
2707310月22日 雨 不良 （29東京4）第7日 第1競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走9時55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

66 ジュンパッション 牡2芦 55 大野 拓弥河合 純二氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 454－ 21：38．9 6．6�
810 ワンダーツー 牡2鹿 55 内田 博幸山口 裕介氏 田村 康仁 新ひだか 静内坂本牧場 506＋ 2 〃 クビ 1．2�
44 グラデュエイト 牡2青鹿55 柴山 雄一阿部 友弘氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 494＋ 21：39．85 21．4�
67 シゲルジャンボイモ 牡2芦 55

52 ▲武藤 雅森中 蕃氏 武藤 善則 様似 猿倉牧場 500－ 2 〃 クビ 14．8�
11 モリトディライト 牡2栗 55 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 日高 木村牧場 506＋ 21：39．9� 28．9�
22 セイカメテオライト 牡2鹿 55 吉田 隼人久米 大氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 452± 01：40．96 19．0�
55 トーセンヴェント 牡2青鹿55 横山 和生島川 	哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 470± 01：41．11� 54．5

811 フレキシビリティー 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎福田 光博氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 486± 01：41．95 21．4�
79 モ ッ ポ サ ン 牡2栗 55 岩部 純二�ミルファーム 田中 清隆 浦河 ミルファーム 496＋ 41：42．21� 179．0
78 チャンピオンノホシ 牡2芦 55 松山 弘平坪野谷和平氏 勢司 和浩 浦河 杵臼牧場 530＋ 21：42．51� 74．9�
33 サノノスカイ 牡2鹿 55

54 ☆荻野 極佐野 信幸氏 中野 栄治 新ひだか 荒木 貴宏 456＋ 41：43．35 134．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 18，626，200円 複勝： 68，056，700円 枠連： 9，825，200円
馬連： 40，375，000円 馬単： 26，725，200円 ワイド： 21，640，800円
3連複： 50，116，700円 3連単： 95，587，900円 計： 330，953，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 130円 � 100円 � 230円 枠 連（6－8） 200円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 160円 �� 960円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 8，470円

票 数

単勝票数 計 186262 的中 � 23485（2番人気）
複勝票数 計 680567 的中 � 35228（2番人気）� 554931（1番人気）� 13288（6番人気）
枠連票数 計 98252 的中 （6－8） 37526（1番人気）
馬連票数 計 403750 的中 �� 107815（1番人気）
馬単票数 計 267252 的中 �� 17777（5番人気）
ワイド票数 計 216408 的中 �� 45570（1番人気）�� 4497（11番人気）�� 12642（6番人気）
3連複票数 計 501167 的中 ��� 27382（5番人気）
3連単票数 計 955879 的中 ��� 8173（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―35．9―48．8―1：01．9―1：14．5―1：26．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F37．0
3 ・（8，6，10）3（5，4）（2，7，11）（1，9） 4 ・（8，6，10）（3，5，7，4）（2，1，11）＝9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジュンパッション �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．9．23 中山5着

2015．4．22生 牡2芦 母 トリプレックス 母母 トリプルワウ 2戦1勝 賞金 5，700，000円

2707410月22日 雨 不良 （29東京4）第7日 第2競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走10時25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 カフジバンガード 牡2鹿 55 吉田 豊加藤 守氏 松元 茂樹 浦河 酒井牧場 474－ 42：08．2 5．3�
67 ミレフォリウム 牝2鹿 54

53 ☆荻野 極 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 472＋ 42：09．26 3．6�
78 トーセンブレイヴ 牡2黒鹿55 内田 博幸島川 �哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 494－ 22：09．52 4．9�
810 ワセダインブルー 牡2鹿 55 北村 宏司大冨 智弘氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 434－ 2 〃 ハナ 8．7�
55 マイティテソーロ 牡2鹿 55 大野 拓弥了德寺健二氏 高木 登 洞�湖 レイクヴィラファーム 492± 0 〃 クビ 4．8	
66 タイプムーン 牝2黒鹿54 宮崎 北斗 �コスモヴューファーム 池上 昌弘 新冠 コスモヴューファーム 468－ 22：09．71� 49．1

33 インプレスシチー 牡2青 55 柴山 雄一 �友駿ホースクラブ 上原 博之 日高 オリオンファーム 452± 02：10．12� 8．5�
44 ウェルズレジェンド 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎菊地 祐司氏 大江原 哲 新ひだか 本桐牧場 472－ 42：11．05 79．5
79 デ ル マ ラ ム 牝2栗 54 松岡 正海浅沼 廣幸氏 田島 俊明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 420± 02：11．21� 157．2�
11 ミヤコベストタイム 牡2芦 55 田中 勝春吉田喜代司氏 小野 次郎 新ひだか 田中 春美 484－ 22：11．3クビ 47．1�
811 マイネルソラニテ 牡2鹿 55

52 ▲武藤 雅 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 浦河 鎌田 正嗣 514＋ 62：11．51� 32．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 27，247，500円 複勝： 37，509，300円 枠連： 9，941，000円
馬連： 52，722，500円 馬単： 27，043，300円 ワイド： 33，073，700円
3連複： 70，441，700円 3連単： 93，900，700円 計： 351，879，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 170円 � 150円 � 170円 枠 連（2－6） 1，280円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 2，970円

ワ イ ド �� 430円 �� 430円 �� 460円

3 連 複 ��� 2，430円 3 連 単 ��� 14，350円

票 数

単勝票数 計 272475 的中 � 43121（4番人気）
複勝票数 計 375093 的中 � 56268（3番人気）� 68945（1番人気）� 53168（4番人気）
枠連票数 計 99410 的中 （2－6） 6000（5番人気）
馬連票数 計 527225 的中 �� 31375（6番人気）
馬単票数 計 270433 的中 �� 6828（16番人気）
ワイド票数 計 330737 的中 �� 19924（4番人気）�� 19579（5番人気）�� 18160（6番人気）
3連複票数 計 704417 的中 ��� 21707（11番人気）
3連単票数 計 939007 的中 ��� 4742（60番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．6―26．1―38．7―51．2―1：04．0―1：17．2―1：30．2―1：42．7―1：54．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F51．0―3F38．0

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カフジバンガード �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．8．5 小倉3着

2015．3．22生 牡2鹿 母 エ ミ リ ア 母母 ダジルミージョリエ 3戦1勝 賞金 8，100，000円

第４回 東京競馬 第７日

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



2707510月22日 雨 不良 （29東京4）第7日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時55分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：45．9
1：45．9

良
良

69 ヴォウジラール 牡2鹿 55 内田 博幸 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 498－ 21：55．5 2．8�
45 エクレアハンター 牡2黒鹿55 北村 宏司李 柱坤氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 446＋ 61：55．71 23．5�
33 パイオニアバイオ 牝2鹿 54 松山 弘平バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 418＋ 61：55．8� 7．7�
814 ワタシヲマッテル 牝2栗 54

51 ▲野中悠太郎小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 460－ 4 〃 アタマ 34．8�
610 バケットリスト 牝2鹿 54 吉田 豊宮城 寛也氏 高橋 文雅 浦河 宮内牧場 458－ 2 〃 ハナ 18．7	
22 トーセンクリーガー 牡2栗 55 横山 和生島川 
哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 476＋121：56．22� 16．1�
58 コスモレリア 牡2栗 55 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 464± 01：56．3� 10．2�
712 シャープスティーン 牝2栗 54

51 ▲武藤 雅林 正道氏 武井 亮 新ひだか 服部 牧場 454－ 41：56．51 4．1
11 ホウオウウィング 牡2青鹿55 大野 拓弥小笹 芳央氏 高木 登 浦河 栄進牧場 480＋ 81：56．71� 21．8�
813 オールドナシュワン 牡2黒鹿55 松岡 正海�リーヴァ 松永 康利 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500± 01：57．02 32．7�
711 デルマウオッカ 牡2鹿 55 武士沢友治浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 500± 01：57．21 62．7�
34 ニシノラヴコール 牝2黒鹿54 柴山 雄一西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 村上 欽哉 438＋ 41：58．9大差 14．5�
57 エンドゾーンダンス 牡2栗 55 吉田 隼人尾上 寿夫氏 金成 貴史 新冠 パカパカ

ファーム 460＋122：01．4大差 70．7�
46 マイネルスリーディ 牡2栗 55

54 ☆荻野 極 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 的場牧場 458－ 22：05．6大差 118．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 27，160，500円 複勝： 39，856，600円 枠連： 17，057，900円
馬連： 59，097，400円 馬単： 27，718，400円 ワイド： 38，419，400円
3連複： 80，381，300円 3連単： 95，216，300円 計： 384，907，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 540円 � 230円 枠 連（4－6） 2，990円

馬 連 �� 3，380円 馬 単 �� 4，580円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 570円 �� 2，910円

3 連 複 ��� 8，660円 3 連 単 ��� 38，050円

票 数

単勝票数 計 271605 的中 � 79245（1番人気）
複勝票数 計 398566 的中 � 99588（1番人気）� 13949（10番人気）� 41882（4番人気）
枠連票数 計 170579 的中 （4－6） 4421（12番人気）
馬連票数 計 590974 的中 �� 13548（11番人気）
馬単票数 計 277184 的中 �� 4536（16番人気）
ワイド票数 計 384194 的中 �� 8237（12番人気）�� 18337（3番人気）�� 3232（37番人気）
3連複票数 計 803813 的中 ��� 6955（27番人気）
3連単票数 計 952163 的中 ��� 1814（104番人気）

ハロンタイム 13．3―11．7―12．1―12．6―13．1―13．6―12．9―12．5―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．0―37．1―49．7―1：02．8―1：16．4―1：29．3―1：41．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F52．7―3F39．1

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

勝馬の
紹 介

ヴォウジラール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．8．12 新潟3着

2015．5．5生 牡2鹿 母 レジェンドトレイル 母母 ハッピートレイルズ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走状況〕 エクレアハンター号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エンドゾーンダンス号・マイネルスリーディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成29年11月22日まで平地競走に出走できない。

2707610月22日 雨 不良 （29東京4）第7日 第4競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走11時25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

816 ハーグリーブス 牡2芦 55 吉田 豊水上ふじ子氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 490 ―1：29．1 8．5�
36 オメガラヴィサン 牡2鹿 55 蛯名 正義原 �子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 470 ― 〃 クビ 2．7�
611 ロードハナブサ 牡2栗 55 三浦 皇成 �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 432 ―1：29．41� 6．8�
714 ファーベライト 牝2黒鹿54 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 470 ―1：29．61� 19．6�
48 ルソンデュレーヴ 牝2鹿 54 内田 博幸 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 438 ―1：29．7� 7．0	
12 サラドリーム 牝2黒鹿 54

51 ▲武藤 雅 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 426 ―1：30．01� 10．9


59 ユウコニホレタ 牝2青鹿 54
51 ▲野中悠太郎井上 久光氏 的場 均 安平 吉田牧場 444 ―1：30．1� 69．3�

35 ナイツブリッジ 牡2黒鹿55 吉田 隼人村野 康司氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 504 ―1：30．41� 6．4�
23 エムティティアラ 牝2鹿 54 的場 勇人�門別牧場 的場 均 浦河 信岡牧場 382 ―1：30．5� 119．0
11 ジーアイスピリッツ 牡2鹿 55 田中 勝春岩崎 充利氏 谷原 義明 日高 碧雲牧場 424 ―1：30．71 42．3�
24 サンローレンス 牝2青鹿54 松岡 正海 �加藤ステーブル 伊藤 伸一 日高 有限会社

ケイズ 454 ―1：31．87 28．2�
612 ホットライン 牡2鹿 55 武士沢友治�和田牧場 和田 正道 新冠 須崎牧場 462 ―1：32．01� 141．3�
713 エ ナ グ リ ン 牡2栗 55 北村 宏司宮原 廣伸氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 468 ―1：32．1� 63．1�
815 ツ キ ミ ザ ケ 牝2栗 54 高倉 稜江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 432 ― 〃 ハナ 142．1�
47 テイエムベアッコ 牝2青鹿 54

53 ☆荻野 極竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム
牧場株式会社 450 ―1：32．2� 160．1�

510 サノノヒカリ 牡2鹿 55 松山 弘平佐野 信幸氏 清水 英克 浦河 丸幸小林牧場 438 ―1：32．3クビ 136．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，410，600円 複勝： 34，221，900円 枠連： 16，582，000円
馬連： 47，344，100円 馬単： 23，504，700円 ワイド： 28，306，700円
3連複： 60，516，700円 3連単： 71，693，100円 計： 309，579，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 200円 � 130円 � 160円 枠 連（3－8） 810円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，850円

ワ イ ド �� 500円 �� 720円 �� 400円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 14，260円

票 数

単勝票数 計 274106 的中 � 27087（5番人気）
複勝票数 計 342219 的中 � 35125（4番人気）� 86076（1番人気）� 52196（2番人気）
枠連票数 計 165820 的中 （3－8） 15683（4番人気）
馬連票数 計 473441 的中 �� 29119（4番人気）
馬単票数 計 235047 的中 �� 6178（9番人気）
ワイド票数 計 283067 的中 �� 14363（4番人気）�� 9582（8番人気）�� 19087（2番人気）
3連複票数 計 605167 的中 ��� 20314（4番人気）
3連単票数 計 716931 的中 ��� 3644（32番人気）

ハロンタイム 12．9―12．1―12．9―13．5―12．1―11．9―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―25．0―37．9―51．4―1：03．5―1：15．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．2―3F37．7
3 ・（11，16）6（2，10）（8，14）（1，9）3（7，12）5，4，13＝15 4 ・（11，16）（2，6）（1，9，8）（3，5，14，10）（13，7）12，4－15

勝馬の
紹 介

ハーグリーブス �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2015．2．12生 牡2芦 母 プレシャスライフ 母母 スターマイライフ 1戦1勝 賞金 7，000，000円



2707710月22日 雨 不良 （29東京4）第7日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時15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
1：36．2
1：36．2

不良
不良

816 グラスチャンプ 牡2芦 55 吉田 豊半沢� 田島 俊明 新ひだか タツヤファーム 462 ―1：38．8 9．7�
47 ロイヤルジュビリー 牝2青 54

53 ☆荻野 極 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 446 ―1：39．01� 57．6�
611 トーセンゼロス 牡2黒鹿55 張田 昂島川 �哉氏 池上 昌和 新ひだか 下屋敷牧場 474 ―1：39．53 18．8�

（船橋）

12 アークカンパネラ 牡2青鹿55 横山 和生酒井 喜生氏 矢野 英一 新冠 川上牧場 470 ―1：39．71� 15．5�
815 カグラヤルージュ 牝2黒鹿54 菅原 隆一西村 亮二氏 奥平 雅士 日高 浜本牧場 484 ―1：39．91� 81．6	
48 コスモヘキサグラム 牡2栗 55 宮崎 北斗 �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 448 ―1：40．53� 96．2

36 ネ オ ダ ラ ス 牡2青鹿 55

52 ▲野中悠太郎西田 俊二氏 田村 康仁 新ひだか 小河 豊水 484 ―1：40．71� 22．9�
713 タニマサベーカ 牡2鹿 55 柴山 雄一谷 研司氏 栗田 博憲 新冠 堤 牧場 446 ―1：41．02 40．6�
510 パワフルノンコ 牝2鹿 54 蛯名 正義吉田 千津氏 小島 太 千歳 社台ファーム 502 ― 〃 ハナ 3．4
612 メイプルグレイト 牡2栗 55 村田 一誠節 英司氏 高市 圭二 平取 スガタ牧場 506 ― 〃 ハナ 3．2�
714 フライングイーグル 牡2栗 55 的場 勇人髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 492 ―1：41．74 144．1�
35 レトロガール 牝2栗 54 岩部 純二�ミルファーム 伊藤 正徳 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 472 ―1：41．91 56．2�
24 ジ ョ ウ ト ウ 牡2栗 55

52 ▲武藤 雅小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 築紫 洋 480 ― 〃 クビ 101．3�
11 ギガバッケン 牡2鹿 55 吉田 隼人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド B538 ―1：42．53� 9．2�
23 ゼネラルジーク 牡2鹿 55 松岡 正海 �ジェネラルレーシング 畠山 吉宏 新冠 レジェンドファーム 466 ―1：42．92� 63．4�
59 ベストフィックス 牡2鹿 55 田中 勝春 �社台レースホース新開 幸一 安平 追分ファーム 486 ―1：49．2大差 9．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，120，200円 複勝： 29，441，900円 枠連： 18，648，100円
馬連： 49，795，500円 馬単： 24，717，100円 ワイド： 30，689，300円
3連複： 63，140，900円 3連単： 76，725，600円 計： 317，278，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 280円 � 1，240円 � 520円 枠 連（4－8） 8，500円

馬 連 �� 20，240円 馬 単 �� 27，830円

ワ イ ド �� 3，970円 �� 1，630円 �� 9，080円

3 連 複 ��� 70，150円 3 連 単 ��� 505，690円

票 数

単勝票数 計 241202 的中 � 20845（5番人気）
複勝票数 計 294419 的中 � 31230（4番人気）� 5549（10番人気）� 14502（7番人気）
枠連票数 計 186481 的中 （4－8） 1699（24番人気）
馬連票数 計 497955 的中 �� 1906（47番人気）
馬単票数 計 247171 的中 �� 666（78番人気）
ワイド票数 計 306893 的中 �� 1980（39番人気）�� 4954（19番人気）�� 858（68番人気）
3連複票数 計 631409 的中 ��� 675（170番人気）
3連単票数 計 767256 的中 ��� 110（1036番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．9―35．9―48．2―1：01．1―1：14．0―1：26．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グラスチャンプ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2015．5．10生 牡2芦 母 リアルファッション 母母 グラスファッション 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 トーセンゼロス号の騎手張田昂は，4コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。（被害馬：1

番・10番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベストフィックス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月22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。
（非当選馬） 7頭 サンライズカイザー号・スウィングビート号・トミケンフィーナ号・ヘキギョク号・ユメノサキ号・

ラムセスバローズ号・リョーノテソーロ号
※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。

2707810月22日 雨 不良 （29東京4）第7日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走12時45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
1：31．3
1：30．7

良
良

815 エ ン ジ ニ ア 牡4鹿 57 北村 宏司髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社
吉田ファーム 484＋ 21：41．0 3．2�

35 ド ウ デ ィ 牡3鹿 55 吉田 隼人 e馬主組合 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 486＋12 〃 クビ 6．5�
714 クインズサン 牡4青 57

54 ▲野中悠太郎 �クイーンズ・ランチ 和田 正道 浦河 日進牧場 460＋ 61：41．53 12．4�
24 クラークキー 牡3鹿 55 内田 博幸保坂 和孝氏 池上 昌弘 新冠 長浜牧場 482－ 41：41．6� 5．6�
36 パラノーマル 牝4栗 55 松岡 正海 �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 432－ 41：42．23� 27．9�
12 スターオービット 牡3栗 55 吉田 豊島川 	哉氏 奥平 雅士 日高 有限会社 エ

スティファーム 478＋ 81：42．3	 50．1

47 クインズラミントン 牡3鹿 55 松山 弘平亀田 和弘氏 池上 昌和 新冠 新冠橋本牧場 480＋ 21：42．4クビ 53．8�
23 
 チリーシルバー 牝3栗 53 三浦 皇成吉田 和美氏 萩原 清 米 Glencrest

Farm, LLC 488＋ 21：42．61� 11．0�
48 アルトリウス 牡3鹿 55 大野 拓弥�G1レーシング 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 468＋ 8 〃 クビ 6．8
816
 トリリオネア 牡3鹿 55 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 英 Darley 458± 01：43．23� 22．0�
612
 アメリカンヘブン �4鹿 57 武士沢友治吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Bruce Smart 478＋ 41：43．83� 40．0�
510 サ ル ダ ー ナ 牝3鹿 53 柴山 雄一 �シルクレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 61：44．22� 29．9�
611 マイネルジェネルー 牡3栗 55

54 ☆荻野 極 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鈴木 伸尋 新冠 佐藤牧場 500＋241：44．41 23．2�

59 ディーグランデ 牡3鹿 55 蛯名 正義嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 480＋181：45．03� 24．9�
713
 セイウンチャーム 牝3鹿 53

50 ▲武藤 雅西山 茂行氏 手塚 貴久 米 H. Allen
Poindexter 490＋18 〃 ハナ 42．6�

11 マイネルベレーロ 牡3栗 55 宮崎 北斗 �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 486＋ 41：45．1� 112．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，867，100円 複勝： 46，479，800円 枠連： 20，189，300円
馬連： 76，292，800円 馬単： 30，682，500円 ワイド： 47，032，100円
3連複： 99，273，600円 3連単： 107，229，400円 計： 456，046，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 180円 � 290円 枠 連（3－8） 730円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 510円 �� 670円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 3，520円 3 連 単 ��� 11，750円

票 数

単勝票数 計 288671 的中 � 71905（1番人気）
複勝票数 計 464798 的中 � 101039（1番人気）� 67534（2番人気）� 32552（6番人気）
枠連票数 計 201893 的中 （3－8） 21197（2番人気）
馬連票数 計 762928 的中 �� 55747（1番人気）
馬単票数 計 306825 的中 �� 11862（3番人気）
ワイド票数 計 470321 的中 �� 24863（3番人気）�� 17992（6番人気）�� 8055（14番人気）
3連複票数 計 992736 的中 ��� 21100（6番人気）
3連単票数 計1072294 的中 ��� 6614（10番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―11．9―12．0―13．2―12．8―12．7―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．3―36．2―48．2―1：01．4―1：14．2―1：26．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．8―3F39．6
3 ・（13，11）－（1，5）15－14，16（7，6）－（3，10）（4，12）（2，9）8 4 ・（13，11）（1，5）15，14，6（7，16）（4，10）12（8，3，2）9

勝馬の
紹 介

エ ン ジ ニ ア �
�
父 Sea The Stars �

�
母父 Oratorio デビュー 2015．6．27 東京3着

2013．3．6生 牡4鹿 母 ロリーフォードリー 母母 Heart Stopping 16戦3勝 賞金 40，622，000円
〔発走状況〕 アメリカンヘブン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 アメリカンヘブン号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルベレーロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月22日まで平地

競走に出走できない。



2707910月22日 雨 不良 （29東京4）第7日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走13時15分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

34 ハ シ カ ミ 牡4青鹿 57
56 ☆荻野 極中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 480± 01：23．8 24．0�

35 プッシュアゲン 牡4栗 57
54 ▲武藤 雅浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 笠松牧場 506± 0 〃 クビ 8．2�

815 カ ネ ノ イ ロ 牡4鹿 57 高倉 稜江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 482± 01：24．01� 7．1�
713	 リアリゾンルレーヴ 牝4鹿 55 松岡 正海吉田 和子氏 池上 昌和 米

Robert B. Trus-
sell Jr. & John
T.L. Jones III

B478＋ 21：24．21� 103．1�
814
 チビノヴァルタン 牝4鹿 55 北村 宏司梅澤 明氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 448± 0 〃 ハナ 43．7�
11 スリラーインマニラ �4鹿 57 吉田 隼人古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 惣田 英幸 448＋ 41：24．3� 11．6�
610 ファインダッシュ 牡5黒鹿57 田中 勝春井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 530＋ 41：24．72� 7．2	
58 	 メダーリアフレイム 牡3鹿 55 大野 拓弥 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 米 Gallagher’s

Stud B456－ 41：24．91 19．4

23 
 マイハーベスト 牝4鹿 55

52 ▲野中悠太郎西城 公雄氏 松永 康利 日高 メイプルファーム 468＋ 61：25．0� 156．3�
47 サンタナブルー 牡5黒鹿57 柴山 雄一 �ブルーマネジメント和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 476± 01：25．1 17．3
46 
 ア オ テ ン 牡4鹿 57 三浦 皇成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 522＋101：25．52� 5．5�
22 セイウンアワード 牡5鹿 57 村田 一誠西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 534－ 21：25．71� 70．0�
712	 クワッドアーチ 牡4鹿 57 松山 弘平 �シルクレーシング 池上 昌和 米 Woodford

Thoroughbreds B534＋ 21：25．9 55．7�
611	 ラ ー リ オ �4鹿 57 内田 博幸吉田 和美氏 田村 康仁 米 Roger S.

Braugh Jr. B538－121：26．75 2．8�
59 フレンドパリ 牝3黒鹿53 吉田 豊横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 440＋ 4 （競走中止） 52．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，997，600円 複勝： 39，732，500円 枠連： 20，096，200円
馬連： 77，418，200円 馬単： 32，252，700円 ワイド： 42，611，300円
3連複： 95，172，500円 3連単： 109，415，000円 計： 445，696，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，400円 複 勝 � 470円 � 250円 � 230円 枠 連（3－3） 7，450円

馬 連 �� 6，500円 馬 単 �� 13，290円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 2，030円 �� 790円

3 連 複 ��� 11，590円 3 連 単 ��� 97，450円

票 数

単勝票数 計 289976 的中 � 9663（9番人気）
複勝票数 計 397325 的中 � 19097（8番人気）� 44186（5番人気）� 47942（4番人気）
枠連票数 計 200962 的中 （3－3） 2088（21番人気）
馬連票数 計 774182 的中 �� 9220（28番人気）
馬単票数 計 322527 的中 �� 1820（57番人気）
ワイド票数 計 426113 的中 �� 6681（22番人気）�� 5281（30番人気）�� 14392（9番人気）
3連複票数 計 951725 的中 ��� 6155（49番人気）
3連単票数 計1094150 的中 ��� 814（342番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．0―34．6―47．0―59．1―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ シ カ ミ �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．1．31 京都6着

2013．5．10生 牡4青鹿 母 ア オ バ 母母 ハ ツ ハ ル 24戦3勝 賞金 37，950，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔競走中止〕 フレンドパリ号は，競走中に異常歩様となったため3コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 フレンドパリ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。

2708010月22日 雨 不良 （29東京4）第7日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走13時45分 （芝・左）
1000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

33 キャプテンペリー �4栗 57 大野 拓弥千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 496＋ 81：40．8 3．0�
22 ゴールドスミス 牡3黒鹿55 柴山 雄一 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 528＋ 21：40．9	 12．8�
44 
 パブリックフレンド 牡5青 57 北村 宏司西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 490＋161：41．11 36．0�
11 エンヴァール 牡4栗 57 三浦 皇成寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：41．2� 3．3�
710 ゴールドサーベラス 牡5栗 57

54 ▲武藤 雅田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 原田 久司 446± 01：41．41� 9．7�
67 エメラルスター 牡3黒鹿55 吉田 豊高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 460＋ 21：42．57 4．4�
811 マイネルディアベル 牡6青鹿57 宮崎 北斗 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ハシモトフアーム 486＋ 81：43．03 13．8

56 アートフェスタ 牡6黒鹿 57

54 ▲野中悠太郎森山 進氏 本間 忍 浦河 丸幸小林牧場 514＋ 6 〃 クビ 100．8�
68 トーセンラーク 牝5栗 55 横山 和生島川 �哉氏 古賀 史生 浦河 中神牧場 494＋101：43．95 35．8
812
 ホーリーシュラウド 牝5黒鹿55 高倉 稜星野 康三氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 458－ 41：44．11� 21．9�
79 リュウツバメ 牝7鹿 55 松岡 正海田中ふさ枝氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 546＋ 21：45．05 153．8�
55 
 レインボーラヴラヴ 牝6青鹿 55

54 ☆荻野 極飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 462＋ 8 〃 アタマ 31．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 34，064，600円 複勝： 38，799，800円 枠連： 18，782，900円
馬連： 82，376，200円 馬単： 38，247，400円 ワイド： 45，409，500円
3連複： 102，530，900円 3連単： 143，206，100円 計： 503，417，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 170円 � 310円 � 650円 枠 連（2－3） 1，740円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 2，830円

ワ イ ド �� 720円 �� 1，630円 �� 4，790円

3 連 複 ��� 14，260円 3 連 単 ��� 54，500円

票 数

単勝票数 計 340646 的中 � 90165（1番人気）
複勝票数 計 387998 的中 � 78457（1番人気）� 30331（6番人気）� 12473（10番人気）
枠連票数 計 187829 的中 （2－3） 8323（8番人気）
馬連票数 計 823762 的中 �� 36652（6番人気）
馬単票数 計 382474 的中 �� 10133（10番人気）
ワイド票数 計 454095 的中 �� 17086（7番人気）�� 7083（18番人気）�� 2340（40番人気）
3連複票数 計1025309 的中 ��� 5390（44番人気）
3連単票数 計1432061 的中 ��� 1905（163番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．3―12．6―12．7―12．4―12．3―14．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．4―36．7―49．3―1：02．0―1：14．4―1：26．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キャプテンペリー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2015．7．11 福島1着

2013．4．15生 �4栗 母 メイグレイス 母母 サンシャインステラ 17戦4勝 賞金 59，420，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リュウツバメ号・レインボーラヴラヴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年

11月22日まで平地競走に出走できない。
※ホーリーシュラウド号・リュウツバメ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



2708110月22日 雨 不良 （29東京4）第7日 第9競走 ��
��1，400�く る み 賞

発走14時15分 （芝・左）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．2
1：20．3

良
良

33 � モルトアレグロ 牝2青鹿54 吉田 隼人吉田 千津氏 武井 亮 米
Town And Country
Horse Farms, LLC &
Frank & Kim Taylor

470± 01：29．3 1．8�
66 ココロノイコロ 牡2黒鹿55 北村 宏司海谷 幸司氏 高橋 祥泰 新ひだか 谷岡牧場 434＋ 4 〃 クビ 18．0�
11 マイティーワークス 牝2青鹿54 三浦 皇成中村 祐子氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 444－ 21：29．61� 5．2�
22 セイウンリリシイ 牝2鹿 54 武藤 雅西山 茂行氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 454－ 8 〃 クビ 8．0�
44 	 マアトコウボウ 牡2黒鹿55 張田 昂国田 正忠氏 張田 京 新冠 石田牧場 416－ 11：30．02
 23．3�

（船橋） （船橋）

88 ヤマノグラップル 牡2青鹿55 蛯名 正義澤村 敏雄氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 464± 0 〃 アタマ 16．0�
55 ニシノオリーブ 牝2青 54 松岡 正海西山 茂行氏 武藤 善則 新ひだか 本桐牧場 450－ 21：30．1
 14．5	
77 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 502＋ 61：30．2
 11．9�

（8頭）

売 得 金
単勝： 35，185，600円 複勝： 64，269，900円 枠連： 発売なし
馬連： 77，650，000円 馬単： 45，670，700円 ワイド： 34，691，900円
3連複： 76，955，100円 3連単： 206，547，200円 計： 540，970，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 220円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 430円 �� 190円 �� 870円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 6，460円

票 数

単勝票数 計 351856 的中 � 165309（1番人気）
複勝票数 計 642699 的中 � 423463（1番人気）� 25326（6番人気）� 54236（2番人気）
馬連票数 計 776500 的中 �� 43015（6番人気）
馬単票数 計 456707 的中 �� 19392（7番人気）
ワイド票数 計 346919 的中 �� 18935（6番人気）�� 58234（1番人気）�� 8441（14番人気）
3連複票数 計 769551 的中 ��� 33142（6番人気）
3連単票数 計2065472 的中 ��� 23146（20番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．6―13．1―12．3―13．0―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．3―36．9―50．0―1：02．3―1：15．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．4―3F39．3
3 2，6（3，5，8）7（4，1） 4 ・（2，6）8（3，5）（7，1）4

勝馬の
紹 介

�モルトアレグロ �

父 Speightstown �


母父 Free House デビュー 2017．6．24 函館1着

2015．2．1生 牝2青鹿 母 Mo Chuisle 母母 Visible Gold 3戦2勝 賞金 23，683，000円
〔発走状況〕 ヤマノグラップル号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔制裁〕 マアトコウボウ号の調教師張田京は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
※出走取消馬 プレトリア号（疾病〔感冒〕のため）
※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。

2708210月22日 雨 不良 （29東京4）第7日 第10競走 ��
��1，800�

か い じ

甲斐路ステークス
発走14時50分 （芝・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 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

88 ハクサンルドルフ 牡4黒鹿57 大野 拓弥河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム 462－ 61：55．7 3．1�
55 プロディガルサン 牡4鹿 57 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 508＋ 6 〃 クビ 2．5�
11 プロフェット 牡4鹿 57 内田 博幸 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 462－ 21：56．12� 5．1�
66 マイネルラフレシア 牡4栗 57 松岡 正海 �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＋ 81：56．42 18．2�
33 カレンリスベット 牝6黒鹿55 蛯名 正義鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 502± 01：56．71	 25．3	
44 ショウナンマルシェ 
6青鹿57 三浦 皇成国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 81：56．91� 6．4

77 シャドウウィザード 
7黒鹿57 田中 勝春飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 488－ 41：57．43 46．2�
22 スモークフリー 牡5芦 57 柴山 雄一 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 540＋ 81：58．78 12．7�

（8頭）

売 得 金
単勝： 41，257，700円 複勝： 38，611，000円 枠連： 発売なし
馬連： 109，110，100円 馬単： 51，628，400円 ワイド： 45，597，500円
3連複： 106，957，900円 3連単： 238，180，500円 計： 631，343，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 110円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 180円 �� 290円 �� 280円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 2，590円

票 数

単勝票数 計 412577 的中 � 104068（2番人気）
複勝票数 計 386110 的中 � 81916（2番人気）� 103558（1番人気）� 53074（4番人気）
馬連票数 計1091101 的中 �� 220828（1番人気）
馬単票数 計 516284 的中 �� 42995（2番人気）
ワイド票数 計 455975 的中 �� 75856（1番人気）�� 36969（4番人気）�� 37883（3番人気）
3連複票数 計1069579 的中 ��� 139744（1番人気）
3連単票数 計2381805 的中 ��� 66506（3番人気）

ハロンタイム 13．7―12．4―12．9―12．9―12．7―12．8―12．2―12．4―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．7―26．1―39．0―51．9―1：04．6―1：17．4―1：29．6―1：42．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F51．1―3F38．3

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

勝馬の
紹 介

ハクサンルドルフ 
�
父 アドマイヤムーン 

�
母父 Theatrical デビュー 2016．2．7 京都3着

2013．5．16生 牡4黒鹿 母 キングスミール 母母 スルーオール 17戦5勝 賞金 96，069，000円

１レース目



2708310月22日 雨 不良 （29東京4）第7日 第11競走 ��
��2，100�ブラジルカップ

発走15時30分 （ダート・左）
3歳以上，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

サンパウロジョッキークラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

35 メイショウウタゲ 牡6栗 56 内田 博幸松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 514± 02：08．1 11．5�
23 アドマイヤロケット 牡5青鹿54 大野 拓弥近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 482＋ 42：08．42 9．0�
24 サンライズソア 牡3青鹿54 北村 宏司松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 506＋122：08．5� 2．5�
48 ナムラアラシ 牡4鹿 54 松岡 正海奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 524－ 72：08．6クビ 10．9�
611� ラ ニ 牡4芦 56 三浦 皇成前田 葉子氏 松永 幹夫 米 North Hills

Co. Limited 554＋102：09．02� 6．6�
47 ストロングサウザー 牡6鹿 56 蛯名 正義村木 篤氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 482＋ 42：09．21 69．4�
815 スリータイタン 	8黒鹿54 高倉 稜永井商事	 村山 明 新ひだか グランド牧場 456＋ 22：09．3
 19．7

36 ヨヨギマック 牡6栗 53 荻野 極一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか 荒木 貴宏 498－ 22：09．72� 125．1�
12 キ ク ノ ソ ル 牡7鹿 54 村田 一誠菊池 五郎氏 吉田 直弘 新ひだか フクダファーム 502－ 82：09．91� 38．0�
11 サンマルデューク 牡8黒鹿55 武士沢友治相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 514－ 2 〃 ハナ 95．7
59 モンドアルジェンテ 牡5芦 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 520－ 22：10．0� 5．5�
816 モズライジン 牡5芦 55 野中悠太郎 	キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 478－ 42：10．42� 23．2�
612 パリカラノテガミ 牡6鹿 52 田中 勝春嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 454± 02：10．5クビ 61．0�
510 マイネルクロップ 牡7芦 55 吉田 隼人 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか グランド牧場 B510－ 22：11．67 87．4�
713 デビルズハーツ 牡7鹿 53 柴山 雄一安原 浩司氏 戸田 博文 浦河 辻 牧場 490－282：12．13 68．2�
714 サ ン グ ラ ス 牡6青鹿53 吉田 豊玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 B510＋ 42：12．52� 27．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 69，621，900円 複勝： 80，308，900円 枠連： 54，976，800円
馬連： 257，506，700円 馬単： 106，158，800円 ワイド： 110，890，500円
3連複： 361，781，200円 3連単： 518，083，600円 計： 1，559，328，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 280円 � 290円 � 140円 枠 連（2－3） 1，010円

馬 連 �� 5，770円 馬 単 �� 13，030円

ワ イ ド �� 1，810円 �� 510円 �� 520円

3 連 複 ��� 3，390円 3 連 単 ��� 30，210円

票 数

単勝票数 計 696219 的中 � 48155（6番人気）
複勝票数 計 803089 的中 � 63184（5番人気）� 58672（6番人気）� 206525（1番人気）
枠連票数 計 549768 的中 （2－3） 41796（4番人気）
馬連票数 計2575067 的中 �� 34528（20番人気）
馬単票数 計1061588 的中 �� 6109（44番人気）
ワイド票数 計1108905 的中 �� 14568（24番人気）�� 58123（2番人気）�� 56167（3番人気）
3連複票数 計3617812 的中 ��� 79858（9番人気）
3連単票数 計5180836 的中 ��� 12432（90番人気）

ハロンタイム 7．3―11．4―12．0―11．9―11．8―12．0―12．0―12．3―12．3―12．5―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―18．7―30．7―42．6―54．4―1：06．4―1：18．4―1：30．7―1：43．0―1：55．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウウタゲ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．3．23 阪神1着

2011．5．6生 牡6栗 母 シールビーバック 母母 マロンシェーバー 31戦7勝 賞金 161，525，000円

2708410月22日 雨 不良 （29東京4）第7日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走16時10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
1：33．8
1：33．3

重
良

46 エ ニ グ マ 牡3鹿 55 吉田 豊石瀬 浩三氏 高橋 文雅 日高 いとう牧場 496＋ 21：37．2 6．5�

35 リヴェルディ 牡3鹿 55 吉田 隼人�佐藤牧場 中川 公成 平取 スガタ牧場 520± 0 〃 クビ 2．4�
（法634）

815 リヴァイアサン 牡3鹿 55 大野 拓弥星野 祐介氏 相沢 郁 青森 ユーコー牧場 B504－ 41：37．62� 6．1�
611 ベバスカーン 牡4鹿 57 内田 博幸千明牧場 勢司 和浩 浦河 田中スタッド 548± 01：37．7クビ 10．0�
610	 サトノダヴィンチ 牡5鹿 57 田中 勝春里見 治氏 宗像 義忠 日高 下河辺牧場 484－ 2 〃 アタマ 42．6�
11 ロックキャンディ 牝5黒鹿 55

52 ▲野中悠太郎	Basic 根本 康広 新冠 佐藤 信広 B514＋ 2 〃 クビ 49．8

47 シ ベ リ ウ ス 牡4栗 57 村田 一誠浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B458－ 21：37．8クビ 39．1�
23 コパノビジン 牝4鹿 55

52 ▲武藤 雅小林 祥晃氏 手塚 貴久 日高 ヤナガワ牧場 B476＋14 〃 クビ 10．9�
58 フィールザプリティ 牝5黒鹿55 北村 宏司櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 474＋ 4 〃 ハナ 7．5
34 ブルーボサノヴァ 牝6栗 55 松山 弘平 	ブルーマネジメント和田 雄二 新冠 川上牧場 512＋ 41：38．01
 27．5�
712 エグジットラック 牡3栗 55 柴山 雄一戸賀 智子氏 田村 康仁 平取 清水牧場 506＋ 21：38．1� 13．2�
22 ジュガンティーヤ 牡6青 57 横山 和生�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 B530± 01：38．84 121．9�
59 キ ー タ イ プ 牡5栗 57

56 ☆荻野 極北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 442＋ 21：39．22� 87．9�
713 ダイメイリシャール 牡6栗 57 高倉 稜宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 500± 01：39．62� 138．6�

（14頭）
814 トレンドライン 牡3栗 55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 61，009，100円 複勝： 79，724，100円 枠連： 36，269，300円
馬連： 160，380，200円 馬単： 70，945，900円 ワイド： 83，852，300円
3連複： 205，956，700円 3連単： 321，784，000円 計： 1，019，921，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 210円 � 130円 � 190円 枠 連（3－4） 710円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 430円 �� 900円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，040円 3 連 単 ��� 13，740円

票 数

単勝票数 計 610091 的中 � 74352（3番人気）
複勝票数 計 797241 的中 � 82160（5番人気）� 189480（1番人気）� 101439（3番人気）
枠連票数 計 362693 的中 （3－4） 39179（3番人気）
馬連票数 計1603802 的中 �� 131465（3番人気）
馬単票数 計 709459 的中 �� 21638（9番人気）
ワイド票数 計 838523 的中 �� 51654（3番人気）�� 22025（11番人気）�� 59358（2番人気）
3連複票数 計2059567 的中 ��� 75455（4番人気）
3連単票数 計3217840 的中 ��� 16971（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．3―36．0―48．3―1：01．2―1：13．5―1：25．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F36．0
3 10，15（3，2）（8，6）（1，5）－11（4，13）7，9－12 4 10（3，15）（2，6）（8，1，5）（11，13，9）4，7，12

勝馬の
紹 介

エ ニ グ マ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 Nureyev デビュー 2016．12．11 中山7着

2014．3．26生 牡3鹿 母 ヴィーナスコロニー 母母 Magna of Illusions 9戦3勝 賞金 28，600，000円
〔出走取消〕 トレンドライン号は，疾病〔右後肢跛行〕のため出走取消。

４レース目



（29東京4）第7日 10月22日（日曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

不良
不良

競走回数 12回 出走頭数 157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

219，270，000円
2，530，000円
19，440，000円
1，030，000円
24，210，000円
63，250，000円
4，082，000円
1，507，200円

勝馬投票券売得金
423，568，600円
597，012，400円
222，368，700円
1，090，068，700円
505，295，100円
562，215，000円
1，373，225，200円
2，077，569，400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 6，851，323，100円

総入場人員 20，677名 （有料入場人員 18，204名）
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