
2709710月27日 曇 稍重 （1東京4） 第9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 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．1
1：23．0

重
重

714 プロヴィデンス 牡2栗 55 北村 友一藤本 栄史氏 加藤士津八 日高 槇本牧場 466± 01：25．1 7．2�
12 ヴィクトワールボス 牡2黒鹿55 戸崎 圭太小田 吉男氏 岩戸 孝樹 日高 シンボリ牧場 500－ 61：26．05 4．5�
612 ニシノホライゾン 牡2鹿 55 内田 博幸西山 茂行氏 的場 均 新ひだか 藤巻 則弘 500＋ 61：26．42� 2．5�
48 ハットルヴァン 牡2黒鹿55 大野 拓弥服部 邦繁氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 494＋ 21：26．93 20．9�
36 ヌ ン カ プ ト 牡2鹿 55 江田 照男ヌンクラブ� 矢野 英一 浦河 不二牧場 442± 01：27．75 7．1�
510 チェリーガイア 牝2芦 54

53 ☆野中悠太郎櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 464＋ 41：28．23 93．3	
11 クリアミッション 牡2鹿 55 大庭 和弥大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社

大原ファーム 508＋ 81：28．41� 200．1

23 ビッグワンビリーブ 牡2鹿 55 木幡 巧也小林 章氏 蛯名 利弘 日高 宝寄山 拓樹 448＋ 4 〃 アタマ 14．1�
59 ジニアテソーロ 牝2栗 54 田辺 裕信了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 日高 本間牧場 452＋ 61：28．5� 52．1�
815 トゥーヤング 牝2鹿 54 宮崎 北斗三岡 陽氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 436± 01：28．6クビ 73．5
35 クリノテルチャン 牝2栗 54 横山 和生栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 山田牧場 478＋ 41：28．7� 67．4�
713 スズノヤマト 牡2鹿 55 三浦 皇成小紫 嘉之氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 458－ 21：28．8� 9．2�
47 ゴールデンバッド 牡2芦 55 松岡 正海 Him Rock Racing

ホールディングス� 斎藤 誠 日高 タバタファーム 476＋ 41：29．22� 254．5�
611 レ ク レ ー ル 牡2青鹿55 武士沢友治西森 功氏 堀井 雅広 浦河 大西ファーム 468＋ 21：30．47 468．3�
816 ミスターコクオウ 牡2黒鹿55 嘉藤 貴行 Him Rock Racing

ホールディングス� 武市 康男 浦河 �川 啓一 552＋ 81：30．72 379．3�
24 ダイヤキングダム 牡2鹿 55 小島 太一 �ダイヤモンドファーム 大江原 哲 浦河 山田 昇史 492± 01：31．33� 164．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，800，100円 複勝： 52，183，400円 枠連： 13，996，300円
馬連： 69，900，400円 馬単： 31，824，300円 ワイド： 51，093，100円
3連複： 98，877，800円 3連単： 112，104，900円 計： 467，780，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 180円 � 160円 � 120円 枠 連（1－7） 1，100円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 3，840円

ワ イ ド �� 620円 �� 330円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 10，560円

票 数

単勝票数 計 378001 的中 � 44236（4番人気）
複勝票数 計 521834 的中 � 57876（4番人気）� 74274（3番人気）� 154590（1番人気）
枠連票数 計 139963 的中 （1－7） 9816（5番人気）
馬連票数 計 699004 的中 �� 30832（6番人気）
馬単票数 計 318243 的中 �� 6215（13番人気）
ワイド票数 計 510931 的中 �� 19149（7番人気）�� 40512（3番人気）�� 48307（2番人気）
3連複票数 計 988778 的中 ��� 57667（2番人気）
3連単票数 計1121049 的中 ��� 7694（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―36．3―49．0―1：01．2―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プロヴィデンス �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2019．6．22 函館10着

2017．2．25生 牡2栗 母 ワイルドシンガー 母母 ウインルーシッド 5戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レクレール号・ミスターコクオウ号・ダイヤキングダム号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，令和元年11月27日まで平地競走に出走できない。
ゴールデンバッド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月27日まで平
地競走に出走できない。

2709810月27日 曇 良 （1東京4） 第9日 第2競走 ��
��1，600�2歳未勝利

発走10時30分 （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．7
1：32．3

良
良

22 � オーロラフラッシュ 牝2鹿 54 C．ルメール 嶋田 賢氏 藤沢 和雄 愛 Diamond
Creek Farm 448＋ 21：36．0 1．2�

710 ソ ヨ ギ 牝2青鹿54 田辺 裕信海谷 幸司氏 粕谷 昌央 日高 春木ファーム 472＋181：36．1� 8．6�
812 ムーンライト 牝2青 54 川田 将雅石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 杵臼牧場 452＋ 2 〃 クビ 9．6�
11 グッドマックス 牝2芦 54 武 豊長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 442－ 61：36．41� 8．1�
79 アイルショウユー 牝2鹿 54 大野 拓弥�ミルファーム 岩戸 孝樹 浦河 浦河小林牧場 430＋ 21：36．5	 30．8�
67 � カ ク シ ン 牡2黒鹿55 戸崎 圭太風早 信昭氏 森 秀行 米

Thomas Scucci, Renee
Scucci, Dividing Ridge
Farm LLC & Doug Smith

508± 01：36．6クビ 26．5	
811 アルマカーテナ 牝2鹿 54 石橋 脩コウトミックレーシング 田村 康仁 浦河 猿橋 義昭 446＋121：37．34 91．1

68 ジャポネスク 牝2黒鹿54 江田 照男�ミルファーム 高橋 祥泰 新冠 石郷岡 雅樹 420＋ 4 〃 クビ 374．1�
33 スノープロー 牝2栗 54 木幡 巧也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 426－ 8 〃 アタマ 390．1
56 ベアジェット 牡2栗 55 横山 和生熊木 浩氏 杉浦 宏昭 浦河 岡本 昌市 478＋161：37．93	 180．9�
55 カゼニノッテ 牝2鹿 54 大庭 和弥田頭 勇貴氏 松永 康利 新冠 大栄牧場 446－ 21：38．11
 553．2�
44 ムービーヒロイン 牝2栗 54

53 ☆野中悠太郎 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田村 康仁 日高 ナカノファーム 438＋161：38．31
 244．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 42，830，200円 複勝： 155，194，200円 枠連： 10，997，700円
馬連： 56，070，000円 馬単： 45，076，100円 ワイド： 45，608，000円
3連複： 76，518，500円 3連単： 180，660，300円 計： 612，955，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 140円 � 140円 枠 連（2－7） 370円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 220円 �� 190円 �� 450円

3 連 複 ��� 710円 3 連 単 ��� 1，790円

票 数

単勝票数 計 428302 的中 � 268946（1番人気）
複勝票数 計1551942 的中 � 1241571（1番人気）� 66280（4番人気）� 75092（3番人気）
枠連票数 計 109977 的中 （2－7） 22746（3番人気）
馬連票数 計 560700 的中 �� 97779（3番人気）
馬単票数 計 450761 的中 �� 63482（3番人気）
ワイド票数 計 456080 的中 �� 55828（3番人気）�� 67552（2番人気）�� 21106（7番人気）
3連複票数 計 765185 的中 ��� 79995（3番人気）
3連単票数 計1806603 的中 ��� 73130（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．1―36．2―48．7―1：01．2―1：12．8―1：23．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�オーロラフラッシュ �
�
父 Frankel �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2019．8．31 札幌5着

2017．2．6生 牝2鹿 母 Squeeze 母母 Wedding Morn 3戦1勝 賞金 7，700，000円
〔その他〕 ムービーヒロイン号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

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９日



2709910月27日 曇 稍重 （1東京4） 第9日 第3競走 ��
��1，600�2歳未勝利

発走11時00分 （ダート・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：36．2
1：36．2

不良
不良

813 トーセンタイミング 牡2鹿 55 横山 和生島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ
スティファーム 464－ 21：38．9 66．7�

45 シゲルタイタン 牡2鹿 55 三浦 皇成森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 478＋ 81：39．0� 5．9�
33 � キンバリープロセス 牡2栗 55 石橋 脩ゴドルフィン 手塚 貴久 米 KatieRich

Farms B504± 01：39．31� 9．0�
11 ボントンルレ 牡2鹿 55 M．デムーロジャコモ合同会社 林 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 41：40．15 21．4�
69 リブエターナル 牝2芦 54 幸 英明大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 450－101：40．2	 11．7�
22 フィリーズフェスタ 牝2鹿 54 武士沢友治飯田総一郎氏 武市 康男 新ひだか 増本牧場 482－ 41：40．3クビ 65．0	
711 セイカタチバナ 牡2栗 55 大野 拓弥久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 458－ 21：40．61� 137．1

68 アールウェルス 牡2栗 55 藤岡 佑介前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 512＋ 21：40．7� 1．8�
44 � マイネルティプトン 牡2黒鹿55 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 米 Arturo Vargas &
Eduardo Vargas 474＋ 21：40．91 79．0

56 グローサーベア 
2芦 55 戸崎 圭太 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 462＋ 2 〃 クビ 8．7�
812 ハバチューバー 牡2栗 55

54 ☆野中悠太郎細川 大輔氏 浅野洋一郎 日高 白井牧場 488－161：41．11� 86．9�
57 ビレッジイーグル 牡2黒鹿55 松岡 正海村山 輝雄氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 488＋101：41．95 23．1�
710 カシノスペリオル 牡2鹿 55 木幡 巧也柏木 務氏 和田 雄二 新ひだか 土田農場 436－ 61：43．17 451．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 41，525，500円 複勝： 67，020，200円 枠連： 13，254，600円
馬連： 66，188，800円 馬単： 37，024，600円 ワイド： 50，758，500円
3連複： 91，875，900円 3連単： 129，194，500円 計： 496，842，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，670円 複 勝 � 950円 � 230円 � 270円 枠 連（4－8） 8，000円

馬 連 �� 17，200円 馬 単 �� 47，710円

ワ イ ド �� 2，920円 �� 2，990円 �� 570円

3 連 複 ��� 20，980円 3 連 単 ��� 235，930円

票 数

単勝票数 計 415255 的中 � 5288（9番人気）
複勝票数 計 670202 的中 � 15143（8番人気）� 87661（2番人気）� 69824（3番人気）
枠連票数 計 132546 的中 （4－8） 1284（17番人気）
馬連票数 計 661888 的中 �� 2981（30番人気）
馬単票数 計 370246 的中 �� 582（69番人気）
ワイド票数 計 507585 的中 �� 4309（26番人気）�� 4204（27番人気）�� 24514（6番人気）
3連複票数 計 918759 的中 ��� 3284（55番人気）
3連単票数 計1291945 的中 ��� 397（431番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．4―48．3―1：01．3―1：14．0―1：26．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンタイミング �
�
父 トーセンファントム �

�
母父 Honour and Glory デビュー 2019．9．8 中山6着

2017．4．3生 牡2鹿 母 アンジェロファニー 母母 Girl Child 3戦1勝 賞金 5，000，000円

2710010月27日 曇 良 （1東京4） 第9日 第4競走 ��1，400�2歳新馬
発走11時30分 （芝・左）

牝；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
1：21．2
1：20．3

良
良

714 アカノニジュウイチ 牝2鹿 54 藤岡 佑介�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 438 ―1：22．7 29．1�
816 マカロンパフェ 牝2鹿 54 岩田 康誠 �社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム 474 ―1：23．33� 8．1�
612 シネマトグラフ 牝2芦 54 C．ルメール 江馬 由将氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 458 ―1：23．51 3．1�
817 フェルハール 牝2鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム 446 ―1：23．71� 2．8�
59 アテナノワール 牝2黒鹿54 大野 拓弥諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 478 ― 〃 ハナ 12．6	
510 ラキャラントシス 牝2栗 54 北村 友一�山王飯店 鈴木 伸尋 日高 奥山 博 488 ―1：23．91� 39．9

11 ナイントゥファイブ 牝2黒鹿54 石橋 脩�桑田牧場 西園 正都 安平 ノーザンファーム 462 ―1：24．0� 11．1�
611 ウイングシューズ 牝2栗 54 木幡 巧也呉本 昌時氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム 394 ― 〃 クビ 245．1�
47 ボンボヤージ 牝2鹿 54 武 豊廣崎 利洋氏 梅田 智之 平取 株式会社

ASK STUD 418 ―1：24．32 7．3
818 ヴィエリチカ 牝2鹿 54

53 ☆野中悠太郎畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 452 ― 〃 アタマ 148．6�
23 エ ナ ミ ル ク 牝2鹿 54 北村 宏司宮原 廣伸氏 伊藤 大士 新ひだか 山際牧場 488 ―1：24．61� 235．5�
36 ヤサカパフィー 牝2鹿 54 横山 和生志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 イワミ牧場 462 ―1：24．7� 146．8�
48 ペイシャバイカ 牝2栗 54

53 ☆坂井 瑠星北所 直人氏 蛯名 利弘 新ひだか ニシケンフアーム 496 ―1：25．02 226．9�
713 タ カ ン ナ 牝2栗 54 伊藤 工真合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 446 ―1：25．1� 305．6�
24 ドナグラツィア 牝2青鹿54 菅原 隆一小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 下屋敷牧場 412 ―1：25．42 310．8�
715 レイワノサクラ 牝2鹿 54 江田 照男福本 次雄氏 大江原 哲 新冠 福本 次雄 454 ―1：25．5� 283．3�
35 サマープラネット 牝2黒鹿54 宮崎 北斗山上 和良氏 的場 均 新ひだか 高橋フアーム 438 ―1：26．77 329．9�
12 ノーワンタッチミー 牝2鹿 54 松岡 正海岡田 牧雄氏 天間 昭一 平取 原田 新治 416 ―1：27．23 318．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 48，947，400円 複勝： 52，808，800円 枠連： 19，561，200円
馬連： 69，891，100円 馬単： 34，182，400円 ワイド： 48，770，300円
3連複： 89，183，600円 3連単： 102，268，300円 計： 465，613，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，910円 複 勝 � 490円 � 210円 � 160円 枠 連（7－8） 1，600円

馬 連 �� 5，510円 馬 単 �� 13，570円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 1，420円 �� 470円

3 連 複 ��� 6，140円 3 連 単 ��� 60，280円

票 数

単勝票数 計 489474 的中 � 14278（7番人気）
複勝票数 計 528088 的中 � 21160（7番人気）� 68047（4番人気）� 105761（2番人気）
枠連票数 計 195612 的中 （7－8） 9429（7番人気）
馬連票数 計 698911 的中 �� 9826（19番人気）
馬単票数 計 341824 的中 �� 1889（39番人気）
ワイド票数 計 487703 的中 �� 7467（19番人気）�� 8509（17番人気）�� 28934（4番人気）
3連複票数 計 891836 的中 ��� 10892（22番人気）
3連単票数 計1022683 的中 ��� 1230（189番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．0―24．2―36．3―48．7―1：00．6―1：11．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F34．0
3 15，17，6（4，16）（10，12）（9，18）（3，14）11－7－8－1－13＝5－2 4 15，17（6，16）（4，12）10（3，9，18）14，11（7，8）－1＝13－5－2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アカノニジュウイチ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Roy 初出走

2017．2．8生 牝2鹿 母 デ ー タ 母母 Dama Imperial 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 ノーワンタッチミー号は，発走後に他の馬の影響を受けたため，「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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 シェーネメロディ号・ディヴィニティ号・ファーマプリン号



2710110月27日 曇 良 （1東京4） 第9日 第5競走 ��
��1，800�2歳新馬

発走12時20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
1：45．9
1：45．6

良
良

33 トウケイタンホイザ 牡2黒鹿55 北村 宏司木村 信彦氏 清水 久詞 新ひだか 坂本 智広 468 ―1：50．9 14．8�
69 シチリアフレイバー 牡2鹿 55 戸崎 圭太尾田 信夫氏 久保田貴士 浦河 丸幸小林牧場 468 ―1：51．0� 10．4�
711 エブリワンブラック 牡2鹿 55 武 豊 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 日高 ヤナガワ牧場 496 ― 〃 クビ 9．0�
34 ゼノヴァース 牡2鹿 55 C．ルメール�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ

ファーム 458 ― 〃 クビ 2．4�
22 ブラックマジック 牡2青鹿55 福永 祐一窪田 芳郎氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 434 ―1：51．21� 8．0�
712 サトノエスペランサ 牡2鹿 55 M．デムーロ �サトミホースカンパニー 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 490 ―1：51．41� 3．7	
46 キタノギャラクシー 牡2鹿 55 田辺 裕信北所 直人氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 478 ― 〃 ハナ 33．8

45 ケイアイタカプナ 牡2黒鹿55 幸 英明亀田 和弘氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 456 ―1：51．5	 178．8�
58 ブレーナード 牡2鹿 55 三浦 皇成吉田 勝己氏 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 426 ― 〃 ハナ 19．2�
813 カミノホウオー 牡2黒鹿 55

54 ☆野中悠太郎村上 正喜氏 竹内 正洋 青森 ワールドファーム 488 ― 〃 クビ 68．4
57 マイネルアンデス 牡2芦 55 木幡 巧也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 長谷川牧場 434 ―1：51．81� 200．8�
814 キタノスイセイ 牡2黒鹿55 横山 和生北所 直人氏 土田 稔 平取 びらとり牧場 456 ―1：53．28 275．8�
11 サンコディー 牡2鹿 55 松岡 正海 �加藤ステーブル 杉浦 宏昭 伊達 高橋農場 510 ― 〃 アタマ 218．3�
610 プロトレジーナ 牝2黒鹿54 内田 博幸苅部康太郎氏 浅野洋一郎 浦河 木戸口牧場 440 ―1：54．79 371．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 60，598，900円 複勝： 60，185，300円 枠連： 17，751，700円
馬連： 76，332，700円 馬単： 37，742，400円 ワイド： 55，932，200円
3連複： 99，302，200円 3連単： 128，587，900円 計： 536，433，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，480円 複 勝 � 350円 � 270円 � 310円 枠 連（3－6） 1，250円

馬 連 �� 4，850円 馬 単 �� 10，160円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 1，760円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 11，910円 3 連 単 ��� 82，130円

票 数

単勝票数 計 605989 的中 � 34500（6番人気）
複勝票数 計 601853 的中 � 43059（6番人気）� 62370（4番人気）� 50137（5番人気）
枠連票数 計 177517 的中 （3－6） 10986（4番人気）
馬連票数 計 763327 的中 �� 12175（18番人気）
馬単票数 計 377424 的中 �� 2786（37番人気）
ワイド票数 計 559322 的中 �� 11350（16番人気）�� 8113（19番人気）�� 10662（17番人気）
3連複票数 計 993022 的中 ��� 6251（37番人気）
3連単票数 計1285879 的中 ��� 1135（227番人気）

ハロンタイム 13．3―12．2―12．6―12．9―13．0―12．9―11．5―10．9―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．5―38．1―51．0―1：04．0―1：16．9―1：28．4―1：39．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．0

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

勝馬の
紹 介

トウケイタンホイザ �
�
父 トウケイヘイロー �

�
母父 Encosta De Lago 初出走

2017．2．18生 牡2黒鹿 母 アグネスロージイ 母母 Lady Silver Hawk 1戦1勝 賞金 7，000，000円

2710210月27日 曇 稍重 （1東京4） 第9日 第6競走 ��
��1，400�3歳以上1勝クラス

発走12時50分 （500万円以下） （ダート・左）
負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
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
1：21．5
1：20．3

重
不良

815 ベイオブコトル 牡3鹿 55 三浦 皇成ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 442± 01：24．1 4．1�

24 ディナミーデン 牡4芦 57 田辺 裕信ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 472± 01：24．52� 16．0�
612 フジノタカネ 牡3芦 55 福永 祐一星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B524－ 4 〃 アタマ 7．5�
48 	 レ ヴ ァ ン テ 牡4栗 57 横山 典弘寺田 寿男氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋ 81：24．6� 23．2�
35 セイウンデルレイ 牡4鹿 57 幸 英明西山 茂行氏 深山 雅史 新ひだか 藤巻 則弘 498± 01：24．7� 37．1�
611 パイロテクニクス 
3鹿 55 丸山 元気 	シルクレーシング 武藤 善則 新ひだか 原口牧場 B504± 01：25．33� 2．2

59 ナムラアイアイサー 牡3栗 55 菅原 隆一奈村 睦弘氏 武市 康男 浦河 中島牧場 466－ 61：25．4� 83．1�
510 マノアフォールズ 牡3鹿 55 C．ルメール 吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム B460＋ 41：25．61 11．5�
714 ベリッシモファルコ 牝3栗 53 内田 博幸岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 真歌田中牧場 B456＋ 21：25．7� 55．5
36 	 サトノアルテミス 牝4黒鹿55 松岡 正海 �サトミホースカンパニー 田中 剛 安平 ノーザンファーム 474± 01：26．23 26．9�
23 � リサオブザナイル 牝3黒鹿53 大野 拓弥吉田 千津氏 菊沢 隆徳 米 WinStar

Farm, LLC 448－101：26．73 13．6�
816 サンマルミヤビ 牝4青鹿55 嘉藤 貴行相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 456＋ 41：26．8� 455．4�
47 アヴォンリー 牝3栗 53

52 ☆野中悠太郎田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 村田牧場 470± 0 〃 ハナ 15．7�
11 ニシノゴウウン 
3青鹿55 岩田 康誠西山 茂行氏 小島 茂之 新冠 カミイスタット 476＋ 21：27．22� 140．3�
12 クラウンヴォルカン 牡6青 57 松田 大作矢野 恭裕氏 松永 康利 日高 クラウン日高牧場 B528＋ 41：27．41 414．6�
713 ニシノアマタ 牝3栗 53 北村 宏司西山 茂行氏 根本 康広 浦河 谷川牧場 448＋ 81：27．61� 216．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 54，938，600円 複勝： 79，660，100円 枠連： 24，898，100円
馬連： 96，206，400円 馬単： 43，011，200円 ワイド： 77，074，100円
3連複： 141，294，300円 3連単： 158，365，000円 計： 675，447，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 340円 � 210円 枠 連（2－8） 1，700円

馬 連 �� 3，190円 馬 単 �� 5，060円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 710円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 7，150円 3 連 単 ��� 36，820円

票 数

単勝票数 計 549386 的中 � 106485（2番人気）
複勝票数 計 796601 的中 � 163212（2番人気）� 50002（5番人気）� 94728（3番人気）
枠連票数 計 248981 的中 （2－8） 11325（7番人気）
馬連票数 計 962064 的中 �� 23316（10番人気）
馬単票数 計 430112 的中 �� 6370（18番人気）
ワイド票数 計 770741 的中 �� 18814（11番人気）�� 28730（5番人気）�� 14935（14番人気）
3連複票数 計1412943 的中 ��� 14804（25番人気）
3連単票数 計1583650 的中 ��� 3118（110番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―34．9―47．1―59．5―1：11．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F37．0
3 ・（7，14）（8，9，11）13（1，10）（3，5）（2，12）（4，6）－15，16 4 ・（7，14）（8，11）（9，10，13）（1，5）3（4，12）2（6，15）16

勝馬の
紹 介

ベイオブコトル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2018．12．8 中山1着

2016．3．20生 牡3鹿 母 ハーロンベイ 母母 コージーベイ 3戦2勝 賞金 15，600，000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 ウエスタンマリーヤ号
（非抽選馬） 1頭 ジョガールボニート号



2710310月27日 晴 良 （1東京4） 第9日 第7競走 ��
��1，400�3歳以上1勝クラス

発走13時20分 （500万円以下） （芝・左）
負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
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
1：19．4
1：19．0

良
良

817 キ タ イ 牝3鹿 53 武 豊西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 506＋121：21．6 20．8�
510 レッドクレオス 牡3栗 55 C．ルメール �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 466－ 4 〃 アタマ 2．7�
35 マサノアッレーグラ 牝4芦 55 川田 将雅中村 時子氏 大竹 正博 日高 道見牧場 504－ 4 〃 クビ 6．0�
818 コールザチューン 牝3鹿 53 横山 典弘 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 478－ 81：21．7� 18．1�
612 オルトルート 牝4栗 55 大野 拓弥村野 康司氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 454－ 61：21．91	 14．4	
59 タイドオーバー 牝4黒鹿55 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 浦河 秋場牧場 450＋ 6 〃 ハナ 6．5

47 ニシノドレッシー 牝3鹿 53 幸 英明西山 茂行氏 的場 均 日高 日西牧場 442± 01：22．0
 31．5�
11 ディザイアソング 牝3鹿 53 伊藤 工真尾上 寿夫氏 金成 貴史 日高 いとう牧場 440＋ 41：22．1クビ 114．9�
48 ガ イ セ ン 牡3鹿 55 戸崎 圭太中村 智幸氏 岩戸 孝樹 新ひだか 小河 豊水 432＋10 〃 ハナ 41．7
611 レディードリー 牝3青鹿53 三浦 皇成小林 博雄氏 深山 雅史 新冠 秋田牧場 430＋ 21：22．31 20．3�
713 ロ ジ ム ー ン 牡5鹿 57

56 ☆野中悠太郎久米田正明氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 458－ 8 〃 クビ 180．2�
12 シャドウセッション 牡3鹿 55 M．デムーロ飯塚 知一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 522＋ 6 〃 ハナ 10．1�
36 マーヴェラスクイン 牝3鹿 53 内田 博幸山本又一郎氏 古賀 慎明 新ひだか 木村 秀則 424＋ 61：22．4
 31．2�
715 ヴァルドワーズ 牝3栗 53 丸山 元気 �シルクレーシング 和田正一郎 洞�湖 レイクヴィラファーム 456－ 2 〃 アタマ 40．9�
816 ライレローズ 牝4黒鹿55 北村 宏司 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 438＋ 21：22．5� 12．4�
714 ラインギャラント 牝4芦 55 横山 和生大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 450＋ 81：22．71	 385．9�
24 グランドピルエット 牝4鹿 55 田辺 裕信 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 490＋ 21：22．91	 40．5�
23 � パーフェクトウェイ 牡4鹿 57 北村 友一堂守 貴志氏 古賀 慎明 新ひだか タイヘイ牧場 512－101：23．11	 104．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 57，597，100円 複勝： 79，430，800円 枠連： 34，247，300円
馬連： 107，170，000円 馬単： 45，004，300円 ワイド： 85，484，400円
3連複： 160，738，500円 3連単： 164，772，600円 計： 734，445，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，080円 複 勝 � 580円 � 160円 � 210円 枠 連（5－8） 420円

馬 連 �� 3，150円 馬 単 �� 9，400円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 2，330円 �� 430円

3 連 複 ��� 6，960円 3 連 単 ��� 53，210円

票 数

単勝票数 計 575971 的中 � 22091（9番人気）
複勝票数 計 794308 的中 � 26626（9番人気）� 163003（1番人気）� 101376（3番人気）
枠連票数 計 342473 的中 （5－8） 61763（1番人気）
馬連票数 計1071700 的中 �� 26318（10番人気）
馬単票数 計 450043 的中 �� 3589（31番人気）
ワイド票数 計 854844 的中 �� 14159（15番人気）�� 8867（30番人気）�� 55978（1番人気）
3連複票数 計1607385 的中 ��� 17303（14番人気）
3連単票数 計1647726 的中 ��� 2245（129番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―23．9―35．3―47．0―58．4―1：09．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．6
3 17－（3，18）（5，8）（1，6，9）（10，12）4（7，14）（2，11，16）13－15 4 17－（3，18）－5（1，8）（6，9）（10，12）4，7（2，11，14，16）（15，13）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

キ タ イ �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2018．6．23 函館2着

2016．2．17生 牝3鹿 母 コウヨウルビー 母母 アサヒマーキュリー 12戦2勝 賞金 29，477，000円
〔発走状況〕 ヴァルドワーズ号は，発進不良〔出遅れ〕。

2710410月27日 晴 良 （1東京4） 第9日 第8競走 ��
��2，000�

し ょ う じ こ

精 進 湖 特 別
発走13時50分 （芝・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），30．10．27以降1．10．21まで1回以上出走馬；負
担重量は，ハンデキャップ

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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

22 アトミックフォース 牡3鹿 54 田辺 裕信吉田 千津氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 470± 02：02．0 9．4�
55 アストラサンタン 牝4青鹿54 三浦 皇成丹羽久一郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 466± 0 〃 ハナ 13．6�
77 ピースワンパラディ 牡3鹿 55 丸山 元気長谷川成利氏 大竹 正博 日高 高山牧場 460－ 8 〃 アタマ 2．3�
33 ヒンドゥタイムズ 牡3鹿 55 川田 将雅 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 456＋ 42：02．1� 3．4�
11 ヴァンランディ 牡3鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 444－ 62：02．41� 3．1�
66 プレイヤーサムソン 牡6鹿 54 岩田 康誠嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 474＋ 22：02．82� 60．1	
44 ヴァンベールシチー 牡5栗 54 大野 拓弥 
友駿ホースクラブ 池上 昌和 新ひだか 幌村牧場 418－102：03．22� 119．6�
88 	 ウインリベロ 牡4栗 52 原田 和真
ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 420－ 62：03．73 74．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 74，992，300円 複勝： 58，432，700円 枠連： 発売なし
馬連： 99，485，700円 馬単： 59，755，900円 ワイド： 53，701，800円
3連複： 106，332，900円 3連単： 284，429，000円 計： 737，130，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 200円 � 190円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 3，320円 馬 単 �� 6，580円

ワ イ ド �� 830円 �� 460円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，730円 3 連 単 ��� 28，260円

票 数

単勝票数 計 749923 的中 � 63440（4番人気）
複勝票数 計 584327 的中 � 52407（5番人気）� 58349（4番人気）� 218317（1番人気）
馬連票数 計 994857 的中 �� 23195（10番人気）
馬単票数 計 597559 的中 �� 6803（19番人気）
ワイド票数 計 537018 的中 �� 15636（10番人気）�� 30232（9番人気）�� 33025（6番人気）
3連複票数 計1063329 的中 ��� 29160（9番人気）
3連単票数 計2844290 的中 ��� 7295（70番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．5―26．8―39．5―52．0―1：04．4―1：16．8―1：28．8―1：39．9―1：50．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．2―3F33．2

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

勝馬の
紹 介

アトミックフォース 
�
父 ワークフォース 

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．7．1 福島2着

2016．4．16生 牡3鹿 母 タックスシェルター 母母 タックスヘイブン 11戦3勝 賞金 39，199，000円



2710510月27日 晴 稍重 （1東京4） 第9日 第9競走 ��
��1，400�

か わ ぐ ち こ

河 口 湖 特 別
発走14時25分 （ダート・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

813 セイウンクールガイ 牡4栗 57 幸 英明西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 佐藤牧場 B452－ 21：24．0 37．5�
712� フォッサマグナ 牡3黒鹿55 C．ルメール 吉田 和美氏 藤沢 和雄 米 Lofts Hall

Stud 476＋16 〃 アタマ 2．4�
45 デピュティプライム 	6栗 57 M．デムーロ丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 486＋ 4 〃 ハナ 4．5�
34 ソリストサンダー 牡4黒鹿57 岩田 康誠村上 稔氏 高柳 大輔 新冠 村田牧場 480＋ 61：24．31
 9．2�
33 オンザロックス 牡6鹿 57 C．スミヨン 稻井田有司氏 森 秀行 新冠 ベルモント

ファーム 484－ 21：24．62 5．8�
（仏）

46 スズカゴーディー 牡5黒鹿57 石橋 脩永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B486＋ 2 〃 クビ 12．4�
11 コンクエストシチー 	7栗 57 木幡 巧也 	友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 462－ 6 〃 アタマ 89．0

22 シゲルベンガルトラ 牡5栗 57 横山 典弘森中 蕃氏 和田 勇介 新冠 石田牧場 476＋ 21：25．45 26．9�
57 デュアルマンデート 牡4青鹿57 北村 宏司池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 512－ 2 〃 クビ 33．4�
610 アスクハードスパン 牡4鹿 57 武 豊廣崎利洋HD	 河内 洋 新冠 川上牧場 520＋ 61：25．61� 9．3
58 ス カ ル バ ン 牡5鹿 57 戸崎 圭太椎名 節氏 武井 亮 新冠 パカパカ

ファーム 506＋ 41：25．7� 49．2�
711 ホ ノ カ 牝5鹿 55 丸山 元気岡田 壮史氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B480＋ 4 〃 アタマ 76．3�
814 メイショウアテン 牝5鹿 55 大野 拓弥松本 好雄氏 和田 勇介 様似 中脇 一幸 472－ 41：25．9
 167．8�
69 ハ シ カ ミ 牡6青鹿57 武士沢友治中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 484－ 21：26．11� 81．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 82，101，900円 複勝： 98，511，900円 枠連： 31，493，800円
馬連： 153，861，900円 馬単： 66，598，800円 ワイド： 101，596，500円
3連複： 206，950，600円 3連単： 260，555，800円 計： 1，001，671，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，750円 複 勝 � 590円 � 140円 � 150円 枠 連（7－8） 4，300円

馬 連 �� 6，180円 馬 単 �� 18，990円

ワ イ ド �� 1，970円 �� 2，630円 �� 330円

3 連 複 ��� 9，050円 3 連 単 ��� 88，600円

票 数

単勝票数 計 821019 的中 � 17495（9番人気）
複勝票数 計 985119 的中 � 28559（9番人気）� 222176（1番人気）� 184194（2番人気）
枠連票数 計 314938 的中 （7－8） 5664（15番人気）
馬連票数 計1538619 的中 �� 19264（22番人気）
馬単票数 計 665988 的中 �� 2630（55番人気）
ワイド票数 計1015965 的中 �� 12298（23番人気）�� 9128（28番人気）�� 90104（1番人気）
3連複票数 計2069506 的中 ��� 17143（28番人気）
3連単票数 計2605558 的中 ��� 2132（269番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．8―12．1―11．9―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．6―47．7―59．6―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイウンクールガイ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 オ ー ス デビュー 2017．7．29 新潟3着

2015．4．19生 牡4栗 母 キョウワハピネス 母母 グッドルックス 18戦3勝 賞金 44，646，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2710610月27日 晴 良 （1東京4） 第9日 第10競走 ��
��1，600�

こうよう

紅葉ステークス
発走15時00分 （芝・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），30．10．27以降1．10．21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 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

55 レッドヴェイロン 牡4鹿 57 C．ルメール �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 498＋201：32．0 3．3�
11 �� モズダディー 牡4栗 55 戸崎 圭太北側 雅勝氏 藤岡 健一 米 Mr. & Mrs.

Oliver S. Tait B492－ 6 〃 アタマ 3．6�
88 アントリューズ 牡3鹿 54 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 492－ 2 〃 クビ 2．4�
33 チャンピオンルパン 牡8鹿 55 横山 和生坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 榊原 光子 504＋ 61：32．74 53．9�
22 ボンセルヴィーソ 牡5栗 56 木幡 巧也名古屋友豊� 池添 学 日高 白井牧場 470± 01：33．12	 21．6�
44 リープフラウミルヒ 牝4黒鹿52 野中悠太郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 420＋ 2 〃 ハナ 22．0	
77 エクレアスパークル 牡5青鹿55 M．デムーロ李 柱坤氏 大和田 成 安平 ノーザンファーム 468－ 61：33．2
 12．2

89 フィールドセンス 牡5鹿 55 福永 祐一前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 千代田牧場 534－ 61：33．83	 17．6�
66 イッツクール 牡3栗 53 北村 友一久木田 隆氏 武 英智 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 B476＋ 81：34．75 95．9�
（9頭）

売 得 金
単勝： 91，549，300円 複勝： 71，207，700円 枠連： 21，535，900円
馬連： 156，106，200円 馬単： 82，092，200円 ワイド： 87，410，900円
3連複： 188，639，300円 3連単： 389，001，200円 計： 1，087，542，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 120円 � 120円 � 110円 枠 連（1－5） 730円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 240円 �� 170円 �� 180円

3 連 複 ��� 370円 3 連 単 ��� 2，200円

票 数

単勝票数 計 915493 的中 � 218209（2番人気）
複勝票数 計 712077 的中 � 134044（2番人気）� 125403（3番人気）� 223096（1番人気）
枠連票数 計 215359 的中 （1－5） 22558（3番人気）
馬連票数 計1561062 的中 �� 210178（3番人気）
馬単票数 計 820922 的中 �� 56409（5番人気）
ワイド票数 計 874109 的中 �� 83913（3番人気）�� 140236（1番人気）�� 121443（2番人気）
3連複票数 計1886393 的中 ��� 382076（1番人気）
3連単票数 計3890012 的中 ��� 128127（4番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―10．7―11．4―12．1―11．9―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―22．6―33．3―44．7―56．8―1：08．7―1：20．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドヴェイロン 
�
父 キングカメハメハ 

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2017．10．28 京都2着

2015．4．21生 牡4鹿 母 エリモピクシー 母母 エリモシユーテング 11戦4勝 賞金 96，899，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 レッドヴェイロン号の騎手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：3番・

8番）

２レース目



2710710月27日 晴 良 （1東京4） 第9日 第11競走
天皇陛下御即位慶祝

��
��2，000�第160回天 皇 賞 （ 秋 ）（ＧⅠ）

発走15時40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56�4歳以上58�，牝馬
2�減

天皇賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 150，000，000円 60，000，000円 38，000，000円 23，000，000円 15，000，000円
付 加 賞 3，402，000円 972，000円 486，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：56．1
1：56．1
1：56．1

良
良
良

12 アーモンドアイ 牝4鹿 56 C．ルメール �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 480－ 41：56．2 1．6�
59 ダノンプレミアム 牡4青鹿58 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 508＋ 41：56．73 9．5�
35 アエロリット 牝5芦 56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 516± 0 〃 クビ 20．0�
36 ユーキャンスマイル 牡4鹿 58 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488－ 81：56．8クビ 40．6�
714 ワグネリアン 牡4鹿 58 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 462－10 〃 クビ 18．7	
510 サートゥルナーリア 牡3黒鹿56 C．スミヨン �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 502＋ 41：57．11� 3．4


（仏）

24 スワーヴリチャード 牡5栗 58 横山 典弘�NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 514－10 〃 ハナ 19．1�
815 ウインブライト 牡5芦 58 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 486－ 81：57．31	 148．9�
23 ケイアイノーテック 牡4鹿 58 幸 英明亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 468－ 21：57．51 257．8
48 マ カ ヒ キ 牡6鹿 58 武 豊金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 504－ 41：57．6
 53．0�
611 ゴーフォザサミット 牡4黒鹿58 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 矢野牧場 B502－ 21：57．7
 406．1�
47 スティッフェリオ 牡5鹿 58 丸山 元気 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 448＋ 61：57．91	 145．1�
11 カ デ ナ 牡5鹿 58 藤岡 佑介前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 472－ 61：58．43 126．0�
816 ア ル ア イ ン 牡5鹿 58 北村 友一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B516－ 41：58．72 67．9�
713 ランフォザローゼス 牡3鹿 56 M．デムーロ窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B490± 01：59．12� 150．9�
612 ドレッドノータス �6栗 58 坂井 瑠星 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 462＋ 42：00．16 296．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 1，338，299，200円 複勝： 1，116，382，700円 枠連： 598，492，800円 馬連： 2，404，108，600円 馬単： 1，490，628，100円
ワイド： 1，338，465，100円 3連複： 3，911，258，400円 3連単： 9，375，713，000円 5重勝： 639，263，100円 計： 22，212，611，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 260円 � 270円 枠 連（1－5） 220円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 400円 �� 400円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 3，210円 3 連 単 ��� 8，860円

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

キャリーオーバー なし����� 844，300円

票 数

単勝票数 計13382992 的中 � 6473538（1番人気）
複勝票数 計11163827 的中 � 5684101（1番人気）� 621253（4番人気）� 593387（5番人気）
枠連票数 計5984928 的中 （1－5）2062598（1番人気）
馬連票数 計24041086 的中 �� 2019002（2番人気）
馬単票数 計14906281 的中 �� 947954（4番人気）
ワイド票数 計13384651 的中 �� 907635（3番人気）�� 898226（4番人気）�� 177020（17番人気）
3連複票数 計39112584 的中 ��� 913100（10番人気）
3連単票数 計93757130 的中 ��� 766596（26番人気）
5重勝票数 計6392631 的中 ����� 530

ハロンタイム 12．8―11．4―11．5―11．6―11．7―11．6―11．3―11．1―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―35．7―47．3―59．0―1：10．6―1：21．9―1：33．0―1：44．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．6―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

アーモンドアイ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．8．6 新潟2着

2015．3．10生 牝4鹿 母 フサイチパンドラ 母母 ロッタレース 9戦7勝 賞金 902，111，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔制裁〕 サートゥルナーリア号の騎手C．スミヨンは，2コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2710810月27日 晴 稍重 （1東京4） 第9日 第12競走 ��
��1，600�

さ い こ

西 湖 特 別
発走16時25分 （ダート・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

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 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

815 ペプチドバンブー 牡4黒鹿57 松田 大作沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 B506－ 61：36．8 10．8�
35 グッバイガール 牝3黒鹿53 横山 典弘吉田 千津氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 486－ 4 〃 アタマ 3．3�
48 フィールザファラオ 牡4黒鹿57 北村 宏司櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 464± 0 〃 クビ 49．6�
23 エルモンストロ 牡3鹿 55 福永 祐一�三嶋牧場 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 466－101：36．9クビ 5．1�
36 サニークラウド 牡3鹿 55 石橋 脩髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 490± 0 〃 クビ 11．6�
612� バスカヴィル 牡5鹿 57 戸崎 圭太ゴドルフィン 加藤 征弘 米

Tenth Street
Stables, LLC &
Darley

476－ 21：37．21	 9．0	
714 オーケストラ 牡4鹿 57 岩田 康誠原 
子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B486± 01：37．3	 33．1

24 ホウオウライジン 牡3栗 55 坂井 瑠星小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 484＋18 〃 クビ 25．7�
611 ネオブレイブ 牡3栗 55 田辺 裕信西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 504＋ 21：37．83 29．7�
11 � フォルツァエフ 牡4鹿 57 武 豊大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Jim R. Wells

& Janie Wells 484＋ 61：37．9	 20．9
713 ヴァルディノート 牡4黒鹿57 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 484－ 41：38．0� 120．0�
59 ケイアイパープル 牡3鹿 55 C．ルメール 亀田 和弘氏 村山 明 新冠 隆栄牧場 508＋ 21：38．1� 3．8�
12 サイモンジルバ 牝4鹿 55 野中悠太郎澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 三嶋牧場 454－ 41：38．31� 202．5�
510 クアトレフォイル 牡4鹿 57 三浦 皇成大塚 亮一氏 稲垣 幸雄 浦河 有限会社

松田牧場 490－ 2 〃 アタマ 259．2�
816 メイショウノボサン 牡6栗 57 幸 英明松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 462－ 41：38．72	 71．2�
47  マイネルストラトス 牡5黒鹿57 藤岡 佑介杉浦 和也氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 494＋ 61：38．8	 133．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 141，081，300円 複勝： 172，138，600円 枠連： 67，352，500円
馬連： 305，941，700円 馬単： 122，694，300円 ワイド： 216，492，200円
3連複： 481，768，900円 3連単： 641，176，900円 計： 2，148，646，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 310円 � 170円 � 700円 枠 連（3－8） 1，340円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 5，340円

ワ イ ド �� 830円 �� 4，650円 �� 2，270円

3 連 複 ��� 22，620円 3 連 単 ��� 116，590円

票 数

単勝票数 計1410813 的中 � 104433（5番人気）
複勝票数 計1721386 的中 � 133964（6番人気）� 345490（1番人気）� 51176（10番人気）
枠連票数 計 673525 的中 （3－8） 38900（5番人気）
馬連票数 計3059417 的中 �� 108282（8番人気）
馬単票数 計1226943 的中 �� 17215（18番人気）
ワイド票数 計2164922 的中 �� 70611（9番人気）�� 11627（44番人気）�� 24215（25番人気）
3連複票数 計4817689 的中 ��� 15969（70番人気）
3連単票数 計6411769 的中 ��� 3987（347番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．8―48．0―1：00．6―1：12．8―1：24．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペプチドバンブー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2018．1．14 京都5着

2015．5．16生 牡4黒鹿 母 シャペロンルージュ 母母 プリンセスマリー 12戦3勝 賞金 41，827，000円
〔制裁〕 ホウオウライジン号の騎手坂井瑠星は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。

フィールザファラオ号の騎手北村宏司は，最後の直線コースでの御法（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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヤマイチジャスティ号

５レース目



（1東京4）第9日 10月27日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 170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

490，370，000円
5，060，000円
26，320，000円
6，590，000円
61，520，000円
12，000，000円
72，836，500円
5，012，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
2，072，261，800円
2，063，156，400円
853，581，900円
3，661，263，500円
2，095，634，600円
2，212，387，100円
5，652，740，900円
11，926，829，400円
639，263，100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 31，177，118，700円

総入場人員 103，920名 （有料入場人員 98，614名）



令和1年度 第4回東京競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，408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

2，562，130，000円
40，800，000円
237，690，000円
19，070，000円
299，560，000円
15，500，000円
601，799，500円
39，030，800円
13，516，800円

勝馬投票券売得金
7，385，905，600円
9，726，283，700円
2，917，790，500円
14，156，772，900円
7，202，857，500円
9，177，722，300円
20，650，347，400円
35，721，871，900円
1，635，975，000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 108，575，526，800円

総入場延人員 323，804名 （有料入場延人員 296，834名）
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