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２７００１１０月６日 曇 良 （２４東京４）第１日 第１競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１０時１５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

１：３６．９
１：３６．９

不良

不良

７１３� ヤンキーソヴリン 牡２黒鹿５５ 吉田 隼人岡田 牧雄氏 牧 光二 米 S. D.
Brilie, L. P. ４８０± ０１：３９．６ ２．２�

８１５ ベリートゥベリー 牡２鹿 ５５ 丸田 恭介北所 直人氏 鈴木 伸尋 様似 �村 伸一 ４６０＋ ４１：３９．８１� ３．３�
１２ ステラジアン 牡２黒鹿５５ 大庭 和弥池谷 誠一氏 粕谷 昌央 日高 浦新 徳司 ４７２＋ ４１：３９．９� ２３．５�
１１ フュージリア 牡２青鹿５５ 横山 典弘吉田 和子氏 菊沢 隆徳 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５００± ０１：４０．６４ ６．７�
４８ ウインバーディ 牡２鹿 ５５ 大野 拓弥�ウイン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム ４９０＋ ２１：４１．０２� １１２．１�
２３ シャンピオナ 牝２栃栗５４ N．ピンナ �サンデーレーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム ４５８＋ ６１：４１．１� ４４．２	

（伊）

３６ マイネルオルカーン 牡２黒鹿５５ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム ４５８＋ ４１：４１．２� ７１．０


７１４ オリバーバローズ 牡２黒鹿５５ 津村 明秀猪熊 広次氏 牧 光二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B４８０± ０１：４１．３� ３０．２�

２４ スリーヨーク 牡２鹿 ５５
５２ ▲杉原 誠人永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４６０＋ ６ 〃 クビ １７７．３�

６１１ スマートオリオン 牡２栗 ５５ 三浦 皇成大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 いとう牧場 ４８２＋ ６１：４１．４クビ １１．８
５９ ザジャズダンス 牡２黒鹿５５ 武士沢友治平本 敏夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４４８－ ４１：４１．６１� ４８３．８�
４７ ヴェイパーコーン 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹 �グリーンファーム 和田 正道 新ひだか 前田 宗将 ４９６－ ４ 〃 ハナ １２１．９�
５１０ タニセンダイナスト 牡２鹿 ５５ 石橋 脩染谷 幸雄氏 萱野 浩二 浦河 杵臼牧場 ４４０－ ４１：４１．８１� ９．０�
６１２ カラダサンキュー 牡２鹿 ５５

５２ ▲横山 和生子安 裕樹氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４２６－１２１：４２．２２� ２８７．５�
３５ アキレスバイオ 牡２芦 ５５ 江田 照男バイオ� 奥平 雅士 日高 中館牧場 ４８２＋ ４１：４２．８３� １０４．８�
８１６ ムサシノファルコン 牡２栗 ５５ 丸山 元気村山 忠弘氏 根本 康広 日高 モリナガファーム ４４６－ ４１：４３．０１� １７５．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，６３７，４００円 複勝： ５１，６４９，９００円 枠連： １６，３７４，９００円

馬連： ５３，３２６，２００円 馬単： ４０，９６４，５００円 ワイド： ２７，６９８，３００円

３連複： ７７，１９４，１００円 ３連単： １２５，１２５，４００円 計： ４１５，９７０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � ３３０円 枠 連（７－８） ２８０円

馬 連 �� ３３０円 馬 単 �� ７２０円

ワ イ ド �� １８０円 �� ６５０円 �� ９５０円

３ 連 複 ��� １，２８０円 ３ 連 単 ��� ４，９６０円

票 数

単勝票数 計 ２３６３７４ 的中 � ８５７４５（１番人気）
複勝票数 計 ５１６４９９ 的中 � ２１４２８２（１番人気）� １０１９３３（２番人気）� ２１１１４（６番人気）
枠連票数 計 １６３７４９ 的中 （７－８） ４３８６２（１番人気）
馬連票数 計 ５３３２６２ 的中 �� １１９６６４（１番人気）
馬単票数 計 ４０９６４５ 的中 �� ４２４０５（１番人気）
ワイド票数 計 ２７６９８３ 的中 �� ５２１０５（１番人気）�� ９１１４（８番人気）�� ５９４１（１１番人気）
３連複票数 計 ７７１９４１ 的中 ��� ４４５２３（４番人気）
３連単票数 計１２５１２５４ 的中 ��� １８６２９（９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．９―１２．５―１３．３―１２．８―１２．４―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．５―３５．４―４７．９―１：０１．２―１：１４．０―１：２６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．７―３F３８．４
３ ・（２，１４，１３）（３，１０，１５）１１（８，１２，１６）（７，５）－９，６，１＝４ ４ ・（２，１４，１３）（３，１０，１５）１１（８，１２，１６）５（６，７，１）９－４

勝馬の
紹 介

�ヤンキーソヴリン �
�
父 Successful Appeal �

�
母父 Yankee Victor デビュー ２０１２．７．２２ 札幌２着

２０１０．５．３生 牡２黒鹿 母 Yanquee Reign 母母 Quarteira ５戦１勝 賞金 １３，８００，０００円
〔制裁〕 ステラジアン号の騎手大庭和弥は，発走直後に外側に斜行したことについて戒告。（４番・５番・６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。

２７００２１０月６日 曇 良 （２４東京４）第１日 第２競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時４５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

１１ ザショットアロー 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下牧場 ４８２－ ４１：２７．６ １５．２�

２４ アスキットキング 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣中江 隆一氏 柴田 政人 新冠 競優牧場 ４２８－ ４ 〃 クビ ２３４．８�
５９ クレバーパルマ 牝２栗 ５４ 内田 博幸田� 正明氏 根本 康広 新ひだか 橋本牧場 ４２２＋ ８１：２７．７クビ １４．９�
７１３ オリオンザプラズマ 牡２栗 ５５ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 有限会社石川牧場 ４６２－ ８１：２８．１２� ６４．３�
５１０ スワンソング 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義 H.H．シェイク・ハムダン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５８＋ ２１：２８．２クビ ２．７�
３５ ゲンキチタチカゼ 牡２鹿 ５５ 石橋 脩荒井 壽明氏 手塚 貴久 日高 サンシャイン

牧場 ４４６－ ２１：２８．５２ １１．９	
６１１ クリスウィング 牡２鹿 ５５ 松岡 正海�リーヴァ 新開 幸一 新ひだか 藤沢牧場 ４６０＋ ２１：２８．６クビ １４．８

１２ ジェファーソン 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹�橋 文枝氏 水野 貴広 浦河 日田牧場 ４６４＋ ４１：２８．９１� ５．４�
４７ チェリッシュハート 牝２鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人中村 光利氏 岩戸 孝樹 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ４２４＋ ８１：２９．０� ９２．４�

８１５ ダイメイホーム 牡２栗 ５５ 西田雄一郎宮本 孝一氏 本間 忍 浦河 梅田牧場 ４７８－ ２１：２９．１� ４２６．１
４８ マイネルテゾーロ 牡２栗 ５５ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新ひだか 佐竹 学 ４６６＋ ４１：２９．４１� ５２．５�
７１４ ヒカルハピネス 牡２栗 ５５ 横山 典弘�橋 京子氏 栗田 博憲 新冠 ハシモトフアーム ４８０＋ ２１：２９．５� ６．２�
６１２ セイウンコダシ 牡２栗 ５５ 吉田 豊西山 茂行氏 菅原 泰夫 浦河 高昭牧場 ４４２－ ６１：２９．７１� ２１０．８�
８１６ ピースロード 牡２鹿 ５５ 丸山 元気久米田正平氏 古賀 慎明 新ひだか 岡田スタツド ４５４－ ２１：２９．８� ５．８�
２３ レッツグルーヴ 牝２栗 ５４ 宮崎 北斗 �グリーンファーム 武藤 善則 千歳 社台ファーム ４８６－ ６１：３０．１２ ３４．４�
３６ ヤマノアロー 牡２栗 ５５

５３ △嶋田 純次澤村 敏雄氏 阿部 新生 新ひだか 矢野牧場 ４５２＋ ２１：３０．８４ ３７２．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，４３５，３００円 複勝： ４０，０５４，１００円 枠連： １４，８７１，１００円

馬連： ４９，３７９，１００円 馬単： ３４，７３３，５００円 ワイド： ２５，３０７，４００円

３連複： ６７，６９３，７００円 ３連単： １０７，６２９，２００円 計： ３６０，１０３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５２０円 複 勝 � ４９０円 � ４，５６０円 � ５１０円 枠 連（１－２） ５，２７０円

馬 連 �� １０９，４４０円 馬 単 �� １１８，１３０円

ワ イ ド �� ２０，２９０円 �� １，７７０円 �� ２３，８１０円

３ 連 複 ��� ３１２，２４０円 ３ 連 単 ��� １，６９０，０１０円

票 数

単勝票数 計 ２０４３５３ 的中 � １０６０８（８番人気）
複勝票数 計 ４００５４１ 的中 � ２２９４１（７番人気）� ２０８９（１５番人気）� ２１８６７（８番人気）
枠連票数 計 １４８７１１ 的中 （１－２） ２０８６（１８番人気）
馬連票数 計 ４９３７９１ 的中 �� ３３３（８５番人気）
馬単票数 計 ３４７３３５ 的中 �� ２１７（１４０番人気）
ワイド票数 計 ２５３０７４ 的中 �� ３０３（８３番人気）�� ３６１９（２１番人気）�� ２５８（８７番人気）
３連複票数 計 ６７６９３７ 的中 ��� １６０（２９７番人気）
３連単票数 計１０７６２９２ 的中 ��� ４７（１５６４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．０―３６．５―４９．５―１：０２．０―１：１４．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．１―３F３８．１
３ ・（１０，１１）（４，１６）７（１，１３）（５，８）（３，１２，１５）（６，９）－２－１４ ４ ・（１０，１１）（４，１６）（１，７，１３）（５，８）（３，１２）１５（６，９）２－１４

勝馬の
紹 介

ザショットアロー �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２０１２．７．８ 福島１２着

２０１０．３．２２生 牡２鹿 母 ヨドノドリーマ 母母 ゲイリードリーマー ５戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔制裁〕 アスキットキング号の騎手柴田善臣は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１０番への進路影響）

ザショットアロー号の騎手柴山雄一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１０番への進路影響）

第４回 東京競馬 第１日



２７００３１０月６日 曇 良 （２４東京４）第１日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１１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
１：４６．４

良

良

８１０ インプロヴァイズ 牡２青 ５５ 石橋 脩有限会社シルク堀 宣行 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５８± ０１：５０．５ ３．０�

８１１ フェートグランド 牡２鹿 ５５ 内田 博幸 �社台レースホース武藤 善則 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８０＋ ６１：５０．９２� ２．３�

６７ サムソンズプライド 牡２鹿 ５５ 吉田 豊有限会社シルク杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム ４５６－ ４ 〃 クビ ３０．１�
５５ トキノロブロイ 牡２黒鹿５５ 江田 照男田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４７２＋ ２１：５１．０� ４４．８�
３３ マイネリッカ 牝２栗 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム ４３２－ ８１：５１．１クビ ８６．１�
４４ ケイアイチョウサン 牡２黒鹿５５ 松岡 正海長山 尚義氏 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 ４４２－ ２ 〃 クビ １２．８	
６６ マイネルゼータ 牡２青鹿５５ 田辺 裕信 �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 ４５６－ ４ 〃 アタマ ２７．７

７８ ティアップワンダー 牡２黒鹿５５ 大野 拓弥田中 昇氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 ４４４＋ ２１：５１．３� １０．３�
２２ マダムバタフライ 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹平岡 茂樹氏 田島 俊明 浦河 大野牧場 ４６６－ ２１：５１．９３� １９６．８�
７９ エルインペレイター 牡２鹿 ５５ 横山 典弘�ジェイアール 戸田 博文 千歳 社台ファーム ５０６－ ８１：５２．４３ ５．１
１１ ヤ マ ノ ド ン 牡２栗 ５５ 吉田 隼人澤村 敏雄氏 阿部 新生 浦河 北俣ファーム ４６４＋ ２ 〃 クビ １６４．４�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２６，８８６，３００円 複勝： ５２，３１１，８００円 枠連： １６，７０１，２００円

馬連： ５０，４６１，０００円 馬単： ４２，３８３，２００円 ワイド： ２７，５６８，７００円

３連複： ７１，２１８，６００円 ３連単： １４８，５９５，７００円 計： ４３６，１２６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � ４７０円 枠 連（８－８） ３１０円

馬 連 �� ３００円 馬 単 �� ６２０円

ワ イ ド �� １７０円 �� ７６０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ２，２９０円 ３ 連 単 ��� ６，７６０円

票 数

単勝票数 計 ２６８８６３ 的中 � ７１７９９（２番人気）
複勝票数 計 ５２３１１８ 的中 � １２６４６８（２番人気）� １７１６６１（１番人気）� １５４９４（７番人気）
枠連票数 計 １６７０１２ 的中 （８－８） ４０８９９（２番人気）
馬連票数 計 ５０４６１０ 的中 �� １２６１４７（１番人気）
馬単票数 計 ４２３８３２ 的中 �� ５１１１５（２番人気）
ワイド票数 計 ２７５６８７ 的中 �� ５７６９８（１番人気）�� ７４１０（１０番人気）�� ６４８７（１２番人気）
３連複票数 計 ７１２１８６ 的中 ��� ２３０１０（７番人気）
３連単票数 計１４８５９５７ 的中 ��� １６２３１（１７番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．０―１２．１―１３．１―１３．２―１３．７―１２．３―１１．０―１１．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２３．９―３６．０―４９．１―１：０２．３―１：１６．０―１：２８．３―１：３９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．２―３F３４．５

３ ２，８（４，１１）（７，６）１０，５（１，３）－９
２
４

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

勝馬の
紹 介

インプロヴァイズ �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．８．１８ 新潟３着

２０１０．２．２６生 牡２青 母 カ デ ン ツ ァ 母母 ビ ー モ ル ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円

２７００４１０月６日 曇 良 （２４東京４）第１日 第４競走 ��１，３００�サラブレッド系２歳
発走１１時４５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

１：１８．１
１：１８．１

良

良

２２ バイタルフォルム 牡２黒鹿５５ 内田 博幸�樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 藤春 修二 ４６６ ―１：２０．５ ３．６�

５７ セイユウスマイル 牝２鹿 ５４ 津村 明秀松岡 正二氏 鈴木 伸尋 新ひだか 畠山牧場 ４７８ ― 〃 アタマ ３．４�
６９ キネオリリー 牝２栗 ５４ 蛯名 正義ジャパンフードビジネス� 牧 光二 安平 ノーザンファーム ５１０ ―１：２０．６� ３．１�
４４ ハプスブルク 牡２鹿 ５５ 田辺 裕信片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ４４０ ―１：２１．４５ ７．０�
４５ ベストブライアン 牡２黒鹿５５ 石橋 脩岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 ４３２ ―１：２１．７１� ６６．５�
６８ サウンドトゥルー 牡２栗 ５５ 宮崎 北斗山田 弘氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド ４７０ ―１：２２．２３ １６．４�
５６ トウショウアミラル 牡２黒鹿５５ 武士沢友治トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５６ ―１：２２．５２ １８０．８	
７１１ ア ル テ ル フ 牡２鹿 ５５ 松岡 正海平口 信行氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 ４５２ ―１：２２．７１� １６．６

３３ カ ザ ノ ト 牝２鹿 ５４

５１ ▲西村 太一荒木隆之介氏 伊藤 大士 日高 チャンピオン
ズファーム ４１６ ―１：２３．１２� ４０．１�

７１０ グランデラポール 牡２黒鹿５５ 木幡 初広 �グランデオーナーズ 和田 正道 浦河 絵笛牧場 ４６８ ―１：２３．７３� ３５．１�
１１ アポロアルデュール 牝２栗 ５４ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 むかわ 真壁 信一 ４４４ ― 〃 アタマ １２９．８
８１２ ケツァルコアトル 牡２青鹿５５ 嘉藤 貴行�ミルファーム 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ４７６ ―１：２５．２９ １２５．５�
８１３ ラピードアイザック 牡２栗 ５５ 江田 照男保坂 義貞氏 菅原 泰夫 日高 山際 辰夫 ４７２ ―１：２５．３� ８３．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １９，８５８，９００円 複勝： ２８，４５３，２００円 枠連： １３，４０１，２００円

馬連： ４０，７８６，８００円 馬単： ３２，３０４，４００円 ワイド： １９，２９０，６００円

３連複： ５４，０８０，７００円 ３連単： ９４，５９５，１００円 計： ３０２，７７０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � １３０円 枠 連（２－５） ７３０円

馬 連 �� ７００円 馬 単 �� １，４２０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ２６０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ６３０円 ３ 連 単 ��� ３，８８０円

票 数

単勝票数 計 １９８５８９ 的中 � ４４０４２（３番人気）
複勝票数 計 ２８４５３２ 的中 � ５９６０６（２番人気）� ５４８１８（３番人気）� ６０１６４（１番人気）
枠連票数 計 １３４０１２ 的中 （２－５） １３６２０（３番人気）
馬連票数 計 ４０７８６８ 的中 �� ４３３８８（３番人気）
馬単票数 計 ３２３０４４ 的中 �� １６８１６（６番人気）
ワイド票数 計 １９２９０６ 的中 �� １７１８８（３番人気）�� １８５９１（２番人気）�� １９７６９（１番人気）
３連複票数 計 ５４０８０７ 的中 ��� ６４２９８（１番人気）
３連単票数 計 ９４５９５１ 的中 ��� １８０２８（５番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３７．６
３ ７，９（４，１０）５（２，１２，１３）－３－（１，１１）（８，６） ４ ・（７，９）（４，１０）（２，５）（３，１２，１３）１１－（１，６）－８
市場取引馬

勝馬の
紹 介

バイタルフォルム �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 フサイチコンコルド 初出走

２０１０．４．２０生 牡２黒鹿 母 ポピーリース 母母 ポ ピ ー デ イ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２７００５１０月６日 曇 良 （２４東京４）第１日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１２時３５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

１：２１．４
１：２０．３

良

良

８１２ ア ユ サ ン 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 ４９４ ―１：２５．０ ２．８�

８１３� ヒシラストガイ 牡２栗 ５５ 田辺 裕信阿部雅一郎氏 久保田貴士 米 Masa-
ichiro Abe ４７８ ―１：２５．３１� １１．６�

６８ ツクバリンカーン 牡２芦 ５５ 柴田 善臣荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 ５０８ ― 〃 ハナ ２２．９�
７１０ プラティーヌ 牝２鹿 ５４ 横山 典弘伊藤 元庸氏 鈴木 伸尋 新冠 細川農場 ４５８ ―１：２５．６１� １４．９�
１１ ペリドットムーン 牡２鹿 ５５ 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４ ―１：２５．７� １１．４�
６９ スズノフウジン 牡２栗 ５５ 内田 博幸小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 ４８８ ―１：２５．９１� ５．９�
３３ プリンシアルーナ 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成芳川 貴行氏 栗田 徹 平取 坂東牧場 ４３２ ―１：２６．０� ６２．２�
５７ ニシノマオジュー 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥西山 茂行氏 松山 将樹 浦河 高昭牧場 ４６８ ― 〃 アタマ １１６．５	
７１１ スプリングカフェ 牝２黒鹿５４ 北村 宏司加藤 春夫氏 上原 博之 様似 堀 弘康 ４７８ ―１：２６．１クビ ９１．６

４５ デ ル マ ベ ラ 牝２栗 ５４ 柴山 雄一浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 日高 ファニーヒルファーム ４５６ ―１：２６．４２ １３５．８�
５６ エイプリルメロディ 牝２黒鹿５４ 丸田 恭介岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 日高 いとう牧場 ４４８ ―１：２６．５クビ １１．６�
２２ � エーシンエポナ 牝２鹿 ５４ 松岡 正海栄進堂 沖 芳夫 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

４８８ ―１：２６．９２	 ３．３�
４４ ミカンチャン 牝２鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人ケンレーシング組合 畠山 吉宏 日高 竹島 幸治 ４８０ ―１：２７．３２	 １１５．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２２，８７４，２００円 複勝： ３３，５００，５００円 枠連： １５，５５８，６００円

馬連： ４８，００５，４００円 馬単： ３６，００８，９００円 ワイド： ２１，５１１，８００円

３連複： ５８，５２２，２００円 ３連単： １０６，３８８，１００円 計： ３４２，３６９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １５０円 � ３３０円 � ４１０円 枠 連（８－８） １，４７０円

馬 連 �� １，７１０円 馬 単 �� ２，５７０円

ワ イ ド �� ６９０円 �� １，１３０円 �� ２，０８０円

３ 連 複 ��� １０，５２０円 ３ 連 単 ��� ２７，４７０円

票 数

単勝票数 計 ２２８７４２ 的中 � ６６０５０（１番人気）
複勝票数 計 ３３５００５ 的中 � ８１２７７（１番人気）� ２３１７１（７番人気）� １７５７０（８番人気）
枠連票数 計 １５５５８６ 的中 （８－８） ７８３８（８番人気）
馬連票数 計 ４８００５４ 的中 �� ２０７５０（７番人気）
馬単票数 計 ３６００８９ 的中 �� １０３７０（７番人気）
ワイド票数 計 ２１５１１８ 的中 �� ７９９４（７番人気）�� ４６７２（１５番人気）�� ２４５６（２７番人気）
３連複票数 計 ５８５２２２ 的中 ��� ４１０９（３７番人気）
３連単票数 計１０６３８８１ 的中 ��� ２８５９（９４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．９―１２．７―１３．５―１２．３―１０．８―１１．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２４．６―３７．３―５０．８―１：０３．１―１：１３．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ユ サ ン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat 初出走

２０１０．２．２１生 牝２鹿 母 バイザキャット 母母 Buy the Firm １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔その他〕 エイプリルメロディ号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※アユサン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

２７００６１０月６日 曇 良 （２４東京４）第１日 第６競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１３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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３４．４
１：３３．３

重

良

４８ レ イ ヴ 牡３栗 ５５ 蛯名 正義 �グリーンファーム 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ４９８－ ２１：３７．２ ５．７�

２３ ハ ー コ ッ ト 牡３鹿 ５５ 北村 宏司 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４６８＋ ２１：３７．３� ５．６�
８１６ ガ ム ラ ン 牡４青鹿５７ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ５２６－１２１：３７．４� １．８�
７１３ ビットプレスト 牡４鹿 ５７ 江田 照男礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４５６－ ２１：３７．５� １１８．９�
６１１ ドンビザッツウェイ 牡５鹿 ５７ 内田 博幸田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 ５００＋ ２１：３８．０３ ２２．１�
１２ ラストノート �５鹿 ５７ 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８＋１４１：３８．１� １８．６	
３６ エーブポセイドーン 牡４鹿 ５７ 丹内 祐次 �レーシングホース

ジャパン 清水 美波 新ひだか シンボリ牧場 B５０２＋ ２１：３８．２クビ １２７．４

５１０ レッドシュナイト 牡４栗 ５７ 中舘 英二 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム ４８４＋１２ 〃 クビ ２８．３�
３５ ビービーアックス 牡４鹿 ５７

５５ △嶋田 純次�坂東牧場 手塚 貴久 新冠 中本牧場 ４８０－ ６１：３８．３� ６４．１�
７１４� ロージーライト 牡４青鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 メイプルファーム ４９２＋ ８１：３８．４クビ ９．０
５９ ワイワイガヤガヤ 牡３栗 ５５ 吉田 豊小田切有一氏 粕谷 昌央 日高 大江牧場 ５２６－１０１：３８．６１� ３０．６�
１１ ヘンリーフォンテン 牡３鹿 ５５ 勝浦 正樹吉橋 計氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 ４７４＋ ２１：３９．２３� ９０．０�
２４ � マライアレジーナ 牝３鹿 ５３ 村田 一誠北前孔一郎氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 ４４４－ ４１：３９．５１� ５８８．６�
６１２ ボンジュールエール 牡３栗 ５５ 三浦 皇成田中善次郎氏 高木 登 新ひだか 前川 正美 ４６０＋ ２１：３９．６� ８７．０�
４７ ウインジェラルド 牡５栗 ５７ 松岡 正海�ウイン 武市 康男 新冠 村上 欽哉 ４６６＋ ５１：３９．８１	 ２２０．７�
８１５ ウィズインカチドキ 牡５鹿 ５７ 田中 博康内藤 耕造氏 成島 英春 新ひだか 原口フアーム ４７８－ ６１：４０．４３� ６２２．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，７５６，９００円 複勝： ４７，９４５，９００円 枠連： １８，３７７，２００円

馬連： ６０，２０７，５００円 馬単： ４８，１０２，４００円 ワイド： ３２，３１３，８００円

３連複： ８１，５７９，６００円 ３連単： １５６，１０３，４００円 計： ４７３，３８６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � １６０円 � １４０円 � １１０円 枠 連（２－４） １，５２０円

馬 連 �� １，２９０円 馬 単 �� ２，６２０円

ワ イ ド �� ３８０円 �� ２４０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ８００円 ３ 連 単 ��� ６，３００円

票 数

単勝票数 計 ２８７５６９ 的中 � ４０４３０（３番人気）
複勝票数 計 ４７９４５９ 的中 � ６１３０５（３番人気）� ７７７５４（２番人気）� １７６３２１（１番人気）
枠連票数 計 １８３７７２ 的中 （２－４） ８９４９（６番人気）
馬連票数 計 ６０２０７５ 的中 �� ３４５４８（４番人気）
馬単票数 計 ４８１０２４ 的中 �� １３５５９（９番人気）
ワイド票数 計 ３２３１３８ 的中 �� １９４６５（４番人気）�� ３５６２４（１番人気）�� ３１９３３（２番人気）
３連複票数 計 ８１５７９６ 的中 ��� ７６１９７（１番人気）
３連単票数 計１５６１０３４ 的中 ��� １８３１３（１０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．１―３４．８―４７．２―５９．７―１：１２．４―１：２４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．０―３F３７．５
３ ９，１，３，６，２，８（１３，７，１６）（１０，１４）４，１２，５－１５－１１ ４ ９，１，３（２，６）（１３，８）（１０，７，１６）（４，５，１４，１２）－１１，１５

勝馬の
紹 介

レ イ ヴ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１２．４．２９ 東京１着

２００９．５．８生 牡３栗 母 ジ ェ シ カ 母母 セシルカット ５戦２勝 賞金 １４，４２０，０００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。
（非抽選馬） ２頭 キングダムキング号・ダテノスイミー号



２７００７１０月６日 小雨 良 （２４東京４）第１日 第７競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１３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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．９
１：２１．５

不良

不良

６１２ エイコオウイング 牝４鹿 ５５ 横山 典弘木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 ４７０－ ８１：２４．７ １．７�

３５ ダイワモービル 牡４黒鹿５７ 北村 宏司大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 ５１４＋ ４１：２５．１２� ４．０�
７１４ エフティシュタルク 牡４青鹿５７ 蛯名 正義吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ５２２＋ ４１：２５．５２� ９．７�
３６ トリニティチャーチ �４鹿 ５７ 柴田 大知 �サンデーレーシング 本間 忍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０－ ２１：２５．６クビ ３０．０�
４８ サンセルマン 牡３黒鹿５５ 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 ４４６－ ９１：２５．９１� ３５．４�
１１ グランデタキオン 牡５鹿 ５７ 津村 明秀芹澤 精一氏 相沢 郁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０＋ ８１：２６．０� １３２．８�
１２ ソーラーインパルス 牡３黒鹿５５ 松岡 正海吉田 和美氏 新開 幸一 浦河 まるとみ冨岡牧場 ５１０＋ ４１：２６．１� ２０．８	
７１３ ドリームリーグ 牡３栗 ５５ 柴山 雄一セゾンレースホース
 畠山 吉宏 浦河 駿河牧場 ５０６＋ ６１：２６．２� １１８．０�
８１６ エ リ ク サ ー 牡３栗 ５５ 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４７０＋ ２１：２６．４１� ２３．０�
８１５ キョウエイショウリ 牡４黒鹿５７ 村田 一誠田中 晴夫氏 中川 公成 浦河 山口 義彦 ４６０＋１０１：２６．６１� ３６４．０
６１１	 ダ ー ク ラ ム 牡４黒鹿５７ 大野 拓弥
ジェイアール 黒岩 陽一 日高 賀張三浦牧場 ４８８－１０１：２６．７クビ ２１７．０�
５９ ハ ロ ー タ マ 牝４鹿 ５５ 嘉藤 貴行ニットー商事
 菊川 正達 新冠 斉藤 安行 B４３８－１４１：２７．０１� ２９８．９�
２３ アドバンスコンドル 牡３鹿 ５５ 田辺 裕信西川 隆士氏 松山 将樹 新ひだか 今 牧場 ５００＋１０１：２７．１� １３．０�
５１０	 カシノグリーディ 牡３鹿 ５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 一山育成牧場 ４８４－１４１：２７．２� ２８８．９�
４７ 	 キャントセイワーズ 牝３黒鹿５３ 田中 勝春飯田 正剛氏 清水 英克 新ひだか 千代田牧場 B５１８± ０ 〃 アタマ １１３．１�
２４ ビッグギャンブラー 牡４栗 ５７

５４ ▲西村 太一坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上牧場 ５１２－２４１：２７．６２� ４５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，２１６，１００円 複勝： ６０，６４６，０００円 枠連： ２０，１６８，８００円

馬連： ６４，２６７，２００円 馬単： ５６，３１９，５００円 ワイド： ３０，９８１，５００円

３連複： ８４，０７３，９００円 ３連単： １７９，０２７，３００円 計： ５２０，７００，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � １８０円 枠 連（３－６） ２３０円

馬 連 �� ２４０円 馬 単 �� ３６０円

ワ イ ド �� １５０円 �� ２５０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ６３０円 ３ 連 単 ��� １，６９０円

票 数

単勝票数 計 ２５２１６１ 的中 � １２３０８４（１番人気）
複勝票数 計 ６０６４６０ 的中 � ３３６９７１（１番人気）� ９６９１１（２番人気）� ４１７２５（３番人気）
枠連票数 計 ２０１６８８ 的中 （３－６） ６５６６５（１番人気）
馬連票数 計 ６４２６７２ 的中 �� ２０１０３７（１番人気）
馬単票数 計 ５６３１９５ 的中 �� １１８６１３（１番人気）
ワイド票数 計 ３０９８１５ 的中 �� ６９００５（１番人気）�� ２８０６６（２番人気）�� １６６７８（４番人気）
３連複票数 計 ８４０７３９ 的中 ��� ９９２２５（１番人気）
３連単票数 計１７９０２７３ 的中 ��� ７８３００（１番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．７―１２．８―１２．１―１２．０―１２．６

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイコオウイング �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー ２０１０．１１．１３ 東京８着

２００８．５．１２生 牝４鹿 母 ホクトブルーバード 母母 ホクトフローラ １９戦３勝 賞金 ４４，０６７，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ケイアイアポロン号
（非抽選馬） ３頭 シベリアンソアー号・マンボマンボ号・レッドガルシア号

２７００８１０月６日 曇 良 （２４東京４）第１日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１４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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４４．２
１：４４．１

良

良

３４ スーパームーン 牡３青鹿５５ 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５００＋ ４１：４６．６ ３．９�

７１２� シャドウパーティー 牡３鹿 ５５ N．ピンナ 飯塚 知一氏 堀 宣行 愛 Lodge
Park Stud ４８４± ０１：４６．８１� ２．４�

（伊）

４７ マツリダジャパン 	５青 ５７ 宮崎 北斗�橋 文枝氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド ４５８＋ ２１：４６．９
 ６８．７�
２３ キョウエイマイン 牝３鹿 ５３ 田中 勝春田中 晴夫氏 石毛 善彦 新冠 小泉牧場 ４１８＋ ２１：４７．１１� ３４．７�
５９ ヴェルデグリーン 牡４栗 ５７ 津村 明秀斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４８２＋１４ 〃 クビ ８．１�
４６ ステージナーヴ 牡３黒鹿５５ 木幡 初広 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４２４± ０１：４７．２
 ３３．９�
８１４� ブルースビスティー 牡４鹿 ５７ 吉田 豊備前島敏子氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 ４５８＋ ２ 〃 クビ １５８．０	
５８ � シンボリアミアン 	５鹿 ５７ 大野 拓弥シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 ５１２± ０１：４７．３クビ ２０２．１

３５ レッドガルシア 牡３栗 ５５ 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 B５００－ ２１：４７．７２
 １０８．７�
８１５ リーサムポイント 牡４栗 ５７ 北村 宏司平田 修氏 大江原 哲 安平 ノーザンファーム ４６８± ０１：４７．８� ２４．７
１１ アルフェロア 牡３青鹿５５ 三浦 皇成吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９２－ ４１：４８．０１� ２２．０�
２２ � サンマルヴィエント 牡４栗 ５７ 田辺 裕信相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４７４＋ ２１：４８．１� ２１５．０�
６１１ エンギロティタ 牡３青鹿 ５５

５２ ▲長岡 禎仁藤田 孟司氏 小島 茂之 日高 モリナガファーム ４６６± ０ 〃 クビ ９２．７�
６１０ メイショウオオゾラ 牡４栗 ５７ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４７４＋ ２１：４８．２� １９．１�
７１３ クロスカップリング 牡３青鹿５５ 蛯名 正義諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４５６－ ６ 〃 ハナ ５．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２８，９７３，２００円 複勝： ４９，５０８，８００円 枠連： ２１，７０５，４００円

馬連： ７６，７１０，６００円 馬単： ５２，５９６，６００円 ワイド： ３５，４１９，４００円

３連複： ９４，６３３，３００円 ３連単： １８０，８１２，７００円 計： ５４０，３６０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １５０円 � １３０円 � ４９０円 枠 連（３－７） ３６０円

馬 連 �� ５１０円 馬 単 �� １，１７０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ２，０５０円 �� １，３８０円

３ 連 複 ��� １０，３４０円 ３ 連 単 ��� ４０，２８０円

票 数

単勝票数 計 ２８９７３２ 的中 � ５９８７２（２番人気）
複勝票数 計 ４９５０８８ 的中 � ９２７０８（２番人気）� １３７８１１（１番人気）� １６９８５（９番人気）
枠連票数 計 ２１７０５４ 的中 （３－７） ４４９８４（１番人気）
馬連票数 計 ７６７１０６ 的中 �� １１１３７２（１番人気）
馬単票数 計 ５２５９６６ 的中 �� ３３４２９（３番人気）
ワイド票数 計 ３５４１９４ 的中 �� ３９５０１（２番人気）�� ３８０４（２６番人気）�� ５７６５（１６番人気）
３連複票数 計 ９４６３３３ 的中 ��� ６７５６（３１番人気）
３連単票数 計１８０８１２７ 的中 ��� ３３１３（１０８番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１１．９―１２．２―１２．３―１２．０―１１．１―１１．３―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．１―３６．０―４８．２―１：００．５―１：１２．５―１：２３．６―１：３４．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．１―３F３４．１

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

勝馬の
紹 介

スーパームーン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２０１１．１０．２２ 東京５着

２００９．４．２８生 牡３青鹿 母 フェアリーバラード 母母 Angelic Song ９戦２勝 賞金 ２３，１００，０００円
〔制裁〕 シャドウパーティー号の騎手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過怠金１００，０００円。（３番への進

路影響）
※レッドガルシア号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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。



２７００９１０月６日 晴 良 （２４東京４）第１日 第９競走 ��
��１，４００�サ フ ラ ン 賞

発走１４時３５分 （芝・左）

牝，２歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ９，５００，０００円 ３，８００，０００円 ２，４００，０００円 １，４００，０００円 ９５０，０００円
付 加 賞 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２１．４
１：２０．３

良

良

７１０ タガノミューチャン 牝２鹿 ５４ 内田 博幸八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ５００－ ６１：２１．２レコード １０．３�

８１２ エターナルムーン 牝２鹿 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 浦河 �桁牧場 ４５０－ ６ 〃 クビ １６２．５�
５７ ネロディアマンテ 牝２青 ５４ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 相沢 郁 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６＋ ４１：２１．３� ２．８�
６９ ナンシーシャイン 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人三ツ矢組合 岩戸 孝樹 新ひだか 下村 繁正 ４２０－ ８１：２１．６１� ５７．３�
５６ ブリリアントアスク 牝２鹿 ５４ 横山 典弘廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ４４０＋ ２１：２１．８１� １２．３�
６８ シャスターデイジー 牝２栗 ５４ 三浦 皇成	ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ ４４６＋１０ 〃 ハナ ４．９

８１３ シーブリーズライフ 牝２栗 ５４ 田中 勝春飯田 正剛氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 ４３６－ ４ 〃 クビ ５．６�
１１ ジョアンシーピン 牝２黒鹿５４ 北村 宏司西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 岡田牧場 ４５２± ０１：２１．９� ５．６�
４４ ベイビーイッツユー 牝２栗 ５４ 江田 照男 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 牧 光二 日高 白井牧場 ４５０＋１４１：２２．０クビ １５．４
４５ モーニングムーン 牝２栗 ５４ 田辺 裕信�ターフ・スポート高柳 瑞樹 新冠 松浦牧場 ４４２± ０ 〃 クビ ３０．１�
７１１ マイネモントル 牝２青鹿５４ 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新ひだか 城地 清満 ４１８＋ ２１：２２．２１� １２８．８�
３３ グランデタマ 牝２芦 ５４ 松岡 正海 	グランデオーナーズ 和田 正道 新ひだか 坂本 春雄 ４３６± ０１：２２．３� ５１．６�
２２ グ レ カ ー レ 牝２鹿 ５４ 嶋田 純次 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 ラツキー牧場 ４２０＋ ４１：２２．５１� ６９．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３６，３３０，７００円 複勝： ６０，４３０，６００円 枠連： ２０，８１４，９００円

馬連： ９７，８７０，５００円 馬単： ６２，５４３，４００円 ワイド： ４０，７２５，３００円

３連複： １１３，６５３，９００円 ３連単： ２１３，２４３，１００円 計： ６４５，６１２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０３０円 複 勝 � ３７０円 � １，７１０円 � １４０円 枠 連（７－８） ２，３１０円

馬 連 �� ４４，９２０円 馬 単 �� ８０，２８０円

ワ イ ド �� ９，７７０円 �� ７２０円 �� ３，０４０円

３ 連 複 ��� ４５，２００円 ３ 連 単 ��� ４９３，３４０円

票 数

単勝票数 計 ３６３３０７ 的中 � ２７８２１（５番人気）
複勝票数 計 ６０４３０６ 的中 � ３６８９５（６番人気）� ６５１７（１２番人気）� １６９６４８（１番人気）
枠連票数 計 ２０８１４９ 的中 （７－８） ６６７０（１１番人気）
馬連票数 計 ９７８７０５ 的中 �� １６０８（６３番人気）
馬単票数 計 ６２５４３４ 的中 �� ５７５（１１４番人気）
ワイド票数 計 ４０７２５３ 的中 �� ９８５（６６番人気）�� １４８４８（７番人気）�� ３２２０（３０番人気）
３連複票数 計１１３６５３９ 的中 ��� １８５６（９９番人気）
３連単票数 計２１３２４３１ 的中 ��� ３１９（８２０番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．２―１１．６―１１．８―１１．５―１１．２―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２３．３―３４．９―４６．７―５８．２―１：０９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノミューチャン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 スピニングワールド デビュー ２０１２．９．１７ 阪神１着

２０１０．４．１３生 牝２鹿 母 エイシンミュー 母母 エイシンブライドル ２戦２勝 賞金 １６，７９４，０００円
〔制裁〕 エターナルムーン号の騎手木幡初広は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（７番への進路影響）

タガノミューチャン号の騎手内田博幸は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（７番への進路影
響）

２７０１０１０月６日 晴 良 （２４東京４）第１日 第１０競走 ��
��１，６００�

た ま が わ

多 摩 川 特 別
発走１５時１０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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３４．４
１：３３．３

重

良

１１ � マスクトヒーロー 牡４黒鹿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 ４９８＋ ４１：３６．７ ２．２�

６１２ ジェットヴォイス 牡５鹿 ５７ 丸田 恭介本間 茂氏 石毛 善彦 日高 新井 昭二 ４８８± ０１：３６．９１� １７５．９�
１２ ヴィンテージイヤー 牡３鹿 ５５ 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 浦河 日進牧場 B５０２＋１０１：３７．０	 １３．７�
３５ ブレイクチャンス 
５鹿 ５７ 田中 勝春齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４９６± ０１：３７．２１� １９０．６�
４８ フ ィ ア レ ス 牝３栗 ５３ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４３８＋ ２ 〃 アタマ ３６．８�
７１４ シゲルモトナリ 牡５黒鹿５７ 吉田 隼人森中 蕃氏 藤岡 範士 新冠 松本 信行 ５１６－ ２１：３７．３クビ ３１．０	
６１１ トルバドゥール 牡４栃栗５７ N．ピンナ �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム ４８８－ ２１：３７．４	 ６．４


（伊）

８１５� イッシンドウタイ 牡３鹿 ５５ 蛯名 正義�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４９８＋１０１：３７．５クビ １５．５�
７１３ フラアンジェリコ 牡４栗 ５７ 石橋 脩 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ５０２± ０ 〃 アタマ １０．３�
４７ ドラゴンアルテマ 牡５青 ５７ 北村 宏司窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４８８＋ ２１：３７．６クビ １３．９
２３ キングスリージョン 牡６栗 ５７ 吉田 豊吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム ４９８± ０１：３７．７	 ６４．０�
８１６ フルヒロボーイ 牡３鹿 ５５ 柴田 善臣古岡 宏仁氏 田中 清隆 日高 木村牧場 ５１６－ ２ 〃 ハナ ２３．７�
３６ ブライアンズオーラ 牡３鹿 ５５ 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 友田牧場 ４７８－ ２１：３８．０１	 ５．１�
２４ �� エーシンイオマンテ 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信�栄進堂 坂口 正則 愛 Peter and

Jackie Grimes ４６８＋ ４１：３８．２１� ３７２．８�
５９ � メイプルダイキチ 牡４黒鹿５７ 柴山 雄一節 英司氏 高市 圭二 新冠 安達 洋生 ４７４＋ ５１：３８．５１	 ３３９．９�
５１０ ロトスカイブルー 牡６鹿 ５７ 勝浦 正樹國武 佳博氏 成島 英春 新冠 赤石 久夫 ５００－ ２１：３８．８１	 ２３３．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４５，９３３，５００円 複勝： ７７，５４７，０００円 枠連： ３７，４６２，７００円

馬連： １５６，０７３，２００円 馬単： ８５，６６３，１００円 ワイド： ５６，２８４，６００円

３連複： １８３，４０２，５００円 ３連単： ３２９，３５０，６００円 計： ９７１，７１７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １４０円 � ２，０８０円 � ３４０円 枠 連（１－６） ６６０円

馬 連 �� ２０，７３０円 馬 単 �� ２０，７００円

ワ イ ド �� ４，７１０円 �� ５８０円 �� １２，４６０円

３ 連 複 ��� ５０，６６０円 ３ 連 単 ��� ２７６，５２０円

票 数

単勝票数 計 ４５９３３５ 的中 � １７０２２９（１番人気）
複勝票数 計 ７７５４７０ 的中 � ２１５８９０（１番人気）� ６７９９（１２番人気）� ５２５００（７番人気）
枠連票数 計 ３７４６２７ 的中 （１－６） ４１９４１（１番人気）
馬連票数 計１５６０７３２ 的中 �� ５５５８（４６番人気）
馬単票数 計 ８５６６３１ 的中 �� ３０５５（６０番人気）
ワイド票数 計 ５６２８４６ 的中 �� ２８３２（４９番人気）�� ２６３０７（４番人気）�� １０５８（６８番人気）
３連複票数 計１８３４０２５ 的中 ��� ２６７２（１２９番人気）
３連単票数 計３２９３５０６ 的中 ��� ８７９（６８５番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．２―１１．５―１２．４―１２．５―１２．４―１１．９―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．１―２３．３―３４．８―４７．２―５９．７―１：１２．１―１：２４．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マスクトヒーロー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ホワイトマズル

２００８．４．１８生 牡４黒鹿 母 ビハインドザマスク 母母 ヴアインゴールド ４戦３勝 賞金 ２９，００６，０００円
地方デビュー ２０１１．９．１ 門別

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 スズカロジック号・トミケンユークアイ号
（非抽選馬） ３頭 サトノデートナ号・ヘリオス号・ユウターウェーヴ号
※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。



２７０１１１０月６日 晴 良 （２４東京４）第１日 第１１競走 ��
��２，４００�オクトーバーステークス

発走１５時４５分 （芝・左）
３歳以上，１，６００万円以下，２３．１０．８以降２４．１０．１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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００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

８１１ ムスカテール 牡４黒鹿５６ 内田 博幸吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４８６＋ ２２：２６．９ ２．５�

６７ フジマサエンペラー 牡３黒鹿５３ 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム ４８４－ ２２：２７．３２� ６．６�
２２ トウカイオーロラ 牡５黒鹿５６ 蛯名 正義内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ４６４－２４２：２７．４� ２４．５�
６６ メイショウジンム 牡６鹿 ５５ 北村 宏司松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 杵臼斉藤牧場 ４４４＋ ４２：２７．５� １４．４�
８１０ ファタモルガーナ �４鹿 ５６ 川島 信二 �キャロットファーム 荒川 義之 新冠 小泉 学 ４８０＋ ６２：２７．６クビ ３．１�
７８ エーシンミラージュ 牡４鹿 ５７．５ 丸田 恭介�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ５２８＋１０２：２７．８１	 ２１．６	
４４ フミノヤマビコ 牡５鹿 ５６ 勝浦 正樹谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B４８８－ ２ 〃 クビ ３０．８

７９ マ ナ ク ー ラ 牡６黒鹿５５ 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 ４７４＋ ２２：２７．９� ６．９�
（伊）

５５ 
 アサティスボーイ 牡８鹿 ５５ 江田 照男廣松 金次氏 古賀 慎明 新冠 八木サニー
ファーム ４５６＋ ６２：２８．０� ５８．２�

１１ シンボリボルドー 牡５鹿 ５４ 木幡 初広シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 ４６６＋ ８２：２８．２１	 ８０．７
３３ セタガヤフラッグ 牡９鹿 ５３ 吉田 隼人千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４６２＋ ８２：２８．７３ １０１．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ６０，７８０，６００円 複勝： ８５，４８４，４００円 枠連： ５３，９７６，６００円

馬連： ２２３，００２，７００円 馬単： １３４，３３３，６００円 ワイド： ７１，１６７，２００円

３連複： ２７９，９２９，６００円 ３連単： ５９６，１７６，８００円 計： １，５０４，８５１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １４０円 � ２３０円 � ４７０円 枠 連（６－８） ３８０円

馬 連 �� ８４０円 馬 単 �� １，５００円

ワ イ ド �� ４６０円 �� ９４０円 �� １，４９０円

３ 連 複 ��� ４，９９０円 ３ 連 単 ��� １６，４７０円

票 数

単勝票数 計 ６０７８０６ 的中 � １９８４０５（１番人気）
複勝票数 計 ８５４８４４ 的中 � ２１４１３９（２番人気）� ９３６３３（４番人気）� ３５７０８（８番人気）
枠連票数 計 ５３９７６６ 的中 （６－８） １０５９４３（２番人気）
馬連票数 計２２３００２７ 的中 �� １９６２１７（２番人気）
馬単票数 計１３４３３３６ 的中 �� ６６１６９（３番人気）
ワイド票数 計 ７１１６７２ 的中 �� ４０９６１（４番人気）�� １８３３５（１２番人気）�� １１１７４（１９番人気）
３連複票数 計２７９９２９６ 的中 ��� ４１４４４（１７番人気）
３連単票数 計５９６１７６８ 的中 ��� ２６７２９（４７番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．４―１２．８―１２．７―１２．７―１２．８―１３．２―１２．８―１２．３―１１．０―１０．９―１１．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．１―２４．５―３７．３―５０．０―１：０２．７―１：１５．５―１：２８．７―１：４１．５―１：５３．８―２：０４．８―２：１５．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４５．４―３F３３．１
１
３
３－６，７，５，１１（１，２）－（９，４）１０，８
７，６（３，５，１１）（１，２，１０）（９，４）８

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

勝馬の
紹 介

ムスカテール �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１２．５ 阪神１着

２００８．４．１８生 牡４黒鹿 母 シ ェ リ ー ル 母母 ジェドゥーザムール １４戦５勝 賞金 ８０，２７１，０００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。

２７０１２１０月６日 晴 良 （２４東京４）第１日 第１２競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時２０分 （芝・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３１．３
１：３０．７

良

良

６１１ ローズノーブル 牝３青 ５３ 北村 宏司 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４０８＋１０１：３２．５ ７．６�

１２ レッドルイーザ 牝３栗 ５３ 内田 博幸 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 戸川牧場 ４６０－ ２１：３２．９２� ７．１�
４８ サニーヘイロー 牝４栗 ５５ 勝浦 正樹宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４６４± ０１：３３．０クビ ２８．６�
４７ ゴールデンナンバー 牝３栗 ５３ 横山 典弘池谷 誠一氏 大竹 正博 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８２－ ８ 〃 ハナ ４．３�
７１４ カシノスターライト 牝５鹿 ５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中村農場 ５０４－１０ 〃 アタマ １２．２�
２４ マイネイディール 牝４青鹿５５ N．ピンナ �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 白井牧場 ４９０－ ４１：３３．１� ４０．６	
（伊）

５９ シャンボールフィズ 牝３鹿 ５３ 蛯名 正義 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４１６± ０１：３３．３１� ２．７

３５ ラミアプリマベーラ 牝３栗 ５３ 丹内 祐次岡田 壮史氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４３２－ ６ 〃 アタマ １６１．６�
７１３ ヤサカオディール 牝３黒鹿５３ 石橋 脩志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 ４２０－１０１：３３．５１� １２．９�
３６ メイショウモーレン 牝３栗 ５３ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 安平 ノーザンファーム ４４８± ０１：３３．６� １８５．０
５１０ クィンビークイーン 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信竹森 幹雄氏 小西 一男 浦河 大成牧場 ４５６－１０ 〃 アタマ ７９．１�
８１６ ヤ ヤ ラ ー ラ 牝３鹿 ５３ 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３０－ ６１：３３．９１� ７４．０�
２３ ミ ス コ マ チ 牝４黒鹿５５ 大野 拓弥西村 專次氏 小笠 倫弘 新冠 八木 常郎 ４３８＋ ２１：３４．０� ２３１．３�
１１ サクセスシルエット 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人�嶋 哲氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム ４１４＋ ４１：３４．２１� １１．１�
８１７ ベ ル シ エ ロ 牝３栗 ５３ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８－ ２１：３４．４１� ７２．６�
７１５ スウィングガール 牝３鹿 ５３

５０ ▲西村 太一菅原 秀仁氏 大和田 成 新ひだか 白井 吉美 ４５６－ ３１：３４．５� ３７３．６�
８１８ トーセンソニア 牝４鹿 ５５ 武士沢友治島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５２－ ２ 〃 アタマ ２３３．８�
６１２ アスクマイカクテル 牝３栗 ５３ 松岡 正海 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム B４０４－ ８１：３７．４大差 １４１．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４８，８２６，７００円 複勝： ７２，４０４，１００円 枠連： ４０，１９７，１００円

馬連： １３１，３９７，０００円 馬単： ８０，６３２，４００円 ワイド： ５７，１５２，２００円

３連複： １７８，９２５，６００円 ３連単： ３２４，６３１，６００円 計： ９３４，１６６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２９０円 � ２８０円 � ６１０円 枠 連（１－６） １，６６０円

馬 連 �� ３，０００円 馬 単 �� ６，４６０円

ワ イ ド �� １，０３０円 �� ２，３８０円 �� ２，３５０円

３ 連 複 ��� ２６，９６０円 ３ 連 単 ��� １４３，９００円

票 数

単勝票数 計 ４８８２６７ 的中 � ５１２３５（４番人気）
複勝票数 計 ７２４０４１ 的中 � ６９１７５（４番人気）� ７４９４２（３番人気）� ２７９４０（８番人気）
枠連票数 計 ４０１９７１ 的中 （１－６） １７８８９（９番人気）
馬連票数 計１３１３９７０ 的中 �� ３２３７７（１１番人気）
馬単票数 計 ８０６３２４ 的中 �� ９２２５（２４番人気）
ワイド票数 計 ５７１５２２ 的中 �� １４１３２（１１番人気）�� ５８２５（２６番人気）�� ５９２０（２５番人気）
３連複票数 計１７８９２５６ 的中 ��� ４８９８（７７番人気）
３連単票数 計３２４６３１６ 的中 ��� １６６５（３９２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．０―３４．３―４６．０―５７．８―１：０９．２―１：２０．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ローズノーブル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sevres Rose デビュー ２０１１．１０．２９ 東京２着

２００９．２．２７生 牝３青 母 ヴィアンローズ 母母 Princesse de Viane ８戦２勝 賞金 ２０，６５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アスクマイカクテル号は，平成２４年１１月６日まで平地競走に出走できない。
※スウィングガール号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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。



（２４東京４）第１日 １０月６日（土曜日） 曇一時雨後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７４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

１８７，３８０，０００円
２，０８０，０００円
８，５００，０００円
１，３７０，０００円
１６，８１０，０００円
５９，９０２，５００円
４，５２４，０００円
１，６７０，４００円

勝馬投票券売得金
３８８，５０９，８００円
６５９，９３６，３００円
２８９，６０９，７００円
１，０５１，４８７，２００円
７０６，５８５，５００円
４４５，４２０，８００円
１，３４４，９０７，７００円
２，５６１，６７９，０００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 ７，４４８，１３６，０００円

総入場人員 ２６，８４１名 （有料入場人員 ２５，１８８名）


