
2704910月24日 晴 稍重 （2東京4） 第5日 第1競走 ��
��1，400�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 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．1
1：23．0

重
重

56 エンテレケイア 牡2栗 55 戸崎 圭太小田 吉男氏 岩戸 孝樹 浦河 谷川牧場 488± 01：25．6 5．1�
22 グルナピーク 牝2黒鹿54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 中川 公成 浦河 市川牧場 430－ 61：25．7� 12．1�
57 ラストサムライ 牡2芦 55 C．ルメール 玉腰 勇吉氏 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 458＋ 41：26．44 1．4�
11 エ コ ロ ワ カ 牝2黒鹿54 武士沢友治原村 正紀氏 深山 雅史 新ひだか 松田牧場 444－ 61：26．82� 12．6�
813 グラスクアドラ 牡2鹿 55

52 ▲原 優介半沢� 松山 将樹 新ひだか 岡田牧場 438± 01：27．01 15．6�
68 スノーフレイム 牡2芦 55 武藤 雅松谷 翔太氏 石栗 龍彦 むかわ 上水牧場 468＋ 41：27．74 227．8	
812 テンペスタース 牡2鹿 55 野中悠太郎田頭 勇貴氏 根本 康広 浦河 ガーベラパー

クスタツド 460＋ 2 〃 クビ 134．1

711 サンランシング 牝2青鹿54 松岡 正海 �加藤ステーブル 新開 幸一 日高 株式会社

ケイズ 474＋ 8 〃 アタマ 227．5�
33 トーセンジェイク 牡2鹿 55

54 ☆木幡 育也島川 哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 488± 01：28．01� 122．7�

44 ベニノフェアリー 牝2栗 54 柴田 大知�紅谷 粕谷 昌央 新冠 川上牧場 454＋ 2 〃 アタマ 95．3�
710 プレリュードノート 牡2栗 55 荻野 極亀岡 和彦氏 田中 剛 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 41：28．42� 162．6�
69 イソエイヒカリ 牡2鹿 55 和田 竜二磯部 敏夫氏 松山 将樹 浦河 栄進牧場 468＋ 21：28．61� 33．5�
45 パンプイットアップ 牝2鹿 54 田辺 裕信 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか 有限会社プライドロック 472＋ 81：28．7� 39．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 42，036，900円 複勝： 177，325，800円 枠連： 11，879，900円
馬連： 54，319，400円 馬単： 38，711，000円 ワイド： 51，473，900円
3連複： 85，746，000円 3連単： 155，177，800円 計： 616，670，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 130円 � 150円 � 100円 枠 連（2－5） 490円

馬 連 �� 2，830円 馬 単 �� 5，530円

ワ イ ド �� 550円 �� 160円 �� 260円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 10，630円

票 数

単勝票数 計 420369 的中 � 68683（2番人気）
複勝票数 計1773258 的中 � 94219（2番人気）� 65300（3番人気）� 1418505（1番人気）
枠連票数 計 118799 的中 （2－5） 18445（3番人気）
馬連票数 計 543194 的中 �� 14859（7番人気）
馬単票数 計 387110 的中 �� 5242（11番人気）
ワイド票数 計 514739 的中 �� 18796（6番人気）�� 101513（1番人気）�� 47403（3番人気）
3連複票数 計 857460 的中 ��� 84933（1番人気）
3連単票数 計1551778 的中 ��� 10579（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．1―36．1―48．8―1：01．2―1：13．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エンテレケイア �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2020．7．12 福島2着

2018．3．5生 牡2栗 母 スターレット 母母 キャニオンジュノー 3戦1勝 賞金 7，900，000円
〔騎手変更〕 グルナピーク号の騎手三浦皇成は，病気のため津村明秀に変更。

2705010月24日 晴 稍重 （2東京4） 第5日 第2競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10時45分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．7
1：32．3

良
良

59 トーホウボルツ 牡2黒鹿55 北村 宏司東豊物産� 田中 清隆 浦河 王蔵牧場 460＋ 81：36．3 7．4�
35 ホットポッド 牡2青 55

54 ☆木幡 育也小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 418± 01：36．51� 398．0�
815 アークライト 牡2鹿 55 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 510± 01：36．6� 1．4�
22 マイネルダグラス 牡2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 492± 0 〃 クビ 6．5�
610 ドルフィンクエスト 牡2鹿 55 北村 友一�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B460＋ 21：36．7� 20．9	
58 タイプチョウサン 牡2鹿 55 江田 照男�チョウサン 石毛 善彦 平取 坂東牧場 394＋ 2 〃 ハナ 176．4

11 リズムオブザナイト 牡2鹿 55 田辺 裕信吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 484＋ 4 〃 ハナ 15．8�
34 ベストシンガー 牝2鹿 54 石橋 脩石川 達絵氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B448－ 41：36．91� 12．1�
23 エ レ グ ア 牡2鹿 55 内田 博幸豊井 義次氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 444＋121：37．11� 50．2
611 クレイジーリッチ 牡2栗 55 武士沢友治江川 伸夫氏 小手川 準 浦河 信岡牧場 478＋ 21：37．2� 91．8�
814 ワールドナカヤマ 牝2鹿 54

51 ▲原 優介�中山牧場 小手川 準 浦河 中山牧場 378－ 81：37．62� 178．8�
46 ハ ル ハ ル 牝2鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 388± 01：37．81� 590．3�
712 キイソアリング 牝2鹿 54 野中悠太郎安田嘉太郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 410＋ 21：37．9� 562．1�
47 セントミライ 牡2黒鹿55 横山 和生松尾 正氏 藤原 辰雄 秋田 松尾 豊 458－ 21：38．0� 78．5�
713 ミ ラ グ ロ ス 牝2鹿 54 宮崎 北斗江川 伸夫氏 青木 孝文 様似 清水スタッド 466＋121：41．3大差 599．9�
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売 得 金
単勝： 42，994，800円 複勝： 131，946，200円 枠連： 9，907，500円
馬連： 54，091，800円 馬単： 36，664，800円 ワイド： 50，819，900円
3連複： 77，147，300円 3連単： 137，600，800円 計： 541，173，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 170円 � 3，080円 � 110円 枠 連（3－5） 2，670円

馬 連 �� 73，800円 馬 単 �� 136，800円

ワ イ ド �� 11，270円 �� 240円 �� 4，680円

3 連 複 ��� 21，720円 3 連 単 ��� 383，690円

票 数

単勝票数 計 429948 的中 � 48789（3番人気）
複勝票数 計1319462 的中 � 84766（2番人気）� 2578（12番人気）� 941517（1番人気）
枠連票数 計 99075 的中 （3－5） 2870（8番人気）
馬連票数 計 540918 的中 �� 568（50番人気）
馬単票数 計 366648 的中 �� 201（90番人気）
ワイド票数 計 508199 的中 �� 1006（50番人気）�� 68602（2番人気）�� 2443（32番人気）
3連複票数 計 771473 的中 ��� 2663（48番人気）
3連単票数 計1376008 的中 ��� 260（454番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．2―34．9―47．4―1：00．2―1：12．1―1：24．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーホウボルツ �
�
父 ワールドエース �

�
母父 Holy Bull デビュー 2020．6．27 東京5着

2018．3．22生 牡2黒鹿 母 レディークライスト 母母 ファストルック 4戦1勝 賞金 7，100，000円
〔制裁〕 ベストシンガー号の騎手石橋脩は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミラグロス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年11月24日まで平地競走に

出走できない。

第４回 東京競馬 第５日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



2705110月24日 晴 稍重 （2東京4） 第5日 第3競走 ��1，400�2歳未勝利
発走11時15分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．8
1：20．3

良
良

36 ファインルージュ 牝2鹿 54 C．ルメール 六井 元一氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 488＋ 61：23．3 3．1�
12 シュアーヴアリア 牝2黒鹿54 戸崎 圭太ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 470± 01：23．62 5．1�
11 ユキノファラオ 牡2鹿 55 横山 典弘井上 基之氏 石毛 善彦 新ひだか フジワラフアーム 472＋ 4 〃 クビ 4．5�
48 クレマチステソーロ 牝2鹿 54 和田 竜二了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新ひだか 幌村牧場 452－ 21：23．7クビ 8．8�
815 カモミールティー 牡2鹿 55 福永 祐一保坂 和孝氏 小笠 倫弘 平取 清水牧場 444－101：23．8� 6．9�
23 イルクオーレ 牡2鹿 55 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 浦河 杵臼牧場 494－121：24．54 31．7	
24 ネオトリニティー 牝2鹿 54 武士沢友治フィールドレーシング 小手川 準 新冠 村上 欽哉 416－ 6 〃 アタマ 398．5

713 ハ ン ザ 牝2栗 54

53 ☆木幡 育也吉田 和美氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 422－ 4 〃 ハナ 78．2�
47 ラズベリーラバー 牝2黒鹿54 伊藤 工真石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか サンコウ牧場 440＋ 2 〃 クビ 573．1�
714 プレカーリー 牝2鹿 54 嘉藤 貴行ミルファーム 大和田 成 浦河 ミルファーム 404－10 〃 アタマ 138．6�
612 アウトレイジング 牡2青鹿55 津村 明秀三浦 勝仁氏 岩戸 孝樹 新ひだか 前田ファーム 414－ 21：24．71� 23．1�
59 グッドラックラブ 牝2栗 54

51 ▲原 優介三岡 陽氏 小桧山 悟 新ひだか タツヤファーム 438－ 81：24．8� 730．5�
816 トーセンサンドラ 牝2鹿 54 横山 和生島川 �哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ

スティファーム 482－ 2 〃 ハナ 172．1�
510 タイセイラグーン 牝2鹿 54 大野 拓弥田中 成奉氏 伊藤 圭三 新ひだか 有限会社プライドロック 440± 01：25．22� 10．8�
35 スターダストプレス 牡2栗 55 内田 博幸西森 功氏 伊坂 重信 浦河 北俣 牧夫 474＋ 41：25．73 191．1�
611 クマノコドウ 牡2鹿 55 野中悠太郎竹本いずみ氏 柄崎 孝 日高 渋谷 健作 408－ 41：28．2大差 495．2�
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売 得 金
単勝： 46，327，300円 複勝： 69，203，800円 枠連： 12，373，100円
馬連： 63，714，200円 馬単： 29，098，900円 ワイド： 54，411，000円
3連複： 90，559，800円 3連単： 102，876，700円 計： 468，564，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 150円 � 150円 枠 連（1－3） 430円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 310円 �� 430円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 5，910円

票 数

単勝票数 計 463273 的中 � 119952（1番人気）
複勝票数 計 692038 的中 � 130850（1番人気）� 118270（2番人気）� 116251（3番人気）
枠連票数 計 123731 的中 （1－3） 22267（1番人気）
馬連票数 計 637142 的中 �� 58921（1番人気）
馬単票数 計 290989 的中 �� 14097（1番人気）
ワイド票数 計 544110 的中 �� 46518（1番人気）�� 31499（4番人気）�� 32962（2番人気）
3連複票数 計 905598 的中 ��� 48151（1番人気）
3連単票数 計1028767 的中 ��� 12619（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―36．1―48．4―1：00．1―1：11．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F34．9
3 8，5（2，10）（6，15）（3，14，16）（7，12）4（9，11）（1，13） 4 8，5（2，10）（6，15）（3，14，16）－（7，12）（4，1）－（9，11，13）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ファインルージュ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2020．8．23 新潟2着

2018．3．11生 牝2鹿 母 パシオンルージュ 母母 セクシーココナッツ 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔騎手変更〕 タイセイラグーン号の騎手三浦皇成は，病気のため大野拓弥に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クマノコドウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年11月24日まで平地競走

に出走できない。

2705210月24日 晴 稍重 （2東京4） 第5日 第4競走 ��1，600�2歳新馬
発走11時45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

612 レオカクテル 牡2栗 55 岩部 純二�レオ 萱野 浩二 浦河 江谷牧場 480 ―1：39．7 17．5�
23 ジ ュ ン ゼ ロ 牡2鹿 55 吉田 豊河合 純二氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 502 ―1：39．8クビ 10．6�
11 ノ ー リ ス 牡2黒鹿55 嶋田 純次榊原源一郎氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 520 ― 〃 クビ 6．6�
12 ズールウォリアー 牡2黒鹿55 C．ルメール J．ウィルソン氏 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 466 ―1：40．22� 5．2�
36 ミ ル ト ボ ス 牡2鹿 55 和田 竜二永山 勝敏氏 中竹 和也 新ひだか 有限会社石川牧場 490 ― 〃 クビ 39．2�
611 イサチルプリンス 牡2黒鹿55 江田 照男小坂 功氏 竹内 正洋 新ひだか 佐竹 学 466 ―1：40．3クビ 3．5	
48 マダムシュシュ 牝2鹿 54 横山 和生�ラ・メール 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 486 ―1：40．4� 9．2

713 ウインクラリティ 牡2黒鹿55 津村 明秀�ウイン 宗像 義忠 登別 登別上水牧場 450 ―1：40．5� 37．0�
510 トミケンカラバティ 牡2鹿 55 M．デムーロ冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 信岡牧場 452 ―1：41．03 17．3�
714 グランドレグルス 牡2鹿 55 宮崎 北斗田畑 利彦氏 伊藤 伸一 浦河 浦河日成牧場 466 ―1：41．42� 258．1
816 ローズボウル 牡2鹿 55 大野 拓弥 �グリーンファーム林 徹 千歳 社台ファーム 480 ―1：41．61 7．7�
35 ヴェイルオブナイト 牝2青鹿54 石橋 脩 �グリーンファーム奥村 武 千歳 社台ファーム 436 ―1：42．77 46．3�
24 ウインプロスト 牡2鹿 55 野中悠太郎�ウイン 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 466 ― 〃 アタマ 73．3�
815 サ ン タ ル 牡2黒鹿 55

52 ▲原 優介柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 468 ―1：43．12 93．3�
59 リヴァーサル 牝2青 54 嘉藤 貴行鈴木 邦英氏 田島 俊明 新冠 新冠橋本牧場 460 ―1：44．8大差 258．8�
47 キャヴァリー 牡2鹿 55 武士沢友治小林竜太郎氏 武市 康男 浦河 小林 仁 468 ― 〃 ハナ 198．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，009，400円 複勝： 47，297，900円 枠連： 14，224，800円
馬連： 52，266，600円 馬単： 23，713，400円 ワイド： 46，624，900円
3連複： 77，016，700円 3連単： 76，404，500円 計： 375，558，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，750円 複 勝 � 400円 � 280円 � 270円 枠 連（2－6） 1，140円

馬 連 �� 5，490円 馬 単 �� 12，560円

ワ イ ド �� 1，940円 �� 1，660円 �� 910円

3 連 複 ��� 9，150円 3 連 単 ��� 68，470円

票 数

単勝票数 計 380094 的中 � 18341（8番人気）
複勝票数 計 472979 的中 � 28398（8番人気）� 45606（5番人気）� 47633（4番人気）
枠連票数 計 142248 的中 （2－6） 9611（4番人気）
馬連票数 計 522666 的中 �� 7367（21番人気）
馬単票数 計 237134 的中 �� 1415（52番人気）
ワイド票数 計 466249 的中 �� 6079（23番人気）�� 7160（20番人気）�� 13607（10番人気）
3連複票数 計 770167 的中 ��� 6309（31番人気）
3連単票数 計 764045 的中 ��� 809（236番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．3―12．8―13．1―12．6―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―36．0―48．8―1：01．9―1：14．5―1：26．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レオカクテル �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2018．5．25生 牡2栗 母 レオフォーレンス 母母 レオピアレス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ノーリス号の騎手嶋田純次は，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）
※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 スペック号・フィールザワールド号・ボンラヴォーロ号・ミツカネジュピター号



2705310月24日 晴 稍重 （2東京4） 第5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
1：59．5
1：58．9

良
良

59 グラティアス 牡2鹿 55 C．ルメール �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 488 ―2：06．2 1．9�
11 モズマンジロウ 牡2鹿 55 北村 宏司 �キャピタル・システム 小崎 憲 新ひだか 矢野牧場 466 ―2：06．41� 23．5�
23 ハーツラプソディ 牝2栗 54 和田 竜二下河辺隆行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 510 ―2：06．72 7．2�
47 サーストントラスト 牡2黒鹿55 田辺 裕信齊藤 宣勝氏 伊藤 圭三 様似 猿倉牧場 474 ―2：07．12� 18．8�
34 レッドアムニス 牡2鹿 55 福永 祐一 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 526 ―2：07．31� 7．1�
611 アウトオブザブルー 牡2黒鹿55 戸崎 圭太山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 464 ―2：07．4� 5．9	
712 カゲキヨブレイン 牡2鹿 55 北村 友一エンジェルレーシング� 中川 公成 新冠 新冠橋本牧場 510 ―2：07．82� 86．4

35 アヴニールファミユ 牡2青鹿55 宮崎 北斗山上 和良氏 萱野 浩二 新ひだか 岡野牧場 420 ― 〃 クビ 126．4�
22 ビ レ イ グ 牡2青鹿55 M．デムーロ髙瀬 正志氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 494 ―2：07．9� 45．6�
814 ノ ブ 牡2栗 55 武藤 雅佐野 信幸氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 476 ―2：08．0� 68．5
610 エルブルスシチー 牡2黒鹿55 荻野 極 �友駿ホースクラブ 高橋 義忠 浦河 富田牧場 468 ―2：08．1クビ 244．3�
713 ブラックジーン 牡2鹿 55 池添 謙一杉山 忠国氏 大竹 正博 新ひだか 明治牧場 482 ― 〃 クビ 182．9�
58 スマートレガシー 牡2鹿 55 石橋 脩大川 徹氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 530 ―2：08．2クビ 22．4�
815 シゲルサンヨ 牡2黒鹿55 大野 拓弥森中 蕃氏 和田 勇介 新冠 大林ファーム 472 ―2：09．26 222．5�
46 ウインルミナス 牡2鹿 55 野中悠太郎�ウイン 上原 博之 新冠 コスモヴューファーム 458 ―2：10．58 175．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 52，790，500円 複勝： 55，265，100円 枠連： 11，884，600円
馬連： 59，419，000円 馬単： 32，612，200円 ワイド： 52，985，600円
3連複： 83，998，300円 3連単： 110，865，800円 計： 459，821，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 290円 � 170円 枠 連（1－5） 1，490円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 2，430円

ワ イ ド �� 720円 �� 290円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 2，920円 3 連 単 ��� 10，670円

票 数

単勝票数 計 527905 的中 � 231714（1番人気）
複勝票数 計 552651 的中 � 184851（1番人気）� 32138（6番人気）� 73444（3番人気）
枠連票数 計 118846 的中 （1－5） 6167（6番人気）
馬連票数 計 594190 的中 �� 23619（6番人気）
馬単票数 計 326122 的中 �� 10055（9番人気）
ワイド票数 計 529856 的中 �� 18034（8番人気）�� 53504（2番人気）�� 8395（17番人気）
3連複票数 計 839983 的中 ��� 21560（11番人気）
3連単票数 計1108658 的中 ��� 7528（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．7―26．6―39．6―52．8―1：06．1―1：19．3―1：32．0―1：43．4―1：54．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グラティアス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Lizard Island 初出走

2018．4．6生 牡2鹿 母 マラコスタムブラダ 母母 Mapul Wells 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 ビレイグ号の騎手三浦皇成は，病気のためM．デムーロに変更。

2705410月24日 晴 稍重 （2東京4） 第5日 第6競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走13時05分 （ダート・左）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

35 ガ チ コ 牝6鹿 55 吉田 豊�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 476± 01：24．4 24．4�
59 オメガドーヴィル 牝4青鹿55 和田 竜二原 �子氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 408± 01：24．61� 5．0�
814 ヤンチャプリヒメ 牝4鹿 55 大野 拓弥田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 452＋ 61：24．7� 6．9�
23 ライクアジュエリー 牝3鹿 53 横山 和生青芝商事� 戸田 博文 千歳 社台ファーム 460－ 2 〃 アタマ 15．0�
47 ピ ッ パ 牝5栗 55 田辺 裕信飯田 正剛氏 伊坂 重信 新ひだか 千代田牧場 472± 01：25．23 14．0	
22 	 アドゥシール 牝4黒鹿55 柴田 大知�大樹ファーム 勢司 和浩 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 464－ 61：25．3クビ 204．4

610 アンジェリーブル 牝4栗 55 横山 典弘�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 460－ 6 〃 ハナ 7．4�
46 リアンフィーユ 牝3黒鹿53 武藤 雅 �CHEVAL AT-

TACHE 斎藤 誠 新ひだか 前田ファーム 444－ 41：25．72
 10．8�
58 クールマキシマム 牝3黒鹿53 嘉藤 貴行保谷フミ子氏 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 468－ 21：26．01� 5．8
815 カラーズオブラヴ 牝3黒鹿53 武士沢友治グリーンスウォード和田 勇介 新ひだか 中橋 正 B466－ 21：26．1� 12．6�
11 ショウナンバービー 牝3鹿 53 野中悠太郎�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 498－ 41：26．95 19．4�
34 ア マ ゾ ー ヌ 牝3黒鹿53 内田 博幸 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 新ひだか 山際牧場 486＋161：27．22 9．1�
713 ブライティアランド 牝3芦 53 池添 謙一小林 昌志氏 武井 亮 平取 雅 牧場 458－ 61：27．3
 14．6�
611 プ ロ ン タ ン 牝3栗 53 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 日高 有限会社 エ

スティファーム 476± 01：27．61� 64．9�
712 ジーガーローレンス 牝4鹿 55 江田 照男�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 B502－ 41：27．7
 191．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，878，100円 複勝： 58，309，900円 枠連： 14，636，800円
馬連： 72，668，300円 馬単： 28，065，600円 ワイド： 66，363，500円
3連複： 118，923，000円 3連単： 109，274，900円 計： 504，120，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，440円 複 勝 � 680円 � 180円 � 250円 枠 連（3－5） 1，340円

馬 連 �� 6，070円 馬 単 �� 15，360円

ワ イ ド �� 1，950円 �� 2，240円 �� 570円

3 連 複 ��� 10，230円 3 連 単 ��� 84，100円

票 数

単勝票数 計 358781 的中 � 11719（12番人気）
複勝票数 計 583099 的中 � 17514（12番人気）� 103239（1番人気）� 61914（4番人気）
枠連票数 計 146368 的中 （3－5） 8462（5番人気）
馬連票数 計 726683 的中 �� 9277（29番人気）
馬単票数 計 280656 的中 �� 1370（77番人気）
ワイド票数 計 663635 的中 �� 8468（28番人気）�� 7328（35番人気）�� 32118（1番人気）
3連複票数 計1189230 的中 ��� 8712（30番人気）
3連単票数 計1092749 的中 ��� 942（305番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．0―47．3―59．3―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 ・（1，3，15）－（12，13）9（11，14）－（4，7）5（8，10）－6，2 4 ・（1，3，15）（9，13）（12，14）（11，7）5（4，8，10）6－2

勝馬の
紹 介

ガ チ コ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 エイシンサンディ デビュー 2017．3．5 中山10着

2014．5．25生 牝6鹿 母 エイシンサーメット 母母 エイシンスポーケン 23戦2勝 賞金 25，575，000円
〔騎手変更〕 ガチコ号の騎手三浦皇成は，病気のため吉田豊に変更。



2705510月24日 晴 稍重 （2東京4） 第5日 第7競走 ��2，100�3歳以上1勝クラス
発走13時35分 （ダート・左）（500万円以下）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

11 ジ ャ ッ ジ 牡3鹿 55 M．デムーロ田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか 元茂牧場 508＋122：11．6 3．1�
810 トップリーチ 牡3黒鹿55 戸崎 圭太紅露 純氏 萱野 浩二 日高 庄野牧場 448＋ 62：12．02� 6．1�
44 ユ メ ノ サ キ �5栗 57 津村 明秀山田広太郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B538＋ 22：12．1� 44．4�
22 プレイングラン 牡4栗 57 田辺 裕信スリースターズレーシング 小西 一男 新ひだか 平野牧場 484± 0 〃 クビ 37．4�
78 � エンパイアカラー �6黒鹿57 江田 照男 �吉澤ホールディングス 藤原 辰雄 新冠 ヒカル牧場 520＋ 22：12．41	 151．8�
33 スキルショット 牡3鹿 55

52 ▲原 優介横田 恵子氏 加藤士津八 新ひだか 今 牧場 490－ 2 〃 ハナ 9．4	
89 ダルムシュタット �3鹿 55 田中 勝春村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム B470＋ 42：13．25 36．4

77 ボヘミアラプソディ 牡4鹿 57 内田 博幸平井 裕氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B494＋122：13．41
 50．5�
55 セイカヤマノ 牡4黒鹿57 大野 拓弥久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム B502＋102：14．78 13．4�
66 キングオブドラゴン 牡3黒鹿55 C．ルメール 窪田 芳郎氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 476－ 22：14．8� 2．0

（10頭）

売 得 金
単勝： 41，357，900円 複勝： 50，035，600円 枠連： 9，040，300円
馬連： 55，123，700円 馬単： 31，403，400円 ワイド： 47，446，600円
3連複： 81，569，600円 3連単： 141，992，500円 計： 457，969，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 210円 � 600円 枠 連（1－8） 1，040円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，030円 �� 2，510円

3 連 複 ��� 8，700円 3 連 単 ��� 27，260円

票 数

単勝票数 計 413579 的中 � 106126（2番人気）
複勝票数 計 500356 的中 � 109637（2番人気）� 63357（4番人気）� 15895（9番人気）
枠連票数 計 90403 的中 （1－8） 6694（4番人気）
馬連票数 計 551237 的中 �� 38656（4番人気）
馬単票数 計 314034 的中 �� 13871（5番人気）
ワイド票数 計 474466 的中 �� 34826（3番人気）�� 11385（14番人気）�� 4483（25番人気）
3連複票数 計 815696 的中 ��� 7028（28番人気）
3連単票数 計1419925 的中 ��� 3776（81番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．6―31．2―43．7―55．7―1：08．4―1：20．9―1：33．4―1：46．1―1：58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F38．2
1
3
8（1，3）6，9－4－（2，10）＝5－7
8，1，3，6，9，10，4，2＝7＝5

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

勝馬の
紹 介

ジ ャ ッ ジ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 カリズマティック デビュー 2019．7．6 函館9着

2017．4．15生 牡3鹿 母 ステッバイステップ 母母 オ ル ビ タ ル 10戦2勝 賞金 20，330，000円
〔騎手変更〕 トップリーチ号の騎手三浦皇成は，病気のため戸崎圭太に変更。

2705610月24日 晴 良 （2東京4） 第5日 第8競走 ��
��1，400�3歳以上2勝クラス

発走14時05分 （1000万円以下） （芝・左）
負担重量は，3歳55�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
1：19．4
1：19．0

良
良

11 ショウナンアオゾラ 牡4黒鹿57 田辺 裕信�湘南 大竹 正博 新冠 ムラカミファーム 478－101：21．8 7．9�
45 レッドクレオス 牡4栗 57 C．ルメール �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 472－ 41：22．33 5．2�
712 ペコリーノロマーノ 牝3鹿 53 福永 祐一平田 修氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 446＋14 〃 クビ 4．7�
22 フェルミスフィア 牝3栗 53 池添 謙一 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 440＋12 〃 ハナ 5．2�
58 � ランドルーラー 牡4鹿 57 戸崎 圭太ゴドルフィン 伊藤 圭三 愛 Godolphin 510－ 21：22．72 6．1	
33 シャンドフルール 牝3黒鹿53 和田 竜二前田 葉子氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510＋ 4 〃 ハナ 12．9

69 トーセンリスト 牝4栗 55 横山 和生島川 �哉氏 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 464＋20 〃 アタマ 5．6�
813 エイムアンドエンド 牡5鹿 57 北村 友一 �キャロットファーム 奥村 武 安平 追分ファーム 496－10 〃 クビ 36．1
610 フクノナルボンヌ 牝4栗 55 大野 拓弥福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 株式会社

ケイズ 502－ 21：23．23 85．0�
46 エンジェルカナ 牝4栗 55

52 ▲原 優介 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 430± 01：23．3	 69．4�
57 ストームリッパー 
4鹿 57 津村 明秀吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B504＋ 2 〃 クビ 59．7�
814 スノードーナツ 牝6黒鹿55 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 日高 野島牧場 512＋ 81：23．83 444．5�
34 ブ ー ザ ー 牡4青鹿57 M．デムーロ 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 B498－ 61：24．01� 27．8�
711 ピースユニヴァース 牡5鹿 57 武藤 雅久米田正平氏 尾形 和幸 新冠 秋田牧場 496＋ 4 〃 ハナ 154．1�
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売 得 金
単勝： 50，507，400円 複勝： 78，611，600円 枠連： 12，491，600円
馬連： 90，889，100円 馬単： 33，829，900円 ワイド： 68，558，000円
3連複： 127，311，300円 3連単： 138，578，000円 計： 600，776，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 260円 � 190円 � 190円 枠 連（1－4） 2，700円

馬 連 �� 2，510円 馬 単 �� 5，130円

ワ イ ド �� 790円 �� 890円 �� 590円

3 連 複 ��� 3，790円 3 連 単 ��� 28，950円

票 数

単勝票数 計 505074 的中 � 51060（6番人気）
複勝票数 計 786116 的中 � 69705（6番人気）� 111083（4番人気）� 116488（2番人気）
枠連票数 計 124916 的中 （1－4） 3580（20番人気）
馬連票数 計 908891 的中 �� 27984（14番人気）
馬単票数 計 338299 的中 �� 4938（28番人気）
ワイド票数 計 685580 的中 �� 22239（11番人気）�� 19483（15番人気）�� 30439（5番人気）
3連複票数 計1273113 的中 ��� 25143（13番人気）
3連単票数 計1385780 的中 ��� 3470（120番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．2―46．8―58．1―1：09．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンアオゾラ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2018．12．9 中山5着

2016．4．19生 牡4黒鹿 母 ショウナンマハ 母母 フェアノータム 7戦3勝 賞金 24，300，000円
〔騎手変更〕 ストームリッパー号の騎手三浦皇成は，病気のため津村明秀に変更。
〔その他〕 ピースユニヴァース号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ピースユニヴァース号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年11月24日まで出走できない。
※スノードーナツ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



2705710月24日 晴 良 （2東京4） 第5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

33 オーソクレース 牡2黒鹿55 池添 謙一 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 470－ 21：48．1 3．5�
88 ラ ー ゴ ム 牡2栗 55 北村 友一林 正道氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 508＋ 2 〃 クビ 8．6�
77 スパイラルノヴァ 牡2黒鹿55 M．デムーロ�フクキタル 藤岡 健一 新冠 パカパカ

ファーム 478＋ 81：48．41	 8．2�
44 アドマイヤハダル 牡2鹿 55 福永 祐一近藤 旬子氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 472± 01：48．5クビ 7．6�
22 トーセンインパルス 牡2黒鹿55 戸崎 圭太島川 	哉氏 角居 勝彦 安平 追分ファーム 474± 01：48．82 10．7

55 ディープリッチ 牡2黒鹿55 武藤 雅宇田 豊氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 502± 01：48．9クビ 47．1�
66 
 バニシングポイント 牡2芦 55 C．ルメール 長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Whisper Hill

Farm, LLC 496＋121：49．11� 2．4�
11 コスモアシュラ 牡2芦 55 柴田 大知岡田 繁幸氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 496＋121：49．31� 76．7
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売 得 金
単勝： 96，463，100円 複勝： 89，031，000円 枠連： 発売なし
馬連： 108，179，000円 馬単： 55，790，200円 ワイド： 71，694，800円
3連複： 121，374，500円 3連単： 258，815，800円 計： 801，348，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 220円 � 180円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 3，050円

ワ イ ド �� 570円 �� 450円 �� 700円

3 連 複 ��� 2，960円 3 連 単 ��� 14，890円

票 数

単勝票数 計 964631 的中 � 230655（2番人気）
複勝票数 計 890310 的中 � 213388（2番人気）� 86908（6番人気）� 118921（3番人気）
馬連票数 計1081790 的中 �� 47295（9番人気）
馬単票数 計 557902 的中 �� 13684（12番人気）
ワイド票数 計 716948 的中 �� 32369（10番人気）�� 41785（5番人気）�� 25311（15番人気）
3連複票数 計1213745 的中 ��� 30699（14番人気）
3連単票数 計2588158 的中 ��� 12595（60番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―35．7―48．1―1：00．6―1：12．9―1：24．3―1：35．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

オーソクレース �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．8．9 札幌1着

2018．1．19生 牡2黒鹿 母 マリアライト 母母 クリソプレーズ 2戦2勝 賞金 24，182，000円
〔制裁〕 スパイラルノヴァ号の騎手M．デムーロは，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：6番）

ラーゴム号の騎手北村友一は，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：3番・7番・4
番・6番）

2705810月24日 晴 稍重 （2東京4） 第5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（1600万円以下），1．10．19以降2．10．18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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

12 ネオブレイブ 牡4栗 54 田辺 裕信西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 514＋ 22：10．0 5．7�
48 � ウインフォルティス 牡5鹿 54 和田 竜二�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 498－ 22：10．42 10．5�
815 タ イ サ イ 牡4栗 54 北村 宏司椎名 節氏 田所 秀孝 新冠 有限会社 大

作ステーブル 480－ 8 〃 クビ 16．1�
611 エンダウメント 牡4黒鹿55 戸崎 圭太ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498－122：10．5� 16．9�
24 キャンディスイート 牝4鹿 53 横山 典弘吉田 千津氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 474－ 22：10．6クビ 6．2�
816 トワイライトタイム 牡5青鹿54 荻野 極三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 470－ 4 〃 クビ 11．0	
35 マサハヤニース 牡5鹿 55 M．デムーロ中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 480± 02：10．7クビ 21．6

59 ジュンスターホース 牡6栗 54 吉田 豊河合 純二氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B472－ 2 〃 クビ 100．7�
612� レンブランサ 牝5栗 52 野中悠太郎名古屋友豊� 宮本 博 安平 ノーザンファーム 450± 02：10．91	 97．5�
36 マ リ オ 牡5鹿 54 松岡 正海サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 500＋ 42：11．11� 13．2
714 サトノグラン 
6青鹿53 江田 照男 �サトミホースカンパニー 田中 剛 安平 ノーザンファーム 474－ 2 〃 ハナ 70．4�
510 マイネルアンファン 牡5栗 53 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 516± 02：11．2クビ 125．5�
23 タガノボンバー 
5鹿 55 武藤 雅八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 488－ 42：11．41� 10．6�
713 リフトトゥヘヴン 牡6鹿 55 C．ルメール 丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 486－ 42：11．61� 3．7�
47 パイロキネシスト 牡8黒鹿55 横山 和生平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B502＋102：12．66 40．7�
11 ラ ー ジ ヒ ル 牡4鹿 55 北村 友一�リーヴァ 林 徹 新ひだか 三石橋本牧場 480± 02：12．7� 16．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，766，200円 複勝： 93，303，400円 枠連： 36，717，100円
馬連： 160，253，000円 馬単： 58，806，700円 ワイド： 118，901，600円
3連複： 253，931，400円 3連単： 246，691，900円 計： 1，027，371，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 220円 � 370円 � 560円 枠 連（1－4） 2，050円

馬 連 �� 3，340円 馬 単 �� 5，580円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 1，880円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 14，300円 3 連 単 ��� 77，250円

票 数

単勝票数 計 587662 的中 � 81370（2番人気）
複勝票数 計 933034 的中 � 131883（2番人気）� 62310（5番人気）� 38685（9番人気）
枠連票数 計 367171 的中 （1－4） 13831（10番人気）
馬連票数 計1602530 的中 �� 37146（7番人気）
馬単票数 計 588067 的中 �� 7892（10番人気）
ワイド票数 計1189016 的中 �� 26727（7番人気）�� 16204（24番人気）�� 14335（29番人気）
3連複票数 計2539314 的中 ��� 13316（43番人気）
3連単票数 計2466919 的中 ��� 2315（206番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―12．9―13．0―12．4―11．6―12．6―12．5―12．2―12．2―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．1―31．0―44．0―56．4―1：08．0―1：20．6―1：33．1―1：45．3―1：57．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ネオブレイブ �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 Wild Rush デビュー 2018．10．7 東京7着

2016．3．22生 牡4栗 母 スズノメガミ 母母 Sue’s Temper 20戦4勝 賞金 64，422，000円
〔騎手変更〕 エンダウメント号の騎手三浦皇成は，病気のため戸崎圭太に変更。
※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） 5頭 アドラメレク号・アニエーゼ号・ウェルカムゴールド号・エジステンツァ号・トイガー号



2705910月24日 晴 良 （2東京4） 第5日 第11競走 ��
��1，600�第23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，1．10．19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，1．10．18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 854，000円 244，000円 122，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

55 ヴァンドギャルド 牡4鹿 56 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 468－ 61：33．4 6．2�
811 ラウダシオン 牡3鹿 56 M．デムーロ �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 510＋161：33．61� 6．2�
79 ケイアイノーテック 牡5鹿 57 津村 明秀亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 472± 01：33．81� 10．3�
710 ペルシアンナイト 牡6黒鹿57 大野 拓弥�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 490－101：33．9クビ 13．1�
22 タイセイビジョン 牡3栗 54 石橋 脩田中 成奉氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 468± 01：34．0	 6．2	
33 
� モズダディー 牡5栗 56 内田 博幸北側 雅勝氏 藤岡 健一 米 Mr. & Mrs.

Oliver S. Tait B504＋ 41：34．21� 91．7

56 レ イ エ ン ダ 牡5黒鹿56 池添 謙一 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 494＋ 61：34．3クビ 26．4�
812 ワ ー ケ ア 牡3鹿 54 C．ルメール 落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 492± 0 〃 アタマ 12．5�
44 サトノアーサー 牡6青鹿56 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 480－ 4 〃 クビ 5．0
67 スマイルカナ 牝3芦 52 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 新ひだか 木田牧場 424± 01：34．61	 5．8�
11 � ブラックバゴ 牡8黒鹿56 笹川 翼吉木 伸彦氏 佐野 謙二 安平 ノーザンファーム 532＋ 51：35．02 300．8�

（大井） （大井）

68 シーズンズギフト 牝3青鹿52 横山 典弘 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 490＋101：36．59 10．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 236，578，100円 複勝： 334，934，900円 枠連： 95，769，000円
馬連： 615，368，200円 馬単： 214，634，100円 ワイド： 433，909，800円
3連複： 1，025，380，600円 3連単： 1，240，450，100円 計： 4，197，024，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 220円 � 270円 � 300円 枠 連（5－8） 1，280円

馬 連 �� 2，430円 馬 単 �� 5，210円

ワ イ ド �� 950円 �� 820円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 7，710円 3 連 単 ��� 44，730円

票 数

単勝票数 計2365781 的中 � 302506（5番人気）
複勝票数 計3349349 的中 � 436069（3番人気）� 317091（5番人気）� 275030（7番人気）
枠連票数 計 957690 的中 （5－8） 57699（6番人気）
馬連票数 計6153682 的中 �� 195775（10番人気）
馬単票数 計2146341 的中 �� 30846（26番人気）
ワイド票数 計4339098 的中 �� 118011（13番人気）�� 137994（9番人気）�� 81227（24番人気）
3連複票数 計10253806 的中 ��� 99678（34番人気）
3連単票数 計12404501 的中 ��� 20105（200番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―10．8―11．6―12．0―11．5―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．0―33．8―45．4―57．4―1：08．9―1：21．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．0
3 ・（7，8）＝11－3，2（12，5）10，6，4，9，1 4 ・（7，8）＝11（2，3）（10，12）5（4，6）9，1

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4鹿 母 ス キ ア 母母 Light Quest 13戦5勝 賞金 146，965，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりヴァンドギャルド号は，マイルチャンピオンシップ（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

2706010月24日 晴 稍重 （2東京4） 第5日 第12競走 ��1，600�3歳以上2勝クラス
発走16時25分 （ダート・左）（1000万円以下）

負担重量は，3歳55�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
1：33．8
1：33．3

重
良

713� スマッシングハーツ 牡4鹿 57 横山 典弘前田 幸治氏 新谷 功一 新冠 株式会社
ノースヒルズ 508＋121：35．7 8．9�

24 タガノビューティー 牡3鹿 55 和田 竜二八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 514＋ 21：36．33� 1．8�

815 テーオーポシブル �4鹿 57 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 456－221：36．72� 133．2�
510 スパイスマジック �5芦 57 戸崎 圭太 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B472＋ 41：37．12� 25．4�
23 グ ロ グ ラ ン 牝5栗 55 武士沢友治藤澤眞佐子氏 林 徹 浦河 高昭牧場 482－ 41：37．3	 122．1�
12 シゲルタイタン 牡3鹿 55 C．ルメール 森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 484± 01：37．4� 8．7	
816 トーセンヴィータ 牡5青鹿57 内田 博幸島川 
哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ

スティファーム B544± 01：37．5クビ 15．8�
47 ヴァルディノート 牡5黒鹿57 北村 宏司 �キャロットファーム 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 482＋ 2 〃 クビ 23．5�
36 � ア オ テ ン 牡7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 504－141：37．7	 322．4�
48 エンドーツダ 牝4鹿 55 津村 明秀望月 雅博氏 萱野 浩二 千歳 社台ファーム 458＋ 41：37．91 9．0�
59 ダウンタウンプリマ 牝4栗 55 横山 和生林 正道氏 斎藤 誠 新ひだか 服部 牧場 466－22 〃 クビ 112．8�
611 データヴァリュー 牡6鹿 57 田辺 裕信 �社台レースホース中舘 英二 安平 追分ファーム 478＋ 21：38．11 78．7�
714 テンノサクラコ 牝7黒鹿55 野中悠太郎天白 泰司氏 小西 一男 新冠 佐藤牧場 488－ 21：38．2� 328．0�
35 タツオウカランブ 牝5栗 55 吉田 豊鈴木 髙幸氏 古賀 史生 浦河トラストスリーファーム 500＋ 5 〃 クビ 232．1�
11 ジュニエーブル 牡6鹿 57 大野 拓弥柴田 洋一氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 B462＋121：38．3クビ 283．3�
612 ファイアランス 牡3鹿 55 石橋 脩ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496＋ 61：38．51 6．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 98，306，700円 複勝： 152，319，900円 枠連： 37，852，600円
馬連： 184，207，600円 馬単： 88，933，400円 ワイド： 159，934，800円
3連複： 292，868，900円 3連単： 414，546，500円 計： 1，428，970，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 290円 � 120円 � 1，660円 枠 連（2－7） 900円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 2，660円

ワ イ ド �� 460円 �� 12，270円 �� 2，690円

3 連 複 ��� 20，900円 3 連 単 ��� 117，400円

票 数

単勝票数 計 983067 的中 � 87777（4番人気）
複勝票数 計1523199 的中 � 109448（5番人気）� 530479（1番人気）� 14582（12番人気）
枠連票数 計 378526 的中 （2－7） 32251（4番人気）
馬連票数 計1842076 的中 �� 152582（4番人気）
馬単票数 計 889334 的中 �� 24998（11番人気）
ワイド票数 計1599348 的中 �� 98981（4番人気）�� 3140（61番人気）�� 14655（26番人気）
3連複票数 計2928689 的中 ��� 10508（57番人気）
3連単票数 計4145465 的中 ��� 2560（281番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．5―47．6―59．7―1：11．7―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F36．0
3 2（11，15）（5，10，16）（1，14）（7，4，8）（3，6，13，12）－9 4 ・（2，11，15，16）（5，10，14，8）13（7，4）1，3（6，12）－9

勝馬の
紹 介

�スマッシングハーツ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ゼネラリスト

2016．4．25生 牡4鹿 母 プリティメイズ 母母 ハートリープス 9戦2勝 賞金 19，850，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 エンドーツダ号の騎手三浦皇成は，病気のため津村明秀に変更。
〔制裁〕 タガノビューティー号の騎手和田竜二は，発走後まもなく外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）



（2東京4）第5日 10月24日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 166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

306，380，000円
36，610，000円
2，010，000円
36，730，000円
71，877，500円
4，769，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
840，016，400円
1，337，585，100円
266，777，300円
1，570，499，900円
672，263，600円
1，223，124，400円
2，435，827，400円
3，133，275，300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 11，479，369，400円

総入場人員 1，003名 （有料入場人員 856名）
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