
2709710月28日 晴 良 （30東京4）第9日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走10時05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

57 アナスタシオ 牝2青鹿54 福永 祐一�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 454－ 41：26．7 6．6�

69 � 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

468＋ 61：27．12� 3．2�
58 ジョガールボニート 牡2青鹿55 石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 448± 01：27．63 1．7�
46 ニシノアマタ 牝2栗 54

51 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 浦河 谷川牧場 434± 01：28．02� 100．3�
712 アミュリオン 牡2栗 55 黛 弘人吉澤 克己氏 藤原 辰雄 浦河 栄進牧場 442－ 21：28．21� 60．1�
34 ヤサカリベルテ 牡2栗 55

54 ☆武藤 雅志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 446± 01：29．15 17．1	
814 マイネルファイヤー 牡2青鹿55 柴田 大知 �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 472＋ 4 〃 ハナ 41．6

610 エムアイグランツ 牡2黒鹿55 田中 勝春岩崎 充利氏 谷原 義明 日高 細川牧場 508＋ 61：29．73� 41．0�
45 マ ト イ 牡2鹿 55 松岡 正海坂本 守孝氏 畠山 吉宏 新冠 大林ファーム 424－ 61：29．8クビ 217．6�
813 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 502＋ 61：30．75 121．2
22 ゲンパチファインド 牡2栗 55 武士沢友治平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 下屋敷牧場 474－ 21：30．8� 126．6�
11 コアヴィクトリー 牡2鹿 55 江田 照男西本 資史氏 的場 均 青森 佐々木牧場 450＋121：30．9	 117．4�
33 ウインベッスル 牡2鹿 55

53 △横山 武史�ウイン 松山 将樹 青森 久保フアーム 466± 01：31．22 273．4�
711 クールアンジェラ 牝2栗 54

51 ▲木幡 育也林 進氏 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 438－ 61：31．94 142．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 35，394，400円 複勝： 83，868，600円 枠連： 13，681，700円
馬連： 62，548，900円 馬単： 37，401，800円 ワイド： 40，495，400円
3連複： 89，853，300円 3連単： 149，289，700円 計： 512，533，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 130円 � 110円 � 110円 枠 連（5－6） 170円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 260円 �� 220円 �� 130円

3 連 複 ��� 360円 3 連 単 ��� 3，840円

票 数

単勝票数 計 353944 的中 � 44262（3番人気）
複勝票数 計 838686 的中 � 53786（3番人気）� 105574（2番人気）� 571210（1番人気）
枠連票数 計 136817 的中 （5－6） 60210（1番人気）
馬連票数 計 625489 的中 �� 49017（3番人気）
馬単票数 計 374018 的中 �� 14129（7番人気）
ワイド票数 計 404954 的中 �� 31066（3番人気）�� 39977（2番人気）�� 103413（1番人気）
3連複票数 計 898533 的中 ��� 183205（1番人気）
3連単票数 計1492897 的中 ��� 28175（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．2―36．6―49．5―1：02．0―1：14．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アナスタシオ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2018．7．14 中京8着

2016．3．23生 牝2青鹿 母 ロードクロサイト 母母 Folklore 4戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 ヤサカリベルテ号の騎手武藤雅は，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：13番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クールアンジェラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年11月28日まで平地

競走に出走できない。
※クールアンジェラ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2709810月28日 晴 良 （30東京4）第9日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時30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

22 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± 01：41．1 4．8�
68 スカテナート 牡2鹿 55 大野 拓弥吉田 安惠氏 古賀 慎明 安平 追分ファーム 456± 01：41．2� 12．4�
67 コスモハヤテ 牡2青 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 小野 次郎 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 41：41．51� 7．2�
812 マテリアルワールド 牡2鹿 55

52 ▲木幡 育也堀口 晴男氏 中川 公成 日高 日西牧場 506＋101：41．82 148．2�
11 ドンヒューズ 牡2栗 55 福永 祐一山本又一郎氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 518＋18 〃 クビ 7．9�
710 ネオブレイブ 牡2栗 55 田辺 裕信西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 484－ 61：42．01� 29．7	
79 ブラックアンバー 牡2黒鹿55 戸崎 圭太田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 大栄牧場 476－20 〃 ハナ 5．3

55 マイネルデセーオ 牡2鹿 55 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 むかわ 宇南山牧場 490＋ 61：43．7大差 108．0�
56 ワ ン ネ ス 牡2鹿 55 和田 竜二佐久間拓士氏 大竹 正博 新冠 村上 欽哉 516＋ 21：43．8� 68．2
33 センノマラカス 牡2芦 55

52 ▲野中悠太郎浅野 正敏氏 南田美知雄 新ひだか 神垣 道弘 448＋ 21：44．33 278．9�
811 ケイアイブロンズ 牡2鹿 55 北村 宏司亀田 和弘氏 池上 昌和 新冠 新冠橋本牧場 452－ 41：44．62 2．6�
44 ク ワ ヒ カ リ 牡2鹿 55 江田 照男銀玉競走馬倶楽部 竹内 正洋 浦河 三好牧場 450＋ 21：45．66 173．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 34，759，300円 複勝： 40，368，500円 枠連： 12，757，400円
馬連： 61，571，900円 馬単： 31，616，100円 ワイド： 38，016，700円
3連複： 75，425，200円 3連単： 103，927，700円 計： 398，442，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 270円 � 200円 枠 連（2－6） 1，320円

馬 連 �� 3，680円 馬 単 �� 6，390円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 520円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 6，320円 3 連 単 ��� 37，590円

票 数

単勝票数 計 347593 的中 � 60129（2番人気）
複勝票数 計 403685 的中 � 63564（3番人気）� 34771（6番人気）� 55513（4番人気）
枠連票数 計 127574 的中 （2－6） 7489（7番人気）
馬連票数 計 615719 的中 �� 12946（13番人気）
馬単票数 計 316161 的中 �� 3708（25番人気）
ワイド票数 計 380167 的中 �� 9177（14番人気）�� 19939（7番人気）�� 8925（15番人気）
3連複票数 計 754252 的中 ��� 8938（22番人気）
3連単票数 計1039277 的中 ��� 2004（124番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．2―36．6―49．6―1：03．2―1：16．1―1：28．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．5―3F37．9
3 10，5（1，11）6，7，3，4（2，8）（9，12） 4 10，5（1，11）（6，7，8）3（4，12）2，9

勝馬の
紹 介

バンブトンハート �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ナリタトップロード デビュー 2018．7．14 福島5着

2016．2．18生 牝2青鹿 母 ニースセブンティン 母母 バンブトンニース 3戦1勝 賞金 6，450，000円
〔その他〕 ケイアイブロンズ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ケイアイブロンズ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年11月28日まで出走できない。

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９日



2709910月28日 晴 良 （30東京4）第9日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走11時00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

811 マジックリアリズム 牝2鹿 54 J．モレイラ �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム 432＋ 21：35．9 1．1�
（伯刺）

79 サピアウォーフ 牝2鹿 54 戸崎 圭太小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 村田牧場 482＋ 2 〃 クビ 7．1�
22 アリスブルー 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 浦河 大北牧場 440＋ 41：36．53� 7．2�
68 スマートブランコ 牝2栗 54

53 ☆武藤 雅吉田喜代司氏 佐藤 吉勝 浦河 有限会社
松田牧場 418－ 41：36．6� 161．0�

44 シゲルネコライト 牝2栗 54 武士沢友治森中 蕃氏 石栗 龍彦 新冠 大林ファーム 400± 01：37．34 87．3	
56 ショウナンバニラ 牝2鹿 54 石川裕紀人�湘南 武市 康男 日高 中原牧場 418－101：37．4� 73．4

33 ト ワ レ 牝2鹿 54 田中 勝春�FTU 畠山 吉宏 平取 二風谷ファーム 436－101：37．61� 127．7�
812 トミケンヴァール 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎冨樫 賢二氏 小西 一男 新ひだか 松田牧場 422＋ 21：38．02� 286．2�
67 リネンエイコウ 牝2栗 54 和田 竜二戸山 光男氏 加藤 和宏 日高 沖田牧場 438－ 21：38．32 39．8
55 リターンチョウサン 牝2鹿 54

52 △横山 武史�チョウサン 和田 雄二 平取 坂東牧場 502± 01：38．4クビ 168．4�
710 バースデーバッシュ 牝2栗 54

51 ▲木幡 育也田頭 勇貴氏 清水 英克 浦河 笹地牧場 424± 01：38．72 235．8�
11 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 406－ 41：38．91� 104．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 42，166，700円 複勝： 112，411，500円 枠連： 11，960，500円
馬連： 48，961，200円 馬単： 49，813，400円 ワイド： 42，345，200円
3連複： 71，855，600円 3連単： 209，119，400円 計： 588，633，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 100円 � 110円 枠 連（7－8） 200円

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 240円

ワ イ ド �� 110円 �� 130円 �� 210円

3 連 複 ��� 210円 3 連 単 ��� 430円

票 数

単勝票数 計 421667 的中 � 291209（1番人気）
複勝票数 計1124115 的中 � 933353（1番人気）� 72688（2番人気）� 52343（3番人気）
枠連票数 計 119605 的中 （7－8） 44955（1番人気）
馬連票数 計 489612 的中 �� 181903（1番人気）
馬単票数 計 498134 的中 �� 154606（1番人気）
ワイド票数 計 423452 的中 �� 116855（1番人気）�� 88831（2番人気）�� 35294（3番人気）
3連複票数 計 718556 的中 ��� 254891（1番人気）
3連単票数 計2091194 的中 ��� 349501（1番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．1―12．6―12．9―12．0―10．9―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．9―48．5―1：01．4―1：13．4―1：24．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マジックリアリズム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．7．22 福島2着

2016．3．13生 牝2鹿 母 ソーマジック 母母 ス ー ア 3戦1勝 賞金 9，800，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2710010月28日 晴 良 （30東京4）第9日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走11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
1：21．2
1：20．3

良
良

47 シトラスノキセキ 牝2鹿 54 C．ルメール 加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 442 ―1：23．1 4．0�
510 チビラーサン 牝2栗 54 和田 竜二瀬谷 �雄氏 中舘 英二 新ひだか タイヘイ牧場 440 ― 〃 ハナ 22．8�
59 フォートエリー 牝2鹿 54 北村 宏司山内 晃氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 456 ―1：23．31� 29．7�
612 ナックゼウス 牡2栗 55 岩田 康誠小松 欣也氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 490 ―1：23．4� 25．2�
816 トゥインクルリーフ 牝2鹿 54 福永 祐一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 新ひだか ウエスタンファーム 452 ―1：23．61� 14．5	
713 エイシンポジション 牝2鹿 54 J．モレイラ�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 434 ―1：23．81� 2．0


（伯刺）

11 	 ブライトンテソーロ 牡2黒鹿55 大野 拓弥了德寺健二ホール
ディングス� 栗田 徹 英 Merry Fox

Stud Limited 470 ― 〃 クビ 6．1�
24 シ ャ ン テ 牝2青 54 江田 照男平本 敏夫氏 大江原 哲 浦河 山口 義彦 436 ―1：23．9� 82．6�
36 ダウンタウンプリマ 牝2栗 54 戸崎 圭太林 正道氏 斎藤 誠 新ひだか 服部 牧場 450 ―1：24．21
 36．8
715 ミツカネラブ 牝2鹿 54

52 △横山 武史小山田 満氏 天間 昭一 新ひだか 田上 徹 444 ―1：24．3
 265．4�
35 ヴァガルーナ 牝2黒鹿 54

53 ☆武藤 雅岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 米田牧場 434 ―1：24．4
 289．3�
714 ア マ レ ー ン 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 482 ―1：24．61� 151．6�
818 ジュンケンジー 牡2栗 55

52 ▲野中悠太郎河合 純二氏 森 秀行 えりも 能登 浩 460 ―1：24．7� 199．4�
611 シャインベスト 牝2鹿 54 石川裕紀人�加藤牧場 青木 孝文 日高 加藤牧場 436 ―1：25．02 142．3�
12 イノセントラヴ 牝2栗 54 北村 友一田島 孝司氏 青木 孝文 日高 スマイルファーム 446 ―1：25．1
 46．6�
48 ヒリーズサン 牝2黒鹿54 松岡 正海山下 良子氏 的場 均 新ひだか 福岡 駿弥 452 ―1：25．31� 307．4�
817 ヒ バ ナ 牝2黒鹿 54

51 ▲木幡 育也山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 432 ―1：25．93� 203．8�
23 ヒノキブタイ 牡2青 55 黛 弘人江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 508 ―1：26．11 229．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 47，757，600円 複勝： 44，109，000円 枠連： 18，018，900円
馬連： 64，863，700円 馬単： 33，854，000円 ワイド： 44，098，900円
3連複： 87，307，700円 3連単： 108，505，400円 計： 448，515，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 180円 � 440円 � 550円 枠 連（4－5） 1，810円

馬 連 �� 3，750円 馬 単 �� 5，690円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 1，240円 �� 3，580円

3 連 複 ��� 16，320円 3 連 単 ��� 68，340円

票 数

単勝票数 計 477576 的中 � 98615（2番人気）
複勝票数 計 441090 的中 � 84070（2番人気）� 23163（5番人気）� 17664（8番人気）
枠連票数 計 180189 的中 （4－5） 7691（8番人気）
馬連票数 計 648637 的中 �� 13389（11番人気）
馬単票数 計 338540 的中 �� 4462（17番人気）
ワイド票数 計 440989 的中 �� 9412（10番人気）�� 9292（11番人気）�� 3090（30番人気）
3連複票数 計 873077 的中 ��� 4011（45番人気）
3連単票数 計1085054 的中 ��� 1151（181番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．6―36．4―48．6―1：00．1―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シトラスノキセキ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2016．3．19生 牝2鹿 母 シャイニンググラス 母母 シャイニンレーサー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※イノセントラヴ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



2710110月28日 晴 良 （30東京4）第9日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12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

714 ル ヴ ォ ル グ 牡2黒鹿55 C．ルメール�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ
ファーム 510 ―1：49．5 1．8�

12 ストームリッパー 牡2鹿 55 C．オドノヒュー 吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 504 ―1：50．24 14．8�
（愛）

47 セントレオナード 牡2鹿 55 J．モレイラ �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 462 ― 〃 アタマ 2．6�
（伯刺）

612 イッツマイウェイ 牡2鹿 55 和田 竜二�フクキタル 西園 正都 新冠 パカパカ
ファーム 464 ―1：50．41� 66．8�

24 フォーティラブ 牡2鹿 55 大野 拓弥 H.F Association 杉浦 宏昭 浦河 大島牧場 472 ―1：50．5� 27．0	
11 ビップモーリー 牡2黒鹿55 戸崎 圭太鈴木 邦英氏 清水 久詞 平取 坂東牧場 456 ― 〃 クビ 63．2

713 アドマイヤクロス 牡2黒鹿55 田辺 裕信近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 474 ―1：50．81� 41．7�
815 フローズンナイト 牝2黒鹿54 北村 宏司ライオンレースホース� 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 502 ―1：50．9	 29．5�
36 ノーブルベガ 牝2芦 54

53 ☆武藤 雅吉木 伸彦氏 水野 貴広 新ひだか 土田農場 460 ―1：51．21� 214．4
23 サ ン タ コ マ 牡2鹿 55 松岡 正海 �加藤ステーブル 青木 孝文 新冠 山岡ファーム 462 ―1：51．3	 268．2�
816 ゴーゴーナカヤマ 牡2青鹿55 嘉藤 貴行�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 492 ― 〃 クビ 96．7�
59 モンサンラファータ 牝2黒鹿54 柴田 善臣山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 514 ―1：51．72	 124．5�
35 マイネルステレール 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 466 ―1：52．33	 133．5�
510 カシマヌアージ 牡2青鹿 55

52 ▲野中悠太郎松浦 一久氏 伊藤 伸一 浦河 信成牧場 458 ―1：53．04 324．1�
611
 ヴィエントフレスコ 牡2鹿 55 岩田 康誠前田 幸治氏 中竹 和也 米

Southern Chase
Farm, Inc., Karen
Dodd & Greg Dodd

490 ―1：53．42	 28．1�
48 ケイティロード 牡2鹿 55 石川裕紀人瀧本 和義氏 清水 英克 安平 追分ファーム 472 ―1：55．1大差 176．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，187，100円 複勝： 106，311，200円 枠連： 21，678，500円
馬連： 70，290，200円 馬単： 45，989，000円 ワイド： 47，438，200円
3連複： 90，125，100円 3連単： 147，486，200円 計： 581，505，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 190円 � 110円 枠 連（1－7） 740円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 360円 �� 130円 �� 410円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 3，620円

票 数

単勝票数 計 521871 的中 � 238231（1番人気）
複勝票数 計1063112 的中 � 732646（1番人気）� 33180（3番人気）� 148284（2番人気）
枠連票数 計 216785 的中 （1－7） 22636（2番人気）
馬連票数 計 702902 的中 �� 46531（2番人気）
馬単票数 計 459890 的中 �� 23208（3番人気）
ワイド票数 計 474382 的中 �� 26158（2番人気）�� 131052（1番人気）�� 22825（3番人気）
3連複票数 計 901251 的中 ��� 99623（1番人気）
3連単票数 計1474862 的中 ��� 29521（9番人気）

ハロンタイム 13．1―12．0―12．4―12．7―12．5―13．1―11．4―11．0―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．1―37．5―50．2―1：02．7―1：15．8―1：27．2―1：38．2

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

勝馬の
紹 介

ル ヴ ォ ル グ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kitten’s Joy 初出走

2016．2．24生 牡2黒鹿 母 キトゥンカブードル 母母 Easy Slam 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケイティロード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年11月28日まで平地競

走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2710210月28日 晴 良 （30東京4）第9日 第6競走 ��1，300�サラブレッド系3歳以上
発走12時50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

714 ホウオウジャッジ 牡3鹿 55 C．ルメール 小笹 芳央氏 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド 462± 01：19．0 3．1�
48 トラストロン 牝3黒鹿53 岩田 康誠菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 森永 聡 448＋ 21：19．1� 6．2�
23 タイキメサイア 牡3栗 55 戸崎 圭太�大樹ファーム 高橋 祥泰 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 512＋ 21：19．2� 4．1�
816 ザベストエバー 牡4黒鹿57 田辺 裕信古賀 慎一氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 464＋ 21：19．41 16．0�
12 ネ コ ビ ッ チ 牡4鹿 57 武 豊桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 高瀬牧場 488± 01：19．5� 4．3�
510 エ ナ グ リ ン 牡3栗 55 和田 竜二宮原 廣伸氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 466＋ 21：19．6� 50．4	
36 アラスカノオーロラ 牡3鹿 55

52 ▲野中悠太郎丸山 担氏 小島 茂之 浦河 伏木田牧場 456－ 61：19．91� 178．1

815 スリーミネルバ 牝4黒鹿 55

53 △横山 武史永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 446± 0 〃 クビ 194．6�
59 � 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 464＋ 4 〃 アタマ 280．2
47 グラデュエイト 牡3青鹿55 西村 太一阿部 友弘氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 498± 01：20．11
 65．0�
713� ゼットガンバー 牡4栗 57 北村 友一�フォーレスト 吉田 直弘 浦河 絵笛牧場 496－ 21：20．2� 307．0�
612 プリームムロジンカ 牝3鹿 53 北村 宏司ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 村上 欽哉 464± 01：20．62� 154．9�
35 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 452－ 21：20．7� 8．2�
24 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 B502－ 61：21．12� 124．9�
611 コトブキハウンド 牡3鹿 55 横山 典弘尾上 松壽氏 金成 貴史 新冠 パカパカ

ファーム 474－ 41：21．41� 76．9�
11 ヴィーグリーズ 牡4鹿 57 大野 拓弥�服部牧場 清水 英克 新ひだか 服部 健太郎 474＋ 21：21．71� 22．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，325，000円 複勝： 62，416，000円 枠連： 18，907，600円
馬連： 91，237，400円 馬単： 41，901，300円 ワイド： 62，968，000円
3連複： 120，099，600円 3連単： 148，983，400円 計： 593，838，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 170円 � 140円 枠 連（4－7） 860円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 420円 �� 290円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 6，680円

票 数

単勝票数 計 473250 的中 � 118863（1番人気）
複勝票数 計 624160 的中 � 146119（1番人気）� 83596（4番人気）� 110970（2番人気）
枠連票数 計 189076 的中 （4－7） 17008（4番人気）
馬連票数 計 912374 的中 �� 67285（4番人気）
馬単票数 計 419013 的中 �� 17136（6番人気）
ワイド票数 計 629680 的中 �� 37627（4番人気）�� 60745（1番人気）�� 31462（6番人気）
3連複票数 計1200996 的中 ��� 61425（2番人気）
3連単票数 計1489834 的中 ��� 16157（10番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．2―18．4―30．1―42．2―54．4―1：06．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホウオウジャッジ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Gilded Time デビュー 2018．4．8 中山1着

2015．2．16生 牡3鹿 母 フサイチジェット 母母 Long Distance 6戦2勝 賞金 15，900，000円
※ウエスタンボルト号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



2710310月28日 晴 良 （30東京4）第9日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時20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
1：19．5
1：19．0

良
良

817 シンボリティアラ 牝3芦 53 岩田 康誠シンボリ牧場 菊川 正達 新ひだか 増本 良孝 462＋ 21：21．4 22．6�
48 グラドゥアーレ 牡4栗 57 C．オドノヒュー �シルクレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 480＋ 8 〃 ハナ 6．3�

（愛）

612 ライレローズ 牝3黒鹿53 J．モレイラ �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 438＋101：21．61� 5．5�
（伯刺）

510 バルトフォンテン 牡3栗 55 松岡 正海吉橋 興生氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 498± 0 〃 アタマ 25．0�
715 キングリッド 牡4鹿 57 C．ルメール 吉田 安惠氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 446± 0 〃 クビ 2．0�
23 ルックアットミー 牝4鹿 55 田辺 裕信髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 472－121：21．7クビ 55．8	
59 ニシノジャガーズ 牡3鹿 55 和田 竜二西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 清水ファーム 476－ 21：21．8� 48．7

35 ネオヴィットーリア 牝4黒鹿55 柴田 善臣小林 仁幸氏 古賀 史生 日高 メイプルファーム 462＋ 21：22．01� 144．2�
12 マイティーワークス 牝3青鹿53 柴田 大知中村 祐子氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 470＋ 81：22．1クビ 10．1�
11 カトルラポール 牝5鹿 55

53 △横山 武史石井 義孝氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 480－ 2 〃 ハナ 51．5
818 グッドジュエリー 牝3芦 53 武 豊長谷川光司氏 堀井 雅広 新ひだか 嶋田牧場 448－ 6 〃 クビ 15．0�
24 カ レ ン 牝4栗 55 武士沢友治�ミルファーム 伊藤 正徳 新ひだか 藤沢牧場 478± 01：22．2� 334．5�
611 ピオレドール 牡3鹿 55

54 ☆武藤 雅 �グリーンファーム小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 464＋ 4 〃 クビ 378．5�

816 サンタナブルー 牡6黒鹿57 北村 友一 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 468＋ 21：22．41� 211．6�
36 モ デ レ イ ト 牝3鹿 53 横山 典弘�和田牧場 和田正一郎 浦河 中村 雅明 458＋ 21：22．72 33．4�
47 アトレヴィード 牝3鹿 53 戸崎 圭太吉田 勝己氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：22．91� 16．0�
713	 フィールザサンダー 牡4鹿 57 大野 拓弥櫻井 正氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 456＋ 61：23．11 240．3�
714 ゴールドアピール 牝4鹿 55 北村 宏司居城 寿与氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム 470＋121：23．31� 164．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 52，103，600円 複勝： 84，423，200円 枠連： 29，492，400円
馬連： 108，661，300円 馬単： 52，301，200円 ワイド： 76，570，100円
3連複： 154，453，900円 3連単： 188，858，900円 計： 746，864，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，260円 複 勝 � 600円 � 230円 � 260円 枠 連（4－8） 1，730円

馬 連 �� 8，100円 馬 単 �� 16，120円

ワ イ ド �� 2，200円 �� 1，660円 �� 820円

3 連 複 ��� 10，860円 3 連 単 ��� 90，550円

票 数

単勝票数 計 521036 的中 � 18418（7番人気）
複勝票数 計 844232 的中 � 31446（8番人気）� 107779（2番人気）� 88720（3番人気）
枠連票数 計 294924 的中 （4－8） 13175（8番人気）
馬連票数 計1086613 的中 �� 10396（25番人気）
馬単票数 計 523012 的中 �� 2433（44番人気）
ワイド票数 計 765701 的中 �� 8756（24番人気）�� 11733（15番人気）�� 24997（6番人気）
3連複票数 計1544539 的中 ��� 10666（32番人気）
3連単票数 計1888589 的中 ��� 1512（248番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．7―12．1―11．2―11．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―35．6―47．7―58．9―1：09．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F33．7
3 ・（10，11）（8，17）（6，7，14）（12，15）（1，2）（3，13）5（4，16）18，9 4 ・（10，11）（8，17）（6，7，14）（12，15，13）1（2，3）5，16（9，4）18
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シンボリティアラ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2018．4．8 福島4着

2015．4．6生 牝3芦 母 エニシノイト 母母 ユウワンチョイス 6戦2勝 賞金 16，550，000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 エントシャイデン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2710410月28日 晴 良 （30東京4）第9日 第8競走 ��
��2，000�

し ょ う じ こ

精 進 湖 特 別
発走13時50分（番組第9競走を順序変更） （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 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

22 ブレステイキング 牡3鹿 55 J．モレイラ �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 474－ 62：00．4 1．7�
（伯刺）

33 ダノンキングダム 牡4栗 57 川田 将雅�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 484－ 42：00．5� 5．9�
66 ルヴォワール 牝4青鹿55 M．デムーロ �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 540＋ 2 〃 クビ 3．4�
88 アドマイヤアゼリ 牡4鹿 57 C．ルメール 近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 450－ 22：00．81� 7．0�
11 サブライムカイザー 牡6鹿 57 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 506＋ 2 〃 アタマ 106．1	
55 フロムマイハート 牝5栗 55 柴田 大知 �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 B450－ 22：01．12 96．9

77 サーレンブラント 牡4鹿 57 岩田 康誠窪田 芳郎氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 458＋ 62：01．31	 20．0�
44 ストーミング 牡7栗 57 柴田 善臣栗坂 崇氏 柄崎 孝 浦河 中神牧場 494± 02：03．2大差 249．8�

（8頭）

売 得 金
単勝： 70，617，500円 複勝： 150，874，200円 枠連： 発売なし
馬連： 93，715，000円 馬単： 60，324，600円 ワイド： 49，687，600円
3連複： 90，425，100円 3連単： 279，099，100円 計： 794，743，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 100円 � 120円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 160円 �� 130円 �� 260円

3 連 複 ��� 330円 3 連 単 ��� 1，350円

票 数

単勝票数 計 706175 的中 � 326763（1番人気）
複勝票数 計1508742 的中 � 1161304（1番人気）� 90337（3番人気）� 115046（2番人気）
馬連票数 計 937150 的中 �� 166010（2番人気）
馬単票数 計 603246 的中 �� 73651（3番人気）
ワイド票数 計 496876 的中 �� 78978（2番人気）�� 113063（1番人気）�� 36806（5番人気）
3連複票数 計 904251 的中 ��� 203908（1番人気）
3連単票数 計2790991 的中 ��� 148921（3番人気）

ハロンタイム 12．9―12．4―12．6―12．4―12．3―12．3―12．2―11．0―10．8―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―25．3―37．9―50．3―1：02．6―1：14．9―1：27．1―1：38．1―1：48．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．5―3F33．3

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

勝馬の
紹 介

ブレステイキング 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Medicean デビュー 2017．11．26 東京6着

2015．4．12生 牡3鹿 母 シ ユ ー マ 母母 Sichilla 7戦3勝 賞金 46，059，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



2710510月28日 晴 良 （30東京4）第9日 第9競走 ��1，400�
か わ ぐ ち こ

河 口 湖 特 別
発走14時25分（番組第8競走を順序変更） （ダート・左）

牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

48 パイルーチェ 牝4栗 55 横山 武史西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B468－ 21：24．2 3．0�
59 サ ラ ー ブ 牝3鹿 53 J．モレイラ �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 504－ 41：24．73 3．3�

（伯刺）

11 セータコローナ 牝5鹿 55 横山 典弘�G1レーシング 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 484－ 61：24．8� 14．9�
713 エヴォリューション 牝7鹿 55 和田 竜二岡田 隆寛氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 486＋ 61：25．01� 217．6�
36 サクレディーヴァ 牝5芦 55 C．ルメール K.S．ヤップ氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 520－ 41：25．1� 6．5	
12 シアワセデス 牝5鹿 55 田辺 裕信窪田 康志氏 浜田多実雄 浦河 有限会社

吉田ファーム 484－101：25．31� 68．3

612 オールスマイル 牝5青鹿55 大野 拓弥前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464± 0 〃 クビ 79．6�
47 メリッサーニ 牝3鹿 53 岩田 康誠�G1レーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 496－ 61：25．51� 9．7�
24 キセキノムスメ 牝5青鹿55 田中 勝春�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 458－ 81：25．6� 91．7
816 ハヤブサレディゴー 牝5栗 55 戸崎 圭太�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 496± 01：25．8� 18．0�
35 キョウエイソフィア 牝3鹿 53 武藤 雅田中 晴夫氏 萱野 浩二 新ひだか 藤沢牧場 450＋ 41：26．01� 48．6�
510 スズカアーチスト 牝3黒鹿53 黛 弘人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B456－ 61：26．42� 50．2�
714 フ ィ ビ ュ ラ 牝5芦 55 北村 宏司�G1レーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 514＋ 2 〃 クビ 188．8�
611 リードザウインド 牝3青鹿53 北村 友一吉田 照哉氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 462＋ 41：27．03� 37．6�
23 アオイサンシャイン 牝5黒鹿55 C．オドノヒュー 新谷 幸義氏 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 526＋101：27．21� 9．4�
（愛）

815 アルマユディト 牝3黒鹿53 松岡 正海コウトミックレーシング 中舘 英二 新ひだか 山際牧場 488－ 2 （競走中止） 40．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 61，951，500円 複勝： 87，843，400円 枠連： 34，466，200円
馬連： 148，289，300円 馬単： 60，398，900円 ワイド： 94，708，300円
3連複： 202，248，500円 3連単： 241，398，300円 計： 931，304，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 150円 � 260円 枠 連（4－5） 470円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 310円 �� 810円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 3，510円 3 連 単 ��� 12，120円

票 数

単勝票数 計 619515 的中 � 163770（1番人気）
複勝票数 計 878434 的中 � 195302（1番人気）� 159944（2番人気）� 65615（6番人気）
枠連票数 計 344662 的中 （4－5） 56827（1番人気）
馬連票数 計1482893 的中 �� 181267（1番人気）
馬単票数 計 603989 的中 �� 39623（1番人気）
ワイド票数 計 947083 的中 �� 87823（1番人気）�� 28507（9番人気）�� 16762（14番人気）
3連複票数 計2022485 的中 ��� 43201（8番人気）
3連単票数 計2413983 的中 ��� 14435（23番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．6―11．9―12．1―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―35．1―47．0―59．1―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パイルーチェ �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．10．23 新潟2着

2014．5．13生 牝4栗 母 パイクーニャン 母母 パ イ ア ン 20戦4勝 賞金 58，611，000円
〔競走中止〕 アルマユディト号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 パイルーチェ号の騎手横山武史は，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：16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。
（非抽選馬） 3頭 アシャカダイキ号・サムシングフレア号・プエルトプリンセサ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2710610月28日 晴 良 （30東京4）第9日 第10競走 ��
��1，600�

こうよう

紅葉ステークス
発走15時00分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，29．10．28以降30．10．21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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

22 レッドオルガ 牝4鹿 55 M．デムーロ �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 448± 01：33．2 3．1�
33 ウインフェニックス 牡7鹿 55 柴田 大知�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 482± 0 〃 クビ 57．8�
11 ダノンアイリス 牝5青鹿52 横山 典弘�ダノックス 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 488－ 61：33．3� 38．2�
79 ミュージアムヒル 牝3鹿 53 J．モレイラ吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：33．4� 1．8�

（伯刺）

55 サトノグラン 牡4青鹿55 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 482－ 2 〃 アタマ 18．9�
78 ネオスターダム 牡6黒鹿55 福永 祐一一村 哲也氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 488± 01：33．5クビ 22．6	
66 バティスティーニ 牡5鹿 55 C．ルメール 
サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 490± 0 〃 ハナ 7．1�
67 キャプテンペリー �5栗 55 大野 拓弥千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 496＋ 6 〃 クビ 14．3�
44 チャンピオンルパン 牡7鹿 56 北村 宏司坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 榊原 光子 496－ 21：33．81	 30．6
811
 セ セ リ 牡7栗 51 武藤 雅冨士井直哉氏 森 秀行 米 William Paca

Beatson Jr. 508＋ 41：33．9	 172．9�
810 ウエスタンメルシー 牝7鹿 52 武士沢友治西川 賢氏 奥村 武 新ひだか ウエスタンファーム 456－ 41：34．75 211．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 77，318，600円 複勝： 129，436，900円 枠連： 28，376，900円
馬連： 161，733，000円 馬単： 87，733，600円 ワイド： 86，479，400円
3連複： 204，494，200円 3連単： 407，070，400円 計： 1，182，643，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 230円 � 1，220円 � 1，190円 枠 連（2－3） 7，430円

馬 連 �� 8，970円 馬 単 �� 12，260円

ワ イ ド �� 2，110円 �� 1，800円 �� 5，760円

3 連 複 ��� 44，120円 3 連 単 ��� 212，620円

票 数

単勝票数 計 773186 的中 � 195526（2番人気）
複勝票数 計1294369 的中 � 179372（2番人気）� 24704（9番人気）� 25466（8番人気）
枠連票数 計 283769 的中 （2－3） 2956（16番人気）
馬連票数 計1617330 的中 �� 13972（21番人気）
馬単票数 計 877336 的中 �� 5367（30番人気）
ワイド票数 計 864794 的中 �� 10598（20番人気）�� 12509（18番人気）�� 3803（32番人気）
3連複票数 計2044942 的中 ��� 3476（62番人気）
3連単票数 計4070704 的中 ��� 1388（291番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．8―11．8―12．2―11．1―10．9―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―35．7―47．5―59．7―1：10．8―1：21．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドオルガ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2016．10．16 京都5着

2014．4．26生 牝4鹿 母 エリモピクシー 母母 エリモシユーテング 10戦5勝 賞金 78，633，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

２レース目



2710710月28日 晴 良 （30東京4）第9日 第11競走 ��
��2，000�第158回天 皇 賞 （ 秋 ）（ＧⅠ）

発走15時40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56�4歳以上58�，牝馬
2�減

天皇賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 150，000，000円 60，000，000円 38，000，000円 23，000，000円 15，000，000円
付 加 賞 2，814，000円 804，000円 402，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：56．1
1：56．1
1：56．1

良
良
良

44 レ イ デ オ ロ 牡4鹿 58 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 482－ 21：56．8 3．1�
69 サングレーザー 牡4青鹿58 J．モレイラ�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 476－121：57．01� 9．6�

（伯刺）

710 キ セ キ 牡4黒鹿58 川田 将雅石川 達絵氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 496－ 8 〃 ハナ 12．8�
57 ア ル ア イ ン 牡4鹿 58 北村 友一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 512－ 61：57．21 12．7�
711 ミッキーロケット 牡5鹿 58 和田 竜二野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 474－ 2 〃 ハナ 22．0	
812	 サクラアンプルール 牡7栗 58 田辺 裕信�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 468－121：57．62
 135．2

56 マ カ ヒ キ 牡5鹿 58 武 豊金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 494－121：57．7� 7．0�
33 ヴ ィ ブ ロ ス 牝5青 56 福永 祐一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 440± 0 〃 ハナ 17．4�
11 ステファノス 牡7鹿 58 C．オドノヒュー �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：58．12
 71．0

（愛）

45 スワーヴリチャード 牡4栗 58 M．デムーロ�NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 510＋ 41：58．31
 2．5�
813 アクションスター 牡8栗 58 大野 拓弥福井 明氏 和田 勇介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 21：59．78 352．1�
22 ブラックムーン 牡6鹿 58 横山 典弘 Him Rock Racing

ホールディングス� 西浦 勝一 日高 タバタファーム 484－162：00．12
 181．3�
（12頭）

68 ダンビュライト 牡4黒鹿58 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 488＋ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 955，614，700円 複勝： 755，303，200円 枠連： 560，973，400円 馬連： 2，518，691，300円 馬単： 1，277，795，400円
ワイド： 1，079，315，800円 3連複： 3，574，096，100円 3連単： 7，619，321，800円 5重勝： 664，212，300円 計： 19，005，324，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 310円 � 300円 枠 連（4－6） 720円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 640円 �� 690円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 6，420円 3 連 単 ��� 24，230円

5 重 勝
対象競走：京都10R／東京10R／新潟11R／京都11R／東京11R

キャリーオーバー なし����� 370，470円

票 数

単勝票数 差引計9556147（返還計 84908） 的中 � 2429842（2番人気）
複勝票数 差引計7553032（返還計122691） 的中 � 1760243（2番人気）� 532770（6番人気）� 550604（5番人気）
枠連票数 差引計5609734（返還計 14867） 的中 （4－6） 600823（4番人気）
馬連票数 差引計25186913（返還計630935） 的中 �� 1278581（5番人気）
馬単票数 差引計12777954（返還計308508） 的中 �� 404108（6番人気）
ワイド票数 差引計10793158（返還計404179） 的中 �� 441580（9番人気）�� 410554（10番人気）�� 161932（19番人気）
3連複票数 差引計35740961（返還計2233936） 的中 ��� 416902（24番人気）
3連単票数 差引計76193218（返還計4072167） 的中 ��� 227921（80番人気）
5重勝票数 差引計6642123（返還計 47442） 的中 ����� 1255

ハロンタイム 12．9―11．5―11．8―11．5―11．7―11．6―11．3―10．9―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．4―36．2―47．7―59．4―1：11．0―1：22．3―1：33．2―1：44．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．8―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

レ イ デ オ ロ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．10．9 東京1着

2014．2．5生 牡4鹿 母 ラ ド ラ ー ダ 母母 レディブロンド 10戦7勝 賞金 735，590，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔競走除外〕 ダンビュライト号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2710810月28日 晴 良 （30東京4）第9日 第12競走 ��
��1，600�

み つ み ね さ ん

三 峰 山 特 別
発走16時20分 （ダート・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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

46 � 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 486＋ 21：37．3 5．0�
35 トワイライトタイム 牡3青鹿55 J．モレイラ三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 460－ 41：37．51	 3．1�

（伯刺）

815 フォーカード 牡4栗 57 北村 友一�KTレーシング 小崎 憲 浦河 バンダム牧場 474－ 61：37．71	 20．0�
47 エピックアン 牡3芦 55 田辺 裕信 TURFレーシング 大和田 成 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 488－121：38．02 21．5�
59 ダイワインパルス 牡6鹿 57 戸崎 圭太大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 486＋ 61：38．1
 6．2	
34 コスモロブロイ 牡3青鹿55 柴田 大知岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 富本 茂喜 B522± 0 〃 クビ 92．2

814 ラインフェルス 牡6栗 57 大野 拓弥村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 492＋ 81：38．31 267．7�
712 ネ コ ワ シ 牡3鹿 55 和田 竜二桐谷 茂氏 星野 忍 新冠 高瀬牧場 506＋ 4 〃 ハナ 58．2�
610 セイウンクールガイ 牡3栗 55 武 豊西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 佐藤牧場 444＋ 2 〃 ハナ 6．7
22 ジュンスターホース 牡4栗 57 川田 将雅河合 純二氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B468－ 4 〃 ハナ 9．8�
611 セガールモチンモク �4栗 57 横山 典弘小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 B490－ 21：38．51	 16．6�
58 スパイスマジック 牡3芦 55 岩田 康誠 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 470＋ 4 〃 ハナ 70．9�
11 ホッコーライデン 牡4黒鹿57 北村 宏司北幸商事� 松永 康利 日高 川端 正博 516＋ 41：38．6
 11．7�
23 パイロキネシスト 牡6黒鹿57 松岡 正海平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B488－ 41：39．02
 34．6�
713� エタニティーワルツ 牡5黒鹿57 C．オドノヒュー 村島 昭男氏 大和田 成 新ひだか 及川 幸夫 498＋ 61：39．53 145．2�

（愛）

（15頭）

売 得 金
単勝： 144，860，100円 複勝： 184，153，800円 枠連： 72，390，100円
馬連： 326，951，600円 馬単： 132，474，100円 ワイド： 214，931，800円
3連複： 478，504，600円 3連単： 667，618，900円 計： 2，221，885，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 200円 � 160円 � 450円 枠 連（3－4） 690円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 360円 �� 2，690円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 9，690円 3 連 単 ��� 37，520円

票 数

単勝票数 計1448601 的中 � 229470（2番人気）
複勝票数 計1841538 的中 � 239538（3番人気）� 374121（1番人気）� 82124（8番人気）
枠連票数 計 723901 的中 （3－4） 81059（1番人気）
馬連票数 計3269516 的中 �� 340902（1番人気）
馬単票数 計1324741 的中 �� 63530（3番人気）
ワイド票数 計2149318 的中 �� 171007（1番人気）�� 18923（34番人気）�� 38465（15番人気）
3連複票数 計4785046 的中 ��� 37015（32番人気）
3連単票数 計6676189 的中 ��� 12900（111番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．6―35．6―47．9―1：00．3―1：12．5―1：24．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．4―3F37．0
3 ・（10，3）13（2，5）9，8（6，4，15）1（7，12）－（11，14） 4 ・（10，3）（2，5，13）（8，6，9）15（1，7，4）12（11，14）

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 7戦3勝 賞金 34，591，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時30分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

５レース目



（30東京4）第9日 10月28日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 168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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

490，370，000円
5，060，000円
28，350，000円
5，700，000円
61，520，000円
4，000，000円
70，400，000円
4，812，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
1，622，056，100円
1，841，519，500円
822，703，600円
3，757，514，800円
1，911，603，400円
1，877，055，400円
5，238，888，900円
10，270，679，200円
664，212，300円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 28，006，233，200円

総入場人員 96，691名 （有料入場人員 92，242名）



平成30年度 第4回東京競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，465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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

2，544，340，000円
40，570，000円
207，670，000円
18，510，000円
297，860，000円
8，000，000円
609，798，500円
41，229，600円
14，064，000円

勝馬投票券売得金
6，906，976，200円
9，908，851，500円
3，088，699，600円
14，835，643，600円
7，324，420，800円
8，639，737，900円
20，725，153，900円
34，897，941，000円
1，708，011，700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
5 重 勝
計 108，035，436，200円

総入場延人員 372，039名 （有料入場延人員 342，505名）
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