
2702510月17日 雨 稍重 （2東京4） 第3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

713 バ ク シ ン 牡2鹿 55 M．デムーロ林 正道氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 490＋101：24．9 1．7�
612 アポロスマイル 牝2黒鹿54 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか へいはた牧場 484＋ 21：26．510 21．9�
24 ブルースコード 牡2黒鹿55 三浦 皇成 �ビクトリーホースランチ 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 480＋ 21：26．81� 6．5�
11 ノーブルオリンピア 牡2鹿 55 吉田 豊吉木 伸彦氏 武藤 善則 浦河 ディアレスト

クラブ 470－ 2 〃 アタマ 7．6�
36 ラ ウ ン シ ー 牝2黒鹿54 木幡 巧也ゴドルフィン 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440＋ 61：27．01 93．0�
815 エコロブラスト 牡2鹿 55 北村 友一原村 正紀氏 伊藤 大士 新冠 パカパカ

ファーム 508＋ 41：27．1� 12．3	
12 メジャーアゲン 牝2栗 54 横山 和生浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 田中 裕之 458＋ 4 〃 クビ 20．8

48 セイショウディープ 牡2栗 55

52 ▲原 優介岩崎 暉男氏 本間 忍 日高 Wing Farm 474－ 21：27．2� 157．2�
23 コパノマーガレット 牝2栗 54

53 ☆木幡 育也小林 祥晃氏 林 徹 新ひだか 佐竹 学 458－ 21：27．52 263．1�
816 ヴァルプルギス 牡2鹿 55 内田 博幸田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 448＋ 41：28．35 19．8
611 セイギャラクシー 牡2青鹿55 和田 竜二金田 成基氏 武市 康男 新冠 松本 信行 478－ 61：28．51� 26．0�
35 ラブミーグリーン 牝2鹿 54 野中悠太郎小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 486 ―1：28．6クビ 78．8�
510 カミノエミニー 牝2栗 54 柴田 大知村上 正喜氏 南田美知雄 浦河 山春牧場 446＋ 21：28．92 486．5�
714 ベルウッドアリイ 牡2栗 55 江田 照男鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 折手牧場 460－ 21：29．21� 97．9�
47 キャヴァリエブラン 牡2芦 55 武藤 雅田頭 勇貴氏 武藤 善則 浦河 信岡牧場 498－ 41：29．41� 279．7�
59 モンキーポッド 牝2鹿 54 松山 弘平小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 422± 01：30．03� 212．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，304，400円 複勝： 83，315，900円 枠連： 13，854，100円
馬連： 64，735，300円 馬単： 35，957，600円 ワイド： 60，863，500円
3連複： 103，286，300円 3連単： 132，042，700円 計： 536，359，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 230円 � 180円 枠 連（6－7） 670円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 400円 �� 230円 �� 910円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 5，090円

票 数

単勝票数 計 423044 的中 � 208723（1番人気）
複勝票数 計 833159 的中 � 479993（1番人気）� 42934（4番人気）� 62798（3番人気）
枠連票数 計 138541 的中 （6－7） 15901（4番人気）
馬連票数 計 647353 的中 �� 51918（3番人気）
馬単票数 計 359576 的中 �� 21919（5番人気）
ワイド票数 計 608635 的中 �� 38016（3番人気）�� 78952（2番人気）�� 14696（10番人気）
3連複票数 計1032863 的中 ��� 57374（3番人気）
3連単票数 計1320427 的中 ��� 18783（10番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―11．9―12．5―12．3―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．4―36．3―48．8―1：01．1―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バ ク シ ン �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．7．4 福島6着

2018．2．13生 牡2鹿 母 アウトオブザウィム 母母 ライフアウトゼア 5戦1勝 賞金 11，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベルウッドアリイ号・モンキーポッド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年11月

17日まで平地競走に出走できない。
キャヴァリエブラン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月17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 イソエイヒカリ号

2702610月17日 雨 稍重 （2東京4） 第3日 第2競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10時45分 （芝・左）

牝；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

813 アカイトリノムスメ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 444＋ 41：35．9 4．5�

45 レーヴドゥラプレリ 牝2鹿 54 丸山 元気吉田 勝己氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 454＋ 21：36．11 20．9�
11 ラ ン グ ロ ワ 牝2青鹿54 C．ルメールムーティエR 堀井 雅広 新ひだか へいはた牧場 428－ 2 〃 クビ 6．5�
34 サンキューベイリー 牝2鹿 54 石橋 脩石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 五月 474＋ 61：36．31� 14．4�
610 ロ ジ ネ イ ア 牝2黒鹿54 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 洞�湖 レイクヴィラファーム 426＋ 61：36．61� 10．5�
58 マリノアルカディア 牝2黒鹿54 三浦 皇成�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 430－ 41：36．91� 20．0	
46 スカーレットテイル 牝2鹿 54 田辺 裕信 
社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 396－ 41：37．21� 23．0�
57 ビ ギ ニ ン グ 牝2栗 54

51 ▲山田 敬士手嶋 康雄氏 小手川 準 浦河 小島牧場 422＋ 41：37．3� 43．3�
33 ファーマスター 牝2鹿 54 江田 照男中西 功氏 深山 雅史 日高 高山牧場 426＋ 6 〃 クビ 269．8
22 ハービンクレア 牝2鹿 54 木幡 巧也 KRジャパン 小野 次郎 新ひだか 矢野牧場 422＋ 21：37．51 271．5�
712 レ コ レ ー タ 牝2栗 54 川田 将雅 
サンデーレーシング 中舘 英二 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 2 〃 クビ 2．2�
69 ラブバルドー 牝2鹿 54 的場 勇人増田 陽一氏 田島 俊明 日高 奥山 博 444＋ 61：38．35 92．5�
814 フジツボノミヤ 牝2青 54 柴田 大知 �ブルースターズファーム 小手川 準 新ひだか 友田牧場 428－ 21：38．62 78．8�
711 ウィンドスピナー 牝2鹿 54 大野 拓弥 
社台レースホース稲垣 幸雄 千歳 社台ファーム 424± 01：39．55 306．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 44，834，700円 複勝： 63，940，800円 枠連： 10，714，200円
馬連： 66，898，400円 馬単： 30，607，100円 ワイド： 56，729，900円
3連複： 93，583，000円 3連単： 112，652，400円 計： 479，960，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 190円 � 530円 � 230円 枠 連（4－8） 2，010円

馬 連 �� 3，510円 馬 単 �� 5，190円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 700円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 7，950円 3 連 単 ��� 35，880円

票 数

単勝票数 計 448347 的中 � 82968（2番人気）
複勝票数 計 639408 的中 � 98799（2番人気）� 25614（7番人気）� 75461（3番人気）
枠連票数 計 107142 的中 （4－8） 4124（9番人気）
馬連票数 計 668984 的中 �� 14731（12番人気）
馬単票数 計 306071 的中 �� 4419（18番人気）
ワイド票数 計 567299 的中 �� 12372（11番人気）�� 21482（6番人気）�� 7895（22番人気）
3連複票数 計 935830 的中 ��� 8820（28番人気）
3連単票数 計1126524 的中 ��� 2276（113番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．5―48．1―1：00．6―1：12．2―1：23．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F35．3
3 4，5，9（3，10，12）（1，8，13，14）（2，6）7－11 4 ・（4，5）（3，10，9，12）（1，8，13）14（2，6）7－11

勝馬の
紹 介

アカイトリノムスメ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．8．2 新潟7着

2018．4．16生 牝2黒鹿 母 ア パ パ ネ 母母 ソルティビッド 2戦1勝 賞金 5，100，000円

第４回 東京競馬 第３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



2702710月17日 雨 稍重 （2東京4） 第3日 第3競走 ��
��1，800�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
1：44．5
1：44．5

良
良

44 エンスージアズム 牝2鹿 54 北村 友一吉田 照哉氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 420± 01：50．0 3．8�
22 アポロミラクル 牡2黒鹿55 田辺 裕信アポロサラブレッドクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 488－ 21：50．1� 7．7�
67 ミ ュ ラ ッ カ 牡2鹿 55 北村 宏司�G1レーシング 高木 登 安平 追分ファーム 498＋ 4 〃 ハナ 5．7�
11 セイウンロミオ 牡2鹿 55 戸崎 圭太西山 茂行氏 田村 康仁 浦河 �川 啓一 516＋ 41：50．42 17．3�
810 スターロード 牡2栗 55 横山 和生村田 哲朗氏 小野 次郎 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋141：50．5クビ 128．0�
66 アラモードバイオ 牡2栗 55 石橋 脩バイオ� 牧 光二 日高 中館牧場 500＋ 81：50．6� 3．4	
33 クロンターフ 牡2鹿 55 C．ルメール 
サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 470＋ 81：50．81� 4．5�
55 ナ ー ナ ー ラ 牝2鹿 54 原田 和真落合 幸弘氏 伊藤 大士 日高 戸川牧場 458－ 21：51．22� 195．8�
79 コスモコラッジョ 牡2鹿 55 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 金石牧場 476－ 2 〃 ハナ 38．2
78 クアドリフォリオ 牝2黒鹿54 和田 竜二�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488＋121：51．52 69．9�
811 セザンテイオー 牡2栗 55 武士沢友治瀬山 孝一氏 武市 康男 新冠 山岡牧場 476－ 61：52．56 463．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 46，393，100円 複勝： 54，283，100円 枠連： 8，963，000円
馬連： 54，753，100円 馬単： 26，306，600円 ワイド： 46，997，100円
3連複： 75，248，200円 3連単： 105，455，600円 計： 418，399，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 180円 � 170円 枠 連（2－4） 1，140円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 1，940円

ワ イ ド �� 420円 �� 400円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 9，460円

票 数

単勝票数 計 463931 的中 � 102877（2番人気）
複勝票数 計 542831 的中 � 113388（2番人気）� 70401（5番人気）� 79411（4番人気）
枠連票数 計 89630 的中 （2－4） 6046（6番人気）
馬連票数 計 547531 的中 �� 35483（6番人気）
馬単票数 計 263066 的中 �� 10118（9番人気）
ワイド票数 計 469971 的中 �� 28897（7番人気）�� 30911（6番人気）�� 19746（9番人気）
3連複票数 計 752482 的中 ��� 25253（9番人気）
3連単票数 計1054556 的中 ��� 8074（37番人気）

ハロンタイム 13．1―10．9―12．1―12．9―12．7―13．1―11．7―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．0―36．1―49．0―1：01．7―1：14．8―1：26．5―1：37．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．3―3F35．2

3 10－6（4，7）（5，8）（1，9，2）－3，11
2
4

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

勝馬の
紹 介

エンスージアズム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2020．9．12 中京4着

2018．4．4生 牝2鹿 母 ゼラスキャット 母母 Trail Robbery 2戦1勝 賞金 6，200，000円
〔制裁〕 エンスージアズム号の騎手北村友一は，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）

2702810月17日 雨 稍重 （2東京4） 第3日 第4競走 ��
��1，400�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
1：23．1
1：23．0

重
重

11 シーオブドリームス 牝2青鹿54 津村 明秀�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 476 ―1：26．7 2．8�

23 ハヤブサユートピア 牡2黒鹿55 大野 拓弥武田 修氏 稲垣 幸雄 浦河 笹島 智則 442 ―1：27．55 34．7�
48 パーティーモード 牡2栗 55 北村 友一竹下 浩一氏 安田 翔伍 新ひだか 上野 正恵 454 ―1：27．71� 6．9�
612 ファインヒューズ 牝2黒鹿 54

51 ▲山田 敬士井山 登氏 深山 雅史 新冠 岩見牧場 440 ―1：27．9� 45．2�
47 カ ラ ハ リ 	2鹿 55 武士沢友治手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 新冠 大栄牧場 428 ―1：28．0� 68．3�
510 スイートナイト 牝2栗 54 岩部 純二�ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 神垣 道弘 458 ―1：28．42� 23．6	
59 ケ プ チ ャ ン 牡2栗 55 松山 弘平�ミルファーム 和田 勇介 浦河 ミルファーム 472 ―1：28．5クビ 39．2

24 ベルウッドサンキュ 牡2栗 55 M．デムーロ鈴木 照雄氏 伊藤 大士 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 452 ― 〃 クビ 5．8�
611 ダノンマヴロス 牡2鹿 55 戸崎 圭太�ダノックス 田中 博康 新ひだか ウエスタンファーム 452 ― 〃 ハナ 6．6
714 ジュンジョウ 牡2栗 55 横山 和生�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 B478 ― 〃 アタマ 32．6�
36 ミンナノユメツナグ 牡2栗 55 和田 竜二�LS.M 天間 昭一 新ひだか 橋本牧場 486 ―1：28．7� 49．4�
713 クロマツミッチー 牡2芦 55 内田 博幸�大道牧場 蛯名 利弘 新ひだか 木田牧場 476 ―1：28．91
 19．2�

（クロマツミッキー）

815 プーフルフル 牝2栗 54
53 ☆木幡 育也�ミルファーム 宗像 義忠 新ひだか 神垣 道弘 422 ―1：29．53� 139．6�

12 ジェラゾヴァヴォラ 牡2栗 55 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 日高 クラウン日高牧場 430 ―1：29．81� 100．5�
35 ピクシーズパラソル 牝2鹿 54 田辺 裕信鶴見 芳子氏 松永 康利 日高 クラウン日高牧場 452 ―1：29．9� 8．6�
816 シ ャ ロ ン 牝2栗 54

51 ▲原 優介北駿競走馬組合 和田 雄二 新ひだか 田中 啓雅 404 ―1：30．43 248．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，683，700円 複勝： 41，059，700円 枠連： 11，625，500円
馬連： 50，120，500円 馬単： 22，874，600円 ワイド： 43，135，300円
3連複： 75，193，500円 3連単： 76，108，200円 計： 354，801，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 640円 � 200円 枠 連（1－2） 710円

馬 連 �� 4，140円 馬 単 �� 6，640円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 490円 �� 3，210円

3 連 複 ��� 6，960円 3 連 単 ��� 38，740円

票 数

単勝票数 計 346837 的中 � 101144（1番人気）
複勝票数 計 410597 的中 � 94212（1番人気）� 11904（9番人気）� 52814（2番人気）
枠連票数 計 116255 的中 （1－2） 12553（1番人気）
馬連票数 計 501205 的中 �� 9368（13番人気）
馬単票数 計 228746 的中 �� 2583（24番人気）
ワイド票数 計 431353 的中 �� 6628（13番人気）�� 24561（2番人気）�� 3263（40番人気）
3連複票数 計 751935 的中 ��� 8093（17番人気）
3連単票数 計 761082 的中 ��� 1424（96番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．2―36．5―49．3―1：02．1―1：14．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シーオブドリームス �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2018．2．26生 牝2青鹿 母 タイキラナキラ 母母 リンクスオブタイム 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15頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）15頭 アラメア号・イサチルプリンス号・オレデイイノカ号・カツノサンキュウ号・カナデルマン号・キタノレスリーズ号・

グランドレグルス号・コモレビキラリ号・サンタル号・ジュンゼロ号・セルフメイド号・テイエムユメノオー号・
ニシノミウ号・ピーチーライフ号・ブライダルクイーン号



2702910月17日 雨 重 （2東京4） 第3日 第5競走 ��1，600�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
1：32．7
1：32．3

良
良

510 ヴィクトゥーラ 牡2黒鹿55 M．デムーロ近藤 英子氏 金成 貴史 浦河 辻 牧場 462 ―1：39．2 8．3�
816 クリーンスイープ 牝2鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 464 ―1：39．41� 3．1�
818 ミヤビハイディ 牝2黒鹿54 吉田 豊村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 静内白井牧場 488 ―1：39．61� 42．6�
612 ト ピ ッ ク ス 牡2鹿 55 丸山 元気齋藤 秀昭氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 474 ―1：39．81� 91．0�
714 スカリーワグ 牡2栗 55 北村 友一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新冠 長浜牧場 504 ―1：40．01� 2．9	
48 ウ ィ ス ク 牝2黒鹿54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 416 ―1：40．32 23．9

36 ココリホウオウ 牡2鹿 55 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 高橋フアーム 462 ―1：40．51� 22．6�
23 ウェイオブライト 牡2芦 55 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 486 ―1：40．6クビ 11．1�
35 ラナチャンス 牡2鹿 55 和田 竜二西森 功氏 高木 登 浦河 梅田牧場 464 ―1：40．7� 46．0
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 476 ― 〃 ハナ 46．6�
47 ピクシーカット 牝2黒鹿54 横山 和生吉田 照哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 472 ―1：41．12� 11．1�
12 イタリアンゴールド 牡2栗 55 嘉藤 貴行増田 和啓氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 424 ― 〃 クビ 163．4�
715 ガンバンテイン 牝2芦 54 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 和田 勇介 新冠 ビッグレッドファーム 472 ―1：41．2� 142．6�
24 ヤマニンカンノーリ 牝2鹿 54 田中 勝春土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 424 ―1：41．62 190．1�
11 ワールドマックス 牡2青鹿55 内田 博幸池田 草龍氏 竹内 正洋 新冠 上井農場 464 ― 〃 クビ 88．6�
59 ホークピラー 牡2鹿 55 柴田 大知 �ブルースターズファーム 佐藤 吉勝 新ひだか 三石ファーム 494 ―1：41．81� 308．2�
817 ルージュシャルマン 牝2鹿 54 武藤 雅 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 浦河 杵臼牧場 460 ―1：42．01� 46．1�
713 ゴートゥーヘヴン 牝2黒鹿54 木幡 巧也天堀 忠博氏 牧 光二 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 372 ―1：42．21� 77．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 47，368，500円 複勝： 45，644，500円 枠連： 14，429，700円
馬連： 57，541，800円 馬単： 25，918，000円 ワイド： 50，158，200円
3連複： 82，502，800円 3連単： 88，776，700円 計： 412，340，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 220円 � 170円 � 600円 枠 連（5－8） 1，280円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 3，570円

ワ イ ド �� 680円 �� 3，270円 �� 2，280円

3 連 複 ��� 16，710円 3 連 単 ��� 86，160円

票 数

単勝票数 計 473685 的中 � 47720（3番人気）
複勝票数 計 456445 的中 � 53545（3番人気）� 88086（2番人気）� 15308（9番人気）
枠連票数 計 144297 的中 （5－8） 8700（5番人気）
馬連票数 計 575418 的中 �� 29242（5番人気）
馬単票数 計 259180 的中 �� 5430（11番人気）
ワイド票数 計 501582 的中 �� 20136（5番人気）�� 3809（36番人気）�� 5529（22番人気）
3連複票数 計 825028 的中 ��� 3701（49番人気）
3連単票数 計 887767 的中 ��� 747（229番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―25．1―38．1―51．6―1：04．9―1：16．4―1：27．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F34．3
3 ・（2，14）16（10，17）（6，7，18）13（3，5，12）（15，8）1（4，9，11） 4 ・（2，14，16）18（10，17，12）（6，7，13）8（3，5，15）（1，4，9，11）

勝馬の
紹 介

ヴィクトゥーラ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ロックオブジブラルタル 初出走

2018．4．25生 牡2黒鹿 母 グローリアスローズ 母母 グローリアスデイズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 クリーンスイープ号は，枠入り不良。
※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 アルコディオーサ号・クイーンズキトゥン号・ホウオウイクセル号

2703010月17日 雨 重 （2東京4） 第3日 第6競走 ��
��1，400�3歳以上1勝クラス

発走13時05分 （500万円以下） （ダート・左）
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
1：21．5
1：20．3

重
不良

36 � リワードノルン 牝4黒鹿55 横山 典弘宮﨑 冴子氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社
リワード 476＋ 81：24．7 7．4�

815 ファイヴレター 牡3青鹿55 M．デムーロ熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 442－ 21：25．01	 4．3�
12 ダンシングサンダー 牡3栗 55 三浦 皇成永井 秀貴氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 478＋ 81：25．2	 30．8�
11 ナガレボシトリキシ 牡4栗 57 原田 和真芳賀 克也氏 中野 栄治 日高 天羽牧場 510＋ 2 〃 クビ 14．4�
611 ホーカスポーカス 牡5鹿 57 野中悠太郎平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 436＋ 21：25．41
 56．7�
47 ネヴァタップアウト 牡3栗 55 津村 明秀西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 516＋ 61：25．5� 2．8�
35 � コスモストライカー 牡3鹿 54 和田 竜二 	ビッグレッドファーム 加藤士津八 豪 Mill Park Stud

Pty Ltd, L Bibbo 494＋141：25．7	 7．4

713� フレンドアリス 牝5栗 55

52 ▲山田 敬士横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 458＋ 4 〃 ハナ 42．6�
816 アポロセイラン 牡3鹿 55 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 日高 春木ファーム 460± 01：25．91
 101．6�
612 サウンドトラック 牡3栗 55 松山 弘平 グリーンファーム尾関 知人 新冠 ハシモトフアーム B500－ 6 〃 ハナ 26．0�
23 ダイシンウィット 牡3栗 55 C．ルメール 大八木信行氏 小笠 倫弘 新冠 隆栄牧場 B500± 01：26．0� 8．4�
714 ケイアイマリブ 牡5鹿 57 内田 博幸亀田 和弘氏 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 494＋161：26．21 47．7�
59 キングキャラット 牡4栗 57 柴田 大知田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 熊谷 武 B516＋121：26．41� 248．5�
24 � パイオニアバローズ 4黒鹿57 丸山 元気猪熊 広次氏 木村 哲也 米 Bret Jones 530＋ 61：26．71	 25．3�
48 アナンダライト 3栗 55 石橋 脩 	シルクレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 496－ 41：26．8� 43．6�
510� エムオーマックス 牡4栗 57

56 ☆木幡 育也大浅 貢氏 藤原 辰雄 日高 Wing Farm B462－181：30．1大差 152．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，693，500円 複勝： 63，198，300円 枠連： 16，285，400円
馬連： 73，243，800円 馬単： 29，090，200円 ワイド： 65，153，800円
3連複： 113，496，300円 3連単： 118，504，800円 計： 520，666，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 240円 � 190円 � 620円 枠 連（3－8） 1，050円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 3，630円

ワ イ ド �� 630円 �� 3，060円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 15，370円 3 連 単 ��� 85，060円

票 数

単勝票数 計 416935 的中 � 44825（4番人気）
複勝票数 計 631983 的中 � 71102（3番人気）� 100446（2番人気）� 21559（9番人気）
枠連票数 計 162854 的中 （3－8） 11910（5番人気）
馬連票数 計 732438 的中 �� 28131（6番人気）
馬単票数 計 290902 的中 �� 6010（10番人気）
ワイド票数 計 651538 的中 �� 28084（5番人気）�� 5259（36番人気）�� 9114（18番人気）
3連複票数 計1134963 的中 ��� 5538（50番人気）
3連単票数 計1185048 的中 ��� 1010（262番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�リワードノルン �
�
父 ハイアーゲーム �

�
母父 ケイムホーム

2016．4．22生 牝4黒鹿 母 リワードクリエン 母母 リワードエンプレス 9戦1勝 賞金 14，860，000円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 エムオーマックス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年11月17日まで平地
競走に出走できない。



2703110月17日 雨 重 （2東京4） 第3日 第7競走 ��1，600�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
1：33．8
1：33．3

重
良

47 ライフレッスンズ 牡3鹿 55 松山 弘平金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 追分ファーム 496－101：36．7 14．4�

35 ウインドジャマー �3鹿 55 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤澤 昭勝 490－ 21：36．8� 2．0�
12 グロリアスホープ 牡4鹿 57 石橋 脩�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 B502＋ 41：37．01� 7．3�
59 ロワマージュ 牡3鹿 55 三浦 皇成ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486－ 61：37．1� 16．1�
24 � ロードリッチ 牡4鹿 57 幸 英明宇田 豊氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 524＋10 〃 クビ 7．6	
510 チョーズンワン 牡3黒鹿55 戸崎 圭太�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458－ 2 〃 ハナ 27．2

714 カフェスペランツァ 牡3鹿 55 北村 宏司西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 516＋141：37．31 17．7�
48 アイスナイン 牡3鹿 55 吉田 豊石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新冠 細川農場 500± 01：37．51 19．1�
815� エフォートラン 牡5黒鹿57 木幡 巧也岡村 善行氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 B492± 01：37．6	 177．6
23 ダンスメーカー 牡5黒鹿57 横山 和生�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 490＋ 81：37．7� 57．6�
816 ピースボヌール 牡3鹿 55 内田 博幸 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 新ひだか 千代田牧場 500－ 21：37．91
 8．6�
611� サンセットオーラ 牡5鹿 57

54 ▲原 優介 N.S.R.C 藤原 辰雄 新冠 サンローゼン 452＋ 4 〃 クビ 532．1�
11 コ ス モ オ リ 牡3栗 55 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 B456＋ 61：38．11
 34．2�
36 キ ュ ア ン �4鹿 57 伊藤 工真松谷 翔太氏 林 徹 千歳 社台ファーム 502± 01：38．73� 71．3�
612 ハイエストエンド �3栗 55 田辺 裕信�明栄商事 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 496± 01：38．8� 53．9�
713 ワンモアエフォート 牡3栗 55 武士沢友治内藤 好江氏 勢司 和浩 日高 中館牧場 496＋ 41：39．33 77．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，817，600円 複勝： 74，014，300円 枠連： 15，584，500円
馬連： 79，988，800円 馬単： 31，930，400円 ワイド： 72，649，400円
3連複： 116，769，100円 3連単： 122，849，900円 計： 565，604，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，440円 複 勝 � 280円 � 130円 � 180円 枠 連（3－4） 810円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 4，530円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，420円 �� 370円

3 連 複 ��� 2，840円 3 連 単 ��� 22，510円

票 数

単勝票数 計 518176 的中 � 28592（5番人気）
複勝票数 計 740143 的中 � 50748（6番人気）� 201213（1番人気）� 101058（2番人気）
枠連票数 計 155845 的中 （3－4） 14741（3番人気）
馬連票数 計 799888 的中 �� 39691（4番人気）
馬単票数 計 319304 的中 �� 5276（13番人気）
ワイド票数 計 726494 的中 �� 27703（5番人気）�� 12152（14番人気）�� 54278（2番人気）
3連複票数 計1167691 的中 ��� 30798（2番人気）
3連単票数 計1228499 的中 ��� 3955（44番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．6―47．6―59．8―1：12．1―1：24．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ライフレッスンズ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．5．9 東京1着

2017．2．22生 牡3鹿 母 レ ジ ネ ッ タ 母母 アスペンリーフ 4戦2勝 賞金 12，700，000円

2703210月17日 雨 重 （2東京4） 第3日 第8競走 ��
��2，400�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54�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
2：20．6
2：20．6

良
良

88 キタサンバルカン 牡4鹿 57 C．ルメール�大野商事 奥村 武 安平 ノーザンファーム 438－ 22：29．0 2．2�
55 ブラックマジック 牡3青鹿54 石橋 脩窪田 芳郎氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 444＋ 62：29．32 6．2�
11 マイネルステレール 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 484± 02：29．5� 48．4�
66 サ ン シ ロ ウ 牡6鹿 57 大野 拓弥合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B504＋ 6 〃 クビ 19．5�
22 サトノグロワール 牡5黒鹿57 松山 弘平 �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 506－ 82：29．92	 3．3	
89 リ ー ヴ ル 牡4栗 57 三浦 皇成�G1レーシング 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492± 02：30．11
 43．0

44 コロンバスデイ 牝5鹿 55 田辺 裕信 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 486＋ 82：31．16 38．8�
33 ヴァンクールシルク �6栗 57 内田 博幸 �シルクレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム B580＋122：31．41� 56．3�
77 エリスライト 牝5鹿 55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 462＋ 22：31．82	 4．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 43，928，700円 複勝： 43，837，000円 枠連： 9，104，800円
馬連： 61，489，500円 馬単： 34，536，900円 ワイド： 43，314，800円
3連複： 78，836，200円 3連単： 158，752，500円 計： 473，800，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 200円 � 380円 枠 連（5－8） 770円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 340円 �� 980円 �� 2，080円

3 連 複 ��� 5，860円 3 連 単 ��� 18，780円

票 数

単勝票数 計 439287 的中 � 155910（1番人気）
複勝票数 計 438370 的中 � 147049（1番人気）� 48057（4番人気）� 19596（6番人気）
枠連票数 計 91048 的中 （5－8） 9118（4番人気）
馬連票数 計 614895 的中 �� 61520（4番人気）
馬単票数 計 345369 的中 �� 21199（5番人気）
ワイド票数 計 433148 的中 �� 36153（4番人気）�� 10826（10番人気）�� 4903（21番人気）
3連複票数 計 788362 的中 ��� 10086（19番人気）
3連単票数 計1587525 的中 ��� 6128（60番人気）

ハロンタイム 13．3―11．6―12．5―13．1―12．7―12．7―11．9―12．4―12．6―11．8―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．3―24．9―37．4―50．5―1：03．2―1：15．9―1：27．8―1：40．2―1：52．8―2：04．6―2：16．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キタサンバルカン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．7．21 福島4着

2016．2．9生 牡4鹿 母 ウィズザフロウ 母母 プチノワール 16戦3勝 賞金 59，093，000円



2703310月17日 雨 重 （2東京4） 第3日 第9競走 ��
��1，600�プ ラ タ ナ ス 賞

発走14時35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 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：36．2
1：36．2

不良
不良

44 タイセイアゲイン 牡2黒鹿55 松山 弘平田中 成奉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 468＋ 61：37．1 4．1�
55 ゴールドレガシー 牡2栗 55 戸崎 圭太�G1レーシング 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 41：37．2� 3．1�
810 シンヨモギネス 牡2鹿 55 石橋 脩岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 466－ 61：37．3クビ 67．1�
89 キープイットシンポ 牝2黒鹿54 菅原 隆一西森 功氏 小野 次郎 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 450± 01：37．72� 19．1�
33 ピクトルテソーロ 牡2黒鹿55 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 日高 船越牧場 478－ 41：37．91	 31．5�
11 プルモナリア 牝2栗 54 三浦 皇成�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 平山牧場 458± 01：38．0クビ 24．9	
77 スマイルアモーレ 牝2鹿 54 田辺 裕信星加 浩一氏 加藤士津八 浦河 絵笛牧場 442± 0 〃 ハナ 36．1

66 ニ ー ヨ ル 牡2栗 55 柴田 大知 �グランデオーナーズ 畠山 吉宏 浦河 中村 雅明 464－ 2 〃 ハナ 21．7�
78 プライムデイ 牡2黒鹿55 C．ルメール �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 498＋10 〃 クビ 2．5�
22 サウンドブレイズ 牡2鹿 55 幸 英明増田 雄一氏 高柳 大輔 新冠 守矢牧場 490± 01：39．48 26．7

（10頭）

売 得 金
単勝： 72，623，300円 複勝： 71，603，700円 枠連： 13，836，200円
馬連： 99，611，000円 馬単： 47，960，300円 ワイド： 72，027，000円
3連複： 136，764，400円 3連単： 220，659，200円 計： 735，085，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 140円 � 910円 枠 連（4－5） 620円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 280円 �� 3，110円 �� 2，440円

3 連 複 ��� 8，200円 3 連 単 ��� 31，060円

票 数

単勝票数 計 726233 的中 � 147940（3番人気）
複勝票数 計 716037 的中 � 139091（3番人気）� 172490（2番人気）� 12488（10番人気）
枠連票数 計 138362 的中 （4－5） 17081（3番人気）
馬連票数 計 996110 的中 �� 127792（3番人気）
馬単票数 計 479603 的中 �� 28707（6番人気）
ワイド票数 計 720270 的中 �� 78015（3番人気）�� 5359（33番人気）�� 6874（28番人気）
3連複票数 計1367644 的中 ��� 12497（27番人気）
3連単票数 計2206592 的中 ��� 5149（100番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．1―47．2―1：00．1―1：12．6―1：24．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F37．0
3 ・（3，7）4，8，6（2，9，10）－5－1 4 ・（3，7）8，4（6，9，10）2（1，5）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイセイアゲイン �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．9．19 中京1着

2018．4．3生 牡2黒鹿 母 アーバンレジェンド 母母 パーソナルレジェンド 2戦2勝 賞金 17，324，000円

2703410月17日 雨 重 （2東京4） 第3日 第10競走 ��
��1，400�

はくしゅう

白秋ステークス
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），除3歳未出走馬および未勝利馬；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 3，650，000
3，650，000

円
円 1，820，000円

付 加 賞 392，000円 112，000円 28，000
28，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

713 ザイツィンガー 牡4芦 57 津村 明秀永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 428－ 21：23．1 14．4�
714 フ レ ッ チ ア 牡5青鹿57 C．ルメール�橋口 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：23．2� 4．2�
59 トウカイオラージュ 牡4栗 57 松山 弘平内村 正則氏 長谷川浩大 新ひだか 平野牧場 480－ 81：23．52 13．3�
715 ミュージアムヒル 牝5鹿 55 丸山 元気吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B476－10 〃 同着 35．0�
611 アプルーヴァル 牡5鹿 57 和田 竜二近藤 英子氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 512± 01：23．6	 16．0�
818 ビッククインバイオ 牝3栗 53 戸崎 圭太バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 484＋ 4 〃 クビ 3．3	
612 ボーダーオブライフ 
6鹿 57 伊藤 工真�レッドマジック金成 貴史 千歳 社台ファーム 492－ 41：23．81� 66．1

48 カ ル リ ー ノ 牡4鹿 57 三浦 皇成 �Gリビエール・

レーシング 高橋 裕 浦河 松栄牧場 514＋ 61：23．9クビ 6．0�
817 オールザゴー 牡6鹿 57 北村 友一 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510＋ 61：24．0� 62．7
35 ネ リ ッ サ 牝4鹿 55 北村 宏司木村 廣太氏 勢司 和浩 浦河 大島牧場 436－ 4 〃 ハナ 20．6�
23 エクレアスパークル 牡6青鹿57 横山 和生李 柱坤氏 大和田 成 安平 ノーザンファーム B476＋ 61：24．1	 104．6�
36 � サンノゼテソーロ 牡4芦 57 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 米
Sheltowee Farm, WMK
Racing LLC, Patricia
Pavlish, Joe Miller, et al

B460＋ 41：24．31� 38．6�
816 ダイトウキョウ 牡8鹿 57 幸 英明市川 義美氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 470＋ 4 〃 アタマ 136．2�
47 オーヴォドーロ 牝5黒鹿55 武藤 雅�レッドマジック久保田貴士 千歳 社台ファーム B470－ 41：24．4� 35．6�
12 レッドイグニス 
7黒鹿57 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B476＋ 61：24．5クビ 17．2�
11 ペイシャドリーム 牝4鹿 55 的場 勇人北所 直人氏 的場 均 新冠 ラツキー牧場 472＋ 61：24．71� 12．3�
510 ウォータースペース 牝4青鹿55 石橋 脩山岡 正人氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 462＋ 21：24．8	 50．7�
24 ラスティユース 牡5栗 57 武士沢友治小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 500± 01：24．9	 117．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 56，934，500円 複勝： 92，885，600円 枠連： 38，626，300円
馬連： 162，714，200円 馬単： 57，504，600円 ワイド： 118，227，900円
3連複： 263，449，900円 3連単： 257，733，100円 計： 1，048，076，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，440円 複 勝 � 290円 � 170円 �
�

340円
540円 枠 連（7－7） 2，130円

馬 連 �� 3，700円 馬 単 �� 9，030円

ワ イ ド �� 880円 ��
��

1，780円
2，530円

��
��

710円
1，470円

3 連 複 ���
���

6，970円
13，660円 3 連 単 ���

���
51，820円
73，430円

票 数

単勝票数 計 569345 的中 � 31541（6番人気）
複勝票数 計 928856 的中 �

�
59254
27861

（6番人気）
（11番人気）

� 142476（2番人気）� 49007（7番人気）

枠連票数 計 386263 的中 （7－7） 14009（9番人気）
馬連票数 計1627142 的中 �� 33996（12番人気）
馬単票数 計 575046 的中 �� 4774（33番人気）
ワイド票数 計1182279 的中 ��

��
21287
26700

（15番人気）
（8番人気）

��
��

10049
12240

（38番人気）
（31番人気）

�� 6981（48番人気）

3連複票数 計2634499 的中 ��� 14194（40番人気）��� 7209（90番人気）
3連単票数 計2577331 的中 ��� 1803（312番人気） ��� 1272（478番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．1―47．0―58．2―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ザイツィンガー �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．10．13 京都1着

2016．3．25生 牡4芦 母 ザッハトルテ 母母 パ フ ェ 17戦4勝 賞金 61，875，000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 ウィンドライジズ号・タガノスカイハイ号・ドルチャーリオ号・ファイブフォース号



2703510月17日 雨 重 （2東京4） 第3日 第11競走 ��
��1，800�第68回アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・左）
牝，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52�4歳以上
54�，1．10．12以降GⅠ競走1着馬2�増，GⅡ競走1着馬1�増，1．10．11以前のGⅠ競
走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

府中市長賞・レパーズタウン競馬場賞（1着）
賞 品

本 賞 55，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，300，000円 5，500，000円
付 加 賞 588，000円 168，000円 84，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

44 サ ラ キ ア 牝5鹿 54 北村 友一 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 454－ 21：48．5 20．2�
66 シャドウディーヴァ 牝4黒鹿54 内田 博幸 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 482＋ 81：49．03 18．1�
88 サムシングジャスト 牝4黒鹿54 松山 弘平 �グリーンファーム松田 国英 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 514＋ 61：49．21� 20．9�
77 トロワゼトワル 牝5鹿 54 横山 典弘 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 462－ 2 〃 クビ 7．0�
55 ラヴズオンリーユー 牝4鹿 55 M．デムーロ DMMドリームクラブ� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 486＋121：49．3	 2．3	
22 ダノンファンタジー 牝4鹿 54 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：49．61
 4．0

11 シゲルピンクダイヤ 牝4黒鹿54 幸 英明森中 蕃氏 渡辺 薫彦 日高 天羽牧場 474± 01：49．91
 15．4�
33 フェアリーポルカ 牝4鹿 54 和田 竜二山本 剛士氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 498－12 〃 クビ 4．7�

（8頭）

売 得 金
単勝： 220，618，100円 複勝： 194，955，800円 枠連： 発売なし
馬連： 442，942，600円 馬単： 202，463，900円 ワイド： 283，660，800円
3連複： 602，681，500円 3連単： 1，242，350，800円 計： 3，189，673，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，020円 複 勝 � 400円 � 420円 � 460円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 9，350円 馬 単 �� 20，340円

ワ イ ド �� 2，430円 �� 2，670円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 23，160円 3 連 単 ��� 189，020円

票 数

単勝票数 計2206181 的中 � 87316（7番人気）
複勝票数 計1949558 的中 � 130290（6番人気）� 122625（7番人気）� 110274（8番人気）
馬連票数 計4429426 的中 �� 36699（26番人気）
馬単票数 計2024639 的中 �� 7463（46番人気）
ワイド票数 計2836608 的中 �� 30008（27番人気）�� 27241（28番人気）�� 39472（23番人気）
3連複票数 計6026815 的中 ��� 19515（54番人気）
3連単票数 計12423508 的中 ��� 4765（313番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―11．4―11．5―12．2―12．7―11．8―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．5―35．9―47．4―59．6―1：12．3―1：24．1―1：36．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．9―3F36．2

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

勝馬の
紹 介

サ ラ キ ア 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Lomitas デビュー 2018．1．21 中京1着

2015．2．5生 牝5鹿 母 サ ロ ミ ナ 母母 Saldentigerin 18戦4勝 賞金 186，623，000円
〔発走状況〕 シゲルピンクダイヤ号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 シゲルピンクダイヤ号は，令和2年10月18日から令和2年11月16日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりサラキア号は，エリザベス女王杯（GⅠ）競走に優先出走できる。

2703610月17日 雨 重 （2東京4） 第3日 第12競走 ��
��1，600�3歳以上2勝クラス

発走16時25分 （1000万円以下） （ダート・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
1：33．8
1：33．3

重
良

35 マ ッ ク ス �3栗 55 川田 将雅石川 達絵氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 480＋ 21：35．7 3．1�
510 サンダーブリッツ 牡3黒鹿55 横山 典弘草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 492＋10 〃 ハナ 4．5�
713 パイロテクニクス �4鹿 57 武藤 雅 �シルクレーシング 武藤 善則 新ひだか 原口牧場 516＋10 〃 クビ 58．0�
36 フルデプスリーダー 牡3鹿 55 C．ルメール 小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 村田牧場 490＋141：36．01	 3．7�
23 リッターシュラーク 牡3黒鹿55 宮崎 北斗西森 功氏 中川 公成 新冠 オリエント牧場 492＋ 21：36．1	 57．6�
612 ゲンパチマイティー 牡3鹿 55 松山 弘平平野 武志氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 514＋ 41：36．2	 17．1	
714 ダイワドノヴァン 牡6黒鹿57 野中悠太郎大城 正一氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B538－ 2 〃 クビ 33．1

48 ゴールドフレーム �4栗 57 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 472± 01：36．4
 42．2�
24 モズレジーナ 牝4鹿 55 内田 博幸 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 438＋ 21：36．5
 14．0
59 デ ィ ロ ス �5鹿 57 丸山 元気 �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 514＋ 4 〃 ハナ 82．2�
47 ラブリーエンジェル 牝3栗 53 木幡 巧也長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 434＋ 21：36．6クビ 16．1�
816 クレッセントムーン 牡4栗 57 M．デムーロ �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B502＋101：36．7	 11．6�
815 ニシノアメイズ 牝4鹿 55 和田 竜二西山 茂行氏 松山 将樹 日高 長谷川 一男 524＋ 81：36．91� 32．0�
611 ガルヴィハーラ 牡4栗 57 三浦 皇成 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 502＋ 6 〃 クビ 29．1�
12 デルマカシャーサ 牝5栗 55 武士沢友治浅沼 廣幸氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 460＋ 21：37．0	 245．7�

（15頭）
11 オンザウェイ 牡4栗 57 津村 明秀久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム B534＋12 （競走除外）

売 得 金
単勝： 103，281，700円 複勝： 146，925，100円 枠連： 49，531，900円
馬連： 185，993，400円 馬単： 74，763，200円 ワイド： 164，442，700円
3連複： 304，663，500円 3連単： 346，959，200円 計： 1，376，560，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 200円 � 800円 枠 連（3－5） 480円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 500円 �� 2，560円 �� 3，590円

3 連 複 ��� 15，170円 3 連 単 ��� 50，080円

票 数

単勝票数 差引計1032817（返還計 6407） 的中 � 263062（1番人気）
複勝票数 差引計1469251（返還計 16437） 的中 � 284602（2番人気）� 209082（3番人気）� 34620（12番人気）
枠連票数 差引計 495319（返還計 347） 的中 （3－5） 79204（1番人気）
馬連票数 差引計1859934（返還計 35414） 的中 �� 149642（3番人気）
馬単票数 差引計 747632（返還計 15046） 的中 �� 35353（3番人気）
ワイド票数 差引計1644427（返還計 45363） 的中 �� 91391（3番人気）�� 15877（30番人気）�� 11204（44番人気）
3連複票数 差引計3046635（返還計118683） 的中 ��� 15061（46番人気）
3連単票数 差引計3469592（返還計131187） 的中 ��� 5022（141番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．6―12．2―12．4―12．3―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．2―47．4―59．8―1：12．1―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マ ッ ク ス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2020．1．25 中山2着

2017．4．15生 �3栗 母 インプレスゴールド 母母 ビューティフルゴールド 5戦3勝 賞金 28，100，000円
〔競走除外〕 オンザウェイ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。発馬機内で暴れた際，疾病〔右飛節部挫創〕を発症したため競走除外。発

走時刻6分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 オンザウェイ号は，令和2年10月18日から令和2年11月16日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
※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 ジュニエーブル号・スパイスマジック号



（2東京4）第3日 10月17日（土曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後重
稍重後重

競走回数 12回 出走頭数 167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

285，090，000円
8，130，000円
35，490，000円
1，720，000円
31，500，000円
73，347，000円
4，728，500円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
806，481，800円
975，663，800円
202，555，600円
1，400，032，400円
619，913，400円
1，077，360，400円
2，046，474，700円
2，982，845，100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 10，111，327，200円

総入場人員 942名 （有料入場人員 803名）
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