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２９０８５１０月２９日 晴 良 （２３東京４）第８日 第１競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１０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

１：３４．１
１：３３．１

良

良

８１１ ブライアンズオーラ 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 友田牧場 ４６６＋ ２１：３４．６ ６．５�

７９ カディーシャ 牝２栗 ５４ 三浦 皇成 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 武市 康男 平取 北島牧場 ４１２＋ ８１：３４．９２ ２６．４�

２２ シュガーヒル 牡２芦 ５５ 北村 宏司金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４６８－ ６１：３５．０� ３．０�

５６ マイネルアトラクト 牡２鹿 ５５ F．ベリー �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 斎藤 誠 新冠 ビッグレッドファーム ５１２＋ ６ 〃 クビ ３．７�

（愛）

１１ ゴールウェイ 牝２鹿 ５４ 田中 勝春吉田 和美氏 栗田 徹 洞爺湖 メジロ牧場 ４５６－１０１：３５．６３� ６１．８�
７１０ ボールドドリーム 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 ４８８＋ ４１：３５．７� ２６８．０�
６７ シンデンアラタ 牡２黒鹿５５ 小林 淳一神田 通博氏 佐藤 全弘 新ひだか 落合 一巳 ４８０＋ ２１：３５．９１� ２７７．３	
５５ リバティーアゲイン 牡２青鹿５５ 大庭 和弥阿部 幸暉氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 ４６８＋ ４１：３６．１１ １６７．９

３３ ソルナシエンテ 牡２鹿 ５５ 丸山 元気山本 武司氏 高市 圭二 浦河 笹島 政信 ４５０－ ２１：３６．２クビ １０５．９�
６８ ラ パ ー ジ ュ 牝２青鹿５４ 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム ４５４－ ４１：３６．３� ４．６�
８１２ ギンザノクリチャン 牝２栗 ５４ 武士沢友治栗本 博晴氏 古賀 史生 浦河 山田 昇史 ４６８－１０１：３６．６２ １０９．５
４４ クレバーアポロ 牡２栗 ５５ 田辺 裕信田� 正明氏 小西 一男 むかわ 上水牧場 ４６２－ ４１：３７．８７ ５．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １８，０８７，３００円 複勝： ３８，７９１，９００円 枠連： １０，８８５，５００円

馬連： ５２，１１２，９００円 馬単： ３８，４７１，１００円 ワイド： ２０，１２９，２００円

３連複： ６１，３２４，６００円 ３連単： １１９，１０３，３００円 計： ３５８，９０５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � １８０円 � ５１０円 � １４０円 枠 連（７－８） ３，８１０円

馬 連 �� ６，０７０円 馬 単 �� １０，０７０円

ワ イ ド �� １，６５０円 �� ３８０円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� ４，８８０円 ３ 連 単 ��� ４４，４４０円

票 数

単勝票数 計 １８０８７３ 的中 � ２２１１４（５番人気）
複勝票数 計 ３８７９１９ 的中 � ６２１３５（４番人気）� １３９０２（６番人気）� ９４４０７（１番人気）
枠連票数 計 １０８８５５ 的中 （７－８） ２１１０（１４番人気）
馬連票数 計 ５２１１２９ 的中 �� ６３３７（１５番人気）
馬単票数 計 ３８４７１１ 的中 �� ２８２０（２８番人気）
ワイド票数 計 ２０１２９２ 的中 �� ２８０２（１５番人気）�� １４４１３（５番人気）�� ４７４０（１２番人気）
３連複票数 計 ６１３２４６ 的中 ��� ９２８８（１４番人気）
３連単票数 計１１９１０３３ 的中 ��� １９７８（１１０番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．３―１２．０―１２．４―１１．９―１１．７―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．２―３４．５―４６．５―５８．９―１：１０．８―１：２２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．１―３F３５．７
３ ・（４，６，８）２－（５，９）１０（３，７）１（１２，１１） ４ ・（４，６，８）２，９（５，１０）（３，７）（１２，１，１１）

勝馬の
紹 介

ブライアンズオーラ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 エンドスウィープ デビュー ２０１１．９．２５ 中山３着

２００９．３．２０生 牡２鹿 母 イ リ ゼ 母母 レインボークイーン ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００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。

２９０８６１０月２９日 晴 良 （２３東京４）第８日 第２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１０時４０分 （芝・左）

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

中央レコード

１：２１．５
１：２０．３

良

良

８１０ コスモユキシマキ 牝２芦 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 柴崎 勇 新ひだか 秋田育成牧場 ４４８＋ ４１：２３．６ ２８．９�

７７ フェニーチェ 牝２鹿 ５４ 北村 宏司広尾レース� 加藤 征弘 平取 坂東牧場 ４５２－ ８１：２３．７� ２．１�
７８ エムケージャック 牡２鹿 ５５ 丸山 元気紺野 光彦氏 高橋 裕 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４７８＋ ２ 〃 クビ ２４．３�
３３ コンパティビリティ 牡２栗 ５５ 横山 典弘 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４３２＋１０１：２３．８� ４．５�
２２ コスモルミナス 牡２栗 ５５ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 浦河 笹地牧場 ４５４＋ ４１：２３．９� ３．６�
４４ ロバートオブレッド 牡２栗 ５５ F．ベリー �ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 ４５６－ ２ 〃 アタマ １９．７	

（愛）

１１ ア ナ コ ン ダ 牝２鹿 ５４ 武士沢友治辻 大作氏 小桧山 悟 平取 高橋 幸男 ４４２± ０１：２４．０クビ ２０．５

８９ コンティヌアトーレ 牡２栗 ５５

５２ ▲嶋田 純次伊達 敏明氏 手塚 貴久 日高 サンシャイン
牧場 ４８０＋ ２ 〃 クビ １２．２�

６６ エーブゴードン 牡２青 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 静内酒井牧場 ４４０＋ ２１：２４．４２� ４８．７�

５５ テイエムアカキリ 牝２栗 ５４ 大庭 和弥竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 ４１２＋ ２１：２５．９９ ４２６．９

（１０頭）

売 得 金

単勝： １９，３３８，８００円 複勝： ３１，６０１，６００円 枠連： １０，８１４，５００円

馬連： ４７，８３９，４００円 馬単： ３６，８７０，３００円 ワイド： １９，８５６，６００円

３連複： ５１，５８８，０００円 ３連単： １０７，１９４，０００円 計： ３２５，１０３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８９０円 複 勝 � ５１０円 � １３０円 � ４００円 枠 連（７－８） ７３０円

馬 連 �� ３，４００円 馬 単 �� ９，９００円

ワ イ ド �� １，３１０円 �� ６，４００円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� １５，４９０円 ３ 連 単 ��� １１７，０３０円

票 数

単勝票数 計 １９３３８８ 的中 � ５２８８（８番人気）
複勝票数 計 ３１６０１６ 的中 � １１８６３（８番人気）� １０３８３７（１番人気）� １５８５５（７番人気）
枠連票数 計 １０８１４５ 的中 （７－８） １１０４０（３番人気）
馬連票数 計 ４７８３９４ 的中 �� １０４０９（１３番人気）
馬単票数 計 ３６８７０３ 的中 �� ２７４９（３１番人気）
ワイド票数 計 １９８５６６ 的中 �� ３７６７（１７番人気）�� ７３５（３５番人気）�� ５１９０（１１番人気）
３連複票数 計 ５１５８８０ 的中 ��� ２４５９（４２番人気）
３連単票数 計１０７１９４０ 的中 ��� ６７６（２６３番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．６―１２．６―１２．４―１１．３―１１．４―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．４―３７．０―４９．４―１：００．７―１：１２．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモユキシマキ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー ２０１１．６．１８ 函館４着

２００９．３．２３生 牝２芦 母 パールフレイヤ 母母 シーズシャイニング ６戦１勝 賞金 ８，８５０，０００円
※出走取消馬 オンワードインディ号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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。

第４回　東京競馬　第８日



２９０８７１０月２９日 晴 良 （２３東京４）第８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

８９ フジマサエンペラー 牡２黒鹿５５ 横山 典弘藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム ４８０＋ ６２：０２．０ １．８�

７８ エアロケット 牡２黒鹿５５ 後藤 浩輝 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４５２± ０２：０２．２１� ５．１�
２２ コスモミレネール 牝２鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム ４２８± ０ 〃 アタマ １５．６�
８１０ スナーククラウン 牡２鹿 ５５ 松岡 正海杉本 豊氏 藤岡 範士 新ひだか グランド牧場 ４５０－ ２２：０２．５１� ４．６�
３３ フレンドワン 牡２黒鹿５５ 丸山 元気戸山 昌彦氏 南田美知雄 森 笹川大晃牧場 ４５６－ ２２：０２．９２� １０８．７�
５５ キョウエイマイン 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信田中 晴夫氏 石毛 善彦 新冠 小泉牧場 ４２２＋ ４２：０３．０クビ ２２．８	
４４ サウスパシフィック 牡２鹿 ５５ 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 ５０６＋ ８２：０３．２１� １０．６

１１ ディーエスゲイン 牡２鹿 ５５ 田中 勝春秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 ４６４＋１４２：０３．４１� ２０．１�
６６ マイネルピエノ 牡２栗 ５５ F．ベリー �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鈴木 康弘 浦河 村下 明博 ４６６－ ４２：０３．７２ ３５．６�
（愛）

７７ レインボーズエンド 牡２黒鹿 ５５
５２ ▲嶋田 純次 �スピードファーム 武藤 善則 浦河 太陽牧場 ４８６＋ ８２：０４．３３� ２２９．１

（１０頭）

売 得 金

単勝： １９，１８５，０００円 複勝： ３４，５９４，７００円 枠連： １１，９２４，８００円

馬連： ４７，８３３，２００円 馬単： ３７，９２６，７００円 ワイド： １９，３３４，７００円

３連複： ５２，４３３，３００円 ３連単： １１８，８９４，１００円 計： ３４２，１２６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ２９０円 枠 連（７－８） ３２０円

馬 連 �� ４２０円 馬 単 �� ６３０円

ワ イ ド �� ２００円 �� ４４０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� １，１７０円 ３ 連 単 ��� ３，８００円

票 数

単勝票数 計 １９１８５０ 的中 � ８４６８５（１番人気）
複勝票数 計 ３４５９４７ 的中 � １２７０３０（１番人気）� ５７４９６（３番人気）� １８９７８（６番人気）
枠連票数 計 １１９２４８ 的中 （７－８） ２８００４（１番人気）
馬連票数 計 ４７８３３２ 的中 �� ８５０５４（２番人気）
馬単票数 計 ３７９２６７ 的中 �� ４４４３６（２番人気）
ワイド票数 計 １９３３４７ 的中 �� ２９１９９（２番人気）�� ９９８６（５番人気）�� ６９０９（８番人気）
３連複票数 計 ５２４３３３ 的中 ��� ３３２５９（２番人気）
３連単票数 計１１８８９４１ 的中 ��� ２３０９７（７番人気）

ハロンタイム １３．２―１２．７―１２．０―１２．０―１１．９―１２．０―１２．７―１２．２―１１．２―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．２―２５．９―３７．９―４９．９―１：０１．８―１：１３．８―１：２６．５―１：３８．７―１：４９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．２―３F３５．５

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

フジマサエンペラー �
�
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 ２０１１．１０．２ 中山３着

２００９．３．１４生 牡２黒鹿 母 チ ュ ー ニ ー 母母 フロムビヨンド ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔制裁〕 エアロケット号の騎手後藤浩輝は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（２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。

２９０８８１０月２９日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （２３東京４）第８日 第４競走 ３，０００�サラブレッド系障害３歳以上

発走１１時４０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

６９ マスターオブゲーム �６黒鹿６０ 宗像 徹 �サンデーレーシング 宗像 義忠 早来 ノーザンファーム ４９６± ０３：２２．３ ３．０�

２２ ブルーマーテル 牡７栗 ６０ 平沢 健治吉田喜代司氏 菅原 泰夫 砂原 岩本 五郎 B４５８＋ ６３：２２．６１� １５．９�
５８ � モ ル エ ラ ン �６青鹿６０ 柴田 大知 �ユートピア牧場 松山 将樹 登別 ユートピア牧場 ４７４＋ ２３：２２．７� ２．３�
４６ オンワードシェルタ 牡５鹿 ６０ 穂苅 寿彦�オンワード牧場 杉浦 宏昭 浦河 オンワード牧場 ５１０＋ ８３：２３．０２ ７．９�
７１１ ブルーシーズン 牡７栗 ６０ 山本 康志 �ブルーマネジメント木村 哲也 新冠 川上 悦夫 ５００＋ ８３：２４．０６ ３０．８�
５７ � アサティスボーイ 牡７鹿 ６０ 蓑島 靖典廣松 金次氏 境 征勝 新冠 八木サニー

ファーム ４４８＋ ２３：２４．２１ ８．３	
１１ オウエイロブロイ 牡３芦 ５８ 大江原 圭大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム ４７４＋１４３：２６．０大差 １２６．７

７１２ フジマサエンパイア 牡３栗 ５８ 石神 深一藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 藤原牧場 ４７６＋ ４３：２６．４２� ２７．５�
４５ マ サ デ パ ン 牡３黒鹿５８ 浜野谷憲尚加藤 信之氏 清水 美波 浦河 津島 優治 ４６４± ０３：２９．５大差 ７８．３�
８１４ ダイワロック 牡３青 ５８ 高野 和馬大城 敬三氏 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 ４８２＋１０３：３１．６大差 １６１．６
３４ � ドクターブリーズ 牝３鹿 ５６ 鈴木 慶太松岡 悟氏 根本 康広 新冠 村上牧場 ４２８＋１４３：３１．７� １７７．５�
６１０� クリノテンペスタ 牡４栗 ６０ 水出 大介栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 ４７２＋１６３：３２．５５ １８２．２�
８１３ テンジンテンニョ 牝３鹿 ５６ 江田 勇亮�テンジン 矢野 照正 新ひだか 三石橋本牧場 ４４４－ ４３：３２．６� ６２．７�
３３ ア バ デ ィ �４黒鹿６０ 大庭 和弥加藤 信之氏 清水 美波 日高 小屋畑 和久 ４３４－ ６ （競走中止） ２３．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，０９０，９００円 複勝： １８，５２２，９００円 枠連： １３，５８８，５００円

馬連： ３７，６８８，４００円 馬単： ２８，３９３，２００円 ワイド： １６，６１５，３００円

３連複： ５１，８１５，４００円 ３連単： ９３，９０６，９００円 計： ２７５，６２１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � ３００円 � １２０円 枠 連（２－６） ２，６９０円

馬 連 �� ２，６１０円 馬 単 �� ３，５１０円

ワ イ ド �� ８１０円 �� １７０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� １，６１０円 ３ 連 単 ��� １２，２５０円

票 数

単勝票数 計 １５０９０９ 的中 � ４０３０６（２番人気）
複勝票数 計 １８５２２９ 的中 � ３９１８３（２番人気）� １０７３８（５番人気）� ５２３７２（１番人気）
枠連票数 計 １３５８８５ 的中 （２－６） ３７３６（１１番人気）
馬連票数 計 ３７６８８４ 的中 �� １０６６８（９番人気）
馬単票数 計 ２８３９３２ 的中 �� ５９８６（１２番人気）
ワイド票数 計 １６６１５３ 的中 �� ４１８７（１１番人気）�� ３３６５９（１番人気）�� ４５５７（１０番人気）
３連複票数 計 ５１８１５４ 的中 ��� ２３８７６（４番人気）
３連単票数 計 ９３９０６９ 的中 ��� ５６６０（２８番人気）

上り １マイル １：４５．４ ４F ５１．７－３F ３８．６
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マスターオブゲーム �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 アレミロード デビュー ２００８．３．９ 中山１着

２００５．５．６生 �６黒鹿 母 ホールオブフェーム 母母 ベルベットサッシュ 障害：２戦１勝 賞金 ９，１００，０００円
〔競走中止〕 アバディ号は，２周目５号障害〔竹柵〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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。
（非当選馬） １頭 マイネルファルケ号



２９０８９１０月２９日 晴 良 （２３東京４）第８日 第５競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１２時３０分 （芝・左）

牝，新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．５
１：２０．３

良

良

７１３ トーホウジュリア 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４３０ ―１：２２．６ ２．９�

７１５ ローズノーブル 牝２青 ５４ 横山 典弘 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ３９４ ―１：２２．９１� ４．３�
１２ スノークラフト 牝２芦 ５４

５１ ▲嶋田 純次鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４６２ ―１：２３．０� ２２．０�
７１４ クレバーオーロラ 牝２芦 ５４ 柴田 善臣田� 正明氏 加藤 和宏 日高 日高大洋牧場 ４４４ ―１：２３．１� ８．５�
４８ エバールージュ 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝宇田 豊氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４３０ ― 〃 アタマ ５．３	
４７ バルスピュール 牝２黒鹿５４ 二本柳 壮ディアレスト 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 ４５２ ―１：２３．３１� ２３．７

１１ プロヴォカーレ 牝２栗 ５４ 田辺 裕信伊達 敏明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 ４３８ ― 〃 クビ １３．２�
８１７ メテオレイン 牝２鹿 ５４ 松岡 正海亀井 哲也氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム ４４０ ―１：２３．５１� ５７．１�
２４ プローディギウム 牝２黒鹿５４ 丸山 元気 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４６０ ―１：２３．８２ ２９．１
８１８ ビューティヒロイン 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成小野 博郷氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 ４０６ ―１：２３．９� ７３．１�
３６ レディインラヴ 牝２黒鹿５４ 柴田 大知�橋 信博氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４３８ ―１：２４．３２� １９．０�
５１０ オサキニシツレイ 牝２黒鹿５４ 柴原 央明志村 康徳氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４２８ ―１：２４．４� ９３．２�
２３ ブリアンウーマン 牝２芦 ５４ 北村 宏司阿部 紀子氏 清水 利章 浦河 大道牧場 ４８０ ―１：２４．５� ２９．７�
６１１ ベルベットメドウ 牝２青鹿５４ 鈴来 直人藤井 謙氏 松山 将樹 浦河 日東牧場 ４５６ ―１：２４．６� ２０３．３�
６１２ ケージーコシヒカリ 牝２栗 ５４ 武士沢友治川井 五郎氏 田島 俊明 新冠 岩見牧場 ４７０ ― 〃 クビ ７７．７�
３５ チーフザムーン 牝２青鹿５４ 小林 淳一川上 哲司氏 坂本 勝美 浦河 高村牧場 ４８０ ―１：２５．０２� １３９．６�
５９ ワンダーアイ 牝２青鹿５４ 田中 勝春田口 廣氏 大江原 哲 新冠 川上牧場 ４２０ ― 〃 クビ ５１．１�
８１６ キャラメリゼ 牝２栗 ５４

５１ ▲高嶋 活士有限会社シルク畠山 重則 新ひだか 畠山牧場 ４５６ ―１：２６．６１０ ３５０．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８，２８９，１００円 複勝： ２８，７０６，５００円 枠連： ２３，１６０，１００円

馬連： ４８，６８３，８００円 馬単： ３２，５９０，６００円 ワイド： １９，５６９，３００円

３連複： ５８，１９７，１００円 ３連単： ９１，４１６，９００円 計： ３２０，６１３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １５０円 � １９０円 � ５００円 枠 連（７－７） ３４０円

馬 連 �� ６６０円 馬 単 �� １，１１０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� １，１３０円 �� １，７１０円

３ 連 複 ��� ４，０１０円 ３ 連 単 ��� １３，１８０円

票 数

単勝票数 計 １８２８９１ 的中 � ５０５８８（１番人気）
複勝票数 計 ２８７０６５ 的中 � ６７２６４（１番人気）� ４１５４５（３番人気）� １０９１３（８番人気）
枠連票数 計 ２３１６０１ 的中 （７－７） ５０４７８（１番人気）
馬連票数 計 ４８６８３８ 的中 �� ５５２０３（１番人気）
馬単票数 計 ３２５９０６ 的中 �� ２１６６９（１番人気）
ワイド票数 計 １９５６９３ 的中 �� １７１３８（１番人気）�� ４０４１（１１番人気）�� ２５９６（２１番人気）
３連複票数 計 ５８１９７１ 的中 ��� １０７１５（９番人気）
３連単票数 計 ９１４１６９ 的中 ��� ５１２１（２４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．６―３４．８―４７．３―５９．０―１：１０．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーホウジュリア �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

２００９．３．６生 牝２鹿 母 トーホウアモーレ 母母 ステージバンダム １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 レディインラヴ号の騎手大庭和弥は，第４競走での落馬による検査のため柴田大知に変更。
〔発走状況〕 エバールージュ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。
（非当選馬） １頭 コスモアメイジング号

２９０９０１０月２９日 晴 良 （２３東京４）第８日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１３時００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

１：２３．１
１：２３．１

重

重

３６ トウショウブーム 牡２鹿 ５５ 丸山 元気トウショウ産業� 阿部 新生 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５１２ ―１：２７．７ ２．９�

４７ クレバーデステニー 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信田� 正明氏 小西 一男 新ひだか 斉藤スタッド ４４０ ―１：２８．４４ ６．６�
２３ アドバンスコンドル 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成西川 隆士氏 松山 将樹 新ひだか 今 牧場 ４８２ ― 〃 クビ ４２．６�
１１ フ リ ポ ン ヌ 牝２栗 ５４ 武士沢友治�ターフ・スポート松永 康利 浦河 大北牧場 ４４０ ―１：２８．８２� １２．７�
１２ ヒラボクミラクル 牝２鹿 ５４ 松岡 正海�平田牧場 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 ４５４ ―１：２９．１２ ８．２	
３５ ナムラリーベン 牝２鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次奈村 信重氏 大和田 成 日高 いとう牧場 ４１４ ―１：２９．６３ ４９．２

５１０ フェスティヴラン 牝２芦 ５４ 田中 勝春臼井義太郎氏 清水 英克 新冠 村本牧場 ５００ ―１：３０．２３� ３．０�
６１２ リアルアビリティー 牡２芦 ５５ 柴田 大知�ミルファーム 伊藤 大士 新冠 ハクツ牧場 ４８０ ―１：３０．４１ ３６．２�
７１４ サダルスード 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣松井 淳二氏 本間 忍 日高 大江牧場 ４９４ ― 〃 クビ １８．１
２４ トウカイライト 牡２栗 ５５

５２ ▲高嶋 活士内村 正則氏 成島 英春 浦河 谷川牧場 ４６８ ―１：３０．５クビ ３２４．７�
８１５ オンワードモンテ 牡２鹿 ５５ 小林 淳一�オンワード牧場 柴田 政人 浦河 オンワード牧場 ４６２ ―１：３１．１３� １６１．８�
７１３ トリストラム 牡２芦 ５５ 鈴木 慶太熊坂 俊一氏 伊藤 大士 日高 メイプルファーム ４７２ ―１：３２．１６ ３２９．５�
８１６ リュウシンリスボン 牝２鹿 ５４ 鈴来 直人桑畑 �信氏 水野 貴広 日高 槇本牧場 B４８０ ―１：３３．４８ ９２．３�
４８ ポ ダ ル ゲ ー 牝２栗 ５４ 石神 深一�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 萩澤 俊雄 ４３４ ―１：３３．８２� ４４３．２�
５９ カシノコスモス 牝２青 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 中村 雅明 ４５０ ―１：３４．２２� １０８．７�
６１１ ジ ャ ケ ッ ト 牡２黒鹿５５ F．ベリー 重松 國建氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 ４３２ ― （競走中止） １９．３�

（愛）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，０９７，８００円 複勝： ２４，５１２，０００円 枠連： １５，８１０，０００円

馬連： ４６，５２２，２００円 馬単： ３２，９４５，７００円 ワイド： １７，８４１，１００円

３連複： ５３，０８４，６００円 ３連単： ８８，２５０，１００円 計： ２９６，０６３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � ２２０円 � ７００円 枠 連（３－４） １，１９０円

馬 連 �� １，１２０円 馬 単 �� １，７８０円

ワ イ ド �� ４３０円 �� １，５００円 �� ３，１９０円

３ 連 複 ��� １２，４８０円 ３ 連 単 ��� ３７，１２０円

票 数

単勝票数 計 １７０９７８ 的中 � ４８００８（１番人気）
複勝票数 計 ２４５１２０ 的中 � ６３３２３（１番人気）� ２８００８（３番人気）� ６４７０（９番人気）
枠連票数 計 １５８１００ 的中 （３－４） ９８４３（４番人気）
馬連票数 計 ４６５２２２ 的中 �� ３０６６４（２番人気）
馬単票数 計 ３２９４５７ 的中 �� １３６８４（４番人気）
ワイド票数 計 １７８４１１ 的中 �� １１２６９（２番人気）�� ２８１４（１８番人気）�� １２８９（３１番人気）
３連複票数 計 ５３０８４６ 的中 ��� ３１４０（３９番人気）
３連単票数 計 ８８２５０１ 的中 ��� １７５５（１１７番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１２．９―１２．８―１２．４―１２．２―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２４．２―３７．１―４９．９―１：０２．３―１：１４．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウショウブーム �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 エアジハード 初出走

２００９．５．６生 牡２鹿 母 マタハリトウショウ 母母 ステアトウショウ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 オンワードモンテ号の騎手大庭和弥は，第４競走での落馬による検査のため小林淳一に変更。
〔競走中止〕 ジャケット号は，競走中に疾病〔左下腿骨々折〕を発症したため４コーナー手前で競走中止。
〔制裁〕 ナムラリーベン号の騎手嶋田純次は，後検量に遅れたことについて過怠金１０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ポダルゲー号・カシノコスモス号は，平成２３年１１月２９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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 エメラルホーム号・キネオオーシャン号・ダイワミストレス号・ドリームピース号・ヒメボタル号・

ルチャドルアスール号
※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。



２９０９１１０月２９日 晴 良 （２３東京４）第８日 第７競走 ��２，１００�サラブレッド系３歳以上
発走１３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

２：０６．７
２：０５．９

良

良

５５ ルシャンベルタン 牡３鹿 ５５ 北村 宏司嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム B４７８－ ２２：１４．５ ４．４�

７９ ローレルキングダム 牡３栗 ５５ 田中 勝春 �ローレルレーシング 大竹 正博 新冠 村田牧場 ４７６－ ２ 〃 クビ ６．７�
４４ アサクサマリンバ 牡４鹿 ５７ 横山 典弘田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６８－ ４２：１４．７１ ２．８�
３３ 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± ０２：１４．９１� ４７．３�
８１０� トーアボンジョルノ 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ５０８＋ ６２：１５．０� ８．３�
６７ ア ル バ ト ン 牡４栗 ５７ 柴原 央明�エーティー 昆 貢 新冠 石田牧場 ４７４－ ４ 〃 アタマ ６．０	
６６ シルクアリオン 牡３栗 ５５

５２ ▲嶋田 純次有限会社シルク佐藤 吉勝 新冠 飛渡牧場 ４６６＋ ４２：１５．８５ ２４７．８

７８ モ ン ク 牡３鹿 ５５ 田辺 裕信田島榮二郎氏 矢野 英一 新ひだか 藤井 益美 B４９４－ ２２：１６．０１ ２７．４�
８１１ オンリーザブレイヴ 牡３鹿 ５５ F．ベリー 山本 剛史氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５６＋ ４２：１６．４２� ９．４�

（愛）

２２ リンクルリッジ 牡３黒鹿５５ 武士沢友治 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４７２＋ ２２：１６．６� ２０．４

１１ リリースバージョン 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 追分ファーム ４９２＋ ２２：１８．６大差 ７３．９�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２１，９１７，９００円 複勝： ３４，９３６，１００円 枠連： １５，１５９，５００円

馬連： ６１，４０２，０００円 馬単： ３９，４６１，５００円 ワイド： ２３，８９５，５００円

３連複： ６７，５８１，３００円 ３連単： １２３，８３３，４００円 計： ３８８，１８７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １４０円 � １９０円 � １３０円 枠 連（５－７） １，２９０円

馬 連 �� １，７２０円 馬 単 �� ３，１８０円

ワ イ ド �� ５７０円 �� ２６０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� １，３８０円 ３ 連 単 ��� １１，１１０円

票 数

単勝票数 計 ２１９１７９ 的中 � ３９４９３（２番人気）
複勝票数 計 ３４９３６１ 的中 � ６９０５０（２番人気）� ３８０８５（４番人気）� ９１３９４（１番人気）
枠連票数 計 １５１５９５ 的中 （５－７） ８７２０（８番人気）
馬連票数 計 ６１４０２０ 的中 �� ２６４５２（８番人気）
馬単票数 計 ３９４６１５ 的中 �� ９１５９（１２番人気）
ワイド票数 計 ２３８９５５ 的中 �� ９５２７（７番人気）�� ２６２８８（１番人気）�� １４３７１（３番人気）
３連複票数 計 ６７５８１３ 的中 ��� ３６２８３（３番人気）
３連単票数 計１２３８３３４ 的中 ��� ８２３１（２７番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．３―１２．３―１２．９―１３．６―１３．５―１３．５―１２．７―１２．４―１２．４―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００�
７．１―１８．４―３０．７―４３．６―５７．２―１：１０．７―１：２４．２―１：３６．９―１：４９．３―２：０１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３７．６
１
３

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

勝馬の
紹 介

ルシャンベルタン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．８．８ 新潟１５着

２００８．２．１生 牡３鹿 母 レディベローナ 母母 シンコウラブリイ １１戦２勝 賞金 １９，４５４，０００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。

２９０９２１０月２９日 晴 良 （２３東京４）第８日 第８競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳以上

発走１４時００分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５７．２
１：５６．４

良

良

５５ アドマイヤバーラム 牡３黒鹿５５ 蛯名 正義近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ５３６＋２４２：００．３ ４．０�

２２ ナンデヤネン 牡４青 ５７ 松岡 正海杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 ４８８＋ ４２：００．４� ４．８�
６７ マイネルシュライ 牡３青 ５５ F．ベリー �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４９０－ ４２：００．５� ８．５�

（愛）

８１２ ガリレオバローズ 牡３黒鹿５５ 丸山 元気猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５１６＋１０２：００．６クビ ２１．９�
５６ ショウナンアルディ 牡５栗 ５７ 田辺 裕信国本 哲秀氏 上原 博之 静内 神垣 道弘 ４７４＋ ４２：００．７� ２５．０�
８１１ レッドシュナイト 牡３栗 ５５ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム ４８６＋ ４２：００．８� ２．６�
４４ 	 ヒカルジュピター 牡３鹿 ５５ 三浦 皇成�橋 京子氏 高木 登 登別 青藍牧場 ４８２＋ ２２：００．９クビ ７１．９	
７１０ ナンヨーストロング 
４鹿 ５７ 武士沢友治中村 �也氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ６２：０１．０� ３６．９

６８ パ ン ジ ャ 牡３青鹿５５ 柴田 善臣深澤 朝房氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ５０２－ ４ 〃 アタマ １１．６�
３３ リワードシオン 
３鹿 ５５ 横山 典弘宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４３４± ０２：０１．８５ ３０．９�
１１ 	 スペースシャトル 牡５鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次嶋田 賢氏 境 征勝 静内 岡田牧場 B４７６－ ４２：０２．２２� １９４．４
７９ ベ イ ル リ 牝５鹿 ５５ 後藤 浩輝西浦 和男氏 土田 稔 浦河 地興牧場 ４６２＋ ６２：０２．７３ ２１．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２５，８７４，１００円 複勝： ４１，７８１，６００円 枠連： １９，３２６，８００円

馬連： ７４，１５２，８００円 馬単： ４６，９１９，３００円 ワイド： ２９，１２６，０００円

３連複： ８１，３３８，４００円 ３連単： １５１，７２３，７００円 計： ４７０，２４２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １８０円 � １６０円 � ２２０円 枠 連（２－５） １，０６０円

馬 連 �� １，１５０円 馬 単 �� ２，０３０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� ８００円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ２，９００円 ３ 連 単 ��� １２，７８０円

票 数

単勝票数 計 ２５８７４１ 的中 � ５２１２１（２番人気）
複勝票数 計 ４１７８１６ 的中 � ６３１５８（３番人気）� ７９４２２（２番人気）� ４５１５５（４番人気）
枠連票数 計 １９３２６８ 的中 （２－５） １３５５０（５番人気）
馬連票数 計 ７４１５２８ 的中 �� ４７８７４（４番人気）
馬単票数 計 ４６９１９３ 的中 �� １７１２３（６番人気）
ワイド票数 計 ２９１２６０ 的中 �� １６２８７（４番人気）�� ８６１７（１０番人気）�� １２５８３（６番人気）
３連複票数 計 ８１３３８４ 的中 ��� ２０７５３（９番人気）
３連単票数 計１５１７２３７ 的中 ��� ８７６２（３０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．３―３６．１―４８．４―１：０１．１―１：１３．５―１：２６．０―１：３７．２―１：４８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．８―３F３４．３

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

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３黒鹿 母 シアトルスペシャル 母母 O’Slewmova ３戦２勝 賞金 １４，２００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
※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。



２９０９３１０月２９日 晴 良 （２３東京４）第８日 第９競走 ��
��１，６００�

み つ み ね さ ん

三 峰 山 特 別
発走１４時３５分 （ダート・左）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００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

１：３４．６
１：３３．３

稍重

良

８１６ レーザーバレット 牡３鹿 ５５ 柴田 善臣前田 葉子氏 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４± ０１：３７．３ ２．０�

２３ ジェネラルノブレス 牡５栗 ５７ 田辺 裕信諸江 幸祐氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ５０４＋１４ 〃 クビ ２２．８�
７１３ グランドシチー 牡４鹿 ５７ 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 ４８８＋ ６１：３７．７２� ７．９�
２４ トミケンヒーロー 牡３鹿 ５５ 蛯名 正義冨樫 賢二氏 領家 政蔵 日高 白瀬 明 ５１６± ０１：３７．８クビ ５．７�
４７ オリエンタルジェイ 牡４黒鹿５７ 北村 宏司棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか グランド牧場 ４９２± ０１：３８．０１� ５．９�
７１４ ナイトフッド 牡５青鹿５７ 横山 典弘 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム B５０４＋ ４１：３８．４２� １４．８	
１１ 	 キャッツインブーツ 牡６栗 ５７ F．ベリー 山本 英俊氏 庄野 靖志 愛 Stonethorn

Stud Farms Ltd ５３４＋１２ 〃 ハナ １１９．５

（愛）

６１１ レッドヴァンクール 牡５鹿 ５７ 丸山 元気 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ５２８－ ４ 〃 クビ ４１．２�
４８ マイネルウィット 牡４青鹿５７ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ５０６＋ ５１：３８．５クビ ３８９．９�
５１０ カンタベリーダダ 牡３鹿 ５５ 嶋田 純次峰 哲馬氏 鈴木 勝美 むかわ ヤマイチ牧場 ４５８＋ ６ 〃 ハナ １４．４
１２ クラリスピンク 牝３青 ５３ 三浦 皇成吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ４５２－ ２１：３８．７１� ３３．４�
３５ ヒカリコーズウェー 
６鹿 ５７ 柴原 央明�ヒカリクラブ 谷 潔 浦河 日の出牧場 ５１８－ ６１：３９．０２ ７１．８�
６１２ ユウターグローバル 牡５青鹿５７ 武士沢友治北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 中本牧場 ４６２＋ ４１：３９．２１� １１５．２�
８１５� アルファオリオン 牡８鹿 ５７ 田中 勝春�貴悦 小島 茂之 平取 赤石牧場 ４６４－１０１：３９．３� ２４５．１�
５９ リアルディール 牡５鹿 ５７ 後藤 浩輝荒井 壽明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 ５４４＋１６１：４０．７９ ５６．６�
３６ � スマートスパークル 牡５栗 ５７ 小林 淳一栗本 博晴氏 高市 圭二 静内 グランド牧場 ４９４± ０１：４１．８７ ５７３．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，５１３，６００円 複勝： ６０，９４８，９００円 枠連： ３２，０８８，１００円

馬連： １２３，８４５，０００円 馬単： ７３，８４８，０００円 ワイド： ４２，８４４，９００円

３連複： １３３，３１３，２００円 ３連単： ２４８，２９５，８００円 計： ７５５，６９７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １３０円 � ４７０円 � ２６０円 枠 連（２－８） ４８０円

馬 連 �� ２，４９０円 馬 単 �� ３，０７０円

ワ イ ド �� ８８０円 �� ３７０円 �� ２，０００円

３ 連 複 ��� ４，５７０円 ３ 連 単 ��� １８，５４０円

票 数

単勝票数 計 ４０５１３６ 的中 � １５９７４７（１番人気）
複勝票数 計 ６０９４８９ 的中 � １８３８６７（１番人気）� ２４３４１（７番人気）� ５２４１１（４番人気）
枠連票数 計 ３２０８８１ 的中 （２－８） ４９９５９（１番人気）
馬連票数 計１２３８４５０ 的中 �� ３６７６３（８番人気）
馬単票数 計 ７３８４８０ 的中 �� １７７７０（１１番人気）
ワイド票数 計 ４２８４４９ 的中 �� １１７０８（８番人気）�� ３１６２６（３番人気）�� ４８６６（２２番人気）
３連複票数 計１３３３１３２ 的中 ��� ２１５６２（１５番人気）
３連単票数 計２４８２９５８ 的中 ��� ９８８４（４９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．６―３５．７―４８．２―１：０１．０―１：１２．９―１：２４．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レーザーバレット �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２０１０．１２．１２ 中山１着

２００８．５．１１生 牡３鹿 母 コンプリカーター 母母 オールアバウトスタイル ５戦３勝 賞金 ３５，１４６，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔騎手変更〕 ヒカリコーズウェー号の騎手大庭和弥は，第４競走での落馬負傷のため柴原央明に変更。
※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。
（非当選馬） １頭 アイノレグルス号
（非抽選馬） １頭 エスカーダ号
※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。

２９０９４１０月２９日 晴 良 （２３東京４）第８日 第１０競走 ��
��１，４００�神 奈 川 新 聞 杯

発走１５時１０分 （芝・左）
３歳以上，１，０００万円以下，２２．１０．３０以降２３．１０．２３まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

神奈川新聞社賞（１着）
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 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．８
１：１９．０

良

良

４７ ヤマカツハクリュウ 牡４芦 ５５ 田中 勝春山田 博康氏 小島 貞博 浦河 鮫川 啓一 ４８０－ ４１：２０．７ ５．４�

１１ � セイウンジャガーズ 牡４黒鹿５８ 横山 典弘西山 茂行氏 杉浦 宏昭 愛 Lodge
Park Stud ４６８＋ ２１：２０．８� ３．９�

３６ ラインジェシカ 牝４栗 ５３ 松岡 正海大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ４９６＋ ２１：２１．２２� ５．３�
８１６ パープルタイヨー 牡５鹿 ５５ 蛯名 正義中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 ４４８＋ ２１：２１．４１� １８．７�
２３ 	 アイスカービング 牝７黒鹿５２ 北村 宏司下河�行雄氏 松山 将樹 門別 下河辺牧場 ４８８± ０ 〃 アタマ ３７．３�
７１４ ローレルエルヴェル 牡６鹿 ５４ 小林 淳一 �ローレルレーシング 小西 一男 静内 池田牧場 ４６４＋ ６ 〃 クビ ９６．１	
５１０� フレッドバローズ 
５鹿 ５６ F．ベリー 猪熊 広次氏 中竹 和也 米 Brereton

C. Jones ５１０－ ８１：２１．５クビ １４．６

（愛）

３５ タツミリュウ 牡３栗 ５４ 田辺 裕信�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 ４８４＋１６１：２１．６� １２．０�
４８ 	 クリノスレンダー 牝５鹿 ５１ 宗像 徹栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 川上 悦夫 ４７０＋ ２ 〃 ハナ ２３７．４
６１１ ラークキャロル 牝５鹿 ５２ 武士沢友治 �サンデーレーシング 菊川 正達 早来 ノーザンファーム ４１６－ ２ 〃 クビ ４６．５�
５９ ル リ ニ ガ ナ 牝３鹿 ５３ 鈴来 直人�川島牧場 小野 次郎 新冠 川島牧場 ４６０－ ６１：２１．７クビ １３．５�
６１２ モンテフジサン 牡４栗 ５８ 柴田 善臣毛利 喜昭氏 松山 康久 青森 ワールドファーム ４８０＋ ４１：２２．０１� ９．０�
２４ ワールドコンパス 牡５鹿 ５６ 嶋田 純次齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４８８－ ６１：２２．２１� １１１．７�
７１５ トウショウフォアゴ 牡４黒鹿５６ 後藤 浩輝トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６６－ ６ 〃 ハナ ８．５�
８１７ ワニタレスタリ 牝５黒鹿５２ 丸山 元気加藤 信之氏 境 征勝 浦河 �原 敏明 ４７０＋ ２ 〃 ハナ １６０．０�
８１８� エスジーストリーム 牡６青鹿５３ 柴原 央明窪田 滋氏 藤岡 範士 米

Robert N.
Scanlon & Polo
Green Stable

４７０－ ２１：２２．４１� １７８．９�
１２ ヒカルプリンス 
５鹿 ５４ 三浦 皇成�橋 京子氏 栗田 博憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０± ０１：２２．７１� ８２．７�
７１３ ショウナンダンク 牡５芦 ５４ 柴田 大知�湘南 伊藤 大士 静内 神垣 道弘 ５００－ ４１：２２．９１� ４３．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３２，１０７，６００円 複勝： ５４，５４２，４００円 枠連： ３５，６５１，３００円

馬連： １４４，４９０，７００円 馬単： ７６，９４３，７００円 ワイド： ４５，７６５，７００円

３連複： １６２，１４４，１００円 ３連単： ２９１，３４２，６００円 計： ８４２，９８８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １９０円 � １６０円 � １７０円 枠 連（１－４） １，３１０円

馬 連 �� １，４１０円 馬 単 �� ３，０３０円

ワ イ ド �� ５４０円 �� ４６０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� ２，０２０円 ３ 連 単 ��� １２，５５０円

票 数

単勝票数 計 ３２１０７６ 的中 � ４７４５８（３番人気）
複勝票数 計 ５４５４２４ 的中 � ６８９２１（３番人気）� ９９７９０（１番人気）� ８８１１４（２番人気）
枠連票数 計 ３５６５１３ 的中 （１－４） ２０１８５（５番人気）
馬連票数 計１４４４９０７ 的中 �� ７６０４８（３番人気）
馬単票数 計 ７６９４３７ 的中 �� １８８０２（８番人気）
ワイド票数 計 ４５７６５７ 的中 �� ２０７３９（３番人気）�� ２４９０７（１番人気）�� ２３７４８（２番人気）
３連複票数 計１６２１４４１ 的中 ��� ５９５２９（１番人気）
３連単票数 計２９１３４２６ 的中 ��� １７１４１（１２番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１０．６―１１．１―１１．３―１２．５―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２２．９―３３．５―４４．６―５５．９―１：０８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．２―３F３６．１
３ ・（９，１３）＝２－１（６，１０）－（５，１６）（７，１２，１８）３（８，１１，１５）４（１４，１７） ４ ・（９，１３）＝２（１，６，１０）１６，１８（５，７）１２（３，８，１５）１１（４，１４）１７

勝馬の
紹 介

ヤマカツハクリュウ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２００９．１２．１２ 阪神２着

２００７．２．１９生 牡４芦 母 ヤマカツリリー 母母 リンデンリリー １７戦４勝 賞金 ６１，７８８，０００円
〔騎手変更〕 ショウナンダンク号の騎手大庭和弥は，第４競走での落馬負傷のため柴田大知に変更。
※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。
（非当選馬） １頭 エーシンジェイワン号
※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。



２９０９５１０月２９日 晴 良 （２３東京４）第８日 第１１競走 ��
��１，６００�

こうよう

紅葉ステークス
発走１５時４５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 ２２４，０００円 ６４，０００円 ３２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．４
１：３１．４

良

良

４４ ヒットジャポット 牡４黒鹿５７ 松岡 正海西森 鶴氏 領家 政蔵 浦河 カナイシスタッド ４９０＋ ２１：３３．０ １．７�

１１ アスカクリチャン 牡４鹿 ５７ 北村 宏司上野 武氏 須貝 尚介 新冠 つつみ牧場 ４８０－ ２１：３３．１� １５．１�
８９ プ レ イ 牡３青鹿５５ F．ベリー 岡田 繁幸氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ５０６＋ ４１：３３．４１� ５．４�

（愛）

５５ エイシンサクセス 牡５芦 ５７ 後藤 浩輝平井 豊光氏 藤岡 健一 新ひだか 坂本牧場 ４８２－ ８ 〃 クビ ２４．０�
６６ ム ク ド ク 	５青鹿５７ 田中 勝春平井 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 ４９０＋ ６１：３３．５クビ ４７．８�
８８ ケニアブラック 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義吉田 和美氏 勢司 和浩 日高 佐々木牧場 ４６４＋ ４１：３３．６� ６．２�
３３ アキノカウンター 牡５栗 ５７ 三浦 皇成穐吉 正孝氏 中村 均 新冠 中地 義次 ４５６－ ２ 〃 クビ １１０．０�
２２ キッズニゴウハン 牡３栗 ５５ 田辺 裕信瀬谷 	雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４６８＋ ４１：３３．８１
 ６．１

７７ ユキノハリケーン 牡７鹿 ５７ 丸山 元気馬場 幸廣氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ４９２＋ ２１：３５．２９ ８７．５�

（９頭）

売 得 金

単勝： ６４，５４６，１００円 複勝： １６０，７０１，４００円 枠連： ３９，５４０，３００円

馬連： １８７，３９８，３００円 馬単： １３９，７１０，１００円 ワイド： ５６，７０６，２００円

３連複： １８０，３７１，７００円 ３連単： ５９５，１５２，８００円 計： １，４２４，１２６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ２００円 � １７０円 枠 連（１－４） ８４０円

馬 連 �� ７８０円 馬 単 �� １，０１０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ２００円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� １，０６０円 ３ 連 単 ��� ３，９００円

票 数

単勝票数 計 ６４５４６１ 的中 � ３０７３８０（１番人気）
複勝票数 計１６０７０１４ 的中 � １０３７３８６（１番人気）� ９２３０３（５番人気）� １２９１４１（３番人気）
枠連票数 計 ３９５４０３ 的中 （１－４） ３５１２４（３番人気）
馬連票数 計１８７３９８３ 的中 �� １７９３６０（４番人気）
馬単票数 計１３９７１０１ 的中 �� １０２７９９（５番人気）
ワイド票数 計 ５６７０６２ 的中 �� ４９４３６（４番人気）�� ８６６７８（２番人気）�� １７６５７（１０番人気）
３連複票数 計１８０３７１７ 的中 ��� １２６２８４（５番人気）
３連単票数 計５９５１５２８ 的中 ��� １１２６２９（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２４．０―３６．１―４７．８―５９．３―１：１０．３―１：２１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．２―３F３３．７
３ ３，９－（５，７）－（１，４）－８（２，６） ４ ・（３，９）－（５，７）４，１，８（２，６）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヒットジャポット �

父 フ ジ キ セ キ �


母父 リアルシヤダイ デビュー ２００９．７．１９ 札幌４着

２００７．３．３１生 牡４黒鹿 母 タイキトゥインクル 母母 サブミッション １５戦５勝 賞金 １０１，４９７，０００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。

２９０９６１０月２９日 晴 良 （２３東京４）第８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）

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

４５ シルクグラサージュ 牡３青鹿５５ 田辺 裕信有限会社シルク高木 登 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８４＋ ８１：３７．９ ４．７�

２２ イーグルドライヴ 牡４栗 ５７ F．ベリー �ターフ・スポート木村 哲也 浦河 酒井牧場 B５１０＋ ８１：３８．３２� １０９．５�
（愛）

３３ シルクパルサー 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義有限会社シルク尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４８８＋ ４１：３８．９３� ２．５�
８１４ トレノユーボウ �４黒鹿５７ 三浦 皇成廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ５０６＋ ６１：３９．０クビ ２７．５�
７１１ ゲルマンシチー 牡３青 ５５ 後藤 浩輝 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 幌村牧場 ４６６± ０１：３９．１	 ８．８�
８１３ オメガクリスマス 牝４鹿 ５５ 横山 典弘原 
子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４６６＋ ４１：３９．２� １０．９	
３４ カシノスターライト 牝４鹿 ５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中村農場 ４９２± ０１：３９．４１� ２１８．７

５８ � ベストフェット 牡６鹿 ５７ 丸山 元気松尾 正氏 嶋田 潤 三石 米田牧場 ５１２－ ６１：３９．５クビ １９．０�
１１  アポロアビリティ 牡３鹿 ５５ 北村 宏司アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 米 Normandy

Farm LLC ４７６＋１０１：３９．６	 ８．７�
６９  イフノットナウ 牡４栗 ５７ 武士沢友治藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Whisper

Hill Farm ５１０－ ６１：３９．７� ２１９．３
６１０ アポロスカイナイト 牡３鹿 ５５ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 米

Phillips Racing
Partnership &
John W. Phillips

４４８－ ６ 〃 クビ １２．１�
７１２ ウエスタンブラボー 牡４青鹿５７ 田中 勝春西川 賢氏 鈴木 康弘 新ひだか 北西牧場 ４７４± ０１：３９．８� ９．４�
５７  アンシャンタン 牝３栗 ５３

５０ ▲嶋田 純次�ノースヒルズ 中竹 和也 米 Woodford Thor-
oughbreds, LLC. ４９０＋１０１：４１．３９ ７３．４�

４６ � マイネルタイド 牡４黒鹿５７ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田村 康仁 浦河 永田 克之 ５１２± ０１：４２．５７ ３５９．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４４，３１３，５００円 複勝： ６２，５８０，５００円 枠連： ３５，７９６，６００円

馬連： １３５，４２１，３００円 馬単： ８３，２９０，８００円 ワイド： ４９，３２８，０００円

３連複： １５３，９３２，８００円 ３連単： ３２０，４６９，４００円 計： ８８５，１３２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １９０円 � ２，２８０円 � １３０円 枠 連（２－４） １５，４９０円

馬 連 �� ３３，７２０円 馬 単 �� ５２，５００円

ワ イ ド �� ９，７２０円 �� ２７０円 �� ４，０８０円

３ 連 複 ��� １９，９７０円 ３ 連 単 ��� ２１６，５９０円

票 数

単勝票数 計 ４４３１３５ 的中 � ７５４８７（２番人気）
複勝票数 計 ６２５８０５ 的中 � ８６３４４（２番人気）� ４４４０（１１番人気）� １８０１６６（１番人気）
枠連票数 計 ３５７９６６ 的中 （２－４） １７０６（２９番人気）
馬連票数 計１３５４２１３ 的中 �� ２９６４（４５番人気）
馬単票数 計 ８３２９０８ 的中 �� １１７１（８２番人気）
ワイド票数 計 ４９３２８０ 的中 �� １１１０（４９番人気）�� ５４６４０（１番人気）�� ２６７４（３４番人気）
３連複票数 計１５３９３２８ 的中 ��� ５６９１（６２番人気）
３連単票数 計３２０４６９４ 的中 ��� １０９２（４７０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．７―３５．６―４８．２―１：００．８―１：１３．０―１：２５．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルクグラサージュ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２０１０．８．２２ 新潟８着

２００８．２．２０生 牡３青鹿 母 ヒカルバイオレット 母母 アローフランネル ９戦２勝 賞金 １５，５００，０００円
〔その他〕 アンシャンタン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アンシャンタン号は，平成２３年１１月２９日まで出走できない。
※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。



（２３東京４）第８日 １０月２９日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６０頭 本 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

２０１，３１０，０００円
１０，４９０，０００円
１，５７０，０００円
１９，０２０，０００円
５５，６１１，０００円
４，８３４，８００円
１，５８４，０００円

勝馬投票券売得金
３３６，３６１，７００円
５９２，２２０，５００円
２６３，７４６，０００円
１，００７，３９０，０００円
６６７，３７１，０００円
３６１，０１２，５００円
１，１０７，１２４，５００円
２，３４９，５８３，０００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 ６，６８４，８０９，２００円

総入場人員 ３２，８８４名 （有料入場人員 ３０，６４３名）


