
3003711月10日 晴 良 （1東京5） 第4日 第1競走 ��1，400�2歳未勝利
発走9時55分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量

本 賞 3，500，000
3，500，000

円
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 ハ デ ィ ア 牡2鹿 55 石橋 脩�ターフ・スポート粕谷 昌央 新冠 村田牧場 454－ 21：26．3 7．9�
814 アポロティアモ 牡2栗 55 石川裕紀人アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 492－ 2 〃 同着 1．9�
69 インウィクトス 牡2鹿 55

52 ▲山田 敬士加藤 厚子氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 442＋ 81：26．93� 12．1�
46 アルマザッハーク 牡2鹿 55 三浦 皇成コウトミックレーシング 田村 康仁 浦河 小島牧場 496－ 21：27．11� 14．7�
610 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± 01：27．2� 15．9�
34 アールウェルス 牡2栗 55 蛯名 正義前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 512± 01：27．62 6．1	
712 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 504－ 41：27．92 137．5

45 テントップギヤ 牡2鹿 55 黛 弘人天白 泰司氏 中野 栄治 浦河 王蔵牧場 454＋121：28．11 41．7�
711 マイネルフェラッカ 牡2黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 516－ 21：28．73� 194．5
813 ユウヒノプリンス 牡2栗 55

54 ☆野中悠太郎坂田 行夫氏 加藤 和宏 日高 新井 昭二 478＋ 8 〃 ハナ 79．7�
33 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 446＋10 〃 ハナ 13．6�
57 プエンテデグロリア 牝2青鹿54 北村 宏司谷口 祐人氏 勢司 和浩 新ひだか 今 牧場 454－10 〃 クビ 33．3�
22 タイムカプセル 牡2栗 55 杉原 誠人�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 原 弘之 B434＋ 61：29．12� 265．0�
58 タイニーキング 牡2栗 55 武士沢友治 �静内白井牧場 堀井 雅広 新ひだか 静内白井牧場 482＋ 21：29．84 187．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，735，700円 複勝： 30，689，800円 枠連： 11，215，100円
馬連： 44，775，800円 馬単： 21，615，200円 ワイド： 31，049，800円
3連複： 61，791，400円 3連単： 78，223，200円 計： 302，096，000円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

270円
120円 複 勝 �

�
170円
110円 � 270円 枠 連（1－8） 720円

馬 連 �� 650円 馬 単 ��
��

910円
490円

ワ イ ド �� 320円 ��
��

1，080円
490円

3 連 複 ��� 2，270円 3 連 単 ���
���

7，240円
3，390円

票 数

単勝票数 計 227357 的中 � 23956（3番人気）� 99991（1番人気）
複勝票数 計 306898 的中 � 40266（3番人気）� 110891（1番人気）� 19009（6番人気）
枠連票数 計 112151 的中 （1－8） 12041（3番人気）
馬連票数 計 447758 的中 �� 52721（2番人気）
馬単票数 計 216152 的中 �� 8484（7番人気）�� 17195（2番人気）
ワイド票数 計 310498 的中 �� 27099（2番人気）�� 6681（15番人気）�� 16224（5番人気）
3連複票数 計 617914 的中 ��� 20363（8番人気）
3連単票数 計 782232 的中 ��� 3889（40番人気）��� 8390（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．2―36．4―49．0―1：01．4―1：13．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ デ ィ ア �
�
父 ローレルゲレイロ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．6．1 東京5着

2017．4．28生 牡2鹿 母 アルレガーロ 母母 メ ジ ェ ー ル 6戦1勝 賞金 6，250，000円
アポロティアモ �

�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Ghostzapper デビュー 2019．10．20 東京4着

2017．3．13生 牡2栗 母 アポロノカンザシ 母母 Seeknfind 2戦1勝 賞金 4，600，000円

3003811月10日 晴 良 （1東京5） 第4日 第2競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10時20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

46 チアチアクラシカ 牝2鹿 54 吉田 豊藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 494＋ 41：34．1 3．5�
45 クリノプレミアム 牝2栗 54 北村 宏司栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 有限会社

吉田ファーム 462＋ 6 〃 クビ 4．6�
813 コトブキテティス 牝2黒鹿 54

53 ☆武藤 雅尾上 松壽氏 田島 俊明 新ひだか 斉藤スタッド 434－ 41：34．84 3．9�
69 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 414－ 81：35．12 16．7�
711 ジェイケイエピファ 牝2青鹿54 田中 勝春小谷野次郎氏 鹿戸 雄一 新冠 村上 欽哉 460－ 21：35．63 7．2�
712 カ ナ タ 牝2黒鹿 54

53 ☆野中悠太郎由井健太郎氏 奥村 武 新ひだか タイヘイ牧場 486＋ 2 〃 アタマ 15．5�
610 ポ レ ー ナ 牝2青鹿54 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム 390－ 61：35．81� 69．1

34 ミヤコシャンティ 牝2黒鹿54 石橋 脩吉田喜代司氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 430－ 21：35．9� 8．0�
58 トゥーヤング 牝2鹿 54 武士沢友治三岡 陽氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 436± 01：36．0� 230．8�
33 ホルダンモル 牝2青鹿 54

51 ▲山田 敬士和田牧場 松永 康利 新冠 対馬 正 416－ 2 〃 クビ 420．8�
57 ソ テ ィ ラ ス 牝2芦 54 蛯名 正義 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤士津八 新ひだか 岡田スタツド 430＋ 61：36．53 212．5�
22 チェスナットロール 牝2栗 54

53 ☆川又 賢治田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新ひだか 神垣 道弘 438－101：36．71� 183．1�
11 ク ロ キ シ 牝2青鹿54 黛 弘人門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 410＋141：37．02 96．4�
814 ガナドルメモリア 牝2栗 54

52 △木幡 育也西村 憲人氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 442－ 81：37．63� 244．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，153，100円 複勝： 37，303，400円 枠連： 14，351，000円
馬連： 48，337，800円 馬単： 23，554，300円 ワイド： 33，528，300円
3連複： 64，696，200円 3連単： 79，186，400円 計： 326，110，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 120円 � 150円 � 150円 枠 連（4－4） 640円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 260円 �� 290円 �� 330円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 3，470円

票 数

単勝票数 計 251531 的中 � 60275（1番人気）
複勝票数 計 373034 的中 � 93712（1番人気）� 60614（2番人気）� 58758（3番人気）
枠連票数 計 143510 的中 （4－4） 17308（3番人気）
馬連票数 計 483378 的中 �� 63831（1番人気）
馬単票数 計 235543 的中 �� 18843（1番人気）
ワイド票数 計 335283 的中 �� 34114（1番人気）�� 29066（2番人気）�� 24553（3番人気）
3連複票数 計 646962 的中 ��� 62583（1番人気）
3連単票数 計 791864 的中 ��� 16538（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．3―47．1―59．5―1：11．2―1：22．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．6
3 9－5（2，12）（4，3，13）（7，8，11）10（6，14）－1 4 9－5（2，4，12）（7，3，13）（6，8，11）－（1，10）14

勝馬の
紹 介

チアチアクラシカ �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 Siphon デビュー 2019．9．1 新潟2着

2017．1．21生 牝2鹿 母 シベリアンクラシカ 母母 Cheer Cheer 4戦1勝 賞金 10，550，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時25分に変更。

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５回 東京競馬 第４日



3003911月10日 晴 良 （1東京5） 第4日 第3競走 ��
��1，600�2歳未勝利

発走10時50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

11 ダノンファラオ 牡2青鹿55 三浦 皇成�ダノックス 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 522－ 41：38．5 2．0�
46 � ニュートンテソーロ 牡2鹿 55 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 米 WinStar
Farm, LLC 486＋ 41：38．71� 2．1�

712 ディーエスプルーフ 牡2鹿 55 江田 照男秋谷 壽之氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 446＋ 61：40．5大差 29．7�
22 ケイティランボー 牡2鹿 55

53 △木幡 育也瀧本 和義氏 清水 英克 浦河 岡本 昌市 450＋ 61：40．6クビ 204．7�
58 ダルムシュタット 牡2鹿 55 田中 勝春村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム B468± 0 〃 ハナ 150．3�
814 ベストランナー 牡2鹿 55 北村 宏司ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484－ 21：41．23	 15．4	
33 フ ジ コ ウ キ 牡2芦 55

54 ☆野中悠太郎荒木 誠氏 高市 圭二 新ひだか 岡田牧場 468－ 41：41．3
 36．4

34 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 472＋ 21：41．51 413．1�
711 エクセルマジック 牡2黒鹿 55

52 ▲山田 敬士谷川 正純氏 深山 雅史 様似 様似共栄牧場 464－ 2 〃 クビ 412．5�
813 カモンベイビー 牡2栗 55 �島 克駿鈴木美江子氏 松下 武士 新冠 村田牧場 460－ 21：41．6クビ 18．8
45 パトローナム 牡2鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 高橋 文雅 新冠 武田牧場 440＋ 21：41．81	 130．4�
57 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 462－ 41：41．9	 197．0�
69 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 498＋ 4 〃 アタマ 547．1�
610� シカゴテソーロ 牝2鹿 54

53 ☆武藤 雅了德寺健二ホール
ディングス� 奥平 雅士 加 Josham Farms

Limited 478＋ 61：42．0	 43．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 34，317，500円 複勝： 77，287，000円 枠連： 13，912，600円
馬連： 51，332，800円 馬単： 36，428，500円 ワイド： 36，930，600円
3連複： 78，279，700円 3連単： 143，083，900円 計： 471，572，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 110円 � 220円 枠 連（1－4） 160円

馬 連 �� 160円 馬 単 �� 280円

ワ イ ド �� 120円 �� 500円 �� 430円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 1，370円

票 数

単勝票数 計 343175 的中 � 140960（1番人気）
複勝票数 計 772870 的中 � 314749（1番人気）� 303620（2番人気）� 24173（5番人気）
枠連票数 計 139126 的中 （1－4） 66783（1番人気）
馬連票数 計 513328 的中 �� 243237（1番人気）
馬単票数 計 364285 的中 �� 97237（1番人気）
ワイド票数 計 369306 的中 �� 116431（1番人気）�� 13516（7番人気）�� 16050（6番人気）
3連複票数 計 782797 的中 ��� 92520（3番人気）
3連単票数 計1430839 的中 ��� 75540（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―36．2―49．2―1：02．3―1：14．7―1：26．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンファラオ �
�
父 American Pharoah �

�
母父 El Corredor デビュー 2019．10．26 東京2着

2017．5．5生 牡2青鹿 母 ク リ ス プ 母母 Cat’s Fair 2戦1勝 賞金 7，800，000円

3004011月10日 晴 良 （1東京5） 第4日 第4競走 ��2，000�2歳未勝利
発走11時20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
1：59．8
1：59．6

稍重
良

44 ヴォリアーモ 牝2鹿 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 452－ 82：01．7 2．9�
22 チャムランテソーロ 牡2鹿 55 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 日高 下河辺牧場 466＋ 82：02．33� 11．6�
811 マイネルインパクト 牡2鹿 55 柴田 大知 �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 480＋ 62：02．62 19．2�
67 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 492＋ 6 〃 クビ 7．7�
66 スキルショット 牡2鹿 55 江田 照男横田 恵子氏 加藤士津八 新ひだか 今 牧場 482＋ 8 〃 アタマ 64．7	
79 プントファイヤー 牡2栗 55 北村 宏司嶋田 賢氏 手塚 貴久 洞�湖 レイクヴィラファーム 502－ 42：02．7� 1．9

810 ウインセブリオン 牡2鹿 55 原田 和真�ウイン 金成 貴史 新ひだか 藤沢牧場 434± 02：02．91� 121．3�
33 パラジウムリボン 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士 �コスモヴューファーム 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 406＋ 2 〃 クビ 87．4�
55 グロワールポン 牝2鹿 54

53 ☆武藤 雅花野 友象氏 田中 清隆 新冠 松浦牧場 B488－ 22：03．64 124．7
11 フォギーショコラ 牡2鹿 55 石川裕紀人田頭 勇貴氏 的場 均 新ひだか 小倉 光博 438＋102：04．13 35．0�
78 ベアジェット 牡2栗 55

53 △木幡 育也熊木 浩氏 杉浦 宏昭 浦河 岡本 昌市 484＋ 62：04．95 288．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 32，737，700円 複勝： 69，042，000円 枠連： 9，214，400円
馬連： 45，703，800円 馬単： 30，655，300円 ワイド： 33，200，900円
3連複： 63，598，900円 3連単： 124，449，100円 計： 408，602，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 200円 � 440円 � 710円 枠 連（2－4） 1，450円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，480円

ワ イ ド �� 400円 �� 860円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 5，500円 3 連 単 ��� 18，470円

票 数

単勝票数 計 327377 的中 � 92427（2番人気）
複勝票数 計 690420 的中 � 109511（2番人気）� 38429（4番人気）� 21886（5番人気）
枠連票数 計 92144 的中 （2－4） 4902（6番人気）
馬連票数 計 457038 的中 �� 24492（5番人気）
馬単票数 計 306553 的中 �� 9262（8番人気）
ワイド票数 計 332009 的中 �� 23152（4番人気）�� 9600（8番人気）�� 5864（13番人気）
3連複票数 計 635989 的中 ��� 8664（16番人気）
3連単票数 計1244491 的中 ��� 4884（52番人気）

ハロンタイム 12．9―12．1―12．4―12．6―12．6―12．7―12．3―11．2―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―25．0―37．4―50．0―1：02．6―1：15．3―1：27．6―1：38．8―1：50．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．1

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

勝馬の
紹 介

ヴォリアーモ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2019．9．14 中山3着

2017．5．15生 牝2鹿 母 リ ビ ア ー モ 母母 ラトラヴィアータ 2戦1勝 賞金 6，800，000円



3004111月10日 晴 良 （1東京5） 第4日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時10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
1：32．7
1：32．3

良
良

55 ダイワクンナナ 牝2鹿 54 北村 宏司大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 478 ―1：35．6 3．1�
66 エ ル メ ー ム 牝2鹿 54 大野 拓弥�ラ・メール 高木 登 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 476 ―1：36．23� 5．9�
44 ポテンシャルリアル 牡2栗 55 石橋 脩ライオンレースホース� 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 492 ― 〃 ハナ 2．5�
22 トーセンアストル 牡2鹿 55

54 ☆野中悠太郎島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ
スティファーム 470 ―1：36．62� 28．4�

67 ガ イ ス ラ ー 牡2青鹿55 三浦 皇成四本 昭弘氏 上原 博之 日高 北田 剛 458 ―1：36．7� 9．1	
11 フ ェ レ ー ヌ 牝2栗 54 田中 勝春杉山 忠国氏 清水 久詞 新ひだか 明治牧場 424 ― 〃 クビ 14．8

810 サンライズスマイル 牡2栗 55 蛯名 正義松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 478 ―1：37．01� 15．4�
79 ケ ン シ 牡2鹿 55 柴田 大知鈴木 芳夫氏 黒岩 陽一 浦河 笹島 智則 450 ―1：37．1� 102．6�
78 リネンエントリー 牝2青鹿 54

53 ☆川又 賢治戸山 光男氏 加藤 和宏 日高 前川 義則 438 ―1：37．73� 302．3
33 スカッターガン 牡2黒鹿 55

53 △木幡 育也木部 厳生氏 和田正一郎 日高 木部ファーム 526 ―1：38．33� 34．6�
811 バ ジ ー ナ 牝2栗 54

53 ☆武藤 雅西森 功氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 450 ―1：42．1大差 173．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 30，132，800円 複勝： 31，852，500円 枠連： 9，305，100円
馬連： 47，639，000円 馬単： 25，984，700円 ワイド： 33，458，800円
3連複： 60，532，300円 3連単： 95，653，000円 計： 334，558，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 140円 � 110円 枠 連（5－6） 510円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 240円 �� 180円 �� 270円

3 連 複 ��� 540円 3 連 単 ��� 2，570円

票 数

単勝票数 計 301328 的中 � 79281（2番人気）
複勝票数 計 318525 的中 � 73300（2番人気）� 46062（3番人気）� 88684（1番人気）
枠連票数 計 93051 的中 （5－6） 14005（2番人気）
馬連票数 計 476390 的中 �� 47920（3番人気）
馬単票数 計 259847 的中 �� 16487（3番人気）
ワイド票数 計 334588 的中 �� 33652（2番人気）�� 53744（1番人気）�� 28102（3番人気）
3連複票数 計 605323 的中 ��� 83316（1番人気）
3連単票数 計 956530 的中 ��� 26895（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．1―35．6―47．8―1：00．7―1：12．1―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワクンナナ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2017．2．21生 牝2鹿 母 ダイワスカーレット 母母 スカーレットブーケ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バジーナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月10日まで平地競走に

出走できない。

3004211月10日 晴 良 （1東京5） 第4日 第6競走 ��
��1，800�2歳新馬

発走12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
1：45．9
1：45．6

良
良

67 コスモスタック 牡2黒鹿 55
54 ☆野中悠太郎 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新ひだか 稲葉牧場 454 ―1：50．7 11．5�

33 ス レ プ ト ン 牡2鹿 55 石橋 脩 �社台レースホース大和田 成 安平 追分ファーム 446 ― 〃 ハナ 33．2�
812 ラクンパルシータ 牡2青鹿 55

53 △木幡 育也 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 482 ―1：51．12� 3．2�
55 ユウチャファスト 牝2鹿 54 北村 宏司長谷川祐司氏 中舘 英二 新ひだか チャンピオンズファーム 458 ―1：51．2� 8．9�
44 サトノワールド 牡2鹿 55 横山 典弘 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 508 ―1：51．3� 3．8	
22 ラ ウ ダ ー テ 牝2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新ひだか ヒサイファーム 430 ― 〃 クビ 27．7

79 プラチナポイント 牝2鹿 54 石川裕紀人海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 前田ファーム 426 ―1：51．4� 16．8�
68 シャドウパイレーツ 牡2鹿 55 大野 拓弥飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 488 ― 〃 ハナ 9．7�
811 トーセンオリジン 牡2鹿 55 田中 勝春島川 哉氏 宗像 義忠 日高 有限会社 エ

スティファーム 442 ―1：51．93 8．5�
710 エフティハヤテ 牡2青 55 蛯名 正義吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 494 ―1：52．75 32．4�
56 ニーマルブラック 牡2青 55 三浦 皇成板橋 秋氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 B498 ―1：53．33� 26．6�
11 キタノリベラル 牡2栗 55

52 ▲山田 敬士北所 直人氏 小笠 倫弘 日高 庄野牧場 506 ― 〃 アタマ 101．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 32，835，700円 複勝： 36，465，200円 枠連： 15，794，300円
馬連： 56，645，600円 馬単： 25，142，000円 ワイド： 40，648，100円
3連複： 74，057，400円 3連単： 85，111，300円 計： 366，699，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 280円 � 680円 � 160円 枠 連（3－6） 6，110円

馬 連 �� 13，170円 馬 単 �� 23，860円

ワ イ ド �� 3，510円 �� 610円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 15，510円 3 連 単 ��� 166，770円

票 数

単勝票数 計 328357 的中 � 23931（6番人気）
複勝票数 計 364652 的中 � 32663（6番人気）� 10870（10番人気）� 76000（1番人気）
枠連票数 計 157943 的中 （3－6） 2003（17番人気）
馬連票数 計 566456 的中 �� 3333（44番人気）
馬単票数 計 251420 的中 �� 790（83番人気）
ワイド票数 計 406481 的中 �� 2856（44番人気）�� 18369（4番人気）�� 5467（24番人気）
3連複票数 計 740574 的中 ��� 3580（63番人気）
3連単票数 計 851113 的中 ��� 370（575番人気）

ハロンタイム 13．3―12．3―13．0―13．1―12．6―12．4―11．4―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．6―38．6―51．7―1：04．3―1：16．7―1：28．1―1：39．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．0

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

勝馬の
紹 介

コスモスタック �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2017．5．7生 牡2黒鹿 母 ファインビンテージ 母母 オークヴィンテージ 1戦1勝 賞金 7，000，000円



3004311月10日 晴 良 （1東京5） 第4日 第7競走 ��2，100�3歳以上1勝クラス
発走13時15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
2：06．7
2：05．9

良
良

812 ベルウッドカザン 牡3黒鹿55 黛 弘人鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 市川フアーム 494＋ 82：12．4 28．8�
45 プレイングラン 牡3栗 55 吉田 豊スリースターズレーシング 小西 一男 新ひだか 平野牧場 474＋ 62：12．61� 4．4�
711� ア リ ス カ ン 牡5黒鹿 57

56 ☆武藤 雅髙瀬 真尚氏 田島 俊明 日高 本間牧場 512± 0 〃 アタマ 9．9�
11 ジェイケイエース 牡3鹿 55 北村 宏司小谷野次郎氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 536＋ 42：12．92 6．6�
813 ニューツーリズム 牡3青鹿55 大野 拓弥吉田 晴哉氏 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 502＋ 62：13．0クビ 8．0�
68 ボヘミアラプソディ 牡3鹿 55 田中 勝春平井 裕氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B478－ 62：13．21 3．5�
44 ロードダヴィンチ 牡4鹿 57 柴田 大知 	ロードホースクラブ 新開 幸一 新ひだか ケイアイファーム 514－182：13．62� 36．4

57 サージュミノル 牡4黒鹿 57

56 ☆野中悠太郎吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 464＋ 42：13．81� 25．7�
710 サクララージャン 牡3青鹿55 横山 典弘	さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 496＋ 82：14．01� 7．4�
56 スズノアリュール 牡4鹿 57 武士沢友治新木 鈴子氏 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 486－ 62：14．1	 56．2
69 � トウシンアサヒ 牡5鹿 57

54 ▲山田 敬士	サトー 村山 明 日高 シンボリ牧場 B448＋ 22：14．84 211．6�
33 サ ル ー テ 牡4鹿 57

55 △木幡 育也小菅 定雄氏 高木 登 千歳 社台ファーム 562＋ 22：14．9� 24．1�
22 ハ ツ セ 牝3鹿 53 三浦 皇成林 弘之氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 484－ 2 （競走中止） 14．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 31，317，100円 複勝： 47，065，900円 枠連： 15，996，000円
馬連： 73，681，900円 馬単： 31，154，100円 ワイド： 53，856，800円
3連複： 101，238，900円 3連単： 116，516，100円 計： 470，826，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，880円 複 勝 � 660円 � 190円 � 290円 枠 連（4－8） 1，100円

馬 連 �� 6，470円 馬 単 �� 15，560円

ワ イ ド �� 2，090円 �� 3，150円 �� 790円

3 連 複 ��� 15，290円 3 連 単 ��� 127，990円

票 数

単勝票数 計 313171 的中 � 8697（10番人気）
複勝票数 計 470659 的中 � 15377（10番人気）� 75636（2番人気）� 41460（5番人気）
枠連票数 計 159960 的中 （4－8） 11236（6番人気）
馬連票数 計 736819 的中 �� 8816（25番人気）
馬単票数 計 311541 的中 �� 1501（58番人気）
ワイド票数 計 538568 的中 �� 6528（27番人気）�� 4281（40番人気）�� 18395（9番人気）
3連複票数 計1012389 的中 ��� 4964（57番人気）
3連単票数 計1165161 的中 ��� 660（458番人気）

ハロンタイム 7．1―11．2―12．3―12．2―12．4―13．5―14．0―12．6―12．0―12．6―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．3―30．6―42．8―55．2―1：08．7―1：22．7―1：35．3―1：47．3―1：59．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベルウッドカザン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Red Ransom デビュー 2018．11．11 東京9着

2016．4．14生 牡3黒鹿 母 ボ ン ビ バ ン 母母 アーキオロジー 9戦2勝 賞金 16，300，000円
〔競走中止〕 ハツセ号は，競走中に疾病〔左第1指関節開放性脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

3004411月10日 晴 良 （1東京5） 第4日 第8競走 ��
��1，400�3歳以上1勝クラス

発走13時45分 （500万円以下） （ダート・左）
負担重量は，3歳56�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

714 ラディアント 牡3鹿 56 田中 勝春�Basic 小野 次郎 新ひだか 小倉 光博 522＋141：25．0 2．3�
48 ヤンチャプリヒメ 牝3鹿 54 北村 宏司田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 438＋ 41：25．1� 9．3�
59 	 シーオブセレニティ 
4黒鹿57 大野 拓弥ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434－ 41：25．31� 24．1�
611 ホウオウモントレー 牝3芦 54

53 ☆野中悠太郎小笹 芳央氏 矢野 英一 むかわ 市川牧場 498－ 21：25．4クビ 4．6�
510 マイネルレンカ 牡5黒鹿57 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 456－ 61：25．5� 18．0�
23 	 エフォートラン 牡4黒鹿57 吉田 豊岡村 善行氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 484＋ 21：25．71� 77．3	
713 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 476－ 21：25．8� 7．1

815 シアトルトウショウ 牝4青鹿55 岩部 純二トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 480＋ 4 〃 アタマ 26．5�
35 イワネコゴシキ 牡3青鹿56 石川裕紀人丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 500＋ 41：25．9� 13．4�
11 	 サクラボヌール 牝4栗 55 柴田 大知�さくらコマース勢司 和浩 新ひだか 谷岡スタット 482＋ 2 〃 クビ 99．0
47 ベリッシモファルコ 牝3栗 54

52 △木幡 育也岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 真歌田中牧場 B458＋ 21：26．0� 44．2�
12  スマートグランダム 牝3栗 54 江田 照男大川 徹氏 加藤 征弘 加 Josham Farms

Limited 518＋ 61：26．21� 65．9�
816 スマートアムール 牝5栗 55 武士沢友治大川 徹氏 粕谷 昌央 浦河 杵臼牧場 468＋ 41：26．3クビ 138．2�
36 クラウンヴォルカン 牡6青 57 嘉藤 貴行矢野 恭裕氏 松永 康利 日高 クラウン日高牧場 B520－ 81：26．72� 271．8�
24 	 ヒ ロ ミ 牡4黒鹿57 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 米
Windwoods Farm
& Phoenix Farm &
Racing, LLC

496＋ 1 〃 ハナ 13．5�
612 シゲルアコヤガイ 牝3芦 54

53 ☆川又 賢治森中 蕃氏 水野 貴広 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 430＋ 81：28．08 250．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，401，000円 複勝： 47，035，500円 枠連： 21，154，300円
馬連： 82，299，200円 馬単： 35，681，600円 ワイド： 56，852，800円
3連複： 106，536，000円 3連単： 122，393，800円 計： 505，354，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 260円 � 500円 枠 連（4－7） 740円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，470円 �� 2，840円

3 連 複 ��� 8，530円 3 連 単 ��� 25，520円

票 数

単勝票数 計 334010 的中 � 114280（1番人気）
複勝票数 計 470355 的中 � 116389（1番人気）� 41475（4番人気）� 18601（9番人気）
枠連票数 計 211543 的中 （4－7） 22017（2番人気）
馬連票数 計 822992 的中 �� 54377（4番人気）
馬単票数 計 356816 的中 �� 18645（3番人気）
ワイド票数 計 568528 的中 �� 34204（3番人気）�� 9601（17番人気）�� 4849（31番人気）
3連複票数 計1065360 的中 ��� 9360（27番人気）
3連単票数 計1223938 的中 ��� 3476（73番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―35．9―48．2―1：00．5―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラディアント �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 Big Brown デビュー 2019．3．17 中京12着

2016．4．11生 牡3鹿 母 グランソルシエール 母母 Subtle Aly 7戦2勝 賞金 21，500，000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。
（非当選馬） 1頭 プリンセスヨウク号



3004511月10日 晴 良 （1東京5） 第4日 第9競走 ��
��1，800�t v k 賞

発走14時15分 （芝・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

tvk賞（1着）
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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

78 レッドサイオン 牡3鹿 55 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 462－ 81：47．6 4．1�
89 ロフティフレーズ 牝4黒鹿55 武藤 雅水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 468－ 4 〃 クビ 8．0�
810 ステイオンザトップ 牡5栗 57 石橋 脩 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 470－ 41：47．7� 2．1�
77 サトノルーラー 	5黒鹿57 横山 典弘里見 治紀氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 504－ 81：47．8
 6．7�
44 トミケンボハテル 牡5芦 57 吉田 豊冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 藤本ファーム B492＋ 81：47．9クビ 17．8	
33 ディアシューター 牡5黒鹿57 三浦 皇成ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 中島牧場 498＋10 〃 クビ 17．4

66 トゥーフラッシー 牝3鹿 53 石川裕紀人西森 功氏 高市 圭二 新ひだか グローリーファーム 462± 01：48．11 17．4�
11 メイショウイサナ 牡4栗 57 柴田 大知松本 好雄氏 南井 克巳 安平 �橋本牧場 518＋ 4 〃 ハナ 11．5�
55 ジュニエーブル 牡5鹿 57 山田 敬士柴田 洋一氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 452＋ 41：48．31� 164．2
22 スワンボート 牡9鹿 57 大庭 和弥田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 オンワード牧場 480± 01：49．15 262．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 40，517，200円 複勝： 52，733，600円 枠連： 19，517，700円
馬連： 84，462，800円 馬単： 44，428，800円 ワイド： 51，034，800円
3連複： 104，998，900円 3連単： 192，016，700円 計： 589，710，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 130円 � 170円 � 110円 枠 連（7－8） 200円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 400円 �� 190円 �� 270円

3 連 複 ��� 700円 3 連 単 ��� 5，180円

票 数

単勝票数 計 405172 的中 � 77904（2番人気）
複勝票数 計 527336 的中 � 97977（2番人気）� 51512（3番人気）� 184720（1番人気）
枠連票数 計 195177 的中 （7－8） 72127（1番人気）
馬連票数 計 844628 的中 �� 56511（4番人気）
馬単票数 計 444288 的中 �� 15878（5番人気）
ワイド票数 計 510348 的中 �� 28035（4番人気）�� 81117（1番人気）�� 45585（2番人気）
3連複票数 計1049989 的中 ��� 112436（1番人気）
3連単票数 計1920167 的中 ��� 26846（11番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―12．0―12．5―12．3―12．0―11．2―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―36．8―49．3―1：01．6―1：13．6―1：24．8―1：36．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．0―3F34．0

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

勝馬の
紹 介

レッドサイオン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．2．11 東京3着

2016．4．17生 牡3鹿 母 レッドベルフィーユ 母母 マ ン ダ ラ ラ 6戦3勝 賞金 32，059，000円

3004611月10日 晴 良 （1東京5） 第4日 第10競走 ��
��1，400�

お く た ま

奥多摩ステークス
発走14時50分 （芝・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；負担重量は，3歳56�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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

711 ライラックカラー 牡4黒鹿57 木幡 育也山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 462＋ 21：21．4 26．7�
813 メモリーコロネット 牝4黒鹿55 蛯名 正義�シンザンクラブ 大久保龍志 日高 下河辺牧場 452± 01：21．61� 5．0�
33 ジョーアラビカ 牡5芦 57 田中 勝春上田けい子氏 清水 久詞 浦河 杵臼斉藤牧場 498－ 2 〃 ハナ 17．3�
712 ミュージアムヒル 牝4鹿 55 北村 宏司吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B472－ 2 〃 クビ 29．9�
58 レ ノ ー ア 牝3栗 54 石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 412± 01：21．7クビ 9．3�
22 アンリミット 牝4青鹿55 城戸 義政前原 敏行氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 486－ 4 〃 クビ 12．2	
45 ナランフレグ 牡3栗 56 野中悠太郎西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 474＋ 61：21．8	 17．8

46 ルガールカルム 牝3鹿 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 470＋ 4 〃 クビ 3．3�
11 ミ リ ッ サ 牝5栗 55 武藤 雅 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 432± 01：21．9
 18．9
69 アバルラータ 牝5鹿 55 秋山真一郎安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 448－14 〃 クビ 22．2�
57 デスティニーソング 牝5鹿 55 柴田 大知 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 462－ 61：22．11� 90．7�
34 アダムバローズ 牡5黒鹿57 大野 拓弥猪熊 広次氏 角田 晃一 新ひだか 服部 健太郎 508＋ 41：22．31 12．0�
814 ボーダーオブライフ 牡5鹿 57 横山 典弘�レッドマジック金成 貴史 千歳 社台ファーム 488± 01：22．62 47．8�
610 ウィンドライジズ 牡5鹿 57 石橋 脩平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 466－ 2 〃 クビ 5．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 54，813，200円 複勝： 80，916，700円 枠連： 30，894，300円
馬連： 145，782，700円 馬単： 54，275，700円 ワイド： 92，544，400円
3連複： 205，998，400円 3連単： 233，668，800円 計： 898，894，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，670円 複 勝 � 560円 � 220円 � 450円 枠 連（7－8） 2，610円

馬 連 �� 5，460円 馬 単 �� 14，970円

ワ イ ド �� 1，990円 �� 5，500円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 37，930円 3 連 単 ��� 303，050円

票 数

単勝票数 計 548132 的中 � 16378（11番人気）
複勝票数 計 809167 的中 � 33933（9番人気）� 114619（2番人気）� 43865（7番人気）
枠連票数 計 308943 的中 （7－8） 9150（14番人気）
馬連票数 計1457827 的中 �� 20676（21番人気）
馬単票数 計 542757 的中 �� 2718（65番人気）
ワイド票数 計 925444 的中 �� 12035（27番人気）�� 4248（64番人気）�� 16520（14番人気）
3連複票数 計2059984 的中 ��� 4073（136番人気）
3連単票数 計2336688 的中 ��� 559（965番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．7―36．6―48．3―59．2―1：10．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．8―3F33．1
3 2，13（1，10）8（3，4，11）（7，6，5，12）9－14 4 ・（2，13）10（1，8）（4，11）3（6，12）7（9，5）－14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ライラックカラー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2018．2．18 東京1着

2015．2．23生 牡4黒鹿 母 ルルパンブルー 母母 ガトーショコラ 12戦4勝 賞金 62，404，000円
〔その他〕 ウィンドライジズ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ウィンドライジズ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和元年12月10日まで出走できない。

１レース目



3004711月10日 晴 良 （1東京5） 第4日 第11競走 ��
��1，400�オ ー ロ カ ッ プ（Ｌ）

発走15時30分 （芝・左）
3歳以上，30．11．10以降1．11．3まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

岩手県競馬組合管理者賞（1着）
賞 品

本 賞 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

35 テトラドラクマ 牝4鹿 54 北村 宏司吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 476＋101：20．1 21．5�
816 プールヴィル 牝3鹿 53 秋山真一郎吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 422＋ 4 〃 クビ 6．1�
59 ジ ョ イ フ ル 牡5鹿 54 川又 賢治ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B494－121：20．31� 10．3�
612 トウショウドラフタ 牡6栗 54 岩部 純二トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B490＋ 8 〃 クビ 124．3�
714 エイシンティンクル 牝6芦 53 横山 典弘�栄進堂 上村 洋行 新ひだか 木田牧場 486－ 6 〃 ハナ 8．3�
36 フロンティア 牡4栗 55 大野 拓弥 	サンデーレーシング 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 4 〃 ハナ 30．9

713 ダイメイフジ 牡5鹿 56 武士沢友治宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 508－161：20．4クビ 35．6�
715 エントシャイデン 牡4芦 54 三浦 皇成前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474± 0 〃 ハナ 6．1�
611 ムーンクエイク �6栗 57 木幡 育也 	キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B500－ 21：20．5	 20．0
818 トミケンキルカス 牡7栗 54 柴田 大知冨樫 賢二氏 大和田 成 新ひだか 飯岡牧場 B516± 01：20．6クビ 62．0�
23 トウショウピスト 牡7鹿 54 江田 照男トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B486＋ 81：20．7	 143．5�
817 メイケイダイハード 牡4鹿 53 
島 克駿名古屋競馬� 中竹 和也 浦河 浦河小林牧場 528－ 8 〃 ハナ 36．9�
48 ラヴィングアンサー 牡5鹿 54 石橋 脩江口雄一郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 492－101：20．8クビ 6．3�
47 ショウナンライズ 牡6栗 56 吉田 豊国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 464± 01：20．9	 23．4�
11 ウインファビラス 牝6芦 51 武藤 雅�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 478＋ 61：21．21	 54．1�
510 ツーエムマイスター 牡7黒鹿53 野中悠太郎水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 458＋ 2 〃 クビ 46．1�
12 ウインストラグル 牡5黒鹿53 原田 和真�ウイン 加用 正 浦河 大柳ファーム 482＋ 21：21．73 134．2�
24 トゥザクラウン 牡5鹿 55 石川裕紀人 	キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B520－ 81：21．8� 4．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 70，479，800円 複勝： 90，057，600円 枠連： 61，607，300円
馬連： 259，748，200円 馬単： 90，525，600円 ワイド： 135，546，600円
3連複： 385，023，700円 3連単： 444，857，600円 計： 1，537，846，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，150円 複 勝 � 480円 � 240円 � 310円 枠 連（3－8） 2，990円

馬 連 �� 6，550円 馬 単 �� 17，280円

ワ イ ド �� 2，340円 �� 2，770円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 21，170円 3 連 単 ��� 165，730円

票 数

単勝票数 計 704798 的中 � 26105（8番人気）
複勝票数 計 900576 的中 � 43794（7番人気）� 107195（2番人気）� 76986（6番人気）
枠連票数 計 616073 的中 （3－8） 15929（15番人気）
馬連票数 計2597482 的中 �� 30687（22番人気）
馬単票数 計 905256 的中 �� 3927（60番人気）
ワイド票数 計1355466 的中 �� 14796（24番人気）�� 12415（29番人気）�� 31899（11番人気）
3連複票数 計3850237 的中 ��� 13639（65番人気）
3連単票数 計4448576 的中 ��� 1946（526番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．4―45．6―56．8―1：08．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．5
3 10，4（3，8，18）（2，7，13，16）17，14（1，5）11－（9，12）－15－6 4 ・（10，4）18（3，8）（7，16）（13，14，17）（2，5）（1，11）（9，12）15－6

勝馬の
紹 介

テトラドラクマ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2017．7．22 福島9着

2015．2．16生 牝4鹿 母 リビングプルーフ 母母 プルーフオブラヴ 11戦3勝 賞金 70，480，000円

3004811月10日 晴 良 （1東京5） 第4日 第12競走 ��1，600�3歳以上2勝クラス
発走16時05分 （ダート・左）（1000万円以下）

負担重量は，3歳56�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

11 バンブトンハート 牝3青鹿54 田中 勝春樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 500± 01：36．6 14．8�
24 セイヴァリアント 牡3黒鹿56 吉田 豊金田 成基氏 中川 公成 日高 本間牧場 490＋ 21：36．7� 17．2�
59 カフジストーム 牡3鹿 56 大野 拓弥加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 490＋ 4 〃 ハナ 10．4�
510 フラワーストリーム �4鹿 57

56 ☆野中悠太郎花村 誠氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B468＋ 61：36．8� 18．9�
35 グ ラ ン サ ム �4栗 57 北村 宏司 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B464－ 21：37．11� 39．3�
12 サンチェサピーク 牡5黒鹿57 三浦 皇成 	加藤ステーブル 加藤 征弘 新冠 芳住 鉄兵 526－ 8 〃 クビ 7．5

714 マサキノテソーロ 牡5栗 57 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス	 高木 登 新冠 山岡牧場 518－12 〃 ハナ 44．5�
612 ミッキーボニータ �4鹿 57 横山 典弘野田みづき氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 454－ 41：37．31� 22．6�
816 キョウエイソフィア 牝4鹿 55

52 ▲山田 敬士田中 晴夫氏 萱野 浩二 新ひだか 藤沢牧場 454－ 4 〃 ハナ 132．3
611 ヨ ン ク 牡3鹿 56

55 ☆武藤 雅古川 智洋氏 小笠 倫弘 浦河 高昭牧場 490＋ 21：37．4クビ 5．2�
47 ペイシャボム 牡5鹿 57

56 ☆川又 賢治北所 直人氏 本間 忍 日高 日高大洋牧場 476－ 21：37．61� 23．8�
36 デッドアヘッド 牡3鹿 56 杉原 誠人 �社台レースホース藤沢 和雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B474－ 4 〃 アタマ 3．2�
23 タイトロープウィン 牝3栗 54

52 △木幡 育也浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 428－ 41：38．13 105．3�
815	 トキメキジュピター 牡4黒鹿57 大庭 和弥杉浦 和也氏 浅野洋一郎 浦河 室田 千秋 500＋131：39．16 353．2�
713 ライオネルカズマ 牡5鹿 57 石橋 脩合同会社雅苑興業 安田 隆行 新ひだか 木村 秀則 B520＋ 21：39．31 5．7�
48 メ ヌ エ ッ ト 牝5芦 55 石川裕紀人 	ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 462－18 〃 クビ 57．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 68，842，300円 複勝： 96，452，700円 枠連： 43，894，100円
馬連： 169，376，400円 馬単： 65，217，600円 ワイド： 113，046，500円
3連複： 253，138，800円 3連単： 302，590，800円 計： 1，112，559，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，480円 複 勝 � 380円 � 440円 � 350円 枠 連（1－2） 2，270円

馬 連 �� 6，730円 馬 単 �� 14，950円

ワ イ ド �� 2，360円 �� 2，140円 �� 2，070円

3 連 複 ��� 21，920円 3 連 単 ��� 123，730円

票 数

単勝票数 計 688423 的中 � 37197（6番人気）
複勝票数 計 964527 的中 � 66047（6番人気）� 56288（7番人気）� 75192（5番人気）
枠連票数 計 438941 的中 （1－2） 14981（11番人気）
馬連票数 計1693764 的中 �� 19480（27番人気）
馬単票数 計 652176 的中 �� 3270（59番人気）
ワイド票数 計1130465 的中 �� 12329（29番人気）�� 13647（25番人気）�� 14096（24番人気）
3連複票数 計2531388 的中 ��� 8658（76番人気）
3連単票数 計3025908 的中 ��� 1773（419番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．3―35．5―47．7―59．7―1：11．6―1：24．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バンブトンハート �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ナリタトップロード デビュー 2018．7．14 福島5着

2016．2．18生 牝3青鹿 母 ニースセブンティン 母母 バンブトンニース 11戦3勝 賞金 33，750，000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 オールウェイズゼア号

４レース目



（1東京5）第4日 11月10日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 163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

225，320，000円
2，590，000円
27，920，000円
1，380，000円
24，830，000円
69，955，500円
4，238，000円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
477，283，100円
696，901，900円
266，856，200円
1，109，786，000円
484，663，400円
711，698，400円
1，559，890，600円
2，017，750，700円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，324，830，300円

総入場人員 36，261名 （有料入場人員 33，573名）
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