
2706110月25日 晴 良 （2東京4） 第6日 第1競走 ��1，600�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 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：36．2
1：36．2

不良
不良

68 ノームストリーム 牡2鹿 55 田辺 裕信水上ふじ子氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 484－ 61：39．4 3．7�
44 ショウナンアストラ 牡2黒鹿 55

54 ☆木幡 育也国本 哲秀氏 矢野 英一 むかわ 上水牧場 466＋ 61：39．5クビ 14．0�
33 ビーマイセルフ 牝2青鹿54 嶋田 純次�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 ミルファーム 436－ 2 〃 アタマ 31．2�
56 サムライスピアー 牡2栗 55 柴田 善臣玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 絵笛牧場 444＋ 41：39．6� 19．4�
711 テイルウインド 牡2青鹿55 武藤 雅高橋 文男氏 武藤 善則 日高 門別 敏朗 486＋121：39．81� 5．1�
57 ミエノハヤブサ 牡2鹿 55 岩田 望来里見美惠子氏 田中 博康 新ひだか グランド牧場 458－ 61：40．33 2．8	
22 シゲルブイン 牡2鹿 55

52 ▲原 優介森中 蕃氏 深山 雅史 日高 シンボリ牧場 454＋ 21：40．4� 289．5

11 ゴールドブリーズ 牡2鹿 55 武士沢友治居城 寿与氏 深山 雅史 新冠 北勝ファーム 480＋ 21：40．72 10．4�
45 カ キ エ モ ン 牡2鹿 55 黛 弘人�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 446－ 21：40．8クビ 136．2�
710 ブラウンザウバー 牡2栗 55 野中悠太郎キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 金石牧場 462－ 2 〃 クビ 293．1
69 モンサンレックス 牡2栗 55 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 486－ 21：41．11� 9．1�
812 トペコンヒーロ 牡2栗 55 柴田 大知細川智恵子氏 勢司 和浩 新ひだか 藤巻 則弘 478＋ 21：41．52 122．7�
813 スマーティキャット 牡2鹿 55 木幡 初也﨏 文彦氏 小桧山 悟 青森 風ノ丘ファーム 444± 01：41．6� 385．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，834，300円 複勝： 37，831，900円 枠連： 8，258，100円
馬連： 53，163，700円 馬単： 23，722，600円 ワイド： 41，848，700円
3連複： 78，691，800円 3連単： 91，189，700円 計： 365，540，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 190円 � 500円 � 510円 枠 連（4－6） 2，260円

馬 連 �� 3，350円 馬 単 �� 4，670円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 1，830円 �� 4，340円

3 連 複 ��� 22，500円 3 連 単 ��� 104，270円

票 数

単勝票数 計 308343 的中 � 68604（2番人気）
複勝票数 計 378319 的中 � 63208（2番人気）� 17665（7番人気）� 17323（8番人気）
枠連票数 計 82581 的中 （4－6） 2826（10番人気）
馬連票数 計 531637 的中 �� 12277（14番人気）
馬単票数 計 237226 的中 �� 3808（21番人気）
ワイド票数 計 418487 的中 �� 9906（15番人気）�� 5876（22番人気）�� 2424（32番人気）
3連複票数 計 786918 的中 ��� 2623（57番人気）
3連単票数 計 911897 的中 ��� 634（274番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―36．1―48．7―1：01．5―1：14．0―1：26．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノームストリーム �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 Kingmambo デビュー 2020．8．22 新潟8着

2018．5．13生 牡2鹿 母 ゴールドレリック 母母 Gold Bust 2戦1勝 賞金 5，100，000円

2706210月25日 晴 良 （2東京4） 第6日 第2競走 ��
��2，000�2歳未勝利

発走10時25分 （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：59．5
1：58．9

良
良

11 ワンデイモア 牡2黒鹿55 田辺 裕信江馬 由将氏 国枝 栄 洞�湖 レイクヴィラファーム 518± 02：04．1 7．1�
77 モンテディオ 牡2鹿 55 藤岡 康太毛利 元昭氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 478± 0 〃 クビ 2．0�
88 アイリッシュムーン 牝2栗 54 大野 拓弥�須野牧場 武井 亮 新冠 ハシモトフアーム 464＋ 42：04．73� 3．6�
33 セイハロートゥユー 牡2黒鹿55 木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 千歳 社台ファーム B492＋ 22：05．02 46．6�
66 シバノトロフェオ 牡2黒鹿55 田中 勝春柴 一男氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ

ファーム 484＋ 82：05．1� 14．3�
55 マイネルグロン 牡2青鹿55 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 482－ 42：05．3	 7．8

22 メイレンシュタイン 牡2栗 55 北村 宏司 �キャロットファーム 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446＋ 82：05．51� 25．1�
44 ジョブックルーチェ 牝2黒鹿 54

51 ▲原 優介	萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 458－ 22：05．82 64．9
（8頭）

売 得 金
単勝： 39，282，200円 複勝： 65，637，700円 枠連： 発売なし
馬連： 52，149，800円 馬単： 30，007，700円 ワイド： 36，635，100円
3連複： 62，900，100円 3連単： 134，347，000円 計： 420，959，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 150円 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 280円 �� 310円 �� 140円

3 連 複 ��� 540円 3 連 単 ��� 3，980円

票 数

単勝票数 計 392822 的中 � 46310（3番人気）
複勝票数 計 656377 的中 � 41783（4番人気）� 384233（1番人気）� 114210（2番人気）
馬連票数 計 521498 的中 �� 59810（2番人気）
馬単票数 計 300077 的中 �� 13541（5番人気）
ワイド票数 計 366351 的中 �� 27522（4番人気）�� 24731（5番人気）�� 88927（1番人気）
3連複票数 計 629001 的中 ��� 86774（2番人気）
3連単票数 計1343470 的中 ��� 24427（10番人気）

ハロンタイム 13．6―12．4―12．5―12．7―13．2―12．9―12．5―11．3―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．6―26．0―38．5―51．2―1：04．4―1：17．3―1：29．8―1：41．1―1：52．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワンデイモア �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2020．8．1 新潟8着

2018．3．25生 牡2黒鹿 母 メジロバーミューズ 母母 メジロエバート 2戦1勝 賞金 5，100，000円

第４回 東京競馬 第６日
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



2706310月25日 晴 良 （2東京4） 第6日 第3競走 ��
��1，300�2歳新馬

発走10時55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
1：17．4
1：17．4

良
良

815 セルフメイド 牡2栗 55 木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 赤田牧場 478 ―1：19．8 20．5�
23 フロストエッジ 牝2栗 54 石橋 脩�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 494 ―1：19．9� 7．0�
713 ショウナンナビ 牝2栗 54 北村 宏司国本 哲秀氏 大竹 正博 日高 天羽牧場 510 ―1：20．22 4．9�
714 コモレビキラリ 牝2青鹿54 野中悠太郎亀岡 和彦氏 根本 康広 千歳 社台ファーム 444 ―1：20．3クビ 7．4�
59 キ ミ ワ テ ル 牡2栗 55 武藤 雅浦邊 輝實氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 486 ―1：20．4� 8．7�
611 カツノサンキュウ 牡2鹿 55 岩部 純二聖心台牧場� 萱野 浩二 新ひだか 聖心台牧場 458 ―1：20．5� 5．6	
11 ニ シ ノ ミ ウ 牝2鹿 54 松岡 正海西山 茂行氏 中舘 英二 日高 道見牧場 468 ―1：21．13� 46．9

12 バードハズフロウン 牝2鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 藤沢牧場 414 ―1：21．42 357．6�
816 ミュークルークス 牡2鹿 55 武士沢友治庄司 修二氏 堀井 雅広 新ひだか 片山牧場 444 ― 〃 クビ 124．4�
36 ピーチーライフ 牝2鹿 54 田中 勝春村野 康司氏 田島 俊明 日高 新井 昭二 436 ―1：21．72 52．1
510 ヘ ー ベ ー 牝2鹿 54 木幡 初也大倉 佑介氏 松永 康利 新冠 中本牧場 456 ―1：22．23 161．2�
612 ジュドヴァーグ 牝2栗 54

53 ☆木幡 育也梶本 尚嗣氏 浅見 秀一 浦河 川越ファーム 478 ―1：22．41 5．2�
24 	 モズハッピーロード 牡2鹿 55 藤岡 康太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Pin Oak

Stud, LLC 484 ―1：22．93 10．2�
47 テイエムユメノオー 牡2栗 55 柴田 善臣竹園 正繼氏 加藤 和宏 日高 日高テイエム

牧場株式会社 472 ― 〃 ハナ 87．7�
48 キタノレスリーズ 牝2青鹿54 的場 勇人北所 直人氏 的場 均 新冠 八島 夕起子 428 ―1：23．21� 118．0�
35 カナデルマン 牡2青鹿55 嘉藤 貴行佐山 元章氏 水野 貴広 新ひだか 三木田牧場 462 ― 〃 クビ 224．7�
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売 得 金
単勝： 33，789，500円 複勝： 42，731，900円 枠連： 15，379，500円
馬連： 52，877，100円 馬単： 21，950，000円 ワイド： 46，466，700円
3連複： 81，337，300円 3連単： 77，484，000円 計： 372，016，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，050円 複 勝 � 440円 � 230円 � 190円 枠 連（2－8） 2，860円

馬 連 �� 6，230円 馬 単 �� 14，110円

ワ イ ド �� 1，840円 �� 1，320円 �� 950円

3 連 複 ��� 10，860円 3 連 単 ��� 105，790円

票 数

単勝票数 計 337895 的中 � 13937（8番人気）
複勝票数 計 427319 的中 � 20890（8番人気）� 51115（5番人気）� 66156（1番人気）
枠連票数 計 153795 的中 （2－8） 4164（12番人気）
馬連票数 計 528771 的中 �� 6571（26番人気）
馬単票数 計 219500 的中 �� 1166（51番人気）
ワイド票数 計 464667 的中 �� 6385（26番人気）�� 9024（21番人気）�� 12842（11番人気）
3連複票数 計 813373 的中 ��� 5616（46番人気）
3連単票数 計 774840 的中 ��� 531（323番人気）

ハロンタイム 7．1―10．7―11．1―12．1―12．8―12．3―13．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―17．8―28．9―41．0―53．8―1：06．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．9―3F38．8
3 ・（1，11）9，12（3，15）－14－（2，6）－13（8，16）－4，10＝5＝7 4 ・（1，11）9（3，12）15，14＝6－（2，13）－8－（4，16）－10，5＝7

勝馬の
紹 介

セルフメイド �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2018．4．6生 牡2栗 母 ジョリファム 母母 メジロアニマート 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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）10頭 ヴァンキッシュ号・カード号・クレールプリュネル号・ジェネレイトヒート号・スリーマイトコーズ号・

トミケンストーリア号・ババイェツ号・マーチリリー号・ラストバリオン号・レオンベルガー号

2706410月25日 晴 良 （2東京4） 第6日 第4競走 ��
��1，600�2歳新馬

発走11時25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

36 アルコディオーサ 牝2鹿 54 田辺 裕信 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 470 ―1：38．0 3．5�

35 キ ョ ウ ジ 牡2黒鹿55 藤岡 康太 �Gリビエール・
レーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472 ― 〃 ハナ 3．2�

59 � ドンナセレーノ 牝2鹿 54 石橋 脩原 �子氏 安田 翔伍 英 Hara Reiko
Racing Co. Ltd 408 ― 〃 アタマ 4．8�

612 ヴィスコンティ 牡2鹿 55 武藤 雅加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 桑田牧場 502 ― 〃 クビ 14．2�
815 キュンストラー 牝2芦 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 388 ―1：38．1	 21．8�

611 マ ミ リ ア ス 牡2青鹿55 野中悠太郎広尾レース� 根本 康広 新冠 中山 高鹿康 470 ―1：38．31
 44．7	
714 ホウオウヴォーヌ 牡2栗 55 岩田 望来小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 462 ― 〃 クビ 14．9

47 スノームーン 牝2鹿 54 横山 典弘�NICKS 萩原 清 日高 日高大洋牧場 446 ―1：38．51
 12．7�
817 チキウボウエイグン 牡2黒鹿55 江田 照男三宅 勝俊氏 牧田 和弥 浦河 カナイシスタッド 416 ―1：38．81� 96．1�
24 ドラコテソーロ 牡2芦 55 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 加藤 和宏 浦河 大北牧場 468 ― 〃 クビ 127．0
713 サンデイビス 牡2芦 55 松岡 正海 �加藤ステーブル 小野 次郎 日高 株式会社

ケイズ 498 ―1：39．12 165．0�
23 ノ ア ム サ シ 牡2鹿 55 柴田 善臣佐山 公男氏 大江原 哲 平取 スガタ牧場 476 ―1：39．2クビ 184．2�
816 ウインアガラス 牡2鹿 55 大野 拓弥�ウイン 高木 登 浦河 梅田牧場 448 ―1：39．3	 26．4�
12 リカバリーショット 牡2芦 55 水口 優也吉田 勝利氏 的場 均 浦河 カナイシスタッド 492 ―1：39．83 409．2�
11 シエルグリーン 牡2鹿 55 石川裕紀人斎藤 光政氏 相沢 郁 日高 本間牧場 454 ―1：40．44 32．3�
510 コスモヴィテス 牡2黒鹿55 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 平取 稲原牧場 446 ―1：41．35 459．0�
48 マハーゼディー 牝2鹿 54 的場 勇人成瀬 篤司氏 的場 均 青森 佐々木牧場 448 ― 〃 クビ 260．5�

（17頭）

売 得 金
単勝： 38，286，200円 複勝： 41，370，100円 枠連： 13，931，000円
馬連： 54，679，700円 馬単： 24，152，500円 ワイド： 43，020，400円
3連複： 77，530，500円 3連単： 81，445，900円 計： 374，416，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 130円 � 150円 枠 連（3－3） 610円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 250円 �� 340円 �� 290円

3 連 複 ��� 740円 3 連 単 ��� 3，410円

票 数

単勝票数 計 382862 的中 � 91697（2番人気）
複勝票数 計 413701 的中 � 80243（2番人気）� 85638（1番人気）� 67809（3番人気）
枠連票数 計 139310 的中 （3－3） 17620（2番人気）
馬連票数 計 546797 的中 �� 70010（1番人気）
馬単票数 計 241525 的中 �� 14699（3番人気）
ワイド票数 計 430204 的中 �� 47176（1番人気）�� 30713（3番人気）�� 36926（2番人気）
3連複票数 計 775305 的中 ��� 78152（1番人気）
3連単票数 計 814459 的中 ��� 17292（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．7―37．3―50．2―1：03．1―1：14．6―1：26．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルコディオーサ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2018．2．9生 牝2鹿 母 ナスケンアイリス 母母 オブザーヴァント 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 シエルグリーン号の騎手石川裕紀人は，最後の直線コースでの御法（内柵に接触した）について過怠金30，000円。



2706510月25日 晴 良 （2東京4） 第6日 第5競走 ��
��1，400�2歳1勝クラス

発走12時15分 （500万円以下） （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．8
1：20．3

良
良

56 � リ フ レ イ ム 牝2芦 54 木幡 巧也山口 裕介氏 黒岩 陽一 米 Summer Wind
Equine LLC 496＋ 61：22．6 2．6�

22 ロンギングバース 牡2鹿 55 石橋 脩坂本 浩一氏 竹内 正洋 新冠 細川農場 452＋ 21：23．45 23．4�
11 ショウナンラスボス 牡2栗 55 野中悠太郎国本 哲秀氏 奥村 武 新ひだか タイヘイ牧場 474± 0 〃 ハナ 6．5�
33 ア ヴ ァ ノ ス 牡2鹿 55 田辺 裕信吉田 勝己氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 458＋ 8 〃 クビ 3．4�
79 � ビゾンテノブファロ 牡2鹿 55

52 ▲原 優介ニューマレコード� 小桧山 悟 新ひだか レースホース牧場 472± 0 〃 アタマ 20．2�
710 グレイトミッション 牝2栗 54 大野 拓弥 IHR 菊川 正達 新ひだか 矢野牧場 446＋ 21：23．82	 21．5	
811 テネラメンテ 牝2鹿 54 北村 宏司吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：24．0
 9．6

812 キョウエイロナ 牝2鹿 54 武藤 雅田中 晴夫氏 萱野 浩二 新ひだか 藤沢牧場 422－ 2 〃 クビ 14．5�
68 フレンドパル 牝2鹿 54 江田 照男前田 清二氏 深山 雅史 新ひだか 今 牧場 470－ 41：24．31	 38．7�
55 � ス セ リ ヒ メ 牝2鹿 54 柴田 大知ウィル 河津 裕昭 浦河 大北牧場 444＋ 81：24．4	 371．0

（川崎）

67 アンジュマリッシュ 牝2青 54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 422－ 41：24．61 61．8�
44 � ゴデレッチョ 牡2鹿 55 石川裕紀人伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 530＋201：25．77 509．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 50，681，200円 複勝： 54，383，300円 枠連： 10，837，400円
馬連： 67，948，600円 馬単： 33，309，700円 ワイド： 56，880，600円
3連複： 95，483，900円 3連単： 122，927，800円 計： 492，452，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 340円 � 160円 枠 連（2－5） 3，270円

馬 連 �� 2，860円 馬 単 �� 3，560円

ワ イ ド �� 990円 �� 370円 �� 840円

3 連 複 ��� 3，470円 3 連 単 ��� 14，570円

票 数

単勝票数 計 506812 的中 � 161496（1番人気）
複勝票数 計 543833 的中 � 109754（2番人気）� 30679（6番人気）� 94522（3番人気）
枠連票数 計 108374 的中 （2－5） 2564（14番人気）
馬連票数 計 679486 的中 �� 18358（11番人気）
馬単票数 計 333097 的中 �� 7004（13番人気）
ワイド票数 計 568806 的中 �� 13916（13番人気）�� 43230（3番人気）�� 16626（9番人気）
3連複票数 計 954839 的中 ��� 20633（11番人気）
3連単票数 計1229278 的中 ��� 6116（38番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．7―48．0―59．5―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�リ フ レ イ ム �
�
父 American Pharoah �

�
母父 Tapit デビュー 2020．7．25 新潟1着

2018．2．18生 牝2芦 母 Careless Jewel 母母 Sweet and Careless 2戦2勝 賞金 14，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴデレッチョ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年11月25日まで平地競走

に出走できない。

2706610月25日 晴 良 （2東京4） 第6日 第6競走 ��
��1，600�3歳以上1勝クラス

発走12時45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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

68 ストラテジーマップ 牡3鹿 55 横山 典弘 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 490－ 41：37．8 1．6�
11 アンブローニュ 牡3鹿 55 北村 宏司 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 488＋101：37．9� 7．0�
69 ジョイナイト 牡4鹿 57 横山 和生西村 亮二氏 武市 康男 日高 下河辺牧場 518＋ 21：38．21	 268．7�
33 ジェイエルフラッグ 牝4青鹿55 木幡 巧也橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 448± 01：38．3� 250．2�
57 トランスポーター 牡4芦 57 岩田 望来安原 浩司氏 戸田 博文 日高 春木ファーム 504＋ 41：38．4クビ 6．8	
45 リンガスウォリアー 牡3栗 55 石川裕紀人伊藤 巖氏 中舘 英二 日高 ヤナガワ牧場 468± 01：38．5� 11．7

44 ヨクエロマンボ 
7芦 57 柴田 善臣平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 460＋ 21：38．6� 14．6�
710 イサチルダイチ 牡4鹿 57 江田 照男小坂 功氏 竹内 正洋 新冠 八島 夕起子 504＋10 〃 クビ 58．6�
813� グーガルドリームズ 
3黒鹿55 野中悠太郎藤田 在子氏 伊藤 伸一 米 Nagako

Fujita 494＋ 21：38．7クビ 17．3
711 オイシイナア 牝4鹿 55

54 ☆木幡 育也小田切有一氏 本間 忍 新冠 中地 康弘 476＋ 21：39．12� 180．4�
56 ロークアルルージュ 牡4芦 57 松岡 正海尾﨑 恒男氏 手塚 貴久 洞�湖 レイクヴィラファーム B556± 01：39．95 80．1�
812 マイネルレンカ 牡6黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 476＋ 81：40．43 14．3�
22 ローレリスト 牡3鹿 55 大野 拓弥多田 賢司氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 462＋201：41．14 25．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 37，759，600円 複勝： 51，153，500円 枠連： 11，346，800円
馬連： 57，024，300円 馬単： 30，745，600円 ワイド： 50，983，800円
3連複： 84，735，300円 3連単： 124，236，900円 計： 447，985，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 210円 � 1，910円 枠 連（1－6） 780円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 390円 �� 3，190円 �� 11，680円

3 連 複 ��� 28，490円 3 連 単 ��� 60，410円

票 数

単勝票数 計 377596 的中 � 180861（1番人気）
複勝票数 計 511535 的中 � 194830（1番人気）� 50998（3番人気）� 3815（11番人気）
枠連票数 計 113468 的中 （1－6） 11184（4番人気）
馬連票数 計 570243 的中 �� 61854（2番人気）
馬単票数 計 307456 的中 �� 22988（2番人気）
ワイド票数 計 509838 的中 �� 37950（2番人気）�� 3864（31番人気）�� 1039（54番人気）
3連複票数 計 847353 的中 ��� 2230（71番人気）
3連単票数 計1242369 的中 ��� 1491（182番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―36．0―48．0―1：00．2―1：12．4―1：24．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストラテジーマップ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2020．2．9 東京9着

2017．2．16生 牡3鹿 母 スウィフトテンパー 母母 Glasgow’s Gold 3戦2勝 賞金 12，700，000円



2706710月25日 晴 良 （2東京4） 第6日 第7競走 ��1，400�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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

710 スワーヴヨハン 牡3黒鹿55 横山 典弘�NICKS 田中 博康 新ひだか タイヘイ牧場 546－ 41：25．9 5．5�
67 ミツカネプリンス 牡3芦 55 石橋 脩小山田 満氏 鈴木 伸尋 新冠 タニグチ牧場 444－ 21：26．0クビ 6．1�
79 ミッキーチャイルド 牡5鹿 57 武藤 雅野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 490＋ 21：26．1� 4．4�
55 ネオレインボウ �4鹿 57 田辺 裕信西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 484－ 6 〃 ハナ 5．9�
812 ネイビーアッシュ 牝5青鹿 55

54 ☆木幡 育也吉田 勝己氏 伊坂 重信 安平 ノーザンファーム 492＋ 21：26．2� 8．1�
56 ネオトゥルー 牡3鹿 55 岩田 望来西田 俊二氏 鈴木 伸尋 日高 荒井ファーム 468－ 61：26．3クビ 23．8	
22 	 コスモクウェンチ 牡6鹿 57

54 ▲原 優介Mr．ホース 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 498＋ 5 〃 アタマ 55．4

11 エアダンルース 牡3栗 55 北村 宏司 �ラッキーフィールド大竹 正博 千歳 社台ファーム 508－ 8 〃 クビ 15．7�
68 トーアシオン 牡4栗 57 江田 照男高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 496＋ 41：26．72� 16．7�
811 ディナミーデン 牡5芦 57 大野 拓弥ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 476＋ 81：26．91
 6．9
33 サ ナ チ ャ ン 牝3青鹿53 武士沢友治瀬谷 �雄氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 B434± 01：27．0� 15．5�
44 	 ロワデベット �5栗 57 嶋田 純次ライオンレースホース� 石毛 善彦 浦河 浦河日成牧場 470＋ 61：28．48 209．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 29，566，900円 複勝： 50，651，400円 枠連： 13，197，900円
馬連： 62，671，400円 馬単： 24，920，900円 ワイド： 51，358，000円
3連複： 94，287，500円 3連単： 103，070，000円 計： 429，724，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 250円 � 230円 � 160円 枠 連（6－7） 680円

馬 連 �� 2，920円 馬 単 �� 5，110円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 730円 �� 570円

3 連 複 ��� 4，090円 3 連 単 ��� 24，180円

票 数

単勝票数 計 295669 的中 � 42239（2番人気）
複勝票数 計 506514 的中 � 47842（6番人気）� 52375（5番人気）� 96366（1番人気）
枠連票数 計 131979 的中 （6－7） 14842（3番人気）
馬連票数 計 626714 的中 �� 16608（14番人気）
馬単票数 計 249209 的中 �� 3651（25番人気）
ワイド票数 計 513580 的中 �� 11357（16番人気）�� 18056（8番人気）�� 23765（4番人気）
3連複票数 計 942875 的中 ��� 17263（9番人気）
3連単票数 計1030700 的中 ��� 3090（63番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．4―36．8―49．4―1：01．6―1：13．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スワーヴヨハン �
�
父 エスケンデレヤ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2020．1．11 中山2着

2017．3．26生 牡3黒鹿 母 ラストワルツ 母母 パーフェクトサークル 3戦1勝 賞金 10，000，000円

2706810月25日 晴 良 （2東京4） 第6日 第8競走 ��
��1，600�3歳以上1勝クラス

発走13時45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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

45 モ ー ベ ッ ト 牝3栗 53 北村 宏司 �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 460－ 41：34．2 2．4�
58 ドラウプニル �4鹿 57 石橋 脩吉田 勝己氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 478－ 21：34．41	 65．7�
813 ダイワクンナナ 牝3鹿 53 横山 和生大城 正一氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 490± 01：34．82
 18．4�
34 フィリアーノ 牡4芦 57 藤岡 康太吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 466＋ 61：35．01	 33．3�
46 シングンバズーカ 牡3黒鹿55 柴田 善臣伊坂 重憲氏 伊坂 重信 日高 広富牧場 474＋ 2 〃 クビ 3．6�
814 ネバーゴーンアウト 牡3青鹿55 岩田 望来岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 中田 英樹 482＋ 21：35．21	 63．4	
712� クィーンビー 牝7鹿 55 野中悠太郎�和田牧場 松永 康利 新冠 対馬 正 512＋ 41：35．41
 55．2

711 ハリウッドヒルズ 牡3鹿 55 木幡 巧也ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488－ 6 〃 ハナ 6．4�
22 グレルグリーン 牡4黒鹿57 石川裕紀人斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 456± 01：35．61
 72．5�
57 シャイニーピース 牡6鹿 57

56 ☆木幡 育也小林 昌志氏 田中 剛 平取 雅 牧場 508＋10 〃 ハナ 258．1
11 カガジャスティス 牡3鹿 55 江田 照男香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 土田 和男 526＋181：35．7
 23．7�
610 シ ャ ト ン 牝3黒鹿53 柴田 大知佐久間拓士氏 高橋 文雅 日高 本間牧場 470＋101：35．91 21．1�
33 イ ル ミ ナ ル 牝3鹿 53 大野 拓弥 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 410－ 41：37．07 14．8�
69 エレガントチャーム 牝3鹿 53 横山 典弘�G1レーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 476＋14 （競走中止） 9．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 52，015，600円 複勝： 65，713，000円 枠連： 25，508，100円
馬連： 87，820，900円 馬単： 38，541，100円 ワイド： 71，231，500円
3連複： 125，826，000円 3連単： 152，855，200円 計： 619，511，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 150円 � 830円 � 580円 枠 連（4－5） 4，150円

馬 連 �� 7，780円 馬 単 �� 11，030円

ワ イ ド �� 2，160円 �� 1，370円 �� 6，120円

3 連 複 ��� 37，370円 3 連 単 ��� 161，780円

票 数

単勝票数 計 520156 的中 � 168425（1番人気）
複勝票数 計 657130 的中 � 169351（1番人気）� 15761（10番人気）� 23756（8番人気）
枠連票数 計 255081 的中 （4－5） 4753（8番人気）
馬連票数 計 878209 的中 �� 8738（24番人気）
馬単票数 計 385411 的中 �� 2619（36番人気）
ワイド票数 計 712315 的中 �� 8520（22番人気）�� 13669（14番人気）�� 2937（52番人気）
3連複票数 計1258260 的中 ��� 2525（104番人気）
3連単票数 計1528552 的中 ��� 685（454番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．4―47．2―59．3―1：10．7―1：22．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モ ー ベ ッ ト �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2019．6．2 東京1着

2017．2．7生 牝3栗 母 アイムユアーズ 母母 セシルブルース 6戦2勝 賞金 21，500，000円
〔競走中止〕 エレガントチャーム号は，競走中に疾病〔舌部裂創〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。



2706910月25日 晴 良 （2東京4） 第6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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

55 モンブランテソーロ 牡4鹿 57 大野 拓弥了德寺健二ホール
ディングス� 田中 博康 浦河 市川フアーム 482＋ 41：46．9 3．4�

44 � ブルーエクセレンス 牡4青鹿57 岩田 望来ゴドルフィン 金成 貴史 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 482＋ 21：47．11	 27．6�

88 レオンドーロ 牝4黒鹿55 柴田 大知 �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 B492＋ 81：47．31	 8．3�
66 
 アーチキング �7鹿 57 田辺 裕信 �シルクレーシング 木村 哲也 米 Spendthrift

Farm, LLC 516± 01：47．61� 16．6�
22 サ ペ ラ ヴ ィ 牡3鹿 55 石橋 脩伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 484＋ 41：47．81 10．2	
11 ルプリュフォール �4鹿 57 横山 典弘名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 490＋ 21：48．01	 3．2

77 ミ ト ロ ジ ー 牡4栗 57 藤岡 康太 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 486± 01：48．1クビ 8．0�
33 メリディアンローグ 牡3黒鹿55 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 464± 01：48．31 4．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 50，540，800円 複勝： 66，336，500円 枠連： 発売なし
馬連： 104，027，900円 馬単： 42，059，300円 ワイド： 65，660，400円
3連複： 110，941，000円 3連単： 197，569，400円 計： 637，135，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 640円 � 250円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 4，880円 馬 単 �� 7，420円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 490円 �� 2，530円

3 連 複 ��� 8，000円 3 連 単 ��� 43，240円

票 数

単勝票数 計 505408 的中 � 117290（2番人気）
複勝票数 計 663365 的中 � 144029（1番人気）� 20336（8番人気）� 64688（5番人気）
馬連票数 計1040279 的中 �� 16503（21番人気）
馬単票数 計 420593 的中 �� 4246（37番人気）
ワイド票数 計 656604 的中 �� 10440（21番人気）�� 37033（5番人気）�� 6325（26番人気）
3連複票数 計1109410 的中 ��� 10399（37番人気）
3連単票数 計1975694 的中 ��� 3312（184番人気）

ハロンタイム 13．2―10．8―10．7―10．9―11．4―12．1―12．0―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．0―34．7―45．6―57．0―1：09．1―1：21．1―1：33．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．9―3F37．8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モンブランテソーロ 
�
父 ダノンバラード 

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2019．4．6 中山2着

2016．3．24生 牡4鹿 母 ルヴァンクレール 母母 Loch Clair 10戦3勝 賞金 44，678，000円

2707010月25日 晴 良 （2東京4） 第6日 第10競走 ��
��2，000�

か い じ

甲斐路ステークス
発走14時50分 （芝・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

67 レッドアステル 牝4鹿 55 北村 宏司 �東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 450± 02：00．7 1．9�
11 カ ン ト ル 牡4鹿 57 岩田 望来金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 470－ 82：01．01� 3．2�
22 グレンガリー 	5鹿 57 藤岡 康太吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 440＋ 42：01．1クビ 25．0�
33 リンディーホップ 牝5青鹿55 大野 拓弥 �社台レースホース金成 貴史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 22：01．2
 18．1�
79 � スパイラルダイブ 牡6青鹿57 田辺 裕信�G1レーシング 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 42：01．3� 5．8	
710 ショウナンバビアナ 牝4青鹿55 野中悠太郎国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 478＋102：01．51� 54．1

55 � スリーマキシマム 牡9鹿 57 柴田 善臣永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 498－142：01．6� 102．2�
68 ニューポート 牡4黒鹿57 武藤 雅馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 452－ 22：01．81� 33．6�
44 ハンターバレー 牡4栗 57 木幡 巧也村木 隆氏 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 490－ 2 〃 クビ 80．5
812 マイネルラフレシア 牡7栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 478＋ 42：02．11� 75．2�
56 ロ ジ テ ィ ナ 牡5黒鹿57 石川裕紀人久米田正明氏 新開 幸一 新冠 新冠橋本牧場 536＋102：02．41� 100．7�
811 ミスティックグロウ 	5鹿 57 石橋 脩 �シルクレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 442－14 〃 アタマ 16．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 64，422，700円 複勝： 87，463，200円 枠連： 20，406，600円
馬連： 122，763，000円 馬単： 62，969，800円 ワイド： 85，412，900円
3連複： 174，791，900円 3連単： 292，871，200円 計： 911，101，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 130円 � 350円 枠 連（1－6） 300円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 170円 �� 700円 �� 950円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 4，700円

票 数

単勝票数 計 644227 的中 � 271001（1番人気）
複勝票数 計 874632 的中 � 414529（1番人気）� 138115（2番人気）� 28587（7番人気）
枠連票数 計 204066 的中 （1－6） 52668（1番人気）
馬連票数 計1227630 的中 �� 297894（1番人気）
馬単票数 計 629698 的中 �� 96349（1番人気）
ワイド票数 計 854129 的中 �� 168059（1番人気）�� 26492（8番人気）�� 18846（12番人気）
3連複票数 計1747919 的中 ��� 69986（5番人気）
3連単票数 計2928712 的中 ��� 45126（11番人気）

ハロンタイム 13．1―11．5―11．8―11．9―12．7―12．5―12．1―11．2―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．6―36．4―48．3―1：01．0―1：13．5―1：25．6―1：36．8―1：48．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

レッドアステル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Smart Strike デビュー 2018．12．16 中山1着

2016．2．7生 牝4鹿 母 レッドエルザ 母母 Belva 8戦4勝 賞金 69，679，000円

１レース目



2707110月25日 晴 良 （2東京4） 第6日 第11競走 ��
��2，100�ブラジルカップ（Ｌ）

発走15時30分 （ダート・左）
3歳以上，1．10．19以降2．10．18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

サンパウロジョッキークラブ賞（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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

11 ハ ヤ ヤ ッ コ 牡4白 56 田辺 裕信金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 474＋ 22：08．8 6．0�

44 グレートタイム 牡5黒鹿55 岩田 望来金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム B478－102：09．22 9．1�

79 ロードゴラッソ 牡5青 57 石橋 脩 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 466－ 62：09．41 8．1�
66 ウェルカムゴールド 牡5栗 52 武藤 雅 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 538＋ 82：09．5� 9．3�
55 スワーヴアラミス 牡5鹿 57．5 横山 典弘�NICKS 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 22：09．92� 2．0	
810 カ ナ シ バ リ 牝4鹿 50 江田 照男由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 514－ 2 〃 クビ 24．7

22 マイネルユキツバキ 牡5鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 本間牧場 534－ 22：10．11	 31．2�
78 カ ラ ク プ ア 
7黒鹿54 藤岡 康太�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 パカパカ

ファーム B496＋ 22：10．73� 37．2�
67 � アポロテネシー 牡5鹿 55 北村 宏司アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 米

Ron Kirk, John
Bates & Mi-
chael Riordan

508± 02：11．65 9．8
33 ダイシンインディー 牡4栗 54 吉田 豊大八木信行氏 戸田 博文 新冠 佐藤牧場 550＋12 〃 アタマ 18．3�
811 ケルティックソード 牡7栗 51 石川裕紀人吉田 晴哉氏 新谷 功一 浦河 笠松牧場 492＋ 22：13．6大差 70．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 86，879，500円 複勝： 99，968，700円 枠連： 37，955，400円
馬連： 228，917，100円 馬単： 108，651，900円 ワイド： 148，131，900円
3連複： 364，820，200円 3連単： 568，229，700円 計： 1，643，554，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 220円 � 270円 � 220円 枠 連（1－4） 2，540円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 4，340円

ワ イ ド �� 680円 �� 560円 �� 820円

3 連 複 ��� 4，070円 3 連 単 ��� 22，330円

票 数

単勝票数 計 868795 的中 � 114921（2番人気）
複勝票数 計 999687 的中 � 120194（3番人気）� 90326（6番人気）� 125675（2番人気）
枠連票数 計 379554 的中 （1－4） 11561（11番人気）
馬連票数 計2289171 的中 �� 78264（8番人気）
馬単票数 計1086519 的中 �� 18746（16番人気）
ワイド票数 計1481319 的中 �� 55635（7番人気）�� 69023（6番人気）�� 45197（9番人気）
3連複票数 計3648202 的中 ��� 67087（13番人気）
3連単票数 計5682297 的中 ��� 18447（77番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―12．3―12．4―12．1―12．2―11．9―12．2―12．3―12．6―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．1―30．4―42．8―54．9―1：07．1―1：19．0―1：31．2―1：43．5―1：56．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハ ヤ ヤ ッ コ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．6．24 東京3着

2016．2．10生 牡4白 母 マ シ ュ マ ロ 母母 シラユキヒメ 17戦4勝 賞金 110，925，000円
※ウェルカムゴールド号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2707210月25日 晴 良 （2東京4） 第6日 第12競走 ��
��1，300�3歳以上2勝クラス

発走16時10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
1：16．1
1：16．1

重
重

47 サトノユニゾン �5鹿 57 北村 宏司 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 新ひだか グランド牧場 B508－ 21：17．8 13．6�
510 マローネメタリコ 牝5栗 55 岩田 望来柏瀬金之介氏 萩原 清 新ひだか ウエスタンファーム 520＋ 4 〃 クビ 34．6�
714	 カ ミ ノ コ 牡5青鹿57 田中 勝春門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-

ter Farm 474± 01：18．12 3．6�
24 オレノマニラ 牡5栗 57 柴田 善臣諸岡 慶氏 土田 稔 日高 北田 剛 438＋ 4 〃 ハナ 116．5�
816 スーパーアキラ 牡5栗 57 江田 照男井山 登氏 矢野 英一 浦河 山下 恭茂 B522－ 41：18．2
 5．0�
12 ナイスプリンセス 牝4鹿 55 吉田 豊田畑 利彦氏 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 470＋12 〃 ハナ 56．5	
612 プ タ ハ 牡5鹿 57 木幡 巧也髙瀬 真尚氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B524± 0 〃 ハナ 22．5

815 モリトユウブ 牡5鹿 57

54 ▲原 優介吉川 朋宏氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 500－ 21：18．4� 14．9�
35 � マリノエクスプレス 牝5黒鹿55 武藤 雅矢野 雅子氏 古賀 史生 日高 クラウン日高牧場 460＋ 81：18．61 30．0�
59 ゴールドパッキャオ 牡5栗 57 横山 和生増田 和啓氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 474－101：18．7
 22．9
11 コスモビスティー 牡5鹿 57 柴田 大知岡田 繁幸氏 松山 将樹 浦河 伏木田牧場 488＋ 41：18．91
 39．8�
611	 ス イ 牝3鹿 53 石橋 脩吉田 和美氏 戸田 博文 米

Machmer Hall,
Carrie Brogden
& Craig Brogden

488－ 41：19．43 4．2�
713 クリノレオノール 牝6鹿 55 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 日高 日西牧場 478＋ 4 〃 アタマ 364．3�
23 ク ー リ ュ 牝6鹿 55

54 ☆木幡 育也ライオンレースホース� 石毛 善彦 日高 Shall Farm 454－161：19．5� 47．8�
36 	 レヴァンテライオン �6黒鹿57 野中悠太郎ライオンレースホース� 加藤士津八 米

Hargus Sexton, Sandra
Sexton, Tom Bozarth &
Silver Fern Farm LLC

506＋121：19．6クビ 65．7�
48 グッドヒューマー 牡6栗 57 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 武田牧場 498－ 21：19．91� 6．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 65，491，400円 複勝： 92，267，700円 枠連： 37，948，600円
馬連： 166，772，100円 馬単： 64，236，700円 ワイド： 126，285，800円
3連複： 271，863，500円 3連単： 326，925，600円 計： 1，151，791，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 330円 � 770円 � 160円 枠 連（4－5） 2，850円

馬 連 �� 23，890円 馬 単 �� 39，810円

ワ イ ド �� 5，830円 �� 980円 �� 2，310円

3 連 複 ��� 22，150円 3 連 単 ��� 207，000円

票 数

単勝票数 計 654914 的中 � 38264（5番人気）
複勝票数 計 922677 的中 � 66913（5番人気）� 24573（11番人気）� 195104（1番人気）
枠連票数 計 379486 的中 （4－5） 10289（9番人気）
馬連票数 計1667721 的中 �� 5409（56番人気）
馬単票数 計 642367 的中 �� 1210（102番人気）
ワイド票数 計1262858 的中 �� 5424（55番人気）�� 34553（8番人気）�� 13984（24番人気）
3連複票数 計2718635 的中 ��� 9202（68番人気）
3連単票数 計3269256 的中 ��� 1145（600番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．2―18．2―29．4―41．3―53．1―1：05．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノユニゾン �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2018．2．25 中山3着

2015．4．2生 �5鹿 母 ハ ニ ー パ イ 母母 チャームカーニバル 21戦3勝 賞金 46，350，000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 アポロチーター号・タイキメサイア号

４レース目



（2東京4）第6日 10月25日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 152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

231，090，000円
8，570，000円
30，750，000円
1，010，000円
26，690，000円
65，729，000円
4，180，000円
1，459，200円

勝馬投票券売得金
579，549，900円
755，508，900円
194，769，400円
1，110，815，600円
505，267，800円
823，915，800円
1，623，209，000円
2，273，152，400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 7，866，188，800円

総入場人員 967名 （有料入場人員 813名）
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