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２９０７３１０月２３日 曇 重 （２３東京４）第７日 第１競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走９時５５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

６１０ ラブリースター 牝２栃栗５４ 柴山 雄一長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム ４５０－ ６１：２５．６ ３０．５�

７１３ マイネベルヴィ 牝２栗 ５４ 柴田 大知 �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 ４４４＋ ２１：２５．９１� ３３．１�

５８ � ジョーマダガスカル 牡２鹿 ５５ 石橋 脩上田けい子氏 中竹 和也 米 Fred W.
Hertrich III ５０２± ０１：２６．４３ ４．３�

４７ アルファウイング 牡２栗 ５５ 三浦 皇成�貴悦 田村 康仁 新冠 村上 欽哉 ４６０－ ２１：２６．７２ １３．７�
３５ フォルテリコルド 牡２鹿 ５５ 吉田 豊 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２４＋１６ 〃 クビ ４．４�
８１４ トップフライアー 牡２青鹿５５ 横山 典弘井上 一郎氏 杉浦 宏昭 様似 中脇 一幸 ４７２＋１２１：２６．８� ４．３	
３４ トミケンウエスト 牡２鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次冨樫 賢二氏 和田 正道 日高 日高大洋牧場 ４７２－ ２１：２６．９� ８．０

４６ プレミアムゴールド 牡２栗 ５５ 小林 淳一中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４７６± ０１：２７．１� ７．５�
８１５ コスモダンケシェン 牡２鹿 ５５ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 中脇 満 ４６８－１２１：２７．７３� １５．５�
１１ スターゲイジング 牝２黒鹿５４ 武士沢友治�ミルファーム 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ４８６± ０１：２８．０２ ２６．９
２２ ハリファックス 牡２芦 ５５ 丸山 元気 �社台レースホース伊藤 圭三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０４－ ６１：２８．４２� １８．０�
６１１ ホクセツローズ 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥平島 尚武氏 保田 一隆 新冠 ムラカミファーム ４４０－ ８１：２９．３５ ２４９．１�
２３ トートモデルニスモ 牡２鹿 ５５ 江田 照男苅部康太郎氏 佐藤 全弘 新ひだか 原口牧場 ４７２－ ２１：２９．６２ ２８１．６�
７１２ バーデンバーデン 牝２鹿 ５４ 横山 義行平岡 茂樹氏 田島 俊明 新ひだか 斉藤 正男 ４２８＋ ２１：３０．９８ ４６４．０�
５９ ムッシュホワイティ 牡２芦 ５５ 宗像 徹北駿競走馬組合 水野 貴広 新ひだか 上村 清志 ４７０＋ ２ 〃 ハナ ４５４．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １３，７１７，８００円 複勝： ２４，２２３，９００円 枠連： １５，２０１，０００円

馬連： ５０，６０２，４００円 馬単： ３１，０９０，４００円 ワイド： １８，９６５，６００円

３連複： ６３，８２８，４００円 ３連単： ９１，６９７，３００円 計： ３０９，３２６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，０５０円 複 勝 � ６５０円 � ６６０円 � ２００円 枠 連（６－７） １４，３７０円

馬 連 �� ３１，０７０円 馬 単 �� ７１，４８０円

ワ イ ド �� ５，１５０円 �� ２，３８０円 �� ２，７２０円

３ 連 複 ��� ６６，６３０円 ３ 連 単 ��� ７６０，３７０円

票 数

単勝票数 計 １３７１７８ 的中 � ３５４７（１０番人気）
複勝票数 計 ２４２２３９ 的中 � ８７０５（１０番人気）� ８５０２（１１番人気）� ３９８５４（１番人気）
枠連票数 計 １５２０１０ 的中 （６－７） ７８１（２８番人気）
馬連票数 計 ５０６０２４ 的中 �� １２０２（５５番人気）
馬単票数 計 ３１０９０４ 的中 �� ３２１（１０８番人気）
ワイド票数 計 １８９６５６ 的中 �� ８９７（５２番人気）�� １９８０（３５番人気）�� １７２１（４１番人気）
３連複票数 計 ６３８２８４ 的中 ��� ７０７（１４５番人気）
３連単票数 計 ９１６９７３ 的中 ��� ８９（９８１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１２．０―１２．４―１２．３―１２．７―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．２―３５．２―４７．６―５９．９―１：１２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．４―３F３８．０
３ ７（４，１４）（１０，１５）（５，６，８）－（１２，１３）（９，１，２）－３－１１ ４ ・（７，１４）４，１５（５，１０，８）６－（１３，２）（１２，１）＝９－（１１，３）

勝馬の
紹 介

ラブリースター �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Aptitude デビュー ２０１１．８．２８ 新潟１４着

２００９．４．４生 牝２栃栗 母 キョウコマチ 母母 パ リ モ ニ ー ３戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バーデンバーデン号・ムッシュホワイティ号は，平成２３年１１月２３日まで平地競走に出走できな

い。
※バーデンバーデン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

２９０７４１０月２３日 曇 重 （２３東京４）第７日 第２競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１０時２０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

１：３４．１
１：３３．１

良

良

４４ ハッピーシャワー 牝２鹿 ５４ 丸山 元気馬場 幸夫氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ４１：３６．４ ８．１�

３３ ダイワプライム 牡２栗 ５５ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５１０± ０ 〃 クビ ２．０�
６６ サトノレオパード 牡２鹿 ５５ 横山 典弘里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４８６± ０１：３６．６１� ３．７�
５５ ビレッジオブベスト 牡２鹿 ５５ 江田 照男村山 輝雄氏 矢野 照正 新ひだか 漆原 武男 ４７６－ ４１：３６．９１� １１９．７�
７８ マスターズキング 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成�リーヴァ 矢作 芳人 日高 シンボリ牧場 ４７２＋１６１：３７．６４ １２．１�
２２ マイネエポナ 牝２鹿 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 日高 シンコーファーム ４２６－ ８ 〃 クビ ７．２	
６７ リ ト ル モ ア 牡２黒鹿５５ 吉田 豊平本 敏夫氏 小野 次郎 新ひだか 須甲牧場 ４５６＋１０１：３７．７� １７３．１

７９ イカルストミー 牡２鹿 ５５ 武士沢友治五十嵐政則氏 根本 康広 浦河 秋場牧場 ４３４＋ ４ 〃 クビ ８１．２�
８１０ ダイワブランド 牝２栗 ５４ 横山 義行大城 敬三氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム ４３４＋ ８ 〃 同着 ３５．７�
１１ エルザブラバント 牝２鹿 ５４ 松岡 正海佐々木雄二氏 田村 康仁 新冠 ハシモトフアーム ４４０＋ ６１：３７．８クビ １８．３
８１１ ラブファンディ 牡２鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次オールラブクラブ 南田美知雄 日高 坂口 豊翼 ４２２± ０１：３９．１８ ３９．５�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １４，２０７，４００円 複勝： ２１，７３６，８００円 枠連： ９，３３４，７００円

馬連： ３８，８２９，２００円 馬単： ２８，９４３，０００円 ワイド： １６，２４５，３００円

３連複： ４４，３８０，４００円 ３連単： ９０，２５１，１００円 計： ２６３，９２７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � １９０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（３－４） ８６０円

馬 連 �� ８５０円 馬 単 �� ２，５８０円

ワ イ ド �� ３６０円 �� ４３０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� ８７０円 ３ 連 単 ��� ７，８８０円

票 数

単勝票数 計 １４２０７４ 的中 � １３９３２（４番人気）
複勝票数 計 ２１７３６８ 的中 � ２３２０８（４番人気）� ７１７６０（１番人気）� ３６６７８（２番人気）
枠連票数 計 ９３３４７ 的中 （３－４） ８０６６（４番人気）
馬連票数 計 ３８８２９２ 的中 �� ３３８８０（３番人気）
馬単票数 計 ２８９４３０ 的中 �� ８２８８（１１番人気）
ワイド票数 計 １６２４５３ 的中 �� １０２４９（４番人気）�� ８４６８（６番人気）�� ２４５３１（１番人気）
３連複票数 計 ４４３８０４ 的中 ��� ３７９６４（２番人気）
３連単票数 計 ９０２５１１ 的中 ��� ８４６０（２６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１２．４―１２．３―１２．４―１１．４―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．９―３６．３―４８．６―１：０１．０―１：１２．４―１：２４．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハッピーシャワー �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．６．１９ 函館６着

２００９．３．２９生 牝２鹿 母 ディアアドマイヤ 母母 マリスターⅡ ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円

第４回　東京競馬　第７日



２９０７５１０月２３日 曇 重 （２３東京４）第７日 第３競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１０時５０分 （ダート・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

１：３６．９
１：３６．９

不良

不良

７１３� ミリオンヴォルツ 牡２鹿 ５５ 松岡 正海林 正道氏 高野 友和 米 WinStar
Farm LLC ４７８ ―１：３９．６ １．８�

５１０ サンデーコア �２黒鹿５５ 田中 勝春田口 廣氏 大江原 哲 新冠 川上牧場 ４８４ ― 〃 アタマ ３１．７�
７１４ ドラゴンツヨシ 牡２黒鹿５５ 三浦 皇成窪田 芳郎氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム ４９０ ― 〃 クビ １４．５�
３６ ソーラーインパルス 牡２黒鹿５５ 横山 典弘吉田 和美氏 新開 幸一 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４９８ ―１：４０．１３ １２．９�
２３ コスモクーペ 牡２鹿 ５５ 柴田 大知 �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 ５０４ ―１：４０．６３ １０．５�
１１ ダイワスパンキー 牡２栗 ５５ 北村 宏司大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 ４８０ ―１：４０．７クビ ５．４�
４８ アグネスコルサ 牡２鹿 ５５ 吉田 豊渡辺 孝男氏 清水 久詞 浦河 高昭牧場 ４７８ ― 〃 アタマ ３３．３	
２４ フジキラメキ 牝２鹿 ５４ 石橋 脩荒木 誠氏 伊藤 伸一 新ひだか 前川 正美 ４８２ ― 〃 クビ １６．９

１２ ニューアルゴノーツ 牡２青鹿５５ 大庭 和弥釘田 秀一氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４７８ ―１：４１．６５ ２７１．９�
６１２ イルテアトリーノ 牝２黒鹿５４ 丸山 元気岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 浦河 杵臼牧場 ５１０ ―１：４１．９１� ２８．２�
８１６ ダッシュファイアー 牡２栗 ５５ 江田 照男山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 ５６４ ―１：４２．０� ７６．５
４７ カシマシンセイ 牡２鹿 ５５ 横山 義行松浦 一久氏 松山 康久 浦河 大西ファーム ４９６ ― 〃 ハナ ３５．２�
６１１ ジャングルスター 牡２鹿 ５５ 武士沢友治冨沢 敦子氏 手塚 貴久 日高 石原牧場 ５５４ ―１：４２．２１	 １２６．３�
５９ モリトスピア 牡２青鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 谷口牧場 ５２０ ― 〃 アタマ ２４３．０�
８１５ ノーネームホース 牡２黒鹿５５ N．ピンナ 山田 弘氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド ４８０ ―１：４３．３７ ２３．１�

（伊）

３５ テイエムサイエンス 牡２黒鹿５５ 柴山 雄一竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４５２ ―１：４３．４クビ ２６２．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，７０１，７００円 複勝： ２６，９６４，８００円 枠連： １７，３６４，３００円

馬連： ４７，８２４，１００円 馬単： ３４，５６８，４００円 ワイド： １８，４７６，０００円

３連複： ５５，９０３，６００円 ３連単： ８８，９７３，６００円 計： ３０９，７７６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １３０円 � ５４０円 � ３６０円 枠 連（５－７） ２，３３０円

馬 連 �� ２，９８０円 馬 単 �� ３，９９０円

ワ イ ド �� ９３０円 �� ５８０円 �� ４，０５０円

３ 連 複 ��� １２，５３０円 ３ 連 単 ��� ４８，７９０円

票 数

単勝票数 計 １９７０１７ 的中 � ８９９０２（１番人気）
複勝票数 計 ２６９６４８ 的中 � ９００２０（１番人気）� ９２４０（９番人気）� １５１２９（５番人気）
枠連票数 計 １７３６４３ 的中 （５－７） ５５０９（１０番人気）
馬連票数 計 ４７８２４１ 的中 �� １１８５５（１２番人気）
馬単票数 計 ３４５６８４ 的中 �� ６３９５（１５番人気）
ワイド票数 計 １８４７６０ 的中 �� ４９４５（９番人気）�� ８３１９（４番人気）�� １０５５（４８番人気）
３連複票数 計 ５５９０３６ 的中 ��� ３２９３（４０番人気）
３連単票数 計 ８８９７３６ 的中 ��� １３４６（１４９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．９―３６．０―４８．８―１：０１．９―１：１４．７―１：２７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ミリオンヴォルツ �
�
父 Bluegrass Cat �

�
母父 Distorted Humor 初出走

２００９．１．２７生 牡２鹿 母 Racetothealtar 母母 Time for a Wedding １戦１勝 賞金 ７，０００，０００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。

２９０７６１０月２３日 曇
（ 芝 ）重
（ダート）重 （２３東京４）第７日 第４競走 ��３，０００�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時２０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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：１７．５良・良

４６ フローライゼ 牡４栗 ６０ 平沢 健治飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 ４９６＋ ６３：２６．４ １６．２�

３３ ドラゴンハンター 牡４青鹿６０ 石神 深一櫻井 正氏 岩戸 孝樹 日高 中川牧場 B４９２＋ ２３：２６．６１� ２．３�
７１２� ブルーデザフィーオ 牡５青 ６０ 大庭 和弥 �ブルーマネジメント石栗 龍彦 新冠 川上牧場 ４９６＋ ８３：２７．１３ ８．８�
８１３ ディアマイホース 牡５黒鹿６０ 横山 義行吉橋 計氏 菊沢 隆徳 えりも 寺井 文秀 ５１０＋ ６３：２７．３１� ３．６�
３４ パワーショウ 牡４鹿 ６０ 山本 康志大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

吉田ファーム ４７８－ ２３：２７．９３� ３７．７�
７１１ マイネルパルティア 牡６鹿 ６０ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 静内 畠山牧場 ５１０＋ ４３：３１．６大差 ５．０�
１１ キョウエイバトラー 牡３青鹿５８ 宗像 徹田中 晴夫氏 的場 均 日高 春木 昭雄 ４７４＋１０３：３４．１大差 １４６．８	
６１０ グラスサミット 牡４芦 ６０ 金子 光希半沢
 尾形 充弘 安平 追分ファーム ５１０－ ６ 〃 アタマ ２３．５�
６９ シャトルベクター 牡３青鹿５８ 鈴木 慶太加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 ５０６＋１６３：３４．２� １９．１�
４５ バンクーバーリズム 牝３栗 ５６ 高野 和馬安蒜 忠國氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 ４６４＋ ４３：３６．０大差 ３２３．５
２２ アプローズヒーロー 牡７鹿 ６０ 江田 勇亮小野 博郷氏 浅野洋一郎 三石 稲葉牧場 ４７２＋２４３：３７．０６ ５５．７�
５８ ジャンピンジャック 牡３鹿 ５８ 大江原 圭佐々木 徹氏 土田 稔 新冠 シンユウフアーム ４７６＋１２３：３９．８大差 １４９．８�
８１４ レ モ ス カ 牝３栗 ５６ 浜野谷憲尚井山 登氏 矢野 照正 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４４４－ ４３：４３．５大差 １６３．７�
５７ � サンマルグランデラ 牡４黒鹿６０ 水出 大介グリーンスウォード 嶋田 潤 新冠 海馬沢 明 ５０４＋ ４ （競走中止） ２７６．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，６６７，４００円 複勝： １９，４８１，６００円 枠連： １４，８５１，２００円

馬連： ３８，５６２，２００円 馬単： ３０，１６１，０００円 ワイド： １４，８６２，５００円

３連複： ５２，８９５，５００円 ３連単： ９７，３１４，４００円 計： ２８１，７９５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６２０円 複 勝 � ３１０円 � １２０円 � １９０円 枠 連（３－４） １，５１０円

馬 連 �� １，３１０円 馬 単 �� ４，０７０円

ワ イ ド �� ５５０円 �� １，１６０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ２，８１０円 ３ 連 単 ��� ２５，８００円

票 数

単勝票数 計 １３６６７４ 的中 � ６６５４（５番人気）
複勝票数 計 １９４８１６ 的中 � １１５７０（５番人気）� ６２１３５（１番人気）� ２４０７８（４番人気）
枠連票数 計 １４８５１２ 的中 （３－４） ７２６９（５番人気）
馬連票数 計 ３８５６２２ 的中 �� ２１７４８（５番人気）
馬単票数 計 ３０１６１０ 的中 �� ５４７６（１５番人気）
ワイド票数 計 １４８６２５ 的中 �� ６７７０（６番人気）�� ２９４９（１３番人気）�� ９１３２（４番人気）
３連複票数 計 ５２８９５５ 的中 ��� １３９０９（８番人気）
３連単票数 計 ９７３１４４ 的中 ��� ２７８４（７１番人気）

上り １マイル １：４８．４ ４F ５２．６－３F ３９．２
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」
１
�

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

勝馬の
紹 介

フローライゼ �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２００９．８．９ 新潟１着

２００７．２．１生 牡４栗 母 サンデープレゼント 母母 サンデイリッチ 障害：２戦１勝 賞金 ７，３００，０００円
〔競走中止〕 サンマルグランデラ号は，１周目８号障害〔いけ垣〕手前で急に外側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ディアマイホース号の騎手横山義行は，２周目４コーナーで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（４番への進路影

響）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 サンマルグランデラ号は，１周目８号障害手前で急に外側に逃避したことについて平成２３年１０月

２４日から平成２３年１１月１３日まで出走停止。停止期間の満了後に障害調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 アサティスボーイ号・ケイアイカミノコエ号



２９０７７１０月２３日 曇 重 （２３東京４）第７日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１２時１０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

１：２１．５
１：２０．３

良

良

２２ ダイワインスパイア 牡２鹿 ５５ 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 田上 稔 ４６８ ―１：２２．６ ４．２�

４７ ロンギングトゥユー 牝２栗 ５４ 三浦 皇成坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４８８ ―１：２３．０２� ４．８�
７１２ カフェコンセール 牡２青 ５５ 田中 勝春吉野 弘司氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４６６ ―１：２３．１� １４．３�
２３ キングズクエスト 牡２栗 ５５ N．ピンナ 岡田 壮史氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド ４４８ ―１：２３．５２� ３７．２�

（伊）

３４ エクスプローラー 牡２青 ５５ 松岡 正海薗部 博之氏 小笠 倫弘 安平 追分ファーム ５０４ ―１：２３．９２� ３．７�
６１０ ディアイレイザー 牡２栗 ５５ 丸山 元気ディアレスト 高橋 裕 浦河 高松牧場 ４６２ ―１：２４．０クビ ９９．２�
８１４ マイネパティ 牝２鹿 ５４ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム ４００ ― 〃 アタマ １２６．８	
４６ ビップヴィットリオ 牡２黒鹿５５ 吉田 豊鈴木 邦英氏 清水 久詞 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７０ ―１：２４．１クビ １９．１

６１１ ステージマキシマム 牝２栗 ５４ 横山 典弘保谷フミ子氏 高木 登 新冠 守矢牧場 ４４８ ―１：２４．６３ ９．６�
７１３ オキナワエミチャン 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥紙透 一雄氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 ４３８ ― 〃 クビ ８７．７�
５９ レヴァンタール 牡２鹿 ５５ 柴田 大知岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 土井牧場 ４５２ ―１：２４．９２ ３０．０
８１５ バブルジェット 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一魚住 啓市氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム ５３８ ―１：２５．０クビ ５．６�
３５ アルドグリーン 牡２鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次斎藤 光政氏 相沢 郁 浦河トラストスリーファーム ４４４ ―１：２５．３２ １２７．０�
１１ ダ イ ゴ ミ 牝２鹿 ５４ 江田 照男小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 ４６８ ―１：２５．７２� ４２．２�
５８ レインボーカムカム 牝２栗 ５４ 武士沢友治飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 ４４２ ―１：２６．０２ ７３．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，５６１，８００円 複勝： ２７，０３２，２００円 枠連： １６，９２９，８００円

馬連： ５２，１２６，０００円 馬単： ３６，４５７，７００円 ワイド： ２０，６６６，８００円

３連複： ６３，１９５，５００円 ３連単： １０３，５３５，６００円 計： ３３９，５０５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １６０円 � １９０円 � ３１０円 枠 連（２－４） ７１０円

馬 連 �� １，０７０円 馬 単 �� １，９５０円

ワ イ ド �� ４３０円 �� １，０４０円 �� １，１５０円

３ 連 複 ��� ４，５２０円 ３ 連 単 ��� １９，４１０円

票 数

単勝票数 計 １９５６１８ 的中 � ３７５７９（２番人気）
複勝票数 計 ２７０３２２ 的中 � ５４９８１（１番人気）� ３９６３２（３番人気）� １８４３７（６番人気）
枠連票数 計 １６９２９８ 的中 （２－４） １７７７３（１番人気）
馬連票数 計 ５２１２６０ 的中 �� ３６２２３（３番人気）
馬単票数 計 ３６４５７７ 的中 �� １３８４０（４番人気）
ワイド票数 計 ２０６６６８ 的中 �� １２９１３（３番人気）�� ４７２５（１１番人気）�� ４２２５（１５番人気）
３連複票数 計 ６３１９５５ 的中 ��� １０３３０（１６番人気）
３連単票数 計１０３５３５６ 的中 ��� ３９３７（５４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．３―３４．８―４７．０―５８．５―１：１０．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワインスパイア �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 フォーティナイナー 初出走

２００９．４．３０生 牡２鹿 母 ダイワパッション 母母 サンルージュ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００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。

２９０７８１０月２３日 曇 重 （２３東京４）第７日 第６競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時４０分（番組第７競走を順序変更） （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

７７ ドリームザネクスト 牡４鹿 ５７ 田中 勝春セゾンレースホース� 根本 康広 平取 協栄組合 ４８８＋ ４１：３６．８ ４．５�

６６ クリームソーダ 牡３青鹿５５ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５１６＋ ４１：３６．９� １．７�
５５ ディーエスコンドル 牡３鹿 ５５ 丸山 元気秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 ４５８＋ ６１：３７．６４ ４．１�
１１ アサクサマリンバ 牡４鹿 ５７ 吉田 豊田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７２＋ ８１：３８．３４ １１．３�
３３ リンガスアクター 牡５黒鹿５７ 三浦 皇成伊藤 巖氏 谷原 義明 静内 三木田 頼嗣 B４７２－１０１：３８．５１� １４．３�
４４ � メイショウフロリナ 牝４鹿 ５５ 江田 照男松本 好雄氏 中野 栄治 浦河 太陽牧場 ４１６－１１１：３９．６７ ７６．８�
２２ � マ イ ス タ ー 牡５栗 ５７

５４ ▲嶋田 純次齊藤 直信氏 伊藤 伸一 浦河 辻 牧場 ５１０＋ ２１：４０．７７ １６３．６	

（７頭）

売 得 金

単勝： ２３，７６０，２００円 複勝： ２３，９４８，５００円 枠連： 発売なし

馬連： ４５，７１８，１００円 馬単： ４１，３７１，９００円 ワイド： １７，５４０，５００円

３連複： ４０，３３１，０００円 ３連単： １５６，４０３，８００円 計： ３４９，０７４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ２３０円 馬 単 �� ７９０円

ワ イ ド �� １２０円 �� ２１０円 �� １４０円

３ 連 複 ��� ２９０円 ３ 連 単 ��� １，９２０円

票 数

単勝票数 計 ２３７６０２ 的中 � ４２０２９（３番人気）
複勝票数 計 ２３９４８５ 的中 � ４４７９８（２番人気）� １１６９９９（１番人気）
馬連票数 計 ４５７１８１ 的中 �� １５１６８５（１番人気）
馬単票数 計 ４１３７１９ 的中 �� ３８９２３（３番人気）
ワイド票数 計 １７５４０５ 的中 �� ４４２６７（１番人気）�� １５６１０（４番人気）�� ３２４８０（２番人気）
３連複票数 計 ４０３３１０ 的中 ��� １０５７１２（１番人気）
３連単票数 計１５６４０３８ 的中 ��� ６０１５５（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．２―３６．４―４８．９―１：０１．２―１：１２．９―１：２４．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドリームザネクスト 

�
父 イーグルカフェ 


�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００９．１０．１０ 東京７着

２００７．４．２１生 牡４鹿 母 インスパイヤダンス 母母 ボージエスト ２２戦２勝 賞金 ３２，０１０，０００円



２９０７９１０月２３日 曇 重 （２３東京４）第７日 第７競走 ��１，３００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時１０分（番組第６競走を順序変更） （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１６．４
１：１６．４

重

重

１１ タマモワルツ 牝４鹿 ５５
５２ ▲嶋田 純次タマモ� 水野 貴広 新ひだか 曾我 博 ４９２－ ６１：１８．３ ４．８�

７１３ ミッキーオリーブ 牝４鹿 ５５ 丸山 元気野田みづき氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４９８＋ ４ 〃 ハナ １４．７�
７１２ プロスペラスマム 牝４鹿 ５５ N．ピンナ 本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ５１４＋ ４１：１８．４� ４．１�

（伊）

４６ シルクミライ 牝４黒鹿５５ 吉田 豊有限会社シルク松山 将樹 浦河 福岡 光夫 ４７６＋ ２ 〃 ハナ ３．９�
５８ シャラントレディ 牝４黒鹿５５ 松岡 正海 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 ノーザンファーム ４４４± ０１：１８．９３ ２５．６�
２３ コウマルクイーン 牝３栗 ５３ 柴山 雄一友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 石川 栄一 ４８４－ ２１：１９．２１� １３４．２	
３５ スマートレモラ 牝３鹿 ５３ 三浦 皇成大川 徹氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４９４＋１０ 〃 アタマ ６．５

３４ � アトムスパンカー 牝５青鹿５５ 大庭 和弥永井 廣司氏 嶋田 功 新ひだか 大塚牧場 ４６６± ０１：１９．４１� ６４．８�
５９ � モエレシノノメ 牝４鹿 ５５ 小林 淳一山邉 浩氏 清水 英克 新ひだか 中村 和夫 ４８６－ ６１：１９．６１ １３．５�
６１１ コウヨウメビウス 牝３鹿 ５３ 柴田 大知寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ４７０＋ ２１：１９．７� １４６．１
８１４ ル ー ジ ュ 牝３栗 ５３ 横山 典弘廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４７２± ０１：２０．９７ ７．４�
２２ � クリノビートイット 牝４青 ５５ 武士沢友治栗本 博晴氏 石毛 善彦 新ひだか 千代田牧場 ４０８＋ ８１：２１．１１ ２３１．０�
４７ ピュアプレジャー 牝３鹿 ５３ 江田 勇亮鶴見 清氏 大久保洋吉 新ひだか 岡田スタツド B４５８－ ４１：２１．２� １９０．８�
６１０ プレスミーダ 牝３鹿 ５３ 石神 深一魚住 明氏 南田美知雄 浦河 恵比寿牧場 ４２２－ ４１：２５．２大差 ６１６．４�
８１５� グラスミント 牝４芦 ５５ 江田 照男半沢� 杉浦 宏昭 日高 ヤナガワ牧場 ５０２＋ １ （競走中止） ２５．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，３３６，９００円 複勝： ３２，６７４，０００円 枠連： １８，６４７，９００円

馬連： ７０，９５０，３００円 馬単： ４４，２６６，３００円 ワイド： ２５，０９０，９００円

３連複： ８２，０３３，２００円 ３連単： １３３，３１６，２００円 計： ４２７，３１５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １８０円 � ３３０円 � ２００円 枠 連（１－７） ８１０円

馬 連 �� ３，４７０円 馬 単 �� ５，９３０円

ワ イ ド �� ９００円 �� ４５０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� ４，８３０円 ３ 連 単 ��� ３２，３４０円

票 数

単勝票数 計 ２０３３６９ 的中 � ３３７３５（３番人気）
複勝票数 計 ３２６７４０ 的中 � ５４８１０（２番人気）� ２２１５９（７番人気）� ４６６７７（３番人気）
枠連票数 計 １８６４７９ 的中 （１－７） １７０７０（２番人気）
馬連票数 計 ７０９５０３ 的中 �� １５０９３（１５番人気）
馬単票数 計 ４４２６６３ 的中 �� ５５１２（２５番人気）
ワイド票数 計 ２５０９０９ 的中 �� ６６７８（１３番人気）�� １５０００（３番人気）�� ５５８６（１５番人気）
３連複票数 計 ８２０３３２ 的中 ��� １２５４２（１６番人気）
３連単票数 計１３３３１６２ 的中 ��� ３０４３（１０６番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００�
６．９―１７．８―２９．４―４１．７―５３．９―１：０５．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモワルツ �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 リ ズ ム デビュー ２００９．７．２５ 新潟１６着

２００７．５．２２生 牝４鹿 母 ニューリズム 母母 タマモハーモニー ２６戦３勝 賞金 ３０，３１０，０００円
〔競走中止〕 グラスミント号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 ピュアプレジャー号の騎手江田勇亮は，発走直後に内側に斜行したことについて戒告。（６番・５番への進路影響）

プロスペラスマム号の騎手N．ピンナは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（８番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プレスミーダ号は，平成２３年１１月２３日まで平地競走に出走できない。
※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。

２９０８０１０月２３日 曇 稍重 （２３東京４）第７日 第８競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時４０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

６１２ ジェネスサンキュー 牡３芦 ５５ 柴山 雄一山口 真吾氏 田島 俊明 日高 藤本ファーム ４５０＋１０１：２２．４ １１８．１�

１２ ドリームヒーロー 牡４青鹿５７ 丸山 元気田島 政光氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４４６－ ６１：２２．５� １２．６�

７１４ ウィルパワー 牝４鹿 ５５ 松岡 正海 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４６０＋１０１：２２．６� ３．１�
８１７ ウエストエンド 牡３鹿 ５５ 石橋 脩 H.R.H．プリンセス・ハヤ 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４６＋ ４１：２２．８１� ２１．９�
５１０ クィンビークイーン 牝４鹿 ５５ 小林 淳一竹森 幹雄氏 小西 一男 浦河 大成牧場 ４４８－ ４ 〃 クビ １４．４�
１１ ワールドロレックス 牡５鹿 ５７ 田中 勝春市川 義美氏 角田 晃一 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ２１：２２．９� ５．７�
４７ ロジフェローズ 牝４青鹿５５ 横山 典弘久米田正明氏 大竹 正博 日高 日高大洋牧場 ４５６＋ ２ 〃 クビ ６．９	
８１６	 ド ロ 牡４栗 ５７ 三浦 皇成吉田 和美氏 久保田貴士 米 Millard

Winterrowd ４７６＋ ８１：２３．０� ３．５

７１３ リ ン ゴ ッ ト 
３栗 ５５ 武士沢友治吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５０８－ ４１：２３．１クビ ３７．６�
３５ 	 リ ト ル ド ア 
５青鹿５７ 田面木博公山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Quay

Bloodstock B４７８－ ６ 〃 クビ １５７．７�
３６ マ シ ラ 牝４鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次山岸 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 ４６２＋ ２１：２３．３１ ２４．９

２４ ヤマニンアーシー 牡４鹿 ５７ 柴田 大知土井 肇氏 池上 昌弘 浦河 廣田 伉助 ４６４± ０ 〃 ハナ ３１３．６�
６１１ ダイワベルベ 牡３鹿 ５５ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４６４＋１０ 〃 クビ ３９．２�
８１５ ビップレジェンド 牡４栗 ５７ N．ピンナ 鈴木 邦英氏 清水 久詞 新冠 中央牧場 ４５２－ ６１：２３．４� ７７．７�

（伊）

２３ フーガフューグ 牝４黒鹿５５ 大庭 和弥千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４７０－ ２１：２３．７１� １５９．３�
５９ デルマバフチャラ 牝３栗 ５３ 江田 照男浅沼 廣幸氏 佐藤 吉勝 日高 ファニーヒルファーム ４３２＋ ６１：２４．２３ ３９４．１�

（１６頭）
４８ トーセンマルス 牡３鹿 ５５ 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２４，３５４，８００円 複勝： ４４，９７３，５００円 枠連： ２４，９４２，５００円

馬連： ８８，７４７，８００円 馬単： ５３，４７５，２００円 ワイド： ２９，８４７，１００円

３連複： １００，３０４，９００円 ３連単： １７６，７６１，２００円 計： ５４３，４０７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １１，８１０円 複 勝 � １，７５０円 � ３３０円 � １６０円 枠 連（１－６） ５，８５０円

馬 連 �� ８０，１７０円 馬 単 �� １４７，２６０円

ワ イ ド �� １７，１７０円 �� ６，０８０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� ８３，８４０円 ３ 連 単 ��� １，２６６，５１０円

票 数

単勝票数 計 ２４３５４８ 的中 � １６２６（１２番人気）
複勝票数 計 ４４９７３５ 的中 � ４９３９（１１番人気）� ３２７５２（６番人気）� １０７０１１（１番人気）
枠連票数 計 ２４９４２５ 的中 （１－６） ３１５０（１９番人気）
馬連票数 計 ８８７４７８ 的中 �� ８１７（７５番人気）
馬単票数 計 ５３４７５２ 的中 �� ２６８（１３４番人気）
ワイド票数 計 ２９８４７１ 的中 �� ４１３（７９番人気）�� １１７６（４６番人気）�� ９９４５（８番人気）
３連複票数 計１００３０４９ 的中 ��� ８８３（１４０番人気）
３連単票数 計１７６７６１２ 的中 ��� １０３（１２３３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．９―３５．５―４７．５―５９．０―１：１０．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジェネスサンキュー �
�
父 シックスセンス �

�
母父 ゴールデンフェザント デビュー ２０１０．１０．２４ 東京３着

２００８．３．８生 牡３芦 母 ビュウティセシル 母母 ジユウジリンデン ７戦１勝 賞金 ９，２００，０００円
［他本会外：１戦１勝］

〔出走取消〕 トーセンマルス号は，疾病〔左前挫跖〕のため出走取消。
※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。



２９０８１１０月２３日 曇 稍重 （２３東京４）第７日 第９競走 ��
��２，４００�

は っ し ん ぽ う

八 神 峰 特 別
発走１４時１５分 （芝・左）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ２５９，０００円 ７４，０００円 ３７，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２２．１
２：２２．１

良

良

４４ マ ナ ク ー ラ 牡５黒鹿５７ N．ピンナ 金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４７０＋ ２２：２９．３ ２．５�

（伊）

７８ ヴァーゲンザイル 牡３黒鹿５４ 吉田 豊 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム ４６６± ０ 〃 クビ ２．４�
６６ ジェイケイラン 牝５黒鹿５５ 石橋 脩小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム ５２０＋１４２：２９．４� １１６．０�
８１１ ノ ー ス テ ア �３栗 ５４ 三浦 皇成山本 英俊氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ５３８＋ ８２：２９．５� ７．３�
２２ ファーストグロース 牡４鹿 ５７ 大庭 和弥吉田 千津氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４７６＋ ４２：２９．６クビ ３４．３�
８１０ スズカゲイル 牡６鹿 ５７ 北村 宏司永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 小島牧場 ４２６＋ ４ 〃 ハナ ２８．３	
１１ マイネルシュトルム 牡５栗 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中尾 秀正 新冠 平山牧場 ５１０＋ ４２：２９．８１	 ９．０

７９ キンセイポラリス 牡５鹿 ５７ 丸山 元気山田 裕仁氏 伊藤 大士 門別 天羽牧場 ４１２＋１０２：３０．１２ ６８．７�
６７ セトノメジャー 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一難波 澄子氏 南井 克巳 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４９６－ ４２：３０．６３ ２１．７
５５ 
 インザブラック 牡５黒鹿５７ 田中 勝春臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 杵臼牧場 ５１８＋ ２ 〃 クビ １７．１�
３３ ベルグミサイル 牡７芦 ５７ 武士沢友治山田 五月氏 田中 剛 静内 グランド牧場 ４８４＋１０２：３０．８１	 ２０８．３�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３３，６４７，５００円 複勝： ５０，９９５，５００円 枠連： ２４，２６１，７００円

馬連： １１１，３０２，７００円 馬単： ７３，９９７，８００円 ワイド： ３８，６２６，８００円

３連複： １２０，５４４，２００円 ３連単： ２７５，５５８，５００円 計： ７２８，９３４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � １，１４０円 枠 連（４－７） ２５０円

馬 連 �� ２６０円 馬 単 �� ６１０円

ワ イ ド �� １４０円 �� ２，５００円 �� ２，６８０円

３ 連 複 ��� ６，４８０円 ３ 連 単 ��� ２１，３７０円

票 数

単勝票数 計 ３３６４７５ 的中 � １０７５４７（２番人気）
複勝票数 計 ５０９９５５ 的中 � １６６０５６（１番人気）� １５００６３（２番人気）� ５１８７（１０番人気）
枠連票数 計 ２４２６１７ 的中 （４－７） ７２０５２（１番人気）
馬連票数 計１１１３０２７ 的中 �� ３１９０９６（１番人気）
馬単票数 計 ７３９９７８ 的中 �� ９０６６０（２番人気）
ワイド票数 計 ３８６２６８ 的中 �� １０４９３７（１番人気）�� ２８０１（２８番人気）�� ２６０６（３０番人気）
３連複票数 計１２０５４４２ 的中 ��� １３７４８（２３番人気）
３連単票数 計２７５５５８５ 的中 ��� ９５１８（６６番人気）

ハロンタイム １３．３―１２．４―１２．６―１２．７―１２．６―１３．０―１３．０―１２．６―１２．０―１１．２―１１．７―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．３―２５．７―３８．３―５１．０―１：０３．６―１：１６．６―１：２９．６―１：４２．２―１：５４．２―２：０５．４―２：１７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．１―３F３５．１
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マ ナ ク ー ラ �
�
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 ２００８．８．３１ 新潟１着

２００６．３．１１生 牡５黒鹿 母 ピンクパピヨン 母母 マリスターⅡ ２０戦４勝 賞金 ７６，２２２，０００円
〔制裁〕 ヴァーゲンザイル号の騎手吉田豊は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（４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。

２９０８２１０月２３日 曇 稍重 （２３東京４）第７日 第１０競走 ��
��１，８００�

か い じ

甲斐路ステークス
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 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ２５２，０００円 ７２，０００円 ３６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

８１０ モ ン テ エ ン 牡４鹿 ５７ 田中 勝春毛利 喜昭氏 松山 康久 日高 瀬戸牧場 ４６８＋ ６１：５０．１ ７．９�

７９ アロマカフェ 牡４黒鹿５７ 武士沢友治西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４８０＋１２ 〃 ハナ １５．２�
４４ マコトギャラクシー 牡４栃栗５７ 松岡 正海尾田左知子氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４６４± ０１：５０．３１� ８．９�
５５ レインボーダリア 牝４栗 ５５ 三浦 皇成田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４７０＋１４ 〃 アタマ ７．９�
３３ リルダヴァル 牡４栗 ５７ N．ピンナ �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ５０４＋ ２１：５０．４クビ １．７�

（伊）

８１１ ビンテージチャート 牡５栗 ５７ 北村 宏司 �キャロットファーム 上原 博之 早来 ノーザンファーム ５４０＋ ８ 〃 クビ ２６．７�
２２ マイネルギブソン 牡３鹿 ５５ 中谷 雄太 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ４４６± ０１：５０．７２ ２１２．９

６７ � スカイリュウホー 牡７鹿 ５７ 丸山 元気小林 久義氏 平田 修 門別 下河辺牧場 ４６８＋ ２ 〃 ハナ ８６．３�
６６ ショウナンアクロス 牡６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 ４８８－ ８１：５０．９１	 ７９．１�
１１ エーブチェアマン 牡４黒鹿５７ 横山 典弘 	レーシングホース

ジャパン 清水 利章 様似 様似渡辺牧場 ４３４－１２１：５１．１１	 ６．４
７８ � トウカイプライム 牡６黒鹿５７ 柴田 大知内村 正則氏 成島 英春 浦河 吉田 又治 ５６０＋ ８１：５１．８４ ３３２．８�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ４８，９３７，５００円 複勝： ９７，７４９，３００円 枠連： ２７，３４０，２００円

馬連： １４８，０２４，５００円 馬単： １０７，４６８，０００円 ワイド： ５０，１００，９００円

３連複： １５０，３８０，５００円 ３連単： ４００，７６５，７００円 計： １，０３０，７６６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ３００円 � ５８０円 � ３３０円 枠 連（７－８） ２，８２０円

馬 連 �� ４，２８０円 馬 単 �� ８，３８０円

ワ イ ド �� １，３００円 �� １，０１０円 �� １，４９０円

３ 連 複 ��� １０，６５０円 ３ 連 単 ��� ６２，２１０円

票 数

単勝票数 計 ４８９３７５ 的中 � ４８９５７（４番人気）
複勝票数 計 ９７７４９３ 的中 � ９１７７３（４番人気）� ４０４９１（６番人気）� ８１７３０（５番人気）
枠連票数 計 ２７３４０２ 的中 （７－８） ７１６４（１２番人気）
馬連票数 計１４８０２４５ 的中 �� ２５５４２（１５番人気）
馬単票数 計１０７４６８０ 的中 �� ９４７３（２９番人気）
ワイド票数 計 ５０１００９ 的中 �� ９５００（１５番人気）�� １２４７２（１１番人気）�� ８２１６（１６番人気）
３連複票数 計１５０３８０５ 的中 ��� １０４２７（３５番人気）
３連単票数 計４００７６５７ 的中 ��� ４７５５（１７０番人気）

ハロンタイム １３．７―１２．５―１２．６―１３．０―１２．４―１２．３―１１．２―１０．８―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．７―２６．２―３８．８―５１．８―１：０４．２―１：１６．５―１：２７．７―１：３８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４５．９―３F３３．６

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

モ ン テ エ ン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．９．１３ 中山１着

２００７．５．８生 牡４鹿 母 サンセットキス 母母 アフターザサン １０戦５勝 賞金 ７６，０６４，０００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。

１レース目



２９０８３１０月２３日 曇 重 （２３東京４）第７日 第１１競走 ��
��２，１００�ブラジルカップ

発走１５時３０分 （ダート・左）
３歳以上，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

サンパウロジョッキークラブ賞（１着）
賞 品

本 賞 ２１，０００，０００円 ８，４００，０００円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００円
付 加 賞 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：０６．７
２：０５．９

良

良

４７ � イ ン バ ル コ 牡５鹿 ５８ N．ピンナ 藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi
Fujita B５１４－ ６２：１０．１ ５．５�

（伊）

３６ フ リ ソ 牡５鹿 ５６ 三浦 皇成藤田 孟司氏 小島 茂之 門別 モリナガファーム ４７０± ０２：１０．２� ３．９�
２４ タマモクリエイト 牡６鹿 ５３ 大庭 和弥タマモ� 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ５０８－ ４２：１０．４１� １５．０�
８１６ タカオノボル 牡３黒鹿５４ 吉田 豊櫻井 龍蔵氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 ４４４－ ２２：１０．６１� ５．０�
２３ ピースキーパー 牡６鹿 ５２ 田中 勝春 �サンデーレーシング 千田 輝彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６－１０ 〃 クビ ８０．３�
３５ スターシップ 牡７芦 ５５ 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４７８－ ２２：１０．９２ １５．１	
４８ ヒラボクワイルド 牡５青鹿５５ 松岡 正海�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４８８± ０２：１１．２１	 ６．８

８１５ ウインペンタゴン 牡５鹿 ５５ 石橋 脩�ウイン 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４８８＋ ６２：１１．８３� １３．８�
７１３ シャインモーメント 牡６栗 ５２ 嶋田 純次�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４８８－ ４２：１２．１１	 ４８．５�
５１０� エアマックール 牡６黒鹿５５ 丸山 元気 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 米 Winches-

ter Farm ４８６＋ ２ 〃 クビ ８．６
７１４ ロールオブザダイス 牡６栗 ５６ 柴山 雄一 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４６６± ０２：１２．３	 ２７．６�
６１２ セイカアレグロ 牡６鹿 ５１ 柴田 大知久米 大氏 稲葉 隆一 新冠 シンユウフアーム ５０２＋１０２：１２．４� ３０５．５�
５９ ドリームライナー 牡５鹿 ５４ 武士沢友治青山 洋一氏 矢野 英一 静内 井高牧場 ５００＋ ６２：１２．６１� ４１．０�
１２ ピュアオパール 牝３青鹿５０ 江田 照男 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４０６－ ２２：１４．８大差 ９６．０�
１１ ダノンエリモトップ 牡５鹿 ５４ 小林 淳一�ダノックス 森 秀行 えりも エクセルマネジメント ５２０＋ ５２：１５．８６ ５９．９�
６１１� サトノコクオー 牡７鹿 ５５ 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 愛 M. J.

O’Dwyer B５２４＋ ２２：１８．６大差 ３５．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４６，６３４，０００円 複勝： ７２，６８４，４００円 枠連： ６５，３０５，８００円

馬連： ２６０，６０９，３００円 馬単： １４２，９３９，０００円 ワイド： ６８，８９３，６００円

３連複： ３０８，３８８，５００円 ３連単： ５８７，８７２，１００円 計： １，５５３，３２６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ２００円 � １９０円 � ３７０円 枠 連（３－４） ５６０円

馬 連 �� １，０２０円 馬 単 �� ２，２３０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� １，１７０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� ４，０６０円 ３ 連 単 ��� ２０，５００円

票 数

単勝票数 計 ４６６３４０ 的中 � ６７３０２（３番人気）
複勝票数 計 ７２６８４４ 的中 � １０７０９５（３番人気）� １１６３０２（２番人気）� ４３２３６（６番人気）
枠連票数 計 ６５３０５８ 的中 （３－４） ８７５６５（２番人気）
馬連票数 計２６０６０９３ 的中 �� １８９５２６（２番人気）
馬単票数 計１４２９３９０ 的中 �� ４７４２８（４番人気）
ワイド票数 計 ６８８９３６ 的中 �� ３９４８５（２番人気）�� １３８８５（１９番人気）�� １７９３６（１０番人気）
３連複票数 計３０８３８８５ 的中 ��� ５６０６５（１１番人気）
３連単票数 計５８７８７２１ 的中 ��� ２１１７３（４７番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．１―１２．２―１２．６―１２．４―１２．２―１２．３―１２．４―１２．５―１２．３―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．０―１８．１―３０．３―４２．９―５５．３―１：０７．５―１：１９．８―１：３２．２―１：４４．７―１：５７．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�イ ン バ ル コ �
�
父 Fusaichi Pegasus �

�
母父 Personal Flag デビュー ２００９．５．１６ 京都２着

２００６．４．３生 牡５鹿 母 Personal Delight 母母 Knight Prospector ２３戦８勝 賞金 １８９，２７８，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走状況〕 ピースキーパー号は，馬場入場後に左後肢落鉄。発走時刻３分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サトノコクオー号は，平成２３年１１月２３日まで平地競走に出走できない。
※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。

２９０８４１０月２３日 曇 稍重 （２３東京４）第７日 第１２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時１０分 （芝・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

１：３１．４
１：３１．４

良

良

２２ フェイマステイル 牡５鹿 ５７ 北村 宏司 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４７０＋ ４１：３５．０ ８．８�

３３ アーバンウィナー 牡４黒鹿５７ 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４６８± ０１：３５．１� ６．０�
８９ フルアクセル 牡３栗 ５５ 石橋 脩山田 和正氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４７６＋ ８１：３５．２� ３．２�
７７ オメガブレイン 牡３鹿 ５５ 横山 典弘原 	子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４４６＋ ６１：３５．４１� ２．９�
４４ ア カ リ 牝５栗 ５５ 江田 照男山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 静内 矢野牧場 B４４８－ ６ 〃 クビ ３８．４�
７８ マイネルエデン 牡５鹿 ５７ N．ピンナ �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 阿部 新生 新冠 飛渡牧場 ５２０＋ ２１：３６．０３� ５．４	
（伊）

５５ 
 メ ス ナ ー 牡６芦 ５７ 中谷 雄太岡田 繁幸氏 畠山 重則 門別 旭 牧場 ４６８－ ８１：３６．１クビ ３７．４

６６ ヒカルマイステージ 牡５栗 ５７ 三浦 皇成�橋 京子氏 勢司 和浩 登別 青藍牧場 ５１６＋２０ 〃 ハナ １７．０�
１１ スーパーウーマン 牝６栗 ５５ 大庭 和弥 �高木競走馬育成牧場 大和田 成 浦河 帰山 清貴 ４６６－ ２ 〃 アタマ ７７．６�
８１０ スーパープライド 牡６栗 ５７

５４ ▲嶋田 純次村山 義一氏 谷原 義明 平取 原田 新治 ４９４＋ ４１：３９．１大差 １１１．６

（１０頭）

売 得 金

単勝： ４４，６６６，５００円 複勝： ５２，４９５，１００円 枠連： ３１，５５１，３００円

馬連： １３７，３５６，９００円 馬単： ９０，４５８，６００円 ワイド： ４２，９９３，４００円

３連複： １４４，３０３，３００円 ３連単： ３８９，９２１，５００円 計： ９３３，７４６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ２１０円 � １７０円 � １４０円 枠 連（２－３） ２，１３０円

馬 連 �� ２，０３０円 馬 単 �� ４，９００円

ワ イ ド �� ５５０円 �� ４９０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ２，０６０円 ３ 連 単 ��� ２１，０１０円

票 数

単勝票数 計 ４４６６６５ 的中 � ４０２３２（５番人気）
複勝票数 計 ５２４９５１ 的中 � ５５６９２（５番人気）� ８１１１６（４番人気）� １２２６１０（１番人気）
枠連票数 計 ３１５５１３ 的中 （２－３） １０９４０（８番人気）
馬連票数 計１３７３５６９ 的中 �� ５０００１（９番人気）
馬単票数 計 ９０４５８６ 的中 �� １３６４０（２２番人気）
ワイド票数 計 ４２９９３４ 的中 �� １８４８１（９番人気）�� ２１０８８（７番人気）�� ３４１５３（４番人気）
３連複票数 計１４４３０３３ 的中 ��� ５１７１３（９番人気）
３連単票数 計３８９９２１５ 的中 ��� １３７０２（７４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．０―３６．０―４７．７―５９．７―１：１１．４―１：２３．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フェイマステイル �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．８．１０ 新潟８着

２００６．４．２生 牡５鹿 母 フェイムドグレイス 母母 ビューティーメイク ３５戦４勝 賞金 ７２，１３９，０００円
〔その他〕 スーパープライド号は，競走中に疾病〔左前繋靭帯不全断裂〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の

適用を除外。
※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。

４レース目



（２３東京４）第７日 １０月２３日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
重

競走回数 １２回 出走頭数 １５７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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２２３，６３０，０００円
８，５２０，０００円
９，７８０，０００円
１，２３０，０００円
２０，７５０，０００円
５３，９８５，７５０円
４，７５６，８００円
１，５５４，３００円

勝馬投票券売得金
３２３，１９３，５００円
４９４，９５９，６００円
２６５，７３０，４００円
１，０９０，６５３，５００円
７１５，１９７，３００円
３６２，３０９，４００円
１，２２６，４８９，０００円
２，５９２，３７１，０００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 ７，０７０，９０３，７００円

総入場人員 ４２，７２１名 （有料入場人員 ４０，０５８名）


