
2707310月30日 晴 良 （3東京4） 第7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

710 バレルゾーン 牡2栗 55 三浦 皇成�明栄商事 高柳 瑞樹 浦河 ヒダカフアーム 494± 01：39．3 6．2�
55 サトミノマロン 牡2栗 55 横山 武史田代 洋己氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 524± 01：39．4� 2．1�
67 ミラクルランバック 牡2鹿 55 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 524＋141：39．61� 66．5�
79 ソニンクヴァース 牝2鹿 54 柴田 善臣 KRジャパン 武藤 善則 むかわ 上水牧場 490＋ 6 〃 ハナ 24．5�
44 セイカフォルゴーレ 牡2栗 55 C．ルメール 久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 496－ 41：39．81� 2．9�
11 トーセンコップ 牡2栗 55 吉田 豊島川 	哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム B482＋ 41：40．75 26．2

68 ソ ア リ ン グ 牡2鹿 55 丸山 元気栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 丸幸小林牧場 494－ 61：41．12� 328．9�
33 ゼ フ ァ ラ ス 牡2鹿 55 石川裕紀人落合 幸弘氏 手塚 貴久 新冠 村上 欽哉 B474＋ 41：41．3� 103．9�
22 オクシデンタル 牡2栗 55 吉田 隼人平田 修氏 加藤 征弘 新ひだか フジワラフアーム 510＋ 81：41．51� 14．7
811 ディーロジャー 牡2鹿 55 内田 博幸吉川 朋宏氏 鈴木慎太郎 平取 スガタ牧場 B454± 01：42．67 179．4�
56 タイキドラガルド 牡2鹿 55

52 ▲永野 猛蔵�大樹ファーム 高橋 祥泰 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 486－ 21：43．23� 26．2�

812 フォーユーランラン 牝2鹿 54 柴田 大知村田 滋氏 粕谷 昌央 日高 奥山 博 434＋ 21：43．83� 292．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 50，473，600円 複勝： 76，345，600円 枠連： 12，026，000円
馬連： 67，912，000円 馬単： 38，110，300円 ワイド： 58，077，100円
3連複： 111，759，200円 3連単： 165，919，800円 計： 580，623，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 160円 � 110円 � 970円 枠 連（5－7） 460円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 290円 �� 3，160円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 10，130円 3 連 単 ��� 49，090円

票 数

単勝票数 計 504736 的中 � 67591（3番人気）
複勝票数 計 763456 的中 � 87857（3番人気）� 376094（1番人気）� 8681（8番人気）
枠連票数 計 120260 的中 （5－7） 20186（2番人気）
馬連票数 計 679120 的中 �� 75589（2番人気）
馬単票数 計 381103 的中 �� 17602（5番人気）
ワイド票数 計 580771 的中 �� 60180（2番人気）�� 4246（23番人気）�� 9148（15番人気）
3連複票数 計1117592 的中 ��� 8272（26番人気）
3連単票数 計1659198 的中 ��� 2450（114番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．5―12．6―12．8―12．5―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―36．1―48．7―1：01．5―1：14．0―1：26．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バレルゾーン �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2021．10．9 東京4着

2019．5．5生 牡2栗 母 チャプレット 母母 ブレスマイソウル 2戦1勝 賞金 6，200，000円

2707410月30日 晴 良 （3東京4） 第7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

47 オードゥメール 牝2鹿 54 石川裕紀人中村 智幸氏 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 460＋121：19．7 4．2�
611 クルールデュヴァン 牝2鹿 54 丸山 元気吉田 和美氏 竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 476＋ 61：19．91� 2．2�
11 リオンラファール 牡2鹿 55 M．デムーロ �ノルマンディーサラブレッドレーシング 矢野 英一 新ひだか 村上牧場 524＋ 21：20．53� 6．2�
815 アドレマピュス 牝2栗 54 吉田 隼人ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 松栄牧場 B468＋161：20．82 26．9�
36 マキアージュ 牝2鹿 54 横山 武史中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 バンブー牧場 460＋ 21：21．43� 14．8�
23 ニシノフウジン 牡2鹿 55 内田 博幸西山 茂行氏 中野 栄治 新冠 中山 高鹿康 468＋101：21．61� 18．7	
714 グラサージュ 牝2黒鹿54 伊藤 工真保坂 和孝氏 林 徹 日高 下河辺牧場 526－ 4 〃 � 193．6

816 サンマルソムニア 牝2鹿 54 丸田 恭介相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新ひだか サカイファーム 452＋ 81：21．81� 172．4�
612 プロバブルチェンジ 牝2栗 54 木幡 巧也小田 吉男氏 武井 亮 平取 川向高橋育

成牧場 B442± 01：21．9� 115．0�
59 カルーナブルガリス 牝2鹿 54

51 ▲永野 猛蔵ディアレストクラブ� 伊藤 圭三 浦河 ディアレスト
クラブ 448± 01：22．11� 6．6

35 レヴァンツォ 牝2鹿 54
53 ☆木幡 育也小林 祐一氏 青木 孝文 浦河 中村 雅明 460＋ 21：22．41� 164．9�

24 チェリーアルプス 牝2栗 54 吉田 豊櫻井 悦朗氏 勢司 和浩 浦河 富塚ファーム 448± 0 〃 クビ 431．4�
48 ユアマイホープ 牡2鹿 55 岩部 純二�ミルファーム 岩戸 孝樹 浦河 ミルファーム B476－ 21：22．82� 246．5�
713 ブタノカックーニ 牡2鹿 55

53 △山田 敬士田頭 勇貴氏 松永 康利 新冠 大栄牧場 476＋ 41：23．11� 278．2�
510 ニシノマンテン 牡2鹿 55 武藤 雅西山 茂行氏 青木 孝文 新冠 中山 高鹿康 438＋101：23．63 100．9�
12 クリノシュワシュワ 牝2鹿 54 野中悠太郎栗本 博晴氏 武市 康男 日高 増尾牧場 432＋ 61：25．9大差 258．1�
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売 得 金
単勝： 41，683，600円 複勝： 49，419，600円 枠連： 9，993，900円
馬連： 58，776，400円 馬単： 29，307，200円 ワイド： 50，374，600円
3連複： 87，565，200円 3連単： 101，522，400円 計： 428，642，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 140円 � 120円 � 180円 枠 連（4－6） 490円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 220円 �� 510円 �� 360円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 6，030円

票 数

単勝票数 計 416836 的中 � 81986（2番人気）
複勝票数 計 494196 的中 � 90506（2番人気）� 128457（1番人気）� 57188（4番人気）
枠連票数 計 99939 的中 （4－6） 15622（1番人気）
馬連票数 計 587764 的中 �� 95869（1番人気）
馬単票数 計 293072 的中 �� 17129（3番人気）
ワイド票数 計 503746 的中 �� 65805（1番人気）�� 22490（7番人気）�� 34223（4番人気）
3連複票数 計 875652 的中 ��� 67664（2番人気）
3連単票数 計1015224 的中 ��� 12201（15番人気）

ハロンタイム 6．9―11．4―12．2―12．7―12．1―11．8―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
6．9―18．3―30．5―43．2―55．3―1：07．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オードゥメール �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2021．9．11 中山3着

2019．4．12生 牝2鹿 母 オーシュペール 母母 レディマーメイド 2戦1勝 賞金 6，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノシュワシュワ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年11月30日まで平地

競走に出走できない。

第４回 東京競馬 第７日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



2707510月30日 晴 良 （3東京4） 第7日 第3競走 1，800�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
1：44．5
1：44．5

良
良

22 インダストリア 牡2鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：47．6 1．2�
66 ユイノゴトク 牡2青鹿55 丸山 元気由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 466＋ 81：47．7� 4．4�
33 トーセンシエロ 牝2鹿 54 柴田 善臣島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 432＋101：48．23 12．6�
77 ダイゴシンリュウ 牡2芦 55 田辺 裕信長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 428－ 21：48．51� 18．5�
55 セイウンプラチナ 牡2鹿 55 吉田 豊西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 �川 啓一 478－ 4 〃 ハナ 21．0	
88 キタノズーナクア 牝2鹿 54 大野 拓弥北所 直人氏 小笠 倫弘 新ひだか 土田ファーム 452－ 61：48．6� 127．2

11 シ ャ ン ダ ス 牡2栗 55 内田 博幸西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 オカモトファーム B472＋ 81：48．7クビ 54．0�
44 ノアチェリー 牝2黒鹿 54

52 △山田 敬士佐山 公男氏 大江原 哲 新冠 長浜牧場 478－ 21：48．8� 170．2�
89 コスモテンペスタ 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 小笠 倫弘 新冠 松浦牧場 444＋ 21：49．97 164．6
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売 得 金
単勝： 43，658，300円 複勝： 127，778，900円 枠連： 8，899，100円
馬連： 41，622，200円 馬単： 44，422，900円 ワイド： 39，423，500円
3連複： 67，129，900円 3連単： 199，353，100円 計： 572，287，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 100円 � 140円 枠 連（2－6） 140円

馬 連 �� 170円 馬 単 �� 190円

ワ イ ド �� 110円 �� 200円 �� 310円

3 連 複 ��� 360円 3 連 単 ��� 760円

票 数

単勝票数 計 436583 的中 � 274020（1番人気）
複勝票数 計1277789 的中 � 963629（1番人気）� 162892（2番人気）� 45542（3番人気）
枠連票数 計 88991 的中 （2－6） 46949（1番人気）
馬連票数 計 416222 的中 �� 189628（1番人気）
馬単票数 計 444229 的中 �� 168094（1番人気）
ワイド票数 計 394235 的中 �� 140167（1番人気）�� 39827（2番人気）�� 20681（6番人気）
3連複票数 計 671299 的中 ��� 137137（1番人気）
3連単票数 計1993531 的中 ��� 188937（2番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．1―12．4―12．2―12．0―11．3―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―36．7―49．1―1：01．3―1：13．3―1：24．6―1：35．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

インダストリア �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2021．10．9 東京2着

2019．4．23生 牡2鹿 母 インダクティ 母母 ホールオブフェーム 2戦1勝 賞金 7，900，000円
※ノアチェリー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2707610月30日 晴 良 （3東京4） 第7日 第4競走 1，400�2歳新馬
発走11時45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
1：20．8
1：20．1

良
良

45 アインシュペンナー 牝2芦 54 津村 明秀永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 438 ―1：22．6 11．3�
11 シャウビンダー 牝2栗 54 松山 弘平金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 日高 日高大洋牧場 414 ―1：23．02� 9．2�
712 トーセンアンジェロ 牝2黒鹿54 大野 拓弥島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 434 ―1：23．21� 134．4�
813 ジュンエキサイト 牝2青鹿54 武 豊河合 純二氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 512 ― 〃 クビ 15．3�
34 グラストンベリー 牝2鹿 54 C．ルメール �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 428 ―1：23．3クビ 3．9	
69 メロウヴォイス 牝2鹿 54 田辺 裕信水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 460 ―1：23．4� 6．8

711 スマートムーラン 牝2黒鹿54 福永 祐一大川 徹氏 大久保龍志 日高 株式会社ス

マート 462 ― 〃 クビ 4．1�
22 ラッキークローバー 牝2鹿 54 三浦 皇成 Him Rock Racing

ホールディングス� 田村 康仁 日高 北田 剛 444 ―1：23．5� 34．8�
33 ルーラータイム 牝2鹿 54

51 ▲永野 猛蔵酒井 喜生氏 矢野 英一 浦河 三好牧場 466 ―1：23．71� 65．3
（ルーラタイム）

46 ルージュヴィーヴル 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム 472 ― 〃 アタマ 4．9�
57 ゼ ア ル 牝2芦 54 吉田 隼人 Him Rock Racing

ホールディングス� 斎藤 誠 日高 北田 剛 416 ―1：24．33� 132．2�
610 ロジヴィクトリア 牝2黒鹿54 内田 博幸久米田正明氏 新開 幸一 新冠 新冠橋本牧場 484 ―1：25．15 95．7�
58 ユキゲショウ 牝2芦 54 吉田 豊豊井 義次氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 472 ―1：25．2� 242．4�
814 グラッテンハーレ 牝2栗 54 江田 照男 �YGGホースクラブ 田中 剛 日高 ヤナガワ牧場 458 ―1：26．26 105．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 44，564，700円 複勝： 50，649，300円 枠連： 10，852，600円
馬連： 57，350，500円 馬単： 25，336，500円 ワイド： 47，864，300円
3連複： 77，874，700円 3連単： 85，408，700円 計： 399，901，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 350円 � 280円 � 2，730円 枠 連（1－4） 1，680円

馬 連 �� 3，800円 馬 単 �� 8，060円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 8，530円 �� 13，720円

3 連 複 ��� 98，490円 3 連 単 ��� 325，900円

票 数

単勝票数 計 445647 的中 � 33315（6番人気）
複勝票数 計 506493 的中 � 39810（6番人気）� 52216（5番人気）� 4114（13番人気）
枠連票数 計 108526 的中 （1－4） 4992（8番人気）
馬連票数 計 573505 的中 �� 11685（19番人気）
馬単票数 計 253365 的中 �� 2357（37番人気）
ワイド票数 計 478643 的中 �� 9459（18番人気）�� 1426（51番人気）�� 884（63番人気）
3連複票数 計 778747 的中 ��� 593（149番人気）
3連単票数 計 854087 的中 ��� 190（554番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―36．2―48．3―59．4―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アインシュペンナー �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2019．3．21生 牝2芦 母 ザッハトルテ 母母 パ フ ェ 1戦1勝 賞金 7，000，000円



2707710月30日 晴 良 （3東京4） 第7日 第5競走 1，600�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
1：32．7
1：32．3

良
良

55 カミニートデルレイ 牡2黒鹿55 福永 祐一 �シルクレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 492 ―1：34．5 1．7�
67 ジュエルラビシア 牝2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 434 ―1：34．6� 3．9�
33 バイオアート 牝2鹿 54 戸崎 圭太小島 章義氏 黒岩 陽一 浦河 酒井牧場 456 ―1：34．81 16．2�
710 デ ィ オ 牡2黒鹿55 石橋 脩石川 達絵氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 486 ―1：35．01� 21．4�
22 ヘレンキムゼー 牡2栗 55 三浦 皇成村野 康司氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478 ―1：35．63� 14．8�
56 アメカテソーロ 牝2栗 54

51 ▲永野 猛蔵了德寺健二ホール
ディングス	 加藤士津八 日高 リョーケンファー

ム株式会社 468 ―1：35．91� 68．1

79 シルバーキングダム 牡2黒鹿55 吉田 豊平賀 久枝氏 古賀 史生 浦河 鎌田 正嗣 474 ― 〃 ハナ 86．0�
11 トーセンキアラ 牝2鹿 54 松山 弘平島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 426 ―1：36．53� 61．8
811 ソ ラ ネ ル 牝2黒鹿54 横山 武史 �シルクレーシング 田島 俊明 安平 ノーザンファーム 380 ―1：36．6� 29．0�
44 エクセレントマン 牡2栗 55 野中悠太郎田島榮二郎氏 小西 一男 浦河 市川フアーム 468 ―1：36．7� 102．4�
68 ノアヴァンクール 牝2鹿 54 武 豊槙 和美氏 清水 久詞 新冠 ハシモトフアーム 472 ―1：37．76 10．0�
812 ショウナンパピルス 牡2鹿 55 内田 博幸国本 哲秀氏 上原 博之 日高 天羽牧場 490 ―1：38．01� 201．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 56，013，400円 複勝： 53，135，000円 枠連： 12，026，100円
馬連： 59，557，600円 馬単： 31，595，200円 ワイド： 48，650，500円
3連複： 81，096，600円 3連単： 110，458，300円 計： 452，532，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 130円 � 200円 枠 連（5－6） 200円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 160円 �� 390円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 3，210円

票 数

単勝票数 計 560134 的中 � 266926（1番人気）
複勝票数 計 531350 的中 � 195478（1番人気）� 102742（2番人気）� 39964（4番人気）
枠連票数 計 120261 的中 （5－6） 44452（1番人気）
馬連票数 計 595576 的中 �� 139090（1番人気）
馬単票数 計 315952 的中 �� 43076（1番人気）
ワイド票数 計 486505 的中 �� 103406（1番人気）�� 27844（4番人気）�� 17406（7番人気）
3連複票数 計 810966 的中 ��� 50440（3番人気）
3連単票数 計1104583 的中 ��� 24913（3番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．7―12．1―12．3―11．4―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．6―47．7―1：00．0―1：11．4―1：22．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カミニートデルレイ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 サクラバクシンオー 初出走

2019．1．17生 牡2黒鹿 母 フェイトカラー 母母 ウエストコースト 1戦1勝 賞金 7，000，000円

2707810月30日 晴 良 （3東京4） 第7日 第6競走 ��1，400�2歳新馬
発走13時05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

510 ヴァルツァーシャル 牡2鹿 55 三浦 皇成西森 功氏 高木 登 浦河 梅田牧場 468 ―1：26．0 11．0�
815� シ ラ キ ヌ 牝2芦 54 福永 祐一ゴドルフィン 藤原 英昭 米 Darsan Inc.

and Godolphin 472 ―1：26．1� 5．1�
816 バルミュゼット 牡2鹿 55 内田 博幸 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 増本牧場 500 ―1：26．84 9．2�
36 � モンスマルティス 牡2栗 55 C．ルメールゴドルフィン 池上 昌和 英 Whitsbury

Manor Stud 494 ―1：27．65 4．3�
713� レディーチカ 牝2黒鹿54 武 豊�キーファーズ 森 秀行 米 Mr. & Mrs.

Craig L. Minten 490 ―1：27．7� 8．6�
611 ダイチヴィヴァン 牡2鹿 55 武士沢友治服部 英利氏 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 478 ―1：28．01� 79．1	
714 リ ュ タ ン 牡2鹿 55 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 武藤 善則 新冠 守矢牧場 492 ―1：28．21� 4．2�
11 ソールズベリー 牝2青鹿54 野中悠太郎下河邉 博氏 竹内 正洋 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 442 ―1：29．15 33．7�
12 ハニーズスマイル 牝2鹿 54 松山 弘平髙橋 明裕氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 426 ―1：29．31 12．4
23 エリンスパークル 牝2鹿 54

52 △山田 敬士田頭 勇貴氏 深山 雅史 新冠 大栄牧場 452 ―1：29．4� 253．4�
612 エドノバイオレット 牝2芦 54 木幡 巧也遠藤 喜松氏 新開 幸一 新ひだか 沖田 忠幸 462 ―1：29．82� 42．9�
24 タケルカムイ 牡2栗 55 石川裕紀人森 保彦氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 546 ―1：29．9クビ 125．0�
47 シ ゲ ル ボ ス 牡2鹿 55

52 ▲永野 猛蔵森中 蕃氏 小島 茂之 様似 中村 俊紀 478 ―1：30．21� 80．4�
48 ダイメイクルミ 牝2芦 54 江田 照男宮本 昇氏 本間 忍 新ひだか 前田牧場 484 ―1：30．51� 41．3�
59 シンキングセンティ 牝2鹿 54 吉田 豊佐藤 雄司氏 田島 俊明 新冠 浜口牧場 454 ―1：30．6クビ 111．5�
35 ソンブラーズ 牡2青鹿55 武藤 雅レキップモンターニュ 田島 俊明 新冠 長浜牧場 466 ―1：32．4大差 194．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，593，600円 複勝： 52，957，000円 枠連： 16，589，800円
馬連： 62，302，300円 馬単： 26，471，000円 ワイド： 53，490，900円
3連複： 90，751，300円 3連単： 89，193，000円 計： 437，348，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 280円 � 190円 � 270円 枠 連（5－8） 1，420円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 4，400円

ワ イ ド �� 940円 �� 1，030円 �� 890円

3 連 複 ��� 6，150円 3 連 単 ��� 39，810円

票 数

単勝票数 計 455936 的中 � 34932（6番人気）
複勝票数 計 529570 的中 � 46974（6番人気）� 80654（2番人気）� 48895（5番人気）
枠連票数 計 165898 的中 （5－8） 9046（7番人気）
馬連票数 計 623023 的中 �� 22661（9番人気）
馬単票数 計 264710 的中 �� 4509（18番人気）
ワイド票数 計 534909 的中 �� 14626（10番人気）�� 13318（12番人気）�� 15491（9番人気）
3連複票数 計 907513 的中 ��� 11067（22番人気）
3連単票数 計 891930 的中 ��� 1624（141番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―36．1―48．7―1：01．2―1：13．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァルツァーシャル �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 エンパイアメーカー 初出走

2019．4．22生 牡2鹿 母 バイカターキン 母母 ア ブ ラ シ オ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 エリンスパークル号の騎手山田敬士は，4コーナー手前での御法（前の馬に接触した）について戒告。（被害馬：5番）
〔その他〕 ソンブラーズ号は，4コーナー手前で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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 サカエショウ号・ソウテン号・トキメキスバル号・ニシノコチ号



2707910月30日 晴 良 （3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35分 （ダート・左）

牝；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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
1：33．8
1：33．3

重
良

34 フィナールショコラ 牝4黒鹿55 C．ルメール 吉田 千津氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 442－ 41：38．2 2．0�
814 フローズンカクテル 牝3栗 53 吉田 豊吉田 千津氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 452± 01：38．3� 6．8�
33 キングスフィリア 牝3黒鹿53 吉田 隼人 �社台レースホース萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422＋161：38．83 4．8�
58 キ ュ ン 牝3黒鹿53 横山 武史 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 新ひだか 飯岡牧場 458± 0 〃 アタマ 5．9�
46 アルヴェント 牝4鹿 55 田辺 裕信街風 	雄氏 伊坂 重信 安平 追分ファーム 500＋261：39．01� 24．7

711 ミユキダイアモンド 牝5鹿 55 野中悠太郎長井 純一氏 小西 一男 新ひだか 木村 秀則 452＋ 2 〃 ハナ 240．2�
610 ブロードマリー 牝3鹿 53 三浦 皇成 �ユートピア牧場 林 徹 新ひだか 服部 牧場 432－12 〃 アタマ 26．9�
22 アルコディオーサ 牝3鹿 53 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 458－ 21：39．31� 29．5
57 ア デ ウ ス 牝3鹿 53 丸田 恭介平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 458＋ 21：39．4� 124．6�
813 グ ラ ス ピ レ 牝3芦 53

50 ▲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 新ひだか 岡田スタツド 462－ 11：39．5クビ 14．1�

69 アドヴェントイヴ 牝3青鹿53 木幡 巧也廣崎 双葉氏 中舘 英二 平取 株式会社
ASK STUD B472－ 21：39．92� 31．8�

11 スズカビーチ 牝3黒鹿53 岩部 純二永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B464± 01：40．85 502．6�
45 � フレンドアリス 牝6栗 55 内田 博幸横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 470＋ 21：40．9クビ 78．1�
712� リュヌドミエル 牝4栗 55 松山 弘平ライオンレースホース� 鈴木慎太郎 浦河 高昭牧場 442－18 〃 クビ 139．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 48，132，000円 複勝： 72，767，200円 枠連： 15，964，900円
馬連： 70，267，900円 馬単： 36，212，700円 ワイド： 67，026，800円
3連複： 111，161，100円 3連単： 144，260，900円 計： 565，793，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 160円 � 160円 枠 連（3－8） 360円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 300円 �� 260円 �� 440円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 3，360円

票 数

単勝票数 計 481320 的中 � 186557（1番人気）
複勝票数 計 727672 的中 � 232666（1番人気）� 90542（4番人気）� 100138（3番人気）
枠連票数 計 159649 的中 （3－8） 33693（1番人気）
馬連票数 計 702679 的中 �� 77214（3番人気）
馬単票数 計 362127 的中 �� 27187（3番人気）
ワイド票数 計 670268 的中 �� 58068（3番人気）�� 71309（2番人気）�� 35245（4番人気）
3連複票数 計1111611 的中 ��� 88971（1番人気）
3連単票数 計1442609 的中 ��� 31039（4番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．9―12．5―12．6―12．2―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．7―48．2―1：00．8―1：13．0―1：25．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．4
3 14（4，8）13，5（2，9）（3，12）（1，7）10，11，6 4 14（4，8，13）（2，5，9）（3，12）－（1，7，10）11，6

勝馬の
紹 介

フィナールショコラ �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．9．7 阪神4着

2017．1．30生 牝4黒鹿 母 アグネスショコラ 母母 スキーパラダイス 16戦2勝 賞金 30，550，000円

2708010月30日 晴 良 （3東京4） 第7日 第8競走 ��2，000�3歳以上1勝クラス
発走14時05分 （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
1：56．1
1：56．1

良
良

88 アンダープロット 牡3黒鹿55 C．ルメール �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 494－ 62：00．0 1．7�
55 シーニックウェイ 牝3鹿 53 武 豊ゴドルフィン 武 幸四郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476－10 〃 ハナ 5．8�
22 レッドペルーシュ 牝4鹿 55

54 ☆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 418＋ 22：00．63� 70．8�
11 アンシャンテ 牝3栗 53 松山 弘平近藤 英子氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 450＋ 22：00．81� 26．1�
44 ドゥラヴェルデ 牡3鹿 55 M．デムーロ DMMドリームクラブ� 岩戸 孝樹 日高 下河辺牧場 534＋102：00．9クビ 3．6	
66 アスクヒーロー 牡3鹿 55 三浦 皇成廣崎利洋HD� 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 508＋18 〃 クビ 7．5

33 ナ ミ ブ �5鹿 57 岩部 純二�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 22：01．75 164．4�
77 � ウインリベルタ 牡5栗 57 石川裕紀人�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 488＋ 42：01．8	 44．2�
89 キュンストラー 牝3芦 53

50 ▲永野 猛蔵 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 松永 康利 新冠 株式会社ブルー

スターズファーム 402－ 42：02．01� 140．7
（9頭）

売 得 金
単勝： 46，731，600円 複勝： 122，427，400円 枠連： 9，763，100円
馬連： 57，935，700円 馬単： 37，653，100円 ワイド： 45，399，200円
3連複： 82，365，400円 3連単： 186，091，300円 計： 588，366，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 580円 枠 連（5－8） 370円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 190円 �� 920円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 2，730円 3 連 単 ��� 5，930円

票 数

単勝票数 計 467316 的中 � 219238（1番人気）
複勝票数 計1224274 的中 � 914150（1番人気）� 84039（3番人気）� 11289（7番人気）
枠連票数 計 97631 的中 （5－8） 20296（2番人気）
馬連票数 計 579357 的中 �� 124264（2番人気）
馬単票数 計 376531 的中 �� 56104（2番人気）
ワイド票数 計 453992 的中 �� 78732（2番人気）�� 10912（9番人気）�� 4962（16番人気）
3連複票数 計 823654 的中 ��� 22596（9番人気）
3連単票数 計1860913 的中 ��� 22733（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．1―37．0―49．1―1：01．4―1：13．8―1：26．1―1：37．3―1：48．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F33．9

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

勝馬の
紹 介

アンダープロット �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2020．11．14 東京1着

2018．3．29生 牡3黒鹿 母 マチカネタマカズラ 母母 Sweet and Ready 6戦2勝 賞金 22，775，000円



2708110月30日 晴 良 （3東京4） 第7日 第9競走 ��2，100�
い せ ざ き

伊 勢 佐 木 特 別
発走14時35分 （ダート・左）
3歳以上，2勝クラス，2．10．31以降3．10．24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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

58 バイシュラバナ �4栗 56 吉田 隼人草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 468＋ 22：11．1 5．9�
45 ダノンブレット 牡3栗 54 戸崎 圭太�ダノックス 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B512＋ 22：11．31� 4．3�
34 インナーアリュール 牡4鹿 54 山田 敬士平井 裕氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 484＋ 42：11．72� 11．0�
813 オ ー マ オ 牡5栗 54 松山 弘平吉田 照哉氏 村山 明 千歳 社台ファーム 450± 02：11．8クビ 18．0�
46 エターナルボンド 牡4黒鹿54 永野 猛蔵 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B512± 02：12．01� 40．4	
711 グッドリドゥンス 牡4栗 54 丸山 元気林 勝宗氏 的場 均 新ひだか レースホース牧場 490＋ 4 〃 クビ 57．1

33 コバルトブルー 牡5栗 55 武 豊青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 460－ 62：12．21 11．9�
22 フィストバンプ 牡5青鹿55 木幡 巧也小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 492± 02：12．3� 10．4�
712 ヴェラアズール 牡4青 55 C．ルメール �キャロットファーム 渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516＋142：12．72� 5．8
610 グレートバローズ 牡4鹿 56 福永 祐一猪熊 広次氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 478± 02：13．76 4．3�
11 メイショウオオタカ 牡5鹿 55 石川裕紀人松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 ヤナガワ牧場 492－ 22：13．91� 61．7�
69 チョーズンワン 牡4黒鹿55 横山 武史�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464＋ 22：14．11� 24．6�
57 ダルムシュタット �4鹿 54 江田 照男村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 474＋ 42：15．810 131．0�
814� ラ ラ ロ ワ �6黒鹿54 大野 拓弥飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B518± 02：18．2大差 65．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 49，646，600円 複勝： 82，714，500円 枠連： 18，269，800円
馬連： 107，312，100円 馬単： 40，983，200円 ワイド： 85，978，300円
3連複： 167，022，000円 3連単： 172，481，100円 計： 724，407，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 180円 � 180円 � 260円 枠 連（4－5） 1，320円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 3，320円

ワ イ ド �� 650円 �� 800円 �� 850円

3 連 複 ��� 5，610円 3 連 単 ��� 30，350円

票 数

単勝票数 計 496466 的中 � 67210（4番人気）
複勝票数 計 827145 的中 � 128040（2番人気）� 122651（3番人気）� 73958（5番人気）
枠連票数 計 182698 的中 （4－5） 10712（5番人気）
馬連票数 計1073121 的中 �� 60191（5番人気）
馬単票数 計 409832 的中 �� 9244（10番人気）
ワイド票数 計 859783 的中 �� 34734（5番人気）�� 27447（6番人気）�� 25692（9番人気）
3連複票数 計1670220 的中 ��� 22316（17番人気）
3連単票数 計1724811 的中 ��� 4119（82番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．6―31．1―43．2―55．3―1：08．2―1：21．1―1：33．8―1：46．2―1：58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．3
1
3
10（3，12）2（5，8，14）－（6，7，9）4－1－13－11
10，12（5，3）（2，1）（4，8，14）（6，7）－（13，9）－11

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バイシュラバナ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2019．10．26 東京4着

2017．4．17生 �4栗 母 スティールパス 母母 ロイヤルペルラ 12戦3勝 賞金 41，308，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ララロワ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年11月30日まで平地競走に出

走できない。

2708210月30日 晴 良 （3東京4） 第7日 第10競走 ��1，600�
こうよう

紅葉ステークス
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，3勝クラス，2．10．31以降3．10．24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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

713 アオイクレアトール 牡4芦 55 C．ルメール 新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 484－ 21：32．7 5．6�
510 オールイズウェル 牡5黒鹿56 戸崎 圭太小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 492－ 2 〃 クビ 9．2�
23 ウイングレイテスト 牡4栗 55 武 豊�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 502＋101：32．91 7．6�
48 トオヤリトセイト 牡5青鹿55 福永 祐一村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 482－12 〃 クビ 19．9�
12 ボーダーオブライフ �7鹿 53 内田 博幸�レッドマジック金成 貴史 千歳 社台ファーム 486± 01：33．0� 59．9�
714 オパールシャルム 牝4栗 53 江田 照男落合 幸弘氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 484＋ 4 〃 アタマ 22．7	
47 ランドオブリバティ 牡3鹿 55 M．デムーロ吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 476＋ 21：33．1� 1．9

35 ダイワクンナナ 牝4鹿 53 田辺 裕信大城 正一氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 504＋ 81：33．2クビ 10．8�
36 タガノスカイハイ 牡6鹿 55 吉田 豊八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 494－ 4 〃 ハナ 101．2�
59 ウインレフィナード 牡5黒鹿54 武藤 雅�ウイン 畠山 吉宏 浦河 猿橋 義昭 458＋ 41：33．3� 373．8
815 アドマイヤスコール �5鹿 55 吉田 隼人近藤 旬子氏 加藤 征弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 484－ 41：33．4クビ 101．0�
11 イーサンパンサー 牡5栗 54 三浦 皇成国本 勇氏 昆 貢 浦河 東栄牧場 468－ 6 〃 クビ 72．8�
612 シ ャ チ 牡4鹿 53 山田 敬士中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 466＋ 4 〃 クビ 276．0�
611 ウィンドライジズ 牡7鹿 55 大野 拓弥平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 B476＋ 41：33．6� 99．7�
24 ラインハイト 牡4黒鹿55 松山 弘平 �キャロットファーム 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 480± 01：33．81	 18．6�
816 デクレアラー 牡6栗 54 丸田 恭介�G1レーシング 
島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B474± 01：34．33 128．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 75，141，000円 複勝： 105，901，800円 枠連： 31，042，200円
馬連： 160，449，500円 馬単： 64，191，100円 ワイド： 118，417，400円
3連複： 235，693，800円 3連単： 279，051，900円 計： 1，069，888，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 180円 � 220円 � 230円 枠 連（5－7） 1，770円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 4，740円

ワ イ ド �� 810円 �� 760円 �� 930円

3 連 複 ��� 4，580円 3 連 単 ��� 24，350円

票 数

単勝票数 計 751410 的中 � 107056（2番人気）
複勝票数 計1059018 的中 � 171846（2番人気）� 117924（3番人気）� 111788（4番人気）
枠連票数 計 310422 的中 （5－7） 13532（6番人気）
馬連票数 計1604495 的中 �� 50339（9番人気）
馬単票数 計 641911 的中 �� 10143（14番人気）
ワイド票数 計1184174 的中 �� 37716（9番人気）�� 40093（8番人気）�� 32354（11番人気）
3連複票数 計2356938 的中 ��� 38533（16番人気）
3連単票数 計2790519 的中 ��� 8307（68番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．5―35．0―46．3―58．1―1：09．2―1：20．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アオイクレアトール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．10．26 東京1着

2017．5．28生 牡4芦 母 ハイエストホワイト 母母 ア ド マ イ ス 12戦4勝 賞金 68，791，000円



2708310月30日 晴 良 （3東京4） 第7日 第11競走 ��
��1，600�第10回アルテミスステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左）
牝，2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 29，000，000円 12，000，000円 7，300，000円 4，400，000円 2，900，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．7
1：32．3

良
良

67 サークルオブライフ 牝2鹿 54 M．デムーロ飯田 正剛氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 478＋ 61：34．0 21．9�
22 ベルクレスタ 牝2鹿 54 松山 弘平 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 468－ 2 〃 クビ 4．8�
11 シゲルイワイザケ 牝2青鹿54 福永 祐一森中 蕃氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 488－ 81：34．1� 22．8�
810 シンシアウィッシュ 牝2青鹿54 武 豊前田 幸大氏 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436－ 41：34．31� 9．1�
66 フォラブリューテ 牝2黒鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 438＋ 41：34．51� 2．1�
44 シンティレーション 牝2黒鹿54 横山 武史 �シルクレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 450－ 21：34．71� 12．0	
811 ミ ン ト 牝2栗 54 吉田 隼人石川 達絵氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：34．91� 15．8

79 ロ ム ネ ヤ 牝2鹿 54 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 418± 0 〃 ハナ 8．6�
78 ヴァンルーラー 牝2鹿 54 田辺 裕信サイプレスホール

ディングス合同会社 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 448－ 21：35．11	 59．0
55 トーセンシュシュ 牝2鹿 54 三浦 皇成島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 490－ 2 〃 クビ 43．7�
33 ボンクラージュ 牝2黒鹿54 津村 明秀落合 幸弘氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 438＋ 41：35．31� 65．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 219，106，000円 複勝： 229，411，200円 枠連： 53，704，300円
馬連： 397，360，200円 馬単： 172，705，100円 ワイド： 288，373，700円
3連複： 611，898，600円 3連単： 868，274，100円 計： 2，840，833，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，190円 複 勝 � 440円 � 190円 � 410円 枠 連（2－6） 510円

馬 連 �� 4，870円 馬 単 �� 13，960円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 2，670円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 19，850円 3 連 単 ��� 164，230円

票 数

単勝票数 計2191060 的中 � 84576（7番人気）
複勝票数 計2294112 的中 � 120794（8番人気）� 386854（2番人気）� 132333（6番人気）
枠連票数 計 537043 的中 （2－6） 81005（2番人気）
馬連票数 計3973602 的中 �� 63216（18番人気）
馬単票数 計1727051 的中 �� 9278（45番人気）
ワイド票数 計2883737 的中 �� 51233（15番人気）�� 27285（32番人気）�� 62983（13番人気）
3連複票数 計6118986 的中 ��� 23110（64番人気）
3連単票数 計8682741 的中 ��� 3833（411番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―35．2―47．2―59．2―1：10．8―1：22．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サークルオブライフ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 アドマイヤジャパン デビュー 2021．8．28 新潟3着

2019．3．24生 牝2鹿 母 シーブリーズライフ 母母 プレシャスライフ 3戦2勝 賞金 36，285，000円

2708410月30日 晴 良 （3東京4） 第7日 第12競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走16時20分 （ダート・左）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000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

11 パ ル デ ン ス 牡3鹿 55 M．デムーロ山本三津子氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 488－ 61：25．4 6．3�
713 コングールテソーロ 牡5鹿 57 福永 祐一了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 高橋フアーム 488－ 21：25．6� 3．3�
816 トーセンアルル 牝3栗 53

50 ▲永野 猛蔵島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 496＋ 8 〃 � 13．9�

48 シゲルヒラトリ 牡3栗 55 三浦 皇成森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 松本 信行 476－ 21：25．7� 61．5�
714 ルヴァンヴェール �4鹿 57 石川裕紀人 �グリーンファーム竹内 正洋 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B490－ 21：25．8� 92．7	
612 ポップアップスター �7青鹿57 原田 和真 
社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 508－ 61：25．9アタマ 33．9�
23 トミケンカラバティ 牡3鹿 55 横山 武史佐野 信幸氏 尾形 和幸 浦河 信岡牧場 440＋ 2 〃 クビ 7．9�
36 アポロセイラン 牡4鹿 57 武藤 雅アポロサラブレッドクラブ 武藤 善則 日高 春木ファーム 468－ 21：26．0� 31．8
59 	
 デュアルキャリアー 牡5鹿 57 田辺 裕信ライオンレースホース� 加藤士津八 米 Orpendale, Chel-

ston & Wynatt 558± 01：26．1クビ 6．1�
611 スリーマイトコーズ 牝3栗 53 丸山 元気永井商事� 田中 剛 浦河 村中牧場 448－ 2 〃 クビ 42．7�
24 	 ヴァンデリオン 牡4栗 57 内田 博幸村山 忠弘氏 根本 康広 米 P. Headley, Nancy

Bell & NATO 478－ 21：26．2� 16．3�
47 ネオレインボウ �5鹿 57 吉田 豊西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 482－ 81：26．3� 11．6�
35 ビービーラノビア 牝3鹿 53

52 ☆木幡 育也
坂東牧場 中舘 英二 浦河 絵笛牧場 432－ 61：26．51� 276．2�
815 キュムロンニンバス 牡3鹿 55 岩部 純二
ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 504＋161：26．6アタマ 9．1�
510 ナンヨーローズ 牡3黒鹿55 柴田 大知中村 德也氏 畠山 吉宏 平取 北島牧場 452＋ 21：27．02� 52．1�
12 カツノサンキュウ 牡3鹿 55 津村 明秀聖心台牧場
 萱野 浩二 新ひだか 聖心台牧場 472－ 61：27．11 22．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 88，304，400円 複勝： 127，944，600円 枠連： 39，249，800円
馬連： 171，146，900円 馬単： 64，990，500円 ワイド： 154，578，900円
3連複： 287，073，600円 3連単： 309，706，300円 計： 1，242，995，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 220円 � 160円 � 340円 枠 連（1－7） 890円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，540円

ワ イ ド �� 480円 �� 2，190円 �� 950円

3 連 複 ��� 6，480円 3 連 単 ��� 30，630円

票 数

単勝票数 計 883044 的中 � 111777（3番人気）
複勝票数 計1279446 的中 � 152548（2番人気）� 245470（1番人気）� 79812（7番人気）
枠連票数 計 392498 的中 （1－7） 33970（3番人気）
馬連票数 計1711469 的中 �� 112860（2番人気）
馬単票数 計 649905 的中 �� 19176（5番人気）
ワイド票数 計1545789 的中 �� 88527（2番人気）�� 17067（30番人気）�� 41238（8番人気）
3連複票数 計2870736 的中 ��� 33186（17番人気）
3連単票数 計3097063 的中 ��� 7330（62番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．7―48．2―1：00．4―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パ ル デ ン ス �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2020．7．26 札幌6着

2018．4．20生 牡3鹿 母 ヘヴンリークルーズ 母母 タックスシェルター 13戦2勝 賞金 19，200，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ショーショーショー号・ネイキッドロマンス号



（3東京4）第7日 10月30日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 159頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

231，140，000円
32，740，000円
1，460，000円
26，960，000円
68，402，500円
4，559，500円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
809，048，800円
1，151，452，100円
238，381，600円
1，311，993，300円
611，978，800円
1，057，655，200円
2，011，391，400円
2，711，720，900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 9，903，622，100円

総入場人員 9，184名 （有料入場人員 8，900名）
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