
2701310月7日 晴 稍重 （30東京4）第2日 第1競走 ��1，400�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
1：23．1
1：23．0

重
重

11 オリオンパッチ 牡2黒鹿55 J．モレイラ陳 立文氏 加藤 征弘 浦河 バンブー牧場 484± 01：25．1 1．3�
（伯刺）

59 ジョガールボニート 牡2青鹿55 石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 448＋ 81：25．2� 9．8�
24 プリマヴォルタ 牝2鹿 54 田辺 裕信ディアレストクラブ� 矢野 英一 新冠 松浦牧場 422± 01：26．26 23．4�
816 プレイングラン 牡2栗 55

54 ☆木幡 初也スリースターズレーシング 小西 一男 新ひだか 平野牧場 468± 01：26．62� 64．2�
12 エムアイグランツ 牡2黒鹿55 田中 勝春岩崎 充利氏 谷原 義明 日高 細川牧場 502＋ 61：27．23� 31．6�
815 スリーヴリーグ 牡2栗 55

54 ☆武藤 雅�G1レーシング 武藤 善則 安平 追分ファーム 524－ 21：27．52 5．7	
612 ニシノアマタ 牝2栗 54 丸山 元気西山 茂行氏 根本 康広 浦河 谷川牧場 434－ 61：27．6� 76．8

36 ニシノビアンカ 牝2芦 54 大野 拓弥西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか ヒサイファーム 450－ 21：28．34 30．3�
713 カガコルヴェヤ 牝2栗 54 武士沢友治香川 憲次氏 高市 圭二 新ひだか 飛野牧場 432± 01：28．61� 46．3�
611 スカイイーグル 牡2鹿 55 的場 勇人小島 俊治氏 的場 均 浦河 辻 牧場 B460＋121：29．77 278．1
47 ネオカナロア 牡2鹿 55

53 △藤田菜七子西田 俊二氏 田村 康仁 新冠 岩見牧場 466－ 21：29．91� 70．4�
510 チ ク リ 牡2芦 55

53 △菊沢 一樹�ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 ミルファーム 504＋ 81：30．32� 258．0�
48 アミフジアギシャン 牝2栗 54 西田雄一郎内藤 好江氏 浅野洋一郎 茨城 内藤牧場 446± 01：30．4� 315．2�
35 シ ロ ボ シ 牡2黒鹿 55

52 ▲山田 敬士本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 沖田牧場 442－ 21：30．93 344．7�
23 シゲルカーネリアン 牝2黒鹿54 黛 弘人森中 蕃氏 中野 栄治 新冠 長浜 秀昭 438± 01：31．75 329．8�
714 ビレッジクライ 牝2黒鹿54 内田 博幸村山 輝雄氏 土田 稔 浦河 グランデファーム 434± 01：33．29 80．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，063，800円 複勝： 149，834，300円 枠連： 17，564，400円
馬連： 69，240，900円 馬単： 49，566，200円 ワイド： 52，829，200円
3連複： 103，360，200円 3連単： 173，954，900円 計： 658，413，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 170円 � 290円 枠 連（1－5） 470円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 300円 �� 460円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 3，880円

票 数

単勝票数 計 420638 的中 � 251465（1番人気）
複勝票数 計1498343 的中 � 1190490（1番人気）� 61584（3番人気）� 27657（5番人気）
枠連票数 計 175644 的中 （1－5） 28734（2番人気）
馬連票数 計 692409 的中 �� 104101（2番人気）
馬単票数 計 495662 的中 �� 53756（2番人気）
ワイド票数 計 528292 的中 �� 49264（2番人気）�� 29544（4番人気）�� 10443（12番人気）
3連複票数 計1033602 的中 ��� 40395（5番人気）
3連単票数 計1739549 的中 ��� 32467（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．8―35．6―47．9―1：00．0―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オリオンパッチ �
�
父 バンブーエール �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2018．8．25 札幌7着

2016．5．5生 牡2黒鹿 母 ブラックカシミール 母母 リンダムヘール 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チクリ号・アミフジアギシャン号・シロボシ号・シゲルカーネリアン号・ビレッジクライ号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年11月7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 メガディスカバリー号
※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。

2701410月7日 晴 良 （30東京4）第2日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時40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

46 スイープセレリタス 牝2黒鹿54 池添 謙一 �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 490－ 61：33．8 5．4�
610 マジックリアリズム 牝2鹿 54 J．モレイラ �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム 430＋ 41：34．01� 1．7�

（伯刺）

58 エンドーツダ 牝2鹿 54 岩部 純二望月 雅博氏 萱野 浩二 千歳 社台ファーム 438± 01：34．21� 26．3�
11 サピアウォーフ 牝2鹿 54 戸崎 圭太小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 村田牧場 480＋ 21：34．73 24．9�
814 トワイライトビギン 牝2鹿 54 勝浦 正樹田島榮二郎氏 小野 次郎 新ひだか 元茂牧場 456＋ 21：34．8� 264．1�
611 マリノオークション 牝2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也矢野まり子氏 牧 光二 日高 クラウン日高牧場 476＋ 21：35．01� 20．6	
59 ヒマワリオジョウ 牝2青鹿 54

51 ▲木幡 育也石井 義孝氏 谷原 義明 日高 中館牧場 426± 0 〃 ハナ 234．2

47 ワイルドオーキッド 牝2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム 396－ 21：35．21� 15．3�
815 サパムーカンチャイ 牝2鹿 54

52 △菊沢 一樹�ミルファーム 田中 清隆 千歳 社台ファーム 442－ 61：35．41� 348．6
22 トーセンコハク 牝2栗 54 横山 和生島川 �哉氏 杉浦 宏昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480＋ 81：35．5� 26．7�
23 ニシノドクターヘリ 牝2栗 54 田辺 裕信西山 茂行氏 上原 博之 新冠 村上 欽哉 434－ 4 〃 ハナ 5．2�
712 プリマコロン 牝2栗 54 田中 勝春�FTU 天間 昭一 新冠 細川農場 468－ 21：35．92� 426．2�
35 コロポックル 牝2鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 434＋ 41：36．22 222．3�
34 ア ー ス ヒ メ 牝2鹿 54 石川裕紀人松山 増男氏 中川 公成 白老 習志野牧場 448－ 4 （競走中止） 436．3�

（14頭）
713 ペシュウィズダム 牝2鹿 54

52 △藤田菜七子福原 晃氏 柴田 政人 新ひだか 米田牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 47，701，000円 複勝： 76，602，300円 枠連： 17，400，500円
馬連： 73，274，500円 馬単： 42，389，200円 ワイド： 58，302，500円
3連複： 105，885，600円 3連単： 161，587，200円 計： 583，142，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 170円 � 110円 � 320円 枠 連（4－6） 290円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，410円 �� 620円

3 連 複 ��� 2，640円 3 連 単 ��� 12，830円

票 数

単勝票数 計 477010 的中 � 74157（3番人気）
複勝票数 計 766023 的中 � 84403（3番人気）� 349994（1番人気）� 32792（6番人気）
枠連票数 計 174005 的中 （4－6） 45800（1番人気）
馬連票数 計 732745 的中 �� 113998（2番人気）
馬単票数 計 423892 的中 �� 24073（5番人気）
ワイド票数 計 583025 的中 �� 64535（2番人気）�� 9369（17番人気）�� 22771（7番人気）
3連複票数 計1058856 的中 ��� 30044（9番人気）
3連単票数 計1615872 的中 ��� 9130（43番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．1―47．1―59．2―1：10．8―1：22．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スイープセレリタス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2018．8．25 新潟5着

2016．6．5生 牝2黒鹿 母 スイープトウショウ 母母 タバサトウショウ 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔出走取消〕 ペシュウィズダム号は，疾病〔右後肢跛行〕のため出走取消。
〔競走中止〕 アースヒメ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出走取消馬 ショートボブ号（疾病〔左後肢跛行〕のため）
※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２日



2701510月7日 晴 良 （30東京4）第2日 第3競走 ��1，400�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
1：21．2
1：20．3

良
良

816 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－ 21：21．3 101．3�
715 エスプランデル 牡2鹿 55 北村 宏司 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 486± 01：21．93� 3．0�
35 ウインレフィナード 牡2黒鹿55 戸崎 圭太�ウイン 畠山 吉宏 浦河 猿橋 義昭 440＋ 41：22．0� 5．2�
11 ミヤコローズ 牝2鹿 54 C．ルメール 吉田喜代司氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 432± 01：22．1� 5．8�
612 アールグランツ 牡2黒鹿55 J．モレイラ前原 敏行氏 藤岡 健一 登別 ユートピア牧場 458－ 2 〃 クビ 3．5	

（伯刺）

24 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 440＋ 21：22．2クビ 43．1�
713 マ メ シ ボ リ 牡2黒鹿55 嘉藤 貴行�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 402± 01：22．41� 230．6�
23 スペキュラース 牝2黒鹿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 444＋ 21：22．5� 12．9
48 エタニティマリー 牝2栗 54 丸山 元気村島 昭男氏 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 400＋ 21：22．6� 40．0�
510 ニシノドレッシー 牝2鹿 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 的場 均 日高 日西牧場 426－ 21：22．81� 23．4�
817 コマノゼニト 牡2鹿 55

53 △横山 武史長谷川芳信氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 456＋ 4 〃 アタマ 68．6�
714 コ ー ラ ル 牝2青鹿 54

53 ☆武藤 雅鈴木美江子氏 田島 俊明 新冠 新冠橋本牧場 426＋ 41：23．86 177．2�
59 ストロングコンビ 牡2鹿 55

54 ☆木幡 巧也西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 446－ 21：24．11� 354．7�
12 オ ル エ ン 牝2鹿 54 岩部 純二松谷 翔太氏 石栗 龍彦 浦河 川越ファーム 438－ 41：24．2� 567．1�
818 オ ル オ ル 牝2栗 54

52 △藤田菜七子 �YGGホースクラブ 星野 忍 日高 サンバマウン
テンファーム 392－ 81：24．3� 184．1�

611 ヤンチャプリヒメ 牝2鹿 54 内田 博幸田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 436± 01：24．4� 159．0�
47 マイネルリサイタル 牡2鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 ビッグレッドファーム 422＋ 21：24．61� 371．0�
36 ヴェイディミーカム 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士 �アフロin El Paso 小桧山 悟 新冠 石郷岡 雅樹 446－ 21：28．1大差 586．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 44，707，200円 複勝： 64，173，200円 枠連： 19，064，500円
馬連： 86，270，600円 馬単： 39，185，700円 ワイド： 64，497，500円
3連複： 131，375，600円 3連単： 161，538，200円 計： 610，812，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，130円 複 勝 � 1，120円 � 150円 � 150円 枠 連（7－8） 3，490円

馬 連 �� 15，500円 馬 単 �� 47，940円

ワ イ ド �� 3，130円 �� 3，500円 �� 340円

3 連 複 ��� 15，000円 3 連 単 ��� 216，070円

票 数

単勝票数 計 447072 的中 � 3746（10番人気）
複勝票数 計 641732 的中 � 9594（10番人気）� 131781（1番人気）� 125198（2番人気）
枠連票数 計 190645 的中 （7－8） 4222（13番人気）
馬連票数 計 862706 的中 �� 4311（30番人気）
馬単票数 計 391857 的中 �� 613（78番人気）
ワイド票数 計 644975 的中 �� 4886（28番人気）�� 4360（31番人気）�� 56926（1番人気）
3連複票数 計1313756 的中 ��� 6567（39番人気）
3連単票数 計1615382 的中 ��� 542（430番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．3―46．6―58．4―1：09．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レディードリー �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Event of the Year デビュー 2018．6．17 東京5着

2016．2．18生 牝2青鹿 母 スリリングヴィクトリー 母母 Golden Shadows 4戦1勝 賞金 5，700，000円
〔発走状況〕 マイネルリサイタル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 マイネルリサイタル号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴェイディミーカム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年11月7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。

2701610月7日 晴 稍重 （30東京4）第2日 第4競走 ��
��1，600�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
1：36．2
1：36．2

不良
不良

510� メイクハッピー 牝2鹿 54 C．ルメール 吉田 和子氏 新開 幸一 米 Reddam
Racing, LLC 480 ―1：37．9 3．7�

815 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 ―1：39．510 2．6�
（伯刺）

47 タイセイビルダー 牡2栗 55 石橋 脩田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 496 ―1：40．13� 9．1�
713 アポロチーター 牡2栗 55

54 ☆木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか へいはた牧場 506 ―1：40．2	 32．7�
23 キービジュアル 牡2鹿 55 松山 弘平 �シルクレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 514 ―1：40．52 7．2�
11 ヤマタケフリーダム 牡2黒鹿55 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 新ひだか 矢野牧場 454 ―1：40．92� 296．2	
611 ネオブレイブ 牡2栗 55 丸山 元気西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 490 ―1：41．32� 97．2

12 クロフネレジェンド 牡2芦 55 松岡 正海村島 昭男氏 高橋 文雅 新ひだか チャンピオンズファーム 452 ―1：42．36 81．7�
36 ジェントルブリーズ 牝2黒鹿 54

52 △藤田菜七子ベニバナ組合 根本 康広 平取 協栄組合 420 ―1：42．61	 73．8�
714 タイセイグリード 牡2栗 55 黛 弘人田中 成奉氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 462 ―1：42．81
 24．3
59 コスモリミックス 牡2青 55 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 田中 剛 浦河 酒井牧場 448 ―1：42．9� 88．6�
35 ス テ ー ロ 牡2鹿 55 大野 拓弥金山 敏也氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 492 ―1：43．64 11．9�
24 フ ガ ク 牡2黒鹿 55

52 ▲山田 敬士中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 444 ―1：43．7� 243．6�
612 シセイイシン 牡2黒鹿55 丸田 恭介猪苗代 勇氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ

ファーム 486 ―1：44．44 115．8�
816 ミコノホマレ 牝2鹿 54 三浦 皇成古賀 慎一氏 尾形 和幸 むかわ 上水牧場 510 ―1：44．5クビ 16．2�
48 トーセンジュエル 牝2鹿 54 石川裕紀人島川 �哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 504 ―1：44．6� 102．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，402，200円 複勝： 49，763，500円 枠連： 20，650，200円
馬連： 68，078，200円 馬単： 35，061，100円 ワイド： 48，985，700円
3連複： 95，234，200円 3連単： 117，641，300円 計： 476，816，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 130円 � 130円 � 210円 枠 連（5－8） 390円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 240円 �� 510円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，520円 3 連 単 ��� 5，720円

票 数

単勝票数 計 414022 的中 � 94420（2番人気）
複勝票数 計 497635 的中 � 108047（2番人気）� 108881（1番人気）� 46460（4番人気）
枠連票数 計 206502 的中 （5－8） 40821（1番人気）
馬連票数 計 680782 的中 �� 119166（1番人気）
馬単票数 計 350611 的中 �� 26819（2番人気）
ワイド票数 計 489857 的中 �� 60635（1番人気）�� 22555（5番人気）�� 20653（6番人気）
3連複票数 計 952342 的中 ��� 46774（3番人気）
3連単票数 計1176413 的中 ��� 14909（7番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．5―12．6―13．2―12．7―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．1―34．6―47．2―1：00．4―1：13．1―1：25．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�メイクハッピー �
�
父 Square Eddie �

�
母父 Ten Most Wanted 初出走

2016．1．7生 牝2鹿 母 Silar Rules 母母 Morning Meadow 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 トーセンジュエル号の騎手横山和生は，負傷のため石川裕紀人に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シセイイシン号・ミコノホマレ号・トーセンジュエル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成30年11月7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14頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）14頭 ヴァイトブリック号・グランソヴァール号・スマートグランダム号・ディグヘヴン号・ドゥエルメス号・

トモジャバロンド号・トランプズパワー号・トリヴォルテソーロ号・マイネルファイヤー号・マイネルフィデス号・
マンジェリーナ号・モクソン号・ラストクローザー号・ログインボーナス号

※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。



2701710月7日 晴 良 （30東京4）第2日 第5競走 ��
��2，000�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
2：00．8
1：59．8

良
良

24 ダノンラスター 牡2鹿 55 J．モレイラ�ダノックス 堀 宣行 千歳 社台ファーム 474 ―2：03．4 3．1�
（伯刺）

47 シャドウディーヴァ 牝2黒鹿54 田辺 裕信�Shadow 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 472 ―2：03．61� 10．8�
713 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 466 ―2：03．81� 18．9�
59 キタノインパクト 牡2鹿 55 C．ルメール DMMドリームクラブ� 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 492 ―2：04．43� 2．7�
816 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 506 ―2：04．5	 71．1	
23 ピ ン シ ェ ル 牡2鹿 55 横山 典弘岩﨑 伸道氏 高橋 文雅 洞
湖 レイクヴィラファーム 516 ― 〃 ハナ 4．0

611� ヴィエナブロー 牝2黒鹿 54

52 △横山 武史吉田 千津氏 林 徹 仏 Mr Hubert
Mazeaud 442 ―2：04．71� 53．0�

11 レイヴンキング 牡2青鹿 55
54 ☆武藤 雅 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 514 ―2：05．44 75．0�
12 フ ジ リ ー ベ 牝2栗 54 松岡 正海荒木 誠氏 高市 圭二 浦河トラストスリーファーム 464 ―2：05．82� 32．3
612 マイネルフィデス 牡2青 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新ひだか 萩澤 俊雄 456 ―2：06．86 277．2�
35 ミレニアムドリーム 牡2鹿 55 内田 博幸岡田 牧雄氏 栗田 博憲 浦河 山田 昇史 548 ―2：07．22� 46．6�
815 ステイドネス 牝2栗 54 吉田 隼人岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 460 ―2：07．3� 198．2�
36 ヘヴンリータイム 牡2栗 55 嶋田 純次伊藤 正徳氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 522 ― 〃 クビ 333．6�
48 ハヤテジョー 牡2黒鹿55 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 494 ―2：07．51� 191．1�
714 ブレーヴウィザード 牡2鹿 55 丸田 恭介ライオンレースホース� 伊藤 伸一 日高 Shall Farm 490 ―2：07．71� 352．5�
510 サッカーチョウサン 牝2鹿 54 丸山 元気�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 428 ―2：08．23 105．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，829，100円 複勝： 54，375，400円 枠連： 22，560，900円
馬連： 76，476，400円 馬単： 42，297，200円 ワイド： 54，965，500円
3連複： 110，866，200円 3連単： 153，121，900円 計： 572，492，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 230円 � 290円 枠 連（2－4） 860円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 2，770円

ワ イ ド �� 540円 �� 900円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 5，550円 3 連 単 ��� 19，700円

票 数

単勝票数 計 578291 的中 � 153676（2番人気）
複勝票数 計 543754 的中 � 125273（1番人気）� 55250（4番人気）� 39598（5番人気）
枠連票数 計 225609 的中 （2－4） 20303（3番人気）
馬連票数 計 764764 的中 �� 32581（6番人気）
馬単票数 計 422972 的中 �� 11452（9番人気）
ワイド票数 計 549655 的中 �� 27580（5番人気）�� 15522（9番人気）�� 9473（14番人気）
3連複票数 計1108662 的中 ��� 14960（16番人気）
3連単票数 計1531219 的中 ��� 5634（57番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―25．6―38．7―51．1―1：03．8―1：16．2―1：28．9―1：40．6―1：51．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

ダノンラスター �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Majestic Warrior 初出走

2016．2．12生 牡2鹿 母 プリンセスオブシルマー 母母 Storm Dixie 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※マイネルフィデス号は，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。

2701810月7日 晴 良 （30東京4）第2日 第6競走 ��2，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時00分（番組第8競走を順序変更） （芝・左）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

77 グリントオブライト 牝5栗 55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 446－ 22：26．7 2．5�
88 ジョブックコメン 牝3黒鹿 52

49 ▲山田 敬士�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 416± 02：26．8� 3．9�
22 シゲルシイタケ 牡3鹿 54 蛯名 正義森中 蕃氏 中野 栄治 浦河 王蔵牧場 458－ 42：27．12 19．2�
11 イペルラーニオ 牡3鹿 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 矢作 芳人 新冠 コスモヴューファーム 478－122：27．2� 6．1�
33 タガノヤグラ 牡4栗 57 福永 祐一八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 462－ 42：27．3クビ 9．4	
66 ドリームマジック 牝4鹿 55 北村 宏司堀口 晴男氏 中川 公成 浦河 高岸 順一 470＋ 42：27．4� 12．4

44 ヴァンクールシルク 牡4栗 57 内田 博幸 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B576－ 62：27．61� 6．3�
89 ジ ャ ッ キ ー 牡4栗 57

54 ▲木幡 育也小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 484－ 62：28．45 116．3�
55 � ブライトメモリー 牝4黒鹿55 丸山 元気広尾レース� 林 徹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 470＋122：29．25 23．6
（9頭）

売 得 金
単勝： 39，951，800円 複勝： 50，498，100円 枠連： 11，086，900円
馬連： 78，978，100円 馬単： 41，316，300円 ワイド： 51，255，400円
3連複： 98，757，300円 3連単： 172，096，200円 計： 543，940，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 140円 � 270円 枠 連（7－8） 380円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 180円 �� 630円 �� 800円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 4，450円

票 数

単勝票数 計 399518 的中 � 123957（1番人気）
複勝票数 計 504981 的中 � 151864（1番人気）� 98577（2番人気）� 31126（7番人気）
枠連票数 計 110869 的中 （7－8） 22173（1番人気）
馬連票数 計 789781 的中 �� 152977（1番人気）
馬単票数 計 413163 的中 �� 48900（1番人気）
ワイド票数 計 512554 的中 �� 94015（1番人気）�� 17823（11番人気）�� 13808（13番人気）
3連複票数 計 987573 的中 ��� 47109（5番人気）
3連単票数 計1720962 的中 ��� 28024（9番人気）

ハロンタイム 13．1―12．3―12．8―12．6―12．5―12．3―12．3―12．2―12．0―11．2―11．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―25．4―38．2―50．8―1：03．3―1：15．6―1：27．9―1：40．1―1：52．1―2：03．3―2：14．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グリントオブライト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Kris S. デビュー 2015．11．8 東京3着

2013．2．24生 牝5栗 母 アドマイヤライト 母母 ホワットケイティーディド 23戦3勝 賞金 48，050，000円



2701910月7日 晴 良 （30東京4）第2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）

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

812 ジュンパッション 牡3芦 55 C．ルメール 河合 純二氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム B466＋ 21：37．4 4．0�
68 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 488＋121：37．5� 3．2�
56 デザートトリップ 牡4鹿 57 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 新冠 カミイスタット 480＋101：37．6� 26．7�
44 ユイノチョッパー 牡3黒鹿55 内田 博幸由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 B494－ 21：37．81� 3．9�
11 ヨクエロマンボ 	5芦 57 松岡 正海平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 456－ 61：38．01� 8．9�
710
 ワンダープレジール 牡6黒鹿57 石橋 脩山本 能成氏 高柳 大輔 新ひだか フクダファーム 454± 01：38．53 19．6	
55 
 リーガルオフィス 	5鹿 57

56 ☆武藤 雅山田 弘氏 高木 登 日高 日高大洋牧場 460－101：38．6� 162．7

67 ボールドスパルタン 牡3青 55 嘉藤 貴行増田 陽一氏 大和田 成 新冠 新冠橋本牧場 452－ 21：38．81� 136．1�
33 ジョリルミエール 牝3鹿 53

50 ▲山田 敬士後藤 英成氏 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 414± 01：39．33 112．7�
22 サーストンウィナー 	4黒鹿 57

56 ☆木幡 巧也齊藤 宣勝氏 石毛 善彦 浦河 高岸 順一 B476＋ 21：39．51� 166．2
811 ボ ン テ ン 牡3鹿 55

52 ▲木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 荻伏三好フ
アーム 438－ 41：39．92� 212．2�

79 ゴールデンタッチ 牡3黒鹿55 藤岡 佑介ゴドルフィン 矢作 芳人 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 518－201：40．64 4．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 40，118，400円 複勝： 51，732，100円 枠連： 17，228，100円
馬連： 91，206，300円 馬単： 44，228，500円 ワイド： 52，606，400円
3連複： 116，487，100円 3連単： 168，488，700円 計： 582，095，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 150円 � 380円 枠 連（6－8） 700円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，240円 �� 950円

3 連 複 ��� 4，600円 3 連 単 ��� 15，180円

票 数

単勝票数 計 401184 的中 � 80063（3番人気）
複勝票数 計 517321 的中 � 90080（3番人気）� 101597（1番人気）� 25941（7番人気）
枠連票数 計 172281 的中 （6－8） 18911（3番人気）
馬連票数 計 912063 的中 �� 101544（1番人気）
馬単票数 計 442285 的中 �� 23368（4番人気）
ワイド票数 計 526064 的中 �� 47180（2番人気）�� 10047（17番人気）�� 13451（13番人気）
3連複票数 計1164871 的中 ��� 18987（18番人気）
3連単票数 計1684887 的中 ��� 8043（63番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．6―12．4―12．9―12．3―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．2―47．6―1：00．5―1：12．8―1：24．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F36．9
3 4，12（7，8）（5，9）2，11－（3，6）－10－1 4 ・（4，12）（7，5，8）9（2，11）－（3，6）－10－1
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3芦 母 トリプレックス 母母 トリプルワウ 6戦2勝 賞金 16，200，000円
※ジョリルミエール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2702010月7日 晴 良 （30東京4）第2日 第8競走 ��1，300�サラブレッド系3歳以上
発走14時00分（番組第6競走を順序変更） （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 5，250，000
5，250，000

円
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

12 タイガーヴォーグ 牡5鹿 57
56 ☆武藤 雅千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 B494± 01：18．6 3．0�

48 サンデュランゴ 牝4栗 55 松岡 正海 �加藤ステーブル 蛯名 利弘 新ひだか 三石川上牧場 474＋ 2 〃 同着 31．6�
612 ホウオウジャッジ 牡3鹿 55 C．ルメール 小笹 芳央氏 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 41：18．81 3．5�
23 ヴィーグリーズ 牡4鹿 57 大野 拓弥�服部牧場 清水 英克 新ひだか 服部 健太郎 472＋ 2 〃 アタマ 63．6�
59 � メジャーロール 牡4鹿 57 的場 勇人谷口 祐人氏 的場 均 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442± 01：19．01� 132．9	
47 ガ チ コ 牝4鹿 55

54 ☆木幡 巧也�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 468＋ 2 〃 アタマ 17．1

816 ナムラファラー 牡3黒鹿55 北村 宏司奈村 信重氏 谷原 義明 様似 林 時春 468＋ 21：19．31� 16．8�
713 シャイニングボルト 牡4黒鹿57 丸田 恭介�ラ・メール 勢司 和浩 浦河 辻 牧場 476－14 〃 ハナ 147．4�
11 � タキオンレイ 牝4栗 55

52 ▲木幡 育也小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 472－16 〃 ハナ 111．1
815 ブランオラージュ 牡4芦 57 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 田村 康仁 新ひだか 増本牧場 436± 0 〃 ハナ 49．1�
714� フレンチイデアル 牡5鹿 57 川田 将雅杉山 忠国氏 伊藤 大士 新ひだか 明治牧場 B498－ 2 〃 クビ 4．9�
36 ロードコメット 	4栗 57

55 △菊沢 一樹 �ロードホースクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか 伊藤 敏明 516± 01：19．72
 18．7�
24 コスモビスティー 牡3鹿 55 柴田 大知岡田 繁幸氏 松山 将樹 浦河 伏木田牧場 472± 01：19．8� 8．3�
510 ファインダッシュ 牡6黒鹿57 田中 勝春井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 B520± 0 〃 ハナ 23．9�
611� ア ポ ス ト ル 牡3芦 55 西田雄一郎吉田 和美氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 504＋ 61：20．43
 59．6�
35 � タニセンジュピター 牡4鹿 57

54 ▲山田 敬士染谷 幸雄氏 加藤 和宏 浦河 梅田牧場 458＋ 41：20．71� 270．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，834，900円 複勝： 57，761，600円 枠連： 23，552，100円
馬連： 103，457，000円 馬単： 46，062，500円 ワイド： 68，277，300円
3連複： 149，355，900円 3連単： 178，615，200円 計： 665，916，500円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

190円
1，210円 複 勝 �

�
140円
470円 � 160円 枠 連（1－4） 1，300円

馬 連 �� 4，010円 馬 単 ��
��

3，460円
6，180円

ワ イ ド �� 1，170円 ��
��

290円
1，890円

3 連 複 ��� 4，580円 3 連 単 ���
���

16，410円
28，890円

票 数

単勝票数 計 388349 的中 � 100792（1番人気）� 9813（9番人気）
複勝票数 計 577616 的中 � 138701（1番人気）� 21460（9番人気）� 99574（2番人気）
枠連票数 計 235521 的中 （1－4） 13934（5番人気）
馬連票数 計1034570 的中 �� 19963（13番人気）
馬単票数 計 460625 的中 �� 5012（23番人気）�� 2777（39番人気）
ワイド票数 計 682773 的中 �� 13886（12番人気）�� 69453（1番人気）�� 8416（23番人気）
3連複票数 計1493559 的中 ��� 24421（13番人気）
3連単票数 計1786152 的中 ��� 3948（89番人気）��� 2239（175番人気）

ハロンタイム 7．2―11．2―11．5―12．0―11．9―12．0―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．2―18．4―29．9―41．9―53．8―1：05．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイガーヴォーグ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．7．4 福島2着

2013．3．7生 牡5鹿 母 メイマドンナ 母母 ローズサッシュ 29戦2勝 賞金 45，600，000円
サンデュランゴ �

�
父 バトルプラン �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2016．10．10 東京12着

2014．5．17生 牝4栗 母 イケイケサンドリン 母母 サンドリーン 25戦2勝 賞金 29，350，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 ロードコメット号の騎手菊沢一樹は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000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 シルバーストーン号



2702110月7日 晴 良 （30東京4）第2日 第9競走 ��
��1，600�

た か の す や ま

鷹 巣 山 特 別
発走14時35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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

55 レッドヴェイロン 牡3鹿 55 C．ルメール �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 480－ 21：33．4 1．4�
66 モ ア ナ 牝4青鹿55 川田 将雅吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 496＋ 41：33．5� 4．2�
33 ハナレイムーン 牝4鹿 55 J．モレイラ金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 430－10 〃 クビ 4．6�
（伯刺）

44 アイスフィヨルド 牡3芦 55 戸崎 圭太佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 浦河小林牧場 448＋121：33．6	 21．9�
89 ペルソナリテ 牝5鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 436＋ 21：34．02� 76．1�
88 ディアジラソル 牝3鹿 53 内田 博幸ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 土田農場 440＋181：34．63� 47．8	
77 
 レッドアフレイム 牡6鹿 57 大野 拓弥 �東京ホースレーシング 久保田貴士 浦河 有限会社

吉田ファーム 440－ 41：34．81� 148．5

11 ベストリゾート 牡4鹿 57 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 484＋ 2 〃 クビ 46．7�
22 ルーレットクイーン 牝5栗 55 藤田菜七子�KTレーシング 武井 亮 浦河 昭和牧場 434－141：35．43� 89．4�

（9頭）

売 得 金
単勝： 68，539，700円 複勝： 179，910，200円 枠連： 16，699，500円
馬連： 97，284，400円 馬単： 71，727，900円 ワイド： 57，300，500円
3連複： 127，171，300円 3連単： 373，925，300円 計： 992，558，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 100円 � 110円 枠 連（5－6） 280円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 380円

ワ イ ド �� 130円 �� 130円 �� 230円

3 連 複 ��� 270円 3 連 単 ��� 770円

票 数

単勝票数 計 685397 的中 � 374999（1番人気）
複勝票数 計1799102 的中 � 1426144（1番人気）� 129629（2番人気）� 113332（3番人気）
枠連票数 計 166995 的中 （5－6） 45142（2番人気）
馬連票数 計 972844 的中 �� 268917（1番人気）
馬単票数 計 717279 的中 �� 140999（1番人気）
ワイド票数 計 573005 的中 �� 125053（1番人気）�� 119955（2番人気）�� 46003（4番人気）
3連複票数 計1271713 的中 ��� 351167（1番人気）
3連単票数 計3739253 的中 ��� 349497（1番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．0―11．7―11．8―11．1―11．0―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．4―36．4―48．1―59．9―1：11．0―1：22．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドヴェイロン 
�
父 キングカメハメハ 

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2017．10．28 京都2着

2015．4．21生 牡3鹿 母 エリモピクシー 母母 エリモシユーテング 9戦3勝 賞金 71，158，000円
※レッドアフレイム号は，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。

2702210月7日 晴 良 （30東京4）第2日 第10競走 ��
��1，400�テ レ ビ 静 岡 賞

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

テレビ静岡賞（1着）
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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

612 イーグルフェザー 牡5鹿 57 戸崎 圭太 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 490－ 21：24．0 17．0�
714� シ ヴ ァ ー ジ 牡3栗 55 川田 将雅 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 米 Hinkle Farms B494－ 21：24．1	 1．9�
48 スピーディクール 牡4栗 57 横山 典弘ライオンレースホース� 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 490－ 41：24．2クビ 10．9�
24 
 ターゲリート 牡5黒鹿57 福永 祐一�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－ 21：24．52 26．3�
47 アンティノウス 牡4黒鹿57 C．ルメール �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 534＋ 61：24．6	 6．7	
713 モアニケアラ 牝6芦 55 池添 謙一名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 472＋ 61：24．81 84．7

23 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 482＋16 〃 クビ 175．6�
12 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 532＋ 81：25．01� 4．6�

（伯刺）

11 ブラインドサイド �9鹿 57 吉田 隼人諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B492－10 〃 ハナ 119．8
510 トウケイワラウカド 牡5鹿 57 三浦 皇成木村 信彦氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 486－ 41：25．1 34．1�
36 ワイドリーザワン 牡6黒鹿57 北村 宏司坂本 浩一氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 41：25．2クビ 109．0�
35 ナイトフォックス 牡6鹿 57 藤岡 佑介石瀬 浩三氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 21：25．3	 272．1�
815 クワドループル 牡6黒鹿57 田中 勝春ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486－ 81：25．4クビ 392．3�
59 アデレードヒル 牝5鹿 55 石橋 脩吉田 和美氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 492＋ 21：25．61� 162．3�
816 ツクバクロオー 牡3青鹿55 丸山 元気荻原 昭二氏 根本 康広 新ひだか 田上 徹 456＋ 6 〃 クビ 11．2�
611 メリートーン 牝5鹿 55 柴山 雄一水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 476＋121：26．23	 127．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 84，750，300円 複勝： 141，203，700円 枠連： 44，046，100円
馬連： 210，621，300円 馬単： 93，000，400円 ワイド： 121，025，100円
3連複： 298，299，100円 3連単： 435，612，500円 計： 1，428，558，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，700円 複 勝 � 290円 � 110円 � 200円 枠 連（6－7） 1，430円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 5，300円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，220円 �� 440円

3 連 複 ��� 3，390円 3 連 単 ��� 36，210円

票 数

単勝票数 計 847503 的中 � 39776（6番人気）
複勝票数 計1412037 的中 � 70084（6番人気）� 662298（1番人気）� 115840（4番人気）
枠連票数 計 440461 的中 （6－7） 23839（5番人気）
馬連票数 計2106213 的中 �� 107861（6番人気）
馬単票数 計 930004 的中 �� 13142（17番人気）
ワイド票数 計1210251 的中 �� 50376（6番人気）�� 23883（14番人気）�� 74629（3番人気）
3連複票数 計2982991 的中 ��� 65940（10番人気）
3連単票数 計4356125 的中 ��� 8720（100番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．7―12．1―12．3―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．3―47．4―59．7―1：11．5

コーナー
通過順位

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

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5鹿 母 アーリーアメリカン 母母 アメリカンマンボ 22戦5勝 賞金 99，255，000円
〔騎手変更〕 ワイドリーザワン号の騎手横山和生は，負傷のため北村宏司に変更。
※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。

１レース目 ３レース目



2702310月7日 晴 良 （30東京4）第2日 第11競走 ��
��1，800�第69回毎 日 王 冠（ＧⅡ）

発走15時45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54�4歳以上56�，牝馬
2�減，29．10．7以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，29．10．6以前のGⅠ競走（牝馬限定
競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

毎日新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 67，000，000円 27，000，000円 17，000，000円 10，000，000円 6，700，000円
付 加 賞 910，000円 260，000円 130，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

69 アエロリット 牝4芦 55 J．モレイラ �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 508＋ 61：44．5 2．3�
（伯刺）

45 ステルヴィオ 牡3鹿 55 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 468＋ 61：44．71� 5．3�
11 キ セ キ 牡4黒鹿58 川田 将雅石川 達絵氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 504＋10 〃 クビ 15．8�
33 ステファノス 牡7鹿 56 福永 祐一 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 482－ 4 〃 ハナ 38．4�
22 ケイアイノーテック 牡3鹿 56 藤岡 佑介亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 466＋101：44．91 7．5�
44 サトノアーサー 牡4青鹿56 戸崎 圭太 	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 484＋ 41：45．11� 4．7

57 ダイワキャグニー 牡4黒鹿56 横山 典弘大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 494－ 61：45．2クビ 8．5�
710 スズカデヴィアス 牡7黒鹿56 三浦 皇成永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 506－ 6 〃 アタマ 98．2�
711 サウンズオブアース 牡7黒鹿56 田辺 裕信吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 492－ 41：45．41� 53．3
56 サンマルティン 	6栗 56 池添 謙一 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 498－ 41：45．93 32．1�
68 アクションスター 牡8栗 56 大野 拓弥福井 明氏 和田 勇介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 21：46．64 467．0�
812 カ ツ ジ 牡3鹿 55 松山 弘平 	カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 新ひだか 岡田スタツド 482－ 21：46．81� 42．0�
813 レ ア リ ス タ 牡6栗 56 石橋 脩 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 476－ 41：47．86 254．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 357，717，700円 複勝： 385，211，300円 枠連： 155，545，900円 馬連： 1，028，037，500円 馬単： 458，119，200円
ワイド： 499，606，400円 3連複： 1，524，115，300円 3連単： 2，827，107，400円 5重勝： 559，041，300円 計： 7，794，502，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 180円 � 360円 枠 連（4－6） 290円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 310円 �� 780円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 3，250円 3 連 単 ��� 10，170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����� 1，397，600円

票 数

単勝票数 計3577177 的中 � 1210149（1番人気）
複勝票数 計3852113 的中 � 1071841（1番人気）� 517030（3番人気）� 196250（6番人気）
枠連票数 計1555459 的中 （4－6） 404916（1番人気）
馬連票数 計10280375 的中 �� 1175236（2番人気）
馬単票数 計4581192 的中 �� 322970（2番人気）
ワイド票数 計4996064 的中 �� 465631（2番人気）�� 156532（10番人気）�� 92000（16番人気）
3連複票数 計15241153 的中 ��� 351314（10番人気）
3連単票数 計28271074 的中 ��� 201519（26番人気）
5重勝票数 計5590413 的中 ����� 280

ハロンタイム 12．8―11．0―11．5―12．0―11．7―11．7―10．9―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―35．3―47．3―59．0―1：10．7―1：21．6―1：32．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．5―3F33．8

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

勝馬の
紹 介

アエロリット �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2016．6．19 東京1着

2014．5．17生 牝4芦 母 アステリックス 母母 アイルドフランス 12戦4勝 賞金 338，020，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりアエロリット号は，天皇賞（秋）（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。

2702410月7日 晴 良 （30東京4）第2日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走16時25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
1：21．5
1：20．3

重
不良

24 � ウォリアーズクロス 牡5鹿 57 池添 謙一 �シルクレーシング 国枝 栄 米
B & B Blood-
stock, Inc &
Marty Hughes

B546－ 21：24．3 26．3�
35 ハルクンノテソーロ 牡4黒鹿57 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新冠 長浜牧場 478＋ 41：24．4	 11．5�
815 エレクトロポップ 牡5青鹿57 C．ルメール �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 496－ 41：24．61	 3．7�
611 アディラート 牡4黒鹿57 J．モレイラ安原 浩司氏 須貝 尚介 新ひだか タガミファーム 492＋ 61：25．13 2．4�

（伯刺）

510 ララパルーザ 牡5鹿 57 内田 博幸 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 浦河 大柳ファーム 526＋10 〃 アタマ 136．7	

816 ワンパーセント 牡5栗 57 藤岡 佑介島川 
哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ
スティファーム 470＋ 2 〃 アタマ 33．1�

59 サムシングフレア 牝5鹿 55
52 ▲木幡 育也阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 対馬 正 488± 01：25．2クビ 164．7�

47 アフターバーナー 
4鹿 57 田辺 裕信ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B518＋ 81：25．3� 9．2

12 ブ ル ー ミ ン 牝4黒鹿 55
53 △藤田菜七子佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 464＋ 21：25．4クビ 9．8�

23 スレッジハンマー 牡6鹿 57
55 △横山 武史 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小島 茂之 日高 豊洋牧場 480－ 61：25．5	 310．8�
48 シーリーヴェール 牡7青鹿57 石川裕紀人 �社台レースホース杉山 晴紀 安平 追分ファーム B474－ 8 〃 クビ 170．1�
713 ハ シ カ ミ 牡5青鹿 57

54 ▲山田 敬士中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 480＋ 4 〃 ハナ 89．1�
11 フクノグリュック 牡6鹿 57 大野 拓弥福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社

ケイズ B504± 01：25．6クビ 74．0�
36 スマートダイバー 牡7栗 57 丹内 祐次大川 徹氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム 494＋ 21：26．45 233．1�
714 リパーカッション 牡4鹿 57 石橋 脩石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 杵臼牧場 B528± 0 〃 ハナ 6．9�
612 カ ネ ノ イ ロ 牡5鹿 57 丸山 元気江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 472－ 41：28．1大差 60．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 99，484，900円 複勝： 120，139，800円 枠連： 48，771，400円
馬連： 230，733，400円 馬単： 102，094，300円 ワイド： 141，477，500円
3連複： 336，360，900円 3連単： 494，494，700円 計： 1，573，556，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，630円 複 勝 � 380円 � 260円 � 160円 枠 連（2－3） 8，810円

馬 連 �� 12，280円 馬 単 �� 29，140円

ワ イ ド �� 2，470円 �� 1，260円 �� 750円

3 連 複 ��� 12，790円 3 連 単 ��� 125，390円

票 数

単勝票数 計 994849 的中 � 30252（7番人気）
複勝票数 計1201398 的中 � 66767（7番人気）� 113941（4番人気）� 246395（2番人気）
枠連票数 計 487714 的中 （2－3） 4287（24番人気）
馬連票数 計2307334 的中 �� 14560（29番人気）
馬単票数 計1020943 的中 �� 2627（63番人気）
ワイド票数 計1414775 的中 �� 14239（24番人気）�� 28857（13番人気）�� 50693（8番人気）
3連複票数 計3363609 的中 ��� 19709（38番人気）
3連単票数 計4944947 的中 ��� 2859（321番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．0―35．4―47．7―59．8―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ウォリアーズクロス �
�
父 Warrior’s Reward �

�
母父 Bluegrass Cat デビュー 2015．10．25 東京3着

2013．3．11生 牡5鹿 母 Dattts Cool 母母 Culinary 12戦4勝 賞金 40，400，000円
〔制裁〕 ララパルーザ号の騎手内田博幸は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 クライシス号・セネッティ号・ディアドナテロ号・ブルームーン号
※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。

５レース目



（30東京4）第2日 10月7日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 171頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

309，070，000円
22，090，000円
2，150，000円
37，010，000円
3，000，000円
68，550，000円
4，667，000円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
963，101，000円
1，381，205，500円
414，170，500円
2，213，658，600円
1，065，048，500円
1，271，129，000円
3，197，268，700円
5，418，183，500円
559，041，300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 16，482，806，600円

総入場人員 50，202名 （有料入場人員 47，177名）
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