
2701310月9日 曇 稍重 （4東京4） 第2日 第1競走 ��1，400�2歳未勝利
発走10時05分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．1
1：23．0

重
重

24 ノーブルヴィクター 牡2栗 55 武藤 雅吉木 伸彦氏 水野 貴広 登別 ユートピア牧場 450＋ 41：25．9 8．2�
612 サイタブラウン 牡2栗 55 岩田 康誠サイタグローバル 杉浦 宏昭 浦河 笹島 政信 B456＋121：26．0� 16．7�
35 カイザーブリッツ 牡2黒鹿55 丹内 祐次ライオンレースホース� 伊藤 圭三 浦河 杵臼牧場 488＋ 41：26．1� 2．9�
48 マイショウチャン 牡2鹿 55 戸崎 圭太星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 436± 0 〃 ハナ 3．6�
714 ジェイケイファイン 牡2栗 55 内田 博幸小谷野次郎氏 奥平 雅士 日高 浜本牧場 462－ 61：26．2� 40．5�
11 アフロビート 牡2鹿 55 横山 武史山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 450＋ 61：26．3� 9．4	
510 リッチハンター 牡2鹿 55 野中悠太郎橋川 欣司氏 本間 忍 浦河 秋場牧場 484＋ 61：26．5� 25．1

59 サノノウォーリア 牡2鹿 55 石川裕紀人佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 476＋ 61：27．03 7．1�
713 トレジャートレイル 牡2青 55 勝浦 正樹吉田 千津氏 伊坂 重信 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 21：27．1� 140．1�
47 サウザンパンチ 牡2芦 55 斎藤 新千明牧場 斎藤 誠 様似 様似共栄牧場 422± 01：27．21 70．1
36 インナーサンクタム 牡2黒鹿55 大野 拓弥ゴドルフィン 上原 博之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466－ 61：27．62� 131．1�
816 シゲルタイムフライ 牡2芦 55

52 ▲佐々木大輔森中 蕃氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 450＋ 41：27．7クビ 117．8�
23 ルーラーリッチ 牡2鹿 55

53 △横山 琉人宇田 豊氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 490＋ 61：28．12� 110．5�
12 グランデスパーダ 牡2鹿 55 菅原 明良 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 本間 忍 新ひだか
有限会社 三石
軽種馬共同育成
センター 454－ 61：28．73� 118．7�

815 ミサイルビスケッツ 牝2栗 54 伊藤 工真松谷 翔太氏 林 徹 千歳 社台ファーム 412－ 81：28．8� 221．1�
611 レーガンテソーロ 牡2鹿 55 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 牧 光二 日高 ノースガーデン 434＋ 61：28．9クビ 40．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 52，145，800円 複勝： 67，041，000円 枠連： 15，182，500円
馬連： 83，164，200円 馬単： 34，361，000円 ワイド： 79，121，300円
3連複： 134，899，900円 3連単： 135，904，100円 計： 601，819，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 230円 � 320円 � 150円 枠 連（2－6） 4，090円

馬 連 �� 6，160円 馬 単 �� 10，690円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 560円 �� 820円

3 連 複 ��� 5，800円 3 連 単 ��� 53，900円

票 数

単勝票数 計 521458 的中 � 52967（4番人気）
複勝票数 計 670410 的中 � 69991（4番人気）� 44537（6番人気）� 140281（2番人気）
枠連票数 計 151825 的中 （2－6） 2876（17番人気）
馬連票数 計 831642 的中 �� 10447（19番人気）
馬単票数 計 343610 的中 �� 2410（35番人気）
ワイド票数 計 791213 的中 �� 11812（18番人気）�� 38157（4番人気）�� 24645（9番人気）
3連複票数 計1348999 的中 ��� 17419（19番人気）
3連単票数 計1359041 的中 ��� 1828（166番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．3―12．5―12．5―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―35．2―47．7―1：00．2―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノーブルヴィクター �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2022．7．23 札幌4着

2020．5．18生 牡2栗 母 マルクプレンヌ 母母 ハンドレッドスコア 4戦1勝 賞金 6，300，000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） 2頭 アークシップ号・シュンセツ号

2701410月9日 曇 良 （4東京4） 第2日 第2競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10時35分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．7
1：32．3

良
良

11 シルバースペード 牡2黒鹿55 吉田 豊 Ninomiyaジャパン
レーシング 小野 次郎 新ひだか フジワラフアーム 466＋ 41：34．6 11．2�

22 マ イ ド 牡2鹿 55 横山 武史 �ニッシンホール
ディングス 野中 賢二 新ひだか チャンピオンズファーム 446－10 〃 ハナ 6．2�

812 メタルスピード 牡2黒鹿55 戸崎 圭太 Him Rock Racing
ホールディングス� 斎藤 誠 日高 タバタファーム 490＋ 21：34．91� 15．7�

68 ハッピーパンニャ 牡2栗 55
53 △永野 猛蔵足立 範子氏 黒岩 陽一 新ひだか タイヘイ牧場 480＋16 〃 クビ 19．3�

55 アルヴィエンヌ 牝2鹿 54 C．ルメール�橋口 林 徹 安平 ノーザンファーム 452－ 41：35．0クビ 3．7�
44 バロックダンス 牝2青鹿54 川田 将雅吉田 照哉氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 458－ 2 〃 クビ 1．9	
811 シャーンゴッセ 牡2黒鹿55 吉田 隼人 �インゼルレーシング 蛯名 正義 浦河 三嶋牧場 496＋ 21：35．21� 67．7

33 オズモポリタン 牝2青鹿 54

53 ☆秋山 稔樹琴浦 諒氏 本間 忍 新ひだか 松本牧場 488－ 61：35．3� 350．9�
56 ロッカバラード 牡2鹿 55 木幡 巧也岡田 牧雄氏 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 448＋ 41：35．61� 239．4�
710 キーコンパス 牝2黒鹿 54

51 ▲原 優介北前孔一郎氏 青木 孝文 浦河 赤田牧場 450－ 21：35．81� 313．1
67 ウイントルヴェール 牡2青 55 丹内 祐次�ウイン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム 424＋ 6 〃 � 128．3�
79 オリエンタルデイ 牝2黒鹿 54

51 ▲佐々木大輔棚網 基己氏 大江原 哲 新ひだか 原 弘之 480＋141：36．11� 367．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 65，702，300円 複勝： 82，616，000円 枠連： 14，643，100円
馬連： 67，286，300円 馬単： 41，137，600円 ワイド： 70，406，700円
3連複： 111，416，500円 3連単： 177，509，400円 計： 630，717，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 250円 � 220円 � 320円 枠 連（1－2） 2，790円

馬 連 �� 2，160円 馬 単 �� 5，170円

ワ イ ド �� 700円 �� 810円 �� 760円

3 連 複 ��� 5，230円 3 連 単 ��� 33，520円

票 数

単勝票数 計 657023 的中 � 49173（4番人気）
複勝票数 計 826160 的中 � 87937（4番人気）� 103835（3番人気）� 63352（5番人気）
枠連票数 計 146431 的中 （1－2） 4054（9番人気）
馬連票数 計 672863 的中 �� 24046（8番人気）
馬単票数 計 411376 的中 �� 5961（19番人気）
ワイド票数 計 704067 的中 �� 26021（9番人気）�� 22095（12番人気）�� 23659（10番人気）
3連複票数 計1114165 的中 ��� 15955（16番人気）
3連単票数 計1775094 的中 ��� 3839（89番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．8―12．1―12．4―11．5―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―35．1―47．2―59．6―1：11．1―1：22．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F35．0
3 ・（2，3）（1，4，5）12（7，6，11）9，8－10 4 2，3（1，5）（7，4，12）（9，6，11）（10，8）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シルバースペード �
�
父 シルバーステート �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2022．6．12 東京4着

2020．4．5生 牡2黒鹿 母 サトノベリーニ 母母 ピサノベネチアン 5戦1勝 賞金 8，900，000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9日 曇 良 （4東京4） 第2日 第3競走 ��2，000�2歳未勝利
発走11時05分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．5
1：58．5

良
良

77 アヴニールドブリエ 牡2黒鹿55 C．ルメール �シルクレーシング 宮田 敬介 洞�湖 レイクヴィラファーム 508－ 22：00．6 2．8�
66 ヴァイルマティ 牝2青鹿54 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 498＋ 22：00．91� 2．2�
11 ゴールドバランサー 牡2栗 55 内田 博幸居城 寿与氏 鈴木慎太郎 新冠 北勝ファーム 448－ 62：01．0� 4．8�
22 ユイノオトコヤマ 牡2鹿 55 吉田 豊由井健太郎氏 深山 雅史 新ひだか 藤沢牧場 456＋ 2 〃 クビ 9．1�
55 オールデイズ 牝2鹿 54 石川裕紀人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 472＋ 42：01．42� 19．0	

88 ウインペルセ 牡2栗 55 原田 和真�ウイン 金成 貴史 浦河 福田牧場 452＋ 62：01．93 129．0

89 オールアルミュール 牡2栗 55 勝浦 正樹林 勝宗氏 的場 均 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 508－ 22：03．38 118．4�
44 グランダルメ 牝2鹿 54

51 ▲原 優介 �コスモヴューファーム 伊藤 伸一 新冠 コスモヴューファーム 468－ 42：04．79 255．0�
33 グッドルックス 牡2青鹿55 丹内 祐次池田 草龍氏 竹内 正洋 新ひだか 岡田牧場 B494－ 22：06．8大差 57．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 63，706，200円 複勝： 50，723，100円 枠連： 15，966，800円
馬連： 61，659，600円 馬単： 39，533，900円 ワイド： 49，549，100円
3連複： 92，552，400円 3連単： 183，914，000円 計： 557，605，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連（6－7） 250円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 140円 �� 230円 �� 170円

3 連 複 ��� 370円 3 連 単 ��� 1，650円

票 数

単勝票数 計 637062 的中 � 182477（2番人気）
複勝票数 計 507231 的中 � 106944（2番人気）� 188944（1番人気）� 82006（3番人気）
枠連票数 計 159668 的中 （6－7） 48492（1番人気）
馬連票数 計 616596 的中 �� 168129（1番人気）
馬単票数 計 395339 的中 �� 47819（2番人気）
ワイド票数 計 495491 的中 �� 99676（1番人気）�� 45537（4番人気）�� 75795（2番人気）
3連複票数 計 925524 的中 ��� 184861（1番人気）
3連単票数 計1839140 的中 ��� 80375（3番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―10．7―11．2―11．9―12．8―13．1―13．3―12．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．4―34．1―45．3―57．2―1：10．0―1：23．1―1：36．4―1：48．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F50．6―3F37．5

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

勝馬の
紹 介

アヴニールドブリエ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2022．8．21 札幌3着

2020．2．27生 牡2黒鹿 母 レーヌドブリエ 母母 メジロドーベル 2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グッドルックス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月9日まで平地競走

に出走できない。

2701610月9日 曇 稍重 （4東京4） 第2日 第4競走 1，600�2歳新馬
発走11時35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

714 ネイビースター 牡2青鹿55 吉田 隼人保坂 和孝氏 林 徹 洞�湖 レイクヴィラファーム 524 ―1：36．9 4．9�
11 ドライブアローカス 牡2黒鹿55 横山 武史吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 442 ―1：37．43 41．5�
816 インザビギニング 牡2栗 55 松山 弘平�ノースヒルズ 小崎 憲 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480 ―1：37．5クビ 6．3�
510 カレンアルカンタラ 牡2鹿 55 川田 将雅鈴木 隆司氏 新谷 功一 千歳 社台ファーム 496 ―1：38．03 2．8�
24 ダンスクラブ 牡2栗 55 斎藤 新村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 528 ―1：38．32 64．6�
59 エプルシャージュ 牡2鹿 55 C．ルメール 	サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 618 ―1：39．36 6．9

12 ヤングワールド 牡2栗 55 武藤 雅藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 550 ―1：39．4クビ 8．2�
36 レ ア マ カ ナ 牝2鹿 54 岩田 康誠 �ローレルレーシング 辻 哲英 新冠 ハシモトフアーム 448 ―1：39．5� 27．2�
611 ブレードランナー 牝2黒鹿54 田辺 裕信田頭 勇貴氏 尾関 知人 日高 浜本牧場 456 ―1：39．92� 20．8
48 ソッケルカーカ 牝2青鹿54 岩部 純二	ミルファーム 奥平 雅士 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 460 ―1：40．11� 89．8�
35 ニシノソレガシ 牡2黒鹿55 幸 英明西山 茂行氏 小島 茂之 浦河 ガーベラパー

クスタツド 530 ―1：41．05 50．5�
23 テイエムマンモス 牡2青鹿 55

52 ▲水沼 元輝竹園 正繼氏 加藤 和宏 日高 春木ファーム 484 ―1：41．21� 112．4�
815 マイネルナラティヴ 牡2栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム 494 ―1：42．26 111．9�
47 バンクサイド 牡2鹿 55 木幡 初也永田 博之氏 竹内 正洋 浦河 川越ファーム 506 ―1：43．05 182．1�
713 フラワートピアリー 牝2黒鹿54 丸山 元気�明栄商事 土田 稔 新ひだか 沖田 忠幸 440 ―1：43．74 191．6�
612 サンクメダイユ 牡2黒鹿55 戸崎 圭太�G1レーシング 田村 康仁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476 ―1：45．6大差 25．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 56，427，100円 複勝： 59，151，500円 枠連： 20，513，300円
馬連： 69，349，100円 馬単： 32，205，100円 ワイド： 64，727，400円
3連複： 115，233，800円 3連単： 112，895，400円 計： 530，502，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 190円 � 860円 � 210円 枠 連（1－7） 1，730円

馬 連 �� 8，160円 馬 単 �� 11，350円

ワ イ ド �� 2，580円 �� 610円 �� 3，200円

3 連 複 ��� 15，100円 3 連 単 ��� 82，590円

票 数

単勝票数 計 564271 的中 � 94303（2番人気）
複勝票数 計 591515 的中 � 95504（2番人気）� 13696（10番人気）� 77437（3番人気）
枠連票数 計 205133 的中 （1－7） 9169（8番人気）
馬連票数 計 693491 的中 �� 6579（25番人気）
馬単票数 計 322051 的中 �� 2128（36番人気）
ワイド票数 計 647274 的中 �� 6241（29番人気）�� 29191（6番人気）�� 5010（35番人気）
3連複票数 計1152338 的中 ��� 5720（47番人気）
3連単票数 計1128954 的中 ��� 991（238番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―35．7―48．0―1：00．5―1：12．8―1：24．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ネイビースター �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 メジロベイリー 初出走

2020．3．24生 牡2青鹿 母 メジロマリアン 母母 メジロサンドラ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 エプルシャージュ号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 エプルシャージュ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バンクサイド号・フラワートピアリー号・サンクメダイユ号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，令和4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 スタボーンイメル号・ブレードキング号



2701710月9日 曇 良 （4東京4） 第2日 第5競走 ��2，000�2歳新馬
発走12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
1：58．5
1：58．5

良
良

11 ミッキーカプチーノ 牡2鹿 55 戸崎 圭太野田みづき氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 520 ―2：01．1 7．6�
34 フリームファクシ 牡2青鹿55 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 512 ―2：01．2クビ 2．1�
712 グリューネグリーン 牡2栗 55 M．デムーロ斎藤 光政氏 相沢 郁 日高 本間牧場 478 ―2：01．41� 19．4�
713 ニシノプロポーズ 牡2鹿 55 田辺 裕信西山 茂行氏 松山 将樹 浦河 フクオカファーム 486 ―2：02．25 41．3�
22 ム ジ ェ ロ 牡2鹿 55 福永 祐一�ラ・メール 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 512 ― 〃 クビ 8．3�
23 サトノトルネード 牡2黒鹿55 C．ルメール �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 504 ―2：02．3� 5．2	
815 セントマーガレット 牝2黒鹿54 松山 弘平 
シルクレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 462 ―2：03．15 56．9�
59 ハッピーファレル �2鹿 55 内田 博幸 �スリーエイチレーシング 宮田 敬介 日高 下河辺牧場 460 ―2：03．2� 174．8�
47 ナンヨーノサラ 牝2芦 54 武藤 雅中村 德也氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 470 ― 〃 アタマ 82．8
58 ロンギングタイム 牡2黒鹿55 横山 和生坂本 浩一氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 460 ―2：03．62� 32．0�
35 ポーラーナイト 牝2黒鹿 54

52 △永野 猛蔵
下河辺牧場 稲垣 幸雄 日高 下河辺牧場 470 ―2：03．7� 140．7�
610 ウインユアソング 牡2黒鹿 55

53 △小林 脩斗�ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 448 ― 〃 クビ 214．3�
611 エコロマーベリック 牡2鹿 55 横山 武史原村 正紀氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 496 ―2：03．9� 30．3�
46 ディアサクセサー 牡2青 55 菅原 明良ライオンレースホース� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 510 ―2：04．01 10．9�
814 ヨ シ イ チ 牡2黒鹿55 木幡 巧也玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 494 ―2：04．1クビ 245．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 74，235，100円 複勝： 71，638，600円 枠連： 19，731，700円
馬連： 81，515，600円 馬単： 41，324，500円 ワイド： 75，764，600円
3連複： 132，756，000円 3連単： 151，508，000円 計： 648，474，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 190円 � 130円 � 340円 枠 連（1－3） 1，010円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，390円 �� 760円

3 連 複 ��� 3，950円 3 連 単 ��� 25，120円

票 数

単勝票数 計 742351 的中 � 81398（3番人気）
複勝票数 計 716386 的中 � 88458（3番人気）� 198506（1番人気）� 39331（6番人気）
枠連票数 計 197317 的中 （1－3） 15128（2番人気）
馬連票数 計 815156 的中 �� 64685（3番人気）
馬単票数 計 413245 的中 �� 13327（7番人気）
ワイド票数 計 757646 的中 �� 50232（3番人気）�� 13132（15番人気）�� 25164（8番人気）
3連複票数 計1327560 的中 ��� 25154（10番人気）
3連単票数 計1515080 的中 ��� 4372（78番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．3―37．4―49．5―1：02．1―1：14．7―1：27．1―1：38．5―1：49．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．0

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミッキーカプチーノ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ネオユニヴァース 初出走

2020．3．3生 牡2鹿 母 スティールパス 母母 ロイヤルペルラ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ナンヨーノサラ号・ロンギングタイム号は，枠入り不良。発走時刻5分遅延。
〔調教再審査〕 ナンヨーノサラ号・ロンギングタイム号は，発走調教再審査。

2701810月9日 曇 稍重 （4東京4） 第2日 第6競走 1，400�3歳以上1勝クラス
発走12時55分 （ダート・左）

牝；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

612 リンクスルーファス 牝3鹿 53 津村 明秀 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 504＋ 61：24．8 3．6�
48 オーエンズテソーロ 牝3栗 53 横山 和生了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 むかわ 新井牧場 506＋ 81：25．01� 13．8�
47 ランコントル 牝3鹿 53 M．デムーロ井山 登氏 矢野 英一 日高 日高大洋牧場 448± 01：25．42� 13．1�
11 アラカザーム 牝4栗 55

52 ▲原 優介小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 村上牧場 458＋ 41：25．71� 10．0�
611 ミュアウッズ 牝5鹿 55 横山 武史吉田 勝己氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B572－ 6 〃 ハナ 8．3	
12 ライヴアメシスト 牝3鹿 53

51 △永野 猛蔵澤田 孝之氏 黒岩 陽一 浦河 中村 雅明 414－ 61：25．8� 240．3

815 エリカコレクト 牝3鹿 53 戸崎 圭太三木 正浩氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 490＋141：25．9� 3．7�
36 ジェイエルフラッグ 牝6青鹿55 野中悠太郎橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 454＋ 4 〃 アタマ 283．2�
23 エレボアブランシュ 牝4芦 55 C．ルメール �サンデーレーシング 加藤士津八 安平 ノーザンファーム 438＋ 61：26．0クビ 5．9
713� ラッキーミーティア 牝3栗 53 宮崎 北斗 �YGGホースクラブ 伊坂 重信 日高 門別山際牧場 466＋12 〃 ハナ 20．2�
59 ハクサンセレーネ 牝3栗 53 菅原 明良河﨑 五市氏 新開 幸一 浦河 谷口牧場 436＋121：26．1� 36．0�
510 ス テ ッ プ 牝3鹿 53 武士沢友治�パニオロ 菊沢 隆徳 新冠 村上 欽哉 442＋ 4 〃 クビ 38．6�
816 フ ィ ー カ 牝3鹿 53 丹内 祐次�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 476－101：26．2クビ 25．4�
24 メルテッドハニー 牝5黒鹿55 勝浦 正樹田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 村田牧場 410＋ 8 〃 クビ 153．9�
714 ミヤコノアカリ 牝4鹿 55

53 △横山 琉人吉田都枝江氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 440＋ 61：26．3クビ 103．2�
35 ジュラメント 牝4黒鹿 55

53 ◇藤田菜七子犬塚悠治郎氏 根本 康広 新ひだか 千代田牧場 450＋ 61：26．83 118．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 59，315，200円 複勝： 98，516，200円 枠連： 26，131，100円
馬連： 102，653，200円 馬単： 40，647，400円 ワイド： 105，876，600円
3連複： 165，755，900円 3連単： 157，618，200円 計： 756，513，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 350円 � 310円 枠 連（4－6） 740円

馬 連 �� 3，160円 馬 単 �� 5，820円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 980円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 10，080円 3 連 単 ��� 45，920円

票 数

単勝票数 計 593152 的中 � 129624（1番人気）
複勝票数 計 985162 的中 � 195122（1番人気）� 62367（7番人気）� 73279（6番人気）
枠連票数 計 261311 的中 （4－6） 27312（3番人気）
馬連票数 計1026532 的中 �� 25146（13番人気）
馬単票数 計 406474 的中 �� 5237（22番人気）
ワイド票数 計1058766 的中 �� 20699（15番人気）�� 28248（12番人気）�� 15515（22番人気）
3連複票数 計1657559 的中 ��� 12332（35番人気）
3連単票数 計1576182 的中 ��� 2488（148番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．8―36．0―49．0―1：01．2―1：12．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F35．8
3 9（8，15）11（7，14）（1，13，16）10（3，5，12）4，6，2 4 ・（9，15，11）8（7，14）（1，13，16）（3，10，12）（4，5）6，2

勝馬の
紹 介

リンクスルーファス �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Running Stag デビュー 2021．8．14 札幌5着

2019．2．24生 牝3鹿 母 ランニングボブキャッツ 母母 Backatem 8戦2勝 賞金 20，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時00分に変更。



2701910月9日 曇 稍重 （4東京4） 第2日 第7競走 1，600�3歳以上1勝クラス
発走13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 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

57 タケルペガサス 牡4芦 57 C．ルメール 森 保彦氏 加藤 征弘 浦河 中村 雅明 490＋101：35．4 3．1�

711 ララエフォール 牡3鹿 55 菅原 明良フジイ興産� 和田 雄二 平取 清水牧場 492＋ 61：36．03� 4．0�
（法942）

11 ベネロングポイント 牡3栗 55 石橋 脩 �社台レースホース和田正一郎 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484＋ 21：36．21� 51．4�

45 ア ウ グ ス ト 牡3鹿 55 横山 武史�GET NEXT 斎藤 誠 新冠 須崎牧場 504＋ 81：36．41� 3．6�
813 ダノンアーリー 牡3鹿 55 岩田 康誠�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B462－ 61：36．72 7．3	
46 インワンシティング 牡4鹿 57

55 △横山 琉人�G1レーシング 林 徹 安平 追分ファーム 450－ 61：36．8アタマ 194．6

712 ム ー ヴ 牡3鹿 55 石川裕紀人前田 葉子氏 池上 昌和 日高 シンボリ牧場 474＋201：37．01� 14．6�
610 ヨシオドライヴ 牡5黒鹿57 菊沢 一樹井村誉志雄氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 504＋ 21：37．21� 57．0�
33 ゲットアップ �4黒鹿57 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 B480＋ 41：37．3� 52．6
69 ハ デ ィ ア 牡5鹿 57

55 △永野 猛蔵�ターフ・スポート粕谷 昌央 新冠 村田牧場 468＋18 〃 クビ 103．0�
34 セ イ ゲ ン 牡3栗 55 吉田 豊伊藤 誠吉氏 中川 公成 新冠 五丸農場 470－ 81：37．4アタマ 10．8�
58 カガジャスティス �5鹿 57

55 △小林 凌大香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 土田 和男 520－ 21：37．5� 206．4�
22 グリュースゴット �4黒鹿 57

54 ▲原 優介小林竜太郎氏 松永 康利 新ひだか へいはた牧場 494＋161：37．81� 164．7�
814 タ シ ロ 牡5栗 57 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 540＋ 8 〃 クビ 30．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 65，442，000円 複勝： 89，104，700円 枠連： 17，673，200円
馬連： 98，888，600円 馬単： 41，303，700円 ワイド： 86，592，900円
3連複： 147，563，500円 3連単： 161，680，600円 計： 708，249，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 180円 � 160円 � 900円 枠 連（5－7） 700円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 400円 �� 2，120円 �� 2，370円

3 連 複 ��� 9，450円 3 連 単 ��� 29，840円

票 数

単勝票数 計 654420 的中 � 168118（1番人気）
複勝票数 計 891047 的中 � 144481（3番人気）� 169861（2番人気）� 17955（10番人気）
枠連票数 計 176732 的中 （5－7） 19415（3番人気）
馬連票数 計 988886 的中 �� 90345（3番人気）
馬単票数 計 413037 的中 �� 23991（2番人気）
ワイド票数 計 865929 的中 �� 62650（3番人気）�� 9886（24番人気）�� 8827（26番人気）
3連複票数 計1475635 的中 ��� 11710（31番人気）
3連単票数 計1616806 的中 ��� 3928（97番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．6―11．9―12．2―12．1―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．0―34．6―46．5―58．7―1：10．8―1：22．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タケルペガサス �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2020．10．10 東京2着

2018．3．31生 牡4芦 母 ヒシアルコル 母母 ヒシピナクル 6戦2勝 賞金 32，650，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時30分に変更。
〔制裁〕 セイゲン号の調教師中川公成は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

2702010月9日 曇 良 （4東京4） 第2日 第8競走 1，600�3歳以上1勝クラス
発走14時00分 （芝・左）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

710 リアグラシア 牝3黒鹿53 川田 将雅 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 496＋221：33．1 5．4�
711 モメントグスタール �4鹿 57 菅原 明良ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 中脇 満 470＋ 61：33．21 149．9�
22 ヴ ル カ ー ノ 牡4鹿 57 C．ルメール 宮田 守氏 稲垣 幸雄 青森 大西興産 484± 01：33．3� 7．3�
68 サトノレギオン 牡3芦 55 横山 武史 �サトミホースカンパニー 萩原 清 浦河 三嶋牧場 498± 01：33．4� 3．8�
45 モカフラワー 牝3栗 53 石川裕紀人星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 456＋12 〃 ハナ 3．9	
56 ヒドゥンキング 牡3鹿 55

53 △永野 猛蔵髙橋 貴士氏 伊藤 大士 新ひだか 松田牧場 458－ 21：33．71� 107．5

69 � カンパーニャ 牡6栗 57 内田 博幸村野 康司氏 畠山 吉宏 日高 下河辺牧場 B462＋ 21：33．8� 44．0�
11 ニシノタマユラ 牝3黒鹿53 幸 英明西山 茂行氏 深山 雅史 新冠 村上 欽哉 448－101：33．9� 13．4�
44 スパークオブライフ 牝6黒鹿 55

53 ◇藤田菜七子西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 428± 01：34．0� 195．1
813 ビジュノワール 牝3青鹿53 戸崎 圭太吉田 勝己氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 454＋161：34．11 3．9�
57 クイーンドライヴ 牝3青鹿53 菊沢 一樹井村誉志雄氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 408－ 21：34．41� 265．3�
33 バーニングヒート 牝3黒鹿53 松山 弘平 �社台レースホース安田 翔伍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426－101：34．93 26．3�
812� エイシンディアデム 牝4鹿 55 丸山 元気成富 直行氏 根本 康広 浦河 栄進牧場 446＋ 21：35．0� 350．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 71，225，900円 複勝： 93，033，900円 枠連： 16，294，000円
馬連： 116，641，000円 馬単： 48，070，700円 ワイド： 95，803，300円
3連複： 164，908，700円 3連単： 195，551，000円 計： 801，528，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 230円 � 2，060円 � 230円 枠 連（7－7） 19，480円

馬 連 �� 39，800円 馬 単 �� 50，420円

ワ イ ド �� 8，140円 �� 780円 �� 9，450円

3 連 複 ��� 58，450円 3 連 単 ��� 420，690円

票 数

単勝票数 計 712259 的中 � 103843（4番人気）
複勝票数 計 930339 的中 � 121387（4番人気）� 9171（10番人気）� 116721（5番人気）
枠連票数 計 162940 的中 （7－7） 648（30番人気）
馬連票数 計1166410 的中 �� 2271（38番人気）
馬単票数 計 480707 的中 �� 715（65番人気）
ワイド票数 計 958033 的中 �� 2944（37番人気）�� 33622（11番人気）�� 2532（39番人気）
3連複票数 計1649087 的中 ��� 2116（85番人気）
3連単票数 計1955510 的中 ��� 337（524番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―34．9―46．9―58．7―1：10．0―1：21．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リアグラシア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Rockport Harbor デビュー 2021．6．6 東京3着

2019．2．6生 牝3黒鹿 母 リアアントニア 母母 Beer Baroness 5戦2勝 賞金 20，160，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



2702110月9日 曇 良 （4東京4） 第2日 第9競走 ��
��1，400�

み た か

三 鷹 特 別
発走14時35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

賞 品
本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000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
1：19．4
1：19．0

良
良

66 グラスミヤラビ 牝3黒鹿53 柴田 善臣半沢� 大江原 哲 新冠 飛渡牧場 500＋ 81：20．5 12．8�
78 レフトゥバーズ 牝4黒鹿55 横山 武史池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 446＋ 21：20．7� 3．5�
44 ジャングルキング 牡4鹿 57 C．ルメール 清家 聖仁氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 514－ 61：20．8� 10．0�
79 ゲンパチアイアン 牡5鹿 57 丹内 祐次平野 武志氏 西田雄一郎 新ひだか 飛野牧場 478－ 41：20．91 49．0�
67 スリートップキズナ 牡4黒鹿57 永野 猛蔵永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B464＋101：21．21� 22．5	
33 ファロロジー 牝3鹿 53 戸崎 圭太水上ふじ子氏 高橋 裕 新冠 富本 茂喜 470＋18 〃 ハナ 6．3

810 セイウンパワフル 牡5鹿 57 丸山 元気西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 棚川 光男 474＋121：21．62	 150．3�
811
 ル ル ロ ー ズ 牝4栗 55 杉原 誠人的場 徹氏 伊藤 大士 浦河 浦河小林牧場 478＋ 41：21．7	 5．8�
22 ヴィアドロローサ 牡3鹿 55 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 安田 隆行 日高 下河辺牧場 448＋ 61：21．8	 20．1
11 トーカイキング 牡4栗 57 石川裕紀人田畑 富子氏 茶木 太樹 新冠 ハクツ牧場 462－ 41：21．91 55．6�
55 ア ン ク ロ ワ 牝3鹿 53 横山 和生 �キャロットファーム 伊坂 重信 安平 ノーザンファーム 440＋ 41：22．0	 3．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 63，168，900円 複勝： 79，861，700円 枠連： 16，294，600円
馬連： 117，795，300円 馬単： 48，829，300円 ワイド： 94，820，800円
3連複： 169，870，700円 3連単： 226，488，800円 計： 817，130，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 310円 � 170円 � 280円 枠 連（6－7） 1，310円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 5，960円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，790円 �� 790円

3 連 複 ��� 5，400円 3 連 単 ��� 43，000円

票 数

単勝票数 計 631689 的中 � 39365（6番人気）
複勝票数 計 798617 的中 � 59552（6番人気）� 151760（2番人気）� 67958（5番人気）
枠連票数 計 162946 的中 （6－7） 9627（6番人気）
馬連票数 計1177953 的中 �� 42825（10番人気）
馬単票数 計 488293 的中 �� 6144（25番人気）
ワイド票数 計 948208 的中 �� 37552（8番人気）�� 13053（23番人気）�� 31042（10番人気）
3連複票数 計1698707 的中 ��� 23576（21番人気）
3連単票数 計2264888 的中 ��� 3818（154番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．0―11．3―11．1―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．9―33．9―45．2―56．3―1：08．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．3
3 9，10，1（2，11）（5，7）6，3，4－8 4 9－10－1，2（5，11）7（3，6）4－8

勝馬の
紹 介

グラスミヤラビ �
�
父 サトノアラジン �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2021．6．13 札幌2着

2019．4．21生 牝3黒鹿 母 グラスケリー 母母 グラスファッション 13戦3勝 賞金 38，015，000円
※出走取消馬 カフェサンドリヨン号（疾病〔右前肢跛行〕のため）

2702210月9日 曇 稍重 （4東京4） 第2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，R3．10．9以降R4．10．2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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

714 ルコルセール 牡4鹿 55 松山 弘平�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム B524＋ 21：34．5 6．5�
47 ビヨンドザファザー 牡3鹿 54 M．デムーロ �スリーエイチレーシング 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 504＋ 21：34．92� 2．9�
23 カンリンポチェ 牡4鹿 54 三浦 皇成窪田 芳郎氏 田村 康仁 浦河 大島牧場 B532＋ 41：35．21� 25．9�
510 グットディール 牡3鹿 54 川田 将雅安原 浩司氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 492－ 41：35．3� 4．4�
611 レプンカムイ 牡4黒鹿55 幸 英明前田 葉子氏 橋口 慎介 青森 村上 幹夫 B490＋ 61：35．51� 10．9�
36 ロ ン コ ー ネ 牡4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－ 6 〃 クビ 11．7	
612 ジョディーズマロン 牡4栗 54 亀田 温心 �ローレルレーシング 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 468＋141：36．03 23．8

11 サルファーコスモス 牝4黒鹿53 津村 明秀吉田 勝己氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 468－ 81：36．21� 32．1�
815 ワイドソロモン 牡5栗 54 大野 拓弥幅田 昌伸氏 奥村 豊 新ひだか グランド牧場 486－ 6 〃 ハナ 47．9�
713 ヤ マ メ 牝5黒鹿50 小林 脩斗越村 哲男氏 久保田貴士 日高 木村牧場 470－ 2 〃 クビ 92．3
816 ジェロボーム 牝5栗 52 菅原 明良長谷川祐司氏 古賀 慎明 新ひだか チャンピオンズファーム 514－ 41：36．3クビ 49．4�
35 ド ン カ ポ ノ 牡4鹿 55 内田 博幸山田 貢一氏 庄野 靖志 新ひだか 土田農場 520＋ 21：36．4� 21．0�
12 エースレイジング 牡5黒鹿54 丹内 祐次三浦 勝仁氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 462± 01：37．14 80．2�
24 ダイワドノヴァン �8黒鹿54 田辺 裕信大城 正一氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B528＋ 61：37．2� 53．0�
48 ボルサリーノ 牡5鹿 55 木幡 巧也草間 庸文氏 杉山 晴紀 新ひだか 静内フジカワ牧場 B474± 01：37．41 9．3�
59 スーパーブレイク 牡8黒鹿53 菊沢 一樹堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 474＋ 21：38．57 218．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 87，015，600円 複勝： 117，300，800円 枠連： 45，085，800円
馬連： 208，660，500円 馬単： 71，433，500円 ワイド： 168，939，300円
3連複： 338，515，700円 3連単： 343，862，200円 計： 1，380，813，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 240円 � 150円 � 520円 枠 連（4－7） 920円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，780円

ワ イ ド �� 580円 �� 2，880円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 10，060円 3 連 単 ��� 46，480円

票 数

単勝票数 計 870156 的中 � 105961（3番人気）
複勝票数 計1173008 的中 � 122219（4番人気）� 262703（1番人気）� 44146（9番人気）
枠連票数 計 450858 的中 （4－7） 37687（4番人気）
馬連票数 計2086605 的中 �� 125343（2番人気）
馬単票数 計 714335 的中 �� 19259（7番人気）
ワイド票数 計1689393 的中 �� 78813（4番人気）�� 14337（34番人気）�� 35698（14番人気）
3連複票数 計3385157 的中 ��� 25237（31番人気）
3連単票数 計3438622 的中 ��� 5363（142番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．5―12．1―12．0―12．0―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．1―34．6―46．7―58．7―1：10．7―1：22．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルコルセール �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．7．26 新潟9着

2018．4．13生 牡4鹿 母 ラバヤデール 母母 ニ キ ー ヤ 11戦4勝 賞金 54，975，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アンダープロット号・クリーンスレイト号・スズカコーズマンボ号・ナンヨープランタン号・ヒロノシュン号・

ベルジュネス号

１レース目 ３レース目



2702310月9日 曇 良 （4東京4） 第2日 第11競走 ��
��1，800�第73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，R3．10．9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，R3．10．8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 700，000円 200，000円 100，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．8

良
良

33 サ リ オ ス 牡5栗 56 松山 弘平 �シルクレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 534＋ 61：44．1レコード 3．0�
89 ジャスティンカフェ 牡4鹿 56 福永 祐一三木 正浩氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 498＋ 81：44．2� 5．9�
44 ダノンザキッド 牡4鹿 56 戸崎 圭太�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 526± 01：44．3	 6．7�
55 レ イ パ パ レ 牝5鹿 55 川田 将雅 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 440± 01：44．41 4．7�
22 ノースブリッジ 牡4鹿 56 岩田 康誠井山 登氏 奥村 武 新冠 村田牧場 494＋ 21：44．5� 6．8	
66 ポ タ ジ ェ 牡5鹿 58 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 466＋ 21：44．6クビ 12．9

77 キングストンボーイ 牡4鹿 56 C．ルメール 吉田 和美氏 鹿戸 雄一 新ひだか 田上 徹 504＋ 21：44．81
 15．7�
78 キングオブコージ 牡6鹿 57 横山 武史増田 和啓氏 安田 翔伍 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 61：45．22� 57．9�
810 ハッピーアワー 牡6鹿 56 川又 賢治髙嶋 祐子氏 杉山 佳明 浦河 有限会社

吉田ファーム 446± 01：45．83� 188．4
11 レッドベルオーブ 牡4青鹿56 幸 英明 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：46．22 12．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 475，019，200円 複勝： 482，880，500円 枠連： 113，418，300円 馬連： 1，037，477，600円 馬単： 419，074，600円
ワイド： 697，301，700円 3連複： 1，699，851，700円 3連単： 3，036，121，100円 5重勝： 538，615，400円 計： 8，499，760，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 180円 � 180円 枠 連（3－8） 1，020円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 360円 �� 380円 �� 650円

3 連 複 ��� 2，110円 3 連 単 ��� 8，690円

5 重 勝
対象競走：東京9R／阪神10R／東京10R／阪神11R／東京11R

キャリーオーバー なし����� 612，060円

票 数

単勝票数 計4750192 的中 � 1254257（1番人気）
複勝票数 計4828805 的中 � 1149794（1番人気）� 624511（4番人気）� 634798（3番人気）
枠連票数 計1134183 的中 （3－8） 85709（3番人気）
馬連票数 計10374776 的中 �� 828646（3番人気）
馬単票数 計4190746 的中 �� 192023（3番人気）
ワイド票数 計6973017 的中 �� 511085（2番人気）�� 478005（4番人気）�� 255787（11番人気）
3連複票数 計16998517 的中 ��� 603927（6番人気）
3連単票数 計30361211 的中 ��� 253219（18番人気）
5重勝票数 差引計5386154（返還計 31117） 的中 ����� 616

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．2―34．5―46．2―57．9―1：09．7―1：21．0―1：32．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．4

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

勝馬の
紹 介

サ リ オ ス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Lomitas デビュー 2019．6．2 東京1着

2017．1．23生 牡5栗 母 サ ロ ミ ナ 母母 Saldentigerin 13戦5勝 賞金 457，631，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走状況〕 ダノンザキッド号は，枠内駐立不良〔突進〕。枠外に跳び出し馬体検査。前扉が破損したため外枠から発走。発走時刻
6分遅延。

〔制裁〕 ダノンザキッド号の騎手戸崎圭太は，発馬機内での御法（突進された）について過怠金10，000円。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ダノンザキッド号は，令和4年10月10日から令和4年10月30日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりサリオス号は，天皇賞（秋）（GⅠ）競走に優先出走できる。

2702410月9日 小雨 稍重 （4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 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

59 レッドゲイル 牡3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 462－ 61：23．0 2．7�
611 フォーヴィスム 牡4栗 57 内田 博幸 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 528＋ 41：23．1� 17．6�
11 マイナーズライト �4鹿 57

55 △永野 猛蔵吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム B454－141：23．31� 153．6�
48 ネイチャーカレン 牡5黒鹿57 野中悠太郎 �サザンホールディング 根本 康広 新ひだか 高橋 修 454－ 61：23．51� 100．6�
612 ジョイウイン 牡5栗 57 岩田 康誠石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 B492－ 61：23．6	 47．4	
816
 シャークスポット 牡4鹿 57

55 △松本 大輝沖田 正憲氏 高柳 大輔 日高 沖田牧場 450－ 21：23．7クビ 16．4

35 フィールザワールド 牡4鹿 57 菅原 明良櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 B478＋ 4 〃 クビ 31．0�
815 バ ク シ ン 牡4鹿 57 横山 武史林 正道氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 504＋ 6 〃 ハナ 29．7�
24 スプラウティング 牡3栗 55 幸 英明ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B496＋ 21：24．01� 26．9
47 ワンダースティング 牡4鹿 57 高倉 稜山本 能成氏 渡辺 薫彦 新ひだか 米田牧場 516－ 2 〃 クビ 12．9�
36 ジョンソンテソーロ 牡3栗 55 戸崎 圭太了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 日高 藤本ファーム B502＋ 4 〃 ハナ 4．8�
714 キタノエクスプレス 牡4鹿 57 川田 将雅北所 直人氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 496－121：24．2	 5．6�
12 フ ク ウ ン 牡4黒鹿57 津村 明秀西村 專次氏 鈴木 伸尋 新ひだか 静内フジカワ牧場 466＋ 41：24．41� 18．6�
510 ゼンカイテン 牡3芦 55 M．デムーロ川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 沖田 博志 474＋141：25．35 11．9�
713
 ダイナストーン 牝4栗 55 福永 祐一山本又一郎氏 蛯名 正義 新ひだか 岡田牧場 534± 01：25．72 52．1�
23 メ デ ィ シ ス 牝4鹿 55 松山 弘平中辻 明氏 杉山 佳明 浦河 バンブー牧場 B482－101：26．23 69．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 127，900，500円 複勝： 177，117，300円 枠連： 57，213，000円
馬連： 250，227，900円 馬単： 98，714，000円 ワイド： 240，731，500円
3連複： 436，909，600円 3連単： 481，374，200円 計： 1，870，188，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 160円 � 450円 � 2，300円 枠 連（5－6） 1，470円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 3，280円

ワ イ ド �� 910円 �� 5，780円 �� 22，220円

3 連 複 ��� 80，450円 3 連 単 ��� 211，640円

票 数

単勝票数 計1279005 的中 � 369347（1番人気）
複勝票数 計1771173 的中 � 413988（1番人気）� 89552（8番人気）� 15037（16番人気）
枠連票数 計 572130 的中 （5－6） 30004（5番人気）
馬連票数 計2502279 的中 �� 88706（5番人気）
馬単票数 計 987140 的中 �� 22537（6番人気）
ワイド票数 計2407315 的中 �� 71354（5番人気）�� 10517（59番人気）�� 2709（110番人気）
3連複票数 計4369096 的中 ��� 4073（216番人気）
3連単票数 計4813742 的中 ��� 1649（644番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．0―12．1―12．5―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
11．8―22．3―33．3―45．4―57．9―1：10．3

コーナー
通過順位

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

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 デビュー 2021．10．9 東京1着

2019．4．1生 牡3栗 母 マ レ ー ナ 母母 ウィストラム 6戦3勝 賞金 36，504，000円
〔制裁〕 スプラウティング号の騎手幸英明は，発走後の御法（鞭の使用）について過怠金10，000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 キングスフィリア号・ロゼキルシュ号

５レース目



（4東京4）第2日 10月9日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 164頭 本 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

313，070，000円
33，740，000円
1，890，000円
40，320，000円
74，144，000円
4，680，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
1，261，303，800円
1，468，985，300円
378，147，400円
2，295，318，900円
956，635，300円
1，829，635，200円
3，710，234，400円
5，364，427，000円
538，615，400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
5 重 勝
計 17，803，302，700円

総入場人員 32，121名 （有料入場人員 31，402名）
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