
2702510月9日 晴 稍重 （29東京4）第3日 第1競走 ��
��1，600�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
1：36．4
1：36．4

不良
不良

11 アメノムラクモ 牡2鹿 55 吉田 隼人高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 北島牧場 510＋ 61：37．9 2．5�
611 ワンダーツー 牡2鹿 55 内田 博幸山口 裕介氏 田村 康仁 新ひだか 静内坂本牧場 504± 01：38．11� 2．9�
816 ニシノベイオウルフ 牡2黒鹿55 武士沢友治西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 474＋ 41：38．2� 71．9�
35 ラプターゲイル 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 中田 英樹 438－ 21：39．47 21．8�
23 ホウオウスクラム 牡2栗 55 松岡 正海小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 490－ 21：39．71� 16．4�
713 シゲルジャンボイモ 牡2芦 55

52 ▲武藤 雅森中 蕃氏 武藤 善則 様似 猿倉牧場 502＋ 81：40．01� 17．6	
59 レッドチェイサー 牡2栗 55 北村 宏司 
東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム B480± 01：40．21� 18．8�
510 ビレッジキング 牡2黒鹿55 田中 勝春村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 三石川上牧場 452－ 2 〃 ハナ 117．3�
36 ファイアプルーフ 牡2黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子犬塚悠治郎氏 根本 康広 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 490＋ 21：40．51� 9．9

714 セイカフェボリット 牡2黒鹿55 柴山 雄一久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 468＋ 21：40．71� 390．7�
815 マイネルポーチカ 牡2栗 55 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 浦河 中村 雅明 484± 01：40．8� 340．2�
47 カシノソルジャー 牡2鹿 55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 一山育成牧場 488－ 21：40．9クビ 445．6�
612 サンマルアナザー 牡2鹿 55 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 474＋ 4 〃 アタマ 112．3�
48 ツインクルテソーロ 牡2鹿 55 大野 拓弥了德寺健二氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 472± 01：41．0� 14．7�
24 ビビッドプルメージ 牡2青鹿55 宮崎 北斗 �コスモヴューファーム 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 476＋ 81：41．1クビ 27．6�
12 マンバノケンチャン 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎内田 玄祥氏 根本 康広 日高 佐々木 康治 498－101：42．16 253．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，232，900円 複勝： 50，643，100円 枠連： 18，786，900円
馬連： 75，042，100円 馬単： 38，124，300円 ワイド： 48，640，900円
3連複： 102，245，900円 3連単： 135，848，800円 計： 505，564，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 130円 � 990円 枠 連（1－6） 310円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 190円 �� 2，810円 �� 2，060円

3 連 複 ��� 5，980円 3 連 単 ��� 19，800円

票 数

単勝票数 計 362329 的中 � 120057（1番人気）
複勝票数 計 506431 的中 � 154718（1番人気）� 115226（2番人気）� 6702（11番人気）
枠連票数 計 187869 的中 （1－6） 46237（1番人気）
馬連票数 計 750421 的中 �� 171426（1番人気）
馬単票数 計 381243 的中 �� 46653（1番人気）
ワイド票数 計 486409 的中 �� 85968（1番人気）�� 3699（36番人気）�� 5080（25番人気）
3連複票数 計1022459 的中 ��� 12808（14番人気）
3連単票数 計1358488 的中 ��� 4972（48番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．3―35．6―47．9―1：00．6―1：13．2―1：25．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アメノムラクモ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2017．8．19 新潟10着

2015．3．7生 牡2鹿 母 ベルモンタージュ 母母 フラワーブリーズ 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ビビッドプルメージ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 コハクノユメ号

2702610月9日 晴 良 （29東京4）第3日 第2競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走10時40分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：32．3

稍重
良

57 プリモシーン 牝2青鹿54 北村 宏司 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：34．2 1．3�
69 テトラドラクマ 牝2鹿 54 石橋 脩吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 468± 0 〃 クビ 18．2�
711 カ ガ ス タ ー 牡2鹿 55 田中 勝春香川 憲次氏 高市 圭二 日高 広富牧場 436± 01：35．15 14．7�
44 アポロレイア 牝2鹿 54 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 460－ 41：35．63 160．1�
710 ゴールドシャッツ 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 418＋ 61：36．02� 11．1�
813 イッツマイターン 牡2鹿 55 三浦 皇成岡田 牧雄氏 天間 昭一 新冠 有限会社 大

作ステーブル 494－ 4 〃 ハナ 20．2	
68 オールドナシュワン 牡2黒鹿55 内田 博幸�リーヴァ 松永 康利 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 21：36．1� 12．7

812 ショウナンワダツミ 牡2栗 55 蛯名 正義国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 静内フアーム 440± 01：36．31 8．8�
22 シゲルコシアブラ 牡2鹿 55 大野 拓弥森中 蕃氏 青木 孝文 新ひだか 松田牧場 456＋ 2 〃 アタマ 63．5�
56 タイガーアイ 牝2鹿 54 武士沢友治桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 412－ 61：36．51� 135．0
33 ジャンバイカ 牡2栗 55 丸山 元気西森 鶴氏 高橋 裕 新ひだか ニシケンフアーム 494± 01：36．92� 137．2�
11 ディセントファミリ 牡2青鹿 55

52 ▲武藤 雅�和田牧場 和田 正道 新冠 八木 明広 466－ 21：37．43 299．6�
45 ペンテコステ 牝2黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 高橋フアーム 426－ 61：38．57 449．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 35，719，000円 複勝： 123，517，500円 枠連： 17，412，000円
馬連： 56，176，600円 馬単： 41，531，200円 ワイド： 39，434，300円
3連複： 74，872，100円 3連単： 144，872，500円 計： 533，535，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 290円 � 200円 枠 連（5－6） 390円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 470円 �� 360円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 2，760円 3 連 単 ��� 6，520円

票 数

単勝票数 計 357190 的中 � 207261（1番人気）
複勝票数 計1235175 的中 � 897443（1番人気）� 31215（7番人気）� 54074（4番人気）
枠連票数 計 174120 的中 （5－6） 34319（3番人気）
馬連票数 計 561766 的中 �� 46957（5番人気）
馬単票数 計 415312 的中 �� 28230（5番人気）
ワイド票数 計 394343 的中 �� 21675（6番人気）�� 30484（4番人気）�� 5141（20番人気）
3連複票数 計 748721 的中 ��� 20288（12番人気）
3連単票数 計1448725 的中 ��� 16108（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．9―47．9―1：00．1―1：11．3―1：22．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリモシーン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Fastnet Rock デビュー 2017．9．17 中山2着

2015．4．27生 牝2青鹿 母 モ シ ー ン 母母 Sumehra 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 シゲルコシアブラ号の騎手大野拓弥は，4コーナー手前での御法（前の馬に接触した）について戒告。（被害馬：5番・1番・3

番）
〔その他〕 ペンテコステ号は，4コーナー手前で他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

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３日



2702710月9日 晴 良 （29東京4）第3日 第3競走 ��1，800�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
1：45．9
1：45．9

良
良

45 ギルトエッジ 牡2鹿 55 内田 博幸 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 530＋ 41：49．2 1．8�
813 シャドウラーテル 牡2黒鹿55 石橋 脩橋本 征道氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 478± 01：49．52 18．0�
57 ケイアイスープラ 牡2鹿 55 吉田 豊亀田 和弘氏 田村 康仁 新ひだか 松田牧場 434－ 41：49．71� 7．5�
22 フロリアヌス 牡2鹿 55

52 ▲武藤 雅 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 456＋ 21：49．8� 4．0�
69 ヤマタケパンチ 牡2青鹿55 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 高野牧場 480＋ 21：49．9クビ 41．5	
46 ワタシヲマッテル 牝2栗 54 柴田 大知小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 464－ 2 〃 クビ 15．4

712 ス リ ル 牡2黒鹿55 柴田 善臣林 正道氏 的場 均 新冠 秋田牧場 494＋ 21：50．11� 50．0�
11 ゴッデスオブエッジ 牝2栗 54 松岡 正海 �コスモヴューファーム 中舘 英二 浦河 帰山 清貴 474± 01：50．2� 26．7�
610 ニシノエクレール 牝2黒鹿54 丸山 元気西山 茂行氏 小西 一男 新ひだか 本桐牧場 462－ 6 〃 アタマ 83．4
814 モダンクラシック 牡2栗 55 三浦 皇成中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 今井 秀樹 448－ 6 〃 クビ 123．6�
711 ハッスルボーイ 牡2青鹿55 津村 明秀田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 秋場牧場 456＋ 61：50．52 65．1�
58 ニ コ ラ オ ス 牡2鹿 55 勝浦 正樹八巻 弘一氏 中野 栄治 白老 習志野牧場 500＋ 21：50．6クビ 136．6�
34 ネ コ マ ヒ カ 牡2栗 55 江田 照男桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 原 弘之 498－ 21：52．19 211．3�
33 ショウナンサラ 牝2鹿 54 柴山 雄一国本 哲秀氏 武市 康男 新ひだか 西村 和夫 456－ 81：54．2大差 306．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，646，300円 複勝： 50，528，900円 枠連： 15，564，500円
馬連： 60，536，600円 馬単： 37，583，300円 ワイド： 40，199，000円
3連複： 80，498，300円 3連単： 130，604，600円 計： 449，161，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 240円 � 160円 枠 連（4－8） 800円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 490円 �� 270円 �� 900円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 6，630円

票 数

単勝票数 計 336463 的中 � 157099（1番人気）
複勝票数 計 505289 的中 � 237815（1番人気）� 30307（5番人気）� 54600（3番人気）
枠連票数 計 155645 的中 （4－8） 15044（3番人気）
馬連票数 計 605366 的中 �� 41607（4番人気）
馬単票数 計 375833 的中 �� 19818（4番人気）
ワイド票数 計 401990 的中 �� 20267（4番人気）�� 43185（2番人気）�� 10266（10番人気）
3連複票数 計 804983 的中 ��� 32526（6番人気）
3連単票数 計1306046 的中 ��� 14275（18番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―12．0―12．7―12．7―12．6―11．8―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―36．3―49．0―1：01．7―1：14．3―1：26．1―1：37．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F34．9

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

勝馬の
紹 介

ギルトエッジ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．7．23 福島3着

2015．1．22生 牡2鹿 母 ランズエッジ 母母 ウインドインハーヘア 3戦1勝 賞金 8，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショウナンサラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月9日まで平地競

走に出走できない。
※シャドウラーテル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2702810月9日 晴 稍重 （29東京4）第3日 第4競走 ��1，300�サラブレッド系2歳
発走11時40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
1：18．1
1：18．1

良
良

34 スターリーウォリア 牡2鹿 55
54 ☆荻野 極山口 正行氏 清水 久詞 浦河 田中スタッド 494 ―1：18．8 2．3�

59 ストレイシープ 牝2栗 54 丸山 元気 Him Rock Racing 和田 雄二 浦河 �川 啓一 460 ―1：19．75 6．3�
713 カ ラ フ ル 牝2青 54 勝浦 正樹平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 454 ― 〃 クビ 13．1�
712 サノノタテヤマ 牡2鹿 55 大野 拓弥佐野 信幸氏 中舘 英二 日高 豊洋牧場 454 ―1：20．12� 8．3�
11 キ ン シ ョ ウ 牡2黒鹿55 三浦 皇成 �CHEVAL AT-

TACHE 田島 俊明 浦河 ヒダカフアーム 474 ―1：20．95 4．1�
46 タマモバレッタ 牝2青鹿 54

51 ▲武藤 雅タマモ� 水野 貴広 日高 スマイルファーム 396 ―1：21．0� 73．4	
22 フラワーストリーム 牡2鹿 55 内田 博幸花村 誠氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 468 ―1：21．1� 19．6

23 ライオンボス 牡2栗 55

52 ▲横山 武史�和田牧場 和田 正道 新冠 対馬 正 514 ―1：21．2� 34．8�
58 ナムララズベリー 牝2黒鹿54 吉田 豊奈村 睦弘氏 谷原 義明 様似 林 時春 400 ―1：21．62� 59．6
611 ビ ワ チ ャ ン 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎ケンレーシング組合 小野 次郎 新ひだか 小倉 光博 460 ―1：21．81� 59．8�
610 ベストロマン 牝2栗 54 武士沢友治西村 專次氏 古賀 史生 新ひだか 静内フジカワ牧場 474 ―1：21．9� 63．2�
815 ラッシュビギン 牝2鹿 54

53 ☆木幡 巧也岡村 善行氏 牧 光二 浦河 地興牧場 432 ―1：22．11� 82．1�
35 ネイティブカラー 牡2鹿 55

54 ☆井上 敏樹小川 敏夫氏 小桧山 悟 日高 木村牧場 462 ―1：23．27 160．9�
814 ステラブリッラーレ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行ホースアディクト田中 清隆 新ひだか 上村 清志 446 ―1：23．62� 194．2�
47 エコロインパクト 牡2鹿 55 津村 明秀原村 正紀氏 鈴木 伸尋 浦河 金石牧場 478 ―1：31．6大差 97．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，996，200円 複勝： 38，203，800円 枠連： 18，761，700円
馬連： 57，635，100円 馬単： 32，183，900円 ワイド： 36，664，300円
3連複： 75，535，900円 3連単： 99，629，200円 計： 393，610，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 170円 � 230円 枠 連（3－5） 840円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 320円 �� 530円 �� 830円

3 連 複 ��� 2，150円 3 連 単 ��� 6，650円

票 数

単勝票数 計 349962 的中 � 123848（1番人気）
複勝票数 計 382038 的中 � 104271（1番人気）� 53853（3番人気）� 32705（5番人気）
枠連票数 計 187617 的中 （3－5） 17201（3番人気）
馬連票数 計 576351 的中 �� 55948（2番人気）
馬単票数 計 321839 的中 �� 18248（3番人気）
ワイド票数 計 366643 的中 �� 32002（2番人気）�� 17418（4番人気）�� 10406（10番人気）
3連複票数 計 755359 的中 ��� 26272（5番人気）
3連単票数 計 996292 的中 ��� 10858（7番人気）

ハロンタイム 7．1―11．2―11．9―12．7―12．2―11．7―12．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．3―30．2―42．9―55．1―1：06．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スターリーウォリア �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 ホワイトマズル 初出走

2015．4．7生 牡2鹿 母 ピッチニーニ 母母 フランチェスカ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エコロインパクト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月9日まで平地競

走に出走できない。



2702910月9日 晴 良 （29東京4）第3日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時30分 （芝・左）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：32．3

稍重
良

817 ゴールドギア 牡2黒鹿55 北村 宏司有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 三嶋牧場 466 ―1：35．9 2．0�
714 ミツオサウスポー 牡2栗 55 吉田 隼人菊地 祐司氏 大江原 哲 むかわ 上水牧場 510 ―1：36．0� 10．3�
11 パ チ ュ リ ー 牝2鹿 54 大野 拓弥片山 晃氏 金成 貴史 新ひだか 三木田牧場 444 ―1：36．53 34．2�
510 スーパースナッズ 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム 454 ― 〃 アタマ 62．4�
816 トーホウフライト 牡2鹿 55 蛯名 正義東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 488 ―1：36．7� 20．0	
59 シ シ ハ ク ト 牡2鹿 55 田中 勝春�イージス 加藤 征弘 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 484 ― 〃 クビ 18．8

24 シルフィウム 牡2黒鹿55 石橋 脩 �シルクレーシング 手塚 貴久 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446 ―1：36．8クビ 6．2�
612 ケイツーレアル 牝2鹿 54 黛 弘人楠本 勝美氏 柴田 政人 新ひだか 山野牧場 462 ―1：37．01� 45．2�
611 ア イ シ ャ 牝2栗 54 内田 博幸大島 昌也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 450 ―1：37．1クビ 7．5
35 ハ イ ク リ ア 牡2栗 55 津村 明秀 H.H．シェイク・モハメド 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468 ―1：37．42 99．1�
12 トーセンヴェント 牡2青鹿55 横山 和生島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 470 ―1：37．5� 35．4�
48 モンプランス 牡2青鹿 55

54 ☆荻野 極平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 486 ―1：38．13� 52．0�
36 トミケンゲヌーク �2青 55 江田 照男冨樫 賢二氏 和田 正道 新ひだか 乾 皆雄 456 ―1：38．2� 263．2�
47 トランスパレント 牡2鹿 55 柴山 雄一 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 494 ― 〃 クビ 19．6�
815 ジェイエルスピード 牡2鹿 55 吉田 豊橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 462 ―1：38．3� 213．0�
23 トニーブリス 牝2黒鹿 54

51 ▲武藤 雅トニー倶楽部 星野 忍 新ひだか 静内山田牧場 388 ―1：38．4� 206．7�
713 ワンフレーズ 牝2青鹿54 三浦 皇成本間 茂氏 相沢 郁 浦河 中村 雅明 442 ― （競走中止） 144．6�

（17頭）

売 得 金
単勝： 40，362，100円 複勝： 45，302，000円 枠連： 21，440，700円
馬連： 72，312，700円 馬単： 35，629，800円 ワイド： 44，719，400円
3連複： 91，121，100円 3連単： 112，440，500円 計： 463，328，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 220円 � 580円 枠 連（7－8） 890円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，000円 �� 4，270円

3 連 複 ��� 9，090円 3 連 単 ��� 30，010円

票 数

単勝票数 計 403621 的中 � 169013（1番人気）
複勝票数 計 453020 的中 � 134249（1番人気）� 47575（4番人気）� 13555（9番人気）
枠連票数 計 214407 的中 （7－8） 18603（3番人気）
馬連票数 計 723127 的中 �� 50560（3番人気）
馬単票数 計 356298 的中 �� 16028（3番人気）
ワイド票数 計 447194 的中 �� 24311（3番人気）�� 11409（10番人気）�� 2515（45番人気）
3連複票数 計 911211 的中 ��� 7510（29番人気）
3連単票数 計1124405 的中 ��� 2716（78番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．7―35．7―48．5―1：01．4―1：13．1―1：24．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドギア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ゼンノロブロイ 初出走

2015．3．1生 牡2黒鹿 母 ギンザボナンザ 母母 ア ル ウ ェ ン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ワンフレーズ号は，競走中に疾病〔寛骨複骨折〕を発症したため決勝線手前で競走中止。

2703010月9日 晴 稍重 （29東京4）第3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）

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

815 ヤマトワイルド 牡3鹿 55 三浦 皇成醍醐 徹氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 472－ 21：23．2 8．7�
713 ローレルジャック 牡4黒鹿57 松岡 正海 �ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 492＋ 61：23．51� 94．1�
510 プッシュアゲン 牡4栗 57

54 ▲武藤 雅浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 笠松牧場 506＋ 6 〃 アタマ 9．3�
612 ララパルーザ 牡4鹿 57 内田 博幸 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 浦河 大柳ファーム B520± 01：23．6� 2．6�
714 カ ネ ノ イ ロ 牡4鹿 57 柴田 善臣江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 482＋ 6 〃 ハナ 7．3�
48 オ ー ル イ ン 牡3鹿 55 田中 勝春菊地 祐司氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 444＋ 61：23．81 21．4	
35 スリラーインマニラ �4鹿 57

56 ☆荻野 極古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 惣田 英幸 444＋ 41：23．9� 13．3

24 イデアオブダンディ 牡4栗 57 吉田 隼人益田 修一氏 柄崎 孝 日高 山田 政宏 484± 01：24．22 56．4�
23 	 ユアザスター 牡4鹿 57 北村 宏司西村 專次氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B506＋ 41：24．3� 58．9�
816 フリームーヴメント 牡4栗 57

54 ▲藤田菜七子ディアレストクラブ� 宗像 義忠 浦河 三嶋牧場 454＋ 41：24．93� 29．9
12 プライズコレクター 牡4栗 57 吉田 豊�明栄商事 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 494－ 41：25．0� 23．8�
11 オーサムクイーン 牝3芦 53 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 504＋241：25．74 12．7�
611	 ココロノキャンバス 牝4栗 55 岩部 純二田頭 勇貴氏 石毛 善彦 日高 いとう牧場 412＋ 61：26．23 411．0�
59 アルティジャーノ �4鹿 57

56 ☆井上 敏樹渡邉 顕三氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 454＋ 61：26．51� 184．4�
36 ロッジポールパイン 牡4青鹿57 大野 拓弥大野 富生氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 526－ 21：27．24 6．0�
47 	 スズカブレーン 牡5鹿 57

54 ▲菊沢 一樹永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B474－ 41：27．62� 68．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，863，800円 複勝： 47，993，300円 枠連： 23，338，500円
馬連： 82，203，700円 馬単： 35，666，400円 ワイド： 47，134，600円
3連複： 107，984，300円 3連単： 128，742，700円 計： 506，927，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 290円 � 1，940円 � 300円 枠 連（7－8） 2，470円

馬 連 �� 49，110円 馬 単 �� 80，810円

ワ イ ド �� 10，400円 �� 1，140円 �� 9，180円

3 連 複 ��� 117，540円 3 連 単 ��� 666，700円

票 数

単勝票数 計 338638 的中 � 31086（4番人気）
複勝票数 計 479933 的中 � 47619（4番人気）� 5448（14番人気）� 46147（5番人気）
枠連票数 計 233385 的中 （7－8） 7299（10番人気）
馬連票数 計 822037 的中 �� 1297（75番人気）
馬単票数 計 356664 的中 �� 331（136番人気）
ワイド票数 計 471346 的中 �� 1145（75番人気）�� 11093（13番人気）�� 1298（70番人気）
3連複票数 計1079843 的中 ��� 689（211番人気）
3連単票数 計1287427 的中 ��� 140（1198番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．1―11．8―12．1―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．3―46．1―58．2―1：10．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．1
3 ・（5，7）13（1，6）－14，15，8（10，12）3（11，16）（2，9）4 4 ・（5，7）（1，13）6，14，15，8（3，10，12）－（2，11，16）（4，9）

勝馬の
紹 介

ヤマトワイルド �
�
父 トランセンド �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．11．26 東京4着

2014．4．4生 牡3鹿 母 シャインレジーナ 母母 タイムフェアレディ 6戦2勝 賞金 13，600，000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。
（非当選馬） 2頭 カシノワンパンチ号・ネオビッグバン号



2703110月9日 晴 稍重 （29東京4）第3日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時30分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 7，500，000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
1：33．8
1：33．3

重
良

713 ア ッ キ ー 牝4鹿 55 柴田 大知佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 458－ 21：36．7 9．5�
714� ラレッサングル 牝4鹿 55 大野 拓弥 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 442＋ 41：36．8� 15．7�
815 ジュブリーユ 牝3芦 53 江田 照男岡田 牧雄氏 牧 光二 浦河 宮内牧場 482－ 41：36．9� 4．1�
816 ダイワミランダ 牝5栗 55

52 ▲菊沢 一樹大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 510－ 41：37．0� 3．7�
612 シンボリバーグ 牝3芦 53 蛯名 正義シンボリ牧場 藤沢 和雄 日高 シンボリ牧場 496＋ 41：37．1クビ 3．9�
24 ヤマニンシレーナ 牝3黒鹿 53

50 ▲野中悠太郎土井 肇氏 池上 昌弘 新冠 錦岡牧場 456± 01：37．41� 78．3	
47 ロマンスマジック 牝3栗 53 内田 博幸�ミルファーム 奥平 雅士 新ひだか 松本牧場 454＋ 41：37．5クビ 97．7

35 � トキメキユキチャン 牝4青鹿 55

52 ▲武藤 雅片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 438＋ 2 〃 ハナ 67．8�
611 マコトカンパネッロ 牝5栗 55 津村 明秀�ディアマント 岩戸 孝樹 様似 出口 繁夫 466＋ 21：37．71	 30．9
48 オヒアレフア 牝4青鹿 55

52 ▲藤田菜七子�錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 B444－ 4 〃 アタマ 40．8�
510 フレンドパリ 牝3黒鹿 53

50 ▲横山 武史横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 436－101：38．12� 101．5�
59 ミンネザング 牝3鹿 53 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：38．31� 10．2�
36 � ゴールデンティアラ 牝4栗 55 丸山 元気菅原 広隆氏 土田 稔 新冠 新冠橋本牧場 458± 01：38．4クビ 153．6�
23 ハマヒルガオ 牝4黒鹿55 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 504＋181：38．5� 22．1�
12 レディーゴー 牝4鹿 55 柴田 善臣髙岡 義雄氏 矢野 英一 浦河 赤田牧場 B486－ 21：38．71	 49．8�
11 ドラゴンホマレ 牝3青鹿 53

52 ☆荻野 極窪田 芳郎氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 470－ 61：38．8クビ 21．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，155，400円 複勝： 61，069，200円 枠連： 28，467，600円
馬連： 108，851，200円 馬単： 43，514，000円 ワイド： 60，471，700円
3連複： 139，180，800円 3連単： 180，817，100円 計： 665，527，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 260円 � 340円 � 160円 枠 連（7－7） 8，100円

馬 連 �� 6，600円 馬 単 �� 13，380円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 610円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 7，540円 3 連 単 ��� 58，890円

票 数

単勝票数 計 431554 的中 � 36127（4番人気）
複勝票数 計 610692 的中 � 55333（5番人気）� 39970（6番人気）� 124529（1番人気）
枠連票数 計 284676 的中 （7－7） 2721（21番人気）
馬連票数 計1088512 的中 �� 12764（23番人気）
馬単票数 計 435140 的中 �� 2439（43番人気）
ワイド票数 計 604717 的中 �� 9450（18番人気）�� 26700（5番人気）�� 13374（11番人気）
3連複票数 計1391808 的中 ��� 13844（25番人気）
3連単票数 計1808171 的中 ��� 2226（174番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．9―12．1―12．2―12．3―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．3―35．2―47．3―59．5―1：11．8―1：24．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ッ キ ー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 プレミアムサンダー デビュー 2015．10．12 東京4着

2013．5．4生 牝4鹿 母 ロ キ ロ キ 母母 ロッキーマリアン 15戦3勝 賞金 31，050，000円
〔制裁〕 ダイワミランダ号の騎手菊沢一樹は，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。

2703210月9日 晴 良 （29東京4）第3日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走14時00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
1：19．6
1：19．0

良
良

818 ス カ ル バ ン 牡3鹿 55 吉田 隼人�KTレーシング 武井 亮 新冠 パカパカ
ファーム 492± 01：21．3 4．4�

816 キングリッド 牡3鹿 55 松岡 正海吉田 安惠氏 池上 昌弘 安平 追分ファーム 444＋ 4 〃 クビ 2．6�
36 カンバンムスメ 牝3黒鹿 53

52 ☆井上 敏樹北所 直人氏 松永 康利 浦河 大西ファーム 444＋ 81：21．51� 47．7�
59 フ ラ ガ リ ア 牝3黒鹿53 横山 和生 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 424± 01：21．6	 15．5�
48 インフルエンサー 牡3鹿 55 宮崎 北斗中西 功氏 谷原 義明 浦河 中村 雅明 432＋ 61：21．7	 149．7�
713 シュピールカルテ 牝3青鹿53 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 徹 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 41：22．02 14．1	
611 ラッシュハート 牝3鹿 53 柴田 善臣小林 哲之氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 414－ 2 〃 ハナ 8．1

35 ジョンブリアン 牝4黒鹿55 北村 宏司 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 466± 01：22．1	 17．9�
510 サンアンカレッジ 牡3栗 55 蛯名 正義 �加藤ステーブル 岩戸 孝樹 日高 神島 芳仁 486＋ 6 〃 クビ 28．7
715 メモリーミネルバ 牝3鹿 53 吉田 豊島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 428＋101：22．2クビ 21．2�
714 カトルラポール 牝4鹿 55 柴山 雄一石井 義孝氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 476－ 21：22．41	 10．3�
12 ジェイケイオジョウ 牝3鹿 53 内田 博幸小谷野次郎氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 454－ 4 〃 アタマ 24．2�
817 ムーンマジェスティ 牡5栗 57

56 ☆木幡 初也伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 430± 0 〃 アタマ 112．2�
11 ア オ イ ソ ラ 牡4鹿 57

54 ▲武藤 雅�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 502± 0 〃 アタマ 109．7�
24 フジマサアクトレス 牝4鹿 55 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 浦河 酒井牧場 470＋221：22．61� 65．2�
47 
 ペネトラーレ �4鹿 57 武士沢友治松本 俊廣氏 勢司 和浩 新ひだか 大平牧場 480＋ 21：22．7クビ 146．7�
612 コスモプラシデス 牡3鹿 55 丹内 祐次 �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 460＋ 41：23．23 25．0�
23 
 ガッティナーラ 牡3栗 55 江田 照男加藤 興一氏 畠山 吉宏 新ひだか 山野牧場 474－ 21：23．83	 251．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 38，421，600円 複勝： 58，159，000円 枠連： 31，107，200円
馬連： 91，695，300円 馬単： 36，744，700円 ワイド： 56，884，800円
3連複： 126，420，500円 3連単： 154，773，700円 計： 594，206，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 180円 � 140円 � 790円 枠 連（8－8） 670円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 310円 �� 4，290円 �� 2，340円

3 連 複 ��� 13，350円 3 連 単 ��� 61，050円

票 数

単勝票数 計 384216 的中 � 69331（2番人気）
複勝票数 計 581590 的中 � 83274（2番人気）� 142244（1番人気）� 12770（12番人気）
枠連票数 計 311072 的中 （8－8） 35579（3番人気）
馬連票数 計 916953 的中 �� 96537（1番人気）
馬単票数 計 367447 的中 �� 15661（2番人気）
ワイド票数 計 568848 的中 �� 55974（1番人気）�� 3091（50番人気）�� 5739（30番人気）
3連複票数 計1264205 的中 ��� 7101（38番人気）
3連単票数 計1547737 的中 ��� 1838（174番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．7―12．0―11．2―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―35．0―47．0―58．2―1：09．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ス カ ル バ ン �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Catrail デビュー 2017．1．14 中山1着

2014．3．9生 牡3鹿 母 オージーカンパニー 母母 Irish Company 6戦2勝 賞金 23，855，000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 シゲルタイガー号



2703310月9日 晴 良 （29東京4）第3日 第9競走 ��1，800�
や ま な か こ

山 中 湖 特 別
発走14時35分 （芝・左）

牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

66 ブルックデイル 牝5青鹿55 石橋 脩 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム B462－ 61：47．6 39．2�
33 ナムラムラサキ 牝3鹿 53 津村 明秀奈村 睦弘氏 岩戸 孝樹 日高 いとう牧場 420± 01：47．81� 7．4�
55 アンドリエッテ 牝5鹿 55 蛯名 正義永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 466－ 4 〃 ハナ 7．6�
67 ダイワドレッサー 牝4鹿 55 三浦 皇成大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 472＋ 4 〃 ハナ 4．8�
810 エッジースタイル 牝4栗 55 荻野 極 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 472＋ 6 〃 アタマ 8．4�
78 ペイドメルヴェイユ 牝3栗 53 北村 宏司吉田 照哉氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 472＋ 21：47．9� 5．1	
79 ブレイクマイハート 牝4鹿 55 松岡 正海嶋田 賢氏 国枝 栄 日高 シンコーファーム 462＋ 81：48．0クビ 24．2

22 ニシノアモーレ 牝3栗 53 大野 拓弥西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 藤原牧場 B432＋ 4 〃 クビ 4．5�
811 クリッパールート 牝5黒鹿55 勝浦 正樹�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 470＋121：48．21 141．0
11 ベアインマインド 牝4鹿 55 吉田 隼人宇田 豊氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 436＋ 4 〃 クビ 7．7�
44 プレミオテーラー 牝5黒鹿55 松山 弘平中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 480＋ 41：48．51� 23．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 44，228，200円 複勝： 72，687，700円 枠連： 20，711，500円
馬連： 121，522，100円 馬単： 50，382，900円 ワイド： 58，872，800円
3連複： 144，067，700円 3連単： 221，817，500円 計： 734，290，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，920円 複 勝 � 990円 � 250円 � 260円 枠 連（3－6） 1，740円

馬 連 �� 15，690円 馬 単 �� 38，710円

ワ イ ド �� 4，090円 �� 4，010円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 32，180円 3 連 単 ��� 287，680円

票 数

単勝票数 計 442282 的中 � 9010（10番人気）
複勝票数 計 726877 的中 � 16013（10番人気）� 83358（4番人気）� 79972（5番人気）
枠連票数 計 207115 的中 （3－6） 9210（9番人気）
馬連票数 計1215221 的中 �� 6002（41番人気）
馬単票数 計 503829 的中 �� 976（85番人気）
ワイド票数 計 588728 的中 �� 3653（41番人気）�� 3721（40番人気）�� 13929（17番人気）
3連複票数 計1440677 的中 ��� 3357（96番人気）
3連単票数 計2218175 的中 ��� 559（630番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―36．6―49．1―1：01．7―1：13．9―1：24．9―1：36．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．9―3F33．7

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

勝馬の
紹 介

ブルックデイル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．9．27 新潟2着

2012．2．19生 牝5青鹿 母 マンハッタンセレブ 母母 サトルチェンジ 17戦4勝 賞金 53，531，000円

2703410月9日 晴 良 （29東京4）第3日 第10競走 ��
��2，400�

ろくしゃ

六社ステークス
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，28．10．8以降29．10．1まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬
および未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

22 ブライトバローズ 牡5鹿 55 石橋 脩猪熊 広次氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 492－ 82：25．1 10．6�
44 パフォーマプロミス 牡5栗 56 吉田 隼人 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 450＋12 〃 クビ 2．6�
710 ソールインパクト 牡5芦 56 三浦 皇成窪田 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 490＋ 22：25．31� 6．5�
11 トレジャーマップ 牡6鹿 53 丸田 恭介小林 正和氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 442－ 2 〃 ハナ 19．1�
68 グランドサッシュ 牡6黒鹿55 大野 拓弥 �シルクレーシング 武市 康男 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 4 〃 ハナ 15．6�
33 ペンタトニック 牡6栗 55 荻野 極吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B494－ 42：25．4クビ 9．6	
56 ケンホファヴァルト 牡4鹿 56 内田 博幸中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 454＋ 2 〃 アタマ 10．9

79 ウインオリアート 牝6黒鹿50 木幡 初也�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 460± 02：25．71� 29．4�
67 ステイパーシスト 牡4黒鹿55 吉田 豊吉田 照哉氏 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430＋ 42：26．01� 4．5
812 デルマサリーチャン 牝6鹿 52 勝浦 正樹浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 484－ 22：26．1� 52．0�
811 ウインブルーローズ 牡5鹿 53 丹内 祐次�ウイン 高橋 祥泰 浦河 鎌田 正嗣 494＋ 42：26．31	 112．9�
55 ワールドレーヴ 牡7黒鹿55 蛯名 正義嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 468± 02：26．61� 30．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 51，735，100円 複勝： 78，447，200円 枠連： 27，652，600円
馬連： 154，711，300円 馬単： 67，840，300円 ワイド： 75，492，900円
3連複： 191，610，900円 3連単： 289，472，600円 計： 936，962，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 250円 � 140円 � 180円 枠 連（2－4） 1，680円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 4，350円

ワ イ ド �� 610円 �� 860円 �� 420円

3 連 複 ��� 3，200円 3 連 単 ��� 22，940円

票 数

単勝票数 計 517351 的中 � 38879（5番人気）
複勝票数 計 784472 的中 � 65526（5番人気）� 174480（1番人気）� 112555（3番人気）
枠連票数 計 276526 的中 （2－4） 12727（8番人気）
馬連票数 計1547113 的中 �� 87714（3番人気）
馬単票数 計 678403 的中 �� 11683（15番人気）
ワイド票数 計 754929 的中 �� 31651（5番人気）�� 21446（9番人気）�� 48928（2番人気）
3連複票数 計1916109 的中 ��� 44807（8番人気）
3連単票数 計2894726 的中 ��� 9145（65番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．1―12．4―12．3―12．1―12．6―12．0―12．0―11．3―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．4―36．5―48．9―1：01．2―1：13．3―1：25．9―1：37．9―1：49．9―2：01．2―2：12．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブライトバローズ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．2 東京3着

2012．2．18生 牡5鹿 母 ジ ェ ダ イ ト 母母 グリーンポーラ 17戦5勝 賞金 85，010，000円

３レース目１レース目



2703510月9日 晴 良 （29東京4）第3日 第11競走 ��
��1，400�グリーンチャンネルカップ

発走15時45分 （ダート・左）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳54�4歳以上
56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳
54�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1
着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

グリーンチャンネル賞（1着）
賞 品

本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000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 サンライズノヴァ 牡3栗 54 内田 博幸松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 526－ 31：22．2 3．3�
59 ラインシュナイダー 牡5鹿 57 石橋 脩大澤 繁昌氏 沖 芳夫 新ひだか 畠山牧場 470± 01：22．41	 6．8�
24 ラストダンサー 牡6青鹿57 吉田 隼人草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 452＋ 61：22．61	 12．8�
48 アキトクレッセント 牡5鹿 56 荻野 極岡田 昭利氏 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋ 4 〃 クビ 10．8�
35 ウインムート 牡4青鹿57 松山 弘平�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 504＋ 21：22．7
 2．9�
611 シュテルングランツ 牡6黒鹿56 三浦 皇成 �グリーンファーム須貝 尚介 千歳 社台ファーム B492－ 41：22．8
 33．3	
612 イーデンホール 牡5栗 56 北村 宏司�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 498＋ 4 〃 クビ 19．2

815 ロワジャルダン 牡6鹿 58 大野 拓弥 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 498± 0 〃 ハナ 13．6�
12 ゴーインググレート 牡7栗 56 松岡 正海田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 480＋ 41：22．9
 37．5
510 マイネルバールマン 牡3芦 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 新ひだか 藤沢牧場 514＋ 2 〃 ハナ 28．6�
11 スウィープアウェイ 牡6芦 56 木幡 初也藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 476± 01：23．0クビ 120．0�
714 タイセイファントム 牡9鹿 57 津村 明秀田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 バンダム牧場 458＋ 21：23．1
 345．4�
47 � チャーリーブレイヴ �7鹿 57 吉田 豊林 正道氏 尾関 知人 米 Mike

Abraham 494－ 81：23．31	 52．2�
23 サウンドスカイ 牡4栗 56 勝浦 正樹増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか フジワラフアーム B496＋ 2 〃 クビ 181．8�
816 ショウナンアポロン 牡7鹿 59 横山 和生国本 哲秀氏 古賀 史生 洞湖 メジロ牧場 506＋ 21：23．4クビ 100．0�
36 キタサンサジン 牡5栗 57 丸山 元気�大野商事 梅田 智之 新ひだか 米田牧場 528＋ 21：24．25 29．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 101，704，200円 複勝： 118，068，700円 枠連： 65，280，300円 馬連： 322，254，600円 馬単： 127，373，100円
ワイド： 145，681，500円 3連複： 448，331，900円 3連単： 682，326，800円 5重勝： 479，222，600円 計： 2，490，243，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 190円 � 300円 枠 連（5－7） 970円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 540円 �� 780円 �� 970円

3 連 複 ��� 3，410円 3 連 単 ��� 11，480円

5 重 勝
対象競走：東京9R／京都10R／東京10R／京都11R／東京11R

キャリーオーバー なし����� 55，909，300円

票 数

単勝票数 計1017042 的中 � 246322（2番人気）
複勝票数 計1180687 的中 � 229362（2番人気）� 159336（3番人気）� 82915（6番人気）
枠連票数 計 652803 的中 （5－7） 51857（3番人気）
馬連票数 計3222546 的中 �� 216749（3番人気）
馬単票数 計1273731 的中 �� 52138（3番人気）
ワイド票数 計1456815 的中 �� 71753（3番人気）�� 47641（7番人気）�� 37615（10番人気）
3連複票数 計4483319 的中 ��� 98474（7番人気）
3連単票数 計6823268 的中 ��� 43088（15番人気）
5重勝票数 計4792226 的中 ����� 6

ハロンタイム 12．3―11．1―11．6―11．8―11．7―11．5―12．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズノヴァ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2016．11．26 東京1着

2014．4．9生 牡3栗 母 ブライトサファイヤ 母母 リアルサファイヤ 8戦4勝 賞金 84，593，000円
［他本会外：1戦0勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 イースターパレード号・エイシンバランサー号・シャトーウインド号・トミケンユークアイ号・ニットウスバル号・

ペイシャモンシェリ号・ポイントブランク号・マッチレスヒーロー号・メドウラーク号

2703610月9日 晴 良 （29東京4）第3日 第12競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走16時25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
1：33．8
1：33．3

重
良

816 フォーハンドレッド 牡3黒鹿55 大野 拓弥窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 480＋101：35．9 4．5�
611 マナツノヨノユメ 牝3鹿 53

50 ▲菊沢 一樹國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 458－101：36．32� 159．2�
47 メイスンスパート 牡4栗 57 津村 明秀梅村 浩氏 岩戸 孝樹 浦河 アイオイファーム B460± 0 〃 アタマ 2．8�
36 � ターゲリート 牡4黒鹿57 吉田 豊�G1レーシング 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 41：36．83 6．8�
612 ディライトラッシュ 牡3鹿 55 北村 宏司 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 浦河 小倉牧場 B498－ 2 〃 ハナ 24．3�
713 マイネルツァイト 牡3青鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新ひだか 原 フアーム 484－ 6 〃 ハナ 28．8	
714 セイウンアワード 牡5鹿 57 三浦 皇成西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 536＋ 61：37．43� 58．8

12 ダイワチャーチル 牡4鹿 57

54 ▲野中悠太郎大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B512± 01：37．5� 10．6�
815 カンタオール �4黒鹿57 内田 博幸 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム B460－ 41：37．6� 6．9
59 ロージズバード 牡3黒鹿55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 松田牧場 516＋121：37．91� 8．8�
24 ス キ ー マ ー 牡3鹿 55 石橋 脩 H.H．シェイク・モハメド 尾関 知人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476－ 81：38．43 21．7�
11 サリーバットマン �3栗 55

52 ▲横山 武史黒須不二男氏 鈴木 伸尋 新ひだか 中田 浩美 496－ 21：38．82� 238．9�
35 テ イ ア 牝5鹿 55 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 岡田スタツド 420－ 8 〃 クビ 363．3�
48 バトルサンバ 牡3栗 55 丹内 祐次山科 統氏 尾形 和幸 浦河 高昭牧場 514± 01：38．9クビ 61．7�
510 サムライダマシー 牡4鹿 57 西田雄一郎西村新一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 田原橋本牧場 468－ 21：39．32� 182．9�
23 テ ソ ー ロ 牡3鹿 55 松岡 正海了德寺健二氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B492－ 41：39．72� 112．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 81，063，300円 複勝： 95，931，100円 枠連： 54，651，100円
馬連： 202，269，700円 馬単： 88，181，300円 ワイド： 103，098，900円
3連複： 266，550，500円 3連単： 421，311，600円 計： 1，313，057，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 2，330円 � 130円 枠 連（6－8） 2，070円

馬 連 �� 49，350円 馬 単 �� 72，430円

ワ イ ド �� 10，640円 �� 340円 �� 6，300円

3 連 複 ��� 44，160円 3 連 単 ��� 390，600円

票 数

単勝票数 計 810633 的中 � 141600（2番人気）
複勝票数 計 959311 的中 � 154573（2番人気）� 6519（14番人気）� 247660（1番人気）
枠連票数 計 546511 的中 （6－8） 20435（10番人気）
馬連票数 計2022697 的中 �� 3176（61番人気）
馬単票数 計 881813 的中 �� 913（108番人気）
ワイド票数 計1030989 的中 �� 2286（62番人気）�� 90000（1番人気）�� 3881（47番人気）
3連複票数 計2665505 的中 ��� 4526（99番人気）
3連単票数 計4213116 的中 ��� 782（701番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―35．0―46．9―59．1―1：10．9―1：23．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．8
3 7，11，13（6，15）（9，14）16－（3，12，8）2（1，5，4，10） 4 ・（7，11）（13，15）（6，9，16）14－（12，2）3（5，4，8）－10－1

勝馬の
紹 介

フォーハンドレッド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Gone West デビュー 2016．10．30 東京6着

2014．4．15生 牡3黒鹿 母 ラグジャリークラス 母母 Gourmet Girl 8戦2勝 賞金 16，100，000円

５レース目



（29東京4）第3日 10月9日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 180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

217，470，000円
7，590，000円
20，920，000円
1，230，000円
24，000，000円
74，398，000円
4，680，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
575，128，100円
840，551，500円
343，174，600円
1，405，211，000円
634，755，200円
757，295，100円
1，848，419，900円
2，702，657，600円
479，222，600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 9，586，415，600円

総入場人員 33，455名 （有料入場人員 30，950名）
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