
3004911月16日 晴 良 （1東京5） 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 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．1
1：23．0

重
重

47 コウソクスピード 牡2青鹿55 O．マーフィー 野﨑 昭夫氏 中舘 英二 洞�湖 レイクヴィラファーム 510＋121：25．8 3．9�
（英）

11 アストロブレイク 牡2栗 55 三浦 皇成吉澤 克己氏 相沢 郁 日高 川端 正博 482＋ 21：25．9� 2．8�
12 ハットルヴァン 牡2黒鹿55 大野 拓弥服部 邦繁氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 502＋ 81：26．64 64．2�
23 チョゴリザテソーロ 牡2黒鹿 55

54 ☆武藤 雅了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 熊本 本田 土寿 486＋ 61：26．81� 156．6�

35 エバンタイユドール 牝2栗 54 武士沢友治井上 久光氏 高市 圭二 日高 サンバマウン
テンファーム 496± 01：26．9� 93．6�

611 ニシノホライゾン 牡2鹿 55 C．ルメール 西山 茂行氏 的場 均 新ひだか 藤巻 則弘 504＋ 4 〃 クビ 4．9	
714 キョシンタンカイ 牡2黒鹿55 田辺 裕信國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 500＋ 21：27．32� 6．1

59 ネ ネ サ マ 牝2鹿 54 北村 宏司村田 哲朗氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 458＋ 21：28．15 13．4�
816 アグードイメル 牡2栗 55 原田 和真ケーエスHD 小野 次郎 平取 稲原牧場 494－ 4 〃 アタマ 257．6�
612	 ヴァンデリオン 牡2栗 55 内田 博幸村山 忠弘氏 根本 康広 米 P. Headley, Nancy

Bell & NATO 484＋ 21：28．2� 21．2
48 キラークイーン 牝2鹿 54 藤岡 佑介村木 隆氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 444－ 61：28．41
 38．7�
815 ナックライオン 牡2黒鹿55 柴田 大知小松 欣也氏 杉浦 宏昭 日高 シンボリ牧場 514＋121：28．71� 399．8�
36 オ ー ヴ ァ ル 牡2黒鹿55 松岡 正海島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 490＋ 81：29．23 249．6�
510 ブロッケンリング 牝2鹿 54 田中 勝春 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 416＋ 41：29．73 326．9�
24 ハリケーンメファ 牝2芦 54 石橋 脩手嶋 康雄氏 牧 光二 新ひだか 佐竹 学 432－ 21：30．02 41．0�
713 キタノシャンティ 牡2鹿 55

54 ☆菊沢 一樹北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 山際牧場 B486＋ 81：31．59 475．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，586，600円 複勝： 46，565，400円 枠連： 9，403，400円
馬連： 51，914，200円 馬単： 22，627，400円 ワイド： 39，234，000円
3連複： 77，884，500円 3連単： 84，788，400円 計： 362，003，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 140円 � 870円 枠 連（1－4） 580円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，980円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 5，540円 3 連 単 ��� 16，810円

票 数

単勝票数 計 295866 的中 � 63808（2番人気）
複勝票数 計 465654 的中 � 73049（4番人気）� 113267（1番人気）� 9115（8番人気）
枠連票数 計 94034 的中 （1－4） 12377（1番人気）
馬連票数 計 519142 的中 �� 65992（1番人気）
馬単票数 計 226274 的中 �� 14606（2番人気）
ワイド票数 計 392340 的中 �� 32689（3番人気）�� 4730（22番人気）�� 6057（16番人気）
3連複票数 計 778845 的中 ��� 10536（20番人気）
3連単票数 計 847884 的中 ��� 3655（46番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．8―12．0―11．8―12．9―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．4―47．4―59．2―1：12．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．4―3F38．4
3 ・（11，14，7）1（3，4）（12，13）2，10（9，15，16）8，5－6 4 ・（11，14，7）－1－（2，12）（3，4）13，9－（15，10，16）5－8，6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コウソクスピード �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．7．28 新潟2着

2017．4．17生 牡2青鹿 母 メジロコウミョウ 母母 メジロルルド 3戦1勝 賞金 8，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハリケーンメファ号・キタノシャンティ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年

12月16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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ウィズアウトナイン号・エンジョイ号・サイモンサンバ号・サツキオーゴン号
（非抽選馬） 2頭 タイムカプセル号・ミドゥス号
※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。

3005011月16日 晴 良 （1東京5） 第5日 第2競走 ��
��2，000�2歳未勝利

発走10時20分 （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：59．8
1：59．6

稍重
良

48 サトノフラッグ 牡2鹿 55 O．マーフィー �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 492－ 21：59．5レコード 3．7�
（英）

59 デジマノハナ 牝2栗 54 横山 典弘大島有志生氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 480＋ 82：00．03 16．7�
36 マイネルアンデス 牡2芦 55 石川裕紀人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 長谷川牧場 434± 02：00．31� 147．7�
714 エルバルーチェ 牝2栗 54 田辺 裕信 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 454－ 62：00．51 39．7�
24 オラコモエスタス 牡2鹿 55 W．ビュイック 玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 496＋ 22：00．71� 4．5	

（英）

23 ブラックマジック 牡2青鹿55 川田 将雅窪田 芳郎氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 436＋ 2 〃 ハナ 8．5

35 マイネルスタイル 牡2黒鹿55 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 ビッグレッドファーム 470± 0 〃 アタマ 60．0�
612 プモリテソーロ 牡2黒鹿55 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 日高 下河辺牧場 484＋ 22：00．91 6．3�
47 ロッソモラーレ 牡2芦 55 原田 和真 �コスモヴューファーム 奥平 雅士 日高 槇本牧場 444± 0 〃 クビ 236．6
713 ウインドジャマー 牡2鹿 55 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤澤 昭勝 480± 02：01．0	 4．1�
816 ピースボヌール 牡2鹿 55 内田 博幸 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 新ひだか 千代田牧場 492＋ 82：01．85 186．3�
12 ウインクランベリー 牝2栗 54 松岡 正海�ウイン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム 402＋ 22：02．33 277．1�
815 コスモタイシ 牡2栗 55 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 新冠 大栄牧場 B458＋ 82：03．79 18．8�
611 シゲルパンドラ 牝2黒鹿54 大野 拓弥森中 蕃氏 浅野洋一郎 青森 青南ムラカミ

ファーム 470－ 42：05．7大差 432．0�
11 オウサマプリン 牡2黒鹿55 大庭 和弥田頭 勇貴氏 松永 康利 浦河 南部 功 476＋ 8 〃 クビ 483．1�
510 カミノホウオー 牡2黒鹿 55

54 ☆野中悠太郎村上 正喜氏 竹内 正洋 青森 ワールドファーム 496＋ 82：05．91 170．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，024，200円 複勝： 41，944，400円 枠連： 9，905，400円
馬連： 42，048，400円 馬単： 18，141，000円 ワイド： 29，634，900円
3連複： 54，237，900円 3連単： 61，916，900円 計： 280，853，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 190円 � 490円 � 3，060円 枠 連（4－5） 3，250円

馬 連 �� 3，010円 馬 単 �� 4，330円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 12，180円 �� 22，310円

3 連 複 ��� 154，080円 3 連 単 ��� 415，640円

票 数

単勝票数 計 230242 的中 � 51591（1番人気）
複勝票数 計 419444 的中 � 72073（4番人気）� 20918（6番人気）� 2886（11番人気）
枠連票数 計 99054 的中 （4－5） 2355（12番人気）
馬連票数 計 420484 的中 �� 10821（14番人気）
馬単票数 計 181410 的中 �� 3141（23番人気）
ワイド票数 計 296349 的中 �� 6211（17番人気）�� 617（48番人気）�� 336（67番人気）
3連複票数 計 542379 的中 ��� 264（166番人気）
3連単票数 計 619169 的中 ��� 108（544番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―35．4―47．0―59．3―1：11．8―1：24．5―1：36．4―1：47．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．0

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

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

勝馬の
紹 介

サトノフラッグ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Not For Sale デビュー 2019．10．19 東京6着

2017．2．26生 牡2鹿 母 バラダセール 母母 La Balada 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔その他〕 シゲルパンドラ号・オウサマプリン号・カミノホウオー号は，1着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走

制限」の適用を除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 グレートバローズ号
※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。

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

第５回 東京競馬 第５日



3005111月16日 晴 良 （1東京5） 第5日 第3競走 ��1，300�2歳未勝利
発走10時50分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：17．4
1：17．4

良
良

36 テンサイドカップ 牝2鹿 54 内田 博幸天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 466＋ 81：19．9 15．1�
23 ダイシンウィット 牡2栗 55 津村 明秀大八木信行氏 小笠 倫弘 新冠 隆栄牧場 B492± 01：20．11� 41．4�
24 バルドダンサー 牡2栗 55 原田 和真 �コスモヴューファーム 和田 雄二 新冠 コスモヴューファーム 452± 01：20．31� 28．7�
713 バーンパッション 牡2黒鹿55 石川裕紀人岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 真歌田中牧場 462＋ 21：20．51� 9．4�
47 ピシュマニエ 牝2栗 54 C．ルメール 嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 456± 01：20．6アタマ 1．9�
35 サイモンバトラー 牡2鹿 55 田辺 裕信澤田 昭紀氏 矢野 英一 新ひだか 本桐牧場 448－ 21：20．7� 34．8	
12 クワトロチェント 牡2栗 55 R．ムーア �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 476± 01：21．02 6．2


（英）

11 スパークジョイ 牝2芦 54 吉田 豊西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 458＋ 61：21．1クビ 31．6�
48 ルヴァンヴェール 牡2鹿 55 三浦 皇成 �グリーンファーム竹内 正洋 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 482－ 4 〃 クビ 15．3
510 ニーケススマイル 牡2鹿 55 松岡 正海�高橋ファーム 蛯名 利弘 浦河 大北牧場 464＋ 21：21．52� 70．1�
611 リブエターナル 牝2芦 54 大野 拓弥大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 452＋ 21：21．6� 49．5�
816 アルトゥーロ 牡2黒鹿55 江田 照男�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 428＋ 61：22．34 32．4�
59 ム ラ サ メ �2芦 55

54 ☆野中悠太郎細川智恵子氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 460＋ 21：22．62 97．7�
714 シ ベ ー レ ス 牝2鹿 54

53 ☆武藤 雅柳 裕一郎氏 中舘 英二 新ひだか 前田ファーム 434－141：22．81� 352．7�
612 タ ピ オ カ 牝2青鹿54 石橋 脩�清水牧場 牧 光二 平取 清水牧場 490＋ 61：23．11� 15．9�
815 エコロファントム 牡2黒鹿 55

54 ☆菊沢 一樹原村 正紀氏 菊沢 隆徳 新ひだか タイヘイ牧場 474＋ 41：23．52� 573．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，444，900円 複勝： 45，494，100円 枠連： 13，102，000円
馬連： 52，037，600円 馬単： 25，418，100円 ワイド： 44，213，200円
3連複： 72，471，300円 3連単： 82，656，800円 計： 370，838，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，510円 複 勝 � 460円 � 890円 � 510円 枠 連（2－3） 4，740円

馬 連 �� 19，320円 馬 単 �� 38，200円

ワ イ ド �� 5，100円 �� 3，250円 �� 5，150円

3 連 複 ��� 104，320円 3 連 単 ��� 605，310円

票 数

単勝票数 計 354449 的中 � 19723（4番人気）
複勝票数 計 454941 的中 � 26849（5番人気）� 12752（12番人気）� 24109（7番人気）
枠連票数 計 131020 的中 （2－3） 2138（15番人気）
馬連票数 計 520376 的中 �� 2087（52番人気）
馬単票数 計 254181 的中 �� 499（87番人気）
ワイド票数 計 442132 的中 �� 2231（48番人気）�� 3532（32番人気）�� 2211（49番人気）
3連複票数 計 724713 的中 ��� 521（215番人気）
3連単票数 計 826568 的中 ��� 99（1155番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．2―29．9―42．1―54．4―1：07．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．8
3 3，7，12，4（9，13）（6，11，16）1，8，5，10，2＝14－15 4 3，7（4，12）13－（9，11）（1，6，16）（5，8）（2，10）＝14＝15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

テンサイドカップ �
�
父 スピルバーグ �

�
母父 Salt Lake デビュー 2019．10．14 京都3着

2017．5．5生 牝2鹿 母 レイクサイドカップ 母母 Tricki Mae 2戦1勝 賞金 6，800，000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。
（非当選馬） 1頭 エンフォーサー号
※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。

3005211月16日 晴 良 （1東京5） 第5日 第4競走 ��1，400�2歳新馬
発走11時20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
1：20．3

良
良

44 ライチェフェイス 牡2鹿 55 C．ルメール 佐々木 勉氏 平田 修 日高 メイプルファーム 458 ―1：22．5 4．8�
78 ヴェンチュラスター 牡2鹿 55 R．ムーア 西見 徹也氏 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 426 ―1：22．71� 3．1�

（英）

811 ナリタザクラ 牡2黒鹿55 藤岡 佑介�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 490 ―1：23．12� 10．6�
810 ピクチャーポーズ 牝2鹿 54 O．マーフィー �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 438 ―1：23．2� 3．1�

（英）

33 イエローポピー 牝2黒鹿 54
53 ☆武藤 雅野村 茂雄氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 426 ―1：23．3クビ 13．4	

79 ココリミッション 牡2黒鹿55 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 木下牧場 446 ―1：23．83 7．4

55 ヴィーヴァメジロ 牡2鹿 55 石川裕紀人芹澤 精一氏 勢司 和浩 様似 山口 幸雄 474 ―1：24．01� 176．2�
22 ゼンダンラビット 牝2鹿 54 松岡 正海渡邊 善男氏 藤原 辰雄 日高 広中 稔 440 ―1：24．21� 76．1�
66 ラブキーセキ 牝2鹿 54 石橋 脩増田 陽一氏 大和田 成 新冠 佐藤牧場 396 ―1：24．3� 57．3
11 エピクレーシス 牝2栗 54

53 ☆野中悠太郎吉田 千津氏 小西 一男 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446 ―1：25．04 102．1�

67 ダフネオドラ 牡2黒鹿 55
54 ☆菊沢 一樹�和田牧場 中野 栄治 新ひだか 荒木 貴宏 458 ―1：26．8大差 336．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 31，092，500円 複勝： 29，295，400円 枠連： 9，800，000円
馬連： 41，830，900円 馬単： 21，833，000円 ワイド： 26，113，700円
3連複： 49，170，900円 3連単： 73，568，700円 計： 282，705，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 140円 � 140円 � 210円 枠 連（4－7） 530円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 300円 �� 620円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，050円 3 連 単 ��� 9，510円

票 数

単勝票数 計 310925 的中 � 53715（3番人気）
複勝票数 計 292954 的中 � 57305（3番人気）� 58835（2番人気）� 29194（5番人気）
枠連票数 計 98000 的中 （4－7） 14257（2番人気）
馬連票数 計 418309 的中 �� 40639（2番人気）
馬単票数 計 218330 的中 �� 9273（6番人気）
ワイド票数 計 261137 的中 �� 24387（3番人気）�� 10176（10番人気）�� 11607（8番人気）
3連複票数 計 491709 的中 ��� 17956（8番人気）
3連単票数 計 735687 的中 ��� 5608（30番人気）

ハロンタイム 13．1―11．4―11．8―11．9―11．1―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．1―24．5―36．3―48．2―59．3―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ライチェフェイス �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 サクラプレジデント 初出走

2017．3．26生 牡2鹿 母 ペ ロ チ ャ ン 母母 ジョウノエンジェル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダフネオドラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月16日まで平地競走

に出走できない。
※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。



3005311月16日 晴 良 （1東京5） 第5日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時10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

35 ルーツドール 牝2黒鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 524 ―1：33．3 3．1�
23 ゴルトベルク 牝2黒鹿54 O．マーフィー �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 412 ―1：34．15 1．9�

（英）

510 ウインキートス 牝2黒鹿54 松岡 正海�ウイン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム 442 ― 〃 クビ 15．1�
48 カウイダンス 牝2鹿 54 津村 明秀細谷 典幸氏 相沢 郁 日高 下河辺牧場 456 ―1：34．41� 9．0�
47 トクシーズファー 牝2青鹿 54

53 ☆武藤 雅 AIレーシング 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 432 ―1：34．5� 28．7	
713 ト キ メ キ 牝2栗 54 大野 拓弥�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 474 ―1：34．71 136．4

12 ポートメイリオン 牝2青 54 三浦 皇成中村 祐子氏 尾形 和幸 新ひだか ケイアイファーム 420 ―1：34．8� 97．3�
24 ハワイアンムーン 牝2鹿 54 川田 将雅窪田 芳郎氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 460 ―1：34．9� 18．8�
11 クロトノーナ 牝2芦 54 石橋 脩 �キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 402 ― 〃 クビ 28．2
36 キタノアゲイン 牝2栗 54

53 ☆野中悠太郎北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 友田牧場 422 ―1：35．32� 289．1�
714 ケイティヒマワリ 牝2鹿 54 柴田 大知瀧本 和義氏 勢司 和浩 浦河 中脇 満 420 ―1：35．4クビ 167．2�
611 ヴァイオレット 牝2鹿 54 柴山 雄一中辻 明氏 小桧山 悟 新冠 ハシモトフアーム 434 ―1：35．71� 410．5�
59 ミッキーベル 牝2栗 54

53 ☆菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 430 ―1：36．02 52．2�
817 ピュアファンタジー 牝2鹿 54 江田 照男堀口 晴男氏 蛯名 利弘 日高 中川 浩典 468 ―1：36．32 369．9�
612 ホッコージュンレイ 牝2青鹿54 北村 宏司北幸商事� 松永 康利 浦河 高昭牧場 440 ―1：36．51� 65．7�
815 エリーフォース 牝2鹿 54 吉田 豊谷川 正純氏 土田 稔 浦河 ガーベラパー

クスタツド 442 ―1：38．5大差 409．0�
816 ホークスタントン 牝2黒鹿54 石川裕紀人永見 貴昭氏 中川 公成 新冠 飛渡牧場 442 ―1：39．24 347．5�

（17頭）

売 得 金
単勝： 39，703，500円 複勝： 43，057，900円 枠連： 14，599，500円
馬連： 51，594，600円 馬単： 28，224，300円 ワイド： 38，868，700円
3連複： 72，963，200円 3連単： 98，371，700円 計： 387，383，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 110円 � 110円 � 210円 枠 連（2－3） 250円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 170円 �� 640円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，360円 3 連 単 ��� 4，940円

票 数

単勝票数 計 397035 的中 � 104245（2番人気）
複勝票数 計 430579 的中 � 115474（2番人気）� 127059（1番人気）� 30253（4番人気）
枠連票数 計 145995 的中 （2－3） 44291（1番人気）
馬連票数 計 515946 的中 �� 131802（1番人気）
馬単票数 計 282243 的中 �� 32659（2番人気）
ワイド票数 計 388687 的中 �� 75658（1番人気）�� 12869（8番人気）�� 15021（6番人気）
3連複票数 計 729632 的中 ��� 40080（3番人気）
3連単票数 計 983717 的中 ��� 14415（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．3―47．1―59．0―1：10．5―1：21．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルーツドール �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Green Tune 初出走

2017．1．26生 牝2黒鹿 母 リュヌドール 母母 Luth D’Or 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エリーフォース号・ホークスタントン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月

16日まで平地競走に出走できない。
※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。

3005411月16日 晴 良 （1東京5） 第5日 第6競走 ��
��1，400�2歳1勝クラス

発走12時40分 （500万円以下） （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．8
1：20．3

良
良

44 アヌラーダプラ 牝2鹿 54 三浦 皇成 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 464± 01：21．0 1．4�
22 コミカライズ 牝2青鹿54 C．ルメール 吉田 照哉氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 454＋101：21．21� 6．9�
78 グランチェイサー 牡2黒鹿55 O．マーフィー 落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 村上 欽哉 446－ 21：21．73 4．3�

（英）

810 バトルカグヤ 牝2鹿 54 津村 明秀宮川 秋信氏 本田 優 浦河 小林 仁 454－ 61：21．8� 50．1�
77 メルテッドハニー 牝2黒鹿 54

53 ☆野中悠太郎田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 398＋ 8 〃 クビ 50．0�
89 	 プライモーディアル 牡2鹿 55 W．ビュイックゴドルフィン 黒岩 陽一 英 Godolphin 482＋ 21：22．22
 18．2	

（英）

66 ハワーマハル 牝2鹿 54 江田 照男�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 454± 01：22．3
 259．0

55 コパノビアンカ 牝2青鹿54 田辺 裕信小林 祥晃氏 林 徹 新冠 武田牧場 434＋121：22．61� 22．4�
33 オレオレサララ 牝2鹿 54 大庭 和弥�ミルファーム 和田 勇介 浦河 ミルファーム 500－ 41：22．91� 335．1�
11 ユウヒノプリンス 牡2栗 55

54 ☆菊沢 一樹坂田 行夫氏 加藤 和宏 日高 新井 昭二 472－ 6 〃 クビ 599．1
（10頭）

売 得 金
単勝： 49，840，000円 複勝： 145，049，500円 枠連： 10，599，000円
馬連： 50，140，400円 馬単： 36，977，900円 ワイド： 37，180，900円
3連複： 65，422，500円 3連単： 153，386，000円 計： 548，596，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 120円 � 100円 枠 連（2－4） 490円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 190円 �� 130円 �� 230円

3 連 複 ��� 360円 3 連 単 ��� 1，200円

票 数

単勝票数 計 498400 的中 � 279986（1番人気）
複勝票数 計1450495 的中 � 1125438（1番人気）� 79753（3番人気）� 119048（2番人気）
枠連票数 計 105990 的中 （2－4） 16672（2番人気）
馬連票数 計 501404 的中 �� 86582（2番人気）
馬単票数 計 369779 的中 �� 49153（2番人気）
ワイド票数 計 371809 的中 �� 44685（2番人気）�� 87667（1番人気）�� 34304（3番人気）
3連複票数 計 654225 的中 ��� 133225（1番人気）
3連単票数 計1533860 的中 ��� 92131（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―34．9―46．7―58．0―1：09．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アヌラーダプラ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Rahy デビュー 2019．9．22 中山1着

2017．4．17生 牝2鹿 母 ポロンナルワ 母母 シンハリーズ 2戦2勝 賞金 14，200，000円
※オレオレサララ号は，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。



3005511月16日 晴 良 （1東京5） 第5日 第7競走 ��
��1，600�3歳以上1勝クラス

発走13時10分 （500万円以下） （ダート・左）
負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

714 シャンボールナイト �4青鹿57 横山 典弘 �グリーンファーム武井 亮 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 466－ 41：37．8 20．5�

48 グロリアスホープ 牡3鹿 56 石橋 脩�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 B498± 0 〃 クビ 13．7�
59 シセイタケル 牡4栗 57 O．マーフィー 猪苗代 勇氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 470＋ 21：38．11	 5．2�

（英）

815
 サウスブルーグラス 牡3黒鹿56 北村 宏司越村 哲男氏 久保田貴士 米 Winches-
ter Farm 452－101：38．42 59．4�

816 ハ ン ド リ ー 牝4栗 55
54 ☆武藤 雅大倉 佑介氏 青木 孝文 青森 諏訪牧場 B458＋ 1 〃 クビ 94．2	

23 ポップアップスター 牡5青鹿57 C．ルメール �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 520＋ 41：38．5	 4．0

612 ポルタメント 牡3栗 56 田辺 裕信前田 幸治氏 中舘 英二 新ひだか 沼田 照秋 466＋ 21：38．92	 2．9�
36 � コスモクウェンチ 牡5鹿 57 武士沢友治Mr．ホース 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 490＋ 21：39．0	 47．1�
611 キャリアベスト 牡5栗 57 吉田 豊�明栄商事 小西 一男 新ひだか 増本牧場 506＋ 2 〃 クビ 41．0
24 ネイビーアッシュ 牝4青鹿55 津村 明秀吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：39．63	 24．3�
12 グローリーハンター 牡5黒鹿57 三浦 皇成平井 裕氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 492－ 81：39．7クビ 143．4�
35 セイカヤマノ 牡3黒鹿 56

55 ☆野中悠太郎久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム B506＋201：40．12	 48．9�
510 マジェスティゲート 牡3鹿 56 大野 拓弥 Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 平取 清水牧場 472－ 21：40．73	 20．0�
11 トーホウボッカ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 B488＋ 2 〃 クビ 79．0�
47 スマートサーブル 牡3栗 56 柴田 大知大川 徹氏 粕谷 昌央 新ひだか 前田ファーム 480－ 41：40．8	 148．9�
713 グリューネリヒト 牡3鹿 56 W．ビュイック �サンデーレーシング 高木 登 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：41．97 6．8�

（英）

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，533，200円 複勝： 59，869，400円 枠連： 16，850，700円
馬連： 82，011，600円 馬単： 32，611，900円 ワイド： 59，908，400円
3連複： 113，094，600円 3連単： 120，853，100円 計： 526，732，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，050円 複 勝 � 520円 � 460円 � 210円 枠 連（4－7） 3，320円

馬 連 �� 11，860円 馬 単 �� 25，080円

ワ イ ド �� 3，560円 �� 1，460円 �� 920円

3 連 複 ��� 15，050円 3 連 単 ��� 126，610円

票 数

単勝票数 計 415332 的中 � 16200（7番人気）
複勝票数 計 598694 的中 � 27135（7番人気）� 31237（5番人気）� 91521（3番人気）
枠連票数 計 168507 的中 （4－7） 3925（12番人気）
馬連票数 計 820116 的中 �� 5357（36番人気）
馬単票数 計 326119 的中 �� 975（75番人気）
ワイド票数 計 599084 的中 �� 4205（35番人気）�� 10521（12番人気）�� 17280（7番人気）
3連複票数 計1130946 的中 ��� 5633（44番人気）
3連単票数 計1208531 的中 ��� 692（351番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―35．9―47．7―1：00．2―1：12．6―1：24．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャンボールナイト �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．2．3 東京8着

2015．5．1生 �4青鹿 母 エルメスグリーン 母母 エルメスティアラ 6戦2勝 賞金 14，500，000円
〔その他〕 グリューネリヒト号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 グリューネリヒト号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年1月16日まで出走できない。
※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 ニシノアメイズ号・ペプチドオリバー号
※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。

3005611月16日 晴 良 （1東京5） 第5日 第8競走 ��3，110�
しゅうよう

秋陽ジャンプステークス
発走13時45分 （ 芝 ）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，J・GⅠ競走1着馬5�増，J・
GⅡ競走1着馬3�増，J・GⅢ競走1着馬1�増，収得賞金400万円以下の馬1�減

賞 品
本 賞 16，500，000円 6，600，000円 4，100，000円 2，500，000円 1，650，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード3：24．8良

814 シンキングダンサー 牡6栗 61 石神 深一佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 472± 03：26．7 1．6�
34 コウユーヌレエフ 牡5黒鹿60 森 一馬加治屋貞光氏 斉藤 崇史 熊本 村山 光弘 494－ 43：27．44 4．3�
11 マイネルオフィール 牡7鹿 59 平沢 健治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム 490－163：28．14 7．2�
57 クリノサンスーシ 牝6鹿 57 北沢 伸也栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 458－ 43：28．2� 32．1�
22 � セガールフォンテン 牡9栗 59 江田 勇亮吉橋 興生氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 506＋ 8 〃 クビ 286．1�
33 シゲルサツマイモ 牡4鹿 59 植野 貴也森中 蕃氏 大橋 勇樹 日高 スウィング

フィールド牧場 496＋ 43：28．62� 30．1	
711 ホウオウカーニバル 牡4鹿 59 上野 翔小笹 芳央氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 63：28．81 316．0

610 マイネルレオーネ 牡7黒鹿59 黒岩 悠 �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 402－ 43：29．33 22．6�
58 パリカラノテガミ 牡8鹿 59 五十嵐雄祐嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 458＋ 2 〃 クビ 20．9�
712� アサクサゲンキ 	4鹿 59 熊沢 重文田原 慶子氏 音無 秀孝 米

Alexander －
Groves －
Matz, LLC.

462－ 63：29．4クビ 11．2
813 マイネルヴァッサー 牡6鹿 59 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 430＋ 83：29．61
 153．4�
45 � ホリデーモード 	4黒鹿59 伴 啓太下河辺隆行氏 矢野 英一 米 Shimok-

obe Farm 486± 03：30．66 78．1�
69 � ホシルミエール 	6鹿 59 白浜 雄造永井 孝明氏 庄野 靖志 新ひだか 岡田牧場 464－ 63：32．5大差 239．2�
46 � カポラヴォーロ 牡4栗 59 金子 光希 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 米 Debra Ann
Shehadi 498＋143：36．7大差 150．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，870，200円 複勝： 62，405，700円 枠連： 15，634，000円
馬連： 52，074，400円 馬単： 32，623，800円 ワイド： 36，090，400円
3連複： 84，735，200円 3連単： 139，380，500円 計： 452，814，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 120円 � 170円 枠 連（3－8） 340円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 150円 �� 250円 �� 430円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 1，480円

票 数

単勝票数 計 298702 的中 � 142765（1番人気）
複勝票数 計 624057 的中 � 410687（1番人気）� 66267（2番人気）� 33065（3番人気）
枠連票数 計 156340 的中 （3－8） 35448（1番人気）
馬連票数 計 520744 的中 �� 117711（1番人気）
馬単票数 計 326238 的中 �� 57654（1番人気）
ワイド票数 計 360904 的中 �� 75521（1番人気）�� 34319（2番人気）�� 17014（5番人気）
3連複票数 計 847352 的中 ��� 96025（1番人気）
3連単票数 計1393805 的中 ��� 68196（1番人気）
上り 1マイル 1：45．7 4F 51．6－3F 38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シンキングダンサー �
�
父 コンデュイット �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2015．11．1 福島3着

2013．3．10生 牡6栗 母 スプリングボード 母母 マイラブクイーン 障害：21戦5勝 賞金 177，044，000円
〔制裁〕 マイネルレオーネ号の騎手黒岩悠は，前検量について注意義務を怠り過怠金10，000円。

マイネルオフィール号の騎手平沢健治は，2周目4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）
※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 スプレーモゲレイロ号・ヤマタケジャイアン号



3005711月16日 晴 良 （1東京5） 第5日 第9競走 ��
��2，100�

い せ ざ き

伊 勢 佐 木 特 別
発走14時20分 （ダート・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

69 ウラノメトリア �3鹿 55 R．ムーア �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 492＋142：13．4 4．2�
（英）

814 テトラルキア �4鹿 57 石橋 脩吉田 照哉氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 486－14 〃 アタマ 17．2�
58 カ ナ シ バ リ 牝3鹿 53 江田 照男由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 502－ 42：13．71	 11．4�
712 リキサンダイオー 牡6黒鹿57 菊沢 一樹 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 458＋ 82：13．91
 147．7�
33 ヴィジョンオブラヴ 牡4青鹿57 三浦 皇成大塚 亮一氏 新開 幸一 新冠 佐藤牧場 494＋ 42：14．11 38．2�
57 ネオブレイブ 牡3栗 55 田辺 裕信西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 504± 02：14．2	 25．5	
22 キタサンヴィクター 牡4鹿 57 横山 典弘�大野商事 本田 優 浦河 辻 牧場 506＋ 6 〃 ハナ 5．3

610 カフェプリンス 牡3鹿 55 松岡 正海西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 508＋ 4 〃 ハナ 19．2�
45 リ ヴ ィ エ ラ 牡3鹿 55 柴山 雄一 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B494－ 42：14．3	 15．1
46 クロノスタシス 牡6芦 57 石川裕紀人 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 542＋122：14．61	 16．2�
34 オペラハット 牡8鹿 57 武藤 雅小菅 定雄氏 森 秀行 平取 高橋 啓 470± 0 〃 アタマ 365．5�
813� マイネルストラトス 牡5黒鹿57 内田 博幸杉浦 和也氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 496＋ 22：14．81� 113．3�
11 ペイシャリサ 牝5栗 55 田中 勝春北所 直人氏 高橋 義博 様似 髙村 伸一 500＋ 62：15．0	 54．6�
711 アンダープロミス 牡3黒鹿55 C．ルメール 池谷 誠一氏 萩原 清 むかわ 上水牧場 494± 02：16．17 2．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 46，974，600円 複勝： 59，952，900円 枠連： 19，066，500円
馬連： 104，411，800円 馬単： 42，586，200円 ワイド： 61，780，900円
3連複： 135，256，200円 3連単： 169，153，800円 計： 639，182，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 200円 � 500円 � 320円 枠 連（6－8） 2，820円

馬 連 �� 3，610円 馬 単 �� 5，510円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 970円 �� 2，450円

3 連 複 ��� 10，830円 3 連 単 ��� 50，150円

票 数

単勝票数 計 469746 的中 � 88998（2番人気）
複勝票数 計 599529 的中 � 93189（3番人気）� 27284（8番人気）� 46534（5番人気）
枠連票数 計 190665 的中 （6－8） 5236（12番人気）
馬連票数 計1044118 的中 �� 22385（13番人気）
馬単票数 計 425862 的中 �� 5794（18番人気）
ワイド票数 計 617809 的中 �� 13487（13番人気）�� 16657（10番人気）�� 6311（29番人気）
3連複票数 計1352562 的中 ��� 9359（37番人気）
3連単票数 計1691538 的中 ��� 2445（146番人気）

ハロンタイム 7．3―12．2―13．5―13．3―12．1―13．1―13．0―12．5―12．1―11．9―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―19．5―33．0―46．3―58．4―1：11．5―1：24．5―1：37．0―1：49．1―2：01．0

コーナー
通過順位

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

2
4

・（10，13）7（4，9，14）（5，11，12）2（8，6）1－3・（13，10）（4，7，14）（2，5，9，12）（8，11，6）（1，3）
勝馬の
紹 介

ウラノメトリア �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2018．12．22 阪神2着

2016．2．4生 �3鹿 母 ミクロコスモス 母母 ユーアンミー 8戦3勝 賞金 35，615，000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。

3005811月16日 晴 良 （1東京5） 第5日 第10競走 ��
��1，600�ユートピアステークス

発走14時55分 （芝・左）
牝，3歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上55�

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

11 メイショウグロッケ 牝5鹿 55 蛯名 正義松本 好�氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 460＋ 21：33．1 17．2�
44 スイープセレリタス 牝3黒鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 492± 01：33．2� 2．2�
33 アクアミラビリス 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 416± 0 〃 アタマ 6．8�
56 トーセンブレス 牝4黒鹿55 W．ビュイック 島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 468－ 41：33．3	 10．1�

（英）

22 チカノワール 牝5鹿 55 内田 博幸	キーファーズ 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 462－ 61：33．4	 103．9

67 シトラスノート 牝3鹿 54 川田 将雅吉田 勝己氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 442－ 6 〃 クビ 15．6�
811 ペルソナリテ 牝6鹿 55 津村 明秀 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 452＋ 41：33．5クビ 41．5�
710 レッドベルローズ 牝4青鹿55 三浦 皇成 	東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 460± 01：33．6	 11．1
79 ネ リ ッ サ 牝3鹿 54 北村 宏司木村 廣太氏 勢司 和浩 浦河 大島牧場 432＋ 6 〃 クビ 14．5�
812 ヒ ス ト リ ア 牝5鹿 55 O．マーフィー 山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 458＋ 21：33．81 11．5�

（英）

55 ベアインマインド 牝6鹿 55 田辺 裕信宇田 豊氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 438± 0 〃 クビ 178．5�
68 レジーナドーロ 牝4栗 55 R．ムーア 	G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 452± 01：34．01
 6．1�

（英）

（12頭）

売 得 金
単勝： 72，507，200円 複勝： 99，967，800円 枠連： 25，423，500円
馬連： 148，652，900円 馬単： 62，650，300円 ワイド： 91，497，300円
3連複： 200，846，100円 3連単： 264，221，900円 計： 965，767，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，720円 複 勝 � 500円 � 130円 � 220円 枠 連（1－4） 2，880円

馬 連 �� 1，730円 馬 単 �� 4，280円

ワ イ ド �� 640円 �� 1，860円 �� 420円

3 連 複 ��� 4，780円 3 連 単 ��� 37，620円

票 数

単勝票数 計 725072 的中 � 33720（9番人気）
複勝票数 計 999678 的中 � 36193（9番人気）� 282321（1番人気）� 105319（3番人気）
枠連票数 計 254235 的中 （1－4） 6832（13番人気）
馬連票数 計1486529 的中 �� 66495（8番人気）
馬単票数 計 626503 的中 �� 10960（13番人気）
ワイド票数 計 914973 的中 �� 36557（6番人気）�� 11685（27番人気）�� 59846（2番人気）
3連複票数 計2008461 的中 ��� 31466（22番人気）
3連単票数 計2642219 的中 ��� 5091（131番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．4―36．1―47．8―59．4―1：10．5―1：21．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウグロッケ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2017．3．25 阪神5着

2014．4．19生 牝5鹿 母 メイショウグラナダ 母母 ウィズストリングス 24戦5勝 賞金 80，699，000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。



3005911月16日 晴 良 （1東京5） 第5日 第11競走 ��
��1，800�第24回東京スポーツ杯2歳ステークス（ＧⅢ）

発走15時30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

東京スポーツ杯（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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．9
1：45．6

良
良

66 コントレイル 牡2青鹿55 R．ムーア 前田 晋二氏 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 456± 01：44．5レコード 2．5�

（英）

55 アルジャンナ 牡2鹿 55 川田 将雅吉田 勝己氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 458－ 21：45．35 3．0�
11 ラインベック 牡2黒鹿55 W．ビュイック 金子真人ホールディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 460＋ 41：46．04 4．6�

（英）

33 � オーロラフラッシュ 牝2鹿 54 C．ルメール 嶋田 賢氏 藤沢 和雄 愛 Diamond
Creek Farm 446－ 21：46．21� 11．0�

22 リ グ ー ジ ェ 牡2黒鹿55 O．マーフィー �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：46．62	 12．5	
（英）

88 マイネルデステリョ 牡2黒鹿55 津村 明秀 �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 450＋ 61：46．91
 26．1


44 ゼンノジャスタ 牡2黒鹿55 田中 健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 468＋ 81：47．0	 25．3�
77 ソウルトレイン 牡2芦 55 石橋 脩安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか フジワラフアーム 456± 01：47．42	 71．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 175，581，500円 複勝： 136，720，200円 枠連： 発売なし
馬連： 304，339，100円 馬単： 156，652，000円 ワイド： 158，515，000円
3連複： 369，115，600円 3連単： 896，647，800円 計： 2，197，571，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 150円 �� 180円 �� 230円

3 連 複 ��� 330円 3 連 単 ��� 1，330円

票 数

単勝票数 計1755815 的中 � 575874（1番人気）
複勝票数 計1367202 的中 � 401601（1番人気）� 335938（2番人気）� 218943（3番人気）
馬連票数 計3043391 的中 �� 654030（1番人気）
馬単票数 計1566520 的中 �� 182489（1番人気）
ワイド票数 計1585150 的中 �� 289470（1番人気）�� 219722（2番人気）�� 155839（3番人気）
3連複票数 計3691156 的中 ��� 834335（1番人気）
3連単票数 計8966478 的中 ��� 485481（1番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―11．4―11．8―11．7―11．8―11．7―10．8―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―35．3―47．1―58．8―1：10．6―1：22．3―1：33．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．7―3F33．9

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

勝馬の
紹 介

コントレイル 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2019．9．15 阪神1着

2017．4．1生 牡2青鹿 母 ロードクロサイト 母母 Folklore 2戦2勝 賞金 40，301，000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。

3006011月16日 晴 良 （1東京5） 第5日 第12競走 ��
��1，600�3歳以上2勝クラス

発走16時05分 （1000万円以下） （芝・左）
負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

44 ヴィッテルスバッハ 牡3鹿 56 W．ビュイック �キャロットファーム 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 464＋101：32．9 2．6�
（英）

88 サトノフォース 牡3黒鹿56 C．ルメール �サトミホースカンパニー 藤沢 和雄 新ひだか 桜井牧場 456＋ 2 〃 クビ 3．2�
33 トゥザフロンティア 牡4鹿 57 川田 将雅 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 514＋101：33．21� 6．4�
11 コスモヨハネ 牡7栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 494＋ 2 〃 ハナ 30．4�
55 ア シ ェ ッ ト 牝4鹿 55 吉田 豊加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 446＋181：33．3	 96．8	
22 ラストプリマドンナ 牝4鹿 55 津村 明秀 �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 448＋ 81：33．61� 77．0

77 ブ ー ザ ー 牡3青鹿56 R．ムーア 金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 500－ 61：33．92 5．8�
（英）

89 ミモザイエロー 牝3栗 54 O．マーフィー 青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 458＋ 21：34．11
 6．9�
（英）

66 サクラユニヴァース 牝4青鹿55 三浦 皇成�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 谷岡牧場 480＋121：34．2� 27．8
（9頭）

売 得 金
単勝： 69，419，600円 複勝： 59，522，400円 枠連： 19，174，300円
馬連： 104，439，000円 馬単： 53，148，000円 ワイド： 65，269，000円
3連複： 130，383，400円 3連単： 262，973，000円 計： 764，328，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 120円 � 200円 枠 連（4－8） 280円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 190円 �� 340円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 4，450円

票 数

単勝票数 計 694196 的中 � 209009（1番人気）
複勝票数 計 595224 的中 � 166399（1番人気）� 142210（2番人気）� 50988（5番人気）
枠連票数 計 191743 的中 （4－8） 51941（1番人気）
馬連票数 計1044390 的中 �� 199365（1番人気）
馬単票数 計 531480 的中 �� 57931（1番人気）
ワイド票数 計 652690 的中 �� 103153（1番人気）�� 44859（6番人気）�� 33330（7番人気）
3連複票数 計1303834 的中 ��� 84056（3番人気）
3連単票数 計2629730 的中 ��� 42765（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．0―35．4―46．9―58．8―1：10．2―1：21．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．1
3 2－3（1，6）（7，9）8（5，4） 4 2－3，6（1，9）7（5，8）4

勝馬の
紹 介

ヴィッテルスバッハ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．8．25 新潟4着

2016．2．21生 牡3鹿 母 ケイティーズジェム 母母 ケイティーズファースト 8戦3勝 賞金 41，472，000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。



（1東京5）第5日 11月16日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

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

261，590，000円
25，180，000円
1，670，000円
28，860，000円
67，984，000円
5，084，800円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
644，578，000円
829，845，100円
163，558，300円
1，085，494，900円
533，493，900円
688，306，400円
1，425，581，400円
2，407，918，600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 7，778，776，600円

総入場人員 30，812名 （有料入場人員 28，314名）
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