
3007311月23日 雨 不良 （1東京5） 第7日 第1競走 ��1，400�2歳未勝利
発走9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
1：23．1
1：23．0

重
重

611 ブレイキングバッド 牡2芦 55 津村 明秀山口 裕介氏 松山 将樹 新ひだか 神垣 道弘 484＋ 61：24．7 8．7�
48 ディヴィニティ 牝2鹿 54 C．ルメール J．ウー氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 538－ 6 〃 クビ 1．9�
12 ヴィクトワールボス 牡2黒鹿55 三浦 皇成小田 吉男氏 岩戸 孝樹 日高 シンボリ牧場 502＋ 21：25．02 3．7�
815 インウィクトス 牡2鹿 55

52 ▲山田 敬士加藤 厚子氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 444＋ 21：25．53 19．2�
510 エンフォーサー 牝2栗 54 松岡 正海 �YGGホースクラブ 伊藤 伸一 日高 藤本ファーム 454－ 41：26．13� 46．2�
47 アカマツミッチー 牡2芦 55 石橋 脩	川島牧場 牧 光二 新冠 川島牧場 454＋ 41：26．2� 10．8

23 ケイティランボー 牡2鹿 55

53 △木幡 育也瀧本 和義氏 清水 英克 浦河 岡本 昌市 450± 0 〃 クビ 60．1�
816 ゴラッソゴール 牡2鹿 55

52 ▲菅原 明良東海林貴大氏 武市 康男 新冠 松本 信行 462＋121：26．83� 88．9�
713 エコロウィング 牡2栗 55 丸山 元気原村 正紀氏 深山 雅史 新ひだか 畠山牧場 448＋ 61：26．9� 90．8
36 ラインキャンドル 牝2黒鹿 54

53 ☆武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 478＋ 41：27．21� 120．2�
714 ダイヤモンドリリー 牝2鹿 54

51 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 門別 敏朗 438± 01：27．3� 14．4�
11 フレンドワールド 牝2鹿 54 柴田 大知横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 中村 雅明 432－101：27．83 313．8�
59 テイエムブロッコ �2栗 55 菅原 隆一竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 バンブー牧場 490－ 41：27．9� 366．5�
24 シンデレラサイズ 牝2栗 54

51 ▲小林 凌大佐藤 範夫氏 加藤 和宏 青森 ワールドファーム 418＋ 21：28．11� 228．7�
35 ソ イ チ ー ノ 牡2芦 55 杉原 誠人	ミルファーム 中川 公成 浦河 ミルファーム 512＋16 〃 アタマ 344．7�
612 トウキョウガール 牝2鹿 54 武士沢友治田頭 勇貴氏 星野 忍 浦河 村中牧場 426＋ 41：29．9大差 187．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，520，700円 複勝： 57，134，500円 枠連： 12，683，100円
馬連： 61，371，400円 馬単： 33，191，700円 ワイド： 49，070，500円
3連複： 95，640，100円 3連単： 117，484，200円 計： 464，096，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 140円 � 110円 � 120円 枠 連（4－6） 570円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 310円 �� 340円 �� 220円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 6，650円

票 数

単勝票数 計 375207 的中 � 36340（3番人気）
複勝票数 計 571345 的中 � 70459（3番人気）� 226561（1番人気）� 99095（2番人気）
枠連票数 計 126831 的中 （4－6） 17197（2番人気）
馬連票数 計 613714 的中 �� 66436（2番人気）
馬単票数 計 331917 的中 �� 10576（8番人気）
ワイド票数 計 490705 的中 �� 39088（2番人気）�� 34111（3番人気）�� 63902（1番人気）
3連複票数 計 956401 的中 ��� 97060（1番人気）
3連単票数 計1174842 的中 ��� 12802（16番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．7―12．5―12．5―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．5―48．0―1：00．5―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブレイキングバッド �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2019．10．15 東京4着

2017．2．28生 牡2芦 母 ガッダムアスカ 母母 ガッダムブランシュ 3戦1勝 賞金 8，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウキョウガール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年1月23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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 サイモンサンバ号・プリズムストーン号・ライフイズクール号
（非抽選馬） 1頭 クリアミッション号

3007411月23日 雨 不良 （1東京5） 第7日 第2競走 ��
��1，600�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
1：32．7
1：32．3

良
良

612 メリディアンローグ 牡2黒鹿55 C．ルメール 山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 460± 01：38．7 3．0�
818 オシリスブレイン 牡2青鹿55 R．ムーア エンジェルレーシング� 田村 康仁 浦河 小島牧場 490＋ 4 〃 クビ 2．4�

（英）

35 クロノメーター 牡2黒鹿55 W．ビュイック �サンデーレーシング 尾形 和幸 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 436＋ 4 〃 アタマ 4．6�

（英）

611 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 442＋ 21：39．23 15．8�

36 トゥゲザーアゲイン 牡2栗 55 松岡 正海グリーンスウォード伊藤 伸一 浦河 草薙 利昭 444＋ 21：39．51� 128．8	
12 リネンミッション 牝2鹿 54 丸田 恭介戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 三木田牧場 426－ 41：39．81� 48．1

11 ユイノリオン 牡2黒鹿 55

52 ▲菅原 明良由井健太郎氏 尾関 知人 新冠 新冠橋本牧場 438＋10 〃 クビ 55．1�
23 ドラゴンズバック 牡2鹿 55 嘉藤 貴行田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 サンローゼン 458＋14 〃 ハナ 186．7�
24 エースインザハート 牡2黒鹿55 宮崎 北斗西村 平氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 448＋ 21：40．11� 37．4�
59 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 400－ 4 〃 ハナ 232．1�
715 マイネルアルモニコ 牡2栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 武田 修一 432＋ 4 〃 ハナ 89．0�
47 フォギーショコラ 牡2鹿 55 石川裕紀人田頭 勇貴氏 的場 均 新ひだか 小倉 光博 444＋ 61：40．2� 129．2�
48 アイルショウユー 牝2鹿 54 大野 拓弥�ミルファーム 岩戸 孝樹 浦河 浦河小林牧場 430± 01：40．3アタマ 17．1�
816 ベルベストスター 牡2鹿 55

54 ☆菊沢 一樹宮崎 俊也氏 菊沢 隆徳 新冠 ハシモトフアーム 452－ 41：40．51	 128．6�
714 コイツバメカツコ 牝2鹿 54 木幡 初也大久保與志雄氏 黒岩 陽一 日高 メイプルファーム 422－ 2 〃 クビ 438．2�
713 ミコキャビンクルー 牝2黒鹿54 丹内 祐次古賀 慎一氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 義浩 456－ 4 〃 ハナ 312．6�
510 ウィズアウトナイン 牝2青鹿54 武士沢友治福田 光博氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 482＋ 41：41．35 281．5�
817 レイワノサクラ 牝2鹿 54

52 △木幡 育也福本 次雄氏 大江原 哲 新冠 福本 次雄 446± 01：42．25 357．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 34，552，200円 複勝： 48，646，200円 枠連： 14，139，200円
馬連： 58，741，200円 馬単： 32，238，200円 ワイド： 46，809，400円
3連複： 88，088，700円 3連単： 116，623，900円 計： 439，839，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連（6－8） 290円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 170円 �� 240円 �� 200円

3 連 複 ��� 350円 3 連 単 ��� 1，670円

票 数

単勝票数 計 345522 的中 � 93820（2番人気）
複勝票数 計 486462 的中 � 135034（2番人気）� 141364（1番人気）� 78536（3番人気）
枠連票数 計 141392 的中 （6－8） 37248（1番人気）
馬連票数 計 587412 的中 �� 120200（1番人気）
馬単票数 計 322382 的中 �� 30263（2番人気）
ワイド票数 計 468094 的中 �� 76730（1番人気）�� 45016（3番人気）�� 57703（2番人気）
3連複票数 計 880887 的中 ��� 184660（1番人気）
3連単票数 計1166239 的中 ��� 50629（3番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―11．9―13．3―13．2―12．2―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―36．1―49．4―1：02．6―1：14．8―1：26．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F36．1
3 ・（3，18）（13，17）（2，4，16）12（1，15）14（6，7，10）（5，11）8－9 4 ・（3，18）16（2，13）12，17（1，4，15，14）（6，7）（5，10）（8，11）－9

勝馬の
紹 介

メリディアンローグ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Marju デビュー 2019．8．4 札幌2着

2017．3．27生 牡2黒鹿 母 ジョリージョコンド 母母 Jioconda 4戦1勝 賞金 10，400，000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 シャチ号
※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７日



3007511月23日 雨 不良 （1東京5） 第7日 第3競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走10時50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
1：44．5
1：44．5

良
良

34 ヴィアメント 牡2栗 55 L．デットーリ �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 482＋ 21：50．6 3．6�
（英）

45 ヴィクターバローズ 牡2鹿 55 R．ムーア 猪熊 広次氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 470＋ 61：50．7� 2．4�
（英）

33 ヤ シ ャ マ ル 牡2黒鹿 55
52 ▲菅原 明良高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 船越 伸也 480＋ 41：51．23 22．8�

58 ラザフォード 牝2鹿 54 C．ルメール 潘 蘇通氏 藤沢 和雄 新冠 パカパカ
ファーム 454－ 4 〃 クビ 15．1�

813 シチリアフレイバー 牡2鹿 55 田辺 裕信尾田 信夫氏 久保田貴士 浦河 丸幸小林牧場 468± 01：51．3� 14．2�
57 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 470－ 21：51．51� 103．4	
46 ミスミルドレッド 牝2黒鹿54 M．デムーロ丸山 担氏 小島 茂之 洞�湖 レイクヴィラファーム 440± 01：51．71	 5．5

11 
 コ ス モ ク ウ 牡2鹿 55 柴田 大知岡田 繁幸氏 上原 博之 米

Robert Nataf,
Joe Allen &
Tim Thornton

458＋ 21：51．91 56．4�
610 シ ャ ー レ 牝2鹿 54 石橋 脩東海林貴大氏 武市 康男 新冠 須崎牧場 444－101：52．11	 79．5�
712 グレイスフルダンス 牝2栗 54 三浦 皇成杉山 忠国氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 492＋ 21：52．41� 17．4
69 シ ェ ク ロ エ 牝2青 54 丸山 元気小川眞査雄氏 小野 次郎 新冠 秋田牧場 438＋ 41：52．5� 27．0�
814 ファイナルブション 牝2青鹿54 丸田 恭介廣崎利洋HD� 青木 孝文 新冠 川上牧場 438＋ 21：52．71	 339．2�
22 ク ロ キ シ 牝2青鹿 54

51 ▲大塚 海渡門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 406－ 41：52．8� 349．6�
711 スタジアムロック 牡2栗 55

53 △木幡 育也田頭 勇貴氏 清水 英克 新冠 有限会社 大
作ステーブル 482＋ 41：54．07 502．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 41，594，000円 複勝： 55，938，400円 枠連： 14，639，300円
馬連： 69，429，600円 馬単： 35，083，400円 ワイド： 51，224，100円
3連複： 99，312，100円 3連単： 134，145，600円 計： 501，366，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 120円 � 330円 枠 連（3－4） 260円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 190円 �� 850円 �� 830円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 7，220円

票 数

単勝票数 計 415940 的中 � 97681（2番人気）
複勝票数 計 559384 的中 � 120368（2番人気）� 159726（1番人気）� 26812（8番人気）
枠連票数 計 146393 的中 （3－4） 43032（1番人気）
馬連票数 計 694296 的中 �� 146780（1番人気）
馬単票数 計 350834 的中 �� 35410（2番人気）
ワイド票数 計 512241 的中 �� 87106（1番人気）�� 13198（12番人気）�� 13634（10番人気）
3連複票数 計 993121 的中 ��� 39178（5番人気）
3連単票数 計1341456 的中 ��� 13469（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―36．5―49．1―1：01．7―1：14．3―1：26．3―1：38．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．9―3F36．3

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

勝馬の
紹 介

ヴィアメント �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2019．8．11 札幌5着

2017．2．14生 牡2栗 母 ダイワズーム 母母 フォルナリーナ 4戦1勝 賞金 9，000，000円
〔制裁〕 ヤシャマル号の騎手菅原明良は，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：1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。

3007611月23日 雨
（ 芝 ）不良
（ダート）不良（1東京5） 第7日 第4競走 ��3，000�障害3歳以上未勝利

発走11時20分 （芝・ダート）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：17．5良・良

22 グランソード 牡4青鹿60 難波 剛健�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 554＋ 43：33．9 2．0�
44 サブライムカイザー 牡7鹿 60 石神 深一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 494± 03：35．07 9．1�
810 キールコネクション 牡7栗 60 蓑島 靖典水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 B480－ 23：35．1� 9．8�
11 � ウインリベロ 牡4栗 60 上野 翔�ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 428＋ 83：36．59 46．2�
67 クールエイジア 牡7鹿 60 伴 啓太�山王飯店 鈴木 伸尋 浦河 成隆牧場 464－ 63：37．77 26．3	
811 コウキチョウサン 牡6鹿 60 金子 光希�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 474＋103：37．8クビ 3．4

33 ク ー ザ 牡3鹿 58 高野 和馬ライオンレースホース� 根本 康広 日高 Shall Farm 470＋ 83：39．8大差 135．7�
79 ニシノベイオウルフ 牡4黒鹿60 大江原 圭西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 510＋143：40．12 15．0�
78 シオンコタン 牝3鹿 56 草野 太郎村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 ビッグレッドファーム 456＋223：45．5大差 117．4
66 シ ン テ ィ ラ 牡3鹿 58 五十嵐雄祐�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510＋123：47．6大差 19．4�
55 マイネルエスパス 牡7青鹿60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新ひだか 木下牧場 522－ 2 （競走中止） 15．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 20，666，400円 複勝： 24，961，900円 枠連： 10，674，500円
馬連： 38，797，200円 馬単： 23，832，000円 ワイド： 25，845，400円
3連複： 61，491，200円 3連単： 92，731，000円 計： 298，999，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 200円 � 200円 枠 連（2－4） 1，160円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 440円 �� 350円 �� 990円

3 連 複 ��� 2，480円 3 連 単 ��� 7，690円

票 数

単勝票数 計 206664 的中 � 81942（1番人気）
複勝票数 計 249619 的中 � 77283（1番人気）� 25042（4番人気）� 26622（3番人気）
枠連票数 計 106745 的中 （2－4） 7086（3番人気）
馬連票数 計 387972 的中 �� 29851（3番人気）
馬単票数 計 238320 的中 �� 11953（4番人気）
ワイド票数 計 258454 的中 �� 15153（4番人気）�� 20153（2番人気）�� 6083（13番人気）
3連複票数 計 614912 的中 ��� 18532（7番人気）
3連単票数 計 927310 的中 ��� 8740（20番人気）
上り 1マイル 1：52．4 4F 53．5－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グランソード �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Pivotal デビュー 2018．7．22 中京15着

2015．3．15生 牡4青鹿 母 ドリームオブジェニー 母母 Glia 障害：5戦1勝 賞金 13，000，000円
〔競走中止〕 マイネルエスパス号は，2周目7号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 シオンコタン号の騎手草野太郎は，前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金10，000円。



3007711月23日 雨 不良 （1東京5） 第7日 第5競走 ��
��1，600�2歳新馬

発走12時10分 （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．7
1：32．3

良
良

715� ターキッシュパレス 牡2青鹿55 W．ビュイックゴドルフィン 昆 貢 愛 Godolphin 484 ―1：38．9 4．6�
（英）

818 カフェサンドリヨン 牝2芦 54 北村 宏司西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 476 ―1：39．22 27．7�
36 ブロウンアウェイ 牝2鹿 54 丸山 元気岡田 牧雄氏 田島 俊明 浦河 王蔵牧場 434 ―1：39．94 78．8�
59 アイヅオイワケ 牝2青鹿 54

51 ▲藤田菜七子福島 徳佑氏 武市 康男 新冠 須崎牧場 412 ―1：40．11 34．0�
714 リヴィエラボーイ 牡2黒鹿 55

54 ☆野中悠太郎吉岡 泰治氏 松山 将樹 新冠 アラキフアーム 456 ―1：40．2� 18．7�
24 テクノポリス 牡2鹿 55 田辺 裕信 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 492 ― 〃 ハナ 8．8	
11 ビオロンスコッツ 牡2青鹿 55

52 ▲山田 敬士熊澤 浩樹氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 458 ― 〃 クビ 139．8

817 ミッキーカクタス 牡2鹿 55 横山 典弘野田みづき氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 450 ―1：40．3クビ 17．7�
12 ヌ ン シ ー ズ 牡2鹿 55 勝浦 正樹ヌンクラブ� 清水 英克 浦河 ディアレスト

クラブ 424 ―1：40．4	 95．9
48 フォギーデイ 牝2青鹿 54

53 ☆武藤 雅岡田 隆寛氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 450 ―1：40．5	 13．9�
47 ダンスグルーヴィ 牝2鹿 54 C．ルメール �社台レースホース大竹 正博 千歳 社台ファーム 454 ―1：40．71
 3．1�
510 アドマイヤグルス 牡2鹿 55 北村 友一近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 510 ―1：40．91
 4．4�
35 ネイチャーゴールド 牡2鹿 55 武士沢友治井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 下屋敷牧場 488 ―1：41．22 69．3�
713 グランドホース 牡2黒鹿55 宮崎 北斗田畑 利彦氏 伊藤 伸一 浦河 多田 善弘 484 ―1：41．62� 309．6�
23 プラトフエルテ 牝2芦 54

51 ▲菅原 明良 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 金石牧場 434 ―1：41．7� 89．1�
611� ファーストカム 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 愛 Barron-

stown Stud 456 ―1：41．91
 149．2�
816 サンメリデン 牝2鹿 54 横山 和生 �加藤ステーブル 清水 英克 日高 船越牧場 398 ―1：42．21	 233．5�
612 ムーランアジュール 牝2鹿 54 柴田 善臣村上 卓史氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 456 ―1：45．6大差 164．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 38，940，400円 複勝： 43，583，600円 枠連： 17，742，700円
馬連： 61，218，300円 馬単： 29，269，800円 ワイド： 48，087，500円
3連複： 86，475，400円 3連単： 93，045，700円 計： 418，363，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 200円 � 570円 � 1，330円 枠 連（7－8） 1，360円

馬 連 �� 4，710円 馬 単 �� 6，950円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 4，570円 �� 10，210円

3 連 複 ��� 75，320円 3 連 単 ��� 349，520円

票 数

単勝票数 計 389404 的中 � 69301（3番人気）
複勝票数 計 435836 的中 � 71794（3番人気）� 18339（8番人気）� 7179（11番人気）
枠連票数 計 177427 的中 （7－8） 10053（6番人気）
馬連票数 計 612183 的中 �� 10059（17番人気）
馬単票数 計 292698 的中 �� 3157（25番人気）
ワイド票数 計 480875 的中 �� 7445（17番人気）�� 2696（42番人気）�� 1196（66番人気）
3連複票数 計 864754 的中 ��� 861（155番人気）
3連単票数 計 930457 的中 ��� 193（711番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．3―36．3―49．4―1：02．4―1：14．8―1：26．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F36．5
3 6，15（4，14）（9，13，18）（1，3，17）（2，10）7－（11，8）5－16＝12 4 ・（6，15）（4，14）（9，18）13（1，3，17）（2，7，10）8，5－11－16＝12

勝馬の
紹 介

�ターキッシュパレス �
�
父 Golden Horn �

�
母父 Diktat 初出走

2017．4．5生 牡2青鹿 母 Regency Romance 母母 Criquette 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ムーランアジュール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月23日まで平

地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 スティルアリス号・テルツェット号
※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。

3007811月23日 雨 不良 （1東京5） 第7日 第6競走 ��
��1，600�2歳新馬

発走12時40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

48 アスターコルネット 牡2黒鹿55 古川 吉洋加藤 久枝氏 南井 克巳 様似 髙村 伸一 486 ―1：39．4 3．5�
35 � グーガルドリームズ 牡2黒鹿55 松岡 正海藤田 在子氏 伊藤 伸一 米 Nagako

Fujita 502 ―1：39．61� 4．6�
23 リュードマン 牡2黒鹿55 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 青森 風ノ丘ファーム 468 ―1：40．13 9．6�
612� コスモコンクエスト 牡2栗 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 宗像 義忠 米 Godolphin &

Brenda Stewart 508 ―1：40．42 31．6�
47 タイセイレジーナ 牝2栗 54 北村 宏司田中 成奉氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 484 ―1：40．5	 4．5	
611 マイネルグランサム 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥村 武 新冠 シンカンファーム 450 ―1：40．6	 59．9

510 ナックジーニアス 牡2栗 55 丸田 恭介小松 欣也氏 宗像 義忠 新冠 守矢牧場 520 ― 〃 ハナ 110．6�
12 ノーブルフェアリー 牝2黒鹿54 勝浦 正樹吉木 伸彦氏 水野 貴広 日高 槇本牧場 478 ― 〃 ハナ 78．2�
36 タイキグロワール 牡2黒鹿55 丸山 元気�大樹ファーム 矢野 英一 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 484 ―1：40．81 9．7
11 � アトランタテソーロ 牡2鹿 55

54 ☆武藤 雅了德寺健二ホール
ディングス� 斎藤 誠 米

Paget Bloodstock
& Galtee Blood-
stock Ltd.

540 ―1：41．01 15．9�
816 モアナグレイス 牝2鹿 54

51 ▲大塚 海渡日下 幸徳氏 和田 雄二 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 418 ― 〃 クビ 114．5�

714 サンバトルクリーク 牝2鹿 54
53 ☆野中悠太郎 �加藤ステーブル 蛯名 利弘 浦河 丸村村下

ファーム 480 ―1：43．0大差 28．4�
815 クンクンクン 牝2栗 54 岩部 純二�ミルファーム 加藤 和宏 浦河 バンブー牧場 446 ―1：43．1	 81．4�
24 ムーンセレナーデ 牡2青 55

52 ▲山田 敬士江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 494 ―1：43．95 175．6�
713 トーセンレオーネ 牡2黒鹿55 横山 和生島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 480 ―1：44．53	 74．3�
59 キズナビーム 牡2黒鹿55 石川裕紀人北原光一郎氏 鈴木 伸尋 新ひだか 畠山牧場 534 ―1：47．8大差 17．5�

（セイユウキズナ）

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，257，900円 複勝： 42，654，300円 枠連： 19，301，000円
馬連： 61，269，300円 馬単： 29，900，700円 ワイド： 47，341，500円
3連複： 87，071，900円 3連単： 92，160，800円 計： 414，957，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 160円 � 210円 枠 連（3－4） 290円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 390円 �� 590円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 7，810円

票 数

単勝票数 計 352579 的中 � 84738（1番人気）
複勝票数 計 426543 的中 � 93980（1番人気）� 65814（3番人気）� 45049（4番人気）
枠連票数 計 193010 的中 （3－4） 51183（1番人気）
馬連票数 計 612693 的中 �� 59367（1番人気）
馬単票数 計 299007 的中 �� 14614（2番人気）
ワイド票数 計 473415 的中 �� 32840（2番人気）�� 19919（5番人気）�� 19871（6番人気）
3連複票数 計 870719 的中 ��� 34780（2番人気）
3連単票数 計 921608 的中 ��� 8545（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．5―36．9―49．3―1：02．1―1：14．4―1：26．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アスターコルネット �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2017．3．23生 牡2黒鹿 母 オクシペタルム 母母 エアウイングス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キズナビーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月23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16頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）16頭 エリーウェイ号・クイーンキャンディ号・グラスフレイバー号・ケンシンコウ号・コッヘル号・

ゴールデンバレット号・サトノラファール号・スイ号・セイウンヒロイン号・デンタルウイッシュ号・
トミケンプリエール号・ドリームロマン号・ハッピーナイン号・ベルウッドネイチャ号・ミスターサンド号・
メルヴェイユシチー号



3007911月23日 雨 不良 （1東京5） 第7日 第7競走 ��
��2，400�3歳以上1勝クラス

発走13時10分 （500万円以下） （芝・左）
負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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
2：20．6
2：20．6

良
良

78 シュブリーム 牡3黒鹿55 M．デムーロ栗坂 崇氏 大和田 成 浦河 中神牧場 B464＋ 62：31．5 7．1�
33 レオビヨンド 牡3鹿 55 三浦 皇成�レオ 高柳 大輔 浦河 中島牧場 470± 02：32．56 16．6�
67 � クリノオスマン 	5栗 57 松岡 正海栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 日西牧場 456＋ 4 〃 クビ 18．1�
66 ダノンラスター 牡3鹿 55 R．ムーア �ダノックス 堀 宣行 千歳 社台ファーム B472＋ 22：32．71
 5．3�

（英）

22 ラヴィアンレーヴ 牡3鹿 55 C．ルメール �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 448＋ 22：32．8� 3．2	
55 チェサピークベイ 牡3芦 55 石橋 脩吉田 勝己氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 496＋102：32．9� 13．3

811 インペリアルフィズ 牡5栗 57 L．デットーリ �社台レースホース和田 勇介 千歳 社台ファーム B478－ 2 〃 アタマ 6．2�

（英）

79 トーセンギムレット 牡3鹿 55 横山 和生島川 �哉氏 萱野 浩二 日高 有限会社 エ
スティファーム 526＋ 42：33．0� 52．2

11 タイプムーン 牝4黒鹿 55
52 ▲山田 敬士 �コスモヴューファーム 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 474＋ 42：33．1クビ 253．4�

810 ナ ミ ブ 牡3鹿 55
52 ▲菅原 明良�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 450± 02：34．05 148．9�

44 エ デ リ ー 牡3鹿 55 W．ビュイックゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 536＋102：34．42� 4．2�

（英）

（11頭）

売 得 金
単勝： 42，296，500円 複勝： 62，158，900円 枠連： 11，363，800円
馬連： 78，465，000円 馬単： 37，607，500円 ワイド： 55，882，200円
3連複： 105，347，200円 3連単： 150，698，500円 計： 543，819，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 210円 � 470円 � 470円 枠 連（3－7） 5，050円

馬 連 �� 5，850円 馬 単 �� 10，910円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 1，510円 �� 2，370円

3 連 複 ��� 18，780円 3 連 単 ��� 98，420円

票 数

単勝票数 計 422965 的中 � 47480（5番人気）
複勝票数 計 621589 的中 � 90767（3番人気）� 31513（7番人気）� 31265（8番人気）
枠連票数 計 113638 的中 （3－7） 1743（18番人気）
馬連票数 計 784650 的中 �� 10380（22番人気）
馬単票数 計 376075 的中 �� 2585（42番人気）
ワイド票数 計 558822 的中 �� 9191（24番人気）�� 9615（22番人気）�� 6000（27番人気）
3連複票数 計1053472 的中 ��� 4205（56番人気）
3連単票数 計1506985 的中 ��� 1110（292番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―13．2―13．3―12．7―13．1―12．8―12．5―12．5―11．9―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．6―37．8―51．1―1：03．8―1：16．9―1：29．7―1：42．2―1：54．7―2：06．6―2：18．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シュブリーム �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．12．2 中山10着

2016．3．9生 牡3黒鹿 母 オリヴェット 母母 クロシェットノエル 8戦2勝 賞金 21，920，000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。

3008011月23日 雨 不良 （1東京5） 第7日 第8競走 ��
��1，600�3歳以上2勝クラス

発走13時40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
1：33．8
1：33．3

重
良

48 フィールザファラオ 牡4黒鹿57 北村 宏司櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 466＋ 21：35．3 6．2�
12 トーセンヴィータ 牡4青鹿 57

56 ☆武藤 雅島川 �哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ
スティファーム B546＋101：35．51� 23．1�

59 スパイスマジック 	4芦 57 横山 武史 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B470＋ 81：35．6� 116．1�
47 ヴォウジラール 牡4鹿 57

55 △木幡 育也 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 530＋101：35．7
 68．4�
815 クレディブル 牡4芦 57 C．ルメール 清水 二朗氏 萩原 清 新ひだか グランド牧場 510＋121：36．02 15．9	
816 トークフレンドリー 牡4芦 57 L．デットーリ吉田 千津氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 494＋ 61：36．1クビ 5．6


（英）

36 ドゥラリュール 	6栗 57 丹内 祐次平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 476＋ 61：36．31 11．7�
23 スズカアーチスト 牝4黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B474＋ 4 〃 クビ 6．1�
24 オンザウェイ 牡3栗 56 石橋 脩久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 528＋ 81：36．72� 23．9
714 ベバスカーン 牡6鹿 57 M．デムーロ千明牧場 勢司 和浩 浦河 田中スタッド 560＋121：36．8
 16．4�
11 ロードストライク 牡3栗 56 三浦 皇成 �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 472－ 61：36．9クビ 15．5�
713 グレートウォリアー 牡4鹿 57 北村 友一 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 510－ 21：37．0
 6．2�
611 シゲルヒスイ 牡3黒鹿 56

53 ▲菅原 明良森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B482＋ 21：37．53 78．7�
612� ラムセスバローズ 牡4栗 57 W．ビュイック 猪熊 広次氏 木村 哲也 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

B506－ 21：38．35 7．1�
（英）

510 ロジヒューズ 牝4鹿 55 丸山 元気久米田正明氏 古賀 慎明 新冠 オリエント牧場 492－ 21：38．4� 25．1�
35 アスカノハヤテ 牡5鹿 57 田辺 裕信豊田 智郎氏 川村 禎彦 新ひだか 山際セントラルスタッド 472－ 61：38．72 64．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，800，800円 複勝： 70，709，900円 枠連： 25，246，400円
馬連： 104，588，300円 馬単： 39，828，500円 ワイド： 82，204，500円
3連複： 163，225，200円 3連単： 158，603，000円 計： 690，206，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 280円 � 480円 � 2，230円 枠 連（1－4） 2，990円

馬 連 �� 8，190円 馬 単 �� 15，390円

ワ イ ド �� 2，130円 �� 6，170円 �� 18，180円

3 連 複 ��� 149，650円 3 連 単 ��� 566，430円

票 数

単勝票数 計 458008 的中 � 58517（4番人気）
複勝票数 計 707099 的中 � 77734（3番人気）� 38235（8番人気）� 7213（16番人気）
枠連票数 計 252464 的中 （1－4） 6533（19番人気）
馬連票数 計1045883 的中 �� 9889（38番人気）
馬単票数 計 398285 的中 �� 1940（69番人気）
ワイド票数 計 822045 的中 �� 10158（27番人気）�� 3421（65番人気）�� 1152（108番人気）
3連複票数 計1632252 的中 ��� 818（349番人気）
3連単票数 計1586030 的中 ��� 203（1541番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．2―11．7―11．8―12．3―13．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―22．6―33．8―45．5―57．3―1：09．6―1：22．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F38．0
3 ・（3，13）（10，16）－（1，6）（2，11）（9，15）－（4，12，14）－（7，8）－5 4 3，13（10，16）－6，11（1，9，15）2（4，14）－（7，8）12＝5

勝馬の
紹 介

フィールザファラオ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Distant View デビュー 2017．10．15 東京8着

2015．6．16生 牡4黒鹿 母 フィールザビュウ 母母 Feel the Capote 16戦3勝 賞金 31，211，000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。
（非抽選馬） 3頭 エルモンストロ号・オンザロックス号・ゴールドブラッド号
※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。



3008111月23日 雨 不良 （1東京5） 第7日 第9競走 ��
��1，600�カ ト レ ア 賞

発走14時15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
1：36．2
1：36．2

不良
不良

23 デュードヴァン 牡2鹿 55 L．デットーリ �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 日高 下河辺牧場 476＋ 61：36．2 2．5�
（英）

713 ショウナンマリオ 牡2黒鹿55 菅原 明良�湘南 加藤士津八 浦河 高昭牧場 468＋121：36．3� 50．0�
510 ダイメイコリーダ 牡2栗 55 松岡 正海宮本 昇氏 森田 直行 日高 出口牧場 468＋ 41：36．51� 28．4�
11 	 オーロラテソーロ 牡2栗 55 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 米 John R. Penn &
Spendthift Farm 488＋ 41：36．71
 8．9�

816 ダノンファラオ 牡2青鹿55 三浦 皇成�ダノックス 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 518－ 41：37．01� 6．8	
35 ラブリーエンジェル 牝2栗 54 武士沢友治長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 436＋ 4 〃 クビ 109．0

815 キョウエイゴー 牡2黒鹿55 丸山 元気田中 晴夫氏 萱野 浩二 新冠 松浦牧場 496± 01：37．1クビ 35．7�
36 タイキルークス 牡2黒鹿55 菊沢 一樹�大樹ファーム 菊沢 隆徳 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 512＋ 21：37．31
 78．3�
24 コスモインペリウム 牡2鹿 55 柴田 大知岡田 繁幸氏 和田 雄二 えりも 能登 浩 514＋121：37．62 48．4
612 アスターマリンバ 牡2黒鹿55 R．ムーア 加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 514－ 61：38．23� 17．7�

（英）

714 トーセンタイミング 牡2鹿 55 横山 和生島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ
スティファーム 460－ 4 〃 クビ 148．6�

59 	 セ ラ ン 牝2黒鹿54 横山 典弘�ノースヒルズ 松永 幹夫 米 Cres Ran,
LLC 482－ 61：38．51� 5．3�

47 アメリカンベイビー 牡2黒鹿55 M．デムーロ吉澤 克己氏 庄野 靖志 浦河 高昭牧場 476＋10 〃 ハナ 7．9�
611 ハルプモント 牡2鹿 55 北村 宏司保坂 和孝氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム B480－ 61：38．6クビ 192．7�
12 	 ク レ パ ト 牝2鹿 54 坂井 瑠星小川眞査雄氏 矢作 芳人 米

William Duignan
& Tranquility In-
vestments Limited

460－ 61：38．81
 67．6�
48 マ テ ィ ア ス 牡2栗 55 津村 明秀本間 茂氏 本田 優 浦河 大道牧場 474± 01：42．7大差 65．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 69，141，100円 複勝： 93，828，700円 枠連： 30，175，400円
馬連： 134，094，300円 馬単： 62，313，600円 ワイド： 93，116，000円
3連複： 191，784，700円 3連単： 233，160，900円 計： 907，614，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 810円 � 570円 枠 連（2－7） 4，430円

馬 連 �� 5，240円 馬 単 �� 7，800円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 870円 �� 7，260円

3 連 複 ��� 25，680円 3 連 単 ��� 93，080円

票 数

単勝票数 計 691411 的中 � 226088（1番人気）
複勝票数 計 938287 的中 � 237170（1番人気）� 23422（9番人気）� 34932（7番人気）
枠連票数 計 301754 的中 （2－7） 5273（14番人気）
馬連票数 計1340943 的中 �� 19800（14番人気）
馬単票数 計 623136 的中 �� 5986（25番人気）
ワイド票数 計 931160 的中 �� 17888（13番人気）�� 28433（8番人気）�� 3171（61番人気）
3連複票数 計1917847 的中 ��� 5601（65番人気）
3連単票数 計2331609 的中 ��� 1816（246番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．1―12．4―12．8―12．3―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―22．8―33．9―46．3―59．1―1：11．4―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デュードヴァン �
�
父 Declaration of War �

�
母父 Tapit デビュー 2019．10．26 東京1着

2017．1．29生 牡2鹿 母 ジェラスキャット 母母 Zealous Cat 2戦2勝 賞金 17，343，000円
〔調教再審査〕 マティアス号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔その他〕 マティアス号は，1着馬がレコードタイムと同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11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）11頭 アイオライト号・アルファウェーブ号・イモータルスモーク号・ヴィンカマヨール号・ウーゴ号・

コードジェニック号・サンライズホープ号・ジャスティンリーチ号・スズカコーズマンボ号・ヤウガウ号・
ロンゴノット号

※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。

3008211月23日 雨 不良 （1東京5） 第7日 第10競走 ��
��1，400�

ぎんれい

銀嶺ステークス
発走14時50分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，260，000
2，260，000

円
円

付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード
中央レコード

1：21．5
1：20．3

重
不良

12 ブルベアイリーデ 牡3鹿 56 C．ルメール �ブルアンドベア 杉山 晴紀 浦河 フクオカファーム 494＋ 61：22．8 4．0�
11 レッドルゼル 牡3鹿 55 北村 友一 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 480＋ 81：22．9� 3．8�
36 ヒデノヴィーナス 牝3栗 52 川須 栄彦大石 秀夫氏 梅田 智之 日高 瀬戸牧場 452－ 41：23．22 37．0�
24 ハーグリーブス 牡4芦 54 吉田 豊水上ふじ子氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 508＋ 81：23．3� 41．0�
48 タ ガ ノ ア ム 牝4鹿 53 柴田 善臣八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 488＋ 8 〃 同着 19．5�
816 アーバンイェーガー 牡5黒鹿55 三浦 皇成西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 512＋ 6 〃 クビ 12．5	
47 イダペガサス 牡4栗 55 北村 宏司張 一達氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 512＋ 41：23．51� 9．3

510 アームズレングス 牝6鹿 55 R．ムーア 諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 500± 01：23．6クビ 3．8�

（英）

815 タイセイプレシャス 	7栗 54 石川裕紀人田中 成奉氏 池上 昌和 新ひだか 前谷 武志 470－ 41：23．81
 67．1�
35 ネオスターダム 牡7黒鹿55 横山 武史一村 哲也氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 494± 01：24．01
 127．4
611 ヴァイトブリック 牡3青鹿55 W．ビュイック �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 498＋141：24．1クビ 14．8�

（英）

713 マイネルラック 牡6鹿 53 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 484＋ 2 〃 ハナ 94．0�

59 メイショウヴォルガ 牡5鹿 54 津村 明秀松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 500－ 2 〃 クビ 55．6�
23 メイショウバッハ 牡6栗 53 古川 吉洋松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか 三石川上牧場 494－ 81：24．52� 228．8�
612 スピーディクール 	5栗 56 横山 典弘ライオンレースホース� 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 484＋ 81：24．71
 33．9�
714 マイウェイアムール 牝4青鹿53 M．デムーロ田畑 利彦氏 林 徹 日高 モリナガファーム 488＋ 6 〃 ハナ 20．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 59，266，300円 複勝： 94，659，500円 枠連： 42，554，400円
馬連： 158，534，000円 馬単： 65，000，000円 ワイド： 110，223，100円
3連複： 242，516，800円 3連単： 291，442，400円 計： 1，064，196，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 180円 � 690円 枠 連（1－1） 750円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 360円 �� 2，270円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 7，650円 3 連 単 ��� 27，040円

票 数

単勝票数 計 592663 的中 � 115840（3番人気）
複勝票数 計 946595 的中 � 188384（1番人気）� 149510（3番人気）� 25238（10番人気）
枠連票数 計 425544 的中 （1－1） 43918（3番人気）
馬連票数 計1585340 的中 �� 154780（2番人気）
馬単票数 計 650000 的中 �� 34600（4番人気）
ワイド票数 計1102231 的中 �� 87695（2番人気）�� 11647（24番人気）�� 11802（23番人気）
3連複票数 計2425168 的中 ��� 23770（18番人気）
3連単票数 計2914424 的中 ��� 7812（66番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．4―12．1―12．1―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―34．8―46．9―59．0―1：10．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．9
3 6，3（1，16）（2，7，14）（11，13）（4，10，8）（5，12）（9，15） 4 6－1（3，16）2（7，11，14）（4，10，13）8，5（9，15，12）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブルベアイリーデ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ストーミングホーム デビュー 2018．8．4 小倉4着

2016．4．6生 牡3鹿 母 シルクシンフォニー 母母 クイーンオブタイム 15戦4勝 賞金 72，574，000円
〔制裁〕 アーバンイェーガー号の騎手三浦皇成は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番・7番・4

番）
ヒデノヴィーナス号の騎手川須栄彦は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）

〔その他〕 ヒデノヴィーナス号は，3コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）11頭 アメリカンファクト号・オーヴォドーロ号・カタナ号・キラービューティ号・クライシス号・サザンヴィグラス号・

ジャスパープリンス号・セパヌイール号・ハルクンノテソーロ号・メイショウラケーテ号・ワンダーアマービレ号
※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。



3008311月23日 雨 不良 （1東京5） 第7日 第11競走 ��
��1，600�キャピタルステークス（Ｌ）

発走15時25分 （芝・左）
3歳以上；負担重量は，3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，30．11．24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，30．11．23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）

賞 品
本 賞 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

815 ド ー ヴ ァ ー 牡6栗 56 W．ビュイックゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 502± 01：35．8 25．0�

（英）

24 レッドヴェイロン 牡4鹿 56 R．ムーア �東京ホースレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 494－ 41：36．11� 3．7�
（英）

713 サトノフェイバー 牡4黒鹿56 古川 吉洋 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 522＋121：36．2	 56．1�
35 ソーグリッタリング 牡5鹿 56 L．デットーリ �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 482－ 6 〃 アタマ 3．3�

（英）

59 ブレスジャーニー 牡5鹿 56 松岡 正海島川 	哉氏 佐々木晶三 新冠 競優牧場 464＋ 41：36．3� 15．2

510 サトノアーサー 牡5青鹿56 C．ルメール �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 484＋ 21：36．4	 3．4�
48 メイショウオワラ 牝5鹿 54 大野 拓弥松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 468＋ 81：36．61
 52．1�
12 シェーングランツ 牝3青鹿53 丸山 元気 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 466－ 21：36．7	 26．2
816 ロワアブソリュー 牡6鹿 56 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B512－ 2 〃 アタマ 237．4�
611 プロディガルサン 牡6鹿 56 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 516＋ 6 〃 クビ 22．5�
11 エントシャイデン 牡4芦 56 三浦 皇成前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478＋ 41：36．8クビ 43．8�
714 サトノキングダム 牡6鹿 56 石橋 脩 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 474＋101：37．01	 74．7�
36 カフェブリッツ 牡6鹿 56 津村 明秀西川 光一氏 池江 泰寿 新ひだか 三石橋本牧場 546－121：37．1クビ 103．1�
23 アンノートル 牡5鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 博康 日高 山際 辰夫 516± 01：37．41� 28．5�
817 ウインシャトレーヌ 牝5栗 54 横山 武史�ウイン 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 488－181：37．5	 123．6�
47 コスモイグナーツ 牡4青鹿56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 浦河 高村牧場 462＋ 41：37．92	 118．0�
612 ケイデンスコール 牡3鹿 55 北村 友一 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 474＋12 〃 ハナ 16．3�

（17頭）

売 得 金
単勝： 114，378，400円 複勝： 160，785，400円 枠連： 70，261，400円
馬連： 349，315，000円 馬単： 135，857，800円 ワイド： 208，508，200円
3連複： 572，482，500円 3連単： 732，156，500円 計： 2，343，745，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，500円 複 勝 � 580円 � 200円 � 1，070円 枠 連（2－8） 3，710円

馬 連 �� 5，840円 馬 単 �� 17，300円

ワ イ ド �� 1，940円 �� 10，970円 �� 3，510円

3 連 複 ��� 94，190円 3 連 単 ��� 680，530円

票 数

単勝票数 計1143784 的中 � 36526（7番人気）
複勝票数 計1607854 的中 � 65463（7番人気）� 266607（3番人気）� 33254（12番人気）
枠連票数 計 702614 的中 （2－8） 14639（13番人気）
馬連票数 計3493150 的中 �� 46327（19番人気）
馬単票数 計1358578 的中 �� 5887（48番人気）
ワイド票数 計2085082 的中 �� 28214（20番人気）�� 4827（73番人気）�� 15307（34番人気）
3連複票数 計5724825 的中 ��� 4558（171番人気）
3連単票数 計7321565 的中 ��� 780（1107番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．0―46．9―59．1―1：11．3―1：23．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F36．7
3 7－13（2，17）3（5，6）1（10，4，8）（15，16）12（14，9，11） 4 7＝13（2，17）6（10，3）（5，8）（15，1，4，11）（14，16，12）9

勝馬の
紹 介

ド ー ヴ ァ ー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2015．11．15 東京1着

2013．4．1生 牡6栗 母 オ ル ダ ニ ー 母母 Adonesque 25戦7勝 賞金 150，112，000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。

3008411月23日 雨 不良 （1東京5） 第7日 第12競走 ��1，400�3歳以上2勝クラス
発走16時00分 （芝・左）（1000万円以下）

牝；負担重量は，3歳54�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
1：19．4
1：19．0

良
良

23 ロ ケ ッ ト 牝4栗 55 W．ビュイックゴドルフィン 石橋 守 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 480± 01：24．2 3．3�

（英）

11 オジョーノキセキ 牝4鹿 55 北村 宏司前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 512－ 21：24．83� 24．7�
611 エ ス タ ジ 牝3鹿 54 M．デムーロ吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B434± 01：24．9� 4．9�
713 アフランシール 牝3鹿 54 田辺 裕信前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502－ 21：25．0� 4．1�
35 スペキュラース 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 456± 01：25．1� 43．8�
47 イルヴェントデーア 牝3鹿 54 横山 典弘 	Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 浦河 ディアレスト
クラブ 436－ 61：25．31� 12．0


816 ノーブルアース 牝4黒鹿55 蛯名 正義吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 472－ 41：25．61� 13．9�
510 シュエットヌーベル 牝5栗 55 藤井勘一郎 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド B450－ 6 〃 アタマ 215．7�
48 スタークォーツ 牝3青鹿 54

53 ☆武藤 雅輝レーシング 寺島 良 浦河 高野牧場 480＋ 41：25．7� 103．0
715 ショウナンバニラ 牝3鹿 54

51 ▲菅原 明良�湘南 武市 康男 日高 中原牧場 418－ 6 〃 クビ 46．3�
24 アロハブリーズ 牝3栗 54 三浦 皇成�木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 462－ 6 〃 ハナ 12．9�
59 ハ ト ホ ル 牝4鹿 55

52 ▲藤田菜七子髙瀬 真尚氏 本間 忍 浦河 中脇 満 472－ 21：26．12� 34．5�
612 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 452－ 61：26．84 110．4�
714 ツ ヅ ク 牝5鹿 55 江田 照男清水 敏氏 伊藤 大士 新ひだか 岡田スタツド 456＋101：27．01 69．7�
817 ヴェルスパー 牝4鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 450＋ 6 〃 クビ 11．4�
36 キョウエイソフィア 牝4鹿 55

52 ▲山田 敬士田中 晴夫氏 萱野 浩二 新ひだか 藤沢牧場 454± 01：27．1クビ 89．3�
818 ス ピ ア ー ノ 牝4黒鹿 55

54 ☆野中悠太郎清水 正江氏 池上 昌和 日高 荒井ファーム 452± 01：27．31� 182．8�
12 ヴェロニカグレース 牝4黒鹿55 津村 明秀 �シルクレーシング 武市 康男 安平 ノーザンファーム 498＋ 41：30．1大差 53．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 72，898，700円 複勝： 100，723，900円 枠連： 41，837，500円
馬連： 164，445，200円 馬単： 63，388，600円 ワイド： 119，724，200円
3連複： 261，133，300円 3連単： 291，707，900円 計： 1，115，859，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 170円 � 480円 � 190円 枠 連（1－2） 2，010円

馬 連 �� 3，070円 馬 単 �� 4，400円

ワ イ ド �� 970円 �� 450円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 6，410円 3 連 単 ��� 27，680円

票 数

単勝票数 計 728987 的中 � 176254（1番人気）
複勝票数 計1007239 的中 � 178185（2番人気）� 41766（8番人気）� 150113（3番人気）
枠連票数 計 418375 的中 （1－2） 16071（7番人気）
馬連票数 計1644452 的中 �� 41477（11番人気）
馬単票数 計 633886 的中 �� 10790（12番人気）
ワイド票数 計1197242 的中 �� 31140（10番人気）�� 73476（2番人気）�� 15205（21番人気）
3連複票数 計2611333 的中 ��� 30534（15番人気）
3連単票数 計2917079 的中 ��� 7638（61番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．0―35．9―48．2―1：00．5―1：12．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F36．0
3 ・（3，8）4（5，10）11（1，6，7，14）（2，12）（13，15，18）（16，17）9 4 ・（3，8）（5，4）（7，10）（1，6）（2，11，14）（13，12，18）15（16，17）9

勝馬の
紹 介

ロ ケ ッ ト �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Maria’s Mon デビュー 2017．12．10 阪神10着

2015．4．12生 牝4栗 母 モ ケ ッ ト 母母 Eternal Reve 9戦3勝 賞金 43，001，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔その他〕 ヴェロニカグレース号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スピアーノ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月23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 アーヒラ号
※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。



（1東京5）第7日 11月23日 （祝日） 雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

不良
不良

競走回数 12回 出走頭数 187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

227，800，000円
22，660，000円
1，520，000円
25，100，000円
78，864，000円
5，502，200円
1，795，200円

勝馬投票券売得金
612，313，400円
855，785，200円
310，618，700円
1，340，268，800円
587，511，800円
938，036，600円
2，054，569，100円
2，503，960，400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 9，203，064，000円

総入場人員 26，714名 （有料入場人員 24，391名）
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