
2706110月22日 曇 良 （4東京4） 第6日 第1競走 1，600�2歳未勝利
発走10時15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
1：36．2
1：36．2

不良
不良

57 メリオルヴィータ 牝2栗 54 福永 祐一�G1レーシング 池上 昌和 安平 追分ファーム 478＋ 41：39．4 3．8�
44 エ テ ル ネ ル 牝2黒鹿54 石川裕紀人ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466＋16 〃 ハナ 39．4�
56 エンプレスペイ 牝2鹿 54 C．ルメール DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 洞�湖 レイクヴィラファーム 442＋ 2 〃 ハナ 3．5�
711 シュヴァルツリーベ 牝2黒鹿54 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 林 徹 清水 リトルブルーファーム 444－ 21：40．03� 4．8�
22 オ ラ ン ジ ー 牝2黒鹿54 柴田 大知 �シルクレーシング 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 456＋121：40．32 142．1	
33 クエイヴァー 牝2栗 54 荻野 極 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 444－ 4 〃 アタマ 95．4

68 ミ ズ カ ガ ミ 牝2青鹿 54

53 ☆永野 猛蔵�シンユウ企画 土田 稔 新冠 シンユウフアーム 444－ 41：40．4クビ 145．9�
812 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 462± 01：40．72 4．4�
69 ポ リ リ ン 牝2鹿 54 木幡 巧也 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 小野瀬 竜馬 452＋ 21：40．91� 197．9
11 カフェハーモニー 牝2鹿 54 北村 宏司西川 光一氏 古賀 慎明 浦河 三嶋牧場 428＋ 21：41．11 37．5�
710 マーゴットピア 牝2青鹿54 伊藤 工真前田 良平氏 伊坂 重信 新ひだか 前田ファーム 440－ 41：42．37 292．4�
813 クレアチョウサン 牝2栗 54 田辺 裕信�チョウサン 石毛 善彦 平取 坂東牧場 462－14 〃 クビ 9．4�
45 パルピターレ 牝2黒鹿54 菅原 明良吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：42．61� 42．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 41，245，700円 複勝： 53，011，100円 枠連： 14，534，500円
馬連： 60，847，400円 馬単： 29，205，900円 ワイド： 51，087，300円
3連複： 90，329，400円 3連単： 112，765，800円 計： 453，027，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 680円 � 130円 枠 連（4－5） 1，320円

馬 連 �� 7，820円 馬 単 �� 10，210円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 250円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 5，000円 3 連 単 ��� 35，950円

票 数

単勝票数 計 412457 的中 � 91297（2番人気）
複勝票数 計 530111 的中 � 106886（2番人気）� 12410（8番人気）� 128690（1番人気）
枠連票数 計 145345 的中 （4－5） 8508（5番人気）
馬連票数 計 608474 的中 �� 6027（18番人気）
馬単票数 計 292059 的中 �� 2144（28番人気）
ワイド票数 計 510873 的中 �� 6409（19番人気）�� 62307（1番人気）�� 6510（18番人気）
3連複票数 計 903294 的中 ��� 13548（15番人気）
3連単票数 計1127658 的中 ��� 2274（100番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―12．1―12．5―13．0―12．2―12．8―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―35．4―47．9―1：00．9―1：13．1―1：25．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．5―3F38．5
3 4（1，7，11）6，12－（8，13）－（10，3）（9，2）＝5 4 4，7（1，11）6－12（8，13）－（10，3）9，2－5

勝馬の
紹 介

メリオルヴィータ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Starspangledbanner デビュー 2022．6．5 東京8着

2020．4．10生 牝2栗 母 メ リ オ ー ラ 母母 Messelina 3戦1勝 賞金 7，300，000円

2706210月22日 曇 良 （4東京4） 第6日 第2競走 ��1，400�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 5，200，000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

711 サノノウォーリア 牡2鹿 55 石川裕紀人佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 472－ 41：26．3 20．4�
813 セイウンダマシイ 牡2青 55 内田 博幸西山 茂行氏 武市 康男 新ひだか タツヤファーム 464－ 21：27．04 6．9�
11 ゴーマックス 牡2栗 55 C．ルメール 大野 照旺氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 484－ 21：27．1� 3．1�
814 タイセイドルチェ 牝2黒鹿 54

53 ☆永野 猛蔵田中 成奉氏 伊藤 圭三 新ひだか 沖田 博志 472－ 41：27．42 4．8�
712 エコロウォーリア 牡2鹿 55 藤岡 佑介原村 正紀氏 岩戸 孝樹 浦河 佐々木 恵一 494－ 61：27．5� 15．8�
34 アヴェッリーノ 牡2栗 55 津村 明秀八嶋 長久氏 的場 均 安平 �橋本牧場 476± 01：27．6アタマ 197．3�
46 ディアナゼロス 牝2栗 54 木幡 巧也天堀 忠博氏 牧 光二 浦河 杵臼牧場 460＋ 61：27．91� 6．2	
33 ウ ラ ヌ ス 牡2鹿 55 北村 宏司天堀 忠博氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 454－ 6 〃 � 65．3

69 ラージフィールド �2鹿 55 吉田 豊坂口 慎吾氏 松永 康利 浦河 チェスナット

ファーム B474－ 21：28．0クビ 376．9�
57 スノーパトロール 牝2青鹿54 丸田 恭介ゴドルフィン 上原 博之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B490＋ 61：28．31� 7．0�
45 ジ ェ ド 牡2鹿 55

53 △山田 敬士村田 哲朗氏 勢司 和浩 浦河 高昭牧場 464－12 〃 ハナ 147．6
58 デスティロッソ 牡2鹿 55 菅原 明良八嶋 長久氏 本間 忍 新ひだか 漆原 武男 434－ 81：29．57 187．6�
610 マリノペガサス 牝2栗 54 大野 拓弥矢野まり子氏 松永 康利 日高 クラウン日高牧場 438－ 81：29．92� 24．5�
22 シ ャ コ ン ヌ 牡2鹿 55 石橋 脩村島 昭男氏 小手川 準 新ひだか 岡田スタツド 438＋ 41：30．32 34．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 43，998，000円 複勝： 56，898，300円 枠連： 13，573，700円
馬連： 63，060，800円 馬単： 27，047，100円 ワイド： 60，371，600円
3連複： 98，858，100円 3連単： 96，531，000円 計： 460，338，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，040円 複 勝 � 440円 � 220円 � 160円 枠 連（7－8） 870円

馬 連 �� 5，130円 馬 単 �� 15，610円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 960円 �� 420円

3 連 複 ��� 4，890円 3 連 単 ��� 54，000円

票 数

単勝票数 計 439980 的中 � 18264（7番人気）
複勝票数 計 568983 的中 � 25991（8番人気）� 67755（4番人気）� 117844（1番人気）
枠連票数 計 135737 的中 （7－8） 12073（3番人気）
馬連票数 計 630608 的中 �� 9514（21番人気）
馬単票数 計 270471 的中 �� 1299（51番人気）
ワイド票数 計 603716 的中 �� 9574（23番人気）�� 15676（14番人気）�� 40284（3番人気）
3連複票数 計 988581 的中 ��� 15149（17番人気）
3連単票数 計 965310 的中 ��� 1296（198番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．7―35．7―48．4―1：01．1―1：13．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サノノウォーリア �
�
父 ベストウォーリア �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2022．6．19 東京3着

2020．3．24生 牡2鹿 母 アニマートホウヨウ 母母 エ ト レ ー ヌ 4戦1勝 賞金 7，000，000円

第４回 東京競馬 第６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



2706310月22日 曇 良 （4東京4） 第6日 第3競走 ��2，000�2歳未勝利
発走11時15分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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
1：58．5
1：58．5

良
良

68 サ ス ツ ル ギ 牡2鹿 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 482－ 62：02．9 1．3�
44 ヴァンナチュール 牡2鹿 55 津村 明秀德永 雅樹氏 林 徹 新冠 上井農場 452－ 42：03．0クビ 5．4�
79 サロンドブラック 牡2黒鹿55 岩田 望来辻子 依旦氏 竹内 正洋 日高 ヤナガワ牧場 492－ 22：03．1� 19．7�
33 イゾレエオリア 牝2栗 54 菅原 明良吉田 照哉氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 454＋142：03．31� 22．9�
811 イケイケドンドン 牡2鹿 55 大野 拓弥新井原 博氏 松山 将樹 新冠 川上牧場 460－ 82：03．51� 11．3�
22 エコロマーベリック 牡2鹿 55 横山 武史原村 正紀氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 504＋ 82：03．82 46．1	
710 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 436－ 22：04．01� 171．4�
812 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 442－ 22：04．1クビ 33．8�
11 ウインユアソング 牡2黒鹿 55

54 ☆永野 猛蔵
ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 452＋ 42：04．2� 206．4
56 ド ゥ ワ ー 牝2芦 54 石川裕紀人 �ビッグレッドファーム 小笠 倫弘 新ひだか 松田牧場 B444＋ 22：04．3� 101．5�
55 フェスティヴチャン 牝2黒鹿54 野中悠太郎臼井義太郎氏 根本 康広 新冠 細川農場 462＋ 42：04．51� 21．2�
67 ダイユウサンテ 牡2鹿 55 原田 和真大友 靖岐氏 松永 康利 日高 滝本 健二 476± 0 〃 ハナ 335．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 40，965，200円 複勝： 134，388，000円 枠連： 10，390，900円
馬連： 47，040，100円 馬単： 34，456，400円 ワイド： 50，402，900円
3連複： 74，553，800円 3連単： 134，644，800円 計： 526，842，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 140円 � 260円 枠 連（4－6） 310円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 360円

ワ イ ド �� 170円 �� 340円 �� 760円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 2，490円

票 数

単勝票数 計 409652 的中 � 240179（1番人気）
複勝票数 計1343880 的中 � 1039716（1番人気）� 82565（2番人気）� 28105（5番人気）
枠連票数 計 103909 的中 （4－6） 25264（1番人気）
馬連票数 計 470401 的中 �� 120789（1番人気）
馬単票数 計 344564 的中 �� 71444（1番人気）
ワイド票数 計 504029 的中 �� 95812（1番人気）�� 34326（3番人気）�� 13460（11番人気）
3連複票数 計 745538 的中 ��� 66606（2番人気）
3連単票数 計1346448 的中 ��� 39074（5番人気）

ハロンタイム 13．2―11．8―12．3―12．8―13．1―12．7―12．5―11．3―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．0―37．3―50．1―1：03．2―1：15．9―1：28．4―1：39．7―1：51．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

サ ス ツ ル ギ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Dalakhani デビュー 2022．8．14 新潟4着

2020．2．5生 牡2鹿 母 スノーパイン 母母 Shinko Hermes 2戦1勝 賞金 6，300，000円
〔制裁〕 ヴァンナチュール号の騎手津村明秀は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）

2706410月22日 曇 良 （4東京4） 第6日 第4競走 ��1，400�2歳未勝利
発走11時45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

46 トレブランシュ 牝2鹿 54 津村 明秀 �YGGホースクラブ 稲垣 幸雄 日高 門別山際牧場 424－ 41：21．5 3．6�
45 トーセンローリエ 牝2黒鹿54 菅原 明良島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 428－ 21：21．61� 4．9�
58 ラ ウ ラ ー ナ 牝2黒鹿54 丸田 恭介ディアレスト 宗像 義忠 浦河 金石牧場 428＋ 21：22．45 4．6�
814 ア ッ テ ィ ラ 牡2栗 55 石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 436＋ 2 〃 ハナ 66．7�
11 ア ル ル カ ン 牡2鹿 55 松山 弘平 �カナヤマホール

ディングス 寺島 良 新ひだか 千代田牧場 468－ 21：22．5� 8．2	
57 ナムラアダム 牡2鹿 55 武士沢友治奈村 睦弘氏 石栗 龍彦 日高 藤本 直弘 426＋ 2 〃 クビ 255．1

813 ベ ル サ ー ナ 牝2黒鹿54 藤岡 佑介ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 480＋ 61：22．71� 20．1�
712 カツノテンス 牡2黒鹿55 松岡 正海勝野産業� 伊藤 伸一 新冠 新冠伊藤牧場 436± 01：22．91� 49．0
610 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 416－ 6 〃 アタマ 83．7�
69 エクソソーム 牝2黒鹿 54

53 ☆永野 猛蔵青山 洋一氏 矢野 英一 日高 リコーファーム 418± 01：23．11� 69．4�
711 セイカパルナッソス 牝2芦 54 吉田 豊久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 398－ 21：23．2クビ 153．0�
34 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 420－101：23．62� 5．2�
33 メ ル ク ー ア 牝2鹿 54 M．デムーロ �ノルマンディーサラブレッドレーシング 小手川 準 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 61：23．81� 18．8�
22 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 462＋ 41：24．22� 187．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 45，630，100円 複勝： 61，978，200円 枠連： 15，354，100円
馬連： 64，811，800円 馬単： 27，740，000円 ワイド： 62，059，800円
3連複： 94，088，100円 3連単： 101，905，400円 計： 473，567，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 150円 � 140円 枠 連（4－4） 740円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 300円 �� 320円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 4，430円

票 数

単勝票数 計 456301 的中 � 107109（1番人気）
複勝票数 計 619782 的中 � 120564（1番人気）� 96603（3番人気）� 116621（2番人気）
枠連票数 計 153541 的中 （4－4） 15950（3番人気）
馬連票数 計 648118 的中 �� 65488（2番人気）
馬単票数 計 277400 的中 �� 12969（4番人気）
ワイド票数 計 620598 的中 �� 53692（1番人気）�� 49973（2番人気）�� 40911（3番人気）
3連複票数 計 940881 的中 ��� 70380（1番人気）
3連単票数 計1019054 的中 ��� 16655（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―34．6―46．5―57．8―1：09．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F35．0
3 6－（1，4）12，2，3，7，5（9，8）10，11（14，13） 4 6－（1，4）12，2，3（7，5）（10，9）（14，8）（13，11）

勝馬の
紹 介

トレブランシュ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Rip Van Winkle デビュー 2022．9．11 中山2着

2020．3．3生 牝2鹿 母 トレサンセール 母母 トレラピッド 2戦1勝 賞金 8，000，000円



2706510月22日 曇 良 （4東京4） 第6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
1：58．5
1：58．5

良
良

33 シリアルノヴェル 牡2栗 55 横山 武史 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 472 ―2：00．9 57．0�
811 ルヴェルリドー 牡2黒鹿55 松山 弘平�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 470 ―2：01．11� 13．7�
66 ガールズレジェンド 牝2黒鹿54 福永 祐一�レッドマジック金成 貴史 安平 ノーザンファーム 450 ―2：01．2� 8．6�
79 エンパイアブーケ 牝2栗 54 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 508 ― 〃 クビ 2．3�
44 スターグロウ 牝2青鹿54 津村 明秀ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 430 ―2：01．41� 13．8	
78 タイキラフター 牡2黒鹿55 大野 拓弥�大樹ファーム 大竹 正博 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 506 ―2：01．5クビ 38．0

67 クインズカムイ 牝2鹿 54 岩田 望来 �ケイアイスタリオン 加藤 征弘 新冠 隆栄牧場 482 ― 〃 アタマ 170．8�
810 ステラバルセロナ 牝2鹿 54 田辺 裕信吉田 千津氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 424 ― 〃 クビ 8．7�
55 ディアマンテブルー 牡2鹿 55 戸崎 圭太芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 470 ―2：01．81� 3．8
22 グレノークス 牝2鹿 54 石橋 脩吉田 照哉氏 宮田 敬介 千歳 社台ファーム 486 ― 〃 クビ 28．1�
11 ビ ギ ド リ 牝2鹿 54 三浦 皇成 TSレーシング 武井 亮 新冠 松浦牧場 466 ―2：02．01� 30．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 54，110，500円 複勝： 47，965，300円 枠連： 10，873，100円
馬連： 58，172，300円 馬単： 30，448，600円 ワイド： 49，236，400円
3連複： 81，511，000円 3連単： 105，552，900円 計： 437，870，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，700円 複 勝 � 1，130円 � 390円 � 270円 枠 連（3－8） 8，070円

馬 連 �� 23，400円 馬 単 �� 50，520円

ワ イ ド �� 5，450円 �� 3，760円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 44，650円 3 連 単 ��� 427，510円

票 数

単勝票数 計 541105 的中 � 8054（10番人気）
複勝票数 計 479653 的中 � 9757（10番人気）� 33046（5番人気）� 52425（4番人気）
枠連票数 計 108731 的中 （3－8） 1044（20番人気）
馬連票数 計 581723 的中 �� 1926（41番人気）
馬単票数 計 304486 的中 �� 452（86番人気）
ワイド票数 計 492364 的中 �� 2295（42番人気）�� 3347（35番人気）�� 9172（20番人気）
3連複票数 計 815110 的中 ��� 1369（96番人気）
3連単票数 計1055529 的中 ��� 179（629番人気）

ハロンタイム 13．4―11．4―11．8―12．0―12．2―12．4―12．4―11．7―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―24．8―36．6―48．6―1：00．8―1：13．2―1：25．6―1：37．3―1：48．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

シリアルノヴェル �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2020．3．7生 牡2栗 母 ダイワレジェンド 母母 ダイワスカーレット 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 シリアルノヴェル号の騎手横山武史は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：11番・

9番・10番）

2706610月22日 曇 良 （4東京4） 第6日 第6競走 1，600�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
1：36．2
1：36．2

不良
不良

815 ジ ャ ス リ ー 牡2鹿 55 戸崎 圭太越村 洋子氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 518 ―1：40．4 6．1�
713 ロードストレーザ 牡2栗 55 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 浦河 村下 清志 452 ―1：40．61 13．4�
11 レディエンフェイス 牝2芦 54 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 534 ―1：40．7クビ 4．4�
12 ダグフォース 牡2栗 55 福永 祐一藤田 晋氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 484 ― 〃 クビ 2．6�
59 ヴィナクローナ 牡2黒鹿55 石橋 脩 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム 462 ―1：41．44 15．0	
23 サ ル モ ン 牡2青鹿55 岩田 望来野村 茂雄氏 加藤士津八 新冠 村上牧場 514 ―1：42．03� 45．2

816 タイセイドクター 牡2鹿 55 大野 拓弥田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 米田牧場 500 ― 〃 クビ 12．3�
510 ラッキーコイン 牡2黒鹿55 松岡 正海吉田 千津氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 460 ―1：42．1� 23．2�
612 コパノシャンソン 牝2栗 54

53 ☆永野 猛蔵小林 祥晃氏 斎藤 誠 平取 北島牧場 484 ―1：42．41� 82．2
48 エコロゴーゴー 牡2芦 55 木幡 初也原村 正紀氏 武市 康男 浦河 浦河小林牧場 444 ― 〃 クビ 196．6�
714 グレートキングベア 牡2栗 55 横山 武史山崎 泰博氏 鈴木 伸尋 日高 新井 弘幸 450 ― 〃 アタマ 35．1�
35 ニシノリンドウ 牝2栗 54 M．デムーロ西山 茂行氏 土田 稔 新冠 中山 高鹿康 494 ―1：43．14 37．6�
24 ヒーステソーロ 牡2鹿 55 津村 明秀了德寺健二ホール

ディングス� 西田雄一郎 日高 日高大洋牧場 482 ―1：43．73� 63．7�
611 セ ブ ン ハ イ 牡2鹿 55 石川裕紀人前迫 義幸氏 新開 幸一 新ひだか 土田農場 502 ―1：44．33� 162．2�
47 ナックレガシー 牡2栗 55 野中悠太郎小松 欣也氏 杉浦 宏昭 日高 豊洋牧場 506 ―1：46．010 128．2�
36 ロンリープラネット 牡2栗 55 松山 弘平 �グリーンファーム小笠 倫弘 日高 新井 昭二 484 ―1：46．1� 24．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，160，100円 複勝： 48，914，800円 枠連： 22，437，500円
馬連： 57，030，300円 馬単： 26，075，400円 ワイド： 55，143，500円
3連複： 88，097，500円 3連単： 93，965，600円 計： 437，824，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 190円 � 340円 � 180円 枠 連（7－8） 1，760円

馬 連 �� 3，860円 馬 単 �� 7，340円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 720円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 7，020円 3 連 単 ��� 44，870円

票 数

単勝票数 計 461601 的中 � 63485（3番人気）
複勝票数 計 489148 的中 � 72386（3番人気）� 31180（6番人気）� 78176（2番人気）
枠連票数 計 224375 的中 （7－8） 9877（7番人気）
馬連票数 計 570303 的中 �� 11432（13番人気）
馬単票数 計 260754 的中 �� 2664（22番人気）
ワイド票数 計 551435 的中 �� 14032（10番人気）�� 20144（5番人気）�� 11514（13番人気）
3連複票数 計 880975 的中 ��� 9400（19番人気）
3連単票数 計 939656 的中 ��� 1518（120番人気）

ハロンタイム 12．4―11．6―12．7―12．8―13．1―12．8―12．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．0―36．7―49．5―1：02．6―1：15．4―1：27．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ ャ ス リ ー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 Empire Maker 初出走

2020．4．12生 牡2鹿 母 オールドパサデナ 母母 オフジオールドブロック 1戦1勝 賞金 7，000，000円



2706710月22日 曇 良 （4東京4） 第6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）

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
1：33．5
1：33．3

重
良

69 サイモンメガライズ 牡4鹿 57 松山 弘平澤田 昭紀氏 小林 真也 日高 ヤナガワ牧場 B500－ 61：38．2 5．8�
33 レ ヴ ー ル 牝3鹿 53 三浦 皇成前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480± 01：38．51� 5．4�
68 フォーワンセルフ 牡3栗 55 横山 和生 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 514＋ 61：39．03 4．0�
45 プラウドヘリテージ 牡3鹿 55 松岡 正海ゴドルフィン 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516＋ 21：39．42� 16．7�
11 タ シ ロ 牡5栗 57 北村 宏司�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B536－ 41：39．5クビ 39．0	
22 クーシフォン 牝3鹿 53 津村 明秀水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 462＋ 21：39．71� 63．5

812 ブレットフライ 牡3青 55 菅原 明良�マークス 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B498± 01：39．8クビ 5．1�
57 ジェイエルフラッグ 牝6青鹿55 野中悠太郎橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 452－ 2 〃 アタマ 181．0�
56 メレカリキマカ 牡4鹿 57 岩田 望来丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 500＋101：40．01� 36．8
711 ダノンマジック 牡3黒鹿55 石川裕紀人�ダノックス 田中 博康 日高 白井牧場 B440－ 21：40．1クビ 19．0�
813 ケイティマジック 牡3鹿 55

54 ☆永野 猛蔵瀧本 和義氏 清水 英克 浦河 フクオカファーム 482± 01：40．21 4．1�
710 レッドアダン �5鹿 57 内田 博幸 �東京ホースレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 470＋ 81：41．05 54．1�
44 � ボニンブルー 牡4鹿 57 小牧 太渡辺公美子氏 小崎 憲 浦河 富田牧場 444－ 51：41．1	 176．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 44，406，000円 複勝： 61，612，600円 枠連： 18，168，900円
馬連： 70，779，400円 馬単： 28，161，500円 ワイド： 59，429，300円
3連複： 96，973，600円 3連単： 105，928，400円 計： 485，459，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 160円 � 180円 � 140円 枠 連（3－6） 750円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 3，680円

ワ イ ド �� 570円 �� 330円 �� 440円

3 連 複 ��� 2，110円 3 連 単 ��� 13，320円

票 数

単勝票数 計 444060 的中 � 60905（5番人気）
複勝票数 計 616126 的中 � 98685（3番人気）� 83030（5番人気）� 120048（1番人気）
枠連票数 計 181689 的中 （3－6） 18659（3番人気）
馬連票数 計 707794 的中 �� 28409（10番人気）
馬単票数 計 281615 的中 �� 5725（20番人気）
ワイド票数 計 594293 的中 �� 25106（10番人気）�� 48158（1番人気）�� 34605（5番人気）
3連複票数 計 969736 的中 ��� 34398（7番人気）
3連単票数 計1059284 的中 ��� 5764（47番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―12．0―12．9―13．1―12．5―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―22．9―34．9―47．8―1：00．9―1：13．4―1：25．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サイモンメガライズ �
�
父 ケープブランコ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．9．20 中京7着

2018．3．16生 牡4鹿 母 テーオーヴィーナス 母母 シルクチャプター 24戦2勝 賞金 30，980，000円

2706810月22日 曇 良 （4東京4） 第6日 第8競走 1，400�3歳以上2勝クラス
発走14時05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
1：21．5
1：20．3

重
不良

47 ロードアラビアン 牡3鹿 55 福永 祐一 �ロードホースクラブ 四位 洋文 新ひだか タガミファーム 512－ 81：24．3 1．7�
816 バルミュゼット 牡3鹿 55

54 ☆永野 猛蔵 �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 508± 01：24．72� 7．2�

510 タイキフォース 牡4栗 57 C．ルメール�大樹ファーム 牧浦 充徳 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 490－ 21：24．91� 4．5�

11 バ ク シ ン 牡4鹿 57 横山 武史林 正道氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 504± 0 〃 � 22．4�
611 オレデイイノカ 牡4栗 57 内田 博幸福島 徳佑氏 古賀 慎明 平取 赤石牧場 490－ 61：25．0アタマ 18．6	
36 ジョイウイン 牡5栗 57 津村 明秀石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 B492± 01：25．21� 21．6

48 � ロ レ ン ツ ォ 牡4黒鹿57 菅原 明良丸山 担氏 加藤 征弘 浦河 伏木田牧場 476－ 2 〃 アタマ 12．4�
23 パ ル デ ン ス 牡4鹿 57

55 △山田 敬士山本三津子氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 490＋101：25．41� 218．0�
612 ロゼキルシュ 牝5栗 55 三浦 皇成�トップフェロウ伊坂 重信 新ひだか 千代田牧場 494＋ 21：25．61� 149．7
59 バーンパッション 牡5黒鹿57 柴田 大知岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 真歌田中牧場 478± 0 〃 アタマ 119．9�
713� ミフトゥーロ 牝7鹿 55 松岡 正海藤田 在子氏 西田雄一郎 日高 天羽 禮治 462＋ 21：25．92 284．6�
12 サトノワールド 牡5鹿 57 石川裕紀人里見 治氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 516－ 81：26．0アタマ 43．3�
714 ペイシャリルキス �6鹿 57 武士沢友治北所 直人氏 本間 忍 様似 清水スタッド 500＋ 41：26．53 148．7�
815 ホウオウモントレー 牝6芦 55 岩田 望来小笹 芳央氏 矢野 英一 むかわ 市川牧場 520＋ 41：26．71� 79．2�
35 マリーアミノル 牝4栗 55 北村 宏司吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 422－ 61：27．12� 51．6�
24 ジ ャ ガ ー ド 牡4芦 57 荻野 極栗坂 崇氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 422－ 21：30．1大差 216．5�
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売 得 金
単勝： 59，743，700円 複勝： 96，915，000円 枠連： 20，149，600円
馬連： 89，468，800円 馬単： 40，273，800円 ワイド： 82，567，000円
3連複： 138，543，600円 3連単： 168，744，400円 計： 696，405，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 160円 � 140円 枠 連（4－8） 490円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 290円 �� 230円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 3，320円

票 数

単勝票数 計 597437 的中 � 275276（1番人気）
複勝票数 計 969150 的中 � 387336（1番人気）� 102217（3番人気）� 136029（2番人気）
枠連票数 計 201496 的中 （4－8） 31236（2番人気）
馬連票数 計 894688 的中 �� 109169（2番人気）
馬単票数 計 402738 的中 �� 36541（2番人気）
ワイド票数 計 825670 的中 �� 73960（2番人気）�� 100973（1番人気）�� 30998（7番人気）
3連複票数 計1385436 的中 ��� 94841（1番人気）
3連単票数 計1687444 的中 ��� 36820（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．3―47．8―59．9―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードアラビアン �
�
父 サトノアラジン �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2022．3．5 阪神1着

2019．3．12生 牡3鹿 母 フェイズシフト 母母 レイオブライト 5戦3勝 賞金 25，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジャガード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月22日まで平地競走に

出走できない。
※ジャガード号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



2706910月22日 曇 良 （4東京4） 第6日 第9競走 ��
��1，800�アイビーステークス（Ｌ）

発走14時35分 （芝・左）
2歳；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 17，000，000円 6，800，000円 4，300，000円 2，600，000円 1，700，000円
付 加 賞 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：44．5

良
良

22 チャンスザローゼス 牡2鹿 55 川田 将雅藤田 晋氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 478－ 21：47．5 1．8�
11 シャンドゥレール 牡2鹿 55 M．デムーロ DMMドリームクラブ� 国枝 栄 千歳 社台ファーム 492－121：47．82 5．9�
66 オープンファイア 牡2鹿 55 C．ルメール 長谷川祐司氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 508－ 41：47．9クビ 3．2�
88 ゴールデンハインド 牝2芦 54 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 480± 01：48．0	 18．5�
44 サトノヴィレ 牡2黒鹿55 三浦 皇成里見 治氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム 488＋ 21：48．42	 11．5�
77 マイネルズーメン 牡2青鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 勇介 新冠 シンカンファーム 420＋141：48．51 127．1	
33 レ ス ト ア 牡2黒鹿55 菅原 明良�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502＋121：48．82 64．7

55 マイネルカンパーナ 牡2鹿 55 横山 武史 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 404＋ 41：49．43	 66．8�
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売 得 金
単勝： 92，286，800円 複勝： 113，723，500円 枠連： 発売なし
馬連： 96，008，500円 馬単： 55，845，600円 ワイド： 62，019，300円
3連複： 121，766，700円 3連単： 293，386，800円 計： 835，037，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 130円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 170円 �� 130円 �� 240円

3 連 複 ��� 330円 3 連 単 ��� 1，590円

票 数

単勝票数 計 922868 的中 � 415436（1番人気）
複勝票数 計1137235 的中 � 733862（1番人気）� 92028（3番人気）� 128976（2番人気）
馬連票数 計 960085 的中 �� 158341（2番人気）
馬単票数 計 558456 的中 �� 60682（3番人気）
ワイド票数 計 620193 的中 �� 85393（2番人気）�� 144108（1番人気）�� 53002（4番人気）
3連複票数 計1217667 的中 ��� 271332（1番人気）
3連単票数 計2933868 的中 ��� 133503（4番人気）

ハロンタイム 13．0―11．1―11．4―12．3―12．5―12．6―11．4―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．1―35．5―47．8―1：00．3―1：12．9―1：24．3―1：35．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F34．6

3 2－1－7－8，3，4，6，5
2
4

・（1，2）－7－（3，8）4，5，6
2－1－7－8（3，4）6－5

市場取引馬
勝馬の
紹 介

チャンスザローゼス �

父 エピファネイア �


母父 ゼンノロブロイ デビュー 2022．6．26 阪神2着

2020．1．29生 牡2鹿 母 ヴィンテージローズ 母母 ロ ゼ カ ラ ー 3戦2勝 賞金 25，182，000円

2707010月22日 曇 良 （4東京4） 第6日 第10競走 ��
��2，100�

あ か ふ じ

赤富士ステークス
発走15時10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

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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

66 ペプチドナイル 牡4鹿 57 C．ルメール 沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 530－ 42：11．0 2．9�
55 ショウナンアーチー 牡4鹿 57 吉田 豊国本 哲秀氏 松下 武士 日高 下河辺牧場 492－102：11．53 11．8�
811 シ ダ ー 牝3鹿 53 松山 弘平ケーエスHD 本田 優 新冠 小泉牧場 B478－ 22：11．71 5．1�
79 トモジャリア 牡4黒鹿57 戸崎 圭太吉冨 学氏 小笠 倫弘 新冠 オリエント牧場 468± 02：11．91� 3．3�
44 ダノンブレット 牡4栗 57 内田 博幸�ダノックス 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B520＋ 2 〃 ハナ 5．5�
67 デルマオニキス 牡5芦 57 北村 宏司浅沼 廣幸氏 勢司 和浩 日高 ファニーヒルファーム 480－ 6 〃 ハナ 164．1	
22 ラヴォラーレ 牡4鹿 57 田辺 裕信 �ローレルレーシング 武市 康男 浦河 津島 優治 528＋ 22：12．43	 13．7

11 リ ー ヴ ル 牡6栗 57 木幡 巧也�G1レーシング 辻 哲英 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B498± 02：12．5クビ 54．1�
78 タイセイアゲイン 牡4黒鹿57 大野 拓弥田中 成奉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 460－122：12．82 114．2�
33 ホウオウエーデル 牡6鹿 57 石川裕紀人小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド B490± 02：12．9	 104．4
810 アイファーキングズ 牡6黒鹿57 荻野 極中島 稔氏 
島 一歩 新冠 川上 悦夫 B508＋ 62：13．75 29．3�
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売 得 金
単勝： 59，707，500円 複勝： 64，216，900円 枠連： 17，109，600円
馬連： 116，969，000円 馬単： 49，187，900円 ワイド： 77，003，000円
3連複： 158，560，200円 3連単： 215，100，900円 計： 757，855，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 230円 � 180円 枠 連（5－6） 1，940円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 600円 �� 350円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 2，720円 3 連 単 ��� 13，160円

票 数

単勝票数 計 597075 的中 � 163484（1番人気）
複勝票数 計 642169 的中 � 142351（1番人気）� 61729（5番人気）� 87104（4番人気）
枠連票数 計 171096 的中 （5－6） 6800（8番人気）
馬連票数 計1169690 的中 �� 47761（8番人気）
馬単票数 計 491879 的中 �� 13583（13番人気）
ワイド票数 計 770030 的中 �� 32117（9番人気）�� 60506（4番人気）�� 17592（13番人気）
3連複票数 計1585602 的中 ��� 43657（11番人気）
3連単票数 計2151009 的中 ��� 11845（47番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―12．3―12．3―12．4―12．9―13．1―12．8―12．6―12．0―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―17．9―30．2―42．5―54．9―1：07．8―1：20．9―1：33．7―1：46．3―1：58．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ペプチドナイル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2021．1．5 中京8着

2018．4．24生 牡4鹿 母 クイーンオリーブ 母母 オリーブブランチ 9戦4勝 賞金 58，774，000円



2707110月22日 曇 良 （4東京4） 第6日 第11競走 ��
��1，600�第25回富士ステークス（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，R3．10．23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，R3．10．22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）

賞 品
本 賞 59，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 8，900，000円 5，900，000円
付 加 賞 1，134，000円 324，000円 162，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

510 セ リ フ ォ ス 牡3栗 54 藤岡 佑介�G1レーシング 中内田充正 安平 追分ファーム 490± 01：32．0 2．3�
713 ソウルラッシュ 牡4黒鹿57 松山 弘平石川 達絵氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 B500＋ 21：32．1クビ 4．4�
714 ダノンスコーピオン 牡3鹿 56 川田 将雅�ダノックス 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 462＋ 2 〃 クビ 3．6�
815 ピースオブエイト 牡3黒鹿54 三浦 皇成 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 466＋ 81：32．41� 41．5�
11 エアロロノア 牡5鹿 56 岩田 望来 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 496－ 81：32．51 15．1	
35 ピースワンパラディ 牡6鹿 56 戸崎 圭太長谷川成利氏 大竹 正博 日高 高山牧場 476＋ 21：32．71	 14．8

12 タイムトゥヘヴン 牡4鹿 56 福永 祐一 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 日高 オリオンファーム 480－ 4 〃 アタマ 15．1�
612 ラウダシオン 牡5鹿 57 菅原 明良 �シルクレーシング 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516－ 21：33．12 43．5�
48 アオイクレアトール 牡5芦 56 田辺 裕信新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 480－ 8 〃 ハナ 85．9
611 リレーションシップ 牡5鹿 56 石橋 脩吉田 勝己氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 504± 0 〃 ハナ 146．5�
47 ア ル サ ト ワ 牡5鹿 56 横山 武史ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508－ 81：33．21 37．3�
23 ノルカソルカ 牡5栗 56 内田 博幸幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 496＋ 61：33．41 159．1�
24 ルフトシュトローム 
5鹿 56 横山 和生 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 490－14 〃 同着 89．7�
36 ダイワキャグニー 
8黒鹿56 M．デムーロ大城 正一氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B498＋ 21：33．72 41．9�
59 レインボーフラッグ 牡9鹿 56 小牧 太 �グリーンファーム小崎 憲 千歳 社台ファーム 462＋ 21：33．8クビ 349．5�
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816 スマートリアン 牝5鹿 54 C．ルメール 大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 476－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 265，889，300円 複勝： 308，574，200円 枠連： 115，588，600円
馬連： 579，054，800円 馬単： 229，343，000円 ワイド： 467，138，600円
3連複： 1，036，996，500円 3連単： 1，291，305，800円 計： 4，293，890，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 140円 � 120円 枠 連（5－7） 290円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 240円 �� 190円 �� 370円

3 連 複 ��� 650円 3 連 単 ��� 2，550円

票 数

単勝票数 差引計2658893（返還計 59610） 的中 � 887218（1番人気）
複勝票数 差引計3085742（返還計104365） 的中 � 894295（1番人気）� 484388（3番人気）� 613185（2番人気）
枠連票数 差引計1155886（返還計 3026） 的中 （5－7） 304894（1番人気）
馬連票数 差引計5790548（返還計400382） 的中 �� 750051（2番人気）
馬単票数 差引計2293430（返還計153301） 的中 �� 180546（3番人気）
ワイド票数 差引計4671386（返還計421139） 的中 �� 482362（2番人気）�� 718077（1番人気）�� 274911（3番人気）
3連複票数 差引計10369965（返還計1522896） 的中 ���1180257（1番人気）
3連単票数 差引計12913058（返還計1704741） 的中 ��� 366865（2番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―11．7―11．8―11．3―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．0―34．3―46．0―57．8―1：09．1―1：20．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．2
3 8，7（6，12）（3，14）（4，11，13）（1，10）（2，15）（5，9） 4 ・（8，7）（3，6）（4，11，12）（1，14）13（5，10）（15，9）2

勝馬の
紹 介

セ リ フ ォ ス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Le Havre デビュー 2021．6．12 中京1着

2019．3．7生 牡3栗 母 シーフロント 母母 Freedom Herself 7戦4勝 賞金 212，136，000円
〔競走除外〕 スマートリアン号は，発走地点で他の馬に蹴られ，疾病〔左肩部挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻4分遅延。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりセリフォス号は，マイルチャンピオンシップ（GⅠ）競走に優先出走できる。

2707210月22日 曇 良 （4東京4） 第6日 第12競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走16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
1：44．1
1：43．8

良
良

66 カ ナ テ ー プ 牝3鹿 53 福永 祐一 C．フィプケ氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 468－141：48．0 6．5�
78 チュウワダンス 牝3鹿 53 川田 将雅中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 462＋ 41：48．21� 6．9�
55 マ リ ネ ロ 牝3芦 53 横山 武史 �ビッグレッドファーム 嘉藤 貴行 新冠 ビッグレッドファーム 438＋181：48．41 5．2�
810 オレンジフィズ 牝4黒鹿55 C．ルメール 保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 464－ 61：48．5� 7．4�
67 ハ イ ハ ロ ー 牡3栗 55 戸崎 圭太青芝商事� 宮田 敬介 安平 追分ファーム 498＋ 2 〃 クビ 3．5	
79 タ シ ッ ト 牡3鹿 55 松山 弘平多田 賢司氏 中川 公成 新ひだか 千代田牧場 448－121：48．6� 39．4

811 トーセンクレセント 牡3鹿 55 石橋 脩島川 �哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ

スティファーム 472－12 〃 クビ 151．7�
22 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± 01：48．81� 3．8
11 ジャンカルド �4鹿 57 大野 拓弥 �サンデーレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 498＋ 61：49．32� 41．7�
33 ホウオウサンデー 牡4鹿 57 岩田 望来小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 452－ 6 〃 アタマ 50．7�
44 ルージュアドラブル 牝4鹿 55

54 ☆永野 猛蔵 �東京ホースレーシング 国枝 栄 浦河 酒井牧場 400－161：49．41 138．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 116，126，500円 複勝： 133，605，300円 枠連： 32，483，000円
馬連： 187，386，000円 馬単： 75，830，400円 ワイド： 154，652，200円
3連複： 258，363，800円 3連単： 359，322，300円 計： 1，317，769，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 210円 � 220円 � 190円 枠 連（6－7） 690円

馬 連 �� 2，290円 馬 単 �� 4，310円

ワ イ ド �� 780円 �� 670円 �� 620円

3 連 複 ��� 3，530円 3 連 単 ��� 22，550円

票 数

単勝票数 計1161265 的中 � 141911（4番人気）
複勝票数 計1336053 的中 � 162629（4番人気）� 151033（6番人気）� 192478（3番人気）
枠連票数 計 324830 的中 （6－7） 35986（2番人気）
馬連票数 計1873860 的中 �� 63202（14番人気）
馬単票数 計 758304 的中 �� 13183（24番人気）
ワイド票数 計1546522 的中 �� 50272（15番人気）�� 59631（12番人気）�� 64527（11番人気）
3連複票数 計2583638 的中 ��� 54808（17番人気）
3連単票数 計3593223 的中 ��� 11551（111番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―36．6―49．4―1：01．6―1：13．9―1：25．3―1：36．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カ ナ テ ー プ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Royal Applause デビュー 2022．1．30 東京1着

2019．2．21生 牝3鹿 母 ティッカーテープ 母母 Argent Du Bois 3戦2勝 賞金 13，700，000円
〔制裁〕 トーセンクレセント号の騎手石橋脩は，後検量について注意義務を怠り戒告。



（4東京4）第6日 10月22日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 154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

297，090，000円
39，330，000円
2，210，000円
38，050，000円
71，493，000円
4，490，000円
1，478，400円

勝馬投票券売得金
910，269，400円
1，181，803，200円
290，663，500円
1，490，629，200円
653，615，600円
1，231，110，900円
2，338，642，300円
3，079，154，100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 11，175，888，200円

総入場人員 22，151名 （有料入場人員 21，626名）
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