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2709710月27日 晴 稍重 （25東京4）第9日 第1競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10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
1：46．0
1：46．0

良
良

55 ピンクベリーニ 牝2鹿 54 福永 祐一吉澤 克己氏 戸田 博文 浦河 辻 牧場 454－101：52．4 12．3�
22 サニーデイズ 牡2黒鹿55 津村 明秀星野 祐介氏 相沢 郁 日高 前野牧場 492＋ 21：52．5� 5．6�
78 マーシャルシップ 牡2青鹿55 北村 友一前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 466－ 21：53．03 13．7�
67 エスティレジェンド 牝2黒鹿54 吉田 隼人島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 444＋ 2 〃 ハナ 12．9�
44 コスモソラフネ 牡2芦 55 I．メンディザバル �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 442＋ 21：53．1クビ 22．8	

（仏）

33 � コ ス モ ジ グ 牡2黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 剛 米 Christina
Latimer 484＋ 8 〃 アタマ 13．2


810 イタリアンネオ 牡2黒鹿55 M．デムーロ平井 裕氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 516＋ 4 〃 クビ 3．3�
（仏）

11 モンサンカノープス 牡2鹿 55 後藤 浩輝山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 536＋ 81：53．2クビ 6．2�
811 ニシノカンザシ 牝2鹿 54 内田 博幸西山 茂行氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 422－ 41：53．52 4．0
66 ランデックヴェスパ 牝2鹿 54 戸崎 圭太簗田 満氏 高市 圭二 千歳 社台ファーム 440－101：54．03 162．8�
79 キャッシュバック 牝2黒鹿54 武士沢友治福田 光博氏 小桧山 悟 新冠 競優牧場 408－ 81：56．7大差 225．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 22，022，500円 複勝： 46，150，400円 枠連： 15，640，100円
馬連： 55，803，500円 馬単： 36，421，000円 ワイド： 27，984，100円
3連複： 69，790，500円 3連単： 117，394，900円 計： 391，207，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 410円 � 210円 � 390円 枠 連（2－5） 3，830円

馬 連 �� 2，800円 馬 単 �� 7，360円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 2，130円 �� 860円

3 連 複 ��� 7，970円 3 連 単 ��� 57，460円

票 数

単勝票数 計 220225 的中 � 14123（5番人気）
複勝票数 計 461504 的中 � 26835（8番人気）� 71068（3番人気）� 28874（7番人気）
枠連票数 計 156401 的中 （2－5） 3014（12番人気）
馬連票数 計 558035 的中 �� 14724（13番人気）
馬単票数 計 364210 的中 �� 3656（38番人気）
ワイド票数 計 279841 的中 �� 6864（15番人気）�� 3139（33番人気）�� 8234（9番人気）
3連複票数 計 697905 的中 ��� 6463（34番人気）
3連単票数 計1173949 的中 ��� 1508（225番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．2―38．2―51．5―1：04．8―1：18．3―1：29．7―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F34．1

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

勝馬の
紹 介

ピンクベリーニ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2013．8．31 新潟6着

2011．4．6生 牝2鹿 母 フ ラ ラ イ ン 母母 Call Me Granny 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔その他〕 キャッシュバック号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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。

2709810月27日 晴 稍重 （25東京4）第9日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時30分 （芝・左）

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

中央レコード
1：33．6
1：33．1

良
良

816 ダイワレジェンド 牝2栗 54 北村 宏司大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 486＋ 21：35．4 2．3�
612 フライングスキップ 牝2栗 54 三浦 皇成 �社台レースホース萩原 清 千歳 社台ファーム 448＋ 21：35．61� 7．0�
36 シニョリーナ 牝2青鹿54 蛯名 正義髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 小島牧場 458± 01：36．13 10．7�
815 ベストギフト 牝2黒鹿54 吉田 豊石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 448－ 21：36．42 36．4�
11 ユズノカオリ 牝2鹿 54 松岡 正海山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 田原橋本牧場 462＋ 21：36．5� 29．1�
35 ラインハーディー 牝2栗 54 福永 祐一大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 478＋ 61：36．6� 3．2	
510 コスモメリー 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 424－ 81：36．81� 44．3

713 エスティリリー 牝2黒鹿54 U．リスポリ島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 514＋18 〃 クビ 60．7�

（仏）

714 オーガンディー 牝2芦 54 川須 栄彦栗坂 崇氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 430－ 61：37．11� 168．2
23 トゥーレドゥー 牝2鹿 54 後藤 浩輝 Viridian Keiba Club 伊藤 正徳 浦河 富田牧場 434－ 81：37．2� 160．3�
47 キービスケット 牝2黒鹿54 柴田 善臣北前孔一郎氏 高橋 文雅 安平 追分ファーム 482－ 41：37．62� 31．7�
59 イ ト ハ ユ リ 牝2芦 54 I．メンディザバル �サンデーレーシング 相沢 郁 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－16 〃 ハナ 31．1�
（仏）

611 トゥルーモーション 牝2青鹿54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 458± 01：37．8� 19．0�
24 メ ニ ア オ バ 牝2鹿 54 田辺 裕信江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 448－ 81：38．01 49．7�
12 ベイヒロイン 牝2鹿 54 武士沢友治田島榮二郎氏 柴田 政人 日高 坂 牧場 430－ 41：38．42� 348．4�
817 リ ト ル 牝2鹿 54 高倉 稜柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 426± 01：38．82� 362．1�
48 コスモカイヤナイト 牝2栗 54 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 414－ 81：38．9� 263．3�

（17頭）

売 得 金
単勝： 32，710，200円 複勝： 56，460，900円 枠連： 20，553，900円
馬連： 64，421，800円 馬単： 46，251，000円 ワイド： 32，988，800円
3連複： 83，205，700円 3連単： 134，433，600円 計： 471，025，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 210円 � 280円 枠 連（6－8） 580円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 410円 �� 570円 �� 940円

3 連 複 ��� 2，940円 3 連 単 ��� 8，660円

票 数

単勝票数 計 327102 的中 � 116767（1番人気）
複勝票数 計 564609 的中 � 166117（1番人気）� 60535（3番人気）� 41096（4番人気）
枠連票数 計 205539 的中 （6－8） 26608（3番人気）
馬連票数 計 644218 的中 �� 50408（2番人気）
馬単票数 計 462510 的中 �� 26646（3番人気）
ワイド票数 計 329888 的中 �� 21125（2番人気）�� 14307（5番人気）�� 8186（8番人気）
3連複票数 計 832057 的中 ��� 20945（6番人気）
3連単票数 計1344336 的中 ��� 11465（16番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．5―12．4―12．7―11．7―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．7―35．2―47．6―1：00．3―1：12．0―1：23．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワレジェンド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．10．5 東京2着

2011．4．4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 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時35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。

第４回 東京競馬 第９日



2709910月27日 晴 重 （25東京4）第9日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走11時00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
1：36．9
1：36．9

不良
不良

612 ジャッカスバーク 牡2黒鹿55 I．メンディザバル �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 526 ―1：39．0 2．6�

（仏）

713� ハットシテグー 牝2黒鹿54 内田 博幸井上 一郎氏 伊藤 大士 米 Bill Justice & Dr.
Naoya Yoshida 530 ― 〃 クビ 4．9�

510 アナザーバージョン 牡2鹿 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 490 ―1：39．74 8．9�
611 ショウナンガッチャ 牡2栗 55 石橋 脩国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 478 ―1：40．55 46．4�
47 ジェイケイウィーク 牡2鹿 55 松岡 正海小谷野次郎氏 伊藤 伸一 新ひだか 藤川フアーム 488 ―1：40．6� 34．0�
59 デルマキャッツアイ 牝2黒鹿54 吉田 隼人浅沼 廣幸氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 482 ―1：40．7� 50．2	
12 ルミラークル 牡2青鹿55 岩田 康誠
Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 486 ―1：40．8クビ 14．3�
714 ワ イ マ ン 牡2栗 55 柴田 善臣井上 久光氏 柴田 政人 新冠 石郷岡 雅樹 498 ―1：41．12 118．9�
11 ト リ レ ン マ 牡2栗 55 大庭 和弥池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新冠 新冠橋本牧場 498 ―1：41．52� 70．0
816 トーセンミルキー 牝2芦 54 横山 典弘島川 �哉氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 490 ―1：41．81	 5．5�
23 ヤマニンシャージュ 牡2黒鹿55 川須 栄彦土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 488 ―1：41．9	 17．0�
35 スリーパイン 牝2鹿 54 田中 勝春鈴木 照雄氏 武市 康男 新ひだか 田中 春美 482 ―1：42．21	 14．2�
36 フィジックス 牡2黒鹿55 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 牧 光二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B506 ―1：42．41 21．3�
24 トリノドリーム 牝2鹿 54 武士沢友治小川 敏夫氏 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 462 ―1：42．61� 93．0�
48 シゲルスルガ 牡2黒鹿55 後藤 浩輝森中 蕃氏 武市 康男 日高 門別牧場 464 ―1：43．66 90．5�
815 エヌワイゴールド 牡2栗 55 戸崎 圭太サンアンドコム 和田 正道 新ひだか 酒井 亨 452 ―1：44．45 109．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，946，100円 複勝： 31，449，400円 枠連： 14，396，700円
馬連： 48，089，200円 馬単： 31，927，500円 ワイド： 23，151，300円
3連複： 59，241，300円 3連単： 91，630，000円 計： 323，831，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 190円 � 260円 枠 連（6－7） 570円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 300円 �� 510円 �� 930円

3 連 複 ��� 1，890円 3 連 単 ��� 5，650円

票 数

単勝票数 計 239461 的中 � 75075（1番人気）
複勝票数 計 314494 的中 � 74541（1番人気）� 43352（3番人気）� 26405（4番人気）
枠連票数 計 143967 的中 （6－7） 18658（1番人気）
馬連票数 計 480892 的中 �� 52127（1番人気）
馬単票数 計 319275 的中 �� 20702（1番人気）
ワイド票数 計 231513 的中 �� 21161（1番人気）�� 11007（3番人気）�� 5608（9番人気）
3連複票数 計 592413 的中 ��� 23180（2番人気）
3連単票数 計 916300 的中 ��� 11974（3番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．6―13．0―13．5―12．6―11．3―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．6―37．2―50．2―1：03．7―1：16．3―1：27．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F35．3
3 6，13（7，12）（10，15）11，14（5，3）2，9（16，4）1－8 4 ・（6，13）（7，12）（10，15）（11，14）3，5（2，16，9）4，1－8

勝馬の
紹 介

ジャッカスバーク �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2011．1．29生 牡2黒鹿 母 ウェスタリーズ 母母 ウェスタースケルド 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 キマグレドウチュウ号・ケイブロック号・ゲットアテープ号・コクリュウノマイ号・コスモソウルメイト号・

ショウナンマルシェ号・ファンレーベン号
※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。

2710010月27日 晴 稍重 （25東京4）第9日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走11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
2：01．3
1：59．9

良
良

11 ラ ン グ レ ー 牡2鹿 55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 480 ―2：05．7 3．4�
22 ベルキャニオン 牡2鹿 55 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 478 ―2：05．8� 3．4�
44 ゼウスバローズ 牡2鹿 55 福永 祐一猪熊 広次氏 角居 勝彦 新冠 パカパカ

ファーム 458 ― 〃 クビ 2．2�
810 ハイノリッジ 牝2鹿 54 宮崎 北斗西森 鶴氏 高橋 義博 浦河 鮫川 啓一 446 ―2：06．01� 183．7�
33 ラ イ ヨ ー ル 牡2鹿 55 後藤 浩輝前田 幸治氏 萩原 清 新ひだか タツヤファーム 470 ―2：06．21� 13．5	
78 ニシノオンリーユー 牡2鹿 55 松岡 正海西山 茂行氏 手塚 貴久 新ひだか 岡田牧場 456 ―2：06．51� 48．4

79 ミュゼクリエイター 牡2鹿 55 田辺 裕信髙橋 仁氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 B462 ―2：06．6クビ 37．6�
55 ルールブック 牡2黒鹿55 北村 宏司�下河辺牧場 木村 哲也 大樹 大樹ファーム 506 ―2：06．81� 59．6�
811 コクリュウノマイ 牡2青鹿55 吉田 豊髙樽さゆり氏 栗田 徹 浦河 山本牧場 490 ―2：07．43� 106．6
66 フェバリットブルー 牡2黒鹿55 I．メンディザバル �ブルーマネジメント畠山 吉宏 新ひだか 加野牧場 474 ―2：07．61� 55．9�

（仏）

67 ノワールアンジュ 牝2黒鹿54 田中 勝春 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 490 ―2：07．91� 21．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 36，692，900円 複勝： 44，321，000円 枠連： 13，542，400円
馬連： 51，323，700円 馬単： 44，801，300円 ワイド： 25，887，800円
3連複： 66，906，200円 3連単： 152，737，600円 計： 436，212，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 120円 � 120円 � 110円 枠 連（1－2） 620円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 190円 �� 150円 �� 160円

3 連 複 ��� 280円 3 連 単 ��� 2，200円

票 数

単勝票数 計 366929 的中 � 85446（3番人気）
複勝票数 計 443210 的中 � 84053（3番人気）� 86962（2番人気）� 156573（1番人気）
枠連票数 計 135424 的中 （1－2） 16305（3番人気）
馬連票数 計 513237 的中 �� 66107（3番人気）
馬単票数 計 448013 的中 �� 28007（6番人気）
ワイド票数 計 258878 的中 �� 29630（3番人気）�� 46767（1番人気）�� 43089（2番人気）
3連複票数 計 669062 的中 ��� 178589（1番人気）
3連単票数 計1527376 的中 ��� 51379（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．9―27．1―39．8―52．8―1：05．6―1：18．5―1：31．4―1：43．0―1：54．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F34．3

3 ・（8，6）11，7（1，5）（3，4）（9，2）10
2
4

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

ラ ン グ レ ー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat 初出走

2011．3．19生 牡2鹿 母 ラヴズオンリーミー 母母 Monevassia 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※コクリュウノマイ号は，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。



2710110月27日 晴 重 （25東京4）第9日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走12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
1：34．4
1：33．3

重
良

45 ソ ラ ニ ー 牡3黒鹿55 武 豊井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 鮫川 啓一 492＋101：37．0 1．5�
610 ア チ ー ヴ 牡3黒鹿55 北村 友一前田 晋二氏 加藤 敬二 新ひだか 土居 忠吉 462± 0 〃 アタマ 14．6�
814 プリュキエール 牡4青鹿57 川田 将雅 �サンデーレーシング 本間 忍 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 492－ 41：37．1� 7．4�
58 フ ァ ミ ー ユ 牡3黒鹿55 福永 祐一吉田 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 448＋ 41：37．42 55．2�
712 ヴェルフェン 牡3芦 55 内田 博幸�Basic 田村 康仁 新冠 村本牧場 490－ 61：37．61 7．3	
813� チェリーサターン 牡3栗 55 北村 宏司櫻井 悦朗氏 勢司 和浩 浦河 北俣 牧夫 514＋ 81：37．92 24．5

69 レオパルドゥス 牡5栗 57 柴田 大知 �サンデーレーシング 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：38．11� 98．4�
711 ウエスタンソーレ 牡3芦 55 柴田 善臣西川 賢氏 尾形 充弘 新ひだか ウエスタンファーム 492＋ 8 〃 クビ 72．5�
57 オ ン ラ イ ン 牡3鹿 55 田辺 裕信重松 國建氏 佐藤 吉勝 新ひだか 沼田 照秋 B466± 0 〃 アタマ 117．8
46 オリオンザムーン 牡3栗 55 石橋 脩平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 508－ 41：38．41	 25．4�
22 エメルボヌール 牡3黒鹿55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 田島 俊明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 518－101：38．5	 21．4�
34 テイエムブシドー 牡3鹿 55 川須 栄彦竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 オリエント牧場 466－ 41：39．13� 19．7�
33 ナムライチバンボシ 牡3鹿 55 津村 明秀奈村 信重氏 大和田 成 日高 中前牧場 486＋ 41：39．52� 52．5�
11 ア シ ガ ル 牡3栗 55

52 ▲山崎 亮誠井上 久光氏 高市 圭二 新ひだか 畠山牧場 468－ 61：39．6	 318．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 30，217，100円 複勝： 61，737，300円 枠連： 16，764，800円
馬連： 62，022，700円 馬単： 47，866，700円 ワイド： 30，091，000円
3連複： 81，261，700円 3連単： 155，563，300円 計： 485，524，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 280円 � 160円 枠 連（4－6） 850円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 370円 �� 250円 �� 900円

3 連 複 ��� 1，360円 3 連 単 ��� 5，220円

票 数

単勝票数 計 302171 的中 � 160460（1番人気）
複勝票数 計 617373 的中 � 327075（1番人気）� 28351（4番人気）� 72632（2番人気）
枠連票数 計 167648 的中 （4－6） 14697（4番人気）
馬連票数 計 620227 的中 �� 49496（3番人気）
馬単票数 計 478667 的中 �� 27768（3番人気）
ワイド票数 計 300910 的中 �� 20174（3番人気）�� 33696（1番人気）�� 7192（10番人気）
3連複票数 計 812617 的中 ��� 44302（2番人気）
3連単票数 計1555633 的中 ��� 22016（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―36．0―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4F49．1―3F36．7
3 5，4（3，7）（2，8，14）（9，11）12（1，10，13）－6 4 5（4，7）3（8，14）（2，11，12）（9，13）10（1，6）

勝馬の
紹 介

ソ ラ ニ ー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2012．11．10 東京3着

2010．2．21生 牡3黒鹿 母 アイノサウスポー 母母 プリテイージヤナー 5戦2勝 賞金 16，900，000円
〔発走状況〕 チェリーサターン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

2710210月27日 晴 重 （25東京4）第9日 第6競走 ��1，300�サラブレッド系3歳以上
発走12時50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
1：16．4
1：16．4

重
重

611 タガノトネール �3鹿 55 川田 将雅八木 良司氏 鮫島 一歩 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 486－ 21：17．4 2．7�

814 タイザンホクト 牡3鹿 55 M．デムーロ�日進牧場 白井 寿昭 浦河 日進牧場 494± 01：17．82� 5．2�
（仏）

713 キタサンミカヅキ 牡3鹿 55 武士沢友治�大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 528＋ 41：17．9� 6．0�
47 ジ ョ バ イ ロ 牡3鹿 55 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 486± 0 〃 アタマ 30．0�
58 スワンボート 牡3鹿 55 横山 典弘田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 オンワード牧場 452± 01：18．0クビ 5．9�
712	 プレミアムゴールド 牡4栗 57 福永 祐一中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 476＋ 41：18．1� 18．2	
46 ハクサンレガシー 牡3青鹿55 田中 勝春河﨑 五市氏 田村 康仁 新ひだか 田湯牧場 452＋121：18．2� 7．2

815	 ショウナンハヤブサ 牡4栗 57 田辺 裕信国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 B512＋ 6 〃 同着 30．7�
59 	 ザゲームイズオン 牡4鹿 57 戸崎 圭太大塚 亮一氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：18．41
 25．5�
23 ミラクルミイクン 牡4鹿 57 三浦 皇成内藤 好江氏 矢野 照正 日高 中館牧場 536± 01：18．5� 100．6
22 サンマルスピリット 牡3鹿 55 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 浦河 日優牧場 494＋ 61：18．81� 96．5�
34 ローレルアルトス 牡3黒鹿55 石橋 脩 �ローレルレーシング 小野 次郎 青森 ワールドファーム 472－ 2 〃 アタマ 172．4�
11 ヒ シ ョ ウ �5栗 57 蛯名 正義岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新ひだか 岡田スタツド B460－ 21：19．43� 60．7�
35 ニチドウレパード 牡5栗 57

54 ▲山崎 亮誠山田 伸氏 黒岩 陽一 新ひだか 大平牧場 498＋ 61：19．5� 219．4�
610	 ユ サ ー ル 牝4芦 55 柴田 大知 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浅野洋一郎 浦河 宮内牧場 408－ 71：20．03 132．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 32，853，200円 複勝： 55，811，700円 枠連： 20，679，500円
馬連： 77，136，500円 馬単： 47，013，500円 ワイド： 33，182，500円
3連複： 96，633，100円 3連単： 160，175，200円 計： 523，485，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 160円 � 170円 枠 連（6－8） 610円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 310円 �� 370円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 4，390円

票 数

単勝票数 計 328532 的中 � 98702（1番人気）
複勝票数 計 558117 的中 � 124490（1番人気）� 94239（2番人気）� 78446（3番人気）
枠連票数 計 206795 的中 （6－8） 25083（2番人気）
馬連票数 計 771365 的中 �� 83160（1番人気）
馬単票数 計 470135 的中 �� 30729（1番人気）
ワイド票数 計 331825 的中 �� 27886（1番人気）�� 22329（2番人気）�� 14641（6番人気）
3連複票数 計 966331 的中 ��� 59611（1番人気）
3連単票数 計1601752 的中 ��� 26935（1番人気）

ハロンタイム 7．1―11．2―11．7―12．0―11．6―11．7―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．3―30．0―42．0―53．6―1：05．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F35．4
3 5（11，14）2（7，15）（1，13）（9，6）－（8，3）12－4－10 4 5，11（2，14）（7，15）（1，13）6（8，9）3，4，12＝10

勝馬の
紹 介

タガノトネール �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2012．12．9 中京1着

2010．5．12生 �3鹿 母 タガノレヴェントン 母母 フィバリッシュ 13戦2勝 賞金 24，261，000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。



2710310月27日 晴 良 （25東京4）第9日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時20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 7，200，000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
1：56．1
1：56．1

良
良

68 シャドウウィザード �3黒鹿55 戸崎 圭太飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 466－ 42：01．1 20．0�
56 タイセイグルーヴィ 牡4鹿 57 福永 祐一田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 468＋ 2 〃 ハナ 5．2�
710	 テナシティー �4黒鹿57 U．リスポリ �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 466－ 62：01．2
 9．5�

（仏）

812 ロジメジャー 牡4黒鹿57 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 494± 0 〃 クビ 2．4�
44 モ ビ ー ル 牡5鹿 57 M．デムーロ吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 460－ 22：01．3クビ 4．8�

（仏）

11 マ グ メ ル 牡4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 B466－ 2 〃 クビ 18．5	
55 ダイワアクシス 牡4黒鹿57 後藤 浩輝大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 452± 02：01．51� 8．0

33 マイネルバランシン 牡3黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 田原橋本牧場 490± 02：01．92� 49．2�
811 テワヒポウナム 牝3鹿 53 中谷 雄太�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 436－ 62：02．32� 207．7
67 ストーンヘンジ 牡5鹿 57 吉田 隼人 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋ 22：03．04 68．0�
79 エフティシリウス 牡3青鹿 55

52 ▲山崎 亮誠吉野 英子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B446＋ 42：03．2
 140．0�
22 トクラットリバー 牝3黒鹿53 北村 宏司吉田 勝己氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 460－ 42：03．94 19．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 34，145，200円 複勝： 54，782，800円 枠連： 19，573，200円
馬連： 77，863，700円 馬単： 52，731，100円 ワイド： 35，614，000円
3連複： 89，780，600円 3連単： 173，533，000円 計： 538，023，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，000円 複 勝 � 480円 � 230円 � 310円 枠 連（5－6） 2，490円

馬 連 �� 6，110円 馬 単 �� 14，980円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 1，590円 �� 890円

3 連 複 ��� 13，570円 3 連 単 ��� 117，930円

票 数

単勝票数 計 341452 的中 � 13502（8番人気）
複勝票数 計 547828 的中 � 27137（7番人気）� 72832（3番人気）� 46716（5番人気）
枠連票数 計 195732 的中 （5－6） 5811（10番人気）
馬連票数 計 778637 的中 �� 9410（22番人気）
馬単票数 計 527311 的中 �� 2598（44番人気）
ワイド票数 計 356140 的中 �� 4932（22番人気）�� 5446（21番人気）�� 10226（10番人気）
3連複票数 計 897806 的中 ��� 4883（41番人気）
3連単票数 計1735330 的中 ��� 1086（288番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―35．7―47．7―59．9―1：12．4―1：25．0―1：36．6―1：48．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．7―3F36．1

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

勝馬の
紹 介

シャドウウィザード �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Cozzene デビュー 2013．6．2 東京13着

2010．4．23生 �3黒鹿 母 シャドウエルフ 母母 Peau de Soie 4戦2勝 賞金 11，800，000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。

2710410月27日 晴 良 （25東京4）第9日 第8競走 ��
��1，400�く る み 賞

発走13時50分 （芝・左）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．2
1：20．3

良
良

58 マイネルディアベル 牡2青鹿55 I．メンディザバル �サラブレッドクラブ・ラフィアン 大和田 成 新冠 ハシモトフアーム 444± 01：22．4 27．1�
（仏）

11 コスモエルデスト 牝2鹿 54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 清水 美波 浦河 鳥井 征士 436± 01：22．5� 67．8�
69 ショウナンアチーヴ 牡2黒鹿55 戸崎 圭太国本 哲秀氏 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 41：22．6� 4．5�
34 ヴァイサーリッター 牡2芦 55 U．リスポリ �グリーンファーム尾関 知人 安平 ノーザンファーム 464＋ 61：22．7� 16．6�

（仏）

711 ネ ロ 牡2栗 55 内田 博幸西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 468＋ 2 〃 クビ 11．3	
712 ダイワダルタニアン 牡2芦 55 M．デムーロ大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 460－ 81：22．91	 5．9


（仏）

46 アラマサクロフネ 牝2鹿 54 吉田 豊�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 478± 01：23．0� 7．7�
22 メイショウカイモン 牡2鹿 55 武 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 本巣 敦 470＋ 61：23．1� 17．3�
610 クリノコマチ 牝2栗 54 北村 宏司栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 444－ 61：23．31� 33．9
814 シゲルウシュウ 牡2栗 55 後藤 浩輝森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 奥山 博 454＋ 41：23．4クビ 101．3�
45 マイネルギャルソン 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム 470＋ 41：23．82� 5．6�
813 デサフィナード 牝2鹿 54 武士沢友治�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 426＋ 21：24．01	 129．9�
33 ウォッカマティーニ 牝2芦 54 蛯名 正義芹澤 精一氏 田中 清隆 浦河 山田 昇史 464－ 21：24．53 85．7�
57 ロードストーム 牡2青鹿55 川田 将雅 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム B478＋ 61：24．6� 4．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 43，411，500円 複勝： 67，803，800円 枠連： 26，036，500円
馬連： 99，332，000円 馬単： 57，062，300円 ワイド： 40，699，500円
3連複： 116，779，300円 3連単： 189，906，500円 計： 641，031，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，710円 複 勝 � 590円 � 1，570円 � 190円 枠 連（1－5） 13，790円

馬 連 �� 35，470円 馬 単 �� 70，430円

ワ イ ド �� 8，420円 �� 2，050円 �� 4，540円

3 連 複 ��� 86，710円 3 連 単 ��� 711，430円

票 数

単勝票数 計 434115 的中 � 12667（9番人気）
複勝票数 計 678038 的中 � 26996（9番人気）� 9261（11番人気）� 125539（1番人気）
枠連票数 計 260365 的中 （1－5） 1394（27番人気）
馬連票数 計 993320 的中 �� 2067（61番人気）
馬単票数 計 570623 的中 �� 598（118番人気）
ワイド票数 計 406995 的中 �� 1176（61番人気）�� 4969（30番人気）�� 2196（44番人気）
3連複票数 計1167793 的中 ��� 994（164番人気）
3連単票数 計1899065 的中 ��� 197（1115番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．0―35．4―47．4―58．8―1：10．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．0
3 ・（8，7）（4，6）（5，10）1，12，9，11（3，13）14，2 4 ・（8，7）（4，6）（1，5，10）（9，12）11（3，13，14）2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルディアベル �
�
父 ナイキアディライト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．6．9 阪神5着

2011．4．26生 牡2青鹿 母 ムービースクリーン 母母 ネクストムービー 5戦2勝 賞金 17，008，000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。



2710510月27日 晴 良 （25東京4）第9日 第9競走 ��
��1，400�

く に た ち

国 立 特 別
発走14時25分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下，24．10．27以降25．10．20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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

611 ネオウィズダム 牡3鹿 52 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：20．3 15．0�
12 アンチュラス 牝4鹿 54 三浦 皇成�G1レーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 456± 01：21．04 37．2�
817 ファントムロード 牡5鹿 55 石橋 脩�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 498－ 21：21．1� 22．9�
24 サクラディソール 牝3鹿 52 戸崎 圭太�さくらコマース尾関 知人 千歳 社台ファーム 424＋ 61：21．2クビ 7．8�
714 ボンジュールココロ 牝3鹿 51 横山 典弘田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 462± 01：21．3� 14．6	
815 ジョーオリオン 牡4栗 57 吉田 豊上田けい子氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 478± 01：21．51� 4．2

47 マイネルアダマス 牡4鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム 426± 01：21．6	 42．7�
35 グランマルシェ 牡5鹿 53 岩田 康誠 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム B518＋ 2 〃 ハナ 48．2�
510
 レディオスソープ 牝5栗 52 福永 祐一大島 昌也氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 492＋ 21：21．7� 10．6
36 チェリーヒロイン 牝4栗 55 武 豊伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 412－10 〃 アタマ 4．8�
23 ミ ナ レ ッ ト 牝3鹿 52 内田 博幸�ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 464－ 61：22．01� 5．2�
713 ツクバリンカーン 牡3芦 54 柴田 善臣荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 528＋ 21：22．1クビ 13．7�
48 ワキノキセキ 牡3黒鹿53 北村 宏司脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 ベルモント

ファーム 464＋ 2 〃 クビ 17．8�
11 プロスペラスマム 牝6鹿 50 山崎 亮誠本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 516± 01：22．31� 328．7�
612 ツクバアラモード 牝3栗 51 吉田 隼人細谷 武史氏 田中 清隆 新ひだか 真歌伊藤牧場 458＋ 41：22．83 189．9�
816 ニシノマナザシ 牡6芦 53 津村 明秀西山 茂行氏 尾形 和幸 むかわ 西山牧場 504＋101：22．9	 279．5�
59 
 レッドガルシア 牡4栗 55 松岡 正海 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 B510± 01：23．22 103．8�

（17頭）

売 得 金
単勝： 45，287，800円 複勝： 76，530，700円 枠連： 39，998，400円
馬連： 148，900，600円 馬単： 76，069，200円 ワイド： 58，515，500円
3連複： 184，412，900円 3連単： 291，676，200円 計： 921，391，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 470円 � 1，060円 � 710円 枠 連（1－6） 16，170円

馬 連 �� 23，490円 馬 単 �� 38，880円

ワ イ ド �� 5，120円 �� 5，090円 �� 9，580円

3 連 複 ��� 177，680円 3 連 単 ��� 878，610円

票 数

単勝票数 計 452878 的中 � 23830（8番人気）
複勝票数 計 765307 的中 � 45508（7番人気）� 18267（12番人気）� 28129（10番人気）
枠連票数 計 399984 的中 （1－6） 1826（32番人気）
馬連票数 計1489006 的中 �� 4680（63番人気）
馬単票数 計 760692 的中 �� 1444（117番人気）
ワイド票数 計 585155 的中 �� 2818（60番人気）�� 2840（58番人気）�� 1496（73番人気）
3連複票数 計1844129 的中 ��� 766（291番人気）
3連単票数 計2916762 的中 ��� 245（1611番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．3―11．5―11．2―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．4―45．9―57．1―1：08．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．4
3 15，16（11，17）（2，14）－4，10（5，12）（7，13）（8，9）6，3，1 4 15，16（11，17）（2，14）＝4，10（5，12）（7，13）8，9，6，3，1

勝馬の
紹 介

ネオウィズダム �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Grape Tree Road デビュー 2012．8．19 札幌2着

2010．4．2生 牡3鹿 母 ゴ レ ラ 母母 Exciting Times 9戦3勝 賞金 32，519，000円
〔制裁〕 マイネルアダマス号の騎手柴田大知は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

2710610月27日 晴 重 （25東京4）第9日 第10競走 ��
��1，600�

しゅうれい

秋嶺ステークス
発走15時00分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳55�4歳
以上57�，牝馬2�減

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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．4
1：33．3

重
良

57 ロイヤルクレスト 牡5栃栗57 横山 典弘�木村牧場 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 516＋ 61：35．2 3．1�
58 � アンアヴェンジド 牝4黒鹿55 内田 博幸�大樹ファーム 藤沢 和雄 米

Dr. William B.
Wilmot & Dr.
Joan M. Taylor

548＋ 61：35．73 3．1�
814 ミヤジマッキー 牡3鹿 55 M．デムーロ曽我 司氏 牧田 和弥 浦河 村中牧場 502－ 2 〃 クビ 4．8�

（仏）

22 � アメリカンウィナー 牡4青鹿57 福永 祐一吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Woodcote
Stud, Ltd. 488± 01：35．8クビ 5．0�

711 キッズアプローズ 牡7鹿 57 田中 勝春瀬谷 �雄氏 牧 光二 早来 ノーザンファーム 512＋ 21：36．12 67．8	
610 マルブツビアン 牡5黒鹿57 田辺 裕信大澤 素子氏 杉浦 宏昭 浦河 松田 憲一 508－ 41：36．2クビ 54．6

813 キタサンシンガー 牡4芦 57 戸崎 圭太�大野商事 梅田 智之 新ひだか 木田牧場 504± 01：36．41	 39．6�
11 ビンテージチャート 牡7栗 57 蛯名 正義 �キャロットファーム 上原 博之 早来 ノーザンファーム 540－ 21：36．5	 42．5�
69 コスモイーチタイム 牡5栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 21：36．71
 19．9
45 � アストレーション 牡7栗 57 大野 拓弥広尾レース� 二ノ宮敬宇 米 Tower

Bloodstock 504＋ 4 〃 クビ 250．6�
34 ダノンハラショー 牡6栗 57 I．メンディザバル �ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 452－10 〃 ハナ 31．1�

（仏）

46 ゴールドアカデミー �7栗 57 北村 宏司居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム B482－ 21：36．8クビ 160．6�
33 セイカフォルテ 牡5鹿 57 石橋 脩久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 460＋ 61：36．9	 51．5�
712 セトノメジャー 牡6鹿 57 武士沢友治難波 澄子氏 南井 克巳 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 496－ 81：37．53	 223．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 55，398，400円 複勝： 80，494，800円 枠連： 45，033，400円
馬連： 169，636，600円 馬単： 102，161，800円 ワイド： 57，677，600円
3連複： 198，171，100円 3連単： 378，218，600円 計： 1，086，792，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 130円 � 150円 枠 連（5－5） 540円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 220円 �� 350円 �� 320円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 3，760円

票 数

単勝票数 計 553984 的中 � 143633（1番人気）
複勝票数 計 804948 的中 � 166942（2番人気）� 192865（1番人気）� 126792（3番人気）
枠連票数 計 450334 的中 （5－5） 62266（3番人気）
馬連票数 計1696366 的中 �� 245336（1番人気）
馬単票数 計1021618 的中 �� 70070（2番人気）
ワイド票数 計 576776 的中 �� 72776（1番人気）�� 38435（5番人気）�� 43282（3番人気）
3連複票数 計1981711 的中 ��� 191169（2番人気）
3連単票数 計3782186 的中 ��� 74245（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．4―35．3―47．0―59．1―1：10．7―1：22．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロイヤルクレスト �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2011．2．12 東京2着

2008．2．14生 牡5栃栗 母 ルピナスレイク 母母 ユメノトビラ 18戦5勝 賞金 83，904，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15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。

２レース目



2710710月27日 晴 良 （25東京4）第9日 第11競走 ��
��2，000�第148回天 皇 賞 （ 秋 ）（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・左）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳56�4歳以上58�，牝馬
2�減

天皇賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 132，000，000円 53，000，000円 33，000，000円 20，000，000円 13，200，000円
付 加 賞 3，864，000円 1，104，000円 552，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：56．1
1：56．1
1：56．1

良
良
良

47 ジャスタウェイ 牡4鹿 58 福永 祐一大和屋 暁氏 須貝 尚介 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 496－ 21：57．5 15．5�

59 ジェンティルドンナ 牝4鹿 56 岩田 康誠 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 470± 01：58．24 2．0�
36 エイシンフラッシュ 牡6黒鹿58 M．デムーロ平井 克彦氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 488＋ 41：58．52 4．7�

（仏）

713� アンコイルド 牡4鹿 58 吉田 隼人�大樹ファーム 矢作 芳人 仏 S. F. Blood-
stock LLC 478－ 61：58．6クビ 46．8�

11 コ デ ィ ー ノ 牡3黒鹿56 U．リスポリ �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 482－ 81：58．81	 14．9�
（仏）

12 ナカヤマナイト 牡5栗 58 柴田 善臣和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 486± 01：59．12 85．8	
48 ヒットザターゲット 牡5栗 58 北村 友一前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 512－ 21：59．2クビ 72．8

817 ヴェルデグリーン 牡5栗 58 田辺 裕信斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 476＋ 41：59．3
 38．7�
612 フラガラッハ 牡6鹿 58 高倉 稜 �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 496－ 41：59．5
 182．1�
611 トウケイヘイロー 牡4鹿 58 武 豊木村 信彦氏 清水 久詞 浦河 中村 和夫 492＋ 41：59．71	 4．4
510 トーセンジョーダン 牡7鹿 58 I．メンディザバル 島川 �哉氏 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム 476－181：59．8
 59．7�

（仏）

24 トゥザグローリー 牡6鹿 58 池添 謙一 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 526－ 8 〃 クビ 51．2�
714 オーシャンブルー 牡5鹿 58 内田 博幸青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 438＋122：00．0
 83．4�
35 レインスティック 牡6栗 58 武士沢友治 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 464＋ 82：00．31
 235．4�
23 ダイワファルコン 牡6鹿 58 川須 栄彦大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 514＋ 62：00．4
 240．9�
816 ダノンバラード 牡5黒鹿58 川田 将雅�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 484＋ 22：00．5クビ 32．1�
815 レッドスパーダ 牡7鹿 58 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 528－ 62：02．09 141．9�

（17頭）

売 得 金
単勝： 701，809，100円 複勝： 718，049，700円 枠連： 520，140，800円 馬連： 2，240，054，800円 馬単： 1，463，131，900円
ワイド： 738，542，100円 3連複： 3，212，059，500円 3連単： 7，638，092，800円 5重勝： 795，317，200円 計： 18，027，197，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 240円 � 110円 � 150円 枠 連（4－5） 1，110円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 4，510円

ワ イ ド �� 410円 �� 590円 �� 210円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 14，310円

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

キャリーオーバー なし����� 1，552，770円

票 数

単勝票数 計7018091 的中 � 357292（5番人気）
複勝票数 計7180497 的中 � 509287（4番人気）� 2541323（1番人気）� 1194222（2番人気）
枠連票数 計5201408 的中 （4－5） 346351（4番人気）
馬連票数 計22400548 的中 �� 1395476（4番人気）
馬単票数 計14631319 的中 �� 239749（13番人気）
ワイド票数 計7385421 的中 �� 418242（3番人気）�� 273136（6番人気）�� 1045412（1番人気）
3連複票数 計32120595 的中 ���1702842（2番人気）
3連単票数 計76380928 的中 ��� 394083（34番人気）
5重勝票数 計7953172 的中 ����� 378

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―35．0―46．5―58．4―1：10．3―1：22．2―1：33．8―1：45．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F35．3

3 11（3，9，15）16（1，13，10）6（2，7）4－（14，8）17（5，12）
2
4
11－（3，9）15（1，13，16）（6，10）2，7－4，14－8，17（5，12）
11，9（3，15，16）13（1，10）7，6（2，4）（14，8，17）（5，12）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジャスタウェイ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Wild Again デビュー 2011．7．23 新潟1着

2009．3．8生 牡4鹿 母 シ ビ ル 母母 シ ャ ロ ン 16戦3勝 賞金 299，926，000円
〔制裁〕 オーシャンブルー号の騎手内田博幸は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。

2710810月27日 晴 稍重 （25東京4）第9日 第12競走 ��
��1，400�

か わ ぐ ち こ

河 口 湖 特 別
発走16時20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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

510� サクラレグナム 牡4栗 57 戸崎 圭太�さくらコマース金成 貴史 新冠 川上牧場 504－ 41：23．4 2．4�
24 � ストーミングスター 牡3鹿 55 横山 典弘�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 462＋ 21：23．71	 8．9�
815 ミヤビリファイン 牡4青鹿57 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 新ひだか 高橋 修 504± 01：23．91
 35．0�
611 カフェラビリンス 牡6鹿 57 柴田 善臣西川 恭子氏 松山 康久 千歳 社台ファーム 536＋ 4 〃 クビ 77．9�
612 センジンジョー 牡6鹿 57 津村 明秀河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 大狩部牧場 460＋ 41：24．0クビ 198．4	
816 ミヤビアミュレット 牡4青鹿57 岩田 康誠村上 義勝氏 小島 茂之 日高 浜本牧場 476－12 〃 クビ 117．9

12 トリニティチャーチ �5鹿 57 柴田 大知 �サンデーレーシング 本間 忍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 4 〃 ハナ 11．2�
11 ヴィンテージイヤー 牡4鹿 57 福永 祐一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 浦河 日進牧場 B506－181：24．1� 4．8�
59 ジョブックガーター 牡3青 55 武士沢友治�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 446＋ 61：24．42 51．3
23 デプロマトウショウ 牝4鹿 55 三浦 皇成トウショウ産業� 高木 登 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 458＋ 4 〃 アタマ 15．9�
36 コンプリートゲーム 牡3鹿 55 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 510－101：24．61 108．3�
35 フレイムヘイロー 牡5栗 57 大庭 和弥�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 500＋ 81：24．7クビ 16．7�
47 ス カ ー レ ル 牝4栗 55 M．デムーロ吉田 照哉氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 468± 0 〃 アタマ 7．5�

（仏）

714 ブロックコード 牡5青鹿57 田中 勝春�ターフ・スポート宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 492＋ 61：24．91
 40．0�

713 ボーカリスト 牡7鹿 57 松岡 正海増田 雄一氏 清水 英克 千歳 社台ファーム 458＋ 6 〃 アタマ 296．9�
48 ザストロンシチー 牡5鹿 57 内田 博幸 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 富川田中牧場 480－ 21：25．75 15．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 86，950，000円 複勝： 123，673，200円 枠連： 71，216，300円
馬連： 245，904，100円 馬単： 134，675，100円 ワイド： 97，507，400円
3連複： 305，154，800円 3連単： 602，930，600円 計： 1，668，011，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 270円 � 500円 枠 連（2－5） 620円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，440円 �� 3，880円

3 連 複 ��� 11，690円 3 連 単 ��� 37，810円

票 数

単勝票数 計 869500 的中 � 288313（1番人気）
複勝票数 計1236732 的中 � 356268（1番人気）� 104342（4番人気）� 47095（9番人気）
枠連票数 計 712163 的中 （2－5） 85886（2番人気）
馬連票数 計2459041 的中 �� 164898（2番人気）
馬単票数 計1346751 的中 �� 57831（4番人気）
ワイド票数 計 975074 的中 �� 49869（3番人気）�� 16330（15番人気）�� 5841（41番人気）
3連複票数 計3051548 的中 ��� 19275（38番人気）
3連単票数 計6029306 的中 ��� 11771（109番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―11．5―11．9―11．9―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―23．9―35．4―47．3―59．2―1：11．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．1
3 ・（8，15）（7，10）11，4，9（6，14）（12，16）－（3，13）2，5，1 4 ・（8，15）（7，10）（4，11）－（6，9，14）（12，16）（3，13，2）1，5

勝馬の
紹 介

�サクラレグナム �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 ブライアンズタイム

2009．4．27生 牡4栗 母 グローリーゲイト 母母 ド ー タ ー 13戦3勝 賞金 42，853，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 フレイムヘイロー号の騎手大庭和弥は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

５レース目



（25東京4）第9日 10月27日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 174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

444，330，000円
8，220，000円
7，540，000円
41，260，000円
65，108，000円
5，153，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
1，145，444，000円
1，417，265，700円
823，576，000円
3，340，489，200円
2，140，112，400円
1，201，841，600円
4，563，396，700円
10，086，292，300円
795，317，200円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 25，513，735，100円

総入場人員 92，565名 （有料入場人員 87，649名）



平成25年度 第4回東京競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，488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

2，350，260，000円
6，240，000円
91，840，000円
20，900，000円
214，270，000円
554，364，500円
42，874，400円
14，284，800円

勝馬投票券売得金
4，625，416，100円
7，420，637，700円
3，130，490，500円
12，750，033，700円
7，954，624，700円
5，013，806，500円
16，197，434，200円
33，257，486，700円
2，224，050，300円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 92，573，980，400円

総入場延人員 328，128名 （有料入場延人員 305，699名）
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