
2700110月8日 曇 重 （4東京4） 第1日 第1競走 1，400�2歳未勝利
発走10時05分 （ダート・左）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．1
1：23．0

重
重

714 ニシノカシミヤ 牝2鹿 54
52 △永野 猛蔵西山 茂行氏 伊藤 圭三 新ひだか 前田ファーム 484± 01：24．3 1．8�

24 タイセイドルチェ 牝2黒鹿54 M．デムーロ田中 成奉氏 伊藤 圭三 新ひだか 沖田 博志 476＋ 41：25．04 24．7�
47 オールマキシマム 牝2黒鹿 54

52 △小林 脩斗保谷フミ子氏 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 450＋ 61：25．1� 18．1�
510 メダルラッシュ 牝2栗 54 横山 武史青山 洋一氏 村田 一誠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B462＋ 2 〃 ハナ 8．1�
611 サトノミネルヴァ 牝2鹿 54 三浦 皇成 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 追分ファーム 446－101：25．74 4．8�
59 テイエムスイスイ 牝2黒鹿54 岩田 康誠竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 上井農場 508＋ 21：25．8� 17．0	
612 ミ ズ カ ガ ミ 牝2青鹿 54

52 △横山 琉人�シンユウ企画 土田 稔 新冠 シンユウフアーム 448＋ 41：26．0� 276．9

816 ペイシャコリン 牝2鹿 54 松岡 正海北所 直人氏 伊藤 伸一 新冠 隆栄牧場 468＋ 41：26．1� 137．9�
12 ビップナージャ 牝2鹿 54 菊沢 一樹鈴木 邦英氏 高柳 瑞樹 浦河 中村 雅明 418－ 2 〃 ハナ 63．5�
815 モルフェブーケ 牝2鹿 54 丹内 祐次並河賢一郎氏 本間 忍 新ひだか 平野牧場 450－ 41：26．3� 31．7
23 アネモネポルト 牝2栗 54

52 △小林 凌大ウエスト．フォレスト．
ステイブル� 小西 一男 浦河 目名太山口

牧場 426＋ 41：26．4� 412．0�
36 デルマウッチャリ 牝2栗 54 的場 勇人浅沼 廣幸氏 的場 均 日高 ファニーヒルファーム 406± 01：26．51 469．6�
35 ワクワクルンルン 牝2栗 54 柴田 大知 �ローレルレーシング 畠山 吉宏 浦河 グランデファーム 448± 01：26．6� 19．7�
713 メロディックスカイ 牝2栗 54

51 ▲原 優介松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 新冠 ラツキー牧場 420＋ 21：26．91� 241．6�
11 ヴ ァ ル カ ン 牝2栗 54 菅原 明良山本てるみ氏 稲垣 幸雄 日高 アイズスタッド株式会社 444－ 41：27．11� 25．6�
48 キーオブハート 牝2青鹿54 野中悠太郎田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 橋本牧場 442＋ 41：27．73� 172．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，703，600円 複勝： 84，264，500円 枠連： 13，824，000円
馬連： 69，421，500円 馬単： 37，364，600円 ワイド： 71，567，400円
3連複： 110，306，000円 3連単： 130，417，500円 計： 572，869，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 400円 � 340円 枠 連（2－7） 1，770円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 790円 �� 600円 �� 2，780円

3 連 複 ��� 6，540円 3 連 単 ��� 21，170円

票 数

単勝票数 計 557036 的中 � 255032（1番人気）
複勝票数 計 842645 的中 � 435759（1番人気）� 28071（8番人気）� 34065（6番人気）
枠連票数 計 138240 的中 （2－7） 6043（7番人気）
馬連票数 計 694215 的中 �� 30254（7番人気）
馬単票数 計 373646 的中 �� 11605（9番人気）
ワイド票数 計 715674 的中 �� 23694（8番人気）�� 31949（5番人気）�� 6247（34番人気）
3連複票数 計1103060 的中 ��� 12644（23番人気）
3連単票数 計1304175 的中 ��� 4466（64番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．4―47．9―1：00．0―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノカシミヤ �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2022．9．11 中山2着

2020．4．25生 牝2鹿 母 ニシノケイト 母母 アブソリューション 2戦1勝 賞金 8，000，000円
〔制裁〕 テイエムスイスイ号の騎手岩田康誠は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番・15番）
※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。
（非抽選馬） 1頭 グラシアーノ号

2700210月8日 曇 重 （4東京4） 第1日 第2競走 1，600�2歳未勝利
発走10時35分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：36．2
1：36．2

不良
不良

47 スペンサーバローズ 牡2鹿 55 戸崎 圭太猪熊 広次氏 蛯名 正義 浦河 宮内牧場 474－ 41：36．7 5．5�
35 ブレイゼスト 牡2鹿 55 石橋 脩水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 526＋ 21：36．9� 2．3�
713 ユイノデストラーデ 牡2青鹿55 木幡 初也由井健太郎氏 竹内 正洋 浦河 ヒダカフアーム 492＋ 21：37．96 13．3�
46 バンブトンプロ 牡2鹿 55 武士沢友治樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 464＋ 41：38．32� 10．6�
22 シュネーガッツ 牡2芦 55 丹内 祐次八嶋 長久氏 菊川 正達 新ひだか ウエスタンファーム B470－ 61：38．51� 28．4�
610 ヴァークスティ 牡2鹿 55

53 △横山 琉人本間 茂氏 相沢 郁 新ひだか チャンピオンズファーム 452－ 61：38．6クビ 239．8�
11 ビップスコーピオン 牡2鹿 55 柴田 大知鈴木 邦英氏 田島 俊明 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：38．7� 21．3	
712 サノノタルマエ 牝2鹿 54 田辺 裕信佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 444＋ 41：38．8� 17．6

23 キタノソロモン 牡2鹿 55 菊沢 一樹北所 直人氏 石栗 龍彦 新ひだか 米田牧場 460＋ 81：39．11� 83．1�
611 ニシノオールマイト 牡2栗 55 内田 博幸西山 茂行氏 堀内 岳志 新冠 中山 高鹿康 476＋ 2 〃 ハナ 49．5�
59 ラブルパイル 牡2黒鹿 55

54 ☆秋山 稔樹田頭 勇貴氏 清水 英克 日高 庄野牧場 B434＋ 41：39．42 24．5
814 グランリージェント 牡2青鹿 55

52 ▲水沼 元輝田畑 利彦氏 加藤 和宏 浦河 浦河日成牧場 494＋ 61：39．5アタマ 148．1�
58 フッカツノアカシ 牡2黒鹿 55

52 ▲原 優介福田 光博氏 小桧山 悟 新冠 サンローゼン 506＋ 21：39．6� 135．1�
815 トーセンドリフト 牡2青鹿55 横山 和生島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 464＋ 41：39．91� 5．8�
34 ラージフィールド �2鹿 55

53 △山田 敬士坂口 慎吾氏 松永 康利 浦河 チェスナット
ファーム B476＋ 61：40．11� 283．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 44，434，700円 複勝： 50，568，600円 枠連： 14，100，900円
馬連： 62，963，700円 馬単： 29，988，800円 ワイド： 61，467，200円
3連複： 100，298，700円 3連単： 104，585，400円 計： 468，408，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 190円 � 120円 � 240円 枠 連（3－4） 440円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，050円 �� 660円

3 連 複 ��� 3，750円 3 連 単 ��� 16，620円

票 数

単勝票数 計 444347 的中 � 68005（2番人気）
複勝票数 計 505686 的中 � 60275（2番人気）� 154384（1番人気）� 40980（5番人気）
枠連票数 計 141009 的中 （3－4） 24783（1番人気）
馬連票数 計 629637 的中 �� 83370（1番人気）
馬単票数 計 299888 的中 �� 13846（4番人気）
ワイド票数 計 614672 的中 �� 57674（1番人気）�� 13715（15番人気）�� 22757（6番人気）
3連複票数 計1002987 的中 ��� 20007（9番人気）
3連単票数 計1045854 的中 ��� 4562（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．1―47．0―59．4―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4F49．7―3F37．3
3 ・（5，12）（9，13）（7，14）（6，15）4，2－（10，11）－（8，1）－3 4 ・（5，12）7（9，13）（6，14）－（4，15，2）10（8，11）1－3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スペンサーバローズ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2022．8．21 新潟10着

2020．5．12生 牡2鹿 母 ジ ュ デ ッ カ 母母 レディオブヴェニス 2戦1勝 賞金 5，200，000円
※出走取消馬 ウォルラス号（疾病〔左前肢跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 エルデストサン号

第４回 東京競馬 第１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



2700310月8日 曇 稍重 （4東京4） 第1日 第3競走 1，400�2歳未勝利
発走11時05分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．8
1：20．1

良
良

48 マ ル チ ャ ン 牡2鹿 55 丸田 恭介瀬谷 �雄氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 450＋ 41：20．9 6．9�
510 スティルディマーレ 牡2鹿 55 C．ルメール �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B514＋12 〃 クビ 3．4�
12 ル ー フ 牝2鹿 54 田辺 裕信白 日光氏 清水 久詞 新ひだか 坂本 智広 490＋ 41：21．0� 2．6�
47 ハ ル オ ー ブ 牡2鹿 55 三浦 皇成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武井 亮 新ひだか 藤沢牧場 440－ 41：21．74 6．2	
24 ピ ン ク ジ ン 牝2鹿 54

52 △永野 猛蔵�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 428＋ 41：21．8� 13．4

815 マ ホ ロ バ 牡2黒鹿55 菅原 明良�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 平山牧場 502－ 81：21．91 29．4�
23 アスキーアート 牝2黒鹿54 松岡 正海�ミルファーム 小野 次郎 様似 澤井 義一 418＋ 4 〃 ハナ 431．1�
611 エコロジョイアー 牡2鹿 55 横山 武史原村 正紀氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 482－101：22．0� 45．0
714 リ サ リ サ 牝2鹿 54 内田 博幸山藤賢� 田村 康仁 青森 村上 勝治 464＋ 8 〃 クビ 21．1�
11 アナザームーン 牡2黒鹿55 武藤 雅吉田 好雄氏 水野 貴広 新冠 山岡牧場 448± 01：22．42� 169．4�
36 バトルトウショウ 牝2鹿 54 木幡 巧也トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか 片岡 博 B438＋ 41：23．25 354．6�
59 シャンハイドール 牝2青鹿 54

52 △小林 脩斗�レッドマジック久保田貴士 新冠 ハクレイファーム 424＋ 21：23．3� 249．3�
713 ノーブルジャック 牡2栗 55

52 ▲原 優介吉木 伸彦氏 粕谷 昌央 日高 スウィング
フィールド牧場 398± 01：23．5� 56．5�

612 グラシアーノ 牝2鹿 54
52 ◇藤田菜七子犬塚悠治郎氏 根本 康広 新ひだか グランド牧場 406－101：24．03 370．9�

35 ナックアロマ 牝2青鹿54 田中 勝春小松 欣也氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 裕之 408－121：24．42� 354．6�
816 リュウノフラワー 牝2鹿 54

52 △小林 凌大蓑島 竜一氏 小西 一男 浦河 藤春 修二 438－101：27．4大差 398．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 58，042，900円 複勝： 72，187，600円 枠連： 16，397，200円
馬連： 77，950，000円 馬単： 34，659，300円 ワイド： 71，794，700円
3連複： 113，227，500円 3連単： 129，145，300円 計： 573，404，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 160円 � 140円 � 120円 枠 連（4－5） 570円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 2，790円

ワ イ ド �� 400円 �� 340円 �� 250円

3 連 複 ��� 940円 3 連 単 ��� 8，160円

票 数

単勝票数 計 580429 的中 � 70436（4番人気）
複勝票数 計 721876 的中 � 95741（4番人気）� 137967（2番人気）� 173161（1番人気）
枠連票数 計 163972 的中 （4－5） 22122（3番人気）
馬連票数 計 779500 的中 �� 53212（4番人気）
馬単票数 計 346593 的中 �� 9305（11番人気）
ワイド票数 計 717947 的中 �� 43203（5番人気）�� 53059（3番人気）�� 78253（1番人気）
3連複票数 計1132275 的中 ��� 89942（2番人気）
3連単票数 計1291453 的中 ��� 11474（20番人気）

ハロンタイム 12．5―10．5―11．0―12．1―11．7―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．0―34．0―46．1―57．8―1：09．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マ ル チ ャ ン �
�
父 ラブリーデイ �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2022．9．18 中山2着

2020．5．7生 牡2鹿 母 ミオリチャン 母母 ミスアルダント 2戦1勝 賞金 8，000，000円
〔その他〕 リュウノフラワー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グラシアーノ号・ナックアロマ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月8日

まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 リュウノフラワー号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年11月8日まで出走できない。
※グラシアーノ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2700410月8日 曇 重 （4東京4） 第1日 第4競走 ��1，300�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
1：17．4
1：17．4

良
良

23 イニッツィオ 牡2黒鹿55 菅原 明良ウエスト．フォレスト．
ステイブル� 稲垣 幸雄 浦河 赤田牧場 494 ―1：17．8 21．9�

59 ニジュウダンサー 牝2鹿 54 横山 武史前迫 義幸氏 尾関 知人 むかわ 上水牧場 464 ―1：18．22� 5．2�
714 グ ッ ジ ョ ブ 牡2鹿 55 戸崎 圭太馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 平取 雅 牧場 436 ―1：18．94 5．6�
815 ニシノサキュバス 牝2栗 54 野中悠太郎西山 茂行氏 上原 博之 浦河 ガーベラパー

クスタツド 492 ―1：19．43 28．2�
510 プリンスメーカー 牡2鹿 55

52 ▲原 優介小原準一郎氏 加藤 和宏 新ひだか 坂本 智広 442 ― 〃 ハナ 133．0�
816� グランファラオ 牡2鹿 55 M．デムーロ福盛 訓之氏 高橋 義忠 米 Dennis A.

Drazin 496 ―1：19．5� 2．9	
36 デアシュトゥルム 牡2栗 55 岩田 康誠ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 吉田 直弘 日高 宝寄山 拓樹 440 ―1：19．6� 4．9

47 ミスファイト 牝2鹿 54 黛 弘人西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 460 ―1：19．92 48．8�
24 ナムラアダム 牡2鹿 55

53 △小林 凌大奈村 睦弘氏 石栗 龍彦 日高 藤本 直弘 424 ― 〃 クビ 122．9�
48 デルマツキダシ 牡2鹿 55 三浦 皇成浅沼 廣幸氏 深山 雅史 日高 ファニーヒルファーム 448 ― 〃 アタマ 13．8
713 フェイマスドクター 牡2栗 55 松岡 正海山崎 康氏 中川 公成 新冠 山岡ファーム 462 ―1：20．32� 45．4�
611 イ ナ ホ 牝2栗 54

52 △山田 敬士中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 446 ―1：20．51 200．0�
11 マーゴットバモス 牡2黒鹿55 丹内 祐次前田 良平氏 伊坂 重信 新ひだか 三石川上牧場 498 ―1：21．03 83．3�
12 ワイワイスマイル 牡2鹿 55

53 △永野 猛蔵山田 泰司氏 天間 昭一 むかわ 上水牧場 484 ― 〃 クビ 55．5�
35 ティトルタトル 牡2黒鹿55 伊藤 工真尾上 寿夫氏 金成 貴史 浦河 谷川牧場 472 ― 〃 ハナ 62．1�
612 キャットナップ 牝2鹿 54 菊沢 一樹ゴドルフィン 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438 ―1：21．2� 57．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，063，500円 複勝： 49，412，900円 枠連： 14，707，200円
馬連： 59，841，800円 馬単： 26，679，400円 ワイド： 54，403，600円
3連複： 86，869，200円 3連単： 93，229，400円 計： 431，207，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，190円 複 勝 � 380円 � 170円 � 200円 枠 連（2－5） 2，900円

馬 連 �� 3，120円 馬 単 �� 8，240円

ワ イ ド �� 950円 �� 1，260円 �� 520円

3 連 複 ��� 6，580円 3 連 単 ��� 61，550円

票 数

単勝票数 計 460635 的中 � 17740（6番人気）
複勝票数 計 494129 的中 � 27376（6番人気）� 88341（2番人気）� 66360（4番人気）
枠連票数 計 147072 的中 （2－5） 3923（13番人気）
馬連票数 計 598418 的中 �� 14859（10番人気）
馬単票数 計 266794 的中 �� 2428（26番人気）
ワイド票数 計 544036 的中 �� 14377（9番人気）�� 10668（15番人気）�� 28230（5番人気）
3連複票数 計 868692 的中 ��� 9889（20番人気）
3連単票数 計 932294 的中 ��� 1098（175番人気）

ハロンタイム 6．9―11．1―11．8―12．3―11．9―11．6―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
6．9―18．0―29．8―42．1―54．0―1：05．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イニッツィオ �
�
父 ネ ロ �

�
母父 ブラックタイド 初出走

2020．3．14生 牡2黒鹿 母 ノ ア ビ ジ ン 母母 ケイティマイヒメ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 イナホ号の騎手山田敬士は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・5番）
※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 ピンポイントドロー号



2700510月8日 曇 良 （4東京4） 第1日 第5競走 1，800�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
1：44．5
1：44．5

良
良

815 タイセイクラージュ 牡2青鹿55 横山 武史田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 452 ―1：47．0 8．5�
48 レヴォルタード 牡2黒鹿55 C．ルメール �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 504 ―1：47．42� 2．6�
12 ジャーニーメモリー 牡2黒鹿55 北村 宏司海谷 幸司氏 粕谷 昌央 新ひだか 谷岡牧場 440 ―1：48．78 20．4�
24 シャイニースイフト 牡2鹿 55

52 ▲佐々木大輔小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 426 ― 〃 ハナ 55．7�
11 プレザントロンドン 牝2鹿 54 三浦 皇成 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 430 ―1：48．8� 3．9	
816 マイネルパーヴェル 牡2芦 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 ビッグレッドファーム 444 ―1：48．9クビ 184．3

817 リ リ カ ル 牝2鹿 54 吉田 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 512 ―1：49．0� 21．2�
36 レ ザ ン 牝2鹿 54

51 ▲原 優介 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 日高 新井 昭二 352 ― 〃 ハナ 177．1�
35 ショウミーザマネー 牝2鹿 54 戸崎 圭太飯塚 知一氏 蛯名 正義 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496 ― 〃 アタマ 5．8
714 ロマンスハイウェイ 牡2栗 55

53 △永野 猛蔵星野 �男氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 488 ― 〃 ハナ 117．3�
47 ナイトフォールサン 牡2黒鹿55 石川裕紀人星野 祐介氏 相沢 郁 新ひだか 前川 勝春 434 ―1：49．21� 31．8�
713 エイトキングゴッド 牡2黒鹿55 丹内 祐次岡田 牧雄氏 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 476 ―1：49．41 43．0�
612 コトブキヘスペラス 牡2黒鹿55 石橋 脩尾上 松壽氏 金成 貴史 新ひだか 下屋敷牧場 454 ―1：50．03� 16．6�
23 チェリーロマンス 牝2栗 54

52 △山田 敬士櫻井 悦朗氏 勢司 和浩 浦河 富塚ファーム 494 ―1：50．74 174．9�
59 ブラッドタイプビー 牡2青鹿55 野中悠太郎三岡 陽氏 根本 康広 青森 長谷地 義正 492 ―1：50．8� 281．7�
510 タカイチシップ 牝2芦 54 木幡 初也髙橋 一郎氏 浅野洋一郎 浦河 野表 俊一 404 ―1：51．65 245．4�
611 ヘーデンチョウサン 牡2鹿 55 木幡 巧也�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 484 ―1：55．2大差 224．7�

（17頭）

売 得 金
単勝： 54，834，100円 複勝： 54，403，300円 枠連： 16，511，500円
馬連： 63，567，300円 馬単： 29，684，000円 ワイド： 59，314，800円
3連複： 91，681，500円 3連単： 103，132，000円 計： 473，128，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 210円 � 150円 � 380円 枠 連（4－8） 700円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 2，780円

ワ イ ド �� 470円 �� 2，170円 �� 980円

3 連 複 ��� 6，470円 3 連 単 ��� 33，050円

票 数

単勝票数 計 548341 的中 � 54290（4番人気）
複勝票数 計 544033 的中 � 64630（4番人気）� 113318（1番人気）� 29808（7番人気）
枠連票数 計 165115 的中 （4－8） 18134（2番人気）
馬連票数 計 635673 的中 �� 45398（4番人気）
馬単票数 計 296840 的中 �� 8001（9番人気）
ワイド票数 計 593148 的中 �� 34543（4番人気）�� 6624（24番人気）�� 15351（11番人気）
3連複票数 計 916815 的中 ��� 10627（22番人気）
3連単票数 計1031320 的中 ��� 2262（91番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―11．8―12．2―12．1―12．1―11．3―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―36．3―48．5―1：00．6―1：12．7―1：24．0―1：35．4

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 7－13，15（1，4，8）（2，16）17，14，10（5，6）3，9，12＝11
2
4

・（7，13）15（1，4，8）（2，10，14，16，17）－（5，6）－（3，9）＝12＝11
7（13，15）（1，4，8）（2，16）－17，14（5，6）10－（3，9）－12＝11

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイクラージュ �
�
父 サトノクラウン �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2020．2．16生 牡2青鹿 母 シ ェ リ ー ル 母母 ジェドゥーザムール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 タイセイクラージュ号は，枠入り不良。

コトブキヘスペラス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
ヘーデンチョウサン号は，発進不良〔出遅れ〕。
発走時刻3分遅延。

〔制裁〕 シャイニースイフト号の騎手佐々木大輔は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）
〔調教再審査〕 コトブキヘスペラス号・ヘーデンチョウサン号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヘーデンチョウサン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月8日まで平地

競走に出走できない。

2700610月8日 曇 良 （4東京4） 第1日 第6競走 1，600�2歳新馬
発走12時55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
1：32．7
1：32．3

良
良

818 ビヨンドザヴァレー 牝2鹿 54 横山 武史 �社台レースホース橋口 慎介 千歳 社台ファーム 448 ―1：34．1 5．1�
47 パルティキュリエ 牝2鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム 446 ―1：34．41� 2．0�
24 アフターグロウ 牝2栗 54 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 456 ―1：34．51 46．7�
713 ハレアカラフラ 牝2栗 54 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 462 ―1：35．03 20．9�
715 フライウィズミー 牝2青鹿54 三浦 皇成ゴドルフィン 小島 茂之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 424 ―1：35．31� 77．8	
510 ホウオウフェアリー 牝2栗 54 田辺 裕信小笹 芳央氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 474 ― 〃 クビ 8．2

36 ゲ ラ ウ ィ ン 牝2鹿 54 丹内 祐次大塚 亮一氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 464 ―1：35．51 10．5�
35 ラスパルマス 牝2鹿 54 原田 和真下河邉 博氏 堀内 岳志 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 422 ― 〃 クビ 200．8�
48 セイカティターニア 牝2鹿 54

52 △横山 琉人久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 422 ―1：35．81� 186．2
23 グレイウェザーズ 牝2鹿 54 菅原 明良 �サンデーレーシング 西田雄一郎 安平 ノーザンファーム 436 ―1：35．9� 25．2�
12 ピ ペ ル 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中川 公成 安平 追分ファーム 442 ―1：36．0� 140．8�
816 トーセンジュノ 牝2青鹿54 杉原 誠人島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 432 ―1：36．53� 297．3�
612 ア リ ー チ ェ 牝2鹿 54 松岡 正海小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 450 ―1：36．71 100．1�
611 ポ ロ ネ ー ズ 牝2鹿 54

51 ▲原 優介村島 昭男氏 小手川 準 平取 オークツリー
ファーム 434 ―1：36．8� 201．8�

817 ニシノレールガン 牝2栗 54 武藤 雅西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 ガーベラパー
クスタツド 474 ―1：37．65 27．6�

59 シバノナスタチウム 牝2鹿 54
52 △山田 敬士柴 一男氏 小手川 準 新冠トモファーム 416 ―1：38．13 358．7�

714 パールテソーロ 牝2黒鹿54 横山 和生了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 日高 リョーケンファー

ム株式会社 466 ―1：38．31� 12．0�
11 コ ハ ル 牝2鹿 54 北村 宏司村田 哲朗氏 勢司 和浩 平取 二風谷ファーム 436 ―1：39．36 119．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 58，122，700円 複勝： 60，223，500円 枠連： 18，604，000円
馬連： 68，189，000円 馬単： 31，777，900円 ワイド： 61，272，500円
3連複： 97，316，300円 3連単： 105，959，700円 計： 501，465，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 160円 � 120円 � 530円 枠 連（4－8） 450円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 260円 �� 2，510円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 5，220円 3 連 単 ��� 19，950円

票 数

単勝票数 計 581227 的中 � 96379（2番人気）
複勝票数 計 602235 的中 � 99617（2番人気）� 185116（1番人気）� 17640（9番人気）
枠連票数 計 186040 的中 （4－8） 31362（1番人気）
馬連票数 計 681890 的中 �� 106327（1番人気）
馬単票数 計 317779 的中 �� 19932（2番人気）
ワイド票数 計 612725 的中 �� 71124（1番人気）�� 5558（28番人気）�� 11303（15番人気）
3連複票数 計 973163 的中 ��� 13976（13番人気）
3連単票数 計1059597 的中 ��� 3849（48番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．6―35．7―48．0―1：00．2―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4F46．1―3F33．9
3 17，18，5（4，7）（6，8，13，10）（2，12，14）16，15（3，11，9）＝1 4 17，18（5，7）4（13，10）（6，8）12（2，14）3（16，9）（11，15）＝1

勝馬の
紹 介

ビヨンドザヴァレー �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 Galileo 初出走

2020．4．27生 牝2鹿 母 リリーオブザヴァレー 母母 Pennegale 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 コハル号は，発進不良〔内側に逃避〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コハル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月8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 オーグメントコード号



2700710月8日 曇 良 （4東京4） 第1日 第7競走 ��2，000�3歳以上1勝クラス
発走13時25分 （芝・左）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

48 マイネルクリソーラ 牡3栗 55 M．デムーロ �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 458＋ 62：00．0 3．4�
59 カヨウネンカ 牝3栗 53 菅原 明良�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 458± 02：00．1クビ 4．9�
36 ウインシュクラン �4栗 57 三浦 皇成�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 460＋ 42：00．31� 25．8�
816 ホウオウプレミア 牡3芦 55 岩田 康誠小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 494＋12 〃 クビ 4．1�
11 アップストローク �3黒鹿55 木幡 巧也吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 456＋122：00．4� 9．4	
35 ルージュカルミア 牝3鹿 53 北村 宏司 �東京ホースレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 416＋122：00．5クビ 10．4

23 マイネルデステリョ 牡5黒鹿57 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 454－ 2 〃 クビ 117．8�
714 ブルーゲート 牝3黒鹿53 戸崎 圭太石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 プログレスファーム 436＋ 42：00．6クビ 15．7�
510 マイネルヒッツェ 牡4芦 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 22：00．7	 24．0
611 マイネルニコラス 牡3栗 55 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 500＋ 42：00．8	 11．8�
12 
 エルバルーチェ 牝5栗 55 内田 博幸佐々木雄二氏 西田雄一郎 千歳 社台ファーム 470± 02：00．9	 84．5�
713 シャドウマッドネス �3栗 55 C．ルメール 飯塚 知一氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 438± 02：01．0� 24．1�
612 ナンヨーローズ 牡4黒鹿57 斎藤 新中村 德也氏 畠山 吉宏 平取 北島牧場 456± 02：01．1� 414．6�
47 ク オ ン タ ム 牝4芦 55 松岡 正海�ミルファーム 村田 一誠 浦河 猿橋 義昭 456＋182：01．52� 217．6�
24 
 タカイチイチロウ 牡4鹿 57

54 ▲佐々木大輔髙橋 一郎氏 天間 昭一 浦河 カナイシスタッド 442＋ 22：01．6� 361．9�
815 モネータドーロ 牡3栗 55 石川裕紀人�G1レーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 470－ 4 〃 クビ 67．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，397，600円 複勝： 79，354，800円 枠連： 17，699，600円
馬連： 88，792，200円 馬単： 33，923，200円 ワイド： 81，166，200円
3連複： 136，556，500円 3連単： 131，950，300円 計： 621，840，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 170円 � 590円 枠 連（4－5） 670円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，260円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 6，710円 3 連 単 ��� 25，870円

票 数

単勝票数 計 523976 的中 � 122256（1番人気）
複勝票数 計 793548 的中 � 170122（1番人気）� 132507（2番人気）� 23974（10番人気）
枠連票数 計 176996 的中 （4－5） 20189（1番人気）
馬連票数 計 887922 的中 �� 95530（1番人気）
馬単票数 計 339232 的中 �� 20312（1番人気）
ワイド票数 計 811662 的中 �� 79035（1番人気）�� 15352（18番人気）�� 11121（22番人気）
3連複票数 計1365565 的中 ��� 15257（20番人気）
3連単票数 計1319503 的中 ��� 3697（66番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．4―36．4―48．8―1：01．4―1：13．7―1：26．0―1：37．1―1：48．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F34．0

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

勝馬の
紹 介

マイネルクリソーラ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ムタファーウエク デビュー 2021．8．15 札幌4着

2019．2．28生 牡3栗 母 マイネトゥインクル 母母 マイネブリリアン 8戦2勝 賞金 24，690，000円
〔制裁〕 マイネルニコラス号の騎手津村明秀は，競走当日の認定調整ルームからの移動に際し，競馬場への到着が遅れたことにつ

いて戒告。
マイネルクリソーラ号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）

2700810月8日 曇 重 （4東京4） 第1日 第8競走 ��2，100�3歳以上1勝クラス
発走14時00分 （ダート・左）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

69 ホウオウバリスタ 牡3黒鹿55 戸崎 圭太小笹 芳央氏 稲垣 幸雄 新ひだか 酒井 亨 B520± 02：08．5 6．3�
813 スリーエクスプレス 牡3鹿 55

53 △永野 猛蔵永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B480± 02：08．6� 4．9�
68 トクシースタローン 牡3黒鹿55 木幡 巧也 AIレーシング 辻 哲英 浦河 高村牧場 494－ 4 〃 アタマ 11．9�
45 コウユーパパニニテ 牡3栗 55 吉田 豊加治屋貞光氏 辻 哲英 新冠 海馬沢 明 526＋ 62：08．92 48．5�
22 エコロカナワン 牡4鹿 57 田辺 裕信原村 正紀氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B496＋ 42：09．53� 55．8�
710 トップオブジェラス 牡3鹿 55 菅原 明良嶋田 賢氏 高木 登 浦河 三嶋牧場 512＋162：10．03 4．8	
33 � テンナイトパール 牝6鹿 55 丸田 恭介天白 泰司氏 小西 一男 千歳 社台ファーム 504＋ 62：10．42� 115．2

57 セイカヤマノ 牡6黒鹿57 内田 博幸久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム B510＋ 22：10．5� 151．2�
56 カッティングロック 牡5黒鹿57 丹内 祐次石瀬 浩三氏 相沢 郁 日高 浜本牧場 B520＋102：10．71� 88．4�
11 	 ユイノザッパー 牡4栗 57 石川裕紀人田中 晴夫氏 矢作 芳人 米

Bonne Chance
Farm, LLC &
Stud RDI, LLC

504＋ 62：10．8� 7．5
812 ピュアブラッド 
4鹿 57 横山 武史�G1レーシング 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋102：11．12 3．0�
44 � ポ ン フ ー 牡4黒鹿57 草野 太郎杉浦 和也氏 浅野洋一郎 浦河 ディアレスト

クラブ 500＋102：13．9大差 366．3�
711 バックスクリーン 牡3栗 55 斎藤 新 DMMドリームクラブ� 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 504－122：16．6大差 12．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 50，651，400円 複勝： 68，456，100円 枠連： 20，308，300円
馬連： 85，202，700円 馬単： 33，598，600円 ワイド： 70，417，500円
3連複： 124，894，700円 3連単： 138，137，400円 計： 591，666，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 190円 � 200円 � 320円 枠 連（6－8） 410円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 3，090円

ワ イ ド �� 550円 �� 960円 �� 950円

3 連 複 ��� 5，270円 3 連 単 ��� 28，630円

票 数

単勝票数 計 506514 的中 � 64071（4番人気）
複勝票数 計 684561 的中 � 98295（3番人気）� 96625（4番人気）� 47784（6番人気）
枠連票数 計 203083 的中 （6－8） 38047（1番人気）
馬連票数 計 852027 的中 �� 45098（6番人気）
馬単票数 計 335986 的中 �� 8133（14番人気）
ワイド票数 計 704175 的中 �� 34491（5番人気）�� 18464（13番人気）�� 18699（12番人気）
3連複票数 計1248947 的中 ��� 17757（20番人気）
3連単票数 計1381374 的中 ��� 3497（114番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―12．2―12．4―12．2―12．0―12．3―12．2―11．9―12．5―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．0―30．2―42．6―54．8―1：06．8―1：19．1―1：31．3―1：43．2―1：55．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホウオウバリスタ �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2022．1．8 中山5着

2019．4．25生 牡3黒鹿 母 バアゼルローズ 母母 スターセレッソ 7戦2勝 賞金 17，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バックスクリーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月8日まで平地競

走に出走できない。



2700910月8日 曇 良 （4東京4） 第1日 第9競走 ��2，000�t v k 賞
発走14時35分 （芝・左）

3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
tvk賞（1着）

賞 品
本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

56 プラチナトレジャー 牡4芦 57 田辺 裕信嶋田 賢氏 国枝 栄 新ひだか 服部 牧場 482－122：00．7 9．0�
813 サウンドウォリアー 牡4鹿 57 戸崎 圭太増田 雄一氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 498－ 2 〃 クビ 13．4�
22 � バニシングポイント 牡4芦 57 横山 武史長谷川祐司氏 蛯名 正義 米 Whisper Hill

Farm, LLC 490－ 4 〃 ハナ 5．6�
33 シ ー グ ラ ス 牝3鹿 53 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 436± 0 〃 クビ 8．5�
710 エクランドール 牝4鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B440＋ 82：00．8クビ 3．2	
11 ニシノオイカゼ 牡4黒鹿57 大野 拓弥西山 茂行氏 武市 康男 浦河 日進牧場 466＋ 6 〃 クビ 131．6

812 スズカノロッソ �7鹿 57 丹内 祐次永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 488＋10 〃 クビ 8．3�
45 ハーランズハーツ 牡5黒鹿57 津村 明秀林 正道氏 橋口 慎介 新ひだか 服部 牧場 424－ 42：00．9クビ 9．9�
69 ミ ズ リ ー ナ 牝5鹿 55 的場 勇人北山 敏氏 的場 均 浦河 ヒダカフアーム 508＋ 22：01．11� 34．7�
57 ヴェルザスカ 牝5鹿 55 菅原 明良矢野 亨憲氏 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 448－ 62：01．2	 8．0�
68 
 リリーブライト 牡4鹿 57 内田 博幸 �グリーンファーム西田雄一郎 千歳 社台ファーム 478＋ 4 〃 クビ 23．2�
44 マイネルステレール 牡6鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 486± 0 〃 ハナ 209．9�
711 バルバレスコ 牝5鹿 55 丸田 恭介 �シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 502＋ 42：01．62 29．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 59，805，200円 複勝： 85，465，600円 枠連： 20，516，500円
馬連： 110，408，900円 馬単： 41，747，400円 ワイド： 92，678，500円
3連複： 165，210，500円 3連単： 178，498，500円 計： 754，331，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 300円 � 410円 � 180円 枠 連（5－8） 1，070円

馬 連 �� 5，630円 馬 単 �� 12，040円

ワ イ ド �� 2，050円 �� 980円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 11，540円 3 連 単 ��� 78，470円

票 数

単勝票数 計 598052 的中 � 53069（6番人気）
複勝票数 計 854656 的中 � 70493（7番人気）� 47363（8番人気）� 146148（2番人気）
枠連票数 計 205165 的中 （5－8） 14791（4番人気）
馬連票数 計1104089 的中 �� 15184（27番人気）
馬単票数 計 417474 的中 �� 2600（56番人気）
ワイド票数 計 926785 的中 �� 11398（28番人気）�� 24900（10番人気）�� 17362（21番人気）
3連複票数 計1652105 的中 ��� 10732（51番人気）
3連単票数 計1784985 的中 ��� 1649（331番人気）

ハロンタイム 13．1―11．9―11．5―12．1―13．2―12．7―12．4―11．1―11．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．0―36．5―48．6―1：01．8―1：14．5―1：26．9―1：38．0―1：49．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F33．8

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

勝馬の
紹 介

プラチナトレジャー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．7．26 札幌4着

2018．3．21生 牡4芦 母 ホワイトエレガンス 母母 レディベローナ 12戦3勝 賞金 48，864，000円

2701010月8日 曇 重 （4東京4） 第1日 第10競走 1，600�
さ い こ

西 湖 特 別
発走15時10分 （ダート・左）

3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

816 バトルクライ 牡3栗 55 戸崎 圭太 �Gリビエール・
レーシング 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 488＋ 61：34．3 1．6�
11 ヨ ン ク 牡6鹿 57 田辺 裕信古川 智洋氏 小笠 倫弘 浦河 高昭牧場 504＋ 21：34．61� 18．4�
611 サトノアポロン �4鹿 57 斎藤 新 �サトミホースカンパニー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 490－ 8 〃 クビ 135．9�
59 ライラボンド 牡3黒鹿55 北村 宏司 �YGGホースクラブ 清水 久詞 新ひだか 片岡 博 514＋ 41：34．91� 11．0�
47 エ ル パ ソ 牡3黒鹿55 三浦 皇成�磯波勇F 武井 亮 日高 天羽 禮治 464＋ 81：35．0� 10．7�
12 タイセイエピソード 牡3栗 55 M．デムーロ田中 成奉氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 474＋ 41：35．31� 21．6	
48 ゴーストレート 牡4青鹿57 菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 494＋ 61：35．4� 103．9

23 クリーンドリーム 牡4芦 57 松岡 正海石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 490＋ 41：35．5� 141．9�
510 アルマドラード 牡4黒鹿57 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 540＋16 〃 クビ 7．3
35 � サンオブロジータ �5鹿 57 木幡 巧也�シンシアリー 萩原 清 日高 若林 順一 508－ 21：35．6アタマ 115．1�
36 ロンゴノット �5青 57 石橋 脩ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B498－10 〃 アタマ 45．1�
24 ティートラップ 牡5鹿 57 永野 猛蔵深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 460－ 21：36．02� 115．4�
612 インウィクトス 牡5鹿 57 原田 和真加藤 厚子氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 470＋ 81：36．31� 428．2�
714 キングスバーンズ 牡5栗 57 横山 武史丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 522± 0 〃 ハナ 19．4�
815 ユイノチャッキー 牡4栗 57 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 B506＋ 41：36．93� 11．5�
713 ジ ャ ッ ジ 牡5鹿 57 菅原 明良田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか 元茂牧場 520＋181：37．43 130．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 80，454，700円 複勝： 122，794，200円 枠連： 36，481，300円
馬連： 151，002，200円 馬単： 66，210，000円 ワイド： 121，773，500円
3連複： 235，049，100円 3連単： 291，175，100円 計： 1，104，940，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 300円 � 1，810円 枠 連（1－8） 560円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 430円 �� 3，040円 �� 10，580円

3 連 複 ��� 30，560円 3 連 単 ��� 78，940円

票 数

単勝票数 計 804547 的中 � 398379（1番人気）
複勝票数 計1227942 的中 � 559074（1番人気）� 70351（6番人気）� 9068（14番人気）
枠連票数 計 364813 的中 （1－8） 50473（2番人気）
馬連票数 計1510022 的中 �� 105624（5番人気）
馬単票数 計 662100 的中 �� 34971（5番人気）
ワイド票数 計1217735 的中 �� 81035（5番人気）�� 9786（33番人気）�� 2765（58番人気）
3連複票数 計2350491 的中 ��� 5767（83番人気）
3連単票数 計2911751 的中 ��� 2674（205番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．2―12．0―11．9―11．9―12．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―22．6―33．8―45．8―57．7―1：09．6―1：22．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バトルクライ �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．7．24 新潟4着

2019．5．16生 牡3栗 母 ディアコメット 母母 サ ム タ イ ム 10戦3勝 賞金 44，485，000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 テイエムマジック号
（非抽選馬） 1頭 ターニングアップ号



2701110月8日 曇 良 （4東京4） 第1日 第11競走 ��
��1，600�第8回サウジアラビアロイヤルカップ（ＧⅢ）

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

サウジアラビアジョッキークラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 33，000，000円 13，000，000円 8，300，000円 5，000，000円 3，300，000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
1：32．7
1：32．3

良
良

77 ドルチェモア 牡2鹿 55 横山 和生 �スリーエイチレーシング 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 472－ 81：33．4 6．8�
11 グ ラ ニ ッ ト 牡2鹿 55 嶋田 純次�ミルファーム 大和田 成 浦河 猿橋 義昭 444－ 41：33．61� 40．4�
88 シルヴァーデューク 牡2鹿 55 戸崎 圭太田畑 利彦氏 西村 真幸 新ひだか 沖田 博志 454－ 21：34．02� 8．8�
55 ノッキングポイント 牡2栗 55 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 474＋101：34．11 1．4�
44 マイネルケレリウス 牡2鹿 55 石川裕紀人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 418＋ 81：34．31� 13．3	
22 ブーケファロス 牡2鹿 55 菅原 明良矢野まり子氏 清水 英克 日高 クラウン日高牧場 436＋ 61：34．4	 18．4

33 ミシェラドラータ 牡2鹿 55 大野 拓弥福盛 訓之氏 清水 久詞 浦河 丸村村下

ファーム 476－ 21：34．5� 116．0�
89 フロムナウオン 牡2鹿 55 津村 明秀平田 修氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 548＋121：34．6クビ 14．1�
66 レッドソリッド 牡2鹿 55 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 504＋ 21：35．02� 63．0

（9頭）

売 得 金
単勝： 213，418，300円 複勝： 374，501，500円 枠連： 43，510，900円
馬連： 293，371，600円 馬単： 197，095，600円 ワイド： 250，475，600円
3連複： 490，972，800円 3連単： 1，227，312，700円 計： 3，090，659，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 390円 � 1，210円 � 440円 枠 連（1－7） 8，560円

馬 連 �� 8，800円 馬 単 �� 18，370円

ワ イ ド �� 2，070円 �� 650円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 15，130円 3 連 単 ��� 129，400円

票 数

単勝票数 計2134183 的中 � 264567（2番人気）
複勝票数 計3745015 的中 � 270693（2番人気）� 74718（7番人気）� 232242（3番人気）
枠連票数 計 435109 的中 （1－7） 3937（18番人気）
馬連票数 計2933716 的中 �� 25811（19番人気）
馬単票数 計1970956 的中 �� 8043（35番人気）
ワイド票数 計2504756 的中 �� 30245（19番人気）�� 104748（6番人気）�� 27954（21番人気）
3連複票数 計4909728 的中 ��� 24329（37番人気）
3連単票数 計12273127 的中 ��� 6876（200番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．2―34．8―46．3―57．8―1：08．9―1：20．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドルチェモア �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2022．8．20 札幌1着

2020．2．21生 牡2鹿 母 ア ユ サ ン 母母 バイザキャット 2戦2勝 賞金 40，322，000円

2701210月8日 曇 重 （4東京4） 第1日 第12競走 1，400�3歳以上1勝クラス
発走16時25分 （ダート・左）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

12 テイエムアトム 牡4栃栗57 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 バンブー牧場 B524± 01：22．4 4．7�
47 メテオフリューゲル 牡3栗 55 横山 武史ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 528＋ 21：23．03� 4．6�
11 ゲンパチプライド 牡3黒鹿 55

52 ▲水沼 元輝平野 武志氏 西田雄一郎 新ひだか 上村 清志 484＋101：23．1� 7．0�
23 シーオブドリームス 牝4青鹿 55

52 ▲原 優介�大樹ファーム 矢野 英一 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 480± 01：23．63 20．3�

714 キュートハイカー 牝3青鹿53 津村 明秀 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 深山 雅史 日高 豊洋牧場 416＋ 81：23．81� 16．1	

815 セブンダートオー 牡3黒鹿55 C．ルメール 前迫 義幸氏 奥村 武 むかわ 上水牧場 494＋ 81：23．9� 6．5

510 チュイション 牡4栗 57 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 B492＋ 41：24．0クビ 102．9�
48 � モンサンラディウス 牡4鹿 57 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 B504－ 81：24．1� 72．3�
713 サンマルクレイジー 牡3黒鹿 55

53 △小林 凌大相馬 勇氏 中野 栄治 日高 西野 春樹 404－201：24．31� 124．7
816 ヒノデミッチー 牡3栗 55 北村 宏司茂木 国久氏 松永 康利 新ひだか 木田牧場 526＋121：24．51 9．7�
612 グレンフィナン �7鹿 57

55 △横山 琉人�G1レーシング 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B494＋ 61：24．71� 129．7�
59 マイネルシトラス 牡3栗 55 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 浦河 金石牧場 522± 01：24．91� 3．8�
24 � ケ プ チ ャ ン 牡4栗 57 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 486－ 21：25．21� 307．8�
611� チョコレートミルク 牡3鹿 55 柴田 大知村田 滋氏 粕谷 昌央 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 458＋17 〃 アタマ 210．4�
36 ロザシアニン 牝3栗 53

50 ▲佐々木大輔加藤 徹氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 478＋161：25．73 185．5�
35 サーストンユタ 牡3芦 55 的場 勇人齊藤 宣彰氏 的場 均 浦河 富田牧場 486＋ 61：26．76 353．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 101，150，900円 複勝： 133，054，900円 枠連： 42，002，500円
馬連： 181，235，200円 馬単： 69，936，900円 ワイド： 153，270，000円
3連複： 287，636，200円 3連単： 339，220，700円 計： 1，307，507，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 190円 � 200円 枠 連（1－4） 800円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 440円 �� 420円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，960円 3 連 単 ��� 10，580円

票 数

単勝票数 計1011509 的中 � 171558（3番人気）
複勝票数 計1330549 的中 � 229161（2番人気）� 172877（3番人気）� 163899（4番人気）
枠連票数 計 420025 的中 （1－4） 40244（3番人気）
馬連票数 計1812352 的中 �� 124989（2番人気）
馬単票数 計 699369 的中 �� 21442（8番人気）
ワイド票数 計1532700 的中 �� 90717（4番人気）�� 94879（2番人気）�� 56895（9番人気）
3連複票数 計2876362 的中 ��� 109959（6番人気）
3連単票数 計3392207 的中 ��� 23237（22番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．5―12．0―11．8―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―34．6―46．6―58．4―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムアトム �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ブ ロ ッ コ デビュー 2020．10．31 東京4着

2018．3．18生 牡4栃栗 母 チリビリビン 母母 スイートバンブー 14戦2勝 賞金 27，280，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サーストンユタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年12月8日まで平地競走

に出走できない。



（4東京4）第1日 10月8日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重

競走回数 12回 出走頭数 181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

233，930，000円
5，620，000円
34，780，000円
1，430，000円
29，520，000円
82，066，000円
5，130，500円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
875，079，600円
1，234，687，500円
274，663，900円
1，311，946，100円
632，665，700円
1，149，601，500円
2，040，019，000円
2，972，764，000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
計 10，491，427，300円

総入場人員 19，879名 （有料入場人員 19，267名）
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