
2706110月24日 晴 良 （3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

44 カフェカルマ 牡2鹿 55 内田 博幸西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 514± 01：38．9 4．2�
811 タイキマクスウェル 牡2黒鹿55 三浦 皇成�大樹ファーム 伊藤 大士 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 502＋ 41：39．1� 5．3�
66 エコロジェネラス 牡2鹿 55 武藤 雅原村 正紀氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 490＋ 21：39．73� 19．1�
78 ブレイクフォース 牡2栗 55 石川裕紀人水上 行雄氏 中舘 英二 安平 �橋本牧場 478－ 61：39．91� 51．6�
67 オクトニオン 牡2鹿 55 戸崎 圭太小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 北星村田牧場 514± 01：40．01 1．7�
22 ローズピリオド 牡2黒鹿55 柴田 大知 �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 482＋ 61：40．21 29．4	
79 グラナダローズ 牡2鹿 55

52 ▲永野 猛蔵 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 日高 新井 昭二 462＋ 21：41．910 121．7

810 ナックドバイ 牡2鹿 55 木幡 巧也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 松本牧場 508＋ 41：42．21� 18．0�
55 ルブアルハリ 牡2芦 55 武士沢友治手嶋 康雄氏 小手川 準 新ひだか 佐竹 学 510＋10 〃 クビ 100．1�
33 ナナコロビヤオキ 牡2鹿 55 岩部 純二�ミルファーム 田中 清隆 浦河 猿橋 義昭 476± 01：43．910 195．2
11 ニシノジュンプウ 牡2鹿 55

54 ☆木幡 育也西山 茂行氏 小桧山 悟 日高 沖田牧場 458＋ 41：44．21� 296．1�
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売 得 金
単勝： 28，887，300円 複勝： 66，792，900円 枠連： 7，970，600円
馬連： 46，861，500円 馬単： 28，206，800円 ワイド： 34，677，000円
3連複： 79，369，200円 3連単： 136，160，300円 計： 428，925，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 220円 � 350円 � 740円 枠 連（4－8） 630円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 320円 �� 720円 �� 630円

3 連 複 ��� 2，860円 3 連 単 ��� 12，110円

票 数

単勝票数 計 288873 的中 � 57582（2番人気）
複勝票数 計 667929 的中 � 90815（2番人気）� 49107（3番人気）� 20260（4番人気）
枠連票数 計 79706 的中 （4－8） 9662（3番人気）
馬連票数 計 468615 的中 �� 38405（3番人気）
馬単票数 計 282068 的中 �� 12790（6番人気）
ワイド票数 計 346770 的中 �� 30596（3番人気）�� 11692（8番人気）�� 13472（6番人気）
3連複票数 計 793692 的中 ��� 20752（10番人気）
3連単票数 計1361603 的中 ��� 8150（37番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．8―13．0―13．1―12．6―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．4―48．4―1：01．5―1：14．1―1：26．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カフェカルマ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2021．9．25 中山2着

2019．3．18生 牡2鹿 母 カフェローレル 母母 ローレルウィッチ 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔発走状況〕 ナナコロビヤオキ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノジュンプウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年11月24日まで平地

競走に出走できない。

2706210月24日 晴 良 （3東京4） 第6日 第2競走 1，400�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
1：20．8
1：20．1

良
良

58 エテルナメンテ 牝2青鹿 54
51 ▲横山 琉人ゴドルフィン 小島 茂之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452＋ 21：22．5 10．0�
813 マ エ マ エ 牝2黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵 �ニッシンホール
ディングス 久保田貴士 新ひだか チャンピオンズファーム 442＋ 21：22．92� 14．3�

711 ランプロティタ 牝2鹿 54 柴田 大知 �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± 0 〃 クビ 8．8�
610 リュウキュウカリー 牡2鹿 55 柴田 善臣棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか 北洋牧場 458＋ 21：23．21� 48．5�
57 ショウナンナウシカ 牝2鹿 54 大野 拓弥国本 哲秀氏 大竹 正博 登別 青藍牧場 446－12 〃 アタマ 19．9	
11 ワ ン リ オ ン 牡2青鹿55 岩田 康誠河村 祥史氏 牧浦 充徳 日高 川端 正博 476－ 41：23．3� 3．1

34 ベ ル ベ リ ス 牝2鹿 54 吉田 豊ディアレストクラブ� 高橋 文雅 浦河 カケハムポニークラブ 458－ 41：23．4� 14．1�
33 サバイバルアート 牝2鹿 54 内田 博幸福田 光博氏 和田 雄二 千歳 社台ファーム 422＋141：23．71� 24．5�
45 ソーブラック 牝2青鹿54 石川裕紀人平田 修氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B450＋ 81：23．91 23．6
814 アルティマボス 牡2黒鹿55 酒井 学�木村牧場 和田正一郎 日高 木村牧場 510＋241：24．11� 149．8�
22 スマートロータス 牝2芦 54 武士沢友治大川 徹氏 粕谷 昌央 新ひだか 静内山田牧場 438＋ 8 〃 クビ 170．3�
69 スンヌンタイ 牝2鹿 54 戸崎 圭太田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 船越牧場 502± 01：24．31 2．8�
712 カガファクター 牡2芦 55 岩部 純二香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 片岡 博 456－ 41：24．41 128．0�
46 コストリッヒ 牡2黒鹿 55

54 ☆木幡 育也�ORTEGA 大江原 哲 日高 藤本 直弘 392－ 81：26．110 550．0�
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売 得 金
単勝： 36，634，100円 複勝： 48，477，700円 枠連： 9，779，300円
馬連： 62，439，000円 馬単： 27，918，500円 ワイド： 50，947，200円
3連複： 88，796，100円 3連単： 101，935，200円 計： 426，927，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 310円 � 500円 � 240円 枠 連（5－8） 3，390円

馬 連 �� 5，060円 馬 単 �� 11，400円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 830円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 11，980円 3 連 単 ��� 74，720円

票 数

単勝票数 計 366341 的中 � 30775（4番人気）
複勝票数 計 484777 的中 � 40385（5番人気）� 22807（7番人気）� 58724（3番人気）
枠連票数 計 97793 的中 （5－8） 2234（13番人気）
馬連票数 計 624390 的中 �� 9551（20番人気）
馬単票数 計 279185 的中 �� 1836（41番人気）
ワイド票数 計 509472 的中 �� 8453（22番人気）�� 16120（8番人気）�� 9439（19番人気）
3連複票数 計 887961 的中 ��� 5559（43番人気）
3連単票数 計1019352 的中 ��� 989（248番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．8―35．4―47．3―58．7―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エテルナメンテ �
�
父 アメリカンペイトリオット �

�
母父 Zafonic デビュー 2021．8．8 新潟11着

2019．4．17生 牝2青鹿 母 メイビーフォーエヴァー 母母 Easy Option 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コストリッヒ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年12月24日まで平地競走に

出走できない。

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24日 晴 良 （3東京4） 第6日 第3競走 ��2，000�2歳未勝利
発走10時55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

710 キ ャ ル レ イ 牡2黒鹿55 三浦 皇成里見 治紀氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 464－ 22：02．6 24．9�
67 ナンヨーアゼリア 牝2青鹿54 柴田 善臣中村 德也氏 手塚 貴久 洞�湖 レイクヴィラファーム 412－ 22：02．81� 9．3�
33 サイモンバロン 牡2鹿 55 木幡 巧也澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 新井 昭二 474＋14 〃 ハナ 5．5�
812 メ ト セ ラ 牡2黒鹿55 内田 博幸�ラ・メール 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 474－ 22：03．01� 2．2�
55 ストキャスティーク 牝2栗 54 大野 拓弥藤田 岳彦氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440＋ 42：03．1� 6．6�
79 タフトテソーロ 牡2鹿 55

52 ▲永野 猛蔵了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 浦河 酒井牧場 462± 02：03．41� 56．2	

68 ウィズザタイムズ 牝2栗 54 武藤 雅 �グリーンファーム竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 452＋ 6 〃 クビ 16．1

11 	 キスアンドテル 牝2鹿 54 戸崎 圭太ゴドルフィン 金成 貴史 愛 Godolphin 494± 02：03．61� 5．9�
44 ヒドゥンキング 牡2鹿 55 原田 和真髙橋 貴士氏 伊藤 大士 新ひだか 松田牧場 454± 02：03．7� 365．3�
811 キタノキャスター 牝2栗 54 武士沢友治北所 直人氏 粕谷 昌央 新冠 カミイスタット 462＋102：04．12� 406．4
56 ウインドエラ 牝2鹿 54 江田 照男�ミルファーム 尾関 知人 新ひだか 水丸牧場 436＋ 22：04．2� 393．8�
22 コスモライデン 牡2鹿 55 柴田 大知 �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 464＋ 42：04．41� 221．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 43，511，400円 複勝： 56，192，800円 枠連： 9，389，900円
馬連： 56，056，900円 馬単： 30，596，100円 ワイド： 44，922，300円
3連複： 77，377，200円 3連単： 105，748，500円 計： 423，795，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，490円 複 勝 � 560円 � 260円 � 200円 枠 連（6－7） 2，990円

馬 連 �� 7，860円 馬 単 �� 20，820円

ワ イ ド �� 1，940円 �� 1，630円 �� 730円

3 連 複 ��� 10，170円 3 連 単 ��� 106，330円

票 数

単勝票数 計 435114 的中 � 14798（7番人気）
複勝票数 計 561928 的中 � 21766（7番人気）� 57741（5番人気）� 83145（3番人気）
枠連票数 計 93899 的中 （6－7） 2431（12番人気）
馬連票数 計 560569 的中 �� 5521（21番人気）
馬単票数 計 305961 的中 �� 1102（48番人気）
ワイド票数 計 449223 的中 �� 5794（21番人気）�� 6981（19番人気）�� 16570（11番人気）
3連複票数 計 773772 的中 ��� 5702（36番人気）
3連単票数 計1057485 的中 ��� 721（248番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．1―37．0―49．3―1：02．3―1：14．9―1：27．6―1：39．2―1：50．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．0

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キ ャ ル レ イ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．9．26 中山11着

2019．2．28生 牡2黒鹿 母 エ ポ キ シ 母母 シ ー ズ ア ン 2戦1勝 賞金 5，100，000円

2706410月24日 晴 良 （3東京4） 第6日 第4競走 ��1，600�2歳新馬
発走11時25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

713 オメガブルーム 牡2芦 55 石川裕紀人原 �子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 470 ―1：39．9 2．4�
36 タイキモンストル 牡2栗 55 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 474 ―1：40．11� 12．7�
510 セ イ ゲ ン 牡2栗 55 吉田 豊伊藤 誠吉氏 中川 公成 新冠 五丸農場 474 ―1：40．2� 4．2�
611 クインズジョイフル 牝2栗 54

51 ▲永野 猛蔵 �ケイアイスタリオン 小島 茂之 新冠 ハシモトフアーム 446 ―1：40．41� 72．7�
815 サ ノ ラ キ 牡2鹿 55 戸崎 圭太佐野 信幸氏 中舘 英二 日高 豊洋牧場 496 ―1：41．14 5．7	
714 フィズアップ 牡2芦 55 菅原 隆一西森 功氏 小野 次郎 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 486 ―1：41．2� 95．5

47 ブライティアコバ 牝2栗 54 江田 照男小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 472 ―1：41．62� 50．2�
11 セ ン ジ ュ 牡2栗 55 武士沢友治荒井 城志氏 南田美知雄 青森 マルシチ牧場 460 ―1：41．81 64．8�
24 ドンレパルス 牡2栗 55 大野 拓弥山田 貢一氏 高木 登 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 496 ― 〃 クビ 28．7
12 エヴリーサンクス 牝2鹿 54 三浦 皇成フィールドレーシング 小手川 準 新冠 村上 欽哉 474 ―1：42．01� 8．6�
48 エスカペード 牝2鹿 54 丸田 恭介佐藤 壽男氏 宗像 義忠 新ひだか 本桐牧場 456 ―1：42．31� 60．9�
23 テイエムシチーボー 牝2栗 54 荻野 極竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム

牧場株式会社 458 ―1：42．51� 168．0�
612 ミスタートーザイ 牡2栗 55 木幡 巧也村田 哲朗氏 勢司 和浩 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498 ―1：43．03 91．4�
59 ホワイトレディ 牝2鹿 54

51 ▲横山 琉人�住宅データ 小島 茂之 新ひだか 静内山田牧場 430 ―1：43．31� 91．9�
816 バ リ ア ン ス 牡2芦 55 酒井 学藤田 岳彦氏 田村 康仁 青森 久保フアーム 496 ― 〃 クビ 76．0�
35 ファーストマン 牡2栗 55 岩田 康誠堂守 貴志氏 戸田 博文 日高 白井牧場 502 ―2：11．9大差 32．0�
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売 得 金
単勝： 40，741，900円 複勝： 44，134，700円 枠連： 11，564，100円
馬連： 53，964，700円 馬単： 25，297，500円 ワイド： 41，518，700円
3連複： 76，648，400円 3連単： 82，519，000円 計： 376，389，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 210円 � 160円 枠 連（3－7） 800円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 490円 �� 220円 �� 750円

3 連 複 ��� 1，360円 3 連 単 ��� 6，960円

票 数

単勝票数 計 407419 的中 � 137641（1番人気）
複勝票数 計 441347 的中 � 148006（1番人気）� 37849（5番人気）� 58903（2番人気）
枠連票数 計 115641 的中 （3－7） 11179（3番人気）
馬連票数 計 539647 的中 �� 35748（4番人気）
馬単票数 計 252975 的中 �� 12041（4番人気）
ワイド票数 計 415187 的中 �� 20350（4番人気）�� 55550（1番人気）�� 12509（8番人気）
3連複票数 計 766484 的中 ��� 41978（2番人気）
3連単票数 計 825190 的中 ��� 8591（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．3―36．8―49．4―1：01．7―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4F50．5―3F38．2
3 ・（10，13，14）（6，15）9（11，16）－（8，3，7）2＝4，1－12＝5 4 ・（10，13，14）（6，15）－（11，16）7（9，3）2，8＝（1，4）＝12＝5

勝馬の
紹 介

オメガブルーム �
�
父 サトノアラジン �

�
母父 Red Ransom 初出走

2019．3．4生 牡2芦 母 レッドルンバ 母母 Rumba Azul 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔調教再審査〕 ファーストマン号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 ファーストマン号は，競走中に異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アプサラー号・ガイフウカイセイ号・タケルカムイ号・フジシュウセツ号・モンスマルティス号・

ヤマタケコーチャン号・リュタン号



2706510月24日 晴 良 （3東京4） 第6日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時15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

816 プレサージュリフト 牝2黒鹿54 大野 拓弥 �サンデーレーシング 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 452 ―1：36．7 3．4�
48 ローシュタイン 牡2黒鹿55 木幡 巧也天堀 忠博氏 牧 光二 浦河 近藤牧場 444 ―1：37．23 158．8�
510 スリールサンセール 牝2栗 54 荻野 極�G1レーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 448 ―1：37．94 63．5�
24 エリカコレクト 牝2鹿 54 三浦 皇成三木 正浩氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 468 ― 〃 クビ 2．8�
612 ピンキーウィンキー 牝2鹿 54 石橋 脩前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468 ―1：38．0� 5．1	
713 ノーブルフロスト 牡2黒鹿55 武藤 雅吉木 伸彦氏 水野 貴広 新冠 新冠伊藤牧場 482 ―1：38．21� 33．8

59 リメインステディ 牝2鹿 54 戸崎 圭太吉田 千津氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 438 ― 〃 ハナ 9．8�
11 スカイシャイン 牝2栗 54 江田 照男小島 俊治氏 栗田 徹 浦河 辻 牧場 434 ―1：38．41� 43．6�
815 コスモナビゲーター 牡2栗 55

52 ▲永野 猛蔵 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 510 ―1：38．5� 107．1
36 オウケンムーンアイ 牝2鹿 54 野中悠太郎福井 明氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 430 ―1：38．6アタマ 43．8�
23 ステラナビゲーター 牡2鹿 55 石川裕紀人 �コロンバスサークル 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 514 ―1：38．7� 26．0�
714 スマートキャノン 牡2栗 55 内田 博幸大川 徹氏 音無 秀孝 日高 本間牧場 480 ―1：38．91� 26．2�
35 インゲニウム 牡2鹿 55 柴田 善臣程田 真司氏 小野 次郎 日高 シンボリ牧場 496 ―1：39．11� 37．0�
12 マイネルビスワール 牡2栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 稲葉牧場 452 ―1：40．16 162．3�
47 ハジメテノチュウ 牡2鹿 55 岩部 純二�ミルファーム 田中 清隆 浦河 ミルファーム 494 ―1：40．84 138．1�
611 ブレイクザソング 牡2栗 55 岩田 康誠井上 久光氏 戸田 博文 日高 サンバマウン

テンファーム 470 ―1：41．22� 53．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，923，600円 複勝： 40，532，900円 枠連： 13，003，200円
馬連： 59，057，700円 馬単： 29，027，900円 ワイド： 45，561，800円
3連複： 84，844，000円 3連単： 93，167，300円 計： 405，118，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 180円 � 3，800円 � 1，160円 枠 連（4－8） 11，750円

馬 連 �� 36，730円 馬 単 �� 42，350円

ワ イ ド �� 9，470円 �� 1，830円 �� 42，580円

3 連 複 ��� 305，920円 3 連 単 ��� 938，140円

票 数

単勝票数 計 399236 的中 � 99534（2番人気）
複勝票数 計 405329 的中 � 79311（2番人気）� 2263（16番人気）� 7798（12番人気）
枠連票数 計 130032 的中 （4－8） 857（24番人気）
馬連票数 計 590577 的中 �� 1246（54番人気）
馬単票数 計 290279 的中 �� 514（79番人気）
ワイド票数 計 455618 的中 �� 1230（58番人気）�� 6592（19番人気）�� 272（106番人気）
3連複票数 計 848440 的中 ��� 208（274番人気）
3連単票数 計 931673 的中 ��� 72（1149番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―36．6―49．2―1：01．9―1：13．4―1：25．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プレサージュリフト �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2019．4．25生 牝2黒鹿 母 シュプリームギフト 母母 スーヴェニアギフト 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 コスモナビゲーター号は，枠入り不良。

2706610月24日 晴 良 （3東京4） 第6日 第6競走 ��
��1，400�2歳1勝クラス

発走12時45分 （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
1：20．1

良
良

33 キミワクイーン 牝2鹿 54 内田 博幸浦邊 輝實氏 奥村 武 安平 追分ファーム 418－ 81：21．9 10．2�
55 オタルエバー 牡2黒鹿55 石橋 脩住谷幾久子氏 中竹 和也 洞�湖 レイクヴィラファーム 470＋ 6 〃 クビ 1．9�
44 コムストックロード 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 432± 01：22．21� 3．6�
77 ハッピープリベイル 牡2鹿 55 三浦 皇成平賀 久枝氏 古賀 史生 浦河 鎌田 正嗣 480＋101：22．41� 12．7�
88 レディバランタイン 牝2鹿 54 戸崎 圭太丸山 担氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 458－ 41：22．61	 6．6�
11 ラニュイエトワール 牡2鹿 55 大野 拓弥吉田 勝己氏 尾形 和幸 平取 坂東牧場 454＋ 61：22．91
 28．0	
66 トーセンキャロル 牝2芦 54 岩田 康誠島川 
哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ

スティファーム 456＋ 41：23．21
 40．3�
22 ガルブグリーン 牝2黒鹿 54

51 ▲横山 琉人斎藤 光政氏 相沢 郁 日高 本間牧場 450＋ 81：23．73 83．9�
（8頭）

売 得 金
単勝： 52，341，500円 複勝： 87，559，700円 枠連： 発売なし
馬連： 62，353，600円 馬単： 39，692，000円 ワイド： 41，128，300円
3連複： 73，886，100円 3連単： 166，723，600円 計： 523，684，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 170円 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 2，480円

ワ イ ド �� 280円 �� 380円 �� 150円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 6，480円

票 数

単勝票数 計 523415 的中 � 43310（4番人気）
複勝票数 計 875597 的中 � 47135（5番人気）� 553984（1番人気）� 112989（2番人気）
馬連票数 計 623536 的中 �� 67553（3番人気）
馬単票数 計 396920 的中 �� 11983（8番人気）
ワイド票数 計 411283 的中 �� 32610（4番人気）�� 22167（7番人気）�� 91150（1番人気）
3連複票数 計 738861 的中 ��� 96766（1番人気）
3連単票数 計1667236 的中 ��� 18630（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．5―35．2―47．2―58．6―1：09．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F34．7
3 5，6（3，8）4，1，2－7 4 5（3，6）8（1，4）（2，7）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

キミワクイーン 
�
父 ロードカナロア 

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2021．6．20 東京1着

2019．3．31生 牝2鹿 母 チェリーペトルズ 母母 チェリーフォレスト 3戦2勝 賞金 14，300，000円



2706710月24日 晴 良 （3東京4） 第6日 第7競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時15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

88 ナムラカミカゼ 牡4鹿 57 丸田 恭介奈村 睦弘氏 村山 明 日高 いとう牧場 486＋ 41：48．3 9．0�
66 ノワールドゥジェ 牝3青 53 木幡 巧也 �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 474－ 81：48．4クビ 4．9�
11 ダノンターキッシュ 牡3鹿 55 石橋 脩�ダノックス 寺島 良 日高 下河辺牧場 456＋ 4 〃 クビ 4．5�
89 シ ル ブ ロ ン 牡3鹿 55 岩田 康誠 �シルクレーシング 稲垣 幸雄 平取 坂東牧場 482＋ 21：48．61 4．1�
44 ゴ ル コ ン ダ �4鹿 57 石川裕紀人 �サンデーレーシング 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 552＋ 6 〃 クビ 6．0	
77 フェルマーテ 牝4青鹿55 柴田 善臣�G1レーシング 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋26 〃 アタマ 44．7

55 オラコモエスタス 牡4鹿 57 大野 拓弥玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 508± 01：49．45 5．8�
22 ラヴィズミニオン 牝3黒鹿53 三浦 皇成牧埜 幸一氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 458＋141：49．71� 9．2�
33 スペシャルトーク �3青鹿55 江田 照男ホースアディクト杉浦 宏昭 新ひだか 見上牧場 468－ 61：50．01� 124．3

（9頭）

売 得 金
単勝： 39，492，400円 複勝： 48，228，800円 枠連： 8，652，900円
馬連： 65，363，400円 馬単： 29，982，500円 ワイド： 42，943，600円
3連複： 76，193，000円 3連単： 120，922，400円 計： 431，779，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 260円 � 160円 � 150円 枠 連（6－8） 640円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 4，470円

ワ イ ド �� 720円 �� 710円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，660円 3 連 単 ��� 19，520円

票 数

単勝票数 計 394924 的中 � 34974（6番人気）
複勝票数 計 482288 的中 � 38285（7番人気）� 84830（3番人気）� 93004（2番人気）
枠連票数 計 86529 的中 （6－8） 10417（1番人気）
馬連票数 計 653634 的中 �� 22608（11番人気）
馬単票数 計 299825 的中 �� 5025（30番人気）
ワイド票数 計 429436 的中 �� 14914（15番人気）�� 15004（14番人気）�� 26685（4番人気）
3連複票数 計 761930 的中 ��� 21471（11番人気）
3連単票数 計1209224 的中 ��� 4491（109番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―36．8―49．2―1：01．5―1：13．6―1：25．0―1：36．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．7

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

勝馬の
紹 介

ナムラカミカゼ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2019．9．15 阪神9着

2017．3．2生 牡4鹿 母 ナムラシゲコ 母母 ケイジヨイナー 19戦2勝 賞金 20，760，000円
［他本会外：3戦0勝］

2706810月24日 晴 良 （3東京4） 第6日 第8競走 1，400�3歳以上1勝クラス
発走13時45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

36 マイナーズライト 牡3鹿 55
52 ▲永野 猛蔵吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 464＋ 61：25．1 3．5�

816 ホワイトクロウ �3芦 55 岩田 康誠 �キャロットファーム 矢野 英一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B454－141：25．2� 14．1�

11 エストレラブレイン 牡3栗 55 大野 拓弥エンジェルレーシング� 田村 康仁 新ひだか 下屋敷牧場 524－ 61：25．41� 15．7�
611� ブラックパンサー 牡3鹿 55 戸崎 圭太 Him Rock Racing

ホールディングス� 田村 康仁 日高 タバタファーム 494－ 81：25．5� 3．0�
47 ライヴクラッカー 牡3黒鹿55 木幡 巧也澤田 孝之氏 牧 光二 新冠 守矢牧場 B500＋ 61：25．6� 8．8	
23 � サトノパーシヴァル 牡4青鹿 57

56 ☆木幡 育也 �サトミホースカンパニー 田中 剛 新ひだか 千代田牧場 454－161：25．81� 61．6

48 � リネンコジーン 牡6芦 57 吉田 豊戸山 光男氏 南田美知雄 浦河 江谷牧場 488＋ 21：25．9� 164．2�
59 � タイキザモーメント 牡4鹿 57 酒井 学�大樹ファーム 松永 康利 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 512＋101：26．0� 48．1�
815 ラブロッソー 牝4青鹿55 内田 博幸増田 陽一氏 鈴木慎太郎 新冠 新冠橋本牧場 478－ 6 〃 同着 19．1
714� ショーショーショー 牡4栃栗57 武藤 雅吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 矢野牧場 512－ 21：26．31� 33．6�
713 クリノザウルス 牡3鹿 55 江田 照男栗本 博晴氏 本間 忍 新冠 上井農場 478± 01：26．4� 13．4�
12 � マリノリヴィエール 牝5黒鹿55 丸田 恭介矢野まり子氏 本間 忍 日高 クラウン日高牧場 466－ 21：26．5� 214．5�
510 ヴィグルズマン 牡3栗 55 三浦 皇成 KAJIMOTOホー

ルディングス� 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 B450＋ 41：26．71� 6．4�
35 � プライムエルフ 牝4鹿 55 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 石栗 龍彦 日高 槇本牧場 410－ 81：26．9� 365．4�
612� チェリーオリオン 牡3栗 55 野中悠太郎櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 498－ 31：27．0� 45．8�
24 ピュアプリンセス 牝4栗 55

52 ▲横山 琉人田畑 利彦氏 加藤 和宏 浦河 浦河日成牧場 496－ 2 〃 クビ 147．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 51，435，600円 複勝： 63，792，400円 枠連： 17，852，600円
馬連： 97，491，300円 馬単： 37，685，900円 ワイド： 76，780，500円
3連複： 142，162，700円 3連単： 146，205，100円 計： 633，406，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 370円 � 290円 枠 連（3－8） 1，500円

馬 連 �� 2，450円 馬 単 �� 3，730円

ワ イ ド �� 800円 �� 1，140円 �� 2，880円

3 連 複 ��� 11，890円 3 連 単 ��� 46，320円

票 数

単勝票数 計 514356 的中 � 116065（2番人気）
複勝票数 計 637924 的中 � 115515（2番人気）� 38485（6番人気）� 52549（5番人気）
枠連票数 計 178526 的中 （3－8） 9177（8番人気）
馬連票数 計 974913 的中 �� 30836（9番人気）
馬単票数 計 376859 的中 �� 7562（14番人気）
ワイド票数 計 767805 的中 �� 25481（6番人気）�� 17328（15番人気）�� 6601（32番人気）
3連複票数 計1421627 的中 ��� 8967（41番人気）
3連単票数 計1462051 的中 ��� 2288（146番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．7―47．8―1：00．1―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイナーズライト �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ヴィクトワールピサ デビュー 2020．10．31 東京4着

2018．3．4生 牡3鹿 母 シャリオドール 母母 サ プ レ ザ 7戦2勝 賞金 13，800，000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。
（非当選馬） 1頭 ナンヨーローズ号
（非抽選馬） 1頭 ルヴァンヴェール号



2706910月24日 晴 良 （3東京4） 第6日 第9競走 ��
��2，000�t v k 賞

発走14時15分 （芝・左）
3歳以上，2勝クラス；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 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

89 ノースブリッジ 牡3鹿 55 岩田 康誠井山 登氏 奥村 武 新冠 村田牧場 492± 01：59．0 3．3�
33 グランオフィシエ 牡3鹿 55 大野 拓弥 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 464＋ 61：59．21� 1．9�
55 セントオブゴールド 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �シルクレーシング 岩戸 孝樹 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 21：59．51	 4．5�
77 サイモンルモンド 
4栗 57 酒井 学澤田 昭紀氏 小林 真也 日高 ヤナガワ牧場 444－ 22：00．24 46．9�
22 アルディエンテ 牡4青 57 永野 猛蔵�G1レーシング 古賀 慎明 安平 追分ファーム 492± 02：00．3� 9．8	
11 サイモンサーマル 
6鹿 57 野中悠太郎澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 496＋ 42：02．7大差 264．4

44 コスモスタック 牡4黒鹿57 木幡 巧也 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新ひだか 稲葉牧場 466－ 42：03．65 40．1�
66 ニシノオイカゼ 牡3黒鹿55 三浦 皇成西山 茂行氏 武市 康男 浦河 日進牧場 460＋ 42：09．2大差 23．9�
88 マイネルソラス 牡4芦 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 浦河 荻伏三好フ
アーム 480＋ 6 （競走中止） 31．9

（9頭）

売 得 金
単勝： 46，338，100円 複勝： 44，862，800円 枠連： 11，367，000円
馬連： 76，642，100円 馬単： 40，381，600円 ワイド： 50，103，500円
3連複： 102，908，700円 3連単： 192，675，000円 計： 565，278，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 120円 � 110円 � 120円 枠 連（3－8） 280円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 160円 �� 210円 �� 170円

3 連 複 ��� 370円 3 連 単 ��� 1，680円

票 数

単勝票数 計 463381 的中 � 110885（2番人気）
複勝票数 計 448628 的中 � 86835（3番人気）� 143742（1番人気）� 87078（2番人気）
枠連票数 計 113670 的中 （3－8） 31327（1番人気）
馬連票数 計 766421 的中 �� 188277（1番人気）
馬単票数 計 403816 的中 �� 46847（2番人気）
ワイド票数 計 501035 的中 �� 85351（1番人気）�� 53860（3番人気）�� 74367（2番人気）
3連複票数 計1029087 的中 ��� 208142（1番人気）
3連単票数 計1926750 的中 ��� 83038（2番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―10．6―11．2―12．2―12．5―13．1―12．3―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．1―33．7―44．9―57．1―1：09．6―1：22．7―1：35．0―1：46．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．4―3F36．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ノースブリッジ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2020．9．27 中京1着

2018．1．24生 牡3鹿 母 アメージングムーン 母母 ビッグテンビー 6戦3勝 賞金 42，178，000円
〔競走中止〕 マイネルソラス号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノオイカゼ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年11月24日まで平地競

走に出走できない。

2707010月24日 晴 良 （3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，2．10．24以降3．10．17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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

811 トラストケンシン 牡6鹿 55 酒井 学菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 468＋ 41：59．7 13．0�
78 ニホンピロスクーロ �4青鹿54 武藤 雅小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 490－ 61：59．9� 14．9�
44 オメガラヴィサン �6鹿 55 岩田 康誠原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 476－ 2 〃 ハナ 30．6�
810 バ ジ オ ウ 牡3鹿 55 戸崎 圭太鈴木 剛史氏 田中 博康 千歳 社台ファーム 474＋ 8 〃 クビ 1．8�
67 イ ロ ゴ ト シ 牡4鹿 55 石川裕紀人内田 玄祥氏 牧田 和弥 熊本 本田 土寿 474－ 22：00．21� 14．8�
66 シュヴァリエローズ 牡3鹿 55 三浦 皇成 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 450± 0 〃 ハナ 3．6	
22 デュアライズ 牡5黒鹿55 大野 拓弥高橋 文男氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 448－ 6 〃 クビ 32．6

79 サ ペ ラ ヴ ィ 牡4鹿 55 石橋 脩伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 478＋122：00．51� 13．7�
11 レッドルーヴル 牝5黒鹿51 荻野 極 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 466± 0 〃 クビ 39．0
55 ゼノヴァース 牡4鹿 55 木幡 育也�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ

ファーム B460± 02：00．6� 22．0�
33 ダイワダグラス �5鹿 55 内田 博幸大城 正一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 494－ 22：01．34 187．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 55，696，600円 複勝： 66，340，900円 枠連： 20，885，900円
馬連： 124，865，300円 馬単： 57，037，000円 ワイド： 80，387，800円
3連複： 174，618，900円 3連単： 264，102，600円 計： 843，935，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 360円 � 460円 � 540円 枠 連（7－8） 660円

馬 連 �� 12，100円 馬 単 �� 25，250円

ワ イ ド �� 2，870円 �� 2，380円 �� 3，520円

3 連 複 ��� 63，260円 3 連 単 ��� 375，430円

票 数

単勝票数 計 556966 的中 � 34268（3番人気）
複勝票数 計 663409 的中 � 51251（4番人気）� 37579（6番人気）� 30879（7番人気）
枠連票数 計 208859 的中 （7－8） 24391（2番人気）
馬連票数 計1248653 的中 �� 7992（27番人気）
馬単票数 計 570370 的中 �� 1694（50番人気）
ワイド票数 計 803878 的中 �� 7211（28番人気）�� 8749（25番人気）�� 5867（34番人気）
3連複票数 計1746189 的中 ��� 2070（97番人気）
3連単票数 計2641026 的中 ��� 510（502番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―11．7―11．9―12．2―11．9―11．8―11．4―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．4―36．1―48．0―1：00．2―1：12．1―1：23．9―1：35．3―1：47．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．8

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

勝馬の
紹 介

トラストケンシン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2017．11．19 東京7着

2015．5．23生 牡6鹿 母 アフェランドラ 母母 グレートキャティ 30戦4勝 賞金 90，703，000円

１レース目



2707110月24日 晴 良 （3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，2．10．24以降3．10．17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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

713 グレートタイム 牡6黒鹿55 戸崎 圭太金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム B476± 02：09．4 5．8�

36 ゲンパチルシファー 牡5鹿 54 川島 信二平野 武志氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 528＋ 42：09．61� 11．8�
23 � ヴェルテックス 牡4栗 55 大野 拓弥 �シルクレーシング 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム B518－ 22：09．81� 9．9�
816 ハ ヤ ヤ ッ コ 牡5白 57．5 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B484－ 4 〃 クビ 6．3�
12 トランスナショナル 	5栗 54 酒井 学吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 484＋ 22：10．11
 20．9	
24 ロードリバーサル 牡5鹿 54 石川裕紀人 �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 500＋ 2 〃 ハナ 16．3

48 ド ス ハ ー ツ 牡4黒鹿54 森 一馬大田 恭充氏 松永 昌博 青森 清水 貞信 470－ 2 〃 クビ 41．6�
510 スウィープザボード 牡3芦 53 柴田 善臣杉山 忠国氏 中尾 秀正 新ひだか 明治牧場 B460＋ 82：10．2� 7．6�
35 フ ロ ー リ ン 牡6栗 54 三浦 皇成ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472－ 42：10．3クビ 18．0
612 ネオブレイブ 牡5栗 54 吉田 豊西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 520＋ 6 〃 アタマ 9．7�
714 ペ オ ー ス 	4鹿 54 岩田 康誠�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476－142：10．4
 33．3�
611 コマビショウ 牡6黒鹿54 江田 照男小林 一成氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B484－122：10．5
 49．4�
11 ヒロイックテイル 牡4栗 56 石橋 脩吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 486＋ 82：10．71� 4．5�
47 エクスパートラン 牡6青鹿54 藤懸 貴志�キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 470＋102：11．23 49．6�
815 ハナズレジェンド 牡8栗 55 丸田 恭介広尾レース� 田中 克典 浦河 カナイシスタッド 472＋ 22：11．62� 53．8�
59 メイショウマトイ 牡7鹿 53 野中悠太郎松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 500＋ 62：12．87 194．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 80，541，400円 複勝： 114，839，800円 枠連： 59，524，100円
馬連： 274，776，400円 馬単： 93，671，200円 ワイド： 172，424，900円
3連複： 463，981，500円 3連単： 486，728，500円 計： 1，746，487，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 190円 � 350円 � 300円 枠 連（3－7） 2，130円

馬 連 �� 3，730円 馬 単 �� 7，560円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 1，000円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 11，130円 3 連 単 ��� 70，050円

票 数

単勝票数 計 805414 的中 � 109778（2番人気）
複勝票数 計1148398 的中 � 179526（1番人気）� 78557（7番人気）� 94424（6番人気）
枠連票数 計 595241 的中 （3－7） 21651（10番人気）
馬連票数 計2747764 的中 �� 57075（14番人気）
馬単票数 計 936712 的中 �� 9282（26番人気）
ワイド票数 計1724249 的中 �� 38985（12番人気）�� 45112（8番人気）�� 27734（22番人気）
3連複票数 計4639815 的中 ��� 31243（36番人気）
3連単票数 計4867285 的中 ��� 5037（223番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．2―30．2―42．6―55．0―1：07．4―1：20．0―1：32．2―1：44．4―1：56．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グレートタイム �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．10．14 京都2着

2015．2．15生 牡6黒鹿 母 ミラクルレジェンド 母母 パーソナルレジェンド 23戦4勝 賞金 129，838，000円
［他本会外：1戦0勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アフランシール号・クレスコブレイブ号・デターミネーション号・メイショウエイコウ号

2707210月24日 晴 良 （3東京4） 第6日 第12競走 ��1，600�3歳以上2勝クラス
発走16時10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
1：33．8
1：33．3

重
良

11 ダノンアレー 牡4黒鹿57 内田 博幸�ダノックス 安田 隆行 新ひだか 矢野牧場 B506＋ 61：37．1 4．9�
79 エターナリー 牡4栗 57 石川裕紀人吉田 晴哉氏 辻野 泰之 安平 追分ファーム 458＋ 4 〃 クビ 4．7�
44 ヨ ン ク 牡5鹿 57 江田 照男古川 智洋氏 小笠 倫弘 浦河 高昭牧場 504－ 41：37．52� 10．8�
811 アーザムブルー 牡7黒鹿57 柴田 善臣 �シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 484＋ 2 〃 クビ 45．8�
68 ラブリーエンジェル 牝4栗 55 木幡 巧也長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 452＋ 41：37．81� 14．3	
22 ショウナンマリオ 牡4黒鹿57 三浦 皇成�湘南 加藤士津八 浦河 高昭牧場 B490－ 2 〃 アタマ 5．0

55 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 474－ 41：37．9� 24．4�
56 ピ オ ノ ノ 牡4黒鹿57 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 安平 ノーザンファーム 520－ 21：38．0� 4．2�
33 マイネルレンカ 牡7黒鹿 57

54 ▲横山 琉人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 472－ 21：38．42� 89．8

710 トリッチトラッチ 牝4芦 55
52 ▲永野 猛蔵ライオンレースホース� 伊藤 圭三 浦河 浦河日成牧場 B446－ 21：38．71� 7．5�

67 リフタスフェルト 牝5鹿 55 武藤 雅 �キャロットファーム �島 一歩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468＋ 41：39．87 155．3�

812 ドナキアーロ 牝4鹿 55 酒井 学山田 貢一氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 474± 01：40．65 35．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 72，704，800円 複勝： 83，642，600円 枠連： 28，677，600円
馬連： 160，649，600円 馬単： 59，568，700円 ワイド： 104，836，600円
3連複： 223，144，600円 3連単： 288，693，300円 計： 1，021，917，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 200円 � 190円 � 290円 枠 連（1－7） 940円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 2，630円

ワ イ ド �� 630円 �� 1，310円 �� 820円

3 連 複 ��� 6，180円 3 連 単 ��� 22，740円

票 数

単勝票数 計 727048 的中 � 118592（3番人気）
複勝票数 計 836426 的中 � 115709（4番人気）� 127433（3番人気）� 65887（6番人気）
枠連票数 計 286776 的中 （1－7） 23441（5番人気）
馬連票数 計1606496 的中 �� 75007（6番人気）
馬単票数 計 595687 的中 �� 16985（10番人気）
ワイド票数 計1048366 的中 �� 43807（6番人気）�� 19907（17番人気）�� 33016（11番人気）
3連複票数 計2231446 的中 ��� 27065（23番人気）
3連単票数 計2886933 的中 ��� 9204（78番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．3―35．6―48．3―1：00．9―1：12．9―1：24．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンアレー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Bellamy Road デビュー 2019．10．6 京都1着

2017．2．28生 牡4黒鹿 母 シスタリーラヴ 母母 Odylic 15戦3勝 賞金 61，069，000円

４レース目



（3東京4）第6日 10月24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 150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

226，410，000円
11，110，000円
34，440，000円
1，210，000円
25，270，000円
66，560，000円
4，125，000円
1，440，000円

勝馬投票券売得金
588，248，700円
765，398，000円
198，667，200円
1，140，521，500円
499，065，700円
786，232，200円
1，663，930，400円
2，185，580，800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 7，827，644，500円

総入場人員 4，530名 （有料入場人員 4，294名）
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