
2707310月31日 晴 良 （2東京4） 第7日 第1競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10時10分 （ダート・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
1：36．2
1：36．2

不良
不良

68 ノットイェット 牝2鹿 54 戸崎 圭太�GET NEXT 武藤 善則 日高 日高大洋牧場 482＋ 41：39．4 10．3�
67 スパラキシス 牝2黒鹿54 大野 拓弥ディアレストクラブ� 宗像 義忠 浦河 ディアレスト

クラブ 466＋ 21：39．5� 18．0�
710 レッドウッドヒル 牝2栗 54 C．ルメール�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 482－ 61：39．71 1．2�
56 クロノフルール 牝2芦 54 武藤 雅�明栄商事 高柳 瑞樹 新ひだか 沖田 忠幸 488＋ 21：39．8� 59．9�
811 オーケーパッション 牝2鹿 54 石川裕紀人小野 建氏 相沢 郁 浦河 酒井牧場 466± 01：40．11� 11．9	
11 パ ラ ノ イ ド 牝2鹿 54 石橋 脩池谷 誠一氏 萩原 清 むかわ 上水牧場 470－ 41：40．52� 11．5

55 バンブトンローズ 牝2鹿 54 柴田 大知樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 476＋ 21：40．71� 103．4�
33 フィルメーザ 牝2栗 54 内田 博幸広尾レース� 小手川 準 日高 シグラップファーム 478＋ 8 〃 アタマ 175．1�
812 ペイシャレン 牝2栗 54

51 ▲原 優介北所 直人氏 蛯名 利弘 新ひだか ニシケンフアーム 446＋ 21：40．8� 270．0
22 リネンデザイン 牝2栗 54 吉田 豊戸山 昌彦氏 加藤 和宏 日高 沖田牧場 484＋ 41：41．12 28．7�
79 ド ナ リ ノ 牝2栗 54 横山 和生山田 貢一氏 高木 登 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446± 01：41．73� 150．8�
44 ト ラ ハ ト 牝2栗 54 江田 照男�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 462＋121：42．44 150．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 39，636，700円 複勝： 136，484，000円 枠連： 9，854，400円
馬連： 47，656，100円 馬単： 33，851，500円 ワイド： 44，794，000円
3連複： 74，047，900円 3連単： 131，096，200円 計： 517，420，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 170円 � 290円 � 110円 枠 連（6－6） 7，460円

馬 連 �� 6，090円 馬 単 �� 12，910円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 270円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 28，810円

票 数

単勝票数 計 396367 的中 � 32564（2番人気）
複勝票数 計1364840 的中 � 53641（4番人気）� 23774（5番人気）� 1094430（1番人気）
枠連票数 計 98544 的中 （6－6） 1023（15番人気）
馬連票数 計 476561 的中 �� 6055（12番人気）
馬単票数 計 338515 的中 �� 1966（24番人気）
ワイド票数 計 447940 的中 �� 8464（12番人気）�� 47814（3番人気）�� 27321（4番人気）
3連複票数 計 740479 的中 ��� 29854（6番人気）
3連単票数 計1310962 的中 ��� 3299（80番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．9―36．2―48．9―1：02．0―1：14．5―1：26．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノットイェット �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Exceed And Excel デビュー 2020．6．7 東京4着

2018．2．14生 牝2鹿 母 オリジンファースト 母母 Westphalia 5戦1勝 賞金 6，710，000円

2707410月31日 晴 良 （2東京4） 第7日 第2競走 ��
��1，600�2歳未勝利

発走10時40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

33 ブエナベントゥーラ 牡2栗 55 C．ルメール �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 504＋161：34．6 1．4�
68 トーセンメラニー 牝2黒鹿 54

51 ▲原 優介島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 472＋141：34．7� 10．5�

811 コスモノート 牡2鹿 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 510－ 21：35．44 13．9�

11 マエストリーナ 牝2鹿 54 野中悠太郎平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 414± 0 〃 ハナ 66．3�
44 � キトゥンズルンバ 牡2栗 55 戸崎 圭太吉田 千津氏 杉浦 宏昭 米

Frederick M. Allor,
Kenneth L. Ramsey
& Sarah K. Ramsey

456＋14 〃 クビ 14．3	
79 ルーマーミル 牡2黒鹿 55

54 ☆木幡 育也ゴドルフィン 小島 茂之 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 494－ 41：35．5� 421．3


710 コスモクーシェリ 牝2芦 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム 492± 01：35．6クビ 32．7�
67 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± 0 〃 クビ 51．2�
22 アーティフィス 牝2黒鹿54 田辺 裕信ルシミエント 栗田 徹 新ひだか 下屋敷牧場 468＋ 41：36．02� 5．6
812� コウエイブレイヴ 牡2鹿 55 石橋 脩伊東 政清氏 森 秀行 米 Jack Owens &

Barbara Owens 468－ 61：36．21 23．8�
56 リュウノエルヴィス 牡2芦 55 菅原 隆一蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか 藤川フアーム 472＋ 61：36．73 397．0�
55 レッジョエミリア 牝2鹿 54 岩田 望来小原準一郎氏 田島 俊明 日高 槇本牧場 448± 01：37．23 82．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 41，302，100円 複勝： 174，043，300円 枠連： 12，624，400円
馬連： 52，679，000円 馬単： 39，140，600円 ワイド： 55，688，400円
3連複： 81，949，800円 3連単： 151，491，100円 計： 608，918，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 180円 � 210円 枠 連（3－6） 420円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 300円 �� 350円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 4，630円

票 数

単勝票数 計 413021 的中 � 225210（1番人気）
複勝票数 計1740433 的中 � 1362881（1番人気）� 65738（3番人気）� 53015（5番人気）
枠連票数 計 126244 的中 （3－6） 23178（3番人気）
馬連票数 計 526790 的中 �� 67981（2番人気）
馬単票数 計 391406 的中 �� 40197（2番人気）
ワイド票数 計 556884 的中 �� 51526（2番人気）�� 42598（4番人気）�� 11185（14番人気）
3連複票数 計 819498 的中 ��� 30990（8番人気）
3連単票数 計1514911 的中 ��� 23706（11番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．3―12．0―11．9―11．7―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．9―35．2―47．2―59．1―1：10．8―1：22．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブエナベントゥーラ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2020．6．6 東京2着

2018．2．19生 牡2栗 母 ブエナビスタ 母母 ビ ワ ハ イ ジ 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔制裁〕 トーセンメラニー号の騎手原優介は，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：4番）

第４回 東京競馬 第７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



2707510月31日 晴 良 （2東京4） 第7日 第3競走 ��1，800�2歳未勝利
発走11時10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 セータステソーロ 牡2栗 55 大野 拓弥了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 新冠 新冠橋本牧場 496± 01：47．8 3．9�

78 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± 01：48．01� 14．5�

22 スバラシイヒビ 牡2栗 55 田辺 裕信山口 裕介氏 田村 康仁 新ひだか 木田牧場 466± 01：48．21 6．3�
810 ヒットザシーン 牝2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 2 〃 クビ 106．7�
55 ラブリーハミング 牝2栗 54 武士沢友治池田 草龍氏 竹内 正洋 新冠 上井農場 458＋ 61：48．41� 36．1�
77 ノアブラック �2青鹿 55

54 ☆木幡 育也佐山 公男氏 天間 昭一 様似 清水スタッド 426＋ 41：48．61 68．2	
11 コンソレーション 牡2青 55 C．ルメール 伊東 純一氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 492＋10 〃 ハナ 1．5

89 キャットリング 牝2青鹿54 横山 武史榊原 浩一氏 深山 雅史 新ひだか 岡田スタツド 420－ 2 〃 クビ 20．1�
33 コパノデナリス 牝2黒鹿54 武藤 雅小林 照弘氏 水野 貴広 新ひだか へいはた牧場 424± 01：49．55 229．9�
66 オリヒメペコ 牝2芦 54 内田 博幸細川 大輔氏 浅野洋一郎 日高 白井牧場 486－ 21：49．92� 297．9

（10頭）

売 得 金
単勝： 37，937，000円 複勝： 56，622，000円 枠連： 9，173，500円
馬連： 48，643，000円 馬単： 31，292，400円 ワイド： 41，637，400円
3連複： 67，930，900円 3連単： 130，038，700円 計： 423，274，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 340円 � 290円 枠 連（4－7） 1，760円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 2，970円

ワ イ ド �� 450円 �� 360円 �� 730円

3 連 複 ��� 2，500円 3 連 単 ��� 11，830円

票 数

単勝票数 計 379370 的中 � 80757（2番人気）
複勝票数 計 566220 的中 � 98234（2番人気）� 39045（4番人気）� 47016（3番人気）
枠連票数 計 91735 的中 （4－7） 4024（6番人気）
馬連票数 計 486430 的中 �� 21832（6番人気）
馬単票数 計 312924 的中 �� 7897（10番人気）
ワイド票数 計 416374 的中 �� 23589（5番人気）�� 31039（4番人気）�� 13748（9番人気）
3連複票数 計 679309 的中 ��� 20334（9番人気）
3連単票数 計1300387 的中 ��� 7965（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―36．0―48．3―1：00．4―1：12．4―1：23．8―1：35．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

セータステソーロ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2020．8．16 新潟3着

2018．4．15生 牡2栗 母 デライトポイント 母母 マッチポイント 2戦1勝 賞金 6，900，000円

2707610月31日 晴 良 （2東京4） 第7日 第4競走 ��1，400�2歳新馬
発走11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
1：23．1
1：23．0

重
重

510 マーチリリー 牝2青鹿54 石橋 脩手嶋 美季氏 牧浦 充徳 浦河 谷口牧場 490 ―1：26．5 4．6�
35 レオンベルガー 牡2栗 55 C．ルメール 村木 隆氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 480 ―1：26．81� 2．3�
612 カ ー ド 牝2黒鹿54 江田 照男井高 義光氏 清水 英克 新冠 アラキフアーム 446 ―1：27．01� 21．7�
59 テイエムアトム 牡2栃栗55 石川裕紀人竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 バンブー牧場 516 ―1：27．21� 67．8�
36 トミケンストーリア 牡2鹿 55 武藤 雅冨樫 賢二氏 武井 亮 新ひだか 静内フジカワ牧場 474 ―1：27．41� 15．6�
11 スリーマイトコーズ 牝2栗 54 横山 武史永井商事� 田中 剛 浦河 村中牧場 444 ―1：27．5アタマ 14．1	
24 オレデイイノカ 牡2栗 55 内田 博幸福島 徳佑氏 古賀 慎明 平取 赤石牧場 462 ―1：27．6� 4．0

714 スマイルハライト 牝2栗 54 吉田 隼人松野 真一氏 松山 将樹 浦河 横山 浩司 440 ― 〃 クビ 76．7�
713 クレールプリュネル 牝2青鹿54 武士沢友治江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 466 ―1：29．210 447．4�
48 ボンラヴォーロ 牝2鹿 54 田中 勝春小林 由明氏 菊川 正達 新冠 中地 義次 424 ―1：29．73 36．6
12 デヴィルズプライド 牡2黒鹿55 菅原 隆一田頭 勇貴氏 石毛 善彦 様似 様似堀牧場 490 ―1：29．9� 244．6�
611 ヴァンキッシュ 牡2栗 55 宮崎 北斗山上 和良氏 的場 均 新ひだか 山際セントラルスタッド 440 ― 〃 アタマ 41．2�
816 テイエムマルタン 牡2鹿 55 嘉藤 貴行竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 若林 順一 478 ― 〃 ハナ 139．4�
47 クリスタルスワン 牝2芦 54 吉田 豊岡田 勇氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 490 ―1：31．39 38．5�
815 バ バ イ ェ ツ 牡2鹿 55 大野 拓弥山口 裕介氏 松山 将樹 新ひだか 友田牧場 420 ―1：31．51� 180．3�
23 サンフルーレット 牝2鹿 54

53 ☆木幡 育也諸岡 慶氏 天間 昭一 新ひだか 田上 徹 492 ―1：39．0大差 381．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，854，300円 複勝： 35，784，900円 枠連： 11，137，900円
馬連： 46，983，800円 馬単： 23，888，300円 ワイド： 41，908，100円
3連複： 68，583，100円 3連単： 78，556，600円 計： 343，697，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 140円 � 320円 枠 連（3－5） 580円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，110円 �� 870円

3 連 複 ��� 2，970円 3 連 単 ��� 13，410円

票 数

単勝票数 計 368543 的中 � 66100（3番人気）
複勝票数 計 357849 的中 � 57839（3番人気）� 79012（1番人気）� 21309（6番人気）
枠連票数 計 111379 的中 （3－5） 14777（2番人気）
馬連票数 計 469838 的中 �� 53442（2番人気）
馬単票数 計 238883 的中 �� 10833（4番人気）
ワイド票数 計 419081 的中 �� 36564（2番人気）�� 9020（12番人気）�� 11702（10番人気）
3連複票数 計 685831 的中 ��� 17291（7番人気）
3連単票数 計 785566 的中 ��� 4246（29番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―12．6―12．7―12．0―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．0―25．0―37．6―50．3―1：02．3―1：14．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マーチリリー �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2018．2．15生 牝2青鹿 母 フミノアマゾン 母母 フミノテネシー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンフルーレット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年11月30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） 4頭 アニマルダンジ号・サイレントナイト号・ネオアビー号・リュンヌドネージュ号



2707710月31日 晴 良 （2東京4） 第7日 第5競走 ��
��1，400�2歳新馬

発走12時30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

510 アヴェラーレ 牝2鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 424 ―1：22．7 2．3�
714 アルトヴォラーレ 牝2栗 54 戸崎 圭太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 上原 博之 新ひだか 岡田スタツド 464 ―1：22．91� 7．6�
815 グランディス 牡2鹿 55 田辺 裕信石井 輝昭氏 高橋 裕 浦河 栄進牧場 460 ―1：23．22 36．0�
612 マイナーズライト 牡2鹿 55 柴田 善臣吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 464 ―1：23．3クビ 49．3�
23 � ジュストコル 牡2鹿 55 岩田 望来吉田 照哉氏 大久保龍志 英 Shadai Farm 506 ―1：23．51	 3．0	
12 ジョージバローズ 牡2黒鹿55 吉田 隼人猪熊 広次氏 清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 490 ―1：23．81
 20．4

36 スパイラルライズ 牡2鹿 55 武藤 雅吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 470 ―1：24．43	 13．2�
35 サンデーグラス 牡2黒鹿 55

54 ☆木幡 育也長谷川兼美氏 本間 忍 浦河 グラストレーニ
ングセンター 420 ― 〃 ハナ 136．6�

24 サクラカレント 牝2鹿 54 北村 宏司�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 484 ― 〃 アタマ 19．9
713 タカイチラブ 牡2青鹿55 横山 和生髙橋 一郎氏 勢司 和浩 新冠 シンユウフアーム 492 ―1：24．5
 156．8�
11 マ ル シ ャ 牡2鹿 55 江田 照男平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 468 ―1：24．6
 107．9�
48 ネ オ イ リ ス 牝2栗 54 津村 明秀太田 勝久氏 鈴木 伸尋 新冠 川上牧場 440 ―1：24．8
 41．3�
59 テイエムユキマイ 牝2芦 54 嘉藤 貴行竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 熊谷 武 426 ― 〃 クビ 183．6�
816 マ ネ ッ チ ア 牝2黒鹿54 野中悠太郎小林 祐一氏 青木 孝文 青森 谷川 博勝 448 ―1：25．01� 232．1�
611 シャークウォーニン 牡2鹿 55

52 ▲原 優介井上 久光氏 小桧山 悟 日高 サンバマウン
テンファーム 462 ―1：25．1	 235．0�

47 オープンワールド 牡2青鹿55 吉田 豊�明栄商事 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 470 ―1：25．95 32．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，427，000円 複勝： 40，038，600円 枠連： 11，259，400円
馬連： 50，175，500円 馬単： 25，379，700円 ワイド： 45，568，300円
3連複： 68，975，300円 3連単： 83，590，200円 計： 367，414，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 180円 � 480円 枠 連（5－7） 640円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，200円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 5，010円 3 連 単 ��� 12，310円

票 数

単勝票数 計 424270 的中 � 150696（1番人気）
複勝票数 計 400386 的中 � 96450（1番人気）� 60232（3番人気）� 15027（8番人気）
枠連票数 計 112594 的中 （5－7） 13538（2番人気）
馬連票数 計 501755 的中 �� 50359（2番人気）
馬単票数 計 253797 的中 �� 18032（3番人気）
ワイド票数 計 455683 的中 �� 38110（2番人気）�� 9187（14番人気）�� 6801（20番人気）
3連複票数 計 689753 的中 ��� 10306（15番人気）
3連単票数 計 835902 的中 ��� 4920（29番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．7―12．2―12．0―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．8―35．5―47．7―59．7―1：10．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F35．0
3 8，7（5，13）14，3，15（4，10，12）－（6，2）11，16，1，9 4 8，7－（5，13）14（3，15）（10，12）4（6，2）16，11（1，9）

勝馬の
紹 介

アヴェラーレ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Harlan’s Holiday 初出走

2018．3．29生 牝2鹿 母 アルビアーノ 母母 Antics 1戦1勝 賞金 7，000，000円

2707810月31日 晴 良 （2東京4） 第7日 第6競走 ��
��1，600�2歳新馬

発走13時05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

23 � アナンシエーション 牡2栗 55 C．ルメール �シルクレーシング 手塚 貴久 米 Colts Neck
Stables LLC 492 ―1：38．3 3．0�

47 フィールザワールド 牡2鹿 55 北村 宏司櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 462 ―1：38．93� 14．2�
612 タイセイシェダル 牡2栗 55 岩田 望来田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 大島牧場 450 ―1：39．53� 7．2�
816 サンエルセントロ 牡2黒鹿55 松岡 正海 �加藤ステーブル 中舘 英二 日高 シンボリ牧場 458 ―1：39．6� 59．8�
24 ノアウィンザー 牡2鹿 55 柴田 善臣佐山 公男氏 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 458 ―1：40．66 70．7	
714� ナイトフローリック 牡2鹿 55 M．デムーロ保坂 和孝氏 木村 哲也 米 Woodford

Thoroughbreds 498 ―1：41．45 10．0

59 ミッションレール 牡2鹿 55 内田 博幸 �スリーエイチレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 474 ―1：41．93 11．6�
510 アポロドリーム 牝2鹿 54 横山 武史アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 498 ―1：42．0	 90．1�
48 ミツカネジュピター 牡2鹿 55

54 ☆木幡 育也小山田 満氏 本間 忍 新ひだか 坂本 健一 490 ―1：42．2	 215．3
35 ス ペ ッ ク 牡2鹿 55 武藤 雅和田 正巳氏 大和田 成 新ひだか 千代田牧場 452 ―1：42．41
 208．6�
713� アメリカンエール 牡2芦 55 戸崎 圭太 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. 502 ―1：42．61� 2．6�
815 チェリーベルツ 牝2黒鹿54 吉田 隼人米津 佳昭氏 尾形 和幸 日高 白瀬 盛雄 450 ―1：42．7� 34．4�
12 キタノウズシオ 牡2鹿 55 野中悠太郎北所 直人氏 小笠 倫弘 新ひだか 三石川上牧場 510 ―1：42．8� 343．2�
11 アラベスクパンシェ 牝2鹿 54 横山 和生内藤 好江氏 竹内 正洋 日高 中館牧場 474 ―1：45．2大差 122．5�
36 サニーサンピング 牡2鹿 55 石川裕紀人陳 立文氏 稲垣 幸雄 日高 日高大洋牧場 552 ―1：45．41� 159．4�

（15頭）
611 シザースフェイント 牡2青鹿55 大野 拓弥�G1レーシング 稲垣 幸雄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 41，974，000円 複勝： 46，669，300円 枠連： 12，683，100円
馬連： 55，634，300円 馬単： 27，019，300円 ワイド： 45，606，900円
3連複： 73，932，300円 3連単： 87，475，300円 計： 390，994，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 250円 � 200円 枠 連（2－4） 1，840円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 2，260円

ワ イ ド �� 660円 �� 490円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 3，870円 3 連 単 ��� 15，600円

票 数

単勝票数 計 419740 的中 � 113830（2番人気）
複勝票数 計 466693 的中 � 120889（1番人気）� 39280（5番人気）� 54769（3番人気）
枠連票数 計 126831 的中 （2－4） 5327（9番人気）
馬連票数 計 556343 的中 �� 23903（9番人気）
馬単票数 計 270193 的中 �� 8929（10番人気）
ワイド票数 計 456069 的中 �� 17655（9番人気）�� 24668（4番人気）�� 11139（12番人気）
3連複票数 計 739323 的中 ��� 14324（12番人気）
3連単票数 計 874753 的中 ��� 4063（44番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―36．4―48．9―1：01．6―1：13．9―1：26．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アナンシエーション �
�
父 Union Rags �

�
母父 Giant’s Causeway 初出走

2018．5．12生 牡2栗 母 Acquant 母母 Social Queen 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 シザースフェイント号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アラベスクパンシェ号・サニーサンピング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和2年11月30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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ハラジュク号・フランスゴデイナ号・モワルー号



2707910月31日 晴 良 （2東京4） 第7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）

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
1：33．8
1：33．3

重
良

810 プリモダヴィンチ 牝4黒鹿55 江田 照男�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 474－ 61：38．2 10．5�
79 モノポリーアイズ 牝3黒鹿53 横山 典弘吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 438－ 41：38．41� 6．4�
66 � ケイティマドンナ 牝4栗 55

52 ▲原 優介瀧本 和義氏 清水 英克 新ひだか 岡野牧場 B456± 0 〃 クビ 197．8�
78 ジェロボーム 牝3栗 53 戸崎 圭太長谷川祐司氏 古賀 慎明 新ひだか チャンピオンズファーム 492－ 41：38．5クビ 6．2�
67 アドアステラ 牝4栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム B448± 01：38．6� 3．0�
33 カイトレッド 牝3鹿 53 M．デムーロ本田 恒雄氏 和田 雄二 日高 道見牧場 458＋ 81：38．91� 21．7	
44 グレイスアン 牝4鹿 55 岩田 望来 TURFレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 492－ 2 〃 クビ 23．3

55 ガルナッチャ 牝3栗 53 横山 和生チームユッキレーシング 鹿戸 雄一 日高 広富牧場 438－ 41：39．0クビ 16．0�
811 セイウンヒロイン 牝3黒鹿53 石川裕紀人西山 茂行氏 奥平 雅士 洞	湖 レイクヴィラファーム 498＋ 8 〃 クビ 73．0�
22 ポレンティア 牝3青鹿53 柴田 善臣 �シルクレーシング 田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510－ 81：40．17 3．0
11 � セイウンシェリー 牝4栗 55 武藤 雅西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 ガーベラパー

クスタツド B440＋201：40．73
 114．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 44，384，900円 複勝： 62，217，300円 枠連： 12，128，000円
馬連： 68，038，900円 馬単： 29，531，400円 ワイド： 55，939，100円
3連複： 86，820，200円 3連単： 115，292，600円 計： 474，352，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 330円 � 240円 � 3，640円 枠 連（7－8） 1，780円

馬 連 �� 3，340円 馬 単 �� 6，950円

ワ イ ド �� 830円 �� 10，360円 �� 7，300円

3 連 複 ��� 116，270円 3 連 単 ��� 512，800円

票 数

単勝票数 計 443849 的中 � 33668（5番人気）
複勝票数 計 622173 的中 � 51225（5番人気）� 79580（4番人気）� 3652（11番人気）
枠連票数 計 121280 的中 （7－8） 5272（5番人気）
馬連票数 計 680389 的中 �� 15743（17番人気）
馬単票数 計 295314 的中 �� 3184（29番人気）
ワイド票数 計 559391 的中 �� 18290（9番人気）�� 1350（43番人気）�� 1922（37番人気）
3連複票数 計 868202 的中 ��� 560（116番人気）
3連単票数 計1152926 的中 ��� 163（576番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．3―35．1―47．6―1：00．4―1：12．8―1：25．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリモダヴィンチ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 シアトルスズカ デビュー 2018．7．29 札幌5着

2016．2．9生 牝4黒鹿 母 グランドホイッスル 母母 ク チ ブ エ 5戦2勝 賞金 14，400，000円
〔制裁〕 カイトレッド号の騎手M．デムーロは，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：7番）

ケイティマドンナ号の騎手原優介は，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：4番）

2708010月31日 晴 良 （2東京4） 第7日 第8競走 ��
��2，000�3歳以上1勝クラス

発走14時05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 7，600，000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
1：56．1
1：56．1

良
良

710 クロミナンス 牡3鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 494－102：01．8 2．2�

56 ヤ シ ャ マ ル 牡3黒鹿55 吉田 隼人高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 船越 伸也 496＋ 42：01．9� 4．9�
33 エンジェルサークル 牝3黒鹿53 M．デムーロ吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 450－ 22：02．32� 11．2�
79 カナロアガール 牝4鹿 55 田辺 裕信広尾レース� 田村 康仁 平取 清水牧場 480－ 4 〃 クビ 8．3�
68 マイネルミュトス 牡4青 57 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 480± 0 〃 アタマ 17．5	
55 レッドペルーシュ 牝3鹿 53

52 ☆木幡 育也 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 新ひだか 三石川上牧場 408－ 42：02．4クビ 31．0

812 レットミーアウト 牝3黒鹿53 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム B478＋ 2 〃 ハナ 144．1�
44 ディアセオリー 牡3鹿 55 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 488± 0 〃 クビ 6．0�
811 アイブランコ 牡3栗 55 内田 博幸ライフエンタープライズ� 中野 栄治 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 514＋102：02．5� 29．3
67 キタノインパクト 牡4鹿 57 北村 宏司 DMMドリームクラブ� 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 504＋102：02．6� 17．7�
11 ブランシュフルール 牝3栗 53 横山 武史 �サンデーレーシング 大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋ 42：02．81	 70．4�
22 
 ヴィズサクセス 牡3鹿 55 松岡 正海嶋田 賢氏 手塚 貴久 愛 Airlie Stud 472＋142：03．11� 25．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 62，247，500円 複勝： 81，771，000円 枠連： 15，863，300円
馬連： 82，189，200円 馬単： 35，255，300円 ワイド： 73，990，200円
3連複： 117，929，500円 3連単： 140，761，400円 計： 610，007，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 180円 � 250円 枠 連（5－7） 440円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 390円 �� 680円 �� 740円

3 連 複 ��� 2，600円 3 連 単 ��� 9，160円

票 数

単勝票数 計 622475 的中 � 217722（1番人気）
複勝票数 計 817710 的中 � 182946（1番人気）� 116596（3番人気）� 69078（5番人気）
枠連票数 計 158633 的中 （5－7） 27434（1番人気）
馬連票数 計 821892 的中 �� 81000（1番人気）
馬単票数 計 352553 的中 �� 23382（1番人気）
ワイド票数 計 739902 的中 �� 51316（2番人気）�� 27081（7番人気）�� 24500（8番人気）
3連複票数 計1179295 的中 ��� 34014（4番人気）
3連単票数 計1407614 的中 ��� 11133（8番人気）

ハロンタイム 13．3―12．4―12．3―12．4―13．0―12．4―12．1―11．0―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．7―38．0―50．4―1：03．4―1：15．8―1：27．9―1：38．9―1：50．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．0―3F33．9

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

勝馬の
紹 介

クロミナンス �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2019．10．5 東京3着

2017．2．14生 牡3鹿 母 イリュミナンス 母母 ス キ ッ フ ル 3戦2勝 賞金 14，500，000円



2708110月31日 晴 良 （2東京4） 第7日 第9競走 ��
��2，100�

しょうせんきょう

昇 仙 峡 特 別
発走14時35分 （ダート・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），1．10．26以降2．10．25まで1回以上出走馬；負担
重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

24 ヒロイックテイル 牡3栗 55 C．ルメール 吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 480＋ 42：09．5 1．7�
612 コバルトブルー 牡4栗 54 石川裕紀人青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 462－102：10．67 49．0�
35 ヴィアメント 牡3栗 53 M．デムーロ �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 494＋18 〃 クビ 16．9�
713 マテンロウスパーク 牡3黒鹿54 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新冠 松浦牧場 500＋ 22：11．02 4．5�
23 ルナエクリプス 牡3栗 53 石橋 脩吉田 晴哉氏 田村 康仁 安平 追分ファーム 524＋ 22：11．85 95．6	
816� ディスカバー �6鹿 53 原 優介村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B466－ 42：11．9クビ 93．9

714 エコロドリーム 牡4栗 54 柴田 善臣原村 正紀氏 岩戸 孝樹 浦河 赤田牧場 474－ 62：12．0	 86．9�
36 ネクストムーブ 牡7栗 54 北村 宏司林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 桜井牧場 504－ 8 〃 ハナ 72．5�
611 ホウオウトゥルース �4栗 55 大野 拓弥小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 22：12．63
 15．1
510 ミラクルヒッター 牡5芦 52 江田 照男丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム B494± 0 〃 クビ 182．2�
12 ヴォートルエロー 牡3鹿 53 横山 武史�ラ・メール 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 490＋ 62：12．7	 19．8�
815 アポロアベリア 牡3栗 53 武藤 雅アポロサラブレッドクラブ 武藤 善則 日高 三輪 幸子 550＋182：12．8クビ 94．0�
59 ナックジーニアス 牡3栗 53 田中 勝春小松 欣也氏 宗像 義忠 新冠 守矢牧場 510－ 62：12．9	 5．8�
48 ギガバッケン 牡5鹿 54 宮崎 北斗 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド B556－ 62：13．11 72．7�
47 ファイトアローン 牡5栗 54 戸崎 圭太�前川企画 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 552＋122：13．52
 91．0�
11 バンクショット 牡4黒鹿55 岩田 望来吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム B470± 02：14．03 63．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，349，100円 複勝： 74，416，500円 枠連： 21，571，400円
馬連： 113，937，700円 馬単： 50，144，400円 ワイド： 84，893，500円
3連複： 173，637，900円 3連単： 212，380，500円 計： 784，331，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 120円 � 720円 � 350円 枠 連（2－6） 810円

馬 連 �� 5，160円 馬 単 �� 5，450円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 710円 �� 6，960円

3 連 複 ��� 14，370円 3 連 単 ��� 51，420円

票 数

単勝票数 計 533491 的中 � 239004（1番人気）
複勝票数 計 744165 的中 � 255313（1番人気）� 17685（8番人気）� 41257（5番人気）
枠連票数 計 215714 的中 （2－6） 20406（3番人気）
馬連票数 計1139377 的中 �� 17093（12番人気）
馬単票数 計 501444 的中 �� 6891（17番人気）
ワイド票数 計 848935 的中 �� 12801（15番人気）�� 32658（6番人気）�� 3004（56番人気）
3連複票数 計1736379 的中 ��� 9061（43番人気）
3連単票数 計2123805 的中 ��� 2994（145番人気）

ハロンタイム 7．0―11．0―12．0―12．2―12．2―12．2―12．1―12．4―12．4―12．8―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．0―30．0―42．2―54．4―1：06．6―1：18．7―1：31．1―1：43．5―1：56．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒロイックテイル �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Awesome Again デビュー 2019．12．21 阪神7着

2017．5．7生 牡3栗 母 パーソナルレジェンド 母母 Highland Legend 7戦3勝 賞金 36，716，000円
〔制裁〕 コバルトブルー号の騎手石川裕紀人は，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：11番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 アバオアクー号・サイモンサーマル号・サトノヴィクトリー号・フィストバンプ号・フーズサイド号・リヴィエラ号・

リョウガ号

2708210月31日 晴 良 （2東京4） 第7日 第10競走
顕彰馬選定記念

��
��1，600�キタサンブラックメモリアル

発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），1．10．26以降2．10．25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 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

816 ト ラ イ ン 牡5鹿 55 吉田 隼人大野 照旺氏 浜田多実雄 新ひだか タイヘイ牧場 448－121：32．8 27．9�
48 ウイングレイテスト 牡3栗 54 松岡 正海�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 504＋ 41：33．01� 7．2�
612 オールイズウェル 牡4黒鹿56 C．ルメール 小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 492－ 2 〃 クビ 2．8�
818 ローズテソーロ 牝4青鹿53 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 新ひだか 幌村牧場 472＋201：33．1� 31．8�
817 ウェーブヒーロー 牡7鹿 54 石川裕紀人万波 健二氏 中尾 秀正 新冠 新冠橋本牧場 490－161：33．31� 280．1�
713 ドルチャーリオ 牡7栗 53 田中 勝春ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468＋ 41：33．4クビ 345．2	
36 カイザーミノル 牡4鹿 55 横山 典弘吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 468± 0 〃 クビ 16．6

715 ナイトバナレット 牡6芦 54 武士沢友治 �シルクレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 41：33．5クビ 65．2�
714 ナスノシンフォニー 牝5栗 53 柴田 善臣須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 470－ 6 〃 クビ 11．8�
24 ロ ラ イ マ 	7鹿 55 横山 武史 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 454－ 21：33．6クビ 27．0�
47 デスティニーソング 牝6鹿 50 江田 照男 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 新谷 功一 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 6 〃 クビ 198．3�
35 ロ ザ ム ー ル 牝4栗 54 北村 宏司栗山 良子氏 上原 博之 新ひだか 静内坂本牧場 492＋ 61：33．91
 14．7�
11 フォルコメン 牡4鹿 56 M．デムーロ �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム B516＋ 2 〃 クビ 14．1�
12 フォックスクリーク 牡5黒鹿54 岩田 望来金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 470－ 61：34．0クビ 135．7�
611 スカイグルーヴ 牝3栗 52 戸崎 圭太 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 446－10 〃 クビ 3．4�
59 キングリッド 牡6鹿 54 津村 明秀吉田 安惠氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 454＋ 21：34．1クビ 106．7�
510 ナムラムツゴロー 牡5栗 54 野中悠太郎奈村 信重氏 長谷川浩大 浦河 谷川牧場 488－ 61：34．2
 116．1�
23 ストーンリッジ 牡3鹿 54 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 452－ 61：34．83� 32．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 73，109，200円 複勝： 106，032，700円 枠連： 38，340，000円
馬連： 155，616，200円 馬単： 59，870，200円 ワイド： 121，761，600円
3連複： 242，690，000円 3連単： 265，782，300円 計： 1，063，202，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，790円 複 勝 � 690円 � 230円 � 150円 枠 連（4－8） 6，310円

馬 連 �� 10，480円 馬 単 �� 22，930円

ワ イ ド �� 3，170円 �� 1，640円 �� 630円

3 連 複 ��� 10，270円 3 連 単 ��� 111，310円

票 数

単勝票数 計 731092 的中 � 20931（9番人気）
複勝票数 計1060327 的中 � 28639（10番人気）� 112263（3番人気）� 253577（1番人気）
枠連票数 計 383400 的中 （4－8） 4702（21番人気）
馬連票数 計1556162 的中 �� 11502（32番人気）
馬単票数 計 598702 的中 �� 1958（62番人気）
ワイド票数 計1217616 的中 �� 9473（34番人気）�� 18737（16番人気）�� 52907（4番人気）
3連複票数 計2426900 的中 ��� 17718（29番人気）
3連単票数 計2657823 的中 ��� 1731（321番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―11．7―11．7―11．2―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―34．8―46．5―58．2―1：09．4―1：20．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ト ラ イ ン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kingmambo デビュー 2017．11．26 京都1着

2015．5．8生 牡5鹿 母 マ ル ケ サ 母母 Dietrich 13戦4勝 賞金 60，125，000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 アヴィオール号・ネリッサ号・レッドベルローズ号



2708310月31日 晴 良 （2東京4） 第7日 第11競走 ��
��1，600�第9回アルテミスステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左）
牝，2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 29，000，000円 12，000，000円 7，300，000円 4，400，000円 2，900，000円
付 加 賞 602，000円 172，000円 86，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．7
1：32．3

良
良

714 ソ ダ シ 牝2白 54 吉田 隼人金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：34．9 3．5�

36 ク ク ナ 牝2黒鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 450－ 81：35．21� 4．0�
713 テンハッピーローズ 牝2栗 54 田辺 裕信天白 泰司氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 438± 01：35．3� 6．4�
12 ストゥーティ 牝2鹿 54 石橋 脩 �キャロットファーム 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 420－ 6 〃 クビ 38．9�
24 クールキャット 牝2青鹿54 津村 明秀 �シルクレーシング 奥村 武 洞	湖 レイクヴィラファーム 518＋141：35．51
 13．1	
47 ウインアグライア 牝2鹿 54 横山 武史�ウイン 和田 雄二 新冠 コスモヴューファーム 450－10 〃 ハナ 12．7

48 シャドウファックス 牝2芦 54 大野 拓弥飯塚 知一氏 宮田 敬介 千歳 社台ファーム 440＋ 2 〃 クビ 60．2�
815 モリノカンナチャン 牝2鹿 54 横山 和生森 和久氏 大江原 哲 登別 青藍牧場 442＋10 〃 ハナ 30．9�
35 ユーバーレーベン 牝2青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 484＋ 61：35．71 11．1
816 ヴァーチャリティ 牝2鹿 54 横山 典弘�桑田牧場 庄野 靖志 浦河 桑田牧場 454－ 41：35．8� 15．4�
611 ニシノリース 牝2黒鹿54 内田 博幸西山 茂行氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 402± 01：35．9� 167．4�
23 ミ ル ウ 牝2鹿 54 岩田 望来大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 434－ 4 〃 クビ 77．4�
510 ペイシャフェスタ 牝2栗 54 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 浦河 梅田牧場 486－ 61：36．21� 213．0�
59 オレンジフィズ 牝2黒鹿54 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 454＋ 61：36．3� 27．2�
11 タウゼントシェーン 牝2青 54 戸崎 圭太 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 410－ 61：37．36 19．7�
612 ハイプリーステス 牝2芦 54 柴田 善臣田頭 勇貴氏 星野 忍 新ひだか 田原橋本牧場 406－ 61：37．61� 573．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 211，928，700円 複勝： 251，074，800円 枠連： 97，593，300円
馬連： 432，969，800円 馬単： 156，344，600円 ワイド： 309，506，400円
3連複： 730，902，700円 3連単： 784，665，200円 計： 2，974，985，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 160円 � 180円 枠 連（3－7） 360円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 390円 �� 460円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ��� 8，080円

票 数

単勝票数 計2119287 的中 � 510433（1番人気）
複勝票数 計2510748 的中 � 511201（1番人気）� 412118（2番人気）� 330272（3番人気）
枠連票数 計 975933 的中 （3－7） 207540（1番人気）
馬連票数 計4329698 的中 �� 337779（1番人気）
馬単票数 計1563446 的中 �� 67677（1番人気）
ワイド票数 計3095064 的中 �� 209519（1番人気）�� 171304（2番人気）�� 130323（4番人気）
3連複票数 計7309027 的中 ��� 251981（1番人気）
3連単票数 計7846652 的中 ��� 70354（1番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．2―12．5―12．3―11．2―10．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―36．1―48．6―1：00．9―1：12．1―1：23．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソ ダ シ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．7．12 函館1着

2018．3．8生 牝2白 母 ブ チ コ 母母 シラユキヒメ 3戦3勝 賞金 68，099，000円
※出走取消馬 スライリー号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）

2708410月31日 晴 良 （2東京4） 第7日 第12競走 ��
��1，300�3歳以上1勝クラス

発走16時20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
1：16．1
1：16．1

重
重

33 � リュウノゾロ 	3鹿 55 江田 照男蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか へいはた牧場 482± 01：18．3 4．9�
78 トリプルシックス 牝3黒鹿53 横山 和生西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 476＋101：18．4
 14．9�
811 ペイシャリルキス 	4鹿 57 吉田 隼人北所 直人氏 本間 忍 様似 清水スタッド 502＋ 21：18．82� 3．7�
55 ネヴァタップアウト 牡3栗 55 横山 武史西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 512－ 41：19．01� 3．7�
67  ヴァンデリオン 牡3栗 55 M．デムーロ村山 忠弘氏 根本 康広 米 P. Headley, Nancy

Bell & NATO 472－ 41：19．1� 7．3�
66 � エ ナ ホ ー プ 牝6黒鹿55 柴田 大知宮原 廣伸氏 吉田 直弘 日高 沖田牧場 490－ 81：19．31� 133．6�
79 サウンドプリズム 牡3青鹿55 北村 宏司増田 雄一氏 武 英智 日高 本間牧場 B430－ 4 〃 ハナ 30．3	
22 スターファイター 牡3鹿 55 戸崎 圭太 
YGGホースクラブ 田島 俊明 新冠 川上牧場 494＋261：19．51� 6．0�
810 サノノクヒオ 牡3栗 55 内田 博幸佐野 信幸氏 清水 英克 日高 木村牧場 B498＋ 61：20．45 10．7�
11 � セイスケルツォ 牡3黒鹿55 岩田 望来金田 成基氏 浅野洋一郎 浦河 大道牧場 514＋ 2 〃 アタマ 99．7
44  ヴァイスジーニー 	6芦 57 野中悠太郎 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松永 康利 米
Janes Everatt, Janeane Ever-
att, Arika Everatt－Meeuse &
Calmar Stables

B520－181：21．57 212．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 78，451，100円 複勝： 92，632，800円 枠連： 26，031，600円
馬連： 149，316，800円 馬単： 62，158，200円 ワイド： 107，820，400円
3連複： 204，970，000円 3連単： 287，738，400円 計： 1，009，119，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 210円 � 300円 � 150円 枠 連（3－7） 2，380円

馬 連 �� 4，080円 馬 単 �� 6，560円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 390円 �� 830円

3 連 複 ��� 3，900円 3 連 単 ��� 21，880円

票 数

単勝票数 計 784511 的中 � 126822（3番人気）
複勝票数 計 926328 的中 � 113893（4番人気）� 66288（7番人気）� 188125（1番人気）
枠連票数 計 260316 的中 （3－7） 8471（14番人気）
馬連票数 計1493168 的中 �� 28322（17番人気）
馬単票数 計 621582 的中 �� 7106（30番人気）
ワイド票数 計1078204 的中 �� 23458（17番人気）�� 77892（2番人気）�� 32333（15番人気）
3連複票数 計2049700 的中 ��� 39417（16番人気）
3連単票数 計2877384 的中 ��� 9532（87番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．7―30．2―43．1―55．0―1：06．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�リュウノゾロ �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 ゴールドアリュール

2017．4．7生 	3鹿 母 ダークアイリス 母母 ダークエンディング 5戦1勝 賞金 10，500，000円
地方デビュー 2019．7．31 門別

〔発走状況〕 リュウノゾロ号は，枠内駐立不良〔突進〕。



（2東京4）第7日 10月31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 165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

231，140，000円
34，390，000円
1，990，000円
26，960，000円
71，242，500円
4，809，500円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
763，601，600円
1，157，787，200円
278，260，300円
1，303，840，300円
573，875，900円
1，029，114，300円
1，992，369，600円
2，468，868，500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 9，567，717，700円

総入場人員 1，014名 （有料入場人員 847名）
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