
2702510月8日 曇 良 （30東京4）第3日 第1競走 ��
��1，600�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
1：36．2
1：36．2

不良
不良

24 テイエムアカリオー 牡2鹿 55 横山 典弘竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 高柳 隆男 490± 01：41．1 214．0�
611 フーズサイド 牡2黒鹿55 武士沢友治西森 鶴氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 456＋ 41：41．2� 19．2�
612 ア キ ン ド 牡2鹿 55 戸崎 圭太小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 480－ 41：41．62� 4．4�
714 ブラックアンバー 牡2黒鹿 55

54 ☆武藤 雅田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 大栄牧場 496＋101：41．81 6．2�
713 ク リ ム ト ゥ 牡2栗 55 杉原 誠人�ミルファーム 小野 次郎 浦河 猿橋 義昭 502＋141：41．9� 258．9�
816 トーセンバーボン 牡2鹿 55 宮崎 北斗島川 	哉氏 柴田 政人 新ひだか 澤田 嘉隆 454＋ 61：42．0クビ 9．3

815 ケ イ ス タ ー 牝2栗 54 大野 拓弥桑野 克己氏 杉浦 宏昭 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 450± 01：42．1� 56．7�
59 アミュリオン 牡2栗 55 黛 弘人吉澤 克己氏 藤原 辰雄 浦河 栄進牧場 444－ 2 〃 クビ 51．6�
510 ト ゥ ル ボ ー 牡2栗 55 石橋 脩ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490＋101：42．52� 17．1�
48 リュウノイブキ 牡2黒鹿55 丸山 元気二口 雅一氏 土田 稔 新ひだか 田原橋本牧場 496－ 81：42．6� 98．6�
12 ヤマタケアンジュ 牝2鹿 54 原田 和真山中 佳代氏 根本 康広 浦河 高岸 順一 446± 01：43．02� 388．3�
11 ゲインスプレマシー 牡2鹿 55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 484－ 21：43．32 2．0�
35 オ ー レ ア 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 436＋ 21：43．72� 44．2�
23 アーチンガイ 牡2鹿 55

53 △横山 武史泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 470－ 41：44．33� 165．6�
47 コスモセレッソ 牡2栗 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新ひだか 中橋 清 482－ 4 〃 アタマ 336．9�
36 ウインリブレット 牡2黒鹿55 松岡 正海ウイン 奥平 雅士 浦河 小倉牧場 456＋ 81：45．25 372．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，075，900円 複勝： 51，844，300円 枠連： 15，645，000円
馬連： 63，673，400円 馬単： 34，899，400円 ワイド： 46，761，200円
3連複： 95，086，200円 3連単： 121，793，100円 計： 470，778，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 21，400円 複 勝 � 3，310円 � 430円 � 190円 枠 連（2－6） 7，670円

馬 連 �� 143，450円 馬 単 �� 358，550円

ワ イ ド �� 29，740円 �� 9，640円 �� 860円

3 連 複 ��� 115，950円 3 連 単 ��� 2，759，370円

票 数

単勝票数 計 410759 的中 � 1630（12番人気）
複勝票数 計 518443 的中 � 3279（13番人気）� 29611（5番人気）� 88323（2番人気）
枠連票数 計 156450 的中 （2－6） 1579（19番人気）
馬連票数 計 636734 的中 �� 344（74番人気）
馬単票数 計 348994 的中 �� 73（173番人気）
ワイド票数 計 467612 的中 �� 393（82番人気）�� 1219（52番人気）�� 14721（9番人気）
3連複票数 計 950862 的中 ��� 615（159番人気）
3連単票数 計1217931 的中 ��� 32（1642番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．3―13．2―13．4―12．8―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―36．3―49．5―1：02．9―1：15．7―1：28．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．6―3F38．2
3 1，12（7，15）（9，14）（5，10）4（2，3，13）6（8，16）－11 4 ・（1，12，15）（7，9，14，10）（5，4，13）（2，16）（6，11）8，3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

テイエムアカリオー �
�
父 ケープブランコ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．9．8 中山11着

2016．4．13生 牡2鹿 母 ケイエスアカリ 母母 ダービーラブリネス 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔騎手変更〕 クリムトゥ号の騎手横山和生は，負傷のため杉原誠人に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ウインゴライアス号

2702610月8日 曇 良 （30東京4）第3日 第2競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走10時40分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：32．3

稍重
良

712 アントリューズ 牡2鹿 55 戸崎 圭太山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 486－ 21：35．1 6．1�
814 プラチナポセイドン 牡2芦 55 石橋 脩�ラ・メール 奥村 武 安平 ノーザンファーム 462＋201：35．52� 9．3�
46 プ ラ イ ム 牡2鹿 55 津村 明秀 �カナヤマホール

ディングス 尾関 知人 浦河 酒井牧場 486± 01：35．81� 3．7�
59 	 リサオブザナイル 牝2黒鹿54 横山 典弘吉田 千津氏 菊沢 隆徳 米 WinStar

Farm, LLC 464－12 〃 ハナ 16．7�
47 ギフトオブアート 牝2鹿 54 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 488± 01：35．9� 2．6�
11 ダンサーバローズ 牡2栗 55 藤岡 佑介猪熊 広次氏 矢作 芳人 新ひだか ウエスタンファーム 524－ 41：36．32� 21．6	
58 ナンヨーシンゲツ 牡2黒鹿 55

52 ▲木幡 育也中村 德也氏 杉浦 宏昭 浦河 三好牧場 456± 01：36．4� 36．3

34 クィーンズウェイ 牝2栗 54 丹内 祐次飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 458－ 2 〃 クビ 31．5�
610 ラヴィングウェイ 牝2黒鹿54 吉田 隼人ゴドルフィン 田中 剛 英 Godolphin 454－ 41：36．5� 37．7�
23 デルマシャンゼリゼ 牝2鹿 54 北村 宏司浅沼 廣幸氏 勢司 和浩 日高 ファニーヒルファーム 450－141：36．71
 149．6
815 シゲルネコライト 牝2栗 54

52 △菊沢 一樹森中 蕃氏 石栗 龍彦 新冠 大林ファーム 400± 01：36．91
 239．9�
22 スカテナート 牡2鹿 55 大野 拓弥吉田 安惠氏 古賀 慎明 安平 追分ファーム 456± 0 〃 クビ 17．9�
35 ニューデイズドーン 牝2青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 454－ 41：37．0� 220．5�
611 ジ ェ イ コ ブ 牡2鹿 55 松岡 正海市川義美ホール

ディングス� 中舘 英二 千歳 社台ファーム 492＋ 41：37．95 56．4�
713 マイネルグナーデ 牡2鹿 55 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 424± 01：38．0� 334．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 39，274，800円 複勝： 48，350，400円 枠連： 18，348，600円
馬連： 68，747，900円 馬単： 32，395，400円 ワイド： 50，705，100円
3連複： 93，090，100円 3連単： 110，530，500円 計： 461，442，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 190円 � 220円 � 130円 枠 連（7－8） 2，400円

馬 連 �� 2，680円 馬 単 �� 4，830円

ワ イ ド �� 740円 �� 470円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，900円 3 連 単 ��� 21，710円

票 数

単勝票数 計 392748 的中 � 53533（3番人気）
複勝票数 計 483504 的中 � 60111（3番人気）� 46517（4番人気）� 119128（1番人気）
枠連票数 計 183486 的中 （7－8） 5901（9番人気）
馬連票数 計 687479 的中 �� 19831（6番人気）
馬単票数 計 323954 的中 �� 5030（15番人気）
ワイド票数 計 507051 的中 �� 17119（6番人気）�� 28744（3番人気）�� 21302（5番人気）
3連複票数 計 930901 的中 ��� 24046（7番人気）
3連単票数 計1105305 的中 ��� 3690（56番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．5―12．5―12．7―11．8―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．2―47．7―1：00．4―1：12．2―1：23．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アントリューズ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Eltish デビュー 2018．7．21 福島7着

2016．1．31生 牡2鹿 母 シーズオールエルティッシュ 母母 Shesabullwinkle 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔騎手変更〕 デルマシャンゼリゼ号の騎手横山和生は，負傷のため北村宏司に変更。
〔発走状況〕 ジェイコブ号は，枠入り不良。

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３日



2702710月8日 曇 良 （30東京4）第3日 第3競走 ��1，800�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
1：45．9
1：45．6

良
良

610 マイネルサーパス 牡2黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 474－ 21：48．7 6．0�

46 エ ト ワ ー ル 牝2栗 54 戸崎 圭太近藤 英子氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 466＋141：48．91� 6．2�
22 ホウオウライジン 牡2栗 55 藤岡 佑介小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 470－ 61：49．21� 3．9�
58 ラッキーアモン 牡2黒鹿55 北村 宏司平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 478－ 6 〃 アタマ 25．1�
45 ベストオンアース 牝2栗 54 大野 拓弥�須野牧場 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 480－ 81：49．41� 12．4	
711 フィリアーノ 牡2芦 55 石川裕紀人吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 444－ 81：49．82� 2．6

814 ピ カ ブ ー 牝2黒鹿54 三浦 皇成 Him Rock Racing

ホールディングス� 武市 康男 浦河 �川 啓一 414－ 81：50．22� 36．4�
11 ミ カ エ ラ 牝2黒鹿 54

51 ▲山田 敬士海谷 幸司氏 高橋 義博 浦河 中村 雅明 412＋121：50．41� 159．6�
34 スパーダネーラ 牡2青鹿 55

53 △藤田菜七子畠山伊公子氏 畠山 吉宏 青森 有限会社
ラークヒルズ 414－ 41：50．5� 109．5

33 ネイトフォンテン 牝2栗 54
53 ☆武藤 雅吉橋 興生氏 戸田 博文 日高 新井 弘幸 442－ 21：50．6� 47．6�

57 ビームフラッシュ 牝2鹿 54
51 ▲木幡 育也田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか タガミファーム 444－ 41：50．7� 32．3�

69 オウムアムア 牡2鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 522＋121：51．23 60．7�
813 プラサデトロス 牡2鹿 55 丸田 恭介平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 498－ 41：52．15 189．2�
712 プレミアムシート 牝2鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 436＋ 21：52．63 367．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 42，258，500円 複勝： 57，015，500円 枠連： 16，361，900円
馬連： 70，145，100円 馬単： 34，044，400円 ワイド： 52，897，700円
3連複： 99，934，600円 3連単： 125，771，000円 計： 498，428，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 170円 � 170円 � 140円 枠 連（4－6） 860円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 3，090円

ワ イ ド �� 430円 �� 320円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 11，360円

票 数

単勝票数 計 422585 的中 � 58326（3番人気）
複勝票数 計 570155 的中 � 83607（3番人気）� 81910（4番人気）� 112697（2番人気）
枠連票数 計 163619 的中 （4－6） 14592（6番人気）
馬連票数 計 701451 的中 �� 38929（6番人気）
馬単票数 計 340444 的中 �� 8243（14番人気）
ワイド票数 計 528977 的中 �� 29934（6番人気）�� 43879（3番人気）�� 35621（5番人気）
3連複票数 計 999346 的中 ��� 50971（3番人気）
3連単票数 計1257710 的中 ��� 8026（32番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．0―12．2―12．7―12．6―11．4―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―36．7―48．9―1：01．6―1：14．2―1：25．6―1：36．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

マイネルサーパス �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 タマモクロス デビュー 2018．8．25 新潟2着

2016．5．6生 牡2黒鹿 母 マイネアクティース 母母 ヒカルダンサー 3戦1勝 賞金 9，100，000円
〔騎手変更〕 スパーダネーラ号の騎手横山和生は，負傷のため藤田菜七子に変更。
〔制裁〕 マイネルサーパス号の騎手柴田大知は，決勝線手前で外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

21日まで騎乗停止。（被害馬：6番）
※ホウオウライジン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2702810月8日 曇 良 （30東京4）第3日 第4競走 ��1，300�サラブレッド系2歳
発走11時40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
1：17．4
1：17．4

良
良

59 ナランフレグ 牡2栗 55 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 462 ―1：20．0 7．9�
815 カ ナ シ バ リ 牝2鹿 54 江田 照男由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 500 ―1：20．31� 5．4�
35 サリーバランセ 牝2栗 54 津村 明秀黒須不二男氏 鈴木 伸尋 日高 天羽牧場 472 ―1：20．4� 6．1�
36 グッバイガール 牝2黒鹿54 大野 拓弥吉田 千津氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 480 ―1：21．78 7．3�
23 ビューティーコパ 牝2鹿 54

52 △藤田菜七子小林 祥晃氏 加藤 征弘 日高 ヤナガワ牧場 468 ―1：21．8� 4．4�
816 ビートマジック 牡2黒鹿55 柴山 雄一岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 大典牧場 460 ―1：22．01 20．0�
510 セイヴァリアント 牡2黒鹿55 吉田 隼人金田 成基氏 中川 公成 日高 本間牧場 478 ―1：22．53 7．0	
24 ストレートパンチ 牡2鹿 55 武士沢友治諸岡 慶氏 堀井 雅広 日高 北田 剛 452 ― 〃 クビ 41．5

714 ネイチャーサムソン 牡2鹿 55 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 476 ―1：23．24 71．7�
12 ザ キ ン ト ス 牝2黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 510 ―1：23．62� 114．3
48 オビワンズドーン 牡2鹿 55 丹内 祐次�富士開発 古賀 史生 新ひだか 高橋フアーム 438 ―1：23．81 82．2�
47 マリノマレーラ 牝2鹿 54 柴田 大知�クラウン 和田 雄二 日高 クラウン日高牧場 482 ―1：25．18 157．5�
11 スマイルチャーマー 牡2黒鹿55 蛯名 正義臼倉 勲氏 本間 忍 浦河 福田牧場 472 ―1：25．52� 81．0�
713 ダウラギリテソーロ 牡2鹿 55 松岡 正海了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 浦河 辻 牧場 474 ―1：25．6� 20．7�
611 ミ リ オ ン ズ 牝2芦 54

51 ▲山田 敬士三岡 陽氏 小桧山 悟 新ひだか 小野 秀治 448 ―1：25．7� 161．9�
612 トモジャドット 牡2栗 55 石川裕紀人吉冨 朝美氏 小笠 倫弘 新冠 ハクツ牧場 516 ―1：27．9大差 32．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，131，800円 複勝： 43，039，400円 枠連： 20，422，900円
馬連： 63，974，900円 馬単： 28，069，600円 ワイド： 42，290，900円
3連複： 88，592，600円 3連単： 101，061，200円 計： 424，583，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 220円 � 180円 � 190円 枠 連（5－8） 710円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 3，750円

ワ イ ド �� 740円 �� 780円 �� 530円

3 連 複 ��� 3，620円 3 連 単 ��� 22，010円

票 数

単勝票数 計 371318 的中 � 39456（6番人気）
複勝票数 計 430394 的中 � 48844（5番人気）� 63069（2番人気）� 58884（3番人気）
枠連票数 計 204229 的中 （5－8） 22183（3番人気）
馬連票数 計 639749 的中 �� 27116（8番人気）
馬単票数 計 280696 的中 �� 5611（15番人気）
ワイド票数 計 422909 的中 �� 14543（10番人気）�� 13606（11番人気）�� 21044（1番人気）
3連複票数 計 885926 的中 ��� 18326（7番人気）
3連単票数 計1010612 的中 ��� 3328（62番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．3―18．7―31．0―43．7―56．2―1：07．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナランフレグ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2016．4．5生 牡2栗 母 ケリーズビューティ 母母 ビューティークロス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ダウラギリテソーロ号の騎手松岡正海は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番・8番）
〔その他〕ミリオンズ号は，競走中に疾病〔右第3中手骨々折〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マリノマレーラ号・スマイルチャーマー号・ダウラギリテソーロ号・トモジャドット号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年11月8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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 ウズシオ号・カネショウベリー号・コーリンベイダー号・サゼラック号・ダイユウドナート号・

ディーエスマグナム号・メイクアノイズ号・リゼ号



2702910月8日 曇 良 （30東京4）第3日 第5競走 ��1，600�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
1：33．0
1：32．3

稍重
良

817 ダノンキングリー 牡2黒鹿55 戸崎 圭太�ダノックス 萩原 清 浦河 三嶋牧場 450 ―1：37．5 5．4�
713 カレンブーケドール 牝2鹿 54 北村 宏司鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 466 ― 〃 アタマ 6．3�
510 ペ レ 牝2黒鹿54 大野 拓弥�NICKS 奥村 武 安平 ノーザンファーム 452 ―1：37．81� 2．5�

（クラッシーチャチャ）

715 ジャスティン 牡2栗 55 藤岡 佑介小田 吉男氏 矢作 芳人 日高 天羽 禮治 486 ―1：37．9� 9．1�
818 アリスブルー 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 浦河 大北牧場 436 ―1：38．11� 78．7�
612 カフェシュヴァルツ 牡2黒鹿55 三浦 皇成西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 468 ―1：38．31� 79．6	
24 ハンターバレー 牡2栗 55 田中 勝春村木 隆氏 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 476 ―1：38．4� 143．4

816 ツクバハナコ 牝2鹿 54

52 △藤田菜七子荻原 昭二氏 根本 康広 安平 追分ファーム 418 ―1：38．5� 66．4�
59 ロジギムレット 牡2鹿 55 横山 典弘久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 456 ―1：38．71� 10．8�
23 グラウシュトラール 牡2芦 55 石橋 脩 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 日高 碧雲牧場 450 ― 〃 ハナ 13．6
36 テーオースナイパー 牡2鹿 55 柴田 善臣小笹 公也氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 452 ―1：39．23 24．4�
47 クラウソラス 牡2鹿 55 勝浦 正樹谷岡 毅氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 462 ― 〃 ハナ 144．0�
11 テイエムヤマビコ 牝2栗 54

51 ▲木幡 育也竹園 正繼氏 加藤 和宏 日高 日高テイエム
牧場株式会社 462 ― 〃 クビ 154．3�

714 ミヤビペルラ 牝2黒鹿 54
53 ☆武藤 雅村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 高橋 修 436 ―1：39．41� 17．7�

12 ビッグブルー 牡2鹿 55 津村 明秀�レッドマジック金成 貴史 日高 下河辺牧場 492 ―1：39．82� 170．8�
48 シオンコタン 牝2鹿 54

52 △横山 武史村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 ビッグレッドファーム 436 ―1：39．9� 293．7�
35 ヤマニングレナデン 牝2栗 54 伊藤 工真土井 肇氏 蛯名 利弘 浦河 廣田 光夫 454 ― 〃 クビ 206．9�
611 リターンチョウサン 牝2鹿 54 丸山 元気�チョウサン 和田 雄二 平取 坂東牧場 502 ―1：40．0クビ 131．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 49，082，800円 複勝： 52，455，700円 枠連： 25，014，800円
馬連： 71，148，900円 馬単： 32，646，600円 ワイド： 49，510，200円
3連複： 96，121，600円 3連単： 115，225，500円 計： 491，206，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 150円 � 170円 � 130円 枠 連（7－8） 480円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 430円 �� 340円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，540円 3 連 単 ��� 9，250円

票 数

単勝票数 計 490828 的中 � 76071（2番人気）
複勝票数 計 524557 的中 � 92067（2番人気）� 67701（3番人気）� 116028（1番人気）
枠連票数 計 250148 的中 （7－8） 39569（2番人気）
馬連票数 計 711489 的中 �� 41681（3番人気）
馬単票数 計 326466 的中 �� 10310（5番人気）
ワイド票数 計 495102 的中 �� 28715（2番人気）�� 38669（1番人気）�� 28288（3番人気）
3連複票数 計 961216 的中 ��� 46799（1番人気）
3連単票数 計1152255 的中 ��� 9029（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．7―37．5―50．4―1：03．5―1：15．3―1：26．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F34．0
3 3，15（11，17）（1，9，10）（2，12，13）（7，8，18，14）（4，5，16）－6 4 3－（11，15）17（1，9，10）（2，12，13）（7，8，18，14）（4，16）（5，6）

勝馬の
紹 介

ダノンキングリー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat 初出走

2016．3．25生 牡2黒鹿 母 マイグッドネス 母母 Caressing 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 フィリアプーラ号

2703010月8日 曇 良 （30東京4）第3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）

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

815 キョウエイソフィア 牝3鹿 53
52 ☆武藤 雅田中 晴夫氏 萱野 浩二 新ひだか 藤沢牧場 446－ 61：25．7 7．8�

816 ムルシェラゴ 牡3黒鹿55 松岡 正海�KTレーシング 奥村 武 浦河 高岸 順一 526－ 81：25．91� 7．8�
612� ラヴタクティクス 牝4栗 55 柴田 大知岡田 牧雄氏 天間 昭一 日高 若林 順一 492－ 4 〃 アタマ 12．3�
714 ハーモニーライズ 牡3黒鹿55 石橋 脩日下部勝德氏 土田 稔 様似 様似堀牧場 496＋ 41：26．11� 2．7�
24 アースビヨンド 牡3黒鹿55 三浦 皇成前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 502± 01：26．2� 7．6�
510 ロマンスマジック 牝4栗 55 杉原 誠人	ミルファーム 奥平 雅士 新ひだか 松本牧場 464－ 2 〃 クビ 37．5

12 クインズラミントン 牡4鹿 57 大野 拓弥亀田 和弘氏 池上 昌和 新冠 新冠橋本牧場 476± 01：26．3� 20．1�
47 フィールザファラオ 牡3黒鹿55 北村 宏司櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 460＋121：26．72� 12．6�
713 ノーブルカリス 牝3鹿 53

51 △横山 武史吉木 伸彦氏 菊川 正達 新ひだか 田中 裕之 466± 01：26．91� 52．6
36 ス ノ ー マ ン 牡5鹿 57 吉田 隼人永井 秀貴氏 伊藤 圭三 浦河 辻 牧場 500－ 2 〃 ハナ 28．2�
23 � ウエスタンボルト 	5鹿 57 田中 勝春西川 賢氏 小野 次郎 新ひだか ウエスタンファーム 464＋ 21：27．22 77．1�
35 � レッドヴィクター 	4鹿 57

54 ▲木幡 育也 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 434± 0 〃 アタマ 9．4�
48 ラブユーミー 牝4鹿 55

53 △藤田菜七子増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 512＋141：27．41� 59．3�
59 シ キ シ マ 牡3鹿 55 武士沢友治井山 登氏 小桧山 悟 浦河 大柳ファーム 486＋ 61：27．5クビ 196．6�
611 ジェイケイオジョウ 牝4鹿 55 丸田 恭介小谷野次郎氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 466－ 41：27．71� 40．7�
11 テ ン キ セ キ 牝5鹿 55

54 ☆木幡 巧也天白 泰司氏 牧 光二 新ひだか 千代田牧場 B484± 01：28．23 25．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，656，200円 複勝： 54，111，200円 枠連： 23，434，600円
馬連： 79，883，100円 馬単： 33，571，200円 ワイド： 60，482，500円
3連複： 117，479，100円 3連単： 130，863，200円 計： 540，481，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 270円 � 250円 � 400円 枠 連（8－8） 2，710円

馬 連 �� 2，600円 馬 単 �� 4，960円

ワ イ ド �� 980円 �� 1，810円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 10，400円 3 連 単 ��� 52，240円

票 数

単勝票数 計 406562 的中 � 41690（3番人気）
複勝票数 計 541112 的中 � 54222（3番人気）� 59022（2番人気）� 32608（7番人気）
枠連票数 計 234346 的中 （8－8） 6699（13番人気）
馬連票数 計 798831 的中 �� 23810（7番人気）
馬単票数 計 335712 的中 �� 5072（13番人気）
ワイド票数 計 604825 的中 �� 16361（7番人気）�� 8524（20番人気）�� 8124（22番人気）
3連複票数 計1174791 的中 ��� 8470（31番人気）
3連単票数 計1308632 的中 ��� 1816（136番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．3―36．9―49．6―1：01．6―1：13．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウエイソフィア �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 イーグルカフェ デビュー 2017．10．28 東京6着

2015．4．9生 牝3鹿 母 キョウエイトリガー 母母 ハイフレンドソウル 9戦2勝 賞金 16，300，000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 メイショウバイタル号



2703110月8日 曇 良 （30東京4）第3日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時30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
1：33．8
1：33．3

重
良

11 マイウェイアムール 牝3青鹿53 藤岡 佑介田畑 利彦氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 482－ 61：38．0 8．8�
611 アポロレイア 牝3鹿 53

51 △横山 武史アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 460＋ 41：38．21� 3．7�
24 テンノサクラコ 牝5黒鹿55 丸田 恭介天白 泰司氏 小西 一男 新冠 佐藤牧場 480＋ 61：38．83� 16．7�
713 グレイスニコ 牝4栗 55 田中 勝春島川 �哉氏 土田 稔 千歳 社台ファーム 474＋ 41：39．12 50．1�
816 フレッシビレ 牝3栗 53 三浦 皇成�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 504＋ 41：39．31� 16．3	
510 ラインアストリア 牝3鹿 53

52 ☆武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：39．4� 33．9

48 ハートオブスワロー 牝4黒鹿55 勝浦 正樹�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 436± 01：39．82 49．9�
23 マ ク ル ー バ 牝3芦 53 津村 明秀畑佐 博氏 蛯名 利弘 新冠 八木 明広 B460－ 81：40．12 12．9�
47 ノーブルアース 牝3黒鹿53 戸崎 圭太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 468－ 81：40．2� 3．3
12 ハ ン ド リ ー 牝3栗 53 大野 拓弥大倉 佑介氏 青木 孝文 青森 諏訪牧場 B440＋ 61：40．3� 18．2�
714 エバーパッション 牝5青鹿55 宮崎 北斗宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 456＋ 21：40．61� 209．0�
35 シ ー ホ ー ス 牝3栗 53 松岡 正海草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 436＋ 21：40．7� 116．1�
36 カ レ ン 牝4栗 55 岩部 純二�ミルファーム 伊藤 正徳 新ひだか 藤沢牧場 478－ 8 〃 ハナ 293．7�
815 ライムチャン 牝5鹿 55

54 ☆木幡 巧也ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 482－ 41：42．29 25．3�
59 ヒ ル ダ 牝5栗 55 石橋 脩吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 482－ 6 （競走中止） 11．9�
612 ドヒョウギワ 牝3栗 53

50 ▲木幡 育也芳賀 克也氏 中野 栄治 新冠 タニグチ牧場 486－ 2 （競走中止） 8．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，399，100円 複勝： 57，649，700円 枠連： 29，428，100円
馬連： 93，311，400円 馬単： 38，754，400円 ワイド： 65，462，600円
3連複： 137，996，800円 3連単： 161，387，000円 計： 623，389，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 300円 � 180円 � 410円 枠 連（1－6） 800円

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 4，270円

ワ イ ド �� 820円 �� 2，000円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 7，970円 3 連 単 ��� 44，320円

票 数

単勝票数 計 393991 的中 � 35497（4番人気）
複勝票数 計 576497 的中 � 47979（5番人気）� 101336（1番人気）� 31324（9番人気）
枠連票数 計 294281 的中 （1－6） 28174（2番人気）
馬連票数 計 933114 的中 �� 36371（5番人気）
馬単票数 計 387544 的中 �� 6797（14番人気）
ワイド票数 計 654626 的中 �� 21123（5番人気）�� 8194（28番人気）�� 15407（10番人気）
3連複票数 計1379968 的中 ��� 12981（21番人気）
3連単票数 計1613870 的中 ��� 2640（121番人気）

ハロンタイム 12．2―11．4―12．7―12．6―12．6―12．4―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．6―36．3―48．9―1：01．5―1：13．9―1：25．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイウェイアムール �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2017．7．29 札幌4着

2015．4．1生 牝3青鹿 母 レイズユアグラス 母母 レイズアプランサー 11戦2勝 賞金 20，520，000円
〔騎手変更〕 フレッシビレ号の騎手横山和生は，負傷のため三浦皇成に変更。
〔発走状況〕 ヒルダ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 ドヒョウギワ号は，4コーナーで前の馬に触れ，転倒したため競走中止。

ヒルダ号は，4コーナーで，転倒した「ドヒョウギワ」号に触れ，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 ドヒョウギワ号の騎手木幡育也は，4コーナーでの御法（前の馬に接触した）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：13番・3番・14番・9番・6番）
〔調教再審査〕 ヒルダ号は，発走調教再審査。

2703210月8日 曇 良 （30東京4）第3日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走14時00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
1：19．5
1：19．0

良
良

612 インシュラー �4鹿 57 戸崎 圭太 �シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 454－ 21：21．5 4．2�
11 ラ ン ス マ ン �3鹿 55 丸山 元気吉田 勝己氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 550＋18 〃 アタマ 32．3�
35 レッドアーサー �4黒鹿 57

55 △菊沢 一樹 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 462＋ 4 〃 ハナ 29．0�
59 マイティーワークス 牝3青鹿53 柴田 大知中村 祐子氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 462± 0 〃 ハナ 5．2�
818 カトルラポール 牝5鹿 55

53 △横山 武史石井 義孝氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 482＋101：21．82 18．5	
817 ベストティアーズ 牝4青 55 松若 風馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 むかわ 上水牧場 478＋ 41：21．9クビ 6．5

715 バルトフォンテン 牡3栗 55 大野 拓弥吉橋 興生氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 498＋ 6 〃 クビ 11．3�
611 トーセンクロノス 牡3鹿 55 石川裕紀人島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 片岡 博 434＋ 61：22．0クビ 52．6
36 ヤマニンシーベリー 牝4栗 55 黛 弘人土井 肇氏 黒岩 陽一 新冠 錦岡牧場 464＋38 〃 ハナ 130．2�
12 ササノユキオルフェ 牡3栗 55 丸田 恭介佐々木幸弘氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 494＋10 〃 クビ 11．6�
713	 サンドスピーダー 牡3鹿 55 藤岡 康太�辻牧場 和田 勇介 浦河 辻 牧場 454＋ 21：22．1クビ 51．5�
24 ダイイチターミナル 牡4鹿 57

54 ▲山田 敬士�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 450＋ 2 〃 アタマ 12．1�
23 サンタナブルー 牡6黒鹿 57

55 △藤田菜七子 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 466－ 41：22．31 38．9�
48 ルックアットミー 牝4鹿 55 松岡 正海髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 484＋14 〃 ハナ 27．4�
510 ニシノジャガーズ 牡3鹿 55 勝浦 正樹西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 清水ファーム 478＋ 6 〃 クビ 7．8�
47 シュンクルーズ 牡6黒鹿 57

56 ☆木幡 巧也村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 パカパカ
ファーム 460± 01：22．4クビ 156．4�

816 レ ア バ ー ド 牡3鹿 55 田中 勝春田中 春美氏 高市 圭二 新ひだか 田中 春美 512＋ 2 〃 アタマ 83．9�
714 エ ン パ シ ー 牡4青鹿57 蛯名 正義岡 浩二氏 中川 公成 新ひだか カタオカフアーム 478± 01：23．25 26．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 38，780，400円 複勝： 58，494，800円 枠連： 29，287，100円
馬連： 96，613，900円 馬単： 39，547，200円 ワイド： 64，498，500円
3連複： 141，829，600円 3連単： 157，596，300円 計： 626，647，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 190円 � 930円 � 680円 枠 連（1－6） 2，990円

馬 連 �� 9，360円 馬 単 �� 13，400円

ワ イ ド �� 2，720円 �� 2，290円 �� 6，780円

3 連 複 ��� 58，600円 3 連 単 ��� 241，550円

票 数

単勝票数 計 387804 的中 � 73654（1番人気）
複勝票数 計 584948 的中 � 101270（1番人気）� 14020（13番人気）� 19956（9番人気）
枠連票数 計 292871 的中 （1－6） 7587（12番人気）
馬連票数 計 966139 的中 �� 7999（34番人気）
馬単票数 計 395472 的中 �� 2213（53番人気）
ワイド票数 計 644985 的中 �� 6141（29番人気）�� 7330（24番人気）�� 2422（72番人気）
3連複票数 計1418296 的中 ��� 1815（196番人気）
3連単票数 計1575963 的中 ��� 473（813番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．2―47．0―58．1―1：09．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インシュラー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Nureyev デビュー 2017．1．29 東京1着

2014．4．11生 �4鹿 母 アイルドフランス 母母 Stella Madrid 10戦2勝 賞金 18，300，000円
〔騎手変更〕 シュンクルーズ号の騎手木幡育也は，第7競走での落馬負傷のため木幡巧也に変更。
〔発走状況〕 ニシノジャガーズ号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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） 1頭 アルチレイロ号
（非抽選馬） 2頭 アートシュアリー号・タックボーイ号



2703310月8日 曇 良 （30東京4）第3日 第9競走 ��1，800�
や ま な か こ

山 中 湖 特 別
発走14時35分 （芝・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 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

78 イストワールファム 牝4栗 55 戸崎 圭太 �シルクレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 458－ 41：48．3 1．9�
89 レ イ リ オ ン 牝5鹿 55 三浦 皇成 �キャロットファーム 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 440＋ 21：48．4� 5．5�
22 ウインシトリン 牝4黒鹿55 大野 拓弥�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 438＋ 21：48．61� 15．9�
77 アグレアーブル 牝5青鹿55 吉田 隼人 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 498＋ 6 〃 クビ 6．2�
44 トーホウアイレス 牝4青鹿55 蛯名 正義東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 470－ 21：48．7� 23．2	
66 ブラックオニキス 牝4青鹿55 松岡 正海岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 広富牧場 424＋ 2 〃 ハナ 10．6

55 シグナライズ 牝3鹿 53 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 480＋ 21：48．91 9．6�
810 フロムマイハート 牝5栗 55 柴田 大知 �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 452＋ 6 〃 クビ 38．4�
11 ミ ネ ッ ト 牝5鹿 55 杉原 誠人窪田 康志氏 藤沢 和雄 安平 追分ファーム B458± 01：49．11� 17．6
33 ラ ブ タ ー ボ 牝5鹿 55 宮崎 北斗田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 西村 和夫 438± 01：49．95 229．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 50，520，400円 複勝： 99，122，100円 枠連： 20，180，200円
馬連： 108，836，800円 馬単： 60，831，200円 ワイド： 64，905，400円
3連複： 138，497，800円 3連単： 266，093，500円 計： 808，987，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 160円 � 250円 枠 連（7－8） 350円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 280円 �� 450円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 2，070円 3 連 単 ��� 5，370円

票 数

単勝票数 計 505204 的中 � 210143（1番人気）
複勝票数 計 991221 的中 � 595826（1番人気）� 81417（2番人気）� 42324（6番人気）
枠連票数 計 201802 的中 （7－8） 43636（1番人気）
馬連票数 計1088368 的中 �� 140284（2番人気）
馬単票数 計 608312 的中 �� 55105（2番人気）
ワイド票数 計 649054 的中 �� 65430（2番人気）�� 36768（4番人気）�� 14268（14番人気）
3連複票数 計1384978 的中 ��� 50001（7番人気）
3連単票数 計2660935 的中 ��� 35915（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―37．2―49．7―1：02．2―1：14．6―1：25．9―1：36．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．1―3F33．7

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

勝馬の
紹 介

イストワールファム �
�
父 ローエングリン �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2016．10．10 東京3着

2014．1．28生 牝4栗 母 ヒストリックレディ 母母 ヒストリックスター 11戦4勝 賞金 62，071，000円

2703410月8日 曇 良 （30東京4）第3日 第10競走 ��
��2，400�

ろくしゃ

六社ステークス
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，29．10．7以降30．10．2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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

710 ムイトオブリガード 牡4鹿 56 横山 典弘市川義美ホール
ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 484± 02：25．6 2．7�

812 ルックトゥワイス 牡5鹿 57 戸崎 圭太飯塚 知一氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 440－ 42：25．81� 2．5�
11 � マコトガラハッド 	5鹿 54 丸山 元気�ディアマント 
島 一歩 様似 出口 繁夫 486＋ 6 〃 ハナ 40．2�
813 グローブシアター 牡4黒鹿56 三浦 皇成 �キャロットファーム 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 448＋122：26．01� 5．4�
33 グランドサッシュ 牡7黒鹿54 津村 明秀 �シルクレーシング 武市 康男 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 42：26．1� 22．6	
711 コウキチョウサン 牡5鹿 54 北村 宏司�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 454－ 82：26．73� 16．4

45 フェイズベロシティ 牝5栗 53 石川裕紀人池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 454－ 22：26．8� 12．4�
57 � マサハヤダイヤ 牡5栗 53 大野 拓弥中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 486＋18 〃 クビ 36．7�
56 ワールドレーヴ 牡8黒鹿54 柴山 雄一嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 468± 0 〃 ハナ 121．0
44 トレジャーマップ 牡7鹿 52 丸田 恭介小林 正和氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 448＋ 42：26．9� 51．6�
22 デルマサリーチャン 牝7鹿 50 菅原 隆一浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 500＋ 62：27．11� 154．6�
68 ネイチャーレット 牡5鹿 54 藤田菜七子井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 藤原牧場 458－102：27．41� 68．9�
69 マイネルカレッツァ 牡6黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中舘 英二 日高 白井牧場 510＋ 42：27．5� 44．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 54，933，600円 複勝： 76，344，400円 枠連： 30，216，300円
馬連： 146，880，800円 馬単： 68，583，500円 ワイド： 84，093，100円
3連複： 212，979，100円 3連単： 352，213，000円 計： 1，026，243，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 110円 � 460円 枠 連（7－8） 210円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 180円 �� 1，340円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 4，160円 3 連 単 ��� 13，640円

票 数

単勝票数 計 549336 的中 � 158322（2番人気）
複勝票数 計 763444 的中 � 159553（2番人気）� 262838（1番人気）� 21918（8番人気）
枠連票数 計 302163 的中 （7－8） 106608（1番人気）
馬連票数 計1468808 的中 �� 353081（1番人気）
馬単票数 計 685835 的中 �� 83344（1番人気）
ワイド票数 計 840931 的中 �� 154797（1番人気）�� 13437（18番人気）�� 14100（17番人気）
3連複票数 計2129791 的中 ��� 38344（12番人気）
3連単票数 計3522130 的中 ��� 18710（36番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―12．6―12．4―12．8―12．9―12．7―11．4―11．9―11．4―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．6―37．2―49．6―1：02．4―1：15．3―1：28．0―1：39．4―1：51．3―2：02．7―2：13．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ムイトオブリガード �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．10．30 京都2着

2014．4．13生 牡4鹿 母 ピサノグラフ 母母 シンコウラブリイ 15戦5勝 賞金 72，845，000円
〔騎手変更〕 グローブシアター号の騎手石橋脩は，第7競走での落馬負傷のため三浦皇成に変更。

１レース目 ３レース目

追 加 記 事（第 4回東京競馬第 2日第 1競走）
〔その他〕　　アミフジアギシャン号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕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。



2703510月8日 曇 良 （30東京4）第3日 第11競走 ��
��1，400�グリーンチャンネルカップ

発走15時45分 （ダート・左）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳54�4歳以上
56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳
54�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1
着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

グリーンチャンネル賞（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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

47 サンライズノヴァ 牡4栗 57 戸崎 圭太松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 534＋ 41：23．4 1．6�
815 ナムラミラクル 牡5芦 56 藤懸 貴志奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 ナカノファーム 480－ 21：23．5	 16．3�
36 ア ー ド ラ ー 牡4鹿 56 松若 風馬吉澤 克己氏 音無 秀孝 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 470＋ 41：23．6	 18．8�
816 ブルミラコロ 牡6鹿 57 秋山真一郎髙田 秀信氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 516－ 11：23．81 30．7�
35 ラストダンサー 牡7青鹿57 松岡 正海草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 B450－ 41：24．33 188．2�
23 モルトベーネ 牡6栗 59 蛯名 正義三宅 正義氏 松永 昌博 浦河 櫛桁牧場 466＋ 8 〃 クビ 109．7�
24 ハヤブサマカオー 牡3栗 54 藤岡 佑介武田 修氏 寺島 良 新ひだか グランド牧場 452－101：24．4クビ 8．7	
612 ダノングッド 牡6栗 57 北村 宏司
ダノックス 村山 明 浦河 三嶋牧場 B516± 0 〃 同着 49．0�
510 アキトクレッセント 牡6鹿 57 大野 拓弥岡田 昭利氏 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500－ 4 〃 ハナ 27．3�
713
 リョーノテソーロ 牡3鹿 54 吉田 隼人了德寺健二ホール

ディングス
 武井 亮 米 Highland
Yard, LLC 506＋ 41：24．5	 20．5

12 タガノディグオ 牡4黒鹿56 柴山 雄一八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 526± 01：24．81	 47．6�

48 ワンダーリーデル 牡5鹿 56 石川裕紀人山本 能成氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 524－ 81：25．11	 99．6�
59 
 ルグランフリソン 牡5鹿 57 三浦 皇成前田 幸治氏 中竹 和也 米 Green Lantern

Stables, LLC 476＋ 31：25．42 35．6�
714 テーオーエナジー 牡3栗 54 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 新冠 オリエント牧場 500－ 51：25．71	 7．4�
11 ラインシュナイダー 牡6鹿 57 津村 明秀大澤 繁昌氏 沖 芳夫 新ひだか 畠山牧場 466－171：26．12� 127．3�
611 ハ ッ ト ラ ブ 牝4鹿 54 菊沢 一樹服部 邦繁氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 486± 0 （競走中止） 17．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 104，594，800円 複勝： 180，813，100円 枠連： 70，123，100円 馬連： 311，935，600円 馬単： 160，805，000円
ワイド： 181，784，300円 3連複： 509，767，200円 3連単： 816，367，500円 5重勝： 484，758，100円 計： 2，820，948，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 290円 � 320円 枠 連（4－8） 880円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 1，910円

ワ イ ド �� 580円 �� 470円 �� 3，520円

3 連 複 ��� 6，100円 3 連 単 ��� 20，250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����� 6，050円

票 数

単勝票数 計1045948 的中 � 510633（1番人気）
複勝票数 計1808131 的中 � 953018（1番人気）� 84557（5番人気）� 76698（7番人気）
枠連票数 計 701231 的中 （4－8） 61394（5番人気）
馬連票数 計3119356 的中 �� 183797（4番人気）
馬単票数 計1608050 的中 �� 63041（7番人気）
ワイド票数 計1817843 的中 �� 82141（6番人気）�� 105709（4番人気）�� 12130（36番人気）
3連複票数 計5097672 的中 ��� 62598（23番人気）
3連単票数 計8163675 的中 ��� 29220（57番人気）
5重勝票数 計4847581 的中 ����� 56058

ハロンタイム 12．4―11．0―11．3―11．8―12．0―12．2―12．7

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズノヴァ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2016．11．26 東京1着

2014．4．9生 牡4栗 母 ブライトサファイヤ 母母 リアルサファイヤ 16戦6勝 賞金 186，165，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 ルグランフリソン号の騎手石橋脩は，第7競走での落馬負傷のため三浦皇成に変更。
〔競走中止〕 ハットラブ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ナムラミラクル号の騎手藤懸貴志は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：9番）

モルトベーネ号の騎手蛯名正義は，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：8番）
タガノディグオ号の騎手柴山雄一は，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）

※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。
（非抽選馬） 5頭 コウエイエンブレム号・タガノブルグ号・ノットフォーマル号・プロトコル号・ラテンロック号

2703610月8日 曇 良 （30東京4）第3日 第12競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走16時25分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

710 ヴィジョンオブラヴ 牡3青鹿55 大野 拓弥大塚 亮一氏 新開 幸一 新冠 佐藤牧場 476－141：38．7 12．4�
79 トーホウフライト 牡3鹿 55 蛯名 正義東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 492＋ 61：38．8� 1．7�
811 ビービーガウディ 牡4栗 57 戸崎 圭太�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 470＋ 21：38．9� 5．3�
56 オーシャンビュー 牡5鹿 57 杉原 誠人冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 八木 明広 452＋ 41：39．11 21．5�
67 ペイシャボム 牡4鹿 57

54 ▲山田 敬士北所 直人氏 本間 忍 日高 日高大洋牧場 486＋ 61：39．2� 22．3	
68 タイキダイヤモンド 牡4青鹿 57

56 ☆武藤 雅�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム 472± 01：39．3クビ 10．2


44 クリムズンフラッグ 牡3黒鹿55 宮崎 北斗加藤 徹氏 青木 孝文 新冠 大狩部牧場 518＋ 6 〃 クビ 7．4�
55 ヤマタケパンチ 牡3青鹿55 武士沢友治山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 高野牧場 490± 01：39．83 106．2�
33 � ブルーオラーリオ 牡4青鹿57 松若 風馬 �YGGホースクラブ 柴田 政人 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 452－101：40．12 74．4
22 シグネットリング 	4黒鹿57 吉田 隼人 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム B478－ 21：40．31 106．0�
11 ノーザンクリス 牡3芦 55 藤岡 佑介 C．チェン氏 加藤 征弘 洞
湖 レイクヴィラファーム 516－ 61：41．25 16．3�
812 ジオパークボス 牡3栗 55 黛 弘人小関 勝紀氏 青木 孝文 様似 中村 俊紀 B444－ 41：41．73 269．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 76，095，100円 複勝： 115，647，900円 枠連： 38，407，500円
馬連： 182，851，400円 馬単： 98，104，400円 ワイド： 114，044，700円
3連複： 261，072，300円 3連単： 500，899，600円 計： 1，387，122，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 240円 � 110円 � 160円 枠 連（7－7） 1，420円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 3，250円

ワ イ ド �� 400円 �� 900円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 14，510円

票 数

単勝票数 計 760951 的中 � 48701（5番人気）
複勝票数 計1156479 的中 � 64965（5番人気）� 574022（1番人気）� 127664（2番人気）
枠連票数 計 384075 的中 （7－7） 20939（6番人気）
馬連票数 計1828514 的中 �� 131936（4番人気）
馬単票数 計 981044 的中 �� 22602（11番人気）
ワイド票数 計1140447 的中 �� 70840（4番人気）�� 27839（11番人気）�� 150444（1番人気）
3連複票数 計2610723 的中 ��� 123355（3番人気）
3連単票数 計5008996 的中 ��� 25017（49番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―25．0―37．5―50．1―1：02．5―1：14．6―1：26．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴィジョンオブラヴ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2018．2．17 東京4着

2015．3．9生 牡3青鹿 母 ベストフューチャー 母母 オリミツキネン 5戦2勝 賞金 13，400，000円

５レース目



（30東京4）第3日 10月8日 （祝日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 180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

217，470，000円
10，370，000円
23，960，000円
1，330，000円
24，000，000円
75，522，500円
4，628，000円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
613，803，400円
894，888，500円
336，870，100円
1，358，003，200円
662，252，300円
877，436，200円
1，992，447，000円
2，959，801，400円
484，758，100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 10，180，260，200円

総入場人員 28，863名 （有料入場人員 26，880名）
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