
2700110月7日 曇 不良 （29東京4）第1日 第1競走 ��1，300�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
1：18．1
1：18．1

良
良

713 ミコジェンヌ 牝2栗 54 C．ルメール 古賀 慎一氏 谷原 義明 浦河 松栄牧場 440－ 21：18．3 3．0�
816 イサチルルンルン 牝2鹿 54 津村 明秀小坂 功氏 竹内 正洋 浦河 小葉松 幸雄 432＋ 61：18．51 5．2�
714 カ エ デ 牝2栗 54 田辺 裕信木村 廣太氏 尾形 和幸 新ひだか 本桐牧場 476＋ 61：18．92� 4．1�
35 ク レ マ ン 牝2芦 54

51 ▲藤田菜七子片山 博志氏 佐藤 吉勝 新冠 村上 欽哉 460± 01：19．43 55．4�
611 ラインマッシモ 牡2栗 55 岩田 康誠大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 浦河 桑田 正己 452－ 61：19．61� 10．9�
36 ブルベアタカナ 牡2鹿 55

52 ▲武藤 雅 �ブルアンドベア 中野 栄治 日高 石原牧場 426－ 81：19．91� 52．9	
612 ジャベルアンドレ 牝2鹿 54 石橋 脩髙嶋 航氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 522－ 21：20．0� 6．8

59 ニシノシコン 牡2鹿 55 嶋田 純次西山 茂行氏 手塚 貴久 浦河 日進牧場 446＋ 2 〃 アタマ 14．3�
510 モリトカチグリ 牡2鹿 55 武士沢友治石橋 忠之氏 小桧山 悟 浦河 �川 啓一 444－ 61：20．42� 233．2�
815 トニーハピネス 牝2栗 54

51 ▲野中悠太郎トニー倶楽部 星野 忍 新ひだか 静内山田牧場 426－ 6 〃 アタマ 48．8
47 パ ス イ 牡2栗 55 岩部 純二�ミルファーム 高市 圭二 新冠 川上牧場 470－ 61：20．5� 96．4�
12 アーチャーズリング 牝2栗 54

52 △伴 啓太門野 文典氏 柴田 政人 日高 新井 昭二 426－ 21：20．6� 156．5�
11 トミケンムトル 牡2鹿 55 丸山 元気冨樫 賢二氏 根本 康広 新ひだか 前川 正美 466－ 21：21．23� 143．7�
24 ジョリプリュネル 牝2栗 54

53 ☆坂井 瑠星井上 勇人氏 中野 栄治 新ひだか 米田牧場 438－ 6 〃 クビ 181．7�
48 パリモンマルトル 牝2鹿 54 内田 博幸�ミルファーム 小野 次郎 浦河 ミルファーム 444－ 61：23．1大差 47．3�
23 モッコスファイター 牡2鹿 55

52 ▲菊沢 一樹安田 光則氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 B440＋ 61：23．74 151．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，210，500円 複勝： 45，102，700円 枠連： 17，307，700円
馬連： 56，944，000円 馬単： 26，760，800円 ワイド： 38，147，600円
3連複： 80，530，100円 3連単： 97，436，100円 計： 390，439，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 140円 � 140円 枠 連（7－8） 400円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 330円 �� 310円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 5，040円

票 数

単勝票数 計 282105 的中 � 77617（1番人気）
複勝票数 計 451027 的中 � 95198（1番人気）� 84118（2番人気）� 75041（3番人気）
枠連票数 計 173077 的中 （7－8） 32936（2番人気）
馬連票数 計 569440 的中 �� 52169（2番人気）
馬単票数 計 267608 的中 �� 13083（1番人気）
ワイド票数 計 381476 的中 �� 29125（2番人気）�� 32034（1番人気）�� 25486（3番人気）
3連複票数 計 805301 的中 ��� 53035（1番人気）
3連単票数 計 974361 的中 ��� 14007（2番人気）

ハロンタイム 7．1―10．6―11．9―12．6―12．2―11．8―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―17．7―29．6―42．2―54．4―1：06．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミコジェンヌ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2017．9．16 中山2着

2015．4．28生 牝2栗 母 ムーンライトソング 母母 スリーピングヒル 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 モッコスファイター号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パリモンマルトル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月7日まで平地

競走に出走できない。
モッコスファイター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年12月7日まで平地
競走に出走できない。

2700210月7日 曇 不良 （29東京4）第1日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時40分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：36．6
1：36．6

不良
不良

510 ムルシェラゴ 牡2黒鹿55 戸崎 圭太�KTレーシング 奥村 武 浦河 高岸 順一 B526± 01：36．4レコード 4．3�
59 アシャカデッシュ 牡2鹿 55 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 登別 登別上水牧場 496＋ 2 〃 クビ 4．1�
23 サムライブルー 牡2黒鹿55 田辺 裕信青山 洋一氏 矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 458－ 21：36．93 3．5�
816 グラスコマチ 牝2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子半沢� 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 432± 01：37．21� 22．2�
612 スズカアーチスト 牝2黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 470± 01：37．62� 194．9	
12 フレキシビリティー 牝2黒鹿 54

53 ☆井上 敏樹福田 光博氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 486－ 21：37．7� 445．6

714 モリトディライト 牡2栗 55 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 日高 木村牧場 504＋ 21：37．91� 20．7�
48 フロースヒルデ 牝2鹿 54 吉田 隼人宮川 保氏 蛯名 利弘 日高 浦新 徳司 430－ 2 〃 クビ 29．5�
611 ディナミーデン 牡2芦 55 横山 典弘ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 458＋ 61：38．11� 7．8
11 スカルダイヤモンド 牡2栗 55 川田 将雅�KTレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 438－ 61：38．2� 7．9�
24 エルノヴィオ 牡2黒鹿 55

54 ☆木幡 初也橋本 忠雄氏 本間 忍 日高 藤本ファーム 458－ 41：38．73 166．3�
47 タイセイゴーディー 牡2黒鹿55 丸山 元気田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 大塚牧場 460－ 41：39．01� 311．1�
36 サクラトップタイム 牡2鹿 55 江田 照男�トップフェロウ二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 484＋ 21：39．1クビ 214．3�
815 ゴールデンサラ 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎村山 忠弘氏 根本 康広 日高 株式会社カ
ネツ牧場 484± 0 〃 ハナ 160．4�

35 コスモロッソ 牡2青鹿55 黛 弘人岡田 繁幸氏 松山 将樹 新冠 川上牧場 470－ 61：39．2� 385．2�
713 ハクユウフラッシュ 牡2黒鹿55 内田 博幸 �H.Iコーポレーション 中川 公成 新冠 佐藤牧場 478－ 41：39．83� 48．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，787，700円 複勝： 43，260，200円 枠連： 16，650，900円
馬連： 58，518，700円 馬単： 28，443，000円 ワイド： 35，857，100円
3連複： 83，371，200円 3連単： 101，170，100円 計： 395，058，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 130円 � 140円 � 130円 枠 連（5－5） 790円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 300円 �� 300円 �� 270円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 4，620円

票 数

単勝票数 計 277877 的中 � 53242（3番人気）
複勝票数 計 432602 的中 � 80278（2番人気）� 78449（3番人気）� 95226（1番人気）
枠連票数 計 166509 的中 （5－5） 16193（3番人気）
馬連票数 計 585187 的中 �� 55522（3番人気）
馬単票数 計 284430 的中 �� 12904（5番人気）
ワイド票数 計 358571 的中 �� 29495（3番人気）�� 30471（2番人気）�� 34036（1番人気）
3連複票数 計 833712 的中 ��� 85756（1番人気）
3連単票数 計1011701 的中 ��� 15860（5番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．4―12．0―12．6―12．4―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．0―34．4―46．4―59．0―1：11．4―1：23．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．4
3 9（1，10）－2（11，5）12（15，8）4，3，16（6，7，14）－13 4 9，10，1（2，11，8）－（5，12，3）4，15，16（7，14，13）－6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ムルシェラゴ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．6．17 東京5着

2015．3．17生 牡2黒鹿 母 サクセスベルーナ 母母 サクセスビューティ 3戦1勝 賞金 6，450，000円
〔制裁〕 コスモロッソ号の騎手黛弘人は，前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金10，000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。
（非当選馬） 1頭 ジャストアキッス号

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第４回 東京競馬 第１日



2700310月7日 曇 重 （29東京4）第1日 第3競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走11時10分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：00．8
1：59．8

良
良

45 マイネルファンロン 牡2青鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 456＋ 62：02．3 1．7�

813 ロゼフェニックス 牡2黒鹿 55
52 ▲武藤 雅髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 430＋142：02．94 93．2�

710 ノーザンクリス 牡2芦 55 C．ルメール C．チェン氏 加藤 征弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 514＋ 42：03．0� 3．5�
44 ジェイケイバスター 牝2鹿 54 勝浦 正樹小谷野次郎氏 柴田 政人 新冠 村上 欽哉 454± 02：03．21	 29．2�
22 マ ノ ン 牝2栗 54 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム 438－ 2 〃 クビ 16．0	
812 ウェルズレジェンド 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎菊地 祐司氏 大江原 哲 新ひだか 本桐牧場 476± 02：03．3� 180．3

11 ヒ ダ ル マ 牡2鹿 55 石川 倭冨士井直哉氏 森 秀行 新冠 ハクツ牧場 454＋ 22：03．62 19．4�

（北海道）

711 ハヤブサカノン 牝2黒鹿54 吉田 隼人武田 修氏 尾形 和幸 新ひだか 北海道静内農業高等学校 450－ 22：03．91
 20．9�
68 メ ヒ テ ィ ヒ 牝2栗 54

51 ▲横山 武史�ラ・メール 田村 康仁 浦河 ディアレスト
クラブ 434± 02：04．32� 27．8

57 ハッシュレート 牡2黒鹿 55
52 ▲菊沢 一樹田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 千葉飯田牧場 476＋10 〃 クビ 89．1�

56 ツォルニッヒ 牝2鹿 54 三浦 皇成�ラ・メール 高木 登 浦河 本巣 一敏 470＋ 22：04．61� 48．9�
33 ファインドザウェイ 牝2栗 54 松岡 正海堀口 晴男氏 松山 将樹 浦河 市川牧場 450＋ 22：04．92 132．1�
69 ラッキーチョウサン 牡2鹿 55 内田 博幸�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 546＋ 22：05．75 44．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 33，004，000円 複勝： 58，515，000円 枠連： 18，833，000円
馬連： 60，948，400円 馬単： 34，872，100円 ワイド： 38，619，700円
3連複： 77，999，800円 3連単： 125，240，900円 計： 448，032，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 640円 � 120円 枠 連（4－8） 6，010円

馬 連 �� 8，520円 馬 単 �� 11，440円

ワ イ ド �� 1，720円 �� 140円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 4，810円 3 連 単 ��� 35，280円

票 数

単勝票数 計 330040 的中 � 163627（1番人気）
複勝票数 計 585150 的中 � 309675（1番人気）� 7846（10番人気）� 102483（2番人気）
枠連票数 計 188330 的中 （4－8） 2427（12番人気）
馬連票数 計 609484 的中 �� 5542（18番人気）
馬単票数 計 348721 的中 �� 2285（28番人気）
ワイド票数 計 386197 的中 �� 4312（21番人気）�� 103050（1番人気）�� 3844（25番人気）
3連複票数 計 779998 的中 ��� 12150（15番人気）
3連単票数 計1252409 的中 ��� 2573（93番人気）

ハロンタイム 13．1―11．8―11．8―12．2―12．9―12．4―12．6―11．7―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．9―36．7―48．9―1：01．8―1：14．2―1：26．8―1：38．5―1：50．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F35．5

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

勝馬の
紹 介

マイネルファンロン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2017．9．16 中山2着

2015．2．19生 牡2青鹿 母 マイネテレジア 母母 マイネヌーヴェル 2戦1勝 賞金 7，800，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

2700410月7日 曇
（ 芝 ）重
（ダート）不良（29東京4）第1日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：17．5良・良

610 エ ル ゼ ロ 牡4鹿 60 石神 深一磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 494＋ 63：30．2 1．7�
46 トーセンカナロア 牡5鹿 60 高野 和馬島川 �哉氏 小桧山 悟 洞�湖 レイクヴィラファーム 492＋ 23：30．94 22．6�
711 ガルガンチュア 牡4栗 60 上野 翔渡邊 隆氏 尾形 充弘 苫小牧 藤澤 昭勝 430－143：32．07 58．3�
813 コスモストレンジ 牡3栗 58 山本 康志 �ブルースターズファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 480＋ 43：32．21� 93．7�
33 キングスーサ 牡3栗 58 難波 剛健田上 雅春氏 飯田 雄三 新ひだか ヒサイファーム 468－ 23：32．3クビ 92．8	
814 ニシノリュウセイ 牡4黒鹿60 大江原 圭西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 416± 03：32．93� 19．2

58 � サトノギャラクシー 牡5青鹿60 五十嵐雄祐里見 治氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 546＋103：34．17 7．7�
69 エリーフェアリー 牝6鹿 58 金子 光希谷川 正純氏 武市 康男 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 496＋ 63：34．2クビ 7．1�
22 ミヤコギムレット 	3鹿 58 浜野谷憲尚吉田喜代司氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 474＋ 43：35．47 98．6
57 ポイントオブエイム 牡3青鹿58 鈴木 慶太岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 築紫 洋 458－ 63：36．99 112．2�
712 ビップディオス 牡3栗 58 黒岩 悠鈴木 邦英氏 清水 久詞 新ひだか タイヘイ牧場 486－ 83：38．39 20．3�
11 � ドリームパワー 牝8鹿 58 大庭 和弥�大栄牧場 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 474± 03：40．3大差 69．8�
34 ロンギングダンサー 牡8黒鹿60 江田 勇亮坂本 浩一氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 490＋ 2 （競走中止） 5．5�
45 スカイステージ 牡4黒鹿60 草野 太郎佐々木 徹氏 中川 公成 新冠 シンユウフアーム 476＋ 4 （競走中止） 53．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，522，700円 複勝： 26，811，400円 枠連： 14，761，300円
馬連： 41，449，100円 馬単： 27，024，600円 ワイド： 27，298，400円
3連複： 63，412，000円 3連単： 95，811，700円 計： 320，091，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 120円 � 370円 � 1，030円 枠 連（4－6） 1，040円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 700円 �� 2，010円 �� 11，120円

3 連 複 ��� 33，090円 3 連 単 ��� 116，150円

票 数

単勝票数 計 235227 的中 � 106842（1番人気）
複勝票数 計 268114 的中 � 96203（1番人気）� 13913（7番人気）� 4312（10番人気）
枠連票数 計 147613 的中 （4－6） 10961（6番人気）
馬連票数 計 414491 的中 �� 18218（6番人気）
馬単票数 計 270246 的中 �� 8052（9番人気）
ワイド票数 計 272984 的中 �� 10668（7番人気）�� 3436（20番人気）�� 604（61番人気）
3連複票数 計 634120 的中 ��� 1437（74番人気）
3連単票数 計 958117 的中 ��� 598（279番人気）
上り 1マイル 1：51．9 4F 54．9－3F 40．7

コーナー
通過順位

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

2
�
12－13＝（8，6）9－10－（1，11）（3，14）－7，2・（6，10，13）＝11－（12，14，8）9＝（7，2）－3＝1

勝馬の
紹 介

エ ル ゼ ロ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2015．7．19 福島9着

2013．4．22生 牡4鹿 母 ゴールドマッシモ 母母 トレヴィサンライズ 障害：5戦1勝 賞金 16，780，000円
〔競走中止〕 スカイステージ号は，1周目6号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

ロンギングダンサー号は，1周目8号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 コスモストレンジ号の騎手山本康志は，2号障害を外側に斜飛したことについて戒告。（被害馬：12番）

エルゼロ号の騎手石神深一は，2周目8号障害を内側に斜飛したことについて戒告。（被害馬：6番・12番）
※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。
（非抽選馬） 2頭 シゲルヤマアラシ号・マーズアタック号



2700510月7日 曇 稍重 （29東京4）第1日 第5競走 ��
��1，400�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
1：21．2
1：20．3

良
良

818 キャンディケイン 牝2黒鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476 ―1：23．6 1．7�

510 トーセンリラ 牝2栗 54 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 日高 有限会社 エ
スティファーム 464 ―1：23．91� 67．0�

714� ラルムドランジュ 牝2青鹿54 福永 祐一�ノースヒルズ 高野 友和 愛 Barron-
stown Stud 418 ― 〃 ハナ 6．0�

11 モーニングヒカル 牝2栗 54 松岡 正海今 朝光氏 浅野洋一郎 浦河 高村牧場 418 ―1：24．11	 63．0	
48 ジェイエルノブレス 牝2鹿 54 丸山 元気橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 460 ―1：24．2	 33．2

24 バロンエール 牝2黒鹿54 石橋 脩永見 貴昭氏 青木 孝文 新冠 競優牧場 420 ―1：24．41	 151．4�
47 エリープラネット 牝2栗 54

51 ▲武藤 雅谷川 正純氏 天間 昭一 新ひだか 広田牧場 430 ― 〃 クビ 60．8�
816 グッドジュエリー 牝2芦 54 吉田 豊長谷川光司氏 堀井 雅広 新ひだか 嶋田牧場 442 ―1：24．61
 24．9
611 ワールドヘリテージ 牡2鹿 55 北村 宏司谷岡 毅氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 446 ―1：24．7� 12．3�
35 フロルセレジェイラ 牝2鹿 54 田辺 裕信村上 卓史氏 尾形 和幸 日高 オリオンファーム 452 ― 〃 ハナ 6．0�
715 ロージズラヴ 牝2黒鹿54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 松田牧場 430 ―1：24．91 262．1�
612 セレブレーション 牝2鹿 54 津村 明秀髙嶋 祐子氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 424 ―1：25．11
 53．3�
36 ショーマノキセキ 牡2鹿 55 柴田 善臣塩川 和則氏 石栗 龍彦 浦河 久保 昇 454 ―1：25．31
 129．2�
23 ハローダーリン 牡2鹿 55 武士沢友治井上 久光氏 柴田 政人 新ひだか 山口 忠彦 478 ―1：25．4� 238．0�
12 サンタフェサン 牡2鹿 55 大野 拓弥田島榮二郎氏 和田 雄二 様似 中村 勝則 452 ―1：25．5クビ 106．8�
59 クリノモンロー 牝2鹿 54 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 青森 滝沢牧場 432 ―1：26．13	 230．5�
817 サノノバクシン 牡2鹿 55 内田 博幸佐野 信幸氏 堀井 雅広 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 506 ― 〃 クビ 157．3�
713 シービジョンズ 牝2栗 54 黛 弘人 �コスモヴューファーム 大和田 成 新冠 コスモヴューファーム 458 ―1：30．5大差 447．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 37，413，600円 複勝： 51，296，900円 枠連： 18，728，600円
馬連： 58，686，600円 馬単： 36，470，100円 ワイド： 38，344，400円
3連複： 74，332，000円 3連単： 107，357，100円 計： 422，629，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 640円 � 170円 枠 連（5－8） 2，260円

馬 連 �� 3，390円 馬 単 �� 4，250円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 230円 �� 2，340円

3 連 複 ��� 4，740円 3 連 単 ��� 22，440円

票 数

単勝票数 計 374136 的中 � 186828（1番人気）
複勝票数 計 512969 的中 � 244349（1番人気）� 9413（8番人気）� 58231（3番人気）
枠連票数 計 187286 的中 （5－8） 6395（10番人気）
馬連票数 計 586866 的中 �� 13378（10番人気）
馬単票数 計 364701 的中 �� 6433（12番人気）
ワイド票数 計 383444 的中 �� 6617（12番人気）�� 52567（1番人気）�� 3651（23番人気）
3連複票数 計 743320 的中 ��� 11750（12番人気）
3連単票数 計1073571 的中 ��� 3467（58番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．0―24．4―36．3―48．9―1：00．5―1：11．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F34．7
3 12，10，18，1，9（4，14）（5，7，16）（2，15）（8，3）（11，17）－6－13 4 ・（12，10）（1，18）（9，14）4（5，7，16）2（8，15）（11，3）（6，17）＝13

勝馬の
紹 介

キャンディケイン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Cat Thief 初出走

2015．2．1生 牝2黒鹿 母 ス ナ ッ チ ド 母母 Christmas Star 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シービジョンズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月7日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ウェストレー号・ブラックチーカ号

2700610月7日 曇 重 （29東京4）第1日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時00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 7，500，000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 スプリットステップ 牝3鹿 53 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 506＋301：23．0 3．5�
59 ヤマイチジャスティ 牝4鹿 55 田中 勝春菊地 祐司氏 高市 圭二 浦河 信岡牧場 486± 01：23．31� 18．2�
12 ペルルクロシュ 牝4黒鹿55 柴山 雄一ディアレストクラブ� 小笠 倫弘 新冠 赤石 久夫 444＋ 6 〃 ハナ 14．6�
815 スールキートス 牝5黒鹿55 吉田 豊�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 504＋ 81：23．4� 6．3�
510 ビーチマリカ 牝3芦 53 大野 拓弥谷掛 龍夫氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 480＋ 21：23．5� 4．6	
24 プティトシャンティ 牝3青鹿 53

50 ▲菊沢 一樹三野順一郎氏 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 B458± 01：23．6� 16．9

36 � プリマレジェンド 牝4栗 55

52 ▲横山 武史�G1レーシング 中川 公成 千歳 社台ファーム 490－ 81：23．7� 234．6�
23 ビ バ ラ ビ ダ 牝4鹿 55 長岡 禎仁桐谷 茂氏 石栗 龍彦 浦河 久保 昇 482＋ 8 〃 アタマ 35．9�
47 ガ チ コ 牝3鹿 53 岩田 康誠�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 474＋281：24．01� 13．7
611 オリジナルデザイン 牝3栗 53

52 ☆木幡 初也�明栄商事 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム 474－ 2 〃 クビ 64．9�
612 ファステストネオ 牝3栗 53

52 ☆木幡 巧也鈴木 伸昭氏 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 456± 0 〃 ハナ 35．0�
714 エミノマユアク 牝4黒鹿 55

52 ▲武藤 雅�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 482＋181：24．42� 10．3�
48 ナリノメジャー 牝3栗 53 丸田 恭介成塚 清志氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 8 〃 クビ 7．7�
816 トミケンチャダル 牝5鹿 55 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 和田 正道 新ひだか 服部 牧場 504＋ 21：24．61	 51．8�
11 ト ル マ リ 牝3鹿 53 北村 宏司水上ふじ子氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 452＋161：24．7クビ 66．9�
35 ラッキーペニー 牝4鹿 55 松岡 正海平賀 久枝氏 古賀 史生 日高 中原牧場 526＋ 21：25．65 224．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，172，200円 複勝： 57，668，700円 枠連： 22，652，400円
馬連： 82，869，400円 馬単： 36，828，600円 ワイド： 54，864，200円
3連複： 106，089，500円 3連単： 124，624，600円 計： 521，769，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 180円 � 510円 � 310円 枠 連（5－7） 610円

馬 連 �� 4，520円 馬 単 �� 6，770円

ワ イ ド �� 1，780円 �� 1，480円 �� 2，570円

3 連 複 ��� 18，470円 3 連 単 ��� 72，680円

票 数

単勝票数 計 361722 的中 � 81542（1番人気）
複勝票数 計 576687 的中 � 99041（1番人気）� 25199（9番人気）� 45944（5番人気）
枠連票数 計 226524 的中 （5－7） 28524（1番人気）
馬連票数 計 828694 的中 �� 14206（18番人気）
馬単票数 計 368286 的中 �� 4076（24番人気）
ワイド票数 計 548642 的中 �� 7966（21番人気）�� 9641（16番人気）�� 5436（33番人気）
3連複票数 計1060895 的中 ��� 4307（68番人気）
3連単票数 計1246246 的中 ��� 1243（244番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．8―12．5―11．9―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．2―35．0―47．5―59．4―1：11．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．5
3 ・（4，12）（2，13）（1，3，10）（6，9）（11，14）－7，15－16，5，8 4 4（12，13）10（2，3，9）（1，6，11，14）（7，15）16－5，8

勝馬の
紹 介

スプリットステップ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．2．4 東京2着

2014．2．8生 牝3鹿 母 プロミストスパーク 母母 プ レ イ ン 4戦2勝 賞金 14，900，000円
〔発走状況〕 オリジナルデザイン号は，枠内駐立不良〔突進〕。
※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 ミスユー号



2700710月7日 曇 重 （29東京4）第1日 第7競走 ��
��2，100�サラブレッド系3歳以上

発走13時30分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

55 マイネルクラース 牡3鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 466＋142：08．2 4．8�

44 パガットケーブ 牡3青鹿55 C．ルメール �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 516＋ 42：08．94 3．7�
78 アンジュリンブレス 牡5青鹿 57

56 ☆木幡 巧也塩川 和則氏 石栗 龍彦 浦河 久保 昇 504－ 22：09．11� 57．0�
66 ファンヴィー 牡3栗 55 江田 照男猿田 栄二氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド B514＋ 82：09．31 213．7�
22 オ ー ル デ ン 牡3鹿 55 田辺 裕信金山 敏也氏 小西 一男 浦河 金成吉田牧場 440＋ 2 〃 クビ 4．3	
33 ハッスルバッスル 牡3黒鹿55 福永 祐一吉澤 克己氏 戸田 博文 新ひだか タイヘイ牧場 B482－ 42：09．51	 2．6

810 シフォンカール 牝4芦 55

52 ▲菊沢 一樹 �シルクレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 448＋ 62：10．03 131．5�
811 ゴールドスカル 牡3栗 55 三浦 皇成�KTレーシング 武井 亮 新ひだか 平野牧場 476－142：10．21� 17．8�
67 フラッグアドミラル 牡3黒鹿55 大野 拓弥岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 456＋ 42：10．73 22．9
79 トーホウデサント 牡4鹿 57 嘉藤 貴行東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 496＋ 42：11．76 164．2�
11 ミラクルウィング 牡4栗 57

55 △伴 啓太星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 B454－ 4 〃 アタマ 36．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 36，392，800円 複勝： 43，441，400円 枠連： 14，312，700円
馬連： 72，630，400円 馬単： 39，587，300円 ワイド： 44，905，600円
3連複： 88，988，300円 3連単： 165，386，000円 計： 505，644，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 210円 � 170円 � 480円 枠 連（4－5） 1，440円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 470円 �� 2，640円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 11，580円 3 連 単 ��� 35，880円

票 数

単勝票数 計 363928 的中 � 60079（4番人気）
複勝票数 計 434414 的中 � 56787（4番人気）� 77317（2番人気）� 18464（7番人気）
枠連票数 計 143127 的中 （4－5） 7703（6番人気）
馬連票数 計 726304 的中 �� 40804（6番人気）
馬単票数 計 395873 的中 �� 10950（12番人気）
ワイド票数 計 449056 的中 �� 26557（5番人気）�� 4146（21番人気）�� 5754（19番人気）
3連複票数 計 889883 的中 ��� 5759（29番人気）
3連単票数 計1653860 的中 ��� 3341（101番人気）

ハロンタイム 7．1―12．1―12．5―12．3―11．5―12．1―11．9―12．0―12．0―12．3―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―19．2―31．7―44．0―55．5―1：07．6―1：19．5―1：31．5―1：43．5―1：55．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルクラース �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．6．12 東京4着

2014．3．22生 牡3鹿 母 マイネヌーヴェル 母母 マイネプリテンダー 10戦2勝 賞金 16，900，000円

2700810月7日 晴 重 （29東京4）第1日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走14時00分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

36 ホ ノ カ 牝3鹿 53
50 ▲藤田菜七子�KTレーシング 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 41：23．2 15．7�

35 デピュティプライム �4栗 57 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 482＋ 4 〃 クビ 3．3�
510 ファインダッシュ 牡5黒鹿57 田中 勝春井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 526± 01：23．41 21．9�
611	 メダーリアフレイム 牡3鹿 55 三浦 皇成 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 米 Gallagher’s

Stud B460－ 2 〃 クビ 150．1�
23 サンマルバロン �5栗 57 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 日高 三城牧場 472＋ 2 〃 アタマ 29．9�
713 シトラスクーラー �4鹿 57 大野 拓弥�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 468＋ 4 〃 ハナ 5．7	
24 サンクタリリアス 牝5芦 55 江田 照男
ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 488＋ 41：23．61
 83．5�
816 シーエーパイロット 牝3黒鹿53 戸崎 圭太小林 弘明氏 勢司 和浩 平取 坂東牧場 484＋ 21：23．7� 5．9�
815 ハ シ カ ミ 牡4青鹿57 内田 博幸中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 480＋ 81：23．8� 18．2
47 カガヤクミナノユメ �3栗 55 横山 典弘國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 492＋ 41：24．01
 6．1�
11 シャドウウォリアー 牡3鹿 55 C．ルメール 飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 482＋ 41：24．42� 4．8�
714 コアコンピタンス 牡4鹿 57 武士沢友治 
社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム B498－ 41：24．5� 91．4�
612 カンタベリーマイン 牡4鹿 57 丸田 恭介峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 462＋ 41：24．81� 251．9�
12  マコトグラディウス 牡4黒鹿 57

56 ☆木幡 初也�ディアマント 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 476＋ 4 〃 ハナ 250．1�
59 リオファンク 牝3鹿 53

50 ▲横山 武史阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 堤 牧場 486± 01：25．33 325．9�
48 サンアルパイン �5鹿 57 岩部 純二 �加藤ステーブル 萱野 浩二 浦河 今井 秀樹 B502－ 21：25．83 267．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，187，800円 複勝： 65，844，500円 枠連： 23，098，600円
馬連： 96，387，400円 馬単： 41，081，300円 ワイド： 55，314，400円
3連複： 113，007，600円 3連単： 141，985，900円 計： 581，907，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 400円 � 160円 � 460円 枠 連（3－3） 2，610円

馬 連 �� 2，730円 馬 単 �� 7，010円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 3，450円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 12，460円 3 連 単 ��� 70，120円

票 数

単勝票数 計 451878 的中 � 22970（6番人気）
複勝票数 計 658445 的中 � 37680（6番人気）� 135297（1番人気）� 31465（8番人気）
枠連票数 計 230986 的中 （3－3） 6856（13番人気）
馬連票数 計 963874 的中 �� 27318（12番人気）
馬単票数 計 410813 的中 �� 4393（27番人気）
ワイド票数 計 553144 的中 �� 13577（11番人気）�� 4005（34番人気）�� 12182（16番人気）
3連複票数 計1130076 的中 ��� 6799（48番人気）
3連単票数 計1419859 的中 ��� 1468（254番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．1―47．0―58．9―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホ ノ カ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 El Prado デビュー 2016．8．20 新潟9着

2014．4．6生 牝3鹿 母 ヴ イ プ ラ ド 母母 Graceful Manor 12戦2勝 賞金 16，900，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※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 チュウワカレント号



2700910月7日 晴 重 （29東京4）第1日 第9競走 ��
��1，600�

さ い こ

西 湖 特 別
発走14時35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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

815 サクラルコール 牡6栃栗57 勝浦 正樹�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 高橋 修 488－ 21：35．9 51．4�
35 ジェイケイライアン 牡5鹿 57 C．ルメール 小谷野次郎氏 松永 康利 新ひだか 藤川フアーム 484＋ 4 〃 ハナ 9．4�
612 バンパークロップ 牝3栗 53 村田 一誠 �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 418－ 6 〃 クビ 19．8�
36 ロゼッタストーン 牡8鹿 57 三浦 皇成太田珠々子氏 森田 直行 日高 天羽牧場 474＋ 41：36．11 165．5�
714 ブライトンロック 牡3黒鹿55 蛯名 正義坂巻 勝彦氏 田中 清隆 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448－ 4 〃 クビ 6．8�
47 シルバーポジー 牝4芦 55 戸崎 圭太 	サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 506＋14 〃 ハナ 8．2

11 イーグルフェザー 牡4鹿 57 横山 典弘 	社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 490＋ 4 〃 ハナ 4．3�
59 シャムロック 牡3栗 55 吉田 豊 	いとはんホール

ディングス 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 496－ 2 〃 アタマ 26．0�
48 ブルーボサノヴァ 牝6栗 55 藤田菜七子 �ブルーマネジメント和田 雄二 新冠 川上牧場 508－ 61：36．2クビ 60．1
510� ストロボスコープ 牡3鹿 55 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 藤沢 和雄 米

Fred W. Hertrich
III & John D.
Fielding

474＋ 4 〃 ハナ 4．3�
24 ベバスカーン 牡4鹿 57 北村 宏司千明牧場 勢司 和浩 浦河 田中スタッド 548＋ 41：36．3	 9．9�
816 キチロクステージ 牡4鹿 57 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 新冠 競優牧場 476－ 21：36．51	 11．7�
23 スワーヴカイザー 
6青 57 岩田 康誠�NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 532－141：36．6	 25．1�
611� ロマンホープ 牡5黒鹿57 柴田 善臣菅 實氏 松永 康利 新ひだか 友田牧場 474＋ 8 〃 アタマ 327．3�
713 ダイチトゥルース 牡6黒鹿57 柴田 大知 	荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 460＋ 41：37．23	 69．8�
12 サ ノ サ マ ー 牡3栗 55 大野 拓弥佐野 信幸氏 中舘 英二 浦河 日の出牧場 470＋ 41：37．62	 23．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，111，100円 複勝： 74，000，000円 枠連： 30，086，000円
馬連： 129，147，500円 馬単： 51，406，500円 ワイド： 69，908，700円
3連複： 160，364，900円 3連単： 189，958，800円 計： 750，983，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，140円 複 勝 � 1，220円 � 320円 � 680円 枠 連（3－8） 5，330円

馬 連 �� 28，830円 馬 単 �� 68，350円

ワ イ ド �� 7，850円 �� 9，710円 �� 3，770円

3 連 複 ��� 185，320円 3 連 単 ��� 1，582，990円

票 数

単勝票数 計 461111 的中 � 7163（12番人気）
複勝票数 計 740000 的中 � 14661（12番人気）� 68302（5番人気）� 27908（9番人気）
枠連票数 計 300860 的中 （3－8） 4371（24番人気）
馬連票数 計1291475 的中 �� 3471（66番人気）
馬単票数 計 514065 的中 �� 564（139番人気）
ワイド票数 計 699087 的中 �� 2291（67番人気）�� 1849（73番人気）�� 4827（48番人気）
3連複票数 計1603649 的中 ��� 649（296番人気）
3連単票数 計1899588 的中 ��� 87（2032番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．8―48．2―1：00．5―1：12．5―1：24．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクラルコール �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 サクラローレル デビュー 2014．5．18 東京6着

2011．2．25生 牡6栃栗 母 サクラセレーネ 母母 サクラメールディ 18戦4勝 賞金 50，485，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 カバトット号・サクレエクスプレス号・ジュガンティーヤ号・ツインキャンドル号

2701010月7日 曇 稍重 （29東京4）第1日 第10競走 ��
��2，400�

も と す こ

本 栖 湖 特 別
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下，28．10．8以降29．10．1まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

68 ネイチャーレット 牡4鹿 57 野中悠太郎井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 藤原牧場 472＋162：25．9 17．9�
67 ウインヴォラーレ 牡4黒鹿57 松岡 正海�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 478－ 2 〃 クビ 3．9�
812 サーレンブラント 牡3鹿 53 岩田 康誠窪田 芳郎氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 448－ 22：26．0クビ 2．6�
56 サウンドメモリー 牡6鹿 54 横山 典弘嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 486－ 82：26．1� 7．6�
44 チェスナットコート 牡3栗 53 坂井 瑠星窪田 康志氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 450－ 22：26．2� 9．0�
33 マイネルフレスコ 牡6栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 476－ 82：26．41� 52．2	
22 ライトファンタジア 牝5栗 53 福永 祐一吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 454± 02：26．5� 17．5

11 	 シンボリタピット 牡5鹿 54 石橋 脩シンボリ牧場 久保田貴士 米 Takahiro

Wada 494＋ 4 〃 クビ 10．7�
710 ビービーガウディ 牡3栗 53 大野 拓弥�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 464＋ 2 〃 アタマ 15．5
811 タガノアシュラ 牡3黒鹿53 内田 博幸八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 510＋102：26．82 12．3�
55 
 エリモジパング 牡7青鹿53 江田 照男山本三津子氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 476＋ 6 〃 ハナ 238．2�
79 クロニクルスカイ �6鹿 52 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 510＋102：27．12 203．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 39，219，100円 複勝： 55，198，700円 枠連： 25，235，400円
馬連： 132，416，800円 馬単： 55，372，400円 ワイド： 59，481，400円
3連複： 154，007，500円 3連単： 228，256，900円 計： 749，188，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，790円 複 勝 � 290円 � 130円 � 130円 枠 連（6－6） 2，660円

馬 連 �� 2，710円 馬 単 �� 7，420円

ワ イ ド �� 740円 �� 690円 �� 240円

3 連 複 ��� 2，080円 3 連 単 ��� 21，510円

票 数

単勝票数 計 392191 的中 � 17446（9番人気）
複勝票数 計 551987 的中 � 33061（6番人気）� 119487（2番人気）� 131207（1番人気）
枠連票数 計 252354 的中 （6－6） 7335（12番人気）
馬連票数 計1324168 的中 �� 37775（10番人気）
馬単票数 計 553724 的中 �� 5596（28番人気）
ワイド票数 計 594814 的中 �� 18543（10番人気）�� 20269（8番人気）�� 73387（1番人気）
3連複票数 計1540075 的中 ��� 55424（3番人気）
3連単票数 計2282569 的中 ��� 7693（66番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―24．1―36．2―48．8―1：01．4―1：13．6―1：26．2―1：38．7―1：51．0―2：02．3―2：13．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ネイチャーレット �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．10．4 中山6着

2013．4．16生 牡4鹿 母 ネヴァカグラ 母母 エイブルカグラ 16戦4勝 賞金 55，459，000円



2701110月7日 曇 稍重 （29東京4）第1日 第11競走 ��
��1，600�第3回サウジアラビアロイヤルカップ（ＧⅢ）

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

リヤド馬事クラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 33，000，000円 13，000，000円 8，300，000円 5，000，000円 3，300，000円
付 加 賞 651，000円 186，000円 93，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．5
1：32．3

良
良

12 ダノンプレミアム 牡2青鹿55 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 482＋ 61：33．0レコード 3．6�
816 ステルヴィオ 牡2鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 456－ 21：33．31� 2．6�
713 カーボナード 牡2青鹿55 岩田 康誠山口功一郎氏 栗田 徹 新ひだか 下屋敷牧場 456－101：33．51� 16．6�
714 テ ン ク ウ 牡2黒鹿55 田辺 裕信井山 登氏 奥村 武 新冠 岩見牧場 442－ 4 〃 クビ 8．8�
23 シュバルツボンバー 牡2鹿 55 福永 祐一�KTレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 510＋121：33．6	 11．2	
36 
 ダブルシャープ 牡2鹿 55 石川 倭小林 克己氏 米川 昇 新冠 村上 雅規 478＋ 8 〃 アタマ 9．4


（北海道） （北海道）

59 コスモインザハート 牡2鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 栄進牧場 476－ 2 〃 アタマ 36．2�
818 ルッジェーロ 牡2黒鹿55 戸崎 圭太村木 隆氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 506＋141：33．81	 34．3�
715 ソイルトゥザソウル 牡2青鹿55 田中 勝春グリーンスウォード高市 圭二 新冠 村田牧場 426－ 21：33．9クビ 110．6
24 ボ ウ ル ズ 牝2鹿 54 小牧 太山住 勲氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム 454± 0 〃 ハナ 52．9�
11 エングローサー 牡2鹿 55 三浦 皇成中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 470＋ 21：34．11� 113．3�
611 マイネルサイルーン 牡2黒鹿55 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 小野 秀治 432－ 21：34．2� 314．9�
510 バイオレントブロー 牡2黒鹿55 内田 博幸 �キャロットファーム 佐々木晶三 むかわ 上水牧場 478＋ 21：34．83	 151．4�
612 メイショウドウドウ 牡2黒鹿55 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 450－ 61：34．9� 199．0�
35 ハクサンフエロ 牡2鹿 55 石橋 脩河﨑 五市氏 牧 光二 浦河 �川 啓一 446＋ 21：35．0� 42．7�
48 メルムサール 牡2青鹿55 江田 照男�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 424＋ 2 〃 ハナ 330．8�
817 スワーヴエドワード 牡2鹿 55 四位 洋文�NICKS 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 492± 01：35．42	 35．2�
47 スターリバー 牝2栗 54 大野 拓弥田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか 山田牧場 446＋ 41：37．1大差 377．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 177，442，700円 複勝： 221，671，100円 枠連： 94，655，100円
馬連： 435，347，900円 馬単： 188，414，200円 ワイド： 228，069，100円
3連複： 633，992，000円 3連単： 920，499，000円 計： 2，900，091，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 120円 � 290円 枠 連（1－8） 450円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 230円 �� 770円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，000円 3 連 単 ��� 6，920円

票 数

単勝票数 計1774427 的中 � 414984（2番人気）
複勝票数 計2216711 的中 � 381190（2番人気）� 657412（1番人気）� 132287（6番人気）
枠連票数 計 946551 的中 （1－8） 162439（1番人気）
馬連票数 計4353479 的中 �� 665584（1番人気）
馬単票数 計1884142 的中 �� 138639（2番人気）
ワイド票数 計2280691 的中 �� 298174（1番人気）�� 67422（9番人気）�� 87710（7番人気）
3連複票数 計6339920 的中 ��� 237646（4番人気）
3連単票数 計9204990 的中 ��� 96385（9番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．4―11．8―12．2―11．5―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―22．9―34．3―46．1―58．3―1：09．8―1：21．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F34．7
3 5（2，7）（4，6）10（3，8，13）（9，14）（12，15）（11，16，18）－（1，17） 4 5，2，7，4（6，10）（3，8，13）（9，15，14）（11，12，18）16（1，17）

勝馬の
紹 介

ダノンプレミアム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Intikhab デビュー 2017．6．25 阪神1着

2015．4．3生 牡2青鹿 母 インディアナギャル 母母 Genial Jenny 2戦2勝 賞金 40，651，000円
〔制裁〕 ボウルズ号の騎手小牧太は，向正面で外側に斜行したことについて平成29年10月14日から平成29年10月29日まで騎乗

停止。（被害馬：6番・8番・10番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

2701210月7日 曇 稍重 （29東京4）第1日 第12競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走16時25分 （芝・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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
1：44．2
1：43．9

良
良

510 サンティール 牝3鹿 53 戸崎 圭太吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 468－ 61：48．0 4．3�
47 アドヴェントス 牝4黒鹿55 田辺 裕信 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 456－ 41：48．1� 1．9�
817 ミ ネ ッ ト 牝4鹿 55 C．ルメール 窪田 康志氏 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 454－181：48．31� 7．3�
59 パ フ ォ ー ム 牝3鹿 53 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 450－ 41：48．4� 141．0�
24 クインズゴールド 牝3鹿 53 津村 明秀亀田 和弘氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 436＋ 8 〃 アタマ 57．3�
36 レッドボヌール 牝3鹿 53 田中 勝春 	東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 424－ 2 〃 ハナ 65．4

818 レ ロ ー ヴ 牝3鹿 53 内田 博幸今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 486－ 4 〃 クビ 23．4�
714 ガラドリエル 牝5栗 55 石橋 脩	ダイリン 大和田 成 浦河 谷川牧場 504＋101：48．5� 243．7�
35 ムーンザムーン 牝3鹿 53 三浦 皇成林 正道氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 480＋30 〃 ハナ 13．2
816 スマイルミーティア 牝5黒鹿55 岩田 康誠保坂 和孝氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム 452＋16 〃 アタマ 106．6�
12 � クィーンビー 牝4鹿 55 横山 典弘�和田牧場 和田 正道 新冠 対馬 正 468－ 4 〃 ハナ 22．3�
611 ラヴィソント 牝3鹿 53 的場 勇人岡田 壮史氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 434＋ 41：48．6クビ 111．5�
23 アフィニータ 牝4鹿 55 勝浦 正樹 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 488＋ 8 〃 ハナ 67．8�
713 サ ッ チ ン 牝3鹿 53 大野 拓弥由井健太郎氏 古賀 慎明 新ひだか 上村 清志 428－ 4 〃 クビ 45．7�
11 オンリートゥモロー 牝3青鹿53 北村 宏司池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 454＋ 2 〃 アタマ 30．7�
612 ベストティアーズ 牝3青 53 蛯名 正義 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小島 太 むかわ 上水牧場 482＋ 61：48．7クビ 36．1�
715 ジッパーレーン 牝3青鹿53 福永 祐一	G1レーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 446－ 61：48．91 21．3�
48 オンリゲットベター 牝3青鹿53 長岡 禎仁丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 396－ 61：49．85 363．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 87，287，600円 複勝： 140，957，500円 枠連： 50，442，000円
馬連： 189，902，000円 馬単： 95，556，600円 ワイド： 114，021，100円
3連複： 250，273，200円 3連単： 399，438，900円 計： 1，327，878，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 110円 � 180円 枠 連（4－5） 600円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 270円 �� 500円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 7，260円

票 数

単勝票数 計 872876 的中 � 161555（2番人気）
複勝票数 計1409575 的中 � 177725（2番人気）� 617130（1番人気）� 120421（3番人気）
枠連票数 計 504420 的中 （4－5） 64878（2番人気）
馬連票数 計1899020 的中 �� 260353（1番人気）
馬単票数 計 955566 的中 �� 46370（4番人気）
ワイド票数 計1140211 的中 �� 117870（1番人気）�� 52889（4番人気）�� 85525（2番人気）
3連複票数 計2502732 的中 ��� 163949（1番人気）
3連単票数 計3994389 的中 ��� 39851（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―36．4―48．9―1：01．3―1：13．9―1：25．4―1：36．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F34．1

3 11，14，18（1，4，9）（2，6，17）（3，10）（12，5）（16，15）（7，13）－8
2
4
11（1，14，18）（2，4，9）17（6，10）3，15（5，12，16）（7，13）8・（11，14）18（1，4，9）（2，6，17）（3，5，10）（12，16，15）（7，13）8

勝馬の
紹 介

サンティール �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．9．17 中山3着

2014．3．29生 牝3鹿 母 サンヴィクトワール 母母 ヴィクトリーバンク 7戦2勝 賞金 16，200，000円
※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。
（非抽選馬） 2頭 ウインシトリン号・エバープリンセス号



（29東京4）第1日 10月7日（土曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 184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
厩務員出走奨励金

233，730，000円
5，060，000円
19，210，000円
1，880，000円
27，460，000円
77，082，500円
5，861，800円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
617，751，800円
883，768，100円
346，763，700円
1，415，248，200円
661，817，500円
804，831，700円
1，886，368，100円
2，697，166，000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 9，313，715，100円

総入場人員 23，897名 （有料入場人員 21，999名）
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