
2704910月19日 曇 不良 （1東京4） 第6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

45 ハルプモント 牡2鹿 55 内田 博幸保坂 和孝氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム B490＋ 21：25．6 10．0�
22 キ ラ ラ 牝2鹿 54 大野 拓弥�パニオロ 田島 俊明 新冠 村上 欽哉 470－ 81：25．81� 2．6�
68 ハ デ ィ ア 牡2鹿 55 津村 明秀�ターフ・スポート粕谷 昌央 新冠 村田牧場 456＋ 41：26．11� 5．4�
57 クィーンアドバンス 牝2青 54 北村 宏司柳内 正基氏 勢司 和浩 日高 沖田牧場 458＋ 21：26．2� 3．0�
812 センノベステス 牡2栗 55 吉田 豊浅野 正敏氏 南田美知雄 日高 日西牧場 476－ 8 〃 アタマ 17．9	
44 エクメディノツルギ 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士橋本慎太郎氏 深山 雅史 青森 有限会社
ラークヒルズ 424－ 61：26．3クビ 19．5


11 ショウゲキノノロシ 牡2黒鹿55 石川 倭福田 光博氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 424＋ 61：27．25 189．1�
（北海道）

56 トーセンウエーブ 牡2黒鹿55 柴田 大知島川 �哉氏 松永 康利 日高 有限会社 エ
スティファーム 428± 01：27．3	 143．4

33 ネオアンビシャス 牝2青鹿 54
53 ☆武藤 雅 �ユートピア牧場 林 徹 むかわ 上水牧場 458－ 81：27．51� 28．6�

711 ア ッ シ ュ 
2栗 55 三浦 皇成中村 智幸氏 田中 博康 浦河 山下 恭茂 432＋ 21：27．71� 27．0�
710 プリズムストーン 牡2青鹿 55

54 ☆野中悠太郎田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 中田 浩美 476＋ 8 〃 クビ 98．9�
813 テイエムピカピカ 牝2青 54

53 ☆菊沢 一樹竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 カミイスタット 466＋ 61：28．65 76．8�
（12頭）

69 � レイクマッジョーレ 牡2鹿 55 木幡 巧也ゴドルフィン 土田 稔 愛 Lismacue Mare
Syndicate 472－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 23，417，500円 複勝： 27，764，100円 枠連： 11，169，200円
馬連： 41，367，400円 馬単： 21，040，400円 ワイド： 28，544，200円
3連複： 50，395，900円 3連単： 62，702，800円 計： 266，401，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 230円 � 140円 � 150円 枠 連（2－4） 960円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 3，380円

ワ イ ド �� 550円 �� 700円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 11，750円

票 数

単勝票数 差引計 234175（返還計 18382） 的中 � 19568（4番人気）
複勝票数 差引計 277641（返還計 28812） 的中 � 24463（4番人気）� 62375（2番人気）� 50145（3番人気）
枠連票数 差引計 111692（返還計 4211） 的中 （2－4） 9013（5番人気）
馬連票数 差引計 413674（返還計 92944） 的中 �� 23665（4番人気）
馬単票数 差引計 210404（返還計 47940） 的中 �� 4661（13番人気）
ワイド票数 差引計 285442（返還計 72354） 的中 �� 12844（5番人気）�� 9777（10番人気）�� 25555（3番人気）
3連複票数 差引計 503959（返還計226151） 的中 ��� 24216（4番人気）
3連単票数 差引計 627028（返還計284454） 的中 ��� 3866（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．2―47．5―59．7―1：12．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．4―3F38．1
3 2，8（4，11）13（7，10）12，3，5－（1，6） 4 2，8（4，11）（7，10，13）12－（3，5）－6，1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハルプモント �
�
父 Mayson �

�
母父 Nayef デビュー 2019．8．10 札幌12着

2017．2．17生 牡2鹿 母 ムーングロウ 母母 Mystic Goddess 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走除外〕 レイクマッジョーレ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。疾病〔両前肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻6分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 レイクマッジョーレ号は，令和元年10月20日から令和元年11月18日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

2705010月19日 曇 不良 （1東京4） 第6日 第2競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10時45分 （芝・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
1：32．7
1：32．3

良
良

68 シンハリング 牝2青鹿54 M．デムーロ DMMドリームクラブ� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 470－ 41：35．5 4．9�
67 クリノプレミアム 牝2栗 54 松岡 正海栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 有限会社

吉田ファーム 456－ 41：35．6� 11．5�
44 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 422＋ 41：35．7� 94．7�
710 チアチアクラシカ 牝2鹿 54 武 豊藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 490± 01：36．01� 1．8�
11 バ イ カ ル 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 新冠 ムラカミファーム 452－ 41：36．1� 43．8	
33 シ ラ カ バ 牝2栗 54

53 ☆武藤 雅小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 452－ 21：36．2� 21．4

55 シ ャ ト ン 牝2黒鹿 54

53 ☆野中悠太郎佐久間拓士氏 高橋 文雅 日高 本間牧場 452＋ 81：36．3� 38．9�
812 モノポリーアイズ 牝2黒鹿54 横山 典弘吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 434＋ 21：36．72 11．3�
22 ト ル ニ 牝2鹿 54 吉田 豊水上ふじ子氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 458± 0 〃 クビ 7．7
811 ベルアンブル 牝2鹿 54 田辺 裕信 �社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム 434－ 21：37．12� 31．1�
56 ハルノマリーナ 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士丸山 竜一氏 小桧山 悟 日高 クラウン日高牧場 462＋ 21：37．52� 392．2�
79 スプリングブリーズ 牝2青鹿54 武士沢友治河村 �平氏 萱野 浩二 浦河 多田 善弘 460＋ 41：37．71� 182．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 35，541，400円 複勝： 51，291，800円 枠連： 10，714，900円
馬連： 52，087，400円 馬単： 29，351，300円 ワイド： 39，684，800円
3連複： 70，756，400円 3連単： 99，568，200円 計： 388，996，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 230円 � 340円 � 1，750円 枠 連（6－6） 2，370円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 3，380円

ワ イ ド �� 770円 �� 5，400円 �� 5，700円

3 連 複 ��� 48，730円 3 連 単 ��� 172，690円

票 数

単勝票数 計 355414 的中 � 59752（2番人気）
複勝票数 計 512918 的中 � 69037（2番人気）� 40306（5番人気）� 6314（10番人気）
枠連票数 計 107149 的中 （6－6） 3503（9番人気）
馬連票数 計 520874 的中 �� 17000（7番人気）
馬単票数 計 293513 的中 �� 6510（11番人気）
ワイド票数 計 396848 的中 �� 13986（6番人気）�� 1838（38番人気）�� 1742（39番人気）
3連複票数 計 707564 的中 ��� 1089（85番人気）
3連単票数 計 995682 的中 ��� 418（350番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．4―47．5―1：00．1―1：11．5―1：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．4
3 4，7（3，8）（5，10）（1，11）（6，12）2－9 4 ・（4，7）（3，5，8）10（1，11）12（6，2）－9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シンハリング �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2019．8．3 新潟6着

2017．1．18生 牝2青鹿 母 シンハディーパ 母母 シンハリーズ 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６日



2705110月19日 曇 不良 （1東京4） 第6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

36 アドマイヤアリエル 牝2鹿 54 C．ルメール 近藤 利一氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 436－ 21：23．5 2．1�
11 エリーストーム 牝2黒鹿 54

53 ☆野中悠太郎谷川 正純氏 本間 忍 新冠 小泉 学 428－ 41：23．71� 139．1�
611 スウィートメリナ 牝2栗 54 田辺 裕信岡田 牧雄氏 菊川 正達 浦河 高岸 順一 420－ 41：23．8� 6．2�
818 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 430－ 21：23．9� 15．9�
24 ディーバダンス 牝2鹿 54 丹内 祐次田頭 勇貴氏 大江原 哲 むかわ 新井牧場 452＋ 4 〃 ハナ 525．9�
12 シ ャ チ 牡2鹿 55 戸崎 圭太中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 438＋ 21：24．0� 11．2�
35 エースインザハート 牡2黒鹿55 宮崎 北斗西村 	平氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 436－ 41：24．1� 21．5

612 ヴ ェ ロ ニ ク 牝2青鹿54 木幡 巧也島川 	哉氏 松永 康利 日高 有限会社 エ

スティファーム 416－12 〃 クビ 275．4�
47 コスモビートイット 牡2鹿 55 柴田 大知 �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 446± 01：24．2� 5．9
510 ベアーズレター 牡2青鹿55 江田 照男熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 464± 01：24．41 164．4�
59 ヨ ン ウ ォ ニ 牝2鹿 54 大野 拓弥�ミルファーム 田中 清隆 日高 道見牧場 428＋ 61：24．61 78．0�
715 スパークジョイ 牝2芦 54 吉田 豊西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 452＋ 4 〃 クビ 45．2�
48 テリオスベル 牝2黒鹿54 松岡 正海鈴木美江子氏 田島 俊明 新ひだか 野坂牧場 424－ 61：24．7� 81．1�
817 スターオブフォース 牡2鹿 55 M．デムーロ光安 了氏 土田 稔 新ひだか 小野 秀治 448＋ 21：24．8� 23．2�
23 シラカワカツコ 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士大久保與志雄氏 伊藤 伸一 新冠 新冠橋本牧場 402＋ 81：25．33 131．0�
816 ニシノカリウド 牡2鹿 55

54 ☆武藤 雅西山 茂行氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 460－10 〃 クビ 13．8�
714 ナムラアロハ 牝2鹿 54

53 ☆菊沢 一樹奈村 睦弘氏 石栗 龍彦 様似 林 時春 380＋ 21：25．61� 633．7�
713 ビ チ ュ リ ス 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 蛯名 利弘 新冠 ハクツ牧場 418－ 21：25．7� 604．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 35，645，200円 複勝： 48，753，500円 枠連： 17，363，100円
馬連： 61，993，900円 馬単： 27，320，000円 ワイド： 49，220，900円
3連複： 87，035，800円 3連単： 96，894，500円 計： 424，226，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 1，590円 � 170円 枠 連（1－3） 1，090円

馬 連 �� 14，930円 馬 単 �� 16，020円

ワ イ ド �� 4，590円 �� 390円 �� 8，490円

3 連 複 ��� 26，480円 3 連 単 ��� 143，360円

票 数

単勝票数 計 356452 的中 � 140192（1番人気）
複勝票数 計 487535 的中 � 112427（1番人気）� 5076（13番人気）� 82060（2番人気）
枠連票数 計 173631 的中 （1－3） 12255（5番人気）
馬連票数 計 619939 的中 �� 3218（34番人気）
馬単票数 計 273200 的中 �� 1279（48番人気）
ワイド票数 計 492209 的中 �� 2582（39番人気）�� 36409（2番人気）�� 1387（54番人気）
3連複票数 計 870358 的中 ��� 2465（71番人気）
3連単票数 計 968945 的中 ��� 490（382番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．8―35．7―48．0―59．6―1：11．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F35．5
3 1，5（4，15）（6，16）（7，13，11，17）（9，14，18）－10（3，12）8－2 4 ・（1，5）（4，15）（6，16）（7，11，17）（9，13，14，18）（10，12）3（2，8）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤアリエル �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Diesis デビュー 2019．8．18 新潟3着

2017．3．25生 牝2鹿 母 レ ト Ⅱ 母母 Lingerie 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 ザンセツ号の騎手内田博幸は，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：10番）

スウィートメリナ号の騎手田辺裕信は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：2番・5番）

2705210月19日 曇 不良 （1東京4） 第6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

611 ウ ー ゴ 牡2鹿 55 藤井勘一郎�ノースヒルズ 高橋 亮 新冠 株式会社
ノースヒルズ 480 ―1：36．9 12．8�

24 ゲンパチマイティー 牡2鹿 55 田辺 裕信平野 武志氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 516 ―1：37．53� 8．7�
35 フラッフィクラウド 牡2芦 55 津村 明秀�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 460 ―1：37．6� 14．8�
612� アメリカンフェイス 牡2栗 55

54 ☆武藤 雅吉澤 克己氏 戸田 博文 米 George
Krikorian 470 ―1：37．7	 8．5�

48 ショウナンアサヤケ 牡2鹿 55 内田 博幸国本 哲秀氏 武市 康男 日高 中原牧場 496 ―1：37．91
 38．3�
510 ヒートライトニング 牝2栗 54 吉田 豊藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 458 ―1：38．32� 53．8	
59 ラ ス ト ラ フ 牝2栗 54 C．ルメール 山住 勲氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 480 ― 〃 ハナ 5．7

816 セイユメアカリ 牡2黒鹿55 北村 宏司金田 成基氏 浅野洋一郎 むかわ 宇南山牧場 432 ―1：38．4クビ 144．0�
815 キラークイーン 牝2鹿 54 福永 祐一村木 隆氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 450 ―1：38．82� 12．8�
12 ロ ワ ル ゼ ル 牡2鹿 55 大野 拓弥会田 浩史氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 486 ― 〃 ハナ 15．4
47 ホウオウレガシー 牡2鹿 55 M．デムーロ小笹 芳央氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 478 ―1：40．5大差 5．3�
714 マイネルエピキュア 牡2栗 55 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 470 ―1：40．6� 136．3�
36 � ベッサメモー 牝2鹿 54 武 豊吉田 和子氏 武 幸四郎 米

Grousemont Farm,
Summerhill Farm
& Ellen Chapman

522 ―1：41．24 4．3�
23 ミヤビキング 牡2鹿 55

54 ☆野中悠太郎村上 義勝氏 小島 茂之 新ひだか 静内白井牧場 546 ―1：42．05 151．8�
11 ルピナスガーデン 牝2鹿 54 松岡 正海スリースターズレーシング 竹内 正洋 新ひだか 平野牧場 456 ―1：42．31	 183．3�
713 カシノギルガメシュ 牡2黒鹿55 石川 倭柏木 務氏 天間 昭一 青森 谷川 博勝 472 ―1：42．51� 380．4�

（北海道）

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，547，700円 複勝： 41，383，800円 枠連： 15，288，800円
馬連： 57，622，600円 馬単： 24，374，600円 ワイド： 41，462，400円
3連複： 76，525，900円 3連単： 80，296，200円 計： 369，502，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 360円 � 290円 � 420円 枠 連（2－6） 2，310円

馬 連 �� 5，110円 馬 単 �� 11，830円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 1，690円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 16，100円 3 連 単 ��� 131，110円

票 数

単勝票数 計 325477 的中 � 21492（7番人気）
複勝票数 計 413838 的中 � 29627（6番人気）� 40436（4番人気）� 24901（9番人気）
枠連票数 計 152888 的中 （2－6） 5119（11番人気）
馬連票数 計 576226 的中 �� 8739（25番人気）
馬単票数 計 243746 的中 �� 1545（57番人気）
ワイド票数 計 414624 的中 �� 8031（16番人気）�� 6250（29番人気）�� 7838（17番人気）
3連複票数 計 765259 的中 ��� 3564（66番人気）
3連単票数 計 802962 的中 ��� 444（462番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．8―48．8―1：01．6―1：13．8―1：25．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウ ー ゴ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ウォーエンブレム 初出走

2017．3．16生 牡2鹿 母 ヴ ェ ン ト ス 母母 ブラッシングブライド 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ルピナスガーデン号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 ルピナスガーデン号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 シャイニーコースト号・ダノンファラオ号・ドリームフォーミー号・ハリケーンメファ号・ロッソビアンコネロ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



2705310月19日 曇 重 （1東京4） 第6日 第5競走 ��
��2，000�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
2：00．3
1：59．6

良
良

813 フィリオアレグロ 牡2鹿 55 M．デムーロ �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 472 ―2：01．7 2．3�
11 レッドルレーヴ 牝2鹿 54 C．ルメール �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 436 ―2：01．8� 3．5�
33 シェーンクラート 牡2黒鹿 55

54 ☆野中悠太郎金山 敏也氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 486 ―2：02．86 87．4�
45 デジマノハナ 牝2栗 54 横山 典弘大島有志生氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 472 ―2：02．9� 52．3�
22 マ ブ ル ー ク 牡2青鹿55 武 豊�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 438 ―2：03．0� 36．4	
57 サトノフラッグ 牡2鹿 55 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 494 ―2：03．21� 4．7

812 エルバルーチェ 牝2栗 54 田辺 裕信 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 460 ― 〃 ハナ 34．2�
44 ア ラ タ 牡2鹿 55 大野 拓弥村田 能光氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 452 ―2：03．3クビ 35．9�
711 ブロフェルド 牡2鹿 55 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 504 ― 〃 アタマ 29．0
56 ベルベストスター 牡2鹿 55 内田 博幸宮崎 俊也氏 菊沢 隆徳 新冠 ハシモトフアーム 456 ―2：03．72� 169．4�
68 エボカシオン 牡2黒鹿55 A．シュタルケ 森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 508 ―2：03．91	 11．6�

（独）

710 ホウオウゴースト 牡2芦 55 松岡 正海小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 432 ―2：04．64 63．7�
69 マイネルドゥマン 牡2鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 474 ―2：04．8� 118．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 47，359，900円 複勝： 44，809，000円 枠連： 12，799，800円
馬連： 63，437，000円 馬単： 33，774，800円 ワイド： 44，576，000円
3連複： 82，035，200円 3連単： 114，858，200円 計： 443，649，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 130円 � 690円 枠 連（1－8） 400円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 210円 �� 2，040円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 6，360円 3 連 単 ��� 15，320円

票 数

単勝票数 計 473599 的中 � 170281（1番人気）
複勝票数 計 448090 的中 � 125463（1番人気）� 97028（2番人気）� 9356（10番人気）
枠連票数 計 127998 的中 （1－8） 24206（1番人気）
馬連票数 計 634370 的中 �� 125456（1番人気）
馬単票数 計 337748 的中 �� 38491（1番人気）
ワイド票数 計 445760 的中 �� 69926（1番人気）�� 4822（22番人気）�� 4396（23番人気）
3連複票数 計 820352 的中 ��� 9664（17番人気）
3連単票数 計1148582 的中 ��� 5432（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―25．4―37．5―49．6―1：02．2―1：14．8―1：27．0―1：38．4―1：49．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．7

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

勝馬の
紹 介

フィリオアレグロ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Rossini 初出走

2017．2．6生 牡2鹿 母 ジョコンダⅡ 母母 La Joconde 1戦1勝 賞金 7，000，000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。

2705410月19日 曇 不良 （1東京4） 第6日 第6競走 ��1，300�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
1：16．1
1：16．1

重
重

66 ウ メ タ ロ ウ 牡4黒鹿57 江田 照男�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B494＋ 41：16．7 16．9�
22 � スズノフブキ �5鹿 57 武士沢友治小紫 嘉之氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム B486＋ 61：16．91� 4．8�
44 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 B566＋ 6 〃 ハナ 4．5�
78 � フレンドアリス 牝4栗 55 戸崎 圭太横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 456＋ 21：17．11� 12．3�
55 メジャーハリケーン 牡3青鹿55 福永 祐一林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 服部 牧場 B472－ 21：17．42 2．6�
811 ホウオウモントレー 牝3芦 53 内田 博幸小笹 芳央氏 矢野 英一 むかわ 市川牧場 500＋ 81：17．71	 6．2	
11 トーアライジン 牡6芦 57 柴田 大知高山ランド
 村山 明 豊浦トーア牧場 B500－121：17．91� 41．1�
810 リアルモンテ 牡4鹿 57 宮崎 北斗伊藤 誠吉氏 中川 公成 日高 広中 稔 482＋ 21：18．11� 198．3�
67 � フォルミダーブル �4栗 57 大庭 和弥井手 慶祐氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 502＋ 61：18．63 351．4
79 ジュンノサップ 牡3鹿 55 北村 宏司河合 純二氏 畠山 吉宏 日高 日高大洋牧場 488＋121：18．7
 9．7�
33 スケールアップ 牡6黒鹿 57

56 ☆野中悠太郎髙岡 浩行氏 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 496－ 41：18．8
 115．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 36，994，600円 複勝： 48，100，200円 枠連： 11，536，700円
馬連： 62，243，300円 馬単： 31，276，000円 ワイド： 43，256，200円
3連複： 78，628，700円 3連単： 114，342，200円 計： 426，377，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，690円 複 勝 � 310円 � 170円 � 170円 枠 連（2－6） 3，770円

馬 連 �� 3，760円 馬 単 �� 8，700円

ワ イ ド �� 930円 �� 850円 �� 370円

3 連 複 ��� 3，780円 3 連 単 ��� 35，670円

票 数

単勝票数 計 369946 的中 � 17419（7番人気）
複勝票数 計 481002 的中 � 31762（7番人気）� 83804（2番人気）� 81773（3番人気）
枠連票数 計 115367 的中 （2－6） 2371（14番人気）
馬連票数 計 622433 的中 �� 12811（17番人気）
馬単票数 計 312760 的中 �� 2694（34番人気）
ワイド票数 計 432562 的中 �� 11363（15番人気）�� 12454（14番人気）�� 33081（3番人気）
3連複票数 計 786287 的中 ��� 15579（15番人気）
3連単票数 計1143422 的中 ��� 2324（133番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―11．2―11．6―11．9―11．8―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．1―29．3―40．9―52．8―1：04．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウ メ タ ロ ウ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ストーミングホーム デビュー 2017．7．15 福島5着

2015．3．7生 牡4黒鹿 母 ヴ ァ ッ プ 母母 ビコーグレイス 21戦2勝 賞金 20，150，000円



2705510月19日 曇 不良 （1東京4） 第6日 第7競走 ��
��1，600�3歳以上1勝クラス

発走13時35分 （500万円以下） （ダート・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
1：33．8
1：33．3

重
良

89 セイヴァリアント 牡3黒鹿55 三浦 皇成金田 成基氏 中川 公成 日高 本間牧場 488＋ 21：36．1 6．5�
78 シセイタケル 牡4栗 57 吉田 豊猪苗代 勇氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 468± 0 〃 ハナ 12．8�
33 コンフィデンス 牡5栗 57 C．ルメール 近藤 英子氏 奥村 武 浦河 日の出牧場 520＋ 21：36．31� 1．7�
810 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 456－ 21：36．4	 5．3�
66 トーセンギムレット 牡3鹿 55 大野 拓弥島川 �哉氏 萱野 浩二 日高 有限会社 エ

スティファーム 516＋ 21：37．03
 17．7�
55 ペイシャムートン 牡3青鹿55 A．シュタルケ 北所 直人氏 小笠 倫弘 日高 広中 稔 512＋ 21：37．1	 11．8	

（独）

44 ファントムメナス 牡4黒鹿57 石川 倭 
ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 石栗 龍彦 日高 広富牧場 B524＋ 41：37．2クビ 133．7�

（北海道）

22 クワトロダッシュ 牡4栗 57 木幡 巧也ザ・チャンピオンズ 牧 光二 日高 チャンピオン
ズファーム 486－ 2 〃 アタマ 22．0�

77 � シベリアンプラウド 牡3栗 55 松岡 正海藤田 在子氏 伊藤 伸一 日高 天羽 禮治 504－ 21：40．4大差 17．8
11 �� マッチョベリー 牝4芦 55

54 ☆武藤 雅栗山 良子氏 中野 栄治 米 Lansdowne Thor-
oughbreds, LLC 482＋ 81：40．5	 210．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 38，869，200円 複勝： 92，117，200円 枠連： 15，939，200円
馬連： 64，575，000円 馬単： 41，090，600円 ワイド： 46，220，200円
3連複： 82，440，500円 3連単： 163，324，700円 計： 544，576，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 160円 � 200円 � 110円 枠 連（7－8） 1，310円

馬 連 �� 3，590円 馬 単 �� 7，970円

ワ イ ド �� 680円 �� 240円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 20，170円

票 数

単勝票数 計 388692 的中 � 47401（3番人気）
複勝票数 計 921172 的中 � 71615（3番人気）� 47539（5番人気）� 583936（1番人気）
枠連票数 計 159392 的中 （7－8） 9415（4番人気）
馬連票数 計 645750 的中 �� 13925（12番人気）
馬単票数 計 410906 的中 �� 3866（20番人気）
ワイド票数 計 462202 的中 �� 15050（10番人気）�� 53784（2番人気）�� 36593（3番人気）
3連複票数 計 824405 的中 ��� 43768（5番人気）
3連単票数 計1633247 的中 ��� 5869（63番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．2―36．2―48．4―1：00．6―1：12．2―1：24．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイヴァリアント �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．10．8 東京7着

2016．5．10生 牡3黒鹿 母 フレンチミシル 母母 ナモンアガシ 12戦2勝 賞金 22，700，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

2705610月19日 曇 重 （1東京4） 第6日 第8競走 ��
��2，400�3歳以上2勝クラス

発走14時05分 （1000万円以下） （芝・左）
負担重量は，3歳54�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
2：20．6
2：20．6

良
良

11 ブラックプラチナム 牡6青鹿57 C．ルメール 吉田 勝己氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 498－ 42：27．2 2．2�
88 コスモカレンドゥラ 牡3栗 54 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 82：27．3� 5．7�
89 エ ア ジ ー ン 牝3鹿 52 大野 拓弥 �ラッキーフィールド堀 宣行 安平 ノーザンファーム 448＋ 22：27．51	 4．1�
44 
 ヴィエナブロー 牝3黒鹿52 津村 明秀吉田 千津氏 林 徹 仏 Mr Hubert

Mazeaud 446± 02：27．71	 12．9�
66 モンテグロッソ 牡4青鹿57 M．デムーロゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508＋ 22：27．8� 8．9	
22 カーロバンビーナ 牝4鹿 55 武 豊 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 404－ 6 〃 クビ 12．9

55 コスモジャーベ 牡6黒鹿57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 坂本 智広 480± 02：28．01	 93．8�
33 ニッポンテイオー 牡4鹿 57 A．シュタルケ 新谷 幸義氏 大久保龍志 日高 チャンピオン

ズファーム 460－102：28．31� 13．2�
（独）

77 マイネルクラフト 牡6黒鹿57 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 B492＋ 62：28．72� 25．3

（9頭）

売 得 金
単勝： 45，474，400円 複勝： 51，006，400円 枠連： 16，196，600円
馬連： 80，564，200円 馬単： 40，319，900円 ワイド： 52，835，700円
3連複： 97，040，700円 3連単： 163，706，500円 計： 547，144，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 150円 � 140円 枠 連（1－8） 290円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 250円 �� 220円 �� 420円

3 連 複 ��� 780円 3 連 単 ��� 3，460円

票 数

単勝票数 計 454744 的中 � 159950（1番人気）
複勝票数 計 510064 的中 � 133265（1番人気）� 75723（3番人気）� 86498（2番人気）
枠連票数 計 161966 的中 （1－8） 42546（1番人気）
馬連票数 計 805642 的中 �� 87666（2番人気）
馬単票数 計 403199 的中 �� 29823（1番人気）
ワイド票数 計 528357 的中 �� 55396（2番人気）�� 67376（1番人気）�� 27720（5番人気）
3連複票数 計 970407 的中 ��� 93139（1番人気）
3連単票数 計1637065 的中 ��� 34261（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．9―38．0―51．1―1：03．8―1：16．4―1：28．9―1：41．2―1：53．3―2：04．4―2：15．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．0―3F33．9
1
3
4，8，1，5，2－3，6，9，7
4，8（1，5）（2，3）（7，6）－9

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

勝馬の
紹 介

ブラックプラチナム �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2015．11．1 東京1着

2013．3．11生 牡6青鹿 母 クーデグレイス 母母 グレイスルーマー 15戦4勝 賞金 73，283，000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。



2705710月19日 曇 重 （1東京4） 第6日 第9競走 ��
��1，800�アイビーステークス（Ｌ）

発走14時35分 （芝・左）
2歳；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 17，000，000円 6，800，000円 4，300，000円 2，600，000円 1，700，000円
付 加 賞 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．9
1：45．6

良
良

77 ワ ー ケ ア 牡2鹿 55 C．ルメール 落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：48．1 1．3�
22 ク リ ス テ ィ 牝2芦 54 福永 祐一薪浦 英稔氏 杉山 晴紀 浦河 荻伏三好フ

アーム 484＋181：48．63 8．1�
88 ショコラブリアン 牝2栗 54 田辺 裕信木村 直人氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 502－12 〃 クビ 7．0�
11 ア マ ゾ ー ヌ 牝2黒鹿54 武 豊 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 新ひだか 山際牧場 466＋ 21：48．81	 7．1�
66 
 フジノロケット 牡2青鹿55 石川 倭藤沢 和德氏 米川 昇 日高 Wing Farm 438＋ 51：49．22� 75．5�

（北海道） （北海道）

55 スリリングドリーム 牝2青 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 小野 次郎 新冠 タニグチ牧場 444＋121：49．73 27．5	

44 ペリトモレノ 牝2鹿 54 杉原 誠人
ミルファーム 大江原 哲 浦河 猿橋 義昭 458± 01：49．8クビ 347．3�
33 ガ ッ ツ 牡2鹿 55 大野 拓弥
ミルファーム 伊藤 大士 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 21：50．43� 206．2�

（8頭）

売 得 金
単勝： 70，299，500円 複勝： 127，415，000円 枠連： 発売なし
馬連： 79，378，800円 馬単： 58，229，400円 ワイド： 42，545，000円
3連複： 72，085，600円 3連単： 280，146，800円 計： 730，100，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 130円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 400円

ワ イ ド �� 160円 �� 150円 �� 300円

3 連 複 ��� 370円 3 連 単 ��� 970円

票 数

単勝票数 計 702995 的中 � 427725（1番人気）
複勝票数 計1274150 的中 � 990199（1番人気）� 72823（3番人気）� 68249（4番人気）
馬連票数 計 793788 的中 �� 177425（2番人気）
馬単票数 計 582294 的中 �� 109034（2番人気）
ワイド票数 計 425450 的中 �� 70024（2番人気）�� 84509（1番人気）�� 27377（6番人気）
3連複票数 計 720856 的中 ��� 144935（1番人気）
3連単票数 計2801468 的中 ��� 209310（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．8―36．3―48．8―1：01．3―1：14．1―1：25．8―1：36．9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワ ー ケ ア 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 Oratorio デビュー 2019．6．9 東京1着

2017．2．12生 牡2鹿 母 チェリーコレクト 母母 Holy Moon 2戦2勝 賞金 24，175，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

2705810月19日 曇 重 （1東京4） 第6日 第10競走 ��
��2，100�

あ か ふ じ

赤富士ステークス
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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

811 エルデュクラージュ �5芦 57 C．ルメール �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 498－ 82：08．3 2．5�
56 アシャカトブ 牡3栗 55 武藤 雅吉冨 学氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田牧場 496－ 42：08．61	 6．4�
22 フリーフリッカー 牡5鹿 57 M．デムーロ�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480± 02：08．81
 4．7�
812 ジュンスターホース 牡5栗 57 北村 宏司河合 純二氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B474＋ 22：08．9クビ 45．3�
55 アドラメレク 牡5黒鹿57 田辺 裕信�G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 22：09．0	 8．9	
68 ブライトンロック 牡5黒鹿57 三浦 皇成坂巻 勝彦氏 田中 清隆 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466＋ 42：09．21� 18．2

710 ト イ ガ ー 牡3黒鹿55 宮崎 北斗節 英司氏 高市 圭二 新冠 高瀬牧場 536－ 42：09．41 8．8�
44 マイネルビクトリー 牡6鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 見上牧場 498＋ 82：10．03� 150．4�
11 タガノファジョーロ 牡3鹿 55 �島 良太八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B444± 02：10．21 11．5
33 マイネルアンファン 牡4栗 57 丹内 祐次 �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 514＋ 82：10．3� 49．0�
79 スペリオルシチー 牡5鹿 57 大野 拓弥 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B470－ 2 〃 クビ 32．0�
67  ジ ェ ミ ニ ズ 牡5栗 57 丸田 恭介ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 526＋122：10．51� 21．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 52，339，500円 複勝： 69，051，700円 枠連： 26，291，700円
馬連： 129，113，200円 馬単： 54，319，000円 ワイド： 73，837，200円
3連複： 181，787，600円 3連単： 238，665，200円 計： 825，405，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 180円 � 150円 枠 連（5－8） 540円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 1，920円

ワ イ ド �� 450円 �� 260円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 7，560円

票 数

単勝票数 計 523395 的中 � 164392（1番人気）
複勝票数 計 690517 的中 � 179398（1番人気）� 79533（3番人気）� 117410（2番人気）
枠連票数 計 262917 的中 （5－8） 37108（1番人気）
馬連票数 計1291132 的中 �� 81678（4番人気）
馬単票数 計 543190 的中 �� 21148（5番人気）
ワイド票数 計 738372 的中 �� 40205（4番人気）�� 80133（1番人気）�� 26523（7番人気）
3連複票数 計1817876 的中 ��� 81867（3番人気）
3連単票数 計2386652 的中 ��� 22866（8番人気）

ハロンタイム 7．0―11．7―12．9―12．8―12．0―12．2―12．3―11．9―11．6―11．5―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．7―31．6―44．4―56．4―1：08．6―1：20．9―1：32．8―1：44．4―1：55．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エルデュクラージュ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．10．30 京都1着

2014．5．3生 �5芦 母 エルダンジュ 母母 ガゼルロワイヤル 20戦5勝 賞金 76，866，000円



2705910月19日 曇 稍重 （1東京4） 第6日 第11競走 ��
��1，600�第22回富士ステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以上56�，牝馬
2�減，30．10．20以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走
またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走
（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，30．10．19以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1
着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただ
し2歳時の成績を除く）

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 630，000円 180，000円 90，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

816 ノ ー ム コ ア 牝4芦 56 C．ルメール 池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 470± 01：33．0 4．8�
59 レ イ エ ン ダ 牡4黒鹿57 C．スミヨン �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 486－ 61：33．1� 8．9�

（仏）

12 レッドオルガ 牝5鹿 54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 454＋ 4 〃 アタマ 10．2�
817 クリノガウディー 牡3栗 54 戸崎 圭太栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 484＋ 41：33．31	 11．7�
510 カ テ ド ラ ル 牡3鹿 54 A．シュタルケ �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 480＋ 41：33．4
 14．9	

（独）

11 � キャンベルジュニア 牡7鹿 56 石橋 脩吉田 和美氏 堀 宣行 豪
Katom, Chelsaus, Wynaus &
China Horse Club Investment
Holdings Ltd

544＋ 21：33．5クビ 127．8

612 エメラルファイト 牡3芦 56 石川裕紀人高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 450－101：33．6
 24．9�
48 メイショウオワラ 牝5鹿 54 大野 拓弥松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 460－ 4 〃 クビ 316．8�
47 アドマイヤマーズ 牡3栗 57 M．デムーロ近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 470－ 21：33．7� 2．1
35 ショウナンライズ 牡6栗 56 三浦 皇成国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 464＋ 41：33．8
 256．9�
24 トミケンキルカス 牡7栗 56 丸田 恭介冨樫 賢二氏 大和田 成 新ひだか 飯岡牧場 B516± 01：33．9� 334．9�
714� ダッシングブレイズ 牡7栗 56 横山 典弘グリーンフィールズ� 斉藤 崇史 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

500－10 〃 クビ 169．2�
23 アンノートル 牡5鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 博康 日高 山際 辰夫 516＋14 〃 ハナ 41．0�
36 イレイション 牡7栗 56 田辺 裕信ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496－ 41：34．0クビ 97．0�
818� ストロングタイタン 牡6鹿 56 津村 明秀 �シルクレーシング 池江 泰寿 米 Northern

Racing 530＋ 8 〃 クビ 158．2�
611� リコーワルサー 牡4黒鹿56 内田 博幸土橋 正雄氏 荒山 勝徳 新ひだか レースホース牧場 492－ 4 〃 クビ 335．9�

（大井）

715 ロ ジ ク ラ イ 牡6黒鹿57 武 豊久米田正明氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 518＋ 61：34．21	 11．1�
713� ジャンダルム 牡4黒鹿56 藤井勘一郎前田 幸治氏 池江 泰寿 米 North Hills

Co. Limited 508＋ 81：34．51
 37．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 189，372，800円 複勝： 247，742，600円 枠連： 91，322，100円
馬連： 516，937，700円 馬単： 203，967，200円 ワイド： 344，506，800円
3連複： 867，371，700円 3連単： 1，154，299，800円 計： 3，615，520，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 200円 � 310円 � 250円 枠 連（5－8） 1，010円

馬 連 �� 2，720円 馬 単 �� 4，520円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 820円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 7，610円 3 連 単 ��� 33，510円

票 数

単勝票数 計1893728 的中 � 313757（2番人気）
複勝票数 計2477426 的中 � 369420（2番人気）� 191772（5番人気）� 247331（3番人気）
枠連票数 計 913221 的中 （5－8） 69755（4番人気）
馬連票数 計5169377 的中 �� 146788（11番人気）
馬単票数 計2039672 的中 �� 33825（17番人気）
ワイド票数 計3445068 的中 �� 89217（11番人気）�� 110819（7番人気）�� 56930（17番人気）
3連複票数 計8673717 的中 ��� 85472（27番人気）
3連単票数 計11542998 的中 ��� 24972（102番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．1―35．0―47．0―58．9―1：10．2―1：21．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．1
3 ・（4，5）（1，12）（6，13）（2，11，15）（3，8，7）16（10，17）9，14－18 4 ・（4，5）（1，12）（6，13）（11，15）2（3，7）（8，16）10（17，9）14，18
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ノ ー ム コ ア �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．7．16 福島1着

2015．2．25生 牝4芦 母 クロノロジスト 母母 インディスユニゾン 10戦5勝 賞金 249，888，000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 プロディガルサン号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりノームコア号は，マイルチャンピオンシップ（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。

2706010月19日 曇 稍重 （1東京4） 第6日 第12競走 ��1，800�3歳以上2勝クラス
発走16時25分 （芝・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
1：44．2
1：43．9

良
良

22 レッドベルローズ 牝4青鹿55 C．ルメール �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 460－141：48．4 3．8�
55 トーセンリスト 牝3栗 53

52 ☆菊沢 一樹島川 �哉氏 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 442＋ 21：48．71� 5．4�
66 アルミレーナ 牝5芦 55 北村 宏司 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 450－ 21：48．91 4．2�
89 バケットリスト 牝4鹿 55

54 ☆野中悠太郎宮城 寛也氏 高橋 文雅 浦河 宮内牧場 474－ 2 〃 ハナ 80．3	
33 プ リ ュ ス 牝4鹿 55 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 432－ 8 〃 クビ 12．4

11 メ ッ シ ー ナ 牝3鹿 53 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 460－ 8 〃 ハナ 3．3�
88 アヴィオール 牝4鹿 55 M．デムーロ吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 460＋121：49．21� 8．2�
44 キューンハイト 牝5鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 432＋ 41：49．3� 87．9
77 ウィンターリリー 牝3芦 53 大野 拓弥田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 ヒダカフアーム 438＋ 41：50．68 20．8�

（9頭）

売 得 金
単勝： 70，372，000円 複勝： 70，887，200円 枠連： 20，171，400円
馬連： 130，056，300円 馬単： 63，467，100円 ワイド： 82，393，600円
3連複： 154，810，400円 3連単： 317，441，700円 計： 909，599，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 150円 � 130円 枠 連（2－5） 1，170円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 380円 �� 250円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 6，560円

票 数

単勝票数 計 703720 的中 � 145121（2番人気）
複勝票数 計 708872 的中 � 125938（3番人気）� 112313（4番人気）� 145062（2番人気）
枠連票数 計 201714 的中 （2－5） 13348（6番人気）
馬連票数 計1300563 的中 �� 87099（6番人気）
馬単票数 計 634671 的中 �� 23575（9番人気）
ワイド票数 計 823936 的中 �� 51361（6番人気）�� 89575（2番人気）�� 65222（4番人気）
3連複票数 計1548104 的中 ��� 101067（4番人気）
3連単票数 計3174417 的中 ��� 35055（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．2―37．4―50．0―1：02．3―1：14．6―1：25．8―1：36．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．1―3F33．8

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

勝馬の
紹 介

レッドベルローズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2017．11．18 東京1着

2015．2．28生 牝4青鹿 母 レッドファンタジア 母母 Cat Chat 13戦3勝 賞金 56，501，000円



（1東京4）第6日 10月19日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

不良後重後稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 148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

270，270，000円
10，280，000円
28，360，000円
1，510，000円
31，920，000円
63，331，000円
4，154，000円
1，420，800円

勝馬投票券売得金
678，233，700円
920，322，500円
248，793，500円
1，339，376，800円
628，530，300円
889，083，000円
1，900，914，400円
2，886，246，800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 9，491，501，000円

総入場人員 25，040名 （有料入場人員 23，008名）
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