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2708510月26日 雨 不良 （25東京4）第8日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

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

中央レコード
1：23．1
1：23．1

重
重

510 ロマンシーズ 牡2鹿 55 柴田 善臣菅 實氏 石毛 善彦 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 504＋ 21：25．7 4．1�

816 ナイルエクスプレス 牡2芦 55 宮崎 北斗 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 456＋ 2 〃 クビ 15．4�
36 アポロオオジャ 牡2栗 55 戸崎 圭太アポロサラブレッドクラブ 小島 茂之 日高 森永 睦夫 446＋ 41：25．8� 3．7�
611 トウカイリーブル 牡2鹿 55 田辺 裕信内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 松栄牧場 470± 01：26．86 21．3�
815 エストゥペンド 牡2鹿 55 石橋 脩平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上 悦夫 494± 01：27．01 6．5�
47 エスティリメイク 牝2栗 54 江田 照男 �エスティファーム 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 438－ 61：27．21 5．9	
612 ゴールドクレセント 牡2鹿 55 北村 宏司居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム 462± 0 〃 クビ 9．8

59 ジェイケイニュース 牡2栗 55 U．リスポリ小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 458± 01：27．51� 14．5�

（仏）

35 バラノカオリ 牝2栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 442± 01：27．82 296．2�
23 オキテスグメシ 牡2栗 55

52 ▲原田 和真福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 高橋 修 428＋ 21：28．01	 223．2
24 サイプリペディウム 牝2芦 54 武士沢友治�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 420± 01：28．32 79．8�
12 コスモロザラム 牡2鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか グランド牧場 B450－141：28．51	 66．9�
714 デルマフクゾウ 牡2栗 55 大野 拓弥浅沼 廣幸氏 武市 康男 日高 ファニーヒルファーム 472－ 4 〃 クビ 98．0�
11 ディーエススワット 牡2栗 55 松岡 正海秋谷 壽之氏 成島 英春 新冠 川上牧場 440－ 21：28．71	 14．6�
713 ベルウッドタイガ 牡2黒鹿55 三浦 皇成鈴木 照雄氏 田島 俊明 浦河 駿河牧場 516－ 61：29．23 74．2�
48 シゲルチョウシュウ 牝2芦 54 後藤 浩輝森中 蕃氏 佐藤 吉勝 新冠 中央牧場 416＋ 2 〃 ハナ 89．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，266，400円 複勝： 35，345，900円 枠連： 12，818，500円
馬連： 45，798，500円 馬単： 28，911，700円 ワイド： 22，576，500円
3連複： 62，939，700円 3連単： 92，250，900円 計： 318，908，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 450円 � 150円 枠 連（5－8） 780円

馬 連 �� 3，810円 馬 単 �� 6，380円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 300円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 4，440円 3 連 単 ��� 29，590円

票 数

単勝票数 計 182664 的中 � 35547（2番人気）
複勝票数 計 353459 的中 � 63450（2番人気）� 14587（9番人気）� 79035（1番人気）
枠連票数 計 128185 的中 （5－8） 12131（2番人気）
馬連票数 計 457985 的中 �� 8875（18番人気）
馬単票数 計 289117 的中 �� 3347（29番人気）
ワイド票数 計 225765 的中 �� 4436（16番人気）�� 21621（1番人気）�� 5088（14番人気）
3連複票数 計 629397 的中 ��� 10471（11番人気）
3連単票数 計 922509 的中 ��� 2301（94番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―12．0―12．8―12．6―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―23．8―35．8―48．6―1：01．2―1：13．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロマンシーズ �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 ワツスルタツチ デビュー 2013．6．30 福島4着

2011．3．7生 牡2鹿 母 フレンドリータッチ 母母 フレンドシービー 4戦1勝 賞金 7，400，000円
〔制裁〕 エストゥペンド号の騎手石橋脩は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13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 キングオブキック号
※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。

2708610月26日 雨 不良 （25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 （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

812 イントロダクション 牝2栗 54 北村 宏司 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 426± 01：26．1 2．2�
56 マイネプレセア 牝2青鹿54 U．リスポリ �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 424＋ 41：26．31� 11．1�
（仏）

22 ギンザプレスト 牝2黒鹿54 後藤 浩輝有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 大柳ファーム 426－ 81：26．61� 44．6�
11 オールデフィート 牡2鹿 55 三浦 皇成�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 笹地牧場 468－ 41：26．81� 21．3�
67 ビューティガッキ 牝2栗 54 柴田 善臣 M・

Kenichiホールディング� 小島 茂之 浦河 ガーベラパー
クスタツド 442－ 2 〃 クビ 48．9	

68 プリュヴィオーズ 牝2鹿 54 柴田 大知�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 福田牧場 446± 01：27．54 74．2

44 フォーエバーダンス 牝2鹿 54 戸崎 圭太青山 洋一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム B478－ 21：27．6� 47．4�
79 デンジャラー 牝2黒鹿54 大野 拓弥 �静内白井牧場 南田美知雄 日高 木村牧場 440＋ 2 〃 クビ 53．6�
55 ブリッツカイザー 牡2栗 55 田中 勝春岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 41：27．7	 3．9
811 ブラックチョコ 牝2鹿 54 松岡 正海�ミルファーム 武市 康男 日高 シンボリ牧場 432＋ 41：27．8	 5．4�
710 オリエンタルダガー 牡2鹿 55 田辺 裕信棚網 基己氏 大江原 哲 浦河 小林 仁 432± 01：27．9	 8．2�
33 カルクオンガエシ 牝2鹿 54 武士沢友治福田 光博氏 小桧山 悟 新冠 石田牧場 470＋ 41：30．0大差 275．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，392，000円 複勝： 37，223，700円 枠連： 12，560，200円
馬連： 42，422，400円 馬単： 31，166，700円 ワイド： 20，455，300円
3連複： 52，419，100円 3連単： 102，020，900円 計： 316，660，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 270円 � 1，000円 枠 連（5－8） 200円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，390円 �� 4，330円

3 連 複 ��� 12，650円 3 連 単 ��� 36，080円

票 数

単勝票数 計 183920 的中 � 67160（1番人気）
複勝票数 計 372237 的中 � 127000（1番人気）� 29454（5番人気）� 6277（9番人気）
枠連票数 計 125602 的中 （5－8） 46886（1番人気）
馬連票数 計 424224 的中 �� 36743（4番人気）
馬単票数 計 311667 的中 �� 18726（5番人気）
ワイド票数 計 204553 的中 �� 10864（5番人気）�� 3560（13番人気）�� 1095（35番人気）
3連複票数 計 524191 的中 ��� 3059（36番人気）
3連単票数 計1020209 的中 ��� 2087（105番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．2―25．0―37．0―49．4―1：01．4―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イントロダクション �
�
父 デュランダル �

�
母父 End Sweep デビュー 2013．8．31 新潟3着

2011．2．16生 牝2栗 母 ダークエンディング 母母 Dark Champagne 3戦1勝 賞金 8，800，000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。

第４回 東京競馬 第８日



2708710月26日 雨 不良 （25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
2：01．3
1：59．9

良
良

11 ナスノアオバ 牡2鹿 55 大野 拓弥�須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 524＋ 22：08．4 3．8�

810 ウインインスパイア 牡2黒鹿55 石橋 脩�ウイン 斎藤 誠 新ひだか 本桐牧場 436－ 62：08．82� 9．1�
55 パイストロピカル 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 434＋ 22：09．43� 16．6�
44 エ ル ト ン ト 牡2鹿 55 三浦 皇成山本 英俊氏 鹿戸 雄一 平取 坂東牧場 506＋ 4 〃 ハナ 6．9	
22 チ ェ ー ザ レ 牡2黒鹿55 戸崎 圭太丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 520－ 42：09．5� 2．2

66 コスモスミレ 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 新冠橋本牧場 430－ 4 〃 クビ 29．7�
89 グローバルメジャー 牡2栗 55

52 ▲山崎 亮誠永田 清男氏 谷原 義明 平取 原田 新治 B464－ 42：10．88 93．9�
78 ニシノエスペラント 牡2鹿 55 北村 宏司西山 茂行氏 田村 康仁 日高 メイプルファーム 456＋ 42：11．33 11．7
77 トーアイタダキ 牡2栗 55 武士沢友治高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 450－ 42：12．36 174．0�
33 レイニーアプローズ 牡2鹿 55 江田 照男吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 462＋ 22：12．61� 12．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 18，349，300円 複勝： 32，992，900円 枠連： 8，139，800円
馬連： 38，406，600円 馬単： 30，250，400円 ワイド： 21，093，000円
3連複： 48，709，200円 3連単： 107，399，500円 計： 305，340，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 340円 � 380円 枠 連（1－8） 1，930円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 770円 �� 860円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 8，340円 3 連 単 ��� 32，540円

票 数

単勝票数 計 183493 的中 � 38795（2番人気）
複勝票数 計 329929 的中 � 58602（2番人気）� 23699（5番人気）� 20091（7番人気）
枠連票数 計 81398 的中 （1－8） 3123（8番人気）
馬連票数 計 384066 的中 �� 13710（8番人気）
馬単票数 計 302504 的中 �� 6319（14番人気）
ワイド票数 計 210930 的中 �� 6881（10番人気）�� 6094（11番人気）�� 4300（17番人気）
3連複票数 計 487092 的中 ��� 4313（29番人気）
3連単票数 計1073995 的中 ��� 2436（98番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―25．2―38．1―50．9―1：04．2―1：17．4―1：30．6―1：43．3―1：55．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F51．0―3F37．8

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

勝馬の
紹 介

ナスノアオバ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2013．10．12 東京3着

2011．4．9生 牡2鹿 母 ナスノフィオナ 母母 ナスノフローラ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 グローバルメジャー号の騎手山崎亮誠は，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：5番・3番）

パイストロピカル号の騎手嘉藤貴行は，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30，000円。（被害馬：2番）

2708810月26日 雨
（ 芝 ）不良
（ダート）不良（25東京4）第8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

45 ショウナンガーデン 牝5鹿 58 金子 光希国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 桑田牧場 454－ 23：33．1 14．2�
813� レッドグルーヴァー 牡4芦 60 高田 潤 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 米 Edition Farm 474－ 43：34．16 12．6�
610 ドリームチャージ 牡4鹿 60 難波 剛健青山 洋一氏 村山 明 日高 野島牧場 458± 03：35．27 8．9�
11 トップストライド 牡5鹿 60 五十嵐雄祐�コオロ 萱野 浩二 日高 庄野牧場 506± 03：36．79 3．9�
34 � ジョーマダガスカル �4鹿 60 林 満明上田けい子氏 中竹 和也 米 Fred W.

Hertrich III 498－ 43：37．44 15．8	
57 ナデシコホマレ 牝3栗 56 高野 和馬 �ローレルレーシング 矢野 照正 日高 春木 昭雄 446－123：37．93 133．7

712� ラインミッシェル 牝4鹿 58 大江原 圭大澤 繁昌氏 根本 康広 新ひだか 上村 清志 436－ 23：38．11 13．2�
22 � プロジェクトブルー 牡6鹿 60 草野 太郎 �ブルーマネジメント星野 忍 浦河 大道牧場 516－ 23：38．63 27．6�
69 ドリームセーリング 牡6栗 60 石神 深一セゾンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 474± 03：40．7大差 2．6
58 ステキナシャチョウ 牡6鹿 60 白浜 雄造池田 實氏 野中 賢二 浦河 辻 牧場 454－ 23：46．2大差 10．0�
33 ダイヤモンドムーン 牝6黒鹿58 北沢 伸也岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 506－103：49．1大差 24．5�
711� スマートジュメイラ 牝3鹿 56 上野 翔大川 徹氏 的場 均 日高 いとう牧場 502－ 23：51．7大差 170．4�
46 � ユウターウェーヴ 牡6栗 60 山本 康志北前孔一郎氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 492＋ 2 （競走中止） 51．7�
814 パルジョーイ 牡4青鹿60 江田 勇亮水谷八重子氏 柴田 政人 日高 白井牧場 528± 0 （競走中止） 178．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，904，200円 複勝： 25，111，200円 枠連： 13，726，000円
馬連： 37，823，200円 馬単： 26，428，700円 ワイド： 18，604，800円
3連複： 55，578，700円 3連単： 88，271，100円 計： 282，447，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 360円 � 480円 � 230円 枠 連（4－8） 7，930円

馬 連 �� 9，330円 馬 単 �� 19，260円

ワ イ ド �� 3，300円 �� 1，300円 �� 2，200円

3 連 複 ��� 24，420円 3 連 単 ��� 195，050円

票 数

単勝票数 計 169042 的中 � 9427（7番人気）
複勝票数 計 251112 的中 � 18136（5番人気）� 12613（8番人気）� 32437（3番人気）
枠連票数 計 137260 的中 （4－8） 1278（25番人気）
馬連票数 計 378232 的中 �� 2992（31番人気）
馬単票数 計 264287 的中 �� 1013（63番人気）
ワイド票数 計 186048 的中 �� 1369（42番人気）�� 3594（17番人気）�� 2074（26番人気）
3連複票数 計 555787 的中 ��� 1680（77番人気）
3連単票数 計 882711 的中 ��� 334（521番人気）
上り 1マイル 1：51．5 4F 54．6－3F 40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ショウナンガーデン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 End Sweep デビュー 2010．8．15 新潟5着

2008．3．26生 牝5鹿 母 キューピッズハート 母母 Femme Amoureuse 障害：4戦1勝 賞金 12，300，000円
〔競走中止〕 パルジョーイ号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため2周目向正面で競走中止。

ユウターウェーヴ号は，競走中に疾病〔右中間手根骨々折〕を発症したため2周目3コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 テイエムダイエース号
（非抽選馬） 5頭 アンシャンテルール号・カノヤミノリ号・キープトライン号・キーメール号・ブラックテラー号



2708910月26日 小雨 不良 （25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
1：33．6
1：33．1

良
良

11 カ ッ テ 牝2黒鹿54 田中 勝春田中 春美氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 462 ―1：43．8 39．3�
610 シングンゴールド 牡2栗 55 松岡 正海伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 430 ― 〃 ハナ 14．3�
22 コ ル カ ロ リ 牝2栗 54 大野 拓弥吉田 和美氏 高橋 文雅 新冠 新冠伊藤牧場 416 ―1：43．9� 15．3�
34 ディアイッセイ 牡2鹿 55 石橋 脩ディアレスト 奥平 雅士 新冠 武田牧場 492 ― 〃 ハナ 21．4�
47 ネオヴァロン 牡2鹿 55 北村 宏司小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 464 ―1：44．22 20．5�
712 ウェルカムレイン 牝2鹿 54 江田 照男山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442 ―1：44．41� 27．6�
35 マイネルシャルフ 牡2鹿 55 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム 476 ―1：44．5	 3．1

59 ロードスパーク 牡2黒鹿55 U．リスポリ 	ロードホースクラブ 吉村 圭司 新ひだか ケイアイファーム 474 ― 〃 ハナ 4．8�

（仏）

713 ノーブルスワン 牝2鹿 54 武士沢友治吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 458 ―1：44．6� 94．7�
815 ケセラストーン 牡2鹿 55 田辺 裕信	Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 448 ―1：44．81� 36．7
611 グランフィデリオ 牡2青鹿55 柴田 善臣飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場 434 ―1：45．01 15．5�
814 ネ メ シ ス 牝2鹿 54 三浦 皇成岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 438 ― 〃 クビ 77．9�
46 ジューヌノーブル 牡2栗 55 大庭 和弥岡田 牧雄氏 池上 昌弘 様似 様似共栄牧場 470 ―1：45．1	 59．9�
23 ニシノソラカラ 牡2黒鹿55 戸崎 圭太西山 茂行氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 510 ―1：46．16 3．6�
58 ポッドソレイユ 牝2鹿 54 後藤 浩輝小川眞査雄氏 武市 康男 新ひだか タイヘイ牧場 448 ―1：46．63 42．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，017，900円 複勝： 30，773，300円 枠連： 15，239，700円
馬連： 44，490，400円 馬単： 30，350，300円 ワイド： 22，147，800円
3連複： 55，674，700円 3連単： 89，228，300円 計： 308，922，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，930円 複 勝 � 1，060円 � 490円 � 530円 枠 連（1－6） 11，960円

馬 連 �� 29，190円 馬 単 �� 80，290円

ワ イ ド �� 7，590円 �� 6，060円 �� 2，080円

3 連 複 ��� 93，170円 3 連 単 ��� 803，060円

票 数

単勝票数 計 210179 的中 � 4216（11番人気）
複勝票数 計 307733 的中 � 7246（12番人気）� 17286（5番人気）� 15743（6番人気）
枠連票数 計 152397 的中 （1－6） 941（29番人気）
馬連票数 計 444904 的中 �� 1125（64番人気）
馬単票数 計 303503 的中 �� 279（143番人気）
ワイド票数 計 221478 的中 �� 711（70番人気）�� 893（57番人気）�� 2672（23番人気）
3連複票数 計 556747 的中 ��� 441（195番人気）
3連単票数 計 892283 的中 ��� 82（1451番人気）

ハロンタイム 13．7―13．4―14．0―13．9―13．1―11．9―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．7―27．1―41．1―55．0―1：08．1―1：20．0―1：31．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ ッ テ �
�
父 チアズブライトリー �

�
母父 ミルジヨージ 初出走

2011．4．22生 牝2黒鹿 母 ル ク シ ャ ル 母母 ボストンホーネツト 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 カッテ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。

2709010月26日 小雨 不良 （25東京4）第8日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走13時00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

712 ゲットアテープ 牡2鹿 55 U．リスポリ 金子真人ホール
ディングス� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 512 ―1：27．8 2．1�

（仏）

69 ノブジョプリン 牝2鹿 54 後藤 浩輝前田 亘輝氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 460 ―1：28．01� 13．5�
58 アースプレイ 牝2青鹿54 大野 拓弥松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 ガーベラパー

クスタツド 436 ―1：28．1クビ 26．1�
34 キーアイテム 牡2鹿 55 柴田 善臣北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 450 ―1：28．31� 22．9�
57 シングルカスク 牝2黒鹿54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 416 ―1：28．5� 7．3	
610 キネオパッション 牡2黒鹿55 横山 典弘吉田 千津氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 478 ― 〃 アタマ 4．4

45 クラウンルシフェル 牡2栗 55 三浦 皇成�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 478 ―1：28．71� 33．8�
22 ベルモントラハイナ 牝2鹿 54 熊沢 重文 �ベルモントファーム和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム 456 ―1：29．01� 33．7�
11 ニ ー チ ェ 牡2芦 55 田辺 裕信石川 秀守氏 伊藤 大士 新ひだか 藤原牧場 474 ― 〃 クビ 9．0
711 リトルプレーヤー 牝2黒鹿54 武士沢友治加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 418 ―1：29．1� 149．5�
33 エースカノープス 牡2鹿 55 松岡 正海新川 敏弘氏 松山 康久 新冠 小泉 学 478 ―1：29．95 22．1�
813 リ サ 牝2黒鹿54 大庭 和弥グリーンスウォード嶋田 潤 新ひだか 萩澤 國男 450 ―1：30．43 99．8�
46 テイエムテンリュウ 牡2芦 55 石神 深一竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 バンブー牧場 510 ―1：31．14 77．7�
814 コスモランハート 牡2黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 むかわ ヤマイチ牧場 446 ―1：31．52� 93．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，870，200円 複勝： 32，926，200円 枠連： 15，453，600円
馬連： 45，190，500円 馬単： 31，658，700円 ワイド： 22，858，900円
3連複： 54，457，600円 3連単： 92，162，800円 計： 319，578，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 150円 � 310円 � 510円 枠 連（6－7） 470円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，320円 �� 2，670円

3 連 複 ��� 8，560円 3 連 単 ��� 25，670円

票 数

単勝票数 計 248702 的中 � 95555（1番人気）
複勝票数 計 329262 的中 � 81947（1番人気）� 25080（5番人気）� 13319（8番人気）
枠連票数 計 154536 的中 （6－7） 24664（1番人気）
馬連票数 計 451905 的中 �� 23226（5番人気）
馬単票数 計 316587 的中 �� 11514（5番人気）
ワイド票数 計 228589 的中 �� 8519（6番人気）�� 4230（15番人気）�� 2028（32番人気）
3連複票数 計 544576 的中 ��� 4696（28番人気）
3連単票数 計 921628 的中 ��� 2650（68番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―25．1―37．8―51．5―1：03．4―1：15．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F36．3
3 7，5，9，1，10（6，8，13）12（2，3）4－11，14 4 7，5，9（1，10，13）（2，8，3）12（6，4）14，11

勝馬の
紹 介

ゲットアテープ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ウイニングチケット 初出走

2011．3．26生 牡2鹿 母 オイスターチケット 母母 ナムラピアリス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※ゲットアテープ号は，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。



2709110月26日 小雨 不良 （25東京4）第8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）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

46 フクノカシオペア 牝3栗 53 松岡 正海福島 実氏 小島 茂之 浦河 バンブー牧場 486＋ 61：37．1 40．7�
11 マキノクィーン 牝3鹿 53 戸崎 圭太島宮 萬喜氏 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 488＋ 21：37．2� 6．1�
34 エルシェロアスール 牝3栗 53

50 ▲山崎 亮誠山下 恭茂氏 伊藤 伸一 浦河 山下 恭茂 456－ 21：37．51� 19．4�
813 ディレットリーチェ 牝3栗 53 後藤 浩輝飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B484± 01：37．71� 32．0�
45 メテオーリカ 牝4黒鹿55 田中 勝春吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 450＋ 41：38．12� 11．4�
814 グリューネヴォッヘ 牝3鹿 53 北村 宏司吉田 勝己氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 468－ 41：38．31 6．7�
711� オ フ シ ョ ア 牝4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 B462＋ 41：38．93� 3．3

58 オータムカラー 牝4栗 55 U．リスポリ �社台レースホース小島 茂之 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B486＋ 61：39．11� 38．1�
（仏）

610 ビレッジトレンディ 牝3鹿 53 江田 照男村山 輝雄氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 448－ 61：39．2� 287．0
22 � ラプターフィリー 牝4栗 55 柴田 大知佐藤 恭永氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 498＋161：39．3� 180．0�
57 アルディートプリエ 牝4黒鹿55 大野 拓弥吉岡 泰治氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム 504＋ 21：39．4クビ 30．8�
712 アルボランシー 牝5栗 55 武士沢友治 	ローレルレーシング 和田 雄二 新冠 高瀬牧場 478－ 41：40．25 18．3�
69 リアライズクレア 牝4栗 55 横山 典弘工藤 圭司氏 加藤 征弘 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 536± 0 〃 ハナ 5．1�
33 サクセスセレーネ 牝4黒鹿55 田辺 裕信髙嶋 哲氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 444－ 2 〃 クビ 7．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 26，985，500円 複勝： 46，435，300円 枠連： 18，894，900円
馬連： 67，382，500円 馬単： 42，278，400円 ワイド： 30，525，100円
3連複： 85，017，100円 3連単： 131，107，300円 計： 448，626，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，070円 複 勝 � 1，150円 � 280円 � 540円 枠 連（1－4） 3，670円

馬 連 �� 17，840円 馬 単 �� 39，200円

ワ イ ド �� 5，000円 �� 8，520円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 89，890円 3 連 単 ��� 628，300円

票 数

単勝票数 計 269855 的中 � 5232（12番人気）
複勝票数 計 464353 的中 � 9519（12番人気）� 49587（4番人気）� 22269（8番人気）
枠連票数 計 188949 的中 （1－4） 3800（18番人気）
馬連票数 計 673825 的中 �� 2789（53番人気）
馬単票数 計 422784 的中 �� 796（105番人気）
ワイド票数 計 305251 的中 �� 1490（55番人気）�� 868（61番人気）�� 5043（20番人気）
3連複票数 計 850171 的中 ��� 698（186番人気）
3連単票数 計1311073 的中 ��� 154（1175番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．7―47．5―59．8―1：12．0―1：24．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フクノカシオペア �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2012．12．24 中山1着

2010．3．30生 牝3栗 母 トゥギャザー 母母 シンシンパッション 8戦2勝 賞金 14，200，000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。

2709210月26日 小雨 不良 （25東京4）第8日 第8競走 ��
��2，100�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 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

812 リーゼントブルース 牡4芦 57 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 B478－ 22：11．5 4．8�
79 マイネルティンラン 牡5栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 42：11．71� 35．7�
33 オパールパワー 牡4芦 57 江田 照男居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム B568＋ 4 〃 アタマ 11．3�
811 アプリコーゼ 牡4黒鹿57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 木村 哲也 日高 待兼牧場 532－ 22：11．91� 4．6�
56 プライドイズメシア 牡3鹿 55 U．リスポリ三枝 栄二氏 高橋 文雅 浦河 バンブー牧場 510＋ 42：12．0	 7．6	

（仏）

44 ディーエスコマンド 牡3鹿 55 後藤 浩輝秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 谷口牧場 486＋ 42：12．21� 62．4

68 ヴィアレーギア 牡3黒鹿55 石橋 脩伊達 敏明氏 高橋 文雅 日高 サンシャイン

牧場 540＋182：12．3
 20．7�
67 ジョーヌドール 牡3栗 55 田中 勝春広尾レース� 二ノ宮敬宇 浦河 笠松牧場 450＋ 22：12．51	 24．0�
22 ポッドフェローズ 牡3鹿 55 北村 宏司小川眞査雄氏 大竹 正博 新冠 村田牧場 476－ 22：12．7
 7．9
710 ミヤビエスペランサ 牡4鹿 57 大野 拓弥村上 義勝氏 戸田 博文 新ひだか 原 武久 508＋262：13．33	 68．6�
55 � シェイプリー 牝4鹿 55 武士沢友治 �ロードホースクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか ケイアイファーム 466± 0 〃 クビ 16．4�
11 � シェーンメーア 牡3青鹿55 柴田 善臣窪田 康志氏 藤沢 和雄 米 Stone Farm 556＋142：13．4クビ 3．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 29，600，200円 複勝： 46，353，400円 枠連： 24，065，500円
馬連： 70，482，800円 馬単： 41，399，100円 ワイド： 31，335，400円
3連複： 84，874，200円 3連単： 142，852，300円 計： 470，962，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 210円 � 680円 � 270円 枠 連（7－8） 2，400円

馬 連 �� 7，490円 馬 単 �� 12，250円

ワ イ ド �� 1，950円 �� 680円 �� 3，050円

3 連 複 ��� 17，670円 3 連 単 ��� 90，340円

票 数

単勝票数 計 296002 的中 � 48872（3番人気）
複勝票数 計 463534 的中 � 67804（2番人気）� 14913（10番人気）� 46872（5番人気）
枠連票数 計 240655 的中 （7－8） 7401（13番人気）
馬連票数 計 704828 的中 �� 6953（29番人気）
馬単票数 計 413991 的中 �� 2496（49番人気）
ワイド票数 計 313354 的中 �� 3877（28番人気）�� 12068（7番人気）�� 2443（38番人気）
3連複票数 計 848742 的中 ��� 3545（63番人気）
3連単票数 計1428523 的中 ��� 1167（325番人気）

ハロンタイム 6．9―11．7―12．4―12．8―12．8―12．9―12．8―12．6―11．9―12．2―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
6．9―18．6―31．0―43．8―56．6―1：09．5―1：22．3―1：34．9―1：46．8―1：59．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リーゼントブルース �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2011．11．6 東京2着

2009．2．14生 牡4芦 母 ペ ル ラ ー 母母 アンセストラルダンサー 21戦3勝 賞金 47，316，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※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。



2709310月26日 曇 不良 （25東京4）第8日 第9競走 ��
��2，000�

し ょ う じ こ

精 進 湖 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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000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
1：56．1
1：56．1

良
良

44 ロジサンデー 牡4鹿 57 田辺 裕信久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか 田中 裕之 472－ 22：06．4 4．1�
89 カ ム フ ィ ー 牡4黒鹿57 横山 典弘清水 二朗氏 鈴木 康弘 池田 新田牧場 468＋ 42：06．61� 2．5�
22 ビームライフル 牡4青鹿57 戸崎 圭太西山 茂行氏 須貝 尚介 新ひだか 本桐牧場 468＋ 22：06．92 9．1�
55 リルバイリル 	5鹿 57 三浦 皇成小林 薫氏 栗田 博憲 様似 富田 恭司 486＋ 42：07．0クビ 19．9�
77 ロードランパート 牡5鹿 57 U．リスポリ �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 474＋ 2 〃 ハナ 23．6�

（仏）

66 マイネルシュライ 牡5青 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B498± 02：07．21
 14．7	
88 トウシンモンステラ 牡3黒鹿55 田中 勝春�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 478＋ 42：07．3クビ 12．3

33 イ チ ブ ン 牡6青鹿57 柴田 善臣山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 水上 習孝 490± 0 〃 クビ 46．2�
11 ミエノワンダー 牡3鹿 55 北村 宏司里見美惠子氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 510＋ 62：07．4クビ 4．1�

（9頭）

売 得 金
単勝： 36，081，700円 複勝： 50，517，900円 枠連： 16，853，100円
馬連： 86，431，300円 馬単： 55，141，500円 ワイド： 34，152，200円
3連複： 94，735，600円 3連単： 214，999，600円 計： 588，912，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 140円 � 210円 枠 連（4－8） 440円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 220円 �� 530円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 5，550円

票 数

単勝票数 計 360817 的中 � 70425（2番人気）
複勝票数 計 505179 的中 � 91880（2番人気）� 119373（1番人気）� 50249（4番人気）
枠連票数 計 168531 的中 （4－8） 28847（1番人気）
馬連票数 計 864313 的中 �� 130177（1番人気）
馬単票数 計 551415 的中 �� 38578（2番人気）
ワイド票数 計 341522 的中 �� 47295（1番人気）�� 14361（6番人気）�� 17357（4番人気）
3連複票数 計 947356 的中 ��� 51862（2番人気）
3連単票数 計2149996 的中 ��� 28617（9番人気）

ハロンタイム 13．5―12．4―12．8―13．0―12．9―12．6―12．7―11．9―11．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．5―25．9―38．7―51．7―1：04．6―1：17．2―1：29．9―1：41．8―1：53．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．2―3F36．5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロジサンデー 
�
父 ダイワメジャー 

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2011．10．30 東京7着

2009．2．27生 牡4鹿 母 マイネノエル 母母 マイネキャロル 17戦4勝 賞金 54，319，000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。

2709410月26日 曇 不良 （25東京4）第8日 第10競走 ��
��1，600�

み つ み ね さ ん

三 峰 山 特 別
発走15時10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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

33 タイセイスティング 牡4栗 57 田中 勝春田中 成奉氏 新開 幸一 浦河 バンダム牧場 516± 01：35．4 5．6�
57 シグナルプロシード 牡3鹿 55 戸崎 圭太髙樽さゆり氏 高橋 義忠 新ひだか 元道牧場 514－ 21：36．03� 1．7�
712 サウンドトゥルー 牡3栗 55 大野 拓弥山田 弘氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 476－ 21：36．1	 7．1�
11 ノ ウ レ ッ ジ 牡3鹿 55 北村 宏司 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500＋201：36．31
 13．7�
814 ニットウビクトリー 牡4鹿 57 柴田 善臣�日東牧場 松山 康久 浦河 日東牧場 470－ 41：36．51� 27．7�
46 オメガスパーキング 牡4鹿 57 横山 典弘原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B478－ 21：36．6� 15．0	
610 スズカホープ �5鹿 57 石神 深一永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 502＋141：37．13 232．3

69 シルクターンベリー 牡6鹿 57 柴田 大知有限会社シルク和田 雄二 日高 ヤナガワ牧場 506± 01：37．2� 109．8�
813 ゴールウェイ 牝4鹿 55 後藤 浩輝吉田 和美氏 栗田 徹 洞爺湖 メジロ牧場 462＋ 41：37．3� 72．9�
711 ハイパーチャージ 牡3鹿 55 U．リスポリ池谷 誠一氏 萩原 清 新ひだか グランド牧場 494－14 〃 ハナ 14．5

（仏）

34 ドラゴンレジェンド 牡3栗 55 石橋 脩窪田 芳郎氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：37．51
 23．9�
58 ファストソング 牝3栗 53 田辺 裕信田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 出羽牧場 488＋ 41：37．81	 62．1�
22 リトルダーリン 牝5黒鹿55 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 えりも エクセルマネジメント 438＋121：38．86 94．6�
45 ロビンフット 牡5青鹿57 武士沢友治桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 赤石 久夫 512－ 41：38．9クビ 138．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 45，512，900円 複勝： 100，791，600円 枠連： 27，237，500円
馬連： 130，256，600円 馬単： 83，883，700円 ワイド： 48，624，300円
3連複： 155，316，600円 3連単： 331，862，100円 計： 923，485，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 150円 � 110円 � 150円 枠 連（3－5） 400円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 220円 �� 490円 �� 210円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 5，270円

票 数

単勝票数 計 455129 的中 � 64375（2番人気）
複勝票数 計1007916 的中 � 112761（2番人気）� 536444（1番人気）� 106354（3番人気）
枠連票数 計 272375 的中 （3－5） 50884（2番人気）
馬連票数 計1302566 的中 �� 204936（1番人気）
馬単票数 計 838837 的中 �� 43719（4番人気）
ワイド票数 計 486243 的中 �� 57849（2番人気）�� 20587（6番人気）�� 65782（1番人気）
3連複票数 計1553166 的中 ��� 143701（1番人気）
3連単票数 計3318621 的中 ��� 46537（11番人気）

ハロンタイム 12．5―11．9―11．6―11．9―12．1―11．8―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．4―36．0―47．9―1：00．0―1：11．8―1：23．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイスティング �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2011．7．2 中山9着

2009．3．24生 牡4栗 母 ミラクルケープ 母母 ステージバンダム 19戦4勝 賞金 66，771，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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。



2709510月26日 曇 不良 （25東京4）第8日 第11競走 ��
��1，600�

こうよう

紅葉ステークス
発走15時45分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，24．10．27以降25．10．20まで1回以上出走馬，除3歳未出走
馬および未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

44 コスモソーンパーク 牡5青鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 480＋ 41：38．9 5．1�
88 ラ ロ メ リ ア �5鹿 55 横山 典弘 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 438＋10 〃 クビ 9．3�
22 トゥザサミット 牡6鹿 54 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム 454＋ 81：39．11� 42．9�
11 キッズニゴウハン 牡5栗 54 田辺 裕信瀬谷 �雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム B490＋ 61：39．2	 7．6�
55 ゴーハンティング 牡5黒鹿56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 504＋ 41：39．3
 22．1	
89 ロードガルーダ 牡4青 56 U．リスポリ 
ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 504－ 61：39．4クビ 2．1�

（仏）

77 ホーカーテンペスト 牡4栗 57．5 北村 宏司 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 496± 01：39．5
 5．6�
66 リ ン ゴ ッ ト �5栗 52 山崎 亮誠吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 512＋ 4 〃 クビ 48．1
33 ミヤビファルネーゼ 牡5黒鹿56 大野 拓弥村上 義勝氏 戸田 博文 浦河 大成牧場 484－ 21：39．81
 15．3�

（9頭）

売 得 金
単勝： 65，076，300円 複勝： 80，072，200円 枠連： 30，321，100円
馬連： 172，791，600円 馬単： 112，846，700円 ワイド： 57，312，200円
3連複： 179，942，700円 3連単： 481，077，600円 計： 1，179，440，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 280円 � 490円 枠 連（4－8） 490円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 3，910円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，870円 �� 2，610円

3 連 複 ��� 14，280円 3 連 単 ��� 64，490円

票 数

単勝票数 計 650763 的中 � 101769（2番人気）
複勝票数 計 800722 的中 � 137369（2番人気）� 73929（5番人気）� 36346（8番人気）
枠連票数 計 303211 的中 （4－8） 45752（2番人気）
馬連票数 計1727916 的中 �� 62419（10番人気）
馬単票数 計1128467 的中 �� 21335（15番人気）
ワイド票数 計 573122 的中 �� 22522（8番人気）�� 7384（22番人気）�� 5220（28番人気）
3連複票数 計1799427 的中 ��� 9303（46番人気）
3連単票数 計4810776 的中 ��� 5506（190番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．3―25．3―37．7―50．6―1：03．5―1：15．1―1：26．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモソーンパーク �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ジェニュイン デビュー 2010．8．22 新潟4着

2008．3．15生 牡5青鹿 母 マイネピュール 母母 レデイスポート 29戦5勝 賞金 115，381，000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。

2709610月26日 曇 不良 （25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 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

22 � バルダメンテ 牡4青鹿57 後藤 浩輝前田 幸治氏 和田正一郎 米 Marion G.
Montanari 514± 01：24．1 1．9�

11 ブライトマーサ 牡3黒鹿55 三浦 皇成�岡崎牧場 矢野 英一 新冠 競優牧場 474＋ 2 〃 クビ 13．5�
57 セイントチャンス 牡4鹿 57 北村 宏司内海 正章氏 勢司 和浩 様似 清水スタッド 482－ 21：24．63 17．1�
45 	 ビービーボイジャー 牡3栗 55 江田 照男�坂東牧場 高柳 瑞樹 浦河 金成吉田牧場 492－101：24．7
 22．5�
33 クレバーカイオウ 牡3鹿 55 田辺 裕信�岡崎牧場 小西 一男 新冠 長浜牧場 452± 01：24．91� 50．6�
68 � セ ツ ナ 牡3鹿 55 戸崎 圭太林 正道氏 田村 康仁 米 Ann Loren-

son Lynch 498± 0 〃 ハナ 3．6	
56 	 ビットアレグロ 牡4栗 57 柴田 大知礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 482± 01：25．11
 16．1

813 リーサムダイチ 牡5鹿 57 武士沢友治平田友里恵氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 474－ 21：25．2
 14．5�
711 バ ル ザ ッ ク 牡3鹿 55 大野 拓弥諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 438＋ 41：25．3クビ 139．2�
710 シンボリスウィフト 牡4黒鹿57 田中 勝春シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 482－ 8 〃 クビ 45．0
812 コウギョウサンデー 牡3鹿 55 柴田 善臣菊地 捷士氏 小島 太 新冠 浜口牧場 512＋301：25．61� 24．6�
69 � トゥールモンド 3栗 55 松岡 正海 �サンデーレーシング 尾形 充弘 仏 Mr Raphael

Verspieren 460－ 61：26．23
 23．8�
44 アードバーク 牡4鹿 57 鈴木 慶太石川 幸司氏 南田美知雄 浦河 三栄牧場 466－ 21：26．3
 375．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 48，354，600円 複勝： 64，617，000円 枠連： 30，576，000円
馬連： 125，917，200円 馬単： 84，716，100円 ワイド： 53，131，000円
3連複： 148，689，200円 3連単： 338，076，400円 計： 894，077，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 300円 � 250円 枠 連（1－2） 990円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 440円 �� 560円 �� 2，070円

3 連 複 ��� 4，080円 3 連 単 ��� 13，100円

票 数

単勝票数 計 483546 的中 � 208316（1番人気）
複勝票数 計 646170 的中 � 211918（1番人気）� 43251（5番人気）� 53329（3番人気）
枠連票数 計 305760 的中 （1－2） 22829（4番人気）
馬連票数 計1259172 的中 �� 92094（2番人気）
馬単票数 計 847161 的中 �� 40150（4番人気）
ワイド票数 計 531310 的中 �� 31928（2番人気）�� 23929（6番人気）�� 5799（24番人気）
3連複票数 計1486892 的中 ��� 26941（13番人気）
3連単票数 計3380764 的中 ��� 19046（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．4―36．3―48．5―1：00．3―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�バルダメンテ �
�
父 First Samurai �

�
母父 Devil His Due デビュー 2011．11．19 東京5着

2009．2．8生 牡4青鹿 母 Hostility 母母 Nifty Slew 17戦2勝 賞金 25，100，000円



（25東京4）第8日 10月26日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

不良
不良

競走回数 12回 出走頭数 152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

198，030，000円
2，080，000円
13，340，000円
1，160，000円
17，580，000円
56，027，500円
4，626，800円
1，459，200円

勝馬投票券売得金
369，411，200円
583，160，600円
225，885，900円
907，393，600円
599，032，000円
382，816，500円
1，078，354，400円
2，211，308，800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
計 6，357，363，000円

総入場人員 18，869名 （有料入場人員 16，819名）
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