
2704910月14日 曇 稍重 （30東京4）第5日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走9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
1：21．2
1：20．3

良
良

811� ヴァッシュモン 牡2鹿 55 福永 祐一山口功一郎氏 栗田 徹 英 Gestut Hof
Ittlingen 444＋ 41：22．1 1．8�

11 シャンデフレーズ 牝2鹿 54 田辺 裕信 �キャロットファーム 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 402－ 21：22．52� 5．2�
68 � チ ル ノ 牝2芦 54 伊藤 工真�レッドマジック金成 貴史 英 Ecurie La

Vallee Martigny 420± 01：22．71	 73．1�
56 グレルグリーン 牡2黒鹿55 石川裕紀人斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 444± 01：22．8� 4．8�
22 ラインコマンダー 牡2鹿 55

54 ☆武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 436－ 41：23．11
 59．8	
79 スターアイランド 牝2鹿 54 内田 博幸荒井 眞澄氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 408＋ 4 〃 ハナ 21．8

67 ミ ス プ ロ ト 牝2鹿 54 松岡 正海福澤 真也氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 436＋ 21：23．2� 106．6�
33 オーキッドテソーロ 牝2鹿 54 津村 明秀了德寺健二ホール

ディングス� 矢作 芳人 新ひだか 矢野牧場 410－ 41：23．3
 14．2�
55 ニシノテンカラット 牝2黒鹿54 三浦 皇成西山 茂行氏 武市 康男 浦河 桑田牧場 408＋ 21：23．61
 15．7
812 テ ロ ワ ー ル 牝2鹿 54 田中 勝春小林 由明氏 奥村 武 新ひだか 西村 和夫 508＋201：24．23� 56．4�
710 タ ヌ キ 牡2鹿 55 江田 照男小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 424－ 41：24．41	 188．3�
44 ニンジンムスメ 牝2鹿 54 武士沢友治三岡 陽氏 小桧山 悟 青森 長谷地 義正 422＋ 21：24．61� 172．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 21，883，100円 複勝： 36，757，400円 枠連： 8，033，200円
馬連： 42，545，600円 馬単： 21，992，400円 ワイド： 25，254，700円
3連複： 56，584，300円 3連単： 84，511，100円 計： 297，561，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 150円 � 770円 枠 連（1－8） 390円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 210円 �� 1，650円 �� 3，680円

3 連 複 ��� 8，110円 3 連 単 ��� 22，070円

票 数

単勝票数 計 218831 的中 � 99741（1番人気）
複勝票数 計 367574 的中 � 187007（1番人気）� 44236（3番人気）� 5027（9番人気）
枠連票数 計 80332 的中 （1－8） 15673（2番人気）
馬連票数 計 425456 的中 �� 82787（1番人気）
馬単票数 計 219924 的中 �� 28088（1番人気）
ワイド票数 計 252547 的中 �� 38898（2番人気）�� 3417（15番人気）�� 1493（28番人気）
3連複票数 計 565843 的中 ��� 5228（23番人気）
3連単票数 計 845111 的中 ��� 2776（68番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．4―12．2―11．7―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．0―47．2―58．9―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ヴァッシュモン �
�
父 Dubawi �

�
母父 Authorized デビュー 2018．9．30 中山2着

2016．1．20生 牡2鹿 母 Daksha 母母 Dareen 2戦1勝 賞金 7，800，000円

2705010月14日 曇 重 （30東京4）第5日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時20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 セイカヤマノ 牡2黒鹿55 武士沢友治久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 490＋ 81：39．7 14．2�
67 アペタイザー 牡2鹿 55 石川裕紀人�Shadow 栗田 徹 日高 下河辺牧場 504－ 61：39．8� 4．3�
79 ボヘミアラプソディ 牡2鹿 55 内田 博幸平井 裕氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B470－ 2 〃 ハナ 3．6�
55 ウインゴライアス 牡2黒鹿 55

54 ☆武藤 雅�ウイン 大和田 成 新ひだか 元道牧場 520－ 21：40．11� 25．9�
810 トモジャファイブ 牡2鹿 55 三浦 皇成吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 乾 皆雄 504－ 21：40．42 8．5�
33 グラスミルキー 牝2鹿 54 嘉藤 貴行半沢	 尾形 和幸 新ひだか 静内フジカワ牧場 482＋ 41：40．5クビ 57．9

66 タカラチーター 牡2鹿 55 村田 一誠村山 義男氏 藤原 辰雄 日高 原田牧場 B456± 01：40．6� 14．2�
811 レイヴンキング 牡2青鹿55 津村 明秀 �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 512－ 21：41．55 13．0�
22 ニシノゴウウン 牡2青鹿55 田辺 裕信西山 茂行氏 小島 茂之 新冠 カミイスタット 480＋ 61：41．71� 4．1
44 ゲンパチファインド 牡2栗 55 松岡 正海平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 下屋敷牧場 476± 01：43．6大差 28．3�
11 ユキノディライト 牡2鹿 55 田中 勝春井上 基之氏 小野 次郎 新ひだか 前田牧場 484＋ 21：52．5大差 59．6�
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売 得 金
単勝： 15，614，000円 複勝： 17，659，700円 枠連： 8，757，500円
馬連： 39，824，600円 馬単： 18，138，800円 ワイド： 21，345，200円
3連複： 49，651，800円 3連単： 64，768，000円 計： 235，759，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 290円 � 160円 � 140円 枠 連（6－7） 410円

馬 連 �� 3，080円 馬 単 �� 6，600円

ワ イ ド �� 940円 �� 560円 �� 340円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 21，520円

票 数

単勝票数 計 156140 的中 � 9315（7番人気）
複勝票数 計 176597 的中 � 11871（7番人気）� 28695（3番人気）� 41015（1番人気）
枠連票数 計 87575 的中 （6－7） 16333（1番人気）
馬連票数 計 398246 的中 �� 10015（13番人気）
馬単票数 計 181388 的中 �� 2059（26番人気）
ワイド票数 計 213452 的中 �� 5394（13番人気）�� 9663（6番人気）�� 17601（2番人気）
3連複票数 計 496518 的中 ��� 17044（6番人気）
3連単票数 計 647680 的中 ��� 2181（71番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．4―35．5―47．6―1：00．6―1：13．5―1：26．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．1―3F39．1
3 ・（1，2）（10，7）（5，11）（3，6）9－（4，8） 4 ・（1，2，7）11（10，5）（3，6）（9，8）4

勝馬の
紹 介

セイカヤマノ �
�
父 ローズキングダム �

�
母父 レジエンドテイオー デビュー 2018．6．3 東京18着

2016．5．24生 牡2黒鹿 母 セイカシミズダニ 母母 キオイルビー 8戦1勝 賞金 7，050，000円
〔制裁〕 トモジャファイブ号の騎手三浦皇成は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）

トモジャファイブ号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。
（被害馬：1番）

〔その他〕 ユキノディライト号は，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。
※グラスミルキー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第４回 東京競馬 第５日
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



2705110月14日 曇 稍重 （30東京4）第5日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時50分 （芝・左）

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

中央レコード
1：33．0
1：32．3

稍重
良

818 フォークテイル 牝2鹿 54 石川裕紀人 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 436 ―1：36．8 4．0�
510 グ リ グ リ 牝2鹿 54 内田 博幸増田 和啓氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 500 ―1：37．12 3．8�
817 プリミエラムール 牝2芦 54

53 ☆武藤 雅ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 田中スタッド 442 ― 〃 クビ 26．2�
715 ヴ ォ ア ラ 牝2黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 新開 幸一 浦河 杵臼牧場 486 ― 〃 ハナ 64．9�
12 トーセンアズライト 牝2青鹿54 田辺 裕信島川 	哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 466 ―1：37．2クビ 6．0

713 メ イ オ ー ル 牝2鹿 54 三浦 皇成千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 460 ―1：37．3� 11．1�
23 シンボリノワール 牝2青鹿54 福永 祐一シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 472 ―1：37．51� 7．7�
59 リネンエイコウ 牝2栗 54 城戸 義政戸山 光男氏 加藤 和宏 日高 沖田牧場 440 ―1：37．71� 247．8
47 プレステッツァ 牝2鹿 54 津村 明秀吉田 照哉氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 476 ― 〃 クビ 8．0�
35 ジャスパーマリン 牝2栗 54

52 △森 裕太朗加藤 和夫氏 森 秀行 新冠 ヒカル牧場 446 ― 〃 クビ 20．2�
611 エリンアクトレス 牝2栗 54 嘉藤 貴行田頭 勇貴氏 清水 英克 新冠 大栄牧場 480 ―1：37．91� 96．9�
24 ショウナンバニラ 牝2鹿 54 田中 勝春�湘南 武市 康男 日高 中原牧場 428 ― 〃 アタマ 114．0�
816 ハッピービギニング 牝2青鹿54 武士沢友治鹽田 久義氏 南田美知雄 新ひだか 森 俊雄 482 ―1：38．32� 127．0�
612 ホワイトショーコ 牝2芦 54 江田 照男�FTU 本間 忍 日高 シンボリ牧場 450 ― 〃 クビ 84．7�
714 プリマヴェージ 牝2黒鹿54 村田 一誠手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 中田 英樹 494 ―1：40．2大差 119．1�
11 マリノジェノヴァ 牝2黒鹿54 荻野 琢真�クラウン 小野 次郎 日高 クラウン日高牧場 454 ―1：40．52 267．2�
36 トウカイチョウサン 牝2鹿 54 松岡 正海�チョウサン 松永 康利 日高 竹島 幸治 438 ―1：40．6クビ 217．8�
48 ドラマチックナイト 牝2鹿 54 大庭 和弥堀口 晴男氏 杉浦 宏昭 浦河 高岸 順一 456 ― 〃 クビ 161．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，196，300円 複勝： 32，650，200円 枠連： 13，296，500円
馬連： 49，513，500円 馬単： 22，196，700円 ワイド： 31，323，400円
3連複： 62，416，200円 3連単： 70，251，000円 計： 307，843，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 170円 � 530円 枠 連（5－8） 580円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 390円 �� 2，280円 �� 2，810円

3 連 複 ��� 10，940円 3 連 単 ��� 33，460円

票 数

単勝票数 計 261963 的中 � 54556（2番人気）
複勝票数 計 326502 的中 � 55629（2番人気）� 58170（1番人気）� 11818（8番人気）
枠連票数 計 132965 的中 （5－8） 17698（1番人気）
馬連票数 計 495135 的中 �� 45966（1番人気）
馬単票数 計 221967 的中 �� 10311（1番人気）
ワイド票数 計 313234 的中 �� 22978（1番人気）�� 3327（22番人気）�� 2680（23番人気）
3連複票数 計 624162 的中 ��� 4276（32番人気）
3連単票数 計 702510 的中 ��� 1522（124番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．6―37．3―49．9―1：02．3―1：13．7―1：25．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォークテイル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2016．1．30生 牝2鹿 母 フォルクローレ 母母 アンデスレディー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ジャスパーマリン号の騎手森裕太朗は，競走前日の調整ルームへの入室について注意義務を怠り戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 テイエムハツユメ号・パラドール号

2705210月14日 曇 稍重 （30東京4）第5日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11時20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
1：45．9
1：45．6

良
良

713 ラストヌードル 牡2鹿 55 田辺 裕信増田 和啓氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 496 ―1：49．9 5．1�
34 グレイテスト 牝2芦 54 田中 勝春荒井 元明氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 464 ― 〃 クビ 18．1�
815 フィリアプーラ 牝2鹿 54 津村 明秀 �キャロットファーム 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 440 ― 〃 ハナ 10．0�
22 � モズカクシダマ 牡2鹿 55 福永 祐一 �キャピタル・システム 藤岡 健一 米 Hartwell

Farm, Inc. 462 ―1：50．0クビ 2．0�
611 オーバーディリバー 牡2黒鹿55 石川裕紀人池谷 誠一氏 萩原 清 新冠 川島牧場 474 ―1：50．21� 12．4	
59 エヌワイパフューム 牝2鹿 54 三浦 皇成サンアンドコム 武井 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504 ―1：50．3	 10．7

11 � サウスブルーグラス 牡2黒鹿 55

54 ☆武藤 雅南波 壽氏 久保田貴士 米 Winches-
ter Farm 444 ―1：50．51 24．6�

47 スパーブアゲイン 牡2栗 55 松岡 正海広尾レース� 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 518 ―1：50．71
 26．3�
814 パワポケチャラット 牡2鹿 55 蛯名 正義柳原 達也氏 中野 栄治 むかわ 市川牧場 448 ―1：50．8
 123．9
46 メイクアノイズ 牝2鹿 54 城戸 義政�高橋ファーム 林 徹 新冠 ムラカミファーム 464 ―1：51．12 235．8�
712 トウケイキンノホシ 牡2黒鹿55 内田 博幸木村 信彦氏 清水 久詞 浦河 木戸口牧場 492 ―1：51．31� 14．8�
23 アンブラッスマン 牡2鹿 55 武士沢友治柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 500 ―1：51．51� 151．9�
35 サニーフラッシュ 牝2黒鹿54 江田 照男陳 立文氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 424 ―1：52．03 110．1�
610 シ ン ソ ク 牡2黒鹿55 伊藤 工真山口 春夫氏 和田正一郎 新冠 柏木 一則 456 ―1：52．42
 237．5�
58 マテリアルワールド 牡2鹿 55 大庭 和弥堀口 晴男氏 中川 公成 日高 日西牧場 496 ―1：52．93 326．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，729，100円 複勝： 36，702，100円 枠連： 13，706，600円
馬連： 52，141，100円 馬単： 28，272，900円 ワイド： 33，255，600円
3連複： 68，088，700円 3連単： 84，717，200円 計： 348，613，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 440円 � 300円 枠 連（3－7） 3，000円

馬 連 �� 6，470円 馬 単 �� 8，690円

ワ イ ド �� 2，040円 �� 680円 �� 2，080円

3 連 複 ��� 11，810円 3 連 単 ��� 81，890円

票 数

単勝票数 計 317291 的中 � 52424（2番人気）
複勝票数 計 367021 的中 � 61131（2番人気）� 18765（8番人気）� 30855（5番人気）
枠連票数 計 137066 的中 （3－7） 3533（11番人気）
馬連票数 計 521411 的中 �� 6238（21番人気）
馬単票数 計 282729 的中 �� 2439（27番人気）
ワイド票数 計 332556 的中 �� 4082（22番人気）�� 13244（7番人気）�� 4006（24番人気）
3連複票数 計 680887 的中 ��� 4324（37番人気）
3連単票数 計 847172 的中 ��� 750（236番人気）

ハロンタイム 13．1―11．9―12．3―12．8―12．5―12．7―11．6―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．0―37．3―50．1―1：02．6―1：15．3―1：26．9―1：38．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F34．6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラストヌードル �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Green Tune 初出走

2016．1．22生 牡2鹿 母 リュヌドール 母母 Luth D’Or 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※サニーフラッシュ号・メイクアノイズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



2705310月14日 曇 重 （30東京4）第5日 第5競走 ��1，300�サラブレッド系3歳以上
発走12時10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

56 アーバンイェーガー 牡4黒鹿57 内田 博幸西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 514＋ 61：17．2 1．8�
22 ネ コ ビ ッ チ 牡4鹿 57 福永 祐一桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 高瀬牧場 488＋ 61：18．37 6．7�
44 フォーティプリンス 牡4栗 57 田辺 裕信ホースアディクト小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 482＋ 8 〃 クビ 5．4�
45 アメリカンツイスト 牡3鹿 55 松岡 正海 �グリーンファーム中舘 英二 千歳 社台ファーム 474± 01：18．51� 8．0�
69 ベストインザスカイ 牡5鹿 57 江田 照男飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 B508－101：19．03 56．6�
68 � スフバータル 牡5栗 57 蛯名 正義	和田牧場 中野 栄治 新ひだか 城市 公 518－ 21：19．21 43．9

812 ロードリベラル �4黒鹿57 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 日高 スマイルファーム 420－ 21：19．3	 13．6�
33 � サトノジェームス 牡4鹿 57 的場 勇人 �サトミホースカンパニー 的場 均 日高 下河辺牧場 462－111：19．51� 75．1�
813 ロトヴィグラス 牡3栗 55 嘉藤 貴行國武 佳博氏 高市 圭二 新ひだか 沖田 哲夫 466－ 61：19．6	 12．1
710 キモンプリンス 牡3芦 55

54 ☆武藤 雅小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 西村 和夫 466＋121：20．02	 65．2�
11 トキノメガミ 牝3栗 53 武士沢友治時田 勝弘氏 小桧山 悟 浦河 中山牧場 462＋141：20．53 189．4�
711 シェヴェルニー 牝5黒鹿55 荻野 琢真	ミルファーム 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 456＋141：21．13	 221．8�
57 � クリノユナチャン 牝3鹿 53

51 △森 裕太朗栗本 博晴氏 天間 昭一 新冠 飛渡牧場 454－151：21．2	 93．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 28，624，200円 複勝： 42，742，700円 枠連： 15，553，300円
馬連： 53，563，500円 馬単： 29，951，600円 ワイド： 36，036，300円
3連複： 77，247，600円 3連単： 112，675，700円 計： 396，394，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 160円 � 130円 枠 連（2－5） 690円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 300円 �� 190円 �� 480円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 2，880円

票 数

単勝票数 計 286242 的中 � 125465（1番人気）
複勝票数 計 427427 的中 � 197735（1番人気）� 39068（4番人気）� 60803（2番人気）
枠連票数 計 155533 的中 （2－5） 17465（3番人気）
馬連票数 計 535635 的中 �� 65101（3番人気）
馬単票数 計 299516 的中 �� 23716（3番人気）
ワイド票数 計 360363 的中 �� 29691（3番人気）�� 57921（1番人気）�� 16184（7番人気）
3連複票数 計 772476 的中 ��� 73222（2番人気）
3連単票数 計1126757 的中 ��� 28327（4番人気）

ハロンタイム 7．1―10．6―11．8―12．2―12．1―11．4―12．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―17．7―29．5―41．7―53．8―1：05．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アーバンイェーガー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2017．2．25 中山7着

2014．5．25生 牡4黒鹿 母 マイグリーン 母母 マイサクセション 19戦3勝 賞金 43，753，000円
※シェヴェルニー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2705410月14日 曇 重 （30東京4）第5日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走12時40分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

812 マーガレットスカイ 牝3黒鹿 53
52 ☆武藤 雅迎 徹氏 黒岩 陽一 日高 沖田牧場 492± 01：38．2 2．1�

56 ジャンティエス 牝3栗 53 江田 照男落合 幸弘氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 474＋ 6 〃 クビ 7．4�
44 イ セ ベ ル 牝3鹿 53 三浦 皇成谷掛 龍夫氏 大江原 哲 新ひだか 片山牧場 468＋10 〃 ハナ 11．4�
33 シネマソングス 牝3黒鹿53 福永 祐一 �グリーンファーム小笠 倫弘 浦河 有限会社

吉田ファーム 426± 01：38．3クビ 7．6�
711 ダイワメモリー 牝3栗 53 石川裕紀人大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 476＋10 〃 ハナ 4．0�
11 � ルミエールカフェ 牝5鹿 55 田中 勝春西川 光一氏 和田 勇介 浦河 太陽牧場 520＋ 81：38．61� 334．8	
710 サイモンジルバ 牝3鹿 53 内田 博幸澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 三嶋牧場 450± 0 〃 ハナ 16．5

57 グ ロ グ ラ ン 牝3栗 53 武士沢友治藤澤眞佐子氏 林 徹 浦河 高昭牧場 480＋ 4 〃 クビ 74．6�
45 ピンキージョーンズ 牝4栗 55 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 452± 01：38．7� 26．5
68 ローザフェリーチェ 牝3青鹿53 津村 明秀 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：38．91� 22．4�
22 ライムチャン 牝5鹿 55 的場 勇人ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 478－ 4 〃 ハナ 119．5�
69 カシノロマンス 牝4黒鹿 55

53 △森 裕太朗柏木 務氏 蛯名 利弘 浦河 田中スタッド 448－ 41：39．21� 187．6�
813 オノリシャス 牝4鹿 55 松岡 正海金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 482＋221：40．810 59．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 31，766，600円 複勝： 44，728，900円 枠連： 14，441，900円
馬連： 68，779，500円 馬単： 33，378，200円 ワイド： 44，008，400円
3連複： 91，385，400円 3連単： 124，280，700円 計： 452，769，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 170円 � 210円 枠 連（5－8） 800円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 290円 �� 450円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，100円 3 連 単 ��� 7，310円

票 数

単勝票数 計 317666 的中 � 117108（1番人気）
複勝票数 計 447289 的中 � 170577（1番人気）� 52282（3番人気）� 37008（5番人気）
枠連票数 計 144419 的中 （5－8） 13920（4番人気）
馬連票数 計 687795 的中 �� 66310（3番人気）
馬単票数 計 333782 的中 �� 20733（4番人気）
ワイド票数 計 440084 的中 �� 42792（2番人気）�� 24569（5番人気）�� 13515（12番人気）
3連複票数 計 913854 的中 ��� 32509（7番人気）
3連単票数 計1242807 的中 ��� 12314（17番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―12．3―12．5―12．8―12．2―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．2―36．5―49．0―1：01．8―1：14．0―1：25．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マーガレットスカイ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2018．2．18 東京8着

2015．4．21生 牝3黒鹿 母 カミヒコーキ 母母 オ リ ガ ミ 7戦2勝 賞金 21，200，000円



2705510月14日 曇 重 （30東京4）第5日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時10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

11 ド リ ュ ウ 牡3栗 55 田辺 裕信�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 444＋ 21：24．5 1．4�
711 レンズフルパワー 牡6鹿 57 武士沢友治田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 宮内牧場 506± 01：24．6� 10．1�
813 メ ヌ エ ッ ト 牝4芦 55 福永 祐一 �ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 466± 0 〃 ハナ 9．4�
46 アルチレイロ �4青鹿57 石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 454＋ 61：24．81� 29．7�
69 オ ー ル デ ン 牡4鹿 57

56 ☆武藤 雅金山 敏也氏 小西 一男 浦河 金成吉田牧場 456± 0 〃 ハナ 17．7	
58 ラ ソ 牝4黒鹿55 三浦 皇成西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 村上 欽哉 444＋181：25．54 60．1

814	 ヘルデンレーベン 牡4鹿 57 内田 博幸 �社台レースホース中舘 英二 千歳 社台ファーム 504＋ 8 〃 ハナ 46．4�
57 クワトロダッシュ 牡3栗 55 江田 照男ザ・チャンピオンズ 牧 光二 日高 チャンピオン

ズファーム 486＋ 61：25．71 29．9�
34 シャイニングボルト 牡4黒鹿57 蛯名 正義�ラ・メール 勢司 和浩 浦河 辻 牧場 480＋ 41：26．01� 124．0
33 	 ウエスタンボルト �5鹿 57 田中 勝春西川 賢氏 小野 次郎 新ひだか ウエスタンファーム 460－ 41：26．1
 196．4�
45 ガトーブリランテ 牝3栗 53 松岡 正海 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 追分ファーム 478＋101：26．41� 10．3�
610 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 476－ 41：27．14 47．2�
22 ララベスラーナ 牝4栗 55

53 △森 裕太朗ディアレストクラブ� 高橋 義忠 浦河 ディアレスト
クラブ 474－ 4 〃 クビ 22．8�

712 シ キ シ マ 牡3鹿 55 熊沢 重文井山 登氏 小桧山 悟 浦河 大柳ファーム 492＋ 61：27．2
 301．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 36，688，400円 複勝： 136，114，700円 枠連： 17，891，800円
馬連： 75，293，300円 馬単： 46，813，200円 ワイド： 49，878，500円
3連複： 102，590，800円 3連単： 170，320，900円 計： 635，591，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 150円 � 180円 枠 連（1－7） 620円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 240円 �� 290円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 3，370円

票 数

単勝票数 計 366884 的中 � 207148（1番人気）
複勝票数 計1361147 的中 � 1052250（1番人気）� 70471（2番人気）� 47676（4番人気）
枠連票数 計 178918 的中 （1－7） 22322（3番人気）
馬連票数 計 752933 的中 �� 105184（2番人気）
馬単票数 計 468132 的中 �� 49856（2番人気）
ワイド票数 計 498785 的中 �� 57682（1番人気）�� 44903（3番人気）�� 16773（7番人気）
3連複票数 計1025908 的中 ��� 61848（1番人気）
3連単票数 計1703209 的中 ��� 36629（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―35．7―47．7―59．9―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ド リ ュ ウ �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2017．6．17 東京6着

2015．2．23生 牡3栗 母 ダブルプライム 母母 プライムナンバー 16戦2勝 賞金 34，900，000円
〔制裁〕 レンズフルパワー号の騎手武士沢友治は，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。
※ハイアーヴォルト号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2705610月14日 晴 稍重 （30東京4）第5日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時40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
1：44．2
1：43．9

良
良

44 ペイドメルヴェイユ 牝4栗 55
54 ☆武藤 雅吉田 照哉氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 486± 01：48．1 4．3�

55 � アーチキング 	5鹿 57 田辺 裕信 �シルクレーシング 木村 哲也 米 Spendthrift
Farm, LLC 514－ 61：48．31
 3．0�

78 アジュールローズ 牡5青鹿57 石川裕紀人 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B512－ 81：48．51
 11．7�
22 コ ー カ ス 牡4鹿 57 内田 博幸ゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504－ 4 〃 アタマ 2．4�
66 � フィールドシャルム 牡5鹿 57 田中 勝春岡 浩二氏 土田 稔 新冠 パカパカ

ファーム 486± 01：49．03 87．9�
11 エニグマバリエート 牡6青鹿57 福永 祐一平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B496＋ 81：49．1� 10．6	
89 ロードプレミアム 牡5黒鹿57 三浦 皇成 
ロードホースクラブ 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 496－ 21：49．31
 19．5�
77 コスモアルヘナ 牡6青鹿57 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 昭和牧場 490＋ 4 〃 アタマ 250．2�
33 � ミュートロギア 牡5青鹿57 松岡 正海 
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 B506＋ 81：49．51� 35．7
810 ヴィオトポス 牝3青鹿53 津村 明秀 
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 448± 0 〃 クビ 98．5�
（10頭）

売 得 金
単勝： 31，870，100円 複勝： 30，707，600円 枠連： 13，320，600円
馬連： 65，044，400円 馬単： 34，008，100円 ワイド： 34，588，900円
3連複： 80，365，900円 3連単： 147，166，900円 計： 437，072，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 150円 � 240円 枠 連（4－5） 740円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 270円 �� 630円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，660円 3 連 単 ��� 8，930円

票 数

単勝票数 計 318701 的中 � 59024（3番人気）
複勝票数 計 307076 的中 � 56424（3番人気）� 58701（2番人気）� 26799（5番人気）
枠連票数 計 133206 的中 （4－5） 13837（3番人気）
馬連票数 計 650444 的中 �� 70307（3番人気）
馬単票数 計 340081 的中 �� 18013（6番人気）
ワイド票数 計 345889 的中 �� 36862（3番人気）�� 12969（9番人気）�� 13753（7番人気）
3連複票数 計 803659 的中 ��� 22598（9番人気）
3連単票数 計1471669 的中 ��� 11946（26番人気）

ハロンタイム 13．2―12．0―12．3―12．8―12．1―11．9―11．0―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．2―37．5―50．3―1：02．4―1：14．3―1：25．3―1：36．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．7―3F33．8

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

勝馬の
紹 介

ペイドメルヴェイユ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．7．23 福島1着

2014．4．16生 牝4栗 母 ミスティックリバー 母母 ホワイトウォーターアフェア 13戦4勝 賞金 50，439，000円
〔制裁〕 ペイドメルヴェイユ号の騎手武藤雅は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）



2705710月14日 晴 稍重 （30東京4）第5日 第9競走 ��3，110�第20回東京ハイジャンプ（Ｊ・ＧⅡ）
発走14時15分 （ 芝 ）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード3：24．8良

22 サーストンコラルド 牡7鹿 60 北沢 伸也齊藤 宣勝氏 橋田 満 新ひだか 藤沢牧場 468＋ 63：28．3 5．4�
811 ヨ カ グ ラ �5栗 60 西谷 誠 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 480± 03：28．51� 3．9�
810 タイセイドリーム 牡8鹿 60 平沢 健治田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 544＋ 43：28．6クビ 3．8�
44 ルペールノエル 牡8黒鹿60 高田 潤 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか 大典牧場 510－103：28．81� 3．4�
66 	 ビットアレグロ 牡9栗 60 蓑島 靖典礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 498－ 83：29．01 31．3	
11 バイオンディップス 牡6黒鹿60 五十嵐雄祐丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 526± 03：30．17 19．3

79 	 シゲルクロカジキ 牡5鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 福岡 駿弥 512－ 83：30．31� 25．1�
55 スマートガルーダ 牡5鹿 60 上野 翔大川 徹氏 粕谷 昌央 新冠 秋田牧場 488－ 63：32．7大差 177．1�
67 	 ゴールドバンカー 牡6栗 60 石神 深一磯波 勇氏 伊藤 正徳 登別 登別上水牧場 456± 03：33．02 189．9
78 アズマタックン 牡5青鹿60 熊沢 重文東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 508＋ 63：33．32 17．5�
33 タマモプラネット 牡8芦 60 小坂 忠士タマモ� 南井 克巳 新ひだか 前田牧場 478－12 （競走中止） 12．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 39，851，200円 複勝： 46，769，900円 枠連： 26，411，800円
馬連： 89，451，300円 馬単： 43，122，000円 ワイド： 51，477，100円
3連複： 153，106，700円 3連単： 215，097，100円 計： 665，287，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 160円 � 160円 � 150円 枠 連（2－8） 490円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，400円

ワ イ ド �� 480円 �� 370円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 7，260円

票 数

単勝票数 計 398512 的中 � 58296（4番人気）
複勝票数 計 467699 的中 � 75727（3番人気）� 74951（4番人気）� 86460（2番人気）
枠連票数 計 264118 的中 （2－8） 41010（2番人気）
馬連票数 計 894513 的中 �� 57977（6番人気）
馬単票数 計 431220 的中 �� 13457（12番人気）
ワイド票数 計 514771 的中 �� 26455（6番人気）�� 35349（4番人気）�� 39459（2番人気）
3連複票数 計1531067 的中 ��� 77955（4番人気）
3連単票数 計2150971 的中 ��� 21472（22番人気）
上り 1マイル 1：49．5 4F 54．5－3F 41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�
3＝4－2－1，6（5，8）10－11－9－7
3＝（4，11）2－1，6（5，10，8）－9－7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サーストンコラルド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Lost Soldier デビュー 2014．2．2 東京8着

2011．5．9生 牡7鹿 母 シークレットコサージュ 母母 Slew’s Corsage 障害：7戦3勝 賞金 88，134，000円
〔競走中止〕 タマモプラネット号は，9号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。

2705810月14日 晴 稍重 （30東京4）第5日 第10競走 ��
��2，100�

あ か ふ じ

赤富士ステークス
発走14時50分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下，29．10．14以降30．10．8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

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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

58 � パルトネルラーフ 牡5鹿 54 江田 照男ディアレストクラブ� 高木 登 日高 浜本牧場 496－ 42：09．6 45．1�
59 メイショウマトイ 牡4鹿 55 石川裕紀人松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 482－ 4 〃 クビ 12．1�
22 メイプルブラザー 牡4栗 57 森 裕太朗節 英司氏 山内 研二 新ひだか 本桐牧場 478＋ 82：09．81� 8．0�
610 マイネルクラース 牡4鹿 57 武藤 雅 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 62：09．9	 3．8�
815 スマートボムシェル 牡6栗 54 蛯名 正義大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 498± 02：10．21
 60．7�
23 バイタルフォース �6鹿 56 津村 明秀前田 幸治氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502－ 42：10．41� 25．1	
35 レッドサバス 牡6黒鹿56 田中 勝春 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム B472－ 62：10．5	 14．9

713 ビ ス カ リ ア 牝6鹿 53 福永 祐一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 468－ 82：10．71 9．5�
611 ピアシングステア 牡6栗 54 内田 博幸水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 498－ 2 〃 クビ 29．0�
47 フォーハンドレッド 牡4黒鹿55 田辺 裕信窪田 康志氏 田中 博康 日高 下河辺牧場 474－ 22：10．8クビ 3．6
34 タガノグルナ 牡4鹿 55 武士沢友治八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 484＋ 62：12．18 7．1�
46 マイネルトゥラン 牡5黒鹿55 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム B510－142：12．31 52．6�
814 デジタルフラッシュ 牡7栗 53 松岡 正海 �シルクレーシング 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 478＋102：14．0大差 164．4�
712� ガーニーフラップ 牡5鹿 50 石神 深一横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 川越ファーム 472－122：14．31
 328．9�
11 ロードシャリオ 牡6鹿 56 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 488＋ 22：15．25 15．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 42，222，900円 複勝： 60，434，600円 枠連： 29，961，200円
馬連： 143，062，000円 馬単： 54，437，900円 ワイド： 76，019，800円
3連複： 207，963，100円 3連単： 246，653，000円 計： 860，754，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，510円 複 勝 � 1，070円 � 350円 � 290円 枠 連（5－5） 26，030円

馬 連 �� 28，340円 馬 単 �� 56，310円

ワ イ ド �� 6，540円 �� 4，440円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 59，590円 3 連 単 ��� 479，410円

票 数

単勝票数 計 422229 的中 � 7483（11番人気）
複勝票数 計 604346 的中 � 12907（11番人気）� 47555（6番人気）� 61205（3番人気）
枠連票数 計 299612 的中 （5－5） 892（33番人気）
馬連票数 計1430620 的中 �� 3911（59番人気）
馬単票数 計 544379 的中 �� 725（120番人気）
ワイド票数 計 760198 的中 �� 2959（60番人気）�� 4377（50番人気）�� 12559（19番人気）
3連複票数 計2079631 的中 ��� 2617（156番人気）
3連単票数 計2466530 的中 ��� 373（1059番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―11．7―11．8―11．9―12．4―12．6―12．9―12．7―12．5―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．2―29．9―41．7―53．6―1：06．0―1：18．6―1：31．5―1：44．2―1：56．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�パルトネルラーフ �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 ブライアンズタイム

2013．4．30生 牡5鹿 母 サクセスウイッチ 母母 アワーミスレッグス 17戦3勝 賞金 48，029，000円
初出走 JRA

１レース目



2705910月14日 晴 良 （30東京4）第5日 第11競走 ��
��2，000�オクトーバーステークス

発走15時30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，日本馬：3歳54�4歳以上
56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳
54�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1
着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

78 	 マウントゴールド 牡5鹿 56 内田 博幸青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 446－ 61：59．2 5．6�
77 マイネルハニー 牡5鹿 58 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 浦河 高昭牧場 472－141：59．3
 16．7�
44 ワンブレスアウェイ 牝5黒鹿55 津村 明秀 �サンデーレーシング 古賀 慎明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 21：59．4クビ 6．4�
66 スティッフェリオ 牡4鹿 56 田辺 裕信 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 442± 01：59．5� 2．6�
33 アドマイヤアルバ 牡3鹿 54 福永 祐一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 466－ 81：59．6
 3．5	
11 マイネルフロスト 牡7芦 58 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 競優牧場 B490－ 22：00．02� 50．1

55 トーセンマタコイヤ 牡7青鹿56 石川裕紀人島川 �哉氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 480＋ 22：00．1� 11．7�
810 カレンラストショー 牡6栗 56 三浦 皇成鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 446－ 42：00．2� 20．2
22 ロッカフラベイビー 牝6黒鹿54 田中 勝春山田 弘氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 482－ 22：00．62� 62．9�
89 クラウンディバイダ 牡5黒鹿56 武藤 雅�クラウン 斎藤 誠 浦河 日の出牧場 472＋ 22：01．77 36．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 57，291，000円 複勝： 57，668，400円 枠連： 32，312，500円
馬連： 186，408，700円 馬単： 81，699，800円 ワイド： 76，743，300円
3連複： 234，888，900円 3連単： 431，144，900円 計： 1，158，157，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 200円 � 450円 � 220円 枠 連（7－7） 5，270円

馬 連 �� 4，080円 馬 単 �� 6，620円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 610円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 8，540円 3 連 単 ��� 47，720円

票 数

単勝票数 計 572910 的中 � 81027（3番人気）
複勝票数 計 576684 的中 � 82526（3番人気）� 28047（6番人気）� 71992（4番人気）
枠連票数 計 323125 的中 （7－7） 4749（16番人気）
馬連票数 計1864087 的中 �� 35365（14番人気）
馬単票数 計 816998 的中 �� 9243（24番人気）
ワイド票数 計 767433 的中 �� 15794（15番人気）�� 33695（6番人気）�� 11435（20番人気）
3連複票数 計2348889 的中 ��� 20613（28番人気）
3連単票数 計4311449 的中 ��� 6549（145番人気）

ハロンタイム 13．0―12．1―12．1―11．9―12．2―11．8―11．7―11．2―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―25．1―37．2―49．1―1：01．3―1：13．1―1：24．8―1：36．0―1：47．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．1―3F34．4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

	マウントゴールド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Mt. Livermore

2013．3．28生 牡5鹿 母 マウントコブラ 母母 Kobla 12戦4勝 賞金 92，203，000円
初出走 JRA

2706010月14日 晴 良 （30東京4）第5日 第12競走 ��
��1，400�神 奈 川 新 聞 杯

発走16時10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

神奈川新聞社賞（1着）
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
1：19．5
1：19．0

良
良

67 チ ト ニ ア 牝4栗 55 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 日高 シンボリ牧場 470－ 41：21．1 3．1�

11 ウィンドライジズ 牡4鹿 57 津村 明秀平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 466± 01：21．52� 10．1�
810 ナイトバナレット 牡4芦 57 石川裕紀人 �シルクレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478± 01：21．6	 17．5�
66 ニシノウララ 牝3青鹿53 三浦 皇成西山 茂行氏 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 456＋10 〃 ハナ 6．9�
22 グランドボヌール 牡4鹿 57 城戸 義政田畑 利彦氏 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 476＋ 2 〃 アタマ 6．0	
78 ロードライト 牝3青鹿53 武藤 雅榊原源一郎氏 手塚 貴久 新冠 オリエント牧場 B422＋ 61：21．7� 91．0

55 デスティニーソング 牝4鹿 55 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 61：21．91 4．4�
33 メイショウオーパス 牡3黒鹿55 松岡 正海松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 494＋ 81：22．22 34．0�
44 ティルナノーグ 
6鹿 57 蛯名 正義前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472＋121：22．3� 30．4
79 ムスコローソ 牡3栗 55 内田 博幸落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 506＋ 41：22．51� 6．1�

（10頭）
811 レッドレグナント 牝3鹿 53 田中 勝春 �東京ホースレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 68，296，900円 複勝： 72，927，700円 枠連： 30，668，900円
馬連： 165，149，700円 馬単： 66，106，500円 ワイド： 86，692，300円
3連複： 204，470，000円 3連単： 331，598，600円 計： 1，025，910，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 170円 � 240円 � 340円 枠 連（1－6） 1，050円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 580円 �� 870円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 5，810円 3 連 単 ��� 20，430円

票 数

単勝票数 計 682969 的中 � 175891（1番人気）
複勝票数 計 729277 的中 � 130639（2番人気）� 76727（6番人気）� 47413（7番人気）
枠連票数 計 306689 的中 （1－6） 22524（4番人気）
馬連票数 計1651497 的中 �� 91242（6番人気）
馬単票数 計 661065 的中 �� 23403（6番人気）
ワイド票数 計 866923 的中 �� 40394（9番人気）�� 25550（14番人気）�� 11032（23番人気）
3連複票数 計2044700 的中 ��� 26376（24番人気）
3連単票数 計3315986 的中 ��� 11765（84番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．1―35．7―47．4―58．7―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チ ト ニ ア �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Caerleon デビュー 2017．5．14 京都5着

2014．2．19生 牝4栗 母 ク ロ カ ミ 母母 Milde 10戦4勝 賞金 45，781，000円
〔出走取消〕 レッドレグナント号は，疾病〔右後肢跛行〕のため出走取消。

４レース目



（30東京4）第5日 10月14日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 152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

294，720，000円
7，770，000円
18，890，000円
1，680，000円
34，660，000円
64，130，000円
4，922，200円
1，459，200円

勝馬投票券売得金
432，033，800円
615，863，900円
224，355，800円
1，030，777，200円
480，118，100円
566，623，500円
1，388，759，400円
2，083，185，100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 6，821，716，800円

総入場人員 33，507名 （有料入場人員 31，201名）
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