
2702510月14日 雨 重 （1東京4） 第5日 第1競走 ��1，400�2歳未勝利
発走10時10分 （ダート・左）

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

812 ムーランアンディゴ 牡2鹿 55 丸田 恭介村上 卓史氏 田中 博康 新冠 村上 欽哉 482－ 61：26．5 2．8�
69 コ パ シ ー ナ �2栗 55 三浦 皇成椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 482＋ 61：26．81� 3．8�
11 セイエスコート 牡2鹿 55

54 ☆横山 武史金田 成基氏 菊川 正達 日高 若林 順一 462＋ 21：27．33 9．6�
44 スターファイター 牡2鹿 55 嘉藤 貴行 �YGGホースクラブ 田島 俊明 新冠 川上牧場 484＋101：27．4クビ 5．5�
56 サンダーボマー 牡2鹿 55 岩田 康誠岡 浩二氏 土田 稔 新冠 中山 高鹿康 418＋ 21：27．71� 20．7�
710 トーセンシグナル 牡2栗 55 岩部 純二島川 	哉氏 萱野 浩二 日高 有限会社 エ

スティファーム 494＋161：28．01� 8．5

22 エリンクロノス 牡2栗 55

53 △木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 大栄牧場 504－ 61：29．06 118．2�
33 キ ヨ セ 牡2鹿 55 木幡 巧也中村 祐子氏 新開 幸一 新ひだか 小野 秀治 446＋181：29．32 12．5�
45 ル ナ ラ ン ス 牝2鹿 54

53 ☆武藤 雅�前川企画 武藤 善則 青森 太田ファーム 430＋ 81：29．83 109．4
57 コトブキノニ 牝2鹿 54

53 ☆菊沢 一樹江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 様似 清水スタッド 470± 01：29．9� 238．2�
813 フローラルオーク 牝2芦 54

53 ☆野中悠太郎髙橋 正雄氏 伊藤 大士 新ひだか 今 牧場 410＋ 2 〃 クビ 47．2�
711 カシノスペリオル 牡2鹿 55

52 ▲大塚 海渡柏木 務氏 和田 雄二 新ひだか 土田農場 442－ 6 〃 ハナ 258．0�
68 モンサンブラーマ 牡2栗 55

52 ▲山田 敬士山下 新一氏 青木 孝文 新冠 川島牧場 462－ 21：30．32� 212．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 30，860，800円 複勝： 39，935，700円 枠連： 9，089，900円
馬連： 58，024，700円 馬単： 29，484，600円 ワイド： 41，419，500円
3連複： 80，433，600円 3連単： 104，938，500円 計： 394，187，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 130円 � 210円 枠 連（6－8） 440円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 230円 �� 490円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 4，810円

票 数

単勝票数 計 308608 的中 � 89034（1番人気）
複勝票数 計 399357 的中 � 96061（1番人気）� 90139（2番人気）� 36145（5番人気）
枠連票数 計 90899 的中 （6－8） 15994（1番人気）
馬連票数 計 580247 的中 �� 85361（1番人気）
馬単票数 計 294846 的中 �� 22095（1番人気）
ワイド票数 計 414195 的中 �� 51544（1番人気）�� 20039（6番人気）�� 20578（5番人気）
3連複票数 計 804336 的中 ��� 51749（2番人気）
3連単票数 計1049385 的中 ��� 15817（6番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．4―13．1―12．5―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．1―36．5―49．6―1：02．1―1：14．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F36．9
3 ・（1，2）9（4，3，12，13）5（6，10）7＝11－8 4 1（2，9，12）4（3，5，13）（6，10）7＝（11，8）

勝馬の
紹 介

ムーランアンディゴ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 ファスリエフ デビュー 2019．9．29 中山5着

2017．4．13生 牡2鹿 母 メイクアミラクル 母母 タイキプレリュード 2戦1勝 賞金 5，700，000円

2702610月14日 小雨 重 （1東京4） 第5日 第2競走 ��
��1，600�2歳未勝利

発走10時40分 （ダート・左）
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

812 ピ オ ノ ノ 牡2黒鹿55 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 奥村 武 安平 ノーザンファーム 486± 01：38．7 1．7�

45 サトノアレックス 牡2栗 55 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 492＋ 81：38．8� 4．8�
69 ワンモアエフォート 牡2栗 55

52 ▲大塚 海渡内藤 好江氏 勢司 和浩 日高 中館牧場 480－ 41：39．22� 61．2�
56 アナンダライト 牡2栗 55 川田 将雅 �シルクレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 502－12 〃 アタマ 4．9�
57 イデアイホマジョル 牡2青 55 柴田 大知益田 修一氏 和田 雄二 新ひだか 西川富岡牧場 434＋ 41：39．62� 83．4	
711 セントガブリエル 牝2芦 54

53 ☆菊沢 一樹馬目 卓氏 菊沢 隆徳 浦河 辻 牧場 B460－ 61：39．7� 18．8

11 グラスディアブロ 牡2鹿 55 江田 照男半沢� 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 452－101：40．01� 128．2�
33 フ ル ゴ リ ラ 牡2栗 55 田中 勝春�Basic 小野 次郎 新ひだか 小倉 光博 522± 01：40．1� 34．9�
813 カ ナ ラ イ ズ 牡2黒鹿55 三浦 皇成水上 行雄氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 454－ 21：41．37 13．0
68 インディードシチー 牡2栗 55 吉田 豊 �友駿ホースクラブ 上原 博之 日高 下河辺牧場 488－ 41：41．4� 95．4�
44 セイカアーナンダイ 牡2栗 55 石川裕紀人久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 462＋141：42．25 283．0�
22 ハシレコウマ 牡2栗 55

52 ▲山田 敬士峰 哲馬氏 石栗 龍彦 むかわ ヤマイチ牧場 490－ 21：43．15 359．6�
710 オウサムミニスター 牡2黒鹿 55

54 ☆野中悠太郎古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 野坂牧場 422＋ 21：43．2クビ 124．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 41，426，400円 複勝： 90，683，200円 枠連： 13，797，700円
馬連： 58，384，400円 馬単： 38，763，400円 ワイド： 44，403，000円
3連複： 84，809，600円 3連単： 144，891，800円 計： 517，159，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 130円 � 750円 枠 連（4－8） 330円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，460円 �� 2，370円

3 連 複 ��� 4，700円 3 連 単 ��� 12，820円

票 数

単勝票数 計 414264 的中 � 196334（1番人気）
複勝票数 計 906832 的中 � 607126（1番人気）� 91299（2番人気）� 7877（8番人気）
枠連票数 計 137977 的中 （4－8） 31495（1番人気）
馬連票数 計 583844 的中 �� 122825（1番人気）
馬単票数 計 387634 的中 �� 57690（1番人気）
ワイド票数 計 444030 的中 �� 79725（1番人気）�� 6573（14番人気）�� 3976（20番人気）
3連複票数 計 848096 的中 ��� 13509（12番人気）
3連単票数 計1448918 的中 ��� 8192（37番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．7―12．3―12．8―12．7―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．3―47．6―1：00．4―1：13．1―1：25．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピ オ ノ ノ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．7．28 新潟10着

2017．3．20生 牡2黒鹿 母 マ シ ュ マ ロ 母母 シラユキヒメ 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 フルゴリラ号の騎手田中勝春は，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：1番）
〔その他〕 サトノアレックス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 サトノアレックス号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和元年11月14日まで出走できない。

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５日



2702710月14日 小雨 良 （1東京4） 第5日 第3競走 ��
��1，400�2歳未勝利

発走11時10分 （芝・左）
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

59 � プライモーディアル 牡2鹿 55
54 ☆野中悠太郎ゴドルフィン 黒岩 陽一 英 Godolphin 480± 01：23．1 25．9�

35 セイウンパワフル 牡2鹿 55 戸崎 圭太西山 茂行氏 斎藤 誠 新ひだか 棚川 光男 472± 0 〃 クビ 5．7�
11 エ ス ト ロ 牝2鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 474－ 21：23．52� 3．4�
611 サ ヴ ァ イ ヴ 牡2青 55 福永 祐一中村 忠彦氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458＋ 4 〃 ハナ 2．6�
713 ワカミヤアトゥ 牡2鹿 55 石川裕紀人芳川 貴行氏 稲垣 幸雄 日高 前川 義則 458－ 21：23．71	 30．7�
815 ハ ー デ ィ ン 牡2青鹿55 江田 照男松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 新ひだか 城地牧場 424－ 2 〃 アタマ 64．0	
23 デ ィ ン ブ ラ 牝2鹿 54 三浦 皇成
ノースヒルズ 上原 博之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460＋ 8 〃 ハナ 13．0�
47 ブルーノジュネス 牡2鹿 55 丸田 恭介島川 �哉氏 宗像 義忠 日高 有限会社 エ

スティファーム 482± 01：23．91	 8．3
36 ブ ル ー パ ー 牝2青鹿54 嘉藤 貴行小林 祐一氏 青木 孝文 新ひだか 千代田牧場 460－ 61：24．11 110．8�
612 パトローナム 牡2鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 高橋 文雅 新冠 武田牧場 438＋ 2 〃 アタマ 488．0�
510 コスモトップガン 牡2黒鹿55 丹内 祐次岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 日高 川島 正広 470－ 21：24．2� 154．8�
816 ショウイモン 牝2鹿 54

53 ☆菊沢 一樹井門 敏雄氏 松山 将樹 日高 坂 牧場 424－ 41：24．3
 378．4�
714 オレンジブラウニー 牝2鹿 54

53 ☆横山 武史田頭 勇貴氏 的場 均 日高 新井 昭二 454－ 41：24．5
 35．0�
48 � デイオブサンダー 牡2栗 55 内田 博幸ゴドルフィン 田中 剛 愛

B. Kennedy &
Mrs Ann Marie
Kennedy

B472± 0 〃 クビ 204．7�
24 イエローハート 牡2栗 55

52 ▲菅原 明良高橋 宏弥氏 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 458＋ 21：25．03 232．5�
12 ヤ マ ヒ ビ キ 牝2黒鹿 54

51 ▲山田 敬士江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 468＋ 21：25．74 593．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，044，900円 複勝： 56，689，400円 枠連： 15，130，700円
馬連： 74，347，400円 馬単： 39，903，200円 ワイド： 59，962，800円
3連複： 114，798，600円 3連単： 142，952，700円 計： 547，829，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，590円 複 勝 � 500円 � 190円 � 160円 枠 連（3－5） 5，400円

馬 連 �� 4，470円 馬 単 �� 10，700円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 1，370円 �� 440円

3 連 複 ��� 5，530円 3 連 単 ��� 52，080円

票 数

単勝票数 計 440449 的中 � 14386（6番人気）
複勝票数 計 566894 的中 � 21862（7番人気）� 84737（3番人気）� 109765（2番人気）
枠連票数 計 151307 的中 （3－5） 2170（18番人気）
馬連票数 計 743474 的中 �� 12882（15番人気）
馬単票数 計 399032 的中 �� 2796（30番人気）
ワイド票数 計 599628 的中 �� 11736（14番人気）�� 10717（15番人気）�� 37715（4番人気）
3連複票数 計1147986 的中 ��� 15554（17番人気）
3連単票数 計1429527 的中 ��� 1990（150番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．9―35．8―48．2―59．8―1：11．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F34．9
3 ・（9，10）（5，13）16（1，11）（3，12，15）（4，6，7，14）－8－2 4 ・（9，10）13（5，16）（1，11）（12，15）3（4，14）（6，7）－8－2

勝馬の
紹 介

�プライモーディアル �
�
父 Shamardal �

�
母父 Monsun デビュー 2019．6．16 東京10着

2017．3．5生 牡2鹿 母 Ancient Art 母母 Shinko Hermes 3戦1勝 賞金 5，500，000円

2702810月14日 小雨 良 （1東京4） 第5日 第4競走 ��1，600�2歳新馬
発走11時40分 （芝・左）

牝；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
1：32．7
1：32．3

良
良

35 フェルミスフィア 牝2栗 54 川田 将雅 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 430 ―1：35．7 4．4�
12 ピーエムピンコ 牝2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子松山 毅氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 392 ― 〃 クビ 11．3�
818 カーテンコール 牝2栗 54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 472 ―1：36．01� 2．7�
817 ホイッスルヴォイス 牝2鹿 54 石橋 脩藤田 岳彦氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438 ―1：36．21� 9．9�
36 ダイユウローズ 牝2鹿 54 木幡 巧也大友 靖岐氏 松永 康利 新ひだか 藤沢牧場 504 ―1：36．41 55．9	
59 ルリアンヴェール 牝2鹿 54 池添 謙一�大樹ファーム 牧浦 充徳 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 410 ― 〃 クビ 7．2

510 キャツクレードル 牝2黒鹿54 江田 照男石瀬 浩三氏 佐藤 吉勝 日高 いとう牧場 462 ―1：36．5� 151．4�
11 ナンヨーアイゼン 牝2鹿 54 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 464 ―1：36．6� 22．2�
816 カ ナ ワ ン 牝2青鹿54 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 438 ―1：36．7� 35．5
713 マリノヴィヴィアナ 牝2栗 54 岩田 康誠�クラウン 松永 康利 日高 クラウン日高牧場 456 ―1：36．8� 15．5�
47 レッドペルーシュ 牝2鹿 54 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 新ひだか 三石川上牧場 420 ―1：36．9クビ 76．7�
23 プラチナビューティ 牝2青 54 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 436 ―1：37．0� 31．4�
612 ロ ン グ ヘ ア 牝2鹿 54 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか 武 牧場 476 ―1：37．21� 248．7�
715 エバンタイユドール 牝2栗 54 武士沢友治井上 久光氏 高市 圭二 日高 サンバマウン

テンファーム 498 ―1：37．3クビ 35．3�
48 スピランセス 牝2黒鹿54 勝浦 正樹ディアレスト 田村 康仁 新冠 大栄牧場 452 ―1：38．15 64．1�
714 ミコドリーム 牝2栗 54

51 ▲菅原 明良古賀 慎一氏 尾形 和幸 新ひだか 谷藤 弘美 480 ― 〃 クビ 157．5�
611 スノープロー 牝2栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 434 ―1：38．63 195．9�
24 メロウスマイル 牝2鹿 54

53 ☆野中悠太郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小島 茂之 浦河 高村牧場 376 ―1：38．7� 154．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 42，323，400円 複勝： 45，620，200円 枠連： 21，150，400円
馬連： 64，834，500円 馬単： 28，809，300円 ワイド： 50，108，000円
3連複： 91，508，500円 3連単： 100，063，200円 計： 444，417，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 310円 � 120円 枠 連（1－3） 1，360円

馬 連 �� 2，110円 馬 単 �� 3，490円

ワ イ ド �� 750円 �� 280円 �� 840円

3 連 複 ��� 2，490円 3 連 単 ��� 14，190円

票 数

単勝票数 計 423234 的中 � 80330（2番人気）
複勝票数 計 456202 的中 � 84144（2番人気）� 25411（6番人気）� 121936（1番人気）
枠連票数 計 211504 的中 （1－3） 11983（6番人気）
馬連票数 計 648345 的中 �� 23710（7番人気）
馬単票数 計 288093 的中 �� 6185（12番人気）
ワイド票数 計 501080 的中 �� 15911（7番人気）�� 51269（1番人気）�� 14179（8番人気）
3連複票数 計 915085 的中 ��� 27548（3番人気）
3連単票数 計1000632 的中 ��� 5109（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．0―35．6―48．0―1：00．7―1：12．8―1：24．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F35．0
3 3，9（5，13）（6，18）（8，10）（1，16）（12，14）17，2（7，15）＝11，4 4 ・（3，9）5，13（6，18）（1，8，10）（2，12，16）（14，17）（7，15）－（11，4）

勝馬の
紹 介

フェルミスフィア �
�
父 エピファネイア �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2017．5．2生 牝2栗 母 フェルミオン 母母 パテントリークリア 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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アプローズパワー号・スパングルドスター号・ブライティアランド号・マヤチャン号



2702910月14日 小雨 稍重 （1東京4） 第5日 第5競走 ��
��1，800�2歳新馬

発走12時30分 （芝・左）
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
1：45．6

良
良

714 ル ナ シ オ ン 牝2鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 450 ―1：53．0 1．4�
59 � ヴィズサクセス 牡2鹿 55 松岡 正海嶋田 賢氏 手塚 貴久 愛 Airlie Stud 456 ―1：53．1� 26．3�
612 リュウノルフィ 牡2鹿 55 柴田 善臣蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか タイヘイ牧場 432 ―1：53．31	 230．7�
815 ミヤコシャンティ 牝2黒鹿54 吉田 隼人吉田喜代司氏 宗像 義忠 洞
湖 レイクヴィラファーム 432 ― 〃 ハナ 48．8�
24 フェアリーシップ 牝2芦 54 内田 博幸合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 日高 賀張三浦牧場 460 ―1：53．51 54．5�
12 シャドウワルツ 牡2黒鹿55 岩田 康誠飯塚 知一氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 418 ― 〃 クビ 20．2	
23 インテリジェンス 牝2栗 54 横山 典弘近藤 英子氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 454 ― 〃 ハナ 7．3

510 レットミーアウト 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 468 ― 〃 ハナ 17．7�
611� サトノグリアン 牡2芦 55 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 鹿戸 雄一 愛 Paget

Bloodstock 468 ―1：53．6� 8．2
35 カズノコクリュウ 牡2青鹿 55

54 ☆野中悠太郎鈴木 可一氏 小西 一男 浦河 鎌田 正嗣 472 ―1：53．91� 88．4�
11 エ ク シ ア 牝2鹿 54

53 ☆武藤 雅田原 邦男氏 小島 茂之 新冠 パカパカ
ファーム 480 ― 〃 クビ 80．6�

48 シゲルパンドラ 牝2黒鹿54 吉田 豊森中 蕃氏 浅野洋一郎 青森 青南ムラカミ
ファーム 474 ―1：54．11	 187．0�

36 � コ ス モ ク ウ 牡2鹿 55 柴田 大知岡田 繁幸氏 上原 博之 米
Robert Nataf,
Joe Allen &
Tim Thornton

448 ―1：54．42 51．7�
713 タイムイズナカヤマ 牡2鹿 55 嘉藤 貴行�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 440 ― 〃 クビ 240．4�
47 フォースオブライフ 牡2鹿 55

52 ▲菅原 明良岡田 牧雄氏 松山 将樹 新冠 富本 茂喜 416 ―1：54．5� 206．5�
816 ニシノハナミズキ 牝2黒鹿54 北村 宏司西山 茂行氏 古賀 慎明 日高 沖田牧場 510 ―1：54．6クビ 147．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，973，500円 複勝： 115，663，900円 枠連： 16，782，100円
馬連： 61，947，200円 馬単： 43，111，000円 ワイド： 51，010，600円
3連複： 88，527，000円 3連単： 147，548，500円 計： 573，563，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 380円 � 2，090円 枠 連（5－7） 500円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 640円 �� 3，590円 �� 22，000円

3 連 複 ��� 36，100円 3 連 単 ��� 92，770円

票 数

単勝票数 計 489735 的中 � 279355（1番人気）
複勝票数 計1156639 的中 � 854446（1番人気）� 24080（6番人気）� 3633（15番人気）
枠連票数 計 167821 的中 （5－7） 25597（2番人気）
馬連票数 計 619472 的中 �� 40793（5番人気）
馬単票数 計 431110 的中 �� 24489（5番人気）
ワイド票数 計 510106 的中 �� 22176（5番人気）�� 3557（33番人気）�� 570（91番人気）
3連複票数 計 885270 的中 ��� 1839（87番人気）
3連単票数 計1475485 的中 ��� 1153（211番人気）

ハロンタイム 13．5―12．6―12．9―12．8―13．2―13．2―11．9―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．5―26．1―39．0―51．8―1：05．0―1：18．2―1：30．1―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F34．8

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

勝馬の
紹 介

ル ナ シ オ ン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song 初出走

2017．5．1生 牝2鹿 母 ピ ラ ミ マ 母母 Career Collection 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※ミヤコシャンティ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2703010月14日 雨 重 （1東京4） 第5日 第6競走 ��1，300�3歳以上1勝クラス
発走13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
1：16．1
1：16．1

重
重

46 プロトイチバンボシ 牡3栗 55 杉原 誠人飯田 真也氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 504＋ 41：19．1 9．7�
712 エアコンヴィーナ 牝4黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子 �ラッキーフィールド大竹 正博 様似 猿倉牧場 452＋ 41：19．31 4．7�
34 イワネコゴシキ 牡3青鹿55 石川裕紀人丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 496± 0 〃 アタマ 37．8�
813 ベイオブコトル 牡3鹿 55 三浦 皇成ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442± 01：19．51� 3．8�
11 タイキメサイア 牡4栗 57

54 ▲菅原 明良�大樹ファーム 高橋 祥泰 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 524＋ 6 〃 クビ 5．2	

22 タマモキャペリン 牝3鹿 53 戸崎 圭太タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 462＋ 61：19．71� 4．3

610 オープンザウェイ �7栗 57 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 菊川 正達 日高 沖田牧場 B456－101：19．8� 16．8�
57 アッシャムス 牝3鹿 53 松岡 正海�桑田牧場 武井 亮 浦河 桑田牧場 B484＋ 4 〃 アタマ 48．2�
58 サ マ ニ ー �6青鹿 57

56 ☆武藤 雅井上 一郎氏 武藤 善則 様似 中脇 一幸 B484＋ 61：20．01� 15．9
69 	 リネンコジーン 牡4芦 57 丸田 恭介戸山 光男氏 南田美知雄 浦河 江谷牧場 482＋ 81：20．1
 228．3�
33 	 キョウエイガウディ 牡5鹿 57 岩部 純二田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 沖田 忠幸 506＋ 21：20．41� 163．5�
45 	 ゴールデンビコー 牝4鹿 55 武士沢友治村山 忠弘氏 根本 康広 日高 鹿戸 正幸 444＋ 4 〃 ハナ 86．2�
711 コチョウジュニア 牡3芦 55 丹内 祐次鈴木 照雄氏 本間 忍 熊本 本田 土寿 450－ 41：20．5� 144．3�
814 マリノオークション 牝3黒鹿53 木幡 巧也矢野まり子氏 牧 光二 日高 クラウン日高牧場 492＋ 61：21．56 16．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 40，161，400円 複勝： 50，392，300円 枠連： 15，021，000円
馬連： 78，354，400円 馬単： 36，658，300円 ワイド： 57，947，700円
3連複： 109，526，100円 3連単： 134，444，600円 計： 522，505，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 320円 � 200円 � 910円 枠 連（4－7） 1，980円

馬 連 �� 2，890円 馬 単 �� 7，060円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 3，070円 �� 3，270円

3 連 複 ��� 22，880円 3 連 単 ��� 129，270円

票 数

単勝票数 計 401614 的中 � 32809（5番人気）
複勝票数 計 503923 的中 � 40948（5番人気）� 80175（2番人気）� 11874（9番人気）
枠連票数 計 150210 的中 （4－7） 5870（10番人気）
馬連票数 計 783544 的中 �� 20982（10番人気）
馬単票数 計 366583 的中 �� 3894（26番人気）
ワイド票数 計 579477 的中 �� 14567（12番人気）�� 4793（32番人気）�� 4494（34番人気）
3連複票数 計1095261 的中 ��� 3589（70番人気）
3連単票数 計1344446 的中 ��� 754（391番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―11．9―12．5―12．2―11．9―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．4―30．3―42．8―55．0―1：06．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プロトイチバンボシ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2018．6．17 函館12着

2016．4．19生 牡3栗 母 ワンモアミイチュー 母母 グリドルボーン 15戦2勝 賞金 14，900，000円



2703110月14日 雨 重 （1東京4） 第5日 第7競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時30分 （ダート・左）（500万円以下）

牝；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

77 バンブトンハート 牝3青鹿53 田中 勝春樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 500＋ 61：38．3 2．0�
33 ネオヴィットーリア 牝5黒鹿55 吉田 豊小林 仁幸氏 古賀 史生 日高 メイプルファーム 462＋ 61：38．51� 7．2�
66 リンガスビンゴ 牝4黒鹿55 内田 博幸伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 530－10 〃 アタマ 3．1�
44 � カズミドリーム 牝4栗 55

54 ☆武藤 雅藤沼 利夫氏 中野 栄治 浦河 大道牧場 466＋ 41：38．81� 29．3�
88 ケイゴールド 牝3青鹿 53

50 ▲藤田菜七子布武起会 中野 栄治 新冠 岩見牧場 478＋ 41：38．9	 19．0�
55 ブルーコーラル 牝3栗 53 三浦 皇成 �ローレルレーシング 清水 英克 新冠 ハクツ牧場 432＋ 4 〃 ハナ 5．2	
11 ジ ス モ ン ダ 牝4鹿 55

52 ▲菅原 明良
ミルファーム 加藤士津八 日高 シンボリ牧場 B484＋ 61：39．43 76．5�
22 スターリバー 牝4栗 55

52 ▲小林 凌大田頭 勇貴氏 星野 忍 新ひだか 山田牧場 466－ 61：40．25 137．7�
（8頭）

売 得 金
単勝： 43，093，200円 複勝： 51，173，900円 枠連： 発売なし
馬連： 61，607，600円 馬単： 40，450，600円 ワイド： 38，155，400円
3連複： 68，780，000円 3連単： 193，025，900円 計： 496，286，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 120円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 210円 �� 140円 �� 230円

3 連 複 ��� 400円 3 連 単 ��� 1，920円

票 数

単勝票数 計 430932 的中 � 169996（1番人気）
複勝票数 計 511739 的中 � 235536（1番人気）� 59414（3番人気）� 114968（2番人気）
馬連票数 計 616076 的中 �� 73549（3番人気）
馬単票数 計 404506 的中 �� 31084（4番人気）
ワイド票数 計 381554 的中 �� 41306（4番人気）�� 88070（1番人気）�� 34682（5番人気）
3連複票数 計 687800 的中 ��� 127523（2番人気）
3連単票数 計1930259 的中 ��� 72548（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．6―36．9―49．3―1：01．9―1：14．2―1：26．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．4
3 ・（1，5）6（2，3）7，4，8 4 ・（1，5，6）（2，3，7）（4，8）

勝馬の
紹 介

バンブトンハート 
�
父 サウスヴィグラス 

�
母父 ナリタトップロード デビュー 2018．7．14 福島5着

2016．2．18生 牝3青鹿 母 ニースセブンティン 母母 バンブトンニース 10戦2勝 賞金 22，750，000円

2703210月14日 雨 稍重 （1東京4） 第5日 第8競走 ��2，400�3歳以上1勝クラス
発走14時00分 （芝・左）（500万円以下）

負担重量は，3歳54�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
2：20．6
2：20．6

良
良

22 レッドボヌール 牝5鹿 55 田中 勝春 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 432＋ 42：27．9 22．0�
77 レオビヨンド 牡3鹿 54 岩田 康誠�レオ 高柳 大輔 浦河 中島牧場 470± 02：28．11� 23．6�
11 チェサピークベイ 牡3芦 54 三浦 皇成吉田 勝己氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 492± 02：28．52� 3．7�
66 ダノンラスター 牡3鹿 54 石橋 脩�ダノックス 堀 宣行 千歳 社台ファーム B470＋ 22：28．6� 1．6�
33 マイネルステレール 牡3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 476＋ 22：28．81 9．3�
44 ビギングローリー 牡3芦 54

53 ☆野中悠太郎窪田 康志氏 中川 公成 平取 坂東牧場 B468＋ 82：29．01� 10．1	
55 ディスモーメント 牡3黒鹿54 福永 祐一大塚 亮一氏 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 512＋122：29．32 12．2


（7頭）

売 得 金
単勝： 37，260，700円 複勝： 29，346，100円 枠連： 発売なし
馬連： 57，377，400円 馬単： 39，362，400円 ワイド： 33，964，600円
3連複： 62，482，300円 3連単： 182，431，600円 計： 442，225，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，200円 複 勝 � 770円 � 980円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 10，210円 馬 単 �� 22，970円

ワ イ ド �� 2，030円 �� 790円 �� 860円

3 連 複 ��� 6，880円 3 連 単 ��� 96，820円

票 数

単勝票数 計 372607 的中 � 13531（6番人気）
複勝票数 計 293461 的中 � 15397（6番人気）� 11731（7番人気）
馬連票数 計 573774 的中 �� 4354（21番人気）
馬単票数 計 393624 的中 �� 1285（41番人気）
ワイド票数 計 339646 的中 �� 4141（21番人気）�� 11363（10番人気）�� 10252（12番人気）
3連複票数 計 624823 的中 ��� 6809（23番人気）
3連単票数 計1824316 的中 ��� 1366（167番人気）

ハロンタイム 13．1―12．5―13．2―13．1―12．7―12．5―11．8―11．9―12．0―11．4―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―25．6―38．8―51．9―1：04．6―1：17．1―1：28．9―1：40．8―1：52．8―2：04．2―2：15．8

コーナー
通過順位

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

2
4
5，6，3－2（1，7）4・（5，6）（3，7，1）2，4

勝馬の
紹 介

レッドボヌール �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Dr Fong デビュー 2016．12．17 中山12着

2014．2．18生 牝5鹿 母 セ リ メ ー ヌ 母母 Lunassa 18戦2勝 賞金 18，950，000円



2703310月14日 小雨 重 （1東京4） 第5日 第9競走 ��
��2，100�

しょうせんきょう

昇 仙 峡 特 別
発走14時35分 （ダート・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），30．10．13以降1．10．6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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

56 ロ ジ テ ィ ナ 牡4黒鹿55 池添 謙一久米田正明氏 新開 幸一 新冠 新冠橋本牧場 540＋ 62：11．9 11．9�
69 キタサンヴィクター 牡4鹿 54 横山 典弘�大野商事 本田 優 浦河 辻 牧場 500－ 22：12．0� 16．2�
33 サクラアリュール 牡4栗 56 北村 宏司�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 B462－ 22：12．21 3．6�
813 フィードバック 牡3黒鹿54 三浦 皇成 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 492－ 42：12．3� 3．6�
22 グラットシエル 牡5黒鹿56 戸崎 圭太 �社台レースホース石坂 正 安平 追分ファーム 510－102：12．4� 6．4	
45 フーズサイド 牡3黒鹿53 武士沢友治西森 功氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 472＋ 22：12．61� 17．3

710 レオステップアップ 牡4栗 54 津村 明秀�レオ 奥平 雅士 新ひだか 田中 裕之 486－ 22：12．81� 21．4�
711 サトノファイター 牡3栗 54 柴田 善臣 �サトミホースカンパニー 高橋 亮 安平 追分ファーム 468－ 8 〃 アタマ 12．6�
68 アバオアクー 牡7鹿 54 岩田 康誠外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B514＋ 42：12．9� 45．7
57 フィールオーケー 牡3黒鹿53 武藤 雅吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム B470－ 22：13．21� 9．8�
812	 イッツリット 牡3栗 53 内田 博幸�ノースヒルズ 和田正一郎 米

Betz, Burns, Mag-
ers, CoCo Equine
& Terra Racing

480± 02：13．3� 31．1�
44 ミラクルヒッター 牡4芦 54 田中 勝春丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム B494± 02：13．51� 53．2�
11 パレスハングリー 牝5黒鹿54 野中悠太郎西村 豊氏 大江原 哲 新ひだか カタオカフアーム 508－ 42：13．71 24．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 46，752，100円 複勝： 69，675，200円 枠連： 25，385，300円
馬連： 124，632，600円 馬単： 47，796，100円 ワイド： 79，301，200円
3連複： 179，892，600円 3連単： 204，814，700円 計： 778，249，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 310円 � 410円 � 170円 枠 連（5－6） 2，700円

馬 連 �� 6，570円 馬 単 �� 11，960円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 680円 �� 790円

3 連 複 ��� 5，820円 3 連 単 ��� 49，640円

票 数

単勝票数 計 467521 的中 � 31241（5番人気）
複勝票数 計 696752 的中 � 54031（5番人気）� 37185（8番人気）� 135263（1番人気）
枠連票数 計 253853 的中 （5－6） 7271（14番人気）
馬連票数 計1246326 的中 �� 14692（27番人気）
馬単票数 計 477961 的中 �� 2997（50番人気）
ワイド票数 計 793012 的中 �� 10127（25番人気）�� 30696（4番人気）�� 26197（5番人気）
3連複票数 計1798926 的中 ��� 23163（16番人気）
3連単票数 計2048147 的中 ��� 2991（163番人気）

ハロンタイム 7．3―11．3―12．0―12．5―13．0―13．2―13．5―13．5―12．4―11．3―11．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―18．6―30．6―43．1―56．1―1：09．3―1：22．8―1：36．3―1：48．7―2：00．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F35．6
1
3
・（6，9）（10，11）－2（3，13）（1，12）－5－7－4－8
6（9，11）（10，2）（3，13，7）（1，12）5－4，8

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

勝馬の
紹 介

ロ ジ テ ィ ナ �
�
父 ロジユニヴァース �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．10．21 東京6着

2015．3．1生 牡4黒鹿 母 コヴェンティナ 母母 ライクリーティナ 16戦3勝 賞金 50，243，000円

2703410月14日 小雨 稍重 （1東京4） 第5日 第10競走 ��
��1，400�

く に た ち

国 立 特 別
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

36 アンリミット 牝4青鹿55 内田 博幸前原 敏行氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 490－ 61：21．4 4．3�
612 カ ル リ ー ノ 牡3鹿 55 三浦 皇成 �Gリビエール・

レーシング 高橋 裕 浦河 松栄牧場 508＋ 4 〃 クビ 11．7�
12 プ レ ト リ ア �4鹿 57 吉田 隼人多田 賢司氏 中川 公成 浦河 大北牧場 456－ 61：21．61	 30．6�
35 アプルーヴァル 牡4鹿 57 戸崎 圭太近藤 英子氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 504＋ 21：21．7クビ 5．0�
24 ベストアクター �5芦 57 柴田 善臣 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 452＋ 81：21．8
 8．7	
714 オジョーノキセキ 牝4鹿 55 北村 宏司前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 514± 0 〃 クビ 47．4

611 ヴェロニカグレース 牝4黒鹿55 津村 明秀 �シルクレーシング 武市 康男 安平 ノーザンファーム 494＋ 81：21．9クビ 72．6�
23 タマモメイトウ 牡3黒鹿55 藤田菜七子タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 474± 0 〃 クビ 54．4�
815 オースミカテドラル 牡3鹿 55 福永 祐一�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 456＋ 61：22．0	 7．9
47 ブ ー ザ ー 牡3青鹿55 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 506＋161：22．1
 3．4�
510 クリノヴィクトリア 牝5栗 55 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 454＋ 21：22．2クビ 272．8�
713 ムスコローソ 牡4栗 57 武藤 雅落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 508＋ 6 〃 アタマ 16．7�
48 ロードアルバータ �5青鹿57 横山 武史 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか ケイアイファーム 462＋ 6 〃 クビ 106．9�
11 � スタークニナガ 牡4青鹿57 野中悠太郎山口功一郎氏 栗田 徹 新ひだか 谷岡スタット 450＋ 61：22．62	 153．8�
59 ピ ナ ク ル ズ �6黒鹿57 江田 照男ライオンレースホース� 大江原 哲 むかわ 真壁 信一 504＋ 41：22．7	 83．3�
816 トーセンリラ 牝4栗 55 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 日高 有限会社 エ

スティファーム 466＋121：23．76 29．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 63，850，800円 複勝： 84，936，000円 枠連： 34，846，600円
馬連： 167，524，900円 馬単： 63，646，300円 ワイド： 91，746，000円
3連複： 224，720，400円 3連単： 287，149，900円 計： 1，018，420，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 310円 � 640円 枠 連（3－6） 1，240円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 3，640円

ワ イ ド �� 790円 �� 2，000円 �� 3，940円

3 連 複 ��� 15，320円 3 連 単 ��� 57，650円

票 数

単勝票数 計 638508 的中 � 117435（2番人気）
複勝票数 計 849360 的中 � 180824（1番人気）� 64384（6番人気）� 27117（8番人気）
枠連票数 計 348466 的中 （3－6） 21610（6番人気）
馬連票数 計1675249 的中 �� 60595（9番人気）
馬単票数 計 636463 的中 �� 13100（13番人気）
ワイド票数 計 917460 的中 �� 31346（10番人気）�� 11641（19番人気）�� 5805（36番人気）
3連複票数 計2247204 的中 ��� 10996（43番人気）
3連単票数 計2871499 的中 ��� 3611（172番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．5―12．3―11．5―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．7―47．0―58．5―1：09．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンリミット �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．3．18 中京2着

2015．4．9生 牝4青鹿 母 リミッターブレイク 母母 トロフィーポイント 10戦3勝 賞金 48，112，000円
〔発走状況〕 トーセンリラ号は，枠入り不良。
※ピナクルズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

１レース目 ３レース目



2703510月14日 曇 稍重 （1東京4） 第5日 第11競走 ��
��1，800�第67回アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・左）
牝，3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳52�4歳以上
54�，30．10．13以降GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走1着馬1�増，30．10．12以前のGⅠ
競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

府中市長賞・レパーズタウン競馬場賞（1着）
賞 品

本 賞 55，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，300，000円 5，500，000円
付 加 賞 1，120，000円 320，000円 160，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

48 スカーレットカラー 牝4鹿 54 岩田 康誠前田 幸治氏 高橋 亮 新冠 株式会社
ノースヒルズ 472＋ 81：44．5 6．8�

36 フロンテアクイーン 牝6鹿 54 津村 明秀三協ファーム� 国枝 栄 浦河 林 孝輝 476－ 61：44．71� 23．6�
815 ラッキーライラック 牝4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 522＋161：44．8	 3．9�
24 オールフォーラヴ 牝4鹿 54 川田 将雅 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 464± 01：44．9	 20．8�
713 クロコスミア 牝6黒鹿54 戸崎 圭太大塚 亮一氏 西浦 勝一 浦河 小島牧場 442－ 21：45．11� 5．6	
12 ディメンシオン 牝5鹿 54 北村 宏司広尾レース� 藤原 英昭 新ひだか 木村 秀則 454± 01：45．2
 13．0

612 レッドランディーニ 牝4青 54 池添 謙一 �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 448＋ 41：45．41� 34．3�
47 サトノガーネット 牝4黒鹿54 坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440＋10 〃 ハナ 46．9�
35 ダノングレース 牝4鹿 54 三浦 皇成�ダノックス 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 428＋ 4 〃 アタマ 25．6
23 カンタービレ 牝4鹿 54 松岡 正海石川 達絵氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 438＋ 41：45．5	 19．3�
611 ペルソナリテ 牝6鹿 54 丹内 祐次 �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 448＋20 〃 ハナ 183．7�
11 ジ ョ デ ィ ー 牝3鹿 52 武藤 雅小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 488 1：45．71� 22．7�
510 エイシンティンクル 牝6芦 54 勝浦 正樹�栄進堂 上村 洋行 新ひだか 木田牧場 492－121：45．8	 29．7�
816� ラ ン ド ネ 牝4鹿 54 吉田 隼人合同会社小林英一

ホールディングス 角居 勝彦 米 Winches-
ter Farm 510＋ 21：46．01� 87．1�

714 プリモシーン 牝4青鹿54 福永 祐一 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 506＋12 〃 ハナ 3．6�
（15頭）

59 ソウルスターリング 牝5青鹿55 木幡 育也 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 208，615，900円 複勝： 294，967，500円 枠連： 134，959，500円 馬連： 648，599，500円 馬単： 233，870，600円
ワイド： 422，452，100円 3連複： 1，173，981，200円 3連単： 1，476，654，300円 5重勝： 428，670，700円 計： 5，022，771，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 210円 � 420円 � 180円 枠 連（3－4） 2，670円

馬 連 �� 7，320円 馬 単 �� 11，550円

ワ イ ド �� 1，820円 �� 630円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 9，940円 3 連 単 ��� 77，860円

5 重 勝
対象競走：東京9R／京都10R／東京10R／京都11R／東京11R

キャリーオーバー なし����� 8，335，260円

票 数

単勝票数 計2086159 的中 � 242074（4番人気）
複勝票数 計2949675 的中 � 369721（3番人気）� 151587（6番人気）� 492695（2番人気）
枠連票数 計1349595 的中 （3－4） 39033（13番人気）
馬連票数 計6485995 的中 �� 68586（27番人気）
馬単票数 計2338706 的中 �� 15176（36番人気）
ワイド票数 計4224521 的中 �� 58036（24番人気）�� 179963（5番人気）�� 68567（15番人気）
3連複票数 計11739812 的中 ��� 88557（28番人気）
3連単票数 計14766543 的中 ��� 13749（249番人気）
5重勝票数 計4286707 的中 ����� 36

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―11．8―11．6―11．9―11．3―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．3―34．9―46．7―58．3―1：10．2―1：21．5―1：32．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

スカーレットカラー �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2017．6．10 阪神2着

2015．2．26生 牝4鹿 母 ヴ ェ ン ト ス 母母 ブラッシングブライド 15戦3勝 賞金 132，142，000円
〔出走取消〕 ソウルスターリング号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりスカーレットカラー号は，エリザベス女王杯（GⅠ）競走に優先出走できる。

2703610月14日 曇 重 （1東京4） 第5日 第12競走 ��
��1，400�3歳以上1勝クラス

発走16時25分 （500万円以下） （ダート・左）
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

714� クリップスプリンガ 牡5鹿 57 戸崎 圭太山下 良子氏 岩戸 孝樹 新冠 ヤマタケ牧場 454＋ 41：24．4 4．3�
24 � ハ ル メ キ 牝4黒鹿 55

52 ▲山田 敬士 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 深山 雅史 新冠 三村 卓也 456± 01：24．72 19．5�

47 	 リトルモンスター 牝3鹿 53
50 ▲藤田菜七子吉田 千津氏 武井 亮 米

Off The Hook Part-
ners LLC & Farm III
Enterprises LLC

468± 0 〃 クビ 5．9�
23 ノーベルプライズ 牡3黒鹿55 三浦 皇成平賀 久枝氏 古賀 史生 日高 中原牧場 500± 01：24．8
 4．2�
48 フジノタカネ 牡3芦 55 福永 祐一星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B528＋201：24．9
 19．8�
11 ジョガールボニート 牡3青鹿55 石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 B466＋141：25．0クビ 8．3	
35 ベ ル ポ ー ト 牝3青鹿 53

50 ▲菅原 明良大社 聡氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 448＋ 41：25．53 60．0

713	 パイオニアバローズ 牡3黒鹿55 北村 宏司猪熊 広次氏 木村 哲也 米 Bret Jones B536± 0 〃 アタマ 11．1�
510	� ステラストラータ �4鹿 57

55 △木幡 育也岡田 牧雄氏 大江原 哲 米
Runnymede
Farm Inc. & Pe-
ter J. Callahan

472＋101：25．71� 18．0�
611 ヴェルトゥアル 牡4鹿 57

56 ☆横山 武史 シルクレーシング 稲垣 幸雄 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480＋101：25．8
 63．9�

36 セイクリッドサン 牡3鹿 55
54 ☆武藤 雅高橋 文男氏 武藤 善則 新冠 須崎牧場 456＋ 81：26．11
 7．6�

12 レンズフルパワー 牡7鹿 57 柴田 大知田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 宮内牧場 516－ 2 〃 クビ 42．8�
59 � ファイトエルフ �5青鹿57 横山 和生西村 健氏 水野 貴広 むかわ 市川牧場 438－ 21：26．2
 368．7�
612	 クワッドアーチ 牡6鹿 57

56 ☆野中悠太郎 シルクレーシング 池上 昌和 米 Woodford
Thoroughbreds B558－ 61：26．51 70．4�

815 ジョイナイト 牡3鹿 55 内田 博幸西村 亮二氏 武市 康男 日高 下河辺牧場 500－ 21：26．71� 24．0�
816� ラブヘネシー 牝4栗 55 武士沢友治増田 陽一氏 星野 忍 新冠 武田 修一 444－221：27．55 239．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 87，446，600円 複勝： 111，154，300円 枠連： 47，317，700円
馬連： 198，758，200円 馬単： 76，982，900円 ワイド： 141，640，300円
3連複： 308，478，600円 3連単： 372，117，700円 計： 1，343，896，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 520円 � 230円 枠 連（2－7） 640円

馬 連 �� 6，330円 馬 単 �� 10，920円

ワ イ ド �� 1，930円 �� 620円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 9，520円 3 連 単 ��� 68，660円

票 数

単勝票数 計 874466 的中 � 160840（2番人気）
複勝票数 計1111543 的中 � 187895（1番人気）� 44720（9番人気）� 130468（3番人気）
枠連票数 計 473177 的中 （2－7） 57067（1番人気）
馬連票数 計1987582 的中 �� 24304（26番人気）
馬単票数 計 769829 的中 �� 5287（48番人気）
ワイド票数 計1416403 的中 �� 18297（26番人気）�� 62283（3番人気）�� 22145（20番人気）
3連複票数 計3084786 的中 ��� 24282（27番人気）
3連単票数 計3721177 的中 ��� 3929（232番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．4―36．5―48．5―1：00．2―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�クリップスプリンガ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン

2014．5．10生 牡5鹿 母 オグリピンキー 母母 オグリローマン 35戦1勝 賞金 38，300，000円
初出走 JRA

５レース目



（1東京4）第5日 10月14日 （祝日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 165頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

274，450，000円
23，750，000円
2，520，000円
32，560，000円
3，500，000円
70，755，500円
4，545，000円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
734，809，700円
1，040，237，700円
333，480，900円
1，654，392，800円
718，838，700円
1，112，111，200円
2，587，938，500円
3，491，033，400円
428，670，700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
5 重 勝
計 12，101，513，600円

総入場人員 29，730名 （有料入場人員 21，650名）
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