
3008511月24日 曇 不良 （1東京5） 第8日 第1競走 ��1，400�2歳未勝利
発走10時00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
1：20．8
1：20．3

良
良

11 セイウンパワフル 牡2鹿 55 L．デットーリ西山 茂行氏 斎藤 誠 新ひだか 棚川 光男 478± 01：24．8 2．8�
（英）

12 タイキスウォード 牡2栗 55
54 ☆菊沢 一樹�大樹ファーム 高橋 祥泰 新ひだか 木村 秀則 446＋12 〃 クビ 6．8�

24 シェーネメロディ 牝2黒鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：25．54 7．0�
818 ダイワリチャード 牡2鹿 55 O．マーフィー 大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 448＋ 21：25．82 13．1�

（英）

47 サ ク ラ マ ス 牝2芦 54 北村 宏司越村 哲男氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 420＋ 2 〃 クビ 264．6�
816 ミツカネプリンス 牡2芦 55 津村 明秀小山田 満氏 鈴木 伸尋 新冠 タニグチ牧場 450＋ 21：26．01� 159．2	
510 プラットフォーマー 牝2鹿 54 M．デムーロ青山 洋一氏 矢野 英一 安平 追分ファーム 438＋ 21：26．1クビ 14．0

48 マイネルピカソ 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 三木田牧場 448± 01：26．52� 240．2�
59 スノージュエリー 牝2芦 54

51 ▲藤田菜七子広尾レース� 根本 康広 青森 ワールドファーム 446＋ 4 〃 ハナ 27．9
715 メイクアウィッシュ 牝2黒鹿54 岩田 康誠�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436－ 2 〃 クビ 6．6�
23 ペイシャフェアリー 牝2栗 54

51 ▲山田 敬士北所 直人氏 高橋 裕 浦河 梅田牧場 456－ 41：26．71� 31．4�
817 サツキオーゴン 牝2黒鹿54 横山 和生小野 博郷氏 石栗 龍彦 浦河 鎌田 正嗣 418－ 41：26．8� 379．1�
36 ス リ ジ エ 牝2鹿 54 武 豊�ラ・メール 奥村 武 安平 ノーザンファーム 468－ 21：27．01� 7．4�
713 ヴォーグロックユー 牡2栗 55 江田 照男志村 幸彦氏 牧 光二 浦河 市川フアーム 480＋ 41：27．1� 168．8�
714 ヤエノロータス 牡2鹿 55

52 ▲小林 凌大柳田 英子氏 天間 昭一 青森 一山育成牧場 464－ 6 〃 クビ 218．9�
35 クラウンコジーン 牡2鹿 55 石川裕紀人矢野 恭裕氏 蛯名 利弘 日高 クラウン日高牧場 442± 01：27．2クビ 144．7�
612 ヨネンサンクミ 牝2黒鹿 54

51 ▲菅原 明良藤本 彰氏 佐藤 吉勝 青森 マルシチ牧場 420± 0 〃 クビ 171．8�
611 ロ ン グ ヘ ア 牝2鹿 54 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか 武 牧場 476－ 21：28．05 276．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 39，434，400円 複勝： 63，127，800円 枠連： 17，547，400円
馬連： 77，375，900円 馬単： 33，603，400円 ワイド： 56，992，300円
3連複： 109，312，200円 3連単： 115，781，000円 計： 513，174，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 110円 � 170円 � 170円 枠 連（1－1） 950円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 380円 �� 300円 �� 780円

3 連 複 ��� 1，950円 3 連 単 ��� 7，430円

票 数

単勝票数 計 394344 的中 � 116664（1番人気）
複勝票数 計 631278 的中 � 193083（1番人気）� 82498（2番人気）� 75412（3番人気）
枠連票数 計 175474 的中 （1－1） 14270（5番人気）
馬連票数 計 773759 的中 �� 63832（2番人気）
馬単票数 計 336034 的中 �� 16223（3番人気）
ワイド票数 計 569923 的中 �� 38527（3番人気）�� 52002（1番人気）�� 16880（9番人気）
3連複票数 計1093122 的中 ��� 41978（4番人気）
3連単票数 計1157810 的中 ��� 11295（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．3―47．5―59．9―1：12．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F37．3
3 3（2，8）（10，4）（1，13）7（14，16）（11，15，17，18）5（9，12）－6 4 ・（2，3）8（1，4）（10，16，13）7（14，17，18）（11，15）（5，9）12－6

勝馬の
紹 介

セイウンパワフル �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 ダノンシャンティ デビュー 2019．6．8 東京4着

2017．3．28生 牡2鹿 母 ダイヤモンドローズ 母母 ロゼトウショウ 7戦1勝 賞金 13，900，000円
〔発走状況〕 スリジエ号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロングヘア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月24日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 マイネルキアロ号
※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。

3008611月24日 曇 不良 （1東京5） 第8日 第2競走 ��
��1，600�2歳未勝利

発走10時25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
1：36．2
1：36．2

不良
不良

510 バイシュラバナ 牡2栗 55 田辺 裕信草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 464－ 21：36．4 4．5�
59 アドマイヤルプス 牡2栗 55 C．ルメール 近藤 利一氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 552＋ 21：36．61� 6．1�
24 ファイブリーフ 牡2鹿 55 O．マーフィー 小田 吉男氏 岩戸 孝樹 日高 滝本 健二 506＋ 61：36．7� 2．4�

（英）

714 エ ン ジ ョ イ 牝2栗 54
52 △木幡 育也島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 452± 01：37．01� 62．2�
612 ルナエクリプス 牡2栗 55 石橋 脩吉田 晴哉氏 田村 康仁 安平 追分ファーム 516＋101：37．1� 22．5�
11 ワンモアエフォート 牡2栗 55

52 ▲大塚 海渡内藤 好江氏 勢司 和浩 日高 中館牧場 484＋ 21：38．16 13．9	
713	 アウティスタ 牝2鹿 54 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 水野 貴広 米 University

of Kentucky 456＋ 6 〃 ハナ 348．7�
35 リュウノチョッパー 牡2栗 55

52 ▲山田 敬士蓑島 竜一氏 伊藤 伸一 浦河 大北牧場 468－ 21：38．2� 38．8�
815	 キンバリープロセス 牡2栗 55 W．ビュイックゴドルフィン 手塚 貴久 米 KatieRich

Farms B504± 0 〃 ハナ 7．0
（英）

47 センノベステス 牡2栗 55 横山 和生浅野 正敏氏 南田美知雄 日高 日西牧場 478＋ 21：38．3� 112．8�
23 トーセンマイベスト 牡2鹿 55 丸山 元気島川 �哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ

スティファーム 472＋101：38．93� 34．6�
611 イズジョールーラー 牡2黒鹿55 柴田 善臣泉 一郎氏 本間 忍 新ひだか 森 政巳 426＋ 41：39．11 234．4�
36 	 ジ ュ フ ォ ン 牡2鹿 55 岩田 康誠�ノースヒルズ 和田正一郎 米

Claiborne
Farm & Adele
B. Dilschneider

496＋ 2 〃 アタマ 21．4�
48 アポロバレッタ 牝2黒鹿54 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 新ひだか 平野牧場 468＋ 61：39．42 110．9�
816 シゲルカメレオンザ 牡2鹿 55 江田 照男森中 蕃氏 和田 勇介 浦河 高昭牧場 470＋ 41：40．35 441．2�
12 ウ ェ リ ナ 牝2鹿 54

52 △岩田 望来�ノースヒルズ 中舘 英二 新冠 株式会社
ノースヒルズ 476－ 21：40．4� 236．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，051，100円 複勝： 68，418，500円 枠連： 15，587，000円
馬連： 69，236，900円 馬単： 33，094，300円 ワイド： 54，311，500円
3連複： 100，957，000円 3連単： 114，226，300円 計： 497，882，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 140円 � 150円 � 110円 枠 連（5－5） 1，410円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，700円

ワ イ ド �� 460円 �� 220円 �� 270円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 6，750円

票 数

単勝票数 計 420511 的中 � 77029（2番人気）
複勝票数 計 684185 的中 � 97972（2番人気）� 80180（4番人気）� 278347（1番人気）
枠連票数 計 155870 的中 （5－5） 8528（5番人気）
馬連票数 計 692369 的中 �� 37145（5番人気）
馬単票数 計 330943 的中 �� 9166（9番人気）
ワイド票数 計 543115 的中 �� 26746（4番人気）�� 67582（1番人気）�� 51515（3番人気）
3連複票数 計1009570 的中 ��� 90744（1番人気）
3連単票数 計1142263 的中 ��� 12258（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．0―34．4―46．3―58．8―1：11．2―1：23．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バイシュラバナ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2019．10．26 東京4着

2017．4．17生 牡2栗 母 スティールパス 母母 ロイヤルペルラ 2戦1勝 賞金 6，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 サイヤダンサー号・ジオパークアポロ号
※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。

第５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



3008711月24日 晴 不良 （1東京5） 第8日 第3競走 ��2，000�2歳未勝利
発走10時55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
1：59．5
1：59．5

良
良

66 マイネルミンドール 牡2芦 55 石川裕紀人 �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 442－ 22：05．5 21．1�

55 ロードオマージュ 牡2栗 55 R．ムーア �ロードホースクラブ 尾形 和幸 新ひだか ケイアイファーム 480＋ 2 〃 アタマ 2．5�
（英）

89 ドリームメッセージ 牡2鹿 55 丸山 元気堀口 晴男氏 中川 公成 浦河 高岸 順一 442＋102：06．24 5．9�
78 ナンヨーユウヤク 牡2鹿 55 C．ルメール 中村 德也氏 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 484＋ 22：06．3� 7．1�
22 ダイワストレート 牡2青鹿55 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 468± 02：06．4クビ 29．1�
33 エブリワンブラック 牡2鹿 55 武 豊 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 日高 ヤナガワ牧場 500＋ 42：06．61� 3．9	
11 ランサムトラップ 牝2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子福田 光博氏 根本 康広 新冠 中山 高鹿康 416＋ 22：06．7� 65．8

44 ゲンパチヴィガ 牡2栗 55 岩部 純二平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 飛野牧場 454－ 82：07．01� 327．3�
77 トーセンアーリー 牡2黒鹿55 L．デットーリ島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 514－ 22：07．1� 7．7
（英）

810 ワイルドブリット 牡2黒鹿55 武士沢友治田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 増本牧場 438＋ 22：08．58 378．8�
（10頭）

売 得 金
単勝： 48，146，000円 複勝： 59，632，300円 枠連： 13，625，300円
馬連： 67，402，800円 馬単： 40，421，900円 ワイド： 50，962，600円
3連複： 89，963，700円 3連単： 160，360，000円 計： 530，514，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，110円 複 勝 � 370円 � 110円 � 170円 枠 連（5－6） 3，130円

馬 連 �� 2，770円 馬 単 �� 8，670円

ワ イ ド �� 830円 �� 1，700円 �� 320円

3 連 複 ��� 4，870円 3 連 単 ��� 47，680円

票 数

単勝票数 計 481460 的中 � 19314（6番人気）
複勝票数 計 596323 的中 � 25275（7番人気）� 211623（1番人気）� 76437（3番人気）
枠連票数 計 136253 的中 （5－6） 3370（8番人気）
馬連票数 計 674028 的中 �� 18806（12番人気）
馬単票数 計 404219 的中 �� 3495（25番人気）
ワイド票数 計 509626 的中 �� 14966（12番人気）�� 7009（19番人気）�� 46572（3番人気）
3連複票数 計 899637 的中 ��� 13850（17番人気）
3連単票数 計1603600 的中 ��� 2438（132番人気）

ハロンタイム 13．4―12．5―12．5―12．7―13．0―12．9―12．7―12．1―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―25．9―38．4―51．1―1：04．1―1：17．0―1：29．7―1：41．8―1：53．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F35．8

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

勝馬の
紹 介

マイネルミンドール �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Linamix デビュー 2019．8．31 新潟7着

2017．3．5生 牡2芦 母 マ ン バ ラ 母母 Do the Mambo 3戦1勝 賞金 5，500，000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。

3008811月24日 晴 不良 （1東京5） 第8日 第4競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走11時25分 （ダート・左）（500万円以下）

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

23 リンガスビンゴ 牝4黒鹿55 C．スミヨン 伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 530＋101：35．5 3．0�
（仏）

612 ヨクエロマンボ �6芦 57 横山 典弘平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 458＋ 8 〃 クビ 14．4�
510 バ ス タ キ ヤ �3鹿 56 W．ビュイックゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500＋ 41：35．92� 3．9�
（英）

24 ド ー フ ァ ン �4鹿 57 吉田 豊 �シルクレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム B520＋ 61：36．11 32．4�
48 コスモハヤテ 牡3青 56

53 ▲菅原 明良 �ビッグレッドファーム 小野 次郎 新冠 ビッグレッドファーム 476＋261：36．42 73．6�
35 モリノカワセミ 牝3鹿 54 江田 照男森 和久氏 大江原 哲 日高 森永牧場 454＋ 4 〃 ハナ 6．5	
11 ニシノアメイズ 牝3鹿 54

53 ☆野中悠太郎西山 茂行氏 松山 将樹 日高 長谷川 一男 504＋101：36．5� 16．1

714 ロークアルルージュ 牡3芦 56 O．マーフィー 尾﨑 恒男氏 手塚 貴久 洞	湖 レイクヴィラファーム B546＋ 21：36．6� 8．0�

（英）

713 ホウオウクリスティ 牝3黒鹿54 武 豊小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 466± 01：36．91� 14．9�
59 
 エフォートラン 牡4黒鹿57 津村 明秀岡村 善行氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 490＋ 61：37．21� 40．1
816 ヤサカリベルテ 牡3栗 56 柴田 善臣志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 B462＋181：37．73 46．8�
815 アルチレイロ �5青鹿57 石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 462－ 21：37．8� 237．7�
611 バットオールソー 牡4栗 57 石橋 脩久保田 定氏 大和田 成 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋101：38．01� 67．0�
12 
 ア オ テ ン 牡6鹿 57 柴田 大知 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 520＋161：38．42� 42．7�
47 スペロラルーチェ 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子岡田 牧雄氏 中野 栄治 新冠 八木 明広 448＋ 6 〃 クビ 116．4�
36 ゴ ー 牡3鹿 56 嘉藤 貴行グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 中橋 正 508＋ 61：39．78 23．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，384，000円 複勝： 65，358，700円 枠連： 24，456，900円
馬連： 90，963，500円 馬単： 38，464，800円 ワイド： 75，989，100円
3連複： 136，280，600円 3連単： 140，786，300円 計： 618，683，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 260円 � 160円 枠 連（2－6） 1，540円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 3，300円

ワ イ ド �� 700円 �� 320円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 3，350円 3 連 単 ��� 19，830円

票 数

単勝票数 計 463840 的中 � 123489（1番人気）
複勝票数 計 653587 的中 � 161793（1番人気）� 47994（5番人気）� 109929（2番人気）
枠連票数 計 244569 的中 （2－6） 12293（8番人気）
馬連票数 計 909635 的中 �� 35750（6番人気）
馬単票数 計 384648 的中 �� 8729（9番人気）
ワイド票数 計 759891 的中 �� 26660（5番人気）�� 67080（1番人気）�� 18042（12番人気）
3連複票数 計1362806 的中 ��� 30484（6番人気）
3連単票数 計1407863 的中 ��� 5145（39番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．4―34．7―46．3―58．4―1：10．7―1：23．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リンガスビンゴ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サクラローレル デビュー 2018．4．15 中山5着

2015．3．13生 牝4黒鹿 母 リンガスローレル 母母 リンガスマドンナ 16戦2勝 賞金 31，500，000円
〔制裁〕 バスタキヤ号の騎手W．ビュイックは，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番・11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。
（非当選馬） 2頭 スズノアリュール号・スフィーダグリーン号
※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。



3008911月24日 晴 不良 （1東京5） 第8日 第5競走 ��1，800�2歳新馬
発走12時15分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：44．5

良
良

24 バ ル ト リ 牝2黒鹿54 C．ルメールゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 430 ―1：50．2 8．1�

510 ダノンセレスタ 牡2青鹿55 L．デットーリ�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 488 ―1：50．51� 4．5�
（英）

48 スカイテラス 牡2黒鹿55 石川裕紀人 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 454 ―1：51．67 155．3�
47 モーソンピーク 牡2青鹿55 W．ビュイック �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 488 ―1：51．7クビ 3．8�

（英）

815 ソードライン 牡2鹿 55 R．ムーア 金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 洞�湖 レイクヴィラファーム 496 ―1：51．8� 2．9	

（英）

36 ネオアマゾネス 牝2栗 54 岩田 康誠草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 474 ―1：52．01� 51．2

35 ゴールドゴールデン 牡2芦 55 横山 和生吉澤 克己氏 藤原 辰雄 日高 出口牧場 458 ― 〃 クビ 91．5�
12 セイウンクルーズ 牡2栗 55

54 ☆武藤 雅西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 ガーベラパー
クスタツド 536 ―1：52．1クビ 72．8�

11 ベルウッドアサヒ 牡2鹿 55
52 ▲菅原 明良鈴木 照雄氏 武市 康男 新冠 松浦牧場 450 ― 〃 ハナ 164．3

611 ネイチャーローズ 牡2栗 55
52 ▲藤田菜七子井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 456 ―1：52．52� 118．2�

23 ル カ 牡2鹿 55 O．マーフィー 窪田 芳郎氏 戸田 博文 安平 追分ファーム 488 ―1：52．71 19．7�
（英）

612 テンチシンメイ 牡2鹿 55 石橋 脩岡 浩二氏 小笠 倫弘 日高 アイズスタッド株式会社 502 ―1：53．12� 40．9�
714 フレンドリースカイ 牡2鹿 55 木幡 初也増山 武志氏 矢野 英一 浦河 �川フアーム B472 ― 〃 クビ 295．5�
713 タマモイチバンボシ 牡2鹿 55 松若 風馬タマモ� 中竹 和也 日高 スマイルファーム 466 ―1：53．2クビ 156．2�
59 スワーヴシールズ 牡2鹿 55 横山 典弘�NICKS 昆 貢 日高 スマイルファーム 492 ―1：55．5大差 10．3�
816 スリーハーバー 牡2栗 55

53 △木幡 育也永井商事� 柄崎 孝 厚真 阿部 栄乃進 496 ―1：57．110 345．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 62，128，300円 複勝： 68，859，500円 枠連： 21，137，300円
馬連： 84，917，800円 馬単： 41，406，700円 ワイド： 58，359，100円
3連複： 108，156，700円 3連単： 130，566，600円 計： 575，532，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 240円 � 180円 � 1，920円 枠 連（2－5） 640円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 3，340円

ワ イ ド �� 590円 �� 8，320円 �� 7，180円

3 連 複 ��� 56，050円 3 連 単 ��� 203，570円

票 数

単勝票数 計 621283 的中 � 63999（4番人気）
複勝票数 計 688595 的中 � 76208（4番人気）� 122396（3番人気）� 6970（11番人気）
枠連票数 計 211373 的中 （2－5） 25443（2番人気）
馬連票数 計 849178 的中 �� 43029（6番人気）
馬単票数 計 414067 的中 �� 9292（15番人気）
ワイド票数 計 583591 的中 �� 27383（6番人気）�� 1731（53番人気）�� 2009（45番人気）
3連複票数 計1081567 的中 ��� 1447（102番人気）
3連単票数 計1305666 的中 ��� 465（370番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―11．8―12．4―12．7―12．9―12．5―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―36．1―48．5―1：01．2―1：14．1―1：26．6―1：38．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．0―3F36．1

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

勝馬の
紹 介

バ ル ト リ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Singspiel 初出走

2017．2．19生 牝2黒鹿 母 レディオブオペラ 母母 レディミドルトン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ベルウッドアサヒ号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。発走時刻2分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スワーヴシールズ号・スリーハーバー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年

12月24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。

3009011月24日 晴 不良 （1東京5） 第8日 第6競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走12時45分 （ダート・左）（500万円以下）

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
1：21．5
1：20．3

重
不良

713 プ タ ハ 牡4鹿 57 岩田 康誠髙瀬 真尚氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B530＋ 41：23．1 6．7�
611 グラデュエイト 牡4青鹿57 M．デムーロ阿部 友弘氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 508＋ 21：23．31� 10．0�
815 ロジギムレット 牡3鹿 56 O．マーフィー 久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 458＋ 21：23．4� 6．6�

（英）

23 マイネルレンカ 牡5黒鹿57 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 462＋ 61：23．61� 18．7�

48 セイウンデルレイ 牡4鹿 57
54 ▲藤田菜七子西山 茂行氏 深山 雅史 新ひだか 藤巻 則弘 498± 01：23．7クビ 14．5�

47 ラテリシウス 牝3黒鹿54 津村 明秀 	サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 522＋ 81：23．91� 89．2

12 ニシノアマタ 牝3栗 54

53 ☆武藤 雅西山 茂行氏 根本 康広 浦河 谷川牧場 454＋ 61：24．0� 198．1�
510 ディナミーデン 牡4芦 57 田辺 裕信ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 476＋ 4 〃 クビ 4．3�
11 ス ズ ノ ウ メ 牝3鹿 54 江田 照男小紫惠美子氏 深山 雅史 平取 清水牧場 472＋ 21：24．1� 30．4
24 	 ムーンロード 牝5鹿 55 柴田 大知吉田 昭一氏 畠山 吉宏 新ひだか 静内酒井牧場 406＋12 〃 ハナ 274．8�
714 ヤンチャプリヒメ 牝3鹿 54 北村 宏司田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 438± 01：24．2クビ 5．2�
35 ホウオウモントレー 牝3芦 54

53 ☆野中悠太郎小笹 芳央氏 矢野 英一 むかわ 市川牧場 498± 01：24．62� 9．2�
59 ジョガールボニート 牡3青鹿56 石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 B464＋ 41：25．34 12．8�
612 テンモントム 牡3鹿 56 黛 弘人 	スピードファーム加藤 和宏 新ひだか 小野 秀治 456＋161：25．62 126．1�
36 マーヴェラスクイン 牝3鹿 54 丸山 元気山本又一郎氏 古賀 慎明 新ひだか 木村 秀則 418－ 61：25．81� 16．6�
816	 ジョーダンヒロイン 牝4青鹿 55

53 △岩田 望来戸賀 智子氏 青木 孝文 新ひだか 藤原牧場 460＋211：26．01� 136．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，359，900円 複勝： 68，836，400円 枠連： 25，591，400円
馬連： 99，367，800円 馬単： 40，434，000円 ワイド： 75，111，300円
3連複： 139，351，900円 3連単： 144，110，400円 計： 634，163，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 250円 � 350円 � 240円 枠 連（6－7） 1，820円

馬 連 �� 4，230円 馬 単 �� 8，030円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 940円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 7，830円 3 連 単 ��� 48，160円

票 数

単勝票数 計 413599 的中 � 48775（4番人気）
複勝票数 計 688364 的中 � 73437（4番人気）� 47865（7番人気）� 78217（3番人気）
枠連票数 計 255914 的中 （6－7） 10845（7番人気）
馬連票数 計 993678 的中 �� 18172（18番人気）
馬単票数 計 404340 的中 �� 3773（32番人気）
ワイド票数 計 751113 的中 �� 13053（20番人気）�� 20894（8番人気）�� 15091（12番人気）
3連複票数 計1393519 的中 ��� 13343（23番人気）
3連単票数 計1441104 的中 ��� 2169（149番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．6―12．2―12．1―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．2―34．8―47．0―59．1―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プ タ ハ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．9．24 中山11着

2015．3．8生 牡4鹿 母 シ ャ ラ ポ ワ 母母 ウインブルドンⅡ 15戦2勝 賞金 26，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 クリスエステソーロ号・スケールアップ号・ファイナルマズル号・ファインダッシュ号
※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。



3009111月24日 晴 不良 （1東京5） 第8日 第7競走 ��
��1，600�ベ ゴ ニ ア 賞

発走13時15分 （芝・左）
2歳，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．7
1：32．3

良
良

66 ミ ア マ ン テ 牝2鹿 54 C．ルメール 吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 422＋ 41：36．2 2．3�
11 ジュンライトボルト 牡2鹿 55 C．スミヨン 河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 458＋ 81：36．41 4．4�

（仏）

33 アオイクレアトール 牡2芦 55 武 豊新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 462－ 61：36．5� 10．6�
22 ワ ン ス カ イ 牡2青鹿55 W．ビュイック 平井 裕氏 斎藤 誠 日高 白井牧場 488＋ 81：36．92� 10．8�

（英）

55 レッドライデン 牡2青鹿55 O．マーフィー �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 平取 坂東牧場 478＋ 61：37．22 4．7�
（英）

77 ラッシュアップ 牡2青鹿55 L．デットーリ 	社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 532＋ 61：38．26 7．5

（英）

44 タイムマシン 牡2鹿 55 田辺 裕信馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 442＋ 21：38．52 50．1�
（7頭）

売 得 金
単勝： 67，138，900円 複勝： 59，625，700円 枠連： 発売なし
馬連： 88，430，700円 馬単： 50，439，600円 ワイド： 51，601，300円
3連複： 94，330，900円 3連単： 230，144，100円 計： 641，711，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 200円 �� 400円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 4，420円

票 数

単勝票数 計 671389 的中 � 234394（1番人気）
複勝票数 計 596257 的中 � 181696（1番人気）� 130064（2番人気）
馬連票数 計 884307 的中 �� 141048（1番人気）
馬単票数 計 504396 的中 �� 46206（1番人気）
ワイド票数 計 516013 的中 �� 79346（1番人気）�� 30316（6番人気）�� 23158（10番人気）
3連複票数 計 943309 的中 ��� 49739（5番人気）
3連単票数 計2301441 的中 ��� 37738（10番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．2―12．6―12．0―12．3―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―35．7―48．3―1：00．3―1：12．6―1：24．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミ ア マ ン テ �

父 キングカメハメハ �


母父 Pulpit デビュー 2019．9．16 中山1着

2017．4．17生 牝2鹿 母 ミスエーニョ 母母 Madcap Escapade 2戦2勝 賞金 17，168，000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。

3009211月24日 晴 不良 （1東京5） 第8日 第8競走 ��
��1，800�オリエンタル賞

発走13時50分 （芝・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），30．11．24以降1．11．17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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

11 ピースワンパラディ 牡3鹿 55 C．スミヨン 長谷川成利氏 大竹 正博 日高 高山牧場 460± 01：48．6 1．8�
（仏）

56 ジョブックコメン 牝4黒鹿53 武 豊�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 418± 01：48．92 19．3�
22 ニシノカツナリ 牡3青鹿54 武藤 雅西山 茂行氏 水野 貴広 新ひだか 藤原牧場 478－ 21：49．11� 6．4�
67 アストラサンタン 牝4青鹿54 川田 将雅丹羽久一郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 466± 01：49．2クビ 7．4�
33 トミケンボハテル 牡5芦 54 田辺 裕信冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 藤本ファーム B496＋ 4 〃 ハナ 25．8�
812 アルミレーナ 牝5芦 54 C．ルメール 	サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 452＋ 21：49．3� 7．6

55 プレイヤーサムソン 牡6鹿 54 蛯名 正義嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 472－ 21：49．93� 86．6�
68 コスモインザハート 牡4鹿 54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 栄進牧場 494＋ 21：50．21� 76．9�
710 ジュニエーブル 牡5鹿 53 山田 敬士柴田 洋一氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 448－ 41：50．3クビ 285．7
79 シャインアロー 	7栗 54 吉田 豊岡田 勇氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 458－10 〃 クビ 241．5�
44 コ ー カ ス 牡5鹿 56 W．ビュイックゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506＋ 21：50．61� 6．4�
（英）

811 ランペドゥーザ 牝3栗 52 江田 照男	ミルファーム 高市 圭二 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 476＋ 61：51．98 79．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 72，894，200円 複勝： 131，898，200円 枠連： 21，922，300円
馬連： 133，347，600円 馬単： 73，354，000円 ワイド： 97，298，200円
3連複： 185，659，000円 3連単： 310，905，700円 計： 1，027，279，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 290円 � 170円 枠 連（1－5） 1，270円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 610円 �� 290円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 2，430円 3 連 単 ��� 10，260円

票 数

単勝票数 計 728942 的中 � 314427（1番人気）
複勝票数 計1318982 的中 � 629617（1番人気）� 60717（6番人気）� 133420（2番人気）
枠連票数 計 219223 的中 （1－5） 13368（5番人気）
馬連票数 計1333476 的中 �� 61277（5番人気）
馬単票数 計 733540 的中 �� 22806（9番人気）
ワイド票数 計 972982 的中 �� 39310（7番人気）�� 96756（2番人気）�� 17523（15番人気）
3連複票数 計1856590 的中 ��� 57099（7番人気）
3連単票数 計3109057 的中 ��� 21952（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―36．8―49．1―1：01．3―1：13．6―1：25．7―1：36．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．0

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ピースワンパラディ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2019．1．26 中京1着

2016．1．24生 牡3鹿 母 クリアソウル 母母 キャトルセゾン 6戦3勝 賞金 55，604，000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。



3009311月24日 晴 不良 （1東京5） 第8日 第9競走 ��
��1，400�シャングリラ賞

発走14時25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56�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 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

36 ペイシャネガノ 牝3栗 54 M．デムーロ北所 直人氏 深山 雅史 新ひだか 友田牧場 464＋ 41：21．9 4．6�
24 アイアムハヤスギル 牡3黒鹿56 O．マーフィー 堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 480＋ 81：22．53� 14．9�

（英）

11 	 フォッサマグナ 牡3黒鹿56 C．ルメール 吉田 和美氏 藤沢 和雄 米 Lofts Hall
Stud 476± 01：22．6
 1．8�

12 ニシノジャガーズ 牡4鹿 57 岩部 純二西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 清水ファーム 494＋ 61：22．81� 28．4�
816 ローレルジャック 牡6黒鹿57 武士沢友治 �ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 492＋101：22．9
 73．1�
59 オールウェイズゼア 牡5黒鹿57 野中悠太郎グリーンスウォード高市 圭二 新ひだか 荒木 貴宏 484＋ 61：23．11� 173．1	
611	 カ ミ ノ コ 牡4青鹿57 松若 風馬門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-

ter Farm 472± 01：23．41
 20．9

612 ニシノコトダマ 牡3栗 56 石川裕紀人西山 茂行氏 手塚 貴久 浦河 ガーベラパー

クスタツド 510－ 41：23．5クビ 24．9�
35 ラディアント 牡3鹿 56 田中 勝春�Basic 小野 次郎 新ひだか 小倉 光博 522± 0 〃 クビ 15．5�
23 � レンブランサ 牝4栗 55 吉田 豊名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 444＋101：23．6クビ 48．3
47 サーストンバーラム 牡3栗 56 菊沢 一樹齊藤 宣勝氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 462－ 21：23．7� 65．3�
510 ミトノアミーゴ 牡4栗 57 北村 宏司ロイヤルパーク 武 英智 浦河 ディアレスト

クラブ 466＋14 〃 クビ 174．9�
713 オルクリスト 牡3鹿 56 横山 典弘�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 478＋ 61：23．8� 7．0�
815 カゼノドリーム 7鹿 57 横山 和生深井 孟氏 石栗 龍彦 新ひだか 水上 習孝 466± 01：24．43� 563．5�
714 モリトユウブ 牡4鹿 57 蛯名 正義石橋 忠之氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 498＋ 41：24．5
 117．1�
48 マイネルキャドー 牡4芦 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 むかわ 市川牧場 514＋201：25．03 56．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 85，171，900円 複勝： 124，520，200円 枠連： 41，403，800円
馬連： 172，456，400円 馬単： 95，002，300円 ワイド： 120，116，200円
3連複： 253，802，000円 3連単： 374，044，500円 計： 1，266，517，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 150円 � 230円 � 110円 枠 連（2－3） 1，540円

馬 連 �� 2，880円 馬 単 �� 4，780円

ワ イ ド �� 860円 �� 260円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，530円 3 連 単 ��� 15，970円

票 数

単勝票数 計 851719 的中 � 147960（2番人気）
複勝票数 計1245202 的中 � 166330（2番人気）� 84407（4番人気）� 514562（1番人気）
枠連票数 計 414038 的中 （2－3） 20805（6番人気）
馬連票数 計1724564 的中 �� 46303（9番人気）
馬単票数 計 950023 的中 �� 14889（15番人気）
ワイド票数 計1201162 的中 �� 31524（9番人気）�� 132700（1番人気）�� 73334（3番人気）
3連複票数 計2538020 的中 ��� 123657（3番人気）
3連単票数 計3740445 的中 ��� 16978（38番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．5―47．4―58．9―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペイシャネガノ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ヘ ネ シ ー デビュー 2019．1．19 中山3着

2016．3．9生 牝3栗 母 モンターニュドール 母母 ネ ガ ノ 10戦3勝 賞金 40，113，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スズカゴーディー号
（非抽選馬） 4頭 ヒルノサルバドール号・プライムコード号・メイショウアテン号・ヤマイチジャスティ号
※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。

3009411月24日 曇 重 （1東京5） 第8日 第10競走 ��
��1，800�ウェルカムステークス

発走15時00分 （芝・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

58 ヴァンドギャルド 牡3鹿 55 岩田 望来 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 476－ 21：48．3 4．8�
34 プレミオテーラー 牝7黒鹿55 柴田 大知中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 486＋ 41：48．4� 43．7�
23 リンディーホップ 牝4青鹿55 C．ルメール �社台レースホース金成 貴史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 21：48．61 21．8�
712 アントリューズ 牡3鹿 55 武 豊山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 496＋ 4 〃 クビ 4．8�
35 リープフラウミルヒ 牝4黒鹿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 428＋ 81：48．81	 92．1	
814 アトミックフォース 牡3鹿 55 田辺 裕信吉田 千津氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 474＋ 4 〃 アタマ 22．5

11 トラストケンシン 牡4鹿 57 野中悠太郎菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 472＋ 41：48．9
 8．9�
59 � バ リ ン グ ラ �5鹿 57 R．ムーア �キャロットファーム 堀 宣行 愛 Barron-

stown Stud B536± 01：49．11	 5．5�
（英）

22 ソロフレーズ 牡4青鹿57 W．ビュイックゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 488＋ 41：49．31	 42．4

（英）

713 アドマイヤスコール 牡3鹿 55 O．マーフィー 近藤 利一氏 加藤 征弘 洞湖 レイクヴィラファーム 488＋ 81：49．51	 11．0�
（英）

815 ウ ー リ リ 牡3鹿 55 L．デットーリ 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 500＋ 6 〃 ハナ 6．8�
（英）

611 アモーレミオ 牝4芦 55 丸山 元気 �キャロットファーム 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484－ 41：49．92� 41．1�

47 シャンティローザ 牝5青鹿55 C．スミヨンホシノレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 488－ 21：50．11� 7．7�
（仏）

610 コスモナインボール 牡7鹿 57 石川裕紀人 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 大典牧場 498＋ 61：50．31� 195．4�
46 オウケンブラック 牡8鹿 57 北村 宏司福井 明氏 田中 剛 洞湖 レイクヴィラファーム B480－ 41：50．61� 250．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 90，330，700円 複勝： 128，508，300円 枠連： 59，256，900円
馬連： 236，168，900円 馬単： 87，331，600円 ワイド： 146，885，000円
3連複： 337，789，600円 3連単： 379，724，600円 計： 1，465，995，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 210円 � 810円 � 580円 枠 連（3－5） 4，010円

馬 連 �� 9，430円 馬 単 �� 16，410円

ワ イ ド �� 3，040円 �� 1，550円 �� 5，690円

3 連 複 ��� 45，810円 3 連 単 ��� 239，180円

票 数

単勝票数 計 903307 的中 � 149574（1番人気）
複勝票数 計1285083 的中 � 196491（2番人気）� 36349（10番人気）� 52528（8番人気）
枠連票数 計 592569 的中 （3－5） 11424（16番人気）
馬連票数 計2361689 的中 �� 19400（33番人気）
馬単票数 計 873316 的中 �� 3989（58番人気）
ワイド票数 計1468850 的中 �� 12385（35番人気）�� 24908（21番人気）�� 6550（55番人気）
3連複票数 計3377896 的中 ��� 5530（131番人気）
3連単票数 計3797246 的中 ��� 1151（686番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―35．6―47．6―59．6―1：11．8―1：24．2―1：36．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．7―3F36．5

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

勝馬の
紹 介

ヴァンドギャルド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Motivator デビュー 2018．9．22 阪神1着

2016．2．20生 牡3鹿 母 ス キ ア 母母 Light Quest 9戦4勝 賞金 71，985，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 リンディーホップ号の騎手C．ルメールは，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14番・5番）
※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レース目 ３レース目



3009511月24日 曇 重 （1東京5） 第8日 第11競走
ロンジン賞 ディープインパクトメモリアル

��
��2，400�第39回ジャパンカップ（ＧⅠ）

発走15時40分 （国際招待） （芝・左）
3歳以上；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

農林水産大臣賞・外務大臣賞・アイルランド大使賞・ロンジン賞・日本馬主協会連合会会長賞・東京馬主協会賞（1着）
賞 品

本 賞 300，000，000円 120，000，000円 75，000，000円 45，000，000円 30，000，000円
付 加 賞 3，192，000円 912，000円 456，000円
参加記念品
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

2：20．6
2：20．6
2：20．6

良
良
良

35 スワーヴリチャード 牡5栗 57 O．マーフィー �NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 516＋ 22：25．9 5．1�
（英）

11 カレンブーケドール 牝3鹿 53 津村 明秀鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 466＋ 22：26．0� 10．5�
22 ワグネリアン 牡4鹿 57 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 458－ 42：26．21	 4．3�
814 マ カ ヒ キ 牡6鹿 57 武 豊金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 506＋ 22：26．51� 50．4�
46 ユーキャンスマイル 牡4鹿 57 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488± 02：26．6クビ 6．2�
47 ダイワキャグニー 牡5黒鹿57 石橋 脩大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B508＋ 6 〃 クビ 120．9	
713 エ タ リ オ ウ 牡4青鹿57 横山 典弘 �Gリビエール・

レーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B462－162：26．91	 23．8

34 ムイトオブリガード 牡5鹿 57 C．ルメール 市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 488± 02：27．11
 15．4�
611 シュヴァルグラン 牡7栗 57 C．スミヨン 佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 464 〃 クビ 20．0�

（仏）

59 ルックトゥワイス 牡6鹿 57 L．デットーリ飯塚 知一氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 440－ 22：27．31	 15．4
（英）

58 レ イ デ オ ロ 牡5鹿 57 W．ビュイック �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 486＋ 42：28．15 4．2�
（英）

23 ウインテンダネス 牡6栗 57 田辺 裕信�ウイン 杉山 晴紀 新冠 アサヒ牧場 514－ 22：28．95 244．4�
815 ジ ナ ン ボ ー 牡4黒鹿57 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 480＋ 82：29．11	 34．3�
（英）

610 ダンビュライト 牡5黒鹿57 松若 風馬 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 488－ 62：29．2クビ 30．7�
712 タイセイトレイル 牡4黒鹿57 M．デムーロ田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 486＋ 22：29．83	 58．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 802，139，800円 複勝： 910，231，300円 枠連： 510，319，600円 馬連： 2，622，118，700円 馬単： 967，230，800円
ワイド： 1，418，458，400円 3連複： 4，493，466，100円 3連単： 6，762，742，900円 5重勝： 574，281，900円 計： 19，060，989，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 180円 � 280円 � 170円 枠 連（1－3） 2，050円

馬 連 �� 2，900円 馬 単 �� 4，810円

ワ イ ド �� 880円 �� 490円 �� 700円

3 連 複 ��� 2，900円 3 連 単 ��� 19，850円

5 重 勝
対象競走：東京9R／京都10R／東京10R／京都11R／東京11R

キャリーオーバー なし����� 736，250円

票 数

単勝票数 計8021398 的中 � 1241625（3番人気）
複勝票数 計9102313 的中 � 1419800（3番人気）� 727662（5番人気）� 1471147（2番人気）
枠連票数 計5103196 的中 （1－3） 192295（10番人気）
馬連票数 計26221187 的中 �� 698875（10番人気）
馬単票数 計9672308 的中 �� 150554（17番人気）
ワイド票数 計14184584 的中 �� 400802（9番人気）�� 771603（3番人気）�� 512972（7番人気）
3連複票数 計44934661 的中 ���1158324（7番人気）
3連単票数 計67627429 的中 ��� 246936（48番人気）
5重勝票数 計5742819 的中 ����� 546

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．1―36．4―48．6―1：00．3―1：12．5―1：24．6―1：36．6―1：48．7―2：01．1―2：13．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スワーヴリチャード �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2016．9．11 阪神2着

2014．3．10生 牡5栗 母 ピ ラ ミ マ 母母 Career Collection 17戦6勝 賞金 891，324，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ジナンボー号の騎手R．ムーアは，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番・12番）
シュヴァルグラン号の騎手C．スミヨンは，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・6番）

※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。

５レース目



（1東京5）第8日 11月24日（日曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

不良後重
不良

競走回数 11回 出走頭数 157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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

751，370，000円
5，180，000円
26，100，000円
6，270，000円
97，400，000円
10，000，000円
68，669，500円
4，637，000円
1，507，200円

勝馬投票券売得金
1，397，179，200円
1，749，016，900円
750，847，900円
3，741，787，000円
1，500，783，400円
2，206，085，000円
6，049，069，700円
8，863，392，400円
574，281，900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
5 重 勝
計 26，832，443，400円

総入場人員 80，826名 （有料入場人員 76，030名）



令和1年度 第5回東京競馬 総計

競走回数 95回 出走延頭数 1，299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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

2，460，340，000円
30，400，000円
203，500，000円
16，930，000円
288，600，000円
12，000，000円
558，308，500円
36，557，000円
12，470，400円

勝馬投票券売得金
5，649，188，900円
7，613，643，700円
2，482，774，700円
12，398，765，600円
5，527，521，000円
7，807，280，500円
18，473，959，700円
26，982，342，100円
574，281，900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
5 重 勝
計 87，509，758，100円

総入場延人員 307，859名 （有料入場延人員 285，781名）
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