
2700110月9日 曇 良 （3東京4） 第1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 5，100，000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
1：23．1
1：23．0

重
重

46 ベアグッジョブ 牡2鹿 55 木幡 巧也熊木 浩氏 杉浦 宏昭 平取 中川 隆 484＋ 41：27．2 6．0�
45 ナカガワフェイス 牝2青鹿54 内田 博幸 STレーシング 上原 博之 新ひだか 筒井 征文 486＋101：27．3� 19．0�
69 ビレッジシングル 牡2鹿 55 丸山 元気村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 元道牧場 466＋161：27．4クビ 13．7�
22 ミヤビクライ 牡2鹿 55 吉田 豊村上 義勝氏 小島 茂之 新ひだか 静内白井牧場 476＋10 〃 クビ 5．3�
57 アポロプラネット 牡2青鹿55 田辺 裕信アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 480＋ 81：27．71� 5．5�
33 キタノドーベル 牝2黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵北所 直人氏 深山 雅史 日高 戸川牧場 446－ 21：28．44 84．8�
58 プロバブルチェンジ 牝2栗 54 菅原 明良小田 吉男氏 武井 亮 平取 川向高橋育

成牧場 B442＋121：28．71� 176．3	
814 ライドアクロス 牝2鹿 54 武士沢友治飯田総一郎氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 498＋ 41：28．8� 58．3

11 チ ア ア ッ プ 牝2栗 54 柴田 大知 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 496－ 21：29．01� 100．0�
711 シカゴフットワーク 牡2鹿 55 戸崎 圭太鈴木 剛史氏 田中 博康 日高 下河辺牧場 510＋101：29．1クビ 2．7
610 ミュージアムピース 牡2鹿 55 黛 弘人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 440＋ 21：29．31� 34．3�
813 ハ ロ サ ン 牡2鹿 55 江田 照男乙訓 史樹氏 本間 忍 平取 清水牧場 462± 01：29．83 249．9�
712 ア ム ル ム 牝2黒鹿54 M．デムーロ�G1レーシング 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 444－ 41：29．9クビ 12．8�
34 ライヴアクアマリン 牡2鹿 55 石川裕紀人澤田 孝之氏 池上 昌和 新ひだか 藤沢牧場 518＋ 41：30．75 162．0�
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売 得 金
単勝： 37，574，400円 複勝： 54，905，800円 枠連： 12，446，200円
馬連： 57，769，700円 馬単： 27，408，800円 ワイド： 54，738，000円
3連複： 90，306，400円 3連単： 97，970，800円 計： 433，120，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 230円 � 450円 � 400円 枠 連（4－4） 3，700円

馬 連 �� 3，550円 馬 単 �� 5，090円

ワ イ ド �� 970円 �� 1，100円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 11，340円 3 連 単 ��� 56，500円

票 数

単勝票数 計 375744 的中 � 51987（4番人気）
複勝票数 計 549058 的中 � 72469（3番人気）� 29298（6番人気）� 34360（5番人気）
枠連票数 計 124462 的中 （4－4） 2604（12番人気）
馬連票数 計 577697 的中 �� 12594（13番人気）
馬単票数 計 274088 的中 �� 4037（20番人気）
ワイド票数 計 547380 的中 �� 14801（11番人気）�� 12871（12番人気）�� 7763（22番人気）
3連複票数 計 903064 的中 ��� 5971（37番人気）
3連単票数 計 979708 的中 ��� 1257（188番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．9―48．8―1：01．3―1：13．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．3―3F38．4
3 5，6（1，9）（2，8，12）（4，3）（10，11）7，14，13 4 ・（5，6）（1，9）（2，8，12）4（3，10，11）（7，14）13
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ベアグッジョブ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2021．6．5 東京4着

2019．4．18生 牡2鹿 母 ナイキトライアンフ 母母 ウィンヒストリー 6戦1勝 賞金 8，800，000円
〔制裁〕 ライヴアクアマリン号の騎手石川裕紀人は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。

2700210月9日 曇 良 （3東京4） 第1日 第2競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時45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
1：44．5
1：44．5

良
良

55 スターズオンアース 牝2黒鹿54 石橋 脩 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 462－ 21：47．3 2．6�
44 ユイノゴトク 牡2青鹿55 丸山 元気由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 458＋ 61：47．62 13．7�
79 シャノワール 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 小手川 準 新冠 ビッグレッドファーム 410－ 6 〃 ハナ 93．6�
11 エンギダルマ 牡2鹿 55 横山 武史星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 494± 01：47．81 5．8�
33 エールトゥヘヴン 牡2鹿 55 福永 祐一 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 日高 オリオンファーム 458－ 4 〃 アタマ 15．3	
22 キセキノエンジェル 牝2黒鹿54 柴田 善臣川島 与市氏 石毛 善彦 新ひだか 飛野牧場 460＋ 81：47．9� 26．5

812 レディナビゲーター 牝2芦 54 C．ルメール 吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 484＋ 2 〃 ハナ 3．0�
811 メンアットワーク 牡2青鹿55 菅原 明良千明牧場 斎藤 誠 日高 千明牧場 444＋ 21：48．43 19．5�
67 シ ャ ン ダ ス 牡2栗 55 田辺 裕信西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 オカモトファーム 464＋ 41：48．93 75．3
56 レ ヴ ォ ル ト 牡2黒鹿 55

52 ▲永野 猛蔵�ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 坂本 智広 B482＋ 61：49．43 40．9�
68 セイウンシデン 牡2黒鹿55 M．デムーロ西山 茂行氏 稲垣 幸雄 浦河 ガーベラパー

クスタツド 494± 01：49．61 24．9�
710 サンナムジャ 牡2鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 504± 01：52．2大差 480．2�
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売 得 金
単勝： 56，558，400円 複勝： 77，840，000円 枠連： 11，193，700円
馬連： 68，592，600円 馬単： 36，207，200円 ワイド： 65，876，300円
3連複： 108，051，800円 3連単： 130，022，000円 計： 554，342，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 300円 � 1，220円 枠 連（4－5） 1，480円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，310円

ワ イ ド �� 670円 �� 3，970円 �� 5，730円

3 連 複 ��� 29，380円 3 連 単 ��� 111，950円

票 数

単勝票数 計 565584 的中 � 180167（1番人気）
複勝票数 計 778400 的中 � 234302（1番人気）� 55530（4番人気）� 11154（11番人気）
枠連票数 計 111937 的中 （4－5） 5844（5番人気）
馬連票数 計 685926 的中 �� 36192（4番人気）
馬単票数 計 362072 的中 �� 11708（6番人気）
ワイド票数 計 658763 的中 �� 26872（7番人気）�� 4141（34番人気）�� 2854（42番人気）
3連複票数 計1080518 的中 ��� 2758（69番人気）
3連単票数 計1300220 的中 ��� 842（294番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―35．8―47．9―1：00．4―1：12．8―1：24．2―1：35．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

スターズオンアース �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Smart Strike デビュー 2021．8．1 新潟2着

2019．2．27生 牝2黒鹿 母 サザンスターズ 母母 Stacelita 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンナムジャ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年11月9日まで平地競走

に出走できない。

第４回 東京競馬 第１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



2700310月9日 曇 良 （3東京4） 第1日 第3競走 1，600�2歳未勝利
発走11時15分 （芝・左）

牝；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
1：32．7
1：32．3

良
良

24 ラズベリームース 牝2鹿 54 C．ルメール 保坂 和孝氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 484± 01：33．9 2．3�
23 ニシノラブウインク 牝2鹿 54 福永 祐一西山 茂行氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 454－ 21：34．32� 2．5�
714 ファロロジー 牝2鹿 54 M．デムーロ水上ふじ子氏 高橋 裕 新冠 富本 茂喜 454－ 41：34．83 42．1�
612 マルアズール 牝2鹿 54 石橋 脩 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 404± 01：34．9� 62．2�
510 ランプロティタ 牝2鹿 54 横山 武史 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 462± 01：35．11� 10．5�
611 バ ス マ テ ィ 牝2鹿 54 戸崎 圭太多田 信尊氏 藤沢 和雄 新ひだか 小野 秀治 432± 01：35．41� 28．3	
48 ナンベイコー 牝2鹿 54 菅原 明良陳 立文氏 尾形 和幸 苫小牧 アスラン 412＋ 41：35．5� 41．2

35 ラ ズ ラ イ ト 牝2鹿 54 宮崎 北斗スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 築紫 洋 442－ 6 〃 アタマ 225．7�
713 ベアクイーン 牝2鹿 54 木幡 巧也熊木 浩氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 408－ 81：35．6� 39．7�
12 ミズノコキュウ 牝2鹿 54 柴田 大知 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 浦河 梅田牧場 400－ 8 〃 ハナ 26．2�
36 ショウナンカンキ 牝2鹿 54 三浦 皇成国本 哲秀氏 戸田 博文 新ひだか 西村牧場 B432－ 41：35．7クビ 154．2�
11 ノアチェリー 牝2黒鹿54 柴田 善臣佐山 公男氏 大江原 哲 新冠 長浜牧場 480－ 4 〃 クビ 224．0�
816 クイーンカトリーヌ 牝2黒鹿54 大野 拓弥大塚 亮一氏 大和田 成 浦河 辻 牧場 432－ 21：36．01� 174．1�
59 ナンデフェスティヴ 牝2鹿 54 丸山 元気臼井 一眞氏 畠山 吉宏 平取 二風谷ファーム 458＋ 21：36．32 27．9�
47 マリノプリエール 牝2鹿 54

51 ▲永野 猛蔵クラウン 伊藤 圭三 日高 クラウン日高牧場 468＋ 21：36．61� 18．3�
815 アロマフォルテ 牝2鹿 54 内田 博幸清川 信弘氏 浅野洋一郎 新ひだか 田中 啓雅 442± 01：36．7� 281．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，672，100円 複勝： 57，926，600円 枠連： 16，573，900円
馬連： 62，951，600円 馬単： 31，331，000円 ワイド： 61，526，700円
3連複： 112，130，200円 3連単： 131，076，500円 計： 520，188，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 120円 � 460円 枠 連（2－2） 270円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 150円 �� 1，190円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 2，570円 3 連 単 ��� 7，570円

票 数

単勝票数 計 466721 的中 � 167607（1番人気）
複勝票数 計 579266 的中 � 150111（2番人気）� 157107（1番人気）� 17530（10番人気）
枠連票数 計 165739 的中 （2－2） 46329（1番人気）
馬連票数 計 629516 的中 �� 178456（1番人気）
馬単票数 計 313310 的中 �� 46177（1番人気）
ワイド票数 計 615267 的中 �� 145860（1番人気）�� 10360（15番人気）�� 9698（18番人気）
3連複票数 計1121302 的中 ��� 32651（8番人気）
3連単票数 計1310765 的中 ��� 12543（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．4―47．5―59．5―1：10．9―1：22．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラズベリームース �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2021．6．12 東京5着

2019．2．27生 牝2鹿 母 ワイルドラズベリー 母母 ディアアドマイヤ 3戦1勝 賞金 7，800，000円

2700410月9日 曇 良 （3東京4） 第1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

35 タイセイジャスパー 牡2栗 55 田辺 裕信田中 成奉氏 伊藤 圭三 新冠 カミイスタット 490 ―1：39．0 4．3�
816� ワールドコネクター 牡2芦 55 横山 武史山本又一郎氏 藤沢 和雄 米 Dell Ridge

Farm, LLC 546 ―1：39．21� 2．6�
11 オクトニオン 牡2鹿 55 菅原 明良小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 北星村田牧場 514 ―1：39．62 14．3�
47 バレルゾーン 牡2栗 55 三浦 皇成�明栄商事 高柳 瑞樹 浦河 ヒダカフアーム 494 ―1：39．92 6．6�
12 ダノンマジック 牡2黒鹿55 石川裕紀人�ダノックス 田中 博康 日高 白井牧場 438 ―1：40．85 33．1�
24 コッカラッス 牡2鹿 55 武士沢友治大田 恭充氏 小手川 準 新冠 中山 高鹿康 458 ―1：41．75 65．0	
59 アスタラグローリア 牝2芦 54 丸山 元気 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 新冠 ハクレイファーム 428 ―1：41．91� 41．0

815 フォーワンセルフ 牡2栗 55 野中悠太郎 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 502 ―1：42．32� 29．7�
510 アダマスミノル 牡2鹿 55 柴田 善臣吉岡 實氏 北出 成人 浦河 金成吉田牧場 512 ―1：42．51� 20．0�
612 アレピアード 牡2鹿 55

53 △山田 敬士伊達 敏明氏 高橋 祥泰 日高 サンシャイン
牧場 440 ―1：42．6クビ 268．3

611 ミエノアッパレ 牡2鹿 55 戸崎 圭太里見美惠子氏 宮田 敬介 洞�湖 レイクヴィラファーム 524 ―1：42．7� 16．4�
48 ク ー 牝2鹿 54

51 ▲永野 猛蔵鈴木 正浩氏 青木 孝文 浦河 中島牧場 452 ―1：43．55 30．3�
713 ザビッグマン 牡2鹿 55 木幡 巧也岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 棚川 光男 546 ―1：44．14 12．1�
36 フォースチルドレン 牡2鹿 55 武藤 雅井山 登氏 青木 孝文 新ひだか 静内フジカワ牧場 466 ―1：44．63 109．2�
714 トニーロマンス 牝2栗 54 江田 照男トニー倶楽部 中野 栄治 新ひだか 静内山田牧場 466 ―1：44．7	 107．9�
23 ヴィヴィッドパール 牝2鹿 54 柴田 大知 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 日高 西野 春樹 438 ―1：45．01	 67．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，744，800円 複勝： 42，280，600円 枠連： 12，486，400円
馬連： 52，042，900円 馬単： 23，582，100円 ワイド： 44，426，300円
3連複： 78，733，200円 3連単： 79，087，500円 計： 371，383，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 140円 � 270円 枠 連（3－8） 740円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 350円 �� 660円 �� 750円

3 連 複 ��� 2，260円 3 連 単 ��� 10，170円

票 数

単勝票数 計 387448 的中 � 75411（2番人気）
複勝票数 計 422806 的中 � 73781（2番人気）� 97789（1番人気）� 30378（5番人気）
枠連票数 計 124864 的中 （3－8） 13070（1番人気）
馬連票数 計 520429 的中 �� 58667（1番人気）
馬単票数 計 235821 的中 �� 11359（2番人気）
ワイド票数 計 444263 的中 �� 35153（1番人気）�� 16694（5番人気）�� 14385（6番人気）
3連複票数 計 787332 的中 ��� 26030（3番人気）
3連単票数 計 790875 的中 ��� 5637（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．4―35．7―48．5―1：01．1―1：13．5―1：26．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイジャスパー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 トワイニング 初出走

2019．4．4生 牡2栗 母 プラセンティア 母母 キャサリーンパー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 オクトニオン号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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。
（非当選馬） 2頭 トーセンエルドラド号・ミスタートーザイ号



2700510月9日 曇 良 （3東京4） 第1日 第5競走 1，800�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
1：44．5
1：44．5

良
良

47 モカフラワー 牝2栗 54 石川裕紀人星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 444 ―1：48．3 10．8�
612 インダストリア 牡2鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 482 ― 〃 アタマ 1．7�
510 メイショウジブリ 牡2黒鹿55 福永 祐一松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 484 ―1：48．61� 6．5�
611 ソングフォーユー 牝2鹿 54

51 ▲永野 猛蔵三田 昌宏氏 森田 直行 平取 高橋 啓 438 ―1：49．23� 7．1�
12 ヴァンドール 牡2青鹿55 菅原 明良 �サンデーレーシング 大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440 ―1：49．73� 22．1�
59 イ ル モ ン ド 牝2黒鹿54 三浦 皇成大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 杵臼牧場 466 ― 〃 ハナ 23．8	
816 ブラックピアノ 牡2青鹿55 大野 拓弥井上 久光氏 松永 康利 新冠 大林ファーム 454 ―1：49．91 107．9

11 シ ー グ ラ ス 牝2鹿 54 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 430 ―1：50．0� 62．2�
713 トーセンヴェリテ 牝2鹿 54 内田 博幸島川 哉氏 深山 雅史 日高 有限会社 エ

スティファーム 452 ―1：50．1� 236．4�
24 キングスレイヤー 牡2栗 55 野中悠太郎 IHR 菊川 正達 浦河 村中牧場 484 ―1：50．31� 88．2�
714 ピンクペッパー 牡2青 55 江田 照男松本 有啓氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 492 ― 〃 クビ 36．4�
815 インパチェンス 牡2黒鹿55 田辺 裕信吉田 千津氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 482 ―1：50．4クビ 89．6�
23 ローズピリオド 牡2黒鹿55 M．デムーロ �ビッグレッドファーム 中川 公成 新冠 ビッグレッドファーム 476 ― 〃 クビ 29．5�
36 コスモテンペスタ 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 小笠 倫弘 新冠 松浦牧場 442 ― 〃 アタマ 94．6�
35 フリューゲルホルン 牡2黒鹿55 丸山 元気前田 幸治氏 和田正一郎 新冠 平山牧場 512 ―1：50．71� 145．8�
48 パラダイスレーン 牝2鹿 54 戸崎 圭太ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492 ―1：51．23 65．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 55，671，200円 複勝： 53，402，200円 枠連： 14，127，200円
馬連： 55，156，300円 馬単： 33，311，900円 ワイド： 53，859，200円
3連複： 89，625，200円 3連単： 111，560，300円 計： 466，713，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 190円 � 110円 � 140円 枠 連（4－6） 620円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 3，070円

ワ イ ド �� 370円 �� 700円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，670円 3 連 単 ��� 13，700円

票 数

単勝票数 計 556712 的中 � 43531（4番人気）
複勝票数 計 534022 的中 � 52464（4番人気）� 157067（1番人気）� 92566（2番人気）
枠連票数 計 141272 的中 （4－6） 17518（3番人気）
馬連票数 計 551563 的中 �� 45798（3番人気）
馬単票数 計 333119 的中 �� 8118（9番人気）
ワイド票数 計 538592 的中 �� 35811（3番人気）�� 17165（8番人気）�� 68494（1番人気）
3連複票数 計 896252 的中 ��� 40163（2番人気）
3連単票数 計1115603 的中 ��� 5902（34番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―12．5―12．9―12．6―12．0―11．1―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―37．0―49．9―1：02．5―1：14．5―1：25．6―1：36．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．8―3F33．8

3 11，10，13，7（12，14）（6，8，9）（2，15）4（1，16，3）－5
2
4
11，10（7，13，14）（6，8，12）（2，4）9（1，15）16，5，3
11（10，13）（7，12，14）（6，9）（2，8，4，15）（16，3）1，5

勝馬の
紹 介

モカフラワー �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 キングヘイロー 初出走

2019．4．21生 牝2栗 母 ハイタッチクイーン 母母 オペラレディ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※シーグラス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2700610月9日 晴 良 （3東京4） 第1日 第6競走 1，400�2歳新馬
発走13時05分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．1
1：23．0

重
重

12 レッドゲイル 牡2栗 55 C．ルメール �東京ホースレーシング 手塚 貴久 浦河 信岡牧場 458 ―1：26．0 1．8�
24 ユイノピラウトゥル 牡2栗 55 野中悠太郎由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 若林 順一 448 ―1：26．1� 48．5�
48 ウラカワノキセキ 牝2鹿 54 戸崎 圭太ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 462 ―1：26．31� 7．5�
815 オルロージュ 牡2芦 55 江田 照男�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 438 ―1：26．93� 21．1�
713 ファームラヴ 牝2鹿 54

51 ▲永野 猛蔵ゴドルフィン 辻 哲英 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 442 ―1：27．11� 16．6�

23 ルブアルハリ 牡2芦 55
53 △山田 敬士手嶋 康雄氏 小手川 準 新ひだか 佐竹 学 500 ―1：27．84 160．5	

714 シャンブレー 牝2芦 54 M．デムーロ栗坂 崇氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 456 ―1：27．9� 5．5

611 ヤマトコウセイ 牝2鹿 54 菅原 明良鈴木 正浩氏 武井 亮 新ひだか 静内フジカワ牧場 432 ―1：28．11� 64．1�
35 タイキマイソロジー 牡2青鹿55 宮崎 北斗�大樹ファーム 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 484 ― 〃 アタマ 67．6
612 エコロエース 牡2芦 55 田辺 裕信原村 正紀氏 矢野 英一 浦河 日進牧場 486 ―1：28．3� 16．5�
11 ラ ス タ 牝2栗 54 木幡 巧也 �ニッシンホール

ディングス 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム 448 ―1：29．15 25．0�
510 コスモマーチ 牡2鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 栗田 徹 新冠 ビッグレッドファーム 430 ― 〃 ハナ 65．3�
816 リュウノボミ 牝2黒鹿54 柴田 善臣蓑島 竜一氏 小野 次郎 日高 沖田牧場 456 ―1：29．2クビ 221．4�
59 チェリーアルプス 牝2栗 54 吉田 豊櫻井 悦朗氏 勢司 和浩 浦河 富塚ファーム 448 ―1：29．3� 91．8�
47 ディバインシチー 牡2黒鹿55 内田 博幸 �友駿ホースクラブ 古賀 慎明 浦河 桑田牧場 454 ―1：30．47 42．1�
36 チェーンリアクト 牡2黒鹿55 武士沢友治�ヒダカファーム堀井 雅広 新ひだか ウエスタンファーム 442 ―1：36．1大差 269．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，616，000円 複勝： 37，043，200円 枠連： 12，575，900円
馬連： 50，256，100円 馬単： 26，949，600円 ワイド： 45，249，800円
3連複： 79，435，000円 3連単： 95，762，100円 計： 391，887，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 130円 � 600円 � 170円 枠 連（1－2） 2，450円

馬 連 �� 2，880円 馬 単 �� 4，270円

ワ イ ド �� 920円 �� 240円 �� 2，600円

3 連 複 ��� 4，520円 3 連 単 ��� 21，710円

票 数

単勝票数 計 446160 的中 � 206982（1番人気）
複勝票数 計 370432 的中 � 99357（1番人気）� 10279（9番人気）� 58395（2番人気）
枠連票数 計 125759 的中 （1－2） 3978（9番人気）
馬連票数 計 502561 的中 �� 13509（9番人気）
馬単票数 計 269496 的中 �� 4725（12番人気）
ワイド票数 計 452498 的中 �� 11627（9番人気）�� 57270（1番人気）�� 3882（28番人気）
3連複票数 計 794350 的中 ��� 13172（13番人気）
3連単票数 計 957621 的中 ��� 3197（54番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―35．4―48．2―1：00．7―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドゲイル �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ダイワメジャー 初出走

2019．4．1生 牡2栗 母 マ レ ー ナ 母母 ウィストラム 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チェーンリアクト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年11月9日まで平地競

走に出走できない。
※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。
（非当選馬） 2頭 ヒナゲシ号・ヤマトカチドキ号



2700710月9日 晴 良 （3東京4） 第1日 第7競走 ��2，100�3歳以上1勝クラス
発走13時35分 （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
2：06．7
2：05．9

良
良

67 オ ー マ オ 牡5栗 57 菅原 明良吉田 照哉氏 村山 明 千歳 社台ファーム 450－ 22：12．6 18．0�
812 ランドアーティスト �4鹿 57 横山 武史吉田 照哉氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム 484± 02：13．02 5．6�
68 � ク ロ ヒ ョ ウ 牡5青鹿57 木幡 巧也河内 孝夫氏 小西 一男 日高 坂 牧場 498＋ 42：13．95 59．9�
79 ルージュフェリーク 牝3黒鹿53 大野 拓弥 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 456＋142：14．22 49．4�
33 � ニシノトランザム �6鹿 57 丸山 元気西山 茂行氏 森 秀行 米

Teneri Farm Inc.
& Bernardo Al-
varez Calderon

486± 02：14．41 41．9�
56 サトノアレックス �4栗 57 内田 博幸 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 488＋ 2 〃 クビ 5．0	
710� ユイノザッパー 牡3栗 55 戸崎 圭太田中 晴夫氏 矢作 芳人 米

Bonne Chance
Farm, LLC &
Stud RDI, LLC

B506＋142：14．5	 2．7

11 ジュンキリタップ 牡3芦 55 吉田 豊河合 純二氏 高柳 瑞樹 平取 二風谷ファーム 506＋ 22：15．03 4．3�
811 スキルショット 牡4鹿 57

54 ▲永野 猛蔵横田 恵子氏 加藤士津八 新ひだか 今 牧場 B498＋ 82：15．63	 15．8�
22 � ヒューミリティ �4栗 57 石川裕紀人 社台レースホース林 徹 千歳 社台ファーム B460－ 42：15．7	 27．5�
55 � ブルベアカイリ 牡4栗 57 三浦 皇成�磯波勇F 深山 雅史 浦河 斉藤英牧場 508＋ 2 〃 ハナ 18．2�
44 リュンヌドネージュ 牡3芦 55 野中悠太郎髙松 悟氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B476－ 22：17．5大差 124．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 42，371，600円 複勝： 44，476，500円 枠連： 11，916，100円
馬連： 64，760，600円 馬単： 27，527，000円 ワイド： 53，327，200円
3連複： 93，488，200円 3連単： 107，160，800円 計： 445，028，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，800円 複 勝 � 360円 � 210円 � 1，320円 枠 連（6－8） 2，280円

馬 連 �� 4，160円 馬 単 �� 11，010円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 7，930円 �� 6，660円

3 連 複 ��� 64，150円 3 連 単 ��� 382，710円

票 数

単勝票数 計 423716 的中 � 18778（6番人気）
複勝票数 計 444765 的中 � 31640（6番人気）� 68095（3番人気）� 7229（11番人気）
枠連票数 計 119161 的中 （6－8） 4037（8番人気）
馬連票数 計 647606 的中 �� 12053（14番人気）
馬単票数 計 275270 的中 �� 1874（40番人気）
ワイド票数 計 533272 的中 �� 10610（16番人気）�� 1706（48番人気）�� 2036（44番人気）
3連複票数 計 934882 的中 ��� 1093（122番人気）
3連単票数 計1071608 的中 ��� 203（653番人気）

ハロンタイム 6．9―10．7―12．1―12．6―13．0―13．0―12．6―12．6―12．7―13．2―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
6．9―17．6―29．7―42．3―55．3―1：08．3―1：20．9―1：33．5―1：46．2―1：59．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．1
1
3
10－8－5－（2，3）（1，12）6－（4，7）9，11
10，8，5，6（2，3）1（7，12，11）－9－4

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

勝馬の
紹 介

オ ー マ オ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．11．10 京都6着

2016．5．20生 牡5栗 母 ペディクラリス 母母 マチカネベニザクラ 24戦2勝 賞金 29，320，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔3走成績による出走制限〕 リュンヌドネージュ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年12月9日まで平地競走に出走で
きない。

2700810月9日 晴 良 （3東京4） 第1日 第8競走 1，600�3歳以上1勝クラス
発走14時05分 （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

23 キタノリューオー 牡3鹿 55 丸山 元気北所 直人氏 萱野 浩二 新ひだか 見上牧場 460－ 41：36．5 15．5�
611 ロ ン コ ー ネ 牡3黒鹿55 戸崎 圭太ライオンレースホース� 岩戸 孝樹 浦河 浦河日成牧場 486－ 41：36．82 4．2�
816 フィナールショコラ 牝4黒鹿 55

52 ▲永野 猛蔵吉田 千津氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 446＋101：37．0� 13．0�
47 エコロファルコン 牡3鹿 55 江田 照男原村 正紀氏 矢野 英一 新ひだか 山田牧場 490＋ 61：37．1� 9．6�
12 フォーチュネイト �4鹿 57 柴田 大知小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 須崎牧場 434＋ 6 〃 ハナ 223．8�
24 トーホウボルツ 牡3黒鹿55 三浦 皇成東豊物産� 田中 清隆 浦河 王蔵牧場 472＋101：37．52� 6．2	
11 オブデュモンド 牡3黒鹿55 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 新冠 北星村田牧場 512＋ 2 〃 ハナ 2．9

510 トーセンインパルス 牡3黒鹿55 大野 拓弥島川 �哉氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 480± 01：37．82 24．4�
36 デリシュレーヌ 牝3青鹿53 武士沢友治加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 480＋ 41：38．01 20．6
48 アルバミノル 牡3鹿 55 田辺 裕信吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 476＋ 8 〃 ハナ 13．8�
714 セイウンオードリー 牡3鹿 55 内田 博幸西山 茂行氏 深山 雅史 むかわ 宇南山牧場 508＋ 41：38．2� 47．4�
713 アシタガアルサ 牡3栗 55 M．デムーロ千葉 正人氏 小笠 倫弘 新ひだか 飛野牧場 458－ 61：38．52 17．9�
35 タ シ ロ 牡4栗 57 杉原 誠人�ミルファーム 的場 均 浦河 ミルファーム 524＋ 61：38．7� 125．5�
815 ジョイナイト 牡5鹿 57 菅原 明良西村 亮二氏 武市 康男 日高 下河辺牧場 524＋ 21：39．02 114．5�
612 ガラデレオン 牡4鹿 57 木幡 巧也山口 敦広氏 的場 均 新ひだか 落合 一巳 492＋ 81：39．21 190．0�
59 フォルティウス 牡3黒鹿55 岩部 純二ライオンレースホース� 石毛 善彦 浦河 浦河日成牧場 480－ 41：40．79 497．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，827，200円 複勝： 81，076，700円 枠連： 19，163，500円
馬連： 94，341，500円 馬単： 40，821，300円 ワイド： 81，620，600円
3連複： 143，204，100円 3連単： 149，795，500円 計： 670，850，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 380円 � 190円 � 280円 枠 連（2－6） 850円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 4，550円

ワ イ ド �� 920円 �� 2，280円 �� 770円

3 連 複 ��� 10，460円 3 連 単 ��� 78，010円

票 数

単勝票数 計 608272 的中 � 31271（7番人気）
複勝票数 計 810767 的中 � 48243（7番人気）� 131268（2番人気）� 74042（4番人気）
枠連票数 計 191635 的中 （2－6） 17274（4番人気）
馬連票数 計 943415 的中 �� 26470（9番人気）
馬単票数 計 408213 的中 �� 6717（15番人気）
ワイド票数 計 816206 的中 �� 23139（8番人気）�� 8866（29番人気）�� 27885（6番人気）
3連複票数 計1432041 的中 ��� 10260（35番人気）
3連単票数 計1497955 的中 ��� 1392（284番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．6―12．1―12．3―12．1―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．0―34．6―46．7―59．0―1：11．1―1：23．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F37．5
3 1（7，16）8，11－（3，5）（4，13）6（2，10）（12，14，9）15 4 1（7，16）（8，11）－3（4，5）13（2，6）10，14，12，15－9

勝馬の
紹 介

キタノリューオー �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2021．1．9 中山6着

2018．4．21生 牡3鹿 母 モリトオウカ 母母 ビビットダンサー 8戦2勝 賞金 16，370，000円
〔発走状況〕 キタノリューオー号は，枠入り不良。



2700910月9日 曇 良 （3東京4） 第1日 第9競走 2，000�
や ま な か こ

山 中 湖 特 別
発走14時35分 （芝・左）

牝，3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

22 ク ク ナ 牝3黒鹿53 福永 祐一 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 448± 01：59．0 1．7�
44 モリノカンナチャン 牝3鹿 53 横山 武史森 和久氏 大江原 哲 登別 青藍牧場 442－ 2 〃 クビ 10．7�
11 フ ァ ユ エ ン 牝3鹿 53 三浦 皇成谷岡 毅氏 勢司 和浩 新ひだか 谷岡スタット 456＋101：59．21� 20．1�
33 ク ロ ス セ ル 牝4鹿 55 武藤 雅�G1レーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 524± 01：59．3� 35．0�
66 メイサウザンアワー 牝3鹿 53 M．デムーロ千明牧場 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 500＋ 2 〃 クビ 2．9	
89 マリノジュリア 牝5黒鹿55 木幡 巧也�クラウン 稲垣 幸雄 日高 クラウン日高牧場 454＋ 21：59．61� 101．2

77 ソニックベガ 牝4黒鹿55 戸崎 圭太 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 476＋10 〃 ハナ 14．4�
55 グレイテスト 牝5芦 55 石橋 脩荒井 元明氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 486＋ 42：00．45 23．2�
88 ナ ギ サ 牝3鹿 53 丸山 元気本間 茂氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 482－ 22：01．46 36．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 51，131，700円 複勝： 95，270，200円 枠連： 11，734，300円
馬連： 85，685，400円 馬単： 48，574，400円 ワイド： 56，031，400円
3連複： 115，118，800円 3連単： 238，616，400円 計： 702，162，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 200円 � 250円 枠 連（2－4） 760円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 320円 �� 420円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 4，540円

票 数

単勝票数 計 511317 的中 � 240166（1番人気）
複勝票数 計 952702 的中 � 536935（1番人気）� 63994（3番人気）� 47050（4番人気）
枠連票数 計 117343 的中 （2－4） 11955（2番人気）
馬連票数 計 856854 的中 �� 92645（2番人気）
馬単票数 計 485744 的中 �� 36154（3番人気）
ワイド票数 計 560314 的中 �� 49224（2番人気）�� 34403（4番人気）�� 10636（14番人気）
3連複票数 計1151188 的中 ��� 43804（7番人気）
3連単票数 計2386164 的中 ��� 38094（13番人気）

ハロンタイム 12．5―12．1―12．0―12．0―12．3―11．7―11．6―11．2―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．6―36．6―48．6―1：00．9―1：12．6―1：24．2―1：35．4―1：47．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．8

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

勝馬の
紹 介

ク ク ナ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．8．1 札幌3着

2018．3．31生 牝3黒鹿 母 ク ル ミ ナ ル 母母 ク ル ソ ラ 8戦2勝 賞金 48，873，000円

2701010月9日 曇 良 （3東京4） 第1日 第10競走 ��1，600�
かんなづき

神無月ステークス
発走15時10分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス，2．10．10以降3．10．3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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

714 ウインドジャマー �4鹿 54 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤澤 昭勝 B510－ 21：37．0 6．6�
12 アーバンイェーガー 牡7黒鹿54 吉田 豊村木 克成氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 512＋ 41：37．21� 69．9�
612 プ リ マ ジ ア 牡4鹿 54 田辺 裕信藤沼 利夫氏 金成 貴史 平取 スガタ牧場 468＋ 81：37．3クビ 41．5�
11 カシノブレンド �5芦 54 野中悠太郎柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 456＋ 61：37．51� 103．5�
815 ダノングロワール 牡4栗 55 横山 武史�ダノックス 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 496－ 6 〃 アタマ 7．8�
47 � ニュートンテソーロ 牡4鹿 56 福永 祐一了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 米 WinStar
Farm, LLC B502＋ 21：37．6� 4．1	

24 ス ペ ロ デ ア 牝4栗 52 永野 猛蔵 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新冠 長浜 秀昭 474± 0 〃 ハナ 17．1


36 � ロードアブソルート 牡5鹿 54 杉原 誠人 �ロードホースクラブ 吉岡 辰弥 新ひだか ケイアイファーム 440－ 21：37．91� 100．8�
35 ダノンロイヤル 牡6鹿 54 竹之下智昭�ダノックス 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 546－10 〃 クビ 42．2�
59 ラパンセソバージュ 牡4栗 55 菅原 明良酒井牧場 大竹 正博 浦河 酒井牧場 466＋ 21：38．11 27．1�
23 ノーブルシルエット 牝3黒鹿53 武藤 雅吉木 伸彦氏 水野 貴広 新ひだか 桜井牧場 474＋ 21：38．31	 3．3�
713 ヘ ラ イ ア 牝4鹿 52 石川裕紀人吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 470± 0 〃 クビ 28．3�
510 ワンダーマンボ 牝5黒鹿52 江田 照男草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 468－ 2 〃 ハナ 19．5�
611 ブランクチェック 牝4栗 55 戸崎 圭太ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500＋16 〃 ハナ 6．8�
816 マッスルビーチ 牡5黒鹿55 丸山 元気岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ B468－ 4 〃 アタマ 45．2�
48 フォーカード 牡7栗 54 武士沢友治椎名 節氏 小林 真也 浦河 バンダム牧場 486－ 21：38．72� 230．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 74，353，000円 複勝： 114，754，200円 枠連： 33，783，900円
馬連： 170，096，000円 馬単： 68，835，400円 ワイド： 132，023，900円
3連複： 270，957，500円 3連単： 295，783，200円 計： 1，160，587，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 250円 � 1，420円 � 1，050円 枠 連（1－7） 8，040円

馬 連 �� 22，630円 馬 単 �� 30，490円

ワ イ ド �� 5，740円 �� 3，920円 �� 16，560円

3 連 複 ��� 136，200円 3 連 単 ��� 623，380円

票 数

単勝票数 計 743530 的中 � 89353（3番人気）
複勝票数 計1147542 的中 � 143736（3番人気）� 19058（13番人気）� 26267（11番人気）
枠連票数 計 337839 的中 （1－7） 3256（22番人気）
馬連票数 計1700960 的中 �� 5825（55番人気）
馬単票数 計 688354 的中 �� 1693（82番人気）
ワイド票数 計1320239 的中 �� 5945（54番人気）�� 8741（38番人気）�� 2042（86番人気）
3連複票数 計2709575 的中 ��� 1492（235番人気）
3連単票数 計2957832 的中 ��� 344（1137番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―24．2―36．6―49．2―1：01．4―1：13．1―1：24．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインドジャマー �
�
父 スピルバーグ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2019．6．16 東京5着

2017．4．26生 �4鹿 母 クラウンアスリート 母母 クラウンフォレスト 21戦4勝 賞金 76，448，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の17頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）17頭 エピックアン号・オルクリスト号・ケイアイビリジアン号・コパノリッチマン号・サンライズラポール号・

シホノフォルテ号・シャレード号・ストームガスト号・ゼノヴァース号・タイガーサイレンス号・
タイセイアゲイン号・バンブトンハート号・ファイアランス号・フルデプスリーダー号・マテンロウスパーク号・
ミッキーハイド号・ローレルリーベ号



2701110月9日 曇 良 （3東京4） 第1日 第11競走 ��
��1，600�第7回サウジアラビアロイヤルカップ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左）
2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

サウジアラビアジョッキークラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 33，000，000円 13，000，000円 8，300，000円 5，000，000円 3，300，000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
1：32．7
1：32．3

良
良

66 コマンドライン 牡2青鹿55 C．ルメール �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 522＋101：36．4 2．2�
33 ステルナティーア 牝2鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 442－ 41：36．5� 2．3�
11 スタニングローズ 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 480－ 8 〃 クビ 5．4�
77 ウナギノボリ 牡2黒鹿55 菅原 明良小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 B478＋101：36．71 17．6�
55 ロードリライアブル 牡2鹿 55 横山 武史 �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 474－ 21：37．23 36．1	
44 ガトーフレーズ 牝2黒鹿54 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 430＋ 21：37．51� 46．8

22 ケ ッ ツ ァ ー 牡2青鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 478＋ 41：37．71� 75．8�

（7頭）

売 得 金
単勝： 241，170，700円 複勝： 163，087，000円 枠連： 発売なし
馬連： 271，607，100円 馬単： 182，946，400円 ワイド： 134，179，800円
3連複： 335，421，700円 3連単： 1，111，580，900円 計： 2，439，993，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 180円 馬 単 �� 370円

ワ イ ド �� 110円 �� 150円 �� 150円

3 連 複 ��� 190円 3 連 単 ��� 670円

票 数

単勝票数 計2411707 的中 � 916772（1番人気）
複勝票数 計1630870 的中 � 513190（2番人気）� 546547（1番人気）
馬連票数 計2716071 的中 �� 1109558（1番人気）
馬単票数 計1829464 的中 �� 361611（2番人気）
ワイド票数 計1341798 的中 �� 365266（1番人気）�� 203459（2番人気）�� 195271（3番人気）
3連複票数 計3354217 的中 ���1285064（1番人気）
3連単票数 計11115809 的中 ���1199564（1番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―12．8―12．3―12．6―11．4―10．9―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．9―37．7―50．0―1：02．6―1：14．0―1：24．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コマンドライン �

父 ディープインパクト �


母父 Tiz Wonderful デビュー 2021．6．5 東京1着

2019．2．20生 牡2青鹿 母 コンドコマンド 母母 Yearly Report 2戦2勝 賞金 40，252，000円

2701210月9日 曇 良 （3東京4） 第1日 第12競走 ��
��1，400�3歳以上2勝クラス

発走16時25分 （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
1：19．4
1：19．0

良
良

813 レ ガ ト ゥ ス 牡3黒鹿55 C．ルメール �サンデーレーシング 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 556＋ 81：21．9 4．2�
69 タイキスウォード 牡4栗 57 M．デムーロ�大樹ファーム 高橋 祥泰 新ひだか 木村 秀則 476＋101：22．11� 12．2�
22 バ ル ト リ 牝4黒鹿55 横山 武史ゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466＋101：22．31	 2．9�
57 ディーバサンライズ 牝3鹿 53 三浦 皇成松岡 隆雄氏 小林 真也 浦河 浦河小林牧場 476＋ 2 〃 アタマ 13．8�
812 オメガドーヴィル 牝5青鹿55 武藤 雅原 
子氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 410－101：22．4クビ 169．1�
710 ペイシャフェスタ 牝3栗 53 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 浦河 梅田牧場 478＋ 6 〃 クビ 8．3	
68 カフェサンドリヨン 牝4芦 55 戸崎 圭太西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 496－10 〃 アタマ 8．4

56 ソ ス ピ タ 牝4芦 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 片岡 博 450＋ 81：22．5クビ 34．0�
33 ムーンライト 牝4青 55 福永 祐一石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 杵臼牧場 474＋ 61：22．71� 6．9�
45 セイウンパワフル 牡4鹿 57 大野 拓弥西山 茂行氏 斎藤 誠 新ひだか 棚川 光男 B472＋ 2 〃 クビ 19．9
44 マサノアッレーグラ 牝6芦 55 江田 照男中村 時子氏 辻 哲英 日高 道見牧場 512－ 81：22．91 71．1�
11 ト ロ シ ュ ナ 牝5黒鹿 55

52 ▲永野 猛蔵 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 454－ 81：23．32	 27．7�
711 スピードオブラブ 牝4鹿 55 菅原 明良石井 義人氏 中川 公成 青森 ワールドファーム B452－ 21：23．93	 122．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 101，783，100円 複勝： 133，552，200円 枠連： 32，533，100円
馬連： 190，128，000円 馬単： 73，072，400円 ワイド： 158，319，600円
3連複： 290，532，200円 3連単： 345，325，400円 計： 1，325，246，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 330円 � 150円 枠 連（6－8） 1，060円

馬 連 �� 3，070円 馬 単 �� 4，590円

ワ イ ド �� 860円 �� 340円 �� 810円

3 連 複 ��� 3，200円 3 連 単 ��� 18，640円

票 数

単勝票数 計1017831 的中 � 191006（2番人気）
複勝票数 計1335522 的中 � 237408（2番人気）� 79529（7番人気）� 270589（1番人気）
枠連票数 計 325331 的中 （6－8） 23686（4番人気）
馬連票数 計1901280 的中 �� 47868（12番人気）
馬単票数 計 730724 的中 �� 11919（17番人気）
ワイド票数 計1583196 的中 �� 44742（11番人気）�� 131761（1番人気）�� 47752（7番人気）
3連複票数 計2905322 的中 ��� 67931（6番人気）
3連単票数 計3453254 的中 ��� 13428（43番人気）

ハロンタイム 12．4―11．8―12．1―11．5―11．1―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―24．2―36．3―47．8―58．9―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レ ガ ト ゥ ス �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．6．14 東京6着

2018．1．22生 牡3黒鹿 母 アドマイヤセプター 母母 アドマイヤグルーヴ 8戦3勝 賞金 36，115，000円



（3東京4）第1日 10月9日（土曜日） 曇一時晴 馬場 （芝A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

244，780，000円
5，570，000円
34，860，000円
1，240，000円
25，080，000円
70，674，500円
4，601，500円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
851，474，200円
955，615，200円
188，534，200円
1，223，387，800円
620，567，500円
941，178，800円
1，807，004，300円
2，893，741，400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 9，481，503，400円

総入場人員 4，567名 （有料入場人員 4，339名）
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