
2707310月23日 晴 良 （4東京4） 第7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 5，200，000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
1：36．2
1：36．2

不良
不良

34 ブレイゼスト 牡2鹿 55 石橋 脩水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 530＋ 41：38．4 1．4�
711 セザンワールド 牡2黒鹿55 武士沢友治瀬山 孝一氏 畑端 省吾 新冠 山岡牧場 500－ 21：39．46 153．2�
58 ダンスクラブ 牡2栗 55 石川裕紀人村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 528± 0 〃 ハナ 6．0�
610 サイタブラウン 牡2栗 55 木幡 巧也サイタグローバル 杉浦 宏昭 浦河 笹島 政信 B458＋ 21：39．93 20．9�
11 アテンヒーロー 牡2鹿 55 三浦 皇成玉置 潔氏 萱野 浩二 浦河 鵜木 唯義 470＋121：40．21� 177．9�
33 オボッチャマ 牡2鹿 55 津村 明秀村田 哲朗氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 484＋121：40．52 13．9�
814 シンフォニー 牡2鹿 55

53 △山田 敬士近藤 英二氏 加藤 和宏 浦河 大北牧場 466＋101：41．03 419．0	
813 ロコルルハーツ 牡2黒鹿55 菅原 明良佐々木幸弘氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 462＋ 21：41．31� 11．2

45 ニシノソレガシ 牡2黒鹿55 江田 照男西山 茂行氏 小島 茂之 浦河 ガーベラパー

クスタツド 544＋14 〃 クビ 295．1�
46 ティトルタトル 牡2黒鹿55 伊藤 工真尾上 寿夫氏 金成 貴史 浦河 谷川牧場 476＋ 41：41．5� 386．8�
57 マーゴットバモス 牡2黒鹿55 野中悠太郎前田 良平氏 伊坂 重信 新ひだか 三石川上牧場 498± 0 〃 ハナ 186．0
22 プリティジェニー 牝2鹿 54 国分 恭介大和屋 暁氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 406－ 81：41．6� 102．3�
712 ボーダーパトロール 牡2鹿 55

54 ☆永野 猛蔵ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 520＋ 81：43．210 8．5�

69 トライコーン 牡2鹿 55 内田 博幸古賀 慎一氏 尾形 和幸 新ひだか 本桐牧場 B494－ 61：44．58 447．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 45，018，700円 複勝： 140，094，700円 枠連： 9，420，900円
馬連： 51，758，000円 馬単： 35，144，600円 ワイド： 46，377，100円
3連複： 88，076，700円 3連単： 137，712，700円 計： 553，603，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 1，120円 � 140円 枠 連（3－7） 620円

馬 連 �� 6，120円 馬 単 �� 5，650円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 230円 �� 6，460円

3 連 複 ��� 10，720円 3 連 単 ��� 45，810円

票 数

単勝票数 計 450187 的中 � 248143（1番人気）
複勝票数 計1400947 的中 � 1056810（1番人気）� 6100（9番人気）� 98365（2番人気）
枠連票数 計 94209 的中 （3－7） 11705（5番人気）
馬連票数 計 517580 的中 �� 6549（17番人気）
馬単票数 計 351446 的中 �� 4659（15番人気）
ワイド票数 計 463771 的中 �� 6511（17番人気）�� 65815（1番人気）�� 1577（35番人気）
3連複票数 計 880767 的中 ��� 6162（28番人気）
3連単票数 計1377127 的中 ��� 2179（108番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―36．0―47．9―1：00．2―1：12．5―1：25．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブレイゼスト �
�
父 デクラレーションオブウォー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2022．9．19 中山3着

2020．3．3生 牡2鹿 母 ジ ー ニ ア ル 母母 プレシャスフラワー 3戦1勝 賞金 9，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トライコーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月23日まで平地競走に

出走できない。

2707410月23日 晴 良 （4東京4） 第7日 第2競走 1，600�2歳未勝利
発走10時25分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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

815 クルゼイロドスル 牡2栗 55 M．デムーロゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 466＋ 61：33．5 2．5�

713 アサクサヴィーナス 牝2鹿 54 吉田 豊田原 慶子氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 450± 01：33．71� 4．0�
610 サルヴァトーレ 牡2鹿 55 菅原 明良�ノースヒルズ 和田正一郎 新ひだか 土居牧場 482＋141：34．12� 12．9�
35 ナイトブレーカー 牡2青鹿55 三浦 皇成 TNレーシング 武井 亮 浦河 笹島 政信 460＋ 41：34．84 7．5�
59 マテンロウカノン 牝2鹿 54 横山 典弘寺田千代乃氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 434－ 2 〃 アタマ 4．9�
23 オズモポリタン 牝2青鹿54 木幡 巧也琴浦 諒氏 本間 忍 新ひだか 松本牧場 484－ 41：34．9� 169．1	
611 リュミヌーフィーユ 牝2栗 54 内田 博幸大谷 正嗣氏 小崎 憲 日高 オリオンファーム 496＋ 41：35．43 458．1

58 クライノート 牝2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 444＋ 81：35．5クビ 18．2�
34 パ ラ デ ィ 牝2鹿 54 津村 明秀中村 祐子氏 四位 洋文 新ひだか ケイアイファーム 490－ 2 〃 アタマ 26．7�
712 ネッロランパンテ 牝2青鹿54 酒井 学堀田 浩司氏 杉浦 宏昭 日高 日高大洋牧場 458＋101：35．6� 278．1
814 ダンシングハピリー 牝2鹿 54 江田 照男�ミルファーム 清水 英克 浦河 ミルファーム 408－ 8 〃 クビ 186．8�
11 ショウナンアシベ 牝2鹿 54

53 ☆永野 猛蔵国本 哲秀氏 西田雄一郎 新ひだか 静内フアーム 466± 01：35．7� 116．4�
46 フェスティヴラジャ 牝2黒鹿54 大野 拓弥臼井義太郎氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 446＋ 61：36．12 67．1�
47 ウインエルフリーデ 牝2青鹿54 野中悠太郎�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 448＋161：36．31 422．8�
22 ミ コ パ ー ル 牝2鹿 54 伊藤 工真古賀 慎一氏 伊坂 重信 新冠 ハクツ牧場 398－ 2 （競走中止） 758．3�
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売 得 金
単勝： 42，643，600円 複勝： 52，031，400円 枠連： 11，520，600円
馬連： 61，804，800円 馬単： 26，236，000円 ワイド： 51，714，800円
3連複： 88，462，300円 3連単： 97，345，700円 計： 431，759，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 150円 � 260円 枠 連（7－8） 480円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 240円 �� 590円 �� 730円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 5，910円

票 数

単勝票数 計 426436 的中 � 140712（1番人気）
複勝票数 計 520314 的中 � 129455（1番人気）� 94694（2番人気）� 38181（6番人気）
枠連票数 計 115206 的中 （7－8） 18317（2番人気）
馬連票数 計 618048 的中 �� 104423（1番人気）
馬単票数 計 262360 的中 �� 24694（1番人気）
ワイド票数 計 517148 的中 �� 65307（1番人気）�� 20849（8番人気）�� 16367（11番人気）
3連複票数 計 884623 的中 ��� 42383（4番人気）
3連単票数 計 973457 的中 ��� 11929（11番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．6―12．0―12．1―11．7―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．3―34．9―46．9―59．0―1：10．7―1：21．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クルゼイロドスル �
�
父 ファインニードル �

�
母父 アルカセット デビュー 2022．7．30 新潟2着

2020．5．8生 牡2栗 母 ス タ リ ア 母母 ダイアゴネル 2戦1勝 賞金 8，000，000円
〔競走中止〕 ミコパール号は，競走中に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

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

第４回 東京競馬 第７日



2707510月23日 晴 良 （4東京4） 第7日 第3競走 ��1，400�2歳新馬
発走10時55分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：23．1
1：23．0

重
重

59 キョウエイブリッサ 牡2鹿 55 酒井 学田中 晴夫氏 武市 康男 浦河 山口 義彦 462 ―1：26．6 12．4�
35 ハヤブサジェット 牡2青鹿55 石川裕紀人鈴木 正浩氏 青木 孝文 新冠 岩見牧場 458 ―1：26．92 16．2�
11 アントニオヒロキ 牡2栗 55 北村 宏司 Him Rock Racing

ホールディングス� 北出 成人 浦河 �川 啓一 462 ―1：27．21� 8．3�
23 サーブルミラージュ 牡2栗 55

54 ☆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 日高 前野牧場 492 ―1：27．73 5．1�

36 マグノリアレーン 牝2鹿 54
52 △小林 凌大会田 浩史氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428 ―1：28．33� 40．2�
815 ダズリングスカイ 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �CHEVAL AT-

TACHE 斎藤 誠 新ひだか 木下牧場 472 ― 〃 ハナ 7．8	
612 ビヴァアカプルコ 牝2栗 54 野中悠太郎吉田 千津氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500 ―1：28．51 17．3

48 ケイツーユーロ 牡2栗 55 武士沢友治楠本 勝美氏 鈴木慎太郎 新ひだか 有限会社石川牧場 456 ― 〃 ハナ 103．3�
713 グッドロマンス 牝2栗 54 石橋 脩�ビリオンスター稲垣 幸雄 新ひだか 服部 牧場 470 ―1：28．71� 28．6�
714� フロストシティ 牡2黒鹿55 M．デムーロゴドルフィン 池上 昌和 米 Godolphin 472 ―1：29．01� 4．9
47 ライヴソルト 牡2黒鹿55 木幡 巧也澤田 孝之氏 牧 光二 新ひだか グランド牧場 408 ―1：29．1� 124．7�
24 � ダブルジョーク 牡2栗 55 横山 典弘ゴドルフィン 昆 貢 米

William Hum-
phries & Altair
Farms, LLC

570 ― 〃 ハナ 4．1�
816 レッドリターン 牝2黒鹿54 江田 照男紅露 純氏 萱野 浩二 新冠 細川農場 442 ―1：29．31 110．8�
12 スターオブエース 牡2黒鹿55 内田 博幸光安 了氏 土田 稔 浦河 富塚ファーム 480 ―1：30．04 121．0�
510 アルブレーヴ 牡2鹿 55

53 △山田 敬士萩原 和矢氏 中野 栄治 日高 中館牧場 492 ―1：30．32 321．9�
611 キイアウェイクン 牝2鹿 54 原田 和真安田嘉太郎氏 小桧山 悟 新冠 飯島 功典 452 ―1：35．7大差 421．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，347，200円 複勝： 43，004，300円 枠連： 14，766，900円
馬連： 53，737，500円 馬単： 22，790，100円 ワイド： 45，498，400円
3連複： 78，094，100円 3連単： 75，399，300円 計： 373，637，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 340円 � 410円 � 250円 枠 連（3－5） 4，150円

馬 連 �� 5，690円 馬 単 �� 9，720円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 1，520円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 16，710円 3 連 単 ��� 95，400円

票 数

単勝票数 計 403472 的中 � 27428（6番人気）
複勝票数 計 430043 的中 � 32974（6番人気）� 25426（8番人気）� 48368（4番人気）
枠連票数 計 147669 的中 （3－5） 2756（16番人気）
馬連票数 計 537375 的中 �� 7315（23番人気）
馬単票数 計 227901 的中 �� 1757（40番人気）
ワイド票数 計 454984 的中 �� 7493（19番人気）�� 7732（18番人気）�� 6759（24番人気）
3連複票数 計 780941 的中 ��� 3504（62番人気）
3連単票数 計 753993 的中 ��� 573（343番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．2―12．8―12．4―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．2―36．4―49．2―1：01．6―1：14．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウエイブリッサ �
�
父 グレーターロンドン �

�
母父 ルーラーシップ 初出走

2020．4．8生 牡2鹿 母 キョウエイポズナン 母母 エバーシャイニング 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キイアウェイクン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月23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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 クリノビッグママ号・コレクテイニア号・ハチメンロッピ号・ペガーズブリエ号

2707610月23日 晴 良 （4東京4） 第7日 第4競走 1，400�2歳新馬
発走11時25分 （芝・左）

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

中央レコード
1：20．8
1：20．1

良
良

612 フォーカルフラワー 牝2鹿 54 津村 明秀 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 426 ―1：24．8 3．7�
23 コンスピキュアス 牡2栗 55 大野 拓弥村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 448 ― 〃 クビ 7．1�
815 シャイニーヤマト 牡2黒鹿55 武士沢友治小林 昌志氏 佐藤 吉勝 平取 雅 牧場 482 ―1：24．9� 76．6�
59 ショウナンアキーム 牡2鹿 55 菅原 明良国本 哲秀氏 武市 康男 登別 青藍牧場 420 ―1：25．0� 9．7�
510 ラビアンムーン 牝2鹿 54 柴田 善臣嶋田 賢氏 嘉藤 貴行 浦河 辻 牧場 448 ―1：25．1� 49．0�
714 オ ザ ナ リ 牝2鹿 54 吉田 豊由井健太郎氏 深山 雅史 日高 西野 春樹 398 ―1：25．2� 56．7	
817 フェーレンベルク 牡2芦 55 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 482 ― 〃 ハナ 3．4

47 エコロマックス 牡2青鹿55 川又 賢治原村 正紀氏 杉山 佳明 新冠 有限会社 大

作ステーブル 462 ―1：25．3� 9．0�
816 サンライズグレート 牡2鹿 55 三浦 皇成�ライフハウス 安田 翔伍 日高 下河辺牧場 446 ―1：25．61� 6．9
11 マリノフェアレディ 牝2栗 54

52 △小林 凌大矢野 雅子氏 蛯名 利弘 日高 クラウン日高牧場 446 ―1：25．7� 151．9�
12 トゥルーキーノ 牡2黒鹿55 松岡 正海ディアレストクラブ� 堀内 岳志 浦河 ディアレスト

クラブ 444 ― 〃 � 66．6�
611 トリニティテソーロ 牝2鹿 54

52 △山田 敬士了德寺健二ホール
ディングス� 小手川 準 浦河 カケハムポニークラブ 468 ―1：26．01� 102．0�

48 パダノベネタ 牝2鹿 54
53 ☆永野 猛蔵 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 青森 町屋 勝幸 406 ― 〃 クビ 162．3�

713 フェアリーパイン 牝2鹿 54 野中悠太郎飯島 利彦氏 新開 幸一 登別 ユートピア牧場 460 ― 〃 ハナ 186．7�
36 キタノレーニア 牝2芦 54 柴田 大知北所 直人氏 粕谷 昌央 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 420 ―1：26．42 76．0�
24 ウイキャンファイト 牡2鹿 55 北村 宏司 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 460 ―1：27．14 87．8�
35 エクセルウェッジ 牡2芦 55 酒井 学谷川 正純氏 武市 康男 新冠 山岡ファーム 512 ―1：27．42 101．7�
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売 得 金
単勝： 38，916，800円 複勝： 46，457，300円 枠連： 14，341，400円
馬連： 53，937，600円 馬単： 22，316，300円 ワイド： 45，558，600円
3連複： 75，863，200円 3連単： 76，998，600円 計： 374，389，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 200円 � 1，030円 枠 連（2－6） 1，050円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 460円 �� 2，600円 �� 5，660円

3 連 複 ��� 17，490円 3 連 単 ��� 63，000円

票 数

単勝票数 計 389168 的中 � 88610（2番人気）
複勝票数 計 464573 的中 � 100309（1番人気）� 63886（3番人気）� 8166（9番人気）
枠連票数 計 143414 的中 （2－6） 10503（5番人気）
馬連票数 計 539376 的中 �� 38728（2番人気）
馬単票数 計 223163 的中 �� 8450（4番人気）
ワイド票数 計 455586 的中 �� 27978（2番人気）�� 4309（18番人気）�� 1948（45番人気）
3連複票数 計 758632 的中 ��� 3253（42番人気）
3連単票数 計 769986 的中 ��� 886（167番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．6―37．1―50．4―1：01．9―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォーカルフラワー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Scat Daddy 初出走

2020．5．4生 牝2鹿 母 ソ ラ リ ア 母母 So Linda 1戦1勝 賞金 7，000，000円



2707710月23日 晴 良 （4東京4） 第7日 第5競走 ��1，800�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
1：44．5
1：44．5

良
良

11 ガストリック 牡2鹿 55
54 ☆永野 猛蔵前田 幸治氏 上原 博之 浦河 栄進牧場 516 ―1：49．8 9．0�

45 ダ ニ ー デ ン 牡2鹿 55 北村 宏司吉田 和美氏 辻 哲英 安平 ノーザンファーム 510 ―1：50．11� 14．9�
56 カズボニファシオ 牡2鹿 55 戸崎 圭太合同会社雅苑興業 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 506 ―1：50．41� 2．2�
22 キャラメルシフォン 牝2栗 54 三浦 皇成保坂 和孝氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 478 ― 〃 アタマ 19．0�
813 フィールザダイヤ 牡2鹿 55 菅原 明良櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 494 ― 〃 クビ 6．0�
57 � コレクテイニア 牡2鹿 55 吉田 豊�G1レーシング 戸田 博文 米 Shadai Cor-

poration 468 ―1：50．71� 50．7	
710 フェスティヴビーム 牡2鹿 55 柴田 大知臼井義太郎氏 畠山 吉宏 むかわ 上水牧場 452 ―1：51．12� 24．3

812 サンタモニカビーチ 牡2芦 55 大野 拓弥ライフエンタープライズ� 中野 栄治 浦河 木戸口牧場 524 ― 〃 アタマ 60．7�
44 コーラフロート 牡2鹿 55 津村 明秀中村 智幸氏 和田 勇介 新ひだか ケイアイファーム 472 ―1：51．2� 48．7�
33 コスモエランドール 牝2鹿 54

52 △小林 凌大 ビッグレッドファーム 深山 雅史 日高 オリオンファーム 408 ―1：51．52 156．4�
68 サンシンシア 牡2黒鹿55 松岡 正海 �加藤ステーブル 新開 幸一 新ひだか 原 弘之 448 ―1：51．71 182．1�
711 ロジプロパー 牡2栗 55 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか 静内フジカワ牧場 496 ―1：51．81 11．5�
69 ブーケエスポワール 牝2青鹿54 M．デムーロ髙瀬 正志氏 菊沢 隆徳 新ひだか チャンピオンズファーム 494 ―1：53．8大差 6．8�
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売 得 金
単勝： 41，241，500円 複勝： 40，541，800円 枠連： 11，784，900円
馬連： 53，927，700円 馬単： 25，491，400円 ワイド： 46，585，600円
3連複： 77，926，600円 3連単： 90，804，200円 計： 388，303，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 210円 � 290円 � 130円 枠 連（1－4） 3，430円

馬 連 �� 4，570円 馬 単 �� 8，210円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 260円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，850円 3 連 単 ��� 26，490円

票 数

単勝票数 計 412415 的中 � 38590（4番人気）
複勝票数 計 405418 的中 � 45082（4番人気）� 27345（6番人気）� 111501（1番人気）
枠連票数 計 117849 的中 （1－4） 2660（13番人気）
馬連票数 計 539277 的中 �� 9129（16番人気）
馬単票数 計 254914 的中 �� 2327（29番人気）
ワイド票数 計 465856 的中 �� 7260（20番人気）�� 51922（1番人気）�� 22936（5番人気）
3連複票数 計 779266 的中 ��� 20503（8番人気）
3連単票数 計 908042 的中 ��� 2485（85番人気）

ハロンタイム 13．6―12．2―12．1―12．7―12．6―12．2―11．8―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．6―25．8―37．9―50．6―1：03．2―1：15．4―1：27．2―1：38．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F34．4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ガストリック �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Curlin 初出走

2020．2．12生 牡2鹿 母 エーシンエポナ 母母 Wild Gams 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※コレクテイニア号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2707810月23日 晴 良 （4東京4） 第7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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．8
1：20．1

良
良

33 メイクアスナッチ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 武市 康男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 430－ 81：22．8 2．8�

22 ハーエクセレンシー 牝2鹿 54 石橋 脩 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 424＋121：23．01� 2．8�
77 クールムーア 牡2鹿 55 M．デムーロ川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 沖田 博志 466± 01：23．31� 5．6�
44 モズライフセーバー 牡2青鹿55 菅原 明良 �キャピタル・システム 清水 久詞 新冠 樋渡 志尚 464－ 81：23．4	 6．4�
11 キ ガ ン 牝2栗 54

52 △小林 凌大鈴木 康弘氏 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 470＋ 41：23．61� 8．2	
55 ロッソランパンテ 牝2鹿 54 大野 拓弥堀田 浩司氏 杉浦 宏昭 新冠 カミイスタット 466＋ 81：23．7	 32．9

66 
 スターオブアーサー 牡2芦 55 岡村 健司光安 了氏 嶋田 幸晴 新ひだか 松田牧場 458＋ 51：25．19 140．6�

（大井） （船橋）
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売 得 金
単勝： 51，406，200円 複勝： 27，129，100円 枠連： 発売なし
馬連： 47，880，800円 馬単： 28，540，100円 ワイド： 35，880，600円
3連複： 55，655，800円 3連単： 136，984，400円 計： 383，477，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 170円 �� 210円 �� 270円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 2，090円

票 数

単勝票数 計 514062 的中 � 151555（1番人気）
複勝票数 計 271291 的中 � 78753（1番人気）� 64031（2番人気）
馬連票数 計 478808 的中 �� 103850（1番人気）
馬単票数 計 285401 的中 �� 33899（1番人気）
ワイド票数 計 358806 的中 �� 61553（1番人気）�� 43024（2番人気）�� 29635（5番人気）
3連複票数 計 556558 的中 ��� 73527（2番人気）
3連単票数 計1369844 的中 ��� 47501（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．9―36．9―49．2―1：00．5―1：11．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F33．6
3 3，7（5，4，6）（2，1） 4 3（5，4，7，1）（2，6）

勝馬の
紹 介

メイクアスナッチ �

父 ルーラーシップ �


母父 ディープインパクト デビュー 2022．8．6 札幌1着

2020．2．22生 牝2黒鹿 母 スナッチマインド 母母 ス ナ ッ チ ド 2戦2勝 賞金 14，500，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



2707910月23日 晴 良 （4東京4） 第7日 第7競走 1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時15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
1：33．5
1：33．3

重
良

57 キャリックアリード 牝3青鹿53 戸崎 圭太 �シルクレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 446± 01：37．3 1．3�
33 � ウィズザワールド 牝4栗 55

54 ☆永野 猛蔵阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 472± 01：38．78 46．9�
814 ラブベティー 牝3栗 53 石川裕紀人増田 陽一氏 尾形 和幸 新ひだか 橋本牧場 458± 0 〃 アタマ 9．9�
610 スノーグレース 牝3栗 53 柴田 大知 �シルクレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：38．8クビ 66．3�
22 エレボアブランシュ 牝4芦 55 大野 拓弥 �サンデーレーシング 加藤士津八 安平 ノーザンファーム 440＋ 2 〃 クビ 22．7�
46 イ シ ュ タ ル 牝4鹿 55 内田 博幸 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 532－ 21：39．0� 24．6	
69 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 450＋ 21：39．42� 11．0

813 フ ミ チ ャ ン 牝4芦 55 江田 照男林 文彦氏 鹿戸 雄一 洞�湖 レイクヴィラファーム B482－ 21：39．82 14．4�
34 ア プ サ ラ ー 牝3栗 53

51 △小林 凌大 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田島 俊明 新冠 ハクレイファーム 444＋ 2 〃 アタマ 48．7

45 � ラッキーミーティア 牝3栗 53 野中悠太郎 �YGGホースクラブ 伊坂 重信 日高 門別山際牧場 460－ 6 〃 クビ 65．4�
711 レッジャードロ 牝4栗 55 吉田 豊大谷 正嗣氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 440－ 41：40．01 34．6�
58 � インテグリフォリア 牝4鹿 55 北村 宏司 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 480＋ 41：40．31� 38．8�
11 サンマルソムニア 牝3鹿 53 宮崎 北斗相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新ひだか サカイファーム 448－ 4 〃 クビ 20．6�
712 フロストエッジ 牝4栗 55 菅原 明良�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 488－ 21：41．25 95．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 52，166，200円 複勝： 140，293，800円 枠連： 17，394，100円
馬連： 80，583，600円 馬単： 46，150，500円 ワイド： 79，003，400円
3連複： 129，792，700円 3連単： 192，686，100円 計： 738，070，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 370円 � 250円 枠 連（3－5） 1，090円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 740円 �� 390円 �� 3，610円

3 連 複 ��� 5，870円 3 連 単 ��� 18，980円

票 数

単勝票数 計 521662 的中 � 300345（1番人気）
複勝票数 計1402938 的中 � 916375（1番人気）� 35113（7番人気）� 58348（4番人気）
枠連票数 計 173941 的中 （3－5） 12362（4番人気）
馬連票数 計 805836 的中 �� 30043（8番人気）
馬単票数 計 461505 的中 �� 16103（7番人気）
ワイド票数 計 790034 的中 �� 26996（7番人気）�� 57279（2番人気）�� 5111（34番人気）
3連複票数 計1297927 的中 ��� 16583（21番人気）
3連単票数 計1926861 的中 ��� 7358（61番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．8―35．6―48．0―1：00．6―1：12．9―1：25．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F36．7
3 14（8，7）（3，9）－（2，6，10）－（5，12）－11－（1，4）13 4 14－（8，7）（3，9）（2，6）10（5，12）11（1，4）13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

キャリックアリード �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Galileo デビュー 2022．6．12 東京3着

2019．1．21生 牝3青鹿 母 アイリッシュシー 母母 Fire Lily 3戦2勝 賞金 14，200，000円

2708010月23日 晴 良 （4東京4） 第7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 7，700，000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

67 インヴァリアンス 牡4栗 57 M．デムーロ�G1レーシング 尾関 知人 安平 追分ファーム 474－ 41：25．0 4．3�
33 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 468－ 6 〃 アタマ 7．2�
810 リバーサルバレット 牡3鹿 55 吉田 豊草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 492＋ 61：25．21� 3．6�
811 フ レ ー ゲ ル 牡4鹿 57 津村 明秀内田 玄祥氏 鈴木慎太郎 新冠 石田牧場 474－ 61：26．05 4．3�
66 シーオブドリームス 牝4青鹿 55

53 △山田 敬士�大樹ファーム 矢野 英一 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 476－ 41：26．21� 13．4	

44 エコロドラゴン 牡3鹿 55 菅原 明良原村 正紀氏 岩戸 孝樹 新ひだか 坂本 春雄 548－ 41：26．3� 9．4

11 � マ イ バ ウ ム 牡4黒鹿 57

55 △小林 凌大栗坂 崇氏 大和田 成 浦河 中神牧場 464＋ 61：26．51� 108．2�
79 ニシノミズカゼ 牝4栗 55

54 ☆永野 猛蔵西山 茂行氏 伊藤 圭三 新ひだか 中田 英樹 478± 01：26．82 29．5�
55 グレースブロード 牝3鹿 53 木幡 巧也伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B456＋141：26．9� 10．7
22 ヒノデミッチー 牡3栗 55 北村 宏司茂木 国久氏 松永 康利 新ひだか 木田牧場 522－ 4 〃 ハナ 16．9�
78 � チョコレートミルク 牡3鹿 55 柴田 大知村田 滋氏 粕谷 昌央 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 466＋ 81：31．0大差 235．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 43，155，100円 複勝： 53，675，100円 枠連： 13，816，500円
馬連： 80，643，500円 馬単： 31，354，100円 ワイド： 66，605，300円
3連複： 114，370，400円 3連単： 126，499，700円 計： 530，119，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 210円 � 190円 枠 連（3－6） 1，160円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 470円 �� 360円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 10，910円

票 数

単勝票数 計 431551 的中 � 79121（3番人気）
複勝票数 計 536751 的中 � 101843（2番人気）� 58739（4番人気）� 71594（3番人気）
枠連票数 計 138165 的中 （3－6） 9205（5番人気）
馬連票数 計 806435 的中 �� 50625（4番人気）
馬単票数 計 313541 的中 �� 8544（10番人気）
ワイド票数 計 666053 的中 �� 35806（4番人気）�� 49600（2番人気）�� 29198（5番人気）
3連複票数 計1143704 的中 ��� 64396（2番人気）
3連単票数 計1264997 的中 ��� 8403（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―35．0―47．3―59．9―1：12．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．7
3 2－5（4，6）－（8，10）－9，7（1，3，11） 4 2－5（4，6）－（8，10）（9，7）3（1，11）

勝馬の
紹 介

インヴァリアンス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Tamayuz デビュー 2020．6．27 東京12着

2018．3．31生 牡4栗 母 タ マ ユ ラ 母母 Laureldean Express 16戦2勝 賞金 30，671，000円
〔その他〕 チョコレートミルク号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 チョコレートミルク号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年11月23日まで出走できない。



2708110月23日 晴 良 （4東京4） 第7日 第9競走 ��2，000�
や ま な か こ

山 中 湖 特 別
発走14時15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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

44 ルージュエヴァイユ 牝3鹿 53 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 454＋ 42：00．1 1．5�
55 シンシアウィッシュ 牝3青鹿53 M．デムーロ前田 幸大氏 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450－ 22：00．41� 3．2�
33 ウインピクシス 牝3芦 53 松岡 正海�ウイン 上原 博之 新冠 コスモヴューファーム 446－ 22：00．5クビ 11．0�
22 シーニックウェイ 牝4鹿 55 柴田 善臣ゴドルフィン 武 幸四郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486＋12 〃 � 18．1�
11 ミ ア マ ン テ 牝5鹿 55 津村 明秀吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 450＋102：00．81� 36．5�
89 カンティプール 牝3鹿 53 三浦 皇成 	社台レースホース渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 482＋ 22：01．01� 10．3

66 	 ア ト ミ カ 牝7鹿 55 大野 拓弥東堂レーシング 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 452＋ 42：01．2� 81．0�
88 ムーンライト 牝5青 55 菅原 明良石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 杵臼牧場 482± 02：01．3� 56．9�
77 レアシャンパーニュ 牝4黒鹿55 石川裕紀人大塚 亮一氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 454－ 22：01．51� 59．3

（9頭）

売 得 金
単勝： 52，041，500円 複勝： 122，275，200円 枠連： 19，511，400円
馬連： 89，973，900円 馬単： 55，062，100円 ワイド： 56，873，100円
3連複： 111，847，600円 3連単： 252，389，800円 計： 759，974，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連（4－5） 180円

馬 連 �� 190円 馬 単 �� 270円

ワ イ ド �� 140円 �� 270円 �� 370円

3 連 複 ��� 480円 3 連 単 ��� 1，120円

票 数

単勝票数 計 520415 的中 � 262148（1番人気）
複勝票数 計1222752 的中 � 844123（1番人気）� 147527（2番人気）� 62646（3番人気）
枠連票数 計 195114 的中 （4－5） 82180（1番人気）
馬連票数 計 899739 的中 �� 357280（1番人気）
馬単票数 計 550621 的中 �� 151310（1番人気）
ワイド票数 計 568731 的中 �� 140401（1番人気）�� 47026（3番人気）�� 30036（6番人気）
3連複票数 計1118476 的中 ��� 173146（2番人気）
3連単票数 計2523898 的中 ��� 162486（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．4―37．4―49．8―1：02．2―1：14．3―1：26．4―1：37．7―1：48．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．8―3F33．7

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

勝馬の
紹 介

ルージュエヴァイユ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Frankel デビュー 2021．12．25 中山1着

2019．1．27生 牝3鹿 母 ナッシングバットドリームズ 母母 Danedream 5戦3勝 賞金 37，999，000円

2708210月23日 晴 良 （4東京4） 第7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，R3．10．23以降R4．10．16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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

33 ラ ー グ ル フ 牡3黒鹿55 戸崎 圭太村木 隆氏 宗像 義忠 日高 スマイルファーム 492＋ 41：58．0 1．6�
55 カーディナル 牡4鹿 54 津村 明秀 �キャロットファーム 林 徹 安平 ノーザンファーム 504＋101：58．32 4．7�
22 ピュアブレンド 牝5栗 52 柴田 大知 �シルクレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 502＋ 61：58．51� 24．8�
89 � シ ン ボ 牡5鹿 56 内田 博幸�龍光 小崎 憲 新冠 長浜 忠 472－ 61：58．81� 21．7�
78 ミスフィガロ 牝4鹿 53 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 422－121：59．22� 5．1	
11 ニホンピロスクーロ �5青鹿54 小牧 太小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 B510－ 81：59．3クビ 43．6

44 ダノンアレー 牡5黒鹿55 大野 拓弥�ダノックス 宮田 敬介 新ひだか 矢野牧場 518＋16 〃 クビ 31．1�
810 ミスミルドレッド 牝5黒鹿53 菅原 明良丸山 担氏 小島 茂之 洞�湖 レイクヴィラファーム 464－ 21：59．51� 15．1�
66 コーストライン 牝4鹿 52 永野 猛蔵吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 462－ 81：59．7	 94．6
77 アイブランコ 牡5栗 54 M．デムーロライフエンタープライズ� 中野 栄治 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 516－ 22：00．87 33．5�
（10頭）

売 得 金
単勝： 58，012，700円 複勝： 66，211，600円 枠連： 16，669，700円
馬連： 99，993，100円 馬単： 52，752，000円 ワイド： 68，506，500円
3連複： 137，546，900円 3連単： 269，172，200円 計： 768，864，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 150円 � 260円 枠 連（3－5） 390円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 570円

ワ イ ド �� 210円 �� 540円 �� 900円

3 連 複 ��� 1，920円 3 連 単 ��� 4，450円

票 数

単勝票数 計 580127 的中 � 277174（1番人気）
複勝票数 計 662116 的中 � 306584（1番人気）� 88822（3番人気）� 33029（5番人気）
枠連票数 計 166697 的中 （3－5） 32534（2番人気）
馬連票数 計 999931 的中 �� 212453（2番人気）
馬単票数 計 527520 的中 �� 68955（2番人気）
ワイド票数 計 685065 的中 �� 99408（2番人気）�� 29676（6番人気）�� 16911（12番人気）
3連複票数 計1375469 的中 ��� 53475（7番人気）
3連単票数 計2691722 的中 ��� 43777（11番人気）

ハロンタイム 13．1―11．3―11．2―11．0―11．3―11．6―11．9―11．6―12．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．4―35．6―46．6―57．9―1：09．5―1：21．4―1：33．0―1：45．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F36．6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラ ー グ ル フ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2021．7．25 新潟9着

2019．2．25生 牡3黒鹿 母 アバンドーネ 母母 ロスグラシアレス 9戦4勝 賞金 78，815，000円

１レース目



2708310月23日 晴 良 （4東京4） 第7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，R3．10．23以降R4．10．16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

611 ウシュバテソーロ 牡5鹿 55 木幡 巧也了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 518－ 22：10．0 2．8�

23 バイシュラバナ �5栗 55 M．デムーロ草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 470－ 62：10．32 14．5�
610 ル リ ア ン 牡5鹿 53 菅原 明良 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 518＋ 22：10．4� 6．2�
713 メイショウフンジン 牡4黒鹿54 酒井 学松本 好雄氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 516－ 72：10．61	 7．9�
22 レッドソルダード �4黒鹿55 大野 拓弥 �東京ホースレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 498＋ 82：10．91� 8．5	
35 キタノヴィジョン 牡5鹿 54 吉田 豊北所 直人氏 萱野 浩二 新冠 北星村田牧場 500＋12 〃 クビ 15．3

47 デルマルーヴル 牡6青鹿54 松岡 正海浅沼 廣幸氏 戸田 博文 平取 坂東牧場 500－ 22：11．11	 30．3�
58 キ ス ラ ー 牡6青鹿53 石川裕紀人�キーファーズ 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 480＋ 6 〃 クビ 17．3�
34 マテンロウスパーク 牡5黒鹿54 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新冠 松浦牧場 B506－ 22：11．41
 22．1
712 グレートタイム 牡7黒鹿57 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 B478－ 82：11．5クビ 6．6�
59 ロードリバーサル 牡6鹿 54 内田 博幸 �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 506＋102：11．6
 121．3�
46 � ヴェルテックス 牡5栗 57 津村 明秀 �シルクレーシング 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム B518－ 82：11．91
 30．0�
11 レクセランス 牡5鹿 55 三浦 皇成 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 484－ 42：12．85 48．0�
815 シャンパンクーペ 牡6鹿 53 柴田 大知 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 日高 下河辺牧場 B548＋ 22：12．9クビ 216．3�
814 ダイメイコリーダ 牡5栗 54 永野 猛蔵宮本 昇氏 森田 直行 日高 出口牧場 506＋ 42：13．0
 121．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 98，485，700円 複勝： 111，723，400円 枠連： 65，169，600円
馬連： 279，175，700円 馬単： 94，168，000円 ワイド： 184，157，800円
3連複： 478，598，000円 3連単： 484，781，500円 計： 1，796，259，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 330円 � 230円 枠 連（2－6） 740円

馬 連 �� 2，770円 馬 単 �� 4，210円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 450円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 7，540円 3 連 単 ��� 38，320円

票 数

単勝票数 計 984857 的中 � 278722（1番人気）
複勝票数 計1117234 的中 � 253738（1番人気）� 71533（7番人気）� 115280（3番人気）
枠連票数 計 651696 的中 （2－6） 67983（2番人気）
馬連票数 計2791757 的中 �� 78068（8番人気）
馬単票数 計 941680 的中 �� 16764（12番人気）
ワイド票数 計1841578 的中 �� 42122（10番人気）�� 113413（1番人気）�� 22656（29番人気）
3連複票数 計4785980 的中 ��� 47582（21番人気）
3連単票数 計4847815 的中 ��� 9170（110番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―12．5―12．9―13．1―12．6―12．4―12．4―12．4―11．5―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―17．9―30．4―43．3―56．4―1：09．0―1：21．4―1：33．8―1：46．2―1：57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F36．2
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウシュバテソーロ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．8．25 新潟5着

2017．3．4生 牡5鹿 母 ミルフィアタッチ 母母 シジェームサン 25戦5勝 賞金 97，534，000円
※出走取消馬 アルドーレ号（疾病〔右前肢跛行〕のため）
※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。
（非抽選馬） 7頭 ヴィアメント号・エブリワンブラック号・クリノフラッシュ号・サクラアリュール号・ジュニパーベリー号・

ペルセウスシチー号・メイショウドヒョウ号

2708410月23日 晴 良 （4東京4） 第7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 11，100，000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
1：33．5
1：33．3

重
良

812 エスシーヴィオラ 牝4栗 55 田中 勝春工藤 圭司氏 宗像 義忠 浦河 高松牧場 482＋ 61：38．1 38．3�
710� マブストーク 牡4鹿 57 木幡 巧也マブレーシング 牧 光二 浦河 中村 雅明 490＋101：38．31� 15．1�
57 ライラボンド 牡3黒鹿55 北村 宏司 �YGGホースクラブ 清水 久詞 新ひだか 片岡 博 516＋ 21：38．4� 2．2�
45 ジェイエルエース 牝3栗 53 野中悠太郎橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 486－ 8 〃 ハナ 14．3�
711 ダンツチョイス 牝7栗 55 国分 恭介山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 464－ 61：38．61� 26．1�
69 ユイノチャッキー 牡4栗 57 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 B508＋ 2 〃 クビ 8．0	
33 � リファインドマナー 牝4鹿 55 川又 賢治髙橋 明裕氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 440－141：38．7	 76．6

56 ストラテジーマップ 
5鹿 57 大野 拓弥 �社台レースホース加藤士津八 千歳 社台ファーム 466－ 81：38．8� 13．7�
11 ジ ジ 牡4鹿 57

56 ☆永野 猛蔵林 弘之氏 田島 俊明 安平 追分ファーム 494＋ 41：38．9クビ 50．6
22 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 B500－ 21：39．11� 4．0�
813 イ ン ナ リ オ 牝4鹿 55 津村 明秀 �サンデーレーシング 嘉藤 貴行 安平 ノーザンファーム 472－ 81：40．16 18．3�
44 ニシノアジャスト 牡4青鹿57 三浦 皇成西山 茂行氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 B530＋101：40．3	 15．4�
68 ミ ズ リ ー ナ 牝5鹿 55 的場 勇人北山 敏�氏 的場 均 浦河 ヒダカフアーム 504－ 41：41．89 47．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 84，117，700円 複勝： 90，593，300円 枠連： 39，620，200円
馬連： 175，989，500円 馬単： 62，862，100円 ワイド： 139，891，800円
3連複： 264，883，200円 3連単： 307，930，300円 計： 1，165，888，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，830円 複 勝 � 630円 � 290円 � 140円 枠 連（7－8） 3，410円

馬 連 �� 20，470円 馬 単 �� 45，150円

ワ イ ド �� 4，420円 �� 1，270円 �� 430円

3 連 複 ��� 10，950円 3 連 単 ��� 153，220円

票 数

単勝票数 計 841177 的中 � 17548（10番人気）
複勝票数 計 905933 的中 � 27900（10番人気）� 71700（4番人気）� 226649（1番人気）
枠連票数 計 396202 的中 （7－8） 8986（13番人気）
馬連票数 計1759895 的中 �� 6663（48番人気）
馬単票数 計 628621 的中 �� 1044（98番人気）
ワイド票数 計1398918 的中 �� 7547（46番人気）�� 27513（13番人気）�� 92715（2番人気）
3連複票数 計2648832 的中 ��� 18130（38番人気）
3連単票数 計3079303 的中 ��� 1457（443番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―36．7―49．2―1：01．8―1：13．6―1：25．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エスシーヴィオラ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2020．10．10 東京8着

2018．3．27生 牝4栗 母 リアライズカレボ 母母 Spree 11戦3勝 賞金 26，900，000円

４レース目



（4東京4）第7日 10月23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 154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

232，250，000円
11，190，000円
36，560，000円
1，180，000円
29，060，000円
71，341，000円
4，235，000円
1，478，400円

勝馬投票券売得金
647，552，900円
934，031，000円
234，016，200円
1，129，405，700円
502，867，300円
866，653，000円
1，701，117，500円
2，248，704，500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 8，264，348，100円

総入場人員 22，874名 （有料入場人員 22，376名）
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