
2701310月6日 曇 稍重 （1東京4） 第2日 第1競走 ��1，600�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
1：36．2
1：36．2

不良
不良

66 ホットミスト 牝2鹿 54 福永 祐一ゴドルフィン 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 462＋ 41：39．0 1．3�

79 マイネルエスペルト 牡2鹿 55 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 千代田牧場 498－ 61：40．17 12．6�

810 カッチョカバロ 牡2栗 55 木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 490＋ 21：40．2� 5．8�
811 コスモケルビン 牡2鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 484－ 41：40．3� 10．8�
44 シュプレムラン 牡2黒鹿 55

53 △木幡 育也島川 	哉氏 田中 博康 日高 有限会社 エ
スティファーム 476± 01：40．94 14．4


78 リュウノブルック 牡2鹿 55 菅原 隆一蓑島 竜一氏 小野 次郎 浦河 宮内牧場 458－ 61：41．75 133．1�
11 タイセイブーティー 牡2鹿 55 石橋 脩田中 成奉氏 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 460＋ 8 〃 ハナ 33．3�
22 ナックライオン 牡2黒鹿 55

52 ▲岩田 望来小松 欣也氏 杉浦 宏昭 日高 シンボリ牧場 498＋ 21：42．23 156．1
33 ニシノジェイピー 牡2黒鹿 55

54 ☆武藤 雅西山 茂行氏 田村 康仁 新ひだか 本桐牧場 432＋ 41：42．83� 131．2�
55 ユーアーマイソウル 牡2鹿 55 松岡 正海�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 474－ 41：43．43� 187．7�
67 バトルモモタロー 牡2黒鹿 55

54 ☆野中悠太郎宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 藤沢牧場 412± 01：44．25 227．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 34，402，700円 複勝： 121，501，000円 枠連： 12，502，000円
馬連： 52，453，300円 馬単： 40，969，900円 ワイド： 39，977，800円
3連複： 74，938，400円 3連単： 165，903，700円 計： 542，648，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 150円 � 120円 枠 連（6－7） 540円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 240円 �� 170円 �� 730円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 3，100円

票 数

単勝票数 計 344027 的中 � 206521（1番人気）
複勝票数 計1215010 的中 � 972064（1番人気）� 43172（5番人気）� 70785（2番人気）
枠連票数 計 125020 的中 （6－7） 17839（2番人気）
馬連票数 計 524533 的中 �� 81979（3番人気）
馬単票数 計 409699 的中 �� 44399（3番人気）
ワイド票数 計 399778 的中 �� 41764（4番人気）�� 69876（1番人気）�� 10935（11番人気）
3連複票数 計 749384 的中 ��� 57897（6番人気）
3連単票数 計1659037 的中 ��� 38797（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．3―36．9―49．5―1：02．0―1：14．2―1：26．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホットミスト �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2019．7．6 中京2着

2017．4．21生 牝2鹿 母 アクアリスト 母母 Oyster Catcher 3戦1勝 賞金 9，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バトルモモタロー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年11月6日まで平地

競走に出走できない。

2701410月6日 曇 稍重 （1東京4） 第2日 第2競走 ��1，400�2歳未勝利
発走10時45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

611 スズカコーズマンボ 牡2鹿 55 北村 宏司永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B464＋ 61：27．1 18．8�
816 ソ ク シ ン 牡2鹿 55

54 ☆野中悠太郎重松 國建氏 小西 一男 浦河 山口 義彦 508－ 61：27．31� 6．2�
612 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－ 81：27．93� 235．2�
23 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 452＋ 2 〃 クビ 47．8�
47 ビッグワンビリーブ 牡2鹿 55 木幡 巧也小林 章氏 蛯名 利弘 日高 宝寄山 拓樹 444－101：28．0� 69．8�
36 パイプライン 牡2鹿 55 田中 勝春青山 洋一氏 田中 剛 日高 リコーファーム 482－ 41：28．2� 3．6	
713 ワセダウォリアー 牡2黒鹿55 戸崎 圭太大冨 智弘氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 460± 01：28．51� 4．7

48 ケイティディライト 牝2鹿 54 四位 洋文瀧本 和義氏 小野 次郎 新冠 北星村田牧場 444－ 4 〃 クビ 9．6�
12 セイウンハテンコウ 牡2鹿 55 内田 博幸西山 茂行氏 武市 康男 浦河 ガーベラパー

クスタツド 506－ 41：28．71� 9．2�
24 コスモピオニール 牡2鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 アサヒ牧場 462± 01：28．8クビ 348．6
11 トーセンコパン 牡2栗 55

53 △木幡 育也島川 �哉氏 菊沢 隆徳 日高 有限会社 エ
スティファーム 468＋ 2 〃 アタマ 20．6�

59 ホープブロッサム 牝2栃栗54 A．シュタルケ �愛馬レーシングクラブ 池上 昌和 浦河 富田牧場 476－101：29．33 12．6�
（独）

510 ペリトモレノ 牝2鹿 54 江田 照男�ミルファーム 大江原 哲 浦河 猿橋 義昭 458－ 81：29．93� 14．6�
714 ラ カ ル マ 牝2鹿 54

51 ▲岩田 望来�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 472－ 8 〃 クビ 33．7�
815 トーアクルス 牡2芦 55 酒井 学高山ランド� 作田 誠二 豊浦トーア牧場 496＋ 21：30．43 273．2�
35 ユ ラ 牝2黒鹿54 服部 茂史宮崎 金造氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 458－ 21：30．71� 397．8�

（北海道）

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，462，300円 複勝： 49，791，700円 枠連： 15，758，200円
馬連： 66，192，800円 馬単： 27，922，200円 ワイド： 49，727，700円
3連複： 97，925，800円 3連単： 103，267，600円 計： 447，048，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，880円 複 勝 � 470円 � 220円 � 3，780円 枠 連（6－8） 4，750円

馬 連 �� 4，720円 馬 単 �� 8，940円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 24，000円 �� 14，730円

3 連 複 ��� 109，610円 3 連 単 ��� 805，040円

票 数

単勝票数 計 364623 的中 � 16480（8番人気）
複勝票数 計 497917 的中 � 26574（8番人気）� 73285（3番人気）� 2846（13番人気）
枠連票数 計 157582 的中 （6－8） 2568（18番人気）
馬連票数 計 661928 的中 �� 10853（22番人気）
馬単票数 計 279222 的中 �� 2341（44番人気）
ワイド票数 計 497277 的中 �� 9653（17番人気）�� 525（82番人気）�� 857（69番人気）
3連複票数 計 979258 的中 ��� 670（197番人気）
3連単票数 計1032676 的中 ��� 93（1246番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．0―36．0―48．9―1：01．5―1：14．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．1―3F38．2
3 ・（2，8）（7，3，6）（14，13）－（1，10，12，16）（4，9）－11－15－5 4 ・（2，8）（7，3，6）（14，13）（1，10，16）（4，12，9）－11－15，5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スズカコーズマンボ �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．6．15 東京9着

2017．2．16生 牡2鹿 母 スズカエルマンボ 母母 スプリングマンボ 3戦1勝 賞金 5，000，000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。

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２日



2701510月6日 曇 良 （1東京4） 第2日 第3競走 ��
��1，600�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
1：32．7
1：32．3

良
良

79 ヴ ァ ル ナ 牡2黒鹿55 福永 祐一野嶋 祥二氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 492＋121：36．4 4．6�
67 ゴールドパラディン 牡2栗 55 戸崎 圭太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド B430± 01：37．03� 7．6�
710 エースインザハート 牡2黒鹿 55

53 △木幡 育也西村 �平氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 440－ 21：37．21� 35．8�
812 ツクバゴールド 牡2栗 55 A．シュタルケ 荻原 昭二氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 508± 01：37．3� 5．4�

（独）

56 マイネルシスネロス 牡2鹿 55
54 ☆武藤 雅 �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 462＋ 4 〃 ハナ 1．7	
33 シバノレイワ 牡2黒鹿55 北村 宏司柴 一男氏 萱野 浩二 新冠 中央牧場 460＋ 21：37．51 110．6

11 ハッピールーラ 牡2鹿 55 松岡 正海会田 裕一氏 長谷川浩大 新ひだか 三木田牧場 B448－ 21：37．71� 29．1�
68 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 484－101：37．91 347．0�
55 オウサマプリン 牡2黒鹿55 服部 茂史田頭 勇貴氏 的場 均 浦河 南部 功 468＋ 41：39．28 448．1

（北海道）

811 イッツオーライト 牡2栗 55
54 ☆野中悠太郎田島榮二郎氏 竹内 正洋 日高 坂 牧場 442－ 41：39．94 177．1�

22 グラスカルメン 牝2鹿 54 木幡 巧也半沢� 尾形 和幸 新ひだか 静内フジカワ牧場 434＋ 61：40．21	 241．1�
44 ハーフジャック 牡2黒鹿 55

52 ▲岩田 望来 �アフロin El Paso 加藤士津八 新ひだか 平野牧場 B418－ 41：41．26 317．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 41，442，600円 複勝： 107，501，000円 枠連： 11，212，900円
馬連： 53，293，300円 馬単： 34，941，100円 ワイド： 38，525，300円
3連複： 67，811，100円 3連単： 139，962，900円 計： 494，690，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 410円 � 420円 � 1，160円 枠 連（6－7） 1，280円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，700円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，280円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 8，040円 3 連 単 ��� 34，250円

票 数

単勝票数 計 414426 的中 � 74986（2番人気）
複勝票数 計1075010 的中 � 72008（2番人気）� 69587（4番人気）� 22460（6番人気）
枠連票数 計 112129 的中 （6－7） 6741（5番人気）
馬連票数 計 532933 的中 �� 28820（5番人気）
馬単票数 計 349411 的中 �� 9704（10番人気）
ワイド票数 計 385253 的中 �� 25757（4番人気）�� 7397（12番人気）�� 6596（14番人気）
3連複票数 計 678111 的中 ��� 6321（18番人気）
3連単票数 計1399629 的中 ��� 2962（77番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．3―36．0―49．0―1：02．4―1：14．0―1：25．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F34．0
3 9，12（3，7）（1，11）（6，10）（5，8）－2－4 4 9（12，7）（3，10）1（6，11）8（5，2）4

勝馬の
紹 介

ヴ ァ ル ナ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2019．7．28 新潟5着

2017．3．31生 牡2黒鹿 母 ア リ デ ッ ド 母母 スワンプリンセス 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハーフジャック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年11月6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または施行団体名を表示している。

2701610月6日 曇 良 （1東京4） 第2日 第4競走 ��1，400�2歳新馬
発走11時45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

12 バトルカグヤ 牝2鹿 54 津村 明秀宮川 秋信氏 本田 優 浦河 小林 仁 460 ―1：24．4 26．2�
715 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 ―1：24．5� 43．3�
612 オメガデラックス �2黒鹿55 石橋 脩原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 432 ― 〃 クビ 7．6�
11 ダイワリチャード 牡2鹿 55 内田 博幸大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 446 ―1：24．6クビ 4．1�
36 イ ザ ラ 牝2鹿 54 福永 祐一栗坂 崇氏 加藤 征弘 新ひだか タガミファーム 442 ―1：24．7� 2．8�
48 スズノヤマト 牡2鹿 55 幸 英明小紫 嘉之氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 460 ―1：24．8� 17．0�
510 ドンマニフィコ 牡2芦 55 A．シュタルケ 山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 アイズスタッド株式会社 428 ―1：25．01	 18．3	

（独）

24 マイネルアルモニコ 牡2栗 55 柴田 大知 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 武田 修一 428 ―1：25．21	 36．2�

611 ベ ス テ ィ ア 牡2黒鹿 55
54 ☆野中悠太郎ゴドルフィン 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472 ―1：25．3� 49．0�
59 シュシュダムール 牝2栗 54

52 △木幡 育也 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 422 ―1：25．4� 60．8

714 シラカワカツコ 牝2鹿 54 松岡 正海大久保與志雄氏 伊藤 伸一 新冠 新冠橋本牧場 394 ―1：25．5� 223．0�
23 ディーバダンス 牝2鹿 54

51 ▲岩田 望来田頭 勇貴氏 大江原 哲 むかわ 新井牧場 448 ―1：25．6� 116．9�
816 ワキノフオルテ 牡2鹿 55 田中 勝春脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 広田牧場 470 ―1：25．7� 48．9�
35 ハルノマリーナ 牝2鹿 54 服部 茂史丸山 竜一氏 小桧山 悟 日高 クラウン日高牧場 460 ― 〃 ハナ 50．0�

（北海道）

713 ホルダンモル 牝2青鹿54 武士沢友治�和田牧場 松永 康利 新冠 対馬 正 418 ―1：26．44 222．1�
47 ヤ マ ヒ ビ キ 牝2黒鹿54 石神 深一江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 466 ―1：26．61� 284．7�
818 ハシレコウマ 牡2栗 55 菅原 隆一峰 哲馬氏 石栗 龍彦 むかわ ヤマイチ牧場 492 ―1：27．13 255．0�
817 ラ フ ァ エ ル 牡2栗 55 戸崎 圭太ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B486 ―1：27．52� 6．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 33，911，400円 複勝： 38，143，600円 枠連： 16，217，000円
馬連： 56，655，700円 馬単： 25，970，800円 ワイド： 41，630，000円
3連複： 74，318，800円 3連単： 84，607，300円 計： 371，454，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，620円 複 勝 � 610円 � 820円 � 240円 枠 連（1－7） 4，610円

馬 連 �� 32，790円 馬 単 �� 70，060円

ワ イ ド �� 6，660円 �� 2，140円 �� 2，610円

3 連 複 ��� 50，760円 3 連 単 ��� 441，290円

票 数

単勝票数 計 339114 的中 � 10954（7番人気）
複勝票数 計 381436 的中 � 15166（7番人気）� 11011（9番人気）� 48937（4番人気）
枠連票数 計 162170 的中 （1－7） 2723（19番人気）
馬連票数 計 566557 的中 �� 1339（61番人気）
馬単票数 計 259708 的中 �� 278（128番人気）
ワイド票数 計 416300 的中 �� 1590（57番人気）�� 5073（20番人気）�� 4127（26番人気）
3連複票数 計 743188 的中 ��� 1098（132番人気）
3連単票数 計 846073 的中 ��� 139（975番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．0―36．7―49．7―1：01．6―1：12．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F34．7
3 2，8（1，6，9）（3，4，10，16）－（5，11，17）15，12－13，18，7，14 4 2，8，6（1，4，9）（3，10，16）11（5，15，17，12）－18（7，13）14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

バトルカグヤ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ロックオブジブラルタル 初出走

2017．4．9生 牝2鹿 母 ロックフォーティ 母母 フォーティエース 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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 エルサフィーロ号・オモカゲ号・ジオパークアポロ号・ソーユーフォリア号・ネイチャーカレン号・ユラヒメ号・

ルージュルパン号
※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。



2701710月6日 曇 良 （1東京4） 第2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

810 サクラトゥジュール 牡2青鹿55 石橋 脩�さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 472 ―2：05．3 3．9�
79 ロードソリッド 牡2鹿 55 A．シュタルケ �ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか ケイアイファーム 458 ―2：05．4� 6．4�

（独）

67 ランサムトラップ 牝2黒鹿54 木幡 巧也福田 光博氏 根本 康広 新冠 中山 高鹿康 418 ―2：06．14 225．4�
11 ダノングロワール 牡2栗 55 戸崎 圭太�ダノックス 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 490 ― 〃 クビ 1．5�
55 マルターズデセオ 牡2栗 55

54 ☆武藤 雅藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 482 ―2：06．31� 28．2�
78 ジュールサイクル 牝2青 54 内田 博幸吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 452 ―2：06．4	 48．4	
44 ビレッジイーグル 牡2黒鹿55 松岡 正海村山 輝雄氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 478 ― 〃 クビ 22．5

33 ホウオウトラスト 牡2鹿 55 津村 明秀小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 478 ―2：06．5クビ 26．2�
66 タ イ ガ 牡2黒鹿55 的場 勇人合同会社三度屋 的場 均 新冠 オリエント牧場 506 ―2：06．6� 104．6�
811 アンリーシュ 牝2鹿 54 北村 宏司スリースターズレーシング 小西 一男 平取 北島牧場 430 ―2：06．91� 126．3
22 イッツエルメス 牝2鹿 54

53 ☆野中悠太郎星加 浩一氏 畠山 吉宏 新冠 アサヒ牧場 464 ― 〃 アタマ 60．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 44，995，900円 複勝： 86，725，900円 枠連： 11，170，900円
馬連： 55，350，800円 馬単： 35，900，600円 ワイド： 37，031，400円
3連複： 68，652，400円 3連単： 139，545，300円 計： 479，373，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 330円 � 390円 � 7，320円 枠 連（7－8） 880円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 360円 �� 10，400円 �� 8，710円

3 連 複 ��� 35，070円 3 連 単 ��� 158，320円

票 数

単勝票数 計 449959 的中 � 96579（2番人気）
複勝票数 計 867259 的中 � 76584（2番人気）� 61092（3番人気）� 2674（11番人気）
枠連票数 計 111709 的中 （7－8） 9817（3番人気）
馬連票数 計 553508 的中 �� 44357（3番人気）
馬単票数 計 359006 的中 �� 13636（8番人気）
ワイド票数 計 370314 的中 �� 29912（3番人気）�� 847（43番人気）�� 1013（38番人気）
3連複票数 計 686524 的中 ��� 1468（61番人気）
3連単票数 計1395453 的中 ��� 639（235番人気）

ハロンタイム 13．4―12．6―12．7―12．8―13．4―13．5―13．1―11．6―11．0―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―26．0―38．7―51．5―1：04．9―1：18．4―1：31．5―1：43．1―1：54．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F33．8

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

勝馬の
紹 介

サクラトゥジュール �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2017．4．14生 牡2青鹿 母 サクラレーヌ 母母 セダンフオーエバー 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。

2701810月6日 曇 稍重 （1東京4） 第2日 第6競走 ��
��1，600�3歳以上1勝クラス

発走13時05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

711 ネオブレイブ 牡3栗 55 吉田 豊西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 502＋ 81：38．9 9．6�
45 グレートバニヤン 牡3鹿 55

52 ▲岩田 望来 �キャロットファーム 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 536＋ 41：39．0� 6．0�
69 メ ン デ ィ 牡3鹿 55 北村 宏司 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 リトルブルーファーム 494＋101：39．31	 9．3�
57 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 510－ 61：39．4� 6．7�

（独）

33 ユイノチョッパー 牡4黒鹿 57
56 ☆野中悠太郎由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 502± 01：39．61� 6．0	

813 ミッキーチャイルド 牡4鹿 57
56 ☆武藤 雅野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 478＋ 2 〃 ハナ 28．0


710 シゲルヒスイ 牡3黒鹿55 戸崎 圭太森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B478± 01：39．92 4．8�
68 
 スフィーダグリーン 牡5鹿 57 田中 勝春寳寄山拓樹氏 的場 均 新冠 新冠橋本牧場 564＋ 81：40．0クビ 189．2�
11 
 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＋ 9 〃 クビ 72．8
22 � ニシノトランザム 牡4鹿 57 服部 茂史西山 茂行氏 森 秀行 米

Teneri Farm Inc.
& Bernardo Al-
varez Calderon

486＋ 81：40．31	 30．3�
（北海道）

812� エスカレードフジ 牡3鹿 55
53 △木幡 育也ライオンレースホース� 林 徹 米 Bugle Hill

Farm, LLC 520－ 21：40．93� 154．4�
56 オーシャンビュー 牡6鹿 57 松岡 正海冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 八木 明広 452－ 2 〃 ハナ 37．0�
44 � オフウィドゥス 牡3鹿 54 内田 博幸吉田 和美氏 木村 哲也 豪 Kia Ora

Stud Pty Ltd 526± 01：41．53� 4．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 35，553，400円 複勝： 52，646，000円 枠連： 16，305，600円
馬連： 75，521，000円 馬単： 31，976，700円 ワイド： 51，506，100円
3連複： 98，187，900円 3連単： 120，883，800円 計： 482，580，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 290円 � 240円 � 260円 枠 連（4－7） 460円

馬 連 �� 2，660円 馬 単 �� 6，740円

ワ イ ド �� 970円 �� 1，270円 �� 990円

3 連 複 ��� 7，780円 3 連 単 ��� 59，010円

票 数

単勝票数 計 355534 的中 � 29439（7番人気）
複勝票数 計 526460 的中 � 44908（7番人気）� 60538（5番人気）� 52742（6番人気）
枠連票数 計 163056 的中 （4－7） 27006（1番人気）
馬連票数 計 755210 的中 �� 21942（16番人気）
馬単票数 計 319767 的中 �� 3553（36番人気）
ワイド票数 計 515061 的中 �� 13814（16番人気）�� 10264（20番人気）�� 13445（17番人気）
3連複票数 計 981879 的中 ��� 9460（34番人気）
3連単票数 計1208838 的中 ��� 1485（226番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―36．1―49．0―1：01．8―1：14．0―1：26．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ネオブレイブ �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 Wild Rush デビュー 2018．10．7 東京7着

2016．3．22生 牡3栗 母 スズノメガミ 母母 Sue’s Temper 11戦2勝 賞金 18，600，000円
〔制裁〕 グレートバニヤン号の騎手岩田望来は，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30，000円。（被害馬：9番）

グレートバニヤン号の騎手岩田望来は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：9番）
〔3走成績による出走制限〕 エスカレードフジ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年12月6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または施行団体名を表示している。



2701910月6日 曇 稍重 （1東京4） 第2日 第7競走 ��1，300�3歳以上1勝クラス
発走13時35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

58 デュアルマンデート 牡4青鹿57 北村 宏司池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 514－ 21：19．1 3．7�
712� フレンドアリス 牝4栗 55 内田 博幸横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 454－ 41：19．42 17．9�
11 フィリーズラン 牝3鹿 53 木幡 巧也岡村 善行氏 牧 光二 新冠 新冠伊藤牧場 428＋ 4 〃 クビ 5．0�
711 セイウンデルレイ 牡4鹿 57 幸 英明西山 茂行氏 深山 雅史 新ひだか 藤巻 則弘 498＋ 21：19．5クビ 20．6�
813 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 B490＋ 6 〃 ハナ 8．3�
610 ヤンチャプリヒメ 牝3鹿 53 松岡 正海田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 434－ 21：19．6� 36．1	
57 � ブルーオラーリオ 牡5青鹿57 津村 明秀 
YGGホースクラブ 稲垣 幸雄 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 478＋ 81：19．92 50．5�
33 タマモキャペリン 牝3鹿 53

52 ☆武藤 雅タマモ
 水野 貴広 新冠 小泉牧場 456＋ 21：20．0クビ 3．8�
69 ササノユキオルフェ 牡4栗 57 石橋 脩佐々木幸弘氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 506＋ 61：20．1� 12．6
34 � ヴィーヴルサヴィ �4鹿 57 服部 茂史ライオンレースホース
 林 徹 千歳 社台ファーム B498－ 81：20．31 38．2�

（北海道）

814 サンマルライバル 牡5青鹿 57
55 △木幡 育也相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 484－101：21．04 283．3�

45 ニシノベースマン 牡4黒鹿57 戸崎 圭太西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 藤原牧場 B450± 0 〃 クビ 8．0�
22 スケールアップ 牡6黒鹿 57

54 ▲岩田 望来髙岡 浩行氏 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 500＋ 61：22．17 60．5�
46 シ キ シ マ 牡4鹿 57

56 ☆野中悠太郎井山 登氏 小桧山 悟 浦河 大柳ファーム 510± 01：22．52	 174．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 35，493，400円 複勝： 59，096，800円 枠連： 16，462，500円
馬連： 78，553，800円 馬単： 34，902，300円 ワイド： 55，222，600円
3連複： 103，716，900円 3連単： 121，401，000円 計： 504，849，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 380円 � 190円 枠 連（5－7） 1，470円

馬 連 �� 3，880円 馬 単 �� 6，490円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 520円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 5，680円 3 連 単 ��� 34，480円

票 数

単勝票数 計 354934 的中 � 76285（1番人気）
複勝票数 計 590968 的中 � 102630（2番人気）� 32549（7番人気）� 86600（3番人気）
枠連票数 計 164625 的中 （5－7） 8678（6番人気）
馬連票数 計 785538 的中 �� 15674（14番人気）
馬単票数 計 349023 的中 �� 4028（25番人気）
ワイド票数 計 552226 的中 �� 12343（14番人気）�� 29153（4番人気）�� 9528（19番人気）
3連複票数 計1037169 的中 ��� 13692（17番人気）
3連単票数 計1214010 的中 ��� 2552（107番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．2―18．4―30．1―42．1―53．8―1：06．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デュアルマンデート �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2017．11．5 東京6着

2015．3．9生 牡4青鹿 母 ヒシシルバーメイド 母母 Hishi Amazon 8戦2勝 賞金 15，100，000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。

2702010月6日 曇 良 （1東京4） 第2日 第8競走 ��
��1，600�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
1：30．5
1：30．3

良
良

58 �	 モズダディー 牡4栗 57 酒井 学北側 雅勝氏 藤岡 健一 米 Mr. & Mrs.
Oliver S. Tait B498＋141：33．5 6．2�

713 ポ ル ー ニ ン 牡3鹿 55
54 ☆武藤 雅吉澤 克己氏 戸田 博文 新ひだか 中田 英樹 482＋ 21：33．71
 5．3�

35 ロ ザ ム ー ル 牝3栗 53 松岡 正海栗山 良子氏 上原 博之 新ひだか 静内坂本牧場 482－ 6 〃 クビ 21．3�
47 エイムアンドエンド 牡4鹿 57 幸 英明 �キャロットファーム 奥村 武 安平 追分ファーム 494＋ 21：33．8� 20．0�
34 セ リ ユ ー ズ 牝3鹿 53 福永 祐一 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：33．9� 1．9�
815 キングリッド 牡5鹿 57 戸崎 圭太吉田 安惠氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 454－ 21：34．0� 7．4	
814 メジェールスー 牝4鹿 55

52 ▲岩田 望来太田珠々子氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 466－ 4 〃 ハナ 17．7

22 	 マジックバローズ 牡4鹿 57 北村 宏司猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 下河辺牧場 458－ 21：34．1� 38．7�
59 	 ソールライト 牡4芦 57 木幡 巧也畑佐 博氏 蛯名 利弘 新ひだか 沖田 博志 498－ 61：34．2� 228．8�
11 コスモヨハネ 牡7栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 492＋ 4 〃 アタマ 70．1
610 ショワドゥロワ 牡5黒鹿57 内田 博幸村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 512＋ 41：34．3� 27．6�
46 トミケンボハテル 牡5芦 57 津村 明秀冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 藤本ファーム B490＋ 4 〃 クビ 81．8�
712 ド ウ デ ィ 牡5鹿 57

55 △木幡 育也 e馬主組合 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 478－ 21：34．4クビ 212．8�
611	 レイナデルビエント 牝4鹿 55 江田 照男佐々木雄二氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム B488＋121：35．35 158．1�
23 ニシノウララ 牝4青鹿 55

54 ☆野中悠太郎西山 茂行氏 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 466± 01：35．72� 183．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 53，464，100円 複勝： 72，012，500円 枠連： 20，469，600円
馬連： 96，644，200円 馬単： 48，031，300円 ワイド： 68，679，300円
3連複： 126，819，600円 3連単： 173，689，700円 計： 659，810，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 230円 � 200円 � 500円 枠 連（5－7） 1，810円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 4，290円

ワ イ ド �� 780円 �� 1，720円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 9，930円 3 連 単 ��� 48，780円

票 数

単勝票数 計 534641 的中 � 68790（3番人気）
複勝票数 計 720125 的中 � 83969（4番人気）� 105802（3番人気）� 31054（7番人気）
枠連票数 計 204696 的中 （5－7） 8763（8番人気）
馬連票数 計 966442 的中 �� 38784（7番人気）
馬単票数 計 480313 的中 �� 8386（16番人気）
ワイド票数 計 686793 的中 �� 23532（7番人気）�� 10104（19番人気）�� 8420（24番人気）
3連複票数 計1268196 的中 ��� 9578（29番人気）
3連単票数 計1736897 的中 ��� 2581（147番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．8―12．2―12．0―11．1―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―35．3―47．5―59．5―1：10．6―1：21．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．0
3 5，7，8（2，3，4，11）（1，9，15，14）（10，12）（6，13） 4 5，7，8（2，3，4，11）（1，9，15，14）（10，6，12，13）

勝馬の
紹 介

�
	
モズダディー �

�
父 Scat Daddy �

�
母父 Smart Strike

2015．2．25生 牡4栗 母 Batalha 母母 Kopenhagen 10戦2勝 賞金 37，771，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 ロザムール号の騎手松岡正海は，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：7番）
〔その他〕 ロザムール号は，最後の直線コースで外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※レイナデルビエント号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



2702110月6日 曇 良 （1東京4） 第2日 第9競走 ��
��2，400�

ろくしゃ

六社ステークス
発走14時35分 （芝・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），30．10．6以降1．9．29まで1回以上出走馬，除3歳
未出走馬および未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

46 アフリカンゴールド �4栗 56 福永 祐一ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 468＋ 62：25．8 3．9�

47 トラストケンシン 牡4鹿 55 野中悠太郎菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 464＋ 62：26．01� 14．2�
713	 ミスマンマミーア 牝4栗 53 四位 洋文吉田 勝利氏 寺島 良 日高 新生ファーム 468＋16 〃 クビ 17．7�
712 ロサグラウカ 牝4黒鹿54 石橋 脩 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 450－ 42：26．1
 29．2�
611 バ レ リ オ 牡4芦 55 津村 明秀 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 2 〃 クビ 4．6�
35 グランドサッシュ 牡8黒鹿54 北村 宏司 �シルクレーシング 武市 康男 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 22：26．31� 80．0	
59 マイネルヴンシュ 牡5鹿 57 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 460－142：26．4
 8．2�
22 フェイズベロシティ 牝6栗 53 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 448－ 42：26．5� 10．3�
815 フォイヤーヴェルク 牡6青鹿54 A．シュタルケ �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B456＋ 4 〃 クビ 49．2

（独）

58 オジュウチョウサン 牡8鹿 56 石神 深一
チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 512± 02：26．6
 3．4�
34 レジェンドセラー �5鹿 56 内田 博幸
G1レーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 524－ 6 〃 アタマ 140．1�
814	 スティルウォーター 牝6黒鹿51 武藤 雅 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 寺島 良 新ひだか 橋本牧場 410± 02：26．7クビ 147．0�
11 ショウナンマルシェ �8青鹿54 吉田 豊国本 哲秀氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 2 〃 クビ 131．5�
23 ベイビーステップ 牡5鹿 55 木幡 巧也大塚 亮一氏 菊川 正達 浦河 杵臼牧場 490± 0 〃 ハナ 28．6�
610 サトノオンリーワン 牡4芦 55 幸 英明里見 治紀氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 62：27．12
 59．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 76，290，100円 複勝： 96，749，900円 枠連： 30，496，100円
馬連： 147，110，400円 馬単： 58，219，100円 ワイド： 93，324，700円
3連複： 198，932，100円 3連単： 227，162，600円 計： 928，285，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 390円 � 510円 枠 連（4－4） 2，360円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 3，210円

ワ イ ド �� 830円 �� 970円 �� 2，860円

3 連 複 ��� 9，090円 3 連 単 ��� 36，420円

票 数

単勝票数 計 762901 的中 � 155977（2番人気）
複勝票数 計 967499 的中 � 179267（1番人気）� 58825（6番人気）� 41935（7番人気）
枠連票数 計 304961 的中 （4－4） 9991（11番人気）
馬連票数 計1471104 的中 �� 53498（8番人気）
馬単票数 計 582191 的中 �� 13585（11番人気）
ワイド票数 計 933247 的中 �� 29784（8番人気）�� 25122（11番人気）�� 8057（33番人気）
3連複票数 計1989321 的中 ��� 16400（30番人気）
3連単票数 計2271626 的中 ��� 4522（107番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．1―36．7―49．6―1：02．7―1：15．7―1：28．2―1：40．1―1：51．9―2：02．9―2：14．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アフリカンゴールド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Gone West デビュー 2017．12．23 阪神9着

2015．3．26生 �4栗 母 ブ リ ク セ ン 母母 Danish 13戦4勝 賞金 67，120，000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。

2702210月6日 曇 稍重 （1東京4） 第2日 第10競走 ��
��1，400�グリーンチャンネルカップ（Ｌ）

発走15時10分 （ダート・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）

グリーンチャンネル賞（1着）
賞 品

本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000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

816 アディラート 牡5黒鹿56 A．シュタルケ 安原 浩司氏 須貝 尚介 新ひだか タガミファーム B504－ 21：23．4 12．1�
（独）

59 シ ョ ー ム 牡4栗 56 津村 明秀西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 492－ 21：23．5	 13．2�
815 ワンダーリーデル 牡6鹿 57 戸崎 圭太山本 能成氏 安田 翔伍 浦河 大島牧場 530± 01：24．03 5．4�
48 
 ベストマッチョ �6黒鹿57 北村 宏司馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米

Fredericka V.
Caldwell &
Mitchel Skolnick

500＋101：24．1� 52．3�
510 デュープロセス 牡3栗 55 福永 祐一ゴドルフィン 安田 隆行 英 Godolphin 480＋16 〃 ハナ 1．7�
12 マジカルスペル 牡5芦 56 内田 博幸吉田 勝己氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 538＋ 41：24．2� 16．2�
11 ビックリシタナモー 牡5黒鹿56 幸 英明小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 512＋ 8 〃 クビ 20．4	
36 ニットウスバル 牡7鹿 57 柴田 大知
日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 B528＋ 6 〃 ハナ 239．8�
23 イーグルフェザー �6鹿 56 服部 茂史 
社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 482－ 81：24．3クビ 154．3�

（北海道）

714 ダンツゴウユウ 牡5栗 56 酒井 学山元 哲二氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 458－10 〃 クビ 50．7
24 サルサディオーネ 牝5栗 55 吉田 豊菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 B516－ 21：24．4� 15．9�
713
 イーグルバローズ 牡5鹿 56 石橋 脩猪熊 広次氏 堀 宣行 米 C. Kidder

& N. Cole 538－ 61：25．14 11．5�
611 ムーンクレスト 牡7鹿 57 野中悠太郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 468－241：25．31 155．1�
612 ヌーディーカラー 牡4鹿 56 武藤 雅吉澤 克己氏 宮本 博 日高 日高大洋牧場 464－ 2 〃 ハナ 67．5�
47 レッドゲルニカ �6鹿 57 木幡 育也 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B548－10 〃 クビ 65．4�
35 クリーンファンキー 牝6栗 54 松岡 正海石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 484－ 81：25．93� 352．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 75，231，100円 複勝： 96，542，000円 枠連： 45，943，400円
馬連： 177，498，900円 馬単： 83，552，600円 ワイド： 108，485，400円
3連複： 243，577，600円 3連単： 350，927，300円 計： 1，181，758，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 280円 � 350円 � 200円 枠 連（5－8） 290円

馬 連 �� 6，010円 馬 単 �� 13，010円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 700円 �� 770円

3 連 複 ��� 6，250円 3 連 単 ��� 53，610円

票 数

単勝票数 計 752311 的中 � 49536（4番人気）
複勝票数 計 965420 的中 � 88212（3番人気）� 65124（5番人気）� 142675（2番人気）
枠連票数 計 459434 的中 （5－8） 122319（1番人気）
馬連票数 計1774989 的中 �� 22867（18番人気）
馬単票数 計 835526 的中 �� 4814（34番人気）
ワイド票数 計1084854 的中 �� 17752（14番人気）�� 40520（7番人気）�� 36629（9番人気）
3連複票数 計2435776 的中 ��� 29199（20番人気）
3連単票数 計3509273 的中 ��� 4745（166番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．3―11．6―12．1―12．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―34．6―46．2―58．3―1：10．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．2
3 7，4，8，12－（6，11，16）2，10－（14，15）（9，13）（1，3）－5 4 7－4－8（6，12）11，16（2，10）－（14，15）9（1，13，3）－5

勝馬の
紹 介

アディラート �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2016．10．10 京都2着

2014．2．13生 牡5黒鹿 母 ナリタブルースター 母母 ストームティグレス 28戦6勝 賞金 134，219，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔制裁〕 デュープロセス号の騎手福永祐一は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）10頭 コズミックフォース号・トウショウカウント号・トリコロールブルー号・ナムラミラクル号・ノーブルサターン号・

ブレスジャーニー号・プロトコル号・ヨシオ号・リョーノテソーロ号・レイホーロマンス号
※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。

２レース目



2702310月6日 曇 良 （1東京4） 第2日 第11競走 ��
��1，800�第70回毎 日 王 冠（ＧⅡ）

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，30．10．6以降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，30．10．5以前のGⅠ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）

毎日新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 67，000，000円 27，000，000円 17，000，000円 10，000，000円 6，700，000円
付 加 賞 700，000円 200，000円 100，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

89 ダノンキングリー 牡3黒鹿54 戸崎 圭太�ダノックス 萩原 清 浦河 三嶋牧場 454± 01：44．4 1．6�
33 アエロリット 牝5芦 55 津村 明秀 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 516± 01：44．61� 4．0�
44 インディチャンプ 牡4鹿 58 福永 祐一 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 476＋ 61：44．81� 5．0�
66 ペルシアンナイト 牡5黒鹿57 A．シュタルケ �G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム B492＋ 21：44．9	 13．0�

（独）

55 ランフォザローゼス 牡3鹿 54 北村 宏司窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B490－ 21：45．0	 98．4	
810
 モズアスコット 牡5栗 57 内田 博幸 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Summer

Wind Farm 498＋10 〃 アタマ 22．5

22 ギ ベ オ ン 牡4鹿 56 岩田 望来 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 506± 0 〃 ハナ 27．1�
78 � ハッピーグリン 牡4栗 56 服部 茂史会田 裕一氏 田中 淳司 千歳 社台ファーム 456－ 81：45．53 173．8�

（北海道） （北海道）

11 ケイアイノーテック 牡4鹿 57 幸 英明亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 470＋ 41：45．82 34．3
77 マイネルファンロン 牡4青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 470－ 21：46．75 139．7�
（10頭）

売 得 金
単勝： 292，569，900円 複勝： 329，556，100円 枠連： 84，388，400円 馬連： 653，294，600円 馬単： 374，849，100円
ワイド： 325，110，100円 3連複： 884，393，600円 3連単： 2，367，298，300円 5重勝： 568，041，200円 計： 5，879，501，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 120円 � 130円 枠 連（3－8） 290円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 140円 �� 180円 �� 260円

3 連 複 ��� 360円 3 連 単 ��� 1，000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����� 11，045，240円

票 数

単勝票数 計2925699 的中 � 1402068（1番人気）
複勝票数 計3295561 的中 � 1783080（1番人気）� 458365（2番人気）� 356649（3番人気）
枠連票数 計 843884 的中 （3－8） 219973（1番人気）
馬連票数 計6532946 的中 �� 1663373（1番人気）
馬単票数 計3748491 的中 �� 661584（1番人気）
ワイド票数 計3251101 的中 �� 688083（1番人気）�� 458803（2番人気）�� 249365（3番人気）
3連複票数 計8843936 的中 ���1827429（1番人気）
3連単票数 計23672983 的中 ���1714726（1番人気）
5重勝票数 計5680412 的中 ����� 36

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―35．5―47．0―58．5―1：10．1―1：21．3―1：32．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．9―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

ダノンキングリー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2018．10．8 東京1着

2016．3．25生 牡3黒鹿 母 マイグッドネス 母母 Caressing 6戦4勝 賞金 241，812，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりダノンキングリー号は，天皇賞（秋）（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または施行団体名を表示している。

2702410月6日 曇 稍重 （1東京4） 第2日 第12競走 ��
��1，600�3歳以上2勝クラス

発走16時25分 （1000万円以下） （ダート・左）
負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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
1：33．8
1：33．3

重
良

36 バトルスピリッツ �5鹿 57 福永 祐一山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 三石川上牧場 514± 01：37．8 5．5�
612 トークフレンドリー 牡4芦 57 松岡 正海吉田 千津氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 488＋ 2 〃 クビ 20．1�
48 ヨ ン ク 牡3鹿 55

54 ☆武藤 雅古川 智洋氏 小笠 倫弘 浦河 高昭牧場 488＋101：37．9クビ 42．7�
23 コンクエストシチー �7栗 57 木幡 巧也 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 468－ 6 〃 クビ 89．6�
714 サニークラウド 牡3鹿 55 津村 明秀髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 490－ 61：38．21	 6．4�
611 ゴールドブラッド 牡5栗 57 田中 勝春居城 寿与氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム 502＋ 2 〃 ハナ 5．2	
24 オンザウェイ 牡3栗 55 石橋 脩久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 520± 01：38．3	 15．1

47 サイモンジルバ 牝4鹿 55

54 ☆野中悠太郎澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 三嶋牧場 458＋ 81：38．5	 77．5�
816 クアトレフォイル 牡4鹿 57 吉田 豊大塚 亮一氏 稲垣 幸雄 浦河 有限会社

松田牧場 B492－ 6 〃 クビ 119．0�
510 ロジヒューズ 牝4鹿 55 戸崎 圭太久米田正明氏 古賀 慎明 新冠 オリエント牧場 494＋141：38．6
 11．1
35 ヴ ァ イ ザ ー 牡4黒鹿57 酒井 学 �キャロットファーム 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 456－ 21：38．7クビ 15．3�
815 オールウェイズゼア 牡5黒鹿 57

55 △木幡 育也グリーンスウォード高市 圭二 新ひだか 荒木 貴宏 480－ 61：38．91� 36．4�
11 キングラディウス 牡6栗 57 服部 茂史菅原 広隆氏 南田美知雄 新冠 新冠橋本牧場 B464－141：39．11� 166．7�

（北海道）

59 ダイワエトワール 牝5黒鹿55 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 506－14 〃 クビ 10．4�
12 ルプレジール 牝3鹿 53

50 ▲岩田 望来 �社台レースホース藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484－ 81：40．48 5．2�

713 メ ヌ エ ッ ト 牝5芦 55 A．シュタルケ �ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 480＋141：40．5クビ 12．6�
（独）

（16頭）

売 得 金
単勝： 100，653，600円 複勝： 128，796，800円 枠連： 62，353，000円
馬連： 242，933，100円 馬単： 91，591，800円 ワイド： 166，603，800円
3連複： 367，978，600円 3連単： 460，998，400円 計： 1，621，909，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 250円 � 490円 � 1，360円 枠 連（3－6） 970円

馬 連 �� 7，380円 馬 単 �� 11，930円

ワ イ ド �� 2，360円 �� 4，130円 �� 7，600円

3 連 複 ��� 64，450円 3 連 単 ��� 312，060円

票 数

単勝票数 計1006536 的中 � 144549（3番人気）
複勝票数 計1287968 的中 � 155513（3番人気）� 67518（9番人気）� 21593（13番人気）
枠連票数 計 623530 的中 （3－6） 49811（4番人気）
馬連票数 計2429331 的中 �� 25478（33番人気）
馬単票数 計 915918 的中 �� 5757（59番人気）
ワイド票数 計1666038 的中 �� 18448（32番人気）�� 10396（50番人気）�� 5597（68番人気）
3連複票数 計3679786 的中 ��� 4282（183番人気）
3連単票数 計4609984 的中 ��� 1071（973番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．4―48．1―1：00．9―1：13．2―1：25．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F36．9
3 ・（2，10）（11，13，16）14（9，15）（5，6）（3，7，12）（1，8）4 4 ・（2，10）（11，13，16）（14，15）（9，6）（5，12）（3，7）8（1，4）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

バトルスピリッツ �
�
父 Sea The Stars �

�
母父 Storm Cat デビュー 2016．8．7 札幌4着

2014．3．23生 �5鹿 母 ボールルーム 母母 Virginia Waters 18戦3勝 賞金 48，301，000円
〔制裁〕 トークフレンドリー号の騎手松岡正海は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ジュニエーブル号・ツブラナヒトミ号
※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。

５レース目



（1東京4）第2日 10月6日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 167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

332，070，000円
7，780，000円
28，410，000円
1，940，000円
39，940，000円
71，074，500円
4，512，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
860，470，500円
1，239，063，300円
343，279，600円
1，755，501，900円
888，827，500円
1，075，824，200円
2，407，252，800円
4，455，647，900円
568，041，200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 13，593，908，900円

総入場人員 41，264名 （有料入場人員 38，509名）
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