
2709710月29日 雨 不良 （29東京4）第9日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走10時05分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．1
1：23．0

重
重

35 ビレッジキング 牡2黒鹿55 田中 勝春村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 三石川上牧場 456＋ 41：25．9 20．4�
713 カ ラ フ ル 牝2青 54 C．ルメール 平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 454± 01：26．21� 1．8�
714 ナスレンザン 牡2黒鹿55 武士沢友治小山田 満氏 鈴木 伸尋 浦河 高松牧場 462＋ 61：26．83� 5．4�
36 タケルデューク 牡2黒鹿55 C．デムーロ 森 保彦氏 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 B498＋ 41：27．01� 7．4�

（仏）

23 ジャストアキッス 牝2鹿 54
51 ▲武藤 雅�ターフ・スポート武藤 善則 浦河 大北牧場 B488－ 41：27．1� 34．6�

47 サンシャイアン 牡2鹿 55 大野 拓弥 	加藤ステーブル 杉浦 宏昭 浦河 吉田 又治 482－ 81：27．2� 137．5

12 グラスルーナ 牝2栗 54 吉田 豊半沢� 杉浦 宏昭 新ひだか タツヤファーム 480＋ 4 〃 クビ 7．4�
11 ア サ ヒ キ リ 牝2鹿 54 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム 480＋ 21：27．83� 49．1�
48 カシノバイタル 牡2黒鹿 55

52 ▲野中悠太郎柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 杵臼斉藤牧場 442＋ 81：27．9クビ 148．9
24 ファインドザウェイ 牝2栗 54 和田 竜二堀口 晴男氏 松山 将樹 浦河 市川牧場 454＋ 4 〃 クビ 53．7�
816 タイセイレーベン 牡2栗 55 柴田 善臣田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 森 政巳 512＋ 21：28．0� 66．7�
510 ト ッ プ ギ ア 牡2鹿 55 的場 勇人 	アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 浦河 日進牧場 448－ 41：28．63� 86．4�
611 ラテンリズム 牝2鹿 54 松岡 正海�ミルファーム 松山 将樹 浦河 高昭牧場 436＋ 21：28．7クビ 139．8�
815 サ ク ヤ メ イ 牝2青鹿54 黛 弘人 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 424－ 21：28．8� 258．7�
59 マインキング 牡2芦 55 二本柳 壮峰 哲馬氏 星野 忍 新ひだか 藤吉牧場 458＋ 41：29．01	 161．9�
612 ミートボール 牡2鹿 55 伊藤 工真田頭 勇貴氏 石毛 善彦 千歳 社台ファーム 500－ 21：30．59 163．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，999，900円 複勝： 42，167，500円 枠連： 17，773，800円
馬連： 55，923，200円 馬単： 35，277，300円 ワイド： 34，927，600円
3連複： 75，281，000円 3連単： 115，835，400円 計： 409，185，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，040円 複 勝 � 280円 � 110円 � 140円 枠 連（3－7） 390円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 4，840円

ワ イ ド �� 560円 �� 900円 �� 190円

3 連 複 ��� 1，670円 3 連 単 ��� 21，080円

票 数

単勝票数 計 319999 的中 � 13281（5番人気）
複勝票数 計 421675 的中 � 18084（5番人気）� 205317（1番人気）� 57747（2番人気）
枠連票数 計 177738 的中 （3－7） 34605（2番人気）
馬連票数 計 559232 的中 �� 30226（4番人気）
馬単票数 計 352773 的中 �� 5464（16番人気）
ワイド票数 計 349276 的中 �� 14252（6番人気）�� 8420（9番人気）�� 58241（1番人気）
3連複票数 計 752810 的中 ��� 33652（4番人気）
3連単票数 計1158354 的中 ��� 3983（57番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―36．2―49．0―1：01．3―1：13．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F36．9
3 ・（5，6）（4，13）（3，14）（2，1，15）16，7（10，8）－11（9，12） 4 ・（5，6）（4，13）（3，14）（2，1）－（7，15）8，16（11，9，12）－10
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ビレッジキング �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Storm Cat デビュー 2017．6．25 東京3着

2015．2．8生 牡2黒鹿 母 スパイシーソース 母母 Barbicue Sauce 6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。

2709810月29日 雨 不良 （29東京4）第9日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時30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

36 ゴ ラ イ ア ス 牡2青鹿55 大野 拓弥 �サンデーレーシング 高木 登 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 488－ 61：37．3 5．1�

611 ジェイエルスピード 牡2鹿 55 吉田 豊橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 458－ 41：38．57 229．3�
12 フレッシビレ 牝2栗 54 松岡 正海�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 496± 01：38．6� 23．8�
714 サムライブルー 牡2黒鹿55 福永 祐一青山 洋一氏 矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 464＋ 61：38．7� 4．6�
815 ハ イ チ ー ズ 牡2鹿 55 田辺 裕信 �ローレルレーシング 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 486＋101：39．12� 36．9	
612 オクタヴィウス 牡2鹿 55 C．ルメール 髙橋 貴士氏 武藤 善則 新ひだか 幌村牧場 480± 01：39．2� 2．0

24 コスモフォーミュラ 牝2黒鹿54 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 470± 01：39．3� 393．6�
713 フラワーストリーム 牡2鹿 55 内田 博幸花村 誠氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 474＋ 61：39．4� 71．0�
59 ルナティック 牡2芦 55 江田 照男片山 浄見氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 526＋ 81：39．5� 226．8
23 トーセンクロノス 牡2鹿 55 V．シュミノー 島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 片岡 博 420＋ 21：39．92 10．5�

（仏）

816 ロイヤルバースデー 牡2栗 55 横山 典弘松井 晴彦氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 482－121：40．11� 31．7�
47 スギノハヤブサ 牡2鹿 55 三浦 皇成杉山 忠国氏 高柳 瑞樹 新ひだか 明治牧場 486－ 4 〃 クビ 32．3�
35 ガーネットローズ 牡2黒鹿55 北村 宏司西村 健氏 青木 孝文 日高 中川 哲也 480－101：40．31 141．2�
48 エンドウォーニング 牡2栗 55 武士沢友治井上 久光氏 高市 圭二 新冠 石田牧場 490＋ 81：40．4� 60．9�
510 ビアンカグリーン 牡2芦 55 柴山 雄一斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 佐藤牧場 B480＋ 41：40．72 167．4�
11 ウッドカービング 牡2黒鹿55 戸崎 圭太�ミルファーム 尾関 知人 浦河 ミルファーム 500＋ 61：41．12� 79．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，495，600円 複勝： 46，023，000円 枠連： 15，075，700円
馬連： 68，141，900円 馬単： 34，349，500円 ワイド： 41，947，900円
3連複： 90，702，800円 3連単： 115，469，600円 計： 450，206，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 220円 � 3，440円 � 830円 枠 連（3－6） 520円

馬 連 �� 45，090円 馬 単 �� 56，000円

ワ イ ド �� 11，360円 �� 2，010円 �� 26，010円

3 連 複 ��� 263，670円 3 連 単 ��� 1，249，480円

票 数

単勝票数 計 384956 的中 � 63997（3番人気）
複勝票数 計 460230 的中 � 69143（3番人気）� 2974（15番人気）� 13214（8番人気）
枠連票数 計 150757 的中 （3－6） 22249（2番人気）
馬連票数 計 681419 的中 �� 1171（53番人気）
馬単票数 計 343495 的中 �� 460（83番人気）
ワイド票数 計 419479 的中 �� 944（56番人気）�� 5515（18番人気）�� 411（87番人気）
3連複票数 計 907028 的中 ��� 258（241番人気）
3連単票数 計1154696 的中 ��� 67（1148番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．8―12．2―12．5―12．3―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．4―35．2―47．4―59．9―1：12．2―1：24．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴ ラ イ ア ス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．8．13 新潟3着

2015．3．5生 牡2青鹿 母 ジョウノファミリー 母母 エビスファミリー 2戦1勝 賞金 6，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アソボー号・クラウンアート号
※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。

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９日



2709910月29日 雨 不良 （29東京4）第9日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走11時00分 （芝・左）

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

中央レコード
1：33．0
1：32．3

稍重
良

57 ミカリーニョ 牝2黒鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 436＋ 81：39．1 2．0�
22 モルフェオルフェ 牝2鹿 54 北村 宏司並河賢一郎氏 大江原 哲 浦河 宮内牧場 430＋18 〃 クビ 13．0�
68 ジョブックコメン 牝2黒鹿54 吉田 豊�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 418－ 21：39．31� 14．3�
33 カ サ ー レ 牝2青鹿54 V．シュミノー 飯田 良枝氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 436＋ 21：39．72� 15．1�

（仏）

44 ノ ヴ ィ ア 牝2鹿 54 C．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 加藤 征弘 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 480－ 41：39．8� 58．4	

（仏）

711 ディアサルファー 牝2栗 54 戸崎 圭太ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト
クラブ 480± 01：39．9クビ 3．0


11 ムーンライトナイト 牝2鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 430－101：40．53� 13．4�

45 ケイツーレアル 牝2鹿 54 黛 弘人楠本 勝美氏 柴田 政人 新ひだか 山野牧場 458－ 4 〃 クビ 125．2�
812 ドナカデンツァ 牝2青鹿54 田辺 裕信小川眞査雄氏 小西 一男 新ひだか 下屋敷牧場 440＋ 41：40．92� 40．8
69 カシノデジール 牝2鹿 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 藤本ファーム 428－ 21：41．85 41．0�
56 マ カ ロ ン 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎小林 博雄氏 伊藤 正徳 浦河 絵笛牧場 468＋ 61：42．01� 279．9�
710 ミ フ ラ ー ブ 牝2栗 54 松岡 正海�ミルファーム 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 41：42．1� 79．0�
813 エリンゼフィール 牝2栗 54 嘉藤 貴行田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 大栄牧場 464－ 61：42．84 408．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 42，362，200円 複勝： 62，536，500円 枠連： 14，740，000円
馬連： 74，617，500円 馬単： 41，775，300円 ワイド： 46，755，900円
3連複： 92，349，200円 3連単： 143，494，200円 計： 518，630，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 250円 � 230円 枠 連（2－5） 1，170円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 560円 �� 480円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 3，380円 3 連 単 ��� 8，700円

票 数

単勝票数 計 423622 的中 � 174441（1番人気）
複勝票数 計 625365 的中 � 259702（1番人気）� 42811（4番人気）� 48129（3番人気）
枠連票数 計 147400 的中 （2－5） 9712（4番人気）
馬連票数 計 746175 的中 �� 47428（3番人気）
馬単票数 計 417753 的中 �� 19472（4番人気）
ワイド票数 計 467559 的中 �� 21762（5番人気）�� 26251（3番人気）�� 8612（15番人気）
3連複票数 計 923492 的中 ��� 20442（9番人気）
3連単票数 計1434942 的中 ��� 11949（20番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．5―12．9―12．5―11．5―12．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．4―36．9―49．8―1：02．3―1：13．8―1：25．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミカリーニョ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Pulpit デビュー 2017．8．19 札幌2着

2015．4．15生 牝2黒鹿 母 ミスエーニョ 母母 Madcap Escapade 2戦1勝 賞金 7，800，000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。

2710010月29日 雨 不良 （29東京4）第9日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走11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

510 ヒシコスマー 牡2黒鹿55 C．デムーロ 阿部 雅英氏 清水 久詞 日高 厚賀古川牧場 480 ―1：27．2 5．1�
（仏）

35 イ カ ヅ チ 牡2鹿 55 柴田 善臣合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 斉藤 政志 486 ― 〃 ハナ 7．3�
24 � セイウンアカマイ 牝2栗 54 田辺 裕信西山 茂行氏 上原 博之 米

Pollock Farms, T &
C Kentucky Inc &
Arthur Maberry

462 ―1：27．94 12．5�
36 ムールヴェードル 牝2青 54 C．ルメール �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 480 ―1：28．0� 2．5�
48 コ ケ ッ ト 牝2青鹿54 北村 宏司堀 祥子氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 508 ―1：28．53 6．5�
23 ブラウンシュシュ 牝2栗 54

51 ▲武藤 雅キャピタルクラブ 武藤 善則 浦河 カナイシスタッド 434 ― 〃 ハナ 72．3	
11 レッドテソーロ 牝2黒鹿54 松岡 正海了德寺健二氏 奥平 雅士 浦河 酒井牧場 424 ―1：29．13� 66．1

612 ユ メ ノ タ ビ 牡2栗 55 岩田 康誠大久保和夫氏 森 秀行 様似 様似共栄牧場 460 ―1：29．42 37．4�
59 カツノミョウジョウ 牝2鹿 54 的場 勇人勝野産業� 伊藤 伸一 新ひだか 高橋フアーム 476 ― 〃 ハナ 269．3�
47 ホ ク ラ ニ 牝2黒鹿54 吉田 豊石川 貴久氏 小野 次郎 新冠 ムラカミファーム 446 ―1：29．61� 227．3
816 ラッキーユー 牡2鹿 55 三浦 皇成岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか カタオカフアーム 452 ― 〃 ハナ 70．6�
714� ヴォルパンテール 牝2黒鹿54 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 米
Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

452 ―1：29．81 55．3�
815 ラブヘネシー 牝2栗 54 黛 弘人増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 武田 修一 440 ―1：29．9	 232．7�
12 ピースフルメモリー 牝2鹿 54 福永 祐一北嶋 義三氏 戸田 博文 平取 北島牧場 438 ―1：30．21� 9．4�
713 カワキタロマン 牡2黒鹿55 内田 博幸川島 吉男氏 武市 康男 浦河 大道牧場 468 ―1：30．3� 39．7�
611 カ シ ノ ナ ミ 牝2栗 54 伊藤 工真柏木 務氏 二本柳俊一 日高 原田牧場 440 ―1：33．4大差 249．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，448，000円 複勝： 41，894，800円 枠連： 18，393，600円
馬連： 63，426，400円 馬単： 31，398，600円 ワイド： 38，305，500円
3連複： 77，345，000円 3連単： 92，437，900円 計： 406，649，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 210円 � 280円 枠 連（3－5） 520円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 3，170円

ワ イ ド �� 680円 �� 850円 �� 990円

3 連 複 ��� 5，050円 3 連 単 ��� 21，020円

票 数

単勝票数 計 434480 的中 � 71058（2番人気）
複勝票数 計 418948 的中 � 64461（2番人気）� 53429（4番人気）� 34194（6番人気）
枠連票数 計 183936 的中 （3－5） 27054（1番人気）
馬連票数 計 634264 的中 �� 26410（7番人気）
馬単票数 計 313986 的中 �� 7427（10番人気）
ワイド票数 計 383055 的中 �� 14742（6番人気）�� 11479（9番人気）�� 9810（14番人気）
3連複票数 計 773450 的中 ��� 11470（15番人気）
3連単票数 計 924379 的中 ��� 3187（59番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．5―37．0―50．0―1：02．4―1：14．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒシコスマー �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ヘクタープロテクター 初出走

2015．3．18生 牡2黒鹿 母 コスマグレース 母母 エ テ ー ル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ヒシコスマー号の騎手C．デムーロは，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノナミ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月29日まで平地競走に

出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



2710110月29日 雨 不良 （29東京4）第9日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時20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
1：45．9
1：45．9

良
良

33 サトノソルタス 牡2芦 55 M．デムーロ �サトミホースカンパニー 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 480 ―1：58．3 1．5�
810 ダークナイトムーン 牡2鹿 55 田辺 裕信 �社台レースホース尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478 ― 〃 アタマ 4．9�
66 ギ ャ ラ ッ ド 牡2鹿 55 C．ルメール �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 470 ―1：58．51 7．7�
22 カイザーヴェッター 牡2青鹿55 V．シュミノー �シルクレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 462 ―1：58．6� 21．8�

（仏）

89 ドリームスピリット 牡2鹿 55
52 ▲武藤 雅落合 幸弘氏 武藤 善則 様似 中村 俊紀 490 ―1：58．7� 35．8	

11 ワークジュニア 牡2黒鹿55 三浦 皇成荒牧 政美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 440 ―1：59．23 92．4

77 コログレッツォ 牡2栗 55 内田 博幸増田 和啓氏 田島 俊明 新冠 パカパカ

ファーム 430 ―1：59．41 71．7�
55 タイセイグランツ 牡2黒鹿55 川田 将雅田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 524 ―1：59．5� 11．6�
78 シャイニードラード 牡2栗 55 柴山 雄一小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 雅 牧場 500 ―2：00．45 131．9
44 オートヴィル 牡2鹿 55 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 494 ―2：07．7大差 29．3�
（10頭）

売 得 金
単勝： 49，651，000円 複勝： 100，399，000円 枠連： 11，686，800円
馬連： 54，837，000円 馬単： 41，848，200円 ワイド： 33，728，400円
3連複： 65，510，100円 3連単： 158，792，000円 計： 516，452，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 120円 � 140円 枠 連（3－8） 250円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 380円

ワ イ ド �� 160円 �� 210円 �� 390円

3 連 複 ��� 450円 3 連 単 ��� 1，080円

票 数

単勝票数 計 496510 的中 � 263104（1番人気）
複勝票数 計1003990 的中 � 735815（1番人気）� 73587（2番人気）� 58800（3番人気）
枠連票数 計 116868 的中 （3－8） 36148（1番人気）
馬連票数 計 548370 的中 �� 145236（1番人気）
馬単票数 計 418482 的中 �� 81591（1番人気）
ワイド票数 計 337284 的中 �� 64600（1番人気）�� 41330（2番人気）�� 17186（5番人気）
3連複票数 計 655101 的中 ��� 107460（1番人気）
3連単票数 計1587920 的中 ��� 106430（1番人気）

ハロンタイム 13．9―12．7―13．6―13．8―14．2―13．5―12．2―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．9―26．6―40．2―54．0―1：08．2―1：21．7―1：33．9―1：45．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F50．1―3F36．6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノソルタス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Petionville 初出走

2015．1．28生 牡2芦 母 アイランドファッション 母母 Danzigs Fashion 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ダークナイトムーン号の騎手田辺裕信は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2番・

7番）
サトノソルタス号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 オートヴィル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月29日まで平地競走
に出走できない。

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2710210月29日 雨 不良 （29東京4）第9日 第6競走 ��1，300�サラブレッド系3歳以上
発走12時50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

59 ローレルジャック 牡4黒鹿57 松岡 正海 �ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 488－ 41：17．0 5．2�
36 アーバンイェーガー 牡3黒鹿55 和田 竜二西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 502－ 41：17．21� 13．7�
12 ネ コ ビ ッ チ 牡3鹿 55 岩田 康誠桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 高瀬牧場 482－ 61：17．62� 17．5�
612 ロードナカヤマ 牝3鹿 53

50 ▲武藤 雅�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 472＋ 21：17．91� 4．7�
11 マサノシーザー 牡4鹿 57 大野 拓弥猪野毛雅人氏 清水 英克 新ひだか 猪野毛牧場 500＋201：18．0� 44．7	
35 サウンドストリート 牡3鹿 55 福永 祐一増田 雄一氏 和田 正道 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460± 01：18．31� 16．3

24 カ イ マ ノ ア 牡5栗 57 内田 博幸山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 小林 仁 B506－ 41：18．4� 18．9�
713 ペイシャエヴァー 牡3鹿 55 柴山 雄一北所 直人氏 小笠 倫弘 新ひだか 中田 英樹 486＋141：18．61 60．1�
47 サ マ ニ ー 	4青鹿 57

54 ▲野中悠太郎井上 一郎氏 伊藤 大士 様似 中脇 一幸 B490± 0 〃 クビ 25．8
714 ブレヴェスト 牡4黒鹿57 C．ルメール 平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 480± 01：19．02� 2．6�
48 ボ ル ド ー 牡4栗 57 的場 勇人�パニオロ 的場 均 新冠 村上 欽哉 524－ 61：19．1クビ 33．7�
611 ネオビッグバン 牡4鹿 57 武士沢友治関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 464－121：19．2� 100．6�
23 サンマルバロン 	5栗 57 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 日高 三城牧場 478＋ 61：19．73 24．2�
510 ロ ジ セ ン ス 牝3鹿 53 横山 典弘久米田正明氏 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 532＋121：19．8クビ 110．0�
816 アースヴィグラス 牝3鹿 53 蛯名 正義松山 増男氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 450＋ 6 〃 アタマ 87．6�
815 ダイヤインザラフ 牝3黒鹿53 田中 勝春 �ローレルレーシング 尾関 知人 新冠 樋渡 志尚 416－ 61：20．01� 22．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，405，800円 複勝： 57，458，500円 枠連： 22，719，900円
馬連： 91，594，000円 馬単： 39，228，900円 ワイド： 61，691，300円
3連複： 125，514，800円 3連単： 140，079，900円 計： 578，693，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 220円 � 450円 � 570円 枠 連（3－5） 1，520円

馬 連 �� 4，390円 馬 単 �� 6，720円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 1，810円 �� 3，910円

3 連 複 ��� 21，690円 3 連 単 ��� 98，400円

票 数

単勝票数 計 404058 的中 � 62096（3番人気）
複勝票数 計 574585 的中 � 80719（3番人気）� 31210（7番人気）� 23806（9番人気）
枠連票数 計 227199 的中 （3－5） 11545（6番人気）
馬連票数 計 915940 的中 �� 16154（15番人気）
馬単票数 計 392289 的中 �� 4372（22番人気）
ワイド票数 計 616913 的中 �� 12123（14番人気）�� 8820（23番人気）�� 3988（46番人気）
3連複票数 計1255148 的中 ��� 4340（69番人気）
3連単票数 計1400799 的中 ��� 1032（295番人気）

ハロンタイム 7．2―10．9―11．4―12．0―11．9―11．4―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．2―18．1―29．5―41．5―53．4―1：04．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ローレルジャック �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2015．12．12 中山5着

2013．3．9生 牡4黒鹿 母 アラマサダンサー 母母 アラホウトク 12戦2勝 賞金 16，200，000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。
（非抽選馬） 1頭 ライデンバローズ号



2710310月29日 雨 不良 （29東京4）第9日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時20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
1：19．6
1：19．0

良
良

46 フ ラ ガ リ ア 牝3黒鹿53 横山 典弘 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 430＋ 61：27．4 6．2�

23 ゴールドアピール 牝3鹿 53 北村 宏司居城 寿与氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム 460± 0 〃 クビ 27．0�
610 ジョンブリアン 牝4黒鹿55 田辺 裕信 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 466± 01：27．5� 18．1�
11 グラドゥアーレ 牡3栗 55 C．ルメール �シルクレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 472＋ 81：27．81� 2．6�
712 グリニッチヴィレジ 牝4黒鹿55 江田 照男 �コロンバスサークル 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 444＋121：27．9� 16．3	
47 ラヴィソント 牝3鹿 53 的場 勇人岡田 壮史氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 422－121：28．1� 33．5

59 リ ン ク ス �4鹿 57 三浦 皇成 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 482＋ 21：28．31	 2．9�
22 フジマサアクトレス 牝4鹿 55 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 浦河 酒井牧場 474＋ 4 〃 クビ 111．8�
34 プラトリーナ 牝4鹿 55 V．シュミノー �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 404－ 41：29．04 13．0

（仏）

815 ラブユーミー 牝3鹿 53
50 ▲武藤 雅増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 494＋ 61：29．21	 99．3�

611 ナムラバイオレット 牝4栗 55 大野 拓弥奈村 睦弘氏 岩戸 孝樹 日高 いとう牧場 504＋ 81：29．3クビ 32．0�
713 エ デ ィ ク ト 牡4鹿 57 平野 優窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 502＋ 6 〃 クビ 80．8�
814 リープリッヒターゲ 牝3青 53 武士沢友治藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 456－ 81：29．51 255．7�
58 カトルラポール 牝4鹿 55 柴山 雄一石井 義孝氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 478＋ 21：30．03 21．6�

（14頭）
35 
 ウォークロニクル 牝5青鹿55 M．デムーロ �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 466± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 37，816，900円 複勝： 51，059，400円 枠連： 24，369，200円
馬連： 67，348，900円 馬単： 29，264，600円 ワイド： 42，093，100円
3連複： 70，758，500円 3連単： 86，887，100円 計： 409，597，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 220円 � 540円 � 420円 枠 連（2－4） 6，990円

馬 連 �� 5，340円 馬 単 �� 9，040円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 1，130円 �� 2，920円

3 連 複 ��� 18，580円 3 連 単 ��� 84，660円

票 数

単勝票数 差引計 378169（返還計 47289） 的中 � 48441（3番人気）
複勝票数 差引計 510594（返還計 46238） 的中 � 72983（3番人気）� 22262（8番人気）� 29683（7番人気）
枠連票数 差引計 243692（返還計 5560） 的中 （2－4） 2700（20番人気）
馬連票数 差引計 673489（返還計217524） 的中 �� 9760（21番人気）
馬単票数 差引計 292646（返還計 93824） 的中 �� 2427（34番人気）
ワイド票数 差引計 420931（返還計102652） 的中 �� 6636（19番人気）�� 9837（14番人気）�� 3633（33番人気）
3連複票数 差引計 707585（返還計383100） 的中 ��� 2856（66番人気）
3連単票数 差引計 868871（返還計502270） 的中 ��� 744（292番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．0―24．6―36．4―48．8―1：01．4―1：14．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フ ラ ガ リ ア �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Kingmambo デビュー 2017．2．12 東京3着

2014．4．12生 牝3黒鹿 母 ストロベリーフェア 母母 Storm Song 8戦2勝 賞金 18，400，000円
〔競走除外〕 ウォークロニクル号は，馬場入場後に疾病〔左前肢打撲傷〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 ジョンブリアン号の騎手田辺裕信は，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：3番・2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。

2710410月29日 雨 不良 （29東京4）第9日 第8競走 ��1，400�
か わ ぐ ち こ

河 口 湖 特 別
発走13時50分 （ダート・左）

牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 1，900，000
1，900，000

円
円

付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000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 メリートーン 牝4鹿 55 柴山 雄一水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 460－ 61：23．8 21．1�
713 ミッキーグッドネス 牝4鹿 55 M．デムーロ野田みづき氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 416－ 61：23．9� 3．9�
815 ソーディヴァイン 牝4鹿 55 川田 将雅 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 540＋ 41：24．0クビ 2．6�
24 アデレードヒル 牝4鹿 55 V．シュミノー 吉田 和美氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 484＋ 41：24．21� 20．6�

（仏）

47 ミヤジヴィジェ 牝3鹿 53 戸崎 圭太曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 458－ 2 〃 同着 4．0�
59 メイショウタラチネ 牝5黒鹿55 内田 博幸松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 B468－ 2 〃 ハナ 50．5	
11 スズカプリズム 牝4栗 55 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 新冠 岩見牧場 480－ 61：24．3� 8．9

12 クイーンズターフ 牝5青鹿55 北村 宏司合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 安平 ノーザンファーム 480－ 21：24．51� 84．2�
510 ノーブルサンズ 牝4栗 55 三浦 皇成吉木 伸彦氏 田村 康仁 浦河 ガーベラパー

クスタツド 460＋121：24．6クビ 56．3�
714 ベ ル ク リ ア 牝4芦 55 田辺 裕信水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 458－ 81：25．02� 26．8
35 プリティマックス 牝3栗 53 柴田 善臣丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 前谷 武志 434－ 21：25．1� 102．9�
23 リベルタンゴ 牝5栗 55 大野 拓弥 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B536＋101：25．95 61．3�
36 ラ ブ タ ー ボ 牝4鹿 55 C．デムーロ 田頭 勇貴氏 竹内 正洋 新ひだか 西村 和夫 438＋ 61：26．0クビ 32．6�

（仏）

816 モアニケアラ 牝5芦 55 A．シュタルケ 名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 462－ 61：26．74 80．0�
（独）

611 ファンシーリシェス 牝5鹿 55 池添 謙一原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 21：27．02 178．1�
612 ポッドクヒオ 牝4栗 55 武藤 雅小川眞査雄氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 446－ 4 （競走中止） 107．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，375，200円 複勝： 68，862，700円 枠連： 29，657，400円
馬連： 128，119，500円 馬単： 52，035，700円 ワイド： 68，922，000円
3連複： 155，266，600円 3連単： 200，599，700円 計： 755，838，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，110円 複 勝 � 350円 � 160円 � 140円 枠 連（4－7） 650円

馬 連 �� 4，730円 馬 単 �� 11，940円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 900円 �� 280円

3 連 複 ��� 3，240円 3 連 単 ��� 41，390円

票 数

単勝票数 計 523752 的中 � 19792（6番人気）
複勝票数 計 688627 的中 � 35924（5番人気）� 116468（2番人気）� 164240（1番人気）
枠連票数 計 296574 的中 （4－7） 35002（3番人気）
馬連票数 計1281195 的中 �� 20964（16番人気）
馬単票数 計 520357 的中 �� 3267（36番人気）
ワイド票数 計 689220 的中 �� 13778（12番人気）�� 18190（7番人気）�� 73278（1番人気）
3連複票数 計1552666 的中 ��� 35857（8番人気）
3連単票数 計2005997 的中 ��� 3513（112番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．2―12．0―12．0―12．6―12．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メリートーン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2016．2．28 中山2着

2013．5．3生 牝4鹿 母 モ ン ク ー ル 母母 プレシャスキール 14戦4勝 賞金 47，592，000円
〔競走中止〕 ポッドクヒオ号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 コパノディール号・ツウローゼズ号・ティンバレス号・マーブルケーキ号
（非抽選馬） 1頭 ヤマニンシャンデル号
※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。



2710510月29日 雨 不良 （29東京4）第9日 第9競走 ��
��2，000�

し ょ う じ こ

精 進 湖 特 別
発走14時25分 （芝・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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

11 カ ラ ビ ナ 牡4鹿 57 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 522＋ 82：10．1 8．5�

33 トレジャートローヴ 牡4芦 57 蛯名 正義吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 440－ 42：10．84 13．3�
710 ブラックプラチナム 牡4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 490± 0 〃 ハナ 2．9�
44 グローブシアター 牡3黒鹿55 福永 祐一 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 432－102：11．22� 5．1�
67 ニシノジャーニー 牡4青鹿57 和田 竜二西山 茂行氏 根本 康広 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 436－ 42：11．94 59．1�
68 レッドローゼス 牡3鹿 55 M．デムーロ 	東京ホースレーシング 国枝 栄 平取 坂東牧場 476＋ 2 〃 クビ 3．1

79 	 イ チ ダ イ 牡4鹿 57 内田 博幸合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 524＋ 42：12．11
 12．7�
811 シャインアロー �5栗 57 松岡 正海岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 462＋ 42：12．2クビ 47．1�
22 トレクァルティスタ �6黒鹿57 V．シュミノー �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 486＋102：12．83� 34．4

（仏）

55 マイネルユニブラン 牡3黒鹿55 A．シュタルケ 	サラブレッドクラブ・ラフィアン 高橋 裕 日高 沖田牧場 528± 02：13．12 34．9�
（独）

56 エニグマバリエート 牡5青鹿57 武 豊平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 494± 02：13．2クビ 31．2�
812� ヌ ー ナ 牝5黒鹿55 大野 拓弥岡田 牧雄氏 小島 茂之 米

Frank McEn-
tee & Frank-
fort Park Farm

548＋142：18．0大差 260．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 62，029，200円 複勝： 73，703，900円 枠連： 25，142，400円
馬連： 150，901，900円 馬単： 62，043，700円 ワイド： 74，481，800円
3連複： 174，946，000円 3連単： 268，504，800円 計： 891，753，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 220円 � 250円 � 160円 枠 連（1－3） 5，680円

馬 連 �� 5，180円 馬 単 �� 9，710円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 550円 �� 810円

3 連 複 ��� 4，930円 3 連 単 ��� 47，380円

票 数

単勝票数 計 620292 的中 � 58182（4番人気）
複勝票数 計 737039 的中 � 79346（4番人気）� 66119（5番人気）� 145796（2番人気）
枠連票数 計 251424 的中 （1－3） 3427（18番人気）
馬連票数 計1509019 的中 �� 22557（16番人気）
馬単票数 計 620437 的中 �� 4792（33番人気）
ワイド票数 計 744818 的中 �� 15085（14番人気）�� 36263（5番人気）�� 23541（10番人気）
3連複票数 計1749460 的中 ��� 26612（17番人気）
3連単票数 計2685048 的中 ��� 4108（153番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．7―26．4―39．1―52．0―1：05．3―1：18．9―1：32．1―1：44．6―1：56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F51．2―3F38．0

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

勝馬の
紹 介

カ ラ ビ ナ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2016．3．13 阪神4着

2013．1．20生 牡4鹿 母 レリッシュザソート 母母 Viz 16戦4勝 賞金 60，884，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヌーナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月29日まで平地競走に出

走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2710610月29日 雨 不良 （29東京4）第9日 第10競走 ��
��1，600�

こうよう

紅葉ステークス
発走15時00分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，28．10．29以降29．10．22まで1回以上出走馬，除3歳未出走
馬および未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

55 オートクレール 牝6栗 53 黛 弘人岡田 牧雄氏 中野 栄治 日高 出口牧場 444＋ 41：41．7 22．0�
22 ストーミーシー 牡4栗 56 大野 拓弥�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 536＋ 81：42．65 7．3�
56 ディープジュエリー 牝5鹿 53 池添 謙一吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 498－ 41：42．81� 33．1�
68 クリアザトラック 牡3鹿 55 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 444＋ 61：43．01 2．6�
33 マイネルメリエンダ 牡6栗 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 平取 高橋 幸男 492＋ 61：43．1� 21．4	
79 テルメディカラカラ 牝5黒鹿53 横山 典弘小林 薫氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 470－ 61：43．63 7．7

11 	 レッドルーファス 牡7栗 56 V．シュミノー �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 米 Charles

H. Wacker 508－ 21：43．92 12．8�
（仏）

44 シャドウダンサー 
6黒鹿55 C．デムーロ 飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 494－ 2 〃 ハナ 19．8�
（仏）

812 ペガサスボス 牡5黒鹿55 岩田 康誠�天羽牧場 矢作 芳人 日高 天羽牧場 528＋10 〃 ハナ 8．1
710 ボーダーオブライフ 牡3鹿 54 戸崎 圭太片山 晃氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 496＋ 21：44．0クビ 5．6�
67 リンクスゼロ 牡3黒鹿53 武藤 雅目谷 一幸氏 森 秀行 新冠 イワミ牧場 468＋101：44．1� 108．8�
811 チャンピオンルパン 牡6鹿 54 内田 博幸坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 榊原 光子 498＋ 41：44．2クビ 20．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 63，656，100円 複勝： 71，487，900円 枠連： 34，881，700円
馬連： 166，027，600円 馬単： 68，716，600円 ワイド： 80，142，900円
3連複： 192，969，700円 3連単： 272，147，100円 計： 950，029，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，200円 複 勝 � 530円 � 280円 � 950円 枠 連（2－5） 4，450円

馬 連 �� 7，190円 馬 単 �� 16，310円

ワ イ ド �� 2，070円 �� 5，200円 �� 3，660円

3 連 複 ��� 56，930円 3 連 単 ��� 278，280円

票 数

単勝票数 計 636561 的中 � 23087（10番人気）
複勝票数 計 714879 的中 � 34409（7番人気）� 76991（5番人気）� 17947（11番人気）
枠連票数 計 348817 的中 （2－5） 6067（18番人気）
馬連票数 計1660276 的中 �� 17885（31番人気）
馬単票数 計 687166 的中 �� 3158（65番人気）
ワイド票数 計 801429 的中 �� 10097（29番人気）�� 3940（53番人気）�� 5630（48番人気）
3連複票数 計1929697 的中 ��� 2542（149番人気）
3連単票数 計2721471 的中 ��� 709（766番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．6―37．0―50．4―1：03．7―1：15．9―1：28．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オートクレール �
�
父 デュランダル �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2013．9．22 中山2着

2011．3．31生 牝6栗 母 ジョイアサーティン 母母 アサーテイン 43戦4勝 賞金 97，849，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。

２レース目



2710710月29日 雨 不良 （29東京4）第9日 第11競走 ��
��2，000�第156回天 皇 賞 （ 秋 ）（ＧⅠ）

発走15時40分 （芝・左）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳56�4歳以上58�，牝馬
2�減

天皇賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 150，000，000円 60，000，000円 38，000，000円 23，000，000円 15，000，000円
付 加 賞 3，822，000円 1，092，000円 546，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：56．1
1：56．1
1：56．1

良
良
良

47 キタサンブラック 牡5鹿 58 武 豊�大野商事 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 542± 02：08．3 3．1�
12 サトノクラウン 牡5黒鹿58 M．デムーロ �サトミホースカンパニー 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 498＋10 〃 クビ 4．0�
48 レインボーライン 牡4鹿 58 岩田 康誠三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 452＋ 82：08．72� 59．6�
24 リアルスティール 牡5鹿 58 V．シュミノー �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 508＋ 22：09．55 7．7�

（仏）

715 マ カ ヒ キ 牡4鹿 58 内田 博幸金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 504＋ 2 〃 アタマ 22．6	

59 ソウルスターリング 牝3青鹿54 C．ルメール �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 480± 02：09．71� 9．4

36 ディサイファ 牡8鹿 58 柴山 雄一 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 508＋ 42：09．9	 131．5�
11 
 サクラアンプルール 牡6栗 58 蛯名 正義�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 482＋ 62：10．22 52．5�
713 グレーターロンドン 牡5鹿 58 田辺 裕信窪田 康志氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 472－ 22：10．41� 15．4
612 ステファノス 牡6鹿 58 戸崎 圭太 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 490＋ 82：10．5� 24．0�
35 ヤマカツエース 牡5栗 58 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 504－ 42：10．82 15．9�
510 ミッキーロケット 牡4鹿 58 和田 竜二野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 476－ 82：10．9クビ 63．4�
23 ネオリアリズム 牡6栗 58 A．シュタルケ �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 526＋162：12．07 16．8�

（独）

611 ロードヴァンドール 牡4栗 58 太宰 啓介 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム B498＋162：14．4大差 177．5�
818 シ ャ ケ ト ラ 牡4青鹿58 C．デムーロ 金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 526＋162：15．14 30．6�
（仏）

816 カ デ ナ 牡3鹿 56 福永 祐一前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 466＋ 22：15．84 147．4�
817 ワンアンドオンリー 牡6黒鹿58 横山 典弘�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494＋ 22：16．33 135．5�
714 サトノアラジン 牡6鹿 58 川田 将雅 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 532± 02：16．93� 14．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 988，015，400円 複勝： 820，507，600円 枠連： 729，821，400円 馬連： 2，854，631，300円 馬単： 1，140，326，500円
ワイド： 1，178，117，600円 3連複： 4，487，819，400円 3連単： 7，170，437，900円 5重勝： 572，037，400円 計： 19，941，714，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 170円 � 600円 枠 連（1－4） 800円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 410円 �� 2，950円 �� 2，060円

3 連 複 ��� 15，290円 3 連 単 ��� 55，320円

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

キャリーオーバー なし����� 9，766，490円

票 数

単勝票数 計9880154 的中 � 2487550（1番人気）
複勝票数 計8205076 的中 � 1519944（1番人気）� 1372271（2番人気）� 258520（12番人気）
枠連票数 計7298214 的中 （1－4） 701415（1番人気）
馬連票数 計28546313 的中 �� 2432031（1番人気）
馬単票数 計11403265 的中 �� 512690（1番人気）
ワイド票数 計11781176 的中 �� 826885（1番人気）�� 96252（38番人気）�� 139124（25番人気）
3連複票数 計44878194 的中 ��� 219994（53番人気）
3連単票数 計71704379 的中 ��� 93964（170番人気）
5重勝票数 差引計5720374（返還計155232） 的中 ����� 41

ハロンタイム 13．2―12．5―12．9―12．5―13．1―13．0―12．4―12．0―12．7―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．7―38．6―51．1―1：04．2―1：17．2―1：29．6―1：41．6―1：54．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F51．1―3F38．7

3 11（13，2，1）（7，3，4，18）（5，9，10）8，12（6，16，17）（15，14）
2
4
11，1（3，4，10，18）（2，5，9）8（7，12，16，17）（13，15）6，14
13（7，2，1）（8，4，11）（3，18）（6，12，5，9，10）－（15，16）14，17

勝馬の
紹 介

キタサンブラック �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2015．1．31 東京1着

2012．3．10生 牡5鹿 母 シュガーハート 母母 オトメゴコロ 18戦11勝 賞金 1，497，961，000円
〔制裁〕 キタサンブラック号の騎手武豊は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。
※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 トルークマクト号
※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。

2710810月29日 雨 不良 （29東京4）第9日 第12競走 ��
��1，600�

み つ み ね さ ん

三 峰 山 特 別
発走16時20分 （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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

812 イーグルフェザー 牡4鹿 57 田辺 裕信 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 486－ 41：36．9 5．2�
710� ストロボスコープ 牡3鹿 55 C．ルメール H.H．シェイク・モハメド 藤沢 和雄 米

Fred W. Hertrich
III & John D.
Fielding

470－ 41：37．21	 6．9�
811 ジェイケイライアン 牡5鹿 57 C．デムーロ 小谷野次郎氏 松永 康利 新ひだか 藤川フアーム 486＋ 21：37．3
 5．1�

（仏）

67 メイショウノボサン 牡4栗 57 福永 祐一松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 470－ 2 〃 クビ 5．2�
11 フォーハンドレッド 牡3黒鹿55 大野 拓弥窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 480± 01：37．4クビ 8．6�
56 アディラート 牡3黒鹿55 戸崎 圭太安原 浩司氏 須貝 尚介 新ひだか タガミファーム 492＋ 61：37．5
 3．2	
44 コスモラヴモア 牡6鹿 57 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 村下牧場 494＋ 81：37．6
 104．8

68 テイエムリヴィエラ 牝6鹿 55 蛯名 正義竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 B492± 01：37．91	 146．1�
79 サ ノ サ マ ー 牡3栗 55 岩田 康誠佐野 信幸氏 中舘 英二 浦河 日の出牧場 468－ 21：38．0	 36．3�
22 � マテラスカイ 牡3栗 55 内田 博幸大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Lynch

Bages LTD 510－ 21：38．1
 43．1
55 ロゼッタストーン 牡8鹿 57 三浦 皇成太田珠々子氏 森田 直行 日高 天羽牧場 474± 0 〃 ハナ 33．9�
33 フジゴウカイ 牡5黒鹿57 松岡 正海荒木 誠氏 高市 圭二 新冠 対馬 正 516＋161：39．05 117．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 139，664，600円 複勝： 137，856，800円 枠連： 58，126，800円
馬連： 296，182，300円 馬単： 134，363，600円 ワイド： 149，569，600円
3連複： 363，523，000円 3連単： 627，073，400円 計： 1，906，360，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 190円 � 210円 � 180円 枠 連（7－8） 750円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 3，650円

ワ イ ド �� 630円 �� 600円 �� 500円

3 連 複 ��� 3，280円 3 連 単 ��� 18，570円

票 数

単勝票数 計1396646 的中 � 213202（3番人気）
複勝票数 計1378568 的中 � 194860（4番人気）� 158326（5番人気）� 209969（2番人気）
枠連票数 計 581268 的中 （7－8） 59611（3番人気）
馬連票数 計2961823 的中 �� 111883（11番人気）
馬単票数 計1343636 的中 �� 27547（20番人気）
ワイド票数 計1495696 的中 �� 59526（11番人気）�� 63906（10番人気）�� 77760（6番人気）
3連複票数 計3635230 的中 ��� 83069（14番人気）
3連単票数 計6270734 的中 ��� 24470（77番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．2―11．8―12．5―12．3―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．1―36．3―48．1―1：00．6―1：12．9―1：24．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イーグルフェザー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 El Corredor デビュー 2015．11．23 東京1着

2013．4．27生 牡4鹿 母 アーリーアメリカン 母母 アメリカンマンボ 15戦4勝 賞金 64，083，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時25分に変更。
※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。

５レース目



（29東京4）第9日 10月29日（日曜日） 雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

不良
不良

競走回数 12回 出走頭数 171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

490，370，000円
5，060，000円
22，970，000円
7，200，000円
61，520，000円
71，473，000円
5，112，000円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
1，589，919，900円
1，573，957，600円
1，002，388，700円
4，071，751，500円
1，710，628，500円
1，850，683，600円
5，971，986，100円
9，391，759，000円
572，037，400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
5 重 勝
計 27，735，112，300円

総入場人員 63，841名 （有料入場人員 59，474名）



平成29年度 第4回東京競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，528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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

2，544，340，000円
32，890，000円
185，710，000円
20，650，000円
299，520，000円
6，000，000円
629，642，500円
43，305，800円
14，668，800円

勝馬投票券売得金
6，556，416，300円
8，749，312，500円
3，506，671，000円
15，622，602，200円
7，223，925，100円
8，100，330，800円
21，260，697，800円
33，357，990，300円
1，594，792，800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 105，972，738，800円

総入場延人員 304，383名 （有料入場延人員 279，312名）
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