
2707310月21日 曇 稍重 （1東京4） 第4日 第1競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10時10分 （ダート・左）

牝；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

44 ラブリーエンジェル 牝2栗 54 武士沢友治長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 432± 01：38．9 8．5�
813 ク ー レ ク ー 牝2栗 54 木幡 巧也程田 真司氏 伊藤 大士 浦河 有限会社

吉田ファーム 456－ 41：40．07 8．5�
11 ルミナスナイト 牝2栗 54

53 ☆菊沢 一樹岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド B496－ 41：40．53 29．3�
69 ユークレース 牝2鹿 54 丸山 元気 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 456＋ 61：41．24 3．2�
33 セイレーンズベルン 牝2黒鹿54 北村 宏司四本 昭弘氏 加藤 和宏 浦河 笹地牧場 412＋ 21：41．3クビ 6．8�
22 レ ヴ ィ 牝2鹿 54

51 ▲大塚 海渡松谷 翔太氏 林 徹 千歳 社台ファーム 442－ 41：41．61� 115．4	
56 ラ ラ ラ 牝2黒鹿 54

51 ▲菅原 明良 Him Rock Racing
ホールディングス
 武市 康男 日高 船越牧場 412－ 21：41．81� 131．4�

710 ユ ラ 牝2黒鹿 54
51 ▲山田 敬士宮崎 金造氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 464＋ 61：41．9� 205．2�

57 エ オ ス モ ン 牝2栗 54 岩田 康誠大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 460－ 61：42．0クビ 8．6
68 シェーブルドール 牝2鹿 54 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 新ひだか 千代田牧場 466＋ 61：42．21� 19．9�
812 アスティパレア 牝2鹿 54 松岡 正海 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 480＋ 81：42．94 3．8�
711 アラビアンルビー 牝2栗 54

51 ▲小林 凌大田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 門別牧場 416＋101：44．49 128．7�
45 コトブキノニ 牝2鹿 54

52 △木幡 育也江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 様似 清水スタッド 464－ 61：45．25 218．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 25，387，000円 複勝： 36，874，800円 枠連： 10，088，100円
馬連： 50，812，700円 馬単： 24，971，900円 ワイド： 37，585，000円
3連複： 74，768，700円 3連単： 93，287，600円 計： 353，775，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 230円 � 260円 � 740円 枠 連（4－8） 1，100円

馬 連 �� 3，610円 馬 単 �� 7，130円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 2，050円 �� 2，750円

3 連 複 ��� 22，650円 3 連 単 ��� 146，070円

票 数

単勝票数 計 253870 的中 � 25318（5番人気）
複勝票数 計 368748 的中 � 47857（4番人気）� 38640（5番人気）� 10893（8番人気）
枠連票数 計 100881 的中 （4－8） 7088（6番人気）
馬連票数 計 508127 的中 �� 10908（16番人気）
馬単票数 計 249719 的中 �� 2626（32番人気）
ワイド票数 計 375850 的中 �� 9975（14番人気）�� 4674（22番人気）�� 3454（27番人気）
3連複票数 計 747687 的中 ��� 2475（56番人気）
3連単票数 計 932876 的中 ��� 463（332番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．8―12．6―12．8―12．8―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―35．2―47．8―1：00．6―1：13．4―1：25．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラブリーエンジェル �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2019．7．6 中京15着

2017．3．29生 牝2栗 母 ラブリースター 母母 キョウコマチ 4戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アラビアンルビー号・コトブキノニ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年11月

21日まで平地競走に出走できない。

2707410月21日 曇 良 （1東京4） 第4日 第2競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10時40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
1：32．7
1：32．3

良
良

610 セイウンヴィーナス 牝2青鹿 54
53 ☆野中悠太郎西山 茂行氏 本間 忍 浦河 大柳ファーム 442± 01：35．6 44．9�

711 ナリノオルフェ 牡2鹿 55 田辺 裕信成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 430± 0 〃 ハナ 19．7�
712 シングンバズーカ 牡2黒鹿55 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 日高 広富牧場 470－ 4 〃 クビ 3．9�
69 スタインウェイ 牡2黒鹿55 丸山 元気 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 518＋ 61：35．81� 15．0�
34 ダイワミラクル 牡2鹿 55 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 502＋ 61：36．01 5．3�
57 マイネルソラス 牡2芦 55 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 浦河 荻伏三好フ
アーム 466＋ 41：36．1� 15．9


813 マイネルチューダ 牡2鹿 55 柴田 大知 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 奥平 雅士 むかわ 新井牧場 436＋ 41：36．63 13．9�

45 ブ ン ロ ー ト 牡2鹿 55 木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 プログレスファーム 508＋ 21：36．7� 2．7�
22 セクシーフェイス 牝2黒鹿54 石橋 脩 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 426－ 4 〃 ハナ 10．0
33 デ ル タ 牝2青鹿54 内田 博幸村上 欽哉氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 444＋ 4 〃 クビ 183．9�
814 バルドダンサー 牡2栗 55 原田 和真 �コスモヴューファーム 和田 雄二 新冠 コスモヴューファーム 452－ 41：37．23 489．3�
58 セ キ セ キ 牡2栗 55 杉原 誠人�ミルファーム 田中 清隆 浦河 金石牧場 448－ 21：38．37 425．4�
11 ネガワンニダ 牡2黒鹿 55

52 ▲菅原 明良�ミルファーム 本間 忍 浦河 富菜牧場 404± 01：39．36 380．2�
46 テ ィ ナ 牡2鹿 55

53 △木幡 育也中村 智幸氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 356＋ 21：40．57 248．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 37，140，800円 複勝： 53，762，900円 枠連： 9，824，300円
馬連： 63，009，200円 馬単： 29，843，100円 ワイド： 48，825，400円
3連複： 87，825，700円 3連単： 112，697，200円 計： 442，928，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，490円 複 勝 � 820円 � 480円 � 170円 枠 連（6－7） 1，740円

馬 連 �� 45，000円 馬 単 �� 87，770円

ワ イ ド �� 7，100円 �� 2，080円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 38，520円 3 連 単 ��� 350，660円

票 数

単勝票数 計 371408 的中 � 7008（9番人気）
複勝票数 計 537629 的中 � 13820（9番人気）� 25669（8番人気）� 111420（2番人気）
枠連票数 計 98243 的中 （6－7） 4365（8番人気）
馬連票数 計 630092 的中 �� 1085（40番人気）
馬単票数 計 298431 的中 �� 255（83番人気）
ワイド票数 計 488254 的中 �� 1734（38番人気）�� 6078（23番人気）�� 8703（17番人気）
3連複票数 計 878257 的中 ��� 1710（75番人気）
3連単票数 計1126972 的中 ��� 233（503番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．5―12．3―12．8―11．9―11．4―12．1

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイウンヴィーナス �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．8．18 新潟8着

2017．4．13生 牝2青鹿 母 マルモリバニー 母母 ゴールドバニー 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔調教再審査〕 ティナ号は，4コーナー手前から最後の直線コースにかけて外側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ティナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年11月21日まで平地競走に出

走できない。

第４回 東京競馬 第４日〔代替競馬〕
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



2707510月21日 曇 良 （1東京4） 第4日 第3競走 ��2，000�2歳未勝利
発走11時10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
2：00．3
1：59．6

良
良

11 ナリノモンターニュ 牡2黒鹿55 田辺 裕信成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 482－122：04．4 4．1�
33 オラコモエスタス 牡2鹿 55 北村 宏司玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 494－ 22：04．5� 5．6�
66 レイコックアビー 牡2青鹿55 石橋 脩 �シルクレーシング 大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋102：04．81� 4．6�
77 ハーレムシャドウ 牡2鹿 55 福永 祐一飯塚 知一氏 須貝 尚介 新ひだか タイヘイ牧場 492－ 4 〃 クビ 2．2�
44 ウォッシュトレード 牡2鹿 55 内田 博幸田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 厚真 大川牧場 458－ 62：05．01� 19．2�
55 トロピカルビーチ 牝2栗 54 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 420－ 42：05．1� 34．3

22 マイネルスタイル 牡2黒鹿55 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 ビッグレッドファーム 470－ 22：05．41� 118．1�
88 アイシーブルー 牡2鹿 55 江田 照男ディアレストクラブ	 田村 康仁 日高 野島牧場 B426± 02：05．71� 165．1�
89 シゲルサソリザ 牡2青 55

52 ▲菅原 明良森中 蕃氏 中野 栄治 日高 スウィング
フィールド牧場 444＋ 22：07．18 83．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 37，186，700円 複勝： 53，537，400円 枠連： 7，265，000円
馬連： 46，010，200円 馬単： 32，880，800円 ワイド： 34，119，000円
3連複： 64，882，200円 3連単： 147，434，300円 計： 423，315，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 190円 � 220円 � 210円 枠 連（1－3） 940円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，840円

ワ イ ド �� 320円 �� 290円 �� 290円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 6，080円

票 数

単勝票数 計 371867 的中 � 74560（2番人気）
複勝票数 計 535374 的中 � 77151（2番人気）� 60457（4番人気）� 64820（3番人気）
枠連票数 計 72650 的中 （1－3） 5961（4番人気）
馬連票数 計 460102 的中 �� 40492（5番人気）
馬単票数 計 328808 的中 �� 13360（10番人気）
ワイド票数 計 341190 的中 �� 26947（6番人気）�� 30815（4番人気）�� 29795（5番人気）
3連複票数 計 648822 的中 ��� 54180（4番人気）
3連単票数 計1474343 的中 ��� 17556（25番人気）

ハロンタイム 13．2―12．4―12．7―13．0―13．2―13．1―12．8―11．5―11．1―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．6―38．3―51．3―1：04．5―1：17．6―1：30．4―1：41．9―1：53．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．0

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナリノモンターニュ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2019．9．14 中山2着

2017．2．22生 牡2黒鹿 母 オメガアイランド 母母 アイリッシュダンス 2戦1勝 賞金 7，800，000円

2707610月21日 曇 稍重 （1東京4） 第4日 第4競走 ��1，400�2歳新馬
発走11時40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
1：23．1
1：23．0

重
重

714 コードジェニック 牡2鹿 55 加藤 祥太水上 行雄氏 杉山 晴紀 浦河 笠松牧場 490 ―1：27．9 4．4�
35 オーラソラーレ 牝2黒鹿54 丸山 元気吉田 千津氏 和田 雄二 千歳 社台ファーム 460 ―1：28．11� 7．0�
47 アルヒミスト 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム 418 ―1：28．2� 25．7�
36 ビートザウイングス 牡2栗 55

54 ☆武藤 雅 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム B482 ―1：28．3� 14．2�
23 アントニウス 牡2鹿 55

54 ☆横山 武史中西 純穂氏 久保田貴士 浦河 惣田 英幸 466 ―1：28．4クビ 7．1	
48 リネンミッション 牝2鹿 54 丸田 恭介戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 三木田牧場 426 ― 〃 クビ 97．0

12 ニーケススマイル 牡2鹿 55 松岡 正海�高橋ファーム 蛯名 利弘 浦河 大北牧場 464 ―1：28．61 66．8�
510 ジョブックコラード 牡2黒鹿 55

52 ▲山田 敬士�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 444 ― 〃 ハナ 81．0�
816 ム ラ サ メ �2芦 55

52 ▲菅原 明良細川智恵子氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 458 ―1：29．34 14．0
24 クリムゾンオーラ 牝2鹿 54

53 ☆坂井 瑠星田頭 勇貴氏 清水 英克 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 446 ―1：29．4� 13．4�

611 エリモグリッター 牡2鹿 55 武 豊山本三津子氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 464 ―1：29．5� 3．1�
612 トーセンエンパイア 牡2鹿 55 岩部 純二島川 �哉氏 萱野 浩二 日高 有限会社 エ

スティファーム 494 ―1：29．71� 240．4�
11 セイスケルツォ 牡2黒鹿55 武士沢友治金田 成基氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 490 ― 〃 クビ 26．5�
713 ユメミルユメコ 牝2芦 54 嶋田 純次�ミルファーム 南田美知雄 浦河 荻伏三好フ

アーム 432 ―1：29．8� 178．5�
815 アポロファルコン 牝2黒鹿 54

53 ☆菊沢 一樹アポロサラブレッドクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか へいはた牧場 B508 ―1：30．33 49．3�
59 プティフルール 牝2鹿 54 吉田 豊島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 542 ―1：33．9大差 160．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，739，000円 複勝： 39，634，700円 枠連： 17，067，000円
馬連： 52，718，900円 馬単： 24，208，500円 ワイド： 43，016，200円
3連複： 81，492，100円 3連単： 90，220，100円 計： 380，096，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 230円 � 430円 枠 連（3－7） 930円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 2，960円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，620円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 10，100円 3 連 単 ��� 37，830円

票 数

単勝票数 計 317390 的中 � 59474（2番人気）
複勝票数 計 396347 的中 � 72836（2番人気）� 44164（4番人気）� 19525（8番人気）
枠連票数 計 170670 的中 （3－7） 14161（3番人気）
馬連票数 計 527189 的中 �� 23516（5番人気）
馬単票数 計 242085 的中 �� 6129（8番人気）
ワイド票数 計 430162 的中 �� 16460（6番人気）�� 6703（19番人気）�� 5798（24番人気）
3連複票数 計 814921 的中 ��� 6047（31番人気）
3連単票数 計 902201 的中 ��� 1729（107番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．7―37．4―50．4―1：02．9―1：15．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コードジェニック �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2017．4．6生 牡2鹿 母 ポ ラ リ ス 母母 ビクトリアスズラン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 アントニウス号の調教師久保田貴士は，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〕 プティフルール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年11月21日まで平地

競走に出走できない。



2707710月21日 曇 良 （1東京4） 第4日 第5競走 ��
��1，400�2歳新馬

発走12時30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
1：21．2
1：20．3

良
良

59 シゲルチキュウ 牡2栗 55 田辺 裕信森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか 矢野牧場 470 ―1：23．5 3．4�
715 ソーユーフォリア 牝2黒鹿 54

53 ☆武藤 雅濵本 洋輔氏 高柳 瑞樹 浦河 日進牧場 450 ―1：23．6� 7．1�
11 � デトロイトテソーロ 牝2黒鹿54 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 米 Blackstone
Farm LLC 468 ― 〃 アタマ 4．1�

713 オレオレサララ 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 和田 勇介 浦河 ミルファーム 504 ―1：24．77 112．4�
818 ルージュルパン 牝2栗 54 石橋 脩島川 	哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 446 ― 〃 クビ 25．2

611 シゲルセイウン 牝2黒鹿54 木幡 初也森中 蕃氏 石毛 善彦 新ひだか 前川 勝春 416 ― 〃 ハナ 68．4�
12 エルサフィーロ 牡2鹿 55 北村 宏司 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 442 ―1：24．91 6．0�
816 リベリアスハート 牡2黒鹿55 内田 博幸 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 上原 博之 新ひだか 岡田スタツド 448 ― 〃 クビ 8．9
510 トゥゲザーアゲイン 牡2栗 55 松岡 正海グリーンスウォード伊藤 伸一 浦河 草薙 利昭 438 ―1：25．11	 91．5�
24 ジオパークアポロ 牡2栗 55 田中 勝春小関 勝紀氏 田中 剛 様似 中村 俊紀 436 ―1：25．2
 93．5�
714 ネイチャーカレン 牡2黒鹿 55

54 ☆野中悠太郎井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 高橋 修 452 ― 〃 アタマ 50．8�
48 リチェルカータ 牝2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子�ターフ・スポート高橋 文雅 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 434 ― 〃 クビ 24．8�

47 アテンミラクル 牡2鹿 55
54 ☆菊沢 一樹玉置 潔氏 高橋 祥泰 浦河 吉田 又治 442 ―1：25．51� 227．6�

35 キッズシタイヒャー 牡2黒鹿55 武士沢友治瀬谷 	雄氏 武市 康男 浦河 中村 雅明 450 ― 〃 ハナ 204．7�
612 フィエールボス 牡2芦 55 丸山 元気友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 元道牧場 478 ― 〃 ハナ 88．4�
23 ガナドルメモリア 牝2栗 54 岩田 康誠西村 憲人氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 450 ― 〃 アタマ 95．6�
817 オ モ カ ゲ 牝2鹿 54

52 △木幡 育也�パニオロ 本間 忍 新ひだか 佐藤 鉄也 448 ―1：25．71	 214．9�
36 ユ ラ ヒ メ 牝2黒鹿54 木幡 巧也会田 浩史氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 436 ―1：25．8� 18．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 39，945，700円 複勝： 49，232，600円 枠連： 19，602，000円
馬連： 63，704，800円 馬単： 28，927，300円 ワイド： 51，986，000円
3連複： 96，000，800円 3連単： 109，711，000円 計： 459，110，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 190円 � 140円 枠 連（5－7） 1，070円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 530円 �� 310円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 9，040円

票 数

単勝票数 計 399457 的中 � 99155（1番人気）
複勝票数 計 492326 的中 � 111734（1番人気）� 54333（4番人気）� 91204（2番人気）
枠連票数 計 196020 的中 （5－7） 14135（5番人気）
馬連票数 計 637048 的中 �� 37468（4番人気）
馬単票数 計 289273 的中 �� 9669（6番人気）
ワイド票数 計 519860 的中 �� 24494（4番人気）�� 46988（1番人気）�� 18456（7番人気）
3連複票数 計 960008 的中 ��� 38655（2番人気）
3連単票数 計1097110 的中 ��� 8795（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．6―37．1―49．6―1：01．2―1：12．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F33．9
3 9，13（1，15）（2，10，16）17（6，7，12）14（3，4）（8，11）（5，18） 4 ・（9，13）（1，15）（2，10，16）（6，7，12，17）（3，4，14）（8，11，18）－5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シゲルチキュウ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 マンハッタンカフェ 初出走

2017．1．31生 牡2栗 母 アンシェルブルー 母母 バードキャット 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ルージュルパン号は，発進不良〔外側に逃避〕。
※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 ディヴィニティ号

2707810月21日 曇 稍重 （1東京4） 第4日 第6競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
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
1：33．8
1：33．3

重
良

44 カフジストーム 牡3鹿 55 内田 博幸加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 486－ 21：37．9 2．7�
78 ポップアップスター 牡5青鹿57 C．ルメール �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 516－ 4 〃 クビ 2．5�
67 ミッキーチャイルド 牡4鹿 57 岩田 康誠野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 478± 01：38．53� 18．6�
79 バンディエラ 牡3栗 55

52 ▲菅原 明良東海林貴大氏 竹内 正洋 新冠 松本 信行 522－ 11：38．6� 43．8�
66 レンズフルパワー 牡7鹿 57 柴田 大知田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 宮内牧場 514－ 2 〃 ハナ 41．9�
22 シャンボールナイト �4青鹿 57

56 ☆武藤 雅 	グリーンファーム武井 亮 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 470－ 61：38．7クビ 8．4


11 トウカイオルデン 牡4鹿 57 中井 裕二内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 468－ 2 〃 ハナ 9．0�
810	 スズカアポロ 牡8黒鹿 57

55 △木幡 育也永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B476＋ 4 〃 クビ 57．5�
33 	 ヒロノブシドウ 牡4黒鹿57 江田 照男小野 博郷氏 浅野洋一郎 新冠 長浜牧場 500± 01：39．12� 96．5
811 ス ー ス ー 牝3栗 53 武 豊田中 純一氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 410－121：41．1大差 7．9�
55 マリノオークション 牝3黒鹿53 木幡 巧也矢野まり子氏 牧 光二 日高 クラウン日高牧場 488－ 41：42．69 192．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 36，083，500円 複勝： 46，955，300円 枠連： 11，749，000円
馬連： 68，179，800円 馬単： 36，966，400円 ワイド： 50，996，600円
3連複： 98，316，300円 3連単： 160，799，800円 計： 510，046，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 110円 � 220円 枠 連（4－7） 330円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 190円 �� 510円 �� 440円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 3，250円

票 数

単勝票数 計 360835 的中 � 105558（2番人気）
複勝票数 計 469553 的中 � 113457（2番人気）� 138395（1番人気）� 32904（6番人気）
枠連票数 計 117490 的中 （4－7） 27305（1番人気）
馬連票数 計 681798 的中 �� 147195（1番人気）
馬単票数 計 369664 的中 �� 46833（1番人気）
ワイド票数 計 509966 的中 �� 82241（1番人気）�� 22331（9番人気）�� 26412（6番人気）
3連複票数 計 983163 的中 ��� 74727（2番人気）
3連単票数 計1607998 的中 ��� 35846（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．6―36．5―48．2―1：01．0―1：13．7―1：25．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カフジストーム �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2018．11．10 京都1着

2016．5．13生 牡3鹿 母 テイクザケイク 母母 エ ビ ス マ イ 9戦2勝 賞金 21，120，000円
〔発走状況〕 レンズフルパワー号は，枠内駐立不良〔突進〕。



2707910月21日 曇 良 （1東京4） 第4日 第7競走 ��
��1，600�3歳以上1勝クラス

発走13時30分 （500万円以下） （芝・左）
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
1：30．5
1：30．3

良
良

34 ソーラーフレア 牡4鹿 57 C．スミヨンゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 450＋ 41：32．8 15．3�

（仏）

11 グレイテスト 牝3芦 53 三浦 皇成荒井 元明氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 470－ 61：33．01� 5．2�
58 ダイイチターミナル 牡5鹿 57

54 ▲菅原 明良�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 456＋ 81：33．42	 42．5�
611 アオイシンゴ 
5芦 57 内田 博幸新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 480－ 61：33．5	 5．7�
47 ヘイワノツカイ 牡3栗 55 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 454＋ 41：33．6� 4．3�
22 キングオブコージ 牡3鹿 55 岩田 康誠増田 和啓氏 安田 翔伍 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 2 〃 アタマ 4．6	
59 トミケンルーア 
3鹿 55 松岡 正海冨樫 賢二氏 竹内 正洋 浦河 成隆牧場 462＋ 61：33．81	 78．9

814 ア ル マ マ 牡3芦 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 千代田牧場 458＋ 8 〃 ハナ 23．4�
815 アピールバイオ 牝5鹿 55 木幡 巧也バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 470＋ 61：33．9クビ 37．1
23 フィリアーノ 牡3芦 55 石橋 脩吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 458＋ 21：34．22 8．6�
610 サトノテラス 牡4鹿 57 C．ルメール �サトミホースカンパニー 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 558－ 41：35．05 9．3�
35 リリカルドリーム 牝4黒鹿55 江田 照男水上 行雄氏 竹内 正洋 浦河 笠松牧場 452＋ 61：35．1	 257．8�
713� ヴァイスジーニー 牡5芦 57

56 ☆野中悠太郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松永 康利 米

Janes Everatt, Janeane Ever-
att, Arika Everatt－Meeuse &
Calmar Stables

516＋ 4 〃 クビ 130．0�
46 マジェスティゲート 牡3鹿 55 大野 拓弥 Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 平取 清水牧場 474＋ 2 〃 ハナ 35．1�
712 マイネルアプラウス 牡3黒鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 498＋ 21：35．41� 257．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 42，935，900円 複勝： 74，569，700円 枠連： 23，564，800円
馬連： 86，193，000円 馬単： 40，804，500円 ワイド： 69，103，500円
3連複： 133，621，000円 3連単： 163，162，700円 計： 633，955，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，530円 複 勝 � 530円 � 220円 � 780円 枠 連（1－3） 5，260円

馬 連 �� 4，800円 馬 単 �� 12，090円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 7，500円 �� 2，850円

3 連 複 ��� 52，000円 3 連 単 ��� 282，990円

票 数

単勝票数 計 429359 的中 � 22373（7番人気）
複勝票数 計 745697 的中 � 34282（7番人気）� 108345（3番人気）� 22074（9番人気）
枠連票数 計 235648 的中 （1－3） 3469（17番人気）
馬連票数 計 861930 的中 �� 13897（19番人気）
馬単票数 計 408045 的中 �� 2531（43番人気）
ワイド票数 計 691035 的中 �� 11406（19番人気）�� 2334（53番人気）�� 6247（33番人気）
3連複票数 計1336210 的中 ��� 1927（125番人気）
3連単票数 計1631627 的中 ��� 418（683番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―34．8―46．1―57．4―1：08．6―1：20．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソーラーフレア �
�
父 Shamardal �

�
母父 Doyen デビュー 2017．12．9 中山4着

2015．3．6生 牡4鹿 母 コズミックフレイム 母母 The World 8戦2勝 賞金 18，400，000円
〔発走状況〕 リリカルドリーム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。

2708010月21日 曇 良 （1東京4） 第4日 第8競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走14時00分 （芝・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
1：44．2
1：43．9

良
良

810 ルイジアナママ 牝3青鹿53 大野 拓弥稲川 一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 446± 01：46．6 3．7�
55 レッドヴァール 牝4鹿 55 C．ルメール �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 482＋20 〃 クビ 3．1�
79 ミ ス マ リ ア 牝3鹿 53 石橋 脩山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 450－12 〃 アタマ 3．8�
811 レオンドーロ 牝3黒鹿53 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 470＋ 2 〃 ハナ 7．6�
44 マジックリアリズム 牝3鹿 53

52 ☆横山 武史 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム 444＋ 41：47．23� 10．9	
22 リ ゼ ブ ル ー 牝3芦 53 木幡 巧也飯田 訓大氏 松山 将樹 浦河 赤田牧場 484＋ 21：47．62� 17．0

66 ショウナンハルラ 牝3鹿 53 吉田 豊国本 哲秀氏 古賀 史生 新冠 森永 聡 418＋ 41：47．7� 53．3�
11 タマノジュメイラ 牝3鹿 53 北村 宏司玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 476＋141：47．91� 14．2�
78 ジューンバラード 牝3青鹿53 武士沢友治吉川 潤氏 堀井 雅広 平取 稲原牧場 430－ 21：48．21� 145．4
67 	 シルヴェーヌ 牝4鹿 55 江田 照男西田 順彦氏 伊藤 伸一 新冠 飯島 功典 458＋ 41：48．62� 181．8�
33 クリッパークラス 牝3栗 53 石川裕紀人 �シルクレーシング 武市 康男 新冠 村上牧場 440－101：49．45 35．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 41，804，000円 複勝： 56，734，500円 枠連： 16，340，300円
馬連： 81，897，000円 馬単： 38，111，600円 ワイド： 57，414，200円
3連複： 116，885，400円 3連単： 169，994，400円 計： 579，181，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 120円 � 150円 � 120円 枠 連（5－8） 590円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 310円 �� 210円 �� 350円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 4，650円

票 数

単勝票数 計 418040 的中 � 89311（2番人気）
複勝票数 計 567345 的中 � 136993（1番人気）� 82022（3番人気）� 127861（2番人気）
枠連票数 計 163403 的中 （5－8） 21374（2番人気）
馬連票数 計 818970 的中 �� 78267（2番人気）
馬単票数 計 381116 的中 �� 17137（6番人気）
ワイド票数 計 574142 的中 �� 44576（2番人気）�� 77226（1番人気）�� 37935（4番人気）
3連複票数 計1168854 的中 ��� 126961（1番人気）
3連単票数 計1699944 的中 ��� 26501（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―35．3―47．5―59．5―1：11．7―1：23．3―1：34．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F34．9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ルイジアナママ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．3．23 中山8着

2016．2．13生 牝3青鹿 母 マ ス ク オ フ 母母 ビハインドザマスク 6戦2勝 賞金 19，400，000円



2708110月21日 曇 稍重 （1東京4） 第4日 第9競走 ��
��1，300�

み つ み ね さ ん

三 峰 山 特 別
発走14時30分 （ダート・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

510 レッドルゼル 牡3鹿 55 北村 友一 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 472＋ 21：17．2 3．5�
48 オリオンパッチ 牡3黒鹿55 C．ルメール 陳 立文氏 加藤 征弘 浦河 バンブー牧場 494＋ 41：17．73 6．8�
611 グッドヒューマー 牡5栗 57 石川裕紀人ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 武田牧場 490－ 41：17．8クビ 25．0�
11 ク ー リ ュ 牝5鹿 55 横山 典弘ライオンレースホース� 石毛 善彦 日高 Shall Farm 466－ 41：18．01 33．9�
815� ピ ア シ ッ ク 牡3鹿 55 武 豊�キーファーズ 森 秀行 米

McMahon of
Saratoga Thor-
oughbreds, LLC

490＋ 21：18．1	 5．1�
47 � ボストンテソーロ 牝3鹿 53 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 米 Spendthrift
Farm LLC 484＋ 8 〃 ハナ 5．0	

12 ポップシンガー 牝5鹿 55 勝浦 正樹村山 卓也氏 鈴木 伸尋 日高 川島 正広 462＋ 8 〃 ハナ 54．5

35 � カ ミ ノ コ 牡4青鹿57 田中 勝春門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-

ter Farm 472＋14 〃 クビ 30．3�
612 ジャスティン 牡3栗 55 坂井 瑠星小田 吉男氏 矢作 芳人 日高 天羽 禮治 472－ 41：18．2クビ 5．8�
713 ニシノジャガーズ 牡4鹿 57 岩部 純二西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 清水ファーム 488± 01：18．3	 12．5
59 
 プライムコード 牡5栗 57 吉田 豊�ターフ・スポート小西 一男 新冠 村田牧場 488± 01：18．4� 225．5�
23 コロニアルスタイル 牝5栗 55 田辺 裕信吉田 照哉氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 462－ 2 〃 クビ 48．8�
816 サンタナブルー 牡7黒鹿57 丸山 元気 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 476＋ 41：18．93 68．6�
36 ツウカイウイング 牡4鹿 57 川須 栄彦木村 直樹氏 千田 輝彦 新ひだか 萩澤 泰博 468＋ 61：19．0クビ 173．2�
714 オ ー ル デ ン 牡5鹿 57 菊沢 一樹金山 敏也氏 小西 一男 浦河 金成吉田牧場 454＋ 21：19．1	 237．6�
24 レッドエレノア 牝5青鹿55 武藤 雅 �東京ホースレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 矢野牧場 B538＋ 21：19．95 180．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，243，300円 複勝： 81，749，300円 枠連： 30，156，600円
馬連： 125，230，500円 馬単： 49，188，400円 ワイド： 86，691，000円
3連複： 185，531，700円 3連単： 217，354，500円 計： 833，145，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 180円 � 250円 � 430円 枠 連（4－5） 600円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，360円 �� 2，160円

3 連 複 ��� 6，940円 3 連 単 ��� 22，730円

票 数

単勝票数 計 572433 的中 � 129210（1番人気）
複勝票数 計 817493 的中 � 145030（1番人気）� 83213（5番人気）� 41122（7番人気）
枠連票数 計 301566 的中 （4－5） 38589（2番人気）
馬連票数 計1252305 的中 �� 87610（2番人気）
馬単票数 計 491884 的中 �� 20759（2番人気）
ワイド票数 計 866910 的中 �� 46947（2番人気）�� 15979（15番人気）�� 9849（25番人気）
3連複票数 計1855317 的中 ��� 20028（20番人気）
3連単票数 計2173545 的中 ��� 6932（59番人気）

ハロンタイム 7．2―10．9―11．1―12．2―12．3―11．5―12．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．2―18．1―29．2―41．4―53．7―1：05．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドルゼル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．9．17 阪神3着

2016．3．25生 牡3鹿 母 フレンチノワール 母母 パープルホワイト 6戦3勝 賞金 33，540，000円

2708210月21日 曇 稍重 （1東京4） 第4日 第10競走 ��
��1，400�テ レ ビ 静 岡 賞

発走15時05分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），30．10．13以降1．10．15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

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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

612 ド リ ュ ウ 牡4栗 55 田辺 裕信�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 444＋ 41：24．1 9．9�
36 グロワールシチー 牡5鹿 55 内田 博幸 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 478＋101：24．31 59．9�
611 タイセイプレシャス �7栗 54 石川裕紀人田中 成奉氏 池上 昌和 新ひだか 前谷 武志 480＋ 81：24．51� 144．8�
23 カレンガリアード 牡4黒鹿54 北村 宏司鈴木 隆司氏 安田 翔伍 日高 高柳 隆男 474＋ 4 〃 クビ 46．0�
713 ハルクンノテソーロ 牡5黒鹿56 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新冠 長浜牧場 478± 0 〃 ハナ 18．4	
815 マイネルラック 牡6鹿 53 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 478＋ 21：24．6	 325．1

24 ヴ ォ ー ガ 牡5栗 54 田中 勝春一村 哲也氏 森 秀行 新ひだか グランド牧場 B446－101：24．7	 50．1�
59 オーヴァーライト �4栗 54 丸山 元気 �サンデーレーシング 手塚 貴久 新冠 須崎牧場 B474－ 2 〃 クビ 135．0�
510 ヴィルトファン 牝3黒鹿51 横山 武史 �カナヤマホール

ディングス 高柳 瑞樹 平取 赤石牧場 508－ 4 〃 ハナ 29．2
714 マイウェイアムール 牝4青鹿53 藤田菜七子田畑 利彦氏 林 徹 日高 モリナガファーム 492－ 41：24．91� 16．7�
12 
 アメリカンファクト 牡4栗 56 C．ルメール 吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Nesco II Ltd. B508± 0 〃 クビ 3．6�
48 オルトグラフ 牝3黒鹿52 野中悠太郎ゴドルフィン 池上 昌和 愛 Godolphin 500＋ 21：25．11 52．7�
11 バーンフライ 牡4黒鹿54 坂井 瑠星�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484－ 2 〃 クビ 46．0�
35 サトノギャロス 牡3鹿 54 石橋 脩 �サトミホースカンパニー 西園 正都 日高 下河辺牧場 520＋ 21：25．31� 1．7�
816 シンゼンドリーム 牡6黒鹿54 横山 和生原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 470－161：25．72	 214．4�
47 ディーパワンサ 牝5栗 53 松岡 正海 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 458－ 41：26．65 52．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 74，909，100円 複勝： 141，151，800円 枠連： 36，828，600円
馬連： 167，631，700円 馬単： 86，166，600円 ワイド： 118，939，500円
3連複： 276，289，200円 3連単： 414，578，200円 計： 1，316，494，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 340円 � 1，130円 � 3，290円 枠 連（3－6） 750円

馬 連 �� 14，240円 馬 単 �� 28，410円

ワ イ ド �� 2，730円 �� 6，380円 �� 22，250円

3 連 複 ��� 150，150円 3 連 単 ��� 1，279，010円

票 数

単勝票数 計 749091 的中 � 60048（3番人気）
複勝票数 計1411518 的中 � 123782（3番人気）� 31474（7番人気）� 10335（13番人気）
枠連票数 計 368286 的中 （3－6） 37562（3番人気）
馬連票数 計1676317 的中 �� 9121（28番人気）
馬単票数 計 861666 的中 �� 2274（53番人気）
ワイド票数 計1189395 的中 �� 11389（25番人気）�� 4803（42番人気）�� 1365（84番人気）
3連複票数 計2762892 的中 ��� 1380（196番人気）
3連単票数 計4145782 的中 ��� 235（1197番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．7―12．3―12．2―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．1―47．4―59．6―1：11．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．7
3 6（2，7）（4，10）（1，13）（8，14）（9，15，5）－（12，16）11－3 4 ・（6，7）（2，4，10）（1，13）（9，8，14，5）15，12（16，11）3
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4栗 母 ダブルプライム 母母 プライムナンバー 23戦4勝 賞金 83，742，000円
〔制裁〕 ドリュウ号の調教師土田稔は，馬場入場時に同馬の左手綱の尾錠が外れたことについて過怠金30，000円。
※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 グローリーグローリ号・ファミーユボヌール号



2708310月21日 曇 良 （1東京4） 第4日 第11競走
ウインズ渋谷開設70周年記念

��
��2，000�オクトーバーステークス（Ｌ）

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，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 26，000，000円 10，000，000円 6，500，000円 3，900，000円 2，600，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

711 ダイワキャグニー 牡5黒鹿57 内田 博幸大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B502± 01：59．2 9．1�
22 トリコロールブルー 牡5青鹿56 C．スミヨン �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 490－ 4 〃 クビ 3．8�

（仏）

69 サ ラ キ ア 牝4鹿 54 石橋 脩 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 450－ 61：59．3	 6．1�
33 ブレスジャーニー 牡5鹿 56 松岡 正海島川 �哉氏 佐々木晶三 新冠 競優牧場 460± 01：59．51	 20．0�
56 マイネルサーパス 牡3黒鹿54 丹内 祐次 	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 478＋ 2 〃 ハナ 17．0

813
 ショウナンバッハ 牡8鹿 57 吉田 豊国本 哲秀氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 454＋ 41：59．81	 29．5�
44 サトノワルキューレ 牝4鹿 55 大野 拓弥 	サトミホースカンパニー 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 460－ 8 〃 クビ 10．3�
710 ラストドラフト 牡3黒鹿54 C．ルメール �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 458＋ 61：59．9クビ 3．1
57 ルミナスウォリアー 牡8鹿 58 柴山 雄一 �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 480－ 42：00．0� 134．5�
11 
 レイホーロマンス 牝6鹿 54 横山 武史永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 428＋ 6 〃 クビ 94．5�
68 アップクォーク �6黒鹿56 石川裕紀人 �キャロットファーム 中川 公成 安平 ノーザンファーム 494－182：00．1クビ 48．2�
812 レッドローゼス 牡5鹿 57 田辺 裕信 	東京ホースレーシング 国枝 栄 平取 坂東牧場 482－ 62：00．52	 8．5�
45 マイネルサージュ 牡7鹿 58 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 洞湖 レイクヴィラファーム 502± 0 〃 クビ 347．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 118，567，000円 複勝： 165，608，600円 枠連： 56，244，400円
馬連： 329，719，300円 馬単： 134，585，400円 ワイド： 221，316，400円
3連複： 555，191，600円 3連単： 769，875，500円 計： 2，351，108，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 260円 � 150円 � 200円 枠 連（2－7） 470円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 5，000円

ワ イ ド �� 680円 �� 770円 �� 480円

3 連 複 ��� 3，450円 3 連 単 ��� 24，520円

票 数

単勝票数 計1185670 的中 � 103163（5番人気）
複勝票数 計1656086 的中 � 141592（5番人気）� 327513（2番人気）� 207864（3番人気）
枠連票数 計 562444 的中 （2－7） 91598（1番人気）
馬連票数 計3297193 的中 �� 138395（7番人気）
馬単票数 計1345854 的中 �� 20171（19番人気）
ワイド票数 計2213164 的中 �� 82097（7番人気）�� 71695（8番人気）�� 122090（4番人気）
3連複票数 計5551916 的中 ��� 120463（10番人気）
3連単票数 計7698755 的中 ��� 22761（74番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．2―37．3―49．4―1：01．6―1：13．5―1：25．4―1：36．6―1：47．7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダイワキャグニー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．11．6 東京1着

2014．2．25生 牡5黒鹿 母 トリプレックス 母母 トリプルワウ 19戦7勝 賞金 169，077，000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。

2708410月21日 曇 稍重 （1東京4） 第4日 第12競走 ��1，400�3歳以上2勝クラス
発走16時20分 （ダート・左）（1000万円以下）

牝；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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

48 キラービューティ 牝5栗 55
54 ☆坂井 瑠星 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 468－ 41：24．6 23．4�

510 アオイサンシャイン 牝6黒鹿55 内田 博幸新谷 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 B528＋ 21：24．7� 29．1�

11 コーラルプリンセス 牝5芦 55 丸山 元気吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 534＋ 8 〃 ハナ 44．5�
36 ミ ス パ イ ロ 牝5黒鹿55 横山 典弘村田 哲朗氏 小野 次郎 日高 戸川牧場 486± 01：24．8� 3．5�
816 アポロマーキュリー 牝5栗 55

52 ▲藤田菜七子アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 三輪 幸子 476－ 61：25．43� 12．8�
24 シティーポップ 牝4鹿 55 田辺 裕信山本 剛史氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 444－ 41：25．61� 4．7	
714 マローネメタリコ 牝4栗 55 北村 宏司柏瀬金之介氏 萩原 清 新ひだか ウエスタンファーム 514＋ 41：25．7クビ 6．2

815 シ ェ ー ナ 牝4鹿 55 石橋 脩�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472＋10 〃 クビ 40．1�
47 サムシングフレア 牝6鹿 55

53 △木幡 育也阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 対馬 正 502＋ 8 〃 ハナ 36．7
611 シアワセデス 牝6鹿 55 大野 拓弥窪田 康志氏 浜田多実雄 浦河 有限会社

吉田ファーム 500＋ 8 〃 ハナ 43．8�
612 ランウェイデビュー 牝4鹿 55 岩田 康誠吉田 勝己氏 奥村 武 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B494－ 21：25．91 37．6�
59 ザ ク イ ー ン 牝5黒鹿55 石川裕紀人�NICKS 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 482－ 41：26．0� 122．1�
12 ペイシャネガノ 牝3栗 53 武士沢友治北所 直人氏 深山 雅史 新ひだか 友田牧場 468＋101：26．63� 5．9�
713	 ミフトゥーロ 牝4鹿 55 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 474＋ 41：27．77 25．4�
23 インバウンド 牝3鹿 53 柴田 大知保坂 和孝氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 482－ 21：27．91� 12．2�
35 デルマカシャーサ 牝4栗 55

54 ☆横山 武史浅沼 廣幸氏 田中 博康 千歳 社台ファーム B460－ 71：28．43 52．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 80，174，300円 複勝： 106，717，100円 枠連： 44，006，500円
馬連： 182，399，700円 馬単： 78，866，900円 ワイド： 135，910，400円
3連複： 294，718，000円 3連単： 375，060，500円 計： 1，297，853，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，340円 複 勝 � 690円 � 660円 � 1，170円 枠 連（4－5） 9，620円

馬 連 �� 38，080円 馬 単 �� 72，130円

ワ イ ド �� 8，500円 �� 8，910円 �� 10，000円

3 連 複 ��� 228，340円 3 連 単 ��� 1，678，510円

票 数

単勝票数 計 801743 的中 � 27331（7番人気）
複勝票数 計1067171 的中 � 41453（8番人気）� 43617（7番人気）� 23364（14番人気）
枠連票数 計 440065 的中 （4－5） 3543（31番人気）
馬連票数 計1823997 的中 �� 3712（81番人気）
馬単票数 計 788669 的中 �� 820（156番人気）
ワイド票数 計1359104 的中 �� 4130（78番人気）�� 3938（81番人気）�� 3505（87番人気）
3連複票数 計2947180 的中 ��� 968（407番人気）
3連単票数 計3750605 的中 ��� 162（2465番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．9―48．6―1：00．8―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キラービューティ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Congaree デビュー 2016．10．29 京都2着

2014．3．3生 牝5栗 母 キラーグレイシス 母母 Heatherdoesntbluff 21戦4勝 賞金 49，844，000円
〔制裁〕 ミフトゥーロ号の調教師堀井雅広は，下見所で騎手騎乗合図後に同馬の頭絡が外れたことについて過怠金10，000円。



（1東京4）第4日 10月21日（月曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

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 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

231，420，000円
5，180，000円
26，320，000円
1，550，000円
25，570，000円
71，539，000円
4，368，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
623，116，300円
906，528，700円
282，736，600円
1，317，506，800円
605，521，400円
955，903，200円
2，065，522，700円
2，824，175，800円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 9，581，011，500円

総入場人員 14，436名 （有料入場人員 13，507名）
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