
2704910月16日 曇 良 （4東京4） 第5日 第1競走 1，400�2歳未勝利
発走9時55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
1：23．1
1：23．0

重
重

66 インザストーン 牡2鹿 55 菅原 明良グリーンスウォード小笠 倫弘 新冠 中山 高鹿康 468± 01：25．6 1．4�
67 マ ラ マ プ ア 牝2栗 54

53 ☆永野 猛蔵加藤 治氏 伊藤 圭三 安平 ノーザンファーム 480－ 41：26．23� 6．8�
810 マテリアルガール 牝2栗 54 内田 博幸 Him Rock Racing

ホールディングス� 西田雄一郎 浦河 �川 啓一 482＋ 21：26．41� 4．2�
22 カウノスライト 牡2鹿 55 丸田 恭介高橋 文男氏 宗像 義忠 日高 賀張三浦牧場 476＋ 21：27．03� 15．5�
33 テーオーマツカゼ 牡2栗 55 江田 照男大橋 利幸氏 蛯名 利弘 新冠 大林ファーム 462± 01：27．85 61．2�
44 イチゴホイップ 牝2黒鹿54 木幡 巧也田頭 勇貴氏 的場 均 日高 浜本牧場 460± 01：28．22� 167．3	
55 レオアトロポス 牝2鹿 54 津村 明秀�レオ 牧 光二 浦河 山田 昇史 462± 01：28．62 99．2

11 プレザントアンクル 牡2鹿 55 石川裕紀人臼井 一眞氏 蛯名 利弘 新ひだか 広田牧場 446－101：29．55 36．1�
78 カンタベリーハヤテ 牡2鹿 55 勝浦 正樹峰 哲馬氏 伊藤 伸一 むかわ ヤマイチ牧場 476－ 61：29．6� 184．6�
79 ナブラチロワ 牝2鹿 54 原田 和真三岡 陽氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 472－ 41：29．81� 287．4
811 シ ュ ン セ ツ 牝2芦 54

52 △山田 敬士中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 454－ 81：30．86 241．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 30，774，400円 複勝： 86，355，200円 枠連： 8，782，800円
馬連： 35，297，800円 馬単： 25，270，900円 ワイド： 27，211，800円
3連複： 56，863，900円 3連単： 116，000，300円 計： 386，557，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 100円 � 100円 枠 連（6－6） 330円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 440円

ワ イ ド �� 160円 �� 120円 �� 220円

3 連 複 ��� 270円 3 連 単 ��� 820円

票 数

単勝票数 計 307744 的中 � 173191（1番人気）
複勝票数 計 863552 的中 � 659293（1番人気）� 61774（3番人気）� 78988（2番人気）
枠連票数 計 87828 的中 （6－6） 20065（2番人気）
馬連票数 計 352978 的中 �� 74434（2番人気）
馬単票数 計 252709 的中 �� 42823（2番人気）
ワイド票数 計 272118 的中 �� 42548（2番人気）�� 68650（1番人気）�� 23646（4番人気）
3連複票数 計 568639 的中 ��� 154623（1番人気）
3連単票数 計1160003 的中 ��� 101470（2番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―11．9―12．5―12．1―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．3―36．2―48．7―1：00．8―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インザストーン �
�
父 インカンテーション �

�
母父 ゴールドヘイロー デビュー 2022．10．2 中京3着

2020．5．2生 牡2鹿 母 ディヴォーション 母母 トウホージュディ 2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナブラチロワ号・シュンセツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月16日

まで平地競走に出走できない。

2705010月16日 曇 良 （4東京4） 第5日 第2競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時20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
1：44．5
1：44．5

良
良

89 シルトホルン 牡2黒鹿55 大野 拓弥ディアレストクラブ� 新開 幸一 新冠 飛渡牧場 450＋ 21：47．7 5．8�
11 ク リ イ ロ 牝2栗 54 藤岡 佑介石井 輝昭氏 高橋 裕 浦河 大北牧場 394＋ 21：48．76 71．5�
55 コンエネルジア 牡2鹿 55 石川裕紀人 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B516＋10 〃 アタマ 2．2�
88 ビップピュアエース 牝2栗 54 江田 照男鈴木 邦英氏 高柳 瑞樹 平取 坂東牧場 432± 01：48．91� 25．6�
77 フジリョウエイ 牡2鹿 55 内田 博幸荒木 誠氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 478＋ 41：49．0� 61．5	
44 シンキングサベージ 牡2鹿 55 三浦 皇成佐藤 雄司氏 鹿戸 雄一 新冠 浜口牧場 490＋ 21：49．1� 3．8

22 ファンタジスタ 牡2鹿 55 岩田 康誠 �キャロットファーム 宮田 敬介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490± 01：49．41� 4．3�
33 スマートローラ 牝2鹿 54 武士沢友治大川 徹氏 粕谷 昌央 新ひだか 静内山田牧場 428－ 21：49．5� 215．2�
66 ド ゥ ワ ー 牝2芦 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 小笠 倫弘 新ひだか 松田牧場 442＋ 81：50．03 151．1
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売 得 金
単勝： 27，459，000円 複勝： 27，711，500円 枠連： 5，820，700円
馬連： 34，126，000円 馬単： 19，668，200円 ワイド： 23，600，600円
3連複： 47，299，700円 3連単： 88，502，700円 計： 274，188，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 200円 � 810円 � 110円 枠 連（1－8） 9，980円

馬 連 �� 13，600円 馬 単 �� 19，250円

ワ イ ド �� 3，050円 �� 340円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 7，550円 3 連 単 ��� 79，310円

票 数

単勝票数 計 274590 的中 � 39364（4番人気）
複勝票数 計 277115 的中 � 26918（4番人気）� 4656（7番人気）� 116728（1番人気）
枠連票数 計 58207 的中 （1－8） 452（17番人気）
馬連票数 計 341260 的中 �� 1944（19番人気）
馬単票数 計 196682 的中 �� 766（35番人気）
ワイド票数 計 236006 的中 �� 1822（19番人気）�� 20628（4番人気）�� 3611（13番人気）
3連複票数 計 472997 的中 ��� 4695（20番人気）
3連単票数 計 885027 的中 ��� 809（141番人気）

ハロンタイム 13．0―11．1―11．9―12．5―12．6―12．5―11．2―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．1―36．0―48．5―1：01．1―1：13．6―1：24．8―1：36．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F34．1

3 4，9（2，5）（3，8）7，1－6
2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シルトホルン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Langfuhr デビュー 2022．7．17 函館4着

2020．5．13生 牡2黒鹿 母 シンメイミヤビ 母母 ドーンランサム 3戦1勝 賞金 6，300，000円

第４回 東京競馬 第５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



2705110月16日 曇 良 （4東京4） 第5日 第3競走 1，400�2歳未勝利
発走10時50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

712 ショッキングブルー 牝2鹿 54
53 ☆永野 猛蔵 �ビッグレッドファーム 清水 英克 平取 有限会社中

田牧場 432＋ 61：22．6 14．3�
69 ベッラフロー 牝2鹿 54 丸田 恭介田畑 利彦氏 加藤 和宏 日高 広富牧場 452＋ 41：22．7クビ 8．2�
813 ヴェンチュラムーン 牡2鹿 55 吉田 豊西見 徹也氏 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 424± 0 〃 ハナ 2．9�
711 サティンボディス 牝2鹿 54 菅原 明良ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋ 21：23．23 2．1�
11 キースケデシュ 牝2黒鹿54 勝浦 正樹�高橋ファーム 伊藤 伸一 新ひだか タイヘイ牧場 454± 0 〃 ハナ 111．5�
46 サカジロレインボー 牝2栗 54 三浦 皇成ロイヤルパーク 高橋 康之 新ひだか 松田牧場 400－ 81：23．41 25．7	
45 カ イ ラ シ 牝2鹿 54 藤岡 佑介 
ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 浦河 酒井牧場 428± 01：23．51 17．5�
610 ナックブライアン 牡2鹿 55 木幡 巧也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新冠 大栄牧場 462－ 2 〃 ハナ 218．2�
814 レッツプロミス 牝2青鹿54 江田 照男�ミルファーム 本間 忍 新ひだか 高橋 義浩 412－101：23．71 159．8
58 タイシャククリゲ 牡2栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 532＋ 81：24．33� 39．3�
34 マ テ キ 牝2鹿 54

52 △山田 敬士 KAJIMOTOホー
ルディングス
 萱野 浩二 新冠 北星村田牧場 398＋ 41：24．72� 73．1�

33 グ ン グ ニ ル 牡2栗 55 武士沢友治松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 新ひだか 乾 皆雄 456± 0 〃 ハナ 305．5�
22 ペイシャマカロン 牝2鹿 54 野中悠太郎北所 直人氏 小西 一男 様似 髙村 伸一 386－ 21：25．12� 296．9�
57 トラファルガー 牡2黒鹿55 大野 拓弥田畑 利彦氏 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 498－ 2 〃 クビ 29．8�
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売 得 金
単勝： 37，284，400円 複勝： 50，064，500円 枠連： 15，236，800円
馬連： 57，421，200円 馬単： 29，244，100円 ワイド： 49，207，600円
3連複： 92，472，400円 3連単： 118，631，800円 計： 449，562，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 400円 � 300円 � 190円 枠 連（6－7） 630円

馬 連 �� 4，570円 馬 単 �� 9，290円

ワ イ ド �� 940円 �� 530円 �� 380円

3 連 複 ��� 3，440円 3 連 単 ��� 34，430円

票 数

単勝票数 計 372844 的中 � 21982（4番人気）
複勝票数 計 500645 的中 � 29010（4番人気）� 41966（3番人気）� 81357（2番人気）
枠連票数 計 152368 的中 （6－7） 18653（2番人気）
馬連票数 計 574212 的中 �� 9732（13番人気）
馬単票数 計 292441 的中 �� 2360（24番人気）
ワイド票数 計 492076 的中 �� 12520（10番人気）�� 23574（5番人気）�� 35136（3番人気）
3連複票数 計 924724 的中 ��� 20117（9番人気）
3連単票数 計1186318 的中 ��� 2498（94番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．6―12．4―11．7―11．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．5―35．1―47．5―59．2―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショッキングブルー �
�
父 バ ゴ �

�
母父 メイショウサムソン デビュー 2022．7．24 福島2着

2020．4．9生 牝2鹿 母 キスオブザビーナス 母母 ロージーミスト 4戦1勝 賞金 8，000，000円

2705210月16日 曇 良 （4東京4） 第5日 第4競走 ��1，600�2歳新馬
発走11時20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
1：36．2
1：36．2

不良
不良

713 ビターゼノビア 牝2栗 54 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 446 ―1：38．2 2．9�

814 オーサムデアラー 牡2栗 55 大野 拓弥吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 484 ―1：39．15 11．9�
34 � アフタヌーンドレス 牝2鹿 54 田辺 裕信ゴドルフィン 栗田 徹 米 Godolphin 512 ―1：39．52� 4．9�
22 レイズカイザー 牡2鹿 55 菅原 明良吉井 盛治氏 田村 康仁 浦河 梅田牧場 514 ―1：39．61 10．8�
815 タマモロック 牡2鹿 55

54 ☆永野 猛蔵タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 492 ―1：40．34 17．8�
35 ベルウッドグラス 牡2鹿 55 木幡 巧也鈴木 照雄氏 牧 光二 浦河 市川フアーム 476 ― 〃 クビ 18．4	
47 スタボーンイメル 牡2栗 55 岩田 康誠ケーエスHD 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 488 ―1：40．72� 13．9

23 クールトラッカー 牡2鹿 55 藤岡 佑介寺田 寿男氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 500 ―1：41．01� 9．8�
46 ナイトスピアー 牡2黒鹿55 原田 和真遠藤日出樹氏 小野 次郎 日高 U・M・A 474 ―1：41．1� 242．4�
611 ワイルドハンター 牡2鹿 55 柴田 大知伊東 純一氏 小笠 倫弘 浦河 谷川牧場 454 ―1：41．41� 63．1
11 ブレードキング 牡2黒鹿55 石川裕紀人大島 豊彦氏 岩戸 孝樹 浦河 杵臼牧場 512 ― 〃 クビ 36．4�
59 � シティオブハンター 牝2鹿 54 三浦 皇成田頭 勇貴氏 武藤 善則 米 Waymore

LLC 500 ―1：41．5クビ 8．7�
712 ナディアクイーン 牝2栗 54 井上 敏樹�髙昭牧場 和田 勇介 浦河 高昭牧場 456 ―1：42．03 144．6�
610 ジョイパピエーダ 牡2栗 55 武士沢友治西村 亮二氏 佐藤 吉勝 新冠 ハクツ牧場 440 ―1：42．53 249．2�
58 ダ ス ク 牡2栗 55 北村 友一 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 浦河 宮内牧場 484 ―1：42．6� 58．8�
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売 得 金
単勝： 40，119，300円 複勝： 44，778，300円 枠連： 15，084，200円
馬連： 59，442，800円 馬単： 23，644，000円 ワイド： 49，442，500円
3連複： 89，639，400円 3連単： 89，236，900円 計： 411，387，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 320円 � 160円 枠 連（7－8） 1，000円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 3，080円

ワ イ ド �� 740円 �� 340円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 2，820円 3 連 単 ��� 15，310円

票 数

単勝票数 計 401193 的中 � 112983（1番人気）
複勝票数 計 447783 的中 � 86964（1番人気）� 27389（6番人気）� 80669（2番人気）
枠連票数 計 150842 的中 （7－8） 11623（4番人気）
馬連票数 計 594428 的中 �� 25976（6番人気）
馬単票数 計 236440 的中 �� 5751（7番人気）
ワイド票数 計 494425 的中 �� 16458（7番人気）�� 40910（1番人気）�� 9906（13番人気）
3連複票数 計 896394 的中 ��� 23790（5番人気）
3連単票数 計 892369 的中 ��� 4225（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．2―36．7―49．2―1：01．7―1：14．0―1：25．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビターゼノビア �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Afleet Alex 初出走

2020．3．1生 牝2栗 母 ビタースウィート 母母 ムーンライトガーデンズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ブレードキング号・スタボーンイメル号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 スタボーンイメル号は，発走調教再審査。



2705310月16日 曇 良 （4東京4） 第5日 第5競走 ��1，400�2歳新馬
発走12時10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
1：20．1

良
良

714 シェーンプリマー 牝2鹿 54
53 ☆永野 猛蔵古岡 宏仁氏 黒岩 陽一 日高 木村牧場 466 ―1：23．5 18．1�

817 テンノメッセージ 牝2黒鹿54 三浦 皇成天白 泰司氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 460 ―1：23．81� 5．2�
818 ステークホルダー 牡2鹿 55 石橋 脩諸江 幸祐氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 460 ―1：23．9� 2．2�
510 トーセンジニアール 牡2栗 55 岩田 康誠島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 428 ― 〃 クビ 13．1�
59 スイーツバイキング 牝2黒鹿54 丸田 恭介 YTレーシング 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 436 ―1：24．11� 16．2�
715 エスシービビ 牝2鹿 54 内田 博幸工藤 圭司氏 加藤士津八 浦河 高松牧場 472 ―1：24．2クビ 27．4	
24 ティックルハート 牝2鹿 54 菅原 明良
G1レーシング 高木 登 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436 ― 〃 クビ 7．5�
35 ネザーランドリマ 牝2鹿 54 武士沢友治小川 敏夫氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 424 ―1：24．41 148．8�
713 レ デ ィ ア ス 牝2栗 54 津村 明秀中山 栄一氏 鈴木慎太郎 安平 追分ファーム 422 ―1：24．51 115．7
12 シ ナ モ ン 牝2青鹿54 柴田 大知松平 正樹氏 伊藤 大士 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 396 ― 〃 ハナ 75．6�
816 イルルージュ 牝2黒鹿54 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 嘉藤 貴行 新ひだか 村上牧場 430 ― 〃 クビ 13．6�
36 ニシノスイセイ 牡2栗 55 野中悠太郎西山 茂行氏 青木 孝文 新冠 中山 高鹿康 458 ―1：24．6クビ 72．4�
611 ベ ル エ ト 牝2黒鹿54 木幡 巧也辻子 依旦氏 牧 光二 日高 ヤナガワ牧場 432 ― 〃 クビ 28．4�
11 ラヴァンドラ 牝2鹿 54 菅原 隆一佐藤 啓子氏 蛯名 利弘 新冠 佐藤牧場 438 ―1：24．81� 170．0�
23 コハクノカガヤキ 牝2栗 54 高倉 稜 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 前谷 武志 432 ―1：24．9クビ 121．5�
47 バクハツアフロ 牝2青鹿 54

52 △山田 敬士内田 玄祥氏 松永 康利 平取 びらとり牧場 394 ―1：25．43 99．0�
612 フリューゲル 牡2鹿 55 石川裕紀人黒川 暁子氏 上原 博之 浦河 桑田牧場 462 ―1：26．35 76．5�
48 カームマインド 牝2鹿 54 原田 和真田頭 勇貴氏 松永 康利 日高 日西牧場 422 ―1：27．47 182．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 39，860，700円 複勝： 45，296，800円 枠連： 20，038，900円
馬連： 57，521，000円 馬単： 24，469，900円 ワイド： 53，473，600円
3連複： 87，042，200円 3連単： 89，191，000円 計： 416，894，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，810円 複 勝 � 300円 � 160円 � 130円 枠 連（7－8） 600円

馬 連 �� 3，410円 馬 単 �� 8，040円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 600円 �� 260円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 24，500円

票 数

単勝票数 計 398607 的中 � 18645（7番人気）
複勝票数 計 452968 的中 � 27572（6番人気）� 69906（2番人気）� 123620（1番人気）
枠連票数 計 200389 的中 （7－8） 25870（3番人気）
馬連票数 計 575210 的中 �� 13040（11番人気）
馬単票数 計 244699 的中 �� 2280（27番人気）
ワイド票数 計 534736 的中 �� 10345（15番人気）�� 21575（6番人気）�� 61086（1番人気）
3連複票数 計 870422 的中 ��� 29407（3番人気）
3連単票数 計 891910 的中 ��� 2639（61番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．3―36．9―49．8―1：01．1―1：12．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F33．7
3 14，17（2，18）（6，9，11）（1，4，15）10（3，16）（7，13）5－8－12 4 14（2，17，18）（6，9，11）1（4，10，15）（3，13，16）（7，5）－12，8

勝馬の
紹 介

シェーンプリマー �
�
父 リアルスティール �

�
母父 アグネスデジタル 初出走

2020．4．15生 牝2鹿 母 バラベルサイユ 母母 ナイスグリンベル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 フリューゲル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 ウイキャンファイト号

2705410月16日 曇 良 （4東京4） 第5日 第6競走 ��1，300�3歳以上1勝クラス
発走12時40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
1：16．1
1：16．1

重
重

66 ホワイトガーベラ 牡3芦 55 石橋 脩楠本 勝美氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 506＋281：17．8 2．3�
77 オーロラアーク 牝3芦 53 武士沢友治松谷 翔太氏 石栗 龍彦 日高 豊洋牧場 434－ 41：18．43� 4．8�
11 ア イ ス マ ン 牡4芦 57

56 ☆永野 猛蔵岡 浩二氏 土田 稔 新冠 有限会社 大
作ステーブル 460＋ 81：18．5アタマ 7．3�

22 ライヴクラッカー 牡4黒鹿57 木幡 巧也澤田 孝之氏 牧 光二 新冠 守矢牧場 B492± 01：19．14 37．6�
55 ネオレインボウ �6鹿 57 吉田 豊西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 496＋ 21：19．73� 16．7�
89 ローズブルーム 牝3栗 53 丸田 恭介�ミルファーム 伊藤 大士 日高 賀張中川牧場 452＋ 61：19．8クビ 28．4	
33 � ストロングカレント 牡4鹿 57 田辺 裕信 
CHEVAL AT-

TACHE 伊坂 重信 新冠 村上牧場 486＋ 41：20．01	 49．7�
44 
 ニルアドミラリ 牡4鹿 57 三浦 皇成
ノースヒルズ 和田正一郎 米 Scott Dil-

worth 556－101：20．42� 2．9�
（8頭）

88 
 シーヴィクセン 牝3鹿 53 北村 宏司長谷川祐司氏 蛯名 正義 米 Breeze
Easy, LLC ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 36，110，600円 複勝： 32，939，300円 枠連： 7，263，200円
馬連： 47，269，300円 馬単： 25，645，200円 ワイド： 36，477，700円
3連複： 62，018，800円 3連単： 118，594，300円 計： 366，318，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 120円 � 150円 枠 連（6－7） 600円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 260円 �� 350円 �� 340円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 2，980円

票 数

単勝票数 差引計 361106（返還計 5760） 的中 � 122489（1番人気）
複勝票数 差引計 329393（返還計 1267） 的中 � 90245（1番人気）� 67927（2番人気）� 44172（4番人気）
枠連票数 差引計 72632（返還計 38） 的中 （6－7） 9252（2番人気）
馬連票数 差引計 472693（返還計 5791） 的中 �� 61690（2番人気）
馬単票数 差引計 256452（返還計 3750） 的中 �� 20538（3番人気）
ワイド票数 差引計 364777（返還計 3089） 的中 �� 37764（3番人気）�� 25541（6番人気）�� 26847（5番人気）
3連複票数 差引計 620188（返還計 12453） 的中 ��� 50051（4番人気）
3連単票数 差引計1185943（返還計 23547） 的中 ��� 28763（7番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホワイトガーベラ 
�
父 アジアエクスプレス 

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2022．3．12 中山3着

2019．4．22生 牡3芦 母 ホワイトポピー 母母 ヴァージンスノー 6戦2勝 賞金 18，920，000円
〔出走取消〕 シーヴィクセン号は，疾病〔右前肢跛行〕のため出走取消。



2705510月16日 曇 良 （4東京4） 第5日 第7競走 2，400�3歳以上1勝クラス
発走13時10分 （芝・左）

負担重量は，3歳54�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
2：20．6
2：20．6

良
良

811 レッドミラージュ 牝3鹿 52 津村 明秀大島 昌也氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 426± 02：23．8 6．1�
44 サイモンバロン 牡3鹿 54 田辺 裕信澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 新井 昭二 476－ 42：24．43� 3．3�
812 ビートザレコード 牡3鹿 54 吉田 豊�G1レーシング 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 42：24．5� 106．6�
68 ワープスピード 牡3鹿 54 菅原 明良山田 弘氏 高木 登 安平 ノーザンファーム B494± 02：24．6� 5．8�
33 ルヴェルディ 牡3鹿 54 北村 宏司 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 468－ 4 〃 クビ 14．3	
67 ネイチャーシップ 牡4芦 57 野中悠太郎 �サザンホールディング 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 502＋102：24．7クビ 16．7

710 リッチブラック 牡3青 54 石川裕紀人辻 助氏 友道 康夫 浦河 辻 牧場 464＋ 42：24．91� 5．2�
22 フィレンツェ 牡3鹿 54 藤岡 佑介田畑 利彦氏 加藤士津八 新ひだか 矢野牧場 454＋ 22：25．11� 15．3�
55 � サンデイビス 牡4芦 57 柴田 善臣 �加藤ステーブル 村田 一誠 日高 株式会社

ケイズ 512＋12 〃 ハナ 28．0
79 エクスインパクト �4鹿 57 内田 博幸 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 474± 0 〃 ハナ 11．7�
56 ナ ミ ブ �6鹿 57 江田 照男�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 472＋162：25．95 183．4�
11 キタサンドーシン 牡3青鹿 54

53 ☆永野 猛蔵�大野商事 奥村 武 新冠 村田牧場 B466＋182：26．64 10．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 41，497，300円 複勝： 66，800，800円 枠連： 14，879，000円
馬連： 79，335，400円 馬単： 30，663，800円 ワイド： 65，130，000円
3連複： 117，204，800円 3連単： 119，792，100円 計： 535，303，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 230円 � 160円 � 2，290円 枠 連（4－8） 1，190円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 520円 �� 8，880円 �� 5，630円

3 連 複 ��� 32，210円 3 連 単 ��� 120，790円

票 数

単勝票数 計 414973 的中 � 53701（4番人気）
複勝票数 計 668008 的中 � 79134（4番人気）� 134121（1番人気）� 5398（11番人気）
枠連票数 計 148790 的中 （4－8） 9641（5番人気）
馬連票数 計 793354 的中 �� 50460（2番人気）
馬単票数 計 306638 的中 �� 8459（8番人気）
ワイド票数 計 651300 的中 �� 35307（3番人気）�� 1794（48番人気）�� 2840（45番人気）
3連複票数 計1172048 的中 ��� 2729（104番人気）
3連単票数 計1197921 的中 ��� 719（467番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．3―12．5―12．3―11．9―12．4―11．9―11．8―11．3―11．3―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�
12．7―23．9―36．2―48．7―1：01．0―1：12．9―1：25．3―1：37．2―1：49．0―2：00．3―2：11．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドミラージュ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．10．16 東京7着

2019．2．28生 牝3鹿 母 ラ キ シ ス 母母 マジックストーム 6戦2勝 賞金 15，000，000円
〔騎手変更〕 ビートザレコード号の騎手三浦皇成は，検査のため吉田豊に変更。
〔制裁〕 サンデイビス号の騎手柴田善臣は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

2705610月16日 曇 良 （4東京4） 第5日 第8競走 ��
��1，600�3歳以上2勝クラス

発走13時40分 （ダート・左）
負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．5
1：33．3

重
良

11 エコロファルコン 牡4鹿 57 石川裕紀人原村 正紀氏 矢野 英一 新ひだか 山田牧場 498＋ 41：36．6 13．8�
22 � アイリッシュセンス 牡4鹿 57 菅原 明良 KRジャパン 杉山 晴紀 米 Normandy

Farm LLC 482± 01：37．23	 2．1�
610� シェイリーン 牝3芦 53 北村 友一吉田 和美氏 池添 学 米 Town & Country

Horse Farms, LLC B494＋ 81：37．52 5．7�
58 
 ゴールドレッグス �4黒鹿57 藤岡 佑介西村 健氏 新谷 功一 安平 ノーザンファーム B518＋ 21：37．6クビ 53．3�
23 インナーアリュール 牡5鹿 57 武士沢友治平井 裕氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 488＋11 〃 ハナ 173．5�
59 フィナールショコラ 牝5黒鹿55 津村 明秀吉田 千津氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 444＋12 〃 クビ 66．6�
46 
 ウインジョイフル 牡5青鹿57 内田 博幸庄司 修二氏 鈴木慎太郎 新ひだか 松田牧場 498－ 21：37．7クビ 7．8	
611
 ターニングアップ 牡4鹿 57 勝浦 正樹
ミルファーム 石毛 善彦 新冠 中本 隆志 472＋ 4 〃 クビ 27．5�
713 キングスフィリア 牝4黒鹿55 岩田 康誠 
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＋ 41：37．8クビ 7．0�
34 マイコレット 牝4芦 55

53 △山田 敬士伊東 純一氏 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 B506＋ 61：38．33 262．7
814 ヴィクトリオーソ 牡5鹿 57

56 ☆永野 猛蔵 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 日高 賀張中川牧場 524＋ 4 〃 アタマ 7．1�

35 ゴールドフレーム �6栗 57 北村 宏司外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 478－ 61：38．4クビ 140．6�
47 ペプチドオリバー �6栗 57 江田 照男沼川 一彦氏 石毛 善彦 日高 木村牧場 476－121：38．72 164．3�
712 クアトロマジコ 牡3鹿 55 大野 拓弥大塚 亮一氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 520－ 21：38．91	 41．4�
815
 ブーケドフルール 牝4青鹿55 三浦 皇成村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 428－ 41：39．21� 56．4�
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売 得 金
単勝： 51，956，000円 複勝： 68，230，900円 枠連： 17，640，100円
馬連： 98，221，800円 馬単： 38，263，100円 ワイド： 78，034，600円
3連複： 137，586，600円 3連単： 160，754，200円 計： 650，687，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 290円 � 130円 � 200円 枠 連（1－2） 1，160円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 2，820円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，520円 �� 340円

3 連 複 ��� 3，020円 3 連 単 ��� 20，560円

票 数

単勝票数 計 519560 的中 � 29927（6番人気）
複勝票数 計 682309 的中 � 45110（6番人気）� 192160（1番人気）� 80208（5番人気）
枠連票数 計 176401 的中 （1－2） 11748（5番人気）
馬連票数 計 982218 的中 �� 58485（5番人気）
馬単票数 計 382631 的中 �� 10171（10番人気）
ワイド票数 計 780346 的中 �� 36057（5番人気）�� 11886（16番人気）�� 65446（2番人気）
3連複票数 計1375866 的中 ��� 34137（9番人気）
3連単票数 計1607542 的中 ��� 5666（60番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．8―12．5―12．6―12．0―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―35．1―47．6―1：00．2―1：12．2―1：24．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エコロファルコン �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．10．10 東京6着

2018．4．16生 牡4鹿 母 サクラヴィッキー 母母 サクラヴィクトリア 12戦3勝 賞金 37，682，000円



2705710月16日 曇 良 （4東京4） 第5日 第9競走 ��3，110�第24回東京ハイジャンプ（Ｊ・ＧⅡ）
発走14時15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 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード3：24．8良

22 ゼノヴァース 牡5鹿 60 森 一馬�フクキタル 小林 真也 新冠 パカパカ
ファーム 456＋ 23：25．9 6．3�

812 ホッコーメヴィウス �6鹿 60 黒岩 悠北幸商事� 清水 久詞 浦河 高昭牧場 480＋ 43：26．22 2．4�
67 ダイシンクローバー �6黒鹿60 高田 潤大八木信行氏 安田 隆行 新冠 カミイスタット 484＋ 83：28．4大差 110．1�
55 メイショウウチデ 牡6鹿 60 小坂 忠士松本 和子氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 466＋ 23：29．25 15．4�
811 テイエムクロムシャ 牡6青鹿60 植野 貴也竹園 正繼氏 鈴木 孝志 浦河 谷川牧場 474－103：30．37 88．7�
33 レオビヨンド 牡6鹿 60 平沢 健治�レオ 高柳 大輔 浦河 中島牧場 512＋103：30．51� 12．3	
710 スマートアペックス 牡5青鹿60 中村 将之大川 徹氏 中村 直也 日高 株式会社ス

マート 478－123：31．03 10．9

79 グローリーグローリ 牡7黒鹿60 小野寺祐太深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 506± 03：31．63� 177．1�
68 オジュウチョウサン 牡11鹿 62 石神 深一�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 502－ 83：33．4大差 2．7�
44 マイネルレオーネ 牡10黒鹿60 小牧加矢太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 414＋ 63：33．71	 28．7
56 マ ー ニ 牡6黒鹿61 北沢 伸也岡 浩二氏 
島 一歩 浦河 日進牧場 458＋ 43：35．410 69．9�
11 モ サ 牡6鹿 60 西谷 誠岡 浩二氏 角田 晃一 新冠 有限会社 大

作ステーブル 504－ 63：37．7大差 161．6�
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売 得 金
単勝： 71，278，600円 複勝： 63，291，900円 枠連： 19，713，700円
馬連： 114，158，000円 馬単： 61，420，200円 ワイド： 83，602，600円
3連複： 209，344，900円 3連単： 358，679，900円 計： 981，489，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 200円 � 120円 � 1，240円 枠 連（2－8） 710円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 330円 �� 4，540円 �� 3，560円

3 連 複 ��� 16，900円 3 連 単 ��� 87，320円

票 数

単勝票数 計 712786 的中 � 90497（3番人気）
複勝票数 計 632919 的中 � 74372（3番人気）� 212835（1番人気）� 7717（10番人気）
枠連票数 計 197137 的中 （2－8） 21360（2番人気）
馬連票数 計1141580 的中 �� 120942（2番人気）
馬単票数 計 614202 的中 �� 23282（8番人気）
ワイド票数 計 836026 的中 �� 74571（2番人気）�� 4345（30番人気）�� 5565（27番人気）
3連複票数 計2093449 的中 ��� 9287（41番人気）
3連単票数 計3586799 的中 ��� 2978（200番人気）
上り 1マイル 1：44．9 4F 52．7－3F 39．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→
」
1
�
12＝2－5，10（8，4）3，9，7，11，6＝1
12＝2－5＝8－7（10，9）3－11－4＝6＝1

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

勝馬の
紹 介

ゼノヴァース �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Beat Hollow デビュー 2019．10．27 東京4着

2017．1．7生 牡5鹿 母 リズムオブライト 母母 Luminda 障害：8戦3勝 賞金 84，210，000円

2705810月16日 曇 良 （4東京4） 第5日 第10競走 ��
��1，400�テ レ ビ 静 岡 賞

発走14時50分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス，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

テレビ静岡賞（1着）
賞 品

本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

610 ナンヨーアイボリー 牝4鹿 55 石橋 脩中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 422－ 81：23．9 7．4�
814 メイショウヒューマ 牡4鹿 57 藤岡 佑介松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 490－ 6 〃 クビ 7．3�
46 オーマイガイ 牡9栗 57 柴田 大知廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 468＋ 4 〃 ハナ 71．8�
34 ラフストリーム 牡4鹿 57 大野 拓弥牧埜 幸一氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 532－101：24．0� 5．8�
813 フジノタカネ 牡6芦 57 石川裕紀人星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B536－ 81：24．1� 11．0�
712 フルヴォート 牡4鹿 57 北村 友一 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 504＋ 81：24．3	 2．1	
69 ソーラーフレア 牡7鹿 57 津村 明秀ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋ 4 〃 アタマ 45．8

45 プエルタデルソル 牡8栗 57 内田 博幸前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474－ 81：24．62 57．2�
11 ラインオブフェイト 牝4栗 55 岩田 康誠 �YGGホースクラブ 田島 俊明 日高 奥山 博 482＋201：24．8	 12．4
33 マイヨアポア 牝4鹿 55 三浦 皇成 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 486± 01：24．9	 13．9�
57 
 アメリカンファクト 牡7栗 57 菅原 明良 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 Nesco II Ltd. B510＋ 61：25．0クビ 51．0�
58 フィールザファラオ 牡7黒鹿57 北村 宏司櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 B470± 01：25．21� 72．2�
711 エピックアン 牡7芦 57 野中悠太郎 TURFレーシング 大和田 成 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B500－ 61：25．52 128．7�
22 トモジャドット 牡6栗 57 江田 照男吉冨 朝美氏 小笠 倫弘 新冠 ハクツ牧場 B542＋ 41：26．56 168．5�
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売 得 金
単勝： 65，872，700円 複勝： 75，746，600円 枠連： 29，180，900円
馬連： 143，763，100円 馬単： 53，699，800円 ワイド： 100，788，100円
3連複： 214，634，900円 3連単： 234，784，700円 計： 918，470，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 280円 � 330円 � 1，370円 枠 連（6－8） 1，540円

馬 連 �� 3，220円 馬 単 �� 6，640円

ワ イ ド �� 830円 �� 6，280円 �� 4，990円

3 連 複 ��� 55，350円 3 連 単 ��� 257，900円

票 数

単勝票数 計 658727 的中 � 70956（4番人気）
複勝票数 計 757466 的中 � 79382（3番人気）� 64077（5番人気）� 12402（12番人気）
枠連票数 計 291809 的中 （6－8） 14621（7番人気）
馬連票数 計1437631 的中 �� 34581（11番人気）
馬単票数 計 536998 的中 �� 6064（23番人気）
ワイド票数 計1007881 的中 �� 32867（7番人気）�� 4022（52番人気）�� 5073（46番人気）
3連複票数 計2146349 的中 ��� 2908（123番人気）
3連単票数 計2347847 的中 ��� 660（551番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．6―11．7―12．0―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．5―35．1―46．8―58．8―1：11．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．1
3 ・（14，1）6，3，9，10，2（4，12）（5，13）（8，11）－7 4 14（1，6）－（3，9）－10，2，12，4（5，13）（8，11）－7

勝馬の
紹 介

ナンヨーアイボリー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．10．25 京都14着

2018．4．21生 牝4鹿 母 ナンヨーカノン 母母 ピ ラ ミ マ 19戦4勝 賞金 52，028，000円

１レース目



2705910月16日 曇 良 （4東京4） 第5日 第11競走 ��
��2，000�オクトーバーステークス（Ｌ）

発走15時30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，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）

賞 品
本 賞 26，000，000円 10，000，000円 6，500，000円 3，900，000円 2，600，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

611 ゴールドスミス 	8黒鹿56 大野 拓弥ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 530－ 61：58．1 17．2�

48 ラストドラフト 牡6黒鹿58 三浦 皇成 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 468＋ 61：58．31 11．8�
24 トゥーフェイス 牡4鹿 56 菅原 明良 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 496＋ 8 〃 クビ 4．3�
59 ブ ラ ヴ ァ ス 牡6鹿 59 内田 博幸佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 496－ 6 〃 アタマ 53．4�
816 パ ト リ ッ ク 牡6鹿 56 藤岡 佑介 �カナヤマホール

ディングス 岡田 稲男 浦河 有限会社
松田牧場 476＋ 4 〃 アタマ 52．4	

47 シュヴァリエローズ 牡4鹿 56 北村 友一 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 456＋ 41：58．4クビ 5．5

612 プレシャスブルー 牡8鹿 56 勝浦 正樹石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 B434－ 41：58．61
 50．9�
12 バ ジ オ ウ 牡4鹿 56 田辺 裕信鈴木 剛史氏 田中 博康 千歳 社台ファーム 478＋ 81：58．7クビ 3．5�
815 ハーメティキスト 牡6鹿 56 北村 宏司 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 470＋ 6 〃 アタマ 85．6
23 ヴァンランディ 牡6鹿 56 柴田 大知 �サンデーレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 462－ 41：58．8
 43．3�
35 トラストケンシン 牡7鹿 56 丸田 恭介菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 468＋ 41：58．9
 18．3�
714 サトノエルドール 牡6鹿 57 永野 猛蔵 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 追分ファーム B474－ 2 〃 アタマ 143．7�
510 ショウナンマグマ 牡3鹿 54 津村 明秀国本 哲秀氏 尾関 知人 登別 青藍牧場 504－ 21：59．0� 11．0�
11 レッドサイオン 	6鹿 56 石川裕紀人 �東京ホースレーシング 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム B436－ 6 〃 クビ 52．5�
36 バイオスパーク 牡7黒鹿58 吉田 豊宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 462－101：59．1
 140．1�
713 サクラトゥジュール 牡5青鹿56 石橋 脩�さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 514－ 4 〃 ハナ 6．8�
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売 得 金
単勝： 87，668，200円 複勝： 108，037，000円 枠連： 54，367，100円
馬連： 288，259，400円 馬単： 95，446，600円 ワイド： 174，097，400円
3連複： 442，935，700円 3連単： 470，562，400円 計： 1，721，373，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，720円 複 勝 � 440円 � 330円 � 200円 枠 連（4－6） 2，670円

馬 連 �� 13，040円 馬 単 �� 27，540円

ワ イ ド �� 3，350円 �� 1，500円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 17，790円 3 連 単 ��� 169，470円

票 数

単勝票数 計 876682 的中 � 40671（7番人気）
複勝票数 計1080370 的中 � 56309（8番人気）� 81666（5番人気）� 170059（2番人気）
枠連票数 計 543671 的中 （4－6） 15732（11番人気）
馬連票数 計2882594 的中 �� 17124（35番人気）
馬単票数 計 954466 的中 �� 2599（74番人気）
ワイド票数 計1740974 的中 �� 13077（34番人気）�� 30032（19番人気）�� 40584（10番人気）
3連複票数 計4429357 的中 ��� 18669（53番人気）
3連単票数 計4705624 的中 ��� 2013（467番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．6―36．1―47．5―59．1―1：11．0―1：22．9―1：34．3―1：46．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

ゴールドスミス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Cape Cross デビュー 2016．12．11 中山1着

2014．5．13生 	8黒鹿 母 ザ ミ リ ア 母母 Angelic Sounds 23戦6勝 賞金 106，474，000円

2706010月16日 曇 良 （4東京4） 第5日 第12競走 ��1，600�
た か の す や ま

鷹 巣 山 特 別
発走16時10分 （芝・左）
3歳以上，2勝クラス，R3．10．16以降R4．10．10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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

714 ジャスティンスカイ 牡3鹿 54 石橋 脩三木 正浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 526＋ 61：32．6 5．9�
48 サーマルウインド 牝3鹿 51 北村 宏司 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 518＋ 81：32．81 14．0�
817 ニシノスーベニア 牡3黒鹿53 三浦 皇成西山 茂行氏 上原 博之 日高 西山牧場 534＋14 〃 クビ 36．1�
612 ロードカテドラル 牡3黒鹿54 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 494－ 2 〃 クビ 3．5�
715 ヴィクトゥーラ 牡4黒鹿55 藤岡 佑介近藤 英子氏 金成 貴史 浦河 辻 牧場 484＋ 41：33．01 8．7	
36 アドマイヤハレー 牡4青鹿54 内田 博幸近藤 旬子氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 470＋ 6 〃 クビ 34．9

59 コミカライズ 牝5青鹿52 勝浦 正樹吉田 照哉氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 484＋18 〃 アタマ 17．2�
818 ボルザコフスキー 牡3黒鹿53 石川裕紀人犬塚悠治郎氏 清水 久詞 新冠 ハクレイファーム 512＋ 61：33．1� 10．6�
12 イズンシーラブリー 牝4鹿 54 菅原 明良諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 424± 01：33．31� 6．5
510 ピースユニヴァース 牡7鹿 54 木幡 巧也久米田正平氏 尾形 和幸 新冠 秋田牧場 498＋ 41：33．51� 238．1�
35 ショーヒデキラ 牡6鹿 55 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 日進牧場 488± 0 〃 ハナ 56．1�
611 フォティノース 牝4黒鹿52 高倉 稜 �社台レースホース杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 448＋ 61：33．6� 27．4�
11 シュヴェルトライテ 牝3栗 51 永野 猛蔵 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 438＋ 21：33．7� 9．4�
816 アップストリーム 牝4黒鹿53 大野 拓弥下河辺隆行氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 476＋ 61：34．01� 28．6�
713 ア オ イ モ エ 牝3鹿 51 吉田 豊新谷 幸義氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 394－ 21：34．32 31．1�
47 スピードオブラブ 牝5鹿 50 江田 照男石井 義人氏 中川 公成 青森 ワールドファーム 458＋101：34．72 194．8�
23 イルデレーヴ 牡4鹿 54 北村 友一 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 486－ 2 〃 アタマ 165．2�
24 ラキャラントシス 牝5栗 52 野中悠太郎�山王飯店 鈴木 伸尋 日高 奥山 博 490＋ 81：35．02 131．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 99，334，400円 複勝： 126，114，100円 枠連： 53，517，700円
馬連： 212，731，700円 馬単： 72，275，900円 ワイド： 173，786，800円
3連複： 343，230，600円 3連単： 350，555，200円 計： 1，431，546，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 250円 � 460円 � 930円 枠 連（4－7） 2，500円

馬 連 �� 3，790円 馬 単 �� 7，310円

ワ イ ド �� 2，000円 �� 4，740円 �� 6，200円

3 連 複 ��� 65，400円 3 連 単 ��� 293，470円

票 数

単勝票数 計 993344 的中 � 134616（2番人気）
複勝票数 計1261141 的中 � 150592（3番人気）� 69676（7番人気）� 31407（14番人気）
枠連票数 計 535177 的中 （4－7） 16559（10番人気）
馬連票数 計2127317 的中 �� 43424（11番人気）
馬単票数 計 722759 的中 �� 7410（20番人気）
ワイド票数 計1737868 的中 �� 22727（19番人気）�� 9401（57番人気）�� 7156（70番人気）
3連複票数 計3432306 的中 ��� 3936（212番人気）
3連単票数 計3505552 的中 ��� 866（951番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．4―11．5―11．8―11．2―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―34．7―46．2―58．0―1：09．2―1：20．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャスティンスカイ �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 Numerous デビュー 2021．8．1 函館2着

2019．1．19生 牡3鹿 母 リアリサトリス 母母 Riziere 6戦3勝 賞金 36，216，000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。
（非抽選馬） 1頭 アサケエース号

４レース目



（4東京4）第5日 10月16日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 162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

297，000，000円
5，620，000円
36，560，000円
2，130，000円
38，710，000円
74，660，000円
5，523，000円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
629，215，600円
795，366，900円
261，525，100円
1，227，547，500円
499，711，700円
914，853，300円
1，900，273，900円
2，315，285，500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 8，543，779，500円

総入場人員 23，941名 （有料入場人員 23，401名）
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