
2708510月28日 曇 良 （29東京4）第8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

510 イサチルルンルン 牝2鹿 54 C．ルメール 小坂 功氏 竹内 正洋 浦河 小葉松 幸雄 430－ 21：26．7 1．9�
59 リードザウインド 牝2青鹿54 三浦 皇成吉田 照哉氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 456－ 61：26．8� 3．7�
11 コウギョウブライト 牡2芦 55 北村 宏司菊地 捷士氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 460－ 41：27．22� 22．6�
714 ハッピーオーキッド 牝2鹿 54 松岡 正海馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 468－12 〃 ハナ 5．7�
12 シーズラック 牝2鹿 54 蛯名 正義坂巻 勝彦氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 488± 01：27．52 43．5�
48 クラウンミリオン 牡2鹿 55 吉田 豊矢野まり子氏 伊藤 伸一 日高 クラウン日高牧場 468± 01：27．6� 100．4�
815 ヴァローレネロ 牡2青 55

52 ▲武藤 雅程田 真司氏 矢野 英一 日高 チャンピオン
ズファーム 434－ 21：28．02� 32．8	

612 ボ ン テ ン 牡2鹿 55
52 ▲野中悠太郎田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 荻伏三好フ

アーム 446－ 41：28．32 86．1

611 ランドキングスター 牡2鹿 55 柴田 善臣木村 昌三氏 本間 忍 日高 日西牧場 496＋ 61：28．51 19．2�
47 マイネルアンドゥミ 牡2芦 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 434＋101：28．92� 23．3

35 グランカナーレ 牡2栗 55 的場 勇人浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 上井農場 458－ 21：29．21� 299．3�
24 ト サ イ チ 牡2鹿 55 宮崎 光行林 啓二氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 450＋ 21：29．51� 208．8�

（北海道）

713 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 B478＋ 21：29．71 265．9�

23 デルマミモザ 牝2鹿 54 田中 勝春浅沼 廣幸氏 的場 均 むかわ 東振牧場 420± 01：30．02 148．3�
36 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 472－ 21：30．95 255．6�
816 カシノレガーメ 牡2黒鹿55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 野島牧場 454＋ 41：31．11� 290．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，676，200円 複勝： 40，216，700円 枠連： 16，233，900円
馬連： 57，997，600円 馬単： 31，353，700円 ワイド： 37，292，500円
3連複： 80，734，000円 3連単： 112，022，800円 計： 411，527，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 130円 � 390円 枠 連（5－5） 340円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 160円 �� 870円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 1，990円 3 連 単 ��� 5，980円

票 数

単勝票数 計 356762 的中 � 151347（1番人気）
複勝票数 計 402167 的中 � 147677（1番人気）� 81532（2番人気）� 13320（8番人気）
枠連票数 計 162339 的中 （5－5） 35985（1番人気）
馬連票数 計 579976 的中 �� 139523（1番人気）
馬単票数 計 313537 的中 �� 44795（1番人気）
ワイド票数 計 372925 的中 �� 78826（1番人気）�� 9042（11番人気）�� 6376（15番人気）
3連複票数 計 807340 的中 ��� 30290（5番人気）
3連単票数 計1120228 的中 ��� 13581（14番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．3―12．9―12．6―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．3―36．6―49．5―1：02．1―1：14．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イサチルルンルン �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ハウスバスター デビュー 2017．7．15 福島5着

2015．4．2生 牝2鹿 母 テンセイフジ 母母 ハローメルヘン 4戦1勝 賞金 8，450，000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 マリノエクスプレス号
※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。

2708610月28日 曇 良 （29東京4）第8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

814 アンブロジオ 牡2栗 55 C．ルメール �シルクレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440－ 81：35．1 5．8�

23 ブ シ ョ ウ 牡2栗 55 田辺 裕信�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 478－ 61：35．42 3．7�
46 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 452－ 41：35．5� 18．0�
58 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 470＋ 2 〃 ハナ 15．8�
611 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 438＋ 21：35．81� 14．5	
59 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 490＋ 21：35．9� 29．0

22 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 480＋ 21：36．11� 26．4�
815 ロードジパング 牡2栗 55 内田 博幸 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 448＋ 21：36．41� 68．9�
713 ミツオサウスポー 牡2栗 55 戸崎 圭太菊地 祐司氏 大江原 哲 むかわ 上水牧場 512＋ 21：36．5� 2．2
35 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 418＋ 21：36．6� 293．0�
47 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 454－ 21：36．81 103．9�
712 ショウナンパーリオ 牡2黒鹿 55

52 ▲野中悠太郎国本 哲秀氏 竹内 正洋 新ひだか 静内フアーム 454＋ 4 〃 アタマ 363．6�
610 アーバンブラック 牡2青鹿55 石橋 脩西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 452＋12 〃 クビ 166．0�
34 ハローダーリン 牡2鹿 55 武士沢友治井上 久光氏 柴田 政人 新ひだか 山口 忠彦 468－101：37．01	 343．8�
11 サノノバクシン 牡2鹿 55 柴山 雄一佐野 信幸氏 堀井 雅広 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 508± 01：39．8大差 442．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 33，380，900円 複勝： 50，318，800円 枠連： 13，832，400円
馬連： 57，810，000円 馬単： 30，740，300円 ワイド： 39，316，400円
3連複： 78，137，600円 3連単： 102，450，600円 計： 405，987，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 220円 � 150円 � 360円 枠 連（2－8） 900円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，450円 �� 670円

3 連 複 ��� 4，320円 3 連 単 ��� 20，050円

票 数

単勝票数 計 333809 的中 � 47810（3番人気）
複勝票数 計 503188 的中 � 57313（3番人気）� 115069（2番人気）� 28389（6番人気）
枠連票数 計 138324 的中 （2－8） 11886（4番人気）
馬連票数 計 578100 的中 �� 39235（3番人気）
馬単票数 計 307403 的中 �� 9912（8番人気）
ワイド票数 計 393164 的中 �� 23994（3番人気）�� 6500（16番人気）�� 15083（8番人気）
3連複票数 計 781376 的中 ��� 13554（13番人気）
3連単票数 計1024506 的中 ��� 3703（61番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．4―12．1―12．6―11．9―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．0―47．1―59．7―1：11．6―1：23．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンブロジオ �
�
父 ローズキングダム �

�
母父 Songandaprayer デビュー 2017．9．2 札幌2着

2015．3．5生 牡2栗 母 アンティフォナ 母母 Snatched 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サノノバクシン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月28日まで平地競

走に出走できない。

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８日



2708710月28日 曇 良 （29東京4）第8日 第3競走 ��
��2，000�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
2：00．8
1：59．8

良
良

68 ジェネラーレウーノ 牡2青鹿55 C．ルメール �Gリビエール・
レーシング 矢野 英一 日高 新生ファーム 496＋102：03．4 2．9�

67 アイリッシュクライ 牡2黒鹿55 戸崎 圭太山田 弘氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 484＋ 42：03．72 2．5�
44 ニシノマメフク 牝2鹿 54 大野 拓弥西山 茂行氏 中舘 英二 新ひだか 本桐牧場 466－ 22：04．01� 5．3�
33 マ ノ ン 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム 436－ 22：04．32 66．8�
22 ジェイケイバスター 牝2鹿 54 三浦 皇成小谷野次郎氏 柴田 政人 新冠 村上 欽哉 446－ 82：04．4� 61．5	
56 ロゼフェニックス 牡2黒鹿 55

52 ▲武藤 雅髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 428－ 2 〃 クビ 25．6

710 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 482＋ 42：04．5クビ 13．4�
812 トランスパレント 牡2鹿 55 田辺 裕信 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 494± 0 〃 クビ 77．6�
11 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 442＋ 82：04．6クビ 18．0
55 ノチェブランカ 牝2芦 54 V．シュミノー 吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B442－ 62：04．91� 26．3�

（仏）

79 ロビンズソング 牡2黒鹿55 内田 博幸吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 518－ 22：05．22 213．9�
811 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 544－ 22：05．62� 58．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 33，594，800円 複勝： 48，403，000円 枠連： 13，743，600円
馬連： 58，015，100円 馬単： 28，218，700円 ワイド： 36，590，700円
3連複： 73，212，900円 3連単： 98，820，400円 計： 390，599，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 110円 � 130円 枠 連（6－6） 400円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 170円 �� 270円 �� 240円

3 連 複 ��� 480円 3 連 単 ��� 2，270円

票 数

単勝票数 計 335948 的中 � 95163（2番人気）
複勝票数 計 484030 的中 � 84600（2番人気）� 165465（1番人気）� 76688（3番人気）
枠連票数 計 137436 的中 （6－6） 26428（2番人気）
馬連票数 計 580151 的中 �� 117399（1番人気）
馬単票数 計 282187 的中 �� 27347（2番人気）
ワイド票数 計 365907 的中 �� 62337（1番人気）�� 30828（3番人気）�� 35745（2番人気）
3連複票数 計 732129 的中 ��� 113784（1番人気）
3連単票数 計 988204 的中 ��� 31442（2番人気）

ハロンタイム 13．2―12．5―12．3―13．1―13．0―12．9―12．3―11．5―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．7―38．0―51．1―1：04．1―1：17．0―1：29．3―1：40．8―1：51．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジェネラーレウーノ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ロックオブジブラルタル デビュー 2017．7．23 函館3着

2015．1．27生 牡2青鹿 母 シャンハイロック 母母 ニシノローズ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2708810月28日 曇 良 （29東京4）第8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

713 プロミストリープ 牝2栗 54 V．シュミノー �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 478 ―1：25．0 4．7�
（仏）

36 レーヌダンス 牝2青鹿54 福永 祐一酒井 喜生氏 矢野 英一 新ひだか 小河 豊水 446 ―1：26．59 16．3�
714 タイキサターン 牡2黒鹿55 C．ルメール�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 474 ―1：26．6クビ 2．3�
35 グランロックハート 牡2鹿 55 田辺 裕信飯田 訓大氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 500 ―1：27．13 6．0�
815 テイエムボンバー 牡2黒鹿55 戸崎 圭太竹園 正繼氏 山内 研二 新冠 タニグチ牧場 476 ―1：27．31� 5．9�
510 キョウエイソフィア 牝2鹿 54

51 ▲武藤 雅田中 晴夫氏 萱野 浩二 新ひだか 藤沢牧場 436 ―1：28．68 80．2	
12 トーアスサノオー 牡2栗 55 江田 照男高山ランド
 星野 忍 豊浦トーア牧場 454 ―1：28．92 27．2�
59 キ ー ア レ ス 牡2青鹿55 吉田 豊北前孔一郎氏 高橋 文雅 新冠 中本牧場 504 ―1：29．0� 74．1�
23 プリズムレイン 牡2鹿 55 中谷 雄太堀口 晴男氏 新開 幸一 日高 日西牧場 464 ―1：29．1� 119．5
48 ダテノイグナイト 牡2栗 55

52 ▲野中悠太郎関 駿也氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 456 ―1：29．31� 97．2�
11 ローズピルグリム 牝2青鹿54 柴田 大知�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 鵜木 唯義 420 ―1：29．72 55．2�
24 ソロフレーズ 牡2青鹿55 大野 拓弥 H.H．シェイク・モハメド 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458 ―1：31．29 56．9�
47 カシノサクラッコ 牝2栗 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 今 牧場 484 ―1：31．3� 210．0�
611 トミケンフィーナ 牝2鹿 54 松岡 正海冨樫 賢二氏 竹内 正洋 新ひだか 田中 裕之 428 ―1：31．62 181．1�
612 オメガシンドバッド 牡2鹿 55 北村 宏司原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 444 ―1：32．23� 88．2�
816 ヘ キ ギ ョ ク 牡2鹿 55 武士沢友治ライオンレースホース
 根本 康広 新ひだか 高橋 修 538 ― （競走中止） 73．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，278，900円 複勝： 38，514，100円 枠連： 18，733，100円
馬連： 49，774，900円 馬単： 27，871，000円 ワイド： 32，379，100円
3連複： 64，808，900円 3連単： 85，134，400円 計： 352，494，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 300円 � 120円 枠 連（3－7） 390円

馬 連 �� 2，850円 馬 単 �� 4，920円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 290円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，320円 3 連 単 ��� 17，490円

票 数

単勝票数 計 352789 的中 � 62416（2番人気）
複勝票数 計 385141 的中 � 61351（2番人気）� 22413（5番人気）� 115093（1番人気）
枠連票数 計 187331 的中 （3－7） 37121（1番人気）
馬連票数 計 497749 的中 �� 13527（8番人気）
馬単票数 計 278710 的中 �� 4243（16番人気）
ワイド票数 計 323791 的中 �� 7542（10番人気）�� 31682（1番人気）�� 12471（7番人気）
3連複票数 計 648089 的中 ��� 20905（5番人気）
3連単票数 計 851344 的中 ��� 3528（39番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．0―35．8―48．1―1：00．4―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プロミストリープ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2015．2．6生 牝2栗 母 プロミストスパーク 母母 プ レ イ ン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ヘキギョク号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ソロフレーズ号・カシノサクラッコ号・トミケンフィーナ号・オメガシンドバッド号は，「タイムオーバー

による出走制限」のため，平成29年11月28日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 クグロフ号・スターライトキス号・ディアベリンダ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



2708910月28日 曇 良 （29東京4）第8日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時35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

713 リリーノーブル 牝2鹿 54 内田 博幸 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 502 ―1：35．5 4．7�
510 アイアムヒメ 牝2栗 54 柴田 善臣玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 460 ―1：36．13� 82．6�
816 ナスノカツラ 牝2黒鹿54 田辺 裕信�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 452 ―1：36．2� 38．6�
48 オースオブゴールド 牝2栗 54 V．シュミノー 吉田 勝己氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 434 ―1：36．3� 6．1�

（仏）

12 カーロバンビーナ 牝2鹿 54 C．ルメール �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 414 ― 〃 ハナ 2．0	
23 スマートアエロ 牝2青鹿54 横山 典弘大川 徹氏 石橋 守 新ひだか 飛野牧場 458 ― 〃 アタマ 68．8

24 フォーチュンリング 牝2鹿 54

51 ▲武藤 雅 �グリーンファーム奥村 武 安平 ノーザンファーム 442 ―1：36．4クビ 28．7�
59 アモーレミオ 牝2芦 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476 ―1：36．5� 16．8
47 ボードウォーク 牝2鹿 54 中谷 雄太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか 橋本牧場 450 ―1：36．82 31．1�
35 メジャーマジック 牝2鹿 54 三浦 皇成 �社台レースホース橋口 慎介 千歳 社台ファーム 498 ― 〃 アタマ 21．8�
815 オデュッセイア 牝2栗 54 大野 拓弥吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 458 ―1：37．01� 64．9�
36 レッドテオドーラ 牝2鹿 54 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 456 ― 〃 クビ 17．0�
612 ヴィルジェン 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 浦河 モトスファーム 420 ―1：37．21� 127．7�
11 ヤンソンノユウワク 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎内田 玄祥氏 根本 康広 えりも 能登 浩 430 ―1：37．51� 362．3�
611 シバノキャンドル 牝2鹿 54 武士沢友治柴 一男氏 星野 忍 新ひだか 竹内 良一 458 ―1：38．45 317．9�
714 インペリオーソ 牝2青鹿54 柴山 雄一吉岡 泰治氏 松山 将樹 新ひだか 松本牧場 474 ―1：38．61� 405．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，447，100円 複勝： 40，861，300円 枠連： 18，180，700円
馬連： 61，859，200円 馬単： 31，824，900円 ワイド： 36，875，000円
3連複： 72，333，000円 3連単： 91，562，300円 計： 398，943，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 1，140円 � 650円 枠 連（5－7） 2，860円

馬 連 �� 9，550円 馬 単 �� 18，040円

ワ イ ド �� 2，600円 �� 1，960円 �� 9，990円

3 連 複 ��� 60，950円 3 連 単 ��� 275，440円

票 数

単勝票数 計 454471 的中 � 80080（2番人気）
複勝票数 計 408613 的中 � 84735（2番人気）� 7573（12番人気）� 13926（9番人気）
枠連票数 計 181807 的中 （5－7） 4915（12番人気）
馬連票数 計 618592 的中 �� 5017（29番人気）
馬単票数 計 318249 的中 �� 1323（53番人気）
ワイド票数 計 368750 的中 �� 3665（29番人気）�� 4923（20番人気）�� 936（65番人気）
3連複票数 計 723330 的中 ��� 890（143番人気）
3連単票数 計 915623 的中 ��� 241（658番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．3―36．4―48．6―1：00．9―1：12．4―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リリーノーブル �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2015．3．15生 牝2鹿 母 ピュアチャプレット 母母 バプティスタ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2709010月28日 曇 良 （29東京4）第8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 ケイブルグラム 牡4鹿 57 C．ルメール �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B524＋ 42：14．6 1．5�
55 オ ー ル デ ン 牡3鹿 55 田辺 裕信金山 敏也氏 小西 一男 浦河 金成吉田牧場 446＋ 6 〃 アタマ 3．6�
66 � キ ン グ リ オ 牡5鹿 57 大野 拓弥窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 500－ 4 〃 アタマ 14．7�
88 ファンドレイザー �4鹿 57 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510＋ 22：14．7� 27．5�
44 ジェイケイライジン 牡3栗 55 三浦 皇成小谷野次郎氏 柴田 政人 浦河 富塚ファーム 474－ 42：14．91 11．1�
11 フラッグアドミラル 牡3黒鹿 55

52 ▲武藤 雅岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 452－ 42：15．43 21．8	
77 イージーマネー 牡3芦 55 福永 祐一丸山 担氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 480－ 42：16．14 16．3

22 ニシノオラクル 牡3栗 55

52 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 ガーベラパー
クスタツド 442－ 22：17．8大差 49．4�

（8頭）

売 得 金
単勝： 31，055，700円 複勝： 73，597，400円 枠連： 発売なし
馬連： 48，941，300円 馬単： 35，801，400円 ワイド： 27，780，600円
3連複： 53，264，000円 3連単： 143，129，900円 計： 413，570，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 110円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 280円

ワ イ ド �� 140円 �� 250円 �� 350円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 1，180円

票 数

単勝票数 計 310557 的中 � 162927（1番人気）
複勝票数 計 735974 的中 � 538738（1番人気）� 84994（2番人気）� 26797（3番人気）
馬連票数 計 489413 的中 �� 172754（1番人気）
馬単票数 計 358014 的中 �� 94089（1番人気）
ワイド票数 計 277806 的中 �� 68312（1番人気）�� 24314（2番人気）�� 15834（6番人気）
3連複票数 計 532640 的中 ��� 71126（2番人気）
3連単票数 計1431299 的中 ��� 87494（2番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―19．2―32．4―45．8―59．1―1：12．8―1：24．4―1：36．6―1：49．0―2：01．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F38．0
1
3
1，5（2，8）6－3－7－4・（1，5）8，3－（2，6）－4－7

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

勝馬の
紹 介

ケイブルグラム �

父 ディープインパクト �


母父 Awesome Again デビュー 2015．11．21 東京5着

2013．5．14生 牡4鹿 母 ジンジャーパンチ 母母 Nappelon 15戦3勝 賞金 40，543，000円



2709110月28日 曇 良 （29東京4）第8日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時35分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

48 アオイサンシャイン 牝4黒鹿55 内田 博幸新谷 幸義氏 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 520＋ 61：26．1 3．1�

35 ウィズエモーション 牝4鹿 55 田辺 裕信 �社台レースホース栗田 博憲 千歳 社台ファーム 484＋ 41：26．2� 6．1�
714 ヒ ル ダ 牝4栗 55

52 ▲武藤 雅吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 466± 01：26．41� 18．0�
816 ペルルクロシュ 牝4黒鹿55 柴山 雄一ディアレストクラブ� 小笠 倫弘 新冠 赤石 久夫 442－ 21：26．5� 9．1�
59 ビーチマリカ 牝3芦 53 福永 祐一谷掛 龍夫氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 476－ 41：26．6� 5．8	
12 スールキートス 牝5黒鹿55 吉田 豊�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 494－10 〃 クビ 6．5

611 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 452－ 4 〃 ハナ 90．7�
11 	 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 B474－ 21：26．81� 14．7�
36 メイスンラック 牝3黒鹿53 三浦 皇成梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 下河辺牧場 456＋ 41：26．9� 27．9
23 ヤマイチジャスティ 牝4鹿 55 田中 勝春菊地 祐司氏 高市 圭二 浦河 信岡牧場 486± 01：27．22 8．7�
24 レイクキャリー 牝3青鹿53 横山 典弘 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 440＋ 8 〃 ハナ 167．9�
47 オリジナルデザイン 牝3栗 53 柴田 善臣�明栄商事 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム 478＋ 41：27．4� 55．4�
510 カゼニモマケズ 牝5栗 55 武士沢友治江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 462＋161：27．72 269．5�
713	 プリマレジェンド 牝4栗 55

52 ▲野中悠太郎�G1レーシング 中川 公成 千歳 社台ファーム 486－ 41：27．8クビ 66．0�
612 フジマサクイーン 牝3鹿 53 柴田 大知藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 斉藤スタッド B448＋ 41：28．11� 100．2�
815	 ココロノキャンバス 牝4栗 55 菅原 隆一田頭 勇貴氏 石毛 善彦 日高 いとう牧場 406－ 41：28．52� 373．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，225，500円 複勝： 52，519，400円 枠連： 19，433，600円
馬連： 80，158，800円 馬単： 33，625，300円 ワイド： 46，232，100円
3連複： 100，828，600円 3連単： 116，892，100円 計： 479，915，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 210円 � 510円 枠 連（3－4） 790円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，450円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 7，060円 3 連 単 ��� 26，940円

票 数

単勝票数 計 302255 的中 � 76685（1番人気）
複勝票数 計 525194 的中 � 129453（1番人気）� 63477（3番人気）� 19245（8番人気）
枠連票数 計 194336 的中 （3－4） 19007（2番人気）
馬連票数 計 801588 的中 �� 57980（2番人気）
馬単票数 計 336253 的中 �� 12872（2番人気）
ワイド票数 計 462321 的中 �� 29369（2番人気）�� 7884（17番人気）�� 5143（25番人気）
3連複票数 計1008286 的中 ��� 10704（26番人気）
3連単票数 計1168921 的中 ��� 3145（84番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―12．5―12．7―12．2―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．6―37．1―49．8―1：02．0―1：13．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アオイサンシャイン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2015．8．2 新潟2着

2013．4．2生 牝4黒鹿 母 ツーオブハート 母母 プレイアローン 16戦2勝 賞金 33，525，000円

2709210月28日 曇 良 （29東京4）第8日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走14時05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
1：44．2
1：43．9

良
良

45 ヒ ス ト リ ア 牝3鹿 53 戸崎 圭太山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 444＋ 21：46．9 6．1�
33 アオイシンゴ 牡3芦 55 内田 博幸新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 478－ 21：47．0� 81．5�
57 アドヴェントス 牝4黒鹿55 田辺 裕信 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 456± 01：47．1	 1．8�
44 アンノートル 牡3鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 日高 山際 辰夫 476＋ 41：47．2� 12．8�
56 プレシャスメイト 牝5鹿 55 柴田 善臣飯田 正剛氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 B460＋12 〃 クビ 87．7�
69 
 アンドトゥモロー 牝5鹿 55 福永 祐一吉田 和子氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 41：47．41� 56．5	
710� カスタディーヴァ 牝3白 51 横山 典弘ディアレストクラブ
 田村 康仁 新 Windsor Park

Stud Ltd 456＋ 21：47．61� 53．5�
22 ピックミータッチ 4鹿 57 C．ルメール 山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 506＋ 21：47．81� 4．5�
812 クワトロガッツ 牡6黒鹿57 三浦 皇成ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 454＋ 21：48．0	 32．7
68 マサノヒロイン 牝4鹿 55 蛯名 正義中村 時子氏 大竹 正博 日高 道見牧場 480＋121：48．53 14．2�
11 オーダードリブン 牡4黒鹿 57

54 ▲武藤 雅 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 456＋ 21：49．03 11．7�
711 クラウンマグマ 牡4黒鹿57 柴山 雄一矢野 恭裕氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 472－ 41：49．32 350．4�

（12頭）
813 スマイルミーティア 牝5黒鹿55 北村 宏司保坂 和孝氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 45，867，100円 複勝： 103，861，800円 枠連： 18，481，400円
馬連： 90，449，800円 馬単： 49，950，400円 ワイド： 49，474，600円
3連複： 107，193，800円 3連単： 183，879，200円 計： 649，158，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 170円 � 1，010円 � 110円 枠 連（3－4） 12，420円

馬 連 �� 18，100円 馬 単 �� 30，430円

ワ イ ド �� 3，990円 �� 280円 �� 2，320円

3 連 複 ��� 9，770円 3 連 単 ��� 109，990円

票 数

単勝票数 計 458671 的中 � 59368（3番人気）
複勝票数 計1038618 的中 � 87188（3番人気）� 9043（11番人気）� 623985（1番人気）
枠連票数 計 184814 的中 （3－4） 1153（23番人気）
馬連票数 計 904498 的中 �� 3871（32番人気）
馬単票数 計 499504 的中 �� 1231（59番人気）
ワイド票数 計 494746 的中 �� 2856（34番人気）�� 54366（2番人気）�� 4978（23番人気）
3連複票数 計1071938 的中 ��� 8222（32番人気）
3連単票数 計1838792 的中 ��� 1212（265番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―11．7―11．8―12．0―12．0―11．5―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―36．0―47．8―59．8―1：11．8―1：23．3―1：34．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒ ス ト リ ア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2016．9．18 中山1着

2014．2．6生 牝3鹿 母 ア ル ヴ ィ ス 母母 Extraterrestral 8戦2勝 賞金 22，608，000円
〔出走取消〕 スマイルミーティア号は，疾病〔右後肢跛行〕のため出走取消。
〔発走状況〕 ピックミータッチ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。



2709310月28日 雨 良 （29東京4）第8日 第9競走 ��
��1，400�

く に た ち

国 立 特 別
発走14時35分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下，28．10．29以降29．10．22まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

57 テ ィ ソ ー ナ �4黒鹿57 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 488＋121：22．4 2．0�
34 ペルソナリテ 牝4鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 440＋ 8 〃 クビ 10．2�
58 トーホウハニー 牝5鹿 53 蛯名 正義東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 448＋ 81：22．82� 15．1�
610	 バウトナカヤマ 牡5黒鹿54 田中 勝春�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 520＋ 2 〃 ハナ 32．1�
814	 ライズスクリュー 牝3栗 52 吉田 豊島川 	哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 458－ 41：22．9クビ 17．5

711 ナンヨーアミーコ 牡4栗 56 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 438＋ 6 〃 アタマ 7．2�
69 クードラパン 牝4黒鹿55 大野 拓弥 �シルクレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 500－ 4 〃 ハナ 30．7�
22 ユメノマイホーム 牝5栗 52 松岡 正海�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 458－ 2 〃 アタマ 40．3
11 カ レ ン 牝3栗 51 江田 照男�ミルファーム 金成 貴史 新ひだか 藤沢牧場 474＋ 4 〃 クビ 159．0�
33 ヒルノマゼラン 牡4黒鹿57 横山 典弘�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 上村 清志 496－121：23．21
 5．4�
712 ダイトウキョウ 牡5鹿 56 田辺 裕信市川 義美氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 464＋ 4 〃 ハナ 11．3�
46 スマートプラネット 牝5鹿 53 北村 宏司田島榮二郎氏 和田 雄二 浦河 大柳ファーム 470＋ 4 〃 クビ 98．4�
45 ダイイチターミナル 牡3鹿 54 内田 博幸�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 440＋ 2 〃 ハナ 73．0�
813 ジ ェ イ ラ ー 牝4栗 52 武士沢友治岡田 壮史氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 442± 01：23．3� 107．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 44，837，800円 複勝： 65，222，600円 枠連： 28，960，700円
馬連： 105，906，000円 馬単： 51，763，500円 ワイド： 60，286，300円
3連複： 131，820，000円 3連単： 190，336，700円 計： 679，133，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 230円 � 340円 枠 連（3－5） 360円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 490円 �� 640円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 4，150円 3 連 単 ��� 12，500円

票 数

単勝票数 計 448378 的中 � 177076（1番人気）
複勝票数 計 652226 的中 � 191130（1番人気）� 61066（4番人気）� 36612（6番人気）
枠連票数 計 289607 的中 （3－5） 60882（1番人気）
馬連票数 計1059060 的中 �� 72101（3番人気）
馬単票数 計 517635 的中 �� 26171（3番人気）
ワイド票数 計 602863 的中 �� 33526（3番人気）�� 24232（5番人気）�� 9284（19番人気）
3連複票数 計1318200 的中 ��� 23810（11番人気）
3連単票数 計1903367 的中 ��� 11039（28番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―11．8―12．2―11．3―11．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．3―36．1―48．3―59．6―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テ ィ ソ ー ナ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．8．1 札幌4着

2013．1．20生 �4黒鹿 母 ラ ド ラ ー ダ 母母 レディブロンド 11戦4勝 賞金 57，799，000円

2709410月28日 雨 良 （29東京4）第8日 第10競走 ��
��1，400�

かんなづき

神無月ステークス
発走15時10分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下，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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

711 コロマンデル 牡5黒鹿57 C．ルメール 吉田 勝己氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 452－ 21：24．1 3．7�
69 ブラインドサイド �8鹿 57 福永 祐一 �いとはんホール

ディングス 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B498± 0 〃 クビ 22．7�
813 ショウナンカサロ 牝5青鹿55 吉田 豊国本 哲秀氏 古賀 史生 新ひだか 西村 和夫 470＋ 21：24．2	 64．1�
814 ディーズプラネット 牝4芦 55 村田 一誠秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 500－ 21：24．41 4．4�
712
 チェリーサマー 牡5鹿 57 野中悠太郎櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 イーストファーム 516± 0 〃 クビ 60．0�
610 ハルクンノテソーロ 牡3黒鹿55 大野 拓弥了德寺健二氏 高木 登 新冠 長浜牧場 476－ 21：24．5クビ 5．4	
58 オニノシタブル 牡6栗 57 柴田 大知青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B490＋ 81：24．6� 29．7

34 コアレスキング 牡7鹿 57 三浦 皇成小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 コアレススタッド 544＋ 6 〃 ハナ 94．3�
45 ペプチドウォヘッド 牡5鹿 57 横山 典弘沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 460＋ 4 〃 アタマ 127．6�
33 � エイシンビジョン 牡4鹿 57 戸崎 圭太栄進堂 藤原 英昭 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

470± 01：24．7クビ 3．0�
57 
 フレンドスイート 牝6鹿 55 柴田 善臣横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 472± 01：25．02 198．6�
46 クライスマイル 牡6黒鹿57 石橋 脩小村アセットM 大和田 成 千歳 社台ファーム 472＋ 6 〃 ハナ 31．3�
11 クワドループル 牡5黒鹿57 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 494＋ 21：25．1クビ 147．7�
22 グラスエトワール 牝5鹿 55 北村 宏司半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B496± 01：25．31 14．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 57，811，500円 複勝： 82，428，100円 枠連： 29，008，200円
馬連： 153，247，300円 馬単： 64，037，800円 ワイド： 78，392，100円
3連複： 185，802，900円 3連単： 255，044，900円 計： 905，772，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 430円 � 980円 枠 連（6－7） 780円

馬 連 �� 4，000円 馬 単 �� 5，940円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 2，480円 �� 4，630円

3 連 複 ��� 24，460円 3 連 単 ��� 101，540円

票 数

単勝票数 計 578115 的中 � 123428（2番人気）
複勝票数 計 824281 的中 � 163966（1番人気）� 44788（6番人気）� 17581（10番人気）
枠連票数 計 290082 的中 （6－7） 28507（3番人気）
馬連票数 計1532473 的中 �� 29680（14番人気）
馬単票数 計 640378 的中 �� 8083（19番人気）
ワイド票数 計 783921 的中 �� 18416（12番人気）�� 8097（26番人気）�� 4270（39番人気）
3連複票数 計1858029 的中 ��� 5696（68番人気）
3連単票数 計2550449 的中 ��� 1821（290番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―11．7―12．1―12．0―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．1―35．8―47．9―59．9―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コロマンデル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．1．25 中京5着

2012．5．28生 牡5黒鹿 母 マハーバリプラム 母母 マ ハ ー ブ 19戦5勝 賞金 91，199，000円



2709510月28日 雨 良 （29東京4）第8日 第11競走 ��
��1，600�第6回アルテミスステークス（ＧⅢ）

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

賞 品
本 賞 29，000，000円 12，000，000円 7，300，000円 4，400，000円 2，900，000円
付 加 賞 532，000円 152，000円 76，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：32．3

稍重
良

713 ラッキーライラック 牝2栗 54 石橋 脩 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 486＋ 61：34．9 4．4�
46 サヤカチャン 牝2鹿 54 松岡 正海瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 新ひだか 棚川 光男 454－ 21：35．0� 108．5�
22 ラ テ ュ ロ ス 牝2鹿 54 秋山真一郎 �社台レースホース高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426＋ 81：35．21 11．4�
58 トロワゼトワル 牝2鹿 54 福永 祐一 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 466＋ 81：35．3� 18．2�
59 スカーレットカラー 牝2鹿 54 太宰 啓介	ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442＋ 4 〃 ハナ 30．4

814 トーセンブレス 牝2黒鹿54 C．ルメール 島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 462－ 41：35．4� 2．2�
11 ハ イ ヒ ー ル 牝2鹿 54 内田 博幸石川 達絵氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 438－ 2 〃 クビ 77．7�
35 ダノングレース 牝2鹿 54 蛯名 正義	ダノックス 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 412－101：35．5クビ 25．0
23 	 ミスマンマミーア 牝2栗 54 宮崎 光行�新生ファーム 松本 隆宏 日高 新生ファーム 454－ 6 〃 アタマ 34．0�

（北海道） （北海道）

47 ウラヌスチャーム 牝2黒鹿54 戸崎 圭太	G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 504＋ 61：35．71
 7．9�
34 タイドオーバー 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 浦河 秋場牧場 422－ 21：35．8� 231．5�
712 シスターフラッグ 牝2黒鹿54 北村 宏司小林 正和氏 西村 真幸 日高 出口牧場 496± 0 〃 ハナ 23．6�
611 グランドピルエット 牝2鹿 54 田辺 裕信 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 490＋ 41：36．01
 15．0�
610 シンデレラメイク 牝2栗 54 中谷 雄太田島 政光氏 �島 一歩 日高 モリナガファーム 458－ 21：36．21� 64．1�
815 パ ッ セ 牝2栗 54 岩部 純二�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 492－101：36．41
 500．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 165，874，600円 複勝： 176，032，600円 枠連： 74，032，900円
馬連： 405，813，700円 馬単： 163，353，700円 ワイド： 187，790，200円
3連複： 536，002，000円 3連単： 728，523，500円 計： 2，437，423，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 190円 � 1，400円 � 290円 枠 連（4－7） 1，240円

馬 連 �� 25，700円 馬 単 �� 33，400円

ワ イ ド �� 6，680円 �� 910円 �� 7，920円

3 連 複 ��� 57，400円 3 連 単 ��� 308，150円

票 数

単勝票数 計1658746 的中 � 315299（2番人気）
複勝票数 計1760326 的中 � 304329（2番人気）� 25613（13番人気）� 158467（4番人気）
枠連票数 計 740329 的中 （4－7） 46091（4番人気）
馬連票数 計4058137 的中 �� 12233（57番人気）
馬単票数 計1633537 的中 �� 3668（88番人気）
ワイド票数 計1877902 的中 �� 7076（58番人気）�� 55967（8番人気）�� 5958（65番人気）
3連複票数 計5360020 的中 ��� 7003（143番人気）
3連単票数 計7285235 的中 ��� 1714（758番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．8―12．1―12．3―11．4―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．4―47．5―59．8―1：11．2―1：22．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラッキーライラック �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Flower Alley デビュー 2017．8．20 新潟1着

2015．4．3生 牝2栗 母 ライラックスアンドレース 母母 Refinement 2戦2勝 賞金 36，532，000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。

2709610月28日 曇 稍重 （29東京4）第8日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走16時20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

814� イーグルバローズ 牡3鹿 55 C．ルメール 猪熊 広次氏 堀 宣行 米 C. Kidder
& N. Cole 530＋ 21：36．4 1．3�

713 オープンザウェイ 牡5栗 57 福永 祐一�ラ・メール 田村 康仁 日高 沖田牧場 464－ 61：37．35 70．6�
11 ディアシューター 牡3黒鹿55 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 中島牧場 504＋ 81：37．51	 21．0�
46 
 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 494－ 61：37．82 12．4�
23 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± 01：38．22� 18．5�
611 ホッコーライデン 牡3黒鹿55 北村 宏司北幸商事� 松永 康利 日高 川端 正博 522＋181：38．41	 10．0	
59 ジェネスレーヴ 牡3鹿 55 柴山 雄一山口 淳子氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 560＋32 〃 アタマ 204．4

34 ラインフェルス 牡5栗 57 石橋 脩村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 488＋ 21：38．5クビ 30．1�
47 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 486＋ 41：38．92� 13．6�
58 ヨクエロマンボ �4芦 57 内田 博幸平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B460＋ 21：39．0� 29．2
712 オヒアレフア 牝4青鹿55 村田 一誠�錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 B440－ 4 〃 アタマ 243．4�
610 ガ チ コ 牝3鹿 53

50 ▲武藤 雅�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 464－10 〃 アタマ 49．4�
35 ナンヨーファミユ 牡4鹿 57 武士沢友治中村 德也氏 武市 康男 安平 ノーザンファーム 466－ 21：39．32 174．9�
22 ショークール 牡4栗 57

54 ▲野中悠太郎吉冨 学氏 加藤 和宏 新冠 若林牧場 520＋ 41：40．04 143．6�
815 ジ ャ ガ ン ツ 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 532－12 〃 ハナ 30．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 74，080，100円 複勝： 199，519，800円 枠連： 41，238，000円
馬連： 159，140，800円 馬単： 95，786，100円 ワイド： 92，335，800円
3連複： 196，988，900円 3連単： 377，199，900円 計： 1，236，289，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 730円 � 380円 枠 連（7－8） 1，940円

馬 連 �� 3，130円 馬 単 �� 3，450円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 650円 �� 11，650円

3 連 複 ��� 15，360円 3 連 単 ��� 41，400円

票 数

単勝票数 計 740801 的中 � 438137（1番人気）
複勝票数 計1995198 的中 � 1375287（1番人気）� 22198（11番人気）� 48323（7番人気）
枠連票数 計 412380 的中 （7－8） 16444（8番人気）
馬連票数 計1591408 的中 �� 39349（9番人気）
馬単票数 計 957861 的中 �� 20770（10番人気）
ワイド票数 計 923358 的中 �� 18448（13番人気）�� 38658（7番人気）�� 1928（58番人気）
3連複票数 計1969889 的中 ��� 9618（46番人気）
3連単票数 計3771999 的中 ��� 6605（120番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．9―12．5―12．7―12．1―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―35．3―47．8―1：00．5―1：12．6―1：24．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�イーグルバローズ �
�
父 Henny Hughes �

�
母父 Quiet American デビュー 2017．7．30 新潟5着

2014．4．29生 牡3鹿 母 Minny’s Niece 母母 Spectacular Affair 3戦2勝 賞金 13，000，000円



（29東京4）第8日 10月28日（土曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 169頭 本 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

231，270，000円
22，260，000円
1，720，000円
26，920，000円
67，849，500円
4，649，000円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
633，130，200円
971，495，600円
291，878，500円
1，329，114，500円
644，326，800円
724，745，400円
1，681，126，600円
2，484，996，700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 8，760，814，300円

総入場人員 28，136名 （有料入場人員 25，197名）
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