
2708510月27日 晴 稍重 （30東京4）第8日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時15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

36 ワイルドトレイダー 牡2栗 55 石川裕紀人吉岡 泰治氏 松山 将樹 森 笹川大晃牧場 492＋ 21：26．6 131．7�
11 ホウオウモントレー 牝2芦 54 J．モレイラ小笹 芳央氏 矢野 英一 むかわ 市川牧場 484± 01：26．92 1．3�

（伯刺）

816 セイヴァリアント 牡2黒鹿55 三浦 皇成金田 成基氏 中川 公成 日高 本間牧場 478± 01：27．0クビ 73．8�
612 プレイングラン 牡2栗 55 戸崎 圭太スリースターズレーシング 小西 一男 新ひだか 平野牧場 470＋ 21：27．32 12．6�
815 ヘ ニ ッ ヒ 牡2黒鹿55 内田 博幸小田 吉男氏 武井 亮 新冠 新冠橋本牧場 464－ 21：27．61� 26．0�
713 ラブインブルーム 牝2青鹿 54

53 ☆武藤 雅�大樹ファーム 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 422＋141：27．7� 14．9	

24 アペタイザー 牡2鹿 55 岩田 康誠
Shadow 栗田 徹 日高 下河辺牧場 502－ 21：28．12� 4．8�
611 ブラックアルテミス 牝2栗 54

51 ▲野中悠太郎黒澤 尚氏 柴田 政人 日高 山際 辰夫 424＋ 21：28．84 198．0�
59 グラスミルキー 牝2鹿 54 田辺 裕信半沢� 尾形 和幸 新ひだか 静内フジカワ牧場 480－ 2 〃 クビ 31．1
714 ラブミフォーエバー 牡2芦 55 北村 宏司村田 哲朗氏 勢司 和浩 新ひだか 桜井牧場 450＋141：28．9� 216．4�
47 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± 01：29．53� 168．7�

510 シ バ ハ マ 牡2鹿 55 大野 拓弥 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 506＋101：29．6� 34．7�
35 ダンクフェスト 牝2黒鹿54 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム 408± 01：30．23� 253．3�
23 クレバーゲイン 牡2栗 55 嶋田 純次�木村牧場 石毛 善彦 新ひだか 沖田 忠幸 474± 01：30．83� 473．6�
48 ムーランノワール 牡2黒鹿 55

54 ☆荻野 極村上 卓史氏 小桧山 悟 新ひだか 野表 篤夫 434－ 61：30．9アタマ 432．2�
12 マリノエリー 牝2鹿 54 武士沢友治和田 志保氏 田島 俊明 日高 クラウン日高牧場 472－ 21：31．21� 367．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，060，300円 複勝： 155，270，800円 枠連： 16，167，900円
馬連： 61，584，300円 馬単： 41，769，600円 ワイド： 46，286，100円
3連複： 84，483，700円 3連単： 150，908，400円 計： 592，531，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 13，170円 複 勝 � 1，190円 � 110円 � 860円 枠 連（1－3） 5，210円

馬 連 �� 7，240円 馬 単 �� 28，220円

ワ イ ド �� 2，470円 �� 18，430円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 41，740円 3 連 単 ��� 655，140円

票 数

単勝票数 計 360603 的中 � 2326（9番人気）
複勝票数 計1552708 的中 � 7510（9番人気）� 1219661（1番人気）� 10669（8番人気）
枠連票数 計 161679 的中 （1－3） 2401（12番人気）
馬連票数 計 615843 的中 �� 6590（14番人気）
馬単票数 計 417696 的中 �� 1110（41番人気）
ワイド票数 計 462861 的中 �� 4840（19番人気）�� 631（53番人気）�� 9020（13番人気）
3連複票数 計 844837 的中 ��� 1518（66番人気）
3連単票数 計1509084 的中 ��� 167（573番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．3―36．2―48．5―1：00．8―1：13．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．4―3F38．1
3 ・（1，4）6（10，15）（2，11）（7，13）5，16（9，8）（3，12）－14 4 ・（1，4）－6－15，10，13－（2，11，16）12（5，7）9，8－3－14

勝馬の
紹 介

ワイルドトレイダー �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2018．8．25 札幌13着

2016．5．12生 牡2栗 母 リボルトレイダー 母母 ネヴァカグラ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ラブインブルーム号の騎手武藤雅は，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：16番・12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。

2708610月27日 晴 稍重 （30東京4）第8日 第2競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走10時45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

811 ヘイワノツカイ 牡2栗 55 J．モレイラ星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 462＋ 21：36．4 3．2�
（伯刺）

66 スギノヴォルケーノ 牡2鹿 55 武 豊杉山 忠国氏 清水 久詞 新ひだか 明治牧場 492＋ 21：36．61 8．1�
33 マイディアライフ 牡2栗 55 戸崎 圭太三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 458－ 81：36．92 3．8�
67 トーセンジンライム 牡2青 55 江田 照男島川 �哉氏 古賀 史生 新冠 競優牧場 432－ 81：37．0クビ 23．0�
79 ナンヨーシンゲツ 牡2黒鹿55 柴田 善臣中村 德也氏 杉浦 宏昭 浦河 三好牧場 B450－ 81：37．21� 96．1�
44 ア ル マ マ 牡2芦 55 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 千代田牧場 440＋101：37．41� 2．5

78 マイネルセリオン 牡2栗 55 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 石郷岡 雅樹 B446＋ 21：37．61� 140．0�
11 ショーヒデキラ 牡2鹿 55 藤岡 佑介吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 日進牧場 480± 01：37．91	 28．1
55 マイネルハイボーン 牡2鹿 55 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 442＋ 21：39．28 217．9�
810 マンゴープリン 牝2黒鹿54 武士沢友治田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 小倉 光博 436－ 41：39．52 398．2�
22 トゥザムーン 牝2鹿 54 大庭 和弥田頭 勇貴氏 松永 康利 浦河 大柳ファーム 450＋161：39．71� 463．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 45，830，200円 複勝： 47，187，200円 枠連： 11，326，900円
馬連： 59，392，400円 馬単： 33，264，200円 ワイド： 40，314，500円
3連複： 75，158，700円 3連単： 123，465，100円 計： 435，939，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 180円 � 130円 枠 連（6－8） 800円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，920円

ワ イ ド �� 370円 �� 210円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 5，820円

票 数

単勝票数 計 458302 的中 � 117813（2番人気）
複勝票数 計 471872 的中 � 97672（3番人気）� 53380（4番人気）� 102521（2番人気）
枠連票数 計 113269 的中 （6－8） 10921（5番人気）
馬連票数 計 593924 的中 �� 45193（4番人気）
馬単票数 計 332642 的中 �� 12969（8番人気）
ワイド票数 計 403145 的中 �� 25861（5番人気）�� 54714（3番人気）�� 26554（4番人気）
3連複票数 計 751587 的中 ��� 53438（4番人気）
3連単票数 計1234651 的中 ��� 15374（17番人気）

ハロンタイム 12．9―12．1―12．6―12．9―12．7―11．0―10．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―25．0―37．6―50．5―1：03．2―1：14．2―1：24．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F33．2
3 ・（6，9）（3，11）7，8（2，10）（4，5）1 4 ・（6，9）11（3，7，1）8（4，5）（2，10）

勝馬の
紹 介

ヘイワノツカイ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．10．13 東京4着

2016．3．16生 牡2栗 母 ジョイチャイルド 母母 ウメノファイバー 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔制裁〕 トーセンジンライム号の騎手江田照男は，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。
※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８日



2708710月27日 晴 稍重 （30東京4）第8日 第3競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走11時15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

77 ジャストアジゴロ 牡2黒鹿55 J．モレイラ原 �子氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 446＋ 42：00．9 2．3�
（伯刺）

11 シャドウディーヴァ 牝2黒鹿54 岩田 康誠�Shadow 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 468－ 4 〃 アタマ 2．7�
33 チェサピークベイ 牡2芦 55 田辺 裕信吉田 勝己氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 472＋ 22：01．0� 4．4�
66 フェリスナタール 牡2栗 55 大野 拓弥 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 508＋ 22：01．63	 47．4�
78 パワポケチャラット 牡2鹿 55 蛯名 正義柳原 達也氏 中野 栄治 むかわ 市川牧場 448± 02：01．81
 130．0	
810 コスモリミックス 牡2青 55

54 ☆武藤 雅 �ビッグレッドファーム 田中 剛 浦河 酒井牧場 444－ 42：02．01
 123．5

22 バロンキング 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎田頭 勇貴氏 根本 康広 新冠 辻 和明 410＋ 62：02．21
 108．4�
55 キ ュ ロ ン 牡2鹿 55 北村 宏司加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 468＋ 22：02．41	 7．3�
89 マイネルペルマナン 牡2黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 444－ 2 〃 アタマ 200．9
44 アンブラッスマン 牡2鹿 55

54 ☆荻野 極柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 496－ 42：03．03	 267．1�
（10頭）

売 得 金
単勝： 40，009，800円 複勝： 39，313，900円 枠連： 10，672，800円
馬連： 51，372，400円 馬単： 30，944，900円 ワイド： 32，366，500円
3連複： 62，970，900円 3連単： 131，571，200円 計： 399，222，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（1－7） 220円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 150円 �� 180円 �� 180円

3 連 複 ��� 270円 3 連 単 ��� 1，130円

票 数

単勝票数 計 400098 的中 � 141561（1番人気）
複勝票数 計 393139 的中 � 125226（1番人気）� 118173（2番人気）� 60820（3番人気）
枠連票数 計 106728 的中 （1－7） 36470（1番人気）
馬連票数 計 513724 的中 �� 152138（1番人気）
馬単票数 計 309449 的中 �� 42636（2番人気）
ワイド票数 計 323665 的中 �� 62253（1番人気）�� 44014（2番人気）�� 41712（3番人気）
3連複票数 計 629709 的中 ��� 170367（1番人気）
3連単票数 計1315712 的中 ��� 83842（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．8―36．6―48．8―1：01．5―1：13．9―1：26．3―1：37．7―1：49．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F34．6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジャストアジゴロ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．9．2 新潟2着

2016．2．2生 牡2黒鹿 母 ピューマカフェ 母母 セトフローリアンⅡ 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。

2708810月27日 晴 稍重 （30東京4）第8日 第4競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走11時45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
1：23．1
1：23．0

重
重

713 ペイシャムートン 牡2青鹿55 C．オドノヒュー 北所 直人氏 小笠 倫弘 日高 広中 稔 500 ―1：28．0 33．7�
（愛）

59 ペイシャコリンナ 牝2黒鹿54 田中 勝春北所 直人氏 土田 稔 新冠 隆栄牧場 484 ―1：28．85 7．1�
11 クリスタルアワード 牝2青鹿54 J．モレイラ �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド 462 ―1：28．9� 1．7�
（伯刺）

510 ワンダーヴァレッタ 牡2栗 55 柴田 大知山口 正行氏 中野 栄治 新冠 村上牧場 444 ―1：29．43 120．1�
611 ユイノコッペパン 牡2栗 55 嘉藤 貴行由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 柏木 一則 424 ―1：29．82� 176．6�
815 レディペレグリン 牝2鹿 54

53 ☆荻野 極岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 448 ― 〃 アタマ 10．7	
23 ウ ラ カ ン 牝2黒鹿54 江田 照男�KTレーシング 田中 剛 様似 様似共栄牧場 444 ―1：29．9� 39．3

12 ダイメイサツキ 牡2黒鹿55 三浦 皇成宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 478 ―1：30．21� 12．1�
36 ビッグスコール 牡2鹿 55

54 ☆武藤 雅草間 庸文氏 尾形 和幸 新ひだか 桜井牧場 554 ―1：30．3クビ 13．4�
47 ジムマシーン 牡2栗 55 内田 博幸�FTU 清水 英克 新冠 細川農場 486 ― 〃 クビ 62．2
48 ファンタジオ 牡2栗 55 北村 宏司岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 有限会社石川牧場 468 ―1：30．4クビ 14．5�
612 ウイニングメイビー 牡2黒鹿55 武士沢友治井上 久光氏 柴田 政人 日高 サンバマウン

テンファーム 456 ― 〃 クビ 38．7�
35 リ ン ベ ス ト 牝2鹿 54 岩田 康誠�向別牧場 古賀 史生 新冠 川上牧場 442 ―1：33．1大差 140．1�
816 ムーンアルテミス 牝2栗 54 浜中 俊 �YGGホースクラブ 小野 次郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 430 ―1：33．52� 63．5�
24 セイカヴォーグ 牝2黒鹿54 石川裕紀人久米 大氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 466 ―1：35．7大差 147．4�
714 クイーンズブライト 牝2鹿 54 嶋田 純次諸岡 慶氏 堀井 雅広 えりも 寺井 文秀 440 ―1：36．01� 136．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，048，700円 複勝： 60，026，300円 枠連： 17，578，500円
馬連： 53，860，100円 馬単： 34，743，400円 ワイド： 39，544，400円
3連複： 67，701，600円 3連単： 98，503，300円 計： 407，006，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，370円 複 勝 � 430円 � 160円 � 110円 枠 連（5－7） 7，080円

馬 連 �� 8，530円 馬 単 �� 25，540円

ワ イ ド �� 2，040円 �� 840円 �� 260円

3 連 複 ��� 4，310円 3 連 単 ��� 73，540円

票 数

単勝票数 計 350487 的中 � 8804（7番人気）
複勝票数 計 600263 的中 � 13567（7番人気）� 54007（2番人気）� 353314（1番人気）
枠連票数 計 175785 的中 （5－7） 1923（15番人気）
馬連票数 計 538601 的中 �� 4892（22番人気）
馬単票数 計 347434 的中 �� 1020（53番人気）
ワイド票数 計 395444 的中 �� 4378（23番人気）�� 11221（7番人気）�� 45921（1番人気）
3連複票数 計 677016 的中 ��� 11769（12番人気）
3連単票数 計 985033 的中 ��� 971（201番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．3―36．2―49．0―1：01．8―1：14．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．8―3F39．0
3 16（2，15，9）1－（5，3）－8（10，14）－13＝（6，7）4，11＝12 4 ・（16，2，15）（1，9）（5，3）（10，8）－13－（4，6，7）（11，14）－12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ペイシャムートン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ティンバーカントリー 初出走

2016．5．26生 牡2青鹿 母 タイキアヴェニュー 母母 タイキブライト 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイカヴォーグ号・クイーンズブライト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年

11月27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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アースドラゴン号・セクシオンドール号・テイエムロケット号・ホウオウソルジャー号・リワードプロキオン号
※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。



2708910月27日 晴 良 （30東京4）第8日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時35分 （芝・左）

牝，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

611 レディマクベス 牝2黒鹿54 J．モレイラゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 474 ―1：35．0 1．9�

（伯刺）

817 レッドベルディエス 牝2鹿 54 C．オドノヒュー �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 438 ―1：35．1� 3．8�
（愛）

59 フォークアート 牝2栗 54 三浦 皇成林 正道氏 武井 亮 新ひだか 服部 牧場 450 ―1：36．27 12．9�
715 ボニーソックス 牝2黒鹿 54

53 ☆武藤 雅落合 幸弘氏 矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 454 ―1：36．41� 153．7�
48 パールヴァイン 牝2黒鹿54 田辺 裕信 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 406 ―1：36．5� 51．8	
818 レディオスカル 牝2黒鹿54 嶋田 純次冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ディアレスト

クラブ 442 ―1：36．6� 393．9

36 フ ロ リ ー ル 牝2黒鹿54 藤岡 佑介飯田 正剛氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 436 ― 〃 ハナ 60．4�
713 イルヴェントデーア 牝2鹿 54 北村 宏司 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 浦河 ディアレスト
クラブ 426 ―1：36．7クビ 82．9�

24 アオイエンジェル 牝2鹿 54 戸崎 圭太新谷 正子氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム 506 ―1：36．91� 5．7
510 ホシノウチカケ 牝2鹿 54

53 ☆荻野 極岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新冠 赤石 久夫 442 ―1：37．0� 218．2�
816 レーヌシャドウ 牝2鹿 54 武 豊�Shadow 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 440 ―1：37．1� 23．5�
47 ヌウアヌパリ 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 476 ―1：37．2� 295．1�
11 クワイエットナウ 牝2黒鹿 54

51 ▲木幡 育也阿部 善武氏 松山 将樹 浦河 フクオカファーム 428 ―1：37．51� 206．2�
23 アキノフラッシュ 牝2鹿 54 江田 照男穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 470 ―1：37．6� 214．6�
714 コ ー ヴ 牝2青鹿54 嘉藤 貴行�三嶋牧場 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 458 ― 〃 アタマ 344．9�
12 シングングレース 牝2鹿 54 武士沢友治伊坂 重憲氏 大江原 哲 新冠 ヒカル牧場 438 ―1：38．02� 290．9�
612 ノンノンナイン 牝2鹿 54 大庭 和弥福田 光博氏 小桧山 悟 新冠 的場牧場 404 ―1：38．53 429．3�
35 タータンダンサー 牝2黒鹿54 石川裕紀人今中 俊平氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田牧場 458 ―1：39．03 45．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 50，015，000円 複勝： 46，734，300円 枠連： 19，557，000円
馬連： 62，428，700円 馬単： 34，264，000円 ワイド： 41，703，600円
3連複： 80，032，500円 3連単： 112，300，300円 計： 447，035，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 130円 � 190円 枠 連（6－8） 310円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 190円 �� 380円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 3，500円

票 数

単勝票数 計 500150 的中 � 221959（1番人気）
複勝票数 計 467343 的中 � 163085（1番人気）� 90874（2番人気）� 40538（4番人気）
枠連票数 計 195570 的中 （6－8） 48650（1番人気）
馬連票数 計 624287 的中 �� 158822（1番人気）
馬単票数 計 342640 的中 �� 48322（1番人気）
ワイド票数 計 417036 的中 �� 70215（1番人気）�� 25561（4番人気）�� 15198（7番人気）
3連複票数 計 800325 的中 ��� 49259（2番人気）
3連単票数 計1123003 的中 ��� 23207（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―36．3―48．8―1：01．3―1：12．8―1：23．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F33．7
3 ・（4，5）（3，9，17）（6，10）（11，15）（2，14，16）（1，7，13）－8－18，12 4 ・（4，5，9，17）（3，6，10）（11，15）16（2，14，13）（1，7，8）（12，18）

勝馬の
紹 介

レディマクベス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Singspiel 初出走

2016．1．25生 牝2黒鹿 母 レディオブオペラ 母母 レディミドルトン 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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 イノセントラヴ号・ショウサンシルエラ号・トゥービーシック号・マサノスパーク号・メイプルガーデン号
※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。

2709010月27日 晴 良 （30東京4）第8日 第6競走 ��2，100�サラブレッド系3歳以上
発走13時05分 （ダート・左）

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

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

810 エムオーグリッタ 牡4鹿 57 内田 博幸大浅 貢氏 古賀 慎明 安平 �橋本牧場 496－ 22：13．4 3．9�
66 ロージズキング 牡3栗 55 柴田 大知鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B514－ 42：14．25 23．2�
89 トモジャタイクーン 牡3鹿 55 武 豊吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 498－ 42：14．3クビ 15．6�
33 ショーンガウアー 牡3栗 55 北村 宏司 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 494＋ 22：14．72� 2．6�
11 ダンスメーカー 牡3黒鹿55 岩田 康誠�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 480＋ 22：14．8� 3．9	
22 プ レ ゼ ン ス 牡4黒鹿57 C．オドノヒュー �社台レースホース田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋ 82：15．97 5．2

（愛）

55 グ ロ グ ラ ン 牝3栗 53 武士沢友治藤澤眞佐子氏 林 徹 浦河 高昭牧場 476－ 42：16．22 86．2�
78 クワッドアクセル 牡6栗 57

54 ▲野中悠太郎�明栄商事 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 474＋ 42：16．41 175．2�
44 ニシノオクタゴン 牡3青鹿 55

54 ☆武藤 雅西山 茂行氏 田村 康仁 日高 西山牧場 478＋ 22：16．93 45．7
77 � マイネルツィール 牡5鹿 57 戸崎 圭太杉浦 和也氏 的場 均 新ひだか 田湯牧場 478＋ 42：17．43 27．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 37，868，300円 複勝： 45，929，600円 枠連： 13，092，500円
馬連： 60，175，900円 馬単： 34，980，500円 ワイド： 42，282，800円
3連複： 75，324，000円 3連単： 124，409，400円 計： 434，063，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 500円 � 330円 枠 連（6－8） 3，190円

馬 連 �� 3，250円 馬 単 �� 5，030円

ワ イ ド �� 940円 �� 640円 �� 2，040円

3 連 複 ��� 8，340円 3 連 単 ��� 35，230円

票 数

単勝票数 計 378683 的中 � 76450（3番人気）
複勝票数 計 459296 的中 � 85454（3番人気）� 20166（7番人気）� 33194（5番人気）
枠連票数 計 130925 的中 （6－8） 3177（13番人気）
馬連票数 計 601759 的中 �� 14332（11番人気）
馬単票数 計 349805 的中 �� 5207（19番人気）
ワイド票数 計 422828 的中 �� 11632（13番人気）�� 17625（7番人気）�� 5091（22番人気）
3連複票数 計 753240 的中 ��� 6769（26番人気）
3連単票数 計1244094 的中 ��� 2560（105番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．7―31．7―44．8―57．9―1：11．0―1：23．6―1：36．2―1：48．4―2：00．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エムオーグリッタ �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 ワ レ ン ダ ー デビュー 2016．11．27 東京5着

2014．3．27生 牡4鹿 母 ワレンダラッド 母母 マルゼンラッド 14戦3勝 賞金 26，100，000円
〔制裁〕 クワッドアクセル号の騎手野中悠太郎は，前検量について注意義務を怠り過怠金10，000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。



2709110月27日 晴 良 （30東京4）第8日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時35分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

714� 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 494＋ 21：25．5 8．7�
612 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 502－ 21：25．82 16．5�
36 レーヌダンス 牝3青鹿53 戸崎 圭太酒井 喜生氏 矢野 英一 新ひだか 小河 豊水 456＋ 81：26．01� 15．3�
510 ホ マ レ 牝3鹿 53 J．モレイラ �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 武 新ひだか 増本 良孝 462－ 4 〃 ハナ 1．9�
（伯刺）

35 グリズリダンス 牝3鹿 53 石川裕紀人石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 470＋ 41：26．21� 255．7	
23 ウィンターパレス 牝3青鹿 53

52 ☆荻野 極 H.R.H．プリンセス・ハヤ 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 494± 0 〃 クビ 17．4


11 ミンネザング 牝4鹿 55 C．オドノヒュー 金子真人ホールディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 486－ 41：26．3クビ 13．6�
（愛）

59 レ ネ ッ ト 牝3栗 53 浜中 俊 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 454－ 2 〃 アタマ 57．5�
24 シングシングシング 牝3鹿 53 藤岡 佑介 �グリーンファーム新開 幸一 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 454＋ 2 〃 ハナ 40．0
713 ウインメディウム 牝3栗 53 松岡 正海�ウイン 田中 剛 新冠 アラキフアーム 482－ 41：26．4� 296．4�
816� トラストエンジェル 牝4黒鹿 55

52 ▲木幡 育也菅波 雅巳氏 高橋 文雅 新冠 中地 義次 428± 0 〃 ハナ 267．2�
47 アルミューテン 牝4栗 55

54 ☆武藤 雅伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン
牧場 492＋ 11：27．14 31．3�

815 シーエーパイロット 牝4黒鹿55 大野 拓弥�Shadow 栗田 徹 平取 坂東牧場 504＋181：27．73� 50．4�
611 グランドピルエット 牝3鹿 53 岩田 康誠 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 484－ 81：28．34 4．0�
12 アトムアストレア 牝3鹿 53 北村 宏司永井 廣司氏 勢司 和浩 新冠 隆栄牧場 468± 01：28．51 199．8�
48 � イデアドーター 牝3黒鹿53 柴田 善臣益田 修一氏 柄崎 孝 新ひだか 西川富岡牧場 434－121：31．1大差 231．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，618，300円 複勝： 56，434，500円 枠連： 20，605，500円
馬連： 76，669，400円 馬単： 40，047，900円 ワイド： 53，142，400円
3連複： 101，098，400円 3連単： 139，831，300円 計： 529，447，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 240円 � 380円 � 410円 枠 連（6－7） 1，420円

馬 連 �� 5，230円 馬 単 �� 9，750円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 1，550円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 16，900円 3 連 単 ��� 101，170円

票 数

単勝票数 計 416183 的中 � 38206（3番人気）
複勝票数 計 564345 的中 � 69607（3番人気）� 36913（5番人気）� 33409（7番人気）
枠連票数 計 206055 的中 （6－7） 11240（6番人気）
馬連票数 計 766694 的中 �� 11352（17番人気）
馬単票数 計 400479 的中 �� 3078（25番人気）
ワイド票数 計 531424 的中 �� 10487（15番人気）�� 8865（17番人気）�� 6592（23番人気）
3連複票数 計1010984 的中 ��� 4484（49番人気）
3連単票数 計1398313 的中 ��� 1002（253番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．5―47．9―1：00．2―1：12．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．6
3 ・（6，8）13（11，14）（7，12）（1，10）（2，3，9）－（5，16）4，15 4 6（8，13）（11，7，14）12（1，10）9（2，3）（5，16）4，15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

�ラヴタクティクス �
�
父 バトルプラン �

�
母父 メイショウドトウ

2014．4．1生 牝4栗 母 チキリランバダ 母母 ユウキサンパワー 7戦1勝 賞金 14，400，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 イデアドーター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年11月27日まで平地競
走に出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スズカゼ号
※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。

2709210月27日 晴 良 （30東京4）第8日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走14時05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
1：44．2
1：43．9

良
良

33 � スパイラルダイブ 牡4青鹿57 C．オドノヒュー�G1レーシング 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 430－ 41：46．8 4．1�

（愛）

68 サトノマックス 牡4鹿 57 J．モレイラ里見 治紀氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：46．9	 1．7�
（伯刺）

11 エイムアンドエンド 牡3鹿 55 大野 拓弥 �キャロットファーム 奥村 武 安平 追分ファーム 484＋ 21：47．53
 10．6�
22 ブライティアシップ 牝3鹿 53 武士沢友治小林 昌志氏 伊藤 正徳 平取 雅 牧場 418－ 8 〃 ハナ 92．2�
44 グレンフィナン �3鹿 55 浜中 俊�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B480－ 81：47．82 17．1	
56 � リーゼントシャルフ 牡4鹿 57 松岡 正海三浦 大輔氏 林 徹 千歳 社台ファーム 484－101：47．9
 98．3

79 ブラックギムレット 牡4黒鹿 57

56 ☆荻野 極黒澤 尚氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 452－ 41：48．32
 124．6�
812 ラントシャフト 牝4栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 450－ 81：48．4
 303．1�
67 レッドオールデン 牡3鹿 55 武 豊 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 496＋10 〃 クビ 4．7
710 シャイニーピース 牡4鹿 57 藤岡 康太小林 昌志氏 武 幸四郎 平取 雅 牧場 488－ 61：48．61� 21．9�
811 インザサイレンス 牡5芦 57 柴田 善臣岡田 隆寛氏 石栗 龍彦 新ひだか 岡田 猛 498＋341：49．34 408．7�
55 トーセンウィナー 牝3栗 53 三浦 皇成島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 474＋ 61：49．83 163．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 50，937，000円 複勝： 57，167，800円 枠連： 19，606，500円
馬連： 75，383，800円 馬単： 45，926，200円 ワイド： 48，434，100円
3連複： 92，296，200円 3連単： 164，825，400円 計： 554，577，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 120円 � 110円 � 170円 枠 連（3－6） 260円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 190円 �� 500円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 5，960円

票 数

単勝票数 計 509370 的中 � 99272（2番人気）
複勝票数 計 571678 的中 � 103010（2番人気）� 233185（1番人気）� 52597（4番人気）
枠連票数 計 196065 的中 （3－6） 56280（1番人気）
馬連票数 計 753838 的中 �� 160620（1番人気）
馬単票数 計 459262 的中 �� 32777（3番人気）
ワイド票数 計 484341 的中 �� 78214（1番人気）�� 21108（7番人気）�� 39336（4番人気）
3連複票数 計 922962 的中 ��� 64321（3番人気）
3連単票数 計1648254 的中 ��� 20022（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―35．9―47．8―1：00．4―1：12．7―1：24．1―1：35．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．1

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

勝馬の
紹 介

�スパイラルダイブ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 エンドスウィープ

2014．4．13生 牡4青鹿 母 スパイラルリング 母母 ウェディングバンド 8戦2勝 賞金 26，576，000円
初出走 JRA

※ブライティアシップ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



2709310月27日 晴 良 （30東京4）第8日 第9競走 ��
��1，400�

く に た ち

国 立 特 別
発走14時35分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下，29．10．28以降30．10．21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 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．5
1：19．0

良
良

48 エ ス タ ー テ 牝3鹿 50 松岡 正海グリーンスウォード伊藤 伸一 新冠 長浜牧場 424＋ 41：19．9 30．4�
612 キャナルストリート 牝4黒鹿53 浜中 俊村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 460－ 2 〃 クビ 20．7�
12 モ ア ナ 牝4青鹿55 C．オドノヒュー 吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：20．0クビ 2．1�

（愛）

11 アイスフィヨルド 牡3芦 54 戸崎 圭太佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 浦河小林牧場 450＋ 2 〃 アタマ 7．4�
715 ウィンドライジズ 牡4鹿 56 藤岡 康太平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 466± 01：20．1� 10．4�
24 オルレアンローズ 牝5鹿 53 荻野 極 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新冠 ヒカル牧場 490－ 61：20．2� 177．5	
35 ヨシノザクラ 牝5芦 52 三浦 皇成前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464± 0 〃 クビ 15．8

47 プ レ ト リ ア �3鹿 55 大野 拓弥多田 賢司氏 中川 公成 浦河 大北牧場 446＋ 21：20．41	 9．2�
611 アクセラレート 牡6鹿 55 柴田 善臣 �キャロットファーム 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 61：20．61	 32．6
818 エクラミレネール 牝5芦 53 北村 宏司岡田 牧雄氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド B462± 0 〃 クビ 124．5�
59 ピースユニヴァース 牡3鹿 54 田辺 裕信久米田正平氏 尾形 和幸 新冠 秋田牧場 476＋ 4 〃 クビ 15．4�
714
 エアシーラン 牡6黒鹿51 野中悠太郎村田 裕子氏 小崎 憲 平取 稲原牧場 486－ 21：20．7クビ 270．2�
713 デュッセルドルフ 牝3栗 51 石川裕紀人保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 460－ 8 〃 クビ 106．8�
36 ツ ヅ ク 牝4鹿 52 嘉藤 貴行清水 敏氏 伊藤 大士 新ひだか 岡田スタツド 448－ 41：20．8� 182．7�
817 セイウンリリシイ 牝3鹿 52 武藤 雅西山 茂行氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 464＋ 41：20．9� 45．6�
816 プ リ ュ ス 牝3鹿 51 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 430＋ 41：21．11	 8．8�
510 リスペクトアース 牡5黒鹿56 江田 照男 �グリーンファーム小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 548－181：21．2� 64．4�
23 ア ル モ ニ カ 牝3黒鹿52 内田 博幸 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 428＋ 61：21．51� 30．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 50，702，200円 複勝： 73，360，500円 枠連： 32，629，900円
馬連： 114，567，200円 馬単： 48，685，800円 ワイド： 77，189，800円
3連複： 166，397，000円 3連単： 189，873，500円 計： 753，405，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，040円 複 勝 � 650円 � 480円 � 150円 枠 連（4－6） 2，980円

馬 連 �� 17，730円 馬 単 �� 38，960円

ワ イ ド �� 5，080円 �� 1，500円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 17，350円 3 連 単 ��� 183，540円

票 数

単勝票数 計 507022 的中 � 13311（9番人気）
複勝票数 計 733605 的中 � 23156（9番人気）� 32904（8番人気）� 177717（1番人気）
枠連票数 計 326299 的中 （4－6） 8478（13番人気）
馬連票数 計1145672 的中 �� 5007（52番人気）
馬単票数 計 486858 的中 �� 937（111番人気）
ワイド票数 計 771898 的中 �� 3805（52番人気）�� 13377（15番人気）�� 17503（9番人気）
3連複票数 計1663970 的中 ��� 7189（57番人気）
3連単票数 計1898735 的中 ��� 750（583番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．0―11．5―11．1―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．0―45．5―56．6―1：08．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．4
3 4，3，18（2，17）（8，14）（12，15）9，13（1，16）6（5，7）11－10 4 4，3（2，18）（8，17）（14，15）12，9（1，13）16（5，6，7）－11，10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エ ス タ ー テ �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．9．2 新潟12着

2015．3．9生 牝3鹿 母 トウカイメガミ 母母 トウカイテネシー 11戦3勝 賞金 34，663，000円
〔制裁〕 ピースユニヴァース号の調教師尾形和幸は，馬場入場時に同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて過怠金10，000円。

モアナ号の騎手C．オドノヒューは，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜こうと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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 オリエンタルポリス号・オールザゴー号・カッパツハッチ号・スフェーン号・デスティニーソング号・

ムスコローソ号
※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。

2709410月27日 晴 良 （30東京4）第8日 第10競走 ��
��1，400�

かんなづき

神無月ステークス
発走15時10分 （ダート・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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

44 マリームーン 牝3栃栗53 武 豊多田 信尊氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤澤 昭勝 468＋121：24．3 2．9�
812 レ イ ダ ー 牡4鹿 57 J．モレイラ石川 達絵氏 堀 宣行 安平 追分ファーム 530－ 2 〃 ハナ 3．4�

（伯刺）

45 タイセイプレシャス �6栗 57 大野 拓弥田中 成奉氏 池上 昌和 新ひだか 前谷 武志 484＋ 2 〃 クビ 59．7�
22 アンティノウス 牡4黒鹿57 北村 宏司 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 532－ 21：24．4	 5．0�
711 ク ラ イ シ ス 牡5鹿 57 戸崎 圭太前田 幸治氏 
島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490＋ 41：24．5クビ 5．5�
56 ルッジェーロ 牡3黒鹿55 C．オドノヒュー 村木 隆氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 512－ 2 〃 クビ 11．0	

（愛）

69 メリートーン 牝5鹿 55 柴田 大知水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 476± 01：24．71� 251．9

68 シュナウザー 牡5黒鹿57 田辺 裕信村木 隆氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 484＋ 41：24．91� 14．3�
11 ビービーサレンダー 牡5鹿 57 武藤 雅�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 498＋ 21：25．0	 73．3�
33 ペイシャルアス 牝3栗 53 松岡 正海北所 直人氏 坂口 正則 浦河 杵臼斉藤牧場 484－ 21：25．32 80．2
57 チェイスダウン 牡5鹿 57 藤岡 康太畑佐 博氏 寺島 良 浦河 富田牧場 480－ 21：25．61� 60．5�
813 ゴルゴバローズ 牡5鹿 57 石川裕紀人猪熊 広次氏 木村 哲也 米 Hidden

Brook Farm 534± 01：26．98 40．9�
（12頭）

710� ターゲリート 牡5黒鹿57 岩田 康誠�G1レーシング 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 62，108，900円 複勝： 74，741，400円 枠連： 26，190，800円
馬連： 128，075，200円 馬単： 54，269，500円 ワイド： 72，323，100円
3連複： 143，237，400円 3連単： 207，124，300円 計： 768，070，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 150円 � 630円 枠 連（4－8） 520円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，630円 �� 2，210円

3 連 複 ��� 7，450円 3 連 単 ��� 27，710円

票 数

単勝票数 差引計 621089（返還計 17952） 的中 � 166076（1番人気）
複勝票数 差引計 747414（返還計 33702） 的中 � 157548（1番人気）� 149104（2番人気）� 20081（7番人気）
枠連票数 差引計 261908（返還計 4666） 的中 （4－8） 39009（1番人気）
馬連票数 差引計1280752（返還計165264） 的中 �� 190678（1番人気）
馬単票数 差引計 542695（返還計 62892） 的中 �� 39342（1番人気）
ワイド票数 差引計 723231（返還計 92283） 的中 �� 78851（1番人気）�� 10419（16番人気）�� 7567（21番人気）
3連複票数 差引計1432374（返還計362837） 的中 ��� 14405（21番人気）
3連単票数 差引計2071243（返還計483591） 的中 ��� 5418（80番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．6―12．0―11．8―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．8―35．4―47．4―59．2―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マリームーン �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2017．6．18 函館6着

2015．4．14生 牝3栃栗 母 クラウンアスリート 母母 クラウンフォレスト 12戦4勝 賞金 58，114，000円
〔競走除外〕 ターゲリート号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※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。



2709510月27日 晴 良 （30東京4）第8日 第11競走 ��
��1，600�第7回アルテミスステークス（ＧⅢ）

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

賞 品
本 賞 29，000，000円 12，000，000円 7，300，000円 4，400，000円 2，900，000円
付 加 賞 546，000円 156，000円 78，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：32．3

稍重
良

23 シェーングランツ 牝2青鹿54 武 豊 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 474－ 61：33．7 13．6�
611 ビーチサンバ 牝2黒鹿54 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：33．8� 10．5�
58 エールヴォア 牝2黒鹿54 浜中 俊佐伯由加理氏 橋口 慎介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 41：34．01� 4．3�
814 ウインゼノビア 牝2栗 54 松岡 正海�ウイン 青木 孝文 新冠 村本牧場 462－ 21：34．21� 8．3�
11 ト ス ア ッ プ 牝2栗 54 藤岡 佑介 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 426－ 2 〃 クビ 22．4	
610 サムシングジャスト 牝2黒鹿54 武藤 雅 �グリーンファーム松田 国英 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 476± 01：34．3クビ 343．1

59 アフランシール 牝2鹿 54 岩田 康誠前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478－ 61：34．4� 24．6�
35 ミディオーサ 牝2鹿 54 J．モレイラ �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 474－ 81：34．61� 4．9�

（伯刺）

815 ライデンシャフト 牝2黒鹿54 内田 博幸 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 468＋ 4 〃 クビ 67．3

46 レディードリー 牝2青鹿54 三浦 皇成小林 博雄氏 伊藤 正徳 新冠 秋田牧場 426± 0 〃 アタマ 84．3�
22 グ レ イ シ ア 牝2鹿 54 田辺 裕信吉田 勝己氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 456＋ 6 〃 アタマ 2．9�
47 キ タ イ 牝2鹿 54 大野 拓弥西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 482± 01：35．02� 151．7�
712 アズマヘリテージ 牝2栗 54 荻野 極東 哲次氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 460＋ 61：35．21� 128．4�
713 ヘリンヌリング 牝2青 54 柴田 大知 �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 434－ 41：35．62� 556．9�
34 ブラックダンサー 牝2黒鹿54 石川裕紀人前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 462＋ 61：35．7クビ 192．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 195，750，500円 複勝： 212，191，900円 枠連： 71，181，000円
馬連： 435，668，200円 馬単： 174，763，400円 ワイド： 231，527，400円
3連複： 631，784，400円 3連単： 901，376，500円 計： 2，854，243，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 360円 � 270円 � 180円 枠 連（2－6） 1，300円

馬 連 �� 5，420円 馬 単 �� 11，760円

ワ イ ド �� 1，940円 �� 1，170円 �� 730円

3 連 複 ��� 7，640円 3 連 単 ��� 64，280円

票 数

単勝票数 計1957505 的中 � 122071（6番人気）
複勝票数 計2121919 的中 � 133364（6番人気）� 194358（5番人気）� 361004（2番人気）
枠連票数 計 711810 的中 （2－6） 42351（6番人気）
馬連票数 計4356682 的中 �� 62230（19番人気）
馬単票数 計1747634 的中 �� 11142（42番人気）
ワイド票数 計2315274 的中 �� 29798（22番人気）�� 50722（15番人気）�� 84043（8番人気）
3連複票数 計6317844 的中 ��� 61997（29番人気）
3連単票数 計9013765 的中 ��� 10165（216番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―22．7―33．9―46．2―58．7―1：10．5―1：21．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シェーングランツ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Monsun デビュー 2018．7．29 札幌5着

2016．1．29生 牝2青鹿 母 ス タ セ リ タ 母母 Soignee 3戦2勝 賞金 35，246，000円
〔制裁〕 ウインゼノビア号の騎手松岡正海は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12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。

2709610月27日 晴 良 （30東京4）第8日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走16時20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

48 フ ィ ス キ オ 牡4栗 57 戸崎 圭太�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 平山牧場 484－ 41：38．3 1．7�
12 ビービーガウディ 牡4栗 57 岩田 康誠�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 474＋ 41：38．62 6．4�
11 テンノサクラコ 牝5黒鹿55 田辺 裕信天白 泰司氏 小西 一男 新冠 佐藤牧場 486＋ 61：38．7� 20．6�
47 タイキダイヤモンド 牡4青鹿57 三浦 皇成�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± 01：38．8クビ 23．4�
714 オーシャンビュー 牡5鹿 57 松岡 正海冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 八木 明広 450－ 21：38．9	 20．0	
59 ロマンスマジック 牝4栗 55 嘉藤 貴行�ミルファーム 奥平 雅士 新ひだか 松本牧場 464± 01：39．0	 92．0

24 ペイシャリサ 牝4栗 55

52 ▲野中悠太郎北所 直人氏 高橋 義博 様似 髙村 伸一 484－ 41：39．1� 28．2�
815
 ア リ ス カ ン 牡4黒鹿57 内田 博幸髙瀬 真尚氏 田島 俊明 日高 本間牧場 524－ 21：39．31� 34．5�
816 マイネルレンカ 牡4黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 454－ 61：39．72	 52．8
36 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 486＋ 41：40．12	 139．6�
713
 ルミエールカフェ 牝5鹿 55 田中 勝春西川 光一氏 和田 勇介 浦河 太陽牧場 518－ 21：40．52	 173．8�
510 レンジストライク 牡3黒鹿55 蛯名 正義 �サンデーレーシング 武井 亮 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 526＋ 81：40．71� 15．4�
35 キ ル ロ ー ド 牡3鹿 55 藤岡 康太エンジェルレーシング� 田村 康仁 日高 天羽 禮治 498＋ 21：41．33	 6．7�
23 スターフィールド �3黒鹿55 大野 拓弥星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B476＋ 81：41．4クビ 38．0�
611
 リーガルオフィス �5鹿 57

54 ▲木幡 育也山田 弘氏 高木 登 日高 日高大洋牧場 458－ 21：45．0大差 71．5�
612
 グッドフェローズ 牡4栗 57 石川裕紀人石川 眞実氏 本間 忍 新ひだか 千代田牧場 506＋ 41：45．21� 134．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 65，529，800円 複勝： 119，113，600円 枠連： 37，240，400円
馬連： 145，446，500円 馬単： 77，244，900円 ワイド： 98，659，600円
3連複： 198，152，400円 3連単： 322，356，500円 計： 1，063，743，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 160円 � 310円 枠 連（1－4） 320円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 570円

ワ イ ド �� 230円 �� 400円 �� 900円

3 連 複 ��� 1，590円 3 連 単 ��� 3，220円

票 数

単勝票数 計 655298 的中 � 306624（1番人気）
複勝票数 計1191136 的中 � 614813（1番人気）� 123413（2番人気）� 45656（7番人気）
枠連票数 計 372404 的中 （1－4） 87708（1番人気）
馬連票数 計1454465 的中 �� 237187（1番人気）
馬単票数 計 772449 的中 �� 99944（1番人気）
ワイド票数 計 986596 的中 �� 129473（1番人気）�� 60242（3番人気）�� 24175（10番人気）
3連複票数 計1981524 的中 ��� 93225（2番人気）
3連単票数 計3223565 的中 ��� 72401（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―35．5―48．0―1：00．7―1：13．1―1：25．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フ ィ ス キ オ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．6．26 東京2着

2014．3．2生 牡4栗 母 フ ィ ー ユ 母母 ファレノプシス 19戦3勝 賞金 38，100，000円
〔その他〕 リーガルオフィス号は，競走中に疾病〔心房細動〕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〕 グッドフェローズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年11月27日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 カタトゥンボ号



（30東京4）第8日 10月27日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 170頭 本 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

231，270，000円
23，660，000円
1，770，000円
26，920，000円
69，075，500円
4，675，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
711，479，000円
987，471，800円
295，849，700円
1，324，624，100円
650，904，300円
823，774，300円
1，778，637，200円
2，666，545，200円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 9，239，285，600円

総入場人員 31，404名 （有料入場人員 29，376名）
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