
2701310月8日 晴 重 （29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

815 タマスカイブルー 牡2青鹿55 津村 明秀玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 468－ 21：25．0 4．0�
510 ウィンターパレス 牝2青鹿54 田辺 裕信 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 484＋ 21：25．42� 2．3�
23 ランドキングスター 牡2鹿 55 柴田 善臣木村 昌三氏 本間 忍 日高 日西牧場 490± 01：25．82� 14．3�
35 ラヴィーズロマーン 牡2黒鹿55 田中 勝春藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 446＋ 4 〃 クビ 83．4�
612 ミスティカル 牡2鹿 55 横山 典弘�Basic 田村 康仁 新ひだか 小倉 光博 462＋ 8 〃 ハナ 5．5�
816 シーズラック 牝2鹿 54 蛯名 正義坂巻 勝彦氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 488＋ 2 〃 アタマ 56．9	
714 ザ ブ ル グ 牡2鹿 55 三浦 皇成中村 智幸氏 高柳 瑞樹 森 笹川大晃牧場 454＋ 21：26．11� 19．3

713 エムティトランプ 牡2栗 55 柴山 雄一�門別牧場 清水 英克 新冠 対馬 正 494－ 21：26．73� 112．0�
59 チョコレートパフェ 牝2栗 54

53 ☆井上 敏樹江川 伸夫氏 小桧山 悟 新ひだか 静内フジカワ牧場 420＋ 61：26．8� 109．0�
48 サンシャンペーン 牡2鹿 55 松岡 正海加藤 信之氏 小野 次郎 厚真 大川牧場 462＋ 21：26．9クビ 25．3
611 ア サ ヒ キ リ 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム 478－ 61：27．21� 19．1�
12 カシノバイタル 牡2黒鹿55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 杵臼斉藤牧場 434± 01：27．52 306．5�
47 エ ピ リ マ イ 牝2鹿 54 吉田 豊�大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 490± 01：27．6� 21．9�
36 マインキング 牡2芦 55

52 ▲野中悠太郎峰 哲馬氏 星野 忍 新ひだか 藤吉牧場 454＋ 21：27．7クビ 61．4�
24 マ ナ マ カ ニ 牝2鹿 54

51 ▲武藤 雅稲垣 隆治氏 水野 貴広 新ひだか 前田牧場 430－ 41：28．33� 201．7�
11 スプンタマンユ �2青鹿55 西田雄一郎�ミルファーム 岩戸 孝樹 浦河 ミルファーム 480＋101：28．93� 195．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，881，400円 複勝： 46，686，400円 枠連： 16，823，100円
馬連： 71，034，700円 馬単： 33，883，800円 ワイド： 44，581，300円
3連複： 100，263，800円 3連単： 120，869，400円 計： 469，023，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 130円 � 130円 � 250円 枠 連（5－8） 530円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 240円 �� 540円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 7，460円

票 数

単勝票数 計 348814 的中 � 72164（2番人気）
複勝票数 計 466864 的中 � 106224（2番人気）� 110513（1番人気）� 33883（4番人気）
枠連票数 計 168231 的中 （5－8） 24189（1番人気）
馬連票数 計 710347 的中 �� 91752（1番人気）
馬単票数 計 338838 的中 �� 18715（3番人気）
ワイド票数 計 445813 的中 �� 53818（1番人気）�� 19866（4番人気）�� 15559（6番人気）
3連複票数 計1002638 的中 ��� 43142（2番人気）
3連単票数 計1208694 的中 ��� 11731（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．4―48．2―1：00．5―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマスカイブルー �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2017．6．17 東京3着

2015．5．3生 牡2青鹿 母 タ マ マ リ ア 母母 タマビッグエックス 3戦1勝 賞金 7，550，000円
〔制裁〕 マインキング号の騎手野中悠太郎は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 グラスルーナ号・ゴウノモノ号・サイモンジルバ号

2701410月8日 晴 良 （29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

611 アーモンドアイ 牝2鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 466－ 61：35．1 1．2�
58 コスモフェリーク 牝2栗 54 柴田 大知 �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 412± 01：35．73� 19．5�
11 ロマンテソーロ 牝2青鹿54 田辺 裕信了德寺健二氏 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 452± 01：36．01� 11．5�
34 セイウンミツコ 牝2黒鹿54 大野 拓弥西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 446－ 41：36．21 78．5�
47 レ ネ ッ ト 牝2栗 54 三浦 皇成 �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 456± 0 〃 クビ 25．9	
22 ヒメベニサクラ 牝2鹿 54 丸田 恭介岡田 勇氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 508－ 4 〃 ハナ 16．1

610 ブラックイメル 牝2黒鹿54 蛯名 正義杉澤 真吾氏 小野 次郎 新ひだか 木田牧場 466＋ 6 〃 ハナ 11．1�
814 ダブルミリオン 牝2芦 54 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 スカイビーチステーブル 470＋ 21：36．3クビ 344．2�
712 ア ポ ロ ア ミ 牝2鹿 54 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 シンボリ牧場 434± 0 〃 アタマ 86．3
59 ディーズフェイク 牝2青鹿54 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 464－ 41：36．4� 119．5�
713 スワーリングミスト 牝2鹿 54 戸崎 圭太 H.H．シェイク・モハメド 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450＋ 21：36．72 20．1�
815 ウィナーポイント 牝2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子岡田 牧雄氏 栗田 博憲 日高 出口牧場 400－ 41：36．91� 76．6�
35 メ イ モ ア ナ 牝2鹿 54 内田 博幸千明牧場 池上 昌弘 日高 千明牧場 440＋ 41：37．53� 75．8�
46 ヒ ヤ シ ン ス 牝2鹿 54 西田雄一郎�ミルファーム 岩戸 孝樹 苫小牧 藤澤 昭勝 474＋ 41：37．71� 171．8�
23 ラブリートーク 牝2鹿 54

51 ▲菊沢 一樹福田 光博氏 加藤 和宏 新ひだか 前田ファーム 446± 01：38．76 434．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 46，911，000円 複勝： 195，576，000円 枠連： 16，283，500円
馬連： 70，358，000円 馬単： 49，847，100円 ワイド： 51，140，500円
3連複： 94，507，300円 3連単： 169，527，200円 計： 694，150，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 230円 � 190円 枠 連（5－6） 750円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 390円 �� 260円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 5，480円

票 数

単勝票数 計 469110 的中 � 291213（1番人気）
複勝票数 計1955760 的中 � 1564107（1番人気）� 47668（5番人気）� 62878（3番人気）
枠連票数 計 162835 的中 （5－6） 16657（5番人気）
馬連票数 計 703580 的中 �� 56759（5番人気）
馬単票数 計 498471 的中 �� 33210（5番人気）
ワイド票数 計 511405 的中 �� 33458（5番人気）�� 56787（1番人気）�� 8879（16番人気）
3連複票数 計 945073 的中 ��� 37243（7番人気）
3連単票数 計1695272 的中 ��� 22400（18番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．7―12．6―12．9―11．7―11．3―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―35．2―47．8―1：00．7―1：12．4―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アーモンドアイ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．8．6 新潟2着

2015．3．10生 牝2鹿 母 フサイチパンドラ 母母 ロッタレース 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 コスモフェリーク号の騎手柴田大知は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・5番）
※ヒヤシンス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

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8日 晴 良 （29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

59 ピースユニヴァース 牡2鹿 55 内田 博幸久米田正平氏 尾形 和幸 新冠 秋田牧場 468＋ 61：22．0 5．8�
816 エ ス タ ー テ 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎グリーンスウォード伊藤 伸一 新冠 長浜牧場 420＋ 6 〃 クビ 19．8�
11 ディアサルファー 牝2栗 54 吉田 隼人ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ 480－ 21：22．74 2．2�
12 テンワールドレイナ 牝2栗 54 三浦 皇成天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 470＋ 81：22．8� 18．3�
715 ロ ジ ピ エ ナ 牝2栗 54

51 ▲菊沢 一樹久米田正明氏 菊沢 隆徳 新ひだか 池田牧場 444－ 41：22．9� 111．4�
24 キミワテンマ 牡2鹿 55 戸崎 圭太浦邊 輝實氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 480＋161：23．11� 4．7	
714 コウユーホクト 牡2鹿 55 吉田 豊加治屋貞光氏 竹内 正洋 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 486－ 4 〃 アタマ 10．3

48 ナンヨーセゾニエ 牝2鹿 54 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422＋ 41：23．2� 18．4�
713 マ ン ト ラ 牝2栗 54 的場 勇人�ミルファーム 的場 均 日高 天羽牧場 454± 01：23．51� 32．8
611 カシノレガーメ 牡2黒鹿55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 野島牧場 450＋ 21：23．82 181．7�
612 ブライターデイズ 牝2栗 54

51 ▲横山 武史 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 和田 正道 新冠 三村 卓也 460－14 〃 クビ 232．6�

23 ジュンアンビション 牡2鹿 55
52 ▲武藤 雅河合 純二氏 畠山 吉宏 新ひだか 西川富岡牧場 418＋141：23．9� 228．9�

818 デルマミモザ 牝2鹿 54 横山 和生浅沼 廣幸氏 的場 均 むかわ 東振牧場 420－ 21：24．43 369．3�
35 クエントアスール 牡2黒鹿55 蛯名 正義�アスール 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 502± 0 〃 クビ 56．1�
36 ブラウローゼット 牡2青鹿55 宮崎 北斗 �コスモヴューファーム 粕谷 昌央 新ひだか 加野牧場 472± 01：24．5� 270．9�
47 アブナイヒロユキ 牡2黒鹿55 田中 勝春菊地 祐司氏 大江原 哲 むかわ 真壁 信一 B502＋141：26．110 221．2�
510 デルマウーゾ 牡2栗 55 長岡 禎仁浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 440－181：26．74 416．7�
817 ニシノオトコマサリ 牝2青鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 加藤 和宏 むかわ 宇南山牧場 398－ 61：27．76 52．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 38，637，500円 複勝： 56，706，400円 枠連： 19，397，000円
馬連： 75，430，100円 馬単： 39，902，300円 ワイド： 48，703，800円
3連複： 106，574，000円 3連単： 138，467，900円 計： 523，819，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 160円 � 300円 � 110円 枠 連（5－8） 2，420円

馬 連 �� 3，920円 馬 単 �� 6，200円

ワ イ ド �� 930円 �� 240円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，990円 3 連 単 ��� 17，280円

票 数

単勝票数 計 386375 的中 � 56150（3番人気）
複勝票数 計 567064 的中 � 86099（2番人気）� 30788（6番人気）� 190321（1番人気）
枠連票数 計 193970 的中 （5－8） 6211（12番人気）
馬連票数 計 754301 的中 �� 14880（11番人気）
馬単票数 計 399023 的中 �� 4821（19番人気）
ワイド票数 計 487038 的中 �� 11928（12番人気）�� 61620（1番人気）�� 19212（6番人気）
3連複票数 計1065740 的中 ��� 40125（4番人気）
3連単票数 計1384679 的中 ��� 5809（44番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．9―35．4―47．4―58．8―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピースユニヴァース �
�
父 ロジユニヴァース �

�
母父 サニングデール デビュー 2017．7．9 福島3着

2015．3．14生 牡2鹿 母 ロジディオン 母母 ウメノディオン 3戦1勝 賞金 8，800，000円
〔その他〕 アブナイヒロユキ号は，最後の直線コースで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

ニシノオトコマサリ号は，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〕 デルマウーゾ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月8日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 シャドウラーテル号・ターキッシュバン号・ハクサンキャノン号・ヒヤシンス号・ミヤビチーター号

2701610月8日 晴 重 （29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
1：36．4
1：36．4

不良
不良

714 ヴェルトゥアル 牡2鹿 55 C．ルメール �シルクレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470 ―1：37．5 2．3�

612 オクタヴィウス 牡2鹿 55 横山 典弘髙橋 貴士氏 武藤 善則 新ひだか 幌村牧場 480 ―1：38．24 5．1�
36 ネイチャーモルサム 牡2黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子井上 修一氏 根本 康広 浦河 浦河土肥牧場 452 ―1：38．83� 78．5�
611 リキサンゴルト 牡2鹿 55 黛 弘人 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 498 ―1：39．11� 81．7�
713 スギノハヤブサ 牡2鹿 55 三浦 皇成杉山 忠国氏 高柳 瑞樹 新ひだか 明治牧場 490 ― 〃 アタマ 54．7�
35 キタノアラムシャ 牡2黒鹿55 津村 明秀河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 456 ―1：39．73� 54．2	
47 メモリーブレッド 牡2鹿 55 吉田 豊保坂 和孝氏 小笠 倫弘 新ひだか 坂本牧場 490 ―1：39．8� 40．0

815 ナリノレーヴドール 牡2鹿 55 丸田 恭介成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 452 ―1：39．9� 48．7�
48 ディアビオラン 牝2黒鹿54 柴山 雄一ディアレストクラブ� 田村 康仁 日高 春木 昭雄 460 ―1：40．53� 72．6
816 キャルファースト 牡2栗 55 戸崎 圭太里見 治紀氏 萩原 清 新ひだか タガミファーム 472 ―1：40．92� 16．0�
12 ガーネットローズ 牡2黒鹿55 北村 宏司西村 健氏 青木 孝文 日高 中川 哲也 490 ―1：41．32� 22．6�
11 イマジンピース 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎薪浦 亨氏 和田 雄二 新ひだか 木下牧場 452 ― 〃 クビ 183．6�
24 サクラメント 牝2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 平野牧場 498 ―1：41．51	 27．7�
510 モンサンブリラント 牝2鹿 54

53 ☆木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 浦河 三嶋牧場 516 ―1：41．6クビ 19．1�
23 ゴールデンテソーロ 牝2栗 54 田辺 裕信了德寺健二氏 畠山 吉宏 日高 株式会社カ

ネツ牧場 452 ―1：42．23� 4．2�
59 ケイジーワンダー 牡2黒鹿55 吉田 隼人鹿倉 勝
氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 522 ―1：42．62� 179．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，346，500円 複勝： 44，641，900円 枠連： 18，978，900円
馬連： 66，514，800円 馬単： 35，697，200円 ワイド： 41，815，000円
3連複： 87，251，400円 3連単： 113，162，600円 計： 445，408，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 170円 � 1，360円 枠 連（6－7） 610円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 320円 �� 4，710円 �� 10，110円

3 連 複 ��� 25，410円 3 連 単 ��� 71，210円

票 数

単勝票数 計 373465 的中 � 134169（1番人気）
複勝票数 計 446419 的中 � 128900（1番人気）� 67030（3番人気）� 5100（14番人気）
枠連票数 計 189789 的中 （6－7） 24084（2番人気）
馬連票数 計 665148 的中 �� 79573（2番人気）
馬単票数 計 356972 的中 �� 27133（2番人気）
ワイド票数 計 418150 的中 �� 39526（2番人気）�� 2092（45番人気）�� 967（72番人気）
3連複票数 計 872514 的中 ��� 2575（65番人気）
3連単票数 計1131626 的中 ��� 1152（187番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．7―35．3―47．5―1：00．4―1：13．1―1：25．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴェルトゥアル �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2015．1．19生 牡2鹿 母 シルクユニバーサル 母母 トロピカルサウンドⅡ 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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アルクトス号・クラウンアート号・クレイジームーン号・タツノリソックリ号・マイネルビーラヴド号・

ミヤギウイング号・ロマンスガッサン号



2701710月8日 晴 良 （29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

66 ブラゾンダムール 牡2黒鹿55 M．デムーロ�G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 482 ―2：03．9 1．8�
67 ジ ェ シ ー 牡2鹿 55 川田 将雅 �キャロットファーム 中内田充正 平取 坂東牧場 476 ―2：04．11� 13．7�
810 コズミックフォース 牡2鹿 55 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 470 ―2：04．74 6．0�
78 リバーブレーション 牡2鹿 55 横山 典弘吉田 照哉氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 494 ―2：04．91� 8．6�
44 トーセンヴィガー 牡2鹿 55 柴田 善臣島川 	哉氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 472 ―2：05．21� 55．1

79 レ ヴ ァ ン テ 牡2栗 55 田辺 裕信寺田 寿男氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484 ― 〃 クビ 9．4�
55 ロ ー ン チ 牡2鹿 55 北村 宏司青山 洋一氏 村山 明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462 ―2：05．73 62．4�
11 スワーヴアラミス 牡2鹿 55 戸崎 圭太�NICKS 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484 ―2：06．01	 7．4
22 ロビンズソング 牡2黒鹿55 内田 博幸吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 520 ―2：06．32 76．8�
811 スエヒロソール 牡2鹿 55 伊藤 工真�みどり住宅 金成 貴史 新冠 赤石 久夫 450 ―2：07．68 239．5�
33 ドブロヴニク 牡2黒鹿55 勝浦 正樹�ラ・メール 田村 康仁 新ひだか 前田牧場 504 ―2：11．4大差 335．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 53，736，700円 複勝： 52，195，900円 枠連： 14，623，000円
馬連： 68，839，300円 馬単： 41，438，700円 ワイド： 41，153，700円
3連複： 79，618，000円 3連単： 138，319，100円 計： 489，924，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 190円 � 150円 枠 連（6－6） 1，100円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 390円 �� 240円 �� 730円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 6，610円

票 数

単勝票数 計 537367 的中 � 242648（1番人気）
複勝票数 計 521959 的中 � 211956（1番人気）� 44451（6番人気）� 72726（2番人気）
枠連票数 計 146230 的中 （6－6） 10295（4番人気）
馬連票数 計 688393 的中 �� 47078（5番人気）
馬単票数 計 414387 的中 �� 20331（7番人気）
ワイド票数 計 411537 的中 �� 26405（5番人気）�� 49229（1番人気）�� 12742（11番人気）
3連複票数 計 796180 的中 ��� 34465（8番人気）
3連単票数 計1383191 的中 ��� 15159（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．3―38．3―50．7―1：03．9―1：17．1―1：30．2―1：41．5―1：52．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F33．7

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

勝馬の
紹 介

ブラゾンダムール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Medaglia d’Oro 初出走

2015．2．7生 牡2黒鹿 母 メダリアダムール 母母 Izara 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドブロヴニク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月8日まで平地競走

に出走できない。

2701810月8日 晴 稍重 （29東京4）第2日 第6競走 ��1，300�サラブレッド系3歳以上
発走13時00分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

24 スピーディクール 牡3栗 55 横山 典弘ライオンレースホース� 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 480＋ 81：16．7 2．4�
612 カワキタピリカ 牡4鹿 57 武士沢友治川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 木田牧場 B498－ 61：17．23 47．7�
59 ロードナカヤマ 牝3鹿 53

50 ▲武藤 雅�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 470＋ 61：17．3� 7．6�
47 � エタニティーワルツ 牡4黒鹿57 西田雄一郎村島 昭男氏 大和田 成 新ひだか 及川 幸夫 490＋201：17．4� 25．5�
714 ス フ ェ ー ン 牡4鹿 57 吉田 豊キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 笹地牧場 452＋ 41：17．61� 19．0	
36 ボ ル ド ー 牡4栗 57 的場 勇人�パニオロ 的場 均 新冠 村上 欽哉 530－ 21：17．7� 125．9

48 スケールアップ 牡4黒鹿57 大野 拓弥髙岡 義雄氏 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 504＋ 81：17．8クビ 4．2�
713 コンピレーション 牡3黒鹿55 津村 明秀 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 478－ 41：18．01	 10．5�
35 ケイティクエスト 牡3鹿 55 江田 照男瀧本 和義氏 蛯名 利弘 新冠 石田牧場 458－ 21：18．1クビ 72．3
23 ネ コ ビ ッ チ 牡3鹿 55

53 △伴 啓太桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 488＋ 2 〃 アタマ 55．5�
816 ゴーストバローズ 
4芦 57

54 ▲菊沢 一樹猪熊 広次氏 小島 太 浦河 富田牧場 448－ 21：18．31 116．1�
815 ダノンイーグル 牡3栗 55 田辺 裕信�ダノックス 久保田貴士 千歳 社台ファーム 494＋ 2 〃 クビ 7．9�
12 セレノグラフィー 
4黒鹿57 北村 宏司村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 506＋141：18．4クビ 21．8�
510� レーヴドミカ 牝4栗 55 田中 勝春尾上 松壽氏 松山 将樹 日高 下河辺牧場 482＋141：18．61� 66．7�
611 ネイチャーポイント 牡4鹿 57

54 ▲藤田菜七子井上 修一氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 508＋181：19．13 37．5�
11 � リンノアモーレ 牝3黒鹿53 菅原 隆一本田 恒雄氏 南田美知雄 新ひだか 元道牧場 514＋101：20．05 203．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，050，700円 複勝： 67，925，200円 枠連： 22，892，500円
馬連： 97，289，200円 馬単： 45，870，400円 ワイド： 63，518，600円
3連複： 130，934，900円 3連単： 163，017，200円 計： 635，498，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 790円 � 220円 枠 連（2－6） 3，400円

馬 連 �� 9，440円 馬 単 �� 14，820円

ワ イ ド �� 2，620円 �� 460円 �� 4，890円

3 連 複 ��� 20，960円 3 連 単 ��� 129，590円

票 数

単勝票数 計 440507 的中 � 144547（1番人気）
複勝票数 計 679252 的中 � 190979（1番人気）� 14916（11番人気）� 72860（5番人気）
枠連票数 計 228925 的中 （2－6） 5208（12番人気）
馬連票数 計 972892 的中 �� 7979（29番人気）
馬単票数 計 458704 的中 �� 2321（45番人気）
ワイド票数 計 635186 的中 �� 5951（26番人気）�� 39232（3番人気）�� 3146（48番人気）
3連複票数 計1309349 的中 ��� 4685（62番人気）
3連単票数 計1630172 的中 ��� 912（365番人気）

ハロンタイム 6．9―11．1―11．5―11．4―11．7―12．0―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
6．9―18．0―29．5―40．9―52．6―1：04．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F35．8
3 ・（8，13，15，16）（2，7，9）（6，10，11，14）－（5，12，4）（1，3） 4 ・（8，13，16）15（2，7）9（6，10）14（5，12，4）11，3，1

勝馬の
紹 介

スピーディクール �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．9．25 中山12着

2014．4．14生 牡3栗 母 ローズアライヴァル 母母 バ ル バ ラ 10戦2勝 賞金 24，200，000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 ルア号



2701910月8日 晴 稍重 （29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

611 アルーアキャロル 牡4栗 57 C．ルメール �シルクレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 508－ 61：35．8 1．2�
12 ラ レ ー タ 牡3栗 55 戸崎 圭太�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 21：36．12 5．3�
612 オーシャンビュー 牡4鹿 57 杉原 誠人冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 八木 明広 B446＋ 61：36．63 34．7�
816 アイヅヒリュウ 牡3鹿 55 三浦 皇成真部 晴德氏 小笠 倫弘 新ひだか 佐竹 学 494± 01：36．91� 23．5�
713 ヨクエロマンボ �4芦 57 内田 博幸平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 458＋ 81：37．64 15．9	
36 ディーワンプリモ 牝3鹿 53 嘉藤 貴行小清水由美子氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 452－ 41：37．81� 175．4

815 ワイルドグラス 牡3鹿 55 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 浦河 宮内牧場 456＋ 41：38．01� 65．9�
35 テ ン キ セ キ 牝4鹿 55 柴田 大知天白 泰司氏 牧 光二 新ひだか 千代田牧場 B482＋ 21：38．21� 44．3�
24 	 ラ マ レ 牡4栗 57

54 ▲武藤 雅ライオンレースホース� 池上 昌和 浦河 浦河日成牧場 B484－ 21：38．3� 149．2
11 フジマサシルバー 牡3芦 55

53 △伴 啓太藤原 正一氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 526＋ 61：38．4� 298．4�
714 レッドコマチ 牡3栗 55

52 ▲野中悠太郎金山 敏也氏 竹内 正洋 新冠 川上牧場 458＋16 〃 ハナ 39．0�
510 ク テ ィ ノ ス 牡3鹿 55 柴山 雄一金山 敏也氏 栗田 徹 新冠 樋渡 志尚 480－101：38．72 199．7�
59 プラグドワグナー 牡3芦 55 大庭 和弥大原 詔宏氏 高橋 文雅 浦河 有限会社

大原ファーム 498－101：38．8� 285．9�
48 ロ ー ブ 牝3栗 53

50 ▲藤田菜七子�辻牧場 栗田 博憲 浦河 辻 牧場 450－121：39．11� 38．7�
47 コットンパール 牝4鹿 55 西田雄一郎�ミルファーム 高市 圭二 日高 前野牧場 472＋ 21：39．41
 340．8�
23 ハーツブライト 牝3黒鹿53 勝浦 正樹伊東 純一氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：39．61� 59．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，250，300円 複勝： 167，390，700円 枠連： 25，019，400円
馬連： 93，569，600円 馬単： 64，948，900円 ワイド： 54，604，500円
3連複： 120，016，900円 3連単： 246，591，500円 計： 817，391，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 120円 � 270円 枠 連（1－6） 250円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 320円

ワ イ ド �� 160円 �� 380円 �� 710円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 1，860円

票 数

単勝票数 計 452503 的中 � 288675（1番人気）
複勝票数 計1673907 的中 � 1315038（1番人気）� 116831（2番人気）� 28827（6番人気）
枠連票数 計 250194 的中 （1－6） 75123（1番人気）
馬連票数 計 935696 的中 �� 272268（1番人気）
馬単票数 計 649489 的中 �� 149371（1番人気）
ワイド票数 計 546045 的中 �� 109751（1番人気）�� 32718（4番人気）�� 15618（9番人気）
3連複票数 計1200169 的中 ��� 96788（2番人気）
3連単票数 計2465915 的中 ��� 95692（3番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．7―11．9―12．6―12．4―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．2―34．9―46．8―59．4―1：11．8―1：23．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルーアキャロル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2015．11．7 東京1着

2013．3．10生 牡4栗 母 タバスコキャロル 母母 ペッパーキャロル 6戦3勝 賞金 35，088，000円

2702010月8日 晴 良 （29東京4）第2日 第8競走 ��2，400�サラブレッド系3歳以上
発走14時00分 （芝・左）

500万円以下；負担重量は，3歳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 ホウオウドリーム 牡3鹿 54 吉田 豊小笹 芳央氏 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 488± 02：26．3 5．2�
33 グリントオブライト 牝4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－ 62：26．72� 8．3�
44 フリージングレイン 牡3鹿 54 内田 博幸 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 506－ 62：26．91� 6．7�
22 ケイブルグラム 牡4鹿 57 C．ルメール �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B520＋ 82：27．11 1．4�
66 ヴァンベールシチー 牡3栗 54 大野 拓弥 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 幌村牧場 426－ 62：27．2	 30．0	
88 フレスコパスト 牝3鹿 52

49 ▲武藤 雅岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 408－ 22：27．3� 33．4

55 アンネリース 牝3鹿 52 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 476＋ 42：27．51 21．1�
11 ニシノオラクル 牡3栗 54

51 ▲菊沢 一樹西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 ガーベラパー
クスタツド 444－ 22：27．6	 125．8�

（8頭）

売 得 金
単勝： 44，985，800円 複勝： 102，896，000円 枠連： 発売なし
馬連： 79，538，000円 馬単： 54，426，100円 ワイド： 40，881，300円
3連複： 82，178，200円 3連単： 232，076，300円 計： 636，981，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 430円 � 470円 � 430円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 4，140円

ワ イ ド �� 540円 �� 480円 �� 500円

3 連 複 ��� 3，390円 3 連 単 ��� 17，160円

票 数

単勝票数 計 449858 的中 � 68462（2番人気）
複勝票数 計1028960 的中 � 63174（3番人気）� 56635（4番人気）� 64110（2番人気）
馬連票数 計 795380 的中 �� 28994（8番人気）
馬単票数 計 544261 的中 �� 9849（13番人気）
ワイド票数 計 408813 的中 �� 18997（7番人気）�� 22096（5番人気）�� 20926（6番人気）
3連複票数 計 821782 的中 ��� 18179（13番人気）
3連単票数 計2320763 的中 ��� 9805（54番人気）

ハロンタイム 13．1―12．0―12．4―12．6―12．3―12．2―12．9―12．6―12．4―11．3―11．0―11．5

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―25．1―37．5―50．1―1：02．4―1：14．6―1：27．5―1：40．1―1：52．5―2：03．8―2：14．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．2―3F33．8
1
3
5－（1，6）（2，4）8，3，7
5（1，6）（2，4，8）3，7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホウオウドリーム 
�
父 ルーラーシップ 

�
母父 メジロライアン デビュー 2017．5．14 京都6着

2014．1．31生 牡3鹿 母 メジロドーベル 母母 メジロビユーテイー 7戦2勝 賞金 17，041，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 ロザンジェ号の調教師杉浦宏昭は，業務上の注意義務（規制薬物の施用）を怠り，出走取消となったことについて過怠金

50，000円。
※出走取消馬 インペリアルフィズ号（疾病〔右前肢跛行〕のため）・ロザンジェ号（事故のため）



2702110月8日 晴 良 （29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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

55 ボーダーオブライフ 牡3鹿 55 M．デムーロ片山 晃氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 494－ 21：34．7 14．3�
22 サバイバルポケット 牝4鹿 55 柴田 大知福田 光博氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484± 01：34．91� 74．7�
811 ジークカイザー 牡4鹿 57 川田 将雅 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 480＋ 2 〃 クビ 3．1�
812 ルネイション 牝4黒鹿55 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 432－ 61：35．0クビ 4．5�
710 トーホウアイレス 牝3青鹿53 柴田 善臣東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 472＋12 〃 ハナ 85．8	
33 サーブルオール 牡4鹿 57 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 490＋ 2 〃 ハナ 3．7

67 ニシノアップルパイ 牡3鹿 55 大野 拓弥西山 茂行氏 中舘 英二 新ひだか 棚川 光男 486＋ 4 〃 クビ 12．6�
79 アルミレーナ 牝3芦 53 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 440＋141：35．1クビ 7．4�
68 ジ ャ ッ キ ー 牡3栗 55 内田 博幸小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 482± 01：35．52	 36．3
56 ハッピームーン 牡5黒鹿57 津村 明秀石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 470＋12 〃 クビ 180．0�
44 ロードリベラル 牡3黒鹿55 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 日高 スマイルファーム 420＋ 21：35．71� 10．3�
11 アドマイヤモラール 牡4黒鹿57 北村 宏司近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 526＋26 〃 アタマ 58．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 59，110，200円 複勝： 74，249，800円 枠連： 29，971，900円
馬連： 142，168，100円 馬単： 64，675，700円 ワイド： 69，232，100円
3連複： 168，009，600円 3連単： 258，156，300円 計： 865，573，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 350円 � 1，310円 � 150円 枠 連（2－5） 23，060円

馬 連 �� 38，110円 馬 単 �� 70，090円

ワ イ ド �� 7，800円 �� 780円 �� 3，630円

3 連 複 ��� 38，200円 3 連 単 ��� 403，360円

票 数

単勝票数 計 591102 的中 � 32941（7番人気）
複勝票数 計 742498 的中 � 49607（7番人気）� 11040（10番人気）� 170566（1番人気）
枠連票数 計 299719 的中 （2－5） 1007（27番人気）
馬連票数 計1421681 的中 �� 2891（48番人気）
馬単票数 計 646757 的中 �� 692（93番人気）
ワイド票数 計 692321 的中 �� 2210（46番人気）�� 24075（10番人気）�� 4803（30番人気）
3連複票数 計1680096 的中 ��� 3298（80番人気）
3連単票数 計2581563 的中 ��� 464（600番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―36．1―48．8―1：01．4―1：12．1―1：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F33．3
3 2，7，5，1－11（6，10）8（9，3，12）4 4 ・（2，7）－5－（1，11）10（6，8，3，12）（9，4）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ボーダーオブライフ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2016．10．15 東京2着

2014．2．8生 牡3鹿 母 サクラサクⅡ 母母 サクラフブキ 7戦3勝 賞金 34，473，000円
〔制裁〕 ボーダーオブライフ号の騎手M．デムーロは，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：1番）

2702210月8日 曇 稍重 （29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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

611 ダノンフェイス 牡4黒鹿57 M．デムーロ�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 524－ 81：21．9 4．4�
510 ディーズプラネット 牝4芦 55 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 502＋ 21：22．32� 6．3�
47 コロマンデル 牡5黒鹿57 戸崎 圭太吉田 勝己氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 454－ 21：22．72� 8．2�
35 ショウナンカサロ 牝5青鹿55 吉田 豊国本 哲秀氏 古賀 史生 新ひだか 西村 和夫 468± 0 〃 ハナ 178．2�
816 オニノシタブル 牡6栗 57 柴田 大知青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B482－121：22．8クビ 47．8�
714 ブラインドサイド 	8鹿 57 吉田 隼人 	いとはんホール

ディングス 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B498＋ 8 〃 ハナ 35．5

23 プリサイスエース 牡6栗 57 田辺 裕信井山 登氏 奥村 武 新冠 芳住 鉄兵 502－ 2 〃 クビ 24．0�
24 コアレスキング 牡7鹿 57 津村 明秀小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 コアレススタッド 538＋ 41：22．9クビ 74．7�
612 グラスエトワール 牝5鹿 55 木幡 巧也半沢	 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 496＋ 41：23．0� 13．1
815 ペプチドウォヘッド 牡5鹿 57 C．ルメール 沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 456－ 41：23．1
 20．0�
59 ゴールドスーク 牡6栗 57 川田 将雅 	サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 502± 01：23．2
 49．7�
713 レッドゲルニカ 牡4鹿 57 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 548－ 8 〃 ハナ 2．2�
12 クワドループル 牡5黒鹿57 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492－ 41：23．3クビ 57．7�
48 � ダイゴマサムネ 牡5栗 57 武藤 雅長谷川光司氏 寺島 良 浦河 ヒダカフアーム B496－ 41：24．04 318．5�
11 � チェリーサマー 牡5鹿 57 野中悠太郎櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 イーストファーム 516－ 41：24．42� 38．9�
36 ナンヨーマーク 	6青鹿57 柴山 雄一中村 德也氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 B510－ 81：24．5クビ 196．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 70，275，100円 複勝： 95，518，100円 枠連： 45，571，400円
馬連： 206，638，600円 馬単： 83，581，900円 ワイド： 101，062，800円
3連複： 265，542，200円 3連単： 356，689，200円 計： 1，224，879，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 200円 � 240円 枠 連（5－6） 920円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 640円 �� 590円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 4，360円 3 連 単 ��� 18，880円

票 数

単勝票数 計 702751 的中 � 125329（2番人気）
複勝票数 計 955181 的中 � 155640（2番人気）� 121036（3番人気）� 96172（4番人気）
枠連票数 計 455714 的中 （5－6） 38225（3番人気）
馬連票数 計2066386 的中 �� 99898（5番人気）
馬単票数 計 835819 的中 �� 21815（8番人気）
ワイド票数 計1010628 的中 �� 40953（6番人気）�� 44954（5番人気）�� 23745（9番人気）
3連複票数 計2655422 的中 ��� 45649（11番人気）
3連単票数 計3566892 的中 ��� 13693（42番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．3―11．7―11．9―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．4―34．7―46．4―58．3―1：10．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F35．5
3 8，4－1（2，11）（9，12）（7，15）5，10（6，16）14（3，13） 4 8，4－（1，11）（2，9，12）（7，15）（5，10）－16（6，14）（3，13）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンフェイス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．2．7 東京2着

2013．3．30生 牡4黒鹿 母 アイアムカミノマゴ 母母 アイアムザウィナー 13戦4勝 賞金 77，082，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 ナイトフォックス号

１レース目
３レース目



2702310月8日 曇 良 （29東京4）第2日 第11競走 ��
��1，800�第68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，28．10．8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，28．10．7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 840，000円 240，000円 120，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

68 リアルスティール 牡5鹿 57 M．デムーロ �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 506＋ 41：45．6 5．8�
812 サトノアラジン 牡6鹿 58 川田 将雅里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 532＋ 4 〃 クビ 8．7�
67 グレーターロンドン 牡5鹿 56 田辺 裕信窪田 康志氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 474± 01：45．81� 6．9�
33 ダイワキャグニー 牡3黒鹿54 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 486＋ 2 〃 ハナ 27．7�
79 ヤングマンパワー 牡5黒鹿56 石橋 脩星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 524－ 81：45．9クビ 58．7�
22 マ カ ヒ キ 牡4鹿 57 内田 博幸金子真人ホール

ディングス	 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 502± 0 〃 アタマ 5．6

710 ワンアンドオンリー 牡6黒鹿57 横山 典弘	ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492－ 41：46．0クビ 105．8�
11 ソウルスターリング 牝3青鹿53 C．ルメール �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 480＋ 61：46．1� 2．0�
55 ヒストリカル 牡8黒鹿56 田中 勝春近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 460＋ 2 〃 クビ 190．0
811 ウインブライト 牡3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 468－ 41：46．2クビ 87．3�
44 アストラエンブレム 牡4鹿 56 戸崎 圭太 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 470－ 41：46．52 13．9�
56 マッチレスヒーロー 牡6栗 56 吉田 隼人�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 B488＋ 21：47．77 393．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 417，207，100円 複勝： 428，100，600円 枠連： 157，154，300円 馬連： 1，024，115，500円 馬単： 546，796，700円
ワイド： 497，585，500円 3連複： 1，445，090，200円 3連単： 3，350，159，400円 5重勝： 543，532，800円 計： 8，409，742，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 200円 � 260円 � 210円 枠 連（6－8） 1，180円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 4，300円

ワ イ ド �� 730円 �� 590円 �� 780円

3 連 複 ��� 4，670円 3 連 単 ��� 27，280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����� 536，630円

票 数

単勝票数 計4172071 的中 � 567894（3番人気）
複勝票数 計4281006 的中 � 586474（3番人気）� 387381（6番人気）� 547091（4番人気）
枠連票数 計1571543 的中 （6－8） 102383（6番人気）
馬連票数 計10241155 的中 �� 338122（10番人気）
馬単票数 計5467967 的中 �� 95301（17番人気）
ワイド票数 計4975855 的中 �� 172515（9番人気）�� 221408（7番人気）�� 162311（11番人気）
3連複票数 計14450902 的中 ��� 232025（17番人気）
3連単票数 計33501594 的中 ��� 89003（98番人気）
5重勝票数 計5435328 的中 ����� 709

ハロンタイム 12．8―11．0―11．8―12．2―12．2―12．1―11．1―10．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―35．6―47．8―1：00．0―1：12．1―1：23．2―1：33．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．6―3F33．5

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

勝馬の
紹 介

リアルスティール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2014．12．27 阪神1着

2012．3．1生 牡5鹿 母 ラヴズオンリーミー 母母 Monevassia 13戦3勝 賞金 393，768，000円
［他本会外：1戦1勝］

※マッチレスヒーロー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりリアルスティール号は，天皇賞（秋）（GⅠ）競走に優先出走できる。

2702410月8日 曇 稍重 （29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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

612 ラ ユ ロ ッ ト 牝3黒鹿53 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 浦河 田中スタッド 488－101：22．7 3．1�
35 ダブルコーク 牡6黒鹿57 三浦 皇成�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 492－ 21：23．23 5．7�
12 タイセイエクレール 牡4鹿 57 戸崎 圭太田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 506－ 2 〃 クビ 6．5�
11 シーリーヴェール 牡6青鹿57 M．デムーロ �社台レースホース杉山 晴紀 安平 追分ファーム 480＋ 21：23．3� 6．2�
510 サクラエンパイア 牡4鹿 57 石橋 脩�さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 464－ 6 〃 クビ 13．5	
816 タニセンジャッキー 牡8鹿 57

54 ▲菊沢 一樹染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 480＋ 2 〃 ハナ 69．2

611 メイショウグジョウ 牡3栗 55 柴田 善臣松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 464＋ 21：23．4クビ 10．7�
48 	 コパノディール 牝4黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子小林 照弘氏 尾形 充弘 むかわ 市川牧場 442－ 21：23．61
 24．4�
714	 ゼットマックイーン 牡4鹿 57 吉田 隼人�フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 450－ 81：23．81
 143．6
23 ブラヴォバンビーノ 牡3鹿 55

52 ▲武藤 雅 �シルクレーシング 武藤 善則 新ひだか 前田ファーム B480－ 41：24．01
 16．9�
24 シ ベ リ ウ ス 牡4栗 57 村田 一誠浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B460＋ 41：24．1� 14．0�
713 ツウローゼズ 牝5黒鹿55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 樋渡 志尚 486－ 61：24．73� 311．7�
47 フローラルダンサー 牝5鹿 55

54 ☆木幡 巧也岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 若林牧場 534＋ 21：25．23 50．1�
59 � カフジオリオン 牡5鹿 57 蛯名 正義加藤 守氏 中竹 和也 米 Lester Kwok &

Dr. Naoya Yoshida 494＋201：25．62� 44．7�
36 � アンクルダイチ 牡5鹿 57

54 ▲横山 武史塚本 能交氏 高橋 亮 米
Sheltowee Farm,
Tom McCrocklin &
Mark Toothaker

500＋101：25．7� 131．7�
815	 バーサーカー 牡5栗 57 内田 博幸香川 憲次氏 高市 圭二 日高 広富牧場 B496－16 〃 同着 30．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 91，965，900円 複勝： 124，725，700円 枠連： 70，758，100円
馬連： 227，048，500円 馬単： 97，655，700円 ワイド： 132，566，000円
3連複： 311，882，000円 3連単： 455，775，800円 計： 1，512，377，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 180円 � 210円 枠 連（3－6） 790円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 460円 �� 480円 �� 710円

3 連 複 ��� 2，120円 3 連 単 ��� 7，410円

票 数

単勝票数 計 919659 的中 � 235278（1番人気）
複勝票数 計1247257 的中 � 246955（1番人気）� 174610（2番人気）� 135084（4番人気）
枠連票数 計 707581 的中 （3－6） 68807（2番人気）
馬連票数 計2270485 的中 �� 149847（2番人気）
馬単票数 計 976557 的中 �� 42545（2番人気）
ワイド票数 計1325660 的中 �� 76208（1番人気）�� 72230（3番人気）�� 45565（6番人気）
3連複票数 計3118820 的中 ��� 110168（2番人気）
3連単票数 計4557758 的中 ��� 44566（4番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―11．9―12．0―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．9―46．8―58．8―1：10．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F35．9
3 9（6，7）16，14（4，3，12）5（8，15）11，10（1，2）13 4 ・（9，7）（6，16）（14，12）（4，3，5）8，15（11，10）1，2，13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラ ユ ロ ッ ト �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2016．8．13 札幌2着

2014．2．14生 牝3黒鹿 母 ユメノオーラ 母母 レッダンゴールド 7戦3勝 賞金 27，500，000円
〔制裁〕 シベリウス号の騎手村田一誠は，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：6番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ソルプレーサ号・トーコーグリーン号
（非抽選馬） 1頭 ラバニーユ号

５レース目



（29東京4）第2日 10月8日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 172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
20，760，000円
2，070，000円
37，430，000円
2，000，000円
70，656，000円
4，676，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
984，358，200円
1，456，612，700円
437，473，100円
2，222，544，400円
1，158，724，500円
1，186，845，100円
2，991，868，500円
5，742，811，900円
543，532，800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
5 重 勝
計 16，724，771，200円

総入場人員 57，756名 （有料入場人員 54，334名）
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