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2702510月13日 小雨 良 （26東京4）第3日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時05分 （ダート・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
1：23．1
1：23．1

重
重

24 メジャーフォルム 牝2栗 54 江田 照男 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム 440＋ 61：26．5 1．6�
47 ユ ウ ユ ウ 牝2栗 54 三浦 皇成中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 448＋ 41：27．67 3．5�
35 アンジュデトワール 牝2鹿 54 柴山 雄一 �シルクレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 456＋ 81：28．02� 14．1�
59 ポンテアンジェロ 牝2栗 54 柴田 大知冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 見上牧場 458± 01：28．1� 28．7�
815 ベ ニ イ モ ン 牝2鹿 54 二本柳 壮井門 敏雄氏 南田美知雄 日高 坂 牧場 434－ 2 〃 ハナ 54．2�
714 ナンゴクマーメイド 牝2鹿 54

51 ▲伴 啓太平本 敏夫氏 加藤 和宏 浦河 絵笛牧場 444－ 21：28．2クビ 65．8	
612 テ ッ プ シ ー 牝2芦 54 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 444－ 61：28．3� 27．0

816 センコウノマイヒメ 牝2黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹ホースアディクト杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 484－ 61：28．51� 27．7�
510 ア テ イ ン 牝2栗 54 嘉藤 貴行紙透 一雄氏 高橋 義博 日高 千葉飯田牧場 454± 01：29．03 256．0�
713 ドリームメモリー 牝2鹿 54 藤岡 佑介田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 門別牧場 458＋ 21：29．21� 10．8
611 オーゴンマリア 牝2栗 54 大野 拓弥永田 清男氏 高木 登 新ひだか 小倉 光博 446＋ 2 〃 ハナ 23．7�
11 クリエイトアゲン 牝2鹿 54 松岡 正海浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 恵比寿牧場 468＋10 〃 アタマ 142．5�
12 ターンブルブルー 牝2黒鹿54 丸田 恭介 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 新冠 川上牧場 438± 01：29．52 126．4�
36 タマモカチューシャ 牝2鹿 54

51 ▲石川裕紀人タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 418＋101：29．92� 172．3�
23 クリノホンイツ 牝2黒鹿54 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 鎌田 正嗣 418＋ 61：30．0� 288．4�
48 ミ ダ レ ガ ミ 牝2鹿 54 黛 弘人内田 玄祥氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 460－ 41：32．7大差 312．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，466，900円 複勝： 68，519，200円 枠連： 17，509，300円
馬連： 68，171，800円 馬単： 48，321，700円 ワイド： 38，418，100円
3連複： 93，201，700円 3連単： 168，524，900円 計： 533，133，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 110円 � 220円 枠 連（2－4） 210円

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 410円

ワ イ ド �� 140円 �� 470円 �� 570円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 1，850円

票 数

単勝票数 計 304669 的中 � 144159（1番人気）
複勝票数 計 685192 的中 � 390106（1番人気）� 129093（2番人気）� 26354（4番人気）
枠連票数 計 175093 的中 （2－4） 62172（1番人気）
馬連票数 計 681718 的中 �� 220795（1番人気）
馬単票数 計 483217 的中 �� 88245（1番人気）
ワイド票数 計 384181 的中 �� 97756（1番人気）�� 16803（4番人気）�� 13295（6番人気）
3連複票数 計 932017 的中 ��� 85203（2番人気）
3連単票数 計1685249 的中 ��� 65760（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―35．9―48．4―1：01．1―1：13．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．6―3F38．1
3 4（9，16）－（7，6，11）（5，14）8（2，13）15－（1，3）－12－10 4 4（9，16）（7，6）11，5（8，14）（2，13，15）－1，3，12，10

勝馬の
紹 介

メジャーフォルム �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2014．7．19 福島3着

2012．5．6生 牝2栗 母 ビルアンドクー 母母 ユ メ シ バ イ 3戦1勝 賞金 8，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミダレガミ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年11月13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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 カンタベリーキッズ号
（非抽選馬） 2頭 スカーボロフェア号・ノーフェイト号

2702610月13日 小雨 良 （26東京4）第3日 第2競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走10時35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
1：33．5
1：32．3

良
良

818 ダノンプラチナ 牡2芦 55 蛯名 正義�ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 462－121：35．5 1．9�
47 ムーンマジェスティ 牡2栗 55 勝浦 正樹伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 422± 01：36．24 15．2�
36 エンクエントロス 牡2鹿 55 柴山 雄一スリースターズレーシング 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 482＋ 81：36．3� 36．9�
612 シードパール 牝2鹿 54 田辺 裕信髙嶋 哲氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 426± 0 〃 ハナ 3．6�
611 ジェンツィアーナ 牝2黒鹿54 柴田 大知坂巻 勝彦氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 430＋ 2 〃 クビ 25．9�
817 アンジェリー 牝2黒鹿54 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 460－ 41：36．4� 52．3	
715 ウインエスパシオ 牡2青鹿55 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 ハクツ牧場 504± 01：36．61	 6．5

23 モントレーベイ 牡2芦 55 F．ベリー 金子真人ホール

ディングス� 勢司 和浩 日高 白井牧場 458＋10 〃 クビ 57．1�
（愛）

59 スループオブウォー 牡2栗 55 北村 宏司�G1レーシング 伊藤 大士 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490＋ 41：36．7クビ 14．9�

48 トーセンギガ 牡2黒鹿55 菅原 隆一島川 哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 446－101：37．12� 180．2�

714
 コスモミザール 牝2鹿 54 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 米 Jerry Jam-
gotchian 434－ 81：37．2� 40．9�

24 カナラズカナラズ 牝2鹿 54
51 ▲伴 啓太小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 日の出牧場 430－ 41：37．62� 314．5�

816 ザ キ ス 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 手塚 貴久 新ひだか 前田 宗将 466－ 61：37．81� 174．6�
11 シーユーアゲン 牡2鹿 55 黛 弘人浅川 皓司氏 萱野 浩二 洞�湖 レイクヴィラファーム 424－ 2 〃 クビ 48．3�
12 メモリアルウッド 牡2黒鹿55 丸山 元気合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 日高 出口牧場 490－ 21：38．22� 207．7�
510 ポ ン ト ス 牡2鹿 55

52 ▲長岡 禎仁�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか キヨタケ牧場 444＋10 〃 アタマ 447．6�
713 カンタベリーバロン 牡2鹿 55 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 新冠 佐藤 静子 458－ 81：38．41	 311．8�
35 マリンブルー 牝2鹿 54 木幡 初広小野 博郷氏 牧 光二 新冠 奥山 博 434－ 4 〃 ハナ 359．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，830，700円 複勝： 49，741，800円 枠連： 18，998，500円
馬連： 72，791，000円 馬単： 48，725，700円 ワイド： 40，179，500円
3連複： 102，893，200円 3連単： 179，004，800円 計： 543，165，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 260円 � 570円 枠 連（4－8） 1，140円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 590円 �� 1，530円 �� 2，990円

3 連 複 ��� 8，290円 3 連 単 ��� 18，990円

票 数

単勝票数 計 308307 的中 � 127838（1番人気）
複勝票数 計 497418 的中 � 190585（1番人気）� 36466（4番人気）� 13727（7番人気）
枠連票数 計 189985 的中 （4－8） 12832（4番人気）
馬連票数 計 727910 的中 �� 46215（4番人気）
馬単票数 計 487257 的中 �� 22093（4番人気）
ワイド票数 計 401795 的中 �� 18747（4番人気）�� 6613（15番人気）�� 3306（27番人気）
3連複票数 計1028932 的中 ��� 9301（23番人気）
3連単票数 計1790048 的中 ��� 6833（50番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．9―12．5―13．1―11．6―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―35．4―47．9―1：01．0―1：12．6―1：23．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンプラチナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2014．9．6 札幌2着

2012．3．23生 牡2芦 母 バ デ ィ ー ラ 母母 Magical Allure 2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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ラプロムナード号
※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。

第４回 東京競馬 第３日



2702710月13日 小雨 良 （26東京4）第3日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走11時05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
1：45．9
1：45．9

良
良

11 ニシノオタケビ 牡2鹿 55 田辺 裕信西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 468± 01：47．9 1．4�
22 エースオブエース 牡2黒鹿55 大野 拓弥前田 晋二氏 小笠 倫弘 平取 北島牧場 454＋ 21：48．64 5．9�
711 アキタノユキ 牝2栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 日高 賀張三浦牧場 470± 0 〃 アタマ 282．7�
57 ウインミラージュ 牡2栗 55 石橋 脩�ウイン 金成 貴史 新冠 コスモヴューファーム 436＋101：49．02� 94．8�
812 シゲルマツリダ 牡2青鹿55 江田 照男森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 市川牧場 470＋101：49．1� 19．0	
69 クラッチパット 牡2青鹿55 松岡 正海嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 斉藤スタッド 476－ 61：49．2� 30．7

45 ウインフォーエバー 牝2鹿 54 柴田 大知�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 458＋ 21：49．73 5．2�
44 ラプロムナード 牝2栗 54 小野寺祐太�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 376＋ 61：50．23 432．2�
33 ロードトリニティ 牡2鹿 55 西田雄一郎 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか ケイアイファーム 470－ 21：50．41� 208．8
56 ミヤビクロタカ 牡2鹿 55 三浦 皇成村上 義勝氏 高橋 文雅 浦河 大成牧場 470＋101：50．61 57．0�
710 デ ン バ ー 牝2青鹿54 柴田 善臣桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 静内坂本牧場 500＋ 6 〃 アタマ 24．3�
813 グリーングリーン 牡2鹿 55

52 ▲石川裕紀人北所 直人氏 大江原 哲 日高 宝寄山 忠則 502－ 61：53．0大差 59．1�
68 ソヴリンマンボ 牡2青鹿 55

52 ▲木幡 初也平岡 茂樹氏 谷原 義明 豊浦 飯原牧場 B468＋ 21：53．74 61．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 31，875，800円 複勝： 110，544，500円 枠連： 16，449，200円
馬連： 60，931，100円 馬単： 50，369，400円 ワイド： 38，346，900円
3連複： 90，073，900円 3連単： 225，825，600円 計： 624，416，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 150円 � 2，640円 枠 連（1－2） 330円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 430円

ワ イ ド �� 180円 �� 5，270円 �� 14，020円

3 連 複 ��� 21，430円 3 連 単 ��� 37，920円

票 数

単勝票数 計 318758 的中 � 176664（1番人気）
複勝票数 計1105445 的中 � 831331（1番人気）� 74213（3番人気）� 2059（12番人気）
枠連票数 計 164492 的中 （1－2） 38582（2番人気）
馬連票数 計 609311 的中 �� 136185（2番人気）
馬単票数 計 503694 的中 �� 87067（2番人気）
ワイド票数 計 383469 的中 �� 71915（2番人気）�� 1539（34番人気）�� 573（50番人気）
3連複票数 計 900739 的中 ��� 3151（44番人気）
3連単票数 計2258256 的中 ��� 4317（85番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．6―34．9―46．8―58．9―1：11．7―1：24．0―1：35．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．0―3F36．2

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

・（8，13）1－（7，11，10）12－（2，6，5）－9（3，4）・（8，13）－11－1（7，5）（2，6，10）12，9，3，4
勝馬の
紹 介

ニシノオタケビ �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 セイウンスカイ デビュー 2014．8．10 新潟3着

2012．5．25生 牡2鹿 母 ニシノミライ 母母 ニシノフラワー 4戦1勝 賞金 9，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グリーングリーン号・ソヴリンマンボ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年

11月13日まで平地競走に出走できない。
※ラプロムナード号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2702810月13日 小雨 良 （26東京4）第3日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走11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
1：21．2
1：20．3

良
良

813 アミーキティア 牝2栗 54 丸田 恭介�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 448 ―1：23．2 11．3�

58 ウインレナータ 牝2黒鹿54 黛 弘人�ウイン 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 428 ―1：23．51� 13．7�
712 リーディングライツ 牡2鹿 55 三浦 皇成 �キャロットファーム 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 448 ― 〃 ハナ 5．0�
11 アップセッター 牡2栃栗55 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 438 ―1：23．71� 6．1�
69 	 ユメヲカナエテ 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 愛 Tom & Paul

Monaghan 496 ―1：23．91� 27．3	
711 トーホウボルト 牡2栗 55 吉田 豊東豊物産� 古賀 史生 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 474 ― 〃 アタマ 66．1

57 アイノカケハシ 牝2鹿 54 横山 和生國分 純氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 408 ― 〃 クビ 13．2�
33 ハネムーンソング 牝2鹿 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 414 ―1：24．0クビ 2．7�
46 スカイルピナス 牝2栗 54 武士沢友治大久保典義氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 438 ―1：24．1� 128．9
45 ロードアルタイル 牡2鹿 55 田中 勝春 �ロードホースクラブ 新開 幸一 平取 協栄組合 438 ― 〃 ハナ 14．4�
814 クロフネビームス 牝2芦 54 江田 照男古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 458 ―1：24．73
 18．9�
22 アンワンワールド 牝2栗 54 宮崎 北斗井上 一郎氏 浅野洋一郎 日高 春木 昭雄 496 ―1：25．01� 54．7�
610 ウインメアリー 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ウイン 大和田 成 新冠 コスモヴューファーム 452 ―1：25．42
 121．6�
34 ハワイアンアイ 牝2鹿 54 田辺 裕信谷掛 龍夫氏 相沢 郁 新冠 富本 茂喜 430 ―1：25．5
 11．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 30，960，200円 複勝： 45，071，300円 枠連： 22，461，100円
馬連： 71，150，100円 馬単： 37，793，300円 ワイド： 35，789，000円
3連複： 93，742，800円 3連単： 134，862，900円 計： 471，830，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 280円 � 270円 � 180円 枠 連（5－8） 1，930円

馬 連 �� 8，110円 馬 単 �� 15，320円

ワ イ ド �� 2，300円 �� 840円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 11，560円 3 連 単 ��� 89，530円

票 数

単勝票数 計 309602 的中 � 21817（4番人気）
複勝票数 計 450713 的中 � 38514（5番人気）� 39620（4番人気）� 75755（2番人気）
枠連票数 計 224611 的中 （5－8） 9009（10番人気）
馬連票数 計 711501 的中 �� 6794（31番人気）
馬単票数 計 377933 的中 �� 1849（58番人気）
ワイド票数 計 357890 的中 �� 3905（32番人気）�� 11263（8番人気）�� 6740（15番人気）
3連複票数 計 937428 的中 ��� 6077（39番人気）
3連単票数 計1348629 的中 ��� 1092（303番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．1―24．1―35．6―47．8―59．3―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アミーキティア �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2012．3．27生 牝2栗 母 パノラマビューティ 母母 ミュゲルージュ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出走取消馬 クイーンコメット号（疾病〔左肩跛行〕のため）



2702910月13日 小雨 良 （26東京4）第3日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走12時25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 2，450，000
2，450，000

円
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

611 リンガスアリュール 牝3栗 53 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 516＋161：39．0 7．9�
12 メリーウィドウ 牝3鹿 53 吉田 豊 �シルクレーシング 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 494＋ 81：39．21 8．2�
714 クレバーパルマ 牝4栗 55 丸山 元気本間 充氏 根本 康広 新ひだか 橋本牧場 438＋ 6 〃 同着 49．6�
24 マーブルケーキ 牝3白 53 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 468＋26 〃 アタマ 4．5�
35 プレシャスムーン 牝3鹿 53

50 ▲木幡 初也鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 438± 01：39．3� 6．3	
713 ヤマニンミミック 牝6黒鹿55 伊藤 工真土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 B496－ 41：39．72� 98．8

36 マックスユーキャン 牝3栗 53 武士沢友治 �キャロットファーム 鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 81：39．91� 44．9�
816 デルマサリーチャン 牝3鹿 53

50 ▲井上 敏樹浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 474－ 2 〃 ハナ 6．8�
48 � オ フ シ ョ ア 牝5鹿 55 三浦 皇成 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム B452－ 21：40．0� 15．9
11 ル ナ レ デ ィ 牝3黒鹿53 藤岡 佑介村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 中田 英樹 488＋ 61：40．21� 15．3�
815 スズカプリティー 牝3鹿 53 村田 一誠永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B468＋101：40．3� 53．5�
23 エンドレストライ 牝3黒鹿 53

50 ▲伴 啓太飯田 正剛氏 清水 英克 新ひだか 千代田牧場 476＋ 81：40．4	 5．1�
59 � ナルミチャン 牝4鹿 55 横山 和生�日東牧場 黒岩 陽一 浦河 日東牧場 472＋101：40．82� 21．6�
510 オペラフォンテン 牝6栗 55 柴田 大知吉橋 計氏 和田 雄二 浦河 中脇 満 492＋261：42．07 75．7�
612 クイーンラズベリ 牝3栗 53 丸田 恭介 �グリーンファーム加藤 和宏 千歳 社台ファーム 456＋ 21：43．8大差 76．2�
47 トーアコナユキ 牝3芦 53 嘉藤 貴行高山ランド� 畠山 吉宏 豊浦トーア牧場 B480－ 6 （競走中止） 86．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，562，200円 複勝： 49，697，200円 枠連： 25，378，800円
馬連： 79，841，500円 馬単： 40，107，200円 ワイド： 43，035，600円
3連複： 112，367，200円 3連単： 154，039，100円 計： 535，028，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 260円 �
�

280円
1，020円 枠 連（1－6）（6－7）

1，300円
4，810円

馬 連 ��
��

1，660円
9，880円 馬 単 ��

��
3，540円
17，330円

ワ イ ド ��
��

1，200円
5，230円 �� 5，060円

3 連 複 ��� 44，300円 3 連 単 ���
���

104，770円
158，160円

票 数

単勝票数 計 305622 的中 � 30851（5番人気）
複勝票数 計 496972 的中 � 55668（4番人気）� 50353（6番人気）� 10748（10番人気）
枠連票数 計 253788 的中 （1－6） 7680（11番人気）（6－7） 1998（28番人気）
馬連票数 計 798415 的中 �� 18969（13番人気）�� 3069（50番人気）
馬単票数 計 401072 的中 �� 4284（31番人気）�� 860（98番人気）
ワイド票数 計 430356 的中 �� 9545（15番人気）�� 2087（48番人気）�� 2156（47番人気）
3連複票数 計1123672 的中 ��� 1902（125番人気）
3連単票数 計1540391 的中 ��� 533（613番人気） ��� 353（856番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．9―12．6―13．0―13．1―12．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．4―35．3―47．9―1：00．9―1：14．0―1：26．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リンガスアリュール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サクラローレル デビュー 2013．7．21 福島6着

2011．2．16生 牝3栗 母 リンガスローレル 母母 リンガスマドンナ 13戦2勝 賞金 17，850，000円
〔競走中止〕 トーアコナユキ号は，競走中に疾病〔右第1指節種子骨粉砕骨折〕を発症したため3コーナーで競走中止。

2703010月13日 曇 良 （26東京4）第3日 第6競走 ��1，300�サラブレッド系3歳以上
発走12時55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
1：16．4
1：16．4

重
重

713 ジョージジョージ 牡4栗 57 田中 勝春北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 464＋101：19．9 10．8�
612 ドレッシースタイル 牡4青鹿 57

54 ▲木幡 初也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 浦河 宮内牧場 480＋101：20．0� 10．4�

510 カレイファンタジア 牡4鹿 57 丸田 恭介ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか 中村 和夫 500＋12 〃 クビ 31．8�
816 ジ ョ バ イ ロ 牡4鹿 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 21：20．1クビ 14．0�
714 トーセンスティング 牡3鹿 55 北村 宏司島川 �哉氏 古賀 史生 日高 川端 正博 524＋ 21：20．31� 4．6	
35 ヒカリブランデー 牡3鹿 55 蛯名 正義�ヒカリクラブ 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 482－ 41：20．51� 2．3

48 ハイフロンティア 牡4鹿 57 吉田 豊 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 486＋ 6 〃 クビ 44．0�
611 フィンデルムンド 牡6鹿 57 田辺 裕信 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム B482± 0 〃 アタマ 27．0
815 ドリームジェダイ 牡5栗 57 柴山 雄一セゾンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 片岡 博 B480＋ 21：20．6クビ 15．4�
59 � ラヴィーズバード 牝5鹿 55 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 438－ 21：20．81� 28．1�
23 ヒマラヤタカコ 牝3栗 53 武士沢友治辻 大作氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 476＋261：21．01� 18．5�
12 マイネルブルズアイ 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 えりも エクセルマネジメント B478＋ 81：21．21� 28．8�
36 フェアリーガーデン 牝5鹿 55 三浦 皇成田頭 勇貴氏 武藤 善則 豊浦 飯原牧場 B454＋101：21．3� 45．4�
47 セ イ ク ラ ベ 牝4青鹿55 杉原 誠人江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 安達 洋生 470－ 4 〃 アタマ 317．9�
24 ダイメイリシャール 牡3栗 55

52 ▲井上 敏樹宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 490＋ 41：21．4� 28．3�
11 ゴッドドリーム 牡4栗 57 西田雄一郎井高 義光氏 松永 康利 新ひだか 井高牧場 500－141：21．82� 76．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，298，400円 複勝： 58，600，200円 枠連： 30，075，900円
馬連： 92，392，100円 馬単： 49，016，300円 ワイド： 48，649，700円
3連複： 123，292，800円 3連単： 177，056，500円 計： 613，381，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 350円 � 340円 � 580円 枠 連（6－7） 1，420円

馬 連 �� 4，870円 馬 単 �� 9，830円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 3，920円 �� 4，350円

3 連 複 ��� 38，560円 3 連 単 ��� 217，200円

票 数

単勝票数 計 342984 的中 � 25211（4番人気）
複勝票数 計 586002 的中 � 44803（4番人気）� 47056（3番人気）� 24744（8番人気）
枠連票数 計 300759 的中 （6－7） 16348（6番人気）
馬連票数 計 923921 的中 �� 14689（16番人気）
馬単票数 計 490163 的中 �� 3736（33番人気）
ワイド票数 計 486497 的中 �� 8933（16番人気）�� 3163（40番人気）�� 2846（47番人気）
3連複票数 計1232928 的中 ��� 2398（117番人気）
3連単票数 計1770565 的中 ��� 591（639番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．2―18．4―30．5―43．2―55．6―1：07．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョージジョージ �
�
父 ダイタクリーヴァ �

�
母父 トワイニング デビュー 2012．8．12 札幌11着

2010．4．12生 牡4栗 母 ブライティアバジー 母母 バ ジ ー 30戦3勝 賞金 31，770，000円
〔制裁〕 ドレッシースタイル号の騎手木幡初也は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）



2703110月13日 曇 良 （26東京4）第3日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時25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

56 スペースクルーズ 牡3栗 55 北村 宏司窪田 康志氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 590＋181：38．7 2．5�
44 タマモマズルカ 牡3黒鹿55 蛯名 正義タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 508± 01：39．12� 4．7�
812 ブラックシェンロン 牡3鹿 55 三浦 皇成田頭 勇貴氏 矢野 英一 登別 登別上水牧場 B458＋ 8 〃 ハナ 15．4�
11 ショウナンマルシェ 牡3青鹿55 柴田 善臣国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 21：39．31� 11．0�
811 ク ロ ス ボ ウ 牡4黒鹿57 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム 514＋ 81：39．4クビ 5．7	
710 コンプリートゲーム 牡4鹿 57 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 518－12 〃 ハナ 12．9

22 � スズカアーサー 牡5鹿 57 丸田 恭介永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B490＋ 61：40．03� 174．2�
33 トウショウアミラル 牡4黒鹿 57

54 ▲長岡 禎仁トウショウ産業� 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 468＋201：40．21 172．0�
55 ヴェアリアスサマー 牡3栗 55 田中 勝春小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 村中牧場 512＋101：40．52 7．9
68 エフティマルス �3鹿 55

52 ▲木幡 初也吉野 英子氏 金成 貴史 白老 習志野牧場 496＋ 61：40．71 121．4�
79 ユキノユウダン 牡4栗 57 丸山 元気馬場 幸廣氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 436＋ 81：41．02 11．9�
67 アヴェクトワ 牝3黒鹿53 黛 弘人吉田 和子氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428－ 61：41．1� 226．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 42，830，700円 複勝： 57，006，100円 枠連： 25，269，300円
馬連： 102，338，500円 馬単： 58，664，200円 ワイド： 48，160，900円
3連複： 123，631，700円 3連単： 227，110，800円 計： 685，012，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 140円 � 310円 枠 連（4－5） 470円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 290円 �� 780円 �� 860円

3 連 複 ��� 2，660円 3 連 単 ��� 6，800円

票 数

単勝票数 計 428307 的中 � 136835（1番人気）
複勝票数 計 570061 的中 � 122252（1番人気）� 116049（2番人気）� 33474（8番人気）
枠連票数 計 252693 的中 （4－5） 41553（2番人気）
馬連票数 計1023385 的中 �� 123011（1番人気）
馬単票数 計 586642 的中 �� 45066（1番人気）
ワイド票数 計 481609 的中 �� 48817（1番人気）�� 14853（12番人気）�� 13331（15番人気）
3連複票数 計1236317 的中 ��� 34831（8番人気）
3連単票数 計2271108 的中 ��� 24199（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．3―35．5―47．6―1：00．2―1：12．7―1：25．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．1―3F38．5
3 ・（2，5）（6，8，10）（1，4，9）11（7，12）3 4 2（5，6）（1，10）（4，8，9）11，7，12，3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スペースクルーズ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．8．10 札幌2着

2011．3．7生 牡3栗 母 フィヨルドクルーズ 母母 ライラアラウィ 3戦2勝 賞金 13，900，000円

2703210月13日 小雨 良 （26東京4）第3日 第8競走 ��3，110�第16回東京ハイジャンプ（Ｊ・ＧⅡ）
発走14時00分 （ 芝 ）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 504，000円 144，000円 72，000円 � コースレコード3：27．1良

712 サンレイデューク 牡6鹿 60 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 454－143：27．1 112．7�
57 エーシンホワイティ 牡7鹿 60 北沢 伸也�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 518＋ 6 〃 クビ 2．3�
46 オースミムーン 牡5鹿 61 中村 将之�オースミ 小野 幸治 日高 山際 辰夫 472－ 63：27．52� 14．7�
22 エイブルブラッド 牡6鹿 60 石神 深一吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 508＋10 〃 ハナ 31．4�
58 ソ ン ブ レ ロ 牡4鹿 60 高田 潤谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 466－ 43：27．71� 24．1�
11 アポロマーベリック 牡5鹿 62 五十嵐雄祐アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 藤本 友則 522－ 23：28．02 2．4	
45 シャイニーブラック �7黒鹿60 浜野谷憲尚小林 昌志氏 伊藤 伸一 平取 雅 牧場 464＋103：28．1クビ 88．6

69 ケイアイドウソジン 牡8鹿 61 江田 勇亮亀田 和弘氏 田村 康仁 新冠 村田牧場 500± 03：28．52� 9．6�
34 マイネルフィエスタ 牡4芦 60 熊沢 重文 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 タニグチ牧場 500－ 63：28．6クビ 63．5�
33 メジロサンノウ 牡6黒鹿60 原田 和真岩﨑 伸道氏 大久保洋吉 洞�湖 メジロ牧場 466－ 43：29．98 44．4
711	 アポロドーロス 牡5鹿 60 小野寺祐太アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 前田 宗将 492－ 63：30．43 204．9�
814 セ イ エ イ 牡6栗 60 高野 和馬江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 518＋ 23：31．46 108．0�
610 ティリアンパープル 牝4鹿 58 金子 光希飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 470＋ 43：34．7大差 72．8�
813 メイショウヨウドウ �6黒鹿60 西谷 誠松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 488＋ 4 （競走中止） 12．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 50，293，900円 複勝： 58，203，300円 枠連： 29，404，400円
馬連： 115，666，000円 馬単： 74，197，000円 ワイド： 60，886，500円
3連複： 169，060，300円 3連単： 345，995，200円 計： 903，706，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，270円 複 勝 � 1，430円 � 140円 � 300円 枠 連（5－7） 5，280円

馬 連 �� 11，110円 馬 単 �� 40，610円

ワ イ ド �� 3，380円 �� 7，550円 �� 540円

3 連 複 ��� 26，280円 3 連 単 ��� 417，380円

票 数

単勝票数 計 502939 的中 � 3568（13番人気）
複勝票数 計 582033 的中 � 7435（13番人気）� 153016（2番人気）� 44212（5番人気）
枠連票数 計 294044 的中 （5－7） 4314（16番人気）
馬連票数 計1156660 的中 �� 8068（25番人気）
馬単票数 計 741970 的中 �� 1370（69番人気）
ワイド票数 計 608865 的中 �� 4465（30番人気）�� 1972（51番人気）�� 31269（4番人気）
3連複票数 計1690603 的中 ��� 4824（57番人気）
3連単票数 計3459952 的中 ��� 601（572番人気）
上り 1マイル 1：44．9 4F 50．8－3F 38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンレイデューク �
�
父 デュランダル �

�
母父 Cozzene デビュー 2010．12．25 阪神10着

2008．3．24生 牡6鹿 母 サンレイククイン 母母 レイクワース 障害：17戦4勝 賞金 91，139，000円
〔競走中止〕 メイショウヨウドウ号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症したため9号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
〔鼻出血による出走制限〕 メイショウヨウドウ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年12月13日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の19頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 ウォンテッド号・エムエムベレッタ号・カシノデューク号・サンマルボス号・ショウナンカミング号・

チョイワルグランパ号・テーオーゼウス号・テーオーダンシング号・ビコーピリラニ号・ホッコーゼニト号・
マイネルガヴロシュ号・リアルブラック号・レッドグルーヴァー号

（非抽選馬） 6頭 クリスクリングル号・クリノテンペスタ号・ティンバーウルフ号・フサイチアソート号・ボストンプラチナ号・
ミヤコデラックス号



2703310月13日 小雨 良 （26東京4）第3日 第9競走
顕彰者選出記念

��
��1，600�レジェンドジョッキーズカップ

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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

47 ワンダーコロアール 牡5黒鹿57 松岡 正海山本 信行氏 河内 洋 新ひだか フクダファーム 480± 01：37．2 28．0�
816 ハイアーレート 牡3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 490± 01：37．3� 4．2�
510 グランフィデリオ 牡3青鹿55 柴田 善臣飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場 440＋101：37．4クビ 22．0�
59 クラーロデルナ 牡5鹿 57 横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 500＋ 61：37．5� 14．4�
48 バ ン ズ ー ム 牡3鹿 55 田辺 裕信諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 464＋ 41：37．6クビ 4．0�
23 	 エルフショット 
4青鹿57 柴山 雄一 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 460＋ 41：37．7� 45．6

714 サトノアルバトロス 牡3黒鹿55 三浦 皇成里見 治氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 504＋10 〃 アタマ 9．0�
713 ゴールデンスピン 牡3栗 55 江田 照男田島榮二郎氏 大江原 哲 新ひだか 元茂牧場 B494－ 61：37．9� 29．1�
12 スギノハルバード 牡4鹿 57 F．ベリー 杉山 忠国氏 高柳 瑞樹 新ひだか 明治牧場 B484＋ 61：38．0� 15．1

（愛）

24 コクリュウノマイ 
3青鹿55 村田 一誠髙樽さゆり氏 栗田 徹 浦河 山本牧場 B474－ 6 〃 ハナ 158．1�
611 ジャッカスバーク 牡3黒鹿55 北村 宏司 �キャロットファーム 古賀 慎明 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B534＋ 41：38．1� 4．0�
36 セルリアンサーロス 牡4栗 57 大野 拓弥�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 510－ 41：38．41� 90．8�
815 エアラギオール 牡6黒鹿57 蛯名 正義 	ラッキーフィールド新開 幸一 千歳 社台ファーム 502＋ 21：38．82� 12．1�
612 チャンスメイク 牡3青 55 柴田 大知平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 B458＋101：38．9� 86．3�
35 ゼログラヴィティー 牡5黒鹿57 藤岡 佑介吉田 勝己氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 474－ 21：39．0クビ 186．2�
11 	 サンタクローチェ 牝4青鹿55 田中 勝春村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 484＋141：43．1大差 42．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，395，200円 複勝： 98，652，900円 枠連： 43，019，200円
馬連： 177，458，800円 馬単： 82，990，900円 ワイド： 84，751，000円
3連複： 235，840，700円 3連単： 358，911，300円 計： 1，136，020，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，800円 複 勝 � 800円 � 230円 � 620円 枠 連（4－8） 700円

馬 連 �� 8，770円 馬 単 �� 19，650円

ワ イ ド �� 2，620円 �� 5，410円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 57，070円 3 連 単 ��� 393，660円

票 数

単勝票数 計 543952 的中 � 15503（9番人気）
複勝票数 計 986529 的中 � 28934（10番人気）� 131775（3番人気）� 38768（8番人気）
枠連票数 計 430192 的中 （4－8） 47197（2番人気）
馬連票数 計1774588 的中 �� 15675（30番人気）
馬単票数 計 829909 的中 �� 3167（64番人気）
ワイド票数 計 847510 的中 �� 8362（30番人気）�� 3988（49番人気）�� 10478（25番人気）
3連複票数 計2358407 的中 ��� 3099（141番人気）
3連単票数 計3589113 的中 ��� 661（913番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．7―47．9―1：00．3―1：12．1―1：24．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダーコロアール �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ピルサドスキー デビュー 2012．3．17 阪神9着

2009．3．27生 牡5黒鹿 母 ワンダーマドンナ 母母 アラマサブレーヴ 12戦4勝 賞金 42，364，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンタクローチェ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年11月13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。

2703410月13日 小雨 良 （26東京4）第3日 第10競走
顕彰者選出記念

��
��2，400�レジェンドトレーナーズカップ

発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下，25．10．5以降26．10．5まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

22 フェデラルホール 牡5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 B490± 02：25．2 4．1�
89 ラ ン グ レ ー 牡3鹿 54 北村 宏司 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 478－ 4 〃 アタマ 1．8�
33 タブレットピーシー 牡3芦 53 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 470＋ 2 〃 アタマ 20．0�
11 フィルハーマジック 牝6鹿 52 丸田 恭介�下河辺牧場 野中 賢二 日高 下河辺牧場 470－ 42：25．41� 23．7�
55 アナンジュパス 牝5鹿 52 大野 拓弥�G1レーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 470－ 22：25．5クビ 20．4	
44 エイダイポイント 牡6芦 55 岩部 純二�東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 454± 02：25．6� 13．8

66 エ ス ペ リ ア 牡5栗 54 石橋 脩佐々木雄二氏 松元 茂樹 日高 モリナガファーム 440－142：25．7� 96．4�
810 デルカイザー 牡3黒鹿53 柴田 善臣山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 470－ 22：25．91	 8．9�
78 オウケンブラック 牡3鹿 52 松岡 正海福井 明氏 田中 剛 洞
湖 レイクヴィラファーム 466－ 4 〃 ハナ 12．2
77 ジ ェ ラ ル ド �5栗 54 田辺 裕信 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B490＋182：26．75 25．1�
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売 得 金
単勝： 66，917，600円 複勝： 90，583，700円 枠連： 32，135，500円
馬連： 159，772，700円 馬単： 101，529，300円 ワイド： 73，776，300円
3連複： 203，207，000円 3連単： 480，019，700円 計： 1，207，941，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 110円 � 290円 枠 連（2－8） 310円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 200円 �� 770円 �� 690円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ��� 8，370円

票 数

単勝票数 計 669176 的中 � 128897（2番人気）
複勝票数 計 905837 的中 � 152492（2番人気）� 364405（1番人気）� 43227（6番人気）
枠連票数 計 321355 的中 （2－8） 80131（1番人気）
馬連票数 計1597727 的中 �� 325611（1番人気）
馬単票数 計1015293 的中 �� 71991（3番人気）
ワイド票数 計 737763 的中 �� 120454（1番人気）�� 21148（11番人気）�� 24115（9番人気）
3連複票数 計2032070 的中 ��� 84111（4番人気）
3連単票数 計4800197 的中 ��� 41569（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．5―36．3―48．5―1：00．9―1：13．3―1：26．0―1：37．9―1：49．8―2：01．0―2：12．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フェデラルホール �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー 2011．10．22 東京3着

2009．3．7生 牡5黒鹿 母 オーバーザウォール 母母 アンデスレディー 21戦4勝 賞金 81，985，000円



2703510月13日 小雨 稍重 （26東京4）第3日 第11競走
顕彰馬選定記念

��
��1，400�エルコンドルパサーメモリアル

発走15時45分 （ダート・左）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳54�4歳以上
56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳
54�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1
着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000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 ワイドバッハ 牡5鹿 56 蛯名 正義幅田 京子氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 476－ 41：23．0 6．7�
47 	 タ ー ル タ ン 牡6芦 57 F．ベリー グリーンフィールズ� 吉村 圭司 米 George Waggoner

Stables Inc. 498＋ 21：23．31
 2．7�
（愛）

815 ゴールスキー 牡7黒鹿59 柴田 善臣 �社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム 484－10 〃 アタマ 13．6�
714 キクノストーム 牡5鹿 56 勝浦 正樹菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 高村牧場 494± 0 〃 ハナ 94．8�
713 シセイオウジ 牡7栗 56 丸田 恭介猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 468＋ 41：23．51 56．6	
36 アドマイヤサガス 牡6青 58 吉田 豊近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 524± 0 〃 クビ 27．1

59 アスコットシチー 牡5栗 56 江田 照男 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 日高 幾千世牧場 470＋ 41：23．81
 12．5�
48 フィールドシャイン 牡7栗 56 武士沢友治地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 482± 0 〃 ハナ 135．3�
816 モグモグパクパク 牡4栗 56 北村 宏司小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 468＋ 8 〃 アタマ 4．3
23 	 カネトシイナーシャ 牡6黒鹿56 柴山 雄一兼松 利男氏 白井 寿昭 米 JMJ Racing

Stables, LLC 488＋ 8 〃 クビ 117．7�
510 ネオザウイナー 牡6青鹿56 田中 勝春小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 71：24．11
 171．6�
611 ホクセツキングオー 牡7鹿 56 松岡 正海平島 尚武氏 白井 寿昭 新ひだか 藤巻 則弘 504＋ 21：24．2
 44．1�
24 サ マ リ ー ズ 牝4鹿 55 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512± 01：24．62� 29．9�
11 メイショウマシュウ 牡6黒鹿57 丸山 元気松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 502－241：25．13 50．5�
35 � サクラレグナム 牡5栗 56 田辺 裕信�さくらコマース金成 貴史 新冠 川上牧場 512± 01：25．2クビ 8．9�
12 エーシンビートロン 牡8黒鹿58 三浦 皇成�栄進堂 西園 正都 静内 服部 牧場 480－101：25．52 11．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 109，296，400円 複勝： 159，271，100円 枠連： 84，242，100円
馬連： 399，719，500円 馬単： 188，171，400円 ワイド： 164，222，200円
3連複： 543，946，500円 3連単： 959，738，800円 計： 2，608，608，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 170円 � 130円 � 320円 枠 連（4－6） 770円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，300円 �� 870円

3 連 複 ��� 4，500円 3 連 単 ��� 23，650円

票 数

単勝票数 計1092964 的中 � 129628（3番人気）
複勝票数 計1592711 的中 � 233290（2番人気）� 402546（1番人気）� 93875（7番人気）
枠連票数 計 842421 的中 （4－6） 84045（2番人気）
馬連票数 計3997195 的中 �� 344576（2番人気）
馬単票数 計1881714 的中 �� 60282（7番人気）
ワイド票数 計1642222 的中 �� 128481（1番人気）�� 30174（18番人気）�� 46517（8番人気）
3連複票数 計5439465 的中 ��� 90527（12番人気）
3連単票数 計9597388 的中 ��� 29415（62番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．4―46．2―58．2―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワイドバッハ �
�
父 アジュディケーティング �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2011．11．5 京都1着

2009．4．30生 牡5鹿 母 グリーンヒルレッド 母母 リュウトロフィ 23戦6勝 賞金 118，115，000円
〔制裁〕 サクラレグナム号の騎手田辺裕信は，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：2番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の17頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）17頭 アロマカフェ号・エックスマーク号・キズマ号・クリーンエコロジー号・ケビンドゥ号・サウンドリアーナ号・

サンディエゴシチー号・ジョヴァンニ号・ツクバコガネオー号・トップカミング号・トーホウチェイサー号・
ナイトフッド号・ナリタシルクロード号・バーバラ号・ファタモルガーナ号・マスクトヒーロー号・マルカプレジオ号

※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。

2703610月13日 小雨 稍重 （26東京4）第3日 第12競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走16時25分 （芝・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 7，500，000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
1：31．3
1：30．7

良
良

714 ラインハーディー 牝3栗 53 的場 勇人大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：33．9 9．0�
35 サトノフェアリー 牝4鹿 55 田中 勝春里見 治氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 440－10 〃 クビ 24．3�
510 イントロダクション 牝3栗 53 三浦 皇成 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 430＋ 2 〃 ハナ 3．9�
23 スズノネイロ 牝4黒鹿55 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 高橋 裕 浦河 山本牧場 492＋201：34．0クビ 26．3�
59 ヘヴンズチョイス 牝3青鹿53 北村 宏司 �シルクレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 482－ 2 〃 ハナ 4．8�
12 ディアマイベイビー 牝4青鹿55 田辺 裕信 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 472＋101：34．1� 18．7	
817 マイネプレセア 牝3青鹿53 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 446＋181：34．2� 52．0�
816 ウインオリアート 牝3黒鹿 53

50 ▲木幡 初也
ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 442＋141：34．51� 35．3�
36 ティックルゴールド 牝3鹿 53 丸山 元気 �シルクレーシング 田島 俊明 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430－ 81：34．6� 114．4
47 チョコレートバイン 牝3鹿 53 蛯名 正義 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 440＋ 8 〃 ハナ 4．1�
48 ジェラテリアバール 牝4黒鹿55 石橋 脩吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 492± 01：34．7� 34．1�
11 コスモラパン 牝3黒鹿53 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 門別牧場 418＋161：34．8� 10．8�
818 チェリーペトルズ 牝4鹿 55 丸田 恭介 �サンデーレーシング 奥村 武 安平 追分ファーム 470＋ 41：34．9クビ 67．5�
715 アンジュデュバン 牝3黒鹿53 江田 照男後藤 英成氏 武市 康男 日高 荒井ファーム 444＋ 81：35．11� 52．3�
713 ミュゼミランダ 牝3栗 53

50 ▲伴 啓太髙橋 仁氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 426＋ 41：35．2� 18．3�
611 シ ー ロ ア 牝3栗 53 大野 拓弥 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 478＋ 8 〃 クビ 41．2�
24 コスモマイルール 牝3栗 53 黛 弘人岡田 繁幸氏 萱野 浩二 浦河 久保 昇 438＋ 21：35．3� 180．8�
612 ニシノカンザシ 牝3鹿 53 松岡 正海西山 茂行氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 436＋181：36．68 78．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 74，797，700円 複勝： 108，272，500円 枠連： 69，467，800円
馬連： 263，299，300円 馬単： 107，667，400円 ワイド： 108，363，000円
3連複： 316，491，000円 3連単： 522，716，400円 計： 1，571，075，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 270円 � 550円 � 180円 枠 連（3－7） 3，700円

馬 連 �� 11，090円 馬 単 �� 16，570円

ワ イ ド �� 3，020円 �� 660円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 11，340円 3 連 単 ��� 99，930円

票 数

単勝票数 計 747977 的中 � 66144（4番人気）
複勝票数 計1082725 的中 � 101307（4番人気）� 41644（8番人気）� 192115（2番人気）
枠連票数 計 694678 的中 （3－7） 14529（14番人気）
馬連票数 計2632993 的中 �� 19576（33番人気）
馬単票数 計1076674 的中 �� 4872（54番人気）
ワイド票数 計1083630 的中 �� 8878（33番人気）�� 44523（4番人気）�� 16426（16番人気）
3連複票数 計3164910 的中 ��� 20914（32番人気）
3連単票数 計5227164 的中 ��� 3792（285番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．5―11．6―12．0―11．5―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―34．8―46．4―58．4―1：09．9―1：21．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラインハーディー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2013．10．6 東京2着

2011．5．14生 牝3栗 母 デライトポイント 母母 マッチポイント 12戦2勝 賞金 25，170，000円



（26東京4）第3日 10月13日 （祝日） 雨一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 179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

269，210，000円
2，080，000円
9，180，000円
2，240，000円
24，880，000円
69，738，500円
5，888，800円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
587，525，700円
954，163，800円
414，411，100円
1，663，532，400円
887，553，800円
784，578，700円
2，207，748，800円
3，933，806，000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 11，433，320，300円

総入場人員 17，400名 （有料入場人員 15，845名）
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