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2703710月18日 晴 良 （26東京4）第4日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走10時15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

36 ア ル タ イ ル 牡2栗 55 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 478＋141：26．6 6．9�
24 サンアルパイン 牡2鹿 55 岩部 純二加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 今井 秀樹 B470＋ 61：26．7� 18．7�
12 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 440± 01：27．23 24．9�
510 ノーフェイト 牝2栗 54 田中 勝春髙樽さゆり氏 栗田 徹 浦河 小島牧場 454＋ 41：27．3� 22．3�
11 リンカーンハート 牡2黒鹿55 吉田 豊芹澤 精一氏 相沢 郁 日高 瀬戸牧場 442－12 〃 クビ 56．9�
714 クラウンリバティー 牡2鹿 55 田辺 裕信矢野 恭裕氏 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 490－ 21：27．93� 2．8�
48 ワタシダイナマイト 牝2栗 54 北村 宏司小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 446± 01：28．11 13．9	
23 トウショウチャート 牡2栗 55 浜中 俊トウショウ産業
 土田 稔 新ひだか 鳥谷 勝彦 430－ 21：28．41� 3．9�
815 ワイルドテイスト 牡2栗 55 戸崎 圭太
G1レーシング 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 488＋ 2 〃 アタマ 29．9�
816 レースノワエ 牡2鹿 55

52 ▲伴 啓太 
ローレルレーシング 大和田 成 新冠 長浜牧場 470＋ 41：28．5� 16．3
612	 マイネルアペックス 牡2芦 55 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 米 Mr. & Mrs.
Bayne Welker Jr. 486± 01：28．6クビ 8．9�

35 サ ク ラ モ チ 牡2鹿 55 大野 拓弥田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 真歌田中牧場 438－ 81：28．81
 27．1�
47 アップリズム 牝2鹿 54 武士沢友治西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 436－ 8 〃 クビ 84．6�
713 トミケンモヴェール 牡2栗 55 藤岡 康太冨樫 賢二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 452－ 41：28．9クビ 173．5�
611 アポロエース 牡2栗 55 F．ベリー アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 中橋 清 492＋101：29．96 61．7�

（愛）

59 アドニスステラ 牡2鹿 55 江田 照男平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新冠 須崎牧場 440＋ 41：32．0大差 255．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，328，200円 複勝： 38，050，300円 枠連： 14，800，900円
馬連： 55，623，900円 馬単： 32，499，500円 ワイド： 29，344，400円
3連複： 72，035，800円 3連単： 95，953，800円 計： 360，636，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 250円 � 780円 � 560円 枠 連（2－3） 900円

馬 連 �� 7，650円 馬 単 �� 11，510円

ワ イ ド �� 2，300円 �� 2，330円 �� 6，710円

3 連 複 ��� 44，320円 3 連 単 ��� 224，400円

票 数

単勝票数 計 223282 的中 � 25657（3番人気）
複勝票数 計 380503 的中 � 45954（3番人気）� 11571（9番人気）� 16705（7番人気）
枠連票数 計 148009 的中 （2－3） 12647（5番人気）
馬連票数 計 556239 的中 �� 5630（25番人気）
馬単票数 計 324995 的中 �� 2116（38番人気）
ワイド票数 計 293444 的中 �� 3313（27番人気）�� 3277（29番人気）�� 1112（59番人気）
3連複票数 計 720358 的中 ��� 1219（114番人気）
3連単票数 計 959538 的中 ��� 310（575番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．0―12．5―12．2―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．9―35．9―48．4―1：00．6―1：13．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ル タ イ ル �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 Grand Slam デビュー 2014．7．19 福島5着

2012．4．24生 牡2栗 母 トップオブドーラ 母母 Maltese Dianne 3戦1勝 賞金 5，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アドニスステラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年11月18日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 コーリンバロック号・ラッキーダン号
（非抽選馬） 1頭 スマイルハッピー号
※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。

2703810月18日 晴 良 （26東京4）第4日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時45分 （芝・左）

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

中央レコード
1：33．5
1：32．3

良
良

47 ソールインパクト 牡2芦 55 福永 祐一窪田 康志氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474－ 21：35．5 1．1�

35 ナイトフォックス 牡2鹿 55 北村 宏司石瀬 浩三氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466－ 81：35．6� 12．9�

713 アサクサリーダー 牡2黒鹿55 吉田 豊田原 慶子氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 468－ 21：36．02� 26．6�
24 ヤマニンシャンデル 牝2栗 54 大野 拓弥土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 442－ 8 〃 クビ 67．3�
816 コスモピンパーネル 牡2鹿 55 F．ベリー �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 468－ 21：36．21� 19．4�

（愛）

612 ラインレジェンド 牡2栗 55 的場 勇人大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 有限会社 大
作ステーブル 464＋ 2 〃 ハナ 47．9	

48 サトノハンナ 牝2鹿 54
51 ▲石川裕紀人里見 治氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 446＋221：36．41 193．4


11 フロイラインシチー 牝2鹿 54 田辺 裕信 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 飛野牧場 442＋ 41：36．82� 33．5�
23 クラウンロベルト 牡2青鹿55 三浦 皇成�クラウン 小野 次郎 浦河 高昭牧場 428－181：37．01� 19．4
36 クリノトイトイ 牡2栗 55

52 ▲伴 啓太栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 藤森 亮二 440－ 2 〃 クビ 362．1�
510 ア イ ナ 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中川 公成 新冠 ビッグレッドファーム 444－ 41：37．1� 17．5�
815 コ マ ク サ 牡2黒鹿55 武士沢友治江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 森田 芳男 460－ 21：37．42 405．0�
12 シゲルオフネマツリ 牝2栗 54 菱田 裕二森中 蕃氏 松永 康利 新冠 村上牧場 406＋ 41：37．5クビ 405．6�
611 ゴールデンコリーダ 牝2栗 54 嘉藤 貴行永田 清男氏 高木 登 千歳 社台ファーム 450＋ 41：37．6� 168．1�
59 シ テ ー ル 牡2鹿 55 岩部 純二�ミルファーム 二本柳俊一 浦河 市正牧場 468＋ 41：38．55 527．4�
714 ポ ン ト ス 牡2鹿 55 大庭 和弥�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか キヨタケ牧場 440－ 41：38．71� 470．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，154，900円 複勝： 106，630，900円 枠連： 14，429，900円
馬連： 49，020，700円 馬単： 43，605，400円 ワイド： 27，787，900円
3連複： 59，657，100円 3連単： 130，134，000円 計： 471，420，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 110円 � 150円 � 230円 枠 連（3－4） 400円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 200円 �� 350円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 2，760円

票 数

単勝票数 計 401549 的中 � 284877（1番人気）
複勝票数 計1066309 的中 � 841379（1番人気）� 50593（2番人気）� 25368（6番人気）
枠連票数 計 144299 的中 （3－4） 27953（1番人気）
馬連票数 計 490207 的中 �� 82592（1番人気）
馬単票数 計 436054 的中 �� 64628（1番人気）
ワイド票数 計 277879 的中 �� 43828（1番人気）�� 19448（4番人気）�� 5632（12番人気）
3連複票数 計 596571 的中 ��� 33402（3番人気）
3連単票数 計1301340 的中 ��� 34162（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―36．1―48．5―1：01．0―1：12．3―1：23．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．5
3 12－（8，11）13（5，4）7（1，2）16（3，10）6－15，9，14 4 12（8，11）（5，4，13）7（1，2）16（3，10）6－15－9，14

勝馬の
紹 介

ソールインパクト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Exchange Rate デビュー 2014．8．10 新潟2着

2012．1．31生 牡2芦 母 クリームオンリー 母母 Raspberry Eggcream 3戦1勝 賞金 9，800，000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４日



2703910月18日 晴 良 （26東京4）第4日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走11時15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

35 ナリタスターワン 牡2鹿 55 福永 祐一�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 480 ―1：23．1 4．3�
11 ブラウンゴッデス 牝2黒鹿54 蛯名 正義飯田 正剛氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 454 ―1：23．31� 8．6�
510 マ リ オ ー ロ 牡2鹿 55 戸崎 圭太菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 476 ―1：23．4� 3．3�
815 クラウンシトラス 牝2栗 54 吉田 豊矢野 恭裕氏 菊川 正達 浦河 赤田牧場 470 ―1：23．72 7．0�
36 シグラップジュエル 牝2芦 54 的場 勇人杉浦 和也氏 的場 均 新ひだか 田中 裕之 408 ―1：24．01� 97．5�
713 ファイアリシンゾウ 牡2青鹿55 浜中 俊 K.C．タン氏 中竹 和也 新ひだか 加野牧場 512 ― 〃 アタマ 26．5	
59 カポスクオーラ 牡2黒鹿55 横山 典弘�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468 ― 〃 ハナ 9．9

816 アルファキンバレー 牝2黒鹿54 藤岡 康太�貴悦 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 464 ―1：24．1クビ 154．5�
611 カ ン ヌ 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 428 ―1：24．41� 14．0
48 ユメガアナタニ 牝2栗 54 北村 宏司小田切有一氏 黒岩 陽一 浦河 木村牧場 472 ― 〃 クビ 19．0�
714 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 ―1：25．35 11．1�
23 イ プ ノ ー ズ 牝2鹿 54 大野 拓弥�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 466 ―1：25．51� 73．8�
612 テイエムスサノオー 牡2鹿 55 横山 和生竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム

牧場株式会社 448 ―1：25．6クビ 92．8�
817 オレンジガーネット 牝2鹿 54 勝浦 正樹庄野 昭彦氏 中川 公成 日高 庄野牧場 414 ―1：25．7� 41．1�
47 カニングウーマン 牝2鹿 54 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 新冠 新冠橋本牧場 448 ―1：26．65 251．0�
12 トウショウカプリス 牡2栗 55 田辺 裕信トウショウ産業� 古賀 史生 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 480 ―1：26．81� 41．0�
24 クラウンエンジェル 牝2青鹿54 田中 勝春矢野 恭裕氏 松永 康利 浦河 山田 昇史 418 ―1：27．11� 50．3�

（17頭）

売 得 金
単勝： 19，239，800円 複勝： 25，744，300円 枠連： 14，811，900円
馬連： 42，767，800円 馬単： 25，093，200円 ワイド： 21，505，100円
3連複： 51，177，500円 3連単： 71，859，700円 計： 272，199，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 220円 � 140円 枠 連（1－3） 1，770円

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 4，130円

ワ イ ド �� 690円 �� 300円 �� 660円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 15，070円

票 数

単勝票数 計 192398 的中 � 35287（2番人気）
複勝票数 計 257443 的中 � 47703（2番人気）� 23453（3番人気）� 57064（1番人気）
枠連票数 計 148119 的中 （1－3） 6474（7番人気）
馬連票数 計 427678 的中 �� 15839（7番人気）
馬単票数 計 250932 的中 �� 4554（13番人気）
ワイド票数 計 215051 的中 �� 7546（8番人気）�� 20016（1番人気）�� 7943（6番人気）
3連複票数 計 511775 的中 ��� 17753（3番人気）
3連単票数 計 718597 的中 ��� 3456（23番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―11．9―12．4―11．6―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．2―36．1―48．5―1：00．1―1：11．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．6
3 ・（1，15）13（7，14）（8，17）（5，10，12）（6，11）－（4，9）（3，16）＝2 4 1，15，13，7（8，14，17）（5，10，12）（6，11）9－16，4－3＝2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナリタスターワン �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2012．2．24生 牡2鹿 母 ボーンスター 母母 ボーンフェイマス 1戦1勝 賞金 7，000，000円

2704010月18日 晴 良 （26東京4）第4日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走11時45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
2：01．1
1：59．9

良
良

55 コアプライド 牡2鹿 55 F．ベリー 前田 幸治氏 和田 正道 新冠 株式会社
ノースヒルズ 502 ―2：02．8 6．2�

（愛）

79 ペルセヴェランテ 牡2黒鹿55 戸崎 圭太 �シルクレーシング 国枝 栄 新冠 村上 欽哉 484 ― 〃 クビ 2．0�
44 ボ ル ド ネ ス 牡2鹿 55 横山 典弘�G1レーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 474 ―2：03．33 5．0�
78 キ ジ ャ ナ 牡2黒鹿55 勝浦 正樹 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム 454 ―2：03．61� 21．4�
810 インスタントリー 牡2黒鹿55 大野 拓弥岡 浩二氏 小笠 倫弘 えりも エクセルマネジメント 472 ―2：03．7� 63．7	
66 ヴェラヴァルスター 牡2栗 55 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 488 ―2：03．8� 7．2

11 トーセンシーギリア 牡2黒鹿55 菱田 裕二島川 �哉氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 466 ―2：03．9� 11．3�
33 アルトサックス 牡2鹿 55 田辺 裕信手嶋 康雄氏 松永 康利 新ひだか 佐竹 学 478 ―2：04．0クビ 46．4
22 スズカハイヤー 牡2鹿 55 田中 勝春永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 502 ―2：04．21� 60．7�
811 ジ ャ ン ゴ 牡2黒鹿55 江田 照男 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 468 ―2：04．3� 31．7�
67 ジョッセルフェルト 牡2鹿 55 藤岡 康太 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 496 ―2：04．4� 21．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 23，101，400円 複勝： 29，105，700円 枠連： 11，695，400円
馬連： 40，712，900円 馬単： 27，510，200円 ワイド： 20，915，900円
3連複： 46，987，900円 3連単： 83，972，700円 計： 284，002，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 150円 � 110円 � 140円 枠 連（5－7） 460円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 260円 �� 410円 �� 260円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 5，100円

票 数

単勝票数 計 231014 的中 � 29740（3番人気）
複勝票数 計 291057 的中 � 41478（3番人気）� 85701（1番人気）� 46065（2番人気）
枠連票数 計 116954 的中 （5－7） 19566（1番人気）
馬連票数 計 407129 的中 �� 53810（1番人気）
馬単票数 計 275102 的中 �� 12934（5番人気）
ワイド票数 計 209159 的中 �� 21510（1番人気）�� 11968（4番人気）�� 21028（2番人気）
3連複票数 計 469879 的中 ��� 44095（1番人気）
3連単票数 計 839727 的中 ��� 11922（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．5―25．7―38．5―51．0―1：03．3―1：15．5―1：28．0―1：39．8―1：51．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F34．8

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

勝馬の
紹 介

コアプライド �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Gone West 初出走

2012．3．8生 牡2鹿 母 グローリーブラッド 母母 Ski Dancer 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ペルセヴェランテ号の騎手戸崎圭太は，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：11

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。



2704110月18日 晴 良 （26東京4）第4日 第5競走 ��2，100�サラブレッド系3歳以上
発走12時35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

89 アイソレーション 牡3鹿 55 三浦 皇成丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 524＋ 82：12．6 5．6�
78 メジャーステップ 牡3栗 55 北村 宏司 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 490＋ 82：13．34 2．5�
44 スワーヴカイザー 牡3青 55 F．ベリー 諏訪 守氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 526－ 82：13．51� 2．8�

（愛）

11 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 474＋ 42：13．81� 6．7�
66 トウショウマナーズ 牡4鹿 57 田中 勝春藤田 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 530＋ 42：15．18 16．1�
33 エフティマルス �3鹿 55 柴田 大知吉野 英子氏 金成 貴史 白老 習志野牧場 496± 02：16．48 81．8	
22 ユールドゥー 牡3鹿 55 伊藤 工真小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 474－ 42：17．78 92．3

77 ア ク シ ア 牡3栗 55 蛯名 正義山本 武司氏 奥平 雅士 平取 びらとり牧場 B468± 02：26．3大差 10．6�

（8頭）
55 ウェルヴァースト 牡3栗 55 吉田 豊 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B458＋ 6 （競走除外）

810	 トミケンブリランテ �4黒鹿57 菱田 裕二冨樫 賢二氏 松永 康利 えりも エクセルマネジメント 490＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 18，415，500円 複勝： 28，675，200円 枠連： 8，976，000円
馬連： 41，535，100円 馬単： 25，634，400円 ワイド： 18，471，900円
3連複： 36，991，300円 3連単： 67，543，300円 計： 246，242，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 120円 � 110円 � 110円 枠 連（7－8） 540円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 220円 �� 210円 �� 150円

3 連 複 ��� 380円 3 連 単 ��� 3，590円

票 数

単勝票数 差引計 184155（返還計 23078） 的中 � 25865（3番人気）
複勝票数 差引計 286752（返還計 42786） 的中 � 50925（3番人気）� 66499（2番人気）� 82050（1番人気）
枠連票数 差引計 89760（返還計 28494） 的中 （7－8） 12849（2番人気）
馬連票数 差引計 415351（返還計150634） 的中 �� 46306（3番人気）
馬単票数 差引計 256344（返還計 86921） 的中 �� 10745（8番人気）
ワイド票数 差引計 184719（返還計 68344） 的中 �� 18746（4番人気）�� 20219（2番人気）�� 37459（1番人気）
3連複票数 差引計 369913（返還計257862） 的中 ��� 72370（1番人気）
3連単票数 差引計 675433（返還計435939） 的中 ��� 13611（10番人気）

ハロンタイム 7．4―11．3―11．9―12．3―12．2―12．6―13．0―13．4―12．3―12．8―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．4―18．7―30．6―42．9―55．1―1：07．7―1：20．7―1：34．1―1：46．4―1：59．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F38．5
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アイソレーション �

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 2013．11．10 東京7着

2011．3．29生 牡3鹿 母 アイシーサイレンス 母母 アイシーゴーグル 9戦2勝 賞金 16，350，000円
〔競走除外〕 トミケンブリランテ号は，馬場入場後に暴走し，疲労が著しいため競走除外。

ウェルヴァースト号は，馬場入場後に他の馬に蹴られ，疾病〔左下腿部蹴傷〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 発走時刻4分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アクシア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年11月18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。

2704210月18日 晴 良 （26東京4）第4日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時05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

36 レッドファルクス 牡3芦 55 北村 宏司 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 464－ 21：24．6 4．3�
47 トーセンマイティ 牡3鹿 55 菱田 裕二島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 500± 01：24．92 4．3�
24 ヤマトダイアンサス 牝4栃栗55 松岡 正海みの商事� 大竹 正博 日高 山際 辰夫 488＋ 81：25．64 8．5�
714� ポールシッター 牡4青鹿57 伊藤 工真平川 浩之氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 452± 01：25．91� 115．0	
48 マンハッタンヘンジ 牡3黒鹿55 石橋 脩加藤 厚子氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 504－ 21：26．11� 33．4

611� アサクサゴールド 牡4黒鹿57 三浦 皇成田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 460＋ 61：26．31� 13．5�
816 カリスマアキラ 牡5栗 57 F．ベリー Him Rock Racing 上原 博之 日高 タバタファーム 484± 0 〃 クビ 14．3�

（愛）

12 フェアリーガーデン 牝5鹿 55
52 ▲石川裕紀人田頭 勇貴氏 武藤 善則 豊浦 飯原牧場 B452－ 21：26．61� 55．9

713 シゲルホウオウザ 牡4鹿 57 戸崎 圭太森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 加藤牧場 470＋ 6 〃 クビ 12．4�
23 コスモイノセント 牡3青鹿55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 友田牧場 456－ 41：26．81 98．1�
59 ヒマラヤタカコ 牝3栗 53 武士沢友治辻 大作氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 474－ 2 〃 アタマ 18．8�
612 ゴールドキセキ 牡3黒鹿55 福永 祐一ドリームホース� 田村 康仁 新ひだか 飛野牧場 522－ 41：27．01 4．7�
510 オニノシタブル 牡3栗 55 江田 照男青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B480＋12 〃 アタマ 10．1�
11 エフティコゼット 牝3栗 53 柴田 大知吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 424－141：28．38 90．6�
35 � カシノリーベ 牝3鹿 53 的場 勇人柏木 務氏 二本柳俊一 日高 藤本ファーム 502－ 21：28．61� 209．2�
815� クリノグランデ 牡4栗 57

54 ▲伴 啓太栗本 博晴氏 星野 忍 日高 ヤナガワ牧場 466－ 41：28．81	 244．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，335，300円 複勝： 34，327，500円 枠連： 17，131，400円
馬連： 58，304，500円 馬単： 29，166，300円 ワイド： 29，163，400円
3連複： 69，171，200円 3連単： 95，441，000円 計： 355，040，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 170円 � 230円 枠 連（3－4） 930円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 1，890円

ワ イ ド �� 450円 �� 970円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，760円 3 連 単 ��� 10，270円

票 数

単勝票数 計 223353 的中 � 40990（2番人気）
複勝票数 計 343275 的中 � 51823（3番人気）� 57283（1番人気）� 35122（4番人気）
枠連票数 計 171314 的中 （3－4） 14247（3番人気）
馬連票数 計 583045 的中 �� 42514（2番人気）
馬単票数 計 291663 的中 �� 11568（3番人気）
ワイド票数 計 291634 的中 �� 17286（2番人気）�� 7314（11番人気）�� 12876（3番人気）
3連複票数 計 691712 的中 ��� 18742（3番人気）
3連単票数 計 954410 的中 ��� 6735（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．9―35．8―48．0―1：00．0―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドファルクス �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．23 東京2着

2011．4．12生 牡3芦 母 ベ ル モ ッ ト 母母 レガシーオブストレングス 6戦2勝 賞金 15，300，000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。



2704310月18日 晴 良 （26東京4）第4日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走13時35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

44 シンボリハミルトン 牡3芦 55 横山 典弘シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 518＋181：38．3 9．6�
67 メガオパールカフェ 牡3栗 55 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 520－ 2 〃 アタマ 7．2�
55 � ヤンキーソヴリン 	4黒鹿57 木幡 初広岡田 牧雄氏 牧 光二 米 S. D.

Brilie, L. P. B498＋121：38．4
 4．4�
811 プレジールシチー 牡3黒鹿55 戸崎 圭太 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 日高 幾千世牧場 492＋121：38．5� 1．8�
78 � コ ス モ ジ グ 牡3黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 剛 米 Christina

Latimer 472－ 61：38．82 28．5	
66 ライトオブホープ 牡3栗 55 嘉藤 貴行落合 幸弘氏 武藤 善則 新冠 イワミ牧場 498＋ 21：38．9クビ 20．2

11 ナムラショウリ 牡4鹿 57 F．ベリー 奈村 信重氏 大和田 成 新ひだか 武 牧場 460± 01：39．21� 20．1�

（愛）

22 ディアイッセイ 牡3鹿 55 勝浦 正樹ディアレスト 奥平 雅士 新冠 武田牧場 490－ 8 〃 ハナ 254．0�
79 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 510＋ 6 〃 クビ 27．9
810 ジュルヴォアソング 牡4鹿 57 蛯名 正義廣崎 利洋氏 田村 康仁 新ひだか 藤原牧場 498－ 61：39．73 18．2�
33 キネオレジェンド 牡3鹿 55 菱田 裕二吉田 千津氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 534－121：40．01� 52．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 27，660，900円 複勝： 43，375，600円 枠連： 16，830，900円
馬連： 63，397，700円 馬単： 42，750，500円 ワイド： 31，783，700円
3連複： 70，450，200円 3連単： 135，710，000円 計： 431，959，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 290円 � 270円 � 200円 枠 連（4－6） 2，360円

馬 連 �� 3，230円 馬 単 �� 6，040円

ワ イ ド �� 720円 �� 670円 �� 460円

3 連 複 ��� 3，690円 3 連 単 ��� 32，340円

票 数

単勝票数 計 276609 的中 � 22898（4番人気）
複勝票数 計 433756 的中 � 35928（4番人気）� 40703（3番人気）� 64236（2番人気）
枠連票数 計 168309 的中 （4－6） 5521（9番人気）
馬連票数 計 633977 的中 �� 15209（11番人気）
馬単票数 計 427505 的中 �� 5303（21番人気）
ワイド票数 計 317837 的中 �� 10970（9番人気）�� 11952（7番人気）�� 18262（4番人気）
3連複票数 計 704502 的中 ��� 14286（13番人気）
3連単票数 計1357100 的中 ��� 3042（99番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―12．7―12．7―12．5―11．8―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．7―36．4―49．1―1：01．6―1：13．4―1：25．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンボリハミルトン �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 Kingmambo デビュー 2014．2．24 東京3着

2011．2．9生 牡3芦 母 スイートマンボ 母母 Kenbu 5戦2勝 賞金 15，300，000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。

2704410月18日 晴 良 （26東京4）第4日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走14時05分 （芝・左）
1000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

34 マンボネフュー 牡4青 57 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478± 01：21．2 3．3�
22 アルマディヴァン 牝4栗 55 勝浦 正樹コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 486＋ 41：21．41� 3．5�
815 サンマルホウセキ 牝3鹿 53 田中 勝春相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 442＋ 61：21．61� 8．2�
11 リーサルウェポン 牝3鹿 53 戸崎 圭太 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 タバタファーム 424－ 6 〃 ハナ 5．4�
47 ヤサカオディール 牝5黒鹿55 的場 勇人志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 440＋ 8 〃 クビ 35．8�
814	 シーギリヤガール 牝4栗 55 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 清水 英克 日高 新生ファーム 460＋ 6 〃 ハナ 108．4

611 ル ミ ニ ズ ム 牡3黒鹿55 北村 宏司 	社台レースホース大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 41：21．7クビ 6．6�
59 ゴールドカルラ 牝6鹿 55 大野 拓弥磯波 勇氏 高木 登 新冠 守矢牧場 528－ 21：21．8
 75．3�
23 ブルジュオン 牝4黒鹿55 三浦 皇成�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450＋ 8 〃 クビ 23．6
35 プロスペラスマム 牝7鹿 55

52 ▲伴 啓太本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 528＋ 61：21．9クビ 379．6�
712 ラインロバート 牡5青鹿57 江田 照男大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 474＋ 81：22．0
 142．7�
610 トーセンシルエット 牝3芦 53 柴田 善臣島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 450＋ 2 〃 アタマ 38．4�
58 ナオミノユメ 牝5鹿 55 F．ベリー 塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 446± 01：22．31
 21．6�

（愛）

46 エバーダンシング 牝4栗 55 菱田 裕二宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 456＋ 41：22．62 82．0�
713 キネオピューマ 牡5鹿 57 福永 祐一吉田 千津氏 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 458－ 4 （競走中止） 36．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 31，321，900円 複勝： 47，406，300円 枠連： 19，957，900円
馬連： 86，350，300円 馬単： 43，639，200円 ワイド： 37，205，700円
3連複： 95，840，900円 3連単： 148，539，300円 計： 510，261，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 130円 � 200円 枠 連（2－3） 490円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 230円 �� 550円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 4，560円

票 数

単勝票数 計 313219 的中 � 74585（1番人気）
複勝票数 計 474063 的中 � 99607（2番人気）� 112060（1番人気）� 45993（5番人気）
枠連票数 計 199579 的中 （2－3） 31483（1番人気）
馬連票数 計 863503 的中 �� 131715（1番人気）
馬単票数 計 436392 的中 �� 33752（1番人気）
ワイド票数 計 372057 的中 �� 47463（1番人気）�� 15487（7番人気）�� 22774（4番人気）
3連複票数 計 958409 的中 ��� 67381（2番人気）
3連単票数 計1485393 的中 ��� 23596（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―35．6―47．1―58．4―1：09．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．1
3 7，14，4，11，2（10，15）1，9（3，12）（6，8）5 4 7，14（4，11）15（2，10）（1，9，12）（6，8）3，5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マンボネフュー �
�
父 バ ゴ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2012．9．15 中山1着

2010．4．4生 牡4青 母 セカンドハピネス 母母 Miesque 14戦4勝 賞金 57，881，000円
〔競走中止〕 キネオピューマ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ヤサカオディール号の騎手的場勇人は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：4番・2番・1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。



2704510月18日 晴 良 （26東京4）第4日 第9競走 ��
��1，600�プ ラ タ ナ ス 賞

発走14時35分 （ダート・左）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：36．9
1：36．9

不良
不良

814 タップザット 牡2芦 55 福永 祐一 P.G．ファッジ氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 476－ 41：39．5 2．1�
813 デヴァスタシオン 牡2栃栗55 柴田 大知一村 哲也氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 504＋ 21：39．6� 5．1�
46 スピリッツセカンド 牡2黒鹿55 柴田 善臣平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 510± 0 〃 クビ 16．8�
711 ノースヒーロー 牡2栗 55 吉田 豊 �スピードファーム和田 正道 新ひだか 漆原 武男 472＋141：39．81 52．0�
58 ディアドムス 牡2鹿 55 三浦 皇成ディアレスト 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 484＋14 〃 クビ 9．3�
610 タイセイアニマート 牡2黒鹿55 田辺 裕信田中 成奉氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 460＋ 81：39．9	 31．2	
11 ストロングトリトン 牡2鹿 55 北村 宏司村木 篤氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 468＋ 61：40．21	 13．8

45 リヴゴーシュ 牡2栗 55 江田 照男�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 526＋ 21：40．3� 20．4�
712 スマートボムシェル 牡2栗 55 戸崎 圭太大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 484－ 4 〃 アタマ 18．7
69 クイーンマグノリア 牝2栗 54 大野 拓弥 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム 430＋101：40．51� 39．8�
22 トーセンミッション 牡2栗 55 武士沢友治島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B506＋ 2 〃 ハナ 116．1�
34 
 ヘニースウィフト 牡2栗 55 蛯名 正義窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 米 Clear Creek

Stud LLC 474－ 21：40．92� 11．7�
57 レンイングランド 牡2芦 55 中谷 雄太田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 504－ 21：41．11� 13．1�
33 ディアタイガ 牡2栗 55 勝浦 正樹ディアレスト 石栗 龍彦 浦河 桑田フアーム 448± 01：41．73� 189．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 42，381，500円 複勝： 58，117，500円 枠連： 30，735，600円
馬連： 111，884，700円 馬単： 60，780，000円 ワイド： 47，101，400円
3連複： 127，485，400円 3連単： 202，456，700円 計： 680，942，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 150円 � 280円 枠 連（8－8） 670円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 270円 �� 720円 �� 800円

3 連 複 ��� 2，320円 3 連 単 ��� 7，330円

票 数

単勝票数 計 423815 的中 � 157199（1番人気）
複勝票数 計 581175 的中 � 158563（1番人気）� 103167（2番人気）� 37094（7番人気）
枠連票数 計 307356 的中 （8－8） 35537（2番人気）
馬連票数 計1118847 的中 �� 139094（1番人気）
馬単票数 計 607800 的中 �� 59484（1番人気）
ワイド票数 計 471014 的中 �� 50704（1番人気）�� 15592（7番人気）�� 13823（9番人気）
3連複票数 計1274854 的中 ��� 41066（3番人気）
3連単票数 計2024567 的中 ��� 20013（7番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．7―13．1―13．0―12．1―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．9―36．6―49．7―1：02．7―1：14．8―1：26．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タップザット �
�
父 Tapit �

�
母父 Officer デビュー 2014．8．31 札幌1着

2012．4．11生 牡2芦 母 アートプリンセス 母母 Rhumb Line 2戦2勝 賞金 17，094，000円
〔制裁〕 レンイングランド号の騎手中谷雄太は，発馬機内での御法（突進された）について過怠金10，000円。

2704610月18日 晴 良 （26東京4）第4日 第10競走 ��
��1，400�

はくしゅう

白秋ステークス
発走15時10分 （芝・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 17，900，000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
1：19．6
1：19．0

良
良

57 カ オ ス モ ス 牡4鹿 57 戸崎 圭太小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか 沖田 忠幸 496－141：21．8 7．4�
711 エールブリーズ 牡4青鹿57 三浦 皇成 �社台レースホース�島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516＋ 41：21．9	 2．6�
33 ベステゲシェンク 牡4鹿 57 北村 宏司吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 466－ 41：22．0	 5．5�
69 チェリーヒロイン 牝5栗 55 横山 典弘伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 418＋ 8 〃 クビ 17．4�
814 シルクドリーマー 牡5鹿 57 田辺 裕信 �シルクレーシング 音無 秀孝 浦河 笠松牧場 472－ 21：22．1クビ 26．0�
712 ミ ナ レ ッ ト 牝4鹿 55 嘉藤 貴行�ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 478＋ 4 〃 ハナ 30．6	
22 マ カ ハ 牡5鹿 57 F．ベリー 広尾レース
 小崎 憲 大樹 大樹ファーム B464－ 41：22．2	 7．6�

（愛）

46 フレイムヘイロー 
6栗 57 大野 拓弥�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 474－ 41：22．3� 101．9�
813 アドマイヤドバイ 牡4鹿 57 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 460－ 6 〃 ハナ 22．4
58 レ ム ミ ラ ス 牝3鹿 53 藤岡 康太
ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 440－ 2 〃 アタマ 37．1�
45 ハングリージャック 牡7黒鹿57 菱田 裕二吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 496± 0 〃 クビ 17．0�
11 エ ポ ワ ス 
6鹿 57 柴田 善臣多田 信尊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 482＋ 41：22．61� 7．5�
610 マイネルアダマス 牡5鹿 57 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 B440＋101：23．02	 177．1�
34 � デ ン フ ァ レ 牝7栗 55 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 490＋ 21：23．85 49．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 43，689，500円 複勝： 79，029，200円 枠連： 28，726，800円
馬連： 153，352，300円 馬単： 71，094，600円 ワイド： 62，007，200円
3連複： 174，632，900円 3連単： 276，223，700円 計： 888，756，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 210円 � 120円 � 170円 枠 連（5－7） 750円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 2，470円

ワ イ ド �� 450円 �� 800円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 10，590円

票 数

単勝票数 計 436895 的中 � 46701（3番人気）
複勝票数 計 790292 的中 � 79448（4番人気）� 210241（1番人気）� 106823（2番人気）
枠連票数 計 287268 的中 （5－7） 29414（2番人気）
馬連票数 計1533523 的中 �� 120362（2番人気）
馬単票数 計 710946 的中 �� 21545（6番人気）
ワイド票数 計 620072 的中 �� 36058（4番人気）�� 18579（8番人気）�� 42503（1番人気）
3連複票数 計1746329 的中 ��� 67235（2番人気）
3連単票数 計2762237 的中 ��� 18896（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―36．0―48．4―59．4―1：10．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F33．4
3 12（8，13）（1，7）9（3，11）（2，6）10（5，14）4 4 12（13，9）8（7，11）（1，3，10）（2，6）（5，14）－4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カ オ ス モ ス �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2012．6．9 阪神1着

2010．4．21生 牡4鹿 母 メアリーズガーデン 母母 サンデーピクニック 15戦3勝 賞金 100，526，000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。



2704710月18日 晴 良 （26東京4）第4日 第11競走 ��
��1，800�第62回府中牝馬ステークス（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・左）
牝，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52�4歳以上
54�，25．10．12以降GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走1着馬1�増，25．10．11以前のGⅠ
競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

府中市長賞（1着）
賞 品

本 賞 53，000，000円 21，000，000円 13，000，000円 8，000，000円 5，300，000円
付 加 賞 924，000円 264，000円 132，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

45 ディアデラマドレ 牝4鹿 54 藤岡 康太 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 444＋ 41：45．7 8．0�
33 スマートレイアー 牝4芦 55 横山 典弘大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 41：45．8� 3．4�
812 ホエールキャプチャ 牝6芦 55 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 474± 01：45．9	 3．9�
22 キャトルフィーユ 牝5鹿 54 福永 祐一 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 470＋ 21：46．0� 4．3�
56 アイスフォーリス 牝5芦 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 相沢 郁 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 476＋ 2 〃 アタマ 19．7	
69 スイートサルサ 牝4栗 54 田中 勝春シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 468± 0 〃 クビ 15．6

710 レ イ カ ー ラ 牝5鹿 54 戸崎 圭太下河辺隆行氏 堀 宣行 日高 下河辺牧場 452＋ 61：46．1クビ 32．1�
44 ウ リ ウ リ 牝4青 54 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 458＋ 4 〃 クビ 10．4�
11 アミカブルナンバー 牝5鹿 54 大野 拓弥池谷 誠一氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 464＋ 41：46．31� 32．7
68 ウイングドウィール 牝5黒鹿54 伊藤 工真 �グリーンファーム宗像 義忠 千歳 社台ファーム 480－ 61：46．4クビ 134．2�
57 マコトブリジャール 牝4鹿 54 秋山真一郎�ディアマント 
島 一歩 様似 出口 繁夫 400－ 61：46．93 42．9�
813 オ ツ ウ 牝4鹿 54 柴田 善臣大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B472－ 61：47．0� 23．9�
711 クッカーニャ 牝5青鹿54 北村 宏司 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：47．63� 123．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 119，085，800円 複勝： 190，076，300円 枠連： 74，099，900円
馬連： 452，785，500円 馬単： 210，514，000円 ワイド： 177，771，000円
3連複： 624，836，400円 3連単： 1，133，606，100円 計： 2，982，775，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 230円 � 150円 � 160円 枠 連（3－4） 860円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 3，100円

ワ イ ド �� 530円 �� 660円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 12，400円

票 数

単勝票数 計1190858 的中 � 118890（4番人気）
複勝票数 計1900763 的中 � 179925（4番人気）� 381239（1番人気）� 318930（3番人気）
枠連票数 計 740999 的中 （3－4） 66018（4番人気）
馬連票数 計4527855 的中 �� 253279（4番人気）
馬単票数 計2105140 的中 �� 50821（11番人気）
ワイド票数 計1777710 的中 �� 84935（4番人気）�� 65633（6番人気）�� 138383（2番人気）
3連複票数 計6248364 的中 ��� 246313（3番人気）
3連単票数 計11336061 的中 ��� 66278（28番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．2―12．0―12．2―12．3―11．3―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―35．0―47．0―59．2―1：11．5―1：22．8―1：34．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F34．2

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

勝馬の
紹 介

ディアデラマドレ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．9．9 阪神1着

2010．2．22生 牝4鹿 母 ディアデラノビア 母母 ポトリザリス 11戦5勝 賞金 129，018，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりディアデラマドレ号は，エリザベス女王杯（GⅠ）競走に優先出走できる。

2704810月18日 晴 良 （26東京4）第4日 第12競走 ��
��2，100�サラブレッド系3歳以上

発走16時25分 （ダート・左）
1000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

36 ケイジータイタン �4青鹿57 岩部 純二鹿倉 勝	氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B524＋122：11．0 14．1�
713 アールプロセス 牡3鹿 55 北村 宏司池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 502± 0 〃 クビ 3．0�
611 ホワイトフリート 牡4芦 57 蛯名 正義 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 464± 02：11．42
 9．0�
35 ランブリングマン 牡4鹿 57 田中 勝春スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 518－242：12．03
 10．7�
816 ショウナンアポロン 牡4鹿 57

54 ▲伴 啓太国本 哲秀氏 古賀 史生 洞�湖 メジロ牧場 B492± 02：12．1クビ 25．6�
23 ガ ム ラ ン �6青鹿57 三浦 皇成 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 536＋ 62：12．63 12．3	
815 ネオヴェリーブル �7鹿 57 秋山真一郎小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 22：12．7
 139．6

24 オメガラヴィータ 牝4栗 55 勝浦 正樹原 �子氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム B466＋ 22：12．91 76．8�
612 アドマイヤダリヤ 牡3鹿 55 福永 祐一近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 534－ 22：13．0
 5．4�
11 エーペックス 牡5青鹿57 嘉藤 貴行Basic 畠山 吉宏 日高 川島 良一 502＋ 82：13．1
 228．3�
714 モンサンアルビレオ 牝3栗 53 的場 勇人山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 B470＋ 22：13．2
 5．3�
12 アムールスキー 牡3鹿 55 大野 拓弥 �シルクレーシング 小笠 倫弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 42：13．94 17．5�
48 コスモナイスガイ 牡4黒鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 530－ 82：15．07 44．0�
59 レッドジャクソン 牡5鹿 57 伊藤 工真 東京ホースレーシング 宗像 義忠 浦河 信岡牧場 552＋102：16．06 65．7�
510 ロードランパート 牡6鹿 57 吉田 豊 ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 474－102：16．1� 31．6�
47 オパールパワー 牡5芦 57 江田 照男居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム B574＋ 22：18．1大差 101．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，788，700円 複勝： 69，001，000円 枠連： 46，008，000円
馬連： 162，349，200円 馬単： 64，516，600円 ワイド： 60，607，400円
3連複： 175，629，000円 3連単： 276，120，400円 計： 904，020，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 390円 � 170円 � 230円 枠 連（3－7） 670円

馬 連 �� 2，810円 馬 単 �� 6，530円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 1，550円 �� 640円

3 連 複 ��� 6，890円 3 連 単 ��� 46，630円

票 数

単勝票数 計 497887 的中 � 28129（7番人気）
複勝票数 計 690010 的中 � 38333（8番人気）� 129068（1番人気）� 75141（4番人気）
枠連票数 計 460080 的中 （3－7） 52755（2番人気）
馬連票数 計1623492 的中 �� 47626（9番人気）
馬単票数 計 645166 的中 �� 7404（25番人気）
ワイド票数 計 606074 的中 �� 13936（12番人気）�� 9724（19番人気）�� 25440（3番人気）
3連複票数 計1756290 的中 ��� 19103（19番人気）
3連単票数 計2761204 的中 ��� 4293（130番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．8―31．2―43．8―56．6―1：08．7―1：21．4―1：33．9―1：46．0―1：58．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケイジータイタン �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 テイエムオペラオー デビュー 2012．11．18 福島4着

2010．5．5生 �4青鹿 母 スイートパッセ 母母 カフェショコラ 20戦4勝 賞金 46，394，000円
〔発走状況〕 モンサンアルビレオ号は，発進不良〔枠内膠着〕。
〔制裁〕 アールプロセス号の騎手北村宏司は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 モンサンアルビレオ号は，平成26年10月19日から平成26年11月17日まで出走停止。停止期間の

満了後に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オパールパワー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年11月18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） 1頭 フォンテーヌブロー号
（非抽選馬） 1頭 ヤマカツティラノ号



（26東京4）第4日 10月18日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 167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

280，560，000円
8，480，000円
2，190，000円
25，490，000円
64，547，500円
4，563，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
459，503，400円
749，539，800円
298，204，600円
1，318，084，600円
676，803，900円
563，665，000円
1，604，895，600円
2，717，560，700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 8，388，257，600円

総入場人員 31，141名 （有料入場人員 28，607名）
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