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2701310月12日 晴 良 （26東京4）第2日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時10分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：36．9
1：36．9

不良
不良

11 メイプルレインボー 牡2栗 55 柴山 雄一節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 466＋101：39．8 7．2�
23 ノースランドボーイ 牡2青 55 勝浦 正樹河村 祥史氏 萱野 浩二 浦河 冨岡 博一 492＋ 21：40．01� 1．9�
816 ゴールドクェスト 牡2鹿 55 木幡 初広居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム 470± 01：40．1� 29．5�
48 トーセンアーネスト 牡2鹿 55 宮崎 北斗島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 506＋ 61：40．31� 12．0�
24 ドラゴンパイロ 牡2青鹿55 吉田 豊窪田 康志氏 大久保洋吉 浦河 �川 啓一 524－ 41：40．4クビ 5．0�
714 シ ル フ 牝2黒鹿54 北村 宏司	ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474± 01：40．5� 15．0

510 ロードステルス 牡2鹿 55 吉田 隼人 	ロードホースクラブ 尾形 和幸 新冠 有限会社 大

作ステーブル 450－ 41：40．82 231．6�
611 ロマンホープ 牡2黒鹿55 丸田 恭介菅 實氏 石毛 善彦 新ひだか 友田牧場 436－ 8 〃 クビ 64．3�
47 フライガイザー 牡2黒鹿 55

52 ▲井上 敏樹簗詰 貴彦氏 本間 忍 新冠 カミイスタット 456＋161：40．9クビ 112．6
36 ミュークロール 牝2黒鹿54 横山 和生ドラゴンヒルズホースクラブ 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 502＋ 21：41．32� 12．6�
35 ウインヴァンノ 牝2黒鹿54 黛 弘人	ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 468－ 8 〃 クビ 233．5�
12 クリノトイトイ 牡2栗 55

52 ▲伴 啓太栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 藤森 亮二 442＋ 41：41．61� 99．7�
612 オ ル グ 牡2鹿 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 460－ 81：41．81� 16．0�
59 ベニバナオンリー 牡2黒鹿55 嘉藤 貴行ベニバナ組合 畠山 吉宏 新冠 新冠橋本牧場 480± 01：42．01� 98．8�
815 セイウンアワード 牡2鹿 55 大野 拓弥西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 B504－ 81：42．21� 64．5�
713 スクリーンヒロイン 牝2栗 54

51 ▲木幡 初也林 啓二氏 松山 将樹 新冠 シンユウフアーム 460－ 21：42．83� 85．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，014，600円 複勝： 42，025，300円 枠連： 19，047，600円
馬連： 59，153，600円 馬単： 39，894，500円 ワイド： 32，167，100円
3連複： 78，542，700円 3連単： 129，684，300円 計： 425，529，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 200円 � 110円 � 620円 枠 連（1－2） 440円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 320円 �� 3，180円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 6，210円 3 連 単 ��� 34，820円

票 数

単勝票数 計 250146 的中 � 27463（3番人気）
複勝票数 計 420253 的中 � 43468（3番人気）� 164442（1番人気）� 9902（8番人気）
枠連票数 計 190476 的中 （1－2） 33480（2番人気）
馬連票数 計 591536 的中 �� 72832（2番人気）
馬単票数 計 398945 的中 �� 18528（5番人気）
ワイド票数 計 321671 的中 �� 29420（2番人気）�� 2345（28番人気）�� 7684（12番人気）
3連複票数 計 785427 的中 ��� 9483（19番人気）
3連単票数 計1296843 的中 ��� 2700（97番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―12．1―12．9―13．2―12．6―12．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―35．4―48．3―1：01．5―1：14．1―1：27．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイプルレインボー �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ソヴィエトスター デビュー 2014．6．14 東京2着

2012．5．5生 牡2栗 母 メイプルスプリング 母母 ギャラントハウス 3戦1勝 賞金 7，800，000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。
（非当選馬） 1頭 コスモバーダン号
（非抽選馬） 1頭 スクリーンショット号

2701410月12日 晴 良 （26東京4）第2日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時40分 （芝・左）

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

中央レコード
1：33．5
1：32．3

良
良

714 ショウナンアデラ 牝2鹿 54 蛯名 正義国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 470－ 41：36．0 1．8�
611 メイショウサワヤカ 牝2黒鹿54 柴田 善臣松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 462＋ 41：36．21� 18．3�
24 バ イ レ 牝2芦 54 嘉藤 貴行 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム B470± 01：36．3� 26．9�
11 カッテカテグリーン 牝2栗 54 田辺 裕信斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 428＋ 41：36．72� 11．9�
612 ブランダルジャン 牝2芦 54 北村 宏司 �キャロットファーム 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 452－ 6 〃 クビ 4．2�
48 ダブルフラワー 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新ひだか グローリーファーム 474－ 61：36．8� 31．3	
510 エグランティーナ 牝2黒鹿54 武 豊村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 500－ 2 〃 クビ 10．2

817 プラチナムスタング 牝2芦 54 横山 和生竹森 幹雄氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 472± 01：36．9クビ 249．6�
23 ヴァンドデセール 牝2鹿 54

51 ▲伴 啓太�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 梅田牧場 424± 0 〃 ハナ 96．0�
47 レディームーン 牝2栗 54 武士沢友治小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 平野牧場 408＋ 4 〃 アタマ 196．2
12 クリノスイートピー 牝2黒鹿54 江田 照男栗本 守氏 星野 忍 新冠 中地 義次 442＋ 81：37．0� 280．4�
35 ラパンルージュ 牝2黒鹿54 宮崎 北斗後藤 英成氏 田中 剛 新ひだか 服部 牧場 466－ 41：37．1� 130．5�
818 ユ ノ 牝2芦 54 津村 明秀�ミルファーム 斎藤 誠 新冠 大栄牧場 416－121：37．52� 177．4�
36 ネ コ レ ー ヌ 牝2青鹿 54

51 ▲井上 敏樹桐谷 茂氏 和田 雄二 日高 法理牧場 418＋ 81：37．6� 210．6�
713 トーセンバレッタ 牝2黒鹿54 菅原 隆一島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 472－141：37．81� 338．9�
816 テンプルオブラブ 牝2鹿 54 小野寺祐太�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 434＋ 41：38．01� 517．6�
59 カ ン デ ラ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 458－ 61：39．27 9．3�
715 カンタベリーヒメ 牝2鹿 54 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 454＋ 21：39．41� 398．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 35，332，300円 複勝： 52，406，800円 枠連： 22，418，100円
馬連： 72，100，500円 馬単： 49，318，500円 ワイド： 37，857，700円
3連複： 95，022，300円 3連単： 160，952，000円 計： 525，408，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 290円 � 410円 枠 連（6－7） 280円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 610円 �� 810円 �� 3，260円

3 連 複 ��� 7，980円 3 連 単 ��� 22，780円

票 数

単勝票数 計 353323 的中 � 156757（1番人気）
複勝票数 計 524068 的中 � 196670（1番人気）� 33559（6番人気）� 21511（8番人気）
枠連票数 計 224181 的中 （6－7） 61031（1番人気）
馬連票数 計 721005 的中 �� 36781（5番人気）
馬単票数 計 493185 的中 �� 18204（6番人気）
ワイド票数 計 378577 的中 �� 16541（6番人気）�� 12221（10番人気）�� 2810（29番人気）
3連複票数 計 950223 的中 ��� 8922（25番人気）
3連単票数 計1609520 的中 ��� 5122（62番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．9―48．4―1：01．1―1：12．9―1：24．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンアデラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2014．8．3 新潟2着

2012．2．10生 牝2鹿 母 オールウェイズウィリング 母母 Always Loyal 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 ダブルフラワー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

第４回 東京競馬 第２日



2701510月12日 晴 良 （26東京4）第2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 レッドブラッサム 牝2黒鹿54 田中 勝春 �東京ホースレーシング 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 430± 01：22．0 3．3�
12 スマイルミーティア 牝2黒鹿54 蛯名 正義保坂 和孝氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム 436＋ 21：22．53 5．1�
24 イ キ オ イ 牡2鹿 55 横山 典弘西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 438＋ 6 〃 クビ 7．9�
510 クリーミーボイス 牝2栗 54 戸崎 圭太 �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434－ 61：22．71� 5．2�
816 ペイシャランラン 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹北所 直人氏 高橋 義博 様似 清水スタッド 428－121：22．91� 38．4	
59 ヴィクトリーノース 牝2栗 54 田辺 裕信古賀 慎一氏 谷原 義明 平取 川向高橋育

成牧場 460＋ 21：23．21� 10．2

817 リミットブレイク 牡2鹿 55 北村 宏司 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 500＋ 6 〃 クビ 5．1�
23 ファルブナイト �2鹿 55 柴山 雄一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 日高 シンボリ牧場 470＋ 41：23．51� 18．3�
47 シゲルルミナリエ 牝2鹿 54 勝浦 正樹森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 パカパカ

ファーム 434－ 61：23．71� 109．2
35 カシノリコーダー 牝2鹿 54

51 ▲原田 和真柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 414－12 〃 クビ 449．4�
714 リ ガ ド ー ル 牝2栗 54 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高柳 瑞樹 新ひだか 服部 牧場 448－ 81：23．8� 181．0�
48 スラリーアイス 牝2黒鹿54 武士沢友治川島 吉男氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 454± 0 〃 アタマ 247．0�
611 ホウザンモモ 牝2黒鹿 54

51 ▲伴 啓太神田 通博氏 和田 雄二 鹿児島 松元 登 414－ 21：24．01� 189．9�
11 ラ ブ キ ッ ス 牝2黒鹿54 松岡 正海石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 新ひだか 千代田牧場 438－ 4 〃 ハナ 201．6�
36 シ テ ー ル 牡2鹿 55 二本柳 壮�ミルファーム 二本柳俊一 浦河 市正牧場 464＋121：24．2� 299．9�
818 サークルワルツ 牝2黒鹿54 西田雄一郎石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 462＋ 41：24．3� 79．4�
612 サ ン オ ー ギ 牝2黒鹿54 丸田 恭介竹原 孝昭氏 石毛 善彦 熊本 片山 建治 432－ 21：24．4クビ 310．7�
715 モアニレフア 牝2青鹿54 三浦 皇成北村 栄治氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 416± 01：25．25 61．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，358，000円 複勝： 48，751，500円 枠連： 21，642，000円
馬連： 73，902，400円 馬単： 42，214，800円 ワイド： 37，913，700円
3連複： 89，732，000円 3連単： 133，131，600円 計： 479，646，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 160円 � 180円 枠 連（1－7） 840円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 350円 �� 470円 �� 630円

3 連 複 ��� 2，370円 3 連 単 ��� 8，600円

票 数

単勝票数 計 323580 的中 � 77754（1番人気）
複勝票数 計 487515 的中 � 91983（1番人気）� 76145（3番人気）� 62988（5番人気）
枠連票数 計 216420 的中 （1－7） 19842（4番人気）
馬連票数 計 739024 的中 �� 66299（1番人気）
馬単票数 計 422148 的中 �� 19060（1番人気）
ワイド票数 計 379137 的中 �� 29028（1番人気）�� 20660（4番人気）�� 14639（9番人気）
3連複票数 計 897320 的中 ��� 28384（6番人気）
3連単票数 計1331316 的中 ��� 11212（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．1―35．4―47．6―59．0―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドブラッサム �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 タヤスツヨシ デビュー 2014．8．3 新潟3着

2012．1．29生 牝2黒鹿 母 スプリングアマイン 母母 ダイナマイン 2戦1勝 賞金 6，800，000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。
（非当選馬） 2頭 ガンダルヴァ号・マイネルカルド号

2701610月12日 晴 良 （26東京4）第2日 第4競走 ��1，300�サラブレッド系2歳
発走11時40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

815 レザンドゥオール 牡2栗 55 F．ベリー 高橋 一恵氏 武藤 善則 様似 髙村 伸一 496 ―1：20．2 2．6�
（愛）

12 リリーウイナー 牡2鹿 55 秋山真一郎土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 526 ―1：20．52 5．4�
713 ヒルプリンセス 牝2黒鹿54 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 浦河 カナイシスタッド 490 ―1：21．03 29．3�
48 ケイジーオプティー �2黒鹿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 430 ―1：21．1� 27．0�
510 サンチュータ 牡2黒鹿55 松岡 正海加藤 信之氏 小野 次郎 日高 賀張中川牧場 460 ― 〃 ハナ 26．7�
59 グローリアスアーク 牝2鹿 54 柴山 雄一日下部勝德氏 黒岩 陽一 浦河 グラストレーニ

ングセンター 472 ―1：21．42 21．8�
36 コウエイトゥルース 牡2黒鹿55 武 豊伊東 政清氏 森 秀行 新ひだか 元道牧場 510 ―1：21．6� 6．7	
611 レーヴシャルマン 牝2黒鹿54 三浦 皇成 
グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 506 ―1：21．92 4．8�
23 フォーワンタイキ 牡2栗 55 丸田 恭介川島 与市氏 石毛 善彦 新ひだか 猪野毛牧場 448 ―1：22．0� 17．9�
35 トーセンテレマーク 牡2青鹿55 菅原 隆一島川 哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 488 ―1：22．1� 87．7�
816 フルオブラヴ 牝2芦 54

51 ▲石川裕紀人
ビリオンスター矢野 英一 千歳 社台ファーム 440 ―1：22．52� 25．6�
24 ウォーターリリー 牝2鹿 54

51 ▲長岡 禎仁�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 462 ―1：22．71	 69．0�
11 コンチプラン 牝2鹿 54 大野 拓弥 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 新ひだか 服部 牧場 486 ―1：23．55 109．5�
612 サンコールドウェル 牡2鹿 55 西田雄一郎加藤 信之氏 岩戸 孝樹 日高 シンボリ牧場 462 ― 〃 クビ 129．7�
47 スピンキャッシュ 牝2栗 54 武士沢友治福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 松田牧場 464 ―1：23．6� 136．4�
714 ブラウンマリンガー 牡2鹿 55 田辺 裕信キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 金石牧場 408 ―1：24．98 23．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，874，800円 複勝： 35，751，300円 枠連： 19，779，100円
馬連： 60，728，200円 馬単： 36，173，800円 ワイド： 30，787，400円
3連複： 74，202，900円 3連単： 102，640，700円 計： 384，938，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 190円 � 540円 枠 連（1－8） 790円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，740円 �� 2，100円

3 連 複 ��� 7，670円 3 連 単 ��� 22，980円

票 数

単勝票数 計 248748 的中 � 74302（1番人気）
複勝票数 計 357513 的中 � 77131（1番人気）� 52169（3番人気）� 12313（9番人気）
枠連票数 計 197791 的中 （1－8） 19370（2番人気）
馬連票数 計 607282 的中 �� 53131（2番人気）
馬単票数 計 361738 的中 �� 17908（3番人気）
ワイド票数 計 307874 的中 �� 21002（2番人気）�� 4330（20番人気）�� 3559（28番人気）
3連複票数 計 742029 的中 ��� 7250（23番人気）
3連単票数 計1026407 的中 ��� 3238（44番人気）

ハロンタイム 7．1―11．2―11．9―12．3―12．6―12．4―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．3―30．2―42．5―55．1―1：07．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レザンドゥオール �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ボストンハーバー 初出走

2012．4．3生 牡2栗 母 サクラダモン 母母 トウヨウロイヤル 1戦1勝 賞金 7，000，000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。
（非当選馬） 2頭 キョウエイボサツ号・フローラルダンサー号
※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。



2701710月12日 晴 良 （26東京4）第2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
1：45．9
1：45．9

良
良

11 ラブユアマン 牡2栗 55 戸崎 圭太 M・
Kenichiホールディング� 尾関 知人 新ひだか タガミファーム 446 ―1：48．8 11．0�

811 ドゥラメンテ 牡2鹿 55 F．ベリー �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 480 ―1：48．9� 1．4�
（愛）

22 ロ ジ ナ ン 牝2黒鹿54 三浦 皇成久米田正明氏 大竹 正博 新冠 パカパカ
ファーム 422 ―1：49．21� 8．8�

79 テキスタイルアート 牡2青鹿55 柴山 雄一吉田 照哉氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 478 ― 〃 クビ 43．4�
66 エニグマバリエート 牡2青鹿55 武 豊平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 478 ―1：49．3クビ 11．9	
67 ウイングチップ 牡2黒鹿55 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 496 ―1：49．51� 16．1

33 ステイリッチ 牡2栗 55 蛯名 正義宇田 豊氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510 ―1：49．71� 7．6�
44 アフェクシオン 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 426 ―1：50．01� 21．7�
810 フランクジョイ 牡2芦 55 吉田 豊坂本 万夫氏 尾形 充弘 新冠 村上 欽哉 486 ―1：50．53 77．9
55 ダイニヨシゼン 牡2鹿 55 柴田 善臣橋本 忠雄氏 本間 忍 浦河 高昭牧場 466 ―1：51．13	 118．7�
78 ギンザミラージュ 牡2栗 55 丸山 元気有馬 博文氏 伊藤 圭三 新ひだか 坂本 春雄 488 ―1：53．2大差 111．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 41，218，200円 複勝： 85，368，200円 枠連： 16，402，500円
馬連： 64，248，000円 馬単： 53，990，200円 ワイド： 35，723，600円
3連複： 72，144，400円 3連単： 170，577，900円 計： 539，673，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 190円 � 110円 � 160円 枠 連（1－8） 610円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 290円 �� 770円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 12，080円

票 数

単勝票数 計 412182 的中 � 29752（4番人気）
複勝票数 計 853682 的中 � 44786（5番人気）� 551744（1番人気）� 60482（2番人気）
枠連票数 計 164025 的中 （1－8） 20552（3番人気）
馬連票数 計 642480 的中 �� 67899（3番人気）
馬単票数 計 539902 的中 �� 18302（9番人気）
ワイド票数 計 357236 的中 �� 31769（3番人気）�� 10063（10番人気）�� 43970（1番人気）
3連複票数 計 721444 的中 ��� 37829（4番人気）
3連単票数 計1705779 的中 ��� 10232（37番人気）

ハロンタイム 13．1―11．1―12．2―12．6―12．7―12．8―11．4―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．2―36．4―49．0―1：01．7―1：14．5―1：25．9―1：37．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F34．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラブユアマン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Silver Hawk 初出走

2012．3．13生 牡2栗 母 アイアンドユー 母母 Taba 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ドゥラメンテ号の騎手F．ベリーは，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10，000円。（被害馬：7番）
※ギンザミラージュ号は，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。

2701810月12日 晴 良 （26東京4）第2日 第6競走 ��1，300�サラブレッド系3歳以上
発走13時00分 （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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．4
1：16．4

重
重

35 マ レ ー ナ 牝3黒鹿53 北村 宏司山本 英俊氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 456± 01：18．3 3．1�
23 マイネオレンジ 牝4栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 新冠 ビッグレッドファーム 488＋ 61：18．51� 14．3�
510 パイメイメイ 牝3鹿 53

50 ▲原田 和真西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B476± 0 〃 アタマ 6．3�
816 スペルオンミー 牝3黒鹿53 柴山 雄一吉田 勝己氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 542＋ 61：18．71� 4．4�
713 カゼノサファイア 牝4青 55 田辺 裕信深井 孟氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 474＋ 2 〃 アタマ 8．0�
59 � ミ ュ ー ル 牝4栗 55 武士沢友治国田 正忠氏 奥村 武 新ひだか ヒサイファーム B428＋ 61：19．55 211．3	
24 アルテミシア 牝4鹿 55 横山 和生岡田 牧雄氏 古賀 史生 新ひだか 小河 豊水 B490± 0 〃 クビ 19．6

714 ヒメスズラン 牝3栗 53 石橋 脩岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 496＋ 81：19．6� 15．7�
48 フランスギャル 牝5黒鹿55 吉田 豊菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 沖田 哲夫 B490＋141：19．7� 84．6�
612 ニシノラピート 牝3栗 53 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 478± 01：19．8クビ 13．7
12 マリーズミイ 牝4鹿 55 二本柳 壮冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 452＋ 61：19．9	 115．4�
11 サプライズライン 牝3芦 53 江田 照男平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 432－ 21：20．0クビ 14．3�
47 メテオレイン 牝5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 470＋ 61：20．21� 145．7�
815 レディーピンク 牝4鹿 55 田中 勝春小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 454＋121：20．83� 40．2�
36 グラスルノン 牝3鹿 53 木幡 初広半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 476－ 41：21．33 37．9�
611 ユキノビリーブ 牝3黒鹿53 秋山真一郎井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 452＋ 61：21．51� 94．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，341，900円 複勝： 53，184，300円 枠連： 22，552，100円
馬連： 93，943，600円 馬単： 47，576，900円 ワイド： 45，182，600円
3連複： 110，608，500円 3連単： 152，026，900円 計： 559，416，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 300円 � 180円 枠 連（2－3） 1，130円

馬 連 �� 2，380円 馬 単 �� 3，510円

ワ イ ド �� 810円 �� 340円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 3，410円 3 連 単 ��� 18，590円

票 数

単勝票数 計 343419 的中 � 88564（1番人気）
複勝票数 計 531843 的中 � 116874（1番人気）� 35961（6番人気）� 79491（2番人気）
枠連票数 計 225521 的中 （2－3） 15373（3番人気）
馬連票数 計 939436 的中 �� 30585（8番人気）
馬単票数 計 475769 的中 �� 10158（9番人気）
ワイド票数 計 451826 的中 �� 13792（8番人気）�� 37829（1番人気）�� 8404（17番人気）
3連複票数 計1106085 的中 ��� 24301（6番人気）
3連単票数 計1520269 的中 ��� 5928（39番人気）

ハロンタイム 6．9―11．1―11．4―11．9―12．2―12．3―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
6．9―18．0―29．4―41．3―53．5―1：05．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．0
3 ・（15，16）2，6，12（5，7，10）3（1，4，11）9，14，13－8 4 15，16，2，12（5，6，10）7，3，4（1，9，11）14，13，8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マ レ ー ナ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．11．3 東京3着

2011．2．10生 牝3黒鹿 母 ウィストラム 母母 リュドゥパーム 6戦2勝 賞金 16，300，000円



2701910月12日 晴 良 （26東京4）第2日 第7競走 ��1，600�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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

22 ビ ッ グ ギ グ 牡3栗 55 横山 典弘吉田 照哉氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 524＋ 21：37．9 3．6�
57 � ポンデザムール 牡4黒鹿 57

54 ▲井上 敏樹岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 沖田 哲夫 508± 01：38．0� 14．9�
45 エストゥペンド 牡3鹿 55 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上 悦夫 496＋141：38．74 4．2�
711� ホクレアポパイ �5黒鹿 57

54 ▲木幡 初也萱場 博史氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 416－ 2 〃 ハナ 78．8�
814 アンジェリック 牝3鹿 53 戸崎 圭太 �シルクレーシング 大和田 成 浦河 杵臼牧場 464＋ 81：38．8� 4．6�
69 トウショウプライド 牡4栗 57 F．ベリー トウショウ産業	 武市 康男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 510± 01：38．9	 7．3


（愛）

610 コスモチャイム 牡3黒鹿55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 金成 貴史 浦河 市川フアーム B480± 0 〃 クビ 91．5�
46 ラシアンカウボーイ 牡3栗 55 津村 明秀�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 502－ 61：39．0	 16．8�
712 ジュガンティーヤ 牡3青 55

52 ▲長岡 禎仁�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 B520± 01：39．42	 109．8
58 アイアイエンデバー 牡5黒鹿57 吉田 豊齊藤 敬氏 小島 茂之 新冠 つつみ牧場 B466＋ 21：39．93 10．7�
34 カシノカーム 牡3芦 55

52 ▲石川裕紀人柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 466－ 21：40．53	 244．9�
33 ボンジュールキラリ 牡3黒鹿55 三浦 皇成田中善次郎氏 高木 登 日高 道見牧場 494－ 41：40．6� 26．2�
813 キネオレジェンド 牡3鹿 55 北村 宏司吉田 千津氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム B546＋ 61：41．02	 11．5�
11 ジューヌノーブル 牡3栗 55

52 ▲原田 和真岡田 牧雄氏 池上 昌弘 様似 様似共栄牧場 B474＋ 21：43．4大差 178．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 36，184，500円 複勝： 47，855，400円 枠連： 25，618，100円
馬連： 91，488，200円 馬単： 49，068，500円 ワイド： 41，228，100円
3連複： 105，898，800円 3連単： 161，414，000円 計： 558，755，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 280円 � 170円 枠 連（2－5） 870円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 2，970円

ワ イ ド �� 660円 �� 350円 �� 910円

3 連 複 ��� 2，890円 3 連 単 ��� 15，740円

票 数

単勝票数 計 361845 的中 � 79531（1番人気）
複勝票数 計 478554 的中 � 100014（1番人気）� 34342（7番人気）� 78236（2番人気）
枠連票数 計 256181 的中 （2－5） 22735（4番人気）
馬連票数 計 914882 的中 �� 35963（8番人気）
馬単票数 計 490685 的中 �� 12389（9番人気）
ワイド票数 計 412281 的中 �� 15507（7番人気）�� 32891（1番人気）�� 10921（13番人気）
3連複票数 計1058988 的中 ��� 27405（8番人気）
3連単票数 計1614140 的中 ��� 7433（38番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．1―47．4―1：00．3―1：12．9―1：25．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビ ッ グ ギ グ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Rahy デビュー 2014．1．12 中山6着

2011．4．29生 牡3栗 母 ソロリサイタル 母母 Sole 7戦2勝 賞金 17，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジューヌノーブル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年11月12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。

2702010月12日 晴 良 （26東京4）第2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）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

510 ジャングルクルーズ �5鹿 57 北村 宏司窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 502－ 42：25．2 2．4�
11 タイセイグルーヴィ 牡5鹿 57 戸崎 圭太田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 468－ 22：25．3� 9．8�
23 カムイミンタラ 牡4鹿 57 勝浦 正樹 �社台レースホース高木 登 千歳 社台ファーム 504＋ 42：25．4� 29．3�
815 ストーリーセラー 牡3鹿 54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム 510＋10 〃 ハナ 36．1�
612 ピュアソルジャー 牡4鹿 57 吉田 豊鶴見 芳子氏 大久保洋吉 新ひだか 千代田牧場 B480＋12 〃 クビ 7．6�
35 シンボリジャズ 牡4鹿 57 吉田 隼人シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 484－ 42：25．61	 7．0	
611 センティナリー 牝4鹿 55

52 ▲長岡 禎仁 �キャロットファーム 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 464－ 62：25．91� 131．9

24 サウンドメモリー 牡3鹿 54 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 474－ 22：26．0� 4．8�
714 モンプレジール 牡4鹿 57 江田 照男平田 修氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 452－ 62：26．1� 204．9�
36 パリソワール 牡5栗 57 松岡 正海丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 432－ 2 〃 ハナ 26．9
48 トゥインクル 牡3栗 54 田辺 裕信畑佐 博氏 高柳 瑞樹 日高 いとう牧場 456± 02：26．41� 16．8�
47 ティンホイッスル 牝4黒鹿 55

52 ▲伴 啓太 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 大西ファーム 456－ 42：26．5� 376．6�
816 ボーイフレンド 牡5栗 57 横山 典弘北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 448± 0 〃 アタマ 26．7�
59 イデアオブクィーン 牝3芦 52 柴田 善臣益田 修一氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 404－ 8 〃 クビ 47．3�
713 アルフェロア 牡5青鹿57 三浦 皇成吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B496＋ 42：26．81� 192．6�
12 イルポスティーノ �5栗 57 西田雄一郎 �サンデーレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム B496＋ 22：28．7大差 57．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，447，600円 複勝： 63，495，000円 枠連： 26，499，600円
馬連： 116，971，700円 馬単： 58，266，800円 ワイド： 50，726，800円
3連複： 129，050，400円 3連単： 205，525，900円 計： 690，983，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 260円 � 480円 枠 連（1－5） 1，000円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 480円 �� 930円 �� 2，760円

3 連 複 ��� 6，760円 3 連 単 ��� 21，640円

票 数

単勝票数 計 404476 的中 � 134568（1番人気）
複勝票数 計 634950 的中 � 203220（1番人気）� 51420（5番人気）� 23567（7番人気）
枠連票数 計 264996 的中 （1－5） 20421（4番人気）
馬連票数 計1169717 的中 �� 85562（4番人気）
馬単票数 計 582668 的中 �� 28205（5番人気）
ワイド票数 計 507268 的中 �� 29192（4番人気）�� 13927（8番人気）�� 4413（30番人気）
3連複票数 計1290504 的中 ��� 14317（23番人気）
3連単票数 計2055259 的中 ��� 6884（62番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―11．3―12．2―12．5―12．5―12．6―12．2―12．2―11．6―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．2―35．5―47．7―1：00．2―1：12．7―1：25．3―1：37．5―1：49．7―2：01．3―2：12．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．5
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジャングルクルーズ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．11．27 東京2着

2009．3．6生 �5鹿 母 フィヨルドクルーズ 母母 ライラアラウィ 17戦2勝 賞金 38，104，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 ジャングルクルーズ号の騎手北村宏司は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。



2702110月12日 晴 良 （26東京4）第2日 第9競走 ��
��1，600�

ろ く し ゃ

六 社 特 別
発走14時35分 （芝・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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

79 ベストドリーム 牡3鹿 55 柴田 善臣堀口 晴男氏 高橋 文雅 日高 日西牧場 456＋101：33．2 19．6�
22 フジマサエンペラー 牡5黒鹿57 横山 典弘藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 498＋10 〃 クビ 8．6�
44 キンシノキセキ 牡3鹿 55 武 豊若草クラブ 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム 480－ 41：33．41� 8．3�
68 メドウヒルズ 牡3栗 55 吉田 豊�G1レーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム B468＋101：33．5クビ 4．7�
812 カグニザント 	6黒鹿57 蛯名 正義 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム 476＋ 8 〃 ハナ 61．6	
710 エデンロック 牡4鹿 57 田辺 裕信田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 466＋ 21：33．71
 10．0

67 スマイルシャワー 牝3鹿 53 田中 勝春 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 476＋ 81：33．8
 46．0�
55 サトノキングリー 牡4鹿 57 戸崎 圭太里見 治氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 472＋ 21：34．01� 2．3�
33 ガイヤースヴェルト 牡4黒鹿57 柴山 雄一 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：34．1
 9．7
11 アルマエルナト 牡3栗 55 勝浦 正樹コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 478＋12 〃 アタマ 20．5�
811 ハナズドリーム 牡3鹿 55 丸田 恭介M．タバート氏 加藤 和宏 浦河 カナイシスタッド 434＋ 2 〃 ハナ 196．7�
56 カシノピカチュウ 牡4鹿 57 吉田 隼人柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 476－101：34．31� 30．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 50，776，800円 複勝： 69，113，300円 枠連： 25，547，600円
馬連： 147，113，800円 馬単： 81，223，700円 ワイド： 57，171，000円
3連複： 164，139，100円 3連単： 293，203，900円 計： 888，289，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，960円 複 勝 � 520円 � 230円 � 230円 枠 連（2－7） 2，280円

馬 連 �� 5，300円 馬 単 �� 12，930円

ワ イ ド �� 1，860円 �� 1，930円 �� 990円

3 連 複 ��� 14，550円 3 連 単 ��� 99，370円

票 数

単勝票数 計 507768 的中 � 20658（7番人気）
複勝票数 計 691133 的中 � 29996（8番人気）� 82701（4番人気）� 83350（3番人気）
枠連票数 計 255476 的中 （2－7） 8659（11番人気）
馬連票数 計1471138 的中 �� 21487（21番人気）
馬単票数 計 812237 的中 �� 4710（50番人気）
ワイド票数 計 571710 的中 �� 7801（23番人気）�� 7534（25番人気）�� 15216（13番人気）
3連複票数 計1641391 的中 ��� 8456（54番人気）
3連単票数 計2932039 的中 ��� 2139（328番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―35．3―46．7―58．3―1：09．7―1：21．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベストドリーム �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 サニーブライアン デビュー 2013．10．19 東京5着

2011．3．12生 牡3鹿 母 ダービーゾーン 母母 ダービーキングダム 8戦3勝 賞金 30，308，000円

2702210月12日 晴 良 （26東京4）第2日 第10競走 ��
��1，400�テ レ ビ 静 岡 賞

発走15時10分 （ダート・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

テレビ静岡賞（1着）
賞 品

本 賞 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

510� ダノンレジェンド 牡4黒鹿57 高倉 稜�ダノックス 村山 明 米 Colts Neck
Stables, LLC B454－ 81：24．1 3．3�

713 アメージングタクト 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454－ 61：24．73	 4．5�

48 タマブラックホール 牡5黒鹿57 石橋 脩玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 508－ 61：24．8
 10．0�
24 ダノンハラショー 牡7栗 57 丸山 元気�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 448－ 6 〃 ハナ 150．3�
816 マックスガイ 牡5青鹿57 北村 宏司平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 モリナガファーム 472－ 61：24．9クビ 12．1	
815� ローレンルーナ 牡5鹿 57 田辺 裕信林 正道氏 田村 康仁 米 Yoichi

Aoyama 488＋ 2 〃 ハナ 21．9

714 ヘアーオブザドッグ 牡5鹿 57 柴田 善臣平賀 久枝氏 鈴木 康弘 浦河 鎌田 正嗣 520＋10 〃 クビ 103．0�
23 シンキングマシーン �5黒鹿57 大野 拓弥佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド B510＋141：25．11� 3．5�
36 イチエイクリッパー 牡7鹿 57 武士沢友治栃本 實氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 522＋101：25．42 201．1
35 � インディーズゲーム 牡6鹿 57 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Edward A.

Seltzer Trust 472－ 21：25．61� 11．6�
611� キョウエイバサラ 牡6芦 57 三浦 皇成田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock 520＋ 21：25．7
 69．3�
612 ツルオカハチマン 牡5鹿 57 F．ベリー 居城 要氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム 514＋ 61：25．8クビ 18．6�

（愛）

59 アルベルティ 牡6鹿 57 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 510± 0 〃 アタマ 122．1�

47 エルカミーノレアル 牡3鹿 55 小牧 太広尾レース� 小崎 憲 浦河 桑田牧場 470－101：26．12 41．5�
12 テルミーホワイ 牡7鹿 57 西田雄一郎薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 500± 01：27．37 135．8�
11 ケージーヨシツネ 牡6鹿 57 柴田 大知川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 イワミ牧場 458－101：27．93	 95．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，179，300円 複勝： 69，824，200円 枠連： 38，600，100円
馬連： 182，745，400円 馬単： 90，765，300円 ワイド： 67，415，400円
3連複： 207，663，100円 3連単： 363，297，900円 計： 1，071，490，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 160円 � 230円 枠 連（5－7） 770円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 370円 �� 640円 �� 890円

3 連 複 ��� 2，710円 3 連 単 ��� 8，400円

票 数

単勝票数 計 511793 的中 � 120878（1番人気）
複勝票数 計 698242 的中 � 135627（2番人気）� 119788（3番人気）� 65718（4番人気）
枠連票数 計 386001 的中 （5－7） 38794（2番人気）
馬連票数 計1827454 的中 �� 169010（3番人気）
馬単票数 計 907653 的中 �� 48411（3番人気）
ワイド票数 計 674154 的中 �� 50873（3番人気）�� 26415（5番人気）�� 18239（10番人気）
3連複票数 計2076631 的中 ��� 57393（7番人気）
3連単票数 計3632979 的中 ��� 31344（13番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―12．6―12．1―11．7―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．9―48．0―59．7―1：11．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F36．1
3 10，1，16（2，13）（3，12，9）（4，11）5，14，6，8，15，7 4 10－16，9（1，3，13）（2，12）11（4，5）（14，8）（6，15）7

勝馬の
紹 介

�ダノンレジェンド �
�
父 Macho Uno �

�
母父 Storm Cat デビュー 2012．11．10 東京1着

2010．2．24生 牡4黒鹿 母 My Goodness 母母 Caressing 14戦4勝 賞金 65，877，000円
［他本会外：2戦1勝］

※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） 5頭 コウセイコタロウ号・スズカヴィグラス号・テムジン号・ドリームコンサート号・トーセントレジャー号
※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。

１レース目 ３レース目



2702310月12日 晴 良 （26東京4）第2日 第11競走 ��
��1，800�第65回毎 日 王 冠（ＧⅡ）

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，25．10．5以降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，25．10．4以前のGⅠ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）

毎日新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 62，000，000円 25，000，000円 16，000，000円 9，300，000円 6，200，000円
付 加 賞 1，120，000円 320，000円 160，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

22 エアソミュール 牡5黒鹿56 武 豊 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 490－ 41：45．2 13．1�
46 � サンレイレーザー 牡5鹿 56 田辺 裕信永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 526± 0 〃 クビ 44．3�
58 スピルバーグ 牡5鹿 56 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 508＋101：45．3クビ 8．3�
11 ディサイファ 牡5鹿 56 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494＋ 2 〃 ハナ 11．5�
59 グランデッツァ 牡5栗 56 秋山真一郎 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 498－121：45．51	 6．0	
814 ロ ゴ タ イ プ 牡4黒鹿57 三浦 皇成吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 496＋ 41：45．6
 9．5

611 ロサギガンティア 牡3青 55 柴田 善臣 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 534＋ 8 〃 ハナ 8．0�
713 ミッキードリーム 牡7栗 56 丸山 元気野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 490－ 4 〃 ハナ 141．3�
47 ペ ル ー サ 牡7栗 56 戸崎 圭太山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 518－101：45．7	 47．3
610 ダイワファルコン 牡7鹿 56 丸田 恭介大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 520＋10 〃 ハナ 187．8�
23 ウインマーレライ 牡3黒鹿54 松岡 正海�ウイン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 496＋ 81：45．8	 38．3�
712 ダークシャドウ 牡7栗 56 F．ベリー 飯塚 知一氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 508－ 6 〃 ハナ 8．2�

（愛）

815 ワールドエース 牡5鹿 57 小牧 太 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 464－ 2 〃 ハナ 3．2�
34 ダイワマッジョーレ 牡5鹿 56 蛯名 正義大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 434－12 〃 クビ 18．3�
35 ダノンヨーヨー 牡8栗 56 柴田 大知�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 498－ 21：46．11
 117．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 268，665，200円 複勝： 367，100，000円 枠連： 205，786，900円 馬連： 1，026，241，700円 馬単： 459，975，800円
ワイド： 371，376，400円 3連複： 1，395，295，600円 3連単： 2，453，333，600円 5重勝： 664，374，800円 計： 7，212，150，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 360円 � 810円 � 270円 枠 連（2－4） 9，600円

馬 連 �� 27，780円 馬 単 �� 46，790円

ワ イ ド �� 5，070円 �� 1，600円 �� 4，260円

3 連 複 ��� 49，720円 3 連 単 ��� 388，350円

5 重 勝
対象競走：東京9R／京都10R／東京10R／京都11R／東京11R

キャリーオーバー なし����� 232，531，180円

票 数

単勝票数 計2686652 的中 � 163617（8番人気）
複勝票数 計3671000 的中 � 269117（8番人気）� 105949（10番人気）� 395315（3番人気）
枠連票数 計2057869 的中 （2－4） 16598（26番人気）
馬連票数 計10262417 的中 �� 28621（54番人気）
馬単票数 計4599758 的中 �� 7372（106番人気）
ワイド票数 計3713764 的中 �� 18671（50番人気）�� 60888（25番人気）�� 22262（45番人気）
3連複票数 計13952956 的中 ��� 21044（136番人気）
3連単票数 計24533336 的中 ��� 4580（905番人気）
5重勝票数 計6643748 的中 ����� 2

ハロンタイム 12．9―11．0―11．5―11．7―12．0―11．8―11．2―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―35．4―47．1―59．1―1：10．9―1：22．1―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．1―3F34．3

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

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

勝馬の
紹 介

エアソミュール �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．11．20 京都4着

2009．3．15生 牡5黒鹿 母 エアラグーン 母母 アイドリームドアドリーム 23戦10勝 賞金 262，556，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりエアソミュール号は，天皇賞（秋）（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。

2702410月12日 晴 良 （26東京4）第2日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走16時20分 （ダート・左）

1000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

713 アンズチャン 牝3鹿 53 三浦 皇成ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 458± 01：23．9 3．2�
58 ダ ウ ト レ ス 牡3鹿 55 柴山 雄一�ノースヒルズ 小島 太 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508＋ 61：24．11� 15．2�
35 ワイルドダラー 牡3青鹿55 F．ベリー Him Rock Racing 古賀 慎明 新ひだか 平野牧場 496＋ 8 〃 クビ 16．2�

（愛）

23 アクションバイオ 牡4黒鹿57 勝浦 正樹バイオ� 西浦 勝一 平取 坂東牧場 488－ 21：24．31� 5．0�
11 トリニティチャーチ �6鹿 57 丸山 元気 �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 496＋10 〃 ハナ 47．3	
34 メイショウオオカゼ 牡4黒鹿 57

54 ▲石川裕紀人松本 好雄氏 南井 克巳 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 512± 01：24．4� 6．7


610 サクセスフェイト 牡5黒鹿57 田辺 裕信髙嶋 哲氏 中内田充正 浦河 有限会社
吉田ファーム 440－ 4 〃 同着 6．4�

712 プ ロ ト コ ル 牡3栗 55 的場 勇人石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 516－ 21：24．5	 15．5�
814 プリサイスエース 牡3栗 55 戸崎 圭太井山 登氏 奥村 武 新冠 芳住 鉄兵 494＋ 21：24．7	 10．0
59 タイキソレイユ 牝5黒鹿55 田中 勝春�大樹ファーム 作田 誠二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 460＋ 21：24．8� 47．1�
815 ヒ シ ョ ウ �6栗 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 21：24．9	 200．5�
46 プロスペラスマム 牝7鹿 55

52 ▲原田 和真本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 522＋ 41：25．0クビ 253．5�
611 クロスカップリング �5青鹿57 蛯名 正義諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 464＋ 41：25．1	 35．1�
47 スズヨストラ 牡4栗 57 北村 宏司鈴木与四郎氏 松永 康利 新ひだか 岡田スタツド 482＋181：26．05 22．4�
22 カレンマタドール 牡3鹿 55 大野 拓弥鈴木 隆司氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B512＋101：27．17 39．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 76，621，000円 複勝： 107，151，200円 枠連： 50，034，400円
馬連： 257，118，900円 馬単： 93，634，900円 ワイド： 92，393，700円
3連複： 262，099，400円 3連単： 443，929，600円 計： 1，382，983，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 330円 � 450円 枠 連（5－7） 1，520円

馬 連 �� 2，600円 馬 単 �� 3，980円

ワ イ ド �� 990円 �� 1，200円 �� 3，110円

3 連 複 ��� 12，580円 3 連 単 ��� 51，110円

票 数

単勝票数 計 766210 的中 � 187356（1番人気）
複勝票数 計1071512 的中 � 229594（1番人気）� 74623（6番人気）� 51088（8番人気）
枠連票数 計 500344 的中 （5－7） 25362（6番人気）
馬連票数 計2571189 的中 �� 81106（8番人気）
馬単票数 計 936349 的中 �� 17635（13番人気）
ワイド票数 計 923937 的中 �� 24429（9番人気）�� 19972（12番人気）�� 7407（40番人気）
3連複票数 計2620994 的中 ��� 15623（43番人気）
3連単票数 計4439296 的中 ��� 6297（165番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．3―12．1―12．3―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．6―46．7―59．0―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンズチャン �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2013．6．15 東京1着

2011．4．12生 牝3鹿 母 パラダイスバード 母母 サイレントハピネス 8戦3勝 賞金 38，100，000円
※出走取消馬 ガッサンプレイ号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため）
※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 シゲルウシュウ号・ディアセルヴィス号
※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。

５レース目



（26東京4）第2日 10月12日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 183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

298，290，000円
11，300，000円
2，530，000円
27，310，000円
71，253，750円
5，013，000円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
717，014，200円
1，042，026，500円
493，928，100円
2，245，756，000円
1，102，103，700円
899，943，500円
2，784，399，200円
4，769，718，300円
664，374，800円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 14，719，264，300円

総入場人員 48，937名 （有料入場人員 46，267名）
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