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2703710月17日 曇 不良 （27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

24 イ ザ 牡2鹿 55 三浦 皇成松田 整二氏 高柳 瑞樹 日高 白井牧場 474＋ 41：25．5 1．7�
714 トモジャポルックス 牡2芦 55 柴田 善臣吉冨 朝美氏 鈴木 伸尋 新ひだか 田中 裕之 462＋ 21：26．03 6．0�
35 ジ イ サ マ 牡2栗 55

53 △石川裕紀人小田切 光氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 478＋ 81：26．21� 23．7�
510 シグナリング 牝2鹿 54 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 444－ 61：26．52 7．5�
815 グリーンベレー 牡2黒鹿55 吉田 豊塩田 清氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 472－ 81：26．81� 18．1�
12 ウ ジ ヒ メ 牝2鹿 54 武士沢友治藤沼 利夫氏 松山 将樹 浦河 高岸 順一 460＋ 81：27．01� 69．3�
59 ゴールドジャイアン 牡2栗 55 内田 博幸 	ゴールドレーシング 勢司 和浩 浦河 辻 牧場 488－ 21：27．1� 82．8

713 ウイングラウベン 牡2青 55 柴田 大知	ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム B462± 01：27．2クビ 33．5�
611 ギミギミラック 牡2黒鹿55 菅原 隆一島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 468＋ 61：27．51� 290．3
11 コ イ キ 牝2鹿 54 木幡 初広石瀬 浩三氏 土田 稔 新ひだか 中田 英樹 432＋ 61：27．81� 26．3�
612 サンカーニー 牝2芦 54 松岡 正海加藤 信之氏 高橋 文雅 新ひだか 米田 和子 450－161：27．9� 15．5�
23 レオベローナ 牝2栗 54 岩部 純二	レオ 萱野 浩二 新ひだか 久米 和夫 436－ 61：28．11� 174．1�
36 ドエライナー 牝2栗 54 江田 照男野崎 宗信氏 菅原 泰夫 浦河 赤田牧場 448＋ 61：28．2� 12．7�
47 クラウンコルデーロ 牡2青 55

52 ▲井上 敏樹矢野まり子氏 伊藤 伸一 平取 北島牧場 472－ 41：28．41� 36．8�
48 レッドセバスチャン 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎�ミルファーム 根本 康広 新冠 ビッグレッドファーム 430＋301：28．5� 219．9�
816 ヒメユリハート 牝2栗 54 大野 拓弥井上 久光氏 柴田 政人 宮城 牛坂牧場 412－121：29．45 266．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 21，772，800円 複勝： 32，783，000円 枠連： 14，221，200円
馬連： 53，729，200円 馬単： 35，119，400円 ワイド： 29，241，300円
3連複： 75，683，000円 3連単： 112，821，000円 計： 375，370，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 180円 � 430円 枠 連（2－7） 400円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 270円 �� 760円 �� 1，990円

3 連 複 ��� 3，250円 3 連 単 ��� 7，470円

票 数

単勝票数 計 217728 的中 � 100082（1番人気）
複勝票数 計 327830 的中 � 156984（1番人気）� 33887（3番人気）� 9638（8番人気）
枠連票数 計 142212 的中 （2－7） 27256（1番人気）
馬連票数 計 537292 的中 �� 82583（1番人気）
馬単票数 計 351194 的中 �� 36240（1番人気）
ワイド票数 計 292413 的中 �� 32019（2番人気）�� 9269（8番人気）�� 3333（23番人気）
3連複票数 計 756830 的中 ��� 17430（9番人気）
3連単票数 計1128210 的中 ��� 10943（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．8―48．4―1：00．7―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イ ザ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2015．9．27 中山2着

2013．3．3生 牡2鹿 母 ミ ル ト ス 母母 タケショウティアラ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 トモジャポルックス号の騎手柴田善臣は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番）

2703810月17日 曇 不良 （27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 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：36．7
1：36．7

稍重
稍重

34 アポロナイスジャブ 牡2栗 55 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか へいはた牧場 424＋ 21：37．8 7．8�
610 エ ル ゼ ロ 牡2鹿 55 横山 典弘磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 484± 01：38．22� 3．3�
713 マ ッ ク ー ル 牡2鹿 55 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 浦河 辻 牧場 478± 0 〃 クビ 3．1�
22 グラスセイヴァー 牡2鹿 55 大野 拓弥半沢� 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 514－ 41：38．62� 13．0�
58 アルマラナキラ 牡2栗 55 三浦 皇成コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 浦新 徳司 454＋ 61：39．23� 4．6	
11 ピクニックガーデン 牝2鹿 54 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 488± 01：39．3� 39．3

712 コントロールタワー 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか 白井 吉美 442± 01：39．4� 112．1�
23 ハ マ ナ ス 牝2青鹿54 柴山 雄一本間 茂氏 伊藤 伸一 日高 三城牧場 428－ 2 〃 アタマ 19．9�
59 タマモワッショイ 牡2鹿 55 石橋 脩タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 462－ 61：39．61 48．3
611 サクラブチャン 牝2黒鹿54 二本柳 壮田頭 勇貴氏 柄崎 孝 むかわ 真壁 信一 414－ 8 〃 クビ 169．8�
35 ヤマノスプリンター 牝2栗 54

51 ▲井上 敏樹澤村 敏雄氏 伊藤 伸一 新冠 パカパカ
ファーム 454＋ 61：40．02� 44．8�

46 サ ワ ラ ビ 牝2青鹿54 木幡 初広石瀬 浩三氏 牧 光二 新ひだか 静内酒井牧場 B468－ 61：40．74 115．2�
814 リワードデュラン 牡2鹿 55

53 △石川裕紀人宮崎忠比古氏 勢司 和浩 浦河 有限会社
リワード 464＋ 41：40．8� 18．6�

815 バルドスカイ 牝2栗 54 菅原 隆一島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ
スティファーム 426－ 61：41．75 328．3�

47 タケデンガーベラ 牝2芦 54 大庭 和弥武市 進吾氏 高橋 義博 浦河 安藤牧場 488＋ 21：42．55 39．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 20，894，400円 複勝： 26，866，500円 枠連： 12，936，100円
馬連： 46，888，100円 馬単： 26，317，000円 ワイド： 25，206，600円
3連複： 59，764，300円 3連単： 77，100，100円 計： 295，973，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 190円 � 160円 � 120円 枠 連（3－6） 1，870円

馬 連 �� 2，360円 馬 単 �� 4，710円

ワ イ ド �� 610円 �� 440円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 16，670円

票 数

単勝票数 計 208944 的中 � 21161（4番人気）
複勝票数 計 268665 的中 � 29110（4番人気）� 40706（3番人気）� 76486（1番人気）
枠連票数 計 129361 的中 （3－6） 5346（10番人気）
馬連票数 計 468881 的中 �� 15378（9番人気）
馬単票数 計 263170 的中 �� 4186（18番人気）
ワイド票数 計 252066 的中 �� 9911（6番人気）�� 14492（3番人気）�� 22135（2番人気）
3連複票数 計 597643 的中 ��� 23441（3番人気）
3連単票数 計 771001 的中 ��� 3352（42番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―12．0―12．5―13．1―12．5―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．1―35．1―47．6―1：00．7―1：13．2―1：25．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アポロナイスジャブ �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 トワイニング デビュー 2015．7．25 福島15着

2013．3．10生 牡2栗 母 リトルマーメード 母母 エリモドリーム 6戦1勝 賞金 5，500，000円

第４回 東京競馬 第４日



2703910月17日 曇 稍重 （27東京4）第4日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走11時15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

55 クインズサン 牡2青 55 吉田 豊 �クイーンズ・ランチ 和田 正道 浦河 日進牧場 444＋ 21：36．7 18．1�
77 ナックビーナス 牝2青鹿54 横山 典弘小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 506－ 41：37．01� 4．0�
33 ゴールドエフォート 牝2栗 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 田島 俊明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 21：37．21� 4．1�
11 サンセットトウホク 牡2黒鹿55 C．ルメール 島川 �哉氏 加藤 征弘 新冠 秋田牧場 472＋ 41：37．3� 2．3	
22 スカーレットルビー 牝2鹿 54 柴田 善臣芹澤 精一氏 田中 清隆 浦河 杵臼牧場 442＋ 61：37．4� 32．2

810 マーヴェラスデー 牝2芦 54 田辺 裕信栗山 良子氏 上原 博之 平取 二風谷ファーム 436－ 21：37．61� 10．5�
44 スリーミュージアム 牡2鹿 55 大野 拓弥永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 416＋ 61：37．81� 18．7�
89 ゴールドレイ 牡2栗 55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 田中 剛 安平 追分ファーム 492＋ 21：38．01� 12．2
78 テイエムクック 牡2黒鹿55 内田 博幸竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 松浦牧場 442－ 41：38．74 85．7�
66 ハヤブササンサン 牡2黒鹿55 岩田 康誠國立 治氏 柴田 政人 新冠 明和牧場 466＋ 21：38．91 125．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 24，940，200円 複勝： 30，750，700円 枠連： 12，773，500円
馬連： 46，571，200円 馬単： 32，117，700円 ワイド： 24，828，400円
3連複： 56，859，700円 3連単： 101，982，000円 計： 330，823，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，810円 複 勝 � 390円 � 170円 � 180円 枠 連（5－7） 3，170円

馬 連 �� 3，080円 馬 単 �� 5，600円

ワ イ ド �� 970円 �� 1，110円 �� 370円

3 連 複 ��� 5，070円 3 連 単 ��� 43，800円

票 数

単勝票数 計 249402 的中 � 10976（6番人気）
複勝票数 計 307507 的中 � 15841（7番人気）� 52742（2番人気）� 50025（3番人気）
枠連票数 計 127735 的中 （5－7） 3114（9番人気）
馬連票数 計 465712 的中 �� 11700（12番人気）
馬単票数 計 321177 的中 �� 4299（20番人気）
ワイド票数 計 248284 的中 �� 6292（12番人気）�� 5446（15番人気）�� 18673（3番人気）
3連複票数 計 568597 的中 ��� 8410（17番人気）
3連単票数 計1019820 的中 ��� 1688（134番人気）

ハロンタイム 13．1―11．9―12．2―12．0―12．5―11．8―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―25．0―37．2―49．2―1：01．7―1：13．5―1：24．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F35．0
3 7，9，1（4，8）（2，10）5，3＝6 4 7，9（1，8）4（2，10）5，3－6

勝馬の
紹 介

クインズサン �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．9．13 中山9着

2013．3．20生 牡2青 母 イ ソ シ ギ 母母 テ ン ド ラ ー 2戦1勝 賞金 5，000，000円

2704010月17日 曇 稍重 （27東京4）第4日 第4競走 ��
��1，400�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
1：21．2
1：20．3

良
良

612 モ ー ゼ ス 牡2黒鹿55 柴田 善臣坂本 肇氏 大江原 哲 洞�湖 レイクヴィラファーム 512 ―1：23．1 6．2�
（ミュゼモーゼス）

36 � ゴルゴバローズ 牡2鹿 55 北村 宏司猪熊 広次氏 木村 哲也 米 Hidden
Brook Farm 504 ― 〃 クビ 6．1�

713 クレーデリンテ 牝2黒鹿54 C．ルメール 原 	子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 452 ―1：23．63 4．2�
816 スワンナプーム 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 青森 石田 英機 456 ― 〃 ハナ 39．4�
510 スイートクールアイ 牝2鹿 54 江田 照男島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 412 ―1：23．91
 79．6	
47 � ブラウンキャビア 牝2鹿 54 M．デムーロ吉田 和子氏 大和田 成 愛 Tally－Ho

Stud 420 ―1：24．0クビ 11．7

12 エクラミレネール 牝2芦 54 内田 博幸岡田 牧雄氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 442 ―1：24．1
 4．0�
48 イルフォーコン 牡2黒鹿55 田辺 裕信 H.F Association 尾形 和幸 浦河 福田牧場 448 ―1：24．2� 10．2�
817 サインズストーム 牡2黒鹿55 岩田 康誠�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 512 ―1：24．83� 23．0
24 マチャプチャレ 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 駿河牧場 436 ― 〃 ハナ 10．5�
714 ジンクフィンガー 牡2鹿 55 石橋 脩加藤 厚子氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 464 ―1：24．9
 102．1�
59 ウインアイリス 牝2黒鹿54 松岡 正海�ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 460 ―1：25．11� 51．7�
35 カシノミライ 牝2黒鹿54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 平取 協栄組合 412 ―1：25．31 184．8�
11 トゥルーセオリー 牝2黒鹿 54

52 △石川裕紀人岡田 牧雄氏 清水 英克 むかわ 上水牧場 436 ―1：26．04 127．6�
23 クラウンロマン 牝2芦 54 三浦 皇成矢野まり子氏 小野 次郎 新冠 ヤマタケ牧場 452 ―1：26．32 140．4�
611 モリカイソウ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太�森島商事 牧 光二 新ひだか 服部 健太郎 434 ―1：26．61
 29．3�
815 ミリオンサンテ 牝2鹿 54 津村 明秀 �三石川上牧場 粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 440 ― （競走中止） 233．1�

（17頭）

売 得 金
単勝： 24，769，000円 複勝： 28，966，600円 枠連： 16，984，700円
馬連： 51，215，400円 馬単： 26，786，900円 ワイド： 26，601，300円
3連複： 62，820，000円 3連単： 75，316，700円 計： 313，460，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 210円 � 180円 � 160円 枠 連（3－6） 1，780円

馬 連 �� 2，290円 馬 単 �� 4，650円

ワ イ ド �� 750円 �� 480円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，780円 3 連 単 ��� 18，650円

票 数

単勝票数 計 247690 的中 � 31956（4番人気）
複勝票数 計 289666 的中 � 31782（4番人気）� 41470（3番人気）� 51986（1番人気）
枠連票数 計 169847 的中 （3－6） 7385（10番人気）
馬連票数 計 512154 的中 �� 17261（7番人気）
馬単票数 計 267869 的中 �� 4312（17番人気）
ワイド票数 計 266013 的中 �� 8695（7番人気）�� 14389（2番人気）�� 14308（3番人気）
3連複票数 計 628200 的中 ��� 16913（3番人気）
3連単票数 計 753167 的中 ��� 2927（38番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．0―12．5―11．4―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．9―35．9―48．4―59．8―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モ ー ゼ ス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Grindstone 初出走

2013．4．21生 牡2黒鹿 母 チャールストンハーバー 母母 Penny’s Valentine 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ミリオンサンテ号は，競走中に疾病〔右第1指骨粉砕骨折〕を発症したため4コーナーで競走中止。



2704110月17日 曇 稍重 （27東京4）第4日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時35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
1：45．9
1：45．9

良
良

33 アグレアーブル 牝2青鹿54 岩田 康誠 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 486 ―1：53．2 1．8�
811 キングオブアームズ 牡2鹿 55 北村 宏司窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 468 ―1：53．41� 3．2�
55 ウインシンフォニア 牡2鹿 55 松岡 正海�ウイン 高木 登 新ひだか 片山牧場 454 ―1：53．61� 41．6�
56 スウィフトレイド 牡2栗 55 C．ルメール �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 486 ―1：54．02� 5．7�
812 シュティルヴァルト 牡2栗 55 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 464 ― 〃 ハナ 24．9	
67 ミライヘノツバサ 牡2芦 55 内田 博幸三島 宣彦氏 伊藤 大士 青森 諏訪牧場 476 ―1：54．1� 22．9

44 フレンチフューゴ 牡2栗 55 吉田 豊廣崎 利洋氏 田村 康仁 平取 清水牧場 456 ―1：54．2� 15．2�
11 バトルロックハート 牡2黒鹿55 三浦 皇成宮川 秋信氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 460 ―1：54．41� 128．5�
79 プ ラ シ デ ス 牝2黒鹿54 江田 照男島川 哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 460 ―1：54．61� 179．4�
710 ゴシップローズ 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 新冠 村本牧場 484 ―1：54．81 91．8�
22 リ ア リ ス ト 牡2鹿 55 戸崎 圭太吉澤 克己氏 相沢 郁 安平 ノーザンファーム 478 ―1：55．11	 44．8�
68 ポ ノ イ 牡2鹿 55

53 △石川裕紀人広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 木村 秀則 512 ―1：59．1大差 78．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 35，880，000円 複勝： 45，514，100円 枠連： 14，228，000円
馬連： 55，906，800円 馬単： 40，876，500円 ワイド： 27，864，400円
3連複： 65，404，600円 3連単： 126，597，000円 計： 412，271，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 120円 � 440円 枠 連（3－8） 250円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 160円 �� 1，030円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 2，490円 3 連 単 ��� 5，810円

票 数

単勝票数 計 358800 的中 � 155162（1番人気）
複勝票数 計 455141 的中 � 238961（1番人気）� 82371（2番人気）� 9175（7番人気）
枠連票数 計 142280 的中 （3－8） 44076（1番人気）
馬連票数 計 559068 的中 �� 160240（1番人気）
馬単票数 計 408765 的中 �� 72523（1番人気）
ワイド票数 計 278644 的中 �� 60026（1番人気）�� 5604（12番人気）�� 4258（16番人気）
3連複票数 計 654046 的中 ��� 19628（6番人気）
3連単票数 計1265970 的中 ��� 15777（14番人気）

ハロンタイム 13．8―12．5―12．8―13．6―13．1―13．1―11．8―10．9―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．8―26．3―39．1―52．7―1：05．8―1：18．9―1：30．7―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

アグレアーブル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Seeking the Gold 初出走

2013．2．12生 牝2青鹿 母 プリティカリーナ 母母 Ile de France 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ポノイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年11月17日まで平地競走に出

走できない。

2704210月17日 曇 不良 （27東京4）第4日 第6競走 ��2，100�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
2：06．7
2：05．9

良
良

33 ステージジャンプ 牡5鹿 57 柴山 雄一合同会社小林英一
ホールディングス 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 498± 02：09．2 23．3�

11 ポルトボナール 牡3黒鹿 55
53 △石川裕紀人後藤 英成氏 武井 亮 森 笹川大晃牧場 482＋ 4 〃 クビ 4．8�

66 アンヴェイルド 牡4鹿 57 C．ルメール 窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 492± 02：09．51� 1．9�
78 バイオンディップス 牡3黒鹿55 M．デムーロ丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 510＋122：09．71� 10．3�
89 ニシノプレシャス 牝3栗 53 戸崎 圭太西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 川上牧場 442＋ 42：10．12� 39．8�
810 コスモアルマク 牡3青鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム B490＋182：10．52� 7．2	
77 オーゴンボルト 牡4黒鹿57 江田 照男永田さなえ氏 畠山 吉宏 浦河 大西ファーム B528＋122：10．71 51．2

55 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± 02：11．44 138．1�
22 フクノドービル 牡3鹿 55 松岡 正海福島 祐子氏 的場 均 日高 三輪牧場 496＋ 22：11．5� 22．3�
44 ジャコバイティズム 牡3青鹿55 内田 博幸窪田 康志氏 田村 康仁 新冠 須崎牧場 464＋ 22：12．13� 6．7

（10頭）

売 得 金
単勝： 26，145，900円 複勝： 33，838，600円 枠連： 12，219，800円
馬連： 53，444，300円 馬単： 33，222，000円 ワイド： 29，129，900円
3連複： 62，335，000円 3連単： 113，639，400円 計： 363，974，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，330円 複 勝 � 310円 � 150円 � 110円 枠 連（1－3） 4，610円

馬 連 �� 3，910円 馬 単 �� 10，910円

ワ イ ド �� 910円 �� 450円 �� 220円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 25，540円

票 数

単勝票数 計 261459 的中 � 8969（7番人気）
複勝票数 計 338386 的中 � 15535（7番人気）� 49201（2番人気）� 136961（1番人気）
枠連票数 計 122198 的中 （1－3） 2052（15番人気）
馬連票数 計 534443 的中 �� 10567（14番人気）
馬単票数 計 332220 的中 �� 2282（32番人気）
ワイド票数 計 291299 的中 �� 7083（12番人気）�� 15837（5番人気）�� 38971（1番人気）
3連複票数 計 623350 的中 ��� 24982（7番人気）
3連単票数 計1136394 的中 ��� 3225（87番人気）

ハロンタイム 7．3―11．1―12．1―12．3―12．2―12．5―12．0―12．3―12．0―12．3―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―18．4―30．5―42．8―55．0―1：07．5―1：19．5―1：31．8―1：43．8―1：56．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ステージジャンプ �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．12．9 中京6着

2010．2．9生 牡5鹿 母 ステージヴァージン 母母 ダンシングアウンティー 32戦2勝 賞金 39，600，000円



2704310月17日 曇 不良 （27東京4）第4日 第7競走 ��1，400�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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

713 サンクタリリアス 牝3芦 53 津村 明秀�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 476± 01：23．9 20．6�
510 ウェイトアンドシー �4黒鹿57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 新開 幸一 浦河 高村牧場 494－ 6 〃 アタマ 5．1�
24 ブラックジャガー 牡4青鹿57 田辺 裕信杉田 周作氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 470＋ 41：24．32� 17．6�
47 � フ ィ ラ ー レ 牡4黒鹿57 蛯名 正義岡 浩二氏 土田 稔 新ひだか 土居 忠吉 B454－ 6 〃 ハナ 4．9�
815 ダイチヴュルデ 牡4鹿 57 北村 宏司 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 448＋ 6 〃 クビ 9．5�
816 サ マ ー ラ ヴ 牡4黒鹿 57

54 ▲井上 敏樹	Basic 小野 次郎 新ひだか カタオカフアーム B454－ 41：24．51 17．9

12 ヴェイルドスケール 牡3鹿 55 柴山 雄一 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B518－ 2 〃 クビ 18．5�
611 テ イ ア 牝3鹿 53 江田 照男�ミルファーム 伊藤 大士 新ひだか 岡田スタツド 424＋ 61：24．6クビ 98．4�
612� インスタイル �4鹿 57 岩田 康誠岡田 牧雄氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 494－ 4 〃 ハナ 5．3
36 ハイヴォルテージ 牡3栗 55 内田 博幸 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 444＋ 21：24．81	 9．9�
714 キスザスターズ 牡3鹿 55 C．ルメール P.G．ファッジ氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 484＋10 〃 クビ 7．1�
11 インペリアルブルー 牡4栗 57

55 △石川裕紀人 	ブルーマネジメント松永 康利 新ひだか 本桐牧場 B470＋101：25．22� 126．3�
59 カシノトラダマシイ 牡3黒鹿55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 柏木 一則 464＋ 41：25．3� 125．6�
48 � ファストアズソング 牡4鹿 57 戸崎 圭太 	グリーンファーム小笠 倫弘 浦河 有限会社

吉田ファーム 418－111：25．51 14．4�
23 レガリアシチー 牡5鹿 57

54 ▲野中悠太郎 	友駿ホースクラブ 根本 康広 日高 下河辺牧場 520± 01：26．88 240．1�
35 グッドラックミー 牝5鹿 55 武士沢友治大湯 幸栄氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 494± 01：27．12 165．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，248，200円 複勝： 36，717，600円 枠連： 22，418，100円
馬連： 73，456，500円 馬単： 34，066，600円 ワイド： 39，213，900円
3連複： 93，430，900円 3連単： 108，542，400円 計： 433，094，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，060円 複 勝 � 720円 � 240円 � 590円 枠 連（5－7） 2，400円

馬 連 �� 6，200円 馬 単 �� 17，570円

ワ イ ド �� 2，320円 �� 6，160円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 26，630円 3 連 単 ��� 221，040円

票 数

単勝票数 計 252482 的中 � 9768（11番人気）
複勝票数 計 367176 的中 � 12145（11番人気）� 46465（3番人気）� 15274（10番人気）
枠連票数 計 224181 的中 （5－7） 7234（12番人気）
馬連票数 計 734565 的中 �� 9177（30番人気）
馬単票数 計 340666 的中 �� 1454（75番人気）
ワイド票数 計 392139 的中 �� 4374（34番人気）�� 1614（55番人気）�� 5744（25番人気）
3連複票数 計 934309 的中 ��� 2631（108番人気）
3連単票数 計1085424 的中 ��� 356（743番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．4―47．6―59．6―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンクタリリアス �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．6．7 東京3着

2012．3．5生 牝3芦 母 シルクアンフィニ 母母 ブラッシングインザレイン 16戦2勝 賞金 20，950，000円
※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 ウインヤード号

2704410月17日 曇 稍重 （27東京4）第4日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走14時05分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

612 アンタラジー 牡3黒鹿55 C．ルメール 池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 508＋ 41：33．4 2．3�
817 クワトロガッツ 牡4黒鹿57 北村 宏司ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 452± 01：33．61� 6．8�
35 ムーンマジェスティ 牡3栗 55 吉田 豊伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 416± 01：33．81� 15．2�
713 ロッカバラード 牡4青鹿 57

55 △石川裕紀人 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 444－ 21：34．01� 14．1�
47 ダイワスキャンプ 牡3鹿 55 柴田 善臣大城 敬三氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム 432－ 41：34．1	 16．9�
715 シングンジョーカー 牡4黒鹿57 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 478＋ 8 〃 アタマ 3．7	
59 プレミアステイタス 牝4黒鹿55 田辺 裕信 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 482－ 21：34．31� 57．8

816 コスモヨハネ 牡3栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 498± 0 〃 クビ 41．9�
611 サクラビクトワール 
5鹿 57 内田 博幸�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 新和牧場 B474－ 2 〃 アタマ 142．4
714� アサクサゴールド 牡5黒鹿57 藤岡 康太田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 466＋ 41：34．4	 152．2�
11 メイショウスターク 牡3青鹿55 武 幸四郎松本 好雄氏 小島 太 浦河 林 孝輝 438－ 21：34．61	 82．1�
24 � シ ン ガ ン 牡4青鹿57 蛯名 正義林 正道氏 国枝 栄 愛 Castlemartin Sky

& Skymarc Farm 494＋141：34．81 26．6�
12 カスクストレングス 牡3黒鹿55 柴山 雄一芹澤 精一氏 田中 清隆 新ひだか 棚川 光男 480－ 21：35．01	 140．8�
23 ターフデライト 牝6青 55 M．デムーロ�須野牧場 小島 茂之 千歳 社台ファーム 500－ 61：35．1クビ 16．3�
510 ドリームリヴァール 
5黒鹿57 岩田 康誠ライオンレースホース� 池上 昌弘 安平 追分ファーム 446－ 21：35．2	 31．4�
48 トーセンペンタゴン 牡3青 55 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B478＋ 41：35．62	 173．5�
36 トミケンフィアブル 牡5栗 57

54 ▲井上 敏樹冨樫 賢二氏 和田正一郎 浦河 高野牧場 468－121：35．91 306．3�
818 ラ タ ナ キ リ 牝3芦 53 松岡 正海 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 458＋ 81：36．21 173．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 38，365，000円 複勝： 48，023，400円 枠連： 23，716，800円
馬連： 92，943，800円 馬単： 47，154，700円 ワイド： 45，786，000円
3連複： 106，808，300円 3連単： 149，264，500円 計： 552，062，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 180円 � 240円 枠 連（6－8） 570円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 340円 �� 750円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 3，210円 3 連 単 ��� 7，990円

票 数

単勝票数 計 383650 的中 � 130466（1番人気）
複勝票数 計 480234 的中 � 108637（1番人気）� 64660（3番人気）� 42799（4番人気）
枠連票数 計 237168 的中 （6－8） 31877（2番人気）
馬連票数 計 929438 的中 �� 97197（2番人気）
馬単票数 計 471547 的中 �� 33596（1番人気）
ワイド票数 計 457860 的中 �� 38428（2番人気）�� 15107（6番人気）�� 9152（13番人気）
3連複票数 計1068083 的中 ��� 24889（7番人気）
3連単票数 計1492645 的中 ��� 13534（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―34．7―46．0―57．6―1：09．0―1：20．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F35．8
3 11，15，12，13（4，18）17（5，9）（3，16）6（2，14）－1－7，8，10 4 ・（11，15）－12，13（4，18）（17，16）（5，9）（3，14）6（2，1）7－（8，10）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アンタラジー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2014．10．25 東京2着

2012．3．6生 牡3黒鹿 母 プリティカリーナ 母母 Ile de France 5戦2勝 賞金 16，600，000円



2704510月17日 曇 不良 （27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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：36．7
1：36．7

稍重
稍重

56 エ ネ ス ク 牡2鹿 55 M．デムーロ桐谷 茂氏 和田 雄二 新冠 須崎牧場 498＋101：36．6レコード 7．2�
44 ナンヨーファミユ 牡2鹿 55 柴田 善臣中村 德也氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 454＋18 〃 クビ 8．1�
22 ケイティブレイブ 牡2栗 55 津村 明秀瀧本 和義氏 目野 哲也 新ひだか 岡野牧場 472－101：36．7� 15．1�
812 クインズサターン 牡2芦 55 岩田 康誠 �クイーンズ・ランチ 野中 賢二 新ひだか 佐竹 学 460－ 41：37．12� 9．1�
711	 フレンドミラクル 牡2栗 55 吉田 豊横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 450－161：37．41� 201．3�
45 アリオンダンス 牡2鹿 55 武士沢友治島川 	哉氏 田村 康仁 新ひだか 前川 正美 452＋ 61：37．5クビ 26．2

68 カゼノカムイ 牡2鹿 55 内田 博幸菅原 広隆氏 根本 康広 青森 荒谷牧場 466＋ 2 〃 クビ 24．7�
11 クレマンダルザス 牡2鹿 55 蛯名 正義吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 446－ 21：37．6クビ 2．0�
710 メイショウゴテツ 牡2青鹿55 秋山真一郎松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 472－ 41：37．92 5．0
69 ゴ ブ レ ッ ト 牝2鹿 54 大野 拓弥�須野牧場 宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 482－ 61：38．11 100．2�
57 キャラメルサレ 牝2栗 54 江田 照男�ミルファーム 根本 康広 浦河 バンブー牧場 470± 01：38．73� 239．1�
813 レディエントブルー 牝2栗 54 北村 宏司 �ブルーマネジメント尾形 和幸 浦河 大島牧場 458＋ 41：39．97 72．6�
33 レディトリス 牝2鹿 54 柴山 雄一北所 直人氏 高市 圭二 むかわ 上水牧場 456± 01：48．6大差 201．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 44，682，600円 複勝： 50，764，600円 枠連： 20，135，300円
馬連： 103，914，500円 馬単： 57，073，600円 ワイド： 45，728，600円
3連複： 117，831，900円 3連単： 200，210，300円 計： 640，341，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 250円 � 230円 � 360円 枠 連（4－5） 2，450円

馬 連 �� 2，960円 馬 単 �� 5，480円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 1，460円 �� 880円

3 連 複 ��� 7，120円 3 連 単 ��� 40，700円

票 数

単勝票数 計 446826 的中 � 49314（3番人気）
複勝票数 計 507646 的中 � 55340（5番人気）� 62867（4番人気）� 33415（6番人気）
枠連票数 計 201353 的中 （4－5） 6345（11番人気）
馬連票数 計1039145 的中 �� 27121（12番人気）
馬単票数 計 570736 的中 �� 7809（19番人気）
ワイド票数 計 457286 的中 �� 10747（15番人気）�� 7890（19番人気）�� 13536（12番人気）
3連複票数 計1178319 的中 ��� 12395（28番人気）
3連単票数 計2002103 的中 ��� 3566（128番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．1―11．9―13．1―12．7―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―22．7―33．8―45．7―58．8―1：11．5―1：23．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ネ ス ク �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2015．8．2 札幌1着

2013．2．22生 牡2鹿 母 エ ル フ ィ ン 母母 ロ ジ ー タ 2戦2勝 賞金 17，280，000円
〔その他〕 レディトリス号は，1着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

2704610月17日 曇 稍重 （27東京4）第4日 第10競走 ��
��1，400�神 奈 川 新 聞 杯

発走15時10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

神奈川新聞社賞（1着）
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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

35 マ リ オ ー ロ 牡3鹿 55 岩田 康誠菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 492＋121：21．8 2．7�
814 サトノフェラーリ 牡4鹿 57 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 466＋10 〃 アタマ 4．7�
815� エ ル ゴ レ ア 牝4鹿 55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 478＋ 61：21．9	 7．5�
610 マイネルディアベル 牡4青鹿57 松岡 正海 �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 B468＋ 8 〃 アタマ 13．7�
59 ライブリシュネル 牡5鹿 57 吉田 豊加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 480－ 2 〃 クビ 44．0	
46 レッドマニッシュ 牝5黒鹿55 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 516± 01：22．0	 94．0

23 フェアラフィネ 牝3芦 53 戸崎 圭太髙樽さゆり氏 森田 直行 日高 豊洋牧場 428－ 6 〃 クビ 15．4�
713 カシノピカチュウ 牡5鹿 57 蛯名 正義柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 482－101：22．1	 19．7�
22 � シーギリヤガール 牝5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 454－101：22．2クビ 26．9
34 コ リ ー ヌ 牝6鹿 55 横山 典弘�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 464＋ 2 〃 クビ 6．5�
712 ヒルノケアンズ 牝5黒鹿55 柴田 善臣�ヒルノ 北出 成人 浦河 杵臼牧場 462－121：22．51
 40．9�
47 ボブキャット 牡5鹿 57 M．デムーロ村木 隆氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 514± 01：22．7
 12．5�
58 ジーニマジック 牝5鹿 55 田中 勝春田所 英子氏 小笠 倫弘 日高 天羽牧場 484＋10 〃 クビ 91．6�
611� キングクリチャン 牡6栗 57 井上 敏樹栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B500－ 41：22．8	 245．2�
11 ハルズハッピー 牡5芦 57 江田 照男田中 昇氏 小野 次郎 新ひだか 橋本牧場 500± 01：23．12 78．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 41，329，100円 複勝： 61，732，800円 枠連： 39，114，000円
馬連： 136，369，700円 馬単： 62，229，400円 ワイド： 56，518，900円
3連複： 163，684，700円 3連単： 230，883，400円 計： 791，862，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 160円 � 180円 枠 連（3－8） 280円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 340円 �� 440円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，640円 3 連 単 ��� 5，410円

票 数

単勝票数 計 413291 的中 � 119927（1番人気）
複勝票数 計 617328 的中 � 156235（1番人気）� 89326（2番人気）� 73200（4番人気）
枠連票数 計 391140 的中 （3－8） 106567（1番人気）
馬連票数 計1363697 的中 �� 128488（1番人気）
馬単票数 計 622294 的中 �� 33016（2番人気）
ワイド票数 計 565189 的中 �� 44711（1番人気）�� 33003（3番人気）�� 20982（6番人気）
3連複票数 計1636847 的中 ��� 74533（2番人気）
3連単票数 計2308834 的中 ��� 30906（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．1―47．0―58．4―1：09．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F34．8
3 ・（10，11）（2，7，12）（3，15）（8，9，13）（14，6）4，5－1 4 ・（10，11）（2，7，12）（8，3，15）13（9，6）（4，14）5＝1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マ リ オ ー ロ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2014．10．18 東京3着

2012．5．2生 牡3鹿 母 アイアムラヴィング 母母 プラウドウイングス 9戦3勝 賞金 44，447，000円



2704710月17日 曇 稍重 （27東京4）第4日 第11競走 ��
��1，800�第63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�，26．10．18以降GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走1着馬1�増，26．10．17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 1，218，000円 348，000円 174，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

815 ノボリディアーナ 牝5栗 54 C．ルメール 原田 豊氏 松永 昌博 千歳 社台ファーム 458－ 41：46．3 32．0�
24 スマートレイアー 牝5芦 54 M．デムーロ大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 21：46．51� 4．2�
817 カフェブリリアント 牝5栗 55 岩田 康誠西川 光一氏 堀 宣行 新ひだか タイヘイ牧場 428－ 4 〃 アタマ 8．3�
36 フレイムコード 牝6鹿 54 菱田 裕二�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 464－ 8 〃 クビ 163．3�
48 リメインサイレント 牝5鹿 54 柴山 雄一 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 496± 0 〃 ハナ 109．8�
714 トーセンソレイユ 牝5鹿 54 内田 博幸島川 	哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 438－ 41：46．7	 61．7

612 スイートサルサ 牝5栗 54 田中 勝春シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 470± 0 〃 ハナ 8．1�
816 カレンケカリーナ 牝5黒鹿54 津村 明秀鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 490－ 4 〃 クビ 20．9�
11 ケイアイエレガント 牝6黒鹿54 吉田 豊亀田 和弘氏 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 B528－ 2 〃 ハナ 5．4
59 ゴールデンナンバー 牝6栗 54 秋山真一郎池谷 誠一氏 萩原 清 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514－ 41：46．8	 51．2�
35 ケイティバローズ 牝5鹿 54 石橋 脩猪熊 広次氏 角田 晃一 新冠 石郷岡 雅樹 B502＋ 41：46．9クビ 110．5�
12 シャトーブランシュ 牝5鹿 54 藤岡 康太 �シルクレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：47．11� 13．1�
611 パワースポット 牝7鹿 54 大野 拓弥�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 476＋ 4 〃 ハナ 23．2�
47 メイショウマンボ 牝5鹿 55 武 幸四郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 488－ 11：47．41	 22．4�
23 レッドリヴェール 牝4黒鹿54 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 428－ 2 〃 クビ 4．3�
713 イリュミナンス 牝5鹿 54 横山 典弘中村 昭博氏 松永 幹夫 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 474－141：47．5
 25．0�
510 ミ ナ レ ッ ト 牝5鹿 54 江田 照男�ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 480－ 21：48．67 54．8�

（17頭）

売 得 金
単勝： 133，747，400円 複勝： 195，745，800円 枠連： 119，126，400円
馬連： 494，904，600円 馬単： 199，935，000円 ワイド： 221，080，900円
3連複： 770，428，100円 3連単： 1，074，536，300円 計： 3，209，504，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，200円 複 勝 � 770円 � 200円 � 290円 枠 連（2－8） 610円

馬 連 �� 6，590円 馬 単 �� 16，180円

ワ イ ド �� 2，240円 �� 4，540円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 20，460円 3 連 単 ��� 163，830円

票 数

単勝票数 計1337474 的中 � 33361（11番人気）
複勝票数 計1957458 的中 � 54934（11番人気）� 299744（2番人気）� 174674（5番人気）
枠連票数 計1191264 的中 （2－8） 149952（2番人気）
馬連票数 計4949046 的中 �� 58124（23番人気）
馬単票数 計1999350 的中 �� 9263（58番人気）
ワイド票数 計2210809 的中 �� 25208（27番人気）�� 12235（51番人気）�� 55435（9番人気）
3連複票数 計7704281 的中 ��� 28236（68番人気）
3連単票数 計10745363 的中 ��� 4755（542番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―35．3―47．3―59．2―1：11．2―1：22．7―1：34．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

ノボリディアーナ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．10．6 京都1着

2010．3．22生 牝5栗 母 スターリーロマンス 母母 ミルレーサー 21戦6勝 賞金 143，030，000円
〔制裁〕 カレンケカリーナ号の騎手津村明秀は，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10，000円。（被害馬：3番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりノボリディアーナ号は，エリザベス女王杯（GⅠ）競走に優先出走できる。

2704810月17日 曇 重 （27東京4）第4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）
1000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．4
1：16．4

重
重

22 ニットウスバル 牡3鹿 55 柴田 善臣�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 504－141：16．7 3．1�
34 パイメイメイ 牝4鹿 55 秋山真一郎西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B488＋ 4 〃 クビ 3．0�
57 ナムライチバンボシ 牡5鹿 57 津村 明秀奈村 信重氏 大和田 成 日高 中前牧場 504－ 41：17．02 26．7�
46 ラブミークン 牡3栗 55 藤岡 康太小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 470－12 〃 ハナ 61．1�
69 オーネットサクセス 牝5鹿 55 田中 勝春醍醐 伸之氏 森 秀行 新ひだか レースホース 454＋ 61：17．1� 38．7�
813 グレイスフルデイズ 	5芦 57 石橋 脩 	グリーンファーム西園 正都 千歳 社台ファーム 486＋ 81：17．3� 51．1

610 ディアゴッホ 牡4栗 57 吉田 豊ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 528＋ 2 〃 クビ 120．5�
11 ドラゴンゲート 牡3栗 55 松岡 正海平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 474＋ 21：17．4クビ 7．1�
45 トウカイビジョン 牡5鹿 57 岩田 康誠内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 496－ 4 〃 ハナ 6．4
58 
 スズカアーサー 牡6鹿 57 戸崎 圭太永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 486－ 4 〃 クビ 13．9�
814 ファンデルワールス 	6鹿 57

55 △石川裕紀人 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 502＋ 21：17．61� 21．0�
712 ヒカルランナー 牡6鹿 57 二本柳 壮安蒜 一修氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 526－ 21：18．34 118．2�
711 カフェラビリンス 牡8鹿 57

54 ▲井上 敏樹西川 恭子氏 高木 登 千歳 社台ファーム 518－ 21：18．4� 262．3�
33 ノッキングオン 牡5鹿 57 田辺 裕信松尾 正氏 高柳 瑞樹 新ひだか グランド牧場 442－ 4 （競走中止） 14．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 60，657，300円 複勝： 75，274，700円 枠連： 38，659，900円
馬連： 190，388，400円 馬単： 72，821，300円 ワイド： 78，791，700円
3連複： 202，828，000円 3連単： 314，622，400円 計： 1，034，043，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 120円 � 390円 枠 連（2－3） 490円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 220円 �� 1，250円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 3，790円 3 連 単 ��� 13，760円

票 数

単勝票数 計 606573 的中 � 155270（2番人気）
複勝票数 計 752747 的中 � 127882（2番人気）� 217309（1番人気）� 32119（8番人気）
枠連票数 計 386599 的中 （2－3） 60860（1番人気）
馬連票数 計1903884 的中 �� 306175（1番人気）
馬単票数 計 728213 的中 �� 55062（2番人気）
ワイド票数 計 787917 的中 �� 110099（1番人気）�� 14300（16番人気）�� 14406（14番人気）
3連複票数 計2028280 的中 ��� 40088（8番人気）
3連単票数 計3146224 的中 ��� 16576（29番人気）

ハロンタイム 7．0―11．0―11．3―11．6―11．8―11．7―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．0―29．3―40．9―52．7―1：04．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニットウスバル �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 エイシンサンディ デビュー 2015．1．25 中山1着

2012．5．17生 牡3鹿 母 エイシンサーメット 母母 エイシンスポーケン 7戦3勝 賞金 27，600，000円
〔競走中止〕 ノッキングオン号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。
〔制裁〕 オーネットサクセス号の騎手田中勝春は，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：13番）
※ファンデルワールス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（27東京4）第4日 10月17日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 173頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

266，050，000円
12，100，000円
2，650，000円
24，370，000円
7，000，000円
69，453，000円
4，787，000円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
498，431，900円
666，978，400円
346，533，800円
1，399，732，500円
667，720，100円
649，991，900円
1，837，878，500円
2，685，515，500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 8，752，782，600円

総入場人員 24，587名 （有料入場人員 22，248名）
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