
2703710月15日 曇 重 （1東京4） 第3日 第1競走 ��1，300�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
1：17．4
1：17．4

良
良

710 エコロアーサー 牡2栗 55
52 ▲藤田菜七子原村 正紀氏 武市 康男 新ひだか 坂本牧場 452－ 21：20．0 17．0�

811 サ ツ キ マ ス 牝2鹿 54 戸崎 圭太越村 哲男氏 田島 俊明 平取 坂東牧場 456＋ 21：20．1� 1．7�
79 トーアリュウジン �2栗 55 柴田 善臣高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 486＋141：20．31 4．1�
22 カラーズオブラヴ 牝2黒鹿54 武士沢友治グリーンスウォード和田 勇介 新ひだか 中橋 正 B456± 0 〃 クビ 25．2�
11 アルトゥーロ 牡2黒鹿55 嶋田 純次�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 422＋ 6 〃 ハナ 10．8	
44 アルディビート 牡2栗 55

52 ▲菅原 明良坂田 行夫氏 土田 稔 新ひだか 原 弘之 462－ 81：20．51� 31．4

33 ノ ヘ ア 牝2芦 54 北村 宏司山住 勲氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 420－ 21：21．03 11．6�
55 ラ カ ル マ 牝2鹿 54 木幡 初也�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 474＋ 21：21．42� 89．2�
67 コイツバメカツコ 牝2鹿 54 木幡 巧也大久保與志雄氏 黒岩 陽一 日高 メイプルファーム 432± 0 〃 ハナ 28．0
56 ショウリオウ 牡2黒鹿55 菅原 隆一�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 444＋ 41：21．5� 152．4�
68 イノセントグラム 牡2鹿 55

53 △木幡 育也田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 日高 滝本 健二 468－ 61：21．81� 158．9�
812 ネガワンニダ 牡2黒鹿55 江田 照男�ミルファーム 本間 忍 浦河 富菜牧場 404＋ 41：22．22� 128．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 25，818，500円 複勝： 38，355，200円 枠連： 7，392，300円
馬連： 40，166，200円 馬単： 24，992，900円 ワイド： 32，244，600円
3連複： 62，792，300円 3連単： 101，800，800円 計： 333，562，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，700円 複 勝 � 230円 � 110円 � 120円 枠 連（7－8） 220円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 4，050円

ワ イ ド �� 430円 �� 690円 �� 150円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 12，220円

票 数

単勝票数 計 258185 的中 � 12878（5番人気）
複勝票数 計 383552 的中 � 18265（5番人気）� 197832（1番人気）� 64147（2番人気）
枠連票数 計 73923 的中 （7－8） 25469（1番人気）
馬連票数 計 401662 的中 �� 21682（5番人気）
馬単票数 計 249929 的中 �� 4621（13番人気）
ワイド票数 計 322446 的中 �� 16317（5番人気）�� 9405（9番人気）�� 72040（1番人気）
3連複票数 計 627923 的中 ��� 43511（3番人気）
3連単票数 計1018008 的中 ��� 6036（32番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―17．9―29．2―41．5―54．1―1：06．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エコロアーサー �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 チーフベアハート デビュー 2019．6．16 東京9着

2017．1．27生 牡2栗 母 グレースハート 母母 モアインヘリタンス 3戦1勝 賞金 5，000，000円

2703810月15日 曇 稍重 （1東京4） 第3日 第2競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10時35分 （芝・左）

牝；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

711 ア ミ ー ク ス 牝2鹿 54 三浦 皇成 �スリーエイチレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 442＋ 21：35．4 1．5�
812 プラットフォーマー 牝2鹿 54 戸崎 圭太青山 洋一氏 矢野 英一 安平 追分ファーム 434－ 61：35．72 14．5�
44 タマノシュシュ 牝2青 54 田辺 裕信玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 斉藤英牧場 428－ 21：35．8� 4．3�
68 レディトゥラン 牝2鹿 54

51 ▲菅原 明良 �グランデオーナーズ 加藤 和宏 日高 天羽牧場 412－ 6 〃 アタマ 23．6�
45 ヒガシヴァルキリー 牝2青鹿 54

53 ☆横山 武史�ヤナガワ牧場 林 徹 日高 ヤナガワ牧場 412＋ 2 〃 アタマ 13．0	
11 アルソリート 牝2鹿 54 岩田 康誠 Viridian Keiba Club 久保田貴士 洞�湖 レイクヴィラファーム 484± 01：36．11� 47．6

57 ヒューズライン 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 438－ 4 〃 クビ 17．8�
710 ゼンダンスネーク 牝2青鹿54 吉田 豊渡邊 善男氏 土田 稔 様似 様似堀牧場 470＋ 41：36．31 340．5�
56 オウケンアマゾネス 牝2黒鹿54 大野 拓弥福井 明氏 和田 勇介 浦河 辻 牧場 428± 0 〃 クビ 19．8
813 ダンサーズドリーム 牝2鹿 54 江田 照男櫻井 正氏 深山 雅史 むかわ 平岡牧場 434＋ 41：36．51� 93．5�
33 エクメディクイーン 牝2栗 54 内田 博幸橋本慎太郎氏 深山 雅史 平取 川向高橋育

成牧場 392－ 21：36．71� 49．9�
22 シゲルビアンカ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行森中 蕃氏 清水 英克 日高 スウィング

フィールド牧場 404＋ 61：37．12� 313．9�
（12頭）

69 ソ ス ピ タ 牝2芦 54
53 ☆野中悠太郎 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 片岡 博 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 28，411，900円 複勝： 59，208，400円 枠連： 11，436，500円
馬連： 46，824，200円 馬単： 29，996，200円 ワイド： 39，552，500円
3連複： 71，323，500円 3連単： 116，367，900円 計： 403，121，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 190円 � 110円 枠 連（7－8） 950円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 390円 �� 160円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 4，000円

票 数

単勝票数 計 284119 的中 � 144933（1番人気）
複勝票数 計 592084 的中 � 357435（1番人気）� 28436（4番人気）� 82819（2番人気）
枠連票数 計 114365 的中 （7－8） 9282（3番人気）
馬連票数 計 468242 的中 �� 33579（3番人気）
馬単票数 計 299962 的中 �� 17200（4番人気）
ワイド票数 計 395525 的中 �� 22212（4番人気）�� 83083（1番人気）�� 13265（8番人気）
3連複票数 計 713235 的中 ��� 52669（2番人気）
3連単票数 計1163679 的中 ��� 21051（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―35．3―47．8―1：00．4―1：11．8―1：23．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F35．0
3 3，5（1，12）（4，8）（2，7，6，11）（10，13） 4 ・（3，5）（1，12）（4，8）2（7，6，11）（10，13）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ア ミ ー ク ス �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Wildcat Heir デビュー 2019．8．3 新潟3着

2017．1．30生 牝2鹿 母 ヘアキティー 母母 Be Silver 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔出走取消〕 ソスピタ号は，疾病〔右後肢跛行〕のため出走取消。

第４回 東京競馬 第３日〔代替競馬〕
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



2703910月15日 曇 稍重 （1東京4） 第3日 第3競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走11時05分 （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000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
1：45．9
1：45．6

良
良

11 ラグビーボーイ 牡2黒鹿55 北村 宏司齋藤 秀昭氏 勢司 和浩 洞�湖 レイクヴィラファーム 484－ 41：49．1 6．9�
22 ヴィアメント 牡2栗 55 三浦 皇成 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 480± 0 〃 クビ 2．7�
88 プ リ マ ジ ア 牡2鹿 55 横山 典弘藤沼 利夫氏 金成 貴史 平取 スガタ牧場 452－ 21：49．2クビ 3．2�
77 リメインオブザデイ 牝2青鹿 54

51 ▲藤田菜七子 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 400＋ 41：49．52 8．5�
44 ステラドーロ 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 450＋ 21：49．82 5．3	
66 ウォッシュトレード 牡2鹿 55 内田 博幸田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 厚真 大川牧場 464± 01：49．9クビ 110．5

55 コスモプロケッラ 牡2青鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 野坂牧場 440＋ 2 〃 クビ 27．8�
89 フラッグタワー 牡2青鹿 55

54 ☆野中悠太郎 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 436－ 41：50．0クビ 44．2�
33 セ キ セ キ 牡2栗 55

52 ▲山田 敬士�ミルファーム 田中 清隆 浦河 金石牧場 450＋ 61：52．9大差 172．5
（9頭）

売 得 金
単勝： 28，816，600円 複勝： 32，011，500円 枠連： 6，668，700円
馬連： 43，184，500円 馬単： 25，972，500円 ワイド： 30，532，500円
3連複： 55，388，200円 3連単： 111，583，600円 計： 334，158，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 140円 � 110円 � 120円 枠 連（1－2） 950円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 310円 �� 350円 �� 170円

3 連 複 ��� 740円 3 連 単 ��� 5，550円

票 数

単勝票数 計 288166 的中 � 35200（4番人気）
複勝票数 計 320115 的中 � 46295（4番人気）� 89002（1番人気）� 72583（2番人気）
枠連票数 計 66687 的中 （1－2） 5405（4番人気）
馬連票数 計 431845 的中 �� 38162（4番人気）
馬単票数 計 259725 的中 �� 9956（10番人気）
ワイド票数 計 305325 的中 �� 22560（5番人気）�� 19444（6番人気）�� 54866（1番人気）
3連複票数 計 553882 的中 ��� 56132（2番人気）
3連単票数 計1115836 的中 ��� 14572（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．0―36．9―49．3―1：02．0―1：14．6―1：26．2―1：37．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F34．5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラグビーボーイ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．8．11 新潟4着

2017．4．25生 牡2黒鹿 母 マチカネセキガハラ 母母 マチカネチコウヨレ 2戦1勝 賞金 6，100，000円

2704010月15日 曇 重 （1東京4） 第3日 第4競走 ��
��1，400�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
1：23．1
1：23．0

重
重

12 タイセイポリシー 牡2黒鹿 55
54 ☆横山 武史田中 成奉氏 栗田 徹 新ひだか 上野 正恵 466 ―1：25．4 17．8�

713� ニュートンテソーロ 牡2鹿 55 大野 拓弥了德寺健二ホール
ディングス� 田中 博康 米 WinStar

Farm, LLC 482 ― 〃 クビ 1．9�
47 ファイブリーフ 牡2鹿 55 木幡 巧也小田 吉男氏 岩戸 孝樹 日高 滝本 健二 492 ―1：25．61� 12．5�
23 ブレイキングバッド 牡2芦 55 津村 明秀山口 裕介氏 松山 将樹 新ひだか 神垣 道弘 478 ―1：26．55 59．9�
35 メ シ ア ン 牝2栗 54

51 ▲藤田菜七子梶本 尚嗣氏 和田 勇介 新ひだか 金 球美 438 ―1：27．24 13．1�
24 スマートクレイン 牝2栗 54 武 豊大川 徹氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 516 ―1：27．94 14．2	
510 シゲルハウメア 牡2栗 55 武士沢友治森中 蕃氏 蛯名 利弘 新冠 有限会社 大

作ステーブル 448 ―1：28．0	 103．9

59 アポロバレッタ 牝2黒鹿54 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 新ひだか 平野牧場 462 ―1：28．21� 43．3�
816 ウイルホースバイオ 牡2青鹿55 三浦 皇成バイオ� 奥平 雅士 平取 清水牧場 442 ―1：28．3	 9．1�
48 スローフード 牝2芦 54 北村 宏司村野 康司氏 田島 俊明 日高 メイプルファーム 436 ―1：28．72	 15．4
714 ニシノストロング 牡2栗 55

54 ☆野中悠太郎西山 茂行氏 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 496 ―1：28．8	 100．1�
612� ジ ュ フ ォ ン 牡2鹿 55 岩田 康誠�ノースヒルズ 和田正一郎 米

Claiborne
Farm & Adele
B. Dilschneider

494 ― 〃 クビ 12．0�
36 カツノセヴンス 牡2鹿 55 宮崎 北斗勝野産業� 伊藤 伸一 日高 モリナガファーム 462 ― 〃 クビ 48．1�
611 ゴールドハーレー 牡2芦 55

52 ▲菅原 明良米津 佳昭氏 尾形 和幸 日高 白井牧場 476 ―1：29．33 23．0�
815 パンプキンパッチ 牝2栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 浦河 金石牧場 436 ―1：32．4大差 224．5�
11 キングズランド 牡2青鹿55 江田 照男窪田 康志氏 鹿戸 雄一 平取 坂東牧場 428 ―1：32．82	 121．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，948，900円 複勝： 40，149，200円 枠連： 14，000，400円
馬連： 50，524，600円 馬単： 24，867，800円 ワイド： 44，587，600円
3連複： 85，965，800円 3連単： 96，163，500円 計： 390，207，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，780円 複 勝 � 340円 � 120円 � 240円 枠 連（1－7） 1，530円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 4，760円

ワ イ ド �� 750円 �� 1，600円 �� 550円

3 連 複 ��� 4，500円 3 連 単 ��� 35，210円

票 数

単勝票数 計 339489 的中 � 16153（8番人気）
複勝票数 計 401492 的中 � 22439（8番人気）� 124004（1番人気）� 36155（3番人気）
枠連票数 計 140004 的中 （1－7） 7073（6番人気）
馬連票数 計 505246 的中 �� 22813（7番人気）
馬単票数 計 248678 的中 �� 3918（15番人気）
ワイド票数 計 445876 的中 �� 15363（7番人気）�� 6792（19番人気）�� 21903（4番人気）
3連複票数 計 859658 的中 ��� 14310（11番人気）
3連単票数 計 961635 的中 ��� 1980（97番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．5―36．4―48．9―1：01．4―1：13．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．5
3 1（5，7）（3，2，8）－（6，13，12）16（10，11）－（9，4）14－15 4 ・（1，5，7）（3，2，8）－（6，13）16，12（10，11）（9，4）－14＝15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイセイポリシー �
�
父 バトルプラン �

�
母父 リ ン カ ー ン 初出走

2017．4．8生 牡2黒鹿 母 マイネリスペクト 母母 リストレーション 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パンプキンパッチ号・キングズランド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年

11月15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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アポロティアモ号・エクセルチェイサー号・サノハニー号・ネネサマ号・リディアンスケール号



2704110月15日 曇 稍重 （1東京4） 第3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
2：00．3
1：59．6

良
良

77 フローズンスタイル 牝2黒鹿54 田辺 裕信吉田 照哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 446 ―2：01．8 6．6�
66 ミスミルドレッド 牝2黒鹿54 M．デムーロ丸山 担氏 小島 茂之 洞�湖 レイクヴィラファーム 436 ―2：02．01� 26．7�
22 ビターエンダー 牡2鹿 55 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 新ひだか 桜井牧場 466 ―2：02．1クビ 2．7�
88 ミッキーハッスル 牡2黒鹿 55

54 ☆横山 武史野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 454 ― 〃 クビ 54．4�
89 レッドライデン 牡2青鹿55 武 豊 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 平取 坂東牧場 464 ―2：02．31� 3．2�
33 マイネルデステリョ 牡2黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 新冠橋本牧場 446 ―2：02．4� 18．5	
55 スピッツェンバーグ 牡2栗 55 岩田 康誠 
サンデーレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 458 ―2：03．25 7．9�
11 サクラヴァルール 牡2黒鹿55 横山 典弘�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡スタット 474 ―2：03．41� 21．2�
44 アルディエンテ 牡2青 55 戸崎 圭太�G1レーシング 古賀 慎明 安平 追分ファーム 490 ―2：03．61� 10．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 41，523，900円 複勝： 35，084，300円 枠連： 7，338，400円
馬連： 54，315，500円 馬単： 30，056，300円 ワイド： 39，570，900円
3連複： 68，625，200円 3連単： 118，435，000円 計： 394，949，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 190円 � 490円 � 130円 枠 連（6－7） 7，310円

馬 連 �� 5，390円 馬 単 �� 9，100円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 350円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 5，870円 3 連 単 ��� 44，930円

票 数

単勝票数 計 415239 的中 � 51963（3番人気）
複勝票数 計 350843 的中 � 45501（3番人気）� 12574（8番人気）� 96786（1番人気）
枠連票数 計 73384 的中 （6－7） 778（23番人気）
馬連票数 計 543155 的中 �� 7805（20番人気）
馬単票数 計 300563 的中 �� 2475（34番人気）
ワイド票数 計 395709 的中 �� 5599（22番人気）�� 33150（2番人気）�� 6016（20番人気）
3連複票数 計 686252 的中 ��� 8759（25番人気）
3連単票数 計1184350 的中 ��� 1911（167番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．1―36．7―48．8―1：01．4―1：14．2―1：27．2―1：39．0―1：50．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

フローズンスタイル �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ジャングルポケット 初出走

2017．4．16生 牝2黒鹿 母 アプリコットフィズ 母母 マンハッタンフィズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

2704210月15日 曇 稍重 （1東京4） 第3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）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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

68 タマモジャイブ 牝3鹿 53
52 ☆菊沢 一樹タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 514＋121：24．3 5．1�

57 グレイスアン 牝3鹿 53 戸崎 圭太 TURFレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 490＋ 61：24．62 4．9�
812 アンジェリーブル 牝3栗 53 横山 典弘�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 454＋161：24．81 3．3�
11 モリノカワセミ 牝3鹿 53 江田 照男森 和久氏 大江原 哲 日高 森永牧場 450＋ 21：25．01� 8．7�
69 タツオウカランブ 牝4栗 55 丸田 恭介鈴木 髙幸氏 古賀 史生 浦河トラストスリーファーム 494＋ 61：25．21� 27．7	
22 ガ チ コ 牝5鹿 55

52 ▲藤田菜七子�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 474＋ 81：25．3� 15．6

710 サイドストリート 牝4鹿 55 M．デムーロ山住 勲氏 伊藤 大士 新ひだか 沖田 忠幸 476－ 81：25．4� 13．4�
56 テトラクォーク 牝4鹿 55 石橋 脩 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 432－ 21：25．61� 29．4�
44 カーネリアン 牝5鹿 55 武 豊林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：25．7� 10．9
45 ルソンデュレーヴ 牝4鹿 55

52 ▲大塚 海渡 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 462＋ 6 〃 ハナ 51．0�
813 ベターハーフ 牝3青鹿 53

51 △木幡 育也宮城 寛也氏 矢野 英一 新冠 スカイビーチステーブル 472－ 21：25．8� 22．2�
711 クリノイヴァンカ 牝3鹿 53

50 ▲菅原 明良栗本 博晴氏 天間 昭一 新ひだか タイヘイ牧場 466＋ 41：26．01 13．6�
33 ラ ド ル ク ス 牝4栗 55 勝浦 正樹水上 行雄氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 522＋141：26．63� 224．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 38，047，600円 複勝： 57，460，800円 枠連： 14，743，500円
馬連： 74，452，600円 馬単： 31，202，600円 ワイド： 64，777，300円
3連複： 115，575，700円 3連単： 134，740，500円 計： 531，000，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 180円 � 160円 � 130円 枠 連（5－6） 1，100円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 3，420円

ワ イ ド �� 610円 �� 400円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 10，820円

票 数

単勝票数 計 380476 的中 � 58690（3番人気）
複勝票数 計 574608 的中 � 75191（3番人気）� 90307（2番人気）� 126461（1番人気）
枠連票数 計 147435 的中 （5－6） 10302（4番人気）
馬連票数 計 744526 的中 �� 36179（3番人気）
馬単票数 計 312026 的中 �� 6832（8番人気）
ワイド票数 計 647773 的中 �� 25764（4番人気）�� 42276（2番人気）�� 48162（1番人気）
3連複票数 計1155757 的中 ��� 52398（1番人気）
3連単票数 計1347405 的中 ��� 9027（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―24．0―36．1―48．5―1：00．3―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモジャイブ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2019．2．2 東京1着

2016．5．3生 牝3鹿 母 チャームダンス 母母 ダンシングゴッデス 4戦2勝 賞金 15，300，000円



2704310月15日 曇 稍重 （1東京4） 第3日 第7競走 ��
��2，100�3歳以上1勝クラス

発走13時25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
2：06．7
2：05．9

良
良

55 テーオーダンケルク 牡3栗 55 石橋 脩小笹 公也氏 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 476＋ 82：12．7 7．4�
44 ボヘミアラプソディ 牡3鹿 55 戸崎 圭太平井 裕氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B480＋ 4 〃 クビ 3．4�
66 ニューツーリズム 牡3青鹿55 M．デムーロ吉田 晴哉氏 黒岩 陽一 安平 追分ファーム B496± 02：13．02 4．9�
22 トモジャタイクーン 牡4鹿 57

56 ☆横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 502＋ 22：13．1� 9．7�
11 プレイングラン 牡3栗 55 横山 和生スリースターズレーシング 小西 一男 新ひだか 平野牧場 468± 0 〃 ハナ 3．7�
77 サ ル ー テ 牡4鹿 57

54 ▲菅原 明良小菅 定雄氏 高木 登 千歳 社台ファーム 560± 02：13．52� 12．1�
88 フォースリッチ 牡6黒鹿57 田中 勝春宇田 豊氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 482± 02：14．77 108．6	
33 ポートロイヤル 牡3黒鹿55 三浦 皇成 
社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 474＋ 2 〃 ハナ 6．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 35，999，100円 複勝： 37，091，700円 枠連： 発売なし
馬連： 62，591，500円 馬単： 31，649，700円 ワイド： 41，451，700円
3連複： 72，026，100円 3連単： 144，826，800円 計： 425，636，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 210円 � 150円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 380円 �� 580円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，600円 3 連 単 ��� 9，240円

票 数

単勝票数 計 359991 的中 � 38589（5番人気）
複勝票数 計 370917 的中 � 39596（4番人気）� 71645（2番人気）� 60634（3番人気）
馬連票数 計 625915 的中 �� 40531（6番人気）
馬単票数 計 316497 的中 �� 9090（12番人気）
ワイド票数 計 414517 的中 �� 28208（5番人気）�� 17222（11番人気）�� 29996（3番人気）
3連複票数 計 720261 的中 ��� 33573（3番人気）
3連単票数 計1448268 的中 ��� 11363（29番人気）

ハロンタイム 7．2―12．1―12．7―12．7―12．9―12．2―12．5―12．7―12．4―12．5―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―19．3―32．0―44．7―57．6―1：09．8―1：22．3―1：35．0―1：47．4―1：59．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テーオーダンケルク �

父 ダ ン カ ー ク �


母父 キングカメハメハ デビュー 2018．6．16 東京11着

2016．3．18生 牡3栗 母 テーオーフェアリー 母母 チアズグレイス 13戦2勝 賞金 16，550，000円

2704410月15日 曇 稍重 （1東京4） 第3日 第8競走 ��3，110�第21回東京ハイジャンプ（Ｊ・ＧⅡ）
発走14時00分 （ 芝 ）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード3：24．8良

66 シングンマイケル �5鹿 60 金子 光希伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 458＋ 43：28．1 4．6�
22 メイショウダッサイ 牡6黒鹿60 森 一馬松本 好雄氏 飯田 祐史 新ひだか グランド牧場 500－12 〃 クビ 2．6�
89 � ト ラ ス ト 牡5芦 60 熊沢 重文岡田 繁幸氏 長谷川浩大 新冠 中本牧場 502＋ 63：28．73� 1．9�
55 ブライトクォーツ 牡5鹿 60 西谷 誠 �シルクレーシング 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 470－ 43：29．87 33．1�
88 ハルキストン 牡4鹿 60 難波 剛健若草クラブ 浅見 秀一 浦河 藤春 修二 460＋103：30．22� 17．1�
77 クリュティエ 牝5鹿 58 山本 康志 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 83：30．62� 29．4

33 サトノアッシュ 牡7鹿 60 白浜 雄造 	サトミホースカンパニー 中竹 和也 日高 下河辺牧場 492＋ 43：31．66 102．5�
44 スマートガルーダ 牡6鹿 60 上野 翔大川 徹氏 粕谷 昌央 新冠 秋田牧場 482－ 63：32．55 214．7�
11 クラウンフレイム 牡7鹿 60 北沢 伸也	クラウン 大根田裕之 日高 クラウン日高牧場 492－123：33．24 122．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 49，625，900円 複勝： 45，921，500円 枠連： 13，989，200円
馬連： 80，437，400円 馬単： 53，385，800円 ワイド： 43，619，000円
3連複： 117，006，000円 3連単： 309，493，800円 計： 713，478，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（2－6） 480円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 140円 �� 160円 �� 140円

3 連 複 ��� 210円 3 連 単 ��� 2，050円

票 数

単勝票数 計 496259 的中 � 86087（3番人気）
複勝票数 計 459215 的中 � 81287（3番人気）� 184640（1番人気）� 112810（2番人気）
枠連票数 計 139892 的中 （2－6） 22217（3番人気）
馬連票数 計 804374 的中 �� 139117（3番人気）
馬単票数 計 533858 的中 �� 37458（5番人気）
ワイド票数 計 436190 的中 �� 80119（2番人気）�� 60949（3番人気）�� 80459（1番人気）
3連複票数 計1170060 的中 ��� 410735（1番人気）
3連単票数 計3094938 的中 ��� 109035（5番人気）
上り 1マイル 1：43．3 4F 51．0－3F 38．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�
9，6，2，8－7－4，3－（1，5）・（9，6）＝2－8＝5－7－4－1－3

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

勝馬の
紹 介

シングンマイケル �
�
父 シングンオペラ �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2017．1．29 東京2着

2014．4．13生 �5鹿 母 ジェヴォーナ 母母 タケノデュムカ 障害：13戦5勝 賞金 133，716，000円



2704510月15日 曇 稍重 （1東京4） 第3日 第9競走 ��
��1，600�プ ラ タ ナ ス 賞

発走14時35分 （ダート・左）
2歳，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000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
1：36．2
1：36．2

不良
不良

810 タガノビューティー 牡2鹿 55 石橋 脩八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 502＋ 21：37．9 8．6�

79 � セ ラ ン 牝2黒鹿54 武 豊�ノースヒルズ 松永 幹夫 米 Cres Ran,
LLC 488＋101：38．32� 1．8�

44 ニシノレオニダス 牡2黒鹿55 大野 拓弥西山 茂行氏 中舘 英二 新冠 村上 欽哉 504± 01：38．51	 91．2�
78 フィロロッソ 牡2鹿 55 戸崎 圭太 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 460－ 81：38．82 6．8�
22 � イモータルスモーク 牡2鹿 55 M．デムーロ�レッドマジック金成 貴史 米

Edward A.
Seltzer & Bev-
erly Anderson

482＋121：39．01	 7．7	
811 ハーモニーマゼラン 牡2鹿 55 木幡 巧也日下部勝德氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 504－ 41：39．32 11．0

67 ミャゴラーレ 牡2鹿 55 田辺 裕信山口 裕介氏 黒岩 陽一 浦河 杵臼牧場 500＋ 21：39．4クビ 24．5�
33 マイネルアストリア 牡2鹿 55 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 472± 01：40．35 39．2�
11 トライフォーリアル 牡2栗 55 三浦 皇成 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 494± 01：40．51	 13．8
66 デルマガーネット 牝2黒鹿54 菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 新ひだか 藤巻 則弘 442－ 61：41．24 271．5�
55 グッドブリッジ 牡2栗 55 津村 明秀吉橋 厚司氏 高橋 文雅 新冠 松浦牧場 468± 01：42．47 90．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 84，607，000円 複勝： 77，369，900円 枠連： 20，284，000円
馬連： 111，607，400円 馬単： 62，128，100円 ワイド： 74，465，700円
3連複： 147，922，600円 3連単： 264，537，700円 計： 842，922，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 200円 � 110円 � 850円 枠 連（7－8） 310円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 320円 �� 4，310円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 10，160円 3 連 単 ��� 52，150円

票 数

単勝票数 計 846070 的中 � 83029（4番人気）
複勝票数 計 773699 的中 � 82436（4番人気）� 306837（1番人気）� 12817（9番人気）
枠連票数 計 202840 的中 （7－8） 49691（1番人気）
馬連票数 計1116074 的中 �� 143246（1番人気）
馬単票数 計 621281 的中 �� 25461（7番人気）
ワイド票数 計 744657 的中 �� 69634（3番人気）�� 4046（32番人気）�� 7895（25番人気）
3連複票数 計1479226 的中 ��� 10917（35番人気）
3連単票数 計2645377 的中 ��� 3677（163番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―36．1―49．1―1：02．2―1：14．3―1：25．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノビューティー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．8．10 新潟1着

2017．3．16生 牡2鹿 母 スペシャルディナー 母母 ソフトパイン 2戦2勝 賞金 17，238，000円

2704610月15日 曇 良 （1東京4） 第3日 第10競走 ��
��1，800�

や ま な か こ

山 中 湖 特 別
発走15時10分 （芝・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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

11 レッドアステル 牝3鹿 53 武 豊 �東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 434－ 61：46．6 1．6�
66 ブレイニーラン 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 462－ 21：46．7� 6．0�
88 グロオルロージュ 牡3黒鹿55 内田 博幸 �キャロットファーム 斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋ 61：46．8� 6．7�
77 コスモインザハート 牡4鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 栄進牧場 488＋ 41：47．01	 49．0�
33 トミケンボハテル 牡5芦 57 三浦 皇成冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 藤本ファーム B484－ 61：47．1クビ 17．5	
55 フォワードカフェ 牡7黒鹿57 田中 勝春西川 恭子氏 和田 勇介 むかわ 上水牧場 540＋101：47．52
 55．0

22 ブランクエンド 牡3鹿 55 田辺 裕信諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 468± 0 〃 クビ 4．3�
44 � ウインリベロ 牡4栗 57 横山 武史�ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 426－ 11：48．13
 118．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 57，864，200円 複勝： 111，259，400円 枠連： 発売なし
馬連： 91，359，700円 馬単： 63，119，000円 ワイド： 55，229，700円
3連複： 102，654，700円 3連単： 325，083，800円 計： 806，570，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 130円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 180円 �� 190円 �� 350円

3 連 複 ��� 740円 3 連 単 ��� 1，930円

票 数

単勝票数 計 578642 的中 � 278334（1番人気）
複勝票数 計1112594 的中 � 791907（1番人気）� 81724（3番人気）� 73088（4番人気）
馬連票数 計 913597 的中 �� 143628（2番人気）
馬単票数 計 631190 的中 �� 67881（3番人気）
ワイド票数 計 552297 的中 �� 83723（2番人気）�� 76533（3番人気）�� 32877（6番人気）
3連複票数 計1026547 的中 ��� 103328（3番人気）
3連単票数 計3250838 的中 ��� 122037（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―35．8―48．1―1：00．2―1：12．3―1：23．7―1：35．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

レッドアステル 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Smart Strike デビュー 2018．12．16 中山1着

2016．2．7生 牝3鹿 母 レッドエルザ 母母 Belva 5戦3勝 賞金 41，107，000円



2704710月15日 曇 良 （1東京4） 第3日 第11競走 ��
��1，400�

はくしゅう

白秋ステークス
発走15時45分 （芝・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3
歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

34 ブルベアトリュフ 牡4鹿 57 四位 洋文 �ブルアンドベア 千田 輝彦 浦河 �川 啓一 458－ 21：20．7 20．7�
815 ウィンドライジズ 牡5鹿 57 石橋 脩平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 468± 0 〃 クビ 12．3�
47 タイキサターン 牡4黒鹿57 M．デムーロ�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 488± 01：20．91	 5．3�
713 トーセンブレス 牝4黒鹿55 武 豊島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 472＋ 2 〃 クビ 9．0	
59 ミ リ ッ サ 牝5栗 55 丸山 元気 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 432－ 21：21．0クビ 30．2

610 レ ノ ー ア 牝3栗 53 石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 412± 0 〃 ハナ 6．4�
712 リ カ ビ ト ス 牝5鹿 55 田辺 裕信 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 432＋ 6 〃 クビ 6．0�
22 ドルチャーリオ 牡6栗 57 田中 勝春ゴドルフィン 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456＋161：21．1
 175．0
611 ディキシーナイト 牡3鹿 55 三浦 皇成 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 518－141：21．31	 4．0�
46 ハーグリーブス 牡4芦 57 吉田 豊水上ふじ子氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 500＋ 2 〃 クビ 18．2�
23 テルメディカラカラ 牝7黒鹿55 武士沢友治小林 薫氏 石橋 守 新冠 錦岡牧場 472± 01：21．4� 165．3�
814 フェルトベルク 牝5鹿 55 江田 照男加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 442－101：21．61	 81．5�
58 ナンヨーアミーコ 牡6栗 57 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 434－ 41：21．81
 24．1�
35 スターリーステージ 牝4鹿 55 戸崎 圭太吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 476＋121：22．11
 15．0�
11 ド ゴ ー ル 牡3鹿 55 津村 明秀 �カナヤマホール

ディングス 黒岩 陽一 日高 豊洋牧場 B468＋ 8 〃 クビ 29．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 90，261，500円 複勝： 137，133，300円 枠連： 71，891，200円
馬連： 280，238，600円 馬単： 107，024，400円 ワイド： 192，903，800円
3連複： 507，745，400円 3連単： 648，982，900円 計： 2，036，181，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，070円 複 勝 � 530円 � 460円 � 230円 枠 連（3－8） 3，950円

馬 連 �� 9，040円 馬 単 �� 18，920円

ワ イ ド �� 2，680円 �� 1，740円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 16，910円 3 連 単 ��� 131，060円

票 数

単勝票数 計 902615 的中 � 34839（9番人気）
複勝票数 計1371333 的中 � 61598（10番人気）� 73155（7番人気）� 183571（3番人気）
枠連票数 計 718912 的中 （3－8） 14101（15番人気）
馬連票数 計2802386 的中 �� 24020（38番人気）
馬単票数 計1070244 的中 �� 4241（77番人気）
ワイド票数 計1929038 的中 �� 18307（37番人気）�� 28641（21番人気）�� 36389（14番人気）
3連複票数 計5077454 的中 ��� 22509（65番人気）
3連単票数 計6489829 的中 ��� 3590（481番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―12．0―11．2―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．9―46．9―58．1―1：09．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F33．8
3 ・（4，14）7（1，15）（6，9）（2，5，10）（3，11）13（12，8） 4 ・（4，14）（7，15）（1，6，9）（2，10）（3，5，11）（12，13，8）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブルベアトリュフ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．9．9 阪神7着

2015．3．6生 牡4鹿 母 オースミアザレア 母母 オースミハルカ 17戦4勝 賞金 64，986，000円

2704810月15日 曇 稍重 （1東京4） 第3日 第12競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走16時25分 （ダート・左）（500万円以下）

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
1：33．8
1：33．3

重
良

44 シゲルヒスイ 牡3黒鹿 55
52 ▲菅原 明良森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B480＋ 21：37．7 12．6�

55 ジェイエルノブレス 牝4鹿 55 田辺 裕信橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 462± 0 〃 クビ 6．0�
11 スマートサーブル 牡3栗 55 柴田 大知大川 徹氏 粕谷 昌央 新ひだか 前田ファーム 486－ 41：38．02 83．6�
78 � コスモクウェンチ 牡5鹿 57 武士沢友治Mr．ホース 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 490± 0 〃 アタマ 20．5�
77 メ ン デ ィ 牡3鹿 55 木幡 初也 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 リトルブルーファーム 490－ 41：38．42� 5．5�
22 ロイヤルパールス 牡4鹿 57 内田 博幸ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 坂 牧場 B498－101：39．03� 19．6	
810 モ ン ツ ァ �4黒鹿57 丸山 元気吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 526－ 21：39．1� 3．3

33 ユキノヴェルデ 牡3鹿 55 戸崎 圭太井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 506＋ 61：39．63 4．3�
89 クロムウェル 牡3栗 55

52 ▲山田 敬士�ミルファーム 加藤 和宏 新冠 アサヒ牧場 432＋ 21：40．13 112．3
66 コウユークロガヨカ 牡3黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子加治屋貞光氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 B466－ 41：40．73� 5．6�
（10頭）

売 得 金
単勝： 70，044，600円 複勝： 75，698，100円 枠連： 20，967，200円
馬連： 139，444，500円 馬単： 68，028，000円 ワイド： 97，863，800円
3連複： 189，675，800円 3連単： 345，187，900円 計： 1，006，909，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 330円 � 210円 � 1，930円 枠 連（4－5） 3，810円

馬 連 �� 3，620円 馬 単 �� 7，510円

ワ イ ド �� 940円 �� 7，870円 �� 6，770円

3 連 複 ��� 58，440円 3 連 単 ��� 396，610円

票 数

単勝票数 計 700446 的中 � 44132（6番人気）
複勝票数 計 756981 的中 � 60030（6番人気）� 110422（4番人気）� 8316（9番人気）
枠連票数 計 209672 的中 （4－5） 4254（15番人気）
馬連票数 計1394445 的中 �� 29849（15番人気）
馬単票数 計 680280 的中 �� 6792（35番人気）
ワイド票数 計 978638 的中 �� 28235（13番人気）�� 3127（38番人気）�� 3638（34番人気）
3連複票数 計1896758 的中 ��� 2434（85番人気）
3連単票数 計3451879 的中 ��� 631（487番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．4―35．5―47．8―1：00．2―1：12．4―1：24．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F37．5
3 3（6，7，10）8，4，2（1，9）－5 4 3（6，7，10，8）4（2，1）（5，9）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シゲルヒスイ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．7．7 中京12着

2016．4．25生 牡3黒鹿 母 ザ デ イ 母母 ウエイアウト 17戦2勝 賞金 20，350，000円



（1東京4）第3日 10月15日（火曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 132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

257，720，000円
2，530，000円
23，080，000円
1，560，000円
29，740，000円
56，937，500円
4，225，800円
1，267，200円

勝馬投票券売得金
584，969，700円
746，743，300円
188，711，400円
1，075，146，700円
552，423，300円
756，799，100円
1，596，701，300円
2，717，204，200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 8，218，699，000円

総入場人員 10，979名 （有料入場人員 10，314名）
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