・左）

牝，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

１：２１．５
１：２０．３

良

良

６９ パストフォリア 牝２鹿 ５４ 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４５８＋ ６１：２４．４ ２．５�

２２ ダイワズーム 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４６２＋ ４ 〃 ハナ １２．２�
７１１ アサクサウタヒメ 牝２黒鹿５４ 福永 祐一田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４４４± ０１：２４．９３ ５．６�
３３ ビップシャイン 牝２黒鹿５４ 松岡 正海鈴木 邦英氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 ４５０± ０１：２５．１１� １６．５�
６８ エ ポ キ シ 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４４２＋１４１：２５．２� ３．６�
７１０ エイブルトップガン 牝２栗 ５４ 丸山 元気中澤 隆氏 南田美知雄 新ひだか 山際牧場 ４５４－１４１：２５．４１ １８．１�
８１２ ショウナンハッブル 牝２黒鹿５４ 三浦 皇成国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４４０＋１６ 〃 アタマ ３７．２	
８１３ ユ キ ム ス メ 牝２黒鹿５４ 柴田 善臣スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 ４２６＋ ２１：２５．５� ３０６．５

５７ プリッキーヌー 牝２栗 ５４ 吉田 豊吉田 勝己氏 菊川 正達 安平 ノーザンファーム ４４４－ ４１：２５．７１ １６．６�
１１ ミヤコライジング 牝２鹿 ５４ 田中 勝春吉田都枝江氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム ４４６－ ８１：２５．９１� ４１．９�
４４ ロードナイト 牝２鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 有限会社石川牧場 ４５６－ ２ 〃 クビ ２０．８
５６ アサヒステファニー 牝２青鹿５４ 江田 照男岩崎 銀一氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４２６－１０１：２６．３２� １９６．２�
４５ メイショウモーレン 牝２栗 ５４ 田辺 裕信松本 好雄氏 小島 太 安平 ノーザンファーム ４４０－ ４１：２６．４� ２８．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １９，２８９，１００円 複勝： ３１，０１０，４００円 枠連： １５，５４０，０００円

馬連： ５２，７６２，４００円 馬単： ３６，６６６，８００円 ワイド： ２３，１４０，７００円

３連複： ６７，１３０，６００円 ３連単： １０５，９３６，８００円 計： ３５１，４７６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １４０円 � ２３０円 � １６０円 枠 連（２－６） ７７０円

馬 連 �� １，１１０円 馬 単 �� １，８９０円

ワ イ ド �� ４３０円 �� ３１０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� １，７８０円 ３ 連 単 ��� ８，２１０円

票 数

単勝票数 計 １９２８９１ 的中 � ６１９２６（１番人気）
複勝票数 計 ３１０１０４ 的中 � ７４３７３（１番人気）� ２９０１５（４番人気）� ５４７６５（３番人気）
枠連票数 計 １５５４００ 的中 （２－６） １５０４２（３番人気）
馬連票数 計 ５２７６２４ 的中 �� ３５３８２（３番人気）
馬単票数 計 ３６６６６８ 的中 �� １４３５８（４番人気）
ワイド票数 計 ２３１４０７ 的中 �� １３１３７（４番人気）�� ２０５１３（２番人気）�� ８６４８（６番人気）
３連複票数 計 ６７１３０６ 的中 ��� ２７８６２（３番人気）
３連単票数 計１０５９３６８ 的中 ��� ９５３３（１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．３―３６．８―４９．５―１：０１．０―１：１２．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パストフォリア �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１０．８ 東京３着

２００９．２．１２生 牝２鹿 母 ハッピーパス 母母 ハッピートレイルズ ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円

第４回　東京競馬　第６日



２９０６３１０月２２日 雨 重 （２３東京４）第６日 第３競走 ��
��２，０００�サラブレッド系２歳

発走１１時１０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

２：０１．３
１：５９．９

良

良

８１１ ホーカーテンペスト 牡２栗 ５５ 横山 典弘 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ２２：０７．０ ３．３�

３３ コスモフェリシタル 牝２鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 谷山 光雄 ４６０－ ２２：０７．７４ １４４．１�
７９ ローリングストーン 牡２鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜佐々木 徹氏 平井 雄二 新冠 シンユウフアーム ４８６＋ ４２：０７．８クビ ２９．７�
７８ コ ー ル ミ ー 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成千葉 正人氏 鈴木 伸尋 新冠 松浦牧場 ４５８－ ２２：０７．９� ３３．２�
６６ マイネルカブト 牡２鹿 ５５ N．ピンナ �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新ひだか 岡田スタツド ４５８± ０２：０８．１１ １０．７�
（伊）

５５ トーセンオードリー 牝２黒鹿５４ 武士沢友治島川 	哉氏 小桧山 悟 千歳 社台ファーム ４７４－ ６ 〃 クビ ３．９

８１０ アズマスターフィー 牡２黒鹿５５ 北村 宏司東 哲次氏 武市 康男 日高 日高大洋牧場 ４６６＋１０２：０８．３１ ４．０�
６７ ヒシダニエル 牡２芦 ５５ 丸山 元気阿部雅一郎氏 加藤 和宏 新冠 飛渡牧場 ３９８＋ ８２：０９．０４ ６０．４�
４４ サトノロードリー 牡２青鹿５５ 福永 祐一里見 治氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 ４８０＋ ６２：０９．４２� ６．８
２２ マイネルテンクウ 牡２鹿 ５５ 中谷 雄太 �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 ４９８＋ ２２：０９．７１� ９．２�
１１ クリノエルヴィス 牡２鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか 斉藤スタッド ４８６＋ ２２：０９．８� ７６．９�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １５，５４２，３００円 複勝： ２４，６４８，４００円 枠連： １３，８０２，３００円

馬連： ４４，２７０，４００円 馬単： ３３，２７３，４００円 ワイド： １７，９７６，４００円

３連複： ５０，９７３，１００円 ３連単： ９４，６９５，９００円 計： ２９５，１８２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １７０円 � ３，０７０円 � ６７０円 枠 連（３－８） ８，９４０円

馬 連 �� ２９，９８０円 馬 単 �� ３０，６６０円

ワ イ ド �� ７，３００円 �� １，２３０円 �� １７，８９０円

３ 連 複 ��� １２９，７２０円 ３ 連 単 ��� ４７８，６７０円

票 数

単勝票数 計 １５５４２３ 的中 � ３７１７９（１番人気）
複勝票数 計 ２４６４８４ 的中 � ５５６００（１番人気）� １６２５（１１番人気）� ８２９４（７番人気）
枠連票数 計 １３８０２３ 的中 （３－８） １１４０（１８番人気）
馬連票数 計 ４４２７０４ 的中 �� １０９０（３９番人気）
馬単票数 計 ３３２７３４ 的中 �� ８０１（５６番人気）
ワイド票数 計 １７９７６４ 的中 �� ５９７（４０番人気）�� ３７４７（１６番人気）�� ２４２（５２番人気）
３連複票数 計 ５０９７３１ 的中 ��� ２９０（１１４番人気）
３連単票数 計 ９４６９５９ 的中 ��� １４６（５４８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２５．４―３７．９―５０．９―１：０４．１―１：１７．０―１：２９．６―１：４１．８―１：５４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．４

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

勝馬の
紹 介

ホーカーテンペスト �
�
父 Hawk Wing �

�
母父 Halling デビュー ２０１１．７．２３ 函館５着

２００９．４．１１生 牡２栗 母 リッチダンサー 母母 Fairy Flight ３戦１勝 賞金 ６，２００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２９０６４１０月２２日 雨 不良 （２３東京４）第６日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１１時４０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

６１０ シルバーウエイブ 牡２栗 ５５ 柴田 善臣谷掛 龍夫氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム ４４８ ―１：５４．９ １０．５�

２３ ジェノアチャリス 牡２鹿 ５５ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４９６ ―１：５５．２１� ４．２�
１１ フェデラルホール 牡２黒鹿５５ 蛯名 正義吉田 勝己氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム ４８２ ―１：５５．３� ４．２�
５９ ヘレナモルフォ 牝２鹿 ５４ 丸山 元気岡田 牧雄氏 栗田 博憲 日高 賀張三浦牧場 ４４８ ― 〃 ハナ ４９．４�
５８ スーパームーン 牡２青鹿５５ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９０ ―１：５５．５１� ４．７�
８１５ ガンガンユコウゼ 牡２鹿 ５５ 吉田 豊小田切有一氏 本間 忍 新冠 アサヒ牧場 ４６８ ―１：５５．７１ ２４．１�
７１３ コスモガラサ 牡２黒鹿５５ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 高柳 瑞樹 日高 加藤牧場 ４２６ ―１：５６．０２ ８６．３	
３４ ステイナイン 牝２青鹿５４ 石橋 脩鈴木 伸昭氏 相沢 郁 新冠 的場牧場 ４３４ ― 〃 クビ １２．４

７１２ コスモグレースフル 牡２鹿 ５５ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 浦河 木村牧場 ４９４ ―１：５６．１� ３５．８�
３５ ホッコーアタック 牡２鹿 ５５ N．ピンナ 矢部 幸一氏 清水 久詞 浦河 高昭牧場 ４４４ ―１：５６．２� １０６．４�

（伊）

２２ ライトヴァース 牡２鹿 ５５ 北村 宏司 �社台レースホース勢司 和浩 池田 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７８ ―１：５６．４１� ２２．０

４６ ケイアイカーム 牡２黒鹿５５ 安藤 勝己 �啓愛義肢材料販売所 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 ４３２ ―１：５６．６１� ６．５�
４７ ブルーナボーニャ 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信 �キャロットファーム 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム ５０６ ―１：５６．９２ ２０．８�
６１１ セイクリッドロード 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ５１２ ―１：５７．０� ２９．５�
８１４ マヤノフィロソフィ 牡２鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜田所 英子氏 武市 康男 新冠 高橋 忍 ４６８ ―１：５８．１７ １６５．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，８９３，６００円 複勝： ２６，１４８，３００円 枠連： １４，４７８，６００円

馬連： ４６，７６１，７００円 馬単： ３２，４０９，７００円 ワイド： １８，０７８，７００円

３連複： ５４，４０３，７００円 ３連単： ８５，３２７，１００円 計： ２９５，５０１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０５０円 複 勝 � ２６０円 � １６０円 � １６０円 枠 連（２－６） １，７８０円

馬 連 �� ２，６１０円 馬 単 �� ６，６４０円

ワ イ ド �� ８５０円 �� ６７０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ２，９６０円 ３ 連 単 ��� ２７，６７０円

票 数

単勝票数 計 １７８９３６ 的中 � １３４５９（５番人気）
複勝票数 計 ２６１４８３ 的中 � ２１３６３（５番人気）� ４８６３１（２番人気）� ５０４８６（１番人気）
枠連票数 計 １４４７８６ 的中 （２－６） ６０３４（９番人気）
馬連票数 計 ４６７６１７ 的中 �� １３２６８（９番人気）
馬単票数 計 ３２４０９７ 的中 �� ３６０３（２４番人気）
ワイド票数 計 １８０７８７ 的中 �� ４８９５（１０番人気）�� ６４３０（７番人気）�� １５１９０（１番人気）
３連複票数 計 ５４４０３７ 的中 ��� １３５９７（５番人気）
３連単票数 計 ８５３２７１ 的中 ��� ２２７６（７４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２５．４―３８．５―５２．０―１：０５．２―１：１８．１―１：３０．４―１：４２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．７―３F３６．８

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

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

勝馬の
紹 介

シルバーウエイブ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

２００９．３．１４生 牡２栗 母 マルカアイチャン 母母 マルカコマチ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 ライトヴァース号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔制裁〕 コスモガラサ号の騎手中谷雄太は，前検量について注意義務を怠り戒告。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



２９０６５１０月２２日 曇 不良 （２３東京４）第６日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時３０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

８１０ ミステリートレイン 牡３鹿 ５５ 三浦 皇成金子真人ホール
ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４９８－ ２１：３６．９ ４．４�

８９ ドラゴンヴォイス 牡３鹿 ５５ 福永 祐一窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 ４４２－ ６１：３７．５３� ５．７�
３３ ダテノスイミー 牡４栗 ５７ 蛯名 正義関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 ４２８＋ ２１：３７．９２� １１．０�
７７ バーチャルトラック 牡３鹿 ５５ 江田 照男岩本 允氏 藤原 辰雄 新冠 田上 光征 ４４２－１０１：３８．０� ３７．６�
６６ ゴールドアカデミー 牡５栗 ５７ 北村 宏司居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム B４９２＋ ２１：３８．３１� ２．６�
１１ デ ミ チ ン タ 牡３鹿 ５５ 松岡 正海加藤 信之氏 天間 昭一 日高 有限会社

ケイズ ４６８－ ２１：３８．５１� ２５．１�
４４ カインバティック �３鹿 ５５ 吉田 豊 	キャロットファーム 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４９０＋ ２１：３９．２４ ６．６

２２ 	 シンボリルアーブル 牡４黒鹿５７ 丸山 元気シンボリ牧場 奥平 雅士 新ひだか シンボリ牧場 ５３２＋ ６１：３９．５１� ５２．１�
７８ 	 ハッピーデュランダ 牡４栗 ５７ 武士沢友治岡田 勇氏 中川 公成 新冠 飛渡牧場 B４７６＋ ６１：３９．７１� ９０．５�
５５ ライブインベガス 牝３黒鹿５３ 後藤 浩輝浅田 次郎氏 小桧山 悟 千歳 社台ファーム ４５６＋３８１：４０．９７ ８．２

（１０頭）

売 得 金

単勝： １９，７７３，２００円 複勝： ３５，３００，６００円 枠連： １４，０６９，８００円

馬連： ４８，８４３，７００円 馬単： ３８，０５３，８００円 ワイド： １８，９２３，４００円

３連複： ５５，８２６，４００円 ３連単： １１４，９５６，８００円 計： ３４５，７４７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １９０円 � ２００円 � ２９０円 枠 連（８－８） １，３３０円

馬 連 �� １，２８０円 馬 単 �� ２，８３０円

ワ イ ド �� ４８０円 �� ８６０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ４，７２０円 ３ 連 単 ��� ２４，２５０円

票 数

単勝票数 計 １９７７３２ 的中 � ３６１９８（２番人気）
複勝票数 計 ３５３００６ 的中 � ５５８５５（２番人気）� ５０６６２（３番人気）� ２８５０６（６番人気）
枠連票数 計 １４０６９８ 的中 （８－８） ７８６６（７番人気）
馬連票数 計 ４８８４３７ 的中 �� ２８２０９（５番人気）
馬単票数 計 ３８０５３８ 的中 �� ９９３３（１２番人気）
ワイド票数 計 １８９２３４ 的中 �� １０４３７（６番人気）�� ５３１８（１２番人気）�� ４９３４（１３番人気）
３連複票数 計 ５５８２６４ 的中 ��� ８７３２（１７番人気）
３連単票数 計１１４９５６８ 的中 ��� ３４９９（８７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．２―３６．５―４８．６―１：００．７―１：１２．７―１：２４．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミステリートレイン �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 フラツシユオブステイール デビュー ２０１１．５．１ 東京４着

２００８．４．４生 牡３鹿 母 ハレアカラミスト 母母 ロランジエリー ４戦２勝 賞金 １４，８５０，０００円

２９０６６１０月２２日 曇 不良 （２３東京４）第６日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時００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

６９ ダイワモービル 牡３黒鹿５５ 北村 宏司大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 ５０６＋ ６１：２３．５ ５．０�

８１３ ペガサスヒルズ 牡４栗 ５７ 安藤 勝己吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 ４８２－ ２１：２３．８２ ６．６�
５７ � セイウンオウサム 牡４芦 ５７

５４ ▲嶋田 純次西山 茂行氏 手塚 貴久 米 Patrick Q.
Maguire ５０２－ ２１：２４．０１� ８．９�

８１４ カネトシリープイン 牡３芦 ５５ N．ピンナ 兼松 利男氏 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 B４６８＋ ６１：２４．６３� ６．５�
（伊）

４６ ドンビザッツウェイ 牡４鹿 ５７ 田中 勝春田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 B５０６＋２０１：２４．８１� ３．０�
５８ リンドブルム 牡４鹿 ５７ 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 ５２２＋ ２１：２４．９クビ １７．７�
４５ 	 ダノンスズラン 牝４黒鹿５５ 三浦 皇成	ダノックス 高柳 瑞樹 日高 下河辺牧場 ４７８－１０ 〃 アタマ １７．６

３３ ダ イ ゴ ロ ー 牡３鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 三石川上牧場 ５１０＋ ４１：２５．０� １１０．５�
１１ ダイヤヘルメス 牡３青鹿５５ 横山 典弘若菜 俊明氏 菊沢 隆徳 浦河 ダイヤモンドファーム ４８６± ０１：２５．２１� ５８．３�
６１０� マルターズブレーヴ 
５鹿 ５７ 武士沢友治藤田 在子氏 堀井 雅広 米 Lisa Jones &

Jerard Jones ４７０＋ ６１：２５．３クビ ９８．２
３４ コスモミカエル 牡４黒鹿５７ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 高柳 瑞樹 新冠 中央牧場 ４９８－ ２１：２５．６２ １３．０�
７１２ レオジュピター 牡３鹿 ５５ 田辺 裕信田中 博之氏 小島 茂之 平取 二風谷ファーム ４８０－ ４１：２５．７� １６．１�
２２ 	 オレサイキョー 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義齊藤四方司氏 土田 稔 浦河 大西牧場 ４９４＋ ４１：２６．２３ １０１．８�
７１１	 ビバクラシック 牡４芦 ５７ 江田 照男池住 安信氏 藤原 辰雄 日高 佐々木 直孝 ５５０－ １１：２６．９４ １４１．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，３８５，６００円 複勝： ３５，３５９，９００円 枠連： ２０，３０９，８００円

馬連： ６１，２２２，６００円 馬単： ４０，１７１，０００円 ワイド： ２４，７７２，３００円

３連複： ７０，１５９，３００円 ３連単： １１７，７８４，０００円 計： ３９０，１６４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １６０円 � ２１０円 � ２６０円 枠 連（６－８） ６７０円

馬 連 �� １，１６０円 馬 単 �� ２，３７０円

ワ イ ド �� ４００円 �� ８１０円 �� １，０９０円

３ 連 複 ��� ４，９２０円 ３ 連 単 ��� ２３，７４０円

票 数

単勝票数 計 ２０３８５６ 的中 � ３２６０３（２番人気）
複勝票数 計 ３５３５９９ 的中 � ７３２９７（１番人気）� ４３３１０（３番人気）� ３１１０１（５番人気）
枠連票数 計 ２０３０９８ 的中 （６－８） ２２４３２（２番人気）
馬連票数 計 ６１２２２６ 的中 �� ３９２５９（３番人気）
馬単票数 計 ４０１７１０ 的中 �� １２５５１（５番人気）
ワイド票数 計 ２４７７２３ 的中 �� １６７１５（２番人気）�� ７２９９（１０番人気）�� ５３１８（１５番人気）
３連複票数 計 ７０１５９３ 的中 ��� １０５３４（１５番人気）
３連単票数 計１１７７８４０ 的中 ��� ３６６２（６９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．２―３４．７―４６．７―５８．６―１：１０．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワモービル �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 Unbridled デビュー ２０１０．９．１２ 中山１着

２００８．２．１７生 牡３黒鹿 母 フリーフォーギブン 母母 Redeemer １０戦２勝 賞金 ２１，５３２，０００円
〔発走状況〕 ダイゴロー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ダイゴロー号は，平成２３年１０月２３日から平成２３年１１月２１日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



２９０６７１０月２２日 曇 不良 （２３東京４）第６日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時３０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

１：４４．２
１：４４．１

良

良

５５ マリアヴェロニカ 牝３黒鹿５３ 石橋 脩 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４４２＋２４１：５０．７ ２０．６�

７９ マイネルグラード 牡３鹿 ５５ N．ピンナ �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 ５１４± ０ 〃 クビ １２．８�

（伊）

７８ サウンドバラッド �４鹿 ５７ 後藤 浩輝増田 雄一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４８０± ０１：５１．０１� ８．９�
８１１	 サイキョウアサカゼ 牡５栗 ５７ 丸山 元気奥本賢一郎氏 角田 晃一 新冠 森永 正志 ４２６－ ２１：５１．１� ４４．４�
４４ クールエレガンス 牡４青鹿５７ 三浦 皇成臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４９０± ０１：５１．２
 ４．２�
６６ ゼロチョウサン 牡４鹿 ５７ 松岡 正海長山 尚義氏 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 ４４８＋ ６ 〃 ハナ ６．３	
１１ ミエノキセキ 牡３栗 ５５ 福永 祐一里見美惠子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ５７０＋ ２１：５１．３クビ ４．９

６７ ネオブラックダイヤ 牡３青鹿５５ 北村 宏司小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０６＋ ２ 〃 ハナ ４．３�
８１０	 ディアドクター 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介加藤 徹氏 松永 康利 新ひだか 静内白井牧場 ４８６＋ ２１：５１．４� １００．１�
３３ エーブフウジン 牡３栗 ５５ 蛯名 正義 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 新ひだか ダイイチ牧場 ４６６± ０１：５１．６１ １５．３
２２ ブリージーデイズ 牡４栗 ５７ 田中 勝春 �グリーンファーム 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４９６＋ ８１：５１．９１� １１．７�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２４，７４７，７００円 複勝： ４７，３３３，３００円 枠連： １８，３７８，２００円

馬連： ７２，０７７，３００円 馬単： ４５，５３９，９００円 ワイド： ２７，５１６，８００円

３連複： ７９，７９５，１００円 ３連単： １４１，７４４，０００円 計： ４５７，１３２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０６０円 複 勝 � ６３０円 � ４１０円 � ３１０円 枠 連（５－７） ４，８５０円

馬 連 �� １３，５００円 馬 単 �� ２８，５８０円

ワ イ ド �� ３，７３０円 �� ２，７４０円 �� １，７８０円

３ 連 複 ��� ３３，２８０円 ３ 連 単 ��� ２４１，０４０円

票 数

単勝票数 計 ２４７４７７ 的中 � ９５０７（９番人気）
複勝票数 計 ４７３３３３ 的中 � １８２５７（９番人気）� ３０２４７（８番人気）� ４４５１７（５番人気）
枠連票数 計 １８３７８２ 的中 （５－７） ２７９８（１９番人気）
馬連票数 計 ７２０７７３ 的中 �� ３９４２（３８番人気）
馬単票数 計 ４５５３９９ 的中 �� １１７６（７７番人気）
ワイド票数 計 ２７５１６８ 的中 �� １８０１（３８番人気）�� ２４６９（３５番人気）�� ３８７１（２８番人気）
３連複票数 計 ７９７９５１ 的中 ��� １７７０（９３番人気）
３連単票数 計１４１７４４０ 的中 ��� ４３４（５７１番人気）

ハロンタイム １３．２―１１．５―１２．３―１２．５―１２．８―１２．７―１１．５―１１．６―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２４．７―３７．０―４９．５―１：０２．３―１：１５．０―１：２６．５―１：３８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．４―３F３５．７

３ ８（２，１０）－１，７（５，９）（４，６）－３－１１
２
４

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

勝馬の
紹 介

マリアヴェロニカ �
�
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 ２０１１．４．３ 阪神２着

２００８．３．３１生 牝３黒鹿 母 マリアヴァレリア 母母 ラスティックベル ４戦２勝 賞金 １５，７００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２９０６８１０月２２日 曇 不良 （２３東京４）第６日 第８競走 ��
��１，６００�いちょうステークス

発走１４時００分（番組第９競走を順序変更） （芝・左）

２歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金８００万円毎１�増
賞 品

本 賞 １６，０００，０００円 ６，４００，０００円 ４，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，６００，０００円
付 加 賞 １８９，０００円 ５４，０００円 ２７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．１
１：３３．１

良

良

２２ ア ー デ ン ト 牡２芦 ５５ 横山 典弘 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６０－ ６１：３９．０ １．６�

５５ ピタゴラスコンマ 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成�瀬 真尚氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４９８＋ ２ 〃 ハナ ７．１�
７７ マイネルカーミン 牡２黒鹿５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 田湯牧場 ４７２± ０１：３９．５３ １７．０�
１１ ニシノスタイル 牡２鹿 ５５ 福永 祐一西山 茂行氏 浅見 秀一 新冠 川上牧場 ４７０＋ ２ 〃 アタマ ６．４�
４４ ニ ケ 牝２黒鹿５４ 田辺 裕信畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 ４６２－１０１：３９．７１� １８．５�
３３ サトノプレジデント 牡２黒鹿５５ 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４８４＋２０１：３９．８� ５．１	
６６ 	 フクノツール 牡２鹿 ５５ 高倉 稜小川 敏夫氏 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 ４７８＋ ４１：４０．７５ ８６．１


（７頭）

売 得 金

単勝： ３２，６２５，２００円 複勝： ３９，７３４，１００円 枠連： 発売なし

馬連： ５８，４０９，１００円 馬単： ５１，８４７，０００円 ワイド： ２０，２５９，６００円

３連複： ５２，２９９，６００円 ３連単： ２０５，０６５，０００円 計： ４６０，２３９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ２３０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ５１０円 馬 単 �� ６７０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ３５０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� １，６００円 ３ 連 単 ��� ３，７２０円

票 数

単勝票数 計 ３２６２５２ 的中 � １６６４７２（１番人気）
複勝票数 計 ３９７３４１ 的中 � ２１３６１９（１番人気）� ４１８１７（４番人気）
馬連票数 計 ５８４０９１ 的中 �� ８４６２２（３番人気）
馬単票数 計 ５１８４７０ 的中 �� ５７５７３（３番人気）
ワイド票数 計 ２０２５９６ 的中 �� ２６８７６（３番人気）�� １４３１０（５番人気）�� ６２８６（１０番人気）
３連複票数 計 ５２２９９６ 的中 ��� ２４１３６（７番人気）
３連単票数 計２０５０６５０ 的中 ��� ４０７２０（１２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．６―３７．０―５０．４―１：０３．８―１：１５．４―１：２６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．６―３F３５．２
３ ４，２，１＝５，７，３－６ ４ ４，２，１－５，７，３－６

勝馬の
紹 介

ア ー デ ン ト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kaldoun デビュー ２０１１．７．３１ 函館２着

２００９．１．２０生 牡２芦 母 グレイトフィーヴァー 母母 My Great Hope ３戦２勝 賞金 ２３，９８９，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。



２９０６９１０月２２日 曇 不良 （２３東京４）第６日 第９競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時３５分（番組第８競走を順序変更） （ダート・左）

牝，１０００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�
本 賞 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

５７ キョウエイカルラ 牝４栗 ５５ 吉田 豊田中 晴夫氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム ４８６＋１０１：２３．３ ３．２�

４４ リープオブフェイス 牝４芦 ５５ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 追分ファーム ４７４＋ ２ 〃 ハナ １５．１�
８１２ ピュアチャプレット 牝５芦 ５５ 福永 祐一吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４９０－ ４１：２３．７２� ８．０�
６８ テクニカルラン 牝５鹿 ５５ 石橋 脩吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B４３８＋ ６１：２４．０２ １５．５�
５６ クリアザウェイ 牝３黒鹿５３ 柴田 善臣 �社台レースホース栗田 博憲 安平 追分ファーム ４９０＋ ６１：２４．１� １１．８�
８１３ リ ュ シ オ ル 牝５鹿 ５５ 安藤 勝己吉田 勝己氏 小島 太 早来 ノーザンファーム ４６２± ０ 〃 クビ ３．５�
３３ クレバークリス 牝５芦 ５５ 田辺 裕信田	 正明氏 小西 一男 浦河 岡崎牧場 ４９０± ０１：２４．３１ ５０．３

１１ マドモアゼルノン 牝４黒鹿５５ 柴田 大知�ミルファーム 畠山 重則 日高 小西ファーム ４６６＋ ４１：２４．５１� ３０９．５�
６９ ウッドシップ 牝３鹿 ５３ 丸山 元気小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 ４８２＋ ８１：２４．６� １７．７�
２２ メジロマリアン 牝５芦 ５５ 横山 典弘岩� 伸道氏 高木 登 洞爺 メジロ牧場 ４９０＋ ２１：２４．７� ３６．１
７１１ ル ナ ロ ッ ソ 牝５栗 ５５ 後藤 浩輝木浪 巖氏 杉浦 宏昭 静内 西川富岡牧場 ５１８－ ４１：２５．６５ ３８．７�
４５ ベルモントキーラ 牝３青鹿５３ 北村 宏司 �ベルモントファーム 古賀 史生 新冠 ベルモント

ファーム ４８０－ ８１：２５．７クビ ５．５�
７１０� トーセンウィッチ 牝４黒鹿５５ 武士沢友治島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム ４５６＋ ４１：２５．９１� ２２９．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２９，３７４，１００円 複勝： ４８，５３０，７００円 枠連： ２８，９２４，６００円

馬連： １０８，２１０，８００円 馬単： ６３，１６５，８００円 ワイド： ３８，９８０，３００円

３連複： １２０，９７３，１００円 ３連単： ２２３，１４０，１００円 計： ６６１，２９９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １７０円 � ３５０円 � ２８０円 枠 連（４－５） ６８０円

馬 連 �� ２，８３０円 馬 単 �� ４，８９０円

ワ イ ド �� １，０３０円 �� ５４０円 �� １，７３０円

３ 連 複 ��� ６，５９０円 ３ 連 単 ��� ３２，３８０円

票 数

単勝票数 計 ２９３７４１ 的中 � ７２３５２（１番人気）
複勝票数 計 ４８５３０７ 的中 � ９５１３４（２番人気）� ３２１０４（６番人気）� ４２７１１（４番人気）
枠連票数 計 ２８９２４６ 的中 （４－５） ３１５０４（３番人気）
馬連票数 計１０８２１０８ 的中 �� ２８２９０（１２番人気）
馬単票数 計 ６３１６５８ 的中 �� ９５３７（１９番人気）
ワイド票数 計 ３８９８０３ 的中 �� ９１９９（１４番人気）�� １９０５９（４番人気）�� ５３２１（２１番人気）
３連複票数 計１２０９７３１ 的中 ��� １３５６０（２４番人気）
３連単票数 計２２３１４０１ 的中 ��� ５０８７（１０５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２３．３―３５．４―４７．５―５９．２―１：１１．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウエイカルラ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２０１０．１．２４ 京都２着

２００７．４．２９生 牝４栗 母 レイズユアグラス 母母 レイズアプランサー １５戦４勝 賞金 ４４，１００，０００円
〔その他〕 メジロマリアン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 メジロマリアン号は，平成２３年１１月２２日まで出走できない。

２９０７０１０月２２日 曇 不良 （２３東京４）第６日 第１０競走 ��
��１，４００�

かんなづき

神無月ステークス
発走１５時１０分 （ダート・左）
３歳以上，１，６００万円以下，２２．１０．２３以降２３．１０．１６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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．８

不良

稍重

４５ ビギンマニューバー �６黒鹿５５ 横山 典弘前田 晋二氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９８± ０１：２２．８ ２．８�

８１３ サ イ オ ン 牡５芦 ５７ 福永 祐一里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B５１４± ０１：２２．９� ４．８�
５７ ブラッシュアップ 牡６栗 ５５ 田中 勝春 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 作田 誠二 静内 カタオカステーブル ４７２－ ２１：２３．０� ３１．１�
６９ カリスマサンスカイ 牡３鹿 ５４ 高倉 稜畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 B５１８＋ ４１：２３．１クビ ５．９�
７１０ トウショウブリッツ 牡７鹿 ５３ 大庭 和弥トウショウ産業� 清水 英克 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４９０± ０１：２３．２� １６．４�
６８ � ギンザナイト 牡６栗 ５４ 後藤 浩輝齋藤 文男氏 小崎 憲 米 Lazy Lane

Farms, Inc. ４９８＋ ６１：２３．３クビ １４．３�
５６ キングパーフェクト 牡５黒鹿５７ 岩部 純二田中 晴夫氏 萱野 浩二 様似 スイートフアーム ４６２＋ ６ 〃 クビ ７．１	
４４ ザ ド ラ イ ブ 牡５栗 ５４ 田辺 裕信堀越 毅一氏 斎藤 誠 日高 沖田牧場 ４７８－ ８１：２３．４� １２．４

７１１ アンシャンレジーム 牡５鹿 ５４ 三浦 皇成 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム ５３６－ ４１：２３．５	 １６．１�
３３ ドリームスカイラブ 牡６黒鹿５５ N．ピンナ セゾンレースホース� 高橋 祥泰 平取 北島牧場 ４９４－ ８１：２４．２４ ２９．１

（伊）

２２ アップルサイダー 牡７青鹿５３ 柴田 大知上野 直樹氏 伊藤 大士 新冠 山岡ファーム ４９０＋ ６１：２４．３� １０５．６�
１１ � アースリヴィング 牝５鹿 ５３ 中谷 雄太 �グリーンファーム 小笠 倫弘 米 Marablue

Farm, LLC ５０２＋２２１：２４．６１� ６１．９�
８１２
 ディアヤマト 牡６栗 ５５ 丸田 恭介ディアレスト 高橋 裕 様似 小田牧場 B５０４－１４１：２５．４５ ８８．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３５，４９０，８００円 複勝： ６０，１６９，５００円 枠連： ２９，６３０，４００円

馬連： １３９，２４０，４００円 馬単： ７５，３３７，３００円 ワイド： ４５，９９１，６００円

３連複： １５０，９１１，３００円 ３連単： ２７４，４９９，４００円 計： ８１１，２７０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １５０円 � １８０円 � ５３０円 枠 連（４－８） ５１０円

馬 連 �� ６７０円 馬 単 �� １，１５０円

ワ イ ド �� ３００円 �� １，１２０円 �� １，９８０円

３ 連 複 ��� ４，７８０円 ３ 連 単 ��� １５，３２０円

票 数

単勝票数 計 ３５４９０８ 的中 � １０２３００（１番人気）
複勝票数 計 ６０１６９５ 的中 � １４１６２９（１番人気）� ９３７９７（２番人気）� ２１２３９（１０番人気）
枠連票数 計 ２９６３０４ 的中 （４－８） ４３３８６（１番人気）
馬連票数 計１３９２４０４ 的中 �� １５４４０７（１番人気）
馬単票数 計 ７５３３７３ 的中 �� ４８５８６（１番人気）
ワイド票数 計 ４５９９１６ 的中 �� ４４６９９（１番人気）�� ９４４８（１３番人気）�� ５１７１（２７番人気）
３連複票数 計１５０９１１３ 的中 ��� ２３３０１（１６番人気）
３連単票数 計２７４４９９４ 的中 ��� １３２２６（３４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．３―３４．７―４６．６―５８．４―１：１０．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビギンマニューバー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００７．１０．７ 京都２着

２００５．４．２１生 �６黒鹿 母 コンプリカーター 母母 オールアバウトスタイル １６戦３勝 賞金 ５１，８４１，０００円
［他本会外：１戦１勝］

〔制裁〕 キングパーフェクト号の騎手岩部純二は，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５０，０００円。（１１番への
進路影響）

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



２９０７１１０月２２日 曇 不良 （２３東京４）第６日 第１１競走 ��
��１，６００�第１４回サウジアラビアロイヤルカップ富士ステークス（ＧⅢ）

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５４�４歳以上５６�，牝馬
２�減，２２．１０．２３以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬３�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２�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走
（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増，２２．１０．２２以前の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（ただ
し２歳時の成績を除く）

リヤド馬事クラブ賞（１着）
賞 品

本 賞 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ６３７，０００円 １８２，０００円 ９１，０００円
生産者賞 � コースレコード

中央レコード

１：３１．４
１：３１．４

良

良

７１３� エイシンアポロン 牡４栗 ５６ 田辺 裕信平井 豊光氏 松永 昌博 米 Silk and Scar-
let Syndicate ５００－ ４１：３５．０ ４．１�

４８ アプリコットフィズ 牝４黒鹿５４ 田中 勝春 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４４０＋ ２ 〃 アタマ １１．１�
３５ マイネルラクリマ 牡３栗 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 武 牧場 ４６８± ０１：３５．２１ １１．１�
５９ ストロングリターン 牡５鹿 ５８ 石橋 脩吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ５１６－ ２１：３５．４１� ４．４�
７１４ ゴールスキー 牡４黒鹿５６ N．ピンナ �社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム ４７８－ ６ 〃 クビ ６．４�

（伊）

８１６ ブリッツェン 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４８４－ ８１：３５．５クビ １４．５	
６１２ レインボーペガサス 牡６鹿 ５７ 安藤 勝己吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ５０６＋ ６ 〃 クビ ７．７

３６ トライアンフマーチ 牡５鹿 ５６ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４８２＋ ６１：３５．６クビ １７．２�
４７ � ライブコンサート 	７黒鹿５６ 福永 祐一グリーンフィールズ� 白井 寿昭 愛 Mrs J.

Chandris ４７６－ ２１：３５．７
 ２９．３�
８１７ スズカコーズウェイ 牡７栗 ５７ 三浦 皇成永井 啓弍氏 橋田 満 静内 グランド牧場 ４７６＋ ２１：３５．８
 １０３．５
８１５ ラインブラッド 牡５栗 ５６ 蛯名 正義大澤 繁昌氏 領家 政蔵 静内 シンボリ牧場 ５０６－ ２ 〃 アタマ ７１．０�
２３ ダンスファンタジア 牝３鹿 ５２ 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４５８＋ ８１：３５．９� ２０．５�
５１０� ダブルオーセブン 牡３黒鹿５４ 井上 俊彦�ライオンズ 伊藤 隆志 日高 新生ファーム ４６６－ ７ 〃 ハナ １８４．７�

（北海道） （北海道）

６１１ スズジュピター 牡６黒鹿５６ 丸山 元気小紫惠美子氏 高橋 裕 早来 ノーザンファーム ４７６＋ ８１：３６．０
 ６７．５�
１２ カウアイレーン 牝５黒鹿５４ 横山 典弘 �社台レースホース和田 正道 新冠 パカパカ

ファーム ４６８－ ２ 〃 クビ ２４．４�
２４ ド モ ナ ラ ズ 牡６栗 ５６ 柴田 大知小田切有一氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４６６－ ２１：３６．１� ２０５．４�
１１ アブソリュート 牡７黒鹿５６ 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム B４６８± ０ 〃 クビ ４５．０�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １０１，８６０，２００円 複勝： １７０，７０２，７００円 枠連： ９９，５１３，９００円

馬連： ５０３，１８２，２００円 馬単： ２３５，５６９，９００円 ワイド： １６３，６５２，１００円

３連複： ６７６，９９６，２００円 ３連単： １，１７９，３１４，３００円 計： ３，１３０，７９１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １８０円 � ３４０円 � ３１０円 枠 連（４－７） １，０１０円

馬 連 �� ２，３２０円 馬 単 �� ４，０２０円

ワ イ ド �� ９３０円 �� ７９０円 �� １，９４０円

３ 連 複 ��� ７，６１０円 ３ 連 単 ��� ３３，２７０円

票 数

単勝票数 計１０１８６０２ 的中 � ２０００６７（１番人気）
複勝票数 計１７０７０２７ 的中 � ３０６６８０（１番人気）� １１８８８４（６番人気）� １３３３６６（５番人気）
枠連票数 計 ９９５１３９ 的中 （４－７） ７２８２１（４番人気）
馬連票数 計５０３１８２２ 的中 �� １６０７１８（７番人気）
馬単票数 計２３５５６９９ 的中 �� ４３３１５（１１番人気）
ワイド票数 計１６３６５２１ 的中 �� ４４０２５（８番人気）�� ５２２７６（６番人気）�� ２００４１（２４番人気）
３連複票数 計６７６９９６２ 的中 ��� ６５６９３（２０番人気）
３連単票数 計１１７９３１４３ 的中 ��� ２６１６０（６６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．２―３５．３―４７．５―５９．６―１：１１．１―１：２２．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エイシンアポロン �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００９．８．２ 小倉５着

２００７．１．２２生 牡４栗 母 Silk And Scarlet 母母 Danilova １３戦３勝 賞金 １８５，３３２，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

２９０７２１０月２２日 曇 不良 （２３東京４）第６日 第１２競走 ��
��１，６００�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 １０，４００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

４４ ダノンエクスプレス 牡５栗 ５７ 福永 祐一�ダノックス 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ４７０＋１０１：３５．０ ６．０�

８１２ エーシンビートロン 牡５黒鹿５７ 後藤 浩輝�栄進堂 西園 正都 静内 服部 牧場 ４８０± ０１：３５．３２ ２．４�
５６ � ヘ リ オ ス 牡４栗 ５７ 丸田 恭介新木 鈴子氏 高柳 瑞樹 日高 ナカノファーム B４７０－ ６１：３６．２５ ３．５�
７９ ル ロ ワ 牡４青鹿５７ 蛯名 正義栗山 良子氏 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム ４６６－１６１：３６．３� １３．０�
８１１� モエレジンダイコ 牡６栗 ５７ 北村 宏司坂本 肇氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 B４８２＋ ８１：３６．４� ４８．５�
１１ ロトスカイブルー 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信國武 佳博氏 成島 英春 新冠 赤石 久夫 ４９４＋ ２１：３７．０３� ８．９�
６８ マスターコーク 牝５鹿 ５５ N．ピンナ 	三嶋牧場 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４６０＋ ８１：３７．２１	 ２３．９


（伊）

６７ � ヒロノキョウシュウ 牡６鹿 ５７ 井上 俊彦八百板俊一郎氏 鈴木 勝美 静内 聖心台牧場 ４９６－ ２１：３７．３クビ ３０３．９�
（北海道）

２２ パープルスター 牝５鹿 ５５
５４ ☆高倉 稜松岡 隆雄氏 崎山 博樹 新ひだか 福岡 清 ５０８＋ ２１：３７．４� １８．５�

３３ トーセントゥルー 牡７黒鹿５７ 田中 勝春島川 哉氏 木村 哲也 門別 日高大洋牧場 ４６６－ ４１：３７．６１� ３６．４�
７１０� ワンダーティンバー 牡７栗 ５７ 吉田 豊山本 信行氏 阿部 新生 新冠 村上牧場 B５００＋ ２１：３８．０２� １４１．１�
５５ スカーレットライン 牡６栗 ５７ 柴田 善臣 �グリーンファーム 新開 幸一 千歳 社台ファーム ４９４－１０１：３８．５３ ２４．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４７，３４９，０００円 複勝： ６３，１４０，６００円 枠連： ３１，４４１，３００円

馬連： １４０，１０８，１００円 馬単： ８６，７１９，５００円 ワイド： ４９，６２５，２００円

３連複： １５２，６７９，２００円 ３連単： ３４３，０５６，６００円 計： ９１４，１１９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １８０円 � １２０円 � １５０円 枠 連（４－８） ７５０円

馬 連 �� ７６０円 馬 単 �� ２，０４０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� ４５０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ９４０円 ３ 連 単 ��� ７，７３０円

票 数

単勝票数 計 ４７３４９０ 的中 � ６２８０３（３番人気）
複勝票数 計 ６３１４０６ 的中 � ７２６５６（４番人気）� １７７６３９（１番人気）� １１１８６３（２番人気）
枠連票数 計 ３１４４１３ 的中 （４－８） ３１１５２（２番人気）
馬連票数 計１４０１０８１ 的中 �� １３６３１５（２番人気）
馬単票数 計 ８６７１９５ 的中 �� ３１４００（６番人気）
ワイド票数 計 ４９６２５２ 的中 �� ３５８８７（３番人気）�� ２３９３０（４番人気）�� ７７４６２（１番人気）
３連複票数 計１５２６７９２ 的中 ��� １２０８９７（１番人気）
３連単票数 計３４３０５６６ 的中 ��� ３２７７３（１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１１．８―２２．３―３３．５―４５．３―５７．６―１：０９．９―１：２２．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンエクスプレス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー ２００８．１１．１ 京都５着

２００６．３．２４生 牡５栗 母 エリモエクセル 母母 エリモファンタジー １７戦４勝 賞金 ４３，９２９，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



（２３東京４）第６日 １０月２２日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後不良
不良

競走回数 １２回 出走頭数 １５２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

２６４，２２０，０００円
９，９１０，０００円
１，６３０，０００円
２４，１６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５３，３７２，０００円
４，２４１，０００円
１，５０４，８００円

勝馬投票券売得金
３８１，８０５，５００円
６１５，１４１，６００円
３０１，４３１，３００円
１，３２４，７１０，７００円
７７２，４３６，０００円
４６９，９０８，９００円
１，５９４，７９５，３００円
２，９８５，３４６，８００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 ８，４４５，５７６，１００円

総入場人員 ２４，３５８名 （有料入場人員 ２２，３９９名）


