
2703710月13日 曇 良 （30東京4）第4日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時15分（番組第2競走を順序変更） （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

89 サンディレクション 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 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 440＋ 21：36．2 11．6�

55 ブルーアガヴェ 牡2黒鹿55 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 奥村 武 新冠 パカパカ
ファーム 436＋ 21：36．3� 7．3�

66 チャーチスクエア 牝2鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 464－ 21：36．4クビ 1．1�
22 キ ン ジ ト ー 牡2栗 55 内田 博幸山口 裕介氏 黒岩 陽一 浦河 谷川牧場 508＋ 8 〃 ハナ 13．1�
77 コスモアイトーン 牡2黒鹿55 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 452＋ 21：37．03� 23．0	
44 シゲルネコライト 牝2栗 54 幸 英明森中 蕃氏 石栗 龍彦 新冠 大林ファーム 400± 01：37．1� 295．2

33 ヤギリオーディン 牡2黒鹿55 田辺 裕信内田ヤエ子氏 小西 一男 新冠 有限会社 大

作ステーブル 500＋ 2 〃 アタマ 31．0�
88 コスモアドム 牡2栗 55 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 480± 01：37．63 140．3�
11 カ ナ デ ル ハ 牝2鹿 54 酒井 学 �アフロin El Paso 小桧山 悟 浦河 �川 啓一 470± 0 〃 クビ 484．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 58，511，700円 複勝： 139，376，200円 枠連： 7，673，500円
馬連： 42，194，200円 馬単： 37，510，500円 ワイド： 35，003，200円
3連複： 55，470，200円 3連単： 148，403，000円 計： 524，142，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 130円 � 120円 � 100円 枠 連（5－8） 2，120円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 4，920円

ワ イ ド �� 370円 �� 160円 �� 140円

3 連 複 ��� 430円 3 連 単 ��� 9，340円

票 数

単勝票数 計 585117 的中 � 42310（3番人気）
複勝票数 計1393762 的中 � 59939（4番人気）� 79165（2番人気）� 1120259（1番人気）
枠連票数 計 76735 的中 （5－8） 2804（7番人気）
馬連票数 計 421942 的中 �� 14950（7番人気）
馬単票数 計 375105 的中 �� 5710（13番人気）
ワイド票数 計 350032 的中 �� 17487（7番人気）�� 61208（2番人気）�� 72426（1番人気）
3連複票数 計 554702 的中 ��� 94988（1番人気）
3連単票数 計1484030 的中 ��� 11514（30番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．2―12．9―12．5―11．2―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．1―36．3―49．2―1：01．7―1：12．9―1：24．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．5
3 9－5，8（2，6）（1，4）－3，7 4 9－5，8（2，6）4（1，7）3

勝馬の
紹 介

サンディレクション �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2018．9．22 中山3着

2016．5．1生 牡2鹿 母 ヴンダーゾンネ 母母 キョウエイタイヨウ 2戦1勝 賞金 6，800，000円

2703810月13日 曇 良 （30東京4）第4日 第2競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走10時45分（番組第1競走を順序変更） （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

23 ハクナマタタ 牡2鹿 55 C．ルメール�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 484＋ 61：26．9 2．4�
611� リトルモンスター 牝2鹿 54 横山 典弘吉田 千津氏 武井 亮 米

Off The Hook Part-
ners LLC & Farm III
Enterprises LLC

462－ 6 〃 クビ 10．3�
714 ファムファタル 牝2鹿 54 岩田 康誠�Shadow 栗田 徹 浦河 絵笛牧場 476－ 41：27．0� 3．2�
11 バンブトンハート 牝2青鹿54 田中 勝春樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 502＋121：27．42	 42．1�
47 ハーベストゴールド 牡2栗 55 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 加藤 和宏 日高 坂東ファーム 422－101：27．5	 7．0	
713 ス ズ ノ ウ メ 牝2鹿 54 三浦 皇成小紫惠美子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 464－ 61：28．03 13．6

12 ワイルドトレイダー 牡2栗 55 酒井 学吉岡 泰治氏 松山 将樹 森 笹川大晃牧場 490＋ 21：28．1クビ 188．8�
59 ベリッシモファルコ 牝2栗 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 真歌田中牧場 B452± 01：28．52	 165．1�
510 メガディスカバリー 牡2鹿 55

54 ☆武藤 雅有馬 博文氏 水野 貴広 新冠 新冠橋本牧場 458－ 21：28．92	 149．2
36 センノマラカス 牡2芦 55 岩部 純二浅野 正敏氏 南田美知雄 新ひだか 神垣 道弘 446－ 61：29．53	 360．6�
35 パーティーアニマル 牡2鹿 55 宮崎 北斗田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 浦河 近藤牧場 434± 0 〃 ハナ 179．4�
816 サイタビーナス 牝2鹿 54 北村 宏司サイタグローバル 杉浦 宏昭 新ひだか 嶋田牧場 472－ 41：29．92	 51．9�
612 マイネルシウン 牡2鹿 55 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 赤石 久夫 B456＋ 81：30．0� 235．1�
24 ホシフルドヒョウ 牡2黒鹿55 江田 照男芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 藤原牧場 494＋ 41：30．74 39．7�
815 セ イ ガ イ ハ 牡2栗 55 荻野 琢真�ミルファーム 小野 次郎 新ひだか カタオカフアーム 444± 01：31．33	 189．3�
48 リンガスハット 牝2栗 54 田辺 裕信伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 438－ 21：31．72	 16．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，310，000円 複勝： 35，376，400円 枠連： 13，232，800円
馬連： 50，447，200円 馬単： 25，672，000円 ワイド： 34，128，300円
3連複： 70，149，500円 3連単： 92，256，400円 計： 347，572，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 200円 � 130円 枠 連（2－6） 1，230円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 1，910円

ワ イ ド �� 480円 �� 210円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 6，420円

票 数

単勝票数 計 263100 的中 � 89600（1番人気）
複勝票数 計 353764 的中 � 87485（1番人気）� 32905（4番人気）� 79828（2番人気）
枠連票数 計 132328 的中 （2－6） 8311（4番人気）
馬連票数 計 504472 的中 �� 28507（4番人気）
馬単票数 計 256720 的中 �� 10080（5番人気）
ワイド票数 計 341283 的中 �� 16832（5番人気）�� 48802（1番人気）�� 12914（8番人気）
3連複票数 計 701495 的中 ��� 37291（3番人気）
3連単票数 計 922564 的中 ��� 10413（13番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．0―12．6―12．4―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．2―36．2―48．8―1：01．2―1：13．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハクナマタタ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2018．8．25 札幌2着

2016．4．21生 牡2鹿 母 フェスティバル 母母 ノースケープ 3戦1勝 賞金 8，300，000円
〔制裁〕 センノマラカス号の調教師南田美知雄は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
※出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 グラスミルキー号

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４日



2703910月13日 曇 良 （30東京4）第4日 第3競走 ��1，800�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
1：45．9
1：45．6

良
良

44 アドマイヤスコール 牡2鹿 55 M．デムーロ近藤 利一氏 加藤 征弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 474－ 21：49．7 3．8�
66 ソルドラード 牡2鹿 55 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 486－14 〃 ハナ 1．3�
11 アナザークイーン 牝2黒鹿54 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム 444－ 41：50．33� 8．9�
33 マックスアン 牡2栗 55 田辺 裕信 TURFレーシング 大和田 成 新冠 村上 欽哉 456－ 21：50．83 26．1�
88 サトノプロミネント 牡2鹿 55 横山 典弘 �サトミホースカンパニー 的場 均 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－ 41：51．01� 21．0	
22 ビッグブルー 牡2鹿 55 江田 照男�レッドマジック金成 貴史 日高 下河辺牧場 490－ 2 〃 クビ 274．2

55 ア ポ ロ ン 牡2黒鹿55 三浦 皇成エンジェルレーシング� 田村 康仁 日高 中川 浩典 496－ 41：51．1� 91．4�
77 ルトンセラン 牝2栗 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 410＋ 41：52．05 168．1�
（8頭）

売 得 金
単勝： 37，586，600円 複勝： 94，752，300円 枠連： 発売なし
馬連： 46，289，500円 馬単： 33，442，700円 ワイド： 27，391，800円
3連複： 46，985，000円 3連単： 139，880，300円 計： 426，328，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 100円 � 100円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 160円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 110円 �� 210円 �� 170円

3 連 複 ��� 220円 3 連 単 ��� 1，470円

票 数

単勝票数 計 375866 的中 � 81830（2番人気）
複勝票数 計 947523 的中 � 149594（2番人気）� 663099（1番人気）� 46472（3番人気）
馬連票数 計 462895 的中 �� 214700（1番人気）
馬単票数 計 334427 的中 �� 45991（2番人気）
ワイド票数 計 273918 的中 �� 91789（1番人気）�� 23260（4番人気）�� 33322（2番人気）
3連複票数 計 469850 的中 ��� 157991（1番人気）
3連単票数 計1398803 的中 ��� 68550（5番人気）

ハロンタイム 13．3―11．8―12．2―12．8―12．9―12．9―11．5―11．0―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．1―37．3―50．1―1：03．0―1：15．9―1：27．4―1：38．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F33．8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤスコール 
�
父 ディープブリランテ 

�
母父 Caerleon デビュー 2018．7．28 札幌3着

2016．2．5生 牡2鹿 母 ピンクプルメリア 母母 ティグレスダムール 2戦1勝 賞金 6，800，000円

2704010月13日 曇 良 （30東京4）第4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� スマートグランダム 牝2栗 54 M．デムーロ大川 徹氏 加藤 征弘 加 Josham Farms
Limited 512 ―1：27．4 2．6�

815 トーセンテキーラ 牡2鹿 55 幸 英明島川 �哉氏 本間 忍 日高 日西牧場 524 ―1：27．72 4．8�
11 グランソヴァール 牡2芦 55 戸崎 圭太広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 492 ―1：27．8� 8．9�
612 アイアムハヤスギル 牡2黒鹿55 黛 弘人堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 474 ―1：28．01 10．8�
510 ラストクローザー 牡2栗 55 柴田 善臣加藤 義久氏 黒岩 陽一 新ひだか カタオカフアーム 488 ―1：28．1	 14．4	
24 シゲルスピネル 牝2栗 54 江田 照男森中 蕃氏 和田 勇介 新ひだか グローリーファーム 444 ― 〃 ハナ 82．7

23 マイネルファイヤー 牡2青鹿55 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新ひだか 岡田 猛 468 ―1：28．63 12．9�
12 トモジャバロンド 牡2黒鹿55 福永 祐一吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 静内フジカワ牧場 476 ―1：29．45 6．4�
59 マンジェリーナ 牝2栗 54

53 ☆武藤 雅布武起会 水野 貴広 新冠 岩見牧場 464 ―1：29．72 59．8
35 ログインボーナス 牝2黒鹿54 松岡 正海�明栄商事 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 454 ― 〃 クビ 66．9�
48 ディーエスマグナム 牡2栗 55 酒井 学秋谷 壽之氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 474 ―1：30．01	 73．3�
36 ディグヘヴン 牝2黒鹿54 北村 宏司天堀 忠博氏 松永 康利 新ひだか 稲葉牧場 470 ―1：30．21� 92．1�
611 キョウエイノーヴァ 牡2黒鹿55 蛯名 正義田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 沖田 忠幸 496 ―1：30．52 149．8�
816 カネショウベリー 牝2芦 54 岩部 純二清水 正裕氏 萱野 浩二 日高 サンシャイン

牧場 422 ―1：30．71
 118．5�
47 モ ク ソ ン 牡2黒鹿55 西村 太一木村 廣太氏 尾形 和幸 新ひだか 土居牧場 514 ―1：31．23 191．5�
714 ウ ズ シ オ 牡2栗 55 大野 拓弥�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 520 ―1：31．4	 63．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，745，400円 複勝： 35，461，200円 枠連： 16，304，500円
馬連： 48，031，600円 馬単： 22，976，700円 ワイド： 33，507，100円
3連複： 64，437，600円 3連単： 76，294，200円 計： 324，758，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 140円 � 200円 枠 連（7－8） 660円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 340円 �� 420円 �� 720円

3 連 複 ��� 1，750円 3 連 単 ��� 5，220円

票 数

単勝票数 計 277454 的中 � 86201（1番人気）
複勝票数 計 354612 的中 � 89029（1番人気）� 65226（2番人気）� 34540（4番人気）
枠連票数 計 163045 的中 （7－8） 19121（2番人気）
馬連票数 計 480316 的中 �� 51221（1番人気）
馬単票数 計 229767 的中 �� 14184（1番人気）
ワイド票数 計 335071 的中 �� 26269（1番人気）�� 20846（3番人気）�� 11102（8番人気）
3連複票数 計 644376 的中 ��� 27598（2番人気）
3連単票数 計 762942 的中 ��� 10582（2番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．2―13．2―13．2―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―36．2―49．4―1：02．6―1：14．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．2―3F38．0
3 16，12（1，13）15，2（3，7）4（9，10）－（5，6）14（8，11） 4 16，12（1，13）（2，15）（3，7）10，4，9－（5，6）8，14，11

勝馬の
紹 介

�スマートグランダム �
�
父 Tale of the Cat �

�
母父 Flatter 初出走

2016．3．14生 牝2栗 母 Champagne Eyes 母母 Corking 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ディーエスマグナム号は，枠入り不良。
〔調教再審査〕 ディーエスマグナム号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の15頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）15頭 カトレアテソーロ号・グランデエス号・クリスタルアワード号・ゲットイージー号・コスモロビンソン号・

シダクティブノンコ号・ビッグスコール号・マダムハート号・ミツカネラクリス号・メイクアノイズ号・
ユニキャラ号・リゼブルー号・ロサデラルス号・ロジカルガール号・ロダルキラー号



2704110月13日 曇 良 （30東京4）第4日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時35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

510 パッシングスルー 牝2鹿 54 池添 謙一 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 460 ―1：35．8 4．4�
36 ワイドファラオ 牡2栗 55 福永 祐一幅田 昌伸氏 中竹 和也 新ひだか フジワラフアーム 496 ― 〃 クビ 11．9�
23 メ ッ シ ー ナ 牝2鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 470 ―1：36．12 1．7�
59 ヘイワノツカイ 牡2栗 55 石川裕紀人星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 460 ―1：36．41� 28．9�
817 ブラックミーティア 牡2黒鹿55 田中 勝春高橋 文男氏 宗像 義忠 浦河 栄進牧場 438 ―1：37．25 30．0�
714 デュオビギン 牝2栗 54 岩田 康誠小國 和紀氏 牧 光二 新冠 上井農場 422 ―1：37．3� 393．3	
612 ビービーパトリック 牡2黒鹿 55

54 ☆武藤 雅�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 516 ―1：37．4� 293．2

713 セイクリッドキング 牡2鹿 55 M．デムーロ K.S．ヤップ氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 530 ― 〃 クビ 7．6�
611 モリノカワセミ 牝2鹿 54 江田 照男森 和久氏 大江原 哲 日高 森永牧場 460 ―1：37．5クビ 327．5�
47 ディオミーオ 牝2鹿 54 三浦 皇成 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 462 ―1：37．6� 138．4�
816 ブラジリアンビキニ 牝2栗 54 内田 博幸 Him Rock Racing

ホールディングス 高橋 裕 日高 北田 剛 454 ― 〃 クビ 138．2�
11 サクラクリスタル 牝2青鹿54 横山 典弘さくらコマース勢司 和浩 新ひだか 谷岡スタット 452 ―1：37．7クビ 109．1�
35 ビップサタン 牡2鹿 55 戸崎 圭太鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 456 ―1：37．8� 25．6�
24 バ ス タ キ ヤ 牡2鹿 55 北村 宏司ゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494 ― 〃 クビ 64．9�
715 ロマンチョウサン 牝2栗 54 松岡 正海チョウサン 松永 康利 平取 坂東牧場 440 ―1：38．75 104．1�
48 トシノファイン 牡2黒鹿55 幸 英明中澤 利文氏 本間 忍 新ひだか 大滝 康晴 432 ―1：38．8クビ 337．2�
12 イチゴチャン 牝2栗 54 黛 弘人大冨 智弘氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 424 ―1：39．43� 193．9�
818 テイエムマバタキ 牝2栗 54 柴田 善臣竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム

牧場株式会社 462 ―1：40．35 352．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 39，201，000円 複勝： 52，879，000円 枠連： 17，219，700円
馬連： 53，601，500円 馬単： 32，389，700円 ワイド： 37，635，300円
3連複： 72，316，500円 3連単： 102，539，000円 計： 407，781，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 120円 � 170円 � 110円 枠 連（3－5） 950円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 4，080円

ワ イ ド �� 450円 �� 180円 �� 250円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 9，150円

票 数

単勝票数 計 392010 的中 � 72955（2番人気）
複勝票数 計 528790 的中 � 79493（2番人気）� 38707（4番人気）� 270499（1番人気）
枠連票数 計 172197 的中 （3－5） 13918（4番人気）
馬連票数 計 536015 的中 �� 19445（8番人気）
馬単票数 計 323897 的中 �� 5947（12番人気）
ワイド票数 計 376353 的中 �� 17915（5番人気）�� 62966（1番人気）�� 37060（2番人気）
3連複票数 計 723165 的中 ��� 61892（2番人気）
3連単票数 計1025390 的中 ��� 8124（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．3―36．3―48．8―1：01．7―1：13．4―1：24．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パッシングスルー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2016．3．21生 牝2鹿 母 マイティースルー 母母 スルーオール 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 トランスナショナル号

2704210月13日 曇 良 （30東京4）第4日 第6競走 ��
��1，600�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
1：33．8
1：33．3

重
良

22 � スウィングビート 牡3鹿 55 C．ルメール �社台レースホース加藤 征弘 米 Shadai Farm 484± 01：38．5 1．3�
77 	 チェリートリトン 牡4芦 57 田辺 裕信櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 498± 01：38．81
 6．9�
89 ゲームチェンジャー 牡3栗 55

54 ☆武藤 雅�明栄商事 小西 一男 新冠 樋渡 志尚 504＋ 21：39．01� 39．8�
88 	 ア オ テ ン 牡5鹿 57 石川裕紀人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 508± 01：39．42� 17．7�
11 キングズミッション 牡5栗 57 大野 拓弥吉田 千津氏 高木 登 千歳 社台ファーム 470＋ 2 〃 クビ 26．3	
33 	 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 526＋161：39．5クビ 21．1

55 ロードソリスト 牡4鹿 57 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 和田 勇介 新ひだか ケイアイファーム 448± 0 〃 クビ 69．0�
44 マイネルレンカ 牡4黒鹿57 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 460＋ 21：39．7
 6．5�
66 ディライトラッシュ 牡4鹿 57 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 浦河 小倉牧場 B500± 01：40．33� 17．9
（9頭）

売 得 金
単勝： 33，118，900円 複勝： 104，907，200円 枠連： 9，852，100円
馬連： 48，570，100円 馬単： 32，947，200円 ワイド： 33，523，200円
3連複： 62，166，700円 3連単： 129，786，200円 計： 454，871，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 160円 � 460円 枠 連（2－7） 370円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 200円 �� 770円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 3，390円 3 連 単 ��� 6，610円

票 数

単勝票数 計 331189 的中 � 190160（1番人気）
複勝票数 計1049072 的中 � 829072（1番人気）� 51139（3番人気）� 10813（8番人気）
枠連票数 計 98521 的中 （2－7） 20489（1番人気）
馬連票数 計 485701 的中 �� 91335（2番人気）
馬単票数 計 329472 的中 �� 49212（2番人気）
ワイド票数 計 335232 的中 �� 54435（1番人気）�� 9905（9番人気）�� 5010（18番人気）
3連複票数 計 621667 的中 ��� 13747（12番人気）
3連単票数 計1297862 的中 ��� 14230（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．3―25．1―37．3―49．5―1：01．9―1：13．9―1：25．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．6
3 ・（7，4）（1，2，6，8）3（5，9） 4 ・（7，4）（1，2，6，8）（5，3）9

勝馬の
紹 介

�スウィングビート �
�
父 Tapit �

�
母父 El Corredor デビュー 2017．11．11 東京1着

2015．4．22生 牡3鹿 母 Backseat Rhythm 母母 Kiss a Miss 6戦2勝 賞金 19，220，000円
〔制裁〕 ディライトラッシュ号の騎手黛弘人は，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：3番）



2704310月13日 曇 良 （30東京4）第4日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時35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
1：56．1
1：56．1

良
良

11 ジ ナ ン ボ ー 牡3黒鹿55 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 478＋222：00．2 3．9�
79 パルクデラモール 牝3鹿 53 戸崎 圭太�G1レーシング 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 42：00．51� 8．7�
810 フラットレー 	3青鹿55 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 480－ 42：00．71
 6．8�
44 タンタフエルサ 牡3鹿 55 北村 宏司�G1レーシング 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B442－102：00．8� 6．7�
811 トータルソッカー 牡4栗 57 三浦 皇成渡邊 隆氏 伊藤 正徳 新ひだか 真歌田中牧場 500＋ 82：00．9� 10．7	
22 コンフィデンス 牡4栗 57 田辺 裕信近藤 英子氏 奥村 武 浦河 日の出牧場 514± 0 〃 クビ 2．6

66 フラッシュスタイル 牡3黒鹿55 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 502＋102：01．53� 64．6�
78 トウショウビクター 牡5黒鹿57 大野 拓弥藤田 衛成氏 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 466－ 42：01．6� 210．6�
55 プ タ ハ 牡3鹿 55 岩田 康誠髙瀬 真尚氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B524－ 42：01．81
 20．5
33 サトノクロノス 牡4青鹿57 池添 謙一 �サトミホースカンパニー 田中 博康 日高 シンボリ牧場 B448－ 6 〃 クビ 52．2�
67 デ ナ リ 牡5黒鹿57 内田 博幸寺田千代乃氏 田村 康仁 新冠 高瀬牧場 B490－ 42：02．01
 31．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 36，856，500円 複勝： 49，758，200円 枠連： 12，430，100円
馬連： 72，999，500円 馬単： 34，946，700円 ワイド： 43，539，700円
3連複： 87，506，100円 3連単： 123，663，600円 計： 461，700，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 190円 � 240円 � 230円 枠 連（1－7） 2，150円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 3，290円

ワ イ ド �� 770円 �� 550円 �� 940円

3 連 複 ��� 4，390円 3 連 単 ��� 19，760円

票 数

単勝票数 計 368565 的中 � 75588（2番人気）
複勝票数 計 497582 的中 � 71748（2番人気）� 50619（5番人気）� 54681（4番人気）
枠連票数 計 124301 的中 （1－7） 4470（8番人気）
馬連票数 計 729995 的中 �� 25031（9番人気）
馬単票数 計 349467 的中 �� 7956（12番人気）
ワイド票数 計 435397 的中 �� 14346（7番人気）�� 20909（6番人気）�� 11508（15番人気）
3連複票数 計 875061 的中 ��� 14929（15番人気）
3連単票数 計1236636 的中 ��� 4536（72番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―12．1―12．3―12．4―12．6―12．3―11．1―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．8―36．9―49．2―1：01．6―1：14．2―1：26．5―1：37．6―1：48．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．0―3F33．7

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

勝馬の
紹 介

ジ ナ ン ボ ー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．6．11 東京1着

2015．3．8生 牡3黒鹿 母 ア パ パ ネ 母母 ソルティビッド 2戦2勝 賞金 14，500，000円
〔制裁〕 プタハ号の騎手岩田康誠は，2コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番・2番・6番）

2704410月13日 曇 良 （30東京4）第4日 第8競走 ��
��2，100�サラブレッド系3歳以上

発走14時05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
2：06．7
2：05．9

良
良

713 ニーマルサンデー 牡4青鹿57 大野 拓弥板橋 秋氏 田村 康仁 新ひだか 畠山牧場 472＋ 42：11．4 3．5�
59 タガノボンバー �3鹿 55 M．デムーロ八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 462－ 42：11．93 2．3�
510 ナンヨープルートー 牡4鹿 57 酒井 学中村 德也氏 松永 幹夫 新ひだか 桜井牧場 508＋ 4 〃 クビ 25．8�
11 	 リゾネーター �4鹿 57 岩田 康誠 �シルクレーシング 牧 光二 米 Hubert

Vester B540－ 22：12．11
 5．6�
36 クールエイジア 牡6鹿 57

56 ☆武藤 雅�山王飯店 鈴木 伸尋 浦河 成隆牧場 B460± 02：12．2クビ 132．0	
23 クレディブル 牡3芦 55 内田 博幸清水 二朗氏 萩原 清 新ひだか グランド牧場 496＋ 42：12．3� 53．2

35 サイドチェンジ 牡4黒鹿57 松岡 正海大塚 亮一氏 池上 昌和 新ひだか 平野牧場 B518－ 4 〃 クビ 17．6�
815 ポルトドレーヴ �5鹿 57 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B470＋ 82：12．83 54．9�
24 スペルマロン �4栗 57 幸 英明西森 鶴氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 506＋ 22：12．9� 33．6
48 オペラハット 牡7鹿 57 戸崎 圭太小菅 定雄氏 森 秀行 平取 高橋 啓 462± 0 〃 クビ 16．7�
612 サトノヴィクトリー 牡4鹿 57 福永 祐一里見 治紀氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 454－ 42：13．0� 41．6�
47 ダークネブラス 牡6青鹿57 池添 謙一 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 42：13．1クビ 76．3�
12 サ ラ セ ニ ア 牡5芦 57 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 478－ 22：13．52� 14．4�
714 アバオアクー 牡6鹿 57 三浦 皇成外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B512＋ 62：13．6クビ 66．9�
611 ハヤブサライデン 牡6鹿 57 江田 照男�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 488＋ 22：13．7� 212．6�
816 ボンナヴァン 牡5鹿 57 田中 勝春吉田 晴哉氏 武 幸四郎 安平 追分ファーム 524－182：14．44 209．5�
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売 得 金
単勝： 39，651，100円 複勝： 52，507，000円 枠連： 21，435，700円
馬連： 87，962，700円 馬単： 37，931，200円 ワイド： 56，092，000円
3連複： 120，080，800円 3連単： 139，496，300円 計： 555，156，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 130円 � 420円 枠 連（5－7） 490円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，610円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 4，920円 3 連 単 ��� 25，010円

票 数

単勝票数 計 396511 的中 � 90454（2番人気）
複勝票数 計 525070 的中 � 112580（2番人気）� 130987（1番人気）� 19979（7番人気）
枠連票数 計 214357 的中 （5－7） 33556（2番人気）
馬連票数 計 879627 的中 �� 122178（1番人気）
馬単票数 計 379312 的中 �� 20081（3番人気）
ワイド票数 計 560920 的中 �� 65463（1番人気）�� 7993（19番人気）�� 11920（11番人気）
3連複票数 計1200808 的中 ��� 18283（12番人気）
3連単票数 計1394963 的中 ��� 4043（62番人気）

ハロンタイム 7．1―11．4―12．9―13．0―12．6―12．3―12．3―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―18．5―31．4―44．4―57．0―1：09．3―1：21．6―1：34．2―1：46．4―1：58．7

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

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

勝馬の
紹 介

ニーマルサンデー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Singspiel デビュー 2016．7．31 新潟8着

2014．3．2生 牡4青鹿 母 ソ ー ゴ ル 母母 Arruhan 15戦4勝 賞金 47，139，000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 キャベンディッシュ号



2704510月13日 曇 良 （30東京4）第4日 第9競走 ��
��1，600�プ ラ タ ナ ス 賞

発走14時35分 （ダート・左）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：36．2
1：36．2

不良
不良

44 ガルヴィハーラ 牡2栗 55 C．ルメール �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：38．1 3．2�
89 リープリングスター 牡2鹿 55 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 538＋ 61：38．31� 8．0�
22 ラインカリーナ 牝2栃栗54 武藤 雅大澤 繁昌氏 武藤 善則 浦河 日進牧場 466＋ 2 〃 ハナ 24．6�
11 ペイシャリルキス 牡2鹿 55 三浦 皇成北所 直人氏 高市 圭二 様似 清水スタッド 460＋ 41：38．72� 48．9�
77 ダイシンインディー 牡2栗 55 M．デムーロ大八木信行氏 戸田 博文 新冠 佐藤牧場 532＋ 21：39．02 1．7�
55 ロークアルルージュ 牡2芦 55 内田 博幸尾﨑 恒男氏 手塚 貴久 洞	湖 レイクヴィラファーム 542－ 21：39．32 15．7	
66 マルブツメロディー 牝2鹿 54 酒井 学大澤 利久氏 加用 正 浦河 岡本牧場 488－101：40．78 48．0

810 ナムラボーナス 牡2鹿 55 戸崎 圭太奈村 信重氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 416－ 61：40．8� 108．3�
78 
 チェルシーライオン 牡2黒鹿55 岩田 康誠ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Spendthrift

Farm LLC 480＋20 〃 ハナ 80．8
33 ホールドユアハンド 牡2鹿 55 大野 拓弥山口 裕介氏 田中 博康 浦河 斉藤 政志 458－ 21：41．54 152．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 63，488，400円 複勝： 110，672，200円 枠連： 13，277，300円
馬連： 89，257，800円 馬単： 58，381，800円 ワイド： 48，338，800円
3連複： 115，908，200円 3連単： 240，687，000円 計： 740，011，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 180円 � 380円 � 780円 枠 連（4－8） 1，230円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 430円 �� 790円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 4，460円 3 連 単 ��� 15，730円

票 数

単勝票数 計 634884 的中 � 163735（2番人気）
複勝票数 計1106722 的中 � 200862（2番人気）� 71265（3番人気）� 30397（5番人気）
枠連票数 計 132773 的中 （4－8） 8362（4番人気）
馬連票数 計 892578 的中 �� 64203（3番人気）
馬単票数 計 583818 的中 �� 23488（5番人気）
ワイド票数 計 483388 的中 �� 31187（4番人気）�� 15304（9番人気）�� 10269（12番人気）
3連複票数 計1159082 的中 ��� 19486（12番人気）
3連単票数 計2406870 的中 ��� 11093（46番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．3―47．5―59．8―1：12．4―1：25．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ガルヴィハーラ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Rahy デビュー 2018．9．9 中山1着

2016．3．18生 牡2栗 母 ポロンナルワ 母母 シンハリーズ 2戦2勝 賞金 17，210，000円

2704610月13日 曇 良 （30東京4）第4日 第10競走 ��
��1，400�

はくしゅう

白秋ステークス
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳55�4歳
以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．5
1：19．0

良
良

11 リ ナ ー テ 牝4黒鹿55 田辺 裕信 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 472－ 81：21．1 11．0�
22 アンブロジオ 牡3栗 55 横山 典弘 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 61：21．31� 6．3�
46 ショウナンライズ 牡5栗 57 三浦 皇成国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 468－ 2 〃 アタマ 4．3�
814 レインボーフラッグ 牡5鹿 57 M．デムーロ �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 460－ 41：21．4クビ 3．6�
58 ダノンアイリス 牝5青鹿55 田中 勝春�ダノックス 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 494＋121：21．5	 185．4	
34 アッラサルーテ 牝5栗 55 戸崎 圭太吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 496－ 4 〃 クビ 14．8

23 ハ ウ メ ア 牝4栗 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 472＋10 〃 ハナ 12．4�
611 サプルマインド 牝5鹿 55 C．ルメール �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 444－ 41：21．71 5．5�
47 ドルチャーリオ 牡5栗 57 池添 謙一ゴドルフィン 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440－161：21．8
 57．2
610 マイネルバールマン 牡4芦 57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 新ひだか 藤沢牧場 556＋421：22．01� 64．9�
713 コーディエライト 牝3栗 53 岩田 康誠�G1レーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：22．1
 100．1�
815 ダイトウキョウ 牡6鹿 57 武藤 雅市川 義美氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 464± 01：22．2	 52．1�
35 � キングクリチャン 牡9栗 57 石川裕紀人栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B504－ 4 〃 クビ 260．0�
712 バ リ ス 牡7栗 57 内田 博幸杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 小泉牧場 496＋ 61：22．52 10．0�
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59 ナンヨーアミーコ 牡5栗 57 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 54，707，200円 複勝： 89，847，400円 枠連： 29，127，100円
馬連： 146，313，300円 馬単： 55，360，600円 ワイド： 80，623，600円
3連複： 196，043，400円 3連単： 232，536，900円 計： 884，559，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 320円 � 210円 � 160円 枠 連（1－2） 2，430円

馬 連 �� 4，250円 馬 単 �� 8，090円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 910円 �� 470円

3 連 複 ��� 4，720円 3 連 単 ��� 42，710円

票 数

単勝票数 差引計 547072（返還計 572） 的中 � 39785（6番人気）
複勝票数 差引計 898474（返還計 909） 的中 � 59761（7番人気）� 113978（4番人気）� 168982（1番人気）
枠連票数 差引計 291271（返還計 2 ） 的中 （1－2） 9284（13番人気）
馬連票数 差引計1463133（返還計 3663） 的中 �� 26672（21番人気）
馬単票数 差引計 553606（返還計 1090） 的中 �� 5127（38番人気）
ワイド票数 差引計 806236（返還計 2471） 的中 �� 15513（20番人気）�� 22356（12番人気）�� 46854（3番人気）
3連複票数 差引計1960434（返還計 12133） 的中 ��� 31121（18番人気）
3連単票数 差引計2325369（返還計 13667） 的中 ��� 3947（163番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―11．7―11．9―11．1―11．0―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．1―35．8―47．7―58．8―1：09．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F33．4
3 6，4（3，13）2（8，11）（10，14）1（7，15）（5，12） 4 6，4，3（2，13）11，8，10（1，14）（7，15，12）5

勝馬の
紹 介

リ ナ ー テ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Orpen デビュー 2016．10．10 京都1着

2014．1．31生 牝4黒鹿 母 マ ル ペ ン サ 母母 Marsella 13戦5勝 賞金 61，529，000円
〔出走取消〕 ナンヨーアミーコ号は，疾病〔蕁麻疹〕のため出走取消。
〔制裁〕 マイネルバールマン号の騎手松岡正海は，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：14番・15番・12

番）



2704710月13日 曇 良 （30東京4）第4日 第11競走 ��
��1，800�第66回アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・左）
牝，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52�4歳以上
54�，29．10．14以降GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走1着馬1�増，29．10．13以前のGⅠ
競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

府中市長賞・レパーズタウン競馬場賞（1着）
賞 品

本 賞 55，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，300，000円 5，500，000円
付 加 賞 798，000円 228，000円 114，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

44 デ ィ ア ド ラ 牝4鹿 56 C．ルメール 森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 498＋ 81：44．7 2．3�
810 リスグラシュー 牝4黒鹿54 M．デムーロ �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 460＋12 〃 クビ 3．0�
22 フロンテアクイーン 牝5鹿 54 蛯名 正義三協ファーム� 国枝 栄 浦河 林 孝輝 474＋141：44．8� 21．5�
66 ジュールポレール 牝5鹿 56 幸 英明�G1レーシング 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 81：45．01	 11．8�
11 クロコスミア 牝5黒鹿55 岩田 康誠大塚 亮一氏 西浦 勝一 浦河 小島牧場 432＋ 21：45．21	 16．3	
79 カワキタエンカ 牝4鹿 54 池添 謙一川島 吉男氏 浜田多実雄 新ひだか 木田牧場 464± 0 〃 クビ 23．8

78 アドマイヤリード 牝5青鹿55 田辺 裕信近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 434＋ 41：45．3クビ 29．0�
67 メイズオブオナー 牝4鹿 54 福永 祐一 �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 452－ 41：45．72� 113．1�
811 ミスパンテール 牝4鹿 55 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 日高 三城牧場 506＋ 21：45．91	 11．9
33 ソウルスターリング 牝4青鹿55 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 490＋ 2 〃 ハナ 7．7�
55 キョウワゼノビア 牝5黒鹿54 田中 勝春�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 478－ 21：46．22 171．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 199，014，200円 複勝： 227，158，100円 枠連： 65，051，300円
馬連： 512，662，800円 馬単： 226，409，600円 ワイド： 293，253，500円
3連複： 803，634，400円 3連単： 1，391，847，400円 計： 3，719，031，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 120円 � 240円 枠 連（4－8） 290円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 180円 �� 490円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 4，290円

票 数

単勝票数 計1990142 的中 � 673678（1番人気）
複勝票数 計2271581 的中 � 682893（1番人気）� 515499（2番人気）� 147750（6番人気）
枠連票数 計 650513 的中 （4－8） 170018（1番人気）
馬連票数 計5126628 的中 �� 1045095（1番人気）
馬単票数 計2264096 的中 �� 234898（1番人気）
ワイド票数 計2932535 的中 �� 505055（1番人気）�� 135553（6番人気）�� 125762（9番人気）
3連複票数 計8036344 的中 ��� 459554（4番人気）
3連単票数 計13918474 的中 ��� 235136（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―34．9―46．4―58．2―1：09．9―1：21．3―1：32．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F34．8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

デ ィ ア ド ラ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．7．2 中京2着

2014．4．4生 牝4鹿 母 ライツェント 母母 ソ ニ ン ク 18戦7勝 賞金 295，797，000円
［他本会外：1戦0勝］

※一般事項Ⅴ－2の（4）によりディアドラ号は，エリザベス女王杯（GⅠ）競走に優先出走できる。

2704810月13日 曇 良 （30東京4）第4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

612 ク ラ イ シ ス 牡5鹿 57 北村 宏司前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 486－ 81：24．1 7．3�

48 エ ニ グ マ 牡4鹿 57 岩田 康誠石瀬 浩三氏 高橋 文雅 日高 いとう牧場 496＋141：24．52� 4．6�
12 セガールモチンモク �4栗 57 戸崎 圭太小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 B492＋101：24．6� 10．0�
35 シアーライン 牡5鹿 57 C．ルメール 吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 526＋ 2 〃 クビ 5．3�
47 ディアドナテロ 牡6黒鹿 57

56 ☆武藤 雅ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 武田牧場 B494± 01：24．7� 137．9�
714 サ ン キ ュ ー 牡5栗 57 M．デムーロ 市川義美ホールディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 健太郎 516＋ 41：24．91 2．8	
59 シャインヴィットゥ 牡4芦 57 田中 勝春皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 472＋ 21：25．22 38．3

611 デピュティプライム �5栗 57 内田 博幸丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 484＋ 2 〃 同着 60．6�
23 	 エタニティーワルツ 牡5黒鹿57 酒井 学村島 昭男氏 大和田 成 新ひだか 及川 幸夫 492＋ 8 〃 ハナ 219．1�
36 ヤマトワイルド 牡4鹿 57 三浦 皇成醍醐 徹氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 476－ 2 〃 クビ 16．8
510 ブルームーン 牡6鹿 57 幸 英明�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478－ 41：25．3クビ 27．8�
815 ザ イ オ ン 牡3鹿 55 田辺 裕信小泉 修氏 相沢 郁 新ひだか 米田牧場 460＋ 8 〃 アタマ 43．9�
11 ミ ス パ イ ロ 牝4黒鹿55 横山 典弘村田 哲朗氏 小野 次郎 日高 戸川牧場 472＋ 61：25．4� 13．0�
713 タケルラグーン 牡6鹿 57 大野 拓弥森 保彦氏 池上 昌和 平取 びらとり牧場 B478－ 61：25．61� 261．3�
24 シ ェ ア ー ド 牡5鹿 57 柴田 善臣伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 474－ 21：25．92 290．7�
816 イサチルルンルン 牝3鹿 53 江田 照男小坂 功氏 竹内 正洋 浦河 小葉松 幸雄 446＋ 21：26．32� 72．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 71，008，400円 複勝： 97，008，900円 枠連： 42，333，000円
馬連： 164，131，300円 馬単： 71，084，400円 ワイド： 114，769，700円
3連複： 246，910，000円 3連単： 306，285，400円 計： 1，113，531，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 210円 � 180円 � 270円 枠 連（4－6） 2，210円

馬 連 �� 2，320円 馬 単 �� 5，590円

ワ イ ド �� 820円 �� 1，610円 �� 760円

3 連 複 ��� 7，880円 3 連 単 ��� 46，830円

票 数

単勝票数 計 710084 的中 � 76767（4番人気）
複勝票数 計 970089 的中 � 117052（4番人気）� 160343（2番人気）� 81675（5番人気）
枠連票数 計 423330 的中 （4－6） 14829（9番人気）
馬連票数 計1641313 的中 �� 54784（8番人気）
馬単票数 計 710844 的中 �� 9530（19番人気）
ワイド票数 計1147697 的中 �� 36276（7番人気）�� 17741（19番人気）�� 39834（6番人気）
3連複票数 計2469100 的中 ��� 23497（22番人気）
3連単票数 計3062854 的中 ��� 4741（139番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．3―35．8―47．5―59．4―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ク ラ イ シ ス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2015．7．4 中京3着

2013．4．28生 牡5鹿 母 スウィートデジャヴ 母母 Nureyev’s Park 21戦3勝 賞金 44，900，000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 バーンフライ号



（30東京4）第4日 10月13日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 154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

282，270，000円
22，260，000円
1，900，000円
33，890，000円
1，000，000円
65，251，000円
4，191，000円
1，478，400円

勝馬投票券売得金
687，199，400円
1，089，704，100円
247，937，100円
1，362，461，500円
669，053，100円
837，806，200円
1，941，608，400円
3，123，675，700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 9，959，445，500円

総入場人員 32，264名 （有料入場人員 22，925名）
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