
2701310月11日 曇 不良 （2東京4） 第2日 第1競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10時15分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：36．2
1：36．2

不良
不良

36 グランスエーニョ 牡2鹿 55 野中悠太郎 DMMドリームクラブ� 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 492＋ 61：37．0 9．2�
713 アンクラウデッド 牡2栗 55 田辺 裕信 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 484± 01：37．21� 4．9�
510 ミエノハヤブサ 牡2鹿 55 津村 明秀里見美惠子氏 田中 博康 新ひだか グランド牧場 464－ 81：37．62� 4．4�
612 ライヴクラッカー 牡2黒鹿55 木幡 巧也澤田 孝之氏 牧 光二 新冠 守矢牧場 B470－ 21：37．81� 12．5�
12 トーセンルチアーノ 牡2青鹿55 横山 和生島川 	哉氏 田村 康仁 新冠 大狩部牧場 466＋ 41：38．0� 21．6

11 クロノフルール 牝2芦 54 武藤 雅�明栄商事 高柳 瑞樹 新ひだか 沖田 忠幸 486－ 41：38．63� 47．8�
48 コスモコラッジョ 牡2鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 金石牧場 478＋10 〃 ハナ 13．2�
24 カ キ エ モ ン 牡2鹿 55 武士沢友治�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 448＋ 41：38．92 126．1
815 セイウンスパーダ 牡2栗 55 大野 拓弥西山 茂行氏 栗田 徹 新冠 村上 欽哉 482＋ 4 〃 ハナ 34．4�
611 ラブカプチーノ 牝2芦 54 内田 博幸増田 陽一氏 大和田 成 新冠 新冠橋本牧場 502± 0 〃 ハナ 6．2�
816 ゲンパチボロネーゼ 牡2栗 55 荻野 極平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか 前川 勝春 472＋ 4 〃 ハナ 303．5�
47 トーセンジェイク 牡2鹿 55

54 ☆木幡 育也島川 	哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 488＋ 21：39．96 72．6�

23 トペコンヒーロ 牡2栗 55 北村 宏司細川智恵子氏 勢司 和浩 新ひだか 藤巻 則弘 476＋ 21：40．75 29．7�
59 スマーティキャット 牡2鹿 55

52 ▲原 優介﨏 文彦氏 小桧山 悟 青森 風ノ丘ファーム 444－ 21：40．8� 230．9�
714 ディープステイト 牡2鹿 55 三浦 皇成ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462－ 41：40．9� 6．1�
35 グラスミリオン 牡2黒鹿55 石川裕紀人半沢� 尾形 和幸 新ひだか 静内フジカワ牧場 462＋181：41．0� 59．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，573，700円 複勝： 53，634，800円 枠連： 14，413，700円
馬連： 66，477，800円 馬単： 26，685，500円 ワイド： 55，584，200円
3連複： 105，849，800円 3連単： 103，111，400円 計： 464，330，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 260円 � 170円 � 180円 枠 連（3－7） 1，280円

馬 連 �� 2，210円 馬 単 �� 4，600円

ワ イ ド �� 870円 �� 810円 �� 400円

3 連 複 ��� 3，140円 3 連 単 ��� 19，480円

票 数

単勝票数 計 385737 的中 � 35301（5番人気）
複勝票数 計 536348 的中 � 46413（6番人気）� 89242（1番人気）� 83796（2番人気）
枠連票数 計 144137 的中 （3－7） 8681（5番人気）
馬連票数 計 664778 的中 �� 23218（6番人気）
馬単票数 計 266855 的中 �� 4349（19番人気）
ワイド票数 計 555842 的中 �� 15735（11番人気）�� 16954（7番人気）�� 38332（1番人気）
3連複票数 計1058498 的中 ��� 25268（6番人気）
3連単票数 計1031114 的中 ��� 3836（38番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．5―11．8―12．4―12．8―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―34．9―46．7―59．1―1：11．9―1：24．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランスエーニョ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2020．7．12 福島7着

2018．3．11生 牡2鹿 母 ポルケテスエーニョ 母母 Mi Sueno 3戦1勝 賞金 5，100，000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 フェスティヴノンノ号

2701410月11日 曇 不良 （2東京4） 第2日 第2競走 ��1，300�2歳未勝利
発走10時45分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：17．4
1：17．4

良
良

611 クリノザウルス 牡2鹿 55 江田 照男栗本 博晴氏 本間 忍 新冠 上井農場 460－ 21：18．6 9．0�
714 ア イ ス マ ン 牡2芦 55 丸山 元気岡 浩二氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 444± 01：19．02� 2．5�
48 トーセンアルル 牝2栗 54 三浦 皇成島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 478＋ 41：19．53 5．8�
510 アイルビーザワン 牡2栗 55 戸崎 圭太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 41：19．92� 12．3�
47 トップシンデレラ 牝2黒鹿54 吉田 豊平賀 久枝氏 古賀 史生 浦河 鎌田 正嗣 448－ 21：20．11� 77．9	
36 エバーサニーハート 牡2黒鹿55 �島 克駿堀口 晴男氏 小手川 準 浦河 市川牧場 492＋ 6 〃 ハナ 55．2

612 マイネルレスペト 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新ひだか 本桐牧場 B480－ 81：20．31� 9．9�
35 スノーフレイム 牡2芦 55 嘉藤 貴行松谷 翔太氏 石栗 龍彦 むかわ 上水牧場 464± 01：20．72 199．3�
713 サノノバーディ 牡2鹿 55 内田 博幸佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 458± 01：21．23 16．8
24 メ イ ム 牝2鹿 54

51 ▲原 優介宮崎 金造氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 418－ 21：21．73 115．8�
23 ビギニングドリーム 牝2鹿 54 大野 拓弥石川 佳弘氏 加藤士津八 新冠 村田牧場 420＋ 21：22．12� 27．9�
815 サンウッドランド 牝2黒鹿54 西村 太一 �加藤ステーブル 高橋 文雅 新ひだか レースホース牧場 452＋161：22．31� 323．5�
12 セイウンスノー 牡2芦 55 北村 宏司西山 茂行氏 伊藤 大士 新ひだか 松本牧場 472－ 41：22．72� 7．0�
11 カンタベリーパール 牝2黒鹿 54

51 ▲小林 凌大峰 哲馬氏 的場 均 新ひだか 荒谷 輝和 438＋ 21：23．65 367．9�
59 コスモマッドネス 牡2芦 55 野中悠太郎 �ビッグレッドファーム 小野 次郎 新冠 シンカンファーム 466＋ 2 （競走中止） 71．8�
816 ベ ル リ ー ソ 牝2黒鹿54 木幡 巧也 �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 428± 0 （競走中止） 38．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，347，400円 複勝： 50，817，200円 枠連： 11，824，900円
馬連： 58，851，400円 馬単： 24，745，900円 ワイド： 52，311，000円
3連複： 90，562，800円 3連単： 90，372，300円 計： 419，832，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 210円 � 120円 � 140円 枠 連（6－7） 500円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 2，680円

ワ イ ド �� 440円 �� 700円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 11，220円

票 数

単勝票数 計 403474 的中 � 37544（4番人気）
複勝票数 計 508172 的中 � 46925（3番人気）� 131695（1番人気）� 91587（2番人気）
枠連票数 計 118249 的中 （6－7） 18293（1番人気）
馬連票数 計 588514 的中 �� 37547（4番人気）
馬単票数 計 247459 的中 �� 6907（7番人気）
ワイド票数 計 523110 的中 �� 29250（2番人気）�� 17100（6番人気）�� 59996（1番人気）
3連複票数 計 905628 的中 ��� 35619（3番人気）
3連単票数 計 903723 的中 ��� 5835（13番人気）

ハロンタイム 7．1―10．7―11．0―12．1―12．7―12．3―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―17．8―28．8―40．9―53．6―1：05．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノザウルス �
�
父 アスカクリチャン �

�
母父 タヤスツヨシ デビュー 2020．9．6 新潟11着

2018．4．29生 牡2鹿 母 クリノスレンダー 母母 ポーラーフライト 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔競走中止〕 コスモマッドネス号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。

ベルリーソ号は，競走中に疾病〔左第2指関節開放性脱臼〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔制裁〕 マイネルレスペト号の騎手柴田大知は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・14番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイウンスノー号・カンタベリーパール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年

11月11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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 キャヴァリエブラン号

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２日



2701510月11日 曇 重 （2東京4） 第2日 第3競走 ��
��1，600�2歳未勝利

発走11時15分 （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．7
1：32．3

良
良

814 アラビアンナイト 牝2青鹿54 戸崎 圭太 Him Rock Racing
ホールディングス� 田村 康仁 日高 北田 剛 426± 01：36．3 2．4�

46 ディアマンテール 牡2青鹿55 C．ルメール �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 484＋101：36．51� 3．0�
711 アップリバー 牝2青鹿54 木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 490＋ 81：36．71� 3．8�
22 ラブリーハミング 牝2栗 54 武士沢友治池田 草龍氏 竹内 正洋 新冠 上井農場 452－ 61：36．91� 147．6�
69 コスモノート 牡2鹿 55 内田 博幸ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512－ 41：37．0クビ 20．6	
712 ドルフィンクエスト 牡2鹿 55 田辺 裕信�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B458－10 〃 クビ 24．4

11 ヒットザシーン 牝2黒鹿54 津村 明秀 �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 462－ 21：37．31� 176．2�
610 タイプチョウサン 牡2鹿 55 江田 照男�チョウサン 石毛 善彦 平取 坂東牧場 392＋ 81：37．62 149．2�
57 リネンデザイン 牝2栗 54 荻野 極戸山 昌彦氏 加藤 和宏 日高 沖田牧場 480－ 21：37．7� 32．0
45 シグナステソーロ 牡2青鹿55 武藤 雅了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 新ひだか 片山牧場 B480± 01：37．9	 124．9�
34 シ ヴ ァ タ ウ 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 高橋 祥泰 新ひだか 城地牧場 454＋ 21：38．54 530．9�
58 モッツアフィアート 牝2鹿 54

53 ☆木幡 育也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 白井牧場 446± 01：38．6	 363．8�
813 キイソアリング 牝2鹿 54

51 ▲原 優介安田嘉太郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 408－ 41：38．7アタマ 158．5�
33 スノウリリー 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか タツヤファーム 410－ 21：39．02 24．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 47，039，500円 複勝： 42，265，300円 枠連： 9，431，600円
馬連： 62，400，300円 馬単： 31，651，700円 ワイド： 48，402，400円
3連複： 95，048，500円 3連単： 118，983，100円 計： 455，222，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 120円 � 110円 枠 連（4－8） 440円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 200円 �� 170円 �� 230円

3 連 複 ��� 350円 3 連 単 ��� 1，730円

票 数

単勝票数 計 470395 的中 � 159226（1番人気）
複勝票数 計 422653 的中 � 115905（1番人気）� 73820（3番人気）� 95906（2番人気）
枠連票数 計 94316 的中 （4－8） 16326（2番人気）
馬連票数 計 624003 的中 �� 117649（1番人気）
馬単票数 計 316517 的中 �� 28928（2番人気）
ワイド票数 計 484024 的中 �� 61286（2番人気）�� 77081（1番人気）�� 48859（3番人気）
3連複票数 計 950485 的中 ��� 200294（1番人気）
3連単票数 計1189831 的中 ��� 49766（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―36．1―48．6―1：01．2―1：12．6―1：24．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アラビアンナイト �
�
父 エピファネイア �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．9．19 中山3着

2018．4．14生 牝2青鹿 母 デトロイトカフェ 母母 キャメロンガール 2戦1勝 賞金 6，900，000円

2701610月11日 曇 重 （2東京4） 第2日 第4競走 ��1，400�2歳新馬
発走11時45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
1：20．3

良
良

817 ジ ャ ガ ー ド 牡2芦 55 M．デムーロ栗坂 崇氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 422 ―1：24．3 5．5�
35 シュアーヴアリア 牝2黒鹿54 C．ルメール ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 470 ―1：24．4� 3．0�
11 フ ィ エ ゾ ン 牝2青 54 大野 拓弥吉田 照哉氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 428 ― 〃 クビ 20．2�
715 アーティフィス 牝2黒鹿54 田辺 裕信ルシミエント 栗田 徹 新ひだか 下屋敷牧場 464 ―1：24．5� 5．3�
816 マイネルニゲラ 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 石郷岡 五月 492 ― 〃 ハナ 9．6�
713 ハローマイキー 牡2鹿 55 内田 博幸小林 誠氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 480 ―1：24．71� 14．7	
612 マエストリーナ 牝2鹿 54 江田 照男平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 414 ― 〃 アタマ 60．1

818 ギ ル ベ ル ト 牡2黒鹿55 武藤 雅落合 幸弘氏 武藤 善則 新冠 的場牧場 460 ―1：24．8� 20．1�
12 エイムトゥルー 牡2青鹿55 戸崎 圭太吉田 晴哉氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520 ―1：25．11� 9．6�
36 デモネタブンキット 牝2黒鹿 54

51 ▲原 優介薗部 博之氏 宗像 義忠 新冠 村上 欽哉 434 ― 〃 クビ 35．7
47 ペイシャクェーサー 牝2鹿 54 津村 明秀北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 赤石牧場 468 ―1：25．52� 41．7�
24 ショウユアセルフ 牝2黒鹿54 野中悠太郎�和田牧場 松永 康利 新冠 対馬 正 484 ―1：25．92� 55．7�
611 ラズベリーラバー 牝2黒鹿54 伊藤 工真石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか サンコウ牧場 438 ―1：26．96 120．5�
59 ハッピーモンチャン 牝2鹿 54 井上 敏樹大田 恭充氏 根本 康広 日高 山田 政宏 444 ― 〃 アタマ 171．3�
510 ブラウンザウバー 牡2栗 55

52 ▲小林 凌大キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 金石牧場 464 ―1：27．11� 243．5�
23 ロケーション 牡2鹿 55 嘉藤 貴行畑佐 博氏 蛯名 利弘 浦河 浦河小林牧場 480 ―1：27．42 116．8�
714 ハンデンミラクル 牡2芦 55 岩部 純二坂田 行夫氏 加藤 和宏 新冠 村上 進治 454 ―1：28．03� 279．1�
48 ゲ ツ レ ン カ 牝2黒鹿54 石川裕紀人吉田 好雄氏 堀井 雅広 新冠 村上 欽哉 434 ―1：40．6大差 167．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 38，794，400円 複勝： 41，226，600円 枠連： 15，452，600円
馬連： 53，035，100円 馬単： 25，917，200円 ワイド： 45，147，200円
3連複： 76，958，200円 3連単： 83，024，500円 計： 379，555，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 190円 � 160円 � 390円 枠 連（3－8） 440円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，710円 �� 950円

3 連 複 ��� 4，620円 3 連 単 ��� 21，200円

票 数

単勝票数 計 387944 的中 � 58663（3番人気）
複勝票数 計 412266 的中 � 57142（3番人気）� 83123（1番人気）� 21137（7番人気）
枠連票数 計 154526 的中 （3－8） 26923（1番人気）
馬連票数 計 530351 的中 �� 48391（2番人気）
馬単票数 計 259172 的中 �� 9914（3番人気）
ワイド票数 計 451472 的中 �� 30165（2番人気）�� 6359（22番人気）�� 11846（10番人気）
3連複票数 計 769582 的中 ��� 12490（11番人気）
3連単票数 計 830245 的中 ��� 2839（45番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．8―36．9―49．1―1：00．7―1：12．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F35．2
3 ・（4，5）16（1，12，17）（2，11，15）－（6，9，18）7，10（14，13）－3＝8 4 ・（4，5）（1，16）（2，17）15（7，12，18）13（6，11，9）－10－14，3＝8

勝馬の
紹 介

ジ ャ ガ ー ド �
�
父 トーセンラー �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2018．2．9生 牡2芦 母 オーガンディー 母母 ラソーミュロワーズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゲツレンカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年11月11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16頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）16頭 キッズリッカリッカ号・クレイジーリッチ号・ゴートゥーヘヴン号・ジェットセッター号・シルミーヌ号・

ゼンダンツバキ号・チャルコパイライト号・デストゥリエーレ号・ノーブルファミリー号・ハクサンスプリング号・
ベッラノーヴァ号・ムラサメマル号・リュウノエルヴィス号・ロックンハニー号・ワザモノ号・ワールドマックス号



2701710月11日 曇 稍重 （2東京4） 第2日 第5競走 ��
��2，000�2歳新馬

発走12時35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
1：59．5
1：58．9

良
良

812 レインフロムヘヴン 牡2鹿 55 M．デムーロ �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B454 ―2：04．5 23．2�

813 セブンシーズ 牝2黒鹿54 三浦 皇成 �シルクレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 426 ―2：04．71 5．9�
33 ソーヴァリアント 牡2鹿 55 戸崎 圭太 �社台レースホース大竹 正博 千歳 社台ファーム 494 ―2：04．91� 7．6�
56 アルマドラード 牡2黒鹿55 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 500 ―2：05．43 1．5�
69 アンドルディース 牝2芦 54 田辺 裕信 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 460 ― 〃 クビ 13．4�
57 オープストガルテン 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 新冠 ビッグレッドファーム 438 ―2：05．5� 119．6	
22 ス ニ ッ プ 牝2鹿 54 武藤 雅大野 富生氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 466 ―2：05．82 33．4

710 ラロワイヤル 牡2栗 55 北村 宏司�ラ・メール 奥村 武 新冠 松浦牧場 500 ―2：06．11� 101．5�
711 ブレークアップ 牡2栗 55 横山 和生阿部東亜子氏 黒岩 陽一 浦河 谷川牧場 492 ― 〃 クビ 89．7
44 ケイアイカナンガ 牡2鹿 55 石川裕紀人亀田 和弘氏 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 486 ―2：06．2クビ 75．1�
68 ダイヤモンドブルー 牝2鹿 54 津村 明秀 Him Rock Racing

ホールディングス� 田中 博康 日高 タバタファーム 460 ―2：06．73 13．7�
45 トミケンシャイリ 牡2芦 55 内田 博幸冨樫 賢二氏 大和田 成 新ひだか タイヘイ牧場 530 ―2：07．12� 145．6�
11 セザンテイオー 牡2栗 55 武士沢友治瀬山 孝一氏 武市 康男 新冠 山岡牧場 482 ―2：07．41� 217．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 52，585，300円 複勝： 79，375，700円 枠連： 11，108，200円
馬連： 52，201，400円 馬単： 36，860，300円 ワイド： 44，713，500円
3連複： 75，731，700円 3連単： 135，387，500円 計： 487，963，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，320円 複 勝 � 790円 � 310円 � 370円 枠 連（8－8） 6，100円

馬 連 �� 5，890円 馬 単 �� 15，550円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 1，540円 �� 650円

3 連 複 ��� 9，490円 3 連 単 ��� 90，380円

票 数

単勝票数 計 525853 的中 � 19198（6番人気）
複勝票数 計 793757 的中 � 23872（6番人気）� 72402（2番人気）� 57441（3番人気）
枠連票数 計 111082 的中 （8－8） 1411（14番人気）
馬連票数 計 522014 的中 �� 6861（15番人気）
馬単票数 計 368603 的中 �� 1777（36番人気）
ワイド票数 計 447135 的中 �� 7161（15番人気）�� 7310（14番人気）�� 18617（6番人気）
3連複票数 計 757317 的中 ��� 5980（26番人気）
3連単票数 計1353875 的中 ��� 1086（194番人気）

ハロンタイム 13．4―12．8―12．7―12．1―12．4―13．4―13．0―11．9―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―26．2―38．9―51．0―1：03．4―1：16．8―1：29．8―1：41．7―1：53．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F34．7

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

勝馬の
紹 介

レインフロムヘヴン �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Loup Solitaire 初出走

2018．3．28生 牡2鹿 母 レディオブヴェニス 母母 Lacewings 1戦1勝 賞金 7，000，000円

2701810月11日 曇 重 （2東京4） 第2日 第6競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走13時05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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

714 スズカコーズマンボ 牡3鹿 55
52 ▲小林 凌大永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B476＋ 81：23．7 20．1�

510 ネイビーアッシュ 牝5青鹿 55
54 ☆木幡 育也吉田 勝己氏 伊坂 重信 安平 ノーザンファーム 490＋ 61：23．91� 105．9�

815 ベルウッドヨウサン �3鹿 55 北村 宏司鈴木 照雄氏 中舘 英二 浦河 市川フアーム 496－ 21：24．11� 8．4�
47 ミッキーチャイルド 牡5鹿 57 田辺 裕信野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 488－ 61：24．31� 10．2�
11 ミツカネプリンス 牡3芦 55 津村 明秀小山田 満氏 鈴木 伸尋 新冠 タニグチ牧場 446± 01：24．4� 10．9�
23 コングールテソーロ 牡4鹿 57 武藤 雅了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 高橋フアーム 482－ 21：24．61 60．7	
48 デルマカミカゼ 牡5黒鹿57 石川裕紀人浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 458－ 41：24．91� 11．5

816 イサチルダイチ 牡4鹿 57 秋山真一郎小坂 功氏 竹内 正洋 新冠 八島 夕起子 494－ 21：25．0	 18．9�
35 キタノユウキ 牡5鹿 57 大野 拓弥河内 孝夫氏 相沢 郁 日高 増尾牧場 B560± 0 〃 クビ 2．4�
611 トーホウボッカ 牡4黒鹿57 嘉藤 貴行東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 476－ 81：25．21	 264．6
713 リアンフィーユ 牝3黒鹿53 戸崎 圭太 �CHEVAL AT-

TACHE 斎藤 誠 新ひだか 前田ファーム 448＋ 21：25．41� 4．3�
59 
 アドゥシール 牝4黒鹿55 横山 和生�大樹ファーム 勢司 和浩 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 470＋ 91：25．61� 200．1�
36 
 スズカアポロ 牡9黒鹿57 岩部 純二永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B468－ 61：25．7	 163．9�
612
 セイスケルツォ 牡3黒鹿55 内田 博幸金田 成基氏 浅野洋一郎 浦河 大道牧場 512＋ 4 〃 クビ 33．5�
24 ペプチドオリバー 牡4栗 57 江田 照男沼川 一彦氏 石毛 善彦 日高 木村牧場 480＋101：25．8	 48．0�
12 ソ ラ ン 牡3黒鹿55 荻野 極鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 本桐牧場 B522－ 21：26．12 38．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，813，500円 複勝： 54，443，700円 枠連： 15，171，600円
馬連： 73，397，000円 馬単： 29，798，600円 ワイド： 64，374，400円
3連複： 115，219，300円 3連単： 121，198，700円 計： 519，416，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，010円 複 勝 � 570円 � 1，760円 � 350円 枠 連（5－7） 7，480円

馬 連 �� 56，150円 馬 単 �� 106，420円

ワ イ ド �� 13，500円 �� 2，690円 �� 13，570円

3 連 複 ��� 132，330円 3 連 単 ��� 1，237，590円

票 数

単勝票数 計 458135 的中 � 18225（8番人気）
複勝票数 計 544437 的中 � 25358（8番人気）� 7383（13番人気）� 45199（5番人気）
枠連票数 計 151716 的中 （5－7） 1571（20番人気）
馬連票数 計 733970 的中 �� 1013（76番人気）
馬単票数 計 297986 的中 �� 210（147番人気）
ワイド票数 計 643744 的中 �� 1222（74番人気）�� 6264（30番人気）�� 1215（75番人気）
3連複票数 計1152193 的中 ��� 653（223番人気）
3連単票数 計1211987 的中 ��� 71（1612番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．8―12．3―12．0―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―35．7―48．0―1：00．0―1：11．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．7
3 ・（7，8）5（2，6，15）1（4，12）11，14，10（3，13）－9，16 4 ・（7，8）（2，5）15（1，6）（11，4，12）（3，14）10（16，13）－9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スズカコーズマンボ �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．6．15 東京9着

2017．2．16生 牡3鹿 母 スズカエルマンボ 母母 スプリングマンボ 12戦2勝 賞金 14，420，000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 マハーラーニー号



2701910月11日 曇 稍重 （2東京4） 第2日 第7競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走13時35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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

33 ゴルトベルク 牝3黒鹿53 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 422－ 61：47．7 4．8�
58 ヤ シ ャ マ ル 牡3黒鹿55 木幡 巧也高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 船越 伸也 492± 01：47．91� 5．3�
46 ディアセオリー 牡3鹿 55 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 488± 01：48．11	 3．2�
712 レッドペルーシュ 牝3鹿 53

52 ☆木幡 育也 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 新ひだか 三石川上牧場 412＋ 61：48．31� 48．5�
22 ファントムグレイ 牡7芦 57 M．デムーロ山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 B444－ 2 〃 クビ 15．6	
813 エンジェルサークル 牝3黒鹿53 丸山 元気吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 452＋261：48．4クビ 10．5

34 イ サ ク 牡4青鹿57 三浦 皇成ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484＋ 4 〃 クビ 20．8�
57 ピ ン シ ェ ル 牡4鹿 57 吉田 豊岩﨑 伸道氏 高橋 文雅 洞
湖 レイクヴィラファーム 520＋101：48．5	 14．9�
11 � コ ス モ ク ウ 牡3鹿 55 柴田 大知岡田 繁幸氏 上原 博之 米

Robert Nataf,
Joe Allen &
Tim Thornton

474＋10 〃 クビ 73．3
814� カンパーニャ 牡4栗 57 石橋 脩村野 康司氏 畠山 吉宏 日高 下河辺牧場 B458＋ 21：48．92 54．3�
69 ラグビーボーイ 牡3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 490－141：49．11� 7．6�
711 ダイイチターミナル 牡6鹿 57 江田 照男�ミルファーム 伊坂 重信 浦河 ミルファーム 462－ 81：49．52	 65．9�
610 リヴァージュ 牝3鹿 53 横山 和生島川 �哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 484＋101：49．6	 14．4�
45 � トライゲッター 4黒鹿57 井上 敏樹畑佐 博氏 伊藤 大士 浦河 中島牧場 500＋ 81：49．91� 106．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 44，919，500円 複勝： 65，343，500円 枠連： 14，102，100円
馬連： 80，006，800円 馬単： 30，248，300円 ワイド： 65，719，500円
3連複： 116，396，800円 3連単： 123，916，300円 計： 540，652，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 170円 � 160円 � 140円 枠 連（3－5） 850円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，860円

ワ イ ド �� 540円 �� 360円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 10，480円

票 数

単勝票数 計 449195 的中 � 74258（2番人気）
複勝票数 計 653435 的中 � 94191（3番人気）� 105305（2番人気）� 135054（1番人気）
枠連票数 計 141021 的中 （3－5） 12809（4番人気）
馬連票数 計 800068 的中 �� 42270（4番人気）
馬単票数 計 302483 的中 �� 7913（6番人気）
ワイド票数 計 657195 的中 �� 29881（4番人気）�� 47551（1番人気）�� 44597（2番人気）
3連複票数 計1163968 的中 ��� 50955（2番人気）
3連単票数 計1239163 的中 ��� 8571（8番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―11．9―12．0―12．4―12．4―11．5―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―36．1―48．1―1：00．5―1：12．9―1：24．4―1：35．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F34．8

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

勝馬の
紹 介

ゴルトベルク �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．11．16 東京2着

2017．2．18生 牝3黒鹿 母 グルヴェイグ 母母 エアグルーヴ 3戦2勝 賞金 15，500，000円

2702010月11日 曇 重 （2東京4） 第2日 第8競走 ��
��2，100�3歳以上2勝クラス

発走14時05分 （1000万円以下） （ダート・左）
負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

67 ヴォウジラール 牡5鹿 57 C．ルメール �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 514－ 62：09．7 1．7�
55 ホウオウトゥルース �4栗 57 大野 拓弥小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 472± 02：10．23 6．7�
79 	 ディスカバー �6鹿 57

54 ▲原 優介村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B470＋ 62：10．3
 132．8�
812 フ ロ ー リ ン 牡5栗 57 中井 裕二ゴドルフィン 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋ 2 〃 クビ 4．3�
68 サイモンサーマル �5鹿 57 内田 博幸澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 502＋ 62：10．72
 85．9�
11 フーズサイド 牡4黒鹿57 武士沢友治西森 功氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 494＋ 6 〃 クビ 18．1	
710 フィストバンプ 牡4青鹿57 北村 宏司小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 492± 0 〃 ハナ 14．3

56 グレンマクナス 牡6鹿 57 石橋 脩 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 526－ 42：11．76 10．5�
33 	 ジャカンドジョー 牡6鹿 57 柴田 大知井上 一郎氏 田中 剛 日高 下河辺牧場 472－ 22：12．01� 74．9�
44 サトノヴィクトリー 牡6鹿 57 野中悠太郎里見 治紀氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 474＋22 〃 クビ 56．4
811 テンノサクラコ 牝7黒鹿 55

52 ▲小林 凌大天白 泰司氏 小西 一男 新冠 佐藤牧場 490＋102：13．06 55．7�
22 ドゥエルメス 牝4黒鹿55 �島 克駿大塚 亮一氏 畠山 吉宏 新冠 アサヒ牧場 530＋102：14．7大差 51．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 37，792，200円 複勝： 64，332，700円 枠連： 12，026，200円
馬連： 63，366，400円 馬単： 36，512，300円 ワイド： 52，316，900円
3連複： 101，069，300円 3連単： 176，658，200円 計： 544，074，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 160円 � 1，210円 枠 連（5－6） 290円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，780円 �� 8，700円

3 連 複 ��� 16，840円 3 連 単 ��� 34，230円

票 数

単勝票数 計 377922 的中 � 171319（1番人気）
複勝票数 計 643327 的中 � 340826（1番人気）� 70910（3番人気）� 5302（11番人気）
枠連票数 計 120262 的中 （5－6） 31462（1番人気）
馬連票数 計 633664 的中 �� 92427（2番人気）
馬単票数 計 365123 的中 �� 38578（2番人気）
ワイド票数 計 523169 的中 �� 57774（2番人気）�� 6920（18番人気）�� 1369（47番人気）
3連複票数 計1010693 的中 ��� 4499（43番人気）
3連単票数 計1766582 的中 ��� 3741（93番人気）

ハロンタイム 7．1―11．2―12．7―12．8―12．3―12．3―12．0―12．4―12．5―11．8―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．3―31．0―43．8―56．1―1：08．4―1：20．4―1：32．8―1：45．3―1：57．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F36．9
1
3
2，5，6（7，10）12＝（4，3，9）－11（1，8）・（2，5，6）－7，12，10－（4，9）（3，11）8，1

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

勝馬の
紹 介

ヴォウジラール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．8．12 新潟3着

2015．5．5生 牡5鹿 母 レジェンドトレイル 母母 ハッピートレイルズ 11戦3勝 賞金 43，658，000円



2702110月11日 曇 稍重 （2東京4） 第2日 第9競走 ��
��2，400�

ろくしゃ

六社ステークス
発走14時35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54�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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

510 グロンディオーズ 牡5黒鹿57 C．ルメール �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 532－ 62：26．4 2．8�
816 シ ロ ニ イ 牡6白 57 石川裕紀人金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B500－ 62：26．5� 58．2�
612 サトノラディウス 牡4鹿 57 田辺 裕信 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 482－ 22：26．81	 8．4�
23 ゼ ー ゲ ン 牡5青鹿57 M．デムーロ�G1レーシング 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436± 02：27．11	 6．0�
11 シャイニーゲール 牡6鹿 57 北村 宏司小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 468－ 82：27．31
 14．2	
12 マスターコード 牡6黒鹿57 津村 明秀�G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B464－ 42：27．61	 26．1

59 オーシャンビュー 牡7鹿 57 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 八木 明広 466＋ 6 〃 クビ 150．3�
36 レオビヨンド 牡4鹿 57 江田 照男�レオ 高柳 大輔 浦河 中島牧場 484± 02：28．02 11．1�
47 トラストケンシン 牡5鹿 57 三浦 皇成菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 464－ 6 〃 クビ 5．1
713 トータルソッカー 牡6栗 57 横山 和生渡邊 隆氏 菊川 正達 新ひだか 真歌田中牧場 502± 02：28．1クビ 47．1�
48 カーロバンビーナ 牝5鹿 55 吉田 豊 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 416＋102：28．2	 71．1�
35 ベイビーステップ 牡6鹿 57 武藤 雅大塚 亮一氏 菊川 正達 浦河 杵臼牧場 492± 02：28．41� 49．4�
611 ダイワダグラス 牡4鹿 57 内田 博幸大城 正一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 506＋ 42：28．5� 14．5�
815 ステイブラビッシモ �7鹿 57 大野 拓弥草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 464－ 42：28．71
 112．4�
714 ナムラドノヴァン 牡5鹿 57 �島 克駿奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 いとう牧場 490－ 4 〃 ハナ 15．3�
24 マイネルカレッツァ 牡8黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤士津八 日高 白井牧場 B528＋182：29．55 138．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 54，467，500円 複勝： 76，624，900円 枠連： 25，056，300円
馬連： 122，049，000円 馬単： 46，706，200円 ワイド： 95，721，900円
3連複： 195，416，100円 3連単： 196，268，000円 計： 812，309，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 1，200円 � 260円 枠 連（5－8） 5，650円

馬 連 �� 15，410円 馬 単 �� 21，250円

ワ イ ド �� 4，690円 �� 610円 �� 7，500円

3 連 複 ��� 35，030円 3 連 単 ��� 182，890円

票 数

単勝票数 計 544675 的中 � 150423（1番人気）
複勝票数 計 766249 的中 � 171965（1番人気）� 12051（12番人気）� 74256（4番人気）
枠連票数 計 250563 的中 （5－8） 3435（23番人気）
馬連票数 計1220490 的中 �� 6135（40番人気）
馬単票数 計 467062 的中 �� 1648（72番人気）
ワイド票数 計 957219 的中 �� 5061（43番人気）�� 43655（3番人気）�� 3150（62番人気）
3連複票数 計1954161 的中 ��� 4183（107番人気）
3連単票数 計1962680 的中 ��� 778（578番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．2―36．4―49．1―1：00．9―1：12．6―1：24．7―1：36．9―1：49．6―2：02．4―2：14．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グロンディオーズ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．2．12 東京1着

2015．4．10生 牡5黒鹿 母 シ ェ リ ー ル 母母 ジェドゥーザムール 8戦4勝 賞金 56，209，000円

2702210月11日 曇 重 （2東京4） 第2日 第10競走 ��
��1，400�グリーンチャンネルカップ（Ｌ）

発走15時10分 （ダート・左）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳54�4歳以上
56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳
54�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1
着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

グリーンチャンネル賞（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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

713 メイショウテンスイ 牡3栗 54 C．ルメール 松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 506＋ 31：21．8 2．7�
35 ブルベアイリーデ 牡4鹿 57 M．デムーロ森中 蕃氏 杉山 晴紀 浦河 フクオカファーム 488－ 6 〃 クビ 11．0�
36 ハーグリーブス 牡5芦 56 吉田 豊水上ふじ子氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 500－ 21：22．11	 23．2�
11 レシプロケイト 牡4栗 56 田辺 裕信ゴドルフィン 
島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－121：22．2	 9．0�
48 ア ー ド ラ ー 牡6鹿 57 丸山 元気 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 480＋ 6 〃 ハナ 17．4�
611 ロードグラディオ 牡4黒鹿56 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 西浦 勝一 新ひだか ケイアイファーム 488＋ 21：22．3クビ 31．2	
59 タ ガ ノ ア ム 牝5鹿 54 
島 克駿八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 496＋ 41：22．62 16．6

12 デターミネーション 牡4鹿 56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 476± 0 〃 クビ 12．4�
510 スマートダンディー 牡6鹿 59 秋山真一郎大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 504＋ 21：22．7� 14．1
47 エ テ ル ニ テ 牝5青鹿54 三浦 皇成青山 洋一氏 平田 修 日高 白井牧場 504＋141：22．8クビ 112．2�
816 ラインカリーナ 牝4栃栗54 石橋 脩大澤 繁昌氏 武藤 善則 浦河 日進牧場 494＋ 21：22．9� 77．7�
714 シ ョ ー ム 牡5栗 57 津村 明秀西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 494－ 41：23．0� 16．6�
815� サザンヴィグラス 牡5鹿 56 野中悠太郎村山 忠弘氏 根本 康広 日高 株式会社カ

ネツ牧場 484＋ 2 〃 アタマ 93．2�
612 ド リ ュ ウ 牡5栗 56 大野 拓弥�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 466＋221：23．1� 32．7�
24 サトノファンタシー 牡7鹿 58 北村 宏司 �サトミホースカンパニー 松田 国英 日高 下河辺牧場 490－ 81：23．42 116．2�
23  ジャスパープリンス 牡5鹿 57 内田 博幸加藤 和夫氏 森 秀行 米

Hill ’n’ Dale
Equine Hold-
ings, Inc

488＋ 41：23．82� 4．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 64，178，400円 複勝： 98，807，100円 枠連： 36，340，500円
馬連： 192，496，200円 馬単： 65，823，400円 ワイド： 132，184，600円
3連複： 288，172，100円 3連単： 309，781，400円 計： 1，187，783，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 330円 � 450円 枠 連（3－7） 860円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，170円 �� 2，840円

3 連 複 ��� 9，550円 3 連 単 ��� 25，230円

票 数

単勝票数 計 641784 的中 � 186665（1番人気）
複勝票数 計 988071 的中 � 228173（1番人気）� 68423（5番人気）� 46318（10番人気）
枠連票数 計 363405 的中 （3－7） 32729（3番人気）
馬連票数 計1924962 的中 �� 130499（2番人気）
馬単票数 計 658234 的中 �� 24453（4番人気）
ワイド票数 計1321846 的中 �� 54374（4番人気）�� 28806（10番人気）�� 11463（36番人気）
3連複票数 計2881721 的中 ��� 22616（31番人気）
3連単票数 計3097814 的中 ��� 8901（58番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．8―34．3―46．3―58．3―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウテンスイ �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2019．10．20 東京1着

2017．3．3生 牡3栗 母 フラワーガイア 母母 フラワーキャット 8戦4勝 賞金 73，003，000円
［他本会外：3戦0勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 カッパツハッチ号・カフェリュウジン号・クラージュゲリエ号・デザートスネーク号・ビックリシタナモー号・

ロシュフォール号

２レース目



2702310月11日 曇 稍重 （2東京4） 第2日 第11競走 ��
��1，800�第71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，1．10．5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，1．10．4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 770，000円 220，000円 110，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

79 サ リ オ ス 牡3栗 54 C．ルメール �シルクレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 538＋101：45．5 1．3�
55 ダイワキャグニー �6黒鹿56 内田 博幸大城 正一氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B498－ 21：46．03 10．6�
67 サンレイポケット 牡5黒鹿56 荻野 極永井 啓弍氏 高橋 義忠 様似 様似共栄牧場 472－ 4 〃 ハナ 18．9�
810 カ デ ナ 牡6鹿 56 三浦 皇成前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 476± 01：46．1	 25．0�
44 ザ ダ ル 牡4栗 56 田辺 裕信 �キャロットファーム 大竹 正博 新冠 新冠橋本牧場 492－ 21：46．2クビ 8．5�
66 トーラスジェミニ 牡4鹿 56 木幡 育也柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 480＋ 41：46．62	 47．4	
11 コントラチェック 牝4黒鹿54 丸山 元気 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 470－ 21：46．81	 35．4

22 ワンダープチュック 牡6黒鹿56 柴田 大知山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 512± 01：47．11
 132．7�
33 アイスストーム 牡5鹿 56 石橋 脩ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518＋ 2 〃 クビ 77．7�
78 サトノインプレッサ 牡3黒鹿54 戸崎 圭太 サトミホースカンパニー 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 484＋ 21：47．2クビ 8．2�
811 カイザーメランジェ 牡5鹿 56 武藤 雅友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 谷岡スタット 488＋181：50．0大差 328．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 267，870，200円 複勝： 692，185，800円 枠連： 85，906，700円 馬連： 603，271，100円 馬単： 404，831，900円
ワイド： 430，237，700円 3連複： 1，003，197，200円 3連単： 2，499，549，700円 5重勝： 846，183，300円 計： 6，833，233，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 180円 � 170円 枠 連（5－7） 500円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 280円 �� 300円 �� 900円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 3，430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����� 222，760円

票 数

単勝票数 計2678702 的中 � 1613035（1番人気）
複勝票数 計6921858 的中 � 5104057（1番人気）� 295051（5番人気）� 341089（3番人気）
枠連票数 計 859067 的中 （5－7） 131874（3番人気）
馬連票数 計6032711 的中 �� 795619（3番人気）
馬単票数 計4048319 的中 �� 445215（3番人気）
ワイド票数 計4302377 的中 �� 419088（3番人気）�� 389732（4番人気）�� 105645（14番人気）
3連複票数 計10031972 的中 ��� 444973（6番人気）
3連単票数 計24995497 的中 ��� 527266（9番人気）
5重勝票数 計8461833 的中 ����� 2659

ハロンタイム 12．5―10．7―11．3―11．7―11．8―12．1―11．8―11．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．2―34．5―46．2―58．0―1：10．1―1：21．9―1：33．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．4

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

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3栗 母 サ ロ ミ ナ 母母 Saldentigerin 6戦4勝 賞金 317，885，000円
※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11日 曇 稍重 （2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 （1000万円以下） （芝・左）
負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

35 シャドウブロッサム 牝3鹿 53 M．デムーロ飯塚 知一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 450± 01：22．3 6．7�
11 � ランドルーラー 牡4鹿 57 田辺 裕信ゴドルフィン 伊藤 圭三 愛 Godolphin 512＋ 81：22．51	 11．9�
36 ヤマニンプレシオサ 牝3黒鹿53 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 光夫 470＋ 6 〃 ハナ 22．4�
713 ヴェスターヴァルト 牡3鹿 55 C．ルメール �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：23．13
 2．4�
816 エンジェルカナ 牝4栗 55

52 ▲原 優介 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 430± 0 〃 クビ 203．4	
59 ソ ス ピ タ 牝3芦 53 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 片岡 博 446＋ 21：23．2
 10．0

611 ニシノストーム 牡3鹿 55 大野 拓弥西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 村上 欽哉 502± 01：23．3クビ 37．5�
612 コスモヨハネ 牡8栗 57 野中悠太郎 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 498± 01：23．4
 152．4�
12 ライオネルカズマ 牡6鹿 57 丸山 元気合同会社雅苑興業 宮田 敬介 新ひだか 木村 秀則 B554＋38 〃 クビ 35．2
23 シルバーストーン 牡6芦 57

54 ▲小林 凌大峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 514＋ 61：23．5� 287．1�
47 ピースユニヴァース 牡5鹿 57 内田 博幸久米田正平氏 尾形 和幸 新冠 秋田牧場 492－ 61：23．6クビ 72．3�
24 � ストームドッグ 3黒鹿55 山中 悠希尾又 良隆氏 伊藤 滋規 日高 若林 順一 424－ 1 〃 ハナ 163．5�

（船橋） （船橋）

815 スペキュラース 牝4黒鹿55 木幡 巧也 �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 464± 01：23．7� 33．3�
714 レッドライデン 牡3青鹿55 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 平取 坂東牧場 488＋ 4 〃 ハナ 3．7�
510 ブ ー ザ ー 牡4青鹿57 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 504＋101：23．8
 17．9�
48 グ ラ ス レ オ 牡5黒鹿57 石川裕紀人半沢� 尾形 和幸 日高 ヤナガワ牧場 506＋ 41：25．07 59．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 126，335，500円 複勝： 156，586，800円 枠連： 63，018，300円
馬連： 235，512，600円 馬単： 103，864，500円 ワイド： 195，793，900円
3連複： 402，752，800円 3連単： 557，925，000円 計： 1，841，789，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 290円 � 370円 � 580円 枠 連（1－3） 1，830円

馬 連 �� 4，110円 馬 単 �� 7，730円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 1，930円 �� 3，600円

3 連 複 ��� 21，000円 3 連 単 ��� 100，170円

票 数

単勝票数 計1263355 的中 � 149340（3番人気）
複勝票数 計1565868 的中 � 155621（4番人気）� 109980（5番人気）� 65397（7番人気）
枠連票数 計 630183 的中 （1－3） 26633（6番人気）
馬連票数 計2355126 的中 �� 44341（14番人気）
馬単票数 計1038645 的中 �� 10074（24番人気）
ワイド票数 計1957939 的中 �� 34435（16番人気）�� 26162（19番人気）�� 13809（37番人気）
3連複票数 計4027528 的中 ��� 14378（57番人気）
3連単票数 計5579250 的中 ��� 4038（271番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．4―47．6―58．9―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャドウブロッサム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Roi Normand デビュー 2019．8．25 新潟3着

2017．2．13生 牝3鹿 母 ヒアトゥウィン 母母 Ascot Belle 11戦3勝 賞金 34，354，000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。

５レース目



（2東京4）第2日 10月11日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 178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

332，680，000円
8，210，000円
37，410，000円
2，070，000円
41，220，000円
79，514，500円
5，082，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
858，717，100円
1，475，644，100円
313，852，700円
1，663，065，100円
863，645，800円
1，282，507，200円
2，666，374，600円
4，516，176，100円
846，183，300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 14，486，166，000円

総入場人員 1，007名 （有料入場人員 827名）
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