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2708511月1日 曇 良 （26東京4）第8日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時10分 （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

24 フクノグリュック 牡2鹿 55 横山 典弘福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社
ケイズ 478± 01：39．0 3．8�

59 ノ ボ バ カ ラ 牡2栗 55 三浦 皇成�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 484± 01：39．1� 4．8�
612 ノースランドボーイ 牡2青 55 戸崎 圭太河村 祥史氏 萱野 浩二 浦河 冨岡 博一 488－ 41：39．41� 4．4�
611 スループオブウォー 牡2栗 55 田辺 裕信�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 486－ 4 〃 クビ 11．1�
815 コスモボアソルテ 牡2芦 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 元茂 義一 480－ 41：39．82� 9．0	
713 ジーアイウォーカー 牡2黒鹿55 北村 宏司岩崎 銀一氏 谷原 義明 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 480＋ 81：40．22� 5．3

47 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 532＋ 81：40．3� 16．5�
714 ロードステルス 牡2鹿 55

52 ▲石川裕紀人 �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 454＋ 41：40．4� 185．6�

510 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 472＋ 21：40．93 17．6
23 セイカアヴァンサ 牡2鹿 55 石橋 脩久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 458＋ 41：41．43 50．6�
48 リ バ テ ィ 牡2鹿 55 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 524－ 21：41．93 242．9�
36 メモリアルウッド 牡2黒鹿55 幸 英明合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 日高 出口牧場 486－ 41：42．53� 260．5�
12 トミケンシャルゴー 牡2鹿 55 江田 照男冨樫 賢二氏 和田正一郎 日高 豊洋牧場 500＋ 4 〃 クビ 79．7�
11 ファインサム 牡2鹿 55 武士沢友治宮崎 金造氏 小桧山 悟 新冠 競優牧場 448＋ 41：43．35 319．5�
35 ドライマティーニ 牡2黒鹿55 横山 和生芹澤 精一氏 勢司 和浩 様似 清水スタッド 464＋ 21：43．83 294．4�
816 ベリサリウス 牡2青鹿55 松岡 正海髙橋 益秀氏 水野 貴広 新ひだか 下屋敷牧場 500＋ 21：44．65 234．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，931，200円 複勝： 48，213，800円 枠連： 14，036，900円
馬連： 56，648，800円 馬単： 32，505，400円 ワイド： 28，132，600円
3連複： 70，378，700円 3連単： 100，841，000円 計： 373，688，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 120円 � 170円 � 140円 枠 連（2－5） 960円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 430円 �� 290円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 8，890円

票 数

単勝票数 計 229312 的中 � 47487（1番人気）
複勝票数 計 482138 的中 � 116324（1番人気）� 59082（4番人気）� 89390（2番人気）
枠連票数 計 140369 的中 （2－5） 11327（5番人気）
馬連票数 計 566488 的中 �� 36585（4番人気）
馬単票数 計 325054 的中 �� 10594（7番人気）
ワイド票数 計 281326 的中 �� 16237（4番人気）�� 26524（1番人気）�� 11908（7番人気）
3連複票数 計 703787 的中 ��� 32761（3番人気）
3連単票数 計1008410 的中 ��� 8221（15番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．8―12．5―13．4―12．4―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―35．2―47．7―1：01．1―1：13．5―1：26．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．3―3F37．9
3 7（9，13）（10，11）（15，14）4（8，12）（6，16）5－1，3＝2 4 ・（7，9）13（10，11）（15，14）（4，12）－8－6，16（5，3）1＝2

勝馬の
紹 介

フクノグリュック �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．8．3 新潟7着

2012．3．27生 牡2鹿 母 チヨノビンコ 母母 パルブライト 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベリサリウス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年12月1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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 オープンマーケット号・ビッグチャンピオン号

2708611月1日 曇 良 （26東京4）第8日 第2競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走10時40分 （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 コスモシュアー 牡2芦 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高木 登 新ひだか 坂本 春雄 444＋ 21：27．4 5．6�
510 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 454－ 41：28．14 26．4�
24 ロックフォール 牡2黒鹿55 柴田 善臣四本 昭弘氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 428± 0 〃 ハナ 7．7�
23 ガ ル ー ダ 牡2鹿 55 石橋 脩石川 達絵氏 小島 太 千歳 社台ファーム 434－ 61：28．2� 9．8�
611 メイスンヴィーナス 牝2栗 54 幸 英明梅村 浩氏 岩戸 孝樹 新ひだか 土田 和男 468－ 21：28．3� 104．1�
713 トーセンジャズ 牡2黒鹿55 横山 典弘島川 �哉氏 奥平 雅士 新冠 秋田牧場 460＋ 61：28．51� 9．8	
48 シーセクション 牡2栗 55 松岡 正海西森 道男氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 448± 0 〃 クビ 70．3

815 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± 01：28．71 2．7�
36 シーテッドリバティ 牝2黒鹿54 大庭 和弥手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 浦河 丸幸小林牧場 474－10 〃 ハナ 37．1�
59 ウイズキッド 牡2黒鹿55 戸崎 圭太井上 一郎氏 武藤 善則 日高 いとう牧場 520± 0 〃 ハナ 11．7
12 デルタタイム 牡2鹿 55

52 ▲石川裕紀人平本 敏夫氏 蛯名 利弘 新冠 川上 悦夫 448＋121：29．55 40．0�
35 � ナ ギ ッ ト 牝2鹿 54 岩田 康誠前田 幸治氏 尾関 知人 米 W. S. Farish 446－ 4 〃 ハナ 6．4�
612 カシノリクノオウ 牡2青鹿55 石崎 駿柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 466－ 21：29．6クビ 94．8�

（船橋）

816 ハ ガ ク レ 牡2鹿 55 梶 晃啓スリースターズレーシング 田村 康仁 新冠 対馬 正 480－ 41：29．92 108．7�
47 エンジェルネネ 牝2青鹿54 武士沢友治森 保彦氏 小桧山 悟 新ひだか 田湯牧場 442－ 61：31．07 446．0�
714 シゲルハダカマツリ 牡2鹿 55 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 圭三 浦河 惣田 英幸 530＋ 6 〃 アタマ 191．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，297，300円 複勝： 42，055，300円 枠連： 16，604，000円
馬連： 50，882，100円 馬単： 28，302，800円 ワイド： 27，300，900円
3連複： 62，678，800円 3連単： 84，674，300円 計： 333，795，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 180円 � 530円 � 220円 枠 連（1－5） 2，850円

馬 連 �� 7，100円 馬 単 �� 10，790円

ワ イ ド �� 2，300円 �� 690円 �� 2，170円

3 連 複 ��� 12，210円 3 連 単 ��� 70，960円

票 数

単勝票数 計 212973 的中 � 29945（2番人気）
複勝票数 計 420553 的中 � 69914（2番人気）� 16689（8番人気）� 51082（3番人気）
枠連票数 計 166040 的中 （1－5） 4503（13番人気）
馬連票数 計 508821 的中 �� 5548（24番人気）
馬単票数 計 283028 的中 �� 1967（41番人気）
ワイド票数 計 273009 的中 �� 2973（26番人気）�� 10743（6番人気）�� 3158（23番人気）
3連複票数 計 626788 的中 ��� 3850（38番人気）
3連単票数 計 846743 的中 ��� 865（217番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．2―36．8―49．4―1：02．0―1：14．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．6―3F38．0
3 10，11，5（8，4）2（3，9，15，14）1（13，16）6，12＝7 4 10，11（8，5）（4，2）3，15（9，14）（1，16）（6，13，12）＝7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモシュアー �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2014．6．14 函館9着

2012．3．4生 牡2芦 母 コハルタイム 母母 シーウォリアー 5戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 ロックフォール号の騎手柴田善臣は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）

ポンテアンジェロ号の騎手柴田大知は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：8番・
11番）
ガルーダ号の騎手石橋脩は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：8番・11番）

※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。
（非抽選馬） 1頭 ディープクィック号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第４回 東京競馬 第８日



2708711月1日 曇 良 （26東京4）第8日 第3競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走11時10分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：01．1
1：59．9

良
良

11 エニグマバリエート 牡2青鹿55 岩田 康誠平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 480＋ 22：01．3 3．3�
33 ヒアカムズザサン 牡2栗 55 戸崎 圭太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 500－ 6 〃 クビ 3．0�
813 レッドルヴァン 牡2芦 55 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 480－ 42：01．72� 10．9�
68 ヤマチョウタンゴ 牡2鹿 55 三浦 皇成長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 490＋ 22：02．02 5．1�
44 ナンヨーピューピル 牡2黒鹿55 柴田 善臣中村 德也氏 杉浦 宏昭 日高 合資会社カ

ネツ牧場 466－ 22：02．1クビ 15．4�
56 マイネルインプレス 牡2栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 むかわ 新井牧場 442＋ 22：02．2� 53．9	
45 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 456＋ 22：02．52 12．1

57 クワドループル 牡2黒鹿55 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 482－ 82：02．71� 27．6�
22 ステイリッチ 牡2栗 55 C．ルメール 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± 02：02．91� 11．2�
（仏）

710 マコトギンスバーグ 牡2鹿 55 吉田 豊�ディアマント 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 432－ 6 〃 クビ 109．4
711 ゲ ル ズ 牝2鹿 54 蛯名 正義杉澤 光雄氏 小野 次郎 新冠 小泉牧場 476＋ 22：03．21	 32．2�
69 カンタベリーバロン 牡2鹿 55 岩部 純二峰 哲馬氏 二本柳俊一 新冠 佐藤 静子 458－ 22：03．94 465．7�
812 ミヤビクロタカ 牡2鹿 55 北村 宏司村上 義勝氏 高橋 文雅 浦河 大成牧場 468－ 22：04．0� 190．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 27，709，600円 複勝： 39，771，600円 枠連： 15，037，200円
馬連： 57，950，000円 馬単： 33，478，900円 ワイド： 29，584，900円
3連複： 67，244，400円 3連単： 105，059，200円 計： 375，835，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 140円 � 230円 枠 連（1－3） 460円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 210円 �� 780円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 7，450円

票 数

単勝票数 計 277096 的中 � 66261（2番人気）
複勝票数 計 397716 的中 � 84197（1番人気）� 78356（2番人気）� 35422（5番人気）
枠連票数 計 150372 的中 （1－3） 25288（1番人気）
馬連票数 計 579500 的中 �� 92634（1番人気）
馬単票数 計 334789 的中 �� 32931（1番人気）
ワイド票数 計 295849 的中 �� 42501（1番人気）�� 8470（10番人気）�� 11649（6番人気）
3連複票数 計 672444 的中 ��� 25435（5番人気）
3連単票数 計1050592 的中 ��� 10212（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．4―36．1―48．5―1：01．3―1：13．8―1：26．3―1：38．0―1：49．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．0

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エニグマバリエート �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Capote デビュー 2014．10．12 東京5着

2012．2．18生 牡2青鹿 母 ティエッチグレース 母母 Confirmed Dancer 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 カンタベリーバロン号の騎手岩部純二は，2コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
※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。

2708811月1日 小雨 良 （26東京4）第8日 第4競走 ��1，400�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
1：23．1
1：23．1

重
重

23 ラブミーテンダー 牝2鹿 54 岩田 康誠飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 484 ―1：27．5 3．2�
22 マ ハ ロ マ ナ 牝2鹿 54 戸崎 圭太友水 達也氏 水野 貴広 日高 木村牧場 522 ―1：27．81� 4．3�
814 アキトフォルテ 牡2鹿 55 C．ルメール 岡田 昭利氏 尾関 知人 平取 坂東牧場 510 ― 〃 クビ 6．0�

（仏）

58 ブランニュー 牡2黒鹿55 西村 太一島田 久氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 454 ―1：27．9クビ 28．1�
610 サンタナブルー 牡2黒鹿55 柴田 大知 �ブルーマネジメント和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 444 ―1：28．0� 16．6�
35 ユ ン ゼ イ 牡2鹿 55 江田 照男大塚 亮一氏 矢野 英一 新冠 村上 雅規 452 ―1：28．63� 4．2	
815 トーセンリバティ 牡2鹿 55 田辺 裕信島川 
哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ

スティファーム 520 ―1：29．02� 80．9�
611 ミスタービン 牡2鹿 55 幸 英明平川 浩之氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 462 ―1：29．63� 33．6�
713 ヴ ァ ー サ ス 牡2青鹿55 武士沢友治本桐牧場 天間 昭一 新ひだか 本桐牧場 462 ―1：29．91� 55．8�
47 ズ コ ッ ト 牡2鹿 55 北村 宏司 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488 ― 〃 クビ 23．2�
712 ジ ョ コ ー ソ 牡2芦 55 吉田 隼人伊達 敏明氏 中川 公成 日高 サンシャイン

牧場 460 ―1：30．64 90．2�
11 アルダントロアー 牡2鹿 55 蛯名 正義吉田 照哉氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 468 ― 〃 クビ 26．5�
46 ハッピーテティス 牝2栗 54 大野 拓弥石瀬 浩三氏 松山 将樹 日高 鹿戸 武光 462 ―1：31．13 117．6�
34 エクセルワンダー 牡2栗 55

52 ▲石川裕紀人谷川 正純氏 的場 均 新ひだか 稲葉牧場 452 ―1：31．52� 56．3�
59 マイネルヴィグール 牡2栗 55 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新ひだか グランド牧場 476 ―1：31．6� 26．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 22，699，000円 複勝： 31，053，000円 枠連： 17，147，000円
馬連： 47，851，300円 馬単： 28，660，600円 ワイド： 25，187，500円
3連複： 56，557，900円 3連単： 82，537，800円 計： 311，694，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 140円 � 190円 枠 連（2－2） 670円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 290円 �� 400円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，530円 3 連 単 ��� 5，310円

票 数

単勝票数 計 226990 的中 � 56486（1番人気）
複勝票数 計 310530 的中 � 66180（1番人気）� 60255（2番人気）� 34411（4番人気）
枠連票数 計 171470 的中 （2－2） 19747（3番人気）
馬連票数 計 478513 的中 �� 51579（2番人気）
馬単票数 計 286606 的中 �� 18199（1番人気）
ワイド票数 計 251875 的中 �� 24104（2番人気）�� 16139（3番人気）�� 8578（6番人気）
3連複票数 計 565579 的中 ��� 27699（3番人気）
3連単票数 計 825378 的中 ��� 11268（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．5―36．9―50．0―1：02．4―1：15．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラブミーテンダー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 デ ヒ ア 初出走

2012．3．27生 牝2鹿 母 フォーチュンワード 母母 コパノオマモリ 1戦1勝 賞金 7，000，000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。



2708911月1日 小雨 良 （26東京4）第8日 第5競走 ��1，600�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
1：33．5
1：32．3

良
良

35 ダイワミランダ 牝2栗 54 蛯名 正義大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 480 ―1：36．9 3．3�
23 ボンボンキャスト 牝2黒鹿54 北村 宏司山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 488 ―1：37．32� 7．9�
47 パーフェクトビュー 牝2栗 54 田辺 裕信 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 466 ― 〃 クビ 8．6�
815 ロックキャンディ 牝2黒鹿54 吉田 豊�Basic 土田 稔 新冠 佐藤 信広 482 ―1：37．4� 62．8�
713 フ ォ ル サ 牡2黒鹿55 柴田 善臣桐谷 茂氏 堀井 雅広 新ひだか 落合 一巳 488 ―1：37．61 115．4	
12 シャンタルエット 牝2鹿 54 幸 英明 �サンデーレーシング 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 468 ―1：38．02� 16．0

48 アルーリングトーン 牡2鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486 ―1：38．21� 2．8�
（仏）

714 レオロフティー 牡2鹿 55 石橋 脩�レオ 小野 次郎 新冠 川島牧場 466 ― 〃 ハナ 153．9�
59 オメガプレイヤー 牡2青 55 岩田 康誠原 �子氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 510 ― 〃 クビ 54．5
24 リッコデラコルト 牡2黒鹿55 三浦 皇成�G1レーシング 武藤 善則 千歳 社台ファーム 470 ―1：38．41� 30．7�
11 トーセンナチュラル 牝2黒鹿54 松岡 正海島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 430 ―1：38．82� 48．8�
817 ナンヨーチーク 牝2栗 54 横山 典弘中村 德也氏 畠山 吉宏 浦河 三好牧場 512 ―1：39．01� 73．3�
611 ダッシングブルー 牡2黒鹿55 戸崎 圭太 �ブルーマネジメント森 秀行 新冠 川上牧場 480 ―1：39．21� 7．0�
816 カフェシーン 牝2青鹿54 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 460 ―1：39．51� 82．4�
612 マイネルリザータ 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新ひだか 平野牧場 516 ―1：39．71� 90．7�
36 アポロサッソウ 牡2鹿 55

52 ▲石川裕紀人アポロサラブレッドクラブ 尾形 和幸 新ひだか 酒井 亨 428 ―1：40．33� 288．3�
510 ハイスピードバイオ 牝2鹿 54 大野 拓弥バイオ� 松山 将樹 日高 中館牧場 442 ―1：42．8大差 216．6�

（17頭）

売 得 金
単勝： 30，676，800円 複勝： 36，843，400円 枠連： 17，725，900円
馬連： 56，198，600円 馬単： 34，601，800円 ワイド： 28，010，400円
3連複： 65，425，900円 3連単： 98，548，600円 計： 368，031，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 220円 � 260円 枠 連（2－3） 1，100円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 540円 �� 750円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 4，340円 3 連 単 ��� 14，300円

票 数

単勝票数 計 306768 的中 � 74334（2番人気）
複勝票数 計 368434 的中 � 75437（2番人気）� 40901（4番人気）� 32079（5番人気）
枠連票数 計 177259 的中 （2－3） 12404（4番人気）
馬連票数 計 561986 的中 �� 34576（4番人気）
馬単票数 計 346018 的中 �� 13299（5番人気）
ワイド票数 計 280104 的中 �� 13925（4番人気）�� 9592（8番人気）�� 4927（14番人気）
3連複票数 計 654259 的中 ��� 11296（13番人気）
3連単票数 計 985486 的中 ��� 4996（34番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．4―36．6―49．5―1：02．4―1：14．0―1：25．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワミランダ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2012．3．13生 牝2栗 母 ダイワスカーレット 母母 スカーレットブーケ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハイスピードバイオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年12月1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。

2709011月1日 小雨 稍重 （26東京4）第8日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時00分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳56�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

812 サウンドトゥルー �4栗 57 大野 拓弥山田 弘氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 474－ 41：38．2 2．9�
57 アサクサスターズ 牡3栗 56 C．ルメール 田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 472－101：38．52 9．2�

（仏）

56 ショウナンマルシェ 牡3青鹿56 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 474＋ 41：38．92� 21．4�

813 エストゥペンド 牡3鹿 56 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上 悦夫 500＋ 41：39．11 7．8�
45 タマモマズルカ 牡3黒鹿56 蛯名 正義タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 508± 0 〃 クビ 6．7�
11 トミケンスラーヴァ 牡4鹿 57 北村 宏司冨樫 賢二氏 松永 康利 大樹 大樹ファーム B504－ 61：39．2� 41．3	
33 プレジールシチー 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 日高 幾千世牧場 494＋ 21：39．52 3．1

68 ファンディータ 牝3黒鹿54 吉田 豊�日進牧場 粕谷 昌央 様似 スイートフアーム 432＋ 2 〃 同着 71．6�
44 ブラックシェンロン 牡3鹿 56 三浦 皇成田頭 勇貴氏 矢野 英一 登別 登別上水牧場 B458± 01：39．6� 16．5
711 ゴールドゼウス 牡5黒鹿57 岩田 康誠スター・ホースメンズクラブ 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 498－ 61：39．7クビ 22．6�
22 トップアドバンス 牡3鹿 56 横山 和生柳内 正基氏 勢司 和浩 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 464＋ 2 〃 クビ 129．3�
710 インペリアルブルー 牡3栗 56 柴田 大知 �ブルーマネジメント松永 康利 新ひだか 本桐牧場 B460＋ 61：39．8クビ 112．9�
69 サンマルウィーク 牡3青鹿56 石崎 駿相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 田端牧場 440－ 41：40．65 280．3�

（船橋）

（13頭）

売 得 金
単勝： 29，646，200円 複勝： 48，994，400円 枠連： 20，673，200円
馬連： 72，780，500円 馬単： 39，215，600円 ワイド： 35，116，900円
3連複： 86，760，800円 3連単： 130，513，600円 計： 463，701，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 280円 � 400円 枠 連（5－8） 760円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，130円 �� 3，070円

3 連 複 ��� 7，450円 3 連 単 ��� 25，550円

票 数

単勝票数 計 296462 的中 � 81575（1番人気）
複勝票数 計 489944 的中 � 99210（2番人気）� 41537（5番人気）� 26524（7番人気）
枠連票数 計 206732 的中 （5－8） 20895（4番人気）
馬連票数 計 727805 的中 �� 48847（3番人気）
馬単票数 計 392156 的中 �� 15696（5番人気）
ワイド票数 計 351169 的中 �� 18270（6番人気）�� 7852（14番人気）�� 2780（30番人気）
3連複票数 計 867608 的中 ��� 8730（30番人気）
3連単票数 計1305136 的中 ��� 3702（91番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．3―36．2―48．4―1：01．1―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4F49．8―3F37．1
3 6（9，13）（3，7，10）－（1，5）（4，11）2（8，12） 4 6（9，13）（3，7）（1，10）（4，5）11，2（8，12）

勝馬の
紹 介

サウンドトゥルー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2012．10．6 東京6着

2010．5．15生 �4栗 母 キョウエイトルース 母母 キョウエイヨシノ 19戦3勝 賞金 61，922，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



2709111月1日 小雨 稍重 （26東京4）第8日 第7競走 ��2，100�サラブレッド系3歳以上
発走13時30分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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
2：06．7
2：05．9

良
良

78 サトノバセロン 牡3青鹿55 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 498＋102：13．7 2．0�
44 キネオフォルツァ 牡3芦 55 北村 宏司吉田 千津氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 522＋ 62：13．91� 15．7�
66 サウンドメモリー 牡3鹿 55 柴田 善臣嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 478＋ 42：14．21� 5．2�
22 ジャーラベンナ 牡4栗 57 三浦 皇成本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 斉藤スタッド 500± 02：14．3� 5．6�
811 タイセイボルト 牡4青鹿57 戸崎 圭太田中 成奉氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 B472－ 2 〃 クビ 13．8�
810 レッドエンブレム 牡4黒鹿57 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 492± 02：14．4� 5．7	
55 ナムラショウリ 牡4鹿 57 幸 英明奈村 信重氏 大和田 成 新ひだか 武 牧場 B466＋ 62：14．71� 26．5

11 トウショウマナーズ 牡4鹿 57 吉田 豊藤田 衛成氏 池上 昌弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 528－ 22：14．91 46．0�
67 リネンタキシード 牡7青鹿57 田辺 裕信戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 528＋ 42：16．17 146．2�
33 ランドントウォーク 牡3青鹿55 石橋 脩井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 B484－ 62：18．8大差 99．1
79 レオナビゲート 牡3黒鹿55 横山 典弘�レオ 奥平 雅士 新ひだか グランド牧場 482＋ 22：40．1大差 55．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 30，503，000円 複勝： 46，309，400円 枠連： 15，556，200円
馬連： 63，551，400円 馬単： 38，371，900円 ワイド： 30，377，400円
3連複： 69，703，600円 3連単： 133，564，700円 計： 427，937，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 280円 � 160円 枠 連（4－7） 1，610円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 500円 �� 340円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 2，480円 3 連 単 ��� 11，090円

票 数

単勝票数 計 305030 的中 � 117136（1番人気）
複勝票数 計 463094 的中 � 145455（1番人気）� 28912（6番人気）� 71112（2番人気）
枠連票数 計 155562 的中 （4－7） 7482（6番人気）
馬連票数 計 635514 的中 �� 32200（5番人気）
馬単票数 計 383719 的中 �� 14656（8番人気）
ワイド票数 計 303774 的中 �� 15591（5番人気）�� 24552（3番人気）�� 6246（16番人気）
3連複票数 計 697036 的中 ��� 21052（9番人気）
3連単票数 計1335647 的中 ��� 8726（37番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．5―30．8―43．3―55．6―1：08．4―1：21．6―1：34．8―1：47．7―2：00．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F38．9
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノバセロン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．30 中山4着

2011．3．12生 牡3青鹿 母 マルカフレンドリー 母母 フレンドリービューティ 9戦2勝 賞金 19，250，000円
〔調教再審査〕 レオナビゲート号は，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再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レオナビゲート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年12月1日まで平地競

走に出走できない。

2709211月1日 小雨 稍重 （26東京4）第8日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走14時00分 （芝・左）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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
1：44．2
1：43．9

良
良

45 デルフィーノ 牝3青鹿53 横山 典弘 �ロードホースクラブ 牧 光二 新ひだか ケイアイファーム 448＋ 61：47．8 7．4�
711 パリカラノテガミ 牡3鹿 55 松岡 正海嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 444＋ 2 〃 ハナ 20．6�
813 スパーブデイ 牡3鹿 55 北村 宏司藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 526－ 21：47．9� 17．0�
610 トレジャーマップ 牡3鹿 55 幸 英明小林 正和氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 440＋ 61：48．0クビ 15．5�
814 ロングシャドウ 牡4青鹿57 C．ルメール 飯塚 知一氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 496＋ 41：48．31� 16．7�

（仏）

11 アンプラグド 牡3芦 55 戸崎 圭太諸江 幸祐氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 508＋141：48．4� 13．2	
58 サトノスティング 牡3青鹿55 岩田 康誠里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム B452－ 4 〃 クビ 17．3

69 � チャペルプリンセス 牝5栗 55

52 ▲石川裕紀人 �シルクレーシング 斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452± 01：48．5クビ 25．4�

22 ノーヒッター 牡4黒鹿57 田辺 裕信島田 久氏 小野 次郎 浦河 江谷 重雄 474＋ 6 〃 アタマ 11．1
46 ダークファンタジー 牡3栗 55 柴田 善臣山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 550＋ 6 〃 クビ 2．3�
33 ヴァルコイネン 牡3芦 55 三浦 皇成吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 460＋ 21：48．6� 6．3�
57 コスモドーム 牡3鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム 506＋ 41：48．7クビ 42．6�
712� ムーンドロップ 牡3鹿 55 嘉藤 貴行�Basic 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 446± 01：49．55 302．5�
34 ケンタッキーミント 牝3青鹿53 江田 照男長谷川清英氏 鹿戸 雄一 新ひだか 桜井牧場 478＋ 21：51．4大差 227．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 37，900，000円 複勝： 55，898，500円 枠連： 24，893，800円
馬連： 92，028，000円 馬単： 46，740，800円 ワイド： 44，879，100円
3連複： 103，666，100円 3連単： 151，635，900円 計： 557，642，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 370円 � 530円 � 500円 枠 連（4－7） 2，420円

馬 連 �� 11，070円 馬 単 �� 18，960円

ワ イ ド �� 3，550円 �� 2，050円 �� 3，790円

3 連 複 ��� 47，490円 3 連 単 ��� 235，910円

票 数

単勝票数 計 379000 的中 � 40761（3番人気）
複勝票数 計 558985 的中 � 41285（4番人気）� 26848（10番人気）� 29283（9番人気）
枠連票数 計 248938 的中 （4－7） 7972（9番人気）
馬連票数 計 920280 的中 �� 6442（39番人気）
馬単票数 計 467408 的中 �� 1848（66番人気）
ワイド票数 計 448791 的中 �� 3243（46番人気）�� 5699（23番人気）�� 3035（50番人気）
3連複票数 計1036661 的中 ��� 1637（141番人気）
3連単票数 計1516359 的中 ��� 466（716番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―36．1―48．6―1：01．0―1：13．6―1：24．7―1：35．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．2

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

勝馬の
紹 介

デルフィーノ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．11．9 東京1着

2011．4．5生 牝3青鹿 母 レディアーティスト 母母 レディバラード 6戦2勝 賞金 17，044，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 スパーブデイ号の騎手北村宏司は，2コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番・3番・2番）
※ムーンドロップ号は，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。



2709311月1日 小雨 稍重 （26東京4）第8日 第9競走 ��
��1，400�

か わ ぐ ち こ

河 口 湖 特 別
発走14時35分 （ダート・左）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳56�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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

11 オビーディエント 牡5黒鹿57 小牧 太�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 454－ 41：24．9 19．2�
816 ラヴィアンクレール 牡6黒鹿57 C．ルメール �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 454－ 21：25．11� 8．3�

（仏）

24 デルマヌラリヒョン 牡4鹿 57 幸 英明浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 490＋ 2 〃 クビ 22．2�
59 サ ノ イ チ 牡3鹿 56 吉田 隼人ビジョンサラブレッドクラブ 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 482＋ 2 〃 ハナ 22．3�
47 サトノスパークル 牡3鹿 56 岩田 康誠里見 治氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 496－ 41：25．2	 6．6	
510 アルデグロリア 牝4栗 55 石橋 脩井上 修一氏 浅野洋一郎 新ひだか 元茂牧場 496＋ 61：25．3	 68．8

48 ワイルドダラー 牡3青鹿56 柴田 大知 Him Rock Racing 古賀 慎明 新ひだか 平野牧場 496± 01：25．4
 5．8�
815 ケルヴィンサイド 牡3鹿 56 三浦 皇成 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 514＋ 21：25．5
 28．3�
35 ダ ウ ト レ ス 牡3鹿 56 四位 洋文�ノースヒルズ 小島 太 新冠 株式会社

ノースヒルズ 512＋ 41：25．6クビ 5．6
714 ヴィンテージイヤー 牡5鹿 57 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 浦河 日進牧場 B498－161：25．7	 39．5�
23 ナモンレジェンド 牡3鹿 56 吉田 豊�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 508＋ 6 〃 クビ 59．3�
12 サルバドールハクイ 牡4鹿 57 戸崎 圭太則武 輝一氏 相沢 郁 浦河 北俣ファーム B460＋ 61：25．8	 3．6�
36 リアルモード 牡3鹿 56 江田 照男寺田千代乃氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 470＋ 61：26．12 31．0�
713 ジョージジョージ 牡4栗 57 横山 典弘北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 464± 0 〃 ハナ 44．3�
611 ディアセルヴィス 牡4鹿 57 田辺 裕信ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 482± 01：26．41
 14．1�
612 ハワイアンシュガー 牡6黒鹿57 岩部 純二四方堂第五郎氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 誠次 446＋ 81：27．03	 321．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，901，700円 複勝： 71，355，500円 枠連： 35，118，800円
馬連： 123，489，000円 馬単： 55，986，000円 ワイド： 53，893，600円
3連複： 143，854，700円 3連単： 214，259，300円 計： 737，858，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，920円 複 勝 � 610円 � 320円 � 540円 枠 連（1－8） 1，440円

馬 連 �� 10，050円 馬 単 �� 22，510円

ワ イ ド �� 3，070円 �� 4，440円 �� 2，920円

3 連 複 ��� 53，780円 3 連 単 ��� 298，150円

票 数

単勝票数 計 399017 的中 � 16555（7番人気）
複勝票数 計 713555 的中 � 29084（8番人気）� 64886（5番人気）� 33785（6番人気）
枠連票数 計 351188 的中 （1－8） 18862（5番人気）
馬連票数 計1234890 的中 �� 9518（38番人気）
馬単票数 計 559860 的中 �� 1865（87番人気）
ワイド票数 計 538936 的中 �� 4531（36番人気）�� 3116（52番人気）�� 4777（35番人気）
3連複票数 計1438547 的中 ��� 2006（172番人気）
3連単票数 計2142593 的中 ��� 521（941番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．3―12．7―12．0―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―35．7―48．4―1：00．4―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オビーディエント �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．7．10 京都8着

2009．3．10生 牡5黒鹿 母 ウィルビーゼア 母母 スターモイラ 28戦4勝 賞金 61，693，000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 ヤサカシャイニー号
（非抽選馬） 3頭 シゲルウシュウ号・スズヨストラ号・プリサイスエース号
※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。

2709411月1日 小雨 稍重 （26東京4）第8日 第10競走 ��
��1，600�

こうよう

紅葉ステークス
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，25．10．26以降26．10．26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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

58 パワースポット 牝6鹿 53 大野 拓弥�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 468－ 21：33．6 15．4�
22 ダノンジェラート 牡5鹿 57 横山 典弘�ダノックス 萩原 清 安平 ノーザンファーム 486± 01：33．81� 1．9�
814 インプロヴァイズ 牡4青 57．5 戸崎 圭太 �シルクレーシング 堀 宣行 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋12 〃 クビ 5．2�
45 マルタカシクレノン 牡6青鹿54 幸 英明國立 治氏 山内 研二 浦河 細道牧場 504－ 21：34．01� 13．0�
610 レッドセシリア 牝4鹿 55 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 424－12 〃 ハナ 5．7	
11 クラウンロゼ 牝4鹿 55 蛯名 正義矢野 恭裕氏 天間 昭一 新冠 カミイスタット 474＋ 61：34．21� 22．1

46 ア ラ フ ネ 牝5栗 53 吉田 隼人�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 462－ 2 〃 ハナ 114．6�
711 テ ン ペ ル 牡6黒鹿55 石橋 脩山本 英俊氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 488－ 4 〃 ハナ 42．6�
57 アールデュラン �5鹿 54 北村 宏司星野 紀子氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 B478－ 6 〃 ハナ 29．2
813 ラ ロ メ リ ア �6鹿 56 田辺 裕信 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 440＋ 6 〃 ハナ 28．1�
34 オメガブレイン 牡6鹿 53 四位 洋文原 	子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 470＋141：34．3
 88．6�
69 ウィケットキーパー 牝5鹿 52 柴田 善臣吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B454＋ 21：34．51� 60．5�
712 ミヤコマンハッタン 牝5鹿 52 柴田 大知吉田喜代司氏 土田 稔 浦河 杵臼牧場 486＋101：34．82 21．9�
33 � シベリアンスパーブ 牡5鹿 55 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 496－ 81：35．43
 107．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 44，736，700円 複勝： 81，495，300円 枠連： 32，127，600円
馬連： 150，153，600円 馬単： 78，502，400円 ワイド： 59，097，100円
3連複： 163，131，300円 3連単： 299，110，700円 計： 908，354，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 230円 � 110円 � 160円 枠 連（2－5） 750円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 3，970円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，280円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 18，200円

票 数

単勝票数 計 447367 的中 � 23219（5番人気）
複勝票数 計 814953 的中 � 56537（4番人気）� 329885（1番人気）� 98608（2番人気）
枠連票数 計 321276 的中 （2－5） 32818（3番人気）
馬連票数 計1501536 的中 �� 94960（3番人気）
馬単票数 計 785024 的中 �� 14813（15番人気）
ワイド票数 計 590971 的中 �� 37377（3番人気）�� 10171（14番人気）�� 67604（2番人気）
3連複票数 計1631313 的中 ��� 78361（2番人気）
3連単票数 計2991107 的中 ��� 11909（46番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．9―35．4―47．2―58．8―1：09．8―1：21．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パワースポット �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2011．4．2 阪神6着

2008．4．16生 牝6鹿 母 セクシーシューズ 母母 ベルパローレ 31戦5勝 賞金 90，777，000円



2709511月1日 小雨 稍重 （26東京4）第8日 第11競走 ��
��1，600�第3回アルテミスステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左）
牝，2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 28，000，000円 11，000，000円 7，000，000円 4，200，000円 2，800，000円
付 加 賞 637，000円 182，000円 91，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．5
1：32．3

良
良

816 ココロノアイ 牝2鹿 54 横山 典弘�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 452± 01：34．4 15．8�
23 レッツゴードンキ 牝2栗 54 岩田 康誠廣崎 利洋氏 梅田 智之 平取 清水牧場 458＋ 4 〃 ハナ 4．3�
59 トーセンラーク 牝2栗 54 吉田 隼人島川 �哉氏 菅原 泰夫 浦河 中神牧場 476＋ 81：34．61� 26．4�
11 フローレスダンサー 牝2鹿 54 C．ルメール �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム 486＋ 6 〃 クビ 8．8�

（仏）

817 スマートプラネット 牝2鹿 54 田辺 裕信田島榮二郎氏 和田 雄二 浦河 大柳ファーム 448－ 41：34．7クビ 14．4	
12 シングウィズジョイ 牝2青鹿54 小牧 太 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 454± 01：35．01� 6．1

36 アールブリュット 牝2鹿 54 三浦 皇成 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 456＋101：35．42	 11．8�
35 シ ャ ル ー ル 牝2栗 54 四位 洋文 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－ 2 〃 クビ 5．2�
713 ステラスターライト 牝2鹿 54 戸崎 圭太G1レーシング 堀 宣行 千歳 社台ファーム 448－ 21：35．5クビ 6．4�
818 テンダリーヴォイス 牝2鹿 54 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 420－ 2 〃 ハナ 14．6�
24 ナイアガラモンロー 牝2鹿 54 柴田 善臣塩田 清氏 堀井 雅広 浦河 
川 啓一 498－ 81：35．71	 155．2�
47 タマモルミエール 牝2黒鹿54 吉田 豊タマモ 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 422＋ 41：35．8� 140．1�
611 ココロノママニ 牝2黒鹿54 武士沢友治�ミルファーム 高市 圭二 新ひだか 泊 寿幸 424＋ 81：35．9クビ 220．8�
715 ハ ナ モ モ 牝2黒鹿54 柴田 大知藤沼 利夫氏 金成 貴史 新ひだか 金 宏二 458＋ 4 〃 クビ 106．8�
510� ロゾヴァドリナ 牝2栗 54 石崎 駿吉田 照哉氏 森下 淳平 千歳 社台ファーム 474－ 11：36．0クビ 162．7�

（大井） （船橋）

714 メイショウメイゲツ 牝2鹿 54 蛯名 正義松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 434＋ 2 〃 クビ 25．6�
612 リバークルーズ 牝2栗 54 大野 拓弥 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 452－ 61：37．06 300．3�

（17頭）
48 プリメラアスール 牝2黒鹿54 幸 英明青木 照吉氏 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 488－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 118，539，600円 複勝： 154，783，600円 枠連： 101，324，100円
馬連： 352，827，300円 馬単： 150，505，100円 ワイド： 126，892，300円
3連複： 422，433，700円 3連単： 660，367，000円 計： 2，087，672，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，580円 複 勝 � 400円 � 180円 � 550円 枠 連（2－8） 930円

馬 連 �� 3，190円 馬 単 �� 7，760円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 3，970円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 24，100円 3 連 単 ��� 137，140円

票 数

単勝票数 差引計1185396（返還計 19780） 的中 � 59976（9番人気）
複勝票数 差引計1547836（返還計 35148） 的中 � 91068（7番人気）� 287861（1番人気）� 61878（10番人気）
枠連票数 差引計1013241（返還計 972） 的中 （2－8） 83629（3番人気）
馬連票数 差引計3528273（返還計183115） 的中 �� 85509（13番人気）
馬単票数 差引計1505051（返還計 74694） 的中 �� 14531（30番人気）
ワイド票数 差引計1268923（返還計 82233） 的中 �� 28846（12番人気）�� 8041（50番人気）�� 20146（21番人気）
3連複票数 差引計4224337（返還計387721） 的中 ��� 13144（92番人気）
3連単票数 差引計6603670（返還計546689） 的中 ��� 3491（507番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―35．8―47．6―59．8―1：11．5―1：22．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ココロノアイ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2014．7．19 福島2着

2012．4．28生 牝2鹿 母 ビューティソング 母母 マックスジョリー 3戦2勝 賞金 36，437，000円
〔競走除外〕 プリメラアスール号は，馬場入場後に暴走し，疲労が著しいため競走除外。発走時刻4分遅延。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

2709611月1日 曇 稍重 （26東京4）第8日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走16時20分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，3歳56�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
1：19．6
1：19．0

良
良

12 アンジェリック 牝3鹿 54 横山 典弘 �シルクレーシング 大和田 成 浦河 杵臼牧場 462－ 21：21．6 9．4�
47 アンブリッジ 牡4鹿 57 松岡 正海佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：21．81� 51．5�
816 サクラディソール 牝4鹿 55 戸崎 圭太�さくらコマース尾関 知人 千歳 社台ファーム 436＋16 〃 ハナ 7．5�
714	 シークレットベース 牝6鹿 55 武士沢友治山口 春夫氏 和田正一郎 日高 旭 牧場 444± 01：21．9
 87．5�
36 ウインスラッガー 牡5栗 57 大野 拓弥�ウイン 畠山 吉宏 浦河 バンダム牧場 504－16 〃 クビ 39．5	
48 クラウドチェンバー �5鹿 57 蛯名 正義 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 456－ 21：22．0クビ 11．0

11 ベルゲンクライ 牡4芦 57 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム B484－ 2 〃 クビ 45．1�
817 ヴィオラーネ 牝5青鹿55 岩田 康誠平井 裕氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 464± 01：22．1クビ 21．7�
35 ルネッタアスール 牝5鹿 55 江田 照男青木 照吉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 474＋10 〃 ハナ 57．5
611 プレイアップ 牝4鹿 55 田辺 裕信 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430＋ 4 〃 クビ 27．4�
510 イントロダクション 牝3栗 54 C．ルメール �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 430± 01：22．2クビ 2．0�

（仏）

715 ラジオデイズ 牡3青鹿56 北村 宏司 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 476－ 21：22．41� 29．9�
612 テンシンランマン 牝4鹿 55 吉田 隼人 �キャロットファーム 伊藤 伸一 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 486± 01：22．5
 14．3�
24 ロジテースト 牡3鹿 56 柴田 善臣久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 446＋101：22．6
 49．0�
23 ウインイルソーレ 牡3鹿 56 柴田 大知�ウイン 高橋 祥泰 新冠 北星村田牧場 492＋ 61：22．7
 58．3�
59 アルファメール 牡4栗 57 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 新ひだか カントリー牧場 500± 01：22．91� 253．4�
713 コウヨウマリア 牝3鹿 54 三浦 皇成寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 478± 0 〃 同着 11．1�
818 マカゼコイカゼ 牝4鹿 55 石橋 脩國分 純氏 小野 次郎 日高 ファニーフレンズファーム 432－ 2 〃 クビ 117．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 54，717，900円 複勝： 77，228，100円 枠連： 44，504，900円
馬連： 159，486，300円 馬単： 81，853，900円 ワイド： 71，898，000円
3連複： 189，513，700円 3連単： 337，931，900円 計： 1，017，134，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 290円 � 1，370円 � 310円 枠 連（1－4） 3，900円

馬 連 �� 19，450円 馬 単 �� 36，780円

ワ イ ド �� 5，610円 �� 1，430円 �� 6，100円

3 連 複 ��� 50，790円 3 連 単 ��� 392，000円

票 数

単勝票数 計 547179 的中 � 46453（3番人気）
複勝票数 計 772281 的中 � 77435（2番人気）� 12617（15番人気）� 68596（3番人気）
枠連票数 計 445049 的中 （1－4） 8842（17番人気）
馬連票数 計1594863 的中 �� 6354（47番人気）
馬単票数 計 818539 的中 �� 1669（88番人気）
ワイド票数 計 718980 的中 �� 3264（52番人気）�� 13315（11番人気）�� 3000（57番人気）
3連複票数 計1895137 的中 ��� 2798（131番人気）
3連単票数 計3379319 的中 ��� 625（910番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．8―35．2―47．0―58．3―1：09．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンジェリック �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．9．21 中山2着

2011．3．6生 牝3鹿 母 タガノアイリス 母母 マルカアイリス 11戦2勝 賞金 26，380，000円
〔制裁〕 ルネッタアスール号の騎手江田照男は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番・

12番・6番）
※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 ムーンドロップ号
（非抽選馬） 2頭 トーセンジャステス号・リュクサンブール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（26東京4）第8日 11月1日（土曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 180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

227，620，000円
13，660，000円
1，900，000円
20，720，000円
69，756，750円
4，969，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
481，259，000円
734，001，900円
354，749，600円
1，283，846，900円
648，725，200円
560，370，700円
1，501，349，600円
2，399，044，000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 7，963，346，900円

総入場人員 34，054名 （有料入場人員 ）
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