
2708510月29日 晴 良 （4東京4） 第8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 5，200，000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

78 スナイチゴールド 牡2鹿 55 丸田 恭介 �ゴールドレーシング 加藤 和宏 浦河 酒井牧場 520＋141：41．1 11．7�
79 � モダナイズクィーン 牝2栗 54 川田 将雅小田 吉男氏 武井 亮 米 Grantley

Acres 468＋141：41．63 1．8�
810 サンデュエル 牡2鹿 55 T．マーカンド �シルクレーシング 栗田 徹 浦河 桑田牧場 480－ 61：41．7� 4．9�

（英）

22 オールアルミュール 牡2栗 55 木幡 巧也林 勝宗氏 的場 均 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 508± 0 〃 クビ 78．3�

11 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 498＋ 61：42．65 6．3	
811 ワラッテユルシテ 牝2鹿 54 嶋田 純次片山 博志氏 佐藤 吉勝 新冠 芳住 鉄兵 502＋10 〃 クビ 101．5

67 テイエムマンモス 牡2青鹿55 内田 博幸竹園 正繼氏 加藤 和宏 日高 春木ファーム 480－ 4 〃 アタマ 189．0�
44 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 470－ 41：42．7クビ 42．0�
55 ロマンスハイウェイ 牡2栗 55

54 ☆永野 猛蔵星野 男氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 492＋ 41：43．23 33．6�
66 ソッケルカーカ 牝2青鹿 54

51 ▲水沼 元輝�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 460± 01：43．84 186．2�

33 レ ガ ン ト 牡2青鹿55 大野 拓弥�G1レーシング 中舘 英二 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440－ 61：43．9� 8．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 50，749，800円 複勝： 56，388，900円 枠連： 16，249，700円
馬連： 59，476，200円 馬単： 31，630，000円 ワイド： 50，603，800円
3連複： 84，773，800円 3連単： 116，122，900円 計： 465，995，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 240円 � 110円 � 170円 枠 連（7－7） 1，240円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 360円 �� 680円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 7，740円

票 数

単勝票数 計 507498 的中 � 36289（5番人気）
複勝票数 計 563889 的中 � 39205（5番人気）� 215612（1番人気）� 68343（4番人気）
枠連票数 計 162497 的中 （7－7） 10142（4番人気）
馬連票数 計 594762 的中 �� 50448（4番人気）
馬単票数 計 316300 的中 �� 9698（9番人気）
ワイド票数 計 506038 的中 �� 35277（4番人気）�� 16941（9番人気）�� 55388（2番人気）
3連複票数 計 847738 的中 ��� 59943（3番人気）
3連単票数 計1161229 的中 ��� 10874（23番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．9―13．0―13．4―12．8―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―36．9―49．9―1：03．3―1：16．1―1：28．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．2―3F37．8
3 8，1（4，2）（7，9）（10，11）5，6－3 4 8，1（4，2）（7，9）（10，11）－5－（6，3）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スナイチゴールド �
�
父 デクラレーションオブウォー �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2022．7．9 福島5着

2020．3．31生 牡2鹿 母 ココロノアイ 母母 ビューティソング 3戦1勝 賞金 5，900，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2708610月29日 晴 良 （4東京4） 第8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 5，200，000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
1：17．4
1：17．4

良
良

12 ジャックパール 牡2鹿 55
53 △山田 敬士吉川 朋宏氏 鈴木慎太郎 日高 サンバマウン

テンファーム 452－ 41：21．0 107．5�
510 テイエムスイスイ 牝2黒鹿54 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 上井農場 504－ 41：21．1� 6．9�
48 スミダカチドキ 牡2栗 55 戸崎 圭太臼倉 勲氏 斎藤 誠 新ひだか 飛野牧場 468－ 41：21．73� 3．8�
713 ダイシンカタナ 牡2鹿 55 松岡 正海大八木信行氏 戸田 博文 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 448± 01：21．81 10．5�
47 リッチハンター 牡2鹿 55 野中悠太郎橋川 欣司氏 本間 忍 浦河 秋場牧場 468－161：22．01 8．2�
11 アフロビート 牡2鹿 55 横山 武史山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 454＋ 4 〃 クビ 2．8�
612 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 444－ 41：22．31� 51．6	
815 トレジャートレイル 牡2青 55 吉田 豊吉田 千津氏 伊坂 重信 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 61：22．83 141．5

24 ベアラブリー 牝2鹿 54 木幡 巧也熊木 浩氏 杉浦 宏昭 平取 中川 隆 462＋ 41：23．43� 199．8�
816 カンタベリーハヤテ 牡2鹿 55

52 ▲水沼 元輝峰 哲馬氏 伊藤 伸一 むかわ ヤマイチ牧場 478＋ 21：23．71� 321．7�
36 エクセルウェッジ 牡2芦 55 木幡 初也谷川 正純氏 武市 康男 新冠 山岡ファーム 512± 0 〃 アタマ 231．2
714 ワイキキビーチ 牡2栗 55 内田 博幸ライフエンタープライズ� 上原 博之 浦河 中脇 満 436＋121：23．8� 61．7�
23 カ イ ラ シ 牝2鹿 54

53 ☆永野 猛蔵 �ニッシンホール
ディングス 伊藤 大士 浦河 酒井牧場 428± 0 〃 アタマ 19．8�

611 リュバンスリーズ 牝2黒鹿54 石橋 脩小野寺悠太氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 414－ 81：23．9� 10．5�
35 フレンドローズ 牝2栗 54

51 ▲佐々木大輔横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 原 弘之 448－ 4 〃 ハナ 345．4�
59 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 448－ 81：24．0� 310．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，768，400円 複勝： 47，900，700円 枠連： 13，343，000円
馬連： 52，028，100円 馬単： 24，085，500円 ワイド： 47，650，700円
3連複： 80，838，400円 3連単： 86，499，700円 計： 388，114，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，750円 複 勝 � 1，930円 � 240円 � 190円 枠 連（1－5） 1，030円

馬 連 �� 32，330円 馬 単 �� 79，570円

ワ イ ド �� 5，840円 �� 4，190円 �� 520円

3 連 複 ��� 27，170円 3 連 単 ��� 380，070円

票 数

単勝票数 計 357684 的中 � 2825（10番人気）
複勝票数 計 479007 的中 � 4902（11番人気）� 53650（4番人気）� 79368（2番人気）
枠連票数 計 133430 的中 （1－5） 9973（4番人気）
馬連票数 計 520281 的中 �� 1247（42番人気）
馬単票数 計 240855 的中 �� 227（94番人気）
ワイド票数 計 476507 的中 �� 1997（41番人気）�� 2802（35番人気）�� 25575（4番人気）
3連複票数 計 808384 的中 ��� 2231（64番人気）
3連単票数 計 864997 的中 ��� 165（590番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．6―31．1―44．1―56．6―1：08．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャックパール �
�
父 ノボジャック �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2022．10．16 新潟12着

2020．3．19生 牡2鹿 母 スピーディユウマ 母母 クイックセイコー 2戦1勝 賞金 5，200，000円

第４回 東京競馬 第８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



2708710月29日 晴 良 （4東京4） 第8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 5，200，000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

22 グリューネグリーン 牡2栗 55 M．デムーロ斎藤 光政氏 相沢 郁 日高 本間牧場 478± 01：46．4 1．8�
77 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 426＋ 21：46．82� 6．1�
89 ノットファウンド 牝2黒鹿54 戸崎 圭太江馬 由将氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 502＋101：47．43� 7．3�
66 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 482＋ 41：47．93 60．4�
33 エ エ ヤ ン 牡2黒鹿55 北村 宏司 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 新冠 須崎牧場 494＋ 2 〃 ハナ 3．7�
88 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 422－ 41：48．1� 32．0	
55 ホープアイランド 牝2黒鹿54 野中悠太郎 �愛馬レーシングクラブ 武井 亮 新ひだか チャンピオンズファーム 422＋ 21：48．52� 119．2

11 クリノクオン 牡2鹿 55

52 ▲水沼 元輝栗本 博晴氏 伊藤 伸一 新冠 ヒカル牧場 454＋ 41：48．92� 108．3�
44 コスモアンテロース 牡2黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 486－ 81：49．32 187．0

（9頭）

売 得 金
単勝： 41，907，800円 複勝： 109，424，700円 枠連： 12，083，700円
馬連： 52，355，200円 馬単： 33，249，900円 ワイド： 37，035，200円
3連複： 65，836，800円 3連単： 143，423，700円 計： 495，317，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 150円 � 160円 枠 連（2－7） 440円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 210円 �� 260円 �� 510円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 2，740円

票 数

単勝票数 計 419078 的中 � 193267（1番人気）
複勝票数 計1094247 的中 � 817104（1番人気）� 59844（3番人気）� 50534（4番人気）
枠連票数 計 120837 的中 （2－7） 20946（3番人気）
馬連票数 計 523552 的中 �� 82441（2番人気）
馬単票数 計 332499 的中 �� 36577（3番人気）
ワイド票数 計 370352 的中 �� 50756（2番人気）�� 36696（3番人気）�� 15826（7番人気）
3連複票数 計 658368 的中 ��� 66840（3番人気）
3連単票数 計1434237 的中 ��� 37813（9番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．5―11．6―11．5―11．7―11．6―12．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．3―34．8―46．4―57．9―1：09．6―1：21．2―1：33．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F36．8

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

勝馬の
紹 介

グリューネグリーン �
�
父 ラブリーデイ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2022．10．9 東京3着

2020．3．2生 牡2栗 母 レディーダービー 母母 ウメノファイバー 2戦1勝 賞金 7，000，000円

2708810月29日 晴 良 （4東京4） 第8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

610 ルミノメテオール 牝2黒鹿54 M．デムーロ尾上 松壽氏 金成 貴史 新ひだか タイヘイ牧場 440 ―1：25．0 6．8�
713 パルティクラール 牝2黒鹿54 坂井 瑠星�下河辺牧場 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 504 ―1：25．21� 8．0�
611 マテンロウアネモス 牝2鹿 54 田辺 裕信寺田千代乃氏 久保田貴士 日高 前野牧場 454 ― 〃 アタマ 14．0�
34 アイリッシュパール 牝2鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 464 ―1：25．41� 1．8�
46 ハ イ ネ ス 牝2鹿 54 H．ドイル 佐藤 壽男氏 尾形 和幸 新ひだか 本桐牧場 416 ―1：25．5クビ 10．7�

（英）

11 ス ペ ロ 牝2栗 54 松山 弘平 	Gリビエール・
レーシング 矢野 英一 浦河 グラストレーニ

ングセンター 460 ― 〃 クビ 40．9

814 ポッピングシャワー 牝2黒鹿 54

51 ▲西塚 洸二�下屋敷牧場 大江原 哲 新ひだか 下屋敷牧場 418 ―1：25．81� 87．7�
23 トキメキセンヒメ 牝2青鹿54 丸田 恭介片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 浦河 北光牧場 432 ―1：25．9� 175．3�
815 ア オ イ モ モ 牝2青鹿54 石橋 脩新谷 幸義氏 中舘 英二 浦河 中村 雅明 456 ―1：26．21� 10．8
712 アースジェール 牝2青鹿54 内田 博幸松山 増男氏 加藤士津八 浦河 アイオイファーム 462 ―1：26．3� 184．4�
59 レースラヴェンダー 牝2鹿 54 横山 武史原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 422 ― 〃 クビ 20．6�
58 シーサイドヒロイン 牝2栗 54

53 ☆永野 猛蔵 �社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム 376 ― 〃 クビ 71．5�
35 サバイバルシュシュ 牝2芦 54

51 ▲佐々木大輔福田 光博氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 396 ―1：26．61� 267．8�
47 ローマコンクリート 牝2黒鹿54 嶋田 純次松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 476 ―1：26．7� 302．0�
22 ピリカノンノ 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 新冠 ビッグレッドファーム 432 ―1：26．91� 144．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 49，650，800円 複勝： 45，859，300円 枠連： 13，678，200円
馬連： 59，423，900円 馬単： 28，808，200円 ワイド： 50，863，800円
3連複： 80，977，800円 3連単： 96，952，000円 計： 426，214，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 180円 � 210円 � 310円 枠 連（6－7） 1，380円

馬 連 �� 2，520円 馬 単 �� 4，970円

ワ イ ド �� 730円 �� 790円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 6，280円 3 連 単 ��� 30，110円

票 数

単勝票数 計 496508 的中 � 61852（2番人気）
複勝票数 計 458593 的中 � 72387（2番人気）� 57252（3番人気）� 34059（6番人気）
枠連票数 計 136782 的中 （6－7） 7663（6番人気）
馬連票数 計 594239 的中 �� 18217（7番人気）
馬単票数 計 288082 的中 �� 4341（15番人気）
ワイド票数 計 508638 的中 �� 18212（7番人気）�� 16610（8番人気）�� 11898（13番人気）
3連複票数 計 809778 的中 ��� 9665（18番人気）
3連単票数 計 969520 的中 ��� 2334（97番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―13．0―13．1―12．0―11．1―10．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．9―37．9―51．0―1：03．0―1：14．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F34．0
3 7（6，12）13（4，10）（9，15）（8，11）（5，14）3，1，2 4 7，12（6，13）10（4，15）（8，9，11）（5，14）1，3－2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ルミノメテオール �
�
父 エピファネイア �

�
母父 フォーティナイナー 初出走

2020．3．31生 牝2黒鹿 母 クイーンナイサー 母母 ナ イ サ ー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※シーサイドヒロイン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



2708910月29日 晴 良 （4東京4） 第8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

58 シャンパンカラー 牡2栗 55 戸崎 圭太青山 洋一氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 502 ―1：35．5 3．2�
22 リ ラ ッ ク ス 牡2芦 55 H．ドイル 中西 純穂氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 484 ―1：35．71� 4．5�

（英）

59 メイショウコバト 牝2黒鹿54 横山 武史松本 好雄氏 和田 勇介 浦河 三嶋牧場 452 ―1：36．12� 24．5�
47 マイクロモザイク 牝2鹿 54 川田 将雅吉田 和美氏 木村 哲也 新ひだか 山際セントラルスタッド 448 ―1：36．2� 4．0�
23 ショウナンハクウン 牡2青鹿55 T．マーカンド国本 哲秀氏 加藤士津八 安平 ノーザンファーム 502 ― 〃 ハナ 9．2�

（英）

34 テイエムクリエイト 牡2鹿 55 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 スウィング
フィールド牧場 444 ―1：36．3� 86．0�

712 ケイツークローン �2青鹿55 江田 照男楠本 勝美氏 大江原 哲 安平 ゼットステーブル 460 ―1：36．72 108．9	
46 コルデアニル 牝2青鹿54 三浦 皇成藤沼 利夫氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 458 ―1：36．91� 74．3

814 ニシノツキアカリ 牝2鹿 54 田辺 裕信西山 茂行氏 水野 貴広 新ひだか 本桐牧場 476 ―1：37．32� 46．6�
11 ダンネワード 牡2鹿 55 松山 弘平吉田 千津氏 堀内 岳志 千歳 社台ファーム 416 ― 〃 クビ 29．8�
611 フジマサメジャー 牡2栗 55 M．デムーロ藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 490 ― 〃 ハナ 9．9
35 ターンソウル 牡2青鹿55 宮崎 北斗山上 和良氏 鈴木慎太郎 日高 山田 政宏 476 ―1：38．04 14．3�
713 ファーレンジョー 牡2黒鹿55 坂井 瑠星ダイヤストーン組合 中野 栄治 新冠 シンカンファーム 454 ―1：38．42� 124．8�
815 キープシャイン 牡2栗 55 内田 博幸北村 和江氏 中野 栄治 新ひだか 真歌田中牧場 450 ―1：38．5クビ 224．8�
610 ベアマックス 牡2鹿 55 松岡 正海熊木 浩氏 杉浦 宏昭 登別 登別上水牧場 458 ―1：39．67 191．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 48，747，900円 複勝： 46，967，600円 枠連： 14，997，600円
馬連： 62，267，100円 馬単： 26，431，300円 ワイド： 52，238，500円
3連複： 84，428，800円 3連単： 89，777，600円 計： 425，856，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 180円 � 440円 枠 連（2－5） 470円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 450円 �� 950円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 4，880円 3 連 単 ��� 18，440円

票 数

単勝票数 計 487479 的中 � 122518（1番人気）
複勝票数 計 469676 的中 � 97040（1番人気）� 72708（3番人気）� 20273（7番人気）
枠連票数 計 149976 的中 （2－5） 24599（1番人気）
馬連票数 計 622671 的中 �� 50049（3番人気）
馬単票数 計 264313 的中 �� 10080（6番人気）
ワイド票数 計 522385 的中 �� 31963（3番人気）�� 13790（12番人気）�� 8991（17番人気）
3連複票数 計 844288 的中 ��� 12971（16番人気）
3連単票数 計 897776 的中 ��� 3529（56番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．3―36．4―49．1―1：01．6―1：12．9―1：24．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャンパンカラー �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Reckless Abandon 初出走

2020．3．3生 牡2栗 母 メモリアルライフ 母母 Baldovina 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2709010月29日 晴 良 （4東京4） 第8日 第6競走 2，100�3歳以上1勝クラス
発走13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 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

812 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 524－ 22：13．1 6．5�
79 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 490－ 42：13．41� 3．0�
710 インペリアルライン �3栗 55 松山 弘平 �社台レースホース中舘 英二 千歳 社台ファーム B456＋ 42：13．71� 18．4�
44 デュアルレインボー 牡3鹿 55 T．マーカンド近藤 洋司氏 清水 久詞 新ひだか 幌村牧場 490－ 8 〃 クビ 9．7�

（英）

68 ルイナールカズマ 牡3黒鹿55 川田 将雅合同会社雅苑興業 奥村 豊 浦河 高昭牧場 B490＋ 22：13．9� 4．1�
22 インワンシティング 牡4鹿 57

56 ☆永野 猛蔵	G1レーシング 林 徹 安平 追分ファーム 446－ 42：14．0� 43．0

11 ピュアブラッド �4鹿 57 M．デムーロ	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 488－ 42：14．31� 5．4�
55 セ ル ヴ ァ ン 牡4鹿 57 坂井 瑠星 �社台レースホース大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 22：14．62 19．7�
67 ニシノソワレ 牡4鹿 57 岩部 純二西山 茂行氏 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 B508＋222：14．7クビ 17．7
811 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 B500＋ 42：15．01� 34．0�
33 ミエノアッパレ 牡3鹿 55 野中悠太郎里見美惠子氏 高橋 亮 洞�湖 レイクヴィラファーム 554＋102：16．610 46．3�
56 � ポ ン フ ー 牡4黒鹿57 丸田 恭介杉浦 和也氏 浅野洋一郎 浦河 ディアレスト

クラブ 496－ 42：18．210 276．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 39，681，400円 複勝： 58，223，600円 枠連： 11，037，800円
馬連： 63，939，100円 馬単： 24，801，000円 ワイド： 62，270，800円
3連複： 91，631，500円 3連単： 94，040，300円 計： 445，625，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 170円 � 130円 � 340円 枠 連（7－8） 590円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，360円 �� 960円

3 連 複 ��� 3，840円 3 連 単 ��� 20，250円

票 数

単勝票数 計 396814 的中 � 48810（4番人気）
複勝票数 計 582236 的中 � 90195（3番人気）� 141996（1番人気）� 32210（6番人気）
枠連票数 計 110378 的中 （7－8） 14393（2番人気）
馬連票数 計 639391 的中 �� 64070（2番人気）
馬単票数 計 248010 的中 �� 8879（7番人気）
ワイド票数 計 622708 的中 �� 56671（2番人気）�� 10791（18番人気）�� 15766（12番人気）
3連複票数 計 916315 的中 ��� 17891（10番人気）
3連単票数 計 940403 的中 ��� 3366（62番人気）

ハロンタイム 7．1―11．6―12．9―12．8―12．5―12．3―12．6―12．8―12．4―12．4―13．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．7―31．6―44．4―56．9―1：09．2―1：21．8―1：34．6―1：47．0―1：59．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コウユーパパニニテ �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2022．4．16 中山9着

2019．4．22生 牡3栗 母 ゴールドオアシス 母母 ヴェルシエンカ 7戦2勝 賞金 16，200，000円
〔その他〕 コウユーパパニニテ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 コウユーパパニニテ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年11月29日まで出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



2709110月29日 晴 良 （4東京4） 第8日 第7競走 ��1，400�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
1：21．5
1：20．3

重
不良

57 �� キャンディドライヴ 牡3鹿 55 松山 弘平長谷川祐司氏 黒岩 陽一 米
Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

486－ 41：25．9 8．4�
68 ビップソリオ 牡3黒鹿55 松岡 正海鈴木 邦英氏 田島 俊明 洞�湖 レイクヴィラファーム B524－ 41：26．0	 144．8�
812 ダンディジャック 牡3黒鹿 55

52 ▲西塚 洸二�サンコウ牧場 佐藤 吉勝 新ひだか サンコウ牧場 488－ 41：26．1
 24．3�
56 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 488＋ 41：26．41	 4．8�
33 トーセンインディゴ 牡4鹿 57 大野 拓弥島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 466＋ 6 〃 ハナ 22．5	
711 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± 0 〃 ハナ 1．7�
11 アポロリヤム 牡3青 55 田辺 裕信中村 智幸氏 和田 勇介 日高 天羽 禮治 454＋ 41：26．72 60．2�
710 キボウノホシ 牡3鹿 55 内田 博幸堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 484－ 2 〃 アタマ 69．2
813� ウォーカーテソーロ 牝3栗 53 戸崎 圭太了德寺健二ホール

ディングス
 稲垣 幸雄 米 Mr. & Mrs.
Kenji Ryotokuji 438＋ 41：26．9
 11．4�

44 � ポルタフォルトゥナ 牝3鹿 53
50 ▲佐々木大輔酒井 孝敏氏 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 458± 01：27．11	 57．4�

69 � ニルアドミラリ 牡4鹿 57 坂井 瑠星
ノースヒルズ 和田正一郎 米 Scott Dil-
worth 566＋101：27．2
 10．3�

22 タイキマクスウェル 牡3黒鹿 55
54 ☆永野 猛蔵�大樹ファーム 伊藤 大士 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B502－ 81：27．3クビ 61．0�
45 エコログロリアス �3鹿 55 H．ドイル 原村 正紀氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 480± 01：27．51 35．7�

（英）

（13頭）

売 得 金
単勝： 46，438，100円 複勝： 76，673，300円 枠連： 15，936，000円
馬連： 70，769，300円 馬単： 34，493，500円 ワイド： 67，094，200円
3連複： 106，664，200円 3連単： 139，136，000円 計： 557，204，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 410円 � 4，370円 � 770円 枠 連（5－6） 1，830円

馬 連 �� 73，610円 馬 単 �� 120，320円

ワ イ ド �� 17，620円 �� 3，770円 �� 34，840円

3 連 複 ��� 503，130円 3 連 単 ��� 2，586，500円

票 数

単勝票数 計 464381 的中 � 43859（3番人気）
複勝票数 計 766733 的中 � 53746（5番人気）� 4239（13番人気）� 26180（7番人気）
枠連票数 計 159360 的中 （5－6） 6739（6番人気）
馬連票数 計 707693 的中 �� 745（66番人気）
馬単票数 計 344935 的中 �� 215（111番人気）
ワイド票数 計 670942 的中 �� 979（68番人気）�� 4647（31番人気）�� 494（75番人気）
3連複票数 計1066642 的中 ��� 159（246番人気）
3連単票数 計1391360 的中 ��� 39（1359番人気）

ハロンタイム 12．4―11．9―12．2―12．7―12．3―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―24．3―36．5―49．2―1：01．5―1：13．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
キャンディドライヴ �

�
父 Candy Ride �

�
母父 Empire Maker

2019．3．11生 牡3鹿 母 Supreme 母母 Mon Belle 3戦1勝 賞金 7，700，000円
初出走 JRA

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2709210月29日 晴 良 （4東京4） 第8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 7，700，000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

67 カトゥルスフェリス 牝5鹿 55 T．マーカンド �サンデーレーシング 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム 454＋201：58．5 18．9�
（英）

810 ホウオウプレミア 牡3芦 55 内田 博幸小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 484－101：58．92� 3．0�
79 メイショウサンガ 牡5鹿 57 田中 勝春松本 好雄氏 千田 輝彦 浦河 まるとみ冨岡牧場 522－18 〃 ハナ 48．9�
55 シャドウエリス 牝4鹿 55 H．ドイル 飯塚 知一氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 460＋ 4 〃 ハナ 131．3�

（英）

22 ブラックボイス 牡3黒鹿55 坂井 瑠星 �スリーエイチレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 508＋ 21：59．0� 6．1	
44 ウィズグレイス 牝3鹿 53 松山 弘平 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 460＋161：59．1クビ 3．5

11 オメガオリーブ 牝3芦 53 横山 武史原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 404＋141：59．31 28．5�
78 アップストローク 	3黒鹿55 田辺 裕信吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 456± 0 〃 ハナ 5．2�
66 モカフラワー 牝3栗 53 石川裕紀人星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 448－ 8 〃 アタマ 7．0
33 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± 0 〃 ハナ 30．6�
811 ナ ミ ブ 	6鹿 57

54 ▲水沼 元輝�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 472± 01：59．51
 324．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 56，944，300円 複勝： 65，092，500円 枠連： 12，241，500円
馬連： 83，026，600円 馬単： 32，819，900円 ワイド： 62，194，700円
3連複： 110，639，300円 3連単： 138，087，000円 計： 561，045，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，890円 複 勝 � 410円 � 170円 � 720円 枠 連（6－8） 830円

馬 連 �� 2，670円 馬 単 �� 7，080円

ワ イ ド �� 920円 �� 4，510円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 18，440円 3 連 単 ��� 133，660円

票 数

単勝票数 計 569443 的中 � 24033（6番人気）
複勝票数 計 650925 的中 � 36407（6番人気）� 134547（1番人気）� 19025（9番人気）
枠連票数 計 122415 的中 （6－8） 11298（3番人気）
馬連票数 計 830266 的中 �� 24049（11番人気）
馬単票数 計 328199 的中 �� 3475（27番人気）
ワイド票数 計 621947 的中 �� 17995（11番人気）�� 3441（34番人気）�� 8983（24番人気）
3連複票数 計1106393 的中 ��� 4499（54番人気）
3連単票数 計1380870 的中 ��� 749（345番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―11．8―11．9―11．9―12．0―11．8―11．3―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．5―36．3―48．2―1：00．1―1：12．1―1：23．9―1：35．2―1：46．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

カトゥルスフェリス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kitten’s Joy デビュー 2019．8．11 新潟1着

2017．2．16生 牝5鹿 母 ステファニーズキトゥン 母母 Unfold the Rose 11戦2勝 賞金 26，388，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



2709310月29日 晴 良 （4東京4） 第8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；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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

714� ディクテオン �4黒鹿57 松山 弘平�G1レーシング 吉岡 辰弥 安平 追分ファーム 506± 02：11．6 2．9�
59 キングサーガ �5黒鹿57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B472－ 62：11．92 7．0�
611 プラチナドリーム 牡3鹿 55 三浦 皇成飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 B462＋102：12．43 5．9�
510 デ ア ノ ヴ ァ 牝3鹿 53 宮崎 北斗 �京都ホースレーシング 伊坂 重信 新冠 村上 進治 480＋ 82：12．61� 13．7�
47 � フジマサインパクト 牡4鹿 57 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム B428＋ 82：12．92 22．9	
12 メ ラ ー キ 牡5青鹿57 坂井 瑠星大塚 亮一氏 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 484－102：13．11� 44．6

48 ワセダハーツ 牡4栗 57 田辺 裕信大冨 智弘氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 432－ 22：13．31	 17．6�
815 ダッシュダクラウン �4青鹿57 北村 宏司星加 浩一氏 武 英智 新ひだか 泊 寿幸 B460－ 62：13．51� 11．8�
713 エクセレントラン �5鹿 57 江田 照男田畑 利彦氏 大江原 哲 浦河 小倉牧場 484＋ 42：13．7
 100．3
23 ヤマノマタカ 牡5鹿 57 石橋 脩澤村 敏雄氏 相沢 郁 浦河 大北牧場 B492＋ 22：13．91	 29．1�
816 ローズボウル 牡4鹿 57 石川裕紀人 �グリーンファーム林 徹 千歳 社台ファーム 508＋ 62：14．0クビ 24．0�
11 � サハラヴァンクール 牡4鹿 57 内田 博幸首藤 徳氏 和田 勇介 新冠 シンユウフアーム 484－ 4 〃 クビ 64．4�
36 オクトニオン 牡3鹿 55 横山 武史小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 北星村田牧場 526－ 22：14．21 6．2�
612 トップスティール 牡3鹿 55 柴田 大知井山 登氏 深山 雅史 新ひだか 千代田牧場 B496＋ 22：14．52 20．3�
35 オ ー マ オ 牡6栗 57 大野 拓弥吉田 照哉氏 村山 明 千歳 社台ファーム 452－112：15．88 195．2�
24 クールファイブ 牡4鹿 57 松岡 正海大塚 亮一氏 堀内 岳志 安平 ノーザンファーム 492＋102：15．9	 129．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，902，000円 複勝： 85，083，900円 枠連： 24，475，200円
馬連： 110，582，700円 馬単： 39，288，100円 ワイド： 93，177，300円
3連複： 166，855，700円 3連単： 157，368，300円 計： 732，733，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 170円 � 160円 枠 連（5－7） 660円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 380円 �� 380円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，800円 3 連 単 ��� 6，330円

票 数

単勝票数 計 559020 的中 � 151236（1番人気）
複勝票数 計 850839 的中 � 195039（1番人気）� 111388（3番人気）� 131847（2番人気）
枠連票数 計 244752 的中 （5－7） 28618（1番人気）
馬連票数 計1105827 的中 �� 101086（1番人気）
馬単票数 計 392881 的中 �� 21533（1番人気）
ワイド票数 計 931773 的中 �� 63977（2番人気）�� 64824（1番人気）�� 36124（4番人気）
3連複票数 計1668557 的中 ��� 69507（1番人気）
3連単票数 計1573683 的中 ��� 18010（2番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―18．7―31．5―44．2―56．9―1：09．3―1：21．4―1：34．0―1：46．8―1：59．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ディクテオン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 キングヘイロー

2018．3．10生 �4黒鹿 母 メ ー デ イ ア 母母 ウィッチフルシンキング 10戦2勝 賞金 31，353，000円
初出走 JRA

2709410月29日 晴 良 （4東京4） 第8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，R3．10．30以降R4．10．23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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

710 ウイングレイテスト 牡5栗 56 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 504± 01：34．1 4．0�
812 アオイシンゴ �8芦 55 戸崎 圭太新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 494－ 2 〃 アタマ 13．3�
11 ソウルトレイン 牡5芦 56 大野 拓弥安原 浩司氏 昆 貢 新ひだか フジワラフアーム B488＋ 8 〃 ハナ 8．5�
55 ドゥラモンド 牡4黒鹿55 T．マーカンド �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 488－ 61：34．2クビ 6．4�

（英）

56 ア サ ヒ 牡3黒鹿54 横山 武史 �Gリビエール・
レーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 502－ 21：34．3� 3．7	

33 ランドオブリバティ 牡4鹿 56 松山 弘平吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 472± 0 〃 ハナ 12．1

22 アステロイドベルト �5鹿 54 坂井 瑠星 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B472－101：34．4� 32．2�
79 リトルクレバー 牡5鹿 54 川田 将雅岡 浩二氏 佐々木晶三 日高 アイズスタッド株式会社 460－ 21：34．5� 6．8�
67 トーセンヴァンノ 牡3黒鹿53 原田 和真島川 哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 496＋ 81：34．61 63．7�
44 シ ャ チ 牡5鹿 51 山田 敬士中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 B472＋ 81：34．7クビ 159．8�
811 ノーブルアース 牝7黒鹿51 石川裕紀人吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 490＋ 21：35．02 28．3�
68 ウィンドリッパー 牡4鹿 55 H．ドイル �シルクレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 480－ 61：35．21 13．9�

（英）
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売 得 金
単勝： 65，219，200円 複勝： 88，982，200円 枠連： 35，116，700円
馬連： 153，021，600円 馬単： 47，746，600円 ワイド： 100，412，000円
3連複： 185，589，000円 3連単： 201，605，800円 計： 877，693，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 270円 � 240円 枠 連（7－8） 1，250円

馬 連 �� 2，290円 馬 単 �� 3，530円

ワ イ ド �� 620円 �� 610円 �� 960円

3 連 複 ��� 5，090円 3 連 単 ��� 24，510円

票 数

単勝票数 計 652192 的中 � 129735（2番人気）
複勝票数 計 889822 的中 � 173243（1番人気）� 77235（6番人気）� 87317（5番人気）
枠連票数 計 351167 的中 （7－8） 21646（4番人気）
馬連票数 計1530216 的中 �� 51784（8番人気）
馬単票数 計 477466 的中 �� 10131（13番人気）
ワイド票数 計1004120 的中 �� 42195（5番人気）�� 42691（4番人気）�� 26015（12番人気）
3連複票数 計1855890 的中 ��� 27314（16番人気）
3連単票数 計2016058 的中 ��� 5962（78番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―36．0―48．4―1：00．7―1：11．9―1：22．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F33．4
3 ・（1，3）（4，10）（7，12）9（6，11）（2，5，8） 4 1，3（4，10）（7，12）（6，9）（5，11）（2，8）

勝馬の
紹 介

ウイングレイテスト �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2019．6．23 東京2着

2017．3．31生 牡5栗 母 グレートキャティ 母母 ルーシームーン 24戦2勝 賞金 103，985，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



2709510月29日 晴 良 （4東京4） 第8日 第11競走 ��
��1，600�第11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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．7
1：32．3

良
良

810 ラ ヴ ェ ル 牝2鹿 54 坂井 瑠星 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 452＋ 81：33．8 7．9�
33 リバティアイランド 牝2鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：33．9クビ 1．4�
66 アリスヴェリテ 牝2鹿 54 田辺 裕信加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454＋ 4 〃 クビ 15．7�
55 デインバランス 牝2黒鹿54 戸崎 圭太草間 庸文氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 472－ 41：34．0� 7．3�
89 マラキナイア 牝2黒鹿54 松山 弘平 �社台レースホース吉岡 辰弥 千歳 社台ファーム 430＋ 81：34．1� 13．0�
44 ディナトセレーネ 牝2芦 54 横山 武史 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム 448－ 41：34．2� 33．4	
78 マスキュリン 牝2鹿 54 石橋 脩
ノースヒルズ 新谷 功一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 434－101：34．73 96．1�
22 コウセイマリア 牝2鹿 54 佐々木大輔杉安浩一郎氏 和田 雄二 日高 増尾牧場 404＋ 41：34．8� 137．0�
77 ミシシッピテソーロ 牝2鹿 54 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス
 畠山 吉宏 日高 リョーケンファー
ム株式会社 436＋12 〃 アタマ 13．2

11 ニシノコウフク 牝2黒鹿54 三浦 皇成西山 茂行氏 伊藤 大士 新冠 中山 高鹿康 472＋ 4 〃 アタマ 57．3�
（10頭）

売 得 金
単勝： 252，868，500円 複勝： 311，594，100円 枠連： 58，251，300円
馬連： 356，103，100円 馬単： 194，783，400円 ワイド： 264，564，900円
3連複： 520，488，500円 3連単： 1，020，518，200円 計： 2，979，172，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 170円 � 110円 � 210円 枠 連（3－8） 260円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 230円 �� 950円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ��� 14，700円

票 数

単勝票数 計2528685 的中 � 268497（3番人気）
複勝票数 計3115941 的中 � 274990（3番人気）� 1730836（1番人気）� 179719（6番人気）
枠連票数 計 582513 的中 （3－8） 171657（1番人気）
馬連票数 計3561031 的中 �� 594082（1番人気）
馬単票数 計1947834 的中 �� 73990（7番人気）
ワイド票数 計2645649 的中 �� 343784（1番人気）�� 60352（14番人気）�� 186060（5番人気）
3連複票数 計5204885 的中 ��� 215258（8番人気）
3連単票数 計10205182 的中 ��� 50303（48番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―35．8―47．8―1：00．0―1：11．4―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F33．8
3 6（4，8）（5，9）（1，3，7）－10，2 4 6（4，8）（5，9）（1，3，7）（2，10）

勝馬の
紹 介

ラ ヴ ェ ル �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2022．7．10 小倉1着

2020．2．14生 牝2鹿 母 サンブルエミューズ 母母 ヴィートマルシェ 2戦2勝 賞金 36，357，000円

2709610月29日 晴 良 （4東京4） 第8日 第12競走 ��1，400�3歳以上2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 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

24 ヴァルツァーシャル 牡3鹿 55 三浦 皇成ウエスト．フォレスト．
ステイブル� 高木 登 浦河 梅田牧場 484＋ 81：24．3 1．7�

23 フォーヴィスム 牡4栗 57 内田 博幸 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 530＋ 21：24．4� 6．1�
816 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 B532＋ 8 〃 アタマ 4．8�
611 ベストリーガード 牡3黒鹿55 石橋 脩石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 赤田牧場 476－ 21：24．82� 12．1�
713 ネイチャーカレン 牡5黒鹿57 野中悠太郎 �サザンホールディング 根本 康広 新ひだか 高橋 修 460＋ 61：24．9クビ 28．7	
48 マイナーズライト �4鹿 57

56 ☆永野 猛蔵吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム B454± 01：25．53� 40．2

12 ヤ ウ ガ ウ �5鹿 57

54 ▲佐々木大輔 �Gリビエール・
レーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 484－101：25．71� 142．4�

47 レディステディゴー 牡4鹿 57 吉田 豊 �社台レースホース中村 直也 千歳 社台ファーム 506－ 21：26．01	 108．9�
815 ブーケオブアイリス �4黒鹿57 大野 拓弥小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 492－12 〃 クビ 104．1
612 テ ン ピ ン 牡5黒鹿57 H．ドイル MOMOレーシング 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 498－ 81：26．1クビ 18．9�

（英）

35 ゲンパチマイティー 牡5鹿 57 坂井 瑠星平野 武志氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 B518＋ 21：26．41	 27．3�
59 ミツカネプリンス 牡5芦 57 横山 武史小山田 満氏 鈴木 伸尋 新冠 タニグチ牧場 454＋ 41：26．5� 42．7�
36 
 ペガサスターボ 牡5鹿 57 田辺 裕信坪野谷和平氏 勢司 和浩 浦河 千明牧場 512－ 61：26．71� 96．4�
11 テイルウインド 牡4青鹿 57

54 ▲土田 真翔高橋 文男氏 武藤 善則 日高 門別 敏朗 504＋121：27．44 232．0�
714 アウリガテソーロ 牡4青鹿57 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム B510＋ 41：28．14 77．0�
510 ディベルティール 牡4鹿 57 津村 明秀ライオンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 飛野牧場 B502± 01：31．6大差 111．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 98，003，600円 複勝： 115，058，900円 枠連： 49，425，700円
馬連： 185，252，600円 馬単： 71，265，200円 ワイド： 138，019，600円
3連複： 254，158，300円 3連単： 321，291，800円 計： 1，232，475，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 150円 � 150円 枠 連（2－2） 380円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 220円 �� 250円 �� 400円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 2，010円

票 数

単勝票数 計 980036 的中 � 443545（1番人気）
複勝票数 計1150589 的中 � 401129（1番人気）� 155778（2番人気）� 150108（3番人気）
枠連票数 計 494257 的中 （2－2） 99871（2番人気）
馬連票数 計1852526 的中 �� 362309（1番人気）
馬単票数 計 712652 的中 �� 102897（1番人気）
ワイド票数 計1380196 的中 �� 176661（1番人気）�� 146108（2番人気）�� 77889（3番人気）
3連複票数 計2541583 的中 ��� 263824（1番人気）
3連単票数 計3212918 的中 ��� 115844（1番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．9―12．3―12．6―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．9―47．2―59．8―1：11．7

コーナー
通過順位

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

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 デビュー 2021．10．30 東京1着

2019．4．22生 牡3鹿 母 バイカターキン 母母 ア ブ ラ シ オ 7戦3勝 賞金 38，349，000円
〔制裁〕 ベストリーガード号の騎手石橋脩は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：3番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディベルティール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月29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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 サンオブロジータ号・フィールザワールド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（4東京4）第8日 10月29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 156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

240，970，000円
33，430，000円
1，460，000円
30，910，000円
72，150，000円
4，460，000円
1，497，600円

勝馬投票券売得金
841，881，800円
1，107，249，700円
276，836，400円
1，308，245，500円
589，402，600円
1，026，125，500円
1，832，882，100円
2，604，823，300円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 9，587，446，900円

総入場人員 22，530名 （有料入場人員 22，010名）
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