
3002511月9日 晴 良 （1東京5） 第3日 第1競走 ��1，400�2歳未勝利
発走9時55分 （ダート・左）

牝；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

610 サ ノ ハ ニ ー 牝2黒鹿54 田辺 裕信佐野 信幸氏 中野 栄治 日高 豊洋牧場 470－ 21：26．2 21．9�
46 キ ラ ラ 牝2鹿 54 大野 拓弥�パニオロ 田島 俊明 新冠 村上 欽哉 474＋ 41：26．52 6．0�
712 オーラソラーレ 牝2黒鹿54 C．ルメール 吉田 千津氏 和田 雄二 千歳 社台ファーム 466＋ 61：26．71� 1．9�
814 ヒートライトニング 牝2栗 54 吉田 豊藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 460＋ 21：26．8クビ 7．3�
611 ロードオブイサチル 牝2黒鹿 54

53 ☆野中悠太郎小坂 功氏 竹内 正洋 新ひだか 静内酒井牧場 B470－ 21：26．9� 21．6�
59 モノポリーアイズ 牝2黒鹿54 横山 典弘吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 434± 01：27．32� 12．6	
58 ア ザ レ 牝2黒鹿54 武士沢友治島川 
哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 426－ 21：27．4� 235．9�
35 ゾ ー ル シ カ 牝2芦 54 内田 博幸山口 敦広氏 土田 稔 新冠 山岡ファーム 432＋ 21：27．72 345．6�
47 オレオレサララ 牝2鹿 54 岩部 純二ミルファーム 和田 勇介 浦河 ミルファーム 504± 01：28．01� 35．9�
23 アルヒミスト 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム 418± 01：28．42� 32．0�
34 コイツバメカツコ 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士大久保與志雄氏 黒岩 陽一 日高 メイプルファーム 424－ 61：28．5� 510．1�
22 スカイティアラ 牝2鹿 54

52 △木幡 育也 �YGGホースクラブ 田中 清隆 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 406－101：28．6� 126．8�

815 シ ラ カ バ 牝2栗 54
53 ☆武藤 雅小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 450－ 21：28．81� 17．0�

11 ポルトベーロ 牝2鹿 54 石橋 脩髙嶋 航氏 牧 光二 浦河 有限会社
吉田ファーム 452＋ 21：30．07 13．9�

713 グートエーデル 牝2芦 54 森 泰斗 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 金成 貴史 新冠 村上 雅規 434－ 21：30．1� 251．3�

（船橋）

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，151，200円 複勝： 60，775，700円 枠連： 10，805，100円
馬連： 50，420，100円 馬単： 27，360，200円 ワイド： 40，284，100円
3連複： 74，288，100円 3連単： 94，360，200円 計： 389，444，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，190円 複 勝 � 370円 � 130円 � 110円 枠 連（4－6） 2，520円

馬 連 �� 7，070円 馬 単 �� 15，200円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 870円 �� 190円

3 連 複 ��� 3，380円 3 連 単 ��� 49，530円

票 数

単勝票数 計 311512 的中 � 11990（8番人気）
複勝票数 計 607757 的中 � 17437（8番人気）� 89082（2番人気）� 309664（1番人気）
枠連票数 計 108051 的中 （4－6） 3312（13番人気）
馬連票数 計 504201 的中 �� 5525（24番人気）
馬単票数 計 273602 的中 �� 1350（45番人気）
ワイド票数 計 402841 的中 �� 5705（22番人気）�� 10357（11番人気）�� 68807（1番人気）
3連複票数 計 742881 的中 ��� 16440（10番人気）
3連単票数 計 943602 的中 ��� 1381（157番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．2―12．6―12．4―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．3―36．5―49．1―1：01．5―1：13．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ノ ハ ニ ー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2019．10．20 東京8着

2017．5．10生 牝2黒鹿 母 ホウヨウターゲット 母母 ソフトボイス 2戦1勝 賞金 5，000，000円
※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。

3002611月9日 晴 良 （1東京5） 第3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

611 サンダーブリッツ 牡2黒鹿55 大野 拓弥草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 480± 01：38．8 2．2�
23 シゲルミカヅキ 牡2鹿 55 C．ルメール 森中 蕃氏 伊藤 圭三 浦河 中神牧場 452＋ 41：39．43� 6．9�
714 ネイチャーカレン 牡2黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 高橋 修 452± 01：39．5� 104．4�
510 ビービーレガロ 牡2鹿 55

54 ☆武藤 雅�坂東牧場 戸田 博文 日高 ファーミングヤナキタ 526± 01：39．71� 214．5�
12 スタインウェイ 牡2黒鹿55 北村 宏司 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 510－ 81：39．8� 8．3�
612 イデアイホマジョル 牡2青 55 柴田 大知益田 修一氏 和田 雄二 新ひだか 西川富岡牧場 434± 01：39．9� 58．1	
48 シゲルメイオウセイ 牡2鹿 55 森 泰斗森中 蕃氏 松山 将樹 日高 池添 安雄 478＋ 2 〃 ハナ 305．5


（船橋）

36 ス ウ ェ ア ー 牡2鹿 55
53 △木幡 育也吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B508＋161：40．21� 79．4�

816 ショウナンアサヤケ 牡2鹿 55 田辺 裕信国本 哲秀氏 武市 康男 日高 中原牧場 494－ 21：40．41� 6．0�
11 ベアーズレター 牡2青鹿55 江田 照男熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 468＋ 41：40．72 283．2
35 ホウオウレガシー 牡2鹿 55 石橋 脩小笹 芳央氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 478± 01：40．8クビ 51．3�
59 マイネルエスペルト 牡2鹿 55 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 千代田牧場 498＋ 41：41．11� 39．4�
47 アールブリッツ 牡2青 55 C．スミヨン 前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 オリオンファーム 524＋ 21：41．63 4．8�

（仏）

713 ドリームフォーミー 牝2鹿 54
51 ▲山田 敬士福田 光博氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 426－ 41：42．02� 648．5�

815 カズノコクリュウ 牡2青鹿 55
54 ☆野中悠太郎鈴木 可一氏 小西 一男 浦河 鎌田 正嗣 474＋ 2 〃 クビ 182．9�

24 モリトアリュルヒメ 牝2鹿 54 武士沢友治石橋 忠之氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 526－ 41：43．06 299．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，166，800円 複勝： 59，037，500円 枠連： 11，391，100円
馬連： 59，560，600円 馬単： 28，289，000円 ワイド： 41，930，300円
3連複： 80，364，800円 3連単： 97，433，800円 計： 414，173，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 170円 � 1，300円 枠 連（2－6） 600円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 310円 �� 3，690円 �� 6，100円

3 連 複 ��� 20，700円 3 連 単 ��� 58，470円

票 数

単勝票数 計 361668 的中 � 136149（1番人気）
複勝票数 計 590375 的中 � 248750（1番人気）� 71291（3番人気）� 5767（10番人気）
枠連票数 計 113911 的中 （2－6） 14617（3番人気）
馬連票数 計 595606 的中 �� 59303（3番人気）
馬単票数 計 282890 的中 �� 20412（3番人気）
ワイド票数 計 419303 的中 �� 40244（3番人気）�� 2675（29番人気）�� 1606（36番人気）
3連複票数 計 803648 的中 ��� 2911（44番人気）
3連単票数 計 974338 的中 ��� 1208（139番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．6―35．7―47．9―1：00．7―1：13．5―1：26．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンダーブリッツ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2019．8．11 新潟5着

2017．4．2生 牡2黒鹿 母 スイートフラッグ 母母 Serengeti Day 4戦1勝 賞金 7，700，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

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３日



3002711月9日 晴 良 （1東京5） 第3日 第3競走 ��
��1，400�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
1：20．8
1：20．3

良
良

713 スウィートメリナ 牝2栗 54 田辺 裕信岡田 牧雄氏 菊川 正達 浦河 高岸 順一 424＋ 41：22．7 8．0�
59 デイトライン 牝2栗 54 川田 将雅 �キャロットファーム 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 440＋ 6 〃 ハナ 8．2�
611 セイウンパワフル 牡2鹿 55 C．スミヨン 西山 茂行氏 斎藤 誠 新ひだか 棚川 光男 478＋ 61：22．8� 1．7�

（仏）

815 ザ ン セ ツ 牡2栗 55 内田 博幸ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 428－ 2 〃 クビ 17．5�

712 ブラックトマホーク 牡2黒鹿55 津村 明秀吉田 勝己氏 高木 登 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：23．01 31．5�
23 シーシーサザン 牝2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 440± 0 〃 ハナ 7．0	
34 ハ ー デ ィ ン 牡2青鹿55 大野 拓弥松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 新ひだか 城地牧場 428＋ 4 〃 アタマ 27．2

814 フラッグタワー 牡2青鹿 55

53 △木幡 育也 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 436± 0 〃 ハナ 335．4�
35 シ ャ チ 牡2鹿 55 吉田 豊中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 452＋141：23．1� 19．0�
11 シラカワカツコ 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士大久保與志雄氏 伊藤 伸一 新冠 新冠橋本牧場 404＋ 21：23．2� 403．6
610 トゥゲザーアゲイン 牡2栗 55 北村 宏司グリーンスウォード伊藤 伸一 浦河 草薙 利昭 442＋ 41：23．3� 416．6�
58 マイネルキアロ 牡2芦 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか グローリーファーム 474－ 41：23．51	 139．8�
46 ワカミヤアトゥ 牡2鹿 55

54 ☆野中悠太郎芳川 貴行氏 稲垣 幸雄 日高 前川 義則 464＋ 6 〃 クビ 27．4�
22 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 436＋ 61：23．81� 430．4�
47 セブンミラクル 牡2黒鹿55 江田 照男橋川 欣司氏 本間 忍 新ひだか タイヘイ牧場 480－ 41：24．33 183．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，629，400円 複勝： 64，182，900円 枠連： 11，652，700円
馬連： 54，164，800円 馬単： 29，767，600円 ワイド： 44，849，800円
3連複： 73，890，400円 3連単： 100，977，800円 計： 413，115，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 150円 � 170円 � 110円 枠 連（5－7） 2，150円

馬 連 �� 2，590円 馬 単 �� 5，880円

ワ イ ド �� 680円 �� 230円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 13，820円

票 数

単勝票数 計 336294 的中 � 35179（3番人気）
複勝票数 計 641829 的中 � 74097（2番人気）� 57435（4番人気）� 304250（1番人気）
枠連票数 計 116527 的中 （5－7） 4197（8番人気）
馬連票数 計 541648 的中 �� 16183（11番人気）
馬単票数 計 297676 的中 �� 3791（19番人気）
ワイド票数 計 448498 的中 �� 14276（8番人気）�� 54274（1番人気）�� 44175（3番人気）
3連複票数 計 738904 的中 ��� 44627（3番人気）
3連単票数 計1009778 的中 ��� 5296（44番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．9―35．8―47．8―59．2―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スウィートメリナ �
�
父 ワールドエース �

�
母父 Miswaki デビュー 2019．9．28 中山4着

2017．4．21生 牝2栗 母 スイートウィリアム 母母 チャイナブリーズ 3戦1勝 賞金 7，400，000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。

3002811月9日 晴 良 （1東京5） 第3日 第4競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走11時25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
1：45．9
1：45．6

良
良

89 � ヴィズサクセス 牡2鹿 55 C．スミヨン 嶋田 賢氏 手塚 貴久 愛 Airlie Stud 458＋ 21：50．4 3．5�
（仏）

44 グレイスフルダンス 牝2栗 54 森 泰斗杉山 忠国氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 490＋ 4 〃 ハナ 59．6�
（船橋）

88 マイネルラクスマン 牡2青鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 498＋181：50．61� 63．0�

33 ソフトフルート 牝2黒鹿54 福永 祐一ゴドルフィン 松田 国英 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 466－ 2 〃 アタマ 4．0�

11 ゼノヴァース 牡2鹿 55 C．ルメール�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ
ファーム 464＋ 61：50．81� 2．0�

22 ショウナンアクア 牡2栗 55 吉田 豊国本 哲秀氏 古賀 史生 新冠 ムラカミファーム 472＋121：51．01� 46．6	
55 レイコックアビー 牡2青鹿55 川田 将雅 
シルクレーシング 大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 2 〃 アタマ 9．1�
77 フェアリーシップ 牝2芦 54 内田 博幸合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 日高 賀張三浦牧場 458－ 21：51．74 80．5�
66 エスケイサムソン 牡2鹿 55 岩部 純二伊藤 輔則氏 石毛 善彦 浦河 高昭牧場 440± 01：51．8	 548．0

（9頭）

売 得 金
単勝： 47，650，900円 複勝： 86，253，000円 枠連： 8，286，700円
馬連： 45，667，300円 馬単： 33，746，900円 ワイド： 33，403，100円
3連複： 58，990，300円 3連単： 143，682，900円 計： 457，681，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 230円 � 1，650円 � 1，490円 枠 連（4－8） 4，320円

馬 連 �� 6，300円 馬 単 �� 7，190円

ワ イ ド �� 1，770円 �� 1，910円 �� 5，910円

3 連 複 ��� 34，890円 3 連 単 ��� 169，380円

票 数

単勝票数 計 476509 的中 � 113906（2番人気）
複勝票数 計 862530 的中 � 125859（2番人気）� 12077（7番人気）� 13394（6番人気）
枠連票数 計 82867 的中 （4－8） 1486（9番人気）
馬連票数 計 456673 的中 �� 5616（12番人気）
馬単票数 計 337469 的中 �� 3519（16番人気）
ワイド票数 計 334031 的中 �� 4914（14番人気）�� 4533（17番人気）�� 1430（24番人気）
3連複票数 計 589903 的中 ��� 1268（41番人気）
3連単票数 計1436829 的中 ��� 615（192番人気）

ハロンタイム 13．4―12．2―12．5―12．6―12．9―12．8―11．5―11．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．6―38．1―50．7―1：03．6―1：16．4―1：27．9―1：38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．0

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

勝馬の
紹 介

�ヴィズサクセス �
�
父 Siyouni �

�
母父 Darshaan デビュー 2019．10．14 東京2着

2017．3．28生 牡2鹿 母 Viz 母母 For Example 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 ソフトフルート号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて令和元年11月16日から令和元年

11月24日まで騎乗停止。（被害馬：5番・9番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



3002911月9日 晴 良 （1東京5） 第3日 第5競走 ��
��1，400�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
1：20．8
1：20．3

良
良

811 メイショウホルダー 牡2鹿 55 福永 祐一松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 川越ファーム 450 ―1：23．1 2．3�
78 ユ ア ソ ー ラ 牡2鹿 55 C．ルメールユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 466 ―1：23．31� 2．1�
79 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 460 ―1：23．61� 26．9�
11 ゴールドオーク 牝2青鹿54 横山 典弘シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか 矢野牧場 524 ―1：23．81� 8．7�
67 ユースフルラヴ 牝2黒鹿54 津村 明秀吉田 晴哉氏 田中 博康 安平 追分ファーム 424 ― 〃 クビ 14．8�
22 ビ バ ー ナ ム 牝2黒鹿 54

53 ☆武藤 雅飯田 正剛氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 402 ―1：24．22� 58．9�
33 サンタラハシー 牝2栗 54

53 ☆野中悠太郎 	加藤ステーブル 上原 博之 日高 株式会社
ケイズ 468 ―1：24．52 85．1


810 ユイノリオン 牡2黒鹿55 吉田 豊由井健太郎氏 尾関 知人 新冠 新冠橋本牧場 428 ― 〃 クビ 32．0�
66 トマトトウマ 牝2黒鹿54 石橋 脩松屋 隆士氏 牧 光二 新ひだか 原 弘之 392 ―1：24．6	 52．0�
55 サンキングマン 牝2鹿 54 的場 勇人 	加藤ステーブル 的場 均 浦河 近藤牧場 434 ―1：24．81 198．0
44 ラブカワールド 牝2黒鹿54 江田 照男増田 陽一氏 蛯名 利弘 日高 奥山 博 432 ―1：27．0大差 147．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 33，345，600円 複勝： 26，966，600円 枠連： 9，652，900円
馬連： 42，739，300円 馬単： 25，517，500円 ワイド： 28，143，600円
3連複： 51，398，400円 3連単： 95，296，200円 計： 313，060，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 110円 � 240円 枠 連（7－8） 210円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 150円 �� 490円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 3，950円

票 数

単勝票数 計 333456 的中 � 117989（2番人気）
複勝票数 計 269666 的中 � 90988（1番人気）� 73015（2番人気）� 14502（5番人気）
枠連票数 計 96529 的中 （7－8） 35528（1番人気）
馬連票数 計 427393 的中 �� 136802（1番人気）
馬単票数 計 255175 的中 �� 38563（2番人気）
ワイド票数 計 281436 的中 �� 66274（1番人気）�� 11944（6番人気）�� 10890（9番人気）
3連複票数 計 513984 的中 ��� 32861（4番人気）
3連単票数 計 952962 的中 ��� 17463（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．0―24．5―36．5―49．0―1：00．5―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウホルダー �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ファンタスティックライト 初出走

2017．3．19生 牡2鹿 母 ア イ カ ギ 母母 イシノアパトゥーラ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ユアソーラ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ユアソーラ号は，発走調教再審査。

3003011月9日 晴 良 （1東京5） 第3日 第6競走 ��
��1，600�2歳新馬

発走12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

611� ナイルリバー 牡2黒鹿55 C．スミヨン 馬場 幸夫氏 藤原 英昭 米 Rosedown Rac-
ing Stable, LLC 552 ―1：39．1 4．1�

（仏）

59 ツキマデトドケ 牡2栗 55 福永 祐一�レッドマジック田島 俊明 浦河 栄進牧場 486 ―1：39．2� 7．6�
48 エヴィーヴァ 牝2栗 54 田中 勝春 �フジワラ・ファーム 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 472 ―1：39．62� 30．9�
816 ネヴァタップアウト 牡2栗 55 津村 明秀西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 508 ―1：40．13 12．8�
36 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 550 ―1：41．05 1．7	
23 チャームインレース 牝2鹿 54 北村 宏司髙橋 明裕氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 480 ―1：41．1� 39．1

510 ラ テ ィ ノ ス 牡2鹿 55 田辺 裕信小泉 修氏 小西 一男 浦河 高岸 順一 492 ― 〃 ハナ 39．8�
24 ペイシャバレー 牝2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子北所 直人氏 高橋 義博 様似 髙村 伸一 444 ― 〃 アタマ 61．8�
815 キタノエスポワール 牝2栗 54 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 浦河 東栄牧場 436 ―1：42．05 293．3
47 ウインスコーグ 牡2栗 55 森 泰斗�ウイン 青木 孝文 新ひだか 藤沢牧場 456 ― 〃 クビ 40．1�

（船橋）

35 エンゼルバイオ 牝2芦 54 大野 拓弥バイオ� 松山 将樹 日高 中館牧場 458 ―1：43．06 249．2�
713 シゲルダイモス 牡2鹿 55

52 ▲山田 敬士森中 蕃氏 石毛 善彦 浦河 王蔵牧場 454 ―1：43．42� 519．3�
12 � コスモアルゴリズム 牝2鹿 54 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 米 Douglas

Arnold 428 ―1：44．03� 165．5�
714 ミ ド ゥ ス 牝2鹿 54 江田 照男�ミルファーム 大江原 哲 厚真 阿部 栄乃進 466 ―1：44．1� 71．9�
11 キタノタカワシ 牡2黒鹿55 吉田 豊北所 直人氏 土田 稔 様似 髙村 伸一 450 ―1：44．2� 332．4�
612 アオイスター 牝2栗 54

53 ☆坂井 瑠星鈴木 照雄氏 和田 雄二 新ひだか 前田ファーム 468 ―1：44．94 241．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，208，200円 複勝： 50，582，900円 枠連： 13，989，900円
馬連： 53，443，800円 馬単： 34，594，600円 ワイド： 41，569，500円
3連複： 74，504，200円 3連単： 106，096，100円 計： 414，989，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 190円 � 240円 � 620円 枠 連（5－6） 1，020円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，280円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，290円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 6，400円 3 連 単 ��� 23，500円

票 数

単勝票数 計 402082 的中 � 80822（2番人気）
複勝票数 計 505829 的中 � 79929（2番人気）� 56272（3番人気）� 17256（5番人気）
枠連票数 計 139899 的中 （5－6） 10541（3番人気）
馬連票数 計 534438 的中 �� 35319（3番人気）
馬単票数 計 345946 的中 �� 11332（6番人気）
ワイド票数 計 415695 的中 �� 25037（3番人気）�� 7961（11番人気）�� 6246（18番人気）
3連複票数 計 745042 的中 ��� 8727（20番人気）
3連単票数 計1060961 的中 ��� 3273（61番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―12．3―13．3―13．3―12．4―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―35．7―49．0―1：02．3―1：14．7―1：26．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F36．8
3 9，14（11，16）－5（3，8）（1，2）7（4，6，12，10）－（13，15） 4 ・（9，14）（11，16）8（5，3）－1（2，7）（4，6）（15，10）13，12

勝馬の
紹 介

�ナイルリバー �
�
父 American Pharoah �

�
母父 Smart Strike 初出走

2017．4．6生 牡2黒鹿 母 Jeweliana 母母 Roshani 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アトランタテソーロ号・セイショウパイロ号・マイネルリベラル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



3003111月9日 晴 良 （1東京5） 第3日 第7競走 ��
��2，000�3歳以上2勝クラス

発走13時15分（番組第8競走を順序変更） （1000万円以下） （芝・左）
牝；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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
1：56．1
1：56．1

良
良

11 ル ナ ス テ ラ 牝4鹿 55 福永 祐一 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 450± 01：59．7 2．4�
77 ジ ョ デ ィ ー 牝3鹿 53

52 ☆武藤 雅小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 486－ 21：59．91� 3．4�
66 ク リ ッ パ ー 牝4青鹿55 C．スミヨン 吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 クビ 6．7�

（仏）

33 ウィナーポイント 牝4黒鹿55 横山 典弘岡田 牧雄氏 和田 勇介 日高 出口牧場 426＋ 22：00．11� 12．9�
44 ミディオーサ 牝3鹿 53 川田 将雅 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 496＋ 42：00．42 4．8�
55 	 ヴィエナブロー 牝3黒鹿 53

50 ▲藤田菜七子吉田 千津氏 林 徹 仏 Mr Hubert
Mazeaud 444－ 22：00．61� 10．2	

22 キューンハイト 牝5鹿 55 柴田 大知 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 430－ 22：00．7
 89．6�

88 サイモンジルバ 牝4鹿 55
54 ☆野中悠太郎澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 三嶋牧場 460＋ 62：01．12
 169．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 40，966，700円 複勝： 44，825，400円 枠連： 発売なし
馬連： 62，825，300円 馬単： 35，542，300円 ワイド： 38，727，100円
3連複： 65，261，100円 3連単： 147，086，800円 計： 435，234，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 130円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 180円 �� 250円 �� 390円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 3，340円

票 数

単勝票数 計 409667 的中 � 134472（1番人気）
複勝票数 計 448254 的中 � 158311（1番人気）� 77106（2番人気）� 60124（4番人気）
馬連票数 計 628253 的中 �� 113141（1番人気）
馬単票数 計 355423 的中 �� 35944（2番人気）
ワイド票数 計 387271 的中 �� 64859（1番人気）�� 38985（3番人気）�� 21401（6番人気）
3連複票数 計 652611 的中 ��� 57900（2番人気）
3連単票数 計1470868 的中 ��� 31877（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―25．2―37．1―49．3―1：01．6―1：13．6―1：25．6―1：37．0―1：48．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．1―3F34．1

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

勝馬の
紹 介

ル ナ ス テ ラ 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2018．1．14 京都2着

2015．3．23生 牝4鹿 母 ピ ラ ミ マ 母母 Career Collection 12戦3勝 賞金 49，557，000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。

3003211月9日 晴 良 （1東京5） 第3日 第8競走 ��
��1，600�3歳以上1勝クラス

発走13時45分（番組第7競走を順序変更） （500万円以下） （芝・左）
負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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
1：30．5
1：30．3

良
良

818 アオイシンゴ �5芦 57 内田 博幸新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 482＋ 21：32．3 8．7�
817 ニシノカツナリ 牡3青鹿 56

55 ☆武藤 雅西山 茂行氏 水野 貴広 新ひだか 藤原牧場 480＋101：32．62 4．3�
12 レッドヴァール 牝4鹿 55 C．スミヨン �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 472－10 〃 アタマ 4．8�

（仏）

510 トランスナショナル 牡3栗 56 C．ルメール 吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 484＋ 81：32．81	 4．1�
47 ト ロ シ ュ ナ 牝3黒鹿54 川田 将雅 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 466＋ 61：32．9
 7．6	
714 ガ ロ シ ェ 牝3黒鹿54 吉田 豊 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450± 0 〃 ハナ 22．0

715 ヘイワノツカイ 牡3栗 56 福永 祐一星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 454± 0 〃 ハナ 15．4�
48 ミ ト ロ ジ ー 牡3栗 56 津村 明秀 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 480＋ 2 〃 クビ 24．6�
816 マ ロ リ ン 牝3鹿 54 横山 典弘吉田 安寛氏 武市 康男 安平 ノーザンファーム 468± 01：33．11	 189．1
612 リバーシブルレーン 牡3青鹿56 大野 拓弥吉田 照哉氏 高木 登 千歳 社台ファーム 436＋ 21：33．31	 42．7�
713 シュバルツリッター 牡4青鹿57 北村 宏司ライオンレースホース� 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 466－ 21：33．4� 168．8�
11 バルトフォンテン 牡4栗 57 石橋 脩吉橋 興生氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 506＋ 21：33．61 129．8�
35 ラ イ ル 牡3鹿 56 田辺 裕信 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 482－ 8 〃 クビ 10．8�
24 カ レ ン 牝5栗 55 江田 照男�ミルファーム 深山 雅史 新ひだか 藤沢牧場 490± 01：33．7クビ 217．8�
59 リーゼントアイリス 牝4黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子三浦 大輔氏 青木 孝文 新ひだか 畠山牧場 442＋ 6 〃 ハナ 51．8�
36 マ ー ニ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介岡 浩二氏 �島 一歩 浦河 日進牧場 440－ 41：34．55 81．3�
23 アピールバイオ 牝5鹿 55 柴田 大知バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 466－ 41：34．71	 257．5�
611 マイキャラット 牝4鹿 55

54 ☆野中悠太郎飯田 正剛氏 小島 茂之 新ひだか 千代田牧場 456＋ 21：35．12
 416．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 49，344，900円 複勝： 75，694，500円 枠連： 27，242，200円
馬連： 95，096，900円 馬単： 36，179，100円 ワイド： 72，354，900円
3連複： 135，049，500円 3連単： 139，046，000円 計： 630，008，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 240円 � 190円 � 170円 枠 連（8－8） 2，020円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 4，420円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，040円 �� 680円

3 連 複 ��� 4，540円 3 連 単 ��� 26，870円

票 数

単勝票数 計 493449 的中 � 45136（5番人気）
複勝票数 計 756945 的中 � 74513（4番人気）� 103107（3番人気）� 130683（1番人気）
枠連票数 計 272422 的中 （8－8） 10426（11番人気）
馬連票数 計 950969 的中 �� 39348（5番人気）
馬単票数 計 361791 的中 �� 6136（14番人気）
ワイド票数 計 723549 的中 �� 28097（4番人気）�� 17372（12番人気）�� 27522（5番人気）
3連複票数 計1350495 的中 ��� 22271（7番人気）
3連単票数 計1390460 的中 ��� 3751（58番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―34．8―46．3―57．9―1：09．4―1：20．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．4
3 5（6，9）3（2，7）13，10（8，18）（12，17）（11，14，15）（4，16）1 4 ・（5，6，9）（3，2）（7，13）（8，10）18（11，12，17）（14，15）4（1，16）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アオイシンゴ �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．12．17 中山2着

2014．5．15生 �5芦 母 ジャストジョーイ 母母 バースデイローズ 16戦3勝 賞金 50，496，000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。
（非抽選馬） 1頭 サトノウィザード号
※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。



3003311月9日 晴 良 （1東京5） 第3日 第9競走 ��
��1，400�オ キ ザ リ ス 賞

発走14時20分 （ダート・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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：23．1
1：23．0

重
重

714 メイショウテンスイ 牡2栗 55 横山 典弘松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 506－ 61：25．1 16．3�
816 ダイメイコリーダ 牡2栗 55 石橋 脩宮本 昇氏 森田 直行 日高 出口牧場 464－ 21：25．31� 37．7�
12 オヌシナニモノ 牡2鹿 55 福永 祐一ニットー商事� 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 462－ 21：25．51� 9．5�
59 ジェネティクス 牡2鹿 55 C．スミヨン �キャロットファーム 西村 真幸 新ひだか 村上牧場 508－ 2 〃 クビ 1．7�

（仏）

510 ボンボンショコラ 牝2黒鹿54 岩部 純二田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新冠 武田牧場 478－ 61：25．6� 19．4	
35 プロヴィデンス 牡2栗 55 川田 将雅藤本 栄史氏 加藤士津八 日高 槇本牧場 466± 0 〃 クビ 7．3

23 タマモアテネ 牝2栗 54 坂井 瑠星タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 472＋ 61：25．81� 90．8�
815 エクスチェンジ 牝2栗 54 藤田菜七子宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 474＋ 21：26．22� 101．5�
47 スズカコーズマンボ 牡2鹿 55 北村 宏司永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B464± 01：26．3クビ 29．5
713 アポロセイラン 牡2鹿 55 C．ルメール アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 日高 春木ファーム 448－ 21：26．4	 16．7�
36 ハルプモント 牡2鹿 55 田辺 裕信保坂 和孝氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム B486－ 41：26．5クビ 34．5�
612 エスニックソング 牝2黒鹿54 田中 勝春ゴドルフィン 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468－ 41：26．6� 54．8�
11 キ ラ ー ビ ー 牡2鹿 55 津村 明秀中丸 裕嗣氏 青木 孝文 浦河 上山牧場 436＋ 61：27．02� 179．4�
48 ニシノミンクス 牝2鹿 54 内田 博幸西山 茂行氏 伊藤 圭三 新冠 村上 欽哉 452－ 2 〃 クビ 20．0�
24 
 トーケンマコット 牝2黒鹿54 森 泰斗トーケンサービス� 山本 学 新冠 ハシモトフアーム 420－ 41：27．1� 227．0�

（船橋） （船橋）

611 ラブオナヴィータ 牝2鹿 54 吉田 豊由井健太郎氏 尾関 知人 浦河 梅田牧場 456－ 41：28．59 160．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 57，241，500円 複勝： 88，304，200円 枠連： 27，979，800円
馬連： 104，789，100円 馬単： 50，016，500円 ワイド： 72，649，500円
3連複： 143，414，400円 3連単： 183，577，900円 計： 727，972，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，630円 複 勝 � 470円 � 1，010円 � 370円 枠 連（7－8） 4，830円

馬 連 �� 14，040円 馬 単 �� 24，740円

ワ イ ド �� 3，730円 �� 1，680円 �� 3，220円

3 連 複 ��� 34，510円 3 連 単 ��� 231，870円

票 数

単勝票数 計 572415 的中 � 29731（4番人気）
複勝票数 計 883042 的中 � 50315（5番人気）� 21226（10番人気）� 66847（3番人気）
枠連票数 計 279798 的中 （7－8） 4481（15番人気）
馬連票数 計1047891 的中 �� 5782（36番人気）
馬単票数 計 500165 的中 �� 1516（59番人気）
ワイド票数 計 726495 的中 �� 4977（36番人気）�� 11333（17番人気）�� 5785（32番人気）
3連複票数 計1434144 的中 ��� 3116（87番人気）
3連単票数 計1835779 的中 ��� 574（519番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．7―35．9―48．4―1：00．8―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウテンスイ �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2019．10．20 東京1着

2017．3．3生 牡2栗 母 フラワーガイア 母母 フラワーキャット 2戦2勝 賞金 17，343，000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 オーロラテソーロ号・ボギータイサ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3003411月9日 晴 良 （1東京5） 第3日 第10競走 ��
��1，400�

み た か

三 鷹 特 別
発走14時55分 （芝・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 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

44 ブレイブメジャー 牡3鹿 56 川田 将雅 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 480－ 41：21．4 1．9�
66 カ ル リ ー ノ 牡3鹿 56 C．スミヨン �Gリビエール・

レーシング 高橋 裕 浦河 松栄牧場 504± 01：21．5� 2．2�
（仏）

22 ホウオウスクラム 牡4栗 57 武藤 雅小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド B506± 01：21．6	 67．6�
11 プ レ ト リ ア 
4鹿 57 大野 拓弥多田 賢司氏 中川 公成 浦河 大北牧場 460＋ 41：21．81 12．7�
55 アイスフィヨルド 牡4芦 57 C．ルメール 佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 浦河小林牧場 452± 01：21．9� 6．4	
33 トーセンリラ 牝4栗 55 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 458－ 81：22．85 42．7�
77 ラニカイサンデー 牡5鹿 57 横山 典弘横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 472＋ 21：23．97 41．8�

（7頭）

売 得 金
単勝： 49，504，000円 複勝： 36，191，500円 枠連： 発売なし
馬連： 71，318，900円 馬単： 45，345，200円 ワイド： 31，327，800円
3連複： 70，549，900円 3連単： 229，666，100円 計： 533，903，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 190円 馬 単 �� 340円

ワ イ ド �� 130円 �� 1，060円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 2，660円 3 連 単 ��� 6，460円

票 数

単勝票数 計 495040 的中 � 199800（1番人気）
複勝票数 計 361915 的中 � 143105（1番人気）� 99360（2番人気）
馬連票数 計 713189 的中 �� 285003（1番人気）
馬単票数 計 453452 的中 �� 97841（1番人気）
ワイド票数 計 313278 的中 �� 90378（1番人気）�� 5533（11番人気）�� 5095（12番人気）
3連複票数 計 705499 的中 ��� 19840（7番人気）
3連単票数 計2296661 的中 ��� 25751（22番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―11．4―11．5―11．1―11．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．4―35．8―47．3―58．4―1：09．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．1
3 2－4（3，5）（6，7）1 4 2＝4，5，3（6，7）1

勝馬の
紹 介

ブレイブメジャー 
�
父 ダイワメジャー 

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2018．12．23 中山1着

2016．4．2生 牡3鹿 母 シーイズトウショウ 母母 ジェーントウショウ 6戦3勝 賞金 36，689，000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。



3003511月9日 晴 良 （1東京5） 第3日 第11競走 ��
��1，600�第24回東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス（ＧⅢ）

発走15時30分 （ダート・左）
3歳以上；負担重量は，3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，30．11．10以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬3�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2�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�
増，30．11．9以前の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（ただし2歳時の成績を除く）

中日新聞社賞・地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 581，000円 166，000円 83，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

47 ワンダーリーデル 牡6鹿 56 横山 典弘山本 能成氏 安田 翔伍 浦河 大島牧場 528－ 21：34．6 25．2�
59 タイムフライヤー 牡4鹿 56 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 松田 国英 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464± 01：34．81� 17．8�
815 ダノンフェイス 牡6黒鹿56 大野 拓弥�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 528＋ 21：34．9	 116．5�
12 ダンツゴウユウ 牡5栗 56 北村 宏司山元 哲二氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 462＋ 41：35．11	 456．2�
611 サンライズノヴァ 牡5栗 59 森 泰斗松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 524－101：35．2
 10．0	

（船橋）

24 ア ー ド ラ ー 牡5鹿 56 松若 風馬吉澤 克己氏 音無 秀孝 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 482－ 21：35．62	 102．9

23 デュープロセス 牡3栗 55 C．ルメールゴドルフィン 安田 隆行 英 Godolphin 474－ 6 〃 クビ 5．5�
816 カフジテイク 牡7青鹿56 福永 祐一加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 498－ 41：35．7クビ 12．5�
48 � ドリームキラリ 牡7青 56 坂井 瑠星ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Colts Neck

Stables LLC B494－ 41：35．8
 16．9
11 グルーヴィット 牡3鹿 56 C．スミヨン �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 488－ 61：36．01� 13．5�

（仏）

35 � エアアルマス 牡4鹿 56 川田 将雅 �ラッキーフィールド池添 学 米
Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

480－ 41：36．21 2．0�
36 フェニックスマーク 牡5鹿 56 吉田 豊伊東 純一氏 田島 俊明 新ひだか タツヤファーム 548－ 41：36．62	 322．3�
714 アディラート 牡5黒鹿56 石橋 脩安原 浩司氏 須貝 尚介 新ひだか タガミファーム B504± 0 〃 クビ 27．0�
713� スウィングビート 牡4鹿 56 田辺 裕信 �社台レースホース加藤 征弘 米 Shadai Farm 488－ 41：36．7	 14．9�
510 マジカルスペル 牡5芦 56 内田 博幸吉田 勝己氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 540＋ 21：37．65 25．7�
612 ミキノトランペット 牡5鹿 56 田中 勝春谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 530＋101：38．98 333．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 165，064，900円 複勝： 232，637，500円 枠連： 73，892，400円
馬連： 434，925，800円 馬単： 168，321，100円 ワイド： 299，305，400円
3連複： 786，211，500円 3連単： 970，672，400円 計： 3，131，031，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，520円 複 勝 � 690円 � 580円 � 2，110円 枠 連（4－5） 3，890円

馬 連 �� 21，070円 馬 単 �� 45，590円

ワ イ ド �� 5，600円 �� 16，360円 �� 24，840円

3 連 複 ��� 422，390円 3 連 単 ��� 2，353，630円

票 数

単勝票数 計1650649 的中 � 52293（9番人気）
複勝票数 計2326375 的中 � 91019（10番人気）� 111566（8番人気）� 27414（13番人気）
枠連票数 計 738924 的中 （4－5） 14711（17番人気）
馬連票数 計4349258 的中 �� 15994（56番人気）
馬単票数 計1683211 的中 �� 2769（113番人気）
ワイド票数 計2993054 的中 �� 13889（55番人気）�� 4713（76番人気）�� 3099（80番人気）
3連複票数 計7862115 的中 ��� 1396（319番人気）
3連単票数 計9706724 的中 ��� 299（1794番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．1―34．7―46．5―58．6―1：10．7―1：22．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンダーリーデル �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2015．12．5 阪神3着

2013．4．24生 牡6鹿 母 アストレアピース 母母 オカノスピカ 26戦7勝 賞金 167，040，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりワンダーリーデル号は，チャンピオンズカップ（GⅠ）競走に優先出走できる。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3003611月9日 晴 良 （1東京5） 第3日 第12競走 ��
��1，300�3歳以上2勝クラス

発走16時05分 （1000万円以下） （ダート・左）
負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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
1：16．1
1：16．1

重
重

816� フォルツァエフ 牡4鹿 57 田中 勝春大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Jim R. Wells
& Janie Wells 474－101：18．2 12．8�

510 モルゲンロート 牡6鹿 57 嘉藤 貴行武田 茂男氏 竹内 正洋 浦河 まるとみ冨岡牧場 480＋ 2 〃 アタマ 10．3�
24 	 ティアップサンダー 牡7黒鹿57 森 泰斗田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 B492± 01：18．51
 68．1�

（船橋）

59 フィルムフランセ 牝5鹿 55 田辺 裕信吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 496＋ 6 〃 クビ 8．4�
23 セイウンリリシイ 牝4鹿 55

54 ☆武藤 雅西山 茂行氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 466－ 2 〃 ハナ 9．4�
612 ラブリーイレブン 牝4栗 55 津村 明秀吉野加壽代氏 坂口 智康 日高 浜本牧場 444－ 21：18．6クビ 7．1�
11 プロトイチバンボシ 牡3栗 56 杉原 誠人飯田 真也氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 510＋ 6 〃 クビ 15．4	
12 ク ー リ ュ 牝5鹿 55 横山 典弘ライオンレースホース
 石毛 善彦 日高 Shall Farm 464－ 21：18．7クビ 3．7�
713 ワンダープラヤアン 牡5栗 57 松若 風馬山本 能成氏 森田 直行 浦河 藤春 修二 492＋ 21：18．8� 41．4�
35 � ボーサンシー 牡6栗 57

55 △木幡 育也吉田 和美氏 池添 学 米
Terrazas Thoroughbreds, Al-
bert & Joyce Bell, BGHA＃1，
LLC & R－Cher F 522－ 81：18．9� 6．7

47 	 プライムコード 牡5栗 57 吉田 豊�ターフ・スポート小西 一男 新冠 村田牧場 490＋ 2 〃 ハナ 34．3�
36 インバウンド 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星保坂 和孝氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 482± 01：19．22 20．2�
48 コスモコレクション 牡6栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 浦河 岡本 昌市 482＋ 11：19．41� 151．6�
815 メイショウアテン 牝5鹿 55

52 ▲藤田菜七子松本 好雄氏 和田 勇介 様似 中脇 一幸 472± 01：19．71� 47．0�
611 キョウエイオビエド 牡4芦 57 北村 宏司田中 晴夫氏 勢司 和浩 浦河 山口 義彦 476－ 21：19．91� 50．3�
714 ハクナマタタ 牡3鹿 56 内田 博幸�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 496－ 21：21．7大差 14．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，998，300円 複勝： 70，099，400円 枠連： 36，928，600円
馬連： 128，880，800円 馬単： 47，122，700円 ワイド： 84，919，200円
3連複： 184，005，400円 3連単： 208，228，200円 計： 813，182，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 400円 � 310円 � 1，430円 枠 連（5－8） 2，090円

馬 連 �� 6，520円 馬 単 �� 12，450円

ワ イ ド �� 1，810円 �� 12，130円 �� 7，330円

3 連 複 ��� 119，480円 3 連 単 ��� 662，120円

票 数

単勝票数 計 529983 的中 � 32973（7番人気）
複勝票数 計 700994 的中 � 46770（7番人気）� 65680（4番人気）� 11393（15番人気）
枠連票数 計 369286 的中 （5－8） 13664（10番人気）
馬連票数 計1288808 的中 �� 15296（25番人気）
馬単票数 計 471227 的中 �� 2837（54番人気）
ワイド票数 計 849192 的中 �� 12374（20番人気）�� 1783（94番人気）�� 2961（74番人気）
3連複票数 計1840054 的中 ��� 1155（307番人気）
3連単票数 計2082282 的中 ��� 228（1650番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．3―29．8―41．7―53．7―1：05．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フォルツァエフ �
�
父 Pioneerof the Nile �

�
母父 Forest Wildcat デビュー 2017．7．2 中京8着

2015．3．6生 牡4鹿 母 Painted Woman 母母 Lawanda 20戦1勝 賞金 27，679，000円
［他本会外：4戦2勝］

※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 ソリストサンダー号
※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。



（1東京5）第3日 11月9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 163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 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

240，850，000円
5，060，000円
24，650，000円
1，590，000円
27，570，000円
69，595，000円
4，484，000円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
637，272，400円
895，551，100円
231，821，400円
1，203，832，700円
561，802，700円
829，464，300円
1，797，928，000円
2，516，124，400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 8，673，797，000円

総入場人員 29，257名 （有料入場人員 27，061名）
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