
2700110月6日 晴 重 （30東京4）第1日 第1競走 ��1，300�サラブレッド系2歳
発走10時10分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：17．4
1：17．4

良
良

35 エ ル ピ ド 牡2青鹿55 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 ディアレスト
クラブ 450＋ 61：18．7 14．4�

816 フ ラ ン シ ス 牝2栗 54 丹内 祐次田島榮二郎氏 竹内 正洋 日高 坂 牧場 470＋ 4 〃 クビ 39．4�
48 ラブヴィサージュ 牝2栗 54 西田雄一郎 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 454－ 21：19．23 48．6�
510 ロードシュタルク 牡2栗 55

53 △横山 武史 �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 434＋ 81：19．51� 130．6�
23 ニシノオウキ 牡2青鹿55 田辺 裕信西山 茂行氏 尾形 和幸 新冠 中央牧場 468＋ 8 〃 クビ 3．0	
612 アンジェリーブル 牝2栗 54 三浦 皇成�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 424－ 81：19．71 3．6

24 ベルウッドヒビキ 牡2鹿 55 黛 弘人鈴木 照雄氏 和田 雄二 新ひだか 山口 忠彦 466＋ 6 〃 クビ 47．6�
59 シゲルエメラルド 牡2黒鹿55 丸山 元気森中 蕃氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 508＋ 41：19．8� 18．2�
47 イデアノオモイ 牝2鹿 54

52 △菊沢 一樹益田 修一氏 柄崎 孝 新ひだか 西川富岡牧場 430－ 4 〃 ハナ 26．7
714 グレートデー 牡2黒鹿55 戸崎 圭太 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 486＋ 61：19．9クビ 4．0�
36 コパノサンデー �2青鹿 55

53 △藤田菜七子小林 照弘氏 和田 勇介 新ひだか 沖田 忠幸 432＋121：20．22 102．5�
713 キングイモン 牡2栗 55

54 ☆武藤 雅井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 462＋181：20．73 53．1�
11 トモジャナイト 牡2栗 55 石川裕紀人吉冨 学氏 加藤 和宏 新ひだか 畠山牧場 B500－ 2 〃 クビ 15．1�
815 キョウエイビーコン 牡2鹿 55 武士沢友治田中 晴夫氏 武藤 善則 日高 春木ファーム 438＋ 21：20．91� 130．9�
611 ド ラ マ 牡2栗 55 柴田 大知馬目 卓氏 萱野 浩二 新ひだか 米田牧場 464－ 21：21．96 418．6�
12 サ ノ ノ ド ン 牡2栗 55

54 ☆木幡 巧也佐野 信幸氏 中野 栄治 新ひだか 大典牧場 454－ 61：23．8大差 425．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，717，100円 複勝： 47，060，800円 枠連： 15，413，100円
馬連： 66，117，800円 馬単： 31，151，800円 ワイド： 52，156，700円
3連複： 104，804，700円 3連単： 116，231，300円 計： 464，653，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，440円 複 勝 � 390円 � 780円 � 1，310円 枠 連（3－8） 11，270円

馬 連 �� 25，200円 馬 単 �� 46，540円

ワ イ ド �� 5，930円 �� 8，440円 �� 9，330円

3 連 複 ��� 282，740円 3 連 単 ��� 1，094，380円

票 数

単勝票数 計 317171 的中 � 18619（4番人気）
複勝票数 計 470608 的中 � 34455（5番人気）� 15483（8番人気）� 8881（10番人気）
枠連票数 計 154131 的中 （3－8） 1059（29番人気）
馬連票数 計 661178 的中 �� 2033（43番人気）
馬単票数 計 311518 的中 �� 502（82番人気）
ワイド票数 計 521567 的中 �� 2277（44番人気）�� 1593（54番人気）�� 1440（58番人気）
3連複票数 計1048047 的中 ��� 278（253番人気）
3連単票数 計1162313 的中 ��� 77（1225番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．3―18．3―29．9―41．8―53．8―1：05．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ル ピ ド �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 スタチューオブリバティ デビュー 2018．6．23 函館3着

2016．4．17生 牡2青鹿 母 カルブンクルス 母母 フェアナタリー 3戦1勝 賞金 7，300，000円
〔制裁〕 ラブヴィサージュ号の騎手西田雄一郎は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サノノドン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年12月6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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 スマートセラヴィー号

2700210月6日 晴 重 （30東京4）第1日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時40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

48 ロマンティコ 牡2鹿 55 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 新冠 若林牧場 526－ 21：36．9 1．1�
510 コスモハヤテ 牡2青 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 小野 次郎 新冠 ビッグレッドファーム 446± 01：38．07 245．7�
36 ヘルニーニョアキラ 牡2鹿 55 丹内 祐次 Him Rock Racing

ホールディングス� 武市 康男 新ひだか 高橋 義浩 468－121：38．53 37．9�
815 ナックアポロン 牡2鹿 55 大野 拓弥小松 欣也氏 杉浦 宏昭 様似 小田牧場 494－ 61：38．92� 25．5�
47 リワードアンヴァル 牡2栗 55 蛯名 正義宮﨑 冴子氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード 490＋ 61：39．11� 10．3	
611 シ バ ハ マ 牡2鹿 55 黛 弘人 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 496± 01：39．52� 92．4

714 ヨ ン ク 牡2鹿 55 石川裕紀人古川 智洋氏 小笠 倫弘 浦河 高昭牧場 480－ 41：40．13� 11．0�
59 チ ャ ン ダ ナ 牝2芦 54 伴 啓太�ターフ・スポート粕谷 昌央 日高 ナカノファーム 462± 01：40．2� 187．4�
35 ニューツーリズム 牡2青鹿55 田辺 裕信吉田 晴哉氏 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 478＋ 2 〃 アタマ 49．8
12 デルマエトワール 牝2芦 54

52 △菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 478－101：40．3クビ 16．8�
816 ブラックアルテミス 牝2栗 54

52 △横山 武史黒澤 尚氏 柴田 政人 日高 山際 辰夫 422－12 〃 クビ 192．2�
24 セイウンメラビリア 牝2青鹿54 松岡 正海西山 茂行氏 中舘 英二 新冠 石郷岡 雅樹 456－ 61：40．72� 151．9�
713 タトゥーアリ 牡2鹿 55

52 ▲山田 敬士 �アフロin El Paso 小桧山 悟 新ひだか 稲葉牧場 532± 0 〃 アタマ 270．6�
23 エリーグローリー 牝2鹿 54 和田 竜二谷川 正純氏 高橋 文雅 新ひだか 三木田 明仁 458＋ 21：43．7大差 87．1�
612 バジェネロアスール 牡2鹿 55

54 ☆武藤 雅�アスール 武藤 善則 日高 木村牧場 456＋ 41：44．44 380．4�
11 シゲルピカピカ 牝2鹿 54 丸田 恭介森中 蕃氏 石毛 善彦 浦河 荻伏三好フ

アーム 460＋ 41：45．14 184．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，813，000円 複勝： 149，382，000円 枠連： 14，435，300円
馬連： 52，112，600円 馬単： 39，874，100円 ワイド： 46，592，700円
3連複： 80，487，800円 3連単： 147，915，500円 計： 569，613，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 110円 � 1，980円 � 360円 枠 連（4－5） 2，910円

馬 連 �� 8，350円 馬 単 �� 7，940円

ワ イ ド �� 2，920円 �� 550円 �� 14，350円

3 連 複 ��� 26，820円 3 連 単 ��� 88，920円

票 数

単勝票数 計 388130 的中 � 260530（1番人気）
複勝票数 計1493820 的中 � 1203355（1番人気）� 3666（14番人気）� 24501（6番人気）
枠連票数 計 144353 的中 （4－5） 3832（8番人気）
馬連票数 計 521126 的中 �� 4836（17番人気）
馬単票数 計 398741 的中 �� 3763（16番人気）
ワイド票数 計 465927 的中 �� 3967（24番人気）�� 23868（5番人気）�� 791（62番人気）
3連複票数 計 804878 的中 ��� 2250（60番人気）
3連単票数 計1479155 的中 ��� 1206（180番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．7―12．0―12．3―12．6―11．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．3―35．0―47．0―59．3―1：11．9―1：23．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロマンティコ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 サツカーボーイ デビュー 2018．7．15 函館3着

2016．4．19生 牡2鹿 母 ウェーブクイーン 母母 マウンテンクイーン 3戦1勝 賞金 8，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エリーグローリー号・バジェネロアスール号・シゲルピカピカ号は，「タイムオーバーによる出走制

限」のため，平成30年11月6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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ホウオウライジン号

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１日



2700310月6日 晴 稍重 （30東京4）第1日 第3競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走11時10分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：00．8
1：59．8

良
良

22 キタサンバルカン 牡2鹿 55 北村 宏司�大野商事 奥村 武 安平 ノーザンファーム 424＋ 82：03．2 21．3�
55 セ リ ユ ー ズ 牝2鹿 54 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 492－ 4 〃 クビ 1．9�
67 ヤップヤップヤップ 牡2栗 55 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 434＋ 82：03．3� 48．6�
710 アルテヴェルト 牡2栗 55 J．モレイラ �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 458－ 42：03．4クビ 4．7�

（伯刺）

812 インテンスライト 牡2鹿 55
53 △菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 新冠 カミイスタット 486－ 4 〃 アタマ 5．1�

11 トゥーフラッシー 牝2鹿 54 津村 明秀西森 鶴氏 高市 圭二 新ひだか グローリーファーム 450－ 62：03．61 9．4	
44 アメリオラシオン 牝2鹿 54 三浦 皇成 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新ひだか 佐藤 陽一 470＋ 42：04．02	 63．3�
811 ハードエイム 牡2栗 55

52 ▲山田 敬士新井 衛氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 440± 02：04．21	 163．7�
56 マイネルペルマナン 牡2黒鹿55 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 446－ 42：04．62	 454．6
68 フ ォ ー エ ロ 牡2青鹿55 丸山 元気岡田 牧雄氏 林 徹 新冠 赤石 久夫 448－ 22：05．02	 290．0�
33 ス ッ ポ ン 牡2青鹿55 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 星野 忍 えりも 能登 浩 480＋ 62：06．17 420．4�
79 フォーコーナーズ 牡2黒鹿55 田辺 裕信諸江 幸祐氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 496－ 4 （競走中止） 19．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 46，593，900円 複勝： 77，411，200円 枠連： 13，229，300円
馬連： 63，032，600円 馬単： 37，905，500円 ワイド： 52，074，700円
3連複： 87，924，400円 3連単： 142，742，100円 計： 520，913，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，130円 複 勝 � 330円 � 110円 � 540円 枠 連（2－5） 1，360円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 4，460円

ワ イ ド �� 620円 �� 3，450円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 7，960円 3 連 単 ��� 61，630円

票 数

単勝票数 計 465939 的中 � 18538（6番人気）
複勝票数 計 774112 的中 � 34310（6番人気）� 396741（1番人気）� 18687（7番人気）
枠連票数 計 132293 的中 （2－5） 7517（5番人気）
馬連票数 計 630326 的中 �� 37976（5番人気）
馬単票数 計 379055 的中 �� 6371（14番人気）
ワイド票数 計 520747 的中 �� 22788（6番人気）�� 3687（26番人気）�� 11824（12番人気）
3連複票数 計 879244 的中 ��� 8276（25番人気）
3連単票数 計1427421 的中 ��� 1679（165番人気）

ハロンタイム 13．1―12．1―12．2―12．9―13．1―13．0―12．4―11．3―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．2―37．4―50．3―1：03．4―1：16．4―1：28．8―1：40．1―1：51．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キタサンバルカン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．7．21 福島4着

2016．2．9生 牡2鹿 母 ウィズザフロウ 母母 プチノワール 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔競走中止〕 フォーコーナーズ号は，競走中に疾病〔左第1趾骨粉砕骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 トゥーフラッシー号の騎手津村明秀は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。
※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。

2700410月6日 晴
（ 芝 ）稍重
（ダート）重 （30東京4）第1日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時40分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：17．5良・良

812 シークレットパス 牡7芦 60 石神 深一岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 464＋ 23：25．0 2．2�
33 ウインランブル 牡5鹿 60 熊沢 重文�ウイン 中村 均 平取 スガタ牧場 470－ 43：26．9大差 23．9�
11 トゥルーウインド 牡6栗 60 五十嵐雄祐 �社台レースホース田中 剛 安平 追分ファーム 450＋ 43：27．0クビ 4．5�
710 シゲルジャンボイモ 牡3芦 58 上野 翔森中 蕃氏 武藤 善則 様似 猿倉牧場 496＋ 43：27．1� 3．3�
44 マイネルヴァッサー 牡5鹿 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 430－ 43：27．2� 17．9	
55 キールコネクション 牡6栗 60 蓑島 靖典水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 476＋ 43：27．4� 12．0

79 ノーブルサンズ 牝5栗 58 江田 勇亮吉木 伸彦氏 田村 康仁 浦河 ガーベラパー

クスタツド 468＋143：28．57 22．6�
68 ヒロノタイリク 牡3栗 58 難波 剛健高原 将浩氏 宮本 博 日高 下河辺牧場 478－ 63：29．13� 90．7�
22 トミケンセーグラ 牡3栗 58 大江原 圭冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 フクオカファーム 446－ 43：29．52� 277．6
67 � アサクサゴールド 牡8黒鹿60 浜野谷憲尚田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 476＋ 83：30．56 32．6�
811 トモジャポルックス 牡5芦 60 草野 太郎吉冨 朝美氏 鈴木 伸尋 新ひだか 田中 裕之 480＋103：31．67 67．1�
56 サニージューク 牝3鹿 56 大庭 和弥 �フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム 460－ 23：32．34 142．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 32，034，200円 複勝： 30，366，600円 枠連： 12，092，500円
馬連： 50，163，200円 馬単： 26，857，000円 ワイド： 31，276，200円
3連複： 74，329，700円 3連単： 105，912，300円 計： 363，031，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 360円 � 140円 枠 連（3－8） 2，060円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 3，240円

ワ イ ド �� 790円 �� 220円 �� 890円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 9，840円

票 数

単勝票数 計 320342 的中 � 112734（1番人気）
複勝票数 計 303666 的中 � 80989（1番人気）� 13896（7番人気）� 59828（2番人気）
枠連票数 計 120925 的中 （3－8） 4529（8番人気）
馬連票数 計 501632 的中 �� 18005（7番人気）
馬単票数 計 268570 的中 �� 6205（11番人気）
ワイド票数 計 312762 的中 �� 9040（11番人気）�� 43923（1番人気）�� 7933（12番人気）
3連複票数 計 743297 的中 ��� 30259（6番人気）
3連単票数 計1059123 的中 ��� 7797（27番人気）
上り 1マイル 1：46．5 4F 51．3－3F 38．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シークレットパス �
�
父 コンデュイット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．2．24 東京10着

2011．5．9生 牡7芦 母 フサイチディコルサ 母母 タイシンリリイ 障害：5戦1勝 賞金 16，000，000円
〔制裁〕 ノーブルサンズ号の騎手江田勇亮は，後検量について注意義務を怠り過怠金10，000円。

追 加 記 事（第 4回中山競馬第 9日第 6競走）
〔その他〕　　ヤマニンルリエ号は，競走中に疾病〔左第1指骨剥離骨折〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



2700510月6日 晴 良 （30東京4）第1日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時30分 （芝・左）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．2
1：20．3

良
良

818 ブ ー ザ ー 牡2青鹿55 J．モレイラ金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 496 ―1：23．2 1．7�

（伯刺）

715 ゴールデンゾーン 牡2鹿 55
53 △藤田菜七子星野 祐介氏 相沢 郁 日高 碧雲牧場 472 ―1：23．3� 9．0�

（ライジンライザー）

12 レディグレイ 牝2黒鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 宗像 義忠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458 ―1：23．51� 4．4�

817 プレンフルール 牝2鹿 54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 430 ―1：23．92� 96．4�
23 ショーヒデキラ 牡2鹿 55 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 日進牧場 480 ― 〃 クビ 186．1	
36 レコルダーレ 牝2鹿 54 柴山 雄一 �グリーンファーム畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 420 ― 〃 ハナ 101．6

35 オルダージュ 牡2黒鹿55 松岡 正海 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 青木 孝文 浦河 大道牧場 460 ―1：24．0	 11．7�
24 サユルリトリンカ 牝2青鹿54 大野 拓弥村田 能光氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 426 ―1：24．1クビ 42．2�
713 サクラデュエル 牡2鹿 55 横山 典弘�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 476 ―1：24．2� 71．1
59 ハーモニーブレイブ 牡2鹿 55

54 ☆木幡 巧也日下部勝德氏 牧 光二 新冠 村上 欽哉 432 ―1：24．41� 304．5�
48 グラスミルキー 牝2鹿 54

53 ☆武藤 雅半沢� 尾形 和幸 新ひだか 静内フジカワ牧場 478 ―1：24．61� 90．7�
612 ココナツクラッシュ 牡2栗 55 戸崎 圭太藤井聡一郎氏 牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 486 ―1：24．81� 14．2�
11 シャインオンアテナ 牝2黒鹿54 北村 宏司黒岩 晴男氏 古賀 慎明 新ひだか フジワラフアーム 418 ― 〃 クビ 134．8�
47 チェリーズホット 牝2鹿 54 内田 博幸 TURH 浅野洋一郎 新ひだか 今 牧場 408 ―1：24．9クビ 275．7�
611 マ イ ン ナ ナ 牝2鹿 54 宮崎 北斗峰 哲馬氏 萱野 浩二 新ひだか 藤吉牧場 392 ―1：25．11� 492．7�
816 マイミッション 牡2鹿 55 田辺 裕信加藤 光淑氏 小島 茂之 むかわ 市川牧場 484 ―1：25．31� 58．3�
510 コルサージュ 牝2栗 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 青森 マルシチ牧場 448 ― 〃 ハナ 93．3�
714 ヤマノタンキー 
2栗 55 嘉藤 貴行澤村 敏雄氏 田中 清隆 平取 びらとり牧場 440 ―1：26．04 537．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 52，525，400円 複勝： 68，094，400円 枠連： 20，443，800円
馬連： 69，828，500円 馬単： 39，410，200円 ワイド： 50，851，800円
3連複： 89，220，300円 3連単： 123，912，200円 計： 514，286，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 160円 � 130円 枠 連（7－8） 580円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 290円 �� 220円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 3，090円

票 数

単勝票数 計 525254 的中 � 254449（1番人気）
複勝票数 計 680944 的中 � 282347（1番人気）� 70134（3番人気）� 109667（2番人気）
枠連票数 計 204438 的中 （7－8） 27093（2番人気）
馬連票数 計 698285 的中 �� 79304（2番人気）
馬単票数 計 394102 的中 �� 31454（2番人気）
ワイド票数 計 508518 的中 �� 44532（2番人気）�� 66633（1番人気）�� 22671（6番人気）
3連複票数 計 892203 的中 ��� 62613（1番人気）
3連単票数 計1239122 的中 ��� 29050（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．2―36．4―48．8―1：00．4―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブ ー ザ ー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Danehill Dancer 初出走

2016．2．9生 牡2青鹿 母 マ ン ド ゥ ラ 母母 Mandellicht 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 クイーンズブライト号
※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。

2700610月6日 晴 稍重 （30東京4）第1日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時00分 （ダート・左）

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
1：21．5
1：20．3

重
不良

24 パイルーチェ 牝4栗 55
53 △横山 武史西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B470＋ 41：22．7 2．6�

11 マローネメタリコ 牝3栗 53 北村 宏司柏瀬金之介氏 萩原 清 新ひだか ウエスタンファーム 518＋ 41：23．33� 5．1�
48 ホ マ レ 牝3鹿 53 津村 明秀 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 武 新ひだか 増本 良孝 466＋ 21：23．61� 5．4�
23 ダテノライトニング 牝3栗 53 伊藤 工真関 駿也氏 宗像 義忠 日高 スマイルファーム 460－ 6 〃 アタマ 17．9�
47 ウィンターパレス 牝3青鹿53 内田 博幸 H.R.H．プリンセス・ハヤ 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494＋ 81：24．13 39．0�
35 プロミネンス 牝3鹿 53

52 ☆武藤 雅下河邉 博氏 小島 茂之 浦河 中村 雅明 470＋ 21：24．31� 50．9	
612 ロジヒューズ 牝3鹿 53 三浦 皇成久米田正明氏 古賀 慎明 新冠 オリエント牧場 482＋101：24．61� 29．5

714 ミ ュ ゼ ッ ト 牝3栗 53 西村 太一ゴドルフィン 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448± 01：24．91� 11．1�
59 タツオウカランブ 牝3栗 53 勝浦 正樹鈴木 髙幸氏 古賀 史生 浦河トラストスリーファーム 490＋ 6 〃 クビ 62．7�
510 ハ ウ ナ ニ 牝3白 53

51 △藤田菜七子 シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 492＋221：25．22 9．1�
36 メイショウアテン 牝4鹿 55 横山 典弘松本 好雄氏 和田 勇介 様似 中脇 一幸 468＋ 41：25．41 13．9�
815� フレンドアリス 牝3栗 53

51 △菊沢 一樹横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 452＋ 8 〃 クビ 29．2�
816 ウインメディウム 牝3栗 53 大野 拓弥�ウイン 田中 剛 新冠 アラキフアーム 486＋ 2 〃 アタマ 94．8�
611 サンメイコン 牝3黒鹿53 松岡 正海 �加藤ステーブル 鹿戸 雄一 日高 有限会社

ケイズ 454－ 61：26．88 70．8�
713 サンマルアリュール 牝6栗 55 和田 竜二相馬 勇氏 佐藤 吉勝 浦河 笹島 政信 518－161：26．9クビ 190．8�
12 レイテストバード 牝4栗 55

54 ☆井上 敏樹小原準一郎氏 田島 俊明 浦河 山下 恭茂 486＋ 21：27．64 257．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，545，100円 複勝： 69，543，500円 枠連： 21，427，400円
馬連： 91，307，200円 馬単： 39，279，500円 ワイド： 67，302，400円
3連複： 133，945，700円 3連単： 152，363，700円 計： 619，714，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 160円 � 160円 枠 連（1－2） 600円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 330円 �� 340円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 4，910円

票 数

単勝票数 計 445451 的中 � 136080（1番人気）
複勝票数 計 695435 的中 � 180461（1番人気）� 96562（3番人気）� 104048（2番人気）
枠連票数 計 214274 的中 （1－2） 27326（2番人気）
馬連票数 計 913072 的中 �� 105773（1番人気）
馬単票数 計 392795 的中 �� 26326（1番人気）
ワイド票数 計 673024 的中 �� 54315（1番人気）�� 51996（2番人気）�� 30276（4番人気）
3連複票数 計1339457 的中 ��� 71952（1番人気）
3連単票数 計1523637 的中 ��� 22463（1番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．4―11．6―12．1―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．6―46．2―58．3―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パイルーチェ �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．10．23 新潟2着

2014．5．13生 牝4栗 母 パイクーニャン 母母 パ イ ア ン 19戦3勝 賞金 43，268，000円



2700710月6日 晴 稍重 （30東京4）第1日 第7競走 ��
��2，100�サラブレッド系3歳以上

発走13時30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

58 サ ノ サ マ ー 牡4栗 57 内田 博幸佐野 信幸氏 中舘 英二 浦河 日の出牧場 470－ 82：12．0 2．3�
34 ワイルドゲーム 牡5鹿 57 丸山 元気合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 新ひだか 水丸牧場 B488＋ 42：12．32 32．4�
46 エムオーグリッタ 牡4鹿 57 勝浦 正樹大浅 貢氏 古賀 慎明 安平 �橋本牧場 498± 02：12．4	 42．3�
610 ダウンザライン 牡4芦 57 柴山 雄一�Basic 小野 次郎 新冠 ラツキー牧場 476＋ 62：12．5
 82．8�
35 ギャラルホルン 牡3鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 524－ 6 〃 クビ 3．6	
11 トモジャタイクーン 牡3鹿 55 北村 宏司吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 502＋122：12．81	 60．9

611 スマートガイア �6鹿 57 丹内 祐次大川 徹氏 古賀 史生 安平 ノーザンファーム 468＋ 62：12．9クビ 53．3�
47 グランドバローズ �5鹿 57 J．モレイラ猪熊 広次氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 470＋ 22：13．43 9．7�

（伯刺）

59 ユイノシンドバッド 牡3青鹿55 長岡 禎仁由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 504＋ 22：13．5クビ 15．0
712� アポロリベリオン 牡5鹿 57 戸崎 圭太アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 米 Rabbah Blood-

stock LLC B482＋ 42：13．71 9．4�
814 レッドアグラード 牡3鹿 55

52 ▲木幡 育也 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 514± 02：14．12
 133．5�
815 ジャコバイティズム 牡6青鹿57 田辺 裕信野本 巧氏 田村 康仁 新冠 須崎牧場 480＋ 42：15．37 18．3�
23 ハルカノテソーロ 牡4鹿 57 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新ひだか 服部 健太郎 514－ 22：15．93
 44．1�
713 ミラクルヒッター 牡3芦 55 田中 勝春丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム 492＋ 22：16．22 13．5�
22 ネ オ ダ ラ ス 牡3青鹿55 江田 照男西田 俊二氏 田村 康仁 新ひだか 小河 豊水 476－122：17．37 115．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 43，495，300円 複勝： 65，199，900円 枠連： 22，720，700円
馬連： 86，380，200円 馬単： 41，177，600円 ワイド： 65，222，700円
3連複： 125，521，100円 3連単： 159，177，300円 計： 608，894，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 370円 � 780円 枠 連（3－5） 340円

馬 連 �� 3，250円 馬 単 �� 4，260円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 1，590円 �� 7，500円

3 連 複 ��� 24，330円 3 連 単 ��� 89，730円

票 数

単勝票数 計 434953 的中 � 149966（1番人気）
複勝票数 計 651999 的中 � 197510（1番人気）� 36977（6番人気）� 15161（11番人気）
枠連票数 計 227207 的中 （3－5） 50858（1番人気）
馬連票数 計 863802 的中 �� 20563（10番人気）
馬単票数 計 411776 的中 �� 7248（14番人気）
ワイド票数 計 652227 的中 �� 16273（9番人気）�� 10608（16番人気）�� 2168（60番人気）
3連複票数 計1255211 的中 ��� 3868（73番人気）
3連単票数 計1591773 的中 ��� 1286（257番人気）

ハロンタイム 7．2―11．8―12．5―13．0―12．5―11．8―12．2―12．4―12．4―13．0―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―19．0―31．5―44．5―57．0―1：08．8―1：21．0―1：33．4―1：45．8―1：58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．6
1
3
・（9，6）14（1，2，7）12（3，4，13）（5，15）10，11，8・（9，14）6，7，12（1，8）（4，13，15）3（2，5）10，11

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

サ ノ サ マ ー �
�
父 サマーバード �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．7．16 福島7着

2014．4．19生 牡4栗 母 パ ピ ュ ラ 母母 ノースフライト 20戦3勝 賞金 57，208，000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。

2700810月6日 晴 稍重 （30東京4）第1日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走14時00分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

612� チリーシルバー 牝4栗 55 C．ルメール 吉田 和美氏 萩原 清 米 Glencrest
Farm, LLC 494－ 41：24．0 1．4�

36 ケイアイマリブ 牡3鹿 55 丸田 恭介亀田 和弘氏 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 478＋16 〃 クビ 10．7�
510 カ ナ メ 牡3青鹿55 柴山 雄一玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 B530＋ 61：24．1クビ 36．1�
11 クインズプルート 牡5栗 57 内田 博幸 �クイーンズ・ランチ 奥平 雅士 新冠 新冠橋本牧場 518＋ 2 〃 クビ 7．1�
35 マートルリース 牝3黒鹿53 石川裕紀人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 日高 白井牧場 450－ 21：24．31	 7．3�
12 クワトロダッシュ 牡3栗 55

54 ☆木幡 巧也ザ・チャンピオンズ 牧 光二 日高 チャンピオン
ズファーム 480＋101：24．4
 169．7	

24 コスモコレクション 牡5栗 57 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 田島 俊明 浦河 岡本 昌市 492＋ 61：24．61	 24．0�
47 スリーミネルバ 牝4黒鹿 55

52 ▲木幡 育也永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 446－ 41：24．7クビ 126．6�
59 � ワンダーラスト 牝5鹿 55

53 △横山 武史下河行雄氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 414＋ 61：24．91 201．8�
714 ラプターゲイル 牝3黒鹿53 津村 明秀 
ビッグレッドファーム 田中 博康 新ひだか 中田 英樹 B438－ 21：25．21� 100．9�
48 � スズノフブキ 4鹿 57 勝浦 正樹小紫 嘉之氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 482－ 51：25．3� 81．9�
713 ブラウローゼット 牡3青鹿55 宮崎 北斗 
コスモヴューファーム 粕谷 昌央 新ひだか 加野牧場 B486＋ 4 〃 クビ 77．7�
23 � シチテンハッキ 牝4鹿 55 丹内 祐次 H.F Association 高橋 祥泰 新ひだか 大典牧場 462± 01：25．4クビ 415．3�
815 エ ル ヴ ス 牝4栗 55 的場 勇人岡田 牧雄氏 的場 均 新冠 村上牧場 468－101：25．71� 193．2�
611 アラスカノオーロラ 牡3鹿 55 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 浦河 伏木田牧場 462＋ 21：26．01� 27．4�
816 フジマサクイーン 牝4鹿 55 西田雄一郎藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 斉藤スタッド B458＋ 2 〃 クビ 47．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，189，900円 複勝： 136，057，500円 枠連： 20，119，500円
馬連： 79，104，000円 馬単： 51，557，700円 ワイド： 54，965，700円
3連複： 103，057，400円 3連単： 182，459，400円 計： 663，511，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 220円 � 480円 枠 連（3－6） 280円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 350円 �� 900円 �� 3，040円

3 連 複 ��� 5，380円 3 連 単 ��� 13，080円

票 数

単勝票数 計 361899 的中 � 200396（1番人気）
複勝票数 計1360575 的中 � 1028569（1番人気）� 48592（4番人気）� 17638（7番人気）
枠連票数 計 201195 的中 （3－6） 54155（1番人気）
馬連票数 計 791040 的中 �� 96959（3番人気）
馬単票数 計 515577 的中 �� 46508（3番人気）
ワイド票数 計 549657 的中 �� 45046（3番人気）�� 15134（9番人気）�� 4220（25番人気）
3連複票数 計1030574 的中 ��� 14346（15番人気）
3連単票数 計1824594 的中 ��� 10109（33番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．3―11．9―12．2―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．6―46．5―58．7―1：10．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�チリーシルバー �
�
父 Malibu Moon �

�
母父 Johannesburg デビュー 2017．1．17 京都1着

2014．4．24生 牝4栗 母 Jacey’s Reward 母母 Kissing Gate 11戦3勝 賞金 30，545，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※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 キモンプリンス号・ジョリルミエール号・スフバータル号



2700910月6日 晴 良 （30東京4）第1日 第9競走 ��
��2，400�

も と す こ

本 栖 湖 特 別
発走14時35分（番組第10競走を順序変更） （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下，29．10．7以降30．10．2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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

55 ヘリファルテ 牡4鹿 57 J．モレイラ �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 488＋182：27．7 2．5�
（伯刺）

77 ブラックプラチナム 牡5青鹿57 C．ルメール 吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 494＋ 2 〃 クビ 2．2�
88 サンデームーティエ 牡4栗 55 柴田 大知戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 446＋ 62：27．91� 8．8�
44 マ ス ラ オ �4栗 54 北村 宏司 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 日高 白井牧場 440＋ 22：28．0クビ 21．6�
66 ヒメタチバナ 牝5黒鹿51 松岡 正海岡田 勇氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 474＋ 42：28．1	 97．4	
22 シャリオヴァルト �5鹿 54 田辺 裕信前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456－ 4 〃 アタマ 22．5

33 ス プ マ ン テ 牡4青鹿57 戸崎 圭太石川 達絵氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 480＋ 62：28．31	 7．5�
89 フォーラウェイ 牡5鹿 55 和田 竜二 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 430－ 8 〃 ハナ 17．5�
11 コスモピクシス 牝5黒鹿52 丹内 祐次 �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 428－ 42：28．72	 152．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 45，688，800円 複勝： 56，408，600円 枠連： 17，056，600円
馬連： 92，933，500円 馬単： 50，110，300円 ワイド： 54，563，200円
3連複： 113，399，600円 3連単： 242，423，800円 計： 672，584，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 110円 � 160円 枠 連（5－7） 270円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 160円 �� 430円 �� 280円

3 連 複 ��� 640円 3 連 単 ��� 1，820円

票 数

単勝票数 計 456888 的中 � 144106（2番人気）
複勝票数 計 564086 的中 � 97394（2番人気）� 233200（1番人気）� 53658（4番人気）
枠連票数 計 170566 的中 （5－7） 47897（1番人気）
馬連票数 計 929335 的中 �� 270110（1番人気）
馬単票数 計 501103 的中 �� 79172（1番人気）
ワイド票数 計 545632 的中 �� 109582（1番人気）�� 26174（6番人気）�� 44789（3番人気）
3連複票数 計1133996 的中 ��� 132555（2番人気）
3連単票数 計2424238 的中 ��� 96345（3番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―12．8―13．2―12．9―12．8―12．9―12．3―12．0―11．0―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．9―37．7―50．9―1：03．8―1：16．6―1：29．5―1：41．8―1：53．8―2：04．8―2：16．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．9―3F33．9
1
3
8，9（7，6）3，4，5，1，2
8，9（7，4）6，3，5，1，2

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

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4鹿 母 シ ユ ー マ 母母 Sichilla 5戦4勝 賞金 38，196，000円
〔制裁〕 ヘリファルテ号の騎手J．モレイラは，決勝線手前で内側に斜行したことについて平成30年10月13日から平成30年10月14日

まで騎乗停止。（被害馬：7番・4番）
※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。

2701010月6日 晴 稍重 （30東京4）第1日 第10競走 ��
��1，600�

さ い こ

西 湖 特 別
発走15時10分（番組第9競走を順序変更） （ダート・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

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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

815 メイショウカマクラ 牡5青鹿57 丸山 元気松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 518－ 81：35．4 116．8�
36 ダイワインパルス 牡6鹿 57 内田 博幸大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 480＋ 21：35．71� 13．5�
48 	 ラムセスバローズ 牡3栗 55 北村 宏司猪熊 広次氏 木村 哲也 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

488－10 〃 クビ 24．3�
12 サウスザスナイパー 牡4黒鹿57 丸田 恭介南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 526－141：36．12
 23．5�
816 ジュンスターホース 牡4栗 57 J．モレイラ河合 純二氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B472＋ 2 〃 アタマ 2．2�

（伯刺）

23 ベディヴィア 牡4栗 57 戸崎 圭太 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 458－ 41：36．52
 40．3	
713 エングローサー 牡3鹿 55 田中 勝春中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 482＋ 4 〃 クビ 3．5

714 コスモロブロイ 牡3青鹿55 柴田 大知岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 富本 茂喜 B522＋ 81：36．6クビ 123．2�
47 ベバスカーン 牡5鹿 57 横山 典弘千明牧場 勢司 和浩 浦河 田中スタッド 546＋ 61：36．81� 65．6�
35 フォーカード 牡4栗 57 三浦 皇成KTレーシング 小崎 憲 浦河 バンダム牧場 480＋ 81：37．33 12．3�
11 ヤギリジャスパー 牡5鹿 57 田辺 裕信内田ヤエ子氏 小西 一男 新ひだか 桜井牧場 542＋ 61：37．4� 26．9�
612 インザバブル 牡5鹿 57 大野 拓弥G1レーシング 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋ 21：37．5
 10．8�
611 シンゼンドリーム 牡5黒鹿57 横山 和生原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 464－34 〃 アタマ 77．8�
510 シュンノカミ 牡4青鹿57 吉田 隼人石川 博氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 504± 01：37．82 153．6�
59 エヴィエイション 牡3青鹿55 石橋 脩ゴドルフィン 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494－ 41：38．01
 17．1�
24 グッドラックサマー 牡4栗 57 丹内 祐次澤田 孝之氏 尾形 和幸 新ひだか 伊藤 敏明 552－ 21：41．5大差 34．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 69，861，000円 複勝： 88，874，000円 枠連： 39，237，000円
馬連： 172，887，000円 馬単： 68，563，900円 ワイド： 106，157，500円
3連複： 248，039，800円 3連単： 305，358，800円 計： 1，098，979，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，680円 複 勝 � 2，180円 � 340円 � 630円 枠 連（3－8） 660円

馬 連 �� 70，590円 馬 単 �� 165，880円

ワ イ ド �� 15，090円 �� 25，240円 �� 3，210円

3 連 複 ��� 370，570円 3 連 単 ��� 3，459，140円

票 数

単勝票数 計 698610 的中 � 4783（14番人気）
複勝票数 計 888740 的中 � 9704（15番人気）� 76137（4番人気）� 36882（7番人気）
枠連票数 計 392370 的中 （3－8） 45568（2番人気）
馬連票数 計1728870 的中 �� 1898（92番人気）
馬単票数 計 685639 的中 �� 310（192番人気）
ワイド票数 計1061575 的中 �� 1806（89番人気）�� 1078（107番人気）�� 8654（35番人気）
3連複票数 計2480398 的中 ��� 502（411番人気）
3連単票数 計3053588 的中 ��� 64（2707番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．2―34．8―46．9―58．8―1：10．7―1：22．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウカマクラ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2016．1．9 京都2着

2013．4．26生 牡5青鹿 母 カイロローズ 母母 Insinuate 20戦4勝 賞金 44，849，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グッドラックサマー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年11月6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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 カバトット号・キャベンディッシュ号・セガールモチンモク号・タケルラグーン号・バトルスピリッツ号・

バーンフライ号・レッドアフレイム号
※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。



2701110月6日 晴 良 （30東京4）第1日 第11競走 ��
��1，600�第4回サウジアラビアロイヤルカップ（ＧⅢ）

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

リヤド馬事クラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 33，000，000円 13，000，000円 8，300，000円 5，000，000円 3，300，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：32．3

稍重
良

44 グランアレグリア 牝2鹿 54 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 476＋181：34．0 1．3�
55 ド ゴ ー ル 牡2鹿 55 津村 明秀 �カナヤマホール

ディングス 黒岩 陽一 日高 豊洋牧場 448＋ 41：34．63� 45．2�
22 ア マ ー テ ィ 牝2鹿 54 三浦 皇成吉田 勝己氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 472－ 81：34．81 17．0�
33 ドラウプニル 牡2鹿 55 J．モレイラ吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：35．01� 6．9�

（伯刺）

11 	 シャドウエンペラー 牡2鹿 55 和田 竜二ゴドルフィン 岡田 稲男 愛 Godolphin 474－ 4 〃 クビ 5．7	
88 トーラスジェミニ 牡2鹿 55 吉田 隼人柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 464＋ 6 〃 クビ 208．3

77 セグレドスペリオル 牡2鹿 55 川又 賢治名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 462± 01：35．1クビ 25．7�
66 サムシングジャスト 牝2黒鹿54 横山 典弘 �グリーンファーム松田 国英 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 476－ 81：35．95 33．0�
（8頭）

売 得 金
単勝： 162，054，600円 複勝： 359，283，100円 枠連： 発売なし
馬連： 258，600，200円 馬単： 184，427，200円 ワイド： 140，524，500円
3連複： 286，356，500円 3連単： 1，064，174，300円 計： 2，455，420，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 390円 � 190円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，080円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 710円 �� 270円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 4，110円 3 連 単 ��� 12，060円

票 数

単勝票数 計1620546 的中 � 972501（1番人気）
複勝票数 計3592831 的中 � 2809095（1番人気）� 50313（7番人気）� 136146（4番人気）
馬連票数 計2586002 的中 �� 96336（7番人気）
馬単票数 計1844272 的中 �� 60380（8番人気）
ワイド票数 計1405245 的中 �� 48428（9番人気）�� 155389（3番人気）�� 14578（18番人気）
3連複票数 計2863565 的中 ��� 52157（13番人気）
3連単票数 計10641743 的中 ��� 63952（38番人気）

ハロンタイム 13．1―11．8―11．9―11．5―11．6―11．3―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．9―36．8―48．3―59．9―1：11．2―1：22．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．1
3 ・（8，4）（6，2，7）－3－（1，5） 4 8，4（6，2）7，3（1，5）

勝馬の
紹 介

グランアレグリア 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Tapit デビュー 2018．6．3 東京1着

2016．1．24生 牝2鹿 母 タピッツフライ 母母 Flying Marlin 2戦2勝 賞金 40，294，000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。

2701210月6日 晴 良 （30東京4）第1日 第12競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走16時25分 （芝・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
1：44．2
1：43．9

良
良

56 アモーレミオ 牝3芦 53 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 482－101：47．0 5．9�

69 ラ レ ゾ ン 牝4黒鹿 55
54 ☆武藤 雅 �社台レースホース高木 登 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442± 01：47．53 126．2�
710 ア シ ェ ッ ト 牝3鹿 53 武士沢友治加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 436± 01：47．6クビ 3．0�
812 ロマンテソーロ 牝3青鹿53 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 442－ 81：47．81� 19．5�
22 ハマヒルガオ 牝5黒鹿55 J．モレイラ金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 498－ 41：48．01� 16．1	
（伯刺）

57 ラヴベローナ 牝3鹿 53 蛯名 正義菅原 広隆氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 466＋10 〃 クビ 7．5

45 イタリアンホワイト 牝4芦 55 C．ルメール �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 508－101：48．1� 3．3�
711 ラブリーアモン 牝5青 55 津村 明秀平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 496＋ 8 〃 ハナ 21．3�
44 ウ ォ ー ブ ル 牝4黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 むかわ 渡辺 隆 480± 01：48．2� 47．7
11 � シンボリブーケ 牝4鹿 55

53 △菊沢 一樹岡田 壮史氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 484± 01：48．41� 46．5�
813 レッドルチア 牝4黒鹿55 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 416－121：48．5� 15．3�
33 ス ズ カ ゼ 牝4鹿 55 村田 一誠 �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 B478－ 21：48．71� 40．2�
68 ラ ン リ ー ナ 牝3芦 53 内田 博幸由井健太郎氏 竹内 正洋 新ひだか 元道牧場 470＋ 61：49．02 63．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 76，584，100円 複勝： 101，586，300円 枠連： 41，658，200円
馬連： 172，512，200円 馬単： 74，371，600円 ワイド： 123，352，100円
3連複： 247，307，500円 3連単： 348，021，900円 計： 1，185，393，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 220円 � 1，890円 � 140円 枠 連（5－6） 5，290円

馬 連 �� 37，180円 馬 単 �� 44，760円

ワ イ ド �� 8，100円 �� 440円 �� 4，380円

3 連 複 ��� 26，680円 3 連 単 ��� 239，160円

票 数

単勝票数 計 765841 的中 � 102776（3番人気）
複勝票数 計1015863 的中 � 117174（3番人気）� 9355（13番人気）� 253839（1番人気）
枠連票数 計 416582 的中 （5－6） 6100（16番人気）
馬連票数 計1725122 的中 �� 3595（59番人気）
馬単票数 計 743716 的中 �� 1246（90番人気）
ワイド票数 計1233521 的中 �� 3679（61番人気）�� 79714（2番人気）�� 6863（42番人気）
3連複票数 計2473075 的中 ��� 6952（74番人気）
3連単票数 計3480219 的中 ��� 1055（583番人気）

ハロンタイム 13．2―11．1―12．0―12．3―12．0―11．9―11．6―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．3―36．3―48．6―1：00．6―1：12．5―1：24．1―1：35．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

アモーレミオ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．10．28 東京8着

2015．4．30生 牝3芦 母 ヒカルアモーレ 母母 グレイトフィーヴァー 6戦2勝 賞金 14，900，000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。



（30東京4）第1日 10月6日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 167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

233，730，000円
7，710，000円
19，470，000円
1，270，000円
25，810，000円
69，813，000円
5，150，400円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
680，102，400円
1，249，267，900円
237，833，400円
1，254，979，000円
684，686，400円
845，040，200円
1，694，394，500円
3，090，692，600円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 9，736，996，400円

総入場人員 27，535名 （有料入場人員 25，494名）
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