
2701310月10日 曇 良 （3東京4） 第2日 第1競走 ��1，400�2歳未勝利
発走10時15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
1：20．8
1：20．1

良
良

24 レッツリブオン 牡2黒鹿55 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 440＋ 41：21．4 2．6�
816� スピードグラマー 牝2鹿 54 C．ルメール 長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Machmer

Hall 470＋ 2 〃 クビ 4．1�
11 ウェストファリア 牝2黒鹿54 横山 武史 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 392＋141：21．93 13．7�
35 ヴィブラフォン 牝2栗 54 福永 祐一吉田 勝己氏 高木 登 安平 ノーザンファーム 434± 01：22．11� 7．7�
815 イ グ ザ ル ト 牡2黒鹿55 丸山 元気青山 洋一氏 田中 剛 日高 シンボリ牧場 486＋101：22．41� 10．4�
612 スズシナーラ 牝2黒鹿54 三浦 皇成森 達郎氏 高橋 裕 日高 野島牧場 448± 01：22．5� 13．3	
23 ス ズ ナ ミ 牡2鹿 55

52 ▲永野 猛蔵 
グリーンファーム林 徹 千歳 社台ファーム 406＋121：22．6� 121．8�
59 トゥルーブルー 牡2黒鹿55 木幡 巧也田頭 勇貴氏 的場 均 新冠 株式会社

安達牧場 424－ 41：22．92 12．3�
36 アドマイヤザルミナ 牝2鹿 54 吉田 隼人近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 458± 0 〃 アタマ 34．9
48 ツキニホエル 牡2栗 55 内田 博幸植村 仁氏 浅野洋一郎 浦河 木戸口牧場 414＋ 61：23．43 274．4�
510 ラッパラッパー 牝2栗 54 武藤 雅西森 功氏 堀井 雅広 平取 二風谷ファーム B452－ 61：23．5� 45．4�
12 カ ラ ン セ 牝2鹿 54 横山 和生野田 努氏 金成 貴史 洞	湖 レイクヴィラファーム 462± 01：23．6� 36．8�
713 ジーガーデン 牡2鹿 55 江田 照男佐野 信幸氏 蛯名 利弘 日高 槇本牧場 492± 0 〃 クビ 230．9�
47 ペ ガ ー ル 牝2栗 54 田辺 裕信吉田 晴哉氏 稲垣 幸雄 安平 追分ファーム 454＋101：23．81 52．0�
611 ジェムストーン 牡2芦 55 吉田 豊長島 利治氏 高橋 文雅 浦河 信岡牧場 438± 01：23．9� 370．3�
714 ニシノレジスタンス 牡2鹿 55 石川裕紀人西山 茂行氏 根本 康広 浦河 ガーベラパー

クスタツド 460－221：25．510 211．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 48，111，100円 複勝： 70，593，600円 枠連： 16，110，500円
馬連： 72，295，400円 馬単： 30，799，200円 ワイド： 67，417，500円
3連複： 113，509，800円 3連単： 117，599，800円 計： 536，436，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 150円 � 290円 枠 連（2－8） 370円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 280円 �� 610円 �� 920円

3 連 複 ��� 2，070円 3 連 単 ��� 7，920円

票 数

単勝票数 計 481111 的中 � 149686（1番人気）
複勝票数 計 705936 的中 � 193066（1番人気）� 117848（2番人気）� 43299（7番人気）
枠連票数 計 161105 的中 （2－8） 33328（1番人気）
馬連票数 計 722954 的中 �� 88157（1番人気）
馬単票数 計 307992 的中 �� 20223（1番人気）
ワイド票数 計 674175 的中 �� 70396（1番人気）�� 27062（7番人気）�� 17112（12番人気）
3連複票数 計1135098 的中 ��� 41082（4番人気）
3連単票数 計1175998 的中 ��� 10752（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―35．3―46．7―57．8―1：09．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッツリブオン �
�
父 ダノンレジェンド �

�
母父 ストーミングホーム デビュー 2021．6．20 東京2着

2019．3．17生 牡2黒鹿 母 ヴ ァ ッ プ 母母 ビコーグレイス 4戦1勝 賞金 10，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノレジスタンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年11月10日まで平地

競走に出走できない。

2701410月10日 曇 良 （3東京4） 第2日 第2競走 1，600�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 5，100，000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

23 ア ニ ー ジ ョ 牡2栗 55 柴田 大知 �ローレルレーシング 畠山 吉宏 浦河 グランデファーム 506＋ 61：39．2 9．3�
47 ケイアイユニバース 牡2鹿 55 内田 博幸 �ケイアイスタリオン 上原 博之 新冠 新冠橋本牧場 466＋ 81：39．3クビ 4．5�
712 クアトロマジコ 牡2鹿 55 横山 和生大塚 亮一氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 520＋ 21：39．4� 4．5�
34 トーセンコップ 牡2栗 55 吉田 豊島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム B478＋ 21：39．61� 7．5�
22 アンサングヒーロー 牡2鹿 55 武藤 雅 	コスモヴューファーム 水野 貴広 むかわ 上水牧場 474＋ 61：39．81 14．5

814 フジシラユキヒメ 牝2芦 54

51 ▲永野 猛蔵	フジレーシング 尾形 和幸 新冠 村上 進治 470－ 2 〃 アタマ 6．8�
611 トーセンキッド 牡2青鹿55 江田 照男島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 464＋ 21：39．9� 31．5�
713 ゼ ニ ッ ト 牡2黒鹿55 吉田 隼人福澤 真也氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 500± 01：40．0クビ 10．9
610 トウカイファクター 牡2青鹿55 柴田 善臣内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 450＋ 4 〃 アタマ 54．6�
35 タマモケンタウルス 牡2鹿 55 岩田 康誠タマモ� 水野 貴広 日高 スマイルファーム 474＋ 21：40．21� 44．3�
58 ハーモニーオリオン 牡2鹿 55 木幡 巧也日下部勝德氏 牧 光二 新冠 林 博道 B462－ 21：41．810 11．0�
59 ダイチスマイル 牡2黒鹿55 丸田 恭介服部 英利氏 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 430＋ 21：41．9クビ 252．2�
11 ニ シ ノ ア ナ 牝2鹿 54 石川裕紀人西山 茂行氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 452－ 6 〃 クビ 43．5�
46 キタノラシーク 牡2青鹿55 武士沢友治北所 直人氏 石栗 龍彦 安平 �橋本牧場 526－201：42．85 218．0�
815 ニシノジュンプウ 牡2鹿 55

53 △山田 敬士西山 茂行氏 小桧山 悟 日高 沖田牧場 454－241：43．33 189．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 35，974，800円 複勝： 53，535，000円 枠連： 12，161，400円
馬連： 61，992，700円 馬単： 24，823，400円 ワイド： 53，372，200円
3連複： 92，186，300円 3連単： 90，595，200円 計： 424，641，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 270円 � 170円 � 150円 枠 連（2－4） 900円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 3，270円

ワ イ ド �� 780円 �� 1，020円 �� 520円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 19，280円

票 数

単勝票数 計 359748 的中 � 32344（5番人気）
複勝票数 計 535350 的中 � 42013（6番人気）� 84427（2番人気）� 104147（1番人気）
枠連票数 計 121614 的中 （2－4） 10462（3番人気）
馬連票数 計 619927 的中 �� 28324（3番人気）
馬単票数 計 248234 的中 �� 5677（8番人気）
ワイド票数 計 533722 的中 �� 17484（5番人気）�� 13019（15番人気）�� 27686（1番人気）
3連複票数 計 921863 的中 ��� 21184（4番人気）
3連単票数 計 905952 的中 ��� 3405（29番人気）

ハロンタイム 12．1―11．5―12．0―12．2―12．5―12．4―12．9―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．6―35．6―47．8―1：00．3―1：12．7―1：25．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ニ ー ジ ョ �
�
父 ケープブランコ �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2021．6．13 東京8着

2019．4．4生 牡2栗 母 ア ニ ム ス 母母 ヒ シ ア ニ マ 2戦1勝 賞金 5，100，000円

第４回 東京競馬 第２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



2701510月10日 曇 良 （3東京4） 第2日 第3競走 2，000�2歳未勝利
発走11時15分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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

68 レッドランメルト 牡2鹿 55 川田 将雅 �東京ホースレーシング 国枝 栄 白老 社台牧場 502－ 42：02．7 2．6�
56 メ ト セ ラ 牡2黒鹿55 吉田 隼人�ラ・メール 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 476－ 42：02．91� 10．9�
811 コリエンテス 牡2黒鹿55 C．ルメール �シルクレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 472＋ 62：03．22 1．7�
55 オーシャンズヨリ 牡2鹿 55 横山 武史辻子 依旦氏 竹内 正洋 浦河 川越ファーム 456＋ 42：03．41� 20．4�
710 テイクザワールド 牡2鹿 55 岩田 康誠大塚 亮一氏 安田 翔伍 浦河 杵臼牧場 446± 02：03．71� 30．7	
44 ベアビリーブ 牝2青 54 木幡 巧也熊木 浩氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋ 4 〃 クビ 72．7

812 ヴァンデスト 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 394± 02：04．02 38．4�
22 ニシノカケハシ 牝2芦 54 武藤 雅西山 茂行氏 松山 将樹 日高 沖田牧場 456＋ 22：04．42 224．6�
33 トーセンビースト 牡2栗 55 丸山 元気島川 哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 454－ 4 〃 クビ 44．9�
11 コーラルパール 牝2栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 猿橋 義昭 470－ 22：04．5クビ 521．1�
79 コスモライデン 牡2鹿 55

52 ▲永野 猛蔵 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 42：04．71� 389．5�
67 アクナキチョウセン 牡2栗 55

53 △山田 敬士福田 光博氏 小桧山 悟 新冠 長浜 秀昭 418－ 82：05．44 464．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 60，218，100円 複勝： 107，969，300円 枠連： 10，805，400円
馬連： 58，562，900円 馬単： 45，823，500円 ワイド： 47，949，900円
3連複： 96，318，700円 3連単： 196，458，900円 計： 624，106，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 150円 � 110円 枠 連（5－6） 800円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 270円 �� 120円 �� 240円

3 連 複 ��� 320円 3 連 単 ��� 3，030円

票 数

単勝票数 計 602181 的中 � 187131（2番人気）
複勝票数 計1079693 的中 � 212831（2番人気）� 54460（3番人気）� 663119（1番人気）
枠連票数 計 108054 的中 （5－6） 10367（3番人気）
馬連票数 計 585629 的中 �� 44252（3番人気）
馬単票数 計 458235 的中 �� 17099（5番人気）
ワイド票数 計 479499 的中 �� 34306（3番人気）�� 136921（1番人気）�� 40491（2番人気）
3連複票数 計 963187 的中 ��� 222321（1番人気）
3連単票数 計1964589 的中 ��� 46878（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．8―36．8―49．2―1：02．3―1：15．3―1：28．3―1：39．7―1：50．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F34．4

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

勝馬の
紹 介

レッドランメルト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Orpen デビュー 2021．8．22 札幌3着

2019．1．29生 牡2鹿 母 クイーンズアドヴァイス 母母 Queen’s Bench 2戦1勝 賞金 6，900，000円

2701610月10日 曇 良 （3東京4） 第2日 第4競走 ��1，600�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
1：32．7
1：32．3

良
良

12 ラ ス ー ル 牝2鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 474 ―1：35．3 2．1�
11 アイキャンドウイッ 牡2黒鹿55 横山 武史 �吉澤ホールディングス 池江 泰寿 新ひだか 岡田スタツド 446 ―1：35．93� 6．0�
23 ロ ジ レ ッ ト 牝2黒鹿54 柴田 善臣久米田正明氏 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 446 ―1：36．22 21．2�
59 ビヨンドザタイム 牡2栗 55 吉田 隼人�レッドマジック金成 貴史 新冠 ハクレイファーム 446 ― 〃 クビ 21．7�
24 ファムスパーブ 牝2黒鹿54 �島 克駿�G1レーシング 栗田 徹 安平 追分ファーム 444 ―1：36．62� 29．1	
48 フォレスクライト 牡2青鹿55 川田 将雅 �キャロットファーム 萩原 清 洞�湖 レイクヴィラファーム 434 ― 〃 ハナ 9．5

713 イ チ ゴ 牝2黒鹿54 丸山 元気村山 忠弘氏 根本 康広 日高 鹿戸 和幸 466 ―1：36．7クビ 161．3�
510 グランプレジール 牡2栗 55 福永 祐一 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 506 ―1：37．33� 4．0�
816 クーシフォン 牝2鹿 54 大野 拓弥水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 452 ―1：37．61� 93．2
36 エムズジャガー 牡2黒鹿55 酒井 学柴田実千代氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 490 ―1：37．92 70．7�
818 ア ル テ ラ 牡2芦 55 武士沢友治武田 茂男氏 深山 雅史 浦河 まるとみ冨岡牧場 424 ― 〃 クビ 196．2�
715 ホワイトレッグス 牡2栗 55

53 △山田 敬士柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 436 ―1：38．21� 457．5�
612 ウルアテソーロ 牝2芦 54

51 ▲永野 猛蔵了德寺健二ホール
ディングス� 和田 雄二 日高 リョーケンファー

ム株式会社 452 ―1：38．3� 319．4�
35 アクアポリン 牝2鹿 54 田辺 裕信谷掛 龍夫氏 大江原 哲 新ひだか 片山牧場 460 ―1：38．4� 183．4�
817 オ ッ カ ナ イ 牝2芦 54 吉田 豊由井健太郎氏 深山 雅史 浦河 ヒダカフアーム 444 ―1：39．14 236．4�
714 エ ス タ ス 牡2鹿 55 三浦 皇成�フクキタル 田中 博康 新冠 パカパカ

ファーム B482 ―1：39．2� 87．4�
47 エクレアサトリ 牝2黒鹿54 江田 照男李 柱坤氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 478 ― （競走中止） 53．7�

（17頭）
611 ムーンムーンムーン 牝2栗 54 木幡 巧也木部 厳生氏 堀井 雅広 日高 木部ファーム 438 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 59，483，100円 複勝： 53，264，500円 枠連： 17，346，600円
馬連： 62，892，400円 馬単： 33，639，100円 ワイド： 52，152，900円
3連複： 92，579，200円 3連単： 112，571，600円 計： 483，929，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 160円 � 320円 枠 連（1－1） 670円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 280円 �� 490円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 2，580円 3 連 単 ��� 7，950円

票 数

単勝票数 差引計 594831（返還計 3374） 的中 � 232331（1番人気）
複勝票数 差引計 532645（返還計 5414） 的中 � 135757（1番人気）� 88064（3番人気）� 30367（5番人気）
枠連票数 差引計 173466（返還計 112） 的中 （1－1） 19857（3番人気）
馬連票数 差引計 628924（返還計 10442） 的中 �� 76695（2番人気）
馬単票数 差引計 336391（返還計 5331） 的中 �� 27577（2番人気）
ワイド票数 差引計 521529（返還計 13808） 的中 �� 53371（2番人気）�� 26744（5番人気）�� 10452（13番人気）
3連複票数 差引計 925792（返還計 36528） 的中 ��� 26908（8番人気）
3連単票数 差引計1125716（返還計 41432） 的中 ��� 10257（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．8―48．4―1：01．0―1：12．2―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ ス ー ル �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 Singspiel 初出走

2019．2．23生 牝2鹿 母 サ マ ー ハ 母母 Genovefa 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 ムーンムーンムーン号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻3分遅延。
〔競走中止〕 エクレアサトリ号は，競走中に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。
〔制裁〕 ウルアテソーロ号の騎手永野猛蔵は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
〔その他〕 アイキャンドウイッ号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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 イワクニ号



2701710月10日 曇 良 （3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
1：59．5
1：58．9

良
良

79 テラフォーミング 牡2鹿 55 �島 克駿石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 細川農場 458 ―2：04．4 42．9�
710 チェルノボーグ 牡2青鹿55 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 484 ―2：04．5� 1．5�
812 ウインマイルート 牡2栗 55 石川裕紀人�ウイン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 434 ―2：04．92� 46．1�
56 バンブリッジ 牝2栃栗54 川田 将雅 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 462 ―2：05．0� 5．2�
811 ルージュアルル 牝2栗 54 横山 武史 �東京ホースレーシング 国枝 栄 洞�湖 レイクヴィラファーム 448 ―2：05．21	 12．2	
68 フィレンツェ 牡2鹿 55 田辺 裕信田畑 利彦氏 加藤士津八 新ひだか 矢野牧場 450 ―2：05．3� 52．1

55 エ ム ラ ム 牡2鹿 55 内田 博幸吉田 安惠氏 鈴木慎太郎 安平 追分ファーム 502 ―2：05．83 135．6�
33 ファイナルアンサー 牝2栗 54 C．ルメール �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 476 ―2：05．9� 8．0�
67 デ ィ サ イ ド 牡2芦 55 吉田 隼人前田 幸大氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476 ―2：06．0クビ 17．8
22 ヴ ラ デ ィ ア 牡2青 55 横山 和生小泉 修氏 小西 一男 登別 登別上水牧場 490 ―2：06．21� 250．1�
44 ヒラボクロマネ 牡2鹿 55 岩田 康誠�平田牧場 寺島 良 浦河 辻 牧場 508 ―2：07．37 57．9�
11 リュウノマキロイ 牡2黒鹿55 柴田 善臣蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 488 ―2：07．51	 29．8�
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売 得 金
単勝： 62，297，300円 複勝： 79，865，200円 枠連： 14，317，200円
馬連： 62，986，800円 馬単： 38，941，900円 ワイド： 52，861，600円
3連複： 89，809，500円 3連単： 147，760，000円 計： 548，839，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，290円 複 勝 � 630円 � 110円 � 610円 枠 連（7－7） 2，290円

馬 連 �� 2，270円 馬 単 �� 9，480円

ワ イ ド �� 770円 �� 8，690円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 14，520円 3 連 単 ��� 160，360円

票 数

単勝票数 計 622973 的中 � 12310（7番人気）
複勝票数 計 798652 的中 � 16341（8番人気）� 426804（1番人気）� 17022（7番人気）
枠連票数 計 143172 的中 （7－7） 4845（7番人気）
馬連票数 計 629868 的中 �� 21504（8番人気）
馬単票数 計 389419 的中 �� 3078（24番人気）
ワイド票数 計 528616 的中 �� 18420（8番人気）�� 1492（44番人気）�� 11034（14番人気）
3連複票数 計 898095 的中 ��� 4636（40番人気）
3連単票数 計1477600 的中 ��� 668（289番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―26．0―38．8―51．4―1：04．2―1：16．9―1：30．1―1：41．7―1：52．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

テラフォーミング �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ルーラーシップ 初出走

2019．4．10生 牡2鹿 母 ウインシップ 母母 ウインデンファーレ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 テラフォーミング号の騎手木幡巧也は，第4競走での馬場入場後の落馬負傷のため�島克駿に変更。

2701810月10日 曇 良 （3東京4） 第2日 第6競走 1，400�3歳以上1勝クラス
発走13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
1：21．5
1：20．3

重
不良

612 ミ カ ン サ ン 牝3鹿 53
50 ▲永野 猛蔵是枝 浩平氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 476＋ 81：25．0 7．7�

11 トーセンニック 牡3栗 55 横山 和生島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ
スティファーム 466＋ 2 〃 クビ 15．2�

714 パ ル デ ン ス 牡3鹿 55
53 △山田 敬士山本三津子氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 494＋ 4 〃 クビ 21．5�

815 コングールテソーロ 牡5鹿 57 福永 祐一了德寺健二ホール
ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 高橋フアーム 490＋ 61：25．1� 1．9�

35 トミケンカラバティ 牡3鹿 55 横山 武史佐野 信幸氏 尾形 和幸 浦河 信岡牧場 438－ 41：25．2クビ 10．8	
36 マイグレーション 牡3黒鹿55 丸山 元気野村 茂雄氏 水野 貴広 新ひだか 藤原牧場 490－ 2 〃 クビ 15．9

23 � ペガサスターボ 牡4鹿 57 吉田 豊坪野谷和平氏 勢司 和浩 浦河 千明牧場 516－ 81：25．3� 72．4�
713 ヴァルゴスピカ 牝4鹿 55 大野 拓弥岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 日高 本間牧場 448＋ 21：25．4� 13．8�
816 イサチルプリンス 牡3黒鹿55 江田 照男小坂 功氏 竹内 正洋 新ひだか 佐竹 学 496± 01：25．72 10．6
47 エストレラブレイン 牡3栗 55 三浦 皇成エンジェルレーシング� 田村 康仁 新ひだか 下屋敷牧場 530＋ 81：25．8クビ 21．0�
611 グランデモナルカ 牡3黒鹿55 内田 博幸 �サンデーレーシング 奥村 武 安平 ノーザンファーム B466＋ 41：26．33 27．7�
59 シングンバズーカ 牡4黒鹿57 田辺 裕信伊坂 重憲氏 伊坂 重信 日高 広富牧場 B478＋ 81：26．61� 51．8�
12 � サンマルクリスエス 牡4青鹿57 武士沢友治相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 454－ 61：26．7� 156．6�
510 アウリガテソーロ 牡3青鹿55 �島 克駿了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム B508＋ 4 〃 クビ 54．7�
24 � アドラツィオーネ 牝4黒鹿55 武藤 雅佐々木雄二氏 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 21：26．8� 52．3�
48 � タ イ ガ 牡4黒鹿57 酒井 学合同会社三度屋 柄崎 孝 新冠 オリエント牧場 502± 01：27．01 101．1�
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売 得 金
単勝： 51，319，200円 複勝： 60，845，800円 枠連： 17，423，600円
馬連： 76，255，000円 馬単： 34，210，700円 ワイド： 69，731，300円
3連複： 133，087，200円 3連単： 135，359，600円 計： 578，232，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 240円 � 380円 � 640円 枠 連（1－6） 3，260円

馬 連 �� 5，000円 馬 単 �� 7，980円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 2，320円 �� 3，560円

3 連 複 ��� 19，780円 3 連 単 ��� 132，610円

票 数

単勝票数 計 513192 的中 � 53050（2番人気）
複勝票数 計 608458 的中 � 77276（2番人気）� 41055（5番人気）� 21927（10番人気）
枠連票数 計 174236 的中 （1－6） 4141（12番人気）
馬連票数 計 762550 的中 �� 11809（13番人気）
馬単票数 計 342107 的中 �� 3214（21番人気）
ワイド票数 計 697313 的中 �� 12228（15番人気）�� 7729（26番人気）�� 4979（40番人気）
3連複票数 計1330872 的中 ��� 5044（61番人気）
3連単票数 計1353596 的中 ��� 740（398番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―12．0―12．5―12．2―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―35．1―47．6―59．8―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミ カ ン サ ン �
�
父 ダノンレジェンド �

�
母父 コ マ ン ズ デビュー 2020．7．18 函館2着

2018．3．13生 牝3鹿 母 ホールドミータイト 母母 プリエミネンス 8戦2勝 賞金 17，300，000円
〔騎手変更〕 シングンバズーカ号の騎手木幡巧也は，第4競走での馬場入場後の落馬負傷のため田辺裕信に変更。
※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 ディナミーデン号



2701910月10日 曇 良 （3東京4） 第2日 第7競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時35分 （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
1：44．2
1：43．8

良
良

11 � ドンナセレーノ 牝3鹿 53 横山 和生原 �子氏 安田 翔伍 英 Hara Reiko
Racing Co. Ltd B414＋ 81：46．6 12．0�

710 アルマドラード 牡3黒鹿55 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 520＋ 61：47．13 3．3�
68 スパークオブライフ 牝5黒鹿 55

52 ▲永野 猛蔵西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 422－ 21：47．42 48．8�
33 セ ル ジ ュ 牡3鹿 55 横山 武史多田 賢司氏 中川 公成 新ひだか 千代田牧場 490＋ 61：47．5� 5．7�
44 シゲルオテンバ 牝3鹿 53 三浦 皇成森中 蕃氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 440＋ 81：47．71� 5．0�
79 サイモンメガライズ 牡3鹿 55 吉田 隼人澤田 昭紀氏 小林 真也 日高 ヤナガワ牧場 488± 0 〃 クビ 32．4	
811 ギルティブラック 牡3青鹿55 	島 克駿 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 450＋ 21：47．91
 24．8

67 スウィートブルーム 牝3鹿 53 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 B434＋ 41：48．0クビ 3．7�
55 ナ ム ラ ド ン 牡4鹿 57 福永 祐一奈村 睦弘氏 清水 久詞 新冠 武田 寛治 486＋ 61：48．1� 14．6
22 カナロアガール 牝5鹿 55 大野 拓弥広尾レース� 田村 康仁 平取 清水牧場 498＋301：48．2クビ 15．1�
56 � アメジストヴェイグ 牡5黒鹿 57

55 △山田 敬士成富 直行氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 496＋ 6 〃 ハナ 370．5�
812 アイスナイン 4鹿 57 江田 照男石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新冠 細川農場 498＋ 21：48．73 240．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 53，865，000円 複勝： 65，997，800円 枠連： 12，294，100円
馬連： 83，498，300円 馬単： 35，553，400円 ワイド： 68，386，900円
3連複： 111，192，600円 3連単： 135，019，300円 計： 565，807，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 280円 � 170円 � 960円 枠 連（1－7） 1，870円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 4，170円

ワ イ ド �� 950円 �� 6，180円 �� 3，610円

3 連 複 ��� 29，150円 3 連 単 ��� 153，670円

票 数

単勝票数 計 538650 的中 � 35714（5番人気）
複勝票数 計 659978 的中 � 59974（5番人気）� 124379（1番人気）� 13849（10番人気）
枠連票数 計 122941 的中 （1－7） 5092（8番人気）
馬連票数 計 834983 的中 �� 30382（8番人気）
馬単票数 計 355534 的中 �� 6387（17番人気）
ワイド票数 計 683869 的中 �� 19251（12番人気）�� 2780（42番人気）�� 4795（37番人気）
3連複票数 計1111926 的中 ��� 2860（84番人気）
3連単票数 計1350193 的中 ��� 637（440番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．0―12．4―12．1―12．0―11．4―11．4―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―36．0―48．4―1：00．5―1：12．5―1：23．9―1：35．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．1―3F34．1

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

勝馬の
紹 介

�ドンナセレーノ �
�
父 Lord Kanaloa �

�
母父 Heart’s Cry デビュー 2020．10．25 東京3着

2018．3．10生 牝3鹿 母 Nuovo Record 母母 Omega Spirit 8戦2勝 賞金 19，140，000円
〔騎手変更〕 アメジストヴェイグ号の騎手木幡巧也は，第4競走での馬場入場後の落馬負傷のため山田敬士に変更。

2702010月10日 晴 良 （3東京4） 第2日 第8競走 ��2，100�3歳以上2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 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

55 スーパーフェイバー 牡3黒鹿55 三浦 皇成�G1レーシング 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484－ 42：13．9 6．2�

33 グレートバローズ 牡4鹿 57 岩田 康誠猪熊 広次氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 478＋ 8 〃 クビ 10．5�
11 バイシュラバナ �4栗 57 吉田 隼人草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 466－ 6 〃 アタマ 7．1�
22 ダノンラスター �5鹿 57 石橋 脩�ダノックス 堀 宣行 千歳 社台ファーム B464＋ 82：14．0クビ 1．5�
44 コバルトブルー 牡5栗 57 �島 克駿青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 466－ 42：14．21� 14．6�
811 スキッピングロック 牡5鹿 57 吉田 豊 	サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 466－ 82：14．51	 25．5

79 メイショウオオタカ 牡5鹿 57 石川裕紀人松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 ヤナガワ牧場 494± 02：14．6
 51．4�
56 � ディスカバー �7鹿 57

54 ▲永野 猛蔵村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B468－ 42：15．02
 204．5�
812 ダルムシュタット �4鹿 57 江田 照男村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 470＋ 2 〃 
 59．9
68 フリーフロー 牡4栗 57 丸田 恭介里見美惠子氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 478＋ 82：15．1
 19．3�
67 アバオアクー �9鹿 57 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B500＋ 22：15．63 103．6�
710 トウカイオルデン 牡6鹿 57 柴田 善臣内村 正則氏 菊川 正達 新ひだか 平野牧場 B480＋ 62：16．45 54．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 44，644，600円 複勝： 92，084，900円 枠連： 13，274，200円
馬連： 74，918，000円 馬単： 39，480，000円 ワイド： 62，667，100円
3連複： 116，448，600円 3連単： 193，169，400円 計： 636，686，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 290円 � 350円 � 330円 枠 連（3－5） 2，580円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 4，590円

ワ イ ド �� 740円 �� 660円 �� 900円

3 連 複 ��� 4，880円 3 連 単 ��� 23，810円

票 数

単勝票数 計 446446 的中 � 57414（2番人気）
複勝票数 計 920849 的中 � 87522（2番人気）� 68092（4番人気）� 72890（3番人気）
枠連票数 計 132742 的中 （3－5） 3977（10番人気）
馬連票数 計 749180 的中 �� 24478（8番人気）
馬単票数 計 394800 的中 �� 6446（13番人気）
ワイド票数 計 626671 的中 �� 21889（8番人気）�� 24787（6番人気）�� 17537（10番人気）
3連複票数 計1164486 的中 ��� 17888（15番人気）
3連単票数 計1931694 的中 ��� 5881（72番人気）

ハロンタイム 7．2―12．2―13．6―13．6―13．0―12．8―12．8―12．6―12．0―11．8―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―19．4―33．0―46．6―59．6―1：12．4―1：25．2―1：37．8―1：49．8―2：01．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スーパーフェイバー �
�
父 Super Saver �

�
母父 My Golden Song デビュー 2020．10．17 京都12着

2018．2．12生 牡3黒鹿 母 ザガールインザットソング 母母 Belle of the Band 10戦2勝 賞金 26，023，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔騎手変更〕 アバオアクー号の騎手木幡巧也は，第4競走での馬場入場後の落馬負傷のため大野拓弥に変更。
〔制裁〕 ダノンラスター号の騎手石橋脩は，決勝線手前で十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金

100，000円。（被害馬：4番）



2702110月10日 晴 良 （3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，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
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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

818 コトブキテティス 牝4黒鹿55 柴田 善臣尾上 松壽氏 田島 俊明 新ひだか 斉藤スタッド 444－ 42：25．7 38．7�
611 レティキュール 牝5鹿 55 �島 克駿 �サンデーレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 458± 0 〃 クビ 13．0�
510 フィリオアレグロ 牡4鹿 57 C．ルメール �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B488＋ 22：25．8	 1．7�
47 ス ヴ ァ ル ナ 牡6黒鹿57 内田 博幸 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 516＋ 42：25．9クビ 60．3�
24 タイセイモナーク 牡5鹿 57 三浦 皇成田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B488－ 82：26．0
 48．2�
713 キタサンバルカン 牡5鹿 57 岩田 康誠�大野商事 奥村 武 安平 ノーザンファーム 448＋142：26．21
 53．4	
35 サトノラディウス �5鹿 57 横山 武史 
サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム B474－10 〃 ハナ 5．9�
23 ドリームスピリット 牡6鹿 57 吉田 豊落合 幸弘氏 武藤 善則 様似 中村 俊紀 508＋ 82：26．41
 40．5�
36 ストリクトコード 牝4黒鹿55 吉田 隼人
G1レーシング 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 452＋ 62：26．5
 5．5
714 シ ロ ニ イ 牡7白 57 石川裕紀人金子真人ホール

ディングス
 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B508－ 22：27．03 31．5�
12 バイマイサイド 牡6栗 57 大野 拓弥
G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム B492－ 22：27．2	 23．5�
817 エクセレントミスズ 牡8鹿 57 酒井 学永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 上水牧場 474＋ 62：27．3
 283．7�
48 ジョウショームード 牡5黒鹿57 国分 恭介熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 448＋12 〃 クビ 127．5�
715 サトノオンリーワン 牡6芦 57 石橋 脩里見 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 B484－ 2 〃 クビ 162．0�
59 ダイワダグラス �5鹿 57 江田 照男大城 正一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 496－ 42：27．4
 136．2�
612 ウォーターパルフェ 牡6鹿 57 横山 和生山岡 正人氏 石橋 守 浦河 笹地牧場 492－ 4 〃 アタマ 142．4�
816 ヒシヴィクトリー 牡6黒鹿57 武藤 雅阿部 雅英氏 牧 光二 新冠 飛渡牧場 B496± 02：27．82 55．1�
11 ホッコーアカツキ 牡4鹿 57 浜中 俊北幸商事
 畑端 省吾 日高 川端 正博 518＋ 22：29．7大差 44．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 54，087，000円 複勝： 88，561，200円 枠連： 30，192，000円
馬連： 127，997，400円 馬単： 60，927，400円 ワイド： 90，604，600円
3連複： 196，592，900円 3連単： 266，899，000円 計： 915，861，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，870円 複 勝 � 490円 � 270円 � 110円 枠 連（6－8） 7，890円

馬 連 �� 16，890円 馬 単 �� 46，150円

ワ イ ド �� 3，590円 �� 1，080円 �� 440円

3 連 複 ��� 7，010円 3 連 単 ��� 132，170円

票 数

単勝票数 計 540870 的中 � 11165（7番人気）
複勝票数 計 885612 的中 � 29056（6番人気）� 62906（4番人気）� 342445（1番人気）
枠連票数 計 301920 的中 （6－8） 2964（19番人気）
馬連票数 計1279974 的中 �� 5871（39番人気）
馬単票数 計 609274 的中 �� 990（81番人気）
ワイド票数 計 906046 的中 �� 6044（36番人気）�� 21051（9番人気）�� 57061（3番人気）
3連複票数 計1965929 的中 ��� 21006（23番人気）
3連単票数 計2668990 的中 ��� 1464（341番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．2―13．0―12．6―12．2―12．4―12．2―11．8―11．3―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―23．9―36．1―49．1―1：01．7―1：13．9―1：26．3―1：38．5―1：50．3―2：01．6―2：13．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F35．4
1
3

1（4，16）10，14（3，7）17，5，11（2，6）18，12－13－（8，15）－9・（1，4）16（3，10，14）（5，7）（17，6）（2，11）18，13，15，9－12，8
2
4

・（1，4）16，10（3，14）7（5，17）（11，6）（2，18）－12（13，15）－8，9・（1，4）（3，10，16）（7，14）（5，6）（11，17）（2，18）（13，9）15－12－8
勝馬の
紹 介

コトブキテティス �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．10．26 東京2着

2017．4．16生 牝4黒鹿 母 エ ヴ ァ 母母 ラブフォーエバー 19戦4勝 賞金 62，200，000円
〔騎手変更〕 ヒシヴィクトリー号の騎手木幡巧也は，第4競走での馬場入場後の落馬負傷のため武藤雅に変更。
〔制裁〕 フィリオアレグロ号の騎手C．ルメールは，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10，000円。（被害馬：11

番・7番）
※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 マイネルミュトス号

2702210月10日 晴 良 （3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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

713 ヘ リ オ ス 	5黒鹿57 横山 武史�桑田牧場 寺島 良 浦河 桑田牧場 B472＋161：22．3 3．6�
611 スリーグランド 牡4栗 57 福永 祐一永井商事� 高橋 義忠 新ひだか グランド牧場 474＋ 81：22．93
 5．6�
612 デュードヴァン 牡4鹿 56 内田 博幸 �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 日高 下河辺牧場 478＋ 41：23．22 12．3�
59 ハーグリーブス 牡6芦 56 吉田 豊水上ふじ子氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 492－101：23．4� 107．1�
48 デンコウリジエール 牡4鹿 56 大野 拓弥田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 468＋ 41：23．5� 90．4	
815 メイショウテンスイ 牡4栗 57 酒井 学松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 512－ 8 〃 アタマ 20．9

510 スマッシャー 牡3鹿 54 川田 将雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉岡 辰弥 浦河 宮内牧場 476＋101：23．6
 2．7�
47 ワンダーリーデル 牡8鹿 59 横山 典弘山本 能成氏 安田 翔伍 浦河 大島牧場 530－ 41：23．7
 7．4�
714� ドウドウキリシマ 牡5栗 56 島 良太西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 B492＋ 41：23．91 60．4
816 バティスティーニ 牡8鹿 56 島 克駿 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B490－ 61：24．0
 27．3�
11 ロードグラディオ 牡5黒鹿56 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 四位 洋文 新ひだか ケイアイファーム 502－ 4 〃 ハナ 97．7�
24 レッドフレイ 牡6黒鹿56 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 岩戸 孝樹 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 2 〃 クビ 46．5�
36 サ ヴ ィ 牡7黒鹿58 石橋 脩ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋ 21：24．1
 35．0�
35 ヒ ラ ソ ー ル 	5鹿 56 柴田 大知阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 468－ 41：24．2� 114．7�
12 ペプチドバンブー 牡6黒鹿57 松田 大作沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 B506－ 61：24．3クビ 28．6�

（15頭）
23 フ ォ ー テ 牡4黒鹿56 三浦 皇成寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B496－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 80，127，200円 複勝： 97，751，400円 枠連： 32，317，800円
馬連： 174，191，300円 馬単： 67，294，200円 ワイド： 126，310，000円
3連複： 273，914，000円 3連単： 318，740，400円 計： 1，170，646，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 180円 � 180円 � 250円 枠 連（6－7） 740円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，070円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 4，720円 3 連 単 ��� 18，460円

票 数

単勝票数 差引計 801272（返還計 12233） 的中 � 173394（2番人気）
複勝票数 差引計 977514（返還計 18651） 的中 � 156065（2番人気）� 147455（3番人気）� 88723（5番人気）
枠連票数 差引計 323178（返還計 665） 的中 （6－7） 33432（3番人気）
馬連票数 差引計1741913（返還計 81913） 的中 �� 152087（3番人気）
馬単票数 差引計 672942（返還計 29074） 的中 �� 29123（5番人気）
ワイド票数 差引計1263100（返還計 69873） 的中 �� 79242（3番人気）�� 29257（10番人気）�� 29759（9番人気）
3連複票数 差引計2739140（返還計214166） 的中 ��� 43475（10番人気）
3連単票数 差引計3187404（返還計228025） 的中 ��� 12513（44番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．3―34．8―46．5―58．3―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヘ リ オ ス �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．8．18 札幌2着

2016．2．23生 	5黒鹿 母 アンジュシュエット 母母 ショウナンガッド 20戦6勝 賞金 109，129，000円
〔競走除外〕 フォーテ号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の27頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）27頭 アヴァンティスト号・アディラート号・イモータルスモーク号・インターミッション号・ウルトラマリン号・

オーロラテソーロ号・クラヴァシュドール号・ゲンパチフォルツァ号・コマビショウ号・ショーム号・
スマッシングハーツ号・タイガーインディ号・ドリュウ号・ニューモニュメント号・パンサラッサ号・
ハーメティキスト号・ブランノワール号・メイショウエイコウ号・メイショウベンガル号・メモリーコウ号・
モズダッシュスター号・ヨハン号・ライトウォーリア号・ルッジェーロ号・ルーチェドーロ号・レッドサイオン号・
ロジペルレスト号

２レース目



2702310月10日 晴 良 （3東京4） 第2日 第11競走 ��
��1，800�第72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，2．10．10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，2．10．9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 910，000円 260，000円 130，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．8

良
良

11 � シュネルマイスター 牡3鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 手塚 貴久 独 Northern
Farm 482＋ 81：44．8 2．6�

57 ダノンキングリー 牡5黒鹿58 川田 将雅�ダノックス 萩原 清 浦河 三嶋牧場 458＋ 2 〃 アタマ 2．7�
45 ポ タ ジ ェ 牡4鹿 56 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472＋ 81：45．01	 8．7�
68 ダイワキャグニー 
7黒鹿56 石橋 脩大城 正一氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B492± 01：45．1	 33．7�
711 カイザーミノル 牡5鹿 56 横山 典弘吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B468± 0 〃 クビ 45．0	
22 サンレイポケット 牡6黒鹿56 �島 克駿永井 啓弍氏 高橋 義忠 様似 様似共栄牧場 472± 01：45．2	 35．9

69 ヴェロックス 牡5鹿 56 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 482－ 21：45．41� 32．6�
812 ヴァンドギャルド 牡5鹿 57 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 480 1：45．5クビ 7．8�
710 ケイデンスコール 牡5鹿 57 岩田 康誠 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：45．82 16．6
56 カ デ ナ 牡7鹿 56 田辺 裕信前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 476－ 6 〃 ハナ 39．4�
813 トーラスジェミニ 牡5鹿 56 丸山 元気柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 472± 01：45．9	 27．7�
44 マイネルファンロン 牡6青鹿56 横山 武史 �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 472－ 61：46．0 61．5�
33 ラストドラフト 牡5黒鹿56 三浦 皇成 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 468＋ 61：46．1	 40．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 319，487，400円 複勝： 378，245，000円 枠連： 117，503，100円 馬連： 852，563，800円 馬単： 367，662，000円
ワイド： 612，779，800円 3連複： 1，537，020，400円 3連単： 2，468，508，100円 5重勝： 727，380，300円 計： 7，381，149，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 120円 � 180円 枠 連（1－5） 340円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 180円 �� 340円 �� 400円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 2，820円

5 重 勝
対象競走：阪神10R／東京10R／新潟11R／阪神11R／東京11R

キャリーオーバー なし����� 36，369，010円

票 数

単勝票数 計3194874 的中 � 955667（1番人気）
複勝票数 計3782450 的中 � 908022（2番人気）� 916615（1番人気）� 408570（3番人気）
枠連票数 計1175031 的中 （1－5） 262006（1番人気）
馬連票数 計8525638 的中 �� 1848511（1番人気）
馬単票数 計3676620 的中 �� 408456（1番人気）
ワイド票数 計6127798 的中 �� 1031451（1番人気）�� 414563（2番人気）�� 338205（4番人気）
3連複票数 計15370204 的中 ���1263522（1番人気）
3連単票数 計24685081 的中 ��� 633120（2番人気）
5重勝票数 差引計7273803（返還計 85755） 的中 ����� 14

ハロンタイム 12．6―10．9―11．3―11．9―11．8―11．7―11．3―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―34．8―46．7―58．5―1：10．2―1：21．5―1：32．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F34．6

3 13－8，11－5，7（10，12）（3，9）（2，4）1－6
2
4

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

勝馬の
紹 介

�シュネルマイスター �
�
父 Kingman �

�
母父 Soldier Hollow デビュー 2020．9．5 札幌1着

2018．3．23生 牡3鹿 母 Serienholde 母母 Saldenehre 6戦4勝 賞金 249，718，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりシュネルマイスター号は，天皇賞（秋）（GⅠ）競走に優先出走できる。

2702410月10日 晴 良 （3東京4） 第2日 第12競走 ��1，400�3歳以上2勝クラス
発走16時25分 （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
1：21．5
1：20．3

重
不良

714 ケイアイターコイズ 牡5芦 57 内田 博幸 �ケイアイスタリオン 新谷 功一 新冠 新冠橋本牧場 514－ 61：23．9 8．7�
35 アドマイヤルプス �4栗 57 C．ルメール 近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 542± 0 〃 クビ 3．3�
47 フ ク ウ ン 牡3黒鹿55 横山 武史西村 專次氏 鈴木 伸尋 新ひだか 静内フジカワ牧場 462＋ 61：24．53� 7．0�
59 アイスシェルフ 牡4黒鹿57 丸山 元気吉田 勝己氏 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 536± 01：24．6� 11．6�
24 � リワードノルン 牝5黒鹿55 横山 典弘宮﨑 冴子氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード 474－ 41：24．81	 94．8�
11 ディスモーメント 牡5黒鹿57 福永 祐一大塚 亮一氏 宮田 敬介 浦河 杵臼牧場 530－ 2 〃 アタマ 4．9	
48 オレノマニラ 牡6栗 57 柴田 善臣諸岡 慶氏 土田 稔 日高 北田 剛 444＋ 41：24．9クビ 131．7

510 カラーズオブラヴ 牝4黒鹿55 武士沢友治グリーンスウォード和田 勇介 新ひだか 中橋 正 B478＋10 〃 アタマ 44．0�
816 ファイヴレター 牡4青鹿57 丸田 恭介熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 450－ 81：25．0� 25．0�
12 エリモグリッター �4鹿 57

54 ▲永野 猛蔵山本三津子氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 476＋141：25．21	 29．8
612� リュウグウハヤブサ 牡4鹿 57 吉田 隼人深澤 朝房氏 伊坂 重信 洞
湖 レイクヴィラファーム 500＋ 6 〃 アタマ 15．3�
611 メタスペクター 牡3芦 55 田辺 裕信松尾 正氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 464＋ 2 〃 クビ 14．0�
815 サンキーウエスト 牝4青鹿55 岩部 純二 �加藤ステーブル 萱野 浩二 日高 株式会社

ケイズ 452＋ 21：25．83� 15．3�
713 エバーサニーハート 牡3黒鹿55 石橋 脩堀口 晴男氏 小手川 準 浦河 市川牧場 504＋141：25．9� 15．4�
23 ロ ブ ラ リ ア 牝6栗 55 江田 照男ディアレストクラブ� 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド 492＋121：26．0クビ 115．3�
36 アコルドエール �4栗 57 岩田 康誠 �キャロットファーム 中川 公成 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 41：26．21	 48．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 138，088，200円 複勝： 169，948，100円 枠連： 58，971，700円
馬連： 276，439，800円 馬単： 106，869，100円 ワイド： 237，494，800円
3連複： 474，780，500円 3連単： 569，669，100円 計： 2，032，261，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 330円 � 170円 � 230円 枠 連（3－7） 1，130円

馬 連 �� 2，280円 馬 単 �� 4，870円

ワ イ ド �� 960円 �� 1，200円 �� 520円

3 連 複 ��� 4，980円 3 連 単 ��� 28，240円

票 数

単勝票数 計1380882 的中 � 126210（4番人気）
複勝票数 計1699481 的中 � 115345（5番人気）� 306659（1番人気）� 190742（3番人気）
枠連票数 計 589717 的中 （3－7） 40243（3番人気）
馬連票数 計2764398 的中 �� 93729（4番人気）
馬単票数 計1068691 的中 �� 16442（9番人気）
ワイド票数 計2374948 的中 �� 62235（5番人気）�� 49247（8番人気）�� 123596（2番人気）
3連複票数 計4747805 的中 ��� 71465（7番人気）
3連単票数 計5696691 的中 ��� 14620（49番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．3―35．0―46．8―59．1―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイターコイズ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．11．17 東京1着

2016．2．26生 牡5芦 母 ケイアイデイジー 母母 ケイアイギャラリー 20戦3勝 賞金 69，963，000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 モリノカワセミ号

５レース目



（3東京4）第2日 10月10日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 174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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

332，680，000円
8，210，000円
31，850，000円
2，370，000円
41，220，000円
3，000，000円
78，172，000円
5，006，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
1，007，703，000円
1，318，661，800円
352，717，600円
1，984，593，800円
886，023，900円
1，541，728，600円
3，327，439，700円
4，752，350，400円
727，380，300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 15，898，599，100円

総入場人員 4，753名 （有料入場人員 4，366名）
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