
2707310月21日 晴 良 （30東京4）第7日 第1競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走9時55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

78 タイセイビルダー 牡2栗 55 松岡 正海田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 500＋ 41：40．6 5．2�
67 ノ ヴ ェ ッ ラ 牝2栗 54 北村 友一ゴドルフィン 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474± 0 〃 クビ 1．8�
55 タイトロープウィン 牝2栗 54 勝浦 正樹浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 416－ 41：40．81� 16．8�
811 ケイアイビリジアン 牡2栗 55 大野 拓弥亀田 和弘氏 奥平 雅士 日高 ヤナガワ牧場 494＋ 61：41．01 4．2�
810 ナックアポロン 牡2鹿 55 横山 典弘小松 欣也氏 杉浦 宏昭 様似 小田牧場 496＋ 21：41．63� 15．6�
79 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 460＋ 61：42．23� 52．9�
11 ザ メ イ ダ ン 牡2黒鹿55 内田 博幸大塚 亮一氏 新開 幸一 安平 追分ファーム 460＋ 2 〃 クビ 27．5	
22 ク リ ム ト ゥ 牡2栗 55 江田 照男
ミルファーム 小野 次郎 浦河 猿橋 義昭 504＋ 2 〃 ハナ 63．6�
44 マイネルフィデス 牡2青 55 丹内 祐次 �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 464＋ 81：42．3クビ 63．2
33 マ ト イ 牡2鹿 55

54 ☆武藤 雅坂本 守孝氏 畠山 吉宏 新冠 大林ファーム 430＋161：42．51� 99．7�
66 ムーランノワール 牡2黒鹿55 柴田 善臣村上 卓史氏 小桧山 悟 新ひだか 野表 篤夫 440－121：44．5大差 253．5�
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売 得 金
単勝： 21，237，300円 複勝： 29，202，300円 枠連： 8，892，200円
馬連： 42，376，200円 馬単： 22，464，700円 ワイド： 27，603，400円
3連複： 59，030，300円 3連単： 89，588，900円 計： 300，395，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 150円 � 110円 � 200円 枠 連（6－7） 400円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 230円 �� 630円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 6，370円

票 数

単勝票数 計 212373 的中 � 34148（3番人気）
複勝票数 計 292023 的中 � 39055（3番人気）� 121828（1番人気）� 23817（4番人気）
枠連票数 計 88922 的中 （6－7） 16895（2番人気）
馬連票数 計 423762 的中 �� 66858（2番人気）
馬単票数 計 224647 的中 �� 14043（4番人気）
ワイド票数 計 276034 的中 �� 35684（2番人気）�� 9928（9番人気）�� 17317（4番人気）
3連複票数 計 590303 的中 ��� 34557（4番人気）
3連単票数 計 895889 的中 ��� 10192（19番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―12．0―12．3―13．2―13．2―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．6―36．6―48．9―1：02．1―1：15．3―1：27．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイビルダー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．10．7 東京3着

2016．5．5生 牡2栗 母 ラ フ ィ カ 母母 オーピーキャット 2戦1勝 賞金 6，800，000円

2707410月21日 晴 良 （30東京4）第7日 第2競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走10時25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

44 ペルソナデザイン 牡2鹿 55 大野 拓弥�G1レーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 472－ 22：02．2 6．8�
88 グレイジャックマン 牡2芦 55 内田 博幸千明牧場 尾関 知人 新ひだか 藤沢牧場 496＋14 〃 アタマ 7．0�
77 エクリリストワール 牡2栗 55 横山 典弘鈴木 剛史氏 田中 博康 安平 ノーザンファーム 502± 02：02．62� 1．2�
33 ピ カ ブ ー 牝2黒鹿54 北村 友一 Him Rock Racing

ホールディングス� 武市 康男 浦河 �川 啓一 418＋ 42：02．7� 23．0�
66 エレンボーゲン 牝2鹿 54 三浦 皇成 �シルクレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 436－ 22：02．91 20．8	
55 マイネルセリオン 牡2栗 55 丹内 祐次 �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 B444± 02：03．32� 115．7

22 ブレーヴウィザード 牡2鹿 55

52 ▲木幡 育也ライオンレースホース� 伊藤 伸一 日高 Shall Farm 484－ 62：03．62 192．9�
11 オウムアムア 牡2鹿 55 嘉藤 貴行�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 522± 02：04．45 65．5�
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売 得 金
単勝： 31，906，800円 複勝： 85，069，300円 枠連： 発売なし
馬連： 40，539，200円 馬単： 32，309，100円 ワイド： 24，818，800円
3連複： 42，705，600円 3連単： 134，834，500円 計： 392，183，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 110円 � 110円 � 100円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 3，180円

ワ イ ド �� 250円 �� 140円 �� 130円

3 連 複 ��� 280円 3 連 単 ��� 5，370円

票 数

単勝票数 計 319068 的中 � 39847（2番人気）
複勝票数 計 850693 的中 � 40740（3番人気）� 48652（2番人気）� 700861（1番人気）
馬連票数 計 405392 的中 �� 20854（5番人気）
馬単票数 計 323091 的中 �� 7610（8番人気）
ワイド票数 計 248188 的中 �� 18146（5番人気）�� 51341（2番人気）�� 53731（1番人気）
3連複票数 計 427056 的中 ��� 113185（1番人気）
3連単票数 計1348345 的中 ��� 18193（17番人気）

ハロンタイム 13．3―11．9―12．4―12．0―12．1―12．7―13．0―11．6―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．2―37．6―49．6―1：01．7―1：14．4―1：27．4―1：39．0―1：50．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F34．8

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

勝馬の
紹 介

ペルソナデザイン 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 Marchand de Sable デビュー 2018．9．23 中山8着

2016．2．25生 牡2鹿 母 コマーサント 母母 Deception 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ペルソナデザイン号の騎手大野拓弥は，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。
※ブレーヴウィザード号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

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７日



2707510月21日 晴 良 （30東京4）第7日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時55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 エフティイーリス 牝2黒鹿54 蛯名 正義吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 444＋221：49．7 2．1�
810 クラサーヴィツァ 牝2栗 54 三浦 皇成�KTレーシング 武井 亮 洞�湖 レイクヴィラファーム 440－ 41：49．8� 3．4�
33 ミケランジェロ 牡2青鹿55 石川裕紀人梅澤 明氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 450＋ 41：50．01	 4．5�
22 ホウオウビクトリー 牡2鹿 55 北村 友一小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 21：50．21	 6．3�
79 グレンラグーン 牡2鹿 55 松岡 正海 �コスモヴューファーム 粕谷 昌央 新冠 コスモヴューファーム 460＋ 6 〃 クビ 84．7	
78 スパーダネーラ 牡2青鹿55 柴山 雄一畠山伊公子氏 畠山 吉宏 青森 有限会社

ラークヒルズ 424＋101：50．62
 170．1

55 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 B458＋ 21：50．7� 41．0�
11 ジュントモチャン 牝2黒鹿54 武士沢友治河合 純二氏 勢司 和浩 新ひだか ヒサイファーム 438－ 41：50．8� 103．2�
66 オ ー レ ア 牝2栗 54 丹内 祐次 �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± 01：51．33 107．4
811 ミラクルスクワート 牡2栗 55 江田 照男小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 北海道静内農業高等学校 468－ 41：51．51	 251．4�
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67 ハリスホーク 牡2栗 55 内田 博幸 �シルクレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 542－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 25，831，700円 複勝： 28，712，200円 枠連： 12，206，300円
馬連： 30，268，900円 馬単： 19，149，800円 ワイド： 20，303，900円
3連複： 27，820，300円 3連単： 47，843，800円 計： 212，136，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（4－8） 370円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 160円 �� 170円 �� 200円

3 連 複 ��� 400円 3 連 単 ��� 1，640円

票 数

単勝票数 差引計 258317（返還計 59887） 的中 � 99235（1番人気）
複勝票数 差引計 287122（返還計 67748） 的中 � 87179（1番人気）� 66453（2番人気）� 57304（3番人気）
枠連票数 差引計 122063（返還計 485） 的中 （4－8） 25331（1番人気）
馬連票数 差引計 302689（返還計193091） 的中 �� 70850（1番人気）
馬単票数 差引計 191498（返還計112242） 的中 �� 22629（1番人気）
ワイド票数 差引計 203039（返還計 88532） 的中 �� 33443（1番人気）�� 29920（2番人気）�� 23719（3番人気）
3連複票数 差引計 278203（返還計306461） 的中 ��� 52047（1番人気）
3連単票数 差引計 478438（返還計569525） 的中 ��� 21104（1番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―12．4―12．9―13．0―12．9―11．8―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―36．5―49．4―1：02．4―1：15．3―1：27．1―1：38．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F34．4

3 5（3，11）（4，6）（2，10）（8，9）1
2
4

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

勝馬の
紹 介

エフティイーリス �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．6．9 東京2着

2016．2．23生 牝2黒鹿 母 エフティマイア 母母 カツラドライバー 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔競走除外〕 ハリスホーク号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。

2707610月21日 晴 良 （30東京4）第7日 第4競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走11時25分 （芝・左）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．2
1：20．3

良
良

713 ロカマドール 牝2鹿 54 三浦 皇成中村 祐子氏 尾形 和幸 新ひだか 三石橋本牧場 444 ―1：23．9 7．2�
59 クリスタロス 牡2黒鹿55 大野 拓弥吉田 照哉氏 大江原 哲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484 ― 〃 クビ 64．6�
714 エ ス タ ジ 牝2鹿 54 内田 博幸吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 436 ― 〃 アタマ 4．6�
35 ボ ン ベ ー ル 牡2鹿 55 蛯名 正義木部 厳生氏 荒川 義之 日高 木部ファーム 466 ―1：24．22 37．2�
11 キングオブコージ 牡2鹿 55 石川裕紀人増田 和啓氏 安田 翔伍 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486 ―1：24．3� 7．4�
48 タイセイスパーブ 牡2鹿 55 柴山 雄一田中 成奉氏 青木 孝文 浦河 高昭牧場 474 ―1：24．4� 37．0�
47 フジノタカネ 牡2芦 55

54 ☆武藤 雅星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 510 ―1：24．5� 14．8	
23 モリトローテローゼ 牝2栗 54 伴 啓太石橋 忠之氏 堀井 雅広 浦河 桑田 正己 474 ― 〃 ハナ 112．6

12 ウインカーマイン 牡2鹿 55 松岡 正海�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 418 ― 〃 ハナ 71．9�
612 ミツカネラクリス 牝2鹿 54 横山 典弘小山田 満氏 田島 俊明 日高 槇本牧場 482 ― 〃 クビ 52．2
816 コールドストーン 牡2黒鹿55 酒井 学�FTU 小崎 憲 新冠 イワミ牧場 472 ―1：24．71� 110．0�
818 オルクリスト 牡2鹿 55 江田 照男�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 464 ―1：24．8クビ 53．8�
510 アールランペイジ 牡2鹿 55 北村 友一前原 敏行氏 伊藤 大士 平取 北島牧場 478 ― 〃 アタマ 41．0�
715 インバウンド 牝2鹿 54 武士沢友治保坂 和孝氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 494 ―1：25．33 2．3�
817 クレーリッチェ 牝2鹿 54 丹内 祐次 �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 422 ―1：25．4� 47．4�
611 ローズドクレア 牝2鹿 54 勝浦 正樹古賀 和夫氏 古賀 史生 新冠 対馬 正 480 ―1：25．5� 52．2�
24 リネンココロ 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行戸山 光男氏 加藤 和宏 日高 前川 義則 466 ―1：27．8大差 141．6�
36 ヒ ヤ ク 牝2黒鹿54 太宰 啓介江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 436 ― （競走中止） 250．2�
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売 得 金
単勝： 29，711，300円 複勝： 34，813，300円 枠連： 25，784，200円
馬連： 53，854，800円 馬単： 27，214，000円 ワイド： 34，803，200円
3連複： 76，184，400円 3連単： 89，937，200円 計： 372，302，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 210円 � 1，330円 � 190円 枠 連（5－7） 1，630円

馬 連 �� 19，680円 馬 単 �� 30，280円

ワ イ ド �� 4，440円 �� 580円 �� 4，030円

3 連 複 ��� 24，900円 3 連 単 ��� 169，360円

票 数

単勝票数 計 297113 的中 � 34576（3番人気）
複勝票数 計 348133 的中 � 48887（3番人気）� 5076（15番人気）� 55630（2番人気）
枠連票数 計 257842 的中 （5－7） 12232（6番人気）
馬連票数 計 538548 的中 �� 2120（46番人気）
馬単票数 計 272140 的中 �� 674（75番人気）
ワイド票数 計 348032 的中 �� 1935（43番人気）�� 16758（4番人気）�� 2137（40番人気）
3連複票数 計 761844 的中 ��� 2294（69番人気）
3連単票数 計 899372 的中 ��� 385（383番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．5―36．8―49．4―1：01．2―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロカマドール �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ゴールドヘイロー 初出走

2016．3．1生 牝2鹿 母 モエレフルール 母母 ドクターノーヴァ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ヒヤク号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため4コーナー手前で競走中止。
〔制裁〕 ロカマドール号の騎手三浦皇成は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：9番・14番）



2707710月21日 晴 良 （30東京4）第7日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時15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

714 トリヴォルテソーロ 牡2栗 55
52 ▲木幡 育也了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 浦河 浦河土肥牧場 490 ―1：41．3 51．1�
816� コスモロビンソン 牡2鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 米 Champion

Equine, LLC 496 ― 〃 アタマ 3．5�
11 ロダルキラー 牡2栗 55 的場 勇人ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 三石川上牧場 510 ―1：41．51� 15．8�
713 ロサデラルス 牡2鹿 55 大野 拓弥 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 追分ファーム 488 ― 〃 クビ 3．6�
35 シダクティブノンコ 牝2栗 54 松岡 正海吉田 千津氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 476 ―1：41．92	 6．3	
611 ロジカルガール 牝2栗 54 嘉藤 貴行平川 浩之氏 大和田 成 新ひだか 千代田牧場 464 ― 〃 ハナ 146．4

48 サンロアノーク 牡2黒鹿55 西村 太一 �加藤ステーブル 新開 幸一 日高 株式会社

ケイズ 462 ―1：42．21	 14．3�
510 ブレーンクロー 牡2栗 55 内田 博幸藤井聡一郎氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 450 ―1：42．41� 21．8�
612 グランデエス 牝2鹿 54 三浦 皇成山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 464 ―1：42．61� 50．7
59 ジャストベリー 牝2栗 54 石川裕紀人 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 434 ―1：43．13 75．5�
23 カトレアテソーロ 牝2鹿 54 田中 勝春了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 新ひだか 中田 英樹 464 ―1：43．84 63．3�
12 シゲルジルコン 牝2栗 54 酒井 学森中 蕃氏 田中 剛 新ひだか グランド牧場 464 ―1：44．01� 147．4�
47 リ ゼ ブ ル ー 牝2芦 54 蛯名 正義飯田 訓大氏 松山 将樹 浦河 赤田牧場 482 ―1：44．42	 44．9�
815 ホープフルサイン 牡2黒鹿55 江田 照男�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 498 ―1：44．5
 20．2�
36 ト ワ レ 牝2鹿 54 森 一馬�FTU 畠山 吉宏 平取 二風谷ファーム 446 ―1：44．6	 43．7�
24 ゲットイージー 牡2芦 55 柴山 雄一吉野 弘司氏 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 490 ― （競走中止） 8．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，473，700円 複勝： 29，629，700円 枠連： 16，918，700円
馬連： 53，858，700円 馬単： 23，986，000円 ワイド： 34，155，700円
3連複： 72，124，600円 3連単： 77，689，100円 計： 334，836，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，110円 複 勝 � 740円 � 180円 � 370円 枠 連（7－8） 460円

馬 連 �� 8，990円 馬 単 �� 23，980円

ワ イ ド �� 2，230円 �� 7，960円 �� 860円

3 連 複 ��� 39，620円 3 連 単 ��� 363，380円

票 数

単勝票数 計 264737 的中 � 4397（12番人気）
複勝票数 計 296297 的中 � 8479（9番人気）� 56268（2番人気）� 19185（5番人気）
枠連票数 計 169187 的中 （7－8） 28065（1番人気）
馬連票数 計 538587 的中 �� 4642（29番人気）
馬単票数 計 239860 的中 �� 750（72番人気）
ワイド票数 計 341557 的中 �� 3897（22番人気）�� 1067（67番人気）�� 10633（5番人気）
3連複票数 計 721246 的中 ��� 1365（113番人気）
3連単票数 計 776891 的中 ��� 155（856番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―36．4―49．5―1：02．9―1：16．0―1：28．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トリヴォルテソーロ �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 ラ ム タ ラ 初出走

2016．5．10生 牡2栗 母 アルフィーネ 母母 マルブツアルファ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ゲットイージー号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 ウイニングメイビー号・カセノウィナー号・クリノドドンパ号・ゴルトマイスター号・スーパーブラウン号・

ペイシャムートン号・マドラスチェック号・ユイノコッペパン号

2707810月21日 晴 良 （30東京4）第7日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走12時45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
1：31．3
1：30．7

良
良

12 ロジスカーレット 牡3鹿 55 横山 典弘久米田正明氏 国枝 栄 洞�湖 レイクヴィラファーム 430＋ 61：33．8 13．5�
816 ダイイチターミナル 牡4鹿 57 江田 照男�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 450± 01：33．9	 40．3�
11 トウカイオルデン 牡3鹿 55 北村 友一内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 480＋101：34．22 2．8�
24 マイネルベレーロ 牡4栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 480－ 6 〃 クビ 170．8�
35 
 ヴァイスジーニー 牡4芦 57 松岡 正海 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柄崎 孝 米
Janes Everatt, Janeane Ever-
att, Arika Everatt－Meeuse &
Calmar Stables

518＋ 21：34．3� 70．5	
36 � クィーンビー 牝5鹿 55 三浦 皇成�和田牧場 田中 清隆 新冠 対馬 正 478－ 2 〃 ハナ 42．8

23 アートシュアリー 牝3黒鹿 53

52 ☆武藤 雅森山 進氏 本間 忍 千歳 社台ファーム 412－ 61：34．5� 18．7�
611 ベストティアーズ 牝4青 55 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 むかわ 上水牧場 482＋ 4 〃 クビ 7．6�
510 ブライティアシップ 牝3鹿 53 岩部 純二小林 昌志氏 伊藤 正徳 平取 雅 牧場 426－ 61：34．6� 205．0
47 スワーヴエドワード 牡3鹿 55 内田 博幸�NICKS 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 504＋ 2 〃 ハナ 20．6�
714 ニシノアップルパイ 牡4鹿 57 大野 拓弥西山 茂行氏 中舘 英二 新ひだか 棚川 光男 490－ 6 〃 アタマ 3．4�
612� リュウシンローズ 牝4黒鹿55 武士沢友治�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 462－ 61：34．7	 317．0�
48 ハイアーヴォルト 牡6鹿 57 伊藤 工真伊東 純一氏 大江原 哲 浦河 昭和牧場 478＋ 21：34．8クビ 110．7�
713 エピックスター 3鹿 55 柴山 雄一子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 446± 01：34．9� 7．2�
59 サクラベルカント 牡6鹿 57 勝浦 正樹�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 山田牧場 528－ 81：35．85 50．2�
815 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 440＋ 6 〃 クビ 18．4�
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売 得 金
単勝： 30，553，500円 複勝： 40，543，900円 枠連： 19，939，800円
馬連： 72，139，900円 馬単： 31，139，700円 ワイド： 48，070，900円
3連複： 94，151，900円 3連単： 111，388，800円 計： 447，928，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，350円 複 勝 � 390円 � 810円 � 140円 枠 連（1－8） 1，170円

馬 連 �� 28，360円 馬 単 �� 49，690円

ワ イ ド �� 6，120円 �� 720円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 17，770円 3 連 単 ��� 189，570円

票 数

単勝票数 計 305535 的中 � 18062（5番人気）
複勝票数 計 405439 的中 � 23101（6番人気）� 9757（10番人気）� 103591（1番人気）
枠連票数 計 199398 的中 （1－8） 13203（4番人気）
馬連票数 計 721399 的中 �� 1971（53番人気）
馬単票数 計 311397 的中 �� 470（92番人気）
ワイド票数 計 480709 的中 �� 1939（48番人気）�� 17996（6番人気）�� 6529（20番人気）
3連複票数 計 941519 的中 ��� 3972（54番人気）
3連単票数 計1113888 的中 ��� 426（500番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．2―11．9―11．8―11．0―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．8―47．7―59．5―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4F46．1―3F34．3
3 ・（11，14）（1，4，15）16（3，2）－（5，9）（7，13）12，6，8－10 4 ・（11，14）（1，4，15）（3，2，16）（5，9）7（6，12，13）8－10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロジスカーレット �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2017．10．21 東京14着

2015．2．3生 牡3鹿 母 メジロジェニファー 母母 カ ン パ ナ 6戦2勝 賞金 13，000，000円
※サクラベルカント号・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。



2707910月21日 晴 良 （30東京4）第7日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走13時15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

814 ク ー リ ュ 牝4鹿 55 横山 典弘ライオンレースホース� 石毛 善彦 日高 Shall Farm 472＋ 41：25．0 2．3�
46 ガ チ コ 牝4鹿 55

52 ▲木幡 育也�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 468± 01：25．1� 15．2�
813 アスカノハヤテ 牡4鹿 57 太宰 啓介豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際セントラルスタッド 468－141：25．2	 36．1�
33 クインズプルート 牡5栗 57 内田 博幸 �クイーンズ・ランチ 奥平 雅士 新冠 新冠橋本牧場 518± 01：25．51	 5．0�
610 モリトユウブ 牡3鹿 55 蛯名 正義石橋 忠之氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 500＋10 〃 クビ 4．2	
712
 カ ミ ノ コ 牡3青鹿55 北村 友一門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-

ter Farm 454－ 21：25．81	 10．1

69 カ ナ メ 牡3青鹿55 柴山 雄一玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 B534＋ 41：25．9クビ 12．3�
58 � ア ク ア リ オ 牝4鹿 55 田中 勝春村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 452＋ 2 〃 クビ 43．7�
57 コスモビスティー 牡3鹿 55 丹内 祐次岡田 繁幸氏 松山 将樹 浦河 伏木田牧場 476＋ 4 〃 アタマ 35．0
711 ト ッ カ ー タ 牡3黒鹿 55

54 ☆武藤 雅門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 478＋16 〃 ハナ 132．7�
11 ファインダッシュ 牡6黒鹿57 勝浦 正樹井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 B522＋ 21：26．1	 78．5�
22 � 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 452＋101：26．31� 70．7�
34 マサノシーザー 牡5鹿 57 大野 拓弥猪野毛雅人氏 清水 英克 新ひだか 猪野毛牧場 486－101：26．4	 114．9�
45 タマスカイブルー 牡3青鹿55 石川裕紀人玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 494＋181：27．78 41．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，613，100円 複勝： 53，221，200円 枠連： 20，018，800円
馬連： 79，662，500円 馬単： 37，399，500円 ワイド： 51，100，400円
3連複： 105，110，000円 3連単： 134，023，600円 計： 514，149，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 330円 � 720円 枠 連（4－8） 1，210円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 730円 �� 1，540円 �� 6，900円

3 連 複 ��� 21，210円 3 連 単 ��� 71，710円

票 数

単勝票数 計 336131 的中 � 113432（1番人気）
複勝票数 計 532212 的中 � 170291（1番人気）� 33124（6番人気）� 13090（9番人気）
枠連票数 計 200188 的中 （4－8） 12795（5番人気）
馬連票数 計 796625 的中 �� 31268（6番人気）
馬単票数 計 373995 的中 �� 9748（10番人気）
ワイド票数 計 511004 的中 �� 18996（8番人気）�� 8508（16番人気）�� 1823（53番人気）
3連複票数 計1051100 的中 ��� 3716（58番人気）
3連単票数 計1340236 的中 ��� 1355（208番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．0―12．5―11．9―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．9―35．9―48．4―1：00．3―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ク ー リ ュ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2017．1．14 中山1着

2014．3．29生 牝4鹿 母 クールグレース 母母 クールアライヴァル 15戦2勝 賞金 40，070，000円

2708010月21日 晴 良 （30東京4）第7日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走13時45分 （芝・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
1：31．3
1：30．7

良
良

33 インビジブルレイズ 牡4鹿 57 大野 拓弥 �シルクレーシング 吉村 圭司 浦河 アイオイファーム 458－141：34．1 5．3�
66 ペルソナリテ 牝5鹿 55 丹内 祐次 �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 442＋ 6 〃 ハナ 21．3�
77 アルトリウス �4鹿 57

56 ☆武藤 雅�G1レーシング 藤沢 和雄 安平 追分ファーム B456－14 〃 クビ 11．6�
44 ヴェロニカグレース 牝3黒鹿53 石川裕紀人 �シルクレーシング 武市 康男 安平 ノーザンファーム 484＋12 〃 アタマ 20．1�
22 クリアザトラック 牡4鹿 57 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 446＋ 41：34．41	 3．5	
88 イレイション 牡6栗 57 三浦 皇成ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－ 41：34．5	 4．6

11 エイシンスレイマン 牡4鹿 57 内田 博幸�栄進堂 西園 正都 浦河 多田 善弘 472－ 21：34．71
 2．6�
55 � ウ リ ボ ー 牡6栗 57 勝浦 正樹冨士井直哉氏 森 秀行 米 Dr. Char-

les S. Giles 520－ 41：35．23 120．9�
（8頭）

売 得 金
単勝： 37，261，700円 複勝： 42，779，900円 枠連： 発売なし
馬連： 74，054，800円 馬単： 36，156，500円 ワイド： 38，487，000円
3連複： 76，347，700円 3連単： 158，912，100円 計： 463，999，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 230円 � 410円 � 370円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 6，820円 馬 単 �� 13，470円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 900円 �� 2，140円

3 連 複 ��� 14，970円 3 連 単 ��� 103，600円

票 数

単勝票数 計 372617 的中 � 55568（4番人気）
複勝票数 計 427799 的中 � 54744（4番人気）� 25459（6番人気）� 28612（5番人気）
馬連票数 計 740548 的中 �� 8408（18番人気）
馬単票数 計 361565 的中 �� 2012（34番人気）
ワイド票数 計 384870 的中 �� 6154（18番人気）�� 11299（13番人気）�� 4527（20番人気）
3連複票数 計 763477 的中 ��� 3825（32番人気）
3連単票数 計1589121 的中 ��� 1112（183番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―12．2―11．8―12．0―11．3―10．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．2―36．4―48．2―1：00．2―1：11．5―1：22．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インビジブルレイズ 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．1．22 中京3着

2014．4．28生 牡4鹿 母 クレバースプリント 母母 スギノプリンセス 12戦4勝 賞金 50，633，000円



2708110月21日 晴 良 （30東京4）第7日 第9競走 ��
��1，400�く る み 賞

発走14時15分 （芝・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 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．2
1：20．3

良
良

66 ウィンターリリー 牝2芦 54 北村 友一田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 ヒダカフアーム 436－ 21：23．7 5．7�
11 イチゴミルフィーユ 牝2鹿 54 伊藤 工真保坂 和孝氏 林 徹 浦河 林 孝輝 446＋ 81：23．8� 13．2�
22 ミ ト ロ ジ ー 牡2栗 55 三浦 皇成 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 462－ 2 〃 クビ 1．9�
55 マジカルリボン 牝2鹿 54 柴山 雄一田頭 勇貴氏 的場 均 新ひだか 土田 扶美子 416＋ 41：24．01� 84．1�
44 トーセンオパール 牝2芦 54 勝浦 正樹島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 404－ 41：24．31	 4．6	
77 ファストアズエバー 牝2芦 54 内田 博幸 
グリーンファーム牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 450＋ 81：24．51� 5．6�
88 タイドオブハピネス 牡2黒鹿55 大野 拓弥 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 61：24．81	 42．2�
33 
 リンノティアラ 牝2栗 54 武藤 雅助川 啓一氏 中野 栄治 浦河 ガーベラパー

クスタツド 422－ 41：25．22� 130．0
（8頭）

売 得 金
単勝： 47，786，300円 複勝： 39，145，300円 枠連： 発売なし
馬連： 82，362，100円 馬単： 45，987，400円 ワイド： 38，203，900円
3連複： 77，804，100円 3連単： 202，269，400円 計： 533，558，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 140円 � 210円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，450円 馬 単 �� 4，170円

ワ イ ド �� 680円 �� 180円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 12，370円

票 数

単勝票数 計 477863 的中 � 69917（4番人気）
複勝票数 計 391453 的中 � 54874（4番人気）� 27533（5番人気）� 166165（1番人気）
馬連票数 計 823621 的中 �� 25993（9番人気）
馬単票数 計 459874 的中 �� 8267（17番人気）
ワイド票数 計 382039 的中 �� 11974（9番人気）�� 65017（1番人気）�� 25344（6番人気）
3連複票数 計 778041 的中 ��� 38518（6番人気）
3連単票数 計2022694 的中 ��� 11846（48番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―12．2―12．7―11．7―11．0―11．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウィンターリリー �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2018．8．26 新潟1着

2016．3．13生 牝2芦 母 チャプレット 母母 ブレスマイソウル 3戦2勝 賞金 19，575，000円

2708210月21日 晴 良 （30東京4）第7日 第10競走 ��
��1，800�

か い じ

甲斐路ステークス
発走14時50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 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

77 ドミナートゥス 牡3黒鹿55 北村 友一 �サンデーレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム 476－ 61：48．8 1．7�
22 レッドローゼス 牡4鹿 57 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 国枝 栄 平取 坂東牧場 480＋ 41：48．9� 3．3�
33 ルネイション 牝5黒鹿55 三浦 皇成ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450＋10 〃 アタマ 12．8�
55 ビ ッ シ ュ 牝5鹿 55 大野 拓弥窪田 芳郎氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 440＋181：49．0クビ 7．9�
11 ウインファビラス 牝5芦 55 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 478－ 21：49．21	 19．7	
44 テ ィ ソ ー ナ 
5黒鹿57 武藤 雅 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 498＋101：49．41	 9．2

66 オブリゲーション 牡5鹿 57 石川裕紀人�辻牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 462－ 61：49．61� 42．5�
88 デルマサリーチャン 牝7鹿 55 勝浦 正樹浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 504＋ 41：49．91� 182．8�

（8頭）

売 得 金
単勝： 45，498，300円 複勝： 80，495，900円 枠連： 発売なし
馬連： 105，313，000円 馬単： 58，817，000円 ワイド： 45，324，100円
3連複： 97，393，000円 3連単： 252，107，400円 計： 684，948，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 110円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 370円

ワ イ ド �� 130円 �� 300円 �� 360円

3 連 複 ��� 580円 3 連 単 ��� 1，320円

票 数

単勝票数 計 454983 的中 � 202293（1番人気）
複勝票数 計 804959 的中 � 521725（1番人気）� 102291（2番人気）� 39529（5番人気）
馬連票数 計1053130 的中 �� 327033（1番人気）
馬単票数 計 588170 的中 �� 118067（1番人気）
ワイド票数 計 453241 的中 �� 123079（1番人気）�� 31144（4番人気）�� 24896（6番人気）
3連複票数 計 973930 的中 ��� 124800（2番人気）
3連単票数 計2521074 的中 ��� 137675（2番人気）

ハロンタイム 12．9―12．2―12．9―13．1―12．3―12．3―11．0―10．7―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．1―38．0―51．1―1：03．4―1：15．7―1：26．7―1：37．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．4―3F33．1

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

勝馬の
紹 介

ドミナートゥス 
�
父 ルーラーシップ 

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．10．8 京都2着

2015．2．2生 牡3黒鹿 母 デグラーティア 母母 デフィニット 7戦4勝 賞金 56，969，000円

１レース目



2708310月21日 晴 良 （30東京4）第7日 第11競走 ��
��2，100�ブラジルカップ

発走15時30分 （ダート・左）
3歳以上，29．10．21以降30．10．14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

サンパウロジョッキークラブ賞（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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

510 ラインルーフ 牡6栗 56 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新冠 村田牧場 510－ 82：10．4 7．0�
612 クラシックメタル �7鹿 54 石川裕紀人吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 494－ 6 〃 クビ 21．9�
36 ピ オ ネ ロ 牡7鹿 56 北村 友一 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B496± 02：10．71� 19．8�
59 コスモカナディアン 牡5鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 日高 アイズスタッド株式会社 488＋ 22：10．8クビ 12．9�
47 ナムラアラシ 牡5鹿 57 酒井 学奈村 信重氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 522＋ 22：10．9	 13．1�
611 マイネルオフィール 牡6鹿 54 蛯名 正義 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム B494＋ 6 〃 クビ 38．6

35 ストライクイーグル 牡5青鹿54 大野 拓弥 �キャロットファーム 杉山 晴紀 新ひだか 前田 宗将 498－ 8 〃 ハナ 18．7�
11 ミキノトランペット 牡4鹿 54 田中 勝春谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 516－102：11．0	 3．5�
48 サトノアッシュ 牡6鹿 54 内田 博幸 	サトミホースカンパニー 中竹 和也 日高 下河辺牧場 490－ 4 〃 クビ 7．5
23 グレイトパール 牡5鹿 57．5 中井 裕二 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 B554＋202：11．1� 4．3�
12 アドマイヤランディ 牡7栗 54 柴山 雄一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 532＋ 42：11．31
 195．4�
24 アスカノロマン 牡7栗 57 太宰 啓介豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 524－ 62：11．93	 27．3�
816 カ ゼ ノ コ 牡7鹿 57 横山 典弘�嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 458－ 22：12．43 44．2�
713 ハービンマオ 牝3栗 51 松岡 正海森口�一郎氏 中舘 英二 登別 登別上水牧場 462－ 22：12．61	 60．1�
714 トーセンビクトリー 牝6鹿 55 三浦 皇成島川 �哉氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 470－ 22：14．6大差 19．9�
815 ケンベストカフェ 牡6黒鹿53 武藤 雅中西 健氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 476－ 22：14．7� 114．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 77，759，600円 複勝： 97，619，600円 枠連： 66，589，100円
馬連： 285，464，100円 馬単： 105，932，000円 ワイド： 143，064，800円
3連複： 428，006，700円 3連単： 515，279，200円 計： 1，719，715，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 310円 � 500円 � 520円 枠 連（5－6） 2，760円

馬 連 �� 8，390円 馬 単 �� 14，280円

ワ イ ド �� 2，460円 �� 2，330円 �� 4，540円

3 連 複 ��� 47，170円 3 連 単 ��� 281，300円

票 数

単勝票数 計 777596 的中 � 87662（3番人気）
複勝票数 計 976196 的中 � 88598（4番人気）� 49981（8番人気）� 47639（9番人気）
枠連票数 計 665891 的中 （5－6） 18661（14番人気）
馬連票数 計2854641 的中 �� 26363（30番人気）
馬単票数 計1059320 的中 �� 5562（52番人気）
ワイド票数 計1430648 的中 �� 15051（32番人気）�� 15954（30番人気）�� 8046（57番人気）
3連複票数 計4280067 的中 ��� 6804（157番人気）
3連単票数 計5152792 的中 ��� 1328（877番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―12．6―12．7―12．6―12．7―12．3―12．2―12．0―12．2―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―17．8―30．4―43．1―55．7―1：08．4―1：20．7―1：32．9―1：44．9―1：57．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F37．5
1
3

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

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

ラインルーフ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2014．11．9 京都4着

2012．3．27生 牡6栗 母 サルトリーガール 母母 アイレスバリーヒル 21戦7勝 賞金 128，598，000円
〔制裁〕 ラインルーフ号の騎手森一馬は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。

2708410月21日 晴 良 （30東京4）第7日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走16時10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
1：33．8
1：33．3

重
良

816 バ レ ッ テ ィ �4鹿 57 大野 拓弥 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 510＋ 81：37．4 5．1�
24 ミッキーワイルド 牡3鹿 55 北村 友一野田みづき氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 504＋121：37．5	 12．9�
59 メイショウノボサン 牡5栗 57 蛯名 正義松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 472± 01：37．6	 41．3�
35 イダペガサス 牡3栗 55 三浦 皇成張 一達氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 496± 0 〃 ハナ 2．4�
11 フクサンローズ 牝4鹿 55 勝浦 正樹小沼 博氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 456－ 21：37．7
 4．3�
612 ジェイケイライアン 牡6鹿 57 田中 勝春小谷野次郎氏 松永 康利 新ひだか 藤川フアーム B484－ 61：37．8
 12．8	
713 キャベンディッシュ 牡3栗 55 石川裕紀人本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 482＋ 51：38．01� 30．4

23 ディーズフェイク 牝3青鹿53 松岡 正海秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 464＋ 61：38．1
 41．3�
714 ベバスカーン 牡5鹿 57 横山 典弘千明牧場 勢司 和浩 浦河 田中スタッド 540－ 61：38．2クビ 17．0�
48 ハ シ カ ミ 牡5青鹿57 江田 照男中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 484＋ 41：38．73 58．6
12 フロリアヌス 牡3鹿 55

54 ☆武藤 雅 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 458＋ 21：38．8	 20．9�
47 � トッコディルーチェ �5鹿 57 太宰 啓介加藤 誠氏 中竹 和也 米

Morris B. Floyd, Pat
Farrah, Dan Tsujioka
& Dave Alban

B496＋ 3 〃 クビ 58．5�
510 ワンダープラヤアン 牡4栗 57 丹内 祐次山本 能成氏 森田 直行 浦河 藤春 修二 474－ 21：39．11
 43．4�
36 キョウエイスコール 牡5栗 57 武士沢友治田中 晴夫氏 勢司 和浩 新ひだか ヒサイファーム 484－ 81：40．05 282．3�
611 タイセイヴィクター �5鹿 57 柴山 雄一田中 成奉氏 林 徹 安平 追分ファーム 506＋ 61：41．27 86．0�
815 リンクスゼロ 牡4黒鹿57 酒井 学目谷 一幸氏 松山 将樹 新冠 イワミ牧場 484＋ 6 〃 クビ 281．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 66，139，300円 複勝： 72，850，700円 枠連： 45，094，200円
馬連： 166，122，700円 馬単： 68，684，900円 ワイド： 94，464，800円
3連複： 230，761，000円 3連単： 305，946，800円 計： 1，050，064，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 200円 � 400円 � 960円 枠 連（2－8） 3，980円

馬 連 �� 4，710円 馬 単 �� 8，220円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 2，610円 �� 6，930円

3 連 複 ��� 48，260円 3 連 単 ��� 230，810円

票 数

単勝票数 計 661393 的中 � 103138（3番人気）
複勝票数 計 728507 的中 � 114505（3番人気）� 45188（5番人気）� 16565（11番人気）
枠連票数 計 450942 的中 （2－8） 8774（16番人気）
馬連票数 計1661227 的中 �� 27317（15番人気）
馬単票数 計 686849 的中 �� 6262（28番人気）
ワイド票数 計 944648 的中 �� 16180（15番人気）�� 9319（28番人気）�� 3450（55番人気）
3連複票数 計2307610 的中 ��� 3586（121番人気）
3連単票数 計3059468 的中 ��� 961（578番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．1―12．0―12．9―12．8―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．9―35．0―47．0―59．9―1：12．7―1：24．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バ レ ッ テ ィ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．3．19 中山10着

2014．2．4生 �4鹿 母 ザ レ マ 母母 シ ェ ン ク 13戦4勝 賞金 42，450，000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 アームズレングス号

４レース目



（30東京4）第7日 10月21日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 149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

219，270，000円
2，530，000円
24，710，000円
980，000円

24，210，000円
62，385，500円
3，874，000円
1，430，400円

勝馬投票券売得金
473，772，600円
634，083，300円
215，443，300円
1，086，016，900円
509，240，600円
600，400，900円
1，387，439，600円
2，119，820，800円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，026，218，000円

総入場人員 38，495名 （有料入場人員 36，160名）
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