
2706110月21日 雨 不良 （29東京4）第6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

35 トキノメガミ 牝2栗 54
51 ▲野中悠太郎時田 勝弘氏 小桧山 悟 浦河 中山牧場 452＋101：25．5 13．0�

11 ユ メ イ チ ズ 牡2栗 55 松岡 正海上田 忠男氏 浅野洋一郎 新ひだか 中田 浩美 474＋ 8 〃 クビ 7．4�
48 ミスティカル 牡2鹿 55 横山 典弘�Basic 田村 康仁 新ひだか 小倉 光博 464＋ 21：26．03 2．0�
612 テイエムヘニーズ 牡2鹿 55 柴田 善臣竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 北星村田牧場 468－ 41：26．1� 39．1�
59 ミヤコスマイル 牝2黒鹿54 田辺 裕信吉田都枝江氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 436－10 〃 クビ 16．4�
713 ディーズファクター 牝2青鹿 54

51 ▲武藤 雅秋谷 壽之氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 456± 01：26．2� 12．4	
24 レ ッ プ ウ 牡2鹿 55 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 小野 次郎 浦河 鎌田 正嗣 464＋ 8 〃 ハナ 10．0

611 サ ラ ー ト 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 萱野 浩二 新ひだか 大典牧場 448＋ 41：26．3� 211．6�
12 チョコレートパフェ 牝2栗 54 本田 正重江川 伸夫氏 小桧山 悟 新ひだか 静内フジカワ牧場 416－ 41：26．51� 79．1

（船橋）

815 キタノアラムシャ 牡2黒鹿55 大野 拓弥河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 464＋ 81：26．6クビ 8．3�
23 ハッスルボーイ 牡2青鹿55 吉田 豊田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 秋場牧場 456± 01：26．7� 39．4�
510 ブラウローゼット 牡2青鹿 55

54 ☆荻野 極 �コスモヴューファーム 粕谷 昌央 新ひだか 加野牧場 B476＋ 41：26．8� 61．6�
36 エムティトランプ 牡2栗 55 森 泰斗�門別牧場 清水 英克 新冠 対馬 正 496＋ 21：27．01� 53．7�

（船橋）

816 コスモロッソ 牡2青鹿55 柴田 大知岡田 繁幸氏 松山 将樹 新冠 川上牧場 466－ 41：27．53 186．1�
47 マ ナ マ カ ニ 牝2鹿 54 武士沢友治稲垣 隆治氏 水野 貴広 新ひだか 前田牧場 B432＋ 21：28．03 170．6�
714 ダイメイジャガー 牡2青鹿55 小島 太一宮本 昇氏 中野 栄治 むかわ 池本 久志 450－ 41：29．06 355．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，872，300円 複勝： 39，399，900円 枠連： 14，434，000円
馬連： 56，159，700円 馬単： 28，706，800円 ワイド： 36，871，400円
3連複： 74，707，000円 3連単： 92，856，800円 計： 372，007，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 260円 � 170円 � 110円 枠 連（1－3） 2，760円

馬 連 �� 3，480円 馬 単 �� 6，670円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 630円 �� 260円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 19，920円

票 数

単勝票数 計 288723 的中 � 18630（6番人気）
複勝票数 計 393999 的中 � 27147（5番人気）� 53752（2番人気）� 128047（1番人気）
枠連票数 計 144340 的中 （1－3） 4047（12番人気）
馬連票数 計 561597 的中 �� 12493（11番人気）
馬単票数 計 287068 的中 �� 3226（23番人気）
ワイド票数 計 368714 的中 �� 7540（12番人気）�� 14256（5番人気）�� 41809（1番人気）
3連複票数 計 747070 的中 ��� 25897（5番人気）
3連単票数 計 928568 的中 ��� 3379（53番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．8―12．4―12．7―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．4―47．8―1：00．5―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トキノメガミ �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．6．3 東京5着

2015．3．17生 牝2栗 母 マーベラスローズ 母母 マーベラスクイン 4戦1勝 賞金 5，700，000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 ブラフマン号
※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。

2706210月21日 雨 不良 （29東京4）第6日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時45分 （ダート・左）

牝，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 マリームーン 牝2栃栗54 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤澤 昭勝 454－201：36．6 5．2�
710 デルマシャンパン 牝2黒鹿54 三浦 皇成浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 448－101：37．66 5．3�
33 ディーズフェイク 牝2青鹿54 村田 一誠秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 462－ 21：38．23� 24．7�
812 リアルハニー 牝2栗 54 伊藤 工真湊 義明氏 大竹 正博 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 452＋ 21：38．73 8．1�
68 ナリノリリー 牝2青鹿54 戸崎 圭太成塚 清志氏 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 460± 0 〃 クビ 5．8�
813 メ ヒ テ ィ ヒ 牝2栗 54

51 ▲武藤 雅�ラ・メール 田村 康仁 浦河 ディアレスト
クラブ 436＋ 21：38．91 37．6	

11 セレブレイトダンス 牝2栗 54
53 ☆荻野 極 
シルクレーシング 竹内 正洋 平取 坂東牧場 432＋141：39．0� 85．3�

22 エコロプリンセス 牝2栗 54 大野 拓弥原村 正紀氏 鈴木 伸尋 浦河 中村 雅明 428＋ 41：39．1クビ 44．8�
44 ブルベアクワイ 牝2鹿 54 吉田 隼人 �ブルアンドベア 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 472＋ 41：39．52� 175．8
69 コパノステラート 牝2栗 54 田辺 裕信小林 祥晃氏 小島 茂之 新ひだか 岡田牧場 482＋ 41：39．71� 2．5�
711 バトルローア 牝2鹿 54 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 434＋ 21：39．91� 336．9�
56 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 440－ 41：40．43 128．1�
57 エリンゼフィール 牝2栗 54 嘉藤 貴行田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 大栄牧場 470± 01：40．71� 494．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 31，362，900円 複勝： 35，042，100円 枠連： 12，367，000円
馬連： 51，465，100円 馬単： 27，745，300円 ワイド： 29，779，300円
3連複： 63，255，300円 3連単： 90，183，100円 計： 341，200，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 230円 � 180円 � 410円 枠 連（4－7） 1，130円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，350円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 6，330円 3 連 単 ��� 26，220円

票 数

単勝票数 計 313629 的中 � 51062（2番人気）
複勝票数 計 350421 的中 � 40805（4番人気）� 61015（3番人気）� 18478（6番人気）
枠連票数 計 123670 的中 （4－7） 8480（5番人気）
馬連票数 計 514651 的中 �� 29906（5番人気）
馬単票数 計 277453 的中 �� 8875（10番人気）
ワイド票数 計 297793 的中 �� 14115（7番人気）�� 5490（16番人気）�� 6713（13番人気）
3連複票数 計 632553 的中 ��� 7485（21番人気）
3連単票数 計 901831 的中 ��� 2493（82番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．8―12．4―12．7―12．2―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―35．1―47．5―1：00．2―1：12．4―1：24．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マリームーン �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2017．6．18 函館6着

2015．4．14生 牝2栃栗 母 クラウンアスリート 母母 クラウンフォレスト 4戦1勝 賞金 5，500，000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６日



2706310月21日 雨 重 （29東京4）第6日 第3競走 ��1，400�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
1：21．2
1：20．3

良
良

812 ラストプリマドンナ 牝2鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 424＋ 61：23．4 1．8�
710 エ ス タ ー テ 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎グリーンスウォード伊藤 伸一 新冠 長浜牧場 422＋ 21：23．71� 4．1�
45 テンワールドレイナ 牝2栗 54 三浦 皇成天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 462－ 81：24．55 6．9�
69 コ コ ロ ザ シ �2鹿 55 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 浦河 ミルファーム 444± 01：24．81� 44．9�
22 ハガキノハナ 牝2黒鹿 54

51 ▲武藤 雅本杉 芳郎氏 小桧山 悟 新ひだか グランド牧場 410－ 4 〃 ハナ 17．2�
33 ミントグリーン 牝2鹿 54 大野 拓弥�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 栄進牧場 428＋ 41：25．01 10．5	
813 ダブルミリオン 牝2芦 54 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 スカイビーチステーブル 474＋ 41：25．21� 50．5�
56 トーセンリゲル 牡2栗 55 本田 正重島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 428－ 2 〃 クビ 65．1
（船橋）

44 マウントレーニア 牝2鹿 54 岩田 康誠�ミルファーム 高橋 文雅 新冠 ラツキー牧場 436－ 61：25．41� 29．3�
68 シ ガ ー ル 牝2黒鹿54 松岡 正海 
ブルースターズファーム 田中 清隆 新ひだか 藤沢牧場 476＋ 21：25．61� 114．9�
11 フ ル コ ス ト 牡2青鹿55 的場 勇人福田 光博氏 的場 均 新ひだか 及川 幸夫 420＋ 21：25．7クビ 90．8�
57 ニシノエイユウ 牡2鹿 55

54 ☆荻野 極西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 村上 欽哉 480＋ 41：28．5大差 217．9�
711 ブ ラ フ マ ン 牡2栗 55 嶋田 純次�ミルファーム 大和田 成 浦河 中神牧場 438＋ 21：28．7� 565．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 28，693，100円 複勝： 49，906，600円 枠連： 12，115，100円
馬連： 50，838，100円 馬単： 31，728，700円 ワイド： 33，882，500円
3連複： 65，887，600円 3連単： 105，200，400円 計： 378，252，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 130円 � 140円 枠 連（7－8） 300円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 430円

ワ イ ド �� 160円 �� 270円 �� 360円

3 連 複 ��� 610円 3 連 単 ��� 1，560円

票 数

単勝票数 計 286931 的中 � 127985（1番人気）
複勝票数 計 499066 的中 � 230581（1番人気）� 70230（2番人気）� 55199（3番人気）
枠連票数 計 121151 的中 （7－8） 31018（1番人気）
馬連票数 計 508381 的中 �� 131348（1番人気）
馬単票数 計 317287 的中 �� 55184（1番人気）
ワイド票数 計 338825 的中 �� 64918（1番人気）�� 29943（2番人気）�� 20096（4番人気）
3連複票数 計 658876 的中 ��� 80358（1番人気）
3連単票数 計1052004 的中 ��� 48595（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．3―47．6―59．6―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラストプリマドンナ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．8．26 新潟2着

2015．1．30生 牝2鹿 母 シルクプリマドンナ 母母 バウンドトゥダンス 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノエイユウ号・ブラフマン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月

21日まで平地競走に出走できない。
※ブラフマン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

2706410月21日 雨 重 （29東京4）第6日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走11時45分 （芝・左）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：32．3

稍重
良

35 � デルタバローズ 牡2鹿 55 福永 祐一猪熊 広次氏 堀 宣行 米 John C.
Oxley 488 ―1：37．9 2．5�

47 エフティアテナ 牝2黒鹿54 蛯名 正義吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 422 ―1：38．64 42．7�
713 レ ア バ ー ド 牡2鹿 55 田中 勝春田中 春美氏 高市 圭二 新ひだか 田中 春美 512 ―1：38．7� 89．6�
59 ローザフェリーチェ 牝2青鹿54 M．デムーロ �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 472 ―1：38．8� 5．2�
817 ダ ジ ボ ー グ 牡2黒鹿55 岩田 康誠髙瀬 真尚氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 430 ― 〃 クビ 146．2�
510 サンダーチーフ 牡2鹿 55 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 池上 昌和 新冠 飛渡牧場 434 ― 〃 ハナ 215．1	
24 アースビヨンド 牡2黒鹿55 三浦 皇成前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 506 ―1：39．11	 16．7

11 キングジョーカ 牡2鹿 55 吉田 隼人�FTU 天間 昭一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476 ― 〃 ハナ 61．2�
816 マ ル ケ ッ サ 牝2鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 444 ―1：39．2クビ 5．3
715 ヘブンリーデイズ 牡2鹿 55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442 ― 〃 クビ 15．4�
611 トモジャタイクーン 牡2鹿 55 武 豊吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 492 ―1：39．3� 62．6�
714 ダイワダンディ 牡2栗 55 内田 博幸大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 522 ―1：39．51� 6．6�
12 ロイヤルオペラ 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム 450 ―1：39．92 131．5�
36 ロジスカーレット 牡2鹿 55 北村 宏司久米田正明氏 国枝 栄 洞
湖 レイクヴィラファーム 428 ― 〃 クビ 97．4�
48 ビスタペルフェッタ 牡2鹿 55 大野 拓弥今中 俊平氏 黒岩 陽一 日高 森永牧場 474 ―1：40．11� 386．0�
818 キンショーウィーク 牡2栗 55 吉田 豊礒野日出夫氏 田島 俊明 新冠 小泉 学 456 ―1：40．42 539．6�
612 オーフルテソーロ 牡2鹿 55 田辺 裕信了德寺健二氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 508 ―1：41．35 27．9�
23 セカイイサン 牡2黒鹿55 柴田 善臣江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 446 ―1：41．51� 353．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 39，876，100円 複勝： 45，593，600円 枠連： 16，655，100円
馬連： 56，800，700円 馬単： 26，963，600円 ワイド： 34，235，000円
3連複： 68，322，100円 3連単： 81，418，900円 計： 369，865，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 790円 � 1，380円 枠 連（3－4） 4，030円

馬 連 �� 4，580円 馬 単 �� 5，830円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 4，220円 �� 19，360円

3 連 複 ��� 98，730円 3 連 単 ��� 298，120円

票 数

単勝票数 計 398761 的中 � 131494（1番人気）
複勝票数 計 455936 的中 � 115219（1番人気）� 11970（8番人気）� 6564（11番人気）
枠連票数 計 166551 的中 （3－4） 3195（16番人気）
馬連票数 計 568007 的中 �� 9593（15番人気）
馬単票数 計 269636 的中 �� 3468（22番人気）
ワイド票数 計 342350 的中 �� 6119（15番人気）�� 2080（36番人気）�� 447（90番人気）
3連複票数 計 683221 的中 ��� 519（177番人気）
3連単票数 計 814189 的中 ��� 198（637番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．7―13．2―12．9―11．6―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―36．7―49．9―1：02．8―1：14．4―1：25．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．1
3 13（1，5）9，7（2，4）（8，18）（10，17）16（3，15）14（12，11）6 4 ・（13，5）（9，7）1（4，8，18）2（10，17）（16，15）（3，14，11）12－6

勝馬の
紹 介

�デルタバローズ �
�
父 Into Mischief �

�
母父 Hard Spun 初出走

2015．2．4生 牡2鹿 母 Sweet Seventeen 母母 Play Ballado 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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エピックアン号



2706510月21日 雨 重 （29東京4）第6日 第5競走 ��
��2，000�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
2：00．8
1：59．8

良
良

11 オブセッション 牡2鹿 55 C．ルメール �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 516 ―2：07．5 1．9�
33 � ラムセスバローズ 牡2栗 55 M．デムーロ猪熊 広次氏 木村 哲也 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

504 ―2：07．6� 4．6�
811 エイムアンドエンド 牡2鹿 55 岩田 康誠 �キャロットファーム 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 486 ―2：08．34 18．5�
710 シャイニーロケット 牡2鹿 55 吉田 豊小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 雅 牧場 456 ― 〃 アタマ 135．3�
55 アイリッシュハート 牝2鹿 54 吉田 隼人 �スピードファーム和田正一郎 新ひだか 桜井牧場 494 ―2：08．4� 105．1�
44 ロ ジ テ ィ ナ 牡2黒鹿55 内田 博幸久米田正明氏 新開 幸一 新冠 新冠橋本牧場 534 ―2：08．61� 12．6	
22 フラッシュテソーロ 牡2黒鹿55 三浦 皇成了德寺健二氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 476 ―2：08．91� 50．4

68 ボニータミノル 牝2鹿 54 松岡 正海吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 450 ―2：09．0	 80．4�
79 カフジデューク 牡2芦 55 森 泰斗加藤 守氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 462 ― 〃 クビ 13．9�

（船橋）

67 メイケイゴールド 牡2芦 55 武 豊名古屋競馬 木原 一良 登別 青藍牧場 488 ―2：09．31� 5．4�
812 アシャカータ 牡2黒鹿55 北村 宏司吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 谷川牧場 442 ―2：09．93� 114．7�
56 エンパイアソング 牡2鹿 55 武士沢友治松平 正樹氏 勢司 和浩 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 550 ―2：10．0	 126．9�
（ペンタゴン）

（12頭）

売 得 金
単勝： 38，137，500円 複勝： 48，732，900円 枠連： 11，723，100円
馬連： 56，342，500円 馬単： 32，991，100円 ワイド： 32，807，700円
3連複： 63，923，200円 3連単： 104，418，600円 計： 389，076，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 130円 � 240円 枠 連（1－3） 390円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 230円 �� 570円 �� 910円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 4，780円

票 数

単勝票数 計 381375 的中 � 165503（1番人気）
複勝票数 計 487329 的中 � 218735（1番人気）� 76170（2番人気）� 26812（6番人気）
枠連票数 計 117231 的中 （1－3） 22738（1番人気）
馬連票数 計 563425 的中 �� 96399（2番人気）
馬単票数 計 329911 的中 �� 38812（1番人気）
ワイド票数 計 328077 的中 �� 43831（2番人気）�� 13613（6番人気）�� 8105（13番人気）
3連複票数 計 639232 的中 ��� 24145（6番人気）
3連単票数 計1044186 的中 ��� 15813（9番人気）

ハロンタイム 13．6―13．1―13．4―13．0―13．3―13．4―12．8―11．6―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．6―26．7―40．1―53．1―1：06．4―1：19．8―1：32．6―1：44．2―1：55．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F34．9

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

勝馬の
紹 介

オブセッション �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Smoke Glacken 初出走

2015．4．20生 牡2鹿 母 パーシステントリー 母母 Just Reward 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※ラムセスバローズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

2706610月21日 雨 不良 （29東京4）第6日 第6競走 ��2，100�サラブレッド系3歳以上
発走13時05分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

33 コトブキホーク 牡3黒鹿55 横山 典弘尾上 松壽氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 480－ 22：09．8 5．6�
79 バ レ ッ テ ィ �3鹿 55 田辺 裕信 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 510＋ 22：09．9� 4．5�
68 ニーマルサンデー 牡3青鹿55 吉田 豊板橋 秋氏 田村 康仁 新ひだか 畠山牧場 468－ 22：10．22 3．3�
812 イルフォーコン 牡4黒鹿57 松岡 正海 H.F Association 武市 康男 浦河 福田牧場 466－ 22：10．73 5．1�
55 ロ ジ バ レ ー 牡3鹿 55 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 512＋ 22：10．8� 7．2�
22 ピサノベルベット 牝3鹿 53 北村 宏司市川義美ホール

ディングス	 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 448－ 22：11．65 40．2

56 スターフラッシュ 牡3栗 55 吉田 隼人中西 功氏 武井 亮 日高 高山牧場 464－ 2 〃 ハナ 16．3�
811 エジステンツァ 牡3鹿 55 蛯名 正義 �社台レースホース小島 太 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B484＋162：12．23� 18．7�
67 ワイドコマンダー 牡3鹿 55

54 ☆荻野 極幅田 京子氏 加用 正 日高 若林 順一 512－ 42：12．51� 93．0
11 	 ビルトアゲン 牡4黒鹿57 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 浦河 帰山 清貴 480＋ 52：12．6クビ 121．8�
44 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± 02：14．19 16．9�
710 アルティジャーノ �4鹿 57

54 ▲武藤 雅渡邉 顕三氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 458＋ 42：14．42 247．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 28，348，900円 複勝： 42，246，500円 枠連： 13，612，400円
馬連： 66，032，300円 馬単： 30，085，100円 ワイド： 36，082，100円
3連複： 76，454，100円 3連単： 99，859，800円 計： 392，721，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 170円 � 150円 � 130円 枠 連（3－7） 1，450円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 500円 �� 400円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，220円 3 連 単 ��� 9，080円

票 数

単勝票数 計 283489 的中 � 40390（4番人気）
複勝票数 計 422465 的中 � 55529（4番人気）� 69498（2番人気）� 91558（1番人気）
枠連票数 計 136124 的中 （3－7） 7237（9番人気）
馬連票数 計 660323 的中 �� 35969（6番人気）
馬単票数 計 300851 的中 �� 8988（9番人気）
ワイド票数 計 360821 的中 �� 17762（5番人気）�� 23278（3番人気）�� 27018（2番人気）
3連複票数 計 764541 的中 ��� 46792（2番人気）
3連単票数 計 998598 的中 ��� 7969（18番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．5―31．1―43．7―56．2―1：08．7―1：20．9―1：33．3―1：45．4―1：57．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コトブキホーク �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．6．19 東京11着

2014．4．7生 牡3黒鹿 母 エ ヴ ァ 母母 ラブフォーエバー 9戦2勝 賞金 16，350，000円



2706710月21日 雨 不良 （29東京4）第6日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時35分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

711 ルミナリースピン �4栗 57 吉田 隼人中村 昭博氏 奥平 雅士 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B520＋ 21：35．8 39．8�

57 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 472＋ 41：36．43� 9．0�
712 ラ ボ ー ナ 牡3鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 530－ 21：36．61� 2．2�
45 ハイアーグラウンド 牡3鹿 55 内田 博幸小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 494－ 21：37．13 21．2�
34 ラ レ ー タ 牡3栗 55

54 ☆荻野 極�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464＋ 6 〃 ハナ 3．7	

33 マイティーゴールド 牡4栗 57 田辺 裕信 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 548－18 〃 ハナ 10．7

813 オーシャンビュー 牡4鹿 57 松岡 正海冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 八木 明広 B448＋ 21：37．31� 20．4�
69 サ ン ペ ド ロ 牡4栗 57 戸崎 圭太�ラ・メール 田村 康仁 日高 豊洋牧場 468＋ 21：37．72� 22．3�
610 クインズコースト �3鹿 55 森 泰斗亀田 和弘氏 加藤 征弘 新ひだか 大滝 康晴 458－ 6 〃 クビ 142．2

（船橋）

11 ギンザマトリックス 牡4栗 57
54 ▲武藤 雅有馬 博文氏 水野 貴広 浦河 高昭牧場 450＋ 41：37．91 44．8�

814 マナツノヨノユメ 牝3鹿 53
50 ▲野中悠太郎國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 458± 01：38．43 14．2�

46 プロムナード 牡3黒鹿55 北村 宏司 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B506＋ 21：38．61� 65．4�

22 スーパーブレイク 牡3黒鹿55 岩田 康誠堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 468＋ 6 〃 ハナ 26．0�
58 テ ン キ セ キ 牝4鹿 55 柴田 大知天白 泰司氏 牧 光二 新ひだか 千代田牧場 B484＋ 21：39．13 114．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 36，058，600円 複勝： 52，118，500円 枠連： 19，060，300円
馬連： 81，464，800円 馬単： 39，302，000円 ワイド： 49，690，100円
3連複： 103，262，400円 3連単： 135，802，700円 計： 516，759，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，980円 複 勝 � 660円 � 230円 � 140円 枠 連（5－7） 920円

馬 連 �� 14，780円 馬 単 �� 31，250円

ワ イ ド �� 3，990円 �� 1，780円 �� 550円

3 連 複 ��� 14，510円 3 連 単 ��� 160，870円

票 数

単勝票数 計 360586 的中 � 7235（10番人気）
複勝票数 計 521185 的中 � 14474（10番人気）� 55121（3番人気）� 131762（1番人気）
枠連票数 計 190603 的中 （5－7） 15890（4番人気）
馬連票数 計 814648 的中 �� 4269（38番人気）
馬単票数 計 393020 的中 �� 943（74番人気）
ワイド票数 計 496901 的中 �� 3046（39番人気）�� 6990（20番人気）�� 24936（2番人気）
3連複票数 計1032624 的中 ��� 5336（50番人気）
3連単票数 計1358027 的中 ��� 612（449番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．0―46．9―59．1―1：11．4―1：23．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルミナリースピン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2015．11．1 東京3着

2013．5．20生 �4栗 母 オリジナルスピンⅡ 母母 We Love Granny 7戦2勝 賞金 16，300，000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。

2706810月21日 雨 不良 （29東京4）第6日 第8競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳以上

発走14時05分 （芝・左）
1000万円以下；負担重量は，3歳54�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
2：22．1
2：22．1

良
良

44 ヘリファルテ 牡3鹿 54 M．デムーロ �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 470± 02：29．9 3．8�
66 アドマイヤロブソン 牡3鹿 54 戸崎 圭太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 512＋10 〃 クビ 3．8�
55 ステイブラビッシモ 牡4鹿 57 田辺 裕信草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 462± 02：30．53� 6．9�
79 メイショウカミシマ 牡3黒鹿54 横山 典弘松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 448－ 6 〃 クビ 25．6�
33 フジマサエンペラー 	8黒鹿57 武 豊藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 494－ 22：30．71
 27．6�
811 コスモピクシス 牝4黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 430＋102：30．8� 100．2	
22 エフティスパークル 牡4黒鹿57 蛯名 正義吉野 英子氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 460＋102：31．11� 9．8

810 サンデームーティエ 牡3栗 54 吉田 豊戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 442－ 22：31．31
 6．6�
67 ドラゴンカップ 牡4鹿 57 福永 祐一窪田 芳郎氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 450－ 42：31．51� 28．8�
11 アジュールローズ 牡4青鹿57 C．ルメール �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 516＋ 82：33．09 4．7
78 � サイバーエレキング 牡3鹿 54 森 泰斗太田 好則氏 佐々木洋一 浦河 ヒダカフアーム B466＋ 22：35．5大差 209．9�

（大井） （船橋）

（11頭）

売 得 金
単勝： 39，262，000円 複勝： 57，257，700円 枠連： 14，358，300円
馬連： 84，520，200円 馬単： 36，528，300円 ワイド： 48，521，900円
3連複： 97，184，600円 3連単： 133，938，300円 計： 511，571，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 160円 � 180円 枠 連（4－6） 770円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，820円

ワ イ ド �� 350円 �� 620円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 8，460円

票 数

単勝票数 計 392620 的中 � 82058（1番人気）
複勝票数 計 572577 的中 � 106926（1番人気）� 93048（2番人気）� 76694（4番人気）
枠連票数 計 143583 的中 （4－6） 14293（1番人気）
馬連票数 計 845202 的中 �� 77688（1番人気）
馬単票数 計 365283 的中 �� 14982（2番人気）
ワイド票数 計 485219 的中 �� 37374（1番人気）�� 19049（10番人気）�� 27211（3番人気）
3連複票数 計 971846 的中 ��� 45431（2番人気）
3連単票数 計1339383 的中 ��� 11471（8番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―13．3―13．2―12．7―12．7―13．1―12．8―12．1―11．7―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―24．5―37．8―51．0―1：03．7―1：16．4―1：29．5―1：42．3―1：54．4―2：06．1―2：17．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヘリファルテ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Medicean デビュー 2017．4．8 中山1着

2014．4．9生 牡3鹿 母 シ ユ ー マ 母母 Sichilla 4戦3勝 賞金 23，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サイバーエレキング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月21日まで平

地競走に出走できない。
※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。



2706910月21日 雨 不良 （29東京4）第6日 第9競走 ��
��1，800�アイビーステークス

発走14時35分 （芝・左）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 161，000円 46，000円 23，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．9
1：45．9

良
良

44 コスモイグナーツ 牡2青鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 浦河 高村牧場 458± 01：51．4 64．8�
66 シャルルマーニュ 牡2鹿 55 武 豊 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 480＋10 〃 ハナ 21．5�
55 � タニノフランケル 牡2青鹿55 福永 祐一谷水 雄三氏 角居 勝彦 愛 Yuzo Tani-

mizu 526± 01：51．61	 2．8�
33 キボウノダイチ 牡2黒鹿55 吉田 豊三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 カナイシスタッド 480± 01：51．81 30．7�
22 フラットレー 牡2青鹿55 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 478± 0 〃 ハナ 1．8	
77 
 トーセンブル 牡2黒鹿55 本田 正重島川 
哉氏 山中 尊徳 日高 有限会社 エ

スティファーム 424＋101：53．18 179．8�
（船橋） （船橋）

11 シュバルツボンバー 牡2鹿 55 M．デムーロ�KTレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B504－ 6 （競走中止） 5．1�
（7頭）

売 得 金
単勝： 73，960，800円 複勝： 56，528，800円 枠連： 発売なし
馬連： 80，667，000円 馬単： 58，565，700円 ワイド： 38，044，400円
3連複： 82，332，500円 3連単： 274，809，400円 計： 664，908，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，480円 複 勝 � 1，950円 � 700円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 12，610円 馬 単 �� 33，420円

ワ イ ド �� 1，990円 �� 1，130円 �� 460円

3 連 複 ��� 5，990円 3 連 単 ��� 90，800円

票 数

単勝票数 計 739608 的中 � 9687（6番人気）
複勝票数 計 565288 的中 � 11106（6番人気）� 33361（4番人気）
馬連票数 計 806670 的中 �� 4954（15番人気）
馬単票数 計 585657 的中 �� 1314（31番人気）
ワイド票数 計 380444 的中 �� 4636（14番人気）�� 8382（10番人気）�� 23142（4番人気）
3連複票数 計 823325 的中 ��� 10306（14番人気）
3連単票数 計2748094 的中 ��� 2194（107番人気）

ハロンタイム 13．3―11．8―11．9―12．5―12．9―12．9―11．8―11．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．1―37．0―49．5―1：02．4―1：15．3―1：27．1―1：38．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．0―3F36．1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモイグナーツ 
�
父 エイシンフラッシュ 

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．6．11 東京6着

2015．2．24生 牡2青鹿 母 ナ パ 母母 ラヴァーズチェイス 4戦2勝 賞金 22，761，000円
〔発走状況〕 トーセンブル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 シュバルツボンバー号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。
※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。

2707010月21日 雨 不良 （29東京4）第6日 第10競走 ��
��1，600�

しゅうれい

秋嶺ステークス
発走15時10分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下，28．10．22以降29．10．15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
1：33．8
1：33．3

重
良

47 クインズサターン 牡4芦 56 戸崎 圭太 �クイーンズ・ランチ 野中 賢二 新ひだか 佐竹 学 B466－ 41：35．2 2．3�
12 メガオパールカフェ 牡6栗 52 蛯名 正義西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 544＋101：35．73 163．5�
510 オールマンリバー 牡5黒鹿56 武 豊三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 506－ 2 〃 クビ 5．7�
36 レッドオルバース 牡5栗 55 内田 博幸 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 502－ 21：36．02 7．0�
714 エ ネ ス ク 牡4鹿 57 田辺 裕信桐谷 茂氏 和田 雄二 新冠 須崎牧場 510＋ 21：36．1� 12．6�
48 ベルウッドケルン 牡5栗 54 江田 照男鈴木 照雄氏 本間 忍 伊達 高橋農場 488＋121：36．31� 281．8	
713 ガンサリュート 牡3黒鹿53 福永 祐一 
キャロットファーム 安田 隆行 新ひだか 木村 秀則 508－ 21：36．72� 22．9�
23 シャドウチェイサー 	5黒鹿56 C．ルメール 飯塚 知一氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 478－ 21：36．91� 16．6�
612 ロードフォワード 牡6青鹿53 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか ケイアイファーム 452＋ 2 〃 ハナ 36．9
815
 サンライズネオ 牡7黒鹿54 柴田 大知松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 480－ 41：37．0� 67．2�
59 ヨ シ オ 牡4鹿 55 荻野 極仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 472－ 81：37．21� 47．2�
11 ウインフェニックス 牡6鹿 55 松岡 正海�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 482＋ 2 〃 ハナ 14．3�
35 ドラゴンシュバリエ 牡4芦 54 岩田 康誠窪田 芳郎氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 500－ 21：37．83� 6．7�
816 メイクアップ 牡6栗 54 森 泰斗岡 浩二氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 472＋ 21：38．43� 105．5�

（船橋）

611
 スティンライクビー 	5青鹿52 柴田 善臣 �ローレルレーシング 竹内 正洋 青森 ワールドファーム 472＋ 41：38．82� 117．1�
24 
 スリーアロー 牝6黒鹿52 武士沢友治松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 490－ 81：39．01� 54．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，227，800円 複勝： 86，015，400円 枠連： 34，897，300円
馬連： 151，399，400円 馬単： 60，650，400円 ワイド： 76，995，300円
3連複： 198，093，400円 3連単： 250，503，300円 計： 914，782，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 1，820円 � 160円 枠 連（1－4） 1，700円

馬 連 �� 17，680円 馬 単 �� 20，260円

ワ イ ド �� 4，740円 �� 290円 �� 6，650円

3 連 複 ��� 19，840円 3 連 単 ��� 121，230円

票 数

単勝票数 計 562278 的中 � 190948（1番人気）
複勝票数 計 860154 的中 � 209365（1番人気）� 7530（14番人気）� 149932（2番人気）
枠連票数 計 348973 的中 （1－4） 15888（6番人気）
馬連票数 計1513994 的中 �� 6634（42番人気）
馬単票数 計 606504 的中 �� 2245（60番人気）
ワイド票数 計 769953 的中 �� 3780（47番人気）�� 80351（1番人気）�� 2683（55番人気）
3連複票数 計1980934 的中 ��� 7486（59番人気）
3連単票数 計2505033 的中 ��� 1498（335番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．0―11．5―12．3―12．5―12．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―22．6―33．6―45．1―57．4―1：09．9―1：22．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クインズサターン �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．8．29 札幌1着

2013．5．7生 牡4芦 母 ケイアイベローナ 母母 レディベローナ 12戦5勝 賞金 84，799，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 エバーキュート号・カフェリュウジン号・グラスエトワール号・コアレスキング号・ハルクンノテソーロ号・

フレンドスイート号
※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。



2707110月21日 雨 不良 （29東京4）第6日 第11競走 ��
��1，600�第20回富士ステークス（ＧⅢ）

発走15時45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，3歳54�4歳以上56�，牝馬
2�減，28．10．22以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走
またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走
（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，28．10．21以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1
着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただ
し2歳時の成績を除く）

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 525，000円 150，000円 75，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

46 エアスピネル 牡4栗 57 武 豊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 476－ 41：34．8 3．9�
815 イスラボニータ 牡6黒鹿58 C．ルメール �社台レースホース栗田 博憲 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 41：35．12 5．0�
713 ク ル ー ガ ー 牡5黒鹿57 内田 博幸 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 530＋ 21：35．2� 35．7�
22 レッドアンシェル 牡3青鹿54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 444＋ 21：35．41	 31．3�
35 ペルシアンナイト 牡3黒鹿55 M．デムーロ�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 476－ 21：35．61� 4．0	
11 サトノアレス 牡3黒鹿54 大野 拓弥里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 510± 01：35．7� 15．3

34 ガリバルディ 牡6鹿 56 岩田 康誠 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 502－ 21：35．8� 27．3�
23 ブラックムーン 牡5鹿 56 戸崎 圭太 Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 490－141：35．9クビ 31．9�
611 グランシルク 牡5鹿 57 田辺 裕信 �シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 510＋ 6 〃 クビ 4．7
712 ミュゼエイリアン 
5鹿 56 北村 宏司菊地 祐司氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 476＋101：36．11� 200．3�
47 マイネルアウラート 牡6黒鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 41：36．2クビ 32．6�
58 ロードクエスト 牡4鹿 56 池添 謙一 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 458＋ 41：36．3� 13．8�
610 クラリティシチー 牡6鹿 56 吉田 隼人 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新冠 パカパカ

ファーム 490－ 21：36．62 45．2�
59 ジョーストリクトリ 牡3鹿 56 荻野 極上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 500± 01：37．13 107．3�
814 ダイワリベラル 牡6黒鹿56 田中 勝春大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B526＋161：38．16 104．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 175，014，800円 複勝： 253，866，600円 枠連： 84，594，900円
馬連： 566，289，500円 馬単： 211，924，700円 ワイド： 293，340，200円
3連複： 864，226，400円 3連単： 1，237，680，000円 計： 3，686，937，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 200円 � 780円 枠 連（4－8） 1，000円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 2，120円

ワ イ ド �� 450円 �� 2，250円 �� 2，850円

3 連 複 ��� 12，820円 3 連 単 ��� 50，980円

票 数

単勝票数 計1750148 的中 � 357117（1番人気）
複勝票数 計2538666 的中 � 480399（1番人気）� 362291（4番人気）� 62039（12番人気）
枠連票数 計 845949 的中 （4－8） 65037（5番人気）
馬連票数 計5662895 的中 �� 403594（4番人気）
馬単票数 計2119247 的中 �� 74870（9番人気）
ワイド票数 計2933402 的中 �� 183634（4番人気）�� 31945（29番人気）�� 25089（35番人気）
3連複票数 計8642264 的中 ��� 50556（44番人気）
3連単票数 計12376800 的中 ��� 17598（173番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．6―47．8―59．8―1：11．0―1：22．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．0
3 ・（2，7）（6，9，10）（5，15）（1，8）（11，12）（4，14）（3，13） 4 ・（2，6，7，10）（5，9，15）（1，8，4，11，12）（13，14）3

勝馬の
紹 介

エアスピネル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．9．12 阪神1着

2013．2．10生 牡4栗 母 エアメサイア 母母 エアデジャヴー 14戦4勝 賞金 304，325，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりエアスピネル号は，マイルチャンピオンシップ（GⅠ）競走に優先出走できる。

2707210月21日 雨 不良 （29東京4）第6日 第12競走 ��
��1，300�サラブレッド系3歳以上

発走16時25分 （ダート・左）
1000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

510 タイセイプレシャス �5栗 57 森 泰斗田中 成奉氏 池上 昌弘 新ひだか 前谷 武志 468＋ 21：17．0 99．2�
（船橋）

23 ファームフェイス 牝3鹿 53 武 豊�G1レーシング 笹田 和秀 安平 追分ファーム 464＋ 41：17．1	 4．3�
59 シゲルゴホウサイ 牝5鹿 55 北村 宏司森中 蕃氏 森田 直行 新冠 中央牧場 444－ 61：17．31
 60．5�
47 � サウンドジャンゴ 牡5鹿 57 田辺 裕信増田 雄一氏 和田 正道 米 Hibiscus

Stables B514－ 6 〃 クビ 47．4�
48 アフターバーナー 牡3鹿 55 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B516＋ 41：17．4クビ 14．0�
714 タッチシタイ 牡7栗 57 岩田 康誠小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 496＋ 41：17．61 106．9	
816 ケンコンイッテキ 牡4青鹿57 吉田 隼人 �CHEVAL AT-

TACHE 田島 俊明 新冠 ハシモトフアーム 504＋ 41：17．81
 6．8

815 フクノグリュック 牡5鹿 57 横山 典弘福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社

ケイズ 504＋ 8 〃 クビ 26．3�
713 ラミアカーサ 牝5栗 55

52 ▲武藤 雅藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 株式会社
ノースヒルズ 448＋ 41：17．9� 92．0�

611 ス ズ カ ゼ 牝3鹿 53 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 478± 0 〃 クビ 72．3

612 ダ ウ ト レ ス �6鹿 57 江田 照男�ノースヒルズ 小島 太 新冠 株式会社
ノースヒルズ 516＋ 61：18．11
 27．4�

12 � アジアンテースト 牡5鹿 57 松岡 正海馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Gerson
Racing 546＋ 21：18．84 28．3�

24 ブランオラージュ 牡3芦 55 戸崎 圭太ディアレストクラブ� 田村 康仁 新ひだか 増本牧場 436± 0 〃 アタマ 9．3�
11 レ レ マ ー マ 牡5栗 57 C．ルメール 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 540＋121：18．9クビ 3．5�
35 メイショウジーク 牡3鹿 55 福永 祐一松本 好�氏 中内田充正 浦河 赤田牧場 472＋ 41：19．11
 4．7�
36  バーサーカー 牡5栗 57 田中 勝春香川 憲次氏 高市 圭二 日高 広富牧場 494－ 21：19．84 123．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 83，263，500円 複勝： 110，293，800円 枠連： 49，281，400円
馬連： 182，387，300円 馬単： 78，071，500円 ワイド： 105，966，000円
3連複： 243，959，300円 3連単： 329，819，400円 計： 1，183，042，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，920円 複 勝 � 1，790円 � 180円 � 910円 枠 連（2－5） 5，260円

馬 連 �� 16，730円 馬 単 �� 51，770円

ワ イ ド �� 5，900円 �� 16，400円 �� 4，220円

3 連 複 ��� 240，430円 3 連 単 ��� 2，780，450円

票 数

単勝票数 計 832635 的中 � 6711（14番人気）
複勝票数 計1102938 的中 � 13241（14番人気）� 209879（1番人気）� 27181（10番人気）
枠連票数 計 492814 的中 （2－5） 7255（17番人気）
馬連票数 計1823873 的中 �� 8445（41番人気）
馬単票数 計 780715 的中 �� 1131（110番人気）
ワイド票数 計1059660 的中 �� 4643（54番人気）�� 1656（96番人気）�� 6523（41番人気）
3連複票数 計2439593 的中 ��� 761（345番人気）
3連単票数 計3298194 的中 ��� 86（2440番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―17．9―29．2―40．9―52．7―1：04．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．1
3 9（3，16）（2，1）（5，12）4，11，7－（8，14，15）－10－13，6 4 9（3，16）（2，1，12）5－（7，4）（8，14，11）15－10－13－6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイセイプレシャス �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 Singspiel デビュー 2014．10．19 東京16着

2012．3．5生 �5栗 母 クイーンオブハルカ 母母 クイーンオブスターズ 29戦4勝 賞金 52，140，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ツウローゼズ号・ノーブルヴィーナス号・マテラスカイ号
※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。



（29東京4）第6日 10月21日（土曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後不良
不良

競走回数 12回 出走頭数 163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

266，170，000円
5，060，000円
21，210，000円
1，470，000円
29，430，000円
66，758，500円
4，493，000円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
659，078，300円
877，002，400円
283，098，900円
1，484，366，600円
663，263，200円
816，215，900円
2，001，607，900円
2，936，490，700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 9，721，123，900円

総入場人員 24，166名 （有料入場人員 21，614名）
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