
2700110月5日 晴 重 （1東京4） 第1日 第1競走 ��
��1，400�2歳未勝利

発走10時15分 （ダート・左）
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

11 � オーロラテソーロ 牡2栗 55 大野 拓弥了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 米 John R. Penn &

Spendthift Farm 484± 01：24．5 2．8�
57 � ダブリナーズ 牡2栗 55

52 ▲岩田 望来ゴドルフィン 藤原 英昭 愛 Spring-
house Farm 464－ 41：25．77 10．0�

710 ニシノホライゾン 牡2鹿 55 内田 博幸西山 茂行氏 的場 均 新ひだか 藤巻 則弘 494－ 61：26．23 2．3�
711 シゲルタイタン 牡2鹿 55 三浦 皇成森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 470－ 81：26．41� 12．9�
45 ボ マ ラ イ ン 牡2鹿 55 石橋 脩野嶋 祥二氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 458－ 61：27．57 8．7�
56 ディーカラーズ 牡2栗 55

53 △木幡 育也鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 480－121：27．92	 20．7	
68 タ マ サ イ 牝2鹿 54 杉原 誠人
ミルファーム 尾関 知人 浦河 中神牧場 422－ 4 〃 アタマ 178．3�
69 ショウリオウ 牡2黒鹿55 菅原 隆一
ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 440± 01：28．32	 262．9�
812 グラスピエーナ 牝2栗 54 木幡 巧也半沢
 田中 清隆 新ひだか 岡田牧場 B450－ 41：28．51� 215．5
44 セイカタチバナ 牡2栗 55 石川裕紀人久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 460＋ 2 〃 アタマ 67．6�
22 キャストロペトラ 牡2栗 55 吉田 豊手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 田湯牧場 450－ 41：28．7
 87．6�
813 トレンディー 牡2鹿 55

54 ☆野中悠太郎平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 武 牧場 448－ 81：28．8	 212．6�
33 ニシノコードブルー 牡2青鹿55 戸崎 圭太西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 村上 欽哉 448＋ 41：29．11
 27．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，319，000円 複勝： 39，079，900円 枠連： 11，993，900円
馬連： 54，283，000円 馬単： 29，090，700円 ワイド： 38，432，200円
3連複： 80，643，700円 3連単： 110，989，200円 計： 394，831，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 110円 � 190円 � 110円 枠 連（1－5） 920円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 450円 �� 160円 �� 420円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 5，160円

票 数

単勝票数 計 303190 的中 � 86642（2番人気）
複勝票数 計 390799 的中 � 94033（2番人気）� 30140（4番人気）� 138709（1番人気）
枠連票数 計 119939 的中 （1－5） 10090（4番人気）
馬連票数 計 542830 的中 �� 27762（6番人気）
馬単票数 計 290907 的中 �� 10318（7番人気）
ワイド票数 計 384322 的中 �� 18387（6番人気）�� 78135（1番人気）�� 19663（5番人気）
3連複票数 計 806437 的中 ��� 76041（2番人気）
3連単票数 計1109892 的中 ��� 15576（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．4―47．8―59．8―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�オーロラテソーロ �
�
父 Malibu Moon �

�
母父 Not For Love デビュー 2019．6．23 東京4着

2017．3．29生 牡2栗 母 For Passion 母母 Short Time 5戦1勝 賞金 9，200，000円
〔制裁〕 セイカタチバナ号の調教師南田美知雄は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キャストロペトラ号・トレンディー号・ニシノコードブルー号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，令和元年11月5日まで平地競走に出走できない。

2700210月5日 晴 良 （1東京4） 第1日 第2競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時45分 （芝・左）

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

67 ペルラネーラ 牝2青鹿54 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 446－ 61：49．3 2．1�
66 マスターワーク 牝2鹿 54 三浦 皇成 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：49．51� 5．9�
33 シ ェ ク ロ エ 牝2青 54 M．デムーロ小川眞査雄氏 小野 次郎 新冠 秋田牧場 432± 01：49．82 3．0�
44 ウインアステロイド 牡2青鹿55 内田 博幸�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 444± 01：49．9� 14．7�
78 アイルショウユー 牝2鹿 54 大野 拓弥�ミルファーム 岩戸 孝樹 浦河 浦河小林牧場 428± 01：50．11� 11．2	
11 ベルブション 牡2栗 55 北村 宏司子安 裕樹氏 青木 孝文 平取 株式会社

ASK STUD 452－ 61：50．41� 85．6

810 アコルドエール 牡2栗 55 石川裕紀人 �キャロットファーム 中川 公成 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 21：50．5� 20．8�
811 ジャジャウマ 牝2青鹿 54

51 ▲岩田 望来新井原 博氏 深山 雅史 新冠 川上牧場 420± 01：50．6クビ 291．5�
22 ジャストワン 牡2鹿 55

54 ☆野中悠太郎田島榮二郎氏 小西 一男 日高 坂 牧場 492－101：50．7� 116．8
79 コスモフラッター 牡2黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 468－ 81：51．02 333．8�
55 ザ ビ ー チ 牝2黒鹿54 田中 勝春田中 春美氏 高市 圭二 新ひだか 田中 春美 B448－ 81：52．48 105．8�
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売 得 金
単勝： 37，123，200円 複勝： 45，937，100円 枠連： 10，262，500円
馬連： 49，665，200円 馬単： 29，532，000円 ワイド： 32，543，800円
3連複： 61，949，500円 3連単： 108，355，600円 計： 375，368，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 140円 � 110円 枠 連（6－6） 500円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 230円 �� 160円 �� 300円

3 連 複 ��� 490円 3 連 単 ��� 2，290円

票 数

単勝票数 計 371232 的中 � 142004（1番人気）
複勝票数 計 459371 的中 � 181250（1番人気）� 45355（3番人気）� 118291（2番人気）
枠連票数 計 102625 的中 （6－6） 15899（2番人気）
馬連票数 計 496652 的中 �� 62906（2番人気）
馬単票数 計 295320 的中 �� 25986（3番人気）
ワイド票数 計 325438 的中 �� 34281（2番人気）�� 60650（1番人気）�� 23348（4番人気）
3連複票数 計 619495 的中 ��� 94171（1番人気）
3連単票数 計1083556 的中 ��� 34199（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―36．6―49．7―1：02．7―1：15．3―1：26．7―1：37．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F34．0

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

勝馬の
紹 介

ペルラネーラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Medicean デビュー 2019．8．31 新潟6着

2017．4．21生 牝2青鹿 母 シ ユ ー マ 母母 Sichilla 2戦1勝 賞金 5，000，000円

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１日



2700310月5日 晴 良 （1東京4） 第1日 第3競走 ��1，400�2歳未勝利
発走11時15分 （芝・左）

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

814 チェーンオブラブ 牝2栗 54 三浦 皇成�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社
ノースヒルズ 462－ 41：22．1 4．4�

712 タイキラッシュ 牡2黒鹿55 大野 拓弥�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 500＋141：22．41� 11．5�

610 メルテッドハニー 牝2黒鹿 54
51 ▲岩田 望来田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 396＋ 81：22．5� 28．0�

57 ガストロノミスト 牡2黒鹿55 石橋 脩 �社台レースホース小崎 憲 千歳 社台ファーム 476± 0 〃 アタマ 9．9�
711 シ ャ チ 牡2鹿 55 吉田 豊中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 436－ 81：22．71� 37．4	
45 ザ ン セ ツ 牡2栗 55 内田 博幸ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 432± 0 〃 ハナ 5．8

34 コスモカンツォーネ 牡2黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 日高 槇本牧場 438－ 8 〃 クビ 41．0�
33 ヴォールヴィコント 牝2鹿 54 戸崎 圭太栗山 良子氏 上原 博之 日高 新井 昭二 488＋ 41：22．8� 2．2�
69 ミツカネショコラ 牝2黒鹿54 武士沢友治小山田 満氏 清水 英克 平取 川向高橋育

成牧場 400－ 81：22．9� 30．9
813 ロードカバチ 牡2青鹿 55

54 ☆野中悠太郎 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか 泊 寿幸 426－ 41：23．0� 131．1�
11 ピュアハート 牝2鹿 54

52 △木幡 育也山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 498－161：23．95 271．5�
58 テルミーユアラヴ 牝2鹿 54 石川裕紀人 �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 452± 0 〃 クビ 29．4�
22 コーリンマジェリー 牝2青鹿54 木幡 巧也伊藤 恵介氏 小野 次郎 新ひだか 前谷 武志 440－101：24．11 213．0�
46 リトルウィジー 牝2栗 54

53 ☆武藤 雅岡田 牧雄氏 中野 栄治 新冠 ラツキー牧場 402＋ 21：24．42 386．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 35，124，900円 複勝： 45，180，600円 枠連： 11，547，800円
馬連： 56，868，400円 馬単： 28，088，500円 ワイド： 43，330，700円
3連複： 77，981，900円 3連単： 103，573，500円 計： 401，696，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 340円 � 680円 枠 連（7－8） 1，260円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，180円 �� 2，100円

3 連 複 ��� 8，050円 3 連 単 ��� 30，410円

票 数

単勝票数 計 351249 的中 � 66480（2番人気）
複勝票数 計 451806 的中 � 86651（2番人気）� 32009（5番人気）� 14116（8番人気）
枠連票数 計 115478 的中 （7－8） 7081（7番人気）
馬連票数 計 568684 的中 �� 30777（5番人気）
馬単票数 計 280885 的中 �� 8551（8番人気）
ワイド票数 計 433307 的中 �� 21801（5番人気）�� 9299（12番人気）�� 5070（21番人気）
3連複票数 計 779819 的中 ��� 7261（23番人気）
3連単票数 計1035735 的中 ��� 2469（90番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．7―47．8―59．4―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チェーンオブラブ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Street Cry デビュー 2019．8．18 新潟2着

2017．4．15生 牝2栗 母 フェアエレン 母母 Palais Versailles 2戦1勝 賞金 7，800，000円

2700410月5日 晴 重 （1東京4） 第1日 第4競走 ��
��1，600�2歳新馬

発走11時45分 （ダート・左）
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

35 タイアンキチジツ 牝2芦 54
51 ▲岩田 望来戸賀 智子氏 中舘 英二 平取 清水牧場 482 ―1：39．2 21．3�

816 アールウェルス 牡2栗 55 藤岡 佑介前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 510 ― 〃 クビ 7．0�
611 スズカゴウケツ 牡2鹿 55 田中 勝春永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 458 ―1：39．83� 19．1�
36 ヌ ン カ プ ト 牡2鹿 55 江田 照男ヌンクラブ� 矢野 英一 浦河 不二牧場 442 ―1：40．01� 4．3�
24 	 キンバリープロセス 牡2栗 55 石橋 脩ゴドルフィン 手塚 貴久 米 KatieRich

Farms 504 ―1：40．31
 12．8�
48 	 アメリカンニーニャ 牝2鹿 54 戸崎 圭太吉澤 克己氏 石坂 公一 米

Catherine Jen-
nings & Marian
Kuhatschek

512 ― 〃 クビ 2．5	
23 ネ オ デ レ ヤ 牡2栗 55

54 ☆野中悠太郎西田 俊二氏 小西 一男 様似 猿倉牧場 474 ―1：40．61
 99．2

12 フ ジ コ ウ キ 牡2芦 55 松岡 正海荒木 誠氏 高市 圭二 新ひだか 岡田牧場 474 ―1：41．34 56．4�
714 ヘニービュット 牡2芦 55 小崎 綾也林 正道氏 池上 昌和 新冠 秋田牧場 502 ―1：41．72� 29．9�
11 クリアミッション 牡2鹿 55 大庭 和弥大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社

大原ファーム 500 ―1：42．01
 30．9
713 ティアップレディー 牝2芦 54 杉原 誠人田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 454 ―1：42．1
 41．4�
815 ラ ブ オ ー ソ 牝2黒鹿 54

51 ▲大塚 海渡増田 陽一氏 和田 雄二 新冠 中地 義次 434 ―1：42．2� 188．8�
510 ジニアテソーロ 牝2栗 54

52 △木幡 育也了德寺健二ホール
ディングス� 奥平 雅士 日高 本間牧場 446 ―1：42．3� 12．8�

47 タレントバイオ 牝2鹿 54 木幡 巧也バイオ� 牧 光二 平取 清水牧場 470 ―1：42．4クビ 75．8�
59 レ ク レ ー ル 牡2青鹿55 武士沢友治西森 功氏 堀井 雅広 浦河 大西ファーム 466 ―1：43．03� 105．2�
612 ワンビリーブ 牡2栗 55 石川裕紀人鈴木 康弘氏 相沢 郁 安平 追分ファーム 508 ―1：59．9大差 37．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，965，300円 複勝： 34，065，600円 枠連： 13，801，700円
馬連： 45，793，200円 馬単： 21，430，600円 ワイド： 35，955，200円
3連複： 62，694，100円 3連単： 71，596，700円 計： 317，302，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，130円 複 勝 � 440円 � 250円 � 450円 枠 連（3－8） 1，130円

馬 連 �� 7，830円 馬 単 �� 17，580円

ワ イ ド �� 2，700円 �� 3，790円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 30，140円 3 連 単 ��� 254，440円

票 数

単勝票数 計 319653 的中 � 12705（7番人気）
複勝票数 計 340656 的中 � 18972（6番人気）� 40064（3番人気）� 18485（7番人気）
枠連票数 計 138017 的中 （3－8） 9432（3番人気）
馬連票数 計 457932 的中 �� 4531（24番人気）
馬単票数 計 214306 的中 �� 914（53番人気）
ワイド票数 計 359552 的中 �� 3433（24番人気）�� 2421（39番人気）�� 5047（17番人気）
3連複票数 計 626941 的中 ��� 1560（89番人気）
3連単票数 計 715967 的中 ��� 204（630番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．4―12．1―12．5―12．9―12．7―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―35．2―47．3―59．8―1：12．7―1：25．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．9―3F39．4
3 16（8，14）－（7，5）－10，6－15－（4，11）（9，3）＝1－2－13＝12 4 16，8，14（7，5）（6，10）＝15，11（4，3）－9－1－2－13＝12

勝馬の
紹 介

タイアンキチジツ �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 ア フ リ ー ト 初出走

2017．4．11生 牝2芦 母 トレノローザ 母母 サンデーローザ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワンビリーブ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年11月5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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 エリモグリッター号・クリムゾンオーラ号・ジュフォン号・トミケンアラバール号・ニュートンテソーロ号・

ビートザウイングス号・ファイブリーフ号・プティフルール号・ロードリアライズ号



2700510月5日 晴 良 （1東京4） 第1日 第5競走 ��
��1，600�2歳新馬

発走12時35分 （芝・左）
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

816 ラッシュアップ 牡2青鹿55 戸崎 圭太 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 526 ―1：36．5 13．1�
510 スピードオブラブ 牝2鹿 54 北村 宏司石井 義人氏 中川 公成 青森 ワールドファーム 432 ―1：36．6� 102．2�
47 クロミナンス 牡2鹿 55 M．デムーロ �サンデーレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480 ―1：36．81� 1．2�
612 グッドマックス 牝2芦 54 木幡 巧也長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 448 ― 〃 クビ 44．4�
23 クリノプレミアム 牝2栗 54 田中 勝春栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 有限会社

吉田ファーム 460 ―1：37．01� 37．4�
714 フェデネージュ 牝2芦 54 蛯名 正義嶋田 賢氏 国枝 栄 新ひだか 服部 牧場 432 ―1：37．21� 10．8	
35 ジェロボーム 牝2栗 54 三浦 皇成長谷川祐司氏 古賀 慎明 新ひだか チャンピオンズファーム 490 ― 〃 クビ 24．0

818 ナ ゲ キ ッ ス 牝2鹿 54 江田 照男平本 敏夫氏 大江原 哲 浦河 山口 義彦 418 ―1：37．3クビ 221．1�
24 コバルトスカイ 牝2鹿 54

53 ☆野中悠太郎迎 徹氏 黒岩 陽一 日高 沖田牧場 470 ― 〃 クビ 22．3�
817 ミヤビマドンナ 牝2鹿 54 松岡 正海村上 義勝氏 中舘 英二 新ひだか 静内白井牧場 450 ―1：37．51 26．0
36 ジャポネスク 牝2黒鹿54 大野 拓弥�ミルファーム 高橋 祥泰 新冠 石郷岡 雅樹 416 ―1：37．82 164．9�
12 ボンテンマル 牡2鹿 55

54 ☆武藤 雅高橋 文男氏 尾形 和幸 新ひだか 前田ファーム 434 ―1：38．01� 78．3�
11 ナムラアロハ 牝2鹿 54

51 ▲大塚 海渡奈村 睦弘氏 石栗 龍彦 様似 林 時春 378 ― 〃 クビ 297．1�
713 グ ラ ン バ ル 牡2鹿 55 太宰 啓介�ターフ・スポート和田 雄二 日高 奥山 博 466 ―1：38．63� 117．3�
59 テイエムピカピカ 牝2青 54 菅原 隆一竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 カミイスタット 460 ―1：38．81� 237．1�
611 カゼニノッテ 牝2鹿 54 大庭 和弥田頭 勇貴氏 松永 康利 新冠 大栄牧場 452 ―1：39．75 330．3�
715 シ デ ン カ イ 牡2鹿 55 武士沢友治ケンレーシング組合 清水 英克 新冠 川上牧場 526 ―1：39．8クビ 124．6�
48 ジャストチョウサン 牡2黒鹿55 石川裕紀人�チョウサン 蛯名 利弘 平取 坂東牧場 460 ―1：40．33 210．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 43，459，700円 複勝： 123，603，400円 枠連： 16，755，100円
馬連： 52，812，700円 馬単： 36，153，100円 ワイド： 41，009，900円
3連複： 70，381，000円 3連単： 112，878，100円 計： 497，053，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 200円 � 830円 � 110円 枠 連（5－8） 8，220円

馬 連 �� 30，180円 馬 単 �� 54，880円

ワ イ ド �� 5，050円 �� 300円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 6，770円 3 連 単 ��� 128，270円

票 数

単勝票数 計 434597 的中 � 28018（3番人気）
複勝票数 計1236034 的中 � 44422（3番人気）� 7449（10番人気）� 973739（1番人気）
枠連票数 計 167551 的中 （5－8） 1579（18番人気）
馬連票数 計 528127 的中 �� 1356（46番人気）
馬単票数 計 361531 的中 �� 494（72番人気）
ワイド票数 計 410099 的中 �� 1865（41番人気）�� 41170（2番人気）�� 7782（12番人気）
3連複票数 計 703810 的中 ��� 7795（23番人気）
3連単票数 計1128781 的中 ��� 638（259番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．9―12．8―13．2―12．1―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．6―35．5―48．3―1：01．5―1：13．6―1：25．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F35．0
3 ・（7，13）（3，17）（16，18）（4，9，14）（2，5）（1，12）－10－6－15，8，11 4 ・（7，13，17）（3，16，18）14（4，9）（2，1，5）（12，10）－6－（8，15）－11

勝馬の
紹 介

ラッシュアップ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Smarty Jones 初出走

2017．1．26生 牡2青鹿 母 ノーブルジュエリー 母母 Noble Stella 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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 カナワン号・コスモクウ号・トーセンリヤン号・リベリアスハート号

2700610月5日 晴 稍重 （1東京4） 第1日 第6競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走13時05分 （ダート・左）（500万円以下）

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

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

46 グランソヴァール 牡3芦 55 戸崎 圭太広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 508－ 41：24．0 2．8�
813 パイロテクニクス �3鹿 55

54 ☆武藤 雅 �シルクレーシング 武藤 善則 新ひだか 原口牧場 B504＋ 81：24．21� 3．9�
711 キタノユウキ 牡4鹿 57 石橋 脩河内 孝夫氏 相沢 郁 日高 増尾牧場 B560＋10 〃 アタマ 9．6�
69 ロジギムレット 牡3鹿 55 M．デムーロ久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 450－101：24．52 7．4�
45 イサチルダイチ 牡3鹿 55 松岡 正海小坂 功氏 竹内 正洋 新冠 八島 夕起子 496－ 21：24．6� 6．9	
58 エ ナ グ リ ン 牡4栗 57 小崎 綾也宮原 廣伸氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム B472－ 21：24．7� 99．9

33 	 ラ ラ ロ ワ �4黒鹿57 木幡 巧也飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 504＋ 4 〃 アタマ 19．9�
610	 スマイルプリティ 牝5鹿 55

53 △木幡 育也臼倉 勲氏 本間 忍 日高 浜本牧場 474＋ 41：25．12 275．2�
34 アイムソーグレイト 牡3栗 55 三浦 皇成平井 裕氏 藤原 辰雄 浦河 岡部牧場 464＋ 41：25．95 21．1
712 ベルテックスロード 牡3黒鹿55 田中 勝春山口 敦広氏 的場 均 浦河 多田 善弘 480＋ 61：26．0
 294．2�
22 	 エリープラネット 牝4栗 55

54 ☆野中悠太郎谷川 正純氏 天間 昭一 新ひだか 広田牧場 434＋ 21：26．95 213．4�
11 ラ ン ス マ ン �4鹿 57 内田 博幸吉田 勝己氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 560＋101：27．53� 9．4�
814 ヴィグラスファイア 牡4鹿 57

54 ▲大塚 海渡 �シルクレーシング 萩原 清 新ひだか 久井牧場 488＋ 21：27．71� 29．7�
57 バイラビエン 牝3黒鹿53 柴田 大知 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 天間 昭一 浦河 酒井牧場 452－121：28．65 109．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 35，158，000円 複勝： 50，282，800円 枠連： 15，012，600円
馬連： 69，242，300円 馬単： 29，040，000円 ワイド： 47，502，800円
3連複： 86，368，700円 3連単： 107，406，800円 計： 440，014，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 160円 � 230円 枠 連（4－8） 410円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 330円 �� 460円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 5，570円

票 数

単勝票数 計 351580 的中 � 98611（1番人気）
複勝票数 計 502828 的中 � 106310（1番人気）� 83956（2番人気）� 45928（5番人気）
枠連票数 計 150126 的中 （4－8） 27754（1番人気）
馬連票数 計 692423 的中 �� 80829（1番人気）
馬単票数 計 290400 的中 �� 19035（1番人気）
ワイド票数 計 475028 的中 �� 39513（1番人気）�� 26085（4番人気）�� 20679（7番人気）
3連複票数 計 863687 的中 ��� 42815（3番人気）
3連単票数 計1074068 的中 ��� 13980（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．0―47．1―59．3―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランソヴァール �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 Tale of the Cat デビュー 2018．10．13 東京3着

2016．3．25生 牡3芦 母 スイートマカロン 母母 Pastel Colour 8戦2勝 賞金 18，440，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バイラビエン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年11月5日まで平地競走

に出走できない。



2700710月5日 晴 稍重 （1東京4） 第1日 第7競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時35分 （ダート・左）（500万円以下）

牝；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

22 ベルキューズ 牝3栗 53 三浦 皇成 �ローレルレーシング 武井 亮 新冠 村田牧場 B486＋ 41：36．5 3．2�
33 ストラトフォード 牝3鹿 53 M．デムーロ下河邉 博氏 竹内 正洋 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター B486± 01：36．6� 6．4�
812 シングシングシング 牝4鹿 55

54 ☆武藤 雅 �グリーンファーム伊藤 大士 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 B472± 01：36．81� 23．8�

55 スコッチリール 牝3黒鹿53 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 454＋ 41：37．01 11．8�
79 アイアムピッカピカ 牝3黒鹿53 内田 博幸堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 458＋ 41：37．21� 2．6	
710 ミユキダイアモンド 牝3鹿 53 北村 宏司長井 純一氏 小西 一男 新ひだか 木村 秀則 442＋ 21：38．26 11．2

68 イベリスリーフ 牝3栗 53

50 ▲大塚 海渡 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 450＋ 41：38．3� 10．8�
811	 カズミドリーム 牝4栗 55 蛯名 正義藤沼 利夫氏 中野 栄治 浦河 大道牧場 462＋ 21：38．4� 28．6�
67 リリープリンセス 牝4黒鹿55 藤岡 佑介村上龍太郎氏 安田 隆行 新ひだか 岡田牧場 472＋ 81：39．03� 46．4
11 キュールエミヤビ 牝3鹿 53 石川裕紀人岡本 良三氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 464± 01：40．27 24．4�
56 ジ ス モ ン ダ 牝4鹿 55 松岡 正海�ミルファーム 加藤士津八 日高 シンボリ牧場 B478＋ 81：40．3クビ 161．9�
44 ヤマニンルサリー 牝5鹿 55

54 ☆野中悠太郎土井 肇氏 稲垣 幸雄 新冠 錦岡牧場 464＋ 41：40．62 289．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 38，883，400円 複勝： 51，300，900円 枠連： 15，454，600円
馬連： 69，295，800円 馬単： 33，553，700円 ワイド： 50，526，700円
3連複： 88，119，000円 3連単： 124，325，700円 計： 471，459，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 200円 � 470円 枠 連（2－3） 1，440円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，800円 �� 2，810円

3 連 複 ��� 13，180円 3 連 単 ��� 45，020円

票 数

単勝票数 計 388834 的中 � 96079（2番人気）
複勝票数 計 513009 的中 � 110376（2番人気）� 68049（3番人気）� 21413（7番人気）
枠連票数 計 154546 的中 （2－3） 8267（7番人気）
馬連票数 計 692958 的中 �� 40171（5番人気）
馬単票数 計 335537 的中 �� 10385（8番人気）
ワイド票数 計 505267 的中 �� 29190（4番人気）�� 6957（20番人気）�� 4379（25番人気）
3連複票数 計 881190 的中 ��� 5013（39番人気）
3連単票数 計1243257 的中 ��� 2002（143番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．5―12．4―12．6―12．1―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―22．7―34．2―46．6―59．2―1：11．3―1：23．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベルキューズ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2018．8．25 札幌11着

2016．2．7生 牝3栗 母 オーシャンフリート 母母 ウインクパール 13戦2勝 賞金 24，250，000円

2700810月5日 晴 良 （1東京4） 第1日 第8競走 ��
��2，400�

も と す こ

本 栖 湖 特 別
発走14時05分（番組第9競走を順序変更） （芝・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），30．10．6以降1．9．29まで1回以上出走馬；負担
重量は，ハンデキャップ

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 161，000円 46，000円 23，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

66 � バ リ ン グ ラ �5鹿 56 M．デムーロ �キャロットファーム 堀 宣行 愛 Barron-
stown Stud B536＋ 42：28．8 2．4�

44 ヴァンクールシルク �5栗 55 内田 博幸 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 566± 02：29．33 7．5�
33 マイネルクラフト 牡6黒鹿54 柴田 大知 �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 B486± 02：29．4	 19．5�
22 ミヤジユウダイ 牡5鹿 55 石橋 脩曽我 司氏 川村 禎彦 安平 ノーザンファーム 542± 02：29．61
 7．0�
55 タンタフエルサ 牡4鹿 55 戸崎 圭太�G1レーシング 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B436－ 42：30．02	 3．9	
77 � クリノアパッチ �5栗 50 木幡 育也栗本 博晴氏 作田 誠二 新冠 佐藤牧場 436＋ 42：31．06 146．5

11 サーレンブラント 牡5鹿 56 三浦 皇成窪田 芳郎氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 454＋ 22：31．31� 3．9�

（7頭）

売 得 金
単勝： 39，405，900円 複勝： 31，587，700円 枠連： 発売なし
馬連： 66，042，200円 馬単： 35，915，100円 ワイド： 36，233，600円
3連複： 65，414，300円 3連単： 161，477，300円 計： 436，076，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 170円 � 300円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 300円 �� 690円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 3，450円 3 連 単 ��� 10，790円

票 数

単勝票数 計 394059 的中 � 128594（1番人気）
複勝票数 計 315877 的中 � 81021（1番人気）� 35489（5番人気）
馬連票数 計 660422 的中 �� 76280（3番人気）
馬単票数 計 359151 的中 �� 31443（3番人気）
ワイド票数 計 362336 的中 �� 35509（3番人気）�� 12755（11番人気）�� 7070（15番人気）
3連複票数 計 654143 的中 ��� 14216（15番人気）
3連単票数 計1614773 的中 ��� 10846（54番人気）

ハロンタイム 13．5―12．5―13．6―13．3―12．9―12．7―12．6―12．4―11．8―11．1―11．0―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．5―26．0―39．6―52．9―1：05．8―1：18．5―1：31．1―1：43．5―1：55．3―2：06．4―2：17．4

コーナー
通過順位

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

2
4
2（3，4）5，7，6，1・（2，4）（3，5）6（7，1）

勝馬の
紹 介

�バ リ ン グ ラ �

父 Fastnet Rock �


母父 Montjeu デビュー 2016．11．26 東京1着

2014．2．27生 �5鹿 母 Sweet Dreams Baby 母母 Shahtoush 13戦4勝 賞金 57，280，000円



2700910月5日 晴 良 （1東京4） 第1日 第9競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走14時35分（番組第8競走を順序変更） （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
1：19．4
1：19．0

良
良

35 スペキュラース 牝3黒鹿53 木幡 巧也 �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 454－ 61：20．4 22．0�
36 オルトルート 牝4栗 55 大野 拓弥村野 康司氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 460＋ 21：20．5� 33．7�
47 ライレローズ 牝4黒鹿55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 436＋ 4 〃 ハナ 6．2�
713 タイドオーバー 牝4黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 浦河 秋場牧場 444± 0 〃 クビ 4．8�
714 キ タ イ 牝3鹿 53

50 ▲岩田 望来西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 494＋ 61：20．71� 6．7�
59 レッドルチア 牝5黒鹿55 田中 勝春 	東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 428＋12 〃 クビ 9．5

48 パンドラフォンテン 牝5栗 55 吉田 豊吉橋 興生氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 452± 01：20．8クビ 30．6�
510� サトノコメット 牝4黒鹿55 北村 宏司 	サトミホースカンパニー 奥村 武 安平 ノーザンファーム B460－ 81：21．01 25．6�
612 ホーリーライン 牝3青鹿53 M．デムーロ 	ノルマンディーサラブレッドレーシング 矢野 英一 新冠 スカイビーチステーブル 428± 01：21．1� 3．9
817� アテンコール 牡4鹿 57 内田 博幸齊藤 直信氏 天間 昭一 浦河 冨岡 博一 458－ 91：21．42 149．7�
12 サンディレクション 牡3鹿 55

54 ☆武藤 雅 	ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 454－ 41：21．93 11．6�

23 メイスンハナフブキ 牝3鹿 53
51 △木幡 育也梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 高松牧場 446＋141：22．32� 125．9�

815 パ ッ ポ ー ネ 牡5鹿 57 石川裕紀人金子真人ホール
ディングス	 吉田 直弘 日高 下河辺牧場 480－ 41：22．4� 113．1�

11 スズノムサシ 牡3青鹿55 三浦 皇成小紫 嘉之氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト
クラブ 468＋101：22．61� 13．9�

611� ア イ ア ス 	3栗 55 武士沢友治畑 末廣郎氏 古賀 史生 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 510± 01：22．92 136．1�

24 ディザイアソング 牝3鹿 53 横山 典弘尾上 寿夫氏 金成 貴史 日高 いとう牧場 436＋ 8 （競走中止） 41．6�
816 マルターズルーメン 牝4栗 55

54 ☆野中悠太郎藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 428－ 2 （競走中止） 66．1�
（17頭）

売 得 金
単勝： 42，745，600円 複勝： 72，098，600円 枠連： 29，553，100円
馬連： 107，150，200円 馬単： 40，049，200円 ワイド： 72，852，600円
3連複： 154，051，000円 3連単： 173，013，700円 計： 691，514，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，200円 複 勝 � 570円 � 900円 � 240円 枠 連（3－3） 18，390円

馬 連 �� 17，790円 馬 単 �� 27，730円

ワ イ ド �� 5，620円 �� 1，710円 �� 2，630円

3 連 複 ��� 36，770円 3 連 単 ��� 209，750円

票 数

単勝票数 計 427456 的中 � 15503（8番人気）
複勝票数 計 720986 的中 � 31049（8番人気）� 18750（11番人気）� 94622（3番人気）
枠連票数 計 295531 的中 （3－3） 1245（32番人気）
馬連票数 計1071502 的中 �� 4666（53番人気）
馬単票数 計 400492 的中 �� 1083（99番人気）
ワイド票数 計 728526 的中 �� 3293（57番人気）�� 11185（20番人気）�� 7129（32番人気）
3連複票数 計1540510 的中 ��� 3142（121番人気）
3連単票数 計1730137 的中 ��� 598（704番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．0―11．5―11．4―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．9―33．9―45．4―56．8―1：08．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F35．0
3 ・（3，14）（10，15）1，5（2，6）（7，13，17）4（9，8）12－11 4 3，14，15，10，5（1，6，12）（7，13）17（2，9，8）11，4

勝馬の
紹 介

スペキュラース �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2018．8．19 新潟5着

2016．4．23生 牝3黒鹿 母 マイネデセール 母母 メインディッシュ 13戦2勝 賞金 22，000，000円
〔発走状況〕 マルターズルーメン号は，発進不良〔枠内膠着〕。
〔競走中止〕 マルターズルーメン号は，発走合図後に発馬機内で膠着したため競走中止。

ディザイアソング号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため決勝線手前で競走中止。
〔馬の出走停止〕 マルターズルーメン号は，令和元年10月6日から裁定委員会の議定があるまで出走停止。

2701010月5日 晴 稍重 （1東京4） 第1日 第10競走 ��
��1，600�

しゅうれい

秋嶺ステークス
発走15時10分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

810 バ レ ッ テ ィ �5鹿 57 横山 典弘 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 506± 01：35．3 19．1�
67 アームズレングス 牝6鹿 55 大野 拓弥諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 502－ 2 〃 クビ 8．5�
78 ナムラカメタロー 牡3黒鹿55 石川裕紀人奈村 睦弘氏 稲垣 幸雄 新ひだか 八田ファーム 498－ 21：35．61	 7．1�
11 
 シ ヴ ァ ー ジ 牡4栗 57 M．デムーロ �カナヤマホールディングス 野中 賢二 米 Hinkle Farms B508＋16 〃 アタマ 2．8�
33 ブルベアイリーデ 牡3鹿 55 戸崎 圭太 �ブルアンドベア 杉山 晴紀 浦河 フクオカファーム 486± 01：35．7クビ 2．6	
79 クリノフウジン 牡5栗 57 内田 博幸栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 498－ 81：35．8� 56．8

44 イダペガサス 牡4栗 57 北村 宏司張 一達氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 510＋101：35．9	 23．3�
811 タマモカトレア 牝4鹿 55 松岡 正海タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 486± 01：36．43 23．0�
66 フ ィ ス キ オ 牡5栗 57 三浦 皇成�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 平山牧場 484＋ 6 〃 アタマ 33．5
22 トワイライトタイム 牡4青鹿57 石橋 脩三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 464＋ 41：36．5クビ 58．1�
55 パキュートハート 牡4鹿 57 太宰 啓介中野 和子氏 石橋 守 むかわ 桑原牧場 530＋ 61：37．24 15．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 62，339，500円 複勝： 75，099，600円 枠連： 21，746，700円
馬連： 133，466，200円 馬単： 61，982，800円 ワイド： 80，675，100円
3連複： 180，299，700円 3連単： 281，016，300円 計： 896，625，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，910円 複 勝 � 350円 � 190円 � 210円 枠 連（6－8） 2，190円

馬 連 �� 4，960円 馬 単 �� 13，390円

ワ イ ド �� 960円 �� 1，650円 �� 890円

3 連 複 ��� 10，940円 3 連 単 ��� 92，810円

票 数

単勝票数 計 623395 的中 � 26032（6番人気）
複勝票数 計 750996 的中 � 47100（5番人気）� 113342（3番人気）� 96357（4番人気）
枠連票数 計 217467 的中 （6－8） 7676（11番人気）
馬連票数 計1334662 的中 �� 20834（17番人気）
馬単票数 計 619828 的中 �� 3471（41番人気）
ワイド票数 計 806751 的中 �� 21739（11番人気）�� 12272（19番人気）�� 23667（10番人気）
3連複票数 計1802997 的中 ��� 12357（35番人気）
3連単票数 計2810163 的中 ��� 2195（265番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．3―11．8―12．3―12．1―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―34．9―46．7―59．0―1：11．1―1：23．0

コーナー
通過順位

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

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 �5鹿 母 ザ レ マ 母母 シ ェ ン ク 20戦5勝 賞金 70，055，000円



2701110月5日 晴 良 （1東京4） 第1日 第11競走 ��
��1，600�第5回サウジアラビアロイヤルカップ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左）
2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

リヤド馬事クラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 33，000，000円 13，000，000円 8，300，000円 5，000，000円 3，300，000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
1：33．0
1：32．3

稍重
良

33 サ リ オ ス 牡2栗 55 石橋 脩 �シルクレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 540＋ 61：32．7レコード 1．5�
66 クラヴァシュドール 牝2青鹿54 藤岡 佑介�山紫水明 中内田充正 日高 下河辺牧場 450± 01：32．91� 4．7�
88 アブソルティスモ 牡2黒鹿55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 494－ 41：33．53� 6．5�
22 ジェラペッシュ 牝2鹿 54 吉田 豊柴田 洋一氏 尾関 知人 浦河 鎌田 正嗣 446＋ 41：33．92� 37．8�
89 エンジェルサークル 牝2黒鹿54 M．デムーロ吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 436－ 6 〃 クビ 14．4	
77 シ コ ウ 牡2青鹿55 木幡 巧也岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 450－101：34．22 62．7

44 カップッチョ 牡2鹿 55 江田 照男�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 440＋ 21：34．41� 174．9�
55 ロードエクスプレス 牡2鹿 55 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 坂口 智康 新ひだか 松田牧場 438＋ 61：34．5� 11．0�
11 イ ロ ゴ ト シ 牡2鹿 55 小崎 綾也内田 玄祥氏 牧田 和弥 熊本 本田 土寿 458＋ 4 〃 クビ 78．0

（9頭）

売 得 金
単勝： 199，733，800円 複勝： 298，785，200円 枠連： 41，543，900円
馬連： 279，729，400円 馬単： 174，283，000円 ワイド： 170，446，300円
3連複： 370，074，600円 3連単： 996，124，400円 計： 2，530，720，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 120円 � 120円 枠 連（3－6） 320円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 430円

ワ イ ド �� 160円 �� 170円 �� 260円

3 連 複 ��� 430円 3 連 単 ��� 1，080円

票 数

単勝票数 計1997338 的中 � 1015828（1番人気）
複勝票数 計2987852 的中 � 1933874（1番人気）� 306098（2番人気）� 272435（3番人気）
枠連票数 計 415439 的中 （3－6） 99995（2番人気）
馬連票数 計2797294 的中 �� 671877（1番人気）
馬単票数 計1742830 的中 �� 303890（1番人気）
ワイド票数 計1704463 的中 �� 299659（1番人気）�� 274932（2番人気）�� 135943（4番人気）
3連複票数 計3700746 的中 ��� 632605（1番人気）
3連単票数 計9961244 的中 ��� 664253（1番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―12．0―12．1―12．0―11．2―10．8―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．1―35．1―47．2―59．2―1：10．4―1：21．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ リ オ ス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Lomitas デビュー 2019．6．2 東京1着

2017．1．23生 牡2栗 母 サ ロ ミ ナ 母母 Saldentigerin 2戦2勝 賞金 40，315，000円

2701210月5日 晴 稍重 （1東京4） 第1日 第12競走 ��1，400�3歳以上2勝クラス
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 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

510 コウエイアンカ �4鹿 57 戸崎 圭太伊東 政清氏 森 秀行 日高 浜本牧場 468－ 21：23．3 6．2�
24 デピュティプライム �6栗 57 M．デムーロ丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 482－ 21：23．51� 8．0�
47 ブロードアリュール �5鹿 57 内田 博幸 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B476＋ 81：23．6クビ 4．1�
36 フィルムフランセ 牝5鹿 55

52 ▲岩田 望来吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 490± 01：23．92 60．4�
612 ザディファレンス 牡3栗 55

54 ☆野中悠太郎石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 芳住 鉄兵 476＋ 6 〃 アタマ 5．5�
815 ドゥラリュール �6栗 57 横山 典弘平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 466－ 41：24．21� 4．4	
816 ローレルジャック 牡6黒鹿57 松岡 正海 
ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 482－ 41：24．51� 42．3�
48 イチゴミルフィーユ 牝3鹿 53 伊藤 工真保坂 和孝氏 林 徹 浦河 林 孝輝 444－ 4 〃 クビ 8．9�
35 ララパルーザ 牡6鹿 57 大野 拓弥 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 浦河 大柳ファーム 518－181：24．6� 59．5
23 リスペクタブル 牡4鹿 57 石川裕紀人�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 500＋181：24．91� 100．6�
59 キングスヴァリュー �4栗 57 石橋 脩 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B472－241：25．11	 31．5�
11 ヤマイチジャスティ 牝6鹿 55

53 △木幡 育也菊地 祐司氏 高市 圭二 浦河 信岡牧場 484－ 6 〃 ハナ 59．2�
714 コスモビスティー 牡4鹿 57 柴田 大知岡田 繁幸氏 松山 将樹 浦河 伏木田牧場 474－ 81：25．2� 53．6�
611
 クールリフレイン 牡4鹿 57 太宰 啓介下河辺美智子氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 524± 01：25．52 15．1�
12 アイアムジュピター 牡5鹿 57

56 ☆武藤 雅堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 502＋ 21：26．24 224．5�
713 カゼノドリーム �7鹿 57 武士沢友治深井 孟氏 石栗 龍彦 新ひだか 水上 習孝 466＋ 41：26．3� 378．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 74，733，100円 複勝： 102，260，100円 枠連： 44，955，100円
馬連： 188，232，500円 馬単： 71，872，600円 ワイド： 124，009，500円
3連複： 272，240，200円 3連単： 336，429，000円 計： 1，214，732，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 200円 � 240円 � 190円 枠 連（2－5） 1，820円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 4，320円

ワ イ ド �� 660円 �� 580円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，940円 3 連 単 ��� 18，760円

票 数

単勝票数 計 747331 的中 � 95996（4番人気）
複勝票数 計1022601 的中 � 138573（4番人気）� 99986（6番人気）� 151849（2番人気）
枠連票数 計 449551 的中 （2－5） 19090（9番人気）
馬連票数 計1882325 的中 �� 67540（11番人気）
馬単票数 計 718726 的中 �� 12452（18番人気）
ワイド票数 計1240095 的中 �� 48265（6番人気）�� 55288（5番人気）�� 40955（10番人気）
3連複票数 計2722402 的中 ��� 69381（5番人気）
3連単票数 計3364290 的中 ��� 12995（46番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．9―35．3―47．1―59．1―1：10．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．2
3 10－（8，6）14（4，11）7，12（5，15）－（1，9）（3，16）13－2 4 10（8，6）（4，14）11（7，12）（5，15）－（1，9）16，3，13－2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コウエイアンカ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2017．8．12 小倉5着

2015．4．11生 �4鹿 母 カノヤトップレディ 母母 ウッドマンズシック 20戦3勝 賞金 47，748，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ヤマイチジャスティ号の騎手木幡育也は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
※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。
（非抽選馬） 2頭 サンタナブルー号・プライムコード号



（1東京4）第1日 10月5日（土曜日） 晴 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 158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

245，020，000円
7，380，000円
26，080，000円
1，020，000円
27，130，000円
66，081，000円
4，261，000円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
670，991，400円
969，281，500円
232，627，000円
1，172，581，100円
590，991，300円
773，518，400円
1，570，217，700円
2，687，186，300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
計 8，667，394，700円

総入場人員 28，043名 （有料入場人員 25，964名）
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