
2703710月14日 曇 不良 （29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
1：23．0

重
重

612 カ ナ メ 牡2青鹿55 北村 宏司玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 536＋101：25．6 4．3�
816 ノーボーダー 牡2栗 55 福永 祐一林 正道氏 清水 久詞 日高 藤本ファーム 470－ 21：25．81� 2．0�
611 ペイシャキャサリン 牝2鹿 54 松田 大作北所 直人氏 本間 忍 新冠 カミイスタット 432± 0 〃 クビ 62．7�
47 グラスルーナ 牝2栗 54 吉田 豊半沢� 杉浦 宏昭 新ひだか タツヤファーム 476－ 41：26．01� 66．1�
59 サイモンジルバ 牝2鹿 54 大野 拓弥澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 三嶋牧場 468－ 21：26．21� 19．4�
11 ゴ ウ ノ モ ノ 牡2青鹿55 横山 和生岡 浩二氏 的場 均 新ひだか 福岡 駿弥 472＋ 81：26．41� 15．4	
713 エルモアレッタ 牝2栗 54

51 ▲野中悠太郎田頭 勇貴氏 小西 一男 浦河 笹地牧場 464－ 61：26．61 8．3

510 オ モ ウ ツ ボ 牝2鹿 54 柴山 雄一鹽田 久義氏 浅野洋一郎 えりも 能登 浩 470＋ 2 〃 クビ 13．1�
24 ラングドック 牡2黒鹿 55

52 ▲武藤 雅新木 鈴子氏 加藤 和宏 日高 ナカノファーム 432＋ 6 〃 ハナ 33．6�
815 ラ ラ マ 牡2黒鹿55 田中 勝春古賀 和夫氏 古賀 史生 新冠 対馬 正 474－ 21：26．91� 15．7
35 ケ ル ー ス 牡2黒鹿55 松岡 正海橋本 忠雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 488± 0 〃 クビ 207．9�
714 ハタノルミエール 牝2栗 54 武士沢友治 �グッドラック・ファーム 石栗 龍彦 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 444－ 81：27．0クビ 52．4�
48 ジュンホープ 牡2青 55 津村 明秀河合 純二氏 畠山 吉宏 新ひだか 水上 習孝 406－ 21：27．85 148．7�
23 モ ッ ポ サ ン 牡2栗 55 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 浦河 ミルファーム 492＋ 61：28．11� 183．2�
12 スプンタマンユ 	2青鹿55 岩部 純二�ミルファーム 岩戸 孝樹 浦河 ミルファーム 474－ 6 〃 ハナ 289．1�
36 ミネコガンバロウネ 牝2栗 54 菅原 隆一栗山 道郎氏 伊藤 正徳 茨城 栗山 道郎 470＋121：29．48 257．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，299，500円 複勝： 32，058，000円 枠連： 15，978，100円
馬連： 56，415，400円 馬単： 29，354，000円 ワイド： 33，965，100円
3連複： 78，203，400円 3連単： 103，547，300円 計： 375，820，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 120円 � 840円 枠 連（6－8） 330円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 220円 �� 2，650円 �� 2，370円

3 連 複 ��� 7，020円 3 連 単 ��� 29，870円

票 数

単勝票数 計 262995 的中 � 50233（2番人気）
複勝票数 計 320580 的中 � 56672（2番人気）� 99911（1番人気）� 5533（10番人気）
枠連票数 計 159781 的中 （6－8） 36848（1番人気）
馬連票数 計 564154 的中 �� 105682（1番人気）
馬単票数 計 293540 的中 �� 20783（2番人気）
ワイド票数 計 339651 的中 �� 49126（1番人気）�� 2850（29番人気）�� 3200（27番人気）
3連複票数 計 782034 的中 ��� 8345（25番人気）
3連単票数 計1035473 的中 ��� 2513（84番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―35．7―48．4―1：01．1―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ ナ メ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．9．24 中山4着

2015．3．29生 牡2青鹿 母 メイショウカガリビ 母母 チアズグレイス 2戦1勝 賞金 6，100，000円
※ケルース号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2703810月14日 曇 稍重 （29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
1：33．0
1：32．3

稍重
良

57 サトノテラス 牡2鹿 55 C．ルメール 里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 522－ 81：36．4 4．1�
812 ブ シ ョ ウ 牡2栗 55 M．デムーロ�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 484＋16 〃 クビ 2．4�
710 プ タ ハ 牡2鹿 55 岩田 康誠髙瀬 真尚氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 526＋ 41：36．5� 17．8�
813 ニシノジャガーズ 牡2鹿 55 北村 宏司西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 清水ファーム 468＋ 81：36．6� 38．8�
33 トキノパイレーツ 牡2鹿 55 津村 明秀田中 準市氏 相沢 郁 新冠 川上牧場 442－ 61：36．7� 190．0�
711 タイセイトレイル 牡2黒鹿55 戸崎 圭太田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 470－ 2 〃 クビ 37．8	
11 エイワファースト 牝2鹿 54 田辺 裕信永井公太郎氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 458＋ 61：36．8� 5．2

44 ペイシェンス 牝2栗 54 福永 祐一北所 直人氏 小笠 倫弘 平取 赤石牧場 450－ 6 〃 アタマ 10．6�
68 トーセンリゲル 牡2栗 55

52 ▲武藤 雅島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ
スティファーム 430± 01：36．9クビ 26．3

69 マイネルカルム 牡2青 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 426＋ 81：37．32� 12．8�

56 ア ー ス ル ナ 牝2鹿 54 蛯名 正義松山 増男氏 粕谷 昌央 浦河 アイオイファーム 408－ 21：38．04 67．8�
22 テイエムヘニーズ 牡2鹿 55 柴山 雄一竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 北星村田牧場 472＋ 6 〃 クビ 171．3�
45 サルバドールサクラ 牝2栗 54

51 ▲野中悠太郎則武 輝一氏 根本 康広 浦河 中村 雅明 532＋ 61：38．42� 249．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 35，306，100円 複勝： 46，484，700円 枠連： 12，634，500円
馬連： 57，193，900円 馬単： 30，633，800円 ワイド： 35，511，500円
3連複： 71，509，500円 3連単： 95，228，700円 計： 384，502，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 130円 � 300円 枠 連（5－8） 530円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，170円 �� 820円

3 連 複 ��� 2，660円 3 連 単 ��� 9，810円

票 数

単勝票数 計 353061 的中 � 71750（2番人気）
複勝票数 計 464847 的中 � 82101（2番人気）� 118135（1番人気）� 28582（6番人気）
枠連票数 計 126345 的中 （5－8） 18162（1番人気）
馬連票数 計 571939 的中 �� 79068（1番人気）
馬単票数 計 306338 的中 �� 18714（2番人気）
ワイド票数 計 355115 的中 �� 48438（1番人気）�� 6852（14番人気）�� 10035（11番人気）
3連複票数 計 715095 的中 ��� 20108（8番人気）
3連単票数 計 952287 的中 ��� 7032（22番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．9―12．7―13．0―11．1―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―35．8―48．5―1：01．5―1：12．6―1：24．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノテラス �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Danehill デビュー 2017．9．2 札幌3着

2015．3．5生 牡2鹿 母 サトノアマゾネス 母母 Prawn Cocktail 3戦1勝 賞金 6，800，000円

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４日



2703910月14日 曇 稍重 （29東京4）第4日 第3競走 ��1，800�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
1：45．9
1：45．9

良
良

44 キングスヴァリュー 牡2栗 55 C．ルメール �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 480－ 61：51．2 1．4�
22 バイオスパーク 牡2黒鹿55 田辺 裕信宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 470± 01：51．3� 21．0�
55 マイネルプリンチペ 牡2黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 41：51．51 4．3�
810 アイスフィヨルド 牡2芦 55

52 ▲武藤 雅佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 浦河小林牧場 438－ 41：51．6� 5．5�
11 マイネルアーリー 牡2黒鹿55 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 武田牧場 492－ 21：51．92 26．4	
33 ミラクルブラッド 牝2鹿 54 津村 明秀芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 464－ 21：52．0� 34．8

89 シックスマイル 牝2黒鹿54 吉田 豊古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 444－121：52．32 200．0�
78 カシノクリス 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎柏木 務氏 和田 雄二 新ひだか タイヘイ牧場 450－ 61：52．61� 374．0�
77 アイファートニオー 牡2鹿 55 江田 照男中島 稔氏 竹内 正洋 新冠 川上 悦夫 430＋ 41：52．91� 150．0
66 サノノバクシン 牡2鹿 55 長岡 禎仁佐野 信幸氏 堀井 雅広 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 508＋ 21：53．54 371．4�
（10頭）

売 得 金
単勝： 32，652，700円 複勝： 82，903，400円 枠連： 9，686，900円
馬連： 43，832，100円 馬単： 35，495，000円 ワイド： 28，151，900円
3連複： 60，777，600円 3連単： 137，992，100円 計： 431，491，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 210円 � 120円 枠 連（2－4） 840円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 350円 �� 130円 �� 720円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 4，250円

票 数

単勝票数 計 326527 的中 � 177954（1番人気）
複勝票数 計 829034 的中 � 647051（1番人気）� 20384（5番人気）� 61714（2番人気）
枠連票数 計 96869 的中 （2－4） 8933（3番人気）
馬連票数 計 438321 的中 �� 33922（3番人気）
馬単票数 計 354950 的中 �� 20828（5番人気）
ワイド票数 計 281519 的中 �� 17183（4番人気）�� 75546（1番人気）�� 7276（10番人気）
3連複票数 計 607776 的中 ��� 42384（4番人気）
3連単票数 計1379921 的中 ��� 23490（15番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―12．2―13．2―13．3―13．5―11．7―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―36．8―50．0―1：03．3―1：16．8―1：28．5―1：39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．9―3F34．4

3 ・（7，10）5（3，6）（4，8）1，9，2
2
4

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

キングスヴァリュー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Officer デビュー 2017．9．3 新潟2着

2015．1．30生 牡2栗 母 アートプリンセス 母母 Rhumb Line 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 アイスフィヨルド号の騎手武藤雅は，後検量について注意義務を怠り戒告。

2704010月14日 曇 不良 （29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 （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
1：23．1
1：23．0

重
重

11 ダークリパルサー 牡2黒鹿55 戸崎 圭太片山 晃氏 金成 貴史 日高 幾千世牧場 488 ―1：24．1 4．2�
47 ア ル ク ト ス 牡2鹿 55 大野 拓弥山口功一郎氏 栗田 徹 新冠 須崎牧場 518 ―1：24．2� 4．3�
612 ミヤギウイング 牝2鹿 54 横山 典弘菅原 光博氏 田村 康仁 浦河 宮内牧場 494 ―1：24．51� 2．4�
48 ナスレンザン 牡2黒鹿55 武士沢友治小山田 満氏 鈴木 伸尋 浦河 高松牧場 456 ―1：25．56 27．2�
12 パ ン テ ラ 牝2栗 54 北村 宏司佐藤 範夫氏 田島 俊明 新冠 松浦牧場 442 ―1：25．6� 31．9�
510 オレノマニラ 牡2栗 55 田中 勝春諸岡 慶氏 土田 稔 日高 北田 剛 416 ―1：25．91� 127．8�
24 クラウンアート 牡2青鹿55 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 加藤 和宏 浦河 山口 義彦 508 ―1：26．0� 93．3	
815 ロマンスガッサン 牝2黒鹿54 津村 明秀西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 八木 明広 474 ―1：26．1クビ 8．1

59 マリノエクスプレス 牝2黒鹿54 江田 照男矢野まり子氏 小野 次郎 日高 クラウン日高牧場 446 ―1：26．63 152．3�
714 ト サ イ チ 牡2鹿 55 長岡 禎仁林 啓二氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 448 ―1：26．81� 275．9�
23 ファンダンゴ 牝2栗 54 松岡 正海ミルファーム 伊藤 伸一 様似 澤井 義一 440 ―1：27．01� 54．4�
713 サンシャイアン 牡2鹿 55 二本柳 壮 �加藤ステーブル 杉浦 宏昭 浦河 吉田 又治 490 ―1：27．63	 104．0�
36 トーセンフローラ 牝2栗 54 横山 和生島川 �哉氏 奥平 雅士 日高 有限会社 エ

スティファーム 506 ― 〃 クビ 233．3�
611 チャンピオンノホシ 牡2芦 55 福永 祐一坪野谷和平氏 勢司 和浩 浦河 杵臼牧場 528 ―1：27．81� 20．8�

（ゴリンノホシ）

816 カ イ ウ ン 牡2鹿 55 西村 太一江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 438 ―1：28．43	 374．7�
35 マイネルビーラヴド 牡2栗 55 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム B476 ―1：28．61	 53．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，190，800円 複勝： 28，695，100円 枠連： 15，244，800円
馬連： 47，388，100円 馬単： 26，280，200円 ワイド： 27，568，600円
3連複： 57，722，500円 3連単： 72，741，100円 計： 304，831，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 130円 � 120円 � 120円 枠 連（1－4） 630円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 290円 �� 270円 �� 240円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 3，870円

票 数

単勝票数 計 291908 的中 � 58228（2番人気）
複勝票数 計 286951 的中 � 51427（3番人気）� 60408（2番人気）� 63704（1番人気）
枠連票数 計 152448 的中 （1－4） 18661（3番人気）
馬連票数 計 473881 的中 �� 43810（3番人気）
馬単票数 計 262802 的中 �� 11613（5番人気）
ワイド票数 計 275686 的中 �� 22910（3番人気）�� 25902（2番人気）�� 29761（1番人気）
3連複票数 計 577225 的中 ��� 59662（1番人気）
3連単票数 計 727411 的中 ��� 13609（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．1―35．6―48．1―1：00．6―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダークリパルサー �
�
父 ハードスパン �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2015．5．22生 牡2黒鹿 母 エミネントシチー 母母 ヘップバーンシチー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の14頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）14頭 アイキャンフライ号・アイルグレイス号・アークカンパネラ号・エルティグレ号・カグラヤルージュ号・

グラスチャンプ号・クレヴァーパッチ号・ゼネラルジーク号・デルタバローズ号・ネオダラス号・
パワフルノンコ号・マイネルレヴリー号・メイプルグレイト号・レトロガール号



2704110月14日 曇 稍重 （29東京4）第4日 第5競走 ��1，600�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
1：33．0
1：32．3

稍重
良

46 マ ウ レ ア 牝2鹿 54 戸崎 圭太落合 幸弘氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 450 ―1：37．3 3．1�
610 ロンギングファロー 牡2栗 55 M．デムーロ坂本 浩一氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 468 ―1：37．51� 7．3�
611 コロンバスデイ 牝2鹿 54 田辺 裕信 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 458 ―1：37．82 20．5�
712 インヴィジブルワン 牝2黒鹿54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464 ― 〃 クビ 5．3�
23 グラマラスライフ 牝2黒鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 466 ―1：38．11� 2．5�
35 セイウンキャンティ 牝2鹿 54 吉田 豊西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 ガーベラパー

クスタツド 440 ―1：38．2� 59．9	
（パッションレディー）

713 ウインドトレイル 牡2黒鹿55 三浦 皇成�木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 478 ― 〃 アタマ 38．4

58 グッドワークス 牝2黒鹿54 田中 勝春田中 春美氏 的場 均 新ひだか 田中 春美 422 ―1：38．3クビ 115．2�
59 コスモミクニグロ 牡2鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 416 ― 〃 クビ 121．7�
815 ボ ン ル ッ ト 牡2黒鹿55 大野 拓弥栗坂 崇氏 岩戸 孝樹 新ひだか 平野牧場 450 ―1：38．4� 57．4
34 ショーコーズ 牝2栗 54 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 矢野牧場 434 ― 〃 クビ 48．8�
22 ア ソ ボ ー 牡2鹿 55

52 ▲武藤 雅小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 440 ―1：38．93 208．5�
11 キョウワスピネル 牡2栗 55 横山 和生�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 470 ―1：39．43 171．9�
814 ブルーベリーチャン 牝2青鹿 54

51 ▲野中悠太郎ケンレーシング組合 根本 康広 新ひだか 三木田牧場 484 ―1：40．03� 327．5�
47 ブ ラ フ マ ン 牡2栗 55 嘉藤 貴行�ミルファーム 大和田 成 浦河 中神牧場 436 ―1：40．21� 442．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 41，042，600円 複勝： 41，592，800円 枠連： 16，237，500円
馬連： 57，490，400円 馬単： 32，177，200円 ワイド： 33，605，300円
3連複： 67，283，200円 3連単： 101，583，600円 計： 391，012，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 220円 � 310円 枠 連（4－6） 830円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 470円 �� 880円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 4，260円 3 連 単 ��� 14，710円

票 数

単勝票数 計 410426 的中 � 107227（2番人気）
複勝票数 計 415928 的中 � 99096（2番人気）� 44462（4番人気）� 27843（5番人気）
枠連票数 計 162375 的中 （4－6） 15002（5番人気）
馬連票数 計 574904 的中 �� 40428（5番人気）
馬単票数 計 321772 的中 �� 14839（6番人気）
ワイド票数 計 336053 的中 �� 19427（5番人気）�� 9613（8番人気）�� 6315（12番人気）
3連複票数 計 672832 的中 ��� 11845（13番人気）
3連単票数 計1015836 的中 ��� 5004（43番人気）

ハロンタイム 13．2―11．7―12．3―12．8―12．8―11．7―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．2―24．9―37．2―50．0―1：02．8―1：14．5―1：25．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マ ウ レ ア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat 初出走

2015．2．1生 牝2鹿 母 バイザキャット 母母 Buy the Firm 1戦1勝 賞金 7，000，000円

2704210月14日 曇 不良 （29東京4）第4日 第6競走 ��
��1，600�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
1：33．8
1：33．3

重
良

45 アポロナイスジャブ 牡4栗 57 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 新ひだか へいはた牧場 438＋ 21：35．4 2．2�
56 フ ィ ス キ オ 牡3栗 55 三浦 皇成�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 平山牧場 478± 0 〃 アタマ 23．7�
710 ジュンスターホース 牡3栗 55 大野 拓弥河合 純二氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B464＋ 41：35．82� 70．5�
69 ゲンパチマサムネ 牡3鹿 55 田辺 裕信平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか 三石橋本牧場 498－ 2 〃 クビ 27．9�
22 ペイシャボム 牡3鹿 55 江田 照男北所 直人氏 本間 忍 日高 日高大洋牧場 470＋12 〃 ハナ 10．5�
57 キングドラゴン 	4鹿 57 C．ルメール 窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 520＋ 2 〃 ハナ 2．6	
812
 キ ン グ リ オ 牡5鹿 57 岩田 康誠窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 504＋ 21：36．11� 16．0

33 ミラクルユニバンス 牡4栗 57 福永 祐一亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 438＋ 21：36．42 22．2�
44 サノノカガヤキ 牡4鹿 57

54 ▲武藤 雅佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 498＋ 21：36．82� 40．6�
68 サーデューク 牡3黒鹿55 柴山 雄一吉田 和美氏 竹内 正洋 浦河 鎌田 正嗣 B508＋101：37．12 38．4
813 リパーカッション 牡3鹿 55 柴田 大知石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 杵臼牧場 498± 01：37．2クビ 18．6�
711
 アートハルキ 牡4鹿 57

54 ▲野中悠太郎森山 進氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 460± 01：39．3大差 358．1�
11 � シティウォーク 牡3黒鹿55 北村 宏司 H.H．シェイク・モハメド 尾関 知人 米 Diamond A

Racing Corp. 508＋ 21：39．51� 26．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 29，051，000円 複勝： 43，055，800円 枠連： 16，726，200円
馬連： 70，276，700円 馬単： 37，140，800円 ワイド： 41，442，400円
3連複： 90，506，000円 3連単： 134，042，700円 計： 462，241，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 430円 � 1，110円 枠 連（4－5） 260円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 660円 �� 2，920円 �� 13，450円

3 連 複 ��� 35，780円 3 連 単 ��� 106，200円

票 数

単勝票数 計 290510 的中 � 101719（1番人気）
複勝票数 計 430558 的中 � 148912（1番人気）� 19248（6番人気）� 6562（12番人気）
枠連票数 計 167262 的中 （4－5） 49504（1番人気）
馬連票数 計 702767 的中 �� 34387（4番人気）
馬単票数 計 371408 的中 �� 13068（5番人気）
ワイド票数 計 414424 的中 �� 17191（6番人気）�� 3566（27番人気）�� 759（59番人気）
3連複票数 計 905060 的中 ��� 1897（84番人気）
3連単票数 計1340427 的中 ��� 915（260番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．3―11．8―12．3―12．3―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―22．8―34．1―45．9―58．2―1：10．5―1：22．8

コーナー
通過順位

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

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4栗 母 リトルマーメード 母母 エリモドリーム 25戦3勝 賞金 35，070，000円



2704310月14日 曇 稍重 （29東京4）第4日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時35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
1：56．1
1：56．1

良
良

79 キャンディストーム 牝3鹿 53 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 472－ 42：02．6 5．1�

710 レッドジェノヴァ 牝3青鹿53 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 小島 茂之 千歳 社台ファーム 494± 0 〃 クビ 3．4�
67 シャドウブリランテ 牡3鹿 55 C．ルメール 飯塚 知一氏 藤岡 健一 日高 藤本ファーム 480－ 82：02．7クビ 2．2�
55 モ ク レ レ 牡3黒鹿55 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 492＋ 42：02．91 7．0�
68 � マッシュクール 牡3黒鹿55 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 500－ 2 〃 クビ 280．4	
33 マイネルパンドーロ 牡3黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 478± 0 〃 クビ 76．7

11 プレシャスブルー 牡3鹿 55 岩田 康誠石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 430＋ 8 〃 ハナ 12．2�
812 ブラックギムレット 牡3黒鹿55 北村 宏司黒澤 尚氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 446－ 22：03．0	 24．7�
22 ニシノストーリー 牝3黒鹿53 三浦 皇成西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 村上 欽哉 410＋ 42：03．21	 64．6
56 フラワープレミア 牡3鹿 55 大野 拓弥花村 誠氏 池上 昌弘 平取 船越 伸也 474＋ 62：03．41
 87．1�
44 エドノジョンソン �5鹿 57

54 ▲武藤 雅遠藤 喜松氏 小西 一男 浦河 高松牧場 470＋142：03．82	 115．2�
811 ナンヨーウラヌス 牡3黒鹿55 蛯名 正義中村 德也氏 杉浦 宏昭 浦河 三好牧場 450＋122：04．44 155．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 38，380，100円 複勝： 44，337，100円 枠連： 16，036，000円
馬連： 70，928，900円 馬単： 37，336，100円 ワイド： 37，489，800円
3連複： 78，457，000円 3連単： 127，439，400円 計： 450，404，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 140円 � 110円 � 110円 枠 連（7－7） 780円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 250円 �� 260円 �� 170円

3 連 複 ��� 580円 3 連 単 ��� 4，610円

票 数

単勝票数 計 383801 的中 � 60062（3番人気）
複勝票数 計 443371 的中 � 67369（3番人気）� 102504（2番人気）� 120434（1番人気）
枠連票数 計 160360 的中 （7－7） 15899（3番人気）
馬連票数 計 709289 的中 �� 73107（3番人気）
馬単票数 計 373361 的中 �� 17135（6番人気）
ワイド票数 計 374898 的中 �� 35743（2番人気）�� 33821（3番人気）�� 61805（1番人気）
3連複票数 計 784570 的中 ��� 101092（1番人気）
3連単票数 計1274394 的中 ��� 20038（11番人気）

ハロンタイム 13．3―12．4―12．3―12．6―12．8―12．4―12．3―11．2―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．7―38．0―50．6―1：03．4―1：15．8―1：28．1―1：39．3―1：50．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

キャンディストーム �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Caerleon デビュー 2017．1．7 京都2着

2014．3．27生 牝3鹿 母 キャンディス 母母 Criquette 7戦2勝 賞金 19，750，000円

2704410月14日 曇 不良 （29東京4）第4日 第8競走 ��
��2，100�サラブレッド系3歳以上

発走14時05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
2：06．7
2：05．9

良
良

611� アポロテキサス 	4鹿 57 C．ルメール アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 William B.
Thompson Jr. 496＋ 22：08．6 3．9�

612 ネイビーブルー 牡4鹿 57 武 豊青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 504＋ 2 〃 クビ 5．4�
36 サ ラ セ ニ ア 牡4芦 57 吉田 豊平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 474± 02：09．23
 3．4�
48 デジタルフラッシュ 牡6栗 57 北村 宏司 �シルクレーシング 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 478＋ 42：09．3
 90．8�
24 ピアシングステア 牡5栗 57 柴田 大知水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 494－ 4 〃 クビ 11．3	
816 アバオアクー 牡5鹿 57 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B510＋ 22：09．4
 23．7

714 サンホッブズ 牡4鹿 57 松岡 正海 �加藤ステーブル 中舘 英二 浦河 日の出牧場 478＋ 62：09．72 10．0�
11 モリトシラユリ 牝3芦 53 戸崎 圭太石橋 忠之氏 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 478－ 22：09．91� 11．0�
59 カ ン デ ラ 牝5黒鹿 55

52 ▲武藤 雅ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 492－162：10．0� 21．8
23  スズカマサル 牡4鹿 57 内田 博幸永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 442－ 22：10．1� 14．5�
12 ス ク ラ ッ タ 牝4黒鹿55 三浦 皇成吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 410－ 22：10．31� 84．8�
47 ティーラウレア 牡3鹿 55 蛯名 正義深見 富朗氏 伊藤 伸一 浦河 村下 清志 528± 02：11．04 42．8�
35 キールコネクション 牡5栗 57 田辺 裕信水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 B470－102：11．21� 46．1�
510 オーサムレジェンド 	5栗 57 西村 太一 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 504＋102：11．73 104．0�
815 エリモグレイス 牡4鹿 57

54 ▲野中悠太郎山本 慎一氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 488＋ 1 〃 ハナ 235．7�
713 ノースランドボーイ 	5青 57 柴山 雄一河村 祥史氏 萱野 浩二 浦河 冨岡 博一 B504＋ 62：11．91� 109．4�
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売 得 金
単勝： 35，900，200円 複勝： 61，458，900円 枠連： 26，394，900円
馬連： 94，400，400円 馬単： 39，335，300円 ワイド： 55，110，200円
3連複： 123，248，300円 3連単： 146，881，400円 計： 582，729，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 180円 � 130円 枠 連（6－6） 1，200円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 500円 �� 430円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 7，410円

票 数

単勝票数 計 359002 的中 � 71809（2番人気）
複勝票数 計 614589 的中 � 90240（2番人気）� 76853（3番人気）� 144417（1番人気）
枠連票数 計 263949 的中 （6－6） 16917（5番人気）
馬連票数 計 944004 的中 �� 60880（3番人気）
馬単票数 計 393353 的中 �� 13827（4番人気）
ワイド票数 計 551102 的中 �� 27943（4番人気）�� 33402（1番人気）�� 32102（2番人気）
3連複票数 計1232483 的中 ��� 55824（1番人気）
3連単票数 計1468814 的中 ��� 14362（3番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―19．0―31．6―44．0―56．3―1：08．9―1：21．2―1：33．2―1：44．8―1：56．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アポロテキサス �
�
父 Colonel John �

�
母父 Pulpit デビュー 2015．10．18 新潟1着

2013．3．16生 	4鹿 母 Bible Belt 母母 Buckeye Search 15戦4勝 賞金 39，748，000円
〔制裁〕 ピアシングステア号の騎手柴田大知は，2コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。（被害

馬：7番）
モリトシラユリ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：2番・7
番）

※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 レオナビゲート号



2704510月14日 曇 不良 （29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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：36．4
1：36．4

不良
不良

66 ルヴァンスレーヴ 牡2鹿 55 M．デムーロ�G1レーシング 萩原 清 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486± 01：36．2レコード 1．4�

67 ソリストサンダー 牡2黒鹿55 戸崎 圭太村上 稔氏 佐藤 正雄 新冠 村田牧場 466－ 41：36．62� 17．9�
811� フィールシュパース 牡2栗 55 武 豊�ノースヒルズ 中竹 和也 米 Sierra Farm 520± 01：36．81 8．8�
33 マイネルユキツバキ 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 本間牧場 512＋12 〃 アタマ 6．1�
44 ロードトレジャー 牡2鹿 55 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 472＋ 8 〃 ハナ 13．9�
55 グラファイト 牡2青鹿55 田辺 裕信 	社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 468＋ 41：37．44 48．2

78 ユイノシンドバッド 牡2青鹿55 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 494＋ 41：37．5� 50．7�
79 マイネルアンファン 牡2栗 55 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム B478＋ 21：37．92� 53．0�
810	 トーセンエターナル 牡2青鹿55 江田 照男島川 哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 464－101：38．11� 241．7�
22 スターリバー 牝2栗 54 岩部 純二田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか 山田牧場 446± 01：38．63 180．7�
11 スペースファルコン 牡2鹿 55 大野 拓弥星野 男氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 482－101：38．81
 24．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 50，939，900円 複勝： 145，216，300円 枠連： 19，006，000円
馬連： 96，554，500円 馬単： 65，294，100円 ワイド： 51，045，100円
3連複： 111，614，700円 3連単： 256，103，000円 計： 795，773，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 190円 � 160円 枠 連（6－6） 800円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 330円 �� 250円 �� 830円

3 連 複 ��� 1，520円 3 連 単 ��� 4，450円

票 数

単勝票数 計 509399 的中 � 288213（1番人気）
複勝票数 計1452163 的中 � 1086523（1番人気）� 53145（4番人気）� 76572（3番人気）
枠連票数 計 190060 的中 （6－6） 18200（4番人気）
馬連票数 計 965545 的中 �� 97182（4番人気）
馬単票数 計 652941 的中 �� 53081（4番人気）
ワイド票数 計 510451 的中 �� 40407（4番人気）�� 57670（2番人気）�� 13664（12番人気）
3連複票数 計1116147 的中 ��� 55050（5番人気）
3連単票数 計2561030 的中 ��� 41673（11番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．7―12．3―12．9―12．1―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．5―47．8―1：00．7―1：12．8―1：24．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルヴァンスレーヴ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．8．13 新潟1着

2015．1．26生 牡2鹿 母 マエストラーレ 母母 オータムブリーズ 2戦2勝 賞金 17，231，000円

2704610月14日 曇 稍重 （29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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

33 ビップライブリー 牡4栗 57 大野 拓弥鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 456＋ 61：21．9 3．4�
22 スターオブペルシャ �4栗 57 C．ルメール �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 500± 0 〃 アタマ 3．2�
44 ロイヤルストリート 牝5鹿 55 戸崎 圭太下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 460± 0 〃 ハナ 8．1�
55 クライムメジャー 牡3栗 55 M．デムーロ �シルクレーシング 池江 泰寿 洞	湖 レイクヴィラファーム 518＋12 〃 クビ 4．8�
89 タイセイスターリー 牡3鹿 55 武 豊田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 528＋101：22．11
 7．6	
11 � ロードセレリティ 牡4鹿 57 福永 祐一 
ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか 前川 正美 490＋ 81：22．2� 18．4�
77 ボールライトニング 牡4栗 57 蛯名 正義 
グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 514± 01：22．3 13．4
66 ユキノアイオロス �9鹿 57 北村 宏司井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 480＋ 21：22．4クビ 116．4�
810 アロンザモナ 牝3鹿 53 岩田 康誠ディアレストクラブ
 西浦 勝一 新ひだか 広田牧場 472＋ 21：22．72 29．4�
78 ドラゴンストリート 牡6鹿 57 三浦 皇成窪田 芳郎氏 田島 俊明 日高 下河辺牧場 472± 0 〃 ハナ 52．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 52，792，800円 複勝： 72，024，500円 枠連： 21，744，000円
馬連： 125，785，400円 馬単： 61，311，800円 ワイド： 63，850，500円
3連複： 150，469，300円 3連単： 262，969，300円 計： 810，947，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 120円 � 140円 � 180円 枠 連（2－3） 570円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 220円 �� 340円 �� 360円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 3，470円

票 数

単勝票数 計 527928 的中 � 123914（2番人気）
複勝票数 計 720245 的中 � 191053（1番人気）� 135626（2番人気）� 79766（4番人気）
枠連票数 計 217440 的中 （2－3） 29506（1番人気）
馬連票数 計1257854 的中 �� 179986（1番人気）
馬単票数 計 613118 的中 �� 48221（1番人気）
ワイド票数 計 638505 的中 �� 80078（1番人気）�� 45441（4番人気）�� 42646（5番人気）
3連複票数 計1504693 的中 ��� 120147（2番人気）
3連単票数 計2629693 的中 ��� 54804（4番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．0―12．3―11．1―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―35．5―47．8―58．9―1：10．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F34．1
3 10，1（2，5）（4，9）（3，7）6，8 4 10，1（2，5）（4，9）（3，7）（6，8）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ビップライブリー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2016．2．14 京都1着

2013．3．12生 牡4栗 母 フローラルグリーン 母母 フローラルマジック 16戦5勝 賞金 112，908，000円



2704710月14日 曇 稍重 （29東京4）第4日 第11競走
日・アイルランド外交関係樹立60周年記念

��
��1，800�第65回アイルランドトロフィー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�，28．10．15以降GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走1着馬1�増，28．10．14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・レパーズタウン競馬場賞（1着）
賞 品

本 賞 55，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，300，000円 5，500，000円
付 加 賞 1，022，000円 292，000円 146，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

711 クロコスミア 牝4黒鹿54 岩田 康誠大塚 亮一氏 西浦 勝一 浦河 小島牧場 424＋ 81：48．1 10．4�
11 ヴ ィ ブ ロ ス 牝4青 56 C．ルメール 佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 434 〃 クビ 3．2�
57 アドマイヤリード 牝4青鹿56 戸崎 圭太近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 428＋ 41：48．31� 3．6�
34 クイーンズリング 牝5黒鹿56 M．デムーロ吉田 千津氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 470＋ 41：48．4	 6．1�
45 トーセンビクトリー 牝5鹿 54 福永 祐一島川 �哉氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 478＋10 〃 クビ 14．5�
69 キンショーユキヒメ 牝4芦 54 内田 博幸礒野日出夫氏 中村 均 千歳 社台ファーム 510－ 21：48．61 25．3	
22 ハッピーユニバンス 牝5黒鹿54 津村 明秀亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 470＋ 4 〃 アタマ 160．9

33 デンコウアンジュ 牝4黒鹿54 蛯名 正義田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 452＋10 〃 クビ 20．8�
46 ゲ ッ カ コ ウ 牝4黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新ひだか 斉藤スタッド 478＋ 41：48．7
 65．3
712 ワンブレスアウェイ 牝4黒鹿54 田辺 裕信 �サンデーレーシング 古賀 慎明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋16 〃 クビ 8．6�
813 アスカビレン 牝5鹿 54 松田 大作神田 紘爾氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 470＋ 6 〃 アタマ 45．1�
610 クインズミラーグロ 牝5黒鹿54 武 豊 �クイーンズ・ランチ 和田 正道 浦河 富田牧場 462＋121：48．8クビ 13．0�
58 ロッカフラベイビー 牝5黒鹿54 三浦 皇成山田 弘氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 464－101：48．9	 182．5�
814 バ ン ゴ ー ル 牝5鹿 54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 428－121：49．53
 55．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 174，049，000円 複勝： 237，440，100円 枠連： 95，929，900円
馬連： 552，081，400円 馬単： 226，036，200円 ワイド： 289，072，700円
3連複： 871，803，600円 3連単： 1，294，961，500円 計： 3，741，374，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 250円 � 150円 � 140円 枠 連（1－7） 940円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 5，020円

ワ イ ド �� 890円 �� 690円 �� 300円

3 連 複 ��� 2，440円 3 連 単 ��� 19，390円

票 数

単勝票数 計1740490 的中 � 132635（5番人気）
複勝票数 計2374401 的中 � 184116（6番人気）� 461735（2番人気）� 492745（1番人気）
枠連票数 計 959299 的中 （1－7） 78604（3番人気）
馬連票数 計5520814 的中 �� 194790（8番人気）
馬単票数 計2260362 的中 �� 33716（18番人気）
ワイド票数 計2890727 的中 �� 76752（9番人気）�� 101394（6番人気）�� 275108（1番人気）
3連複票数 計8718036 的中 ��� 267949（4番人気）
3連単票数 計12949615 的中 ��� 48398（38番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―36．8―49．5―1：01．9―1：14．4―1：25．6―1：36．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F33．7

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

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

勝馬の
紹 介

クロコスミア �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2015．6．27 函館5着

2013．5．17生 牝4黒鹿 母 デヴェロッペ 母母 ショウエイミズキ 19戦5勝 賞金 159，326，000円
〔制裁〕 アスカビレン号の騎手松田大作は，2コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：10番）

ヴィブロス号の騎手C．ルメールは，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：6番）
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりクロコスミア号は，エリザベス女王杯（GⅠ）競走に優先出走できる。

2704810月14日 曇 不良 （29東京4）第4日 第12競走 ��1，400�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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

57 リンガスウーノ 牝4栗 55 内田 博幸伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 498＋ 41：23．0 20．1�
711� ラ バ ニ ー ユ 牝5芦 55 田辺 裕信前田 幸治氏 森田 直行 新ひだか 土居 忠吉 434＋ 2 〃 アタマ 12．4�
22 メイショウブレナム 牡3栗 55 吉田 豊松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 466± 0 〃 ハナ 29．2�
712 ヤマニンシャンデル 牝5栗 55

52 ▲野中悠太郎土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 460＋ 21：23．21� 94．2�
45 セ ネ ッ テ ィ 牡4鹿 57 M．デムーロ �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 492－ 41：23．3� 4．1�
610 メイプルキング 牡4鹿 57 戸崎 圭太節 英司氏 高市 圭二 新冠 高瀬牧場 460－ 21：23．51 4．3	
11 エイシンカーニバル 牡5栗 57 武 豊�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 466－ 41：23．6	 23．2

814 ス ト リ ク ス 
4鹿 57 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498＋ 8 〃 アタマ 2．7�
46 タマモシルクハット 牡4黒鹿 57

54 ▲武藤 雅タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 470＋ 61：23．7� 56．3�
69 ワンパーセント 牡4栗 57 菅原 隆一島川 哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 480＋ 81：23．8� 10．1�
58 ウエスタンオウジ 
7鹿 57 田中 勝春西川 賢氏 大竹 正博 新ひだか ウエスタンファーム B476＋ 41：24．01� 155．7�
34 トーコーグリーン 牡7黒鹿57 岩田 康誠森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 482－201：24．1	 74．5�
33 � レオナビゲート 牡6黒鹿57 嘉藤 貴行�レオ 奥平 雅士 新ひだか グランド牧場 496＋ 11：24．42 385．2�
813 ソルプレーサ 牡5黒鹿57 江田 照男西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 520＋ 4 〃 アタマ 16．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 73，430，900円 複勝： 91，691，100円 枠連： 39，919，600円
馬連： 189，911，100円 馬単： 88，534，400円 ワイド： 110，095，500円
3連複： 258，136，200円 3連単： 382，539，000円 計： 1，234，257，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，010円 複 勝 � 470円 � 330円 � 740円 枠 連（5－7） 5，430円

馬 連 �� 9，370円 馬 単 �� 22，200円

ワ イ ド �� 2，290円 �� 3，890円 �� 3，660円

3 連 複 ��� 52，150円 3 連 単 ��� 303，760円

票 数

単勝票数 計 734309 的中 � 29191（7番人気）
複勝票数 計 916911 的中 � 51032（6番人気）� 79400（4番人気）� 30348（9番人気）
枠連票数 計 399196 的中 （5－7） 5690（18番人気）
馬連票数 計1899111 的中 �� 15694（26番人気）
馬単票数 計 885344 的中 �� 2991（59番人気）
ワイド票数 計1100955 的中 �� 12511（22番人気）�� 7260（38番人気）�� 7729（34番人気）
3連複票数 計2581362 的中 ��� 3712（106番人気）
3連単票数 計3825390 的中 ��� 913（607番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．6―47．8―59．6―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リンガスウーノ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 サクラローレル デビュー 2016．1．17 中山1着

2013．3．20生 牝4栗 母 リンガスローレル 母母 リンガスマドンナ 12戦4勝 賞金 47，571，000円
※レオナビゲート号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（29東京4）第4日 10月14日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
不良

競走回数 12回 出走頭数 160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
厩務員出走奨励金

282，270，000円
21，400，000円
2，120，000円
33，890，000円
4，000，000円
66，983，000円
4，398，000円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
619，035，600円
926，957，800円
305，538，400円
1，462，258，300円
708，928，900円
806，908，600円
2，019，731，300円
3，116，029，100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 9，965，388，000円

総入場人員 24，417名 （有料入場人員 22，160名）
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