
2704910月15日 雨 稍重 （29東京4）第5日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走9時55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
1：21．2
1：20．3

良
良

45 ハ ウ ナ ニ 牝2白 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 470－121：23．5 3．8�
46 ジョブックコメン 牝2黒鹿54 吉田 豊�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 420＋ 61：23．6� 11．1�
712 イ ル ル ー メ 牡2黒鹿55 横山 和生西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 田中スタッド 476± 01：23．7クビ 12．9�
22 アメリカンツイスト 牡2鹿 55

52 ▲武藤 雅 �グリーンファーム中舘 英二 千歳 社台ファーム 474－ 4 〃 クビ 3．7�
57 キングドンドルマ 牡2青鹿55 北村 宏司田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 日高 船越牧場 466－ 41：23．91� 17．9	
58 ミヤビフィオーラ 牝2黒鹿54 内田 博幸村上 義勝氏 中舘 英二 新ひだか 静内白井牧場 428± 01：24．21� 25．9

711 ラヴァーズインメイ 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 むかわ 市川牧場 456＋ 21：24．3� 67．6�
33 カイトセブン 牡2黒鹿55 菅原 隆一本田 恒雄氏 南田美知雄 むかわ 佐久間 孝司 486＋ 4 〃 クビ 7．9�
34 バットオールソー 牡2栗 55 石橋 脩久保田 定氏 大和田 成 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446± 01：24．4クビ 5．8
69 ミヤビチーター 牡2鹿 55 松岡 正海村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 静内白井牧場 472＋ 41：24．82� 67．0�
814 スガノブリランテ 牡2鹿 55 柴山 雄一菅原 光博氏 清水 英克 新ひだか 沖田 哲夫 450± 01：24．9� 24．2�
610 フロルセレジェイラ 牝2鹿 54 丹内 祐次村上 卓史氏 尾形 和幸 日高 オリオンファーム 452± 01：25．43 49．0�
11 ハクサンキャノン 牡2黒鹿55 武士沢友治河﨑 五市氏 古賀 史生 浦河 	川 啓一 478－ 61：25．82� 174．8�
813 カシノリヤン 牝2栗 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 田中スタッド 460－101：28．4大差 373．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，999，200円 複勝： 29，601，500円 枠連： 13，207，100円
馬連： 50，417，600円 馬単： 23，653，400円 ワイド： 28，765，200円
3連複： 68，726，000円 3連単： 79，417，100円 計： 313，787，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 190円 � 280円 � 280円 枠 連（4－4） 2，240円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 3，130円

ワ イ ド �� 740円 �� 960円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 7，190円 3 連 単 ��� 29，740円

票 数

単勝票数 計 199992 的中 � 44247（2番人気）
複勝票数 計 296015 的中 � 46404（3番人気）� 26313（5番人気）� 25513（6番人気）
枠連票数 計 132071 的中 （4－4） 4554（10番人気）
馬連票数 計 504176 的中 �� 19491（8番人気）
馬単票数 計 236534 的中 �� 5657（10番人気）
ワイド票数 計 287652 的中 �� 10224（9番人気）�� 7690（13番人気）�� 5050（20番人気）
3連複票数 計 687260 的中 ��� 7162（28番人気）
3連単票数 計 794171 的中 ��� 1936（109番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．9―12．2―11．8―11．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．8―35．7―47．9―59．7―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ ウ ナ ニ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．9．3 新潟3着

2015．1．26生 牝2白 母 ユ キ チ ャ ン 母母 シラユキヒメ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノリヤン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月15日まで平地競走

に出走できない。

2705010月15日 雨 不良 （29東京4）第5日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時20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
1：36．2
1：36．2

不良
不良

45 モリトユウブ 牡2鹿 55 内田 博幸石橋 忠之氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 488＋ 41：36．9 3．5�
33 トーセンヴィータ 牡2青鹿55 戸崎 圭太島川 �哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ

スティファーム 532＋ 6 〃 ハナ 1．9�
22 コスモロブロイ 牡2青鹿55 柴田 大知岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 富本 茂喜 510－ 21：37．96 52．1�
712 コハクノユメ 牡2鹿 55 柴山 雄一橋本 忠雄氏 本間 忍 浦河 大道牧場 492＋ 21：38．0� 37．4�
813 クニノオーシャン 牡2芦 55 松岡 正海太陽光� 浅野洋一郎 日高 浜本 幸雄 474＋ 61：38．31� 8．2	
69 ニシノホクサイ 牡2青鹿 55

52 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 B458± 01：39．15 31．8

46 ハタノガナール 牡2黒鹿55 江田 照男 �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 476＋ 21：39．2クビ 116．8�
58 ウインリコルド 牡2青鹿55 古川 吉洋�ウイン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 478＋ 81：39．41� 236．6
610 ウサギノパンチ 牡2鹿 55 北村 宏司桐谷 茂氏 堀井 雅広 平取 中川 隆 450－ 21：39．5クビ 19．4�
814 アルファーティハ 牡2栗 55 嶋田 純次清水 敏氏 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 504＋161：40．13� 19．8�
57 カネコメハナコヨ 牝2芦 54 藤岡 康太髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 村上牧場 462－ 61：40．2� 192．6�
34 グランカナーレ 牡2栗 55

52 ▲藤田菜七子浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 上井農場 460－ 21：40．41� 81．7�
711 ジャストアキッス 牝2鹿 54

51 ▲武藤 雅�ターフ・スポート武藤 善則 浦河 大北牧場 492－ 21：40．71� 16．4�
11 スプリングダイヤ 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �ブルースターズファーム 岩戸 孝樹 日高 若林 順一 466＋ 41：41．33� 232．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，842，000円 複勝： 32，689，900円 枠連： 12，180，300円
馬連： 49，591，200円 馬単： 26，583，000円 ワイド： 26，895，200円
3連複： 64，638，700円 3連単： 95，937，700円 計： 334，358，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 110円 � 390円 枠 連（3－4） 280円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 160円 �� 1，200円 �� 740円

3 連 複 ��� 1，670円 3 連 単 ��� 5，700円

票 数

単勝票数 計 258420 的中 � 62006（2番人気）
複勝票数 計 326899 的中 � 53230（2番人気）� 153866（1番人気）� 9474（8番人気）
枠連票数 計 121803 的中 （3－4） 32718（1番人気）
馬連票数 計 495912 的中 �� 141276（1番人気）
馬単票数 計 265830 的中 �� 27392（2番人気）
ワイド票数 計 268952 的中 �� 59160（1番人気）�� 4522（16番人気）�� 7628（9番人気）
3連複票数 計 646387 的中 ��� 28949（4番人気）
3連単票数 計 959377 的中 ��� 12197（11番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―11．8―11．9―12．4―12．3―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―36．0―47．9―1：00．3―1：12．6―1：24．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モリトユウブ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．6．18 東京5着

2015．3．14生 牡2鹿 母 パールイアリング 母母 フェルメールブルー 4戦1勝 賞金 7，000，000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５日



2705110月15日 雨 重 （29東京4）第5日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時50分 （芝・左）

牝，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

714 オ ハ ナ 牝2青鹿54 石橋 脩金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 412 ―1：40．8 6．4�

48 ライレローズ 牝2黒鹿54 北村 宏司 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 436 ― 〃 クビ 4．2�
715 マルターズルーメン 牝2栗 54 武士沢友治藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 418 ―1：41．33 301．4�
35 レーヴドリーブ 牝2栗 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 464 ―1：41．51� 1．7�
12 ユーフォルビア 牝2鹿 54 内田 博幸ディアレストクラブ� 矢野 英一 日高 野島牧場 434 ―1：41．6� 58．0	
713 ボリュームラベル 牝2鹿 54 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 484 ―1：41．7クビ 33．8

36 ペイシャオブライフ 牝2鹿 54 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 新冠 隆栄牧場 468 ― 〃 クビ 221．7�
817 フレッシビレ 牝2栗 54 松岡 正海�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 496 ― 〃 アタマ 150．8�
816 ウェストレー 牝2栗 54

51 ▲野中悠太郎 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 378 ―1：42．01� 27．4
818 クリームヒルト 牝2黒鹿54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 460 ―1：42．32 44．4�
59 リ ブ ラ ン 牝2青鹿54 吉田 豊小泉 修氏 相沢 郁 浦河 信成牧場 426 ―1：42．51� 64．1�
24 デックテープ 牝2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子志邑 宣彦氏 水野 貴広 新ひだか 酒井 秀紀 442 ―1：42．82 97．9�
11 ウ ィ キ ャ ン 牝2鹿 54 蛯名 正義道永 幸治氏 田中 清隆 新冠 スカイビーチステーブル 436 ― 〃 ハナ 27．6�
611 マ ル ト ロ ワ 牝2青鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中川 公成 新冠 ビッグレッドファーム 402 ―1：42．9クビ 39．5�
23 フライングサーカス 牝2栗 54 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 高橋 文雅 新ひだか 木田 晶範 416 ―1：43．11� 211．5�
510 ブラックチーカ 牝2青 54 古川 吉洋岡田 牧雄氏 田中 剛 新ひだか 岡田スタツド 420 ― 〃 クビ 206．9�
612 リョウランレーヴ 牝2青 54 横山 和生佐藤 啓子氏 小野 次郎 新冠 スカイビーチステーブル 452 ―1：43．31 417．2�
47 ドンナマニーフィカ 牝2鹿 54 江田 照男加藤 徹氏 荒川 義之 新冠 大栄牧場 466 ―1：43．62 167．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，628，400円 複勝： 41，963，300円 枠連： 16，849，000円
馬連： 49，379，400円 馬単： 31，625，500円 ワイド： 30，927，600円
3連複： 67，355，700円 3連単： 97，608，700円 計： 369，337，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 290円 � 220円 � 5，980円 枠 連（4－7） 1，090円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 3，070円

ワ イ ド �� 500円 �� 16，130円 �� 10，350円

3 連 複 ��� 108，630円 3 連 単 ��� 439，540円

票 数

単勝票数 計 336284 的中 � 43706（3番人気）
複勝票数 計 419633 的中 � 40085（3番人気）� 58807（2番人気）� 1443（17番人気）
枠連票数 計 168490 的中 （4－7） 11943（5番人気）
馬連票数 計 493794 的中 �� 24602（4番人気）
馬単票数 計 316255 的中 �� 7703（11番人気）
ワイド票数 計 309276 的中 �� 17736（3番人気）�� 467（70番人気）�� 730（63番人気）
3連複票数 計 673557 的中 ��� 465（153番人気）
3連単票数 計 976087 的中 ��� 161（638番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―13．5―14．1―13．9―12．2―11．1―11．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―25．0―38．5―52．6―1：06．5―1：18．7―1：29．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F34．3
3 6，17（4，8）（5，16）（2，15）（10，14）（3，9）13，12（18，7，11）1 4 ・（6，17）8（4，5，16）（2，10，15，14）（3，9，13）（18，7，12，11）1

勝馬の
紹 介

オ ハ ナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2015．3．1生 牝2青鹿 母 ハ ウ オ リ 母母 ノースフライト 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ユーフォルビア号の調教師矢野英一は，登録服色を使用できなかっ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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ジャンティエス号・ナスノカツラ号

2705210月15日 雨 重 （29東京4）第5日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11時20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

815 ギャンブラー 牡2黒鹿55 石橋 脩大野 富生氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 516 ―1：51．9 3．1�
816 カ ヴ ァ ル 牡2青鹿55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490 ―1：52．43 22．7�
23 スガノスマイル 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 田上 徹 482 ―1：52．5� 18．9�
59 コマノディオス 牡2黒鹿55 江田 照男長谷川芳信氏 二ノ宮敬宇 むかわ 新井牧場 472 ―1：52．6� 9．5�
12 ビストオブバーデン 牡2青鹿55 戸崎 圭太�グランド牧場 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 474 ―1：52．81 3．5�
47 フライオールデイズ 牡2黒鹿 55

52 ▲武藤 雅 	ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 畠山 吉宏 様似 小田牧場 466 ―1：52．9� 58．1


510 ファイトアローン 牡2栗 55 松岡 正海�前川企画 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 546 ―1：53．0� 7．8�
612 フィールザファラオ 牡2黒鹿55 藤岡 康太櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 450 ―1：53．1� 23．3�
35 コウセイゲキソウ 牡2青鹿55 松田 大作杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 村本牧場 482 ―1：53．2� 64．7
24 ガ ン ロ ッ ク 牡2黒鹿55 丹内 祐次髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 450 ―1：53．52 39．8�
48 ミッキーアトアニ 牡2栗 55 北村 宏司野田みづき氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 472 ―1：53．82 17．8�
11 ルンルンマキシマム 牝2黒鹿54 横山 和生保谷フミ子氏 萱野 浩二 新冠 守矢牧場 480 ―1：53．9� 211．3�
714 ティアマリア 牝2黒鹿54 丸田 恭介 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 458 ―1：54．64 81．2�
36 モ メ ン タ ム 牝2青鹿54 吉田 豊 	Gリビエール・

レーシング 田島 俊明 新ひだか 高橋 修 422 ―1：55．13 109．2�
611 タベテスグネル 牡2黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子福田 光博氏 根本 康広 浦河 野表 俊一 464 ―1：55．42 60．9�
713 トラソニャータ 牝2鹿 54 内田 博幸 �シルクレーシング 奥村 武 安平 ノーザンファーム 450 ―1：55．82� 17．5�
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売 得 金
単勝： 27，923，500円 複勝： 32，872，400円 枠連： 18，219，300円
馬連： 54，197，000円 馬単： 24，921，200円 ワイド： 33，224，700円
3連複： 67，241，100円 3連単： 76，271，600円 計： 334，870，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 440円 � 380円 枠 連（8－8） 3，820円

馬 連 �� 3，440円 馬 単 �� 5，380円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 870円 �� 3，780円

3 連 複 ��� 16，040円 3 連 単 ��� 67，760円

票 数

単勝票数 計 279235 的中 � 74326（1番人気）
複勝票数 計 328724 的中 � 70201（1番人気）� 16089（9番人気）� 19549（6番人気）
枠連票数 計 182193 的中 （8－8） 3688（16番人気）
馬連票数 計 541970 的中 �� 12195（15番人気）
馬単票数 計 249212 的中 �� 3474（18番人気）
ワイド票数 計 332247 的中 �� 7984（12番人気）�� 10096（6番人気）�� 2175（45番人気）
3連複票数 計 672411 的中 ��� 3143（53番人気）
3連単票数 計 762716 的中 ��� 816（203番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―12．5―13．1―13．0―13．2―12．0―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．7―37．2―50．3―1：03．3―1：16．5―1：28．5―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．6―3F35．4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ギャンブラー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 マンハッタンカフェ 初出走

2015．3．24生 牡2黒鹿 母 アイアムマリリン 母母 ヒシシルバーメイド 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出走取消馬 スペイシー号（疾病〔左前肢跛行〕のため）



2705310月15日 雨 不良 （29東京4）第5日 第5競走 ��1，300�サラブレッド系3歳以上
発走12時10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
1：16．1
1：16．1

重
重

815 ジュンザワールド 牡4鹿 57 北村 宏司河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 526－ 41：17．4 2．9�
24 ノーフィアー 牡3栗 55 江田 照男平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 496＋281：17．82� 3．7�
611 サ マ ニ ー �4青鹿 57

54 ▲野中悠太郎井上 一郎氏 伊藤 大士 様似 中脇 一幸 B490＋ 41：18．01� 156．1�
35 カ イ マ ノ ア 牡5栗 57 内田 博幸山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 小林 仁 B510＋ 4 〃 アタマ 13．9�
11 ネオビッグバン 牡4鹿 57 武士沢友治関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 476± 01：18．21� 149．6�
48 	 アサクサレーサー 牡6黒鹿 57

54 ▲武藤 雅田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 472± 01：18．3
 9．6�
47 ブレイジングサン 牡4黒鹿57 吉田 豊	Basic 尾形 充弘 新冠 佐藤牧場 584＋ 21：18．4� 8．8

36 カンタベリーマイン 牡4鹿 57 嘉藤 貴行峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 460－ 21：18．5
 207．2�
510 カ ラ ー ラ 牝3鹿 53 戸崎 圭太平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 448＋ 81：18．6� 7．0�
23 	 ホ ー ミ ー 牡4黒鹿57 森 一馬小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 スカイビーチステーブル 476＋ 41：18．81� 136．4
59 アウトリガーカヌー 牡3芦 55 柴山 雄一金子真人ホール

ディングス	 村山 明 日高 白井牧場 522± 01：18．9クビ 59．5�
612 パーソナルブルー 牡4鹿 57 松田 大作 	ブルーマネジメント松山 将樹 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 468± 01：19．0
 66．6�
12 ブルーヘヴン 牝3黒鹿53 柴田 大知 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B488－ 81：19．2
 12．2�
816 ル ア 牝3黒鹿53 丸田 恭介榊原 浩一氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 480＋141：19．3� 44．1�
714 ニシノハレブタイ 牡4鹿 57

54 ▲藤田菜七子西山 茂行氏 高木 登 浦河 高昭牧場 482＋ 21：20．36 29．8�
713 アントレーン 牝3栗 53 松岡 正海鹽田 久義氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 静子 442＋ 2 〃 クビ 71．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，829，900円 複勝： 39，991，000円 枠連： 16，660，800円
馬連： 64，895，900円 馬単： 30，284，400円 ワイド： 40，475，600円
3連複： 87，204，700円 3連単： 99，958，400円 計： 410，300，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 160円 � 1，520円 枠 連（2－8） 530円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 290円 �� 4，560円 �� 6，530円

3 連 複 ��� 15，860円 3 連 単 ��� 57，100円

票 数

単勝票数 計 308299 的中 � 84834（1番人気）
複勝票数 計 399910 的中 � 86695（1番人気）� 77168（2番人気）� 4274（13番人気）
枠連票数 計 166608 的中 （2－8） 24324（1番人気）
馬連票数 計 648959 的中 �� 95320（1番人気）
馬単票数 計 302844 的中 �� 20469（2番人気）
ワイド票数 計 404756 的中 �� 42061（1番人気）�� 2066（42番人気）�� 1436（55番人気）
3連複票数 計 872047 的中 ��� 4122（42番人気）
3連単票数 計 999584 的中 ��� 1269（166番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．3―11．8―12．1―11．9―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―17．9―29．2―41．0―53．1―1：05．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジュンザワールド �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．6．21 東京4着

2013．2．13生 牡4鹿 母 マザーウェル 母母 シンコウラブリイ 19戦3勝 賞金 39，244，000円

2705410月15日 雨 不良 （29東京4）第5日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走12時40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

22 リリカルホワイト 牝4芦 55 内田 博幸 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 536＋ 21：35．1 2．9�

34 ミ ス パ イ ロ 牝3黒鹿53 松岡 正海村田 哲朗氏 浅野洋一郎 日高 戸川牧場 476＋ 81：35．95 10．7�
711 レッドエレノア 牝3青鹿53 北村 宏司 �東京ホースレーシング 木村 哲也 新ひだか 矢野牧場 526－ 2 〃 クビ 3．4�
712 ロマンスマジック 牝3栗 53 武士沢友治�ミルファーム 奥平 雅士 新ひだか 松本牧場 450－ 41：36．32� 109．2�
69 アポロマーキュリー 牝3栗 53 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 三輪 幸子 470＋ 61：36．51 4．9	
11 スモモチャン 牝4栗 55 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 456＋14 〃 クビ 73．5

46 トウカイフィーバー 牝4黒鹿55 戸崎 圭太内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 458＋141：36．92� 6．7�
45 ハッピーサークル 牝5黒鹿55 石橋 脩西村 專次氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 482± 01：37．32� 13．3�
610 カーネリアン 牝3鹿 53

50 ▲武藤 雅林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 482－ 4 〃 同着 39．6
58 � ルクレツィア 牝4鹿 55

52 ▲藤田菜七子髙橋 貴士氏 武藤 善則 日高 中前牧場 410－221：37．83 83．0�
33 � ココロノキャンバス 牝4栗 55 丸田 恭介田頭 勇貴氏 石毛 善彦 日高 いとう牧場 410－ 21：38．54 371．1�
814� ゴールデンティアラ 牝4栗 55 丹内 祐次菅原 広隆氏 土田 稔 新冠 新冠橋本牧場 454－ 41：39．77 345．1�
813 テンノサクラコ 牝4黒鹿 55

52 ▲野中悠太郎天白 泰司氏 小西 一男 新冠 佐藤牧場 484＋ 21：40．44 45．8�
57 ファニーヒロイン 牝4栗 55 藤岡 康太青芝商事� 戸田 博文 千歳 社台ファーム 480± 01：41．89 100．3�
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売 得 金
単勝： 33，866，000円 複勝： 44，754，500円 枠連： 15，570，200円
馬連： 68，219，400円 馬単： 33，360，400円 ワイド： 40，824，100円
3連複： 86，365，800円 3連単： 110，552，200円 計： 433，512，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 200円 � 160円 枠 連（2－3） 1，580円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 580円 �� 330円 �� 680円

3 連 複 ��� 2，140円 3 連 単 ��� 10，930円

票 数

単勝票数 計 338660 的中 � 92648（1番人気）
複勝票数 計 447545 的中 � 95341（1番人気）� 47943（5番人気）� 72333（3番人気）
枠連票数 計 155702 的中 （2－3） 7590（7番人気）
馬連票数 計 682194 的中 �� 36270（5番人気）
馬単票数 計 333604 的中 �� 10910（7番人気）
ワイド票数 計 408241 的中 �� 17521（7番人気）�� 34433（2番人気）�� 14440（11番人気）
3連複票数 計 863658 的中 ��� 30251（6番人気）
3連単票数 計1105522 的中 ��� 7332（33番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．6―11．8―12．3―12．1―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．1―34．7―46．5―58．8―1：10．9―1：22．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リリカルホワイト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．6．14 東京1着

2013．1．7生 牝4芦 母 リ リ ウ ム 母母 ベ ゴ ニ ア 16戦3勝 賞金 30，400，000円
〔制裁〕 ミスパイロ号の騎手松岡正海は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テンノサクラコ号・ファニーヒロイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年

11月15日まで平地競走に出走できない。



2705510月15日 雨 不良 （29東京4）第5日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時10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 フクノクオリア �3黒鹿55 松岡 正海福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新ひだか 山際牧場 B504＋ 41：24．0 28．8�
36 スズカハイルーラー 牡4栗 57 松田 大作永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B460± 01：24．21� 75．4�
510 マイネルレンカ 牡3黒鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 458－ 41：24．3� 39．2�
816 ジ ョ イ フ ル 牡3鹿 55 蛯名 正義 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 508＋ 4 〃 アタマ 4．0�
714	 マジカルウインド 牝4黒鹿55 戸崎 圭太村野 康司氏 田島 俊明 日高 下河辺牧場 B476＋ 91：24．4
 5．9�
35 マコトカンパネッロ 牝5栗 55 藤岡 康太�ディアマント 岩戸 孝樹 様似 出口 繁夫 B466± 0 〃 アタマ 6．4	
612 ジ ャ ル ー ズ 牝4鹿 55

52 ▲武藤 雅山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 宮内牧場 474＋ 81：24．5� 23．6

815 サンマルライバル 牡3青鹿55 江田 照男相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 466－ 21：24．6
 15．2�
23 レオイノセント 牡4芦 57 柴田 大知�レオ 牧 光二 新冠 飛渡牧場 498－ 61：24．91
 6．2�
11 タイセイマルス 牡3黒鹿55 内田 博幸田中 成奉氏 栗田 徹 新ひだか 野坂牧場 472＋ 81：25．32� 22．8
47 カシノキングダム 牡5鹿 57 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 478－ 21：25．4� 71．9�
59 ワイルドグラス 牡3鹿 55 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 浦河 宮内牧場 454－ 21：25．61� 8．9�
12 	 ツインフルムーン 牝4黒鹿 55

52 ▲野中悠太郎小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 川越ファーム 458± 01：26．87 72．3�
611 カシノワンパンチ 牡3鹿 55 丸田 恭介柏木 務氏 天間 昭一 新ひだか 前川 隆則 464－ 41：26．9� 253．8�
24 ポ ン ト ス 牡5鹿 57 柴山 雄一�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか キヨタケ牧場 B470－ 21：28．17 7．4�
48 	 シングンガガ 牝4黒鹿55 長岡 禎仁伊坂 重憲氏 高市 圭二 日高 広富牧場 466＋14 （競走中止） 50．9�
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売 得 金
単勝： 29，663，100円 複勝： 43，224，900円 枠連： 24，109，000円
馬連： 79，541，200円 馬単： 34，865，400円 ワイド： 45，635，900円
3連複： 107，154，700円 3連単： 122，160，000円 計： 486，354，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，880円 複 勝 � 890円 � 2，050円 � 780円 枠 連（3－7） 2，000円

馬 連 �� 95，270円 馬 単 �� 195，140円

ワ イ ド �� 25，090円 �� 10，980円 �� 19，960円

3 連 複 ��� 681，060円 3 連 単 ��� 3，280，220円

票 数

単勝票数 計 296631 的中 � 8233（10番人気）
複勝票数 計 432249 的中 � 13017（11番人気）� 5381（15番人気）� 15033（10番人気）
枠連票数 計 241090 的中 （3－7） 9337（8番人気）
馬連票数 計 795412 的中 �� 647（102番人気）
馬単票数 計 348654 的中 �� 134（196番人気）
ワイド票数 計 456359 的中 �� 469（107番人気）�� 1076（83番人気）�� 590（101番人気）
3連複票数 計1071547 的中 ��� 118（483番人気）
3連単票数 計1221600 的中 ��� 27（2769番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．8―12．3―12．1―11．7―12．6

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フクノクオリア �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2016．6．19 函館3着

2014．5．9生 �3黒鹿 母 ハロースピード 母母 ハローヘレン 16戦2勝 賞金 21，704，000円
〔競走中止〕 シングンガガ号は，競走中に異常歩様となったため4コーナー手前で競走中止。
〔調教再審査〕 シングンガガ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※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 ハシカミ号・ムーンマジェスティ号

2705610月15日 雨 重 （29東京4）第5日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時40分 （芝・左）
1000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000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
1：44．2
1：43．9

良
良

77 アーバンキッド 牡4鹿 57 石橋 脩 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 492＋121：48．6 2．5�
55 � ピンクブーケ 牝5鹿 55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 496± 01：48．7	 2．5�
44 エアピザレー 牡6栗 57 北村 宏司 �ラッキーフィールド高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 480± 01：48．8クビ 15．8�
22 ジ ャ ッ キ ー 牡3栗 55

52 ▲武藤 雅小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 482± 01：49．12 18．4�
33 マイネルユニブラン 牡3黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 日高 沖田牧場 528＋12 〃 クビ 16．5	
88 サトノメサイア 牡5青鹿57 内田 博幸里見 治氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B536＋ 8 〃 ハナ 6．3

11 フジマサクラウン 牡6鹿 57 吉田 豊藤原 正一氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 522＋ 41：49．52 9．5�
66 スワンボート 牡7鹿 57

54 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 柴田 政人 浦河 オンワード牧場 468＋ 81：50．88 81．7�
（8頭）

売 得 金
単勝： 35，739，100円 複勝： 32，601，200円 枠連： 発売なし
馬連： 71，433，200円 馬単： 38，844，200円 ワイド： 34，855，400円
3連複： 69，338，500円 3連単： 160，573，600円 計： 443，385，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 120円 � 190円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 150円 �� 390円 �� 390円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 2，650円

票 数

単勝票数 計 357391 的中 � 114357（1番人気）
複勝票数 計 326012 的中 � 90607（1番人気）� 80891（2番人気）� 29346（5番人気）
馬連票数 計 714332 的中 �� 188548（1番人気）
馬単票数 計 388442 的中 �� 44892（2番人気）
ワイド票数 計 348554 的中 �� 79462（1番人気）�� 18967（6番人気）�� 18677（7番人気）
3連複票数 計 693385 的中 ��� 65198（2番人気）
3連単票数 計1605736 的中 ��� 43880（6番人気）

ハロンタイム 13．5―11．9―11．6―11．9―12．2―12．3―11．6―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．5―25．4―37．0―48．9―1：01．1―1：13．4―1：25．0―1：36．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

アーバンキッド 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 Swain デビュー 2015．10．18 東京1着

2013．3．4生 牡4鹿 母 コ ッ ク ニ ー 母母 セニョラージェ 14戦2勝 賞金 69，063，000円



2705710月15日 雨 重 （29東京4）第5日 第9競走 ��3，110�第19回東京ハイジャンプ（Ｊ・ＧⅡ）
発走14時15分 （ 芝 ）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード3：24．8良

89 オジュウチョウサン 牡6鹿 62 石神 深一�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 508－ 23：32．5 1．4�
77 グッドスカイ 牝4黒鹿58 森 一馬杉立 恭平氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 470－ 43：34．5大差 5．4�
11 タマモプラネット 牡7芦 60 小坂 忠士タマモ� 南井 克巳 新ひだか 前田牧場 484＋103：35．13� 30．3�
66 ユウキビバワンダー �4栗 60 佐久間寛志雪本 秀樹氏 藤沢 則雄 日高 日西牧場 494－ 43：36．37 42．2�
810 アムールスキー 牡6鹿 60 小野寺祐太 �シルクレーシング 小笠 倫弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510＋123：36．51� 39．3	
33 テイエムオペラドン 牡8鹿 60 中村 将之竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 川越ファーム 486－183：36．92� 36．7

22 サンレイデューク 牡9鹿 61 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 456－ 63：37．32� 17．7�
44 シンキングダンサー 牡4栗 60 金子 光希岡田 牧雄氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 63：38．68 7．4�
55 ホーカーテンペスト �8栗 60 五十嵐雄祐 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 510＋ 83：39．45 12．7
78 アイティテイオー 牡9栗 60 浜野谷憲尚一ノ瀬 恭氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 472＋ 43：42．0大差 141．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 45，128，900円 複勝： 100，810，300円 枠連： 17，156，100円
馬連： 87，244，900円 馬単： 65，236，900円 ワイド： 45，670，700円
3連複： 122，512，600円 3連単： 312，049，400円 計： 795，809，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 140円 � 370円 枠 連（7－8） 360円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 190円 �� 720円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 2，470円 3 連 単 ��� 5，410円

票 数

単勝票数 計 451289 的中 � 246050（1番人気）
複勝票数 計1008103 的中 � 727133（1番人気）� 78307（2番人気）� 17030（7番人気）
枠連票数 計 171561 的中 （7－8） 36221（1番人気）
馬連票数 計 872449 的中 �� 177127（1番人気）
馬単票数 計 652369 的中 �� 107131（1番人気）
ワイド票数 計 456707 的中 �� 76489（1番人気）�� 14156（8番人気）�� 9330（14番人気）
3連複票数 計1225126 的中 ��� 37195（6番人気）
3連単票数 計3120494 的中 ��� 41758（14番人気）
上り 1マイル 1：51．1 4F 55．2－3F 41．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→」
1
�
1＝7＝9－（10，4）6，3，8－2－5
1＝7＝9－4－10－3－6－8，2＝5

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

勝馬の
紹 介

オジュウチョウサン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2013．10．19 東京11着

2011．4．3生 牡6鹿 母 シャドウシルエット 母母 ユーワジョイナー 障害：18戦10勝 賞金 400，128，000円

2705810月15日 雨 不良 （29東京4）第5日 第10競走 ��
��2，100�

あ か ふ じ

赤富士ステークス
発走14時50分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下，28．10．15以降29．10．9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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

59 モンドアルジェンテ 牡5芦 55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 522＋ 42：08．5 3．9�
47 トウカイエントリー 牡6栗 55 蛯名 正義内村 正則氏 栗田 徹 浦河 王蔵牧場 504＋ 8 〃 クビ 23．2�
36 クロフネビームス 牝5芦 53 吉田 豊古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 480－122：08．71 20．7�
23 プリンシアコメータ 牝4黒鹿54 石橋 脩芳川 貴行氏 矢野 英一 新冠 ベルモント

ファーム B484＋ 6 〃 クビ 3．7�
713 コパノアラジン 牡4栗 55 藤田菜七子小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 522＋ 82：08．8クビ 14．9�
815 シ ッ プ ウ �6黒鹿51 武士沢友治 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 494± 0 〃 クビ 170．6

35 メイプルブラザー 牡3栗 53 内田 博幸節 英司氏 山内 研二 新ひだか 本桐牧場 466－ 4 〃 ハナ 11．9�
11 ロードシャリオ 牡5鹿 55 北村 宏司 	ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 484＋162：09．01� 52．3�
12 バイオンディップス 牡5黒鹿54 古川 吉洋丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム B522± 0 〃 アタマ 41．7
510 イーストオブザサン 牡4黒鹿55 丹内 祐次三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 470－ 4 〃 ハナ 8．6�
612 ジャッカスバーク �6黒鹿54 柴山 雄一 �キャロットファーム 古賀 慎明 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 536＋ 82：09．85 37．6�
714 ウエスタンパレード 牡6栗 53 横山 和生 	ウエスタンファーム 西園 正都 新ひだか 乾 皆雄 B510± 02：09．9	 126．7�
816 ロイヤルパンプ 牡5栗 55 藤岡 康太吉田 千津氏 友道 康夫 平取 稲原牧場 520－ 42：10．0	 11．0�
611 クールオープニング 牡6青鹿54 松岡 正海前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464－ 4 〃 クビ 32．5�
48 トゥルーウインド 牡5栗 54 松田 大作 �社台レースホース田中 剛 安平 追分ファーム 440－ 42：10．63	 98．2�
24 マイネルトゥラン 牡4黒鹿57 柴田 大知 	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 B512－102：10．81 6．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，497，200円 複勝： 67，331，300円 枠連： 40，085，700円
馬連： 152，421，900円 馬単： 60，985，100円 ワイド： 75，666，300円
3連複： 204，260，400円 3連単： 256，709，500円 計： 904，957，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 590円 � 490円 枠 連（4－5） 2，770円

馬 連 �� 4，260円 馬 単 �� 6，140円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 1，400円 �� 5，420円

3 連 複 ��� 25，070円 3 連 単 ��� 106，410円

票 数

単勝票数 計 474972 的中 � 96972（2番人気）
複勝票数 計 673313 的中 � 139146（1番人気）� 24614（9番人気）� 30522（7番人気）
枠連票数 計 400857 的中 （4－5） 11199（14番人気）
馬連票数 計1524219 的中 �� 27667（15番人気）
馬単票数 計 609851 的中 �� 7441（20番人気）
ワイド票数 計 756663 的中 �� 12626（15番人気）�� 14149（14番人気）�� 3508（55番人気）
3連複票数 計2042604 的中 ��� 6110（86番人気）
3連単票数 計2567095 的中 ��� 1749（335番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―12．1―12．2―11．8―11．7―12．2―12．4―12．2―12．4―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．3―30．4―42．6―54．4―1：06．1―1：18．3―1：30．7―1：42．9―1：55．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．8
1
3

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

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

モンドアルジェンテ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．12．28 中山1着

2012．3．7生 牡5芦 母 エイグレット 母母 ノーザンプリンセス 15戦5勝 賞金 74，393，000円
〔制裁〕 プリンシアコメータ号の騎手石橋脩は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

１レース目



2705910月15日 雨 重 （29東京4）第5日 第11競走 ��
��2，000�オクトーバーステークス

発走15時30分 （芝・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）

賞 品
本 賞 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000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
1：56．1
1：56．1

良
良

67 マウントロブソン 牡4芦 57 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 492± 02：00．9 3．1�

33 	 ストロングタイタン 牡4鹿 56 戸崎 圭太 �シルクレーシング 池江 泰寿 米 Northern
Racing 516＋ 4 〃 ハナ 3．7�

11 スズカデヴィアス 牡6黒鹿57 北村 宏司永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 508－102：01．32
 5．7�
56 トルークマクト 牡7鹿 56 江田 照男�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 460＋ 62：01．51� 69．9�
44 バーディーイーグル 牡7鹿 56 丸田 恭介里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 494－ 4 〃 アタマ 31．6	
22 マイネルディーン 牡8青 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 464＋ 42：01．71� 101．0

55 マイネルスフェーン 牡3栗 54 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 450± 02：02．12
 16．7�
811 アングライフェン 牡5鹿 56 古川 吉洋前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472－ 42：02．41� 5．2�
812 シ ホ ウ 牡6鹿 56 蛯名 正義�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 B506－ 82：02．61 27．4
710 ロジチャリス 牡5栗 57 内田 博幸久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 566＋12 〃 ハナ 9．6�
79 クラリティスカイ 牡5鹿 58 柴山 雄一杉山 忠国氏 斎藤 誠 新冠 パカパカ

ファーム 496－ 4 〃 クビ 28．9�
68 ジェベルムーサ 牡7鹿 58 吉田 豊 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 564－ 42：03．23
 132．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 58，648，500円 複勝： 68，146，900円 枠連： 43，459，200円
馬連： 221，532，200円 馬単： 92，757，000円 ワイド： 85，235，500円
3連複： 275，259，300円 3連単： 453，864，400円 計： 1，298，903，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 150円 � 160円 枠 連（3－6） 640円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 280円 �� 370円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 3，870円

票 数

単勝票数 計 586485 的中 � 149867（1番人気）
複勝票数 計 681469 的中 � 160149（1番人気）� 115292（2番人気）� 95597（3番人気）
枠連票数 計 434592 的中 （3－6） 51921（1番人気）
馬連票数 計2215322 的中 �� 257034（1番人気）
馬単票数 計 927570 的中 �� 54495（1番人気）
ワイド票数 計 852355 的中 �� 80719（1番人気）�� 57039（3番人気）�� 55706（4番人気）
3連複票数 計2752593 的中 ��� 199265（1番人気）
3連単票数 計4538644 的中 ��� 84808（1番人気）

ハロンタイム 13．1―11．7―11．7―12．1―12．6―12．5―12．1―11．5―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．8―36．5―48．6―1：01．2―1：13．7―1：25．8―1：37．3―1：48．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

マウントロブソン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2015．10．24 東京2着

2013．1．30生 牡4芦 母 ミスパスカリ 母母 ブルーアヴェニュー 12戦5勝 賞金 122，212，000円

2706010月15日 雨 重 （29東京4）第5日 第12競走 ��
��1，400�神 奈 川 新 聞 杯

発走16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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

35 ペイシャフェリシタ 牝4黒鹿55 蛯名 正義北所 直人氏 高木 登 新ひだか 友田牧場 488＋ 61：22．5 7．3�
36 トーホウハニー 牝5鹿 55 松田 大作東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 440＋ 2 〃 クビ 58．4�
715 ウィンドライジズ 牡3鹿 55 北村 宏司平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 466＋ 81：22．6クビ 5．2�
11 ジョーマイク �4栗 57 丸田 恭介上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 466＋ 6 〃 アタマ 15．3�
612 ヴェアリアスサマー 牡6栗 57 野中悠太郎小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 村中牧場 512± 01：22．81	 20．0�
611 コスモヨハネ 牡5栗 57 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 492± 0 〃 ハナ 8．6

714
 ウィズアミッション 牝6鹿 55 戸崎 圭太吉田 安惠氏 吉村 圭司 愛 Kushnarenk-

ovo Syndicate 430－ 2 〃 アタマ 5．4�
24 � ライズスクリュー 牝3栗 53 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 462＋ 81：22．9� 17．8
59 � バウトナカヤマ 牡5黒鹿57 長岡 禎仁	中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 518± 01：23．0 94．8�
713 コーラルプリンセス 牝3芦 53 藤岡 康太吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 528＋ 4 〃 ハナ 51．0�
818 スビールアスール 牝3黒鹿53 武藤 雅�アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 472± 0 〃 クビ 203．4�
48 ダノンシーザー 牡5鹿 57 石橋 脩�ダノックス 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 466＋ 21：23．21	 48．0�
510 ジ ェ イ ラ ー 牝4栗 55 江田 照男岡田 壮史氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 442＋ 81：23．3� 61．1�
47 � フジノパンサー 牡4鹿 57 古川 吉洋久保 佳和氏 古賀 史生 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 21：23．4クビ 29．0�
23 ショウナンアンセム 牡4芦 57 内田 博幸	湘南 田中 剛 日高 森永牧場 480＋ 2 〃 クビ 3．5�
816 カービングパス 牝5鹿 55 柴山 雄一 	サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 486＋ 4 〃 ハナ 48．6�
817 スマートプラネット 牝5鹿 55 丹内 祐次田島榮二郎氏 和田 雄二 浦河 大柳ファーム 466＋ 41：23．61� 69．2�
12 インストアイベント 牡7栗 57 吉田 豊 	社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B492＋ 41：23．91 84．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 65，679，800円 複勝： 87，967，200円 枠連： 56，489，700円
馬連： 193，165，100円 馬単： 73，068，900円 ワイド： 102，414，200円
3連複： 266，306，700円 3連単： 343，407，300円 計： 1，188，498，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 280円 � 1，100円 � 210円 枠 連（3－3） 21，090円

馬 連 �� 20，960円 馬 単 �� 35，630円

ワ イ ド �� 6，150円 �� 850円 �� 4，250円

3 連 複 ��� 37，870円 3 連 単 ��� 289，160円

票 数

単勝票数 計 656798 的中 � 71340（4番人気）
複勝票数 計 879672 的中 � 85677（5番人気）� 16973（13番人気）� 125085（2番人気）
枠連票数 計 564897 的中 （3－3） 2075（32番人気）
馬連票数 計1931651 的中 �� 7142（59番人気）
馬単票数 計 730689 的中 �� 1538（104番人気）
ワイド票数 計1024142 的中 �� 4173（64番人気）�� 32518（7番人気）�� 6073（45番人気）
3連複票数 計2663067 的中 ��� 5273（122番人気）
3連単票数 計3434073 的中 ��� 861（821番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．2―35．9―47．7―58．9―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペイシャフェリシタ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Cape Cross デビュー 2015．8．1 札幌7着

2013．3．10生 牝4黒鹿 母 プレザントケイプ 母母 Felicity 14戦4勝 賞金 57，304，000円
〔制裁〕 フジノパンサー号の騎手古川吉洋は，向正面で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：10番・14番・16番）

ライズスクリュー号の騎手横山和生は，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：14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。
（非抽選馬） 1頭 マイネルディアベル号

４レース目



（29東京4）第5日 10月15日（日曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後重
不良

競走回数 12回 出走頭数 172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

294，720，000円
7，590，000円
17，540，000円
1，930，000円
34，660，000円
71，192，000円
5，354，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
454，445，600円
621，954，400円
273，986，400円
1，142，039，000円
536，185，400円
590，590，400円
1，486，364，200円
2，208，509，900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 7，314，075，300円

総入場人員 28，038名 （有料入場人員 25，380名）
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