
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

2700110月10日 曇 良 （27東京4）第1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）

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

36 コットンパール 牝2鹿 54
51 ▲木幡 初也�ミルファーム 高市 圭二 日高 前野牧場 442± 01：27．0 23．4�

48 タイトルリーフ 牝2鹿 54 三浦 皇成水上ふじ子氏 武市 康男 浦河 笠松牧場 448± 01：27．21� 4．5�
815 ピントゥリッキオ 牝2鹿 54 丸田 恭介大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 有限会社

松田牧場 454－ 81：27．62� 201．0�
23 アルセナーレ 牝2鹿 54 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 新開 幸一 新ひだか ケイアイファーム 492＋ 21：28．02� 2．4�
59 グリーンバシリスク 牝2栗 54

51 ▲井上 敏樹石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム 454－18 〃 アタマ 11．9	
35 ソ ナ ー タ 牝2鹿 54 松岡 正海平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 434－ 61：28．31� 12．6

714 スプリットセコンド 牝2鹿 54 内田 博幸黒川 哲美氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 446＋ 61：28．4� 18．6�
24 ハットヴィルゴ 牝2鹿 54 田中 勝春服部 邦繁氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 434－ 81：28．61� 28．0�
47 チェリークォーツ 牝2鹿 54 北村 宏司 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム 432± 0 〃 クビ 18．8
816 トミケンサンパティ 牝2鹿 54 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 432－ 61：28．7� 19．6�
510 イナーセレニティ 牝2鹿 54 武士沢友治島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 464－ 61：28．8クビ 86．5�
611 シゲルババチャン 牝2鹿 54 横山 和生森中 蕃氏 萱野 浩二 森 笹川大晃牧場 444＋ 6 〃 クビ 91．0�
11 ヤマタケシェンナ 牝2栗 54

51 ▲野中悠太郎山中 佳代氏 根本 康広 日高 門別牧場 494± 01：28．9クビ 52．8�
12 エメラルドクイーン 牝2栗 54 吉田 隼人畑佐 博氏 岩戸 孝樹 新ひだか 神垣 道弘 442－ 8 〃 ハナ 5．7�
713 アヤノバンマツリ 牝2芦 54 津村 明秀神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 490＋141：29．64 208．4�

（15頭）
612 ブランシェクール 牝2芦 54 柴山 雄一 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 24，255，600円 複勝： 35，940，100円 枠連： 21，508，100円
馬連： 55，773，900円 馬単： 29，570，500円 ワイド： 33，083，300円
3連複： 72，723，400円 3連単： 91，782，400円 計： 364，637，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，340円 複 勝 � 550円 � 180円 � 3，080円 枠 連（3－4） 1，320円

馬 連 �� 4，120円 馬 単 �� 11，520円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 26，940円 �� 12，320円

3 連 複 ��� 160，890円 3 連 単 ��� 842，300円

票 数

単勝票数 差引計 242556（返還計 27103） 的中 � 8269（9番人気）
複勝票数 差引計 359401（返還計 37119） 的中 � 15251（8番人気）� 68024（2番人気）� 2432（14番人気）
枠連票数 差引計 215081（返還計 589） 的中 （3－4） 12574（5番人気）
馬連票数 差引計 557739（返還計149939） 的中 �� 10469（15番人気）
馬単票数 差引計 295705（返還計 78896） 的中 �� 1924（38番人気）
ワイド票数 差引計 330833（返還計 62139） 的中 �� 6385（14番人気）�� 311（92番人気）�� 682（66番人気）
3連複票数 差引計 727234（返還計244244） 的中 ��� 339（224番人気）
3連単票数 差引計 917824（返還計348510） 的中 ��� 79（1200番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．8―49．0―1：01．7―1：14．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．2―3F38．0
3 ・（3，9）6（4，8）14（1，13）2，5，10（16，11）15－7 4 ・（3，9，8）（6，14）（4，13，5）1（2，10，16）15－11，7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コットンパール �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー 2015．6．7 東京10着

2013．5．4生 牝2鹿 母 パールブライダル 母母 リフアインガール 6戦1勝 賞金 5，750，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時10分に変更。
〔出走取消〕 ブランシェクール号は，事故渋滞により，馬運車到着の見込みが立たないため出走取消。

2700210月10日 曇 良 （27東京4）第1日 第2競走 ��1，300�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
1：18．1
1：18．1

良
良

714 アーバンスター 牡2鹿 55 柴田 善臣保坂 和孝氏 池上 昌弘 平取 中川 隆 472＋ 41：21．0 3．3�
612 クリプトスコード 牝2栗 54

52 △石川裕紀人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 480－ 6 〃 クビ 9．9�

35 トキメキアイナ 牝2鹿 54 吉田 隼人片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 日高 庄野牧場 450＋ 41：21．42� 109．2�
816 アデューシャーク 牝2黒鹿54 内田 博幸島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 430－ 41：21．61� 38．0�
23 ゴールデンレッグ 牝2鹿 54 松岡 正海野口 弘司氏 小西 一男 新ひだか 出羽牧場 452－ 2 〃 ハナ 15．2	
713 カンタベリーマイン 牡2鹿 55

52 ▲木幡 初也峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 438－ 21：21．7� 69．6

36 ト ー レ ク ン 牡2鹿 55 柴田 大知 �グランデオーナーズ 加藤 和宏 浦河 中村 雅明 414＋ 21：21．8� 10．0�
59 ラッキーガナドール 牝2青鹿54 三浦 皇成上羽 浩平氏 栗田 徹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 478＋ 21：21．9クビ 2．5�
12 マーキュリーレヴ 牡2青 55

52 ▲井上 敏樹島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 444± 01：22．32� 114．1

611 アンフレシェ 牝2黒鹿54 村田 一誠井上 一郎氏 大江原 哲 浦河 小島牧場 454± 01：22．61� 7．4�
48 ハ ウ ト ア 牡2鹿 55 江田 照男�ミルファーム 岩戸 孝樹 浦河 ミルファーム 492－ 81：22．7� 44．1�
24 ミヤコノアバランチ 牡2芦 55 田中 勝春吉田都枝江氏 堀井 雅広 新ひだか 千代田牧場 B470－ 41：22．8� 53．0�
47 フェアリーランド 牝2栗 54 津村 明秀�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 424－101：23．01� 26．3�
815 ゴールドシャフト 牝2栗 54 木幡 初広居城 要氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム 468－181：23．21� 58．1�
510 キングヘラクレス 牡2栗 55 石橋 脩田頭 勇貴氏 清水 英克 新冠 五丸農場 480＋ 41：23．41� 222．4�

（15頭）
11 イ ザ 牡2鹿 55

52 ▲伴 啓太松田 整二氏 高柳 瑞樹 日高 白井牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 22，662，500円 複勝： 27，555，800円 枠連： 17，431，000円
馬連： 47，793，600円 馬単： 25，446，900円 ワイド： 28，534，700円
3連複： 61，655，500円 3連単： 72，973，800円 計： 304，053，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 170円 � 330円 � 1，510円 枠 連（6－7） 810円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 2，800円

ワ イ ド �� 680円 �� 4，000円 �� 10，210円

3 連 複 ��� 29，680円 3 連 単 ��� 98，520円

票 数

単勝票数 差引計 226625（返還計 7274） 的中 � 54593（2番人気）
複勝票数 差引計 275558（返還計 8178） 的中 � 56983（2番人気）� 20283（6番人気）� 3607（14番人気）
枠連票数 差引計 174310（返還計 223） 的中 （6－7） 16632（3番人気）
馬連票数 差引計 477936（返還計 60532） 的中 �� 23516（6番人気）
馬単票数 差引計 254469（返還計 31111） 的中 �� 6816（7番人気）
ワイド票数 差引計 285347（返還計 22128） 的中 �� 11579（6番人気）�� 1786（36番人気）�� 691（67番人気）
3連複票数 差引計 616555（返還計112402） 的中 ��� 1558（86番人気）
3連単票数 差引計 729738（返還計155864） 的中 ��� 537（285番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．5―30．6―43．4―55．8―1：08．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アーバンスター �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ジェニュイン デビュー 2015．6．28 東京14着

2013．4．17生 牡2鹿 母 アーバンライナー 母母 ダイワスタン 4戦1勝 賞金 7，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時35分に変更。
〔出走取消〕 イザ号は，事故渋滞により，馬運車到着の見込みが立たないため出走取消。
※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） 2頭 サムライッコ号・トモジャポルックス号
（非抽選馬） 1頭 シゲルタイ号

第４回 東京競馬 第１日



2700310月10日 曇 良 （27東京4）第1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
2：00．8
1：59．9

良
良

56 ド ン チ ャ ブ 牡2鹿 55 戸崎 圭太古川 智洋氏 中川 公成 新ひだか 上村 清志 458＋ 22：03．0 6．8�
44 キタサンミサイル 牡2青鹿55 浜中 俊�大野商事 清水 久詞 新冠 大栄牧場 526＋ 8 〃 クビ 8．6�
68 テ オ ド ー ル 牡2鹿 55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 534＋222：03．21� 7．2�
79 � スケッチブック 牡2鹿 55 吉田 隼人大塚 亮一氏 奥村 武 英 Mill House

Stud 472＋ 82：03．3	 6．3�
710 サンホッブズ 牡2鹿 55 松岡 正海加藤 信之氏 中舘 英二 浦河 日の出牧場 464＋162：03．4クビ 82．8�
812 エ ン ジ ニ ア 牡2鹿 55 内田 博幸髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 466＋ 8 〃 ハナ 3．0	
67 � アポロリベリオン 牡2鹿 55 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Rabbah Blood-

stock LLC 476－ 42：03．5
 8．7

22 � プールアンレーヴ 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 愛 Earl Ecurie Du
Grand Chene 466± 02：03．6
 22．1�

11 ミュゼウェルズ 牡2鹿 55 北村 宏司坂本 肇氏 大江原 哲 新ひだか チャンピオンズファーム 424－ 8 〃 ハナ 5．8
811 カ ゲ ム シ ャ 牡2黒鹿55 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 星野 忍 日高 下河辺牧場 442± 02：04．13 67．8�
33 スイートドリームス 牝2栗 54

51 ▲井上 敏樹�ミルファーム 南田美知雄 新ひだか 前川 正美 394－ 42：04．73
 116．3�
55 コ ン サ バ 牝2青鹿54 丸田 恭介佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 カミイスタット 410－ 42：04．8	 279．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 31，011，800円 複勝： 48，538，900円 枠連： 14，006，700円
馬連： 67，621，800円 馬単： 36，101，100円 ワイド： 38，391，200円
3連複： 86，914，900円 3連単： 118，389，100円 計： 440，975，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 190円 � 250円 � 310円 枠 連（4－5） 2，560円

馬 連 �� 2，280円 馬 単 �� 5，100円

ワ イ ド �� 790円 �� 1，570円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 10，550円 3 連 単 ��� 57，480円

票 数

単勝票数 計 310118 的中 � 36331（4番人気）
複勝票数 計 485389 的中 � 73486（3番人気）� 49921（6番人気）� 37108（7番人気）
枠連票数 計 140067 的中 （4－5） 4227（14番人気）
馬連票数 計 676218 的中 �� 22956（12番人気）
馬単票数 計 361011 的中 �� 5307（27番人気）
ワイド票数 計 383912 的中 �� 12926（11番人気）�� 6153（23番人気）�� 8022（19番人気）
3連複票数 計 869149 的中 ��� 6176（43番人気）
3連単票数 計1183891 的中 ��� 1493（245番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―13．0―12．3―12．5―12．7―12．7―11．5―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．8―37．8―50．1―1：02．6―1：15．3―1：28．0―1：39．5―1：51．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．0

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

勝馬の
紹 介

ド ン チ ャ ブ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2015．8．22 新潟2着

2013．4．8生 牡2鹿 母 ウォータームーン 母母 シュミーダー 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時01分に変更。

2700410月10日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （27東京4）第1日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
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3：17．5良・良

55 ミュゼリトルガール 牝4鹿 58 大江原 圭坂本 肇氏 大江原 哲 新冠 若林牧場 436＋ 43：23．0 7．5�
11 シゲルケンカヤマ 牡3栗 58 小野寺祐太森中 蕃氏 和田 雄二 浦河 馬道 繁樹 482－ 23：23．53 56．7�
33 シゲルヒノクニ 牡3栗 58 山本 康志森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 中村 雅明 488＋ 23：23．92� 1．7�
67 ハヤブサフィーバー 牡6栗 60 草野 太郎武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 486± 03：24．22 4．4�
78 � ラ ノ ラ ラ ク 牝5栗 58 江田 勇亮�ミルファーム 南田美知雄 浦河 バンダム牧場 492＋ 23：24．4� 16．9�
66 メイケイヘリオス 牡3黒鹿58 黒岩 悠名古屋競馬	 清水 久詞 新ひだか 山本 昇寿 514－143：26．010 19．1

44 マコトダッソー 牡3栗 58 上野 翔	ディアマント 水野 貴広 様似 出口 繁夫 480－ 43：26．85 18．6�
811� ケンブリッジアーサ 牡5鹿 60 石神 深一中西 桂子氏 石栗 龍彦 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 452＋ 43：32．1大差 13．0�
79 サウンドアラムシャ 牡3青鹿58 高野 和馬増田 雄一氏 和田正一郎 新ひだか 中田 英樹 432± 03：32．2� 99．7
22 � クリノグランデ 牡5栗 60 蓑島 靖典栗本 博晴氏 星野 忍 日高 ヤナガワ牧場 474＋ 63：32．3� 131．6�
810 ゼイロングトゥビー 牝3青鹿56 五十嵐雄祐加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 432＋163：35．7大差 33．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 20，088，400円 複勝： 23，407，300円 枠連： 11，696，300円
馬連： 36，695，000円 馬単： 25，009，000円 ワイド： 19，448，900円
3連複： 49，495，600円 3連単： 84，222，100円 計： 270，062，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 220円 � 840円 � 120円 枠 連（1－5） 9，900円

馬 連 �� 18，520円 馬 単 �� 26，080円

ワ イ ド �� 4，220円 �� 330円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 8，520円 3 連 単 ��� 99，120円

票 数

単勝票数 計 200884 的中 � 21346（3番人気）
複勝票数 計 234073 的中 � 22449（3番人気）� 4371（9番人気）� 82655（1番人気）
枠連票数 計 116963 的中 （1－5） 915（20番人気）
馬連票数 計 366950 的中 �� 1535（35番人気）
馬単票数 計 250090 的中 �� 719（60番人気）
ワイド票数 計 194489 的中 �� 1077（37番人気）�� 17035（2番人気）�� 3513（16番人気）
3連複票数 計 494956 的中 ��� 4355（27番人気）
3連単票数 計 842221 的中 ��� 616（252番人気）
上り 1マイル 1：45．7 4F 51．0－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミュゼリトルガール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2013．8．31 新潟1着

2011．6．2生 牝4鹿 母 レインデート 母母 Missed the Storm 障害：1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時30分に変更。



2700510月10日 曇 良 （27東京4）第1日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時30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 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．5
1：32．3

良
良

818 ワンブレスアウェイ 牝2黒鹿54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 古賀 慎明 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476 ―1：37．3 4．0�

59 レイアンドキス 牝2鹿 54 的場 勇人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 浦河 宮内牧場 470 ― 〃 クビ 19．2�

23 ナックビーナス 牝2青鹿54 勝浦 正樹小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 510 ―1：37．51� 2．8�
47 アイスコールド 牝2鹿 54 嶋田 純次 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452 ―1：37．6� 10．3�
715 ハクシンヴィーナス 牝2鹿 54 柴田 大知新井原 博氏 畠山 吉宏 新冠 川上牧場 448 ―1：37．7� 23．8	
24 ウィンイモン 牝2栗 54

51 ▲木幡 初也井門 昭二氏 和田 雄二 日高 坂 牧場 416 ― 〃 ハナ 65．0

816 シャイニーユース 牝2栗 54 丸山 元気永田さなえ氏 畠山 吉宏 新冠 村上牧場 448 ―1：37．8� 53．0�
36 ケンブリッジリニア 牝2栗 54 杉原 誠人中西 桂子氏 星野 忍 新ひだか 本桐牧場 454 ―1：37．9クビ 41．7�
510 シーサイドチャペル 牝2青鹿54 三浦 皇成 �社台レースホース鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438 ―1：38．0� 8．1
611 フェルメールアート 牝2青鹿54 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 512 ―1：38．21� 12．7�
11 セイユウスプリング 牝2芦 54 津村 明秀松岡 正二氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 448 ―1：38．3� 35．7�
714 サルバドールジャズ 牝2黒鹿 54

52 △石川裕紀人則武 輝一氏 相沢 郁 浦河 北俣ファーム 426 ―1：38．4� 135．7�
35 エバーパッション 牝2青鹿54 蛯名 正義宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 422 ―1：38．5� 7．4�
817 シンボリメルケル 牝2栗 54 木幡 初広シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 488 ― 〃 クビ 64．6�
713 ア イ ド ル 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎宮崎 金造氏 小桧山 悟 新冠 榊原 光子 412 ―1：39．77 272．8�
12 クラウンアミーラ 牝2青鹿54 松岡 正海�クラウン 伊藤 伸一 青森 太田ファーム 432 ―1：40．23 205．4�
48 イイトコマンジュウ 牝2鹿 54 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 480 ―1：40．62� 138．6�

（17頭）
612 ス ー リ ー ズ 牝2鹿 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 日高 天羽 禮治 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 29，735，300円 複勝： 36，700，600円 枠連： 18，523，200円
馬連： 55，859，000円 馬単： 27，866，500円 ワイド： 32，022，700円
3連複： 75，676，400円 3連単： 82，963，500円 計： 359，347，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 390円 � 140円 枠 連（5－8） 860円

馬 連 �� 3，840円 馬 単 �� 6，210円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 380円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 4，920円 3 連 単 ��� 30，240円

票 数

単勝票数 差引計 297353（返還計 677） 的中 � 58923（2番人気）
複勝票数 差引計 367006（返還計 1289） 的中 � 68464（2番人気）� 17247（8番人気）� 77949（1番人気）
枠連票数 差引計 185232（返還計 147） 的中 （5－8） 16604（3番人気）
馬連票数 差引計 558590（返還計 6386） 的中 �� 11249（16番人気）
馬単票数 差引計 278665（返還計 2943） 的中 �� 3364（21番人気）
ワイド票数 差引計 320227（返還計 2928） 的中 �� 5493（18番人気）�� 24208（1番人気）�� 6535（16番人気）
3連複票数 差引計 756764（返還計 13495） 的中 ��� 11516（10番人気）
3連単票数 差引計 829635（返還計 18648） 的中 ��� 1989（69番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．6―12．9―13．0―11．8―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―36．7―49．6―1：02．6―1：14．4―1：25．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンブレスアウェイ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Storm Cat 初出走

2013．4．9生 牝2黒鹿 母 ストレイキャット 母母 ローミンレイチェル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時00分に変更。
〔出走取消〕 スーリーズ号は，事故渋滞により，馬運車到着の見込みが立たないため出走取消。
※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 シーブリーズラブ号・ラベンダーヴァレイ号

2700610月10日 曇 良 （27東京4）第1日 第6競走 ��
��2，100�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

66 アカノジュウハチ 牡4芦 57 田中 勝春根本 忠義氏 尾関 知人 平取 坂東牧場 504－ 62：15．6 1．7�
55 オペラハット 牡4鹿 57 戸崎 圭太小菅 定雄氏 森 秀行 平取 高橋 啓 442－102：16．23� 4．9�
11 ヴィンテージドール 牝3鹿 53 内田 博幸吉田 勝己氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム B502＋ 4 〃 クビ 5．0�
78 タイセイボルト 牡5青鹿57 石橋 脩田中 成奉氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 B472± 02：16．41	 54．1�
810 インパルション 
6鹿 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 大江原 哲 日高 出口牧場 474－ 22：16．71� 20．1�
44 フクノドービル 牡3鹿 55 丹内 祐次福島 祐子氏 的場 均 日高 三輪牧場 494± 0 〃 ハナ 18．9�
67 ライトオブホープ 牡4栗 57 江田 照男落合 幸弘氏 武藤 善則 新冠 イワミ牧場 504＋ 6 〃 アタマ 18．2	
79 セプテントリオ 
5黒鹿57 勝浦 正樹 
社台レースホース中舘 英二 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 42：16．8� 14．0�
22 ソワンドタイガー 牡3栗 55 黛 弘人西村 静子氏 伊藤 伸一 新ひだか 小河 豊水 476－ 22：17．01	 117．6�
33 デルマカマイタチ 牡5黒鹿 57

54 ▲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 B506＋142：17．63� 110．1
811� ラヴァーズタイム 牝4黒鹿55 嘉藤 貴行嶋田 賢氏 田中 清隆 新冠 大栄牧場 436＋ 6 〃 クビ 245．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 22，903，500円 複勝： 59，371，100円 枠連： 11，415，100円
馬連： 52，611，600円 馬単： 31，267，800円 ワイド： 25，459，800円
3連複： 63，805，400円 3連単： 115，741，200円 計： 382，575，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 150円 枠 連（5－6） 350円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 180円 �� 220円 �� 370円

3 連 複 ��� 510円 3 連 単 ��� 1，460円

票 数

単勝票数 計 229035 的中 � 106483（1番人気）
複勝票数 計 593711 的中 � 407168（1番人気）� 44104（2番人気）� 39127（3番人気）
枠連票数 計 114151 的中 （5－6） 24819（1番人気）
馬連票数 計 526116 的中 �� 109008（1番人気）
馬単票数 計 312678 的中 �� 43179（1番人気）
ワイド票数 計 254598 的中 �� 39707（1番人気）�� 29639（2番人気）�� 14589（5番人気）
3連複票数 計 638054 的中 ��� 93638（1番人気）
3連単票数 計1157412 的中 ��� 57382（1番人気）

ハロンタイム 7．3―11．1―13．4―13．6―13．4―14．1―13．5―13．1―12．2―11．8―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―18．4―31．8―45．4―58．8―1：12．9―1：26．4―1：39．5―1：51．7―2：03．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アカノジュウハチ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Rubiano デビュー 2013．11．30 中山1着

2011．3．30生 牡4芦 母 ル ビ ア 母母 Dazzling Dixie 11戦3勝 賞金 32，529，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時25分に変更。



2700710月10日 曇 良 （27東京4）第1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

35 フクノグリュック 牡3鹿 55 横山 典弘福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社
ケイズ 506＋ 21：37．9 4．4�

714 ワ ン ボ ー イ 牡3栗 55 田中 勝春稲川 一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 478－ 61：38．0� 23．0�
47 エンクエントロス 牡3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 490＋ 2 〃 クビ 12．7�
48 アルファアリエス 牡4鹿 57 松岡 正海�貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 458－ 81：38．21� 4．0�
24 ギンガメテオール 牡3芦 55 柴田 善臣森山 進氏 本間 忍 新冠 秋田牧場 492－ 6 〃 アタマ 13．2�
816 オニノシタブル 牡4栗 57 江田 照男青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B468＋ 4 〃 ハナ 3．7	
510 メイショウフェイク 牡3鹿 55 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 494－ 41：38．3クビ 32．9

713 ブルーバレット 牝5黒鹿 55

52 ▲井上 敏樹泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 B482－ 41：38．51� 16．7�
815 ウインヤード 牡4鹿 57 戸崎 圭太柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 458－ 81：38．82 79．3�
36 レ ベ ニ ュ ー 牡3黒鹿55 北村 宏司嶋田 賢氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 462－ 61：39．01� 16．1
59 レッドクラリス 牝4栗 55 内田 博幸 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 466－ 41：39．1クビ 37．2�
612 アンジェラスベル 牝5鹿 55 柴田 大知田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 B474± 0 〃 クビ 47．4�
11 セカイノカナ 牝5芦 55 武士沢友治泉 一郎氏 石栗 龍彦 新ひだか 坂本牧場 454± 01：40．05 154．7�
611 シリーシンフォニー 牡3鹿 55

53 △石川裕紀人吉田 和美氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 484－ 41：40．1クビ 10．9�
12 フルーツガーデン 牝5青鹿55 丸山 元気田頭 勇貴氏 根本 康広 浦河 谷口牧場 478－ 2 〃 アタマ 208．5�

（15頭）
23 イダクァイマ 牡3栗 55 三浦 皇成張 一達氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 19，581，900円 複勝： 33，254，700円 枠連： 16，958，200円
馬連： 61，742，200円 馬単： 29，278，100円 ワイド： 30，943，900円
3連複： 76，139，700円 3連単： 95，532，700円 計： 363，431，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 680円 � 310円 枠 連（3－7） 2，220円

馬 連 �� 5，270円 馬 単 �� 9，520円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 800円 �� 3，650円

3 連 複 ��� 16，230円 3 連 単 ��� 84，870円

票 数

単勝票数 差引計 195819（返還計 2262） 的中 � 35075（3番人気）
複勝票数 差引計 332547（返還計 11620） 的中 � 66095（1番人気）� 10224（9番人気）� 26126（4番人気）
枠連票数 差引計 169582（返還計 340） 的中 （3－7） 5901（12番人気）
馬連票数 差引計 617422（返還計 19518） 的中 �� 9069（22番人気）
馬単票数 差引計 292781（返還計 9342） 的中 �� 2305（37番人気）
ワイド票数 差引計 309439（返還計 7081） 的中 �� 4679（21番人気）�� 10350（5番人気）�� 2111（40番人気）
3連複票数 差引計 761397（返還計 33986） 的中 ��� 3518（57番人気）
3連単票数 差引計 955327（返還計 46307） 的中 ��� 816（280番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．7―47．7―1：00．1―1：12．3―1：25．1

コーナー
通過順位

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

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3鹿 母 チヨノビンコ 母母 パルブライト 12戦2勝 賞金 24，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時50分に変更。
〔出走取消〕 イダクァイマ号は，事故渋滞により，馬運車到着の見込みが立たないため出走取消。

2700810月10日 曇 良 （27東京4）第1日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走14時00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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

816� オ ホ ー ツ ク 牡3芦 55
53 △石川裕紀人馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Inside Move 554＋ 41：24．5 2．7�

35 ウインオリファン 牡3栗 55 三浦 皇成�ウイン 上原 博之 日高 千葉飯田牧場 B474＋ 21：24．71	 6．5�
36 タイセイアニマート 牡3黒鹿55 柴田 善臣田中 成奉氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 474＋ 61：25．44 21．6�
11 ヴ ァ ッ ハ ウ 牡3鹿 55 北村 宏司�ラ・メール 田村 康仁 新冠 赤石 久夫 492＋ 41：25．61	 12．7�
510� ブルーミーフラワー 牡4鹿 57 内田 博幸 �クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm 482－ 4 〃 ハナ 12．0�
612 モリトハリウッド 牡4鹿 57 吉田 豊石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 B514＋ 2 〃 クビ 40．0	
24 ワイルドダラー 牡4青鹿57 戸崎 圭太 Him Rock Racing 和田 雄二 新ひだか 平野牧場 B496± 01：25．7
 5．5

12 ビレッジトプテム 牡3栗 55 柴田 大知村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 見上牧場 494＋ 41：25．91� 135．7�
47 ポ ン ト ス 牡3鹿 55 江田 照男�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか キヨタケ牧場 B458＋ 81：26．0クビ 32．6
713 キ ザ シ 牡3栗 55 武士沢友治 �フジワラ・ファーム 小桧山 悟 新ひだか 池田牧場 452＋201：26．31
 104．3�
611 セ ル メ ー ル 牡3鹿 55 横山 典弘前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462± 01：26．4
 4．1�
714� ユーガッタフレンド 牡4鹿 57 勝浦 正樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 490－10 〃 アタマ 301．0�
23 �� シェードカーテン 牡4黒鹿 57

54 ▲井上 敏樹保坂 和孝氏 小笠 倫弘 豪 Mr R An-
derson 464＋ 2 〃 クビ 323．2�

815 マハーシュリー 牝4黒鹿55 津村 明秀髙橋 貴士氏 武藤 善則 新ひだか 土田 扶美子 B444－ 21：27．03	 314．5�
48 � ハナリュウセイ 4青鹿57 丸山 元気グリーンフィールズ� 根本 康広 米 Joseph M.

Perrotta Sr. B500± 01：27．1
 59．0�
59 � デルママツタロウ 牡4黒鹿57 丹内 祐次浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 482± 01：31．1大差 129．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，671，400円 複勝： 50，425，300円 枠連： 21，230，100円
馬連： 85，333，700円 馬単： 42，168，800円 ワイド： 43，723，100円
3連複： 102，163，200円 3連単： 144，943，200円 計： 520，658，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 160円 � 250円 � 470円 枠 連（3－8） 810円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，130円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 5，810円 3 連 単 ��� 17，740円

票 数

単勝票数 計 306714 的中 � 88889（1番人気）
複勝票数 計 504253 的中 � 107503（1番人気）� 49996（4番人気）� 21929（7番人気）
枠連票数 計 212301 的中 （3－8） 20301（2番人気）
馬連票数 計 853337 的中 �� 65005（3番人気）
馬単票数 計 421688 的中 �� 20106（4番人気）
ワイド票数 計 437231 的中 �� 23924（4番人気）�� 9715（13番人気）�� 5735（22番人気）
3連複票数 計1021632 的中 ��� 13186（18番人気）
3連単票数 計1449432 的中 ��� 5921（46番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．9―35．4―47．4―59．2―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�オ ホ ー ツ ク �
�
父 Half Ours �

�
母父 Indian Charlie デビュー 2014．8．31 札幌2着

2012．3．22生 牡3芦 母 Pata Fresca 母母 Music Mistress 7戦2勝 賞金 19，960，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時15分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルママツタロウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年11月10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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 トゥールモンド号



2700910月10日 曇 良 （27東京4）第1日 第9競走 ��1，800�
や ま な か こ

山 中 湖 特 別
発走14時35分 （芝・左）

牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

22 プ ロ ク リ ス 牝4栗 55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 482＋ 81：49．0 5．1�
44 ラインハーディー 牝4栗 55 横山 典弘大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 496＋ 41：49．1� 1．9�
66 レーヌドブリエ 牝3栗 53 吉田 豊 �シルクレーシング 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 424－ 21：49．2� 13．8�
78 スマイルミーティア 牝3黒鹿53 柴田 善臣保坂 和孝氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム 434＋ 21：49．41	 23．2�
55 ウインオリアート 牝4黒鹿55 三浦 皇成�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 448＋ 2 〃 ハナ 25．8	
11 ア ン レ ー ル 牝5鹿 55 柴山 雄一 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 476± 01：49．5� 15．0

811 レオフラッパー 牝3栗 53 勝浦 正樹�レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 468－ 61：49．6� 44．7�
810 ハ ツ ガ ツ オ 牝4鹿 55 武士沢友治江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 500－ 8 〃 ハナ 44．1�
33 ハッピーベリンダ 牝4鹿 55 吉田 隼人窪田 康志氏 菊沢 隆徳 新ひだか 城地 清満 472－101：49．7クビ 18．2
67 ダイワミランダ 牝3栗 53 北村 宏司大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 494＋ 41：49．8� 5．1�
79 レッドカチューシャ 牝5青鹿55 松岡 正海 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 474± 01：49．9� 65．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 47，189，200円 複勝： 87，010，800円 枠連： 21，026，800円
馬連： 107，085，400円 馬単： 59，290，900円 ワイド： 52，237，600円
3連複： 122，056，900円 3連単： 223，956，000円 計： 719，853，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 110円 � 260円 枠 連（2－4） 560円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，610円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，630円 3 連 単 ��� 14，880円

票 数

単勝票数 計 471892 的中 � 73373（2番人気）
複勝票数 計 870108 的中 � 69137（3番人気）� 460999（1番人気）� 43264（5番人気）
枠連票数 計 210268 的中 （2－4） 29055（2番人気）
馬連票数 計1070854 的中 �� 141519（2番人気）
馬単票数 計 592909 的中 �� 26063（5番人気）
ワイド票数 計 522376 的中 �� 59056（2番人気）�� 7182（19番人気）�� 27780（5番人気）
3連複票数 計1220569 的中 ��� 34728（9番人気）
3連単票数 計2239560 的中 ��� 10911（53番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．4―37．8―50．9―1：03．2―1：15．6―1：26．7―1：37．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．8―3F33．4

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

勝馬の
紹 介

プ ロ ク リ ス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．8．4 小倉2着

2011．1．27生 牝4栗 母 ラ イ ラ プ ス 母母 フサイチエアデール 14戦4勝 賞金 53，651，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時40分に変更。

2701010月10日 曇 良 （27東京4）第1日 第10競走 ��
��2，400�

も と す こ

本 栖 湖 特 別
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下，26．10．11以降27．10．4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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

810 ア ル バ ー ト 牡4栗 56 戸崎 圭太林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 460－102：25．1 3．8�
33 ア ル タ ー �3栗 53 柴山 雄一吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 500＋ 22：25．2� 11．0�
66 	 エイシンアロンジー 牡4鹿 57 内田 博幸�栄進堂 西園 正都 愛

Knighton Hse,
Eadling Farm
& Marengo

480± 0 〃 アタマ 2．5�
11 メジャーステップ 牡4栗 54 吉田 隼人 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 496± 02：25．52 39．6�
44 テスタメント 牡4鹿 57 浜中 俊田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 438＋ 62：25．6
 7．7	
89 タケルラムセス 牡3鹿 53 吉田 豊森 保彦氏 田村 康仁 浦河 中村 雅明 466± 02：25．91
 18．6

77 キズナエンドレス 牝4鹿 52 伊藤 工真関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 472－ 2 〃 クビ 24．1�
22 � レイトライザー 牡5黒鹿54 横山 典弘中西 功氏 加藤 敬二 青森 諏訪牧場 454－122：26．1� 32．4�
55 ポトマックリバー 牡3芦 53 北村 宏司吉田 勝己氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 482－ 2 〃 同着 4．9
78 ディープストーリー 牝5青 52 丸山 元気 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 456＋142：26．84 51．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 48，498，400円 複勝： 58，622，300円 枠連： 21，876，500円
馬連： 125，128，200円 馬単： 64，904，700円 ワイド： 55，162，600円
3連複： 140，510，400円 3連単： 268，515，200円 計： 783，218，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 130円 � 200円 � 110円 枠 連（3－8） 2，200円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 3，440円

ワ イ ド �� 610円 �� 200円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 11，080円

票 数

単勝票数 計 484984 的中 � 101097（2番人気）
複勝票数 計 586223 的中 � 109907（2番人気）� 51470（5番人気）� 180283（1番人気）
枠連票数 計 218765 的中 （3－8） 7694（9番人気）
馬連票数 計1251282 的中 �� 40780（7番人気）
馬単票数 計 649047 的中 �� 14134（11番人気）
ワイド票数 計 551626 的中 �� 20203（6番人気）�� 83238（1番人気）�� 29606（5番人気）
3連複票数 計1405104 的中 ��� 75761（3番人気）
3連単票数 計2685152 的中 ��� 17561（29番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―12．5―13．1―12．6―11．6―12．1―12．0―12．2―11．3―11．4―11．9

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―24．4―36．9―50．0―1：02．6―1：14．2―1：26．3―1：38．3―1：50．5―2：01．8―2：13．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ア ル バ ー ト �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．6．23 東京12着

2011．2．7生 牡4栗 母 フォルクローレ 母母 アンデスレディー 14戦4勝 賞金 45，311，000円
〔制裁〕 ポトマックリバー号の騎手北村宏司は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）



2701110月10日 曇 良 （27東京4）第1日 第11競走
日本・サウジアラビア外交関係樹立60周年記念

��
��1，600�第1回サウジアラビアロイヤルカップ

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

リヤド馬事クラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 32，000，000円 13，000，000円 8，000，000円 4，800，000円 3，200，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．5
1：32．3

良
良

56 ブレイブスマッシュ 牡2鹿 55 横山 典弘島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ
スティファーム 474± 01：34．2 8．1�

812 イ モ ー タ ル 牡2青鹿55 戸崎 圭太金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 514－ 4 〃 ハナ 2．0�

811 アストラエンブレム 牡2鹿 55 浜中 俊 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 452－10 〃 クビ 3．7�
33 リ セ エ ン ヌ 牝2青鹿54 蛯名 正義吉田 照哉氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 418＋ 21：34．3� 12．8	
79 ハレルヤボーイ 牡2栗 55 北村 宏司島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 442－ 21：34．4� 6．8

710 シ ト ロ ン 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 見上牧場 434＋ 21：34．71� 123．8�
11 トウショウドラフタ 牡2栗 55 吉田 豊トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 452－ 8 〃 アタマ 51．7�
67 クラウンスカイ 牡2青鹿55 大野 拓弥�クラウン 小野 次郎 新冠 ヒカル牧場 432＋ 21：35．02 130．1
55 ゴッドカリビアン 牝2鹿 54 秋山真一郎中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 428± 01：35．1クビ 80．1�
44 マコトルーメン 牡2鹿 55 勝浦 正樹�ディアマント 水野 貴広 様似 出口 繁夫 478＋ 6 〃 クビ 16．6�
68 コスモプロテア 牡2鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 450± 01：35．52� 57．3�
22 アポロジョージア 牡2黒鹿55 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 尾形 和幸 新冠 中本 隆志 454＋ 21：35．81� 81．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 131，960，600円 複勝： 143，929，400円 枠連： 65，790，800円
馬連： 331，793，100円 馬単： 186，619，900円 ワイド： 139，519，800円
3連複： 417，866，200円 3連単： 851，780，300円 計： 2，269，260，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 160円 � 110円 � 140円 枠 連（5－8） 520円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 300円 �� 410円 �� 180円

3 連 複 ��� 780円 3 連 単 ��� 7，220円

票 数

単勝票数 計1319606 的中 � 130242（4番人気）
複勝票数 計1439294 的中 � 183050（3番人気）� 456147（1番人気）� 242877（2番人気）
枠連票数 計 657908 的中 （5－8） 96518（2番人気）
馬連票数 計3317931 的中 �� 276137（2番人気）
馬単票数 計1866199 的中 �� 56834（9番人気）
ワイド票数 計1395198 的中 �� 108193（2番人気）�� 74981（4番人気）�� 242792（1番人気）
3連複票数 計4178662 的中 ��� 400102（1番人気）
3連単票数 計8517803 的中 ��� 85472（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．0―34．7―47．0―59．3―1：10．7―1：22．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブレイブスマッシュ �
�
父 トーセンファントム �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2015．6．7 東京2着

2013．3．22生 牡2鹿 母 トーセンスマッシュ 母母 アナスミラビリス 5戦2勝 賞金 44，227，000円

2701210月10日 曇 良 （27東京4）第1日 第12競走 ��1，300�サラブレッド系3歳以上
発走16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
1：16．4
1：16．4

重
重

12 タイセイプレシャス 牡3栗 55 北村 宏司田中 成奉氏 池上 昌弘 新ひだか 前谷 武志 472＋ 41：18．3 10．9�
23 トウショウカウント 牡3栗 55 内田 博幸トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 488＋ 61：18．62 3．1�
815 ダイメイリシャール 牡4栗 57

54 ▲井上 敏樹宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 496＋ 6 〃 ハナ 44．9�
24 � アサクサレーサー 牡4黒鹿57 戸崎 圭太田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 488－ 21：19．02� 2．9�
713 シゲルハダカマツリ 牡3鹿 55 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 圭三 浦河 惣田 英幸 B536＋ 61：19．1� 41．4�
36 スレッジハンマー 牡3鹿 55 浜中 俊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小島 茂之 日高 豊洋牧場 472－ 21：19．2� 8．0	
48 セイウンアワード 牡3鹿 55 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 520－ 41：19．41� 25．6

714 サクラエルカミーノ 牡4鹿 57 蛯名 正義�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡スタット 474－ 21：19．5クビ 7．8�
612 オーロラッシュ 牡3鹿 55 柴田 大知山口 敦広氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 444± 01：19．81	 15．9�
611 ジャストサウンド 牡3鹿 55 柴山 雄一増田 雄一氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 456＋ 41：19．9� 43．1
510 オ ベ リ ス ク 牡4鹿 57

55 △石川裕紀人前田 幸治氏 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 B532＋ 6 〃 クビ 26．0�
59 スイフトフォンテン 牡4鹿 57 吉田 豊吉橋 計氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 446－ 41：20．0クビ 166．4�
47 � ゴーアップファイト 牡4栗 57

54 ▲伴 啓太後上 文雄氏 小笠 倫弘 浦河 福岡 光夫 506＋ 81：20．21� 248．7�
11 ドリームメモリー 牝3鹿 53 大野 拓弥田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 門別牧場 456＋ 21：20．83� 54．0�
816� カンタベリーヒメ 牝3鹿 53 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 B462± 01：22．18 299．2�
35 � ヘ レ ン 牝4鹿 55 嘉藤 貴行石川 一義氏 清水 英克 浦河 多田 善弘 462± 01：22．84 152．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，755，600円 複勝： 74，229，500円 枠連： 46，112，100円
馬連： 179，373，400円 馬単： 71，388，500円 ワイド： 77，944，600円
3連複： 201，368，600円 3連単： 320，847，000円 計： 1，026，019，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 290円 � 160円 � 690円 枠 連（1－2） 750円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 4，460円

ワ イ ド �� 650円 �� 5，820円 �� 2，300円

3 連 複 ��� 21，220円 3 連 単 ��� 109，510円

票 数

単勝票数 計 547556 的中 � 39956（5番人気）
複勝票数 計 742295 的中 � 63089（5番人気）� 150457（2番人気）� 22059（9番人気）
枠連票数 計 461121 的中 （1－2） 47616（3番人気）
馬連票数 計1793734 的中 �� 83426（4番人気）
馬単票数 計 713885 的中 �� 11987（15番人気）
ワイド票数 計 779446 的中 �� 32942（5番人気）�� 3300（51番人気）�� 8505（23番人気）
3連複票数 計2013686 的中 ��� 7116（66番人気）
3連単票数 計3208470 的中 ��� 2124（322番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―17．9―29．3―41．4―53．6―1：06．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．9
3 ・（5，10，13）3（8，15）（1，14）（12，16）（6，11）－9，2，7，4 4 ・（5，10）（3，13）（8，15）－（1，14）12（6，11，16）（2，9）（4，7）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイセイプレシャス �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 Singspiel デビュー 2014．10．19 東京16着

2012．3．5生 牡3栗 母 クイーンオブハルカ 母母 クイーンオブスターズ 13戦2勝 賞金 19，040，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヘレン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年11月10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。
（非当選馬） 2頭 ハルコマチ号・バーニングハート号

サウジアラビアロイヤルカップ（重賞）



（27東京4）第1日 10月10日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 161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

230，650，000円
4，160，000円
8，490，000円
1，300，000円
20，950，000円
64，056，000円
5，030，200円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
483，314，200円
678，985，800円
287，574，900円
1，206，810，900円
628，912，700円
576，472，200円
1，470，376，200円
2，471，646，500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 7，804，093，400円

総入場人員 29，827名 （有料入場人員 27，771名）
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