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2706110月19日 曇 良 （25東京4）第6日 第1競走 ��1，400�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
1：23．1
1：23．1

重
重

23 アイナマーリエ 牝2鹿 54 I．メンディザバル 山口功一郎氏 栗田 徹 新ひだか マルショウ牧場 468－ 41：26．7 31．8�
（仏）

11 ディアポジション 牡2黒鹿55 横山 典弘ディアレスト 新開 幸一 青森 石田 英機 466－ 21：27．33� 3．6�
12 ブ リ ッ ツ 牡2栗 55 戸崎 圭太青山 洋一氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 476－ 21：27．4� 2．4�
36 フジマサレジェンド 牡2芦 55 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 508＋ 41：28．57 7．9�
35 モ ー ク ン 牡2芦 55 三浦 皇成 �荻伏服部牧場 天間 昭一 浦河 チェスナット

ファーム 440± 01：28．6� 92．1�
815 バイタルワンダー �2青鹿55 柴田 善臣伊東 純一氏 尾形 充弘 日高 メイプルファーム 452± 01：29．13 15．9	
47 ペイシャマシェリ 牝2黒鹿54 宮崎 北斗北所 直人氏 高橋 義博 様似 清水スタッド 482－ 41：29．31� 45．1

510 カワキタグロワール 牡2栗 55 蛯名 正義川島 吉男氏 高橋 祥泰 新ひだか 木田牧場 462± 0 〃 ハナ 127．0�
713 オメガグランディス 牡2鹿 55 北村 宏司原 �子氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 494－ 41：29．4� 21．0�
612 セイクリッドブルー 牝2鹿 54 松岡 正海スリースターズレーシング 清水 英克 新ひだか 平野牧場 414－101：29．5� 114．8
48 ジャマスルナ 牡2黒鹿55 吉田 豊小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 488± 0 〃 ハナ 298．6�
59 シゲルシモウサ 牡2鹿 55 川須 栄彦森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 454＋ 41：30．13� 75．8�
816 エ ー ス ワ ン 牡2鹿 55 江田 照男榊原 秀雄氏 菅原 泰夫 新冠 中地 義次 482＋ 21：30．2クビ 8．2�
24 ドリームアスリート 牡2栗 55 大野 拓弥セゾンレースホース� 根本 康広 新ひだか 坂本 春雄 450± 01：30．3� 79．0�
611 アクアベール 牝2芦 54 内田 博幸ビジョンサラブレッドクラブ 尾形 和幸 新冠 富本 茂喜 414－ 41：30．83 12．1�
714 キリシマムスメ 牝2栗 54 武士沢友治土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 436± 01：32．18 224．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，117，100円 複勝： 37，951，300円 枠連： 17，726，700円
馬連： 45，356，500円 馬単： 31，275，800円 ワイド： 23，972，000円
3連複： 60，075，800円 3連単： 99，014，500円 計： 335，489，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，180円 複 勝 � 540円 � 140円 � 110円 枠 連（1－2） 1，490円

馬 連 �� 5，000円 馬 単 �� 12，720円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 920円 �� 170円

3 連 複 ��� 2，220円 3 連 単 ��� 30，000円

票 数

単勝票数 計 201171 的中 � 4985（8番人気）
複勝票数 計 379513 的中 � 10001（8番人気）� 77821（2番人気）� 128739（1番人気）
枠連票数 計 177267 的中 （1－2） 8801（5番人気）
馬連票数 計 453565 的中 �� 6696（17番人気）
馬単票数 計 312758 的中 �� 1816（38番人気）
ワイド票数 計 239720 的中 �� 4114（14番人気）�� 5333（11番人気）�� 48551（1番人気）
3連複票数 計 600758 的中 ��� 20052（5番人気）
3連単票数 計 990145 的中 ��� 2436（85番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．0―12．8―12．5―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．0―24．7―36．7―49．5―1：02．0―1：14．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイナマーリエ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2013．6．15 東京6着

2011．4．3生 牝2鹿 母 フジノバイオレット 母母 タケノコーリー 4戦1勝 賞金 5，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キリシマムスメ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年11月19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。

2706210月19日 曇 良 （25東京4）第6日 第2競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走10時40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

58 レイヨンヴェール 牝2黒鹿54 後藤 浩輝 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 466± 01：38．9 1．7�
711 メリーウィドウ 牝2鹿 54 石橋 脩有限会社シルク尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 490－ 41：40．28 21．9�
11 アルスターサイクル 牡2鹿 55 田中 勝春吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 490± 01：40．83� 9．6�
712 ブランドアオモリ 牡2鹿 55 三浦 皇成西村新一郎氏 天間 昭一 青森 一山育成牧場 476± 01：41．12 44．8�
34 ミラクルヴォーグ 牡2鹿 55 武士沢友治千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 484＋ 2 〃 ハナ 14．1�
22 カンスタントリー 牡2鹿 55 I．メンディザバル 平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 480－ 21：41．2� 51．5	

（仏）

33 � トルセドール 牡2鹿 55 内田 博幸窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 米 Cloverleaf
Farms II, Inc. 460－ 6 〃 アタマ 3．2


69 ロブロイクリス 牡2栗 55 宮崎 北斗飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 460－ 4 〃 ハナ 205．6�
46 キングオブキック 牡2栗 55

52 ▲山崎 亮誠北原光一郎氏 畠山 重則 浦河 上山牧場 464－121：41．51	 258．8�
814 ヨ ッ ヘ イ 牡2青 55 大野 拓弥芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 日高 藤本ファーム 464－ 61：42．13� 34．6
57 デ ュ ナ ト ス 牡2青鹿55 柴田 大知 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 新ひだか グランド牧場 B488－ 21：42．84 81．7�
813 スパルタカス 牡2栗 55 戸崎 圭太 M・

Kenichiホールディング� 栗田 徹 新ひだか 三石川上牧場 456－ 41：43．22� 50．8�
45 タシデレック 牝2栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 436－ 61：44．05 406．4�
610 ウインブレット 牡2芦 55 松岡 正海�ウイン 田中 剛 新ひだか 松本牧場 478＋ 21：47．8大差 301．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，690，600円 複勝： 68，181，200円 枠連： 14，781，700円
馬連： 50，205，000円 馬単： 39，081，100円 ワイド： 20，839，000円
3連複： 55，976，200円 3連単： 114，875，600円 計： 386，630，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 390円 � 180円 枠 連（5－7） 710円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 610円 �� 300円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 2，850円 3 連 単 ��� 11，660円

票 数

単勝票数 計 226906 的中 � 109936（1番人気）
複勝票数 計 681812 的中 � 435998（1番人気）� 17692（5番人気）� 52007（3番人気）
枠連票数 計 147817 的中 （5－7） 15448（2番人気）
馬連票数 計 502050 的中 �� 19091（5番人気）
馬単票数 計 390811 的中 �� 12168（6番人気）
ワイド票数 計 208390 的中 �� 8243（6番人気）�� 19827（2番人気）�� 3109（17番人気）
3連複票数 計 559762 的中 ��� 14510（8番人気）
3連単票数 計1148756 的中 ��� 7271（33番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．8―35．7―48．2―1：00．9―1：13．3―1：25．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レイヨンヴェール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2013．6．15 東京4着

2011．3．13生 牝2黒鹿 母 オッティマルーチェ 母母 Leading Light 5戦1勝 賞金 10，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タシデレック号・ウインブレット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年11月

19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。

第４回 東京競馬 第６日



2706310月19日 曇 良 （25東京4）第6日 第3競走 ��
��1，400�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
1：21．2
1：20．3

良
良

713 ヒカルブルービー 牡2鹿 55 吉田 豊髙橋 京子氏 古賀 史生 新冠 守矢牧場 482± 01：23．9 5．8�
46 ロイヤルグラッセ 牝2栗 54 蛯名 正義 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 81：24．11� 3．2�
23 ブランシェトワール 牝2芦 54 大野 拓弥村山 卓也氏 鈴木 伸尋 むかわ 市川牧場 446－ 4 〃 ハナ 14．4�
611 ステキナカレン 牝2黒鹿54 三浦 皇成阿部 紀子氏 清水 美波 浦河 大道牧場 416＋ 6 〃 クビ 4．9�
35 ジョウノリボン 牝2鹿 54 田辺 裕信小川 義勝氏 武藤 善則 日高 三城牧場 378＋ 21：24．31 33．9�
814 フレンドスイート 牝2鹿 54 田中 勝春横尾 晴人氏 菊川 正達 新ひだか 藤巻 則弘 434－ 21：24．51� 20．2	
34 カンタベリーツルギ 牡2鹿 55 田中 博康峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 430＋ 2 〃 ハナ 7．8

610 カシノワンダラー 牡2鹿 55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 一山育成牧場 454＋ 2 〃 クビ 121．1�
47 コスモリュブリュー 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 菊沢 隆徳 えりも エクセルマネジメント 478＋ 2 〃 ハナ 30．2
11 プリュヴィオーズ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 福田牧場 446－ 2 〃 ハナ 30．1�
815 ウラノスガッキ 牡2芦 55 内田 博幸 M・

Kenichiホールディング� 高橋 裕 浦河 酒井牧場 472＋10 〃 ハナ 5．9�
22 スパゲッティー 牡2鹿 55 武士沢友治�大道牧場 蛯名 利弘 日高 旭 牧場 410－ 81：24．71� 169．0�
59 カリカリクン 牡2栗 55 江田 照男ケンレーシング組合 田島 俊明 青森 谷川 博勝 462－ 21：25．01� 41．5�
712 デルマラムチャン 牝2青鹿54 U．リスポリ浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 404－ 81：25．53 83．2�

（仏）

58 イ ス ズ ヒ メ 牝2鹿 54
51 ▲山崎 亮誠浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 410＋ 21：26．35 269．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 17，967，100円 複勝： 32，697，500円 枠連： 13，564，900円
馬連： 44，634，600円 馬単： 28，826，100円 ワイド： 20，546，100円
3連複： 55，224，500円 3連単： 82，786，400円 計： 296，247，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 210円 � 170円 � 310円 枠 連（4－7） 630円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 310円 �� 800円 �� 700円

3 連 複 ��� 2，400円 3 連 単 ��� 9，870円

票 数

単勝票数 計 179671 的中 � 24649（3番人気）
複勝票数 計 326975 的中 � 42185（3番人気）� 60190（1番人気）� 23973（6番人気）
枠連票数 計 135649 的中 （4－7） 16078（2番人気）
馬連票数 計 446346 的中 �� 45751（1番人気）
馬単票数 計 288261 的中 �� 12117（3番人気）
ワイド票数 計 205461 的中 �� 18393（1番人気）�� 5946（11番人気）�� 6861（9番人気）
3連複票数 計 552245 的中 ��� 17026（6番人気）
3連単票数 計 827864 的中 ��� 6193（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．8―35．7―48．5―1：00．1―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒカルブルービー �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．9．8 中山4着

2011．4．28生 牡2鹿 母 ヒカルエガオ 母母 ヒカルパルテール 3戦1勝 賞金 6，100，000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。

2706410月19日 晴 良 （25東京4）第6日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走11時40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 350，000
350，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：33．6
1：33．1

良
良

36 スイートガーデン 牝2鹿 54 後藤 浩輝田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 落合 一巳 488 ―1：36．5 21．3�
24 ユニバーサルビーチ 牝2青 54 I．メンディザバル 古川 嘉治氏 加藤 和宏 新ひだか 千代田牧場 504 ―1：36．71� 26．0�

（仏）

817 ティックルゴールド 牝2鹿 54 吉田 豊有限会社シルク田島 俊明 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 436 ―1：36．8� 17．5�

510 ヌーヴォレコルト 牝2栗 54 戸崎 圭太原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 440 ― 〃 クビ 2．5�
48 サンマルホウセキ 牝2鹿 54 柴田 善臣相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 446 ― 〃 アタマ 15．5�
816 ウインアプローズ 牝2黒鹿54 大野 拓弥�ウイン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム 412 ― 〃 同着 91．7	
47 スマッシングダウト 牝2栗 54 U．リスポリ吉田 和美氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 498 ―1：37．01� 3．5


（仏）

23 ホワイトミーティア 牝2芦 54 横山 典弘 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 448 ―1：37．31� 7．3�
714 エンジェルフォース 牝2鹿 54 石橋 脩 M・

Kenichiホールディング� 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 432 ―1：37．4� 67．5
（ミラクルガッキ）

713 デルマサリーチャン 牝2鹿 54 宮崎 北斗浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 462 ― 〃 クビ 138．7�
59 ファインコート 牝2青鹿54 江田 照男飯田 正剛氏 粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 466 ―1：37．5クビ 86．3�
715 キーシャワー 牝2栗 54 津村 明秀北前孔一郎氏 相沢 郁 新冠 村本牧場 456 ―1：37．6� 31．8�
12 カクテルハット 牝2栗 54 北村 宏司 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 460 ― 〃 クビ 14．0�
11 カ イ ミ ラ 牝2鹿 54 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444 ― 〃 ハナ 179．9�
818 プレシャスムーン 牝2鹿 54 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 430 ―1：37．81� 30．3�
612 ア ス リ ー ト 牝2青鹿54 川須 栄彦永田 清男氏 谷原 義明 新冠 川島牧場 410 ―1：38．22� 216．8�
611 ホワイトマニキュア 牝2芦 54 三浦 皇成吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 472 ―1：38．3� 33．4�
35 アイアイラブ 牝2青 54 武士沢友治齊藤 敬氏 浅野洋一郎 新冠 八木 常郎 422 ―1：44．7大差 183．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 21，068，700円 複勝： 29，014，200円 枠連： 15，292，900円
馬連： 41，783，400円 馬単： 27，687，800円 ワイド： 19，645，000円
3連複： 49，958，300円 3連単： 78，255，700円 計： 282，706，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，130円 複 勝 � 550円 � 670円 � 610円 枠 連（2－3） 4，110円

馬 連 �� 16，270円 馬 単 �� 31，110円

ワ イ ド �� 4，170円 �� 3，900円 �� 5，400円

3 連 複 ��� 110，720円 3 連 単 ��� 813，420円

票 数

単勝票数 計 210687 的中 � 7804（7番人気）
複勝票数 計 290142 的中 � 14243（6番人気）� 11342（8番人気）� 12642（7番人気）
枠連票数 計 152929 的中 （2－3） 2752（18番人気）
馬連票数 計 417834 的中 �� 1896（42番人気）
馬単票数 計 276878 的中 �� 657（81番人気）
ワイド票数 計 196450 的中 �� 1161（42番人気）�� 1242（41番人気）�� 893（53番人気）
3連複票数 計 499583 的中 ��� 333（221番人気）
3連単票数 計 782557 的中 ��� 71（1439番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．1―12．8―13．2―11．5―11．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―35．9―48．7―1：01．9―1：13．4―1：24．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F34．6
3 ・（6，17）（4，7，12）（10，13，18）（2，11）16，3，8（1，15）9－14＝5 4 ・（6，17）（4，7，12）18（2，10，13）16（3，11）（8，15）1，9，14＝5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スイートガーデン �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 パラダイスクリーク 初出走

2011．4．9生 牝2鹿 母 スイートリヴァー 母母 ニシノコマチ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 デルマサリーチャン号の調教師堀井雅広は，馬場入場時に同馬の頭絡が外れたことについて戒告。
〔その他〕 アイアイラブ号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕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。
※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 フロールシータ号
※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。



2706510月19日 晴 良 （25東京4）第6日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時30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
1：46．0
1：46．0

良
良

46 ロジテースト 牡2鹿 55 北村 宏司久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 444 ―1：53．5 3．4�
23 サヴァティアーノ 牡2黒鹿55 後藤 浩輝有限会社シルク萩原 清 安平 ノーザンファーム 502 ―1：53．6� 24．6�
712 バ ン ズ ー ム 牡2鹿 55 田辺 裕信諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 460 ― 〃 クビ 16．6�
58 アスキーコード 牡2青鹿55 田中 勝春 �社台レースホース和田 正道 千歳 社台ファーム 492 ― 〃 ハナ 9．7�
47 ベストドリーム 牡2鹿 55 三浦 皇成堀口 晴男氏 高橋 文雅 日高 日西牧場 448 ―1：53．7クビ 9．0�
34 マドリードカフェ 牡2黒鹿55 内田 博幸 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 チャンピオン

ズファーム 492 ―1：53．91� 3．1	
11 コスモヘルム 牡2鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 浦河 笹島 政信 442 ―1：54．11	 63．0

815
 ウエスタンイヴ 牝2黒鹿54 柴田 善臣 �ウエスタンファーム 藤沢 和雄 米 Winches-

ter Farm 462 ―1：54．2	 6．0�
610 ダルムシュタット 牡2鹿 55 嘉藤 貴行日下部勝德氏 高橋 義博 浦河 富塚ファーム 444 ― 〃 ハナ 95．2
59 サカイヤデモズ 牡2栗 55 戸崎 圭太北側 雅司氏 森 秀行 日高 碧雲牧場 474 ― 〃 ハナ 17．4�
22 オジュウチョウサン 牡2鹿 55 松岡 正海�チョウサン 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 490 ―1：54．3� 66．5�
814 ウインベルグラーノ 牡2鹿 55 宮崎 北斗�ウイン 尾関 知人 新冠 コスモヴューファーム 424 ―1：54．93	 140．3�
713 マキシマムフロウ 牡2栗 55 石橋 脩 �社台レースホース木村 哲也 千歳 社台ファーム 468 ―1：55．11	 58．0�
35 レディゴールド 牝2青鹿54 吉田 豊片山 浄見氏 鈴木 伸尋 日高 賀張三浦牧場 458 ―1：55．2クビ 48．6�
611 バーティカルテイル 牡2栗 55 蛯名 正義広尾レース� 金成 貴史 大樹 大樹ファーム 454 ―1：55．41	 108．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，876，400円 複勝： 33，095，100円 枠連： 16，674，700円
馬連： 44，946，800円 馬単： 30，961，900円 ワイド： 20，722，500円
3連複： 53，365，600円 3連単： 84，848，300円 計： 306，491，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 540円 � 400円 枠 連（2－4） 2，940円

馬 連 �� 4，700円 馬 単 �� 7，920円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 880円 �� 2，660円

3 連 複 ��� 14，280円 3 連 単 ��� 79，980円

票 数

単勝票数 計 218764 的中 � 51608（2番人気）
複勝票数 計 330951 的中 � 68068（2番人気）� 13364（8番人気）� 19287（6番人気）
枠連票数 計 166747 的中 （2－4） 4193（12番人気）
馬連票数 計 449468 的中 �� 7061（18番人気）
馬単票数 計 309619 的中 �� 2888（30番人気）
ワイド票数 計 207225 的中 �� 3825（16番人気）�� 6004（9番人気）�� 1863（29番人気）
3連複票数 計 533656 的中 ��� 2758（45番人気）
3連単票数 計 848483 的中 ��� 783（241番人気）

ハロンタイム 13．1―11．7―13．2―14．2―13．5―13．4―11．7―11．3―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．8―38．0―52．2―1：05．7―1：19．1―1：30．8―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F34．4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロジテースト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 カ ー ネ ギ ー 初出走

2011．3．26生 牡2鹿 母 ジャッキーテースト 母母 ジャッキーマックス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 マキシマムフロウ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。

2706610月19日 晴 良 （25東京4）第6日 第6競走 ��
��2，100�サラブレッド系3歳以上

発走13時00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 7，200，000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
2：06．7
2：05．9

良
良

66 ビッグバンドジャズ 牡3黒鹿55 北村 宏司下河�美智子氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 490± 02：14．6 3．3�
11 イルポスティーノ 牡4栗 57 田辺 裕信 �サンデーレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム B506± 02：14．81 10．2�
22 ケイジータイタン �3青鹿55 岩部 純二鹿倉 勝	氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B510± 02：14．9
 52．9�
810 フィーユブルー �4鹿 57 三浦 皇成青芝商事� 矢野 英一 千歳 社台ファーム B482－ 22：15．0� 3．8	
89 フレンドワン 牡4黒鹿57 田中 勝春戸山 昌彦氏 南田美知雄 森 笹川大晃牧場 474± 02：15．95 9．3

77 デルマカマイタチ 牡3黒鹿55 大野 拓弥浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B498＋ 2 〃 クビ 32．7�
33 � ウェルウィッチア 牡4鹿 57 江田 照男塩川 和則氏 高木 登 浦河 山勝牧場 B480± 02：16．0
 100．3�
78 フュージリア 牡3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 508－ 6 〃 アタマ 6．9
55 トウショウカムイ 牡5鹿 57 石橋 脩トウショウ産業� 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 506± 02：16．21 4．6�
44 � フォンテーヌブロー 牡5黒鹿57 戸崎 圭太村野 康司氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 520＋262：16．4� 15．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 19，965，300円 複勝： 32，586，400円 枠連： 11，895，300円
馬連： 46，512，800円 馬単： 31，850，500円 ワイド： 22，031，600円
3連複： 58，243，300円 3連単： 111，187，500円 計： 334，272，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 200円 � 270円 � 1，050円 枠 連（1－6） 1，820円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 500円 �� 2，860円 �� 4，960円

3 連 複 ��� 27，310円 3 連 単 ��� 83，990円

票 数

単勝票数 計 199653 的中 � 47756（1番人気）
複勝票数 計 325864 的中 � 53498（3番人気）� 33211（6番人気）� 6424（9番人気）
枠連票数 計 118953 的中 （1－6） 4842（8番人気）
馬連票数 計 465128 的中 �� 22603（7番人気）
馬単票数 計 318505 的中 �� 9760（9番人気）
ワイド票数 計 220316 的中 �� 11976（5番人気）�� 1818（28番人気）�� 1035（36番人気）
3連複票数 計 582433 的中 ��� 1574（64番人気）
3連単票数 計1111875 的中 ��� 977（245番人気）

ハロンタイム 7．3―12．1―13．4―12．9―13．5―13．3―13．1―12．8―12．3―11．7―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―19．4―32．8―45．7―59．2―1：12．5―1：25．6―1：38．4―1：50．7―2：02．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．2
1
3
2，10，1，5，7，3，6，4，9，8
2，10（1，5）7，6，3，4，9，8

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

勝馬の
紹 介

ビッグバンドジャズ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．12．23 中山2着

2010．1．16生 牡3黒鹿 母 スイートベイジル 母母 チョコレートケーキ 12戦2勝 賞金 21，521，000円



2706710月19日 曇 良 （25東京4）第6日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時30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 7，200，000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

610 ラブリースター 牝4栃栗55 戸崎 圭太長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 472＋ 61：26．6 3．7�
58 スフィンクス 牝4鹿 55 内田 博幸佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか 橋本牧場 466＋18 〃 クビ 8．8�
46 フェアリーライン 牝4鹿 55 田辺 裕信 �キャロットファーム 池上 昌弘 安平 追分ファーム 532± 0 〃 アタマ 8．5�
22 ダイワプロシード 牝3栗 53 大野 拓弥大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 450－ 21：26．7クビ 107．9�
713 フレックスハート 牝3鹿 53 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 浦河 杵臼牧場 B462± 0 〃 クビ 3．6�
47 クレバーパルマ 牝3栗 53 柴田 善臣本間 充氏 根本 康広 新ひだか 橋本牧場 436＋ 8 〃 アタマ 29．8	
815 マイネエレーナ 牝5鹿 55 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム 438± 0 〃 ハナ 16．9�
23 � ラヴィーズバード 牝4鹿 55 津村 明秀藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 450＋ 41：26．8クビ 6．0�
34 エアカリナン 牝4鹿 55 後藤 浩輝 
ラッキーフィールド大竹 正博 安平 ノーザンファーム 470± 01：26．9� 14．0
35 フランスギャル 牝4黒鹿55 吉田 豊菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 沖田 哲夫 480± 01：27．1� 17．8�
712 メテオレイン 牝4鹿 55 松岡 正海亀井 哲也氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム 466－ 4 〃 クビ 28．6�
11 ア ガ サ 牝3青 53 石橋 脩上野 直樹氏 清水 英克 日高 社台ファーム 492－ 61：27．31� 59．7�
611� スターファンタジア 牝4黒鹿55 江田 照男下井 道博氏 石栗 龍彦 浦河 東栄牧場 480－ 61：27．61� 171．4�
814 デンコウアローズ 牝3鹿 53 小島 太一田中 康弘氏 小島 太 浦河 磯野牧場 444＋ 61：27．7� 75．0�
59 ツクバエトワール 牝3鹿 53 蛯名 正義荻原 昭二氏 戸田 博文 安平 追分ファーム 458－ 21：28．01� 71．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，549，200円 複勝： 43，802，900円 枠連： 16，505，700円
馬連： 64，386，700円 馬単： 37，436，600円 ワイド： 29，067，800円
3連複： 76，345，800円 3連単： 127，139，200円 計： 419，233，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 190円 � 350円 � 300円 枠 連（5－6） 1，700円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 3，080円

ワ イ ド �� 720円 �� 680円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 5，810円 3 連 単 ��� 27，740円

票 数

単勝票数 計 245492 的中 � 52963（2番人気）
複勝票数 計 438029 的中 � 72420（2番人気）� 30086（5番人気）� 36883（4番人気）
枠連票数 計 165057 的中 （5－6） 7188（8番人気）
馬連票数 計 643867 的中 �� 25530（6番人気）
馬単票数 計 374366 的中 �� 8991（7番人気）
ワイド票数 計 290678 的中 �� 10214（6番人気）�� 10905（4番人気）�� 4877（19番人気）
3連複票数 計 763458 的中 ��� 9699（15番人気）
3連単票数 計1271392 的中 ��� 3383（68番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．1―36．6―49．6―1：02．1―1：14．2

コーナー
通過順位

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

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4栃栗 母 キョウコマチ 母母 パ リ モ ニ ー 21戦3勝 賞金 34，300，000円

2706810月19日 曇 良 （25東京4）第6日 第8競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳以上

発走14時00分 （芝・左）
1000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

88 スーサングレート 牡5栗 57 藤岡 康太林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B510± 02：27．0 12．6�
22 フェデラルホール 牡4黒鹿57 蛯名 正義吉田 勝己氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 488＋14 〃 クビ 3．1�
77 � アウォーディー 牡3鹿 54 横山 典弘前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills

Management B502－ 22：27．42	 2．1�
66 ピュアソルジャー 牡3鹿 54 吉田 豊鶴見 清氏 大久保洋吉 新ひだか 千代田牧場 472－ 2 〃 アタマ 7．5�
33 コスモユウチャン 牡4鹿 57 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか 中村 和夫 466＋ 22：27．5	 41．2�
89 マイネルサンオペラ 牡3栗 54 戸崎 圭太 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 日高 春木 昭雄 470－ 22：27．6	 10．7

11 コスモグレースフル 牡4鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 浦河 木村牧場 502＋ 82：28．34 39．9�
55 
 ダブルオーセブン 牡5黒鹿57 田辺 裕信久保 佳和氏 古賀 史生 日高 新生ファーム 496＋ 6 〃 クビ 44．2�
44 ヒールゼアハーツ 牡5栗 57 北村 宏司 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 496－ 42：28．5� 14．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 27，040，800円 複勝： 41，645，300円 枠連： 14，299，400円
馬連： 59，049，100円 馬単： 41，997，000円 ワイド： 26，757，100円
3連複： 69，132，300円 3連単： 164，577，300円 計： 444，498，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 230円 � 130円 � 120円 枠 連（2－8） 780円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 4，720円

ワ イ ド �� 520円 �� 440円 �� 150円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 12，500円

票 数

単勝票数 計 270408 的中 � 16976（5番人気）
複勝票数 計 416453 的中 � 31145（6番人気）� 92528（2番人気）� 124314（1番人気）
枠連票数 計 142994 的中 （2－8） 13614（4番人気）
馬連票数 計 590491 的中 �� 26985（7番人気）
馬単票数 計 419970 的中 �� 6573（18番人気）
ワイド票数 計 267571 的中 �� 10269（7番人気）�� 12758（5番人気）�� 59790（1番人気）
3連複票数 計 691323 的中 ��� 50263（3番人気）
3連単票数 計1645773 的中 ��� 9718（40番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．8―13．0―12．6―12．7―12．4―12．5―12．5―11．2―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．4―23．8―36．6―49．6―1：02．2―1：14．9―1：27．3―1：39．8―1：52．3―2：03．5―2：14．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スーサングレート �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．8．28 札幌7着

2008．4．19生 牡5栗 母 ヴ ァ レ リ ー 母母 シ ー ク イ ン 32戦4勝 賞金 62，353，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



2706910月19日 曇 良 （25東京4）第6日 第9競走 ��
��1，800�いちょうステークス

発走14時35分 （芝・左）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金750万円毎1�増

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
1：46．0
1：46．0

良
良

22 イスラボニータ 牡2黒鹿56 蛯名 正義 �社台レースホース栗田 博憲 浦河 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460＋ 21：49．6 4．4�

55 ウインフェニックス 牡2鹿 55 石橋 脩�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 448± 01：49．81� 13．4�
44 クラリティシチー 牡2鹿 55 田中 勝春 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新冠 パカパカ

ファーム 476＋ 2 〃 クビ 4．3�
710 サトノフェラーリ 牡2鹿 55 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 462－ 61：49．9クビ 2．4�
67 ハイアーレート 牡2黒鹿55 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 500＋161：50．11� 11．2	
11 マイネルメリエンダ 牡2栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 平取 高橋 幸男 450＋ 8 〃 クビ 14．5

79 ラ グ タ イ ム 牝2鹿 54 戸崎 圭太小田 吉男氏 森 秀行 えりも エクセルマネジメント 428± 01：50．31	 52．4�
812
 コスモスパークル 牡2芦 55 U．リスポリ岡田 繁幸氏 清水 美波 新冠 ラツキー牧場 456± 01：51．15 138．7�

（仏）

33 オイダシダイコ 牡2黒鹿55 荻野 琢真スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 酒井 秀紀 B452－ 21：51．2	 93．5
56 ライアンセンス 牡2鹿 55 横山 典弘林 正道氏 田村 康仁 洞爺湖 レイクヴィラファーム 512± 01：51．41	 15．9�
68 ニシノハイツリー 牡2栗 55 内田 博幸西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 460－ 41：51．93 33．5�
811 ファーストオーサー 牡2黒鹿55 I．メンディザバル 石橋 英郎氏 勢司 和浩 新冠 小泉牧場 480＋ 61：53．49 62．7�

（仏）

（12頭）

売 得 金
単勝： 48，599，100円 複勝： 75，651，100円 枠連： 22，724，100円
馬連： 109，903，000円 馬単： 65，344，500円 ワイド： 43，130，200円
3連複： 120，552，400円 3連単： 233，439，000円 計： 719，343，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 280円 � 190円 枠 連（2－5） 1，380円

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 3，480円

ワ イ ド �� 600円 �� 400円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，920円 3 連 単 ��� 18，280円

票 数

単勝票数 計 485991 的中 � 89002（3番人気）
複勝票数 計 756511 的中 � 135627（2番人気）� 59605（5番人気）� 113430（3番人気）
枠連票数 計 227241 的中 （2－5） 12214（6番人気）
馬連票数 計1099030 的中 �� 38922（8番人気）
馬単票数 計 653445 的中 �� 13880（11番人気）
ワイド票数 計 431302 的中 �� 17708（6番人気）�� 28134（3番人気）�� 13351（12番人気）
3連複票数 計1205524 的中 ��� 30534（9番人気）
3連単票数 計2334390 的中 ��� 9428（59番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―11．4―12．8―13．2―13．7―11．9―11．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―35．5―48．3―1：01．5―1：15．2―1：27．1―1：38．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F34．4

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

・（1，7，12）8，2（3，5）（4，10）（9，11）＝6・（1，12）7（2，8）（4，3，5）（9，10）11，6
勝馬の
紹 介

イスラボニータ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Cozzene デビュー 2013．6．2 東京1着

2011．5．21生 牡2黒鹿 母 イスラコジーン 母母 Isla Mujeres 3戦2勝 賞金 34，441，000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。

2707010月19日 曇 良 （25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，24．10．20以降25．10．14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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

714 ホクセツダンス 牝5栗 54 蛯名 正義平島 尚武氏 宮本 博 日高 日高大洋牧場 446－ 81：24．5 8．1�
12 タマブラックホール 牡4黒鹿56 石橋 脩玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 514＋ 41：24．6� 3．1�
816� ケイアイヘルメス 牡5黒鹿55 田辺 裕信亀田 和弘氏 田村 康仁 米 Morihiro

Kameda 520－ 6 〃 ハナ 8．1�
713 ディアセルヴィス 牡3鹿 53 藤岡 康太ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 468＋ 81：24．7	 61．8�
510 レーザーバレット 牡5鹿 57．5 三浦 皇成前田 葉子氏 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント 476＋ 4 〃 ハナ 4．9�
24 ダンシングマオ 牝6鹿 53 北村 宏司森口�一郎氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 468＋ 2 〃 アタマ 6．5	
59 コウセイコタロウ 牡4黒鹿57 内田 博幸杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 堤 牧場 498＋ 21：24．9	 17．0

36 エステーラブ 牝6青鹿52 吉田 豊齋藤 宏明氏 萱野 浩二 新冠 平山牧場 458＋ 2 〃 クビ 27．8�
11 ディーエスコンドル 牡5鹿 55 横山 典弘秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 466＋ 21：25．0クビ 7．7�
612 ラインジェシカ 牝6栗 51 江田 照男大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 504－ 41：25．42� 29．4
23 レッドヴァンクール 
7鹿 53 大野 拓弥 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 516－ 21：25．72 97．1�
611� カシノデューク 牡4栗 51 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 490＋ 21：25．8	 140．6�
815 グローリールピナス 牝7栃栗50 荻野 琢真大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 488＋ 6 〃 ハナ 426．7�
35 イチエイクリッパー 牡6鹿 53 武士沢友治栃本 實氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 508－ 21：25．9� 156．5�
47 ストロングポイント 牡7芦 52 柴田 大知畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 480＋ 21：26．11� 196．8�
48 トーホウプリンセス 牝6栗 53 川須 栄彦東豊物産� 田中 清隆 浦河 有限会社

吉田ファーム 514＋20 （競走中止） 44．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，728，600円 複勝： 59，278，200円 枠連： 30，657，400円
馬連： 117，074，700円 馬単： 62，753，900円 ワイド： 42，482，000円
3連複： 132，940，300円 3連単： 227，141，500円 計： 706，056，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 230円 � 140円 � 240円 枠 連（1－7） 830円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 3，080円

ワ イ ド �� 570円 �� 870円 �� 550円

3 連 複 ��� 3，140円 3 連 単 ��� 20，320円

票 数

単勝票数 計 337286 的中 � 33038（5番人気）
複勝票数 計 592782 的中 � 60398（4番人気）� 144274（1番人気）� 55985（5番人気）
枠連票数 計 306574 的中 （1－7） 27313（3番人気）
馬連票数 計1170747 的中 �� 63310（3番人気）
馬単票数 計 627539 的中 �� 15039（10番人気）
ワイド票数 計 424820 的中 �� 18849（5番人気）�� 11620（10番人気）�� 19668（4番人気）
3連複票数 計1329403 的中 ��� 31313（9番人気）
3連単票数 計2271415 的中 ��� 8253（54番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―23．9―36．0―48．4―1：00．2―1：12．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F36．1
3 13－（1，11）14－16（4，10，15）（6，9）2（5，12）（3，7） 4 13（1，11）14，16，4（10，15）6（9，12）2，5（3，7）

勝馬の
紹 介

ホクセツダンス �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．3．21 阪神1着

2008．4．27生 牝5栗 母 サイレントラヴ 母母 フアーストラブ 22戦5勝 賞金 85，332，000円
〔競走中止〕 トーホウプリンセス号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



2707110月19日 曇 良 （25東京4）第6日 第11競走 ��
��1，600�第16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，24．10．20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，24．10．19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 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 588，000円 168，000円 84，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

59 ダノンシャーク 牡5鹿 57 内田 博幸�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 436－121：33．5 2．4�
712 リアルインパクト 牡5鹿 58 戸崎 圭太 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 528＋ 81：33．6� 29．6�
34 シャイニープリンス 牡3青鹿54 北村 宏司小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 コアレススタッド 500－ 4 〃 ハナ 67．7�
23 リルダヴァル 牡6栗 56 U．リスポリ �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 502＋ 41：33．7	 11．5�

（仏）

35 ブレイズアトレイル 牡4芦 56 三浦 皇成 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 488＋ 2 〃 アタマ 11．4	
47 レッドアリオン 牡3鹿 54 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント 476± 01：33．8	 10．4

611 ガ ル ボ 牡6青 56 石橋 脩石川 一義氏 清水 英克 様似 髙村 伸一 474± 0 〃 アタマ 10．3�
11 ブリッツェン 牡7鹿 56 柴田 善臣広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 484± 01：33．9	 31．6�
22 インパルスヒーロー 牡3鹿 55 田中 勝春佐々木完二氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B492－ 2 〃 ハナ 9．5
815 ダノンヨーヨー 牡7栗 56 I．メンディザバル �ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 510－ 4 〃 ハナ 52．8�

（仏）

610 カシノピカチュウ 牡3鹿 54 西田雄一郎柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 470－ 6 〃 ハナ 39．6�
713 マックスドリーム 
6青鹿56 柴田 大知山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 528± 01：34．0	 66．6�
58 � オセアニアボス 牡8青鹿56 蛯名 正義�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry

Hill Stud B482－ 21：34．1クビ 121．6�
46 � サンレイレーザー 牡4鹿 56 藤岡 康太永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 522＋ 61：34．2� 6．2�
814 エーシンミズーリ 牡5黒鹿56 横山 典弘�栄進堂 坂口 正則 浦河 小島牧場 468－101：34．73 18．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 108，366，100円 複勝： 196，514，300円 枠連： 81，149，300円
馬連： 427，442，300円 馬単： 225，952，800円 ワイド： 168，293，800円
3連複： 629，871，100円 3連単： 1，114，982，500円 計： 2，952，572，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 150円 � 750円 � 1，260円 枠 連（5－7） 2，490円

馬 連 �� 3，930円 馬 単 �� 5，930円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 3，190円 �� 21，980円

3 連 複 ��� 74，840円 3 連 単 ��� 250，420円

票 数

単勝票数 計1083661 的中 � 365196（1番人気）
複勝票数 計1965143 的中 � 535078（1番人気）� 54523（11番人気）� 30813（14番人気）
枠連票数 計 811493 的中 （5－7） 24094（13番人気）
馬連票数 計4274423 的中 �� 80384（13番人気）
馬単票数 計2259528 的中 �� 28129（17番人気）
ワイド票数 計1682938 的中 �� 26510（18番人気）�� 12976（37番人気）�� 1844（100番人気）
3連複票数 計6298711 的中 ��� 6212（186番人気）
3連単票数 計11149825 的中 ��� 3286（675番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―35．8―47．8―59．7―1：10．7―1：21．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F33．8
3 11，12，10（4，5，9）（3，14）（6，15）（1，2，7）8－13 4 ・（11，12）10（4，5，9）（3，6，15，14）（1，2，7）（8，13）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンシャーク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Caerleon デビュー 2010．10．2 阪神2着

2008．3．9生 牡5鹿 母 カーラパワー 母母 Jabali 23戦6勝 賞金 274，122，000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。

2707210月19日 曇 良 （25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25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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

812� シンボリエンパイア 牡4黒鹿57 後藤 浩輝シンボリ牧場 藤沢 和雄 米 Takahiro
Wada 524± 01：37．2 3．5�

11 プラントハンター 牡3黒鹿55 内田 博幸吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 450－ 61：37．3	 30．5�
813 ビッグリバティ 牡4青鹿57 戸崎 圭太�杵臼牧場 大和田 成 浦河 杵臼牧場 518－101：37．51
 4．6�
57 ヤマチョウフェア 牡5黒鹿57 津村 明秀長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 476－ 61：37．81	 27．2�
44 ドリームザネクスト 牡6鹿 57 江田 照男セゾンレースホース� 根本 康広 平取 協栄組合 486－ 61：38．12 9．0	
69 ワイルドドラゴン 牡3鹿 55 蛯名 正義窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 506＋ 2 〃 アタマ 9．8

45 スズカヴィグラス 牡4鹿 57 田辺 裕信永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 B492－ 21：38．2クビ 6．8�
68 モリトリュウコ 牡3鹿 55 U．リスポリ石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 金成吉田牧場 466－ 61：38．62
 6．0�

（仏）

56 ミッキーナチュラル 牡4栗 57 横山 典弘野田みづき氏 萩原 清 千歳 社台ファーム B504－ 21：38．7クビ 9．7
710 ディアフロイデ 牡5鹿 57 I．メンディザバル ディアレスト 松永 康利 新ひだか 八田ファーム 438± 01：39．02 59．9�

（仏）

22 � モズブラックアイ 牡4鹿 57 松岡 正海浜野順之助氏 金成 貴史 日高 目黒牧場 492＋ 21：40．38 117．0�
33 アイノレグルス 牡8鹿 57

54 ▲山崎 亮誠馬場 祥晃氏 藤沢 則雄 新冠 対馬 正 456－ 21：40．4	 190．1�
711 カグニザント 牡5黒鹿57 三浦 皇成 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム 480＋141：40．5
 36．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 50，828，200円 複勝： 77，488，800円 枠連： 42，561，500円
馬連： 138，984，000円 馬単： 79，441，900円 ワイド： 56，407，200円
3連複： 167，417，700円 3連単： 322，598，400円 計： 935，727，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 510円 � 170円 枠 連（1－8） 2，310円

馬 連 �� 5，240円 馬 単 �� 7，030円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 320円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 5，440円 3 連 単 ��� 35，230円

票 数

単勝票数 計 508282 的中 � 114972（1番人気）
複勝票数 計 774888 的中 � 147992（1番人気）� 29095（9番人気）� 137359（2番人気）
枠連票数 計 425615 的中 （1－8） 13653（9番人気）
馬連票数 計1389840 的中 �� 19610（23番人気）
馬単票数 計 794419 的中 �� 8351（32番人気）
ワイド票数 計 564072 的中 �� 7838（25番人気）�� 49855（1番人気）�� 8419（23番人気）
3連複票数 計1674177 的中 ��� 22741（18番人気）
3連単票数 計3225984 的中 ��� 6758（123番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．4―11．7―12．6―12．2―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．1―36．5―48．2―1：00．8―1：13．0―1：24．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．4
3 ・（1，12）6，13－（3，4，9）10（7，5）8－11－2 4 ・（1，12）（13，6）（4，9）（3，7）10（8，5）11＝2

勝馬の
紹 介

�シンボリエンパイア �
�
父 Empire Maker �

�
母父 Key of Luck デビュー 2012．1．28 東京1着

2009．2．18生 牡4黒鹿 母 Miss Emma 母母 Disregard That 13戦4勝 賞金 40，842，000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。



（25東京4）第6日 10月19日（土曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 168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

254，410，000円
11，860，000円
1，710，000円
23，160，000円
63，233，000円
4，623，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
416，797，200円
727，906，300円
297，833，600円
1，190，278，900円
702，609，900円
493，894，300円
1，529，103，300円
2，760，845，900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 8，119，269，400円

総入場人員 27，018名 （有料入場人員 24，806名）
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