
3102511月14日 晴 良 （2東京5） 第3日 第1競走 ��1，600�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 5，100，000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

55 マサハヤサン 牝2鹿 54 松若 風馬中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 460－ 41：39．8 18．8�
56 コトブキアルニラム 牝2芦 54 三浦 皇成尾上 松壽氏 萱野 浩二 森 笹川大晃牧場 432± 01：40．44 6．0�
710 ステディシュシュ 牝2鹿 54 柴田 大知亀岡 和彦氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 486＋181：40．5クビ 12．0�
68 ショウナンナビ 牝2栗 54 田辺 裕信国本 哲秀氏 大竹 正博 日高 天羽牧場 502－ 81：41．24 1．7�
811 ハイスピリッツ 牝2黒鹿54 石川裕紀人岡田 牧雄氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 468－ 21：42．26 80．5�
11 エコロナデシコ 牝2鹿 54

53 ☆斎藤 新原村 正紀氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 454＋ 21：42．3� 186．1�
33 エクメディフラワー 牝2鹿 54 内田 博幸橋本慎太郎氏 深山 雅史 新ひだか 下屋敷牧場 464－ 21：42．4� 109．5	
812 キッズリッカリッカ 牝2黒鹿54 木幡 巧也瀬谷 
雄氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム 504－ 21：42．93 6．2�
44 ゴーゴーレインボー 牝2黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子星加 浩一氏 畠山 吉宏 新冠 岩見牧場 460＋16 〃 ハナ 13．7�
67 ピックアペタル 牝2黒鹿54 江田 照男北原 摩留氏 林 徹 新ひだか 今 牧場 462－ 41：43．0� 113．1
22 ルージュシャルマン 牝2鹿 54

53 ☆木幡 育也 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 浦河 杵臼牧場 458－ 21：43．85 26．6�
79 ハンデンクィーン 牝2鹿 54 岩部 純二坂田 行夫氏 加藤 和宏 日高 新井 昭二 412＋121：44．97 140．0�
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売 得 金
単勝： 26，893，600円 複勝： 43，730，700円 枠連： 7，110，600円
馬連： 36，445，700円 馬単： 20，309，200円 ワイド： 30，688，200円
3連複： 58，792，400円 3連単： 83，608，300円 計： 307，578，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，880円 複 勝 � 660円 � 310円 � 480円 枠 連（5－5） 3，760円

馬 連 �� 3，400円 馬 単 �� 6，690円

ワ イ ド �� 830円 �� 1，780円 �� 840円

3 連 複 ��� 10，630円 3 連 単 ��� 73，650円

票 数

単勝票数 計 268936 的中 � 12119（6番人気）
複勝票数 計 437307 的中 � 16169（6番人気）� 41290（2番人気）� 23343（4番人気）
枠連票数 計 71106 的中 （5－5） 1465（11番人気）
馬連票数 計 364457 的中 �� 8300（11番人気）
馬単票数 計 203092 的中 �� 2274（22番人気）
ワイド票数 計 306882 的中 �� 9711（9番人気）�� 4296（18番人気）�� 9561（11番人気）
3連複票数 計 587924 的中 ��� 4148（31番人気）
3連単票数 計 836083 的中 ��� 823（183番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―36．2―48．7―1：01．6―1：14．6―1：27．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．1―3F38．2
3 3，7（6，4，8）12，11（2，10）（1，5）－9 4 3（6，7，8）（4，12）（10，11）－（2，5）－1，9

勝馬の
紹 介

マサハヤサン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2020．11．1 福島8着

2018．4．28生 牝2鹿 母 テイクユアチョイス 母母 トップチョイス 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハンデンクィーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月14日まで平地

競走に出走できない。

3102611月14日 晴 良 （2東京5） 第3日 第2競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10時25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

612 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 482－ 61：35．2 10．0�
12 フ ー ラ リ 牡2青 55 戸崎 圭太落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 464＋ 81：35．41� 6．1�
713 ラインプリンス 牡2鹿 55 横山 典弘大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 478＋ 41：35．93 8．1�
35 ジ ュ リ オ 牡2黒鹿55 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 510＋ 81：36．0� 1．4�
47 ホットポッド 牡2青 55

54 ☆木幡 育也小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 424＋ 61：36．32 33．1�
23 タイセイルージュ 牝2栗 54 田辺 裕信田中 成奉氏 伊藤 大士 浦河 バンブー牧場 460－ 61：36．5� 20．2	
611 テイエムユメノオー 牡2栗 55 野中悠太郎竹園 正繼氏 加藤 和宏 日高 日高テイエム

牧場株式会社 480＋ 81：36．92� 159．1

11 モ ワ ル ー 牡2栗 55 内田 博幸畑佐 博氏 伊藤 大士 浦河 木戸口牧場 460－ 21：37．11� 220．5�
48 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 476＋ 41：37．2クビ 268．8�
715 サンデイビス 牡2芦 55 横山 和生 加藤ステーブル 小野 次郎 日高 株式会社

ケイズ 496－ 2 〃 ハナ 400．8�
714 ドラコテソーロ 牡2芦 55

54 ☆斎藤 新了德寺健二ホール
ディングス 加藤 和宏 浦河 大北牧場 470＋ 2 〃 クビ 128．5�

510 タイプチョウサン 牡2鹿 55 江田 照男チョウサン 石毛 善彦 平取 坂東牧場 398＋ 41：37．73 76．1�
817 ネオトリニティー 牝2鹿 54 武士沢友治フィールドレーシング 小手川 準 新冠 村上 欽哉 428＋121：37．91� 337．8�
24 リテラチュア 牝2青鹿 54

52 ◇藤田菜七子吉田 照哉氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 404－ 81：38．21� 116．9�
59 バトルアメージング 牝2青鹿54 木幡 巧也宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 飛渡牧場 416＋ 21：38．41� 464．6�
816 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 468－ 2 〃 ハナ 148．1�
36 マ ネ ッ チ ア 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行小林 祐一氏 青木 孝文 青森 谷川 博勝 450＋ 21：38．93 612．5�
818 サンウィンズロー 牝2鹿 54 岩部 純二 加藤ステーブル 伊藤 伸一 新ひだか 中橋 正 428＋ 21：39．54 662．2�
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売 得 金
単勝： 41，221，600円 複勝： 125，932，000円 枠連： 11，507，200円
馬連： 52，253，900円 馬単： 29，993，300円 ワイド： 45，586，800円
3連複： 80，869，900円 3連単： 116，824，600円 計： 504，189，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 530円 � 390円 � 460円 枠 連（1－6） 3，630円

馬 連 �� 2，740円 馬 単 �� 5，560円

ワ イ ド �� 590円 �� 640円 �� 630円

3 連 複 ��� 4，790円 3 連 単 ��� 29，800円

票 数

単勝票数 計 412216 的中 � 34432（4番人気）
複勝票数 計1259320 的中 � 60900（4番人気）� 87683（2番人気）� 72404（3番人気）
枠連票数 計 115072 的中 （1－6） 2456（9番人気）
馬連票数 計 522539 的中 �� 14738（7番人気）
馬単票数 計 299933 的中 �� 4044（14番人気）
ワイド票数 計 455868 的中 �� 19964（6番人気）�� 18185（8番人気）�� 18524（7番人気）
3連複票数 計 808699 的中 ��� 12653（12番人気）
3連単票数 計1168246 的中 ��� 2842（72番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．7―35．5―47．8―1：00．4―1：11．6―1：23．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミヤビハイディ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2020．10．17 東京3着

2018．3．7生 牝2黒鹿 母 ミヤビキラメキ 母母 ミヤビグレイス 2戦1勝 賞金 6，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンウィンズロー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月14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 ジョージバローズ号

第５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



3102711月14日 晴 良 （2東京5） 第3日 第3競走 ��2，000�2歳未勝利
発走10時55分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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
1：59．5
1：58．9

良
良

22 エ ス コ バ ル 牡2鹿 55 M．デムーロ吉田 和美氏 堀 宣行 浦河 酒井牧場 490－ 62：01．1 2．1�
45 ヒシシュシュ 牝2鹿 54 田辺 裕信阿部 雅英氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 404－ 62：01．2� 14．4�
812 カーディナル 牡2鹿 55 C．ルメール �キャロットファーム 林 徹 安平 ノーザンファーム 482± 02：01．41� 2．8�
813 ナックイルシーブ 牡2芦 55 戸崎 圭太小松 欣也氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516－102：02．25 8．6�
711 フ ミ チ ャ ン 牝2芦 54 三浦 皇成林 文彦氏 鹿戸 雄一 洞�湖 レイクヴィラファーム 468－ 42：02．62� 41．0�
44 カ タ ラ ズ 牡2栗 55 柴田 大知岡田 繁幸氏 水野 貴広 新冠 つつみ牧場 506＋ 22：02．81� 41．1	
710 ワイケイダリヤ 牝2栗 54 内田 博幸鹿妻 明弘氏 小手川 準 新冠 川島牧場 468＋ 22：03．01� 313．4

33 サクラカレント 牝2鹿 54 石橋 脩�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 482－ 22：03．1� 77．2�
11 ラロワイヤル 牡2栗 55 北村 宏司�ラ・メール 奥村 武 新冠 松浦牧場 506＋ 62：03．31� 211．9
68 ショウナンラッキー 牡2鹿 55 野中悠太郎国本 哲秀氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 22：03．4クビ 140．3�
56 セイハロートゥユー 牡2黒鹿55 木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 千歳 社台ファーム B494＋ 22：03．5� 41．0�
57 スノームーン 牝2鹿 54 横山 典弘�NICKS 萩原 清 日高 日高大洋牧場 436－102：06．5大差 11．1�
69 カゲキヨブレイン 牡2鹿 55 横山 武史エンジェルレーシング� 中川 公成 新冠 新冠橋本牧場 510± 02：07．24 265．8�
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売 得 金
単勝： 42，379，500円 複勝： 53，563，800円 枠連： 14，894，400円
馬連： 53，247，600円 馬単： 24，327，100円 ワイド： 45，563，100円
3連複： 73，197，200円 3連単： 94，298，600円 計： 401，471，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 180円 � 120円 枠 連（2－4） 640円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 370円 �� 160円 �� 440円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 4，590円

票 数

単勝票数 計 423795 的中 � 163850（1番人気）
複勝票数 計 535638 的中 � 158501（1番人気）� 52225（4番人気）� 125076（2番人気）
枠連票数 計 148944 的中 （2－4） 17769（3番人気）
馬連票数 計 532476 的中 �� 37445（5番人気）
馬単票数 計 243271 的中 �� 12050（5番人気）
ワイド票数 計 455631 的中 �� 27699（5番人気）�� 89417（1番人気）�� 22432（6番人気）
3連複票数 計 731972 的中 ��� 59421（2番人気）
3連単票数 計 942986 的中 ��� 14873（9番人気）

ハロンタイム 12．9―12．2―12．1―11．7―12．2―12．5―12．7―11．5―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―25．1―37．2―48．9―1：01．1―1：13．6―1：26．3―1：37．8―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F34．8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エ ス コ バ ル �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．8．23 札幌2着

2018．5．2生 牡2鹿 母 スマッシュハート 母母 ビーナスライン 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スノームーン号・カゲキヨブレイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月

14日まで平地競走に出走できない。

3102811月14日 晴 良 （2東京5） 第3日 第4競走 ��
��1，800�2歳新馬

発走11時25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
1：44．5
1：44．5

良
良

77 アンダープロット 牡2黒鹿55 M．デムーロ �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 490 ―1：51．7 3．2�
11 プレミアエンブレム 牝2鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 460 ―1：51．8クビ 2．0�
66 ホウオウルバン 牡2黒鹿55 三浦 皇成小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 516 ―1：52．33 15．9�
33 タイムトゥヘヴン 牡2鹿 55 戸崎 圭太 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 日高 オリオンファーム 480 ―1：52．4クビ 3．6�
44 ケイアイイモーテル 牡2黒鹿55 北村 宏司亀田 和弘氏 和田正一郎 浦河 高昭牧場 466 ―1：52．93 53．3	
22 アモーレグリーン 牡2芦 55 横山 武史青芝商事� 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 436 ―1：54．38 36．8

55 トウキョウスター 牡2芦 55 横山 和生坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 川上牧場 472 ―1：54．83 117．5�
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売 得 金
単勝： 45，606，400円 複勝： 28，822，000円 枠連： 発売なし
馬連： 30，343，200円 馬単： 25，226，800円 ワイド： 20，744，000円
3連複： 39，280，400円 3連単： 121，005，500円 計： 311，028，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 150円 �� 330円 �� 260円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 2，940円

票 数

単勝票数 計 456064 的中 � 115865（2番人気）
複勝票数 計 288220 的中 � 63271（2番人気）� 118495（1番人気）
馬連票数 計 303432 的中 �� 71923（2番人気）
馬単票数 計 252268 的中 �� 22911（4番人気）
ワイド票数 計 207440 的中 �� 44727（1番人気）�� 13022（5番人気）�� 18416（4番人気）
3連複票数 計 392804 的中 ��� 44033（2番人気）
3連単票数 計1210055 的中 ��� 29770（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．9―26．6―39．7―52．4―1：05．3―1：18．0―1：29．3―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F33．7

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

勝馬の
紹 介

アンダープロット �

父 ハーツクライ �


母父 Kingmambo 初出走

2018．3．29生 牡2黒鹿 母 マチカネタマカズラ 母母 Sweet and Ready 1戦1勝 賞金 7，000，000円



3102911月14日 晴 良 （2東京5） 第3日 第5競走 ��
��1，400�2歳未勝利

発走12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

44 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 478－ 21：25．9 3．8�

55 セイウンオードリー 牡2鹿 55 内田 博幸西山 茂行氏 深山 雅史 むかわ 宇南山牧場 498－ 61：26．43 7．6�
22 タイガースネーク 牡2栗 55 石川裕紀人石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 芳住 鉄兵 480＋121：27．14 2．3�
79 サンランシング 牝2青鹿54 田中 勝春 �加藤ステーブル 新開 幸一 日高 株式会社

ケイズ 474± 01：27．42 35．4�
68 クリノグリゴロス 牡2栗 55 江田 照男栗本 博晴氏 星野 忍 日高 三輪牧場 504－ 21：27．82� 29．2	
11 トーセンジェイク 牡2鹿 55

54 ☆木幡 育也島川 
哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 488± 01：28．22� 81．0�

811 リュラネブラ 牡2鹿 55 横山 武史 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 482＋ 61：28．62� 4．0�
56 グリーンメーラー 牡2黒鹿 55

53 ◇藤田菜七子田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 沖田 博志 476＋ 41：28．7� 58．7
710 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 480＋ 21：29．55 104．3�
33 プレリュードノート 牡2栗 55 木幡 巧也亀岡 和彦氏 田中 剛 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 2 〃 クビ 188．1�
67 サンダナポイント 牝2鹿 54 武士沢友治 �加藤ステーブル 粕谷 昌央 日高 浦新 徳司 418－ 21：30．56 318．5�
812 ヨ ッ シ ャ ー 牡2鹿 55 横山 和生岡 浩二氏 的場 均 新冠 有限会社 大

作ステーブル 442－ 81：30．81� 110．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 32，454，600円 複勝： 32，436，900円 枠連： 7，446，900円
馬連： 42，717，100円 馬単： 22，227，300円 ワイド： 33，270，500円
3連複： 59，052，700円 3連単： 86，652，200円 計： 316，258，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 110円 � 150円 � 110円 枠 連（4－5） 1，070円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 300円 �� 160円 �� 250円

3 連 複 ��� 620円 3 連 単 ��� 4，200円

票 数

単勝票数 計 324546 的中 � 70439（2番人気）
複勝票数 計 324369 的中 � 73978（2番人気）� 36162（4番人気）� 106347（1番人気）
枠連票数 計 74469 的中 （4－5） 5370（5番人気）
馬連票数 計 427171 的中 �� 35840（5番人気）
馬単票数 計 222273 的中 �� 10594（8番人気）
ワイド票数 計 332705 的中 �� 24691（5番人気）�� 64496（1番人気）�� 30596（3番人気）
3連複票数 計 590527 的中 ��� 70693（2番人気）
3連単票数 計 866522 的中 ��� 14950（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．1―36．7―49．1―1：01．1―1：13．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルースコード �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．8．22 新潟6着

2018．3．18生 牡2黒鹿 母 タイキグラミー 母母 リンクスオブタイム 3戦1勝 賞金 6，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンダナポイント号・ヨッシャー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月

14日まで平地競走に出走できない。

3103011月14日 晴 良 （2東京5） 第3日 第6競走 ��1，400�2歳新馬
発走12時45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
1：20．1

良
良

55 ルージュアドラブル 牝2鹿 54 C．ルメール �東京ホースレーシング 国枝 栄 浦河 酒井牧場 390 ―1：23．7 3．0�
79 フレーズバニーユ 牝2黒鹿54 横山 武史 �社台レースホース和田正一郎 千歳 社台ファーム 466 ―1：24．12� 11．1�
33 ホウオウマルゴー 牝2黒鹿54 戸崎 圭太小笹 芳央氏 栗田 徹 洞�湖 レイクヴィラファーム 436 ―1：24．84 1．8�
811 ミリタリータンゴ 牡2黒鹿55 松若 風馬 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 460 ― 〃 クビ 10．6�
66 マジカルサンデー 牡2栗 55 武藤 雅岡田 牧雄氏 中川 公成 様似 スイートフアーム 496 ―1：25．33 22．6	
810 マブサンシティー 牡2栗 55 柴田 大知マブレーシング 伊藤 大士 浦河 中村 雅明 444 ―1：25．61� 250．5

78 エ ル ピ ー ダ 牝2鹿 54

52 ◇藤田菜七子 �シルクレーシング 武市 康男 安平 ノーザンファーム 402 ―1：25．7� 30．2�
11 レッティングゴー 牡2黒鹿55 三浦 皇成薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 新ひだか 高橋 修 466 ―1：25．8� 31．5�
44 マツヨイヒメ 牝2栗 54

53 ☆斎藤 新吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 436 ― 〃 クビ 41．5
22 サ ラ ベ ル 牝2鹿 54

53 ☆木幡 育也Mr．ホース 小桧山 悟 新冠 川上牧場 432 ―1：26．54 201．0�
67 ケイティミシェル 牝2鹿 54 江田 照男瀧本 和義氏 清水 英克 新ひだか 曾我 博 406 ―1：26．6� 231．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 39，205，800円 複勝： 33，664，800円 枠連： 7，466，300円
馬連： 42，206，900円 馬単： 25，897，100円 ワイド： 31，468，200円
3連複： 57，839，700円 3連単： 97，268，600円 計： 335，017，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 160円 � 110円 枠 連（5－7） 790円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 340円 �� 140円 �� 250円

3 連 複 ��� 540円 3 連 単 ��� 4，160円

票 数

単勝票数 計 392058 的中 � 106769（2番人気）
複勝票数 計 336648 的中 � 65644（2番人気）� 33778（4番人気）� 132950（1番人気）
枠連票数 計 74663 的中 （5－7） 7305（3番人気）
馬連票数 計 422069 的中 �� 23701（4番人気）
馬単票数 計 258971 的中 �� 9489（5番人気）
ワイド票数 計 314682 的中 �� 18785（4番人気）�� 73001（1番人気）�� 28426（2番人気）
3連複票数 計 578397 的中 ��� 79444（1番人気）
3連単票数 計 972686 的中 ��� 16950（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．2―24．6―36．7―49．4―1：00．8―1：12．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．3
3 7，11，10－6，4，9，5，3（2，8）1 4 7，11，10，6，9，5（4，3）（1，8）－2

勝馬の
紹 介

ルージュアドラブル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ステイゴールド 初出走

2018．4．6生 牝2鹿 母 ココロノアイ 母母 ビューティソング 1戦1勝 賞金 7，000，000円



3103111月14日 晴 良 （2東京5） 第3日 第7競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・左）（500万円以下）

負担重量は，3歳56�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

714 スズカゴウケツ 牡3鹿 56 三浦 皇成永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B476－ 21：37．7 4．2�
815 ウインドジャマー �3鹿 56 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤澤 昭勝 500＋101：37．91� 2．0�
48 カフェスペランツァ 牡3鹿 56 北村 宏司西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 526＋101：38．0� 8．1�
611 ジンフラッシュ 牡3青鹿56 武士沢友治長谷川清英氏 小野 次郎 浦河 上山牧場 492± 0 〃 ハナ 38．4�
36 ジュールサイクル 牝3青 54 M．デムーロ吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 456＋181：38．2	 14．8�
510 トランスポーター 牡4芦 57 戸崎 圭太安原 浩司氏 戸田 博文 日高 春木ファーム 506＋ 21：38．62� 19．8�
47 ジェイエルフラッグ 牝4青鹿55 木幡 巧也橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 450＋ 21：39．02� 98．7	
12 マイネルレンカ 牡6黒鹿57 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 474－ 21：39．1� 82．8�
713 オンリーワンボーイ 牡3青鹿 56

55 ☆斎藤 新金山 克己氏 斎藤 誠 新冠 ムラカミファーム B452＋ 4 〃 クビ 5．7�
11 イサチルダイチ 牡4鹿 57 江田 照男小坂 功氏 竹内 正洋 新冠 八島 夕起子 512＋ 81：40．16 151．4
816 リヴァージュ 牝3鹿 54 横山 和生島川 �哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 484± 01：41．05 128．7�
23 
 ハーバーコメット 牝4芦 55 岩部 純二成富 直行氏 根本 康広 千歳 社台ファーム 482＋ 81：41．95 208．1�
59 フジマサディープ 牡4鹿 57 藤井勘一郎藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 山岸 康 494－ 61：42．96 127．8�
612
 カドフィール 牡3鹿 56 武藤 雅佐藤 壽男氏 尾形 和幸 新ひだか 荒木 貴宏 432－131：43．22 111．7�
24 イ サ ク 牡4青鹿57 津村 明秀ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B484± 01：43．51	 33．1�
35 
 ミスティネイル 牝4栗 55 内田 博幸 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 新ひだか 前川 勝春 504－ 41：43．6クビ 160．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 44，300，200円 複勝： 57，877，300円 枠連： 14，597，600円
馬連： 75，662，500円 馬単： 31，231，000円 ワイド： 53，891，400円
3連複： 99，197，100円 3連単： 117，832，200円 計： 494，589，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 130円 � 110円 � 170円 枠 連（7－8） 220円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 200円 �� 460円 �� 320円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 4，760円

票 数

単勝票数 計 443002 的中 � 83851（2番人気）
複勝票数 計 578773 的中 � 108271（2番人気）� 171114（1番人気）� 63747（4番人気）
枠連票数 計 145976 的中 （7－8） 50445（1番人気）
馬連票数 計 756625 的中 �� 137384（1番人気）
馬単票数 計 312310 的中 �� 22001（3番人気）
ワイド票数 計 538914 的中 �� 80096（1番人気）�� 25922（5番人気）�� 40778（3番人気）
3連複票数 計 991971 的中 ��� 85956（2番人気）
3連単票数 計1178322 的中 ��� 17926（7番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．8―12．5―12．9―12．9―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―35．1―47．6―1：00．5―1：13．4―1：25．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカゴウケツ �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2019．10．5 東京3着

2017．5．3生 牡3鹿 母 リバティーベル 母母 ク ラ リ ッ サ 7戦2勝 賞金 20，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フジマサディープ号・カドフィール号・イサク号・ミスティネイル号は，「タイムオーバーによる出走

制限」のため，令和2年12月14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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アドマイヤヒビキ号・エレナレジーナ号・カイトレッド号・キセキノカガヤキ号・ディアセオリー号

3103211月14日 晴 良 （2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 （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 7，600，000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
1：30．5
1：30．3

良
良

611 ショーヒデキラ 牡4鹿 57 横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 日進牧場 488＋ 61：33．9 17．8�
36 クリノプレミアム 牝3栗 54 戸崎 圭太栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 有限会社

吉田ファーム 464＋141：34．0� 15．3�
11 	 チャロアイト 牝3鹿 54 北村 宏司吉田 和子氏 池上 昌和 米 Merriebelle

Stable, LLC 480＋ 81：34．21
 57．3�
23 レッドラルジュ 牝3黒鹿54 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 木村 哲也 新ひだか 矢野牧場 480－ 4 〃 クビ 13．0�
59 ドラウプニル �4鹿 57 石橋 脩吉田 勝己氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 478± 01：34．41
 23．1�
713 ピ ン シ ェ ル 牡4鹿 57 吉田 豊岩﨑 伸道氏 高橋 文雅 洞�湖 レイクヴィラファーム B522＋ 21：34．5クビ 24．4	
818 シングンバズーカ 牡3黒鹿56 田辺 裕信伊坂 重憲氏 伊坂 重信 日高 広富牧場 480＋ 6 〃 クビ 6．6

816 フィリアーノ 牡4芦 57 津村 明秀吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 472＋ 61：34．6クビ 54．1�
714 ガ ト ン �4芦 57 石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 518＋12 〃 アタマ 64．1�
48 コスモミローディア 牡4黒鹿57 柴田 大知 ビッグレッドファーム 天間 昭一 日高 道見牧場 474＋ 41：34．81
 85．9�
612 シ コ ウ 牡3青鹿56 木幡 巧也岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 470＋101：34．9クビ 124．4�
817 ダイワクンナナ 牝3鹿 54 横山 和生大城 正一氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 496＋ 6 〃 クビ 11．3�
510 ユールファーナ 牝3黒鹿54 大野 拓弥 キャロットファーム 和田 勇介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426＋ 21：35．22 42．7�
47 パンダノポケット 牝3黒鹿54 大庭 和弥石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新ひだか 三木田牧場 426＋ 41：35．3� 136．1�
35 オーロアドーネ 牡3栗 56 M．デムーロ DMMドリームクラブ� 戸田 博文 浦河 上山牧場 486＋ 81：35．4 9．8�
715 シ シ オ ウ �6鹿 57

55 ◇藤田菜七子 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 伊坂 重信 新ひだか 棚川 光男 490＋ 61：36．03� 139．6�

12 ヴィクターバローズ 牡3鹿 56 C．ルメール 猪熊 広次氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 490＋ 81：36．42� 1．9�
24 � リーゼントシャルフ �6鹿 57 武藤 雅三浦 大輔氏 林 徹 千歳 社台ファーム 476－ 21：37．25 253．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 51，327，400円 複勝： 72，019，500円 枠連： 18，456，600円
馬連： 78，319，700円 馬単： 35，677，900円 ワイド： 70，272，500円
3連複： 129，272，300円 3連単： 139，045，200円 計： 594，391，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，780円 複 勝 � 430円 � 400円 � 1，830円 枠 連（3－6） 4，290円

馬 連 �� 12，010円 馬 単 �� 27，440円

ワ イ ド �� 3，770円 �� 9，490円 �� 8，890円

3 連 複 ��� 183，270円 3 連 単 ��� 1，008，070円

票 数

単勝票数 計 513274 的中 � 23059（7番人気）
複勝票数 計 720195 的中 � 46678（7番人気）� 50420（6番人気）� 9330（14番人気）
枠連票数 計 184566 的中 （3－6） 3329（16番人気）
馬連票数 計 783197 的中 �� 5053（36番人気）
馬単票数 計 356779 的中 �� 975（72番人気）
ワイド票数 計 702725 的中 �� 4853（37番人気）�� 1903（71番人気）�� 2033（69番人気）
3連複票数 計1292723 的中 ��� 529（299番人気）
3連単票数 計1390452 的中 ��� 100（1583番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―11．8―12．0―11．2―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．0―34．5―46．3―58．3―1：09．5―1：21．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F35．6
3 1，15，9－6，16（5，12）（7，14）（8，10）－11－（3，13）2，18，4，17 4 1（15，9）－（6，16）（5，12，14）（7，8，10）－11（3，13）（2，18）－4，17
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ショーヒデキラ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 バ ゴ デビュー 2018．10．6 東京5着

2016．3．15生 牡4鹿 母 マイユクール 母母 キティーパラダイス 19戦2勝 賞金 30，820，000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 ヴィースバーデン号・エアファンディタ号・シャワークライム号



3103311月14日 晴 良 （2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 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：23．1
1：23．0

重
重

35 バ ク シ ン 牡2鹿 55 斎藤 新林 正道氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 488－ 21：24．7 4．1�
36 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± 01：25．02 9．9�
611 スペクタクル 牡2栗 55 武藤 雅佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか 橋本牧場 496＋12 〃 クビ 32．9�
11 カレンロマチェンコ 牡2鹿 55 松若 風馬鈴木 隆司氏 高柳 大輔 日高 高柳 隆男 452－ 61：25．53 24．9�
713 プルスウルトラ 牡2栗 55 大野 拓弥�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 514＋ 2 〃 クビ 24．9�
24 レオカクテル 牡2栗 55 岩部 純二	レオ 萱野 浩二 浦河 江谷牧場 480± 01：25．81� 173．4

815 ケイサンフリーゼ 牝2青 54 C．ルメール 中西 桂子氏 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 488＋101：26．11� 9．9�
12 リ ヴ ウ ェ ル 牡2黒鹿55 戸崎 圭太西森 功氏 深山 雅史 浦河 市正牧場 494－ 6 〃 ハナ 64．6�
48 セルフメイド 牡2栗 55 木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 赤田牧場 486＋ 8 〃 クビ 110．5
23 サ ヴ ァ 牡2黒鹿55 横山 典弘藤田 孟司氏 上村 洋行 浦河 大北牧場 504－ 21：26．2� 4．3�
612 クリノザウルス 牡2鹿 55 江田 照男栗本 博晴氏 本間 忍 新冠 上井農場 464＋ 41：26．3� 50．6�
47 サイファーシチー 牡2栗 55 三浦 皇成 	友駿ホースクラブ 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 476－ 21：26．4クビ 26．4�
510 プロバーティオ 牡2鹿 55 M．デムーロ	ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 494－ 41：26．61	 4．4�
59 
 トーセンジャック 牡2青鹿55 木幡 育也島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 508＋171：27．34 441．0�
816 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 462－ 21：27．61� 21．3�
714 ニシノミズカゼ 牝2栗 54 田辺 裕信西山 茂行氏 伊藤 圭三 新ひだか 中田 英樹 454－ 81：28．55 22．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，413，900円 複勝： 79，681，200円 枠連： 22，782，700円
馬連： 103，959，800円 馬単： 40，467，700円 ワイド： 77，650，400円
3連複： 153，601，300円 3連単： 164，302，100円 計： 698，859，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 270円 � 700円 枠 連（3－3） 1，940円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 3，600円

ワ イ ド �� 680円 �� 1，720円 �� 3，900円

3 連 複 ��� 17，210円 3 連 単 ��� 72，810円

票 数

単勝票数 計 564139 的中 � 112936（1番人気）
複勝票数 計 796812 的中 � 141700（2番人気）� 77687（4番人気）� 23746（11番人気）
枠連票数 計 227827 的中 （3－3） 9084（8番人気）
馬連票数 計1039598 的中 �� 40871（6番人気）
馬単票数 計 404677 的中 �� 8410（10番人気）
ワイド票数 計 776504 的中 �� 31120（4番人気）�� 11413（17番人気）�� 4922（43番人気）
3連複票数 計1536013 的中 ��� 6690（53番人気）
3連単票数 計1643021 的中 ��� 1636（221番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．5―12．1―12．3―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―34．8―46．9―59．2―1：11．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F37．8
3 ・（1，10）14，11，15，5－6，2，9，12（8，13）（4，3）（7，16） 4 ・（1，10）（11，14）－15，5－6－（2，12，9）（8，13，3）4－7，16
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 6戦2勝 賞金 21，536，000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 ショウリノカンパイ号・ブラックアーメット号・ユイノチャッキー号・レベルタウン号

3103411月14日 晴 良 （2東京5） 第3日 第10競走 ��
��1，800�ユートピアステークス

発走14時55分 （芝・左）
牝，3歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；負担重量は，3歳53�4歳以上55�

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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

48 リンディーホップ 牝5青鹿55 武藤 雅 �社台レースホース金成 貴史 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466± 01：46．6 80．6�

713 ドナアトラエンテ 牝4黒鹿55 C．ルメール �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 454＋ 21：46．91� 1．7�
36 アクアミラビリス 牝4鹿 55 M．デムーロ �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 424± 0 〃 クビ 18．1�
23 フィオリキアリ 牝3鹿 53 藤井勘一郎槙 和美氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 432－101：47．0� 13．6�
24 アルティマリガーレ 牝4鹿 55 津村 明秀 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 452＋101：47．21	 35．7�
35 ローズテソーロ 牝4青鹿55 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 468－ 41：47．3
 18．7

47 エ ア ジ ー ン 牝4鹿 55 石橋 脩 	ラッキーフィールド堀 宣行 安平 ノーザンファーム 454＋ 2 〃 ハナ 12．8�
817 モアナアネラ 牝4黒鹿55 吉田 豊 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 436－121：47．4
 88．7�
818 シングフォーユー 牝4鹿 55 戸崎 圭太 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 478＋ 6 〃 アタマ 20．9
611 アストラサンタン 牝5青鹿55 横山 和生丹羽久一郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 468－121：47．61	 179．1�
612 ボンオムトゥック 牝3芦 53 横山 典弘窪田 芳郎氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 464＋ 61：47．7アタマ 6．0�
714 プレミオテーラー 牝8黒鹿55 柴田 大知中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 496＋ 8 〃 クビ 123．7�
816 ア ラ ス カ 牝4鹿 55 横山 武史池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 404－ 21：47．8
 40．5�
59 ショウナンバビアナ 牝4青鹿55 松若 風馬国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 482＋ 4 〃 ハナ 97．7�
11 レッドルレーヴ 牝3鹿 53 北村 宏司 	東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 442－101：47．9
 31．1�
12 エクセランフィーユ 牝4鹿 55 丸山 元気 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 426± 01：48．0� 67．5�
510 ナ ル ハ ヤ 牝6黒鹿55 藤田菜七子陣内 孝則氏 梅田 智之 平取 清水牧場 514＋201：48．31� 23．5�
715� レッドフィオナ 牝5芦 55 石川裕紀人 	東京ホースレーシング 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 460－141：49．89 104．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 73，113，200円 複勝： 151，787，000円 枠連： 32，044，000円
馬連： 153，797，100円 馬単： 70，194，600円 ワイド： 123，667，900円
3連複： 253，907，600円 3連単： 297，009，400円 計： 1，155，520，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，060円 複 勝 � 940円 � 110円 � 420円 枠 連（4－7） 680円

馬 連 �� 7，860円 馬 単 �� 32，940円

ワ イ ド �� 2，130円 �� 12，250円 �� 730円

3 連 複 ��� 31，390円 3 連 単 ��� 378，430円

票 数

単勝票数 計 731132 的中 � 7252（13番人気）
複勝票数 計1517870 的中 � 20174（13番人気）� 795048（1番人気）� 49753（7番人気）
枠連票数 計 320440 的中 （4－7） 36480（3番人気）
馬連票数 計1537971 的中 �� 15158（22番人気）
馬単票数 計 701946 的中 �� 1598（75番人気）
ワイド票数 計1236679 的中 �� 14754（18番人気）�� 2489（83番人気）�� 45914（5番人気）
3連複票数 計2539076 的中 ��� 6065（85番人気）
3連単票数 計2970094 的中 ��� 569（826番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．7―11．9―12．4―12．1―11．4―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―35．5―47．4―59．8―1：11．9―1：23．3―1：34．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．7

3 10，9（2，14）－6（3，8）（1，4，12）（7，15）13，5，11（17，16）18
2
4
10，9（2，6，14）（3，8）12（1，4）（7，13，15）（5，11）（16，18）17・（10，9）（2，14）6（3，8）（1，4，12）（7，15）（5，13）（17，11，16）18

勝馬の
紹 介

リンディーホップ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Sri Pekan デビュー 2017．12．28 中山10着

2015．2．26生 牝5青鹿 母 ルンバロッカ 母母 Rumba Azul 20戦4勝 賞金 69，314，000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 ショウナンハレルヤ号・チェーンオブラブ号・レースガーデン号



3103511月14日 晴 良 （2東京5） 第3日 第11競走 ��
��1，600�第25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，1．11．9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，1．11．8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

36 サンライズノヴァ 牡6栗 58 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 530＋ 11：35．0 5．1�
612 ソリストサンダー 牡5黒鹿56 北村 宏司村上 稔氏 高柳 大輔 新冠 村田牧場 480± 01：35．1� 54．9�
47 エアスピネル 牡7栗 56 三浦 皇成 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 494＋ 61：35．31	 18．0�
48 ワンダーリーデル 牡7鹿 57 横山 典弘山本 能成氏 安田 翔伍 浦河 大島牧場 524－ 81：35．4
 10．5�
611 タイムフライヤー 牡5鹿 57 C．ルメール �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 476－14 〃 アタマ 2．8	
59 メイショウワザシ 牡5栗 56 浜中 俊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 536＋ 21：35．93 38．6

12 � モズアスコット 牡6栗 59 横山 武史 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Summer

Wind Farm 490－ 1 〃 クビ 4．8�
35 スマートダンディー 牡6鹿 56 津村 明秀大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 500－ 41：36．11	 106．5�
23 ロードグラディオ 牡4黒鹿56 柴田 大知 �ロードホースクラブ 西浦 勝一 新ひだか ケイアイファーム 494＋ 61：36．31	 351．0
815 レピアーウィット 牡5栗 56 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 546＋ 21：36．4アタマ 17．5�
24 ケンシンコウ 牡3鹿 56 丸山 元気天野 克彦氏 小西 一男 新ひだか 静内山田牧場 484＋ 61：36．82
 17．5�
510 エメラルファイト 牡4芦 57 石川裕紀人高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 B460－ 41：37．01	 115．0�
816 オメガレインボー 牡4栗 56 大野 拓弥原 �子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド B452－ 21：37．21	 40．8�
713 デュードヴァン 牡3鹿 55 M．デムーロ �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 日高 下河辺牧場 482＋101：37．3クビ 7．8�
11 フィードバック 牡4黒鹿56 田辺 裕信 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 496＋ 21：38．25 110．2�
714 バティスティーニ 牡7鹿 56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B494－ 21：40．0大差 185．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 170，142，900円 複勝： 254，612，600円 枠連： 73，796，800円
馬連： 475，858，100円 馬単： 168，537，800円 ワイド： 359，160，300円
3連複： 914，270，200円 3連単： 1，033，527，400円 計： 3，449，906，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 770円 � 470円 枠 連（3－6） 850円

馬 連 �� 10，790円 馬 単 �� 17，080円

ワ イ ド �� 2，220円 �� 1，190円 �� 6，930円

3 連 複 ��� 37，010円 3 連 単 ��� 203，670円

票 数

単勝票数 計1701429 的中 � 266051（3番人気）
複勝票数 計2546126 的中 � 436090（2番人気）� 73648（9番人気）� 127363（7番人気）
枠連票数 計 737968 的中 （3－6） 67122（1番人気）
馬連票数 計4758581 的中 �� 34163（32番人気）
馬単票数 計1685378 的中 �� 7400（54番人気）
ワイド票数 計3591603 的中 �� 41649（28番人気）�� 80158（11番人気）�� 13019（56番人気）
3連複票数 計9142702 的中 ��� 18527（104番人気）
3連単票数 計10335274 的中 ��� 3679（550番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．2―11．9―12．5―12．0―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．0―34．2―46．1―58．6―1：10．6―1：22．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズノヴァ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2016．11．26 東京1着

2014．4．9生 牡6栗 母 ブライトサファイヤ 母母 リアルサファイヤ 25戦9勝 賞金 334，587，000円
［他本会外：5戦1勝］

※一般事項Ⅴ－2の（4）によりサンライズノヴァ号は，チャンピオンズカップ（GⅠ）競走に優先出走できる。

3103611月14日 晴 良 （2東京5） 第3日 第12競走 ��
��1，400�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
1：21．5
1：20．3

重
不良

612 ホッコーライデン 牡6黒鹿57 北村 宏司北幸商事� 松永 康利 日高 川端 正博 528± 01：24．2 4．7�
611 プロヴィデンス 牡3栗 56 内田 博幸藤本 栄史氏 加藤士津八 日高 槇本牧場 476＋ 21：24．3� 10．4�
59 	 ボストンテソーロ 牝4鹿 55 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 米 Spendthrift
Farm LLC 498＋ 6 〃 クビ 5．2�

24 	 カ ミ ノ コ 牡5青鹿57 田中 勝春門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-
ter Farm 478＋ 41：24．51� 6．9�

714 プ レ ゼ ン ス 
6黒鹿57 津村 明秀 �社台レースホース田中 博康 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B504＋141：25．24 59．2	

510 リバーシブルレーン 牡4青鹿57 武藤 雅吉田 照哉氏 高木 登 千歳 社台ファーム 442＋ 41：25．3� 52．5

816� 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 474－ 21：25．4クビ 16．3�
47 プ レ ト リ ア 
5鹿 57 戸崎 圭太多田 賢司氏 中川 公成 浦河 大北牧場 462－ 6 〃 クビ 7．7�
12 ジョガールボニート 牡4青鹿57 木幡 巧也髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 B476＋101：25．5クビ 152．5
815 ヨ ン ク 牡4鹿 57 石川裕紀人古川 智洋氏 小笠 倫弘 浦河 高昭牧場 508＋18 〃 クビ 73．3�
35 フレッシビレ 牝5栗 55 横山 和生�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B522± 0 〃 ハナ 225．8�
23 コマノゼニト 牡4鹿 57 田辺 裕信長谷川芳信氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 B480± 01：25．6クビ 6．3�
48 プッシュアゲン 牡7栗 57

56 ☆斎藤 新浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 笠松牧場 510＋ 41：26．02� 262．0�
11 � ブルベアカーキ 牡4鹿 57 柴田 大知森中 蕃氏 和田 勇介 新ひだか 沼田 照秋 544＋ 21：26．1� 245．5�
713 サウンドストリート 牡6鹿 57 江田 照男増田 雄一氏 和田正一郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456＋ 41：26．63 271．6�
36 	 オーロラフラッシュ 牝3鹿 54 C．ルメール 嶋田 賢氏 藤沢 和雄 愛 Diamond

Creek Farm 458＋ 21：28．7大差 5．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 67，907，200円 複勝： 101，533，300円 枠連： 33，461，300円
馬連： 146，906，500円 馬単： 52，442，400円 ワイド： 110，590，400円
3連複： 236，259，600円 3連単： 246，528，900円 計： 995，629，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 200円 � 290円 � 200円 枠 連（6－6） 2，300円

馬 連 �� 2，110円 馬 単 �� 3，740円

ワ イ ド �� 720円 �� 520円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 4，620円 3 連 単 ��� 27，520円

票 数

単勝票数 計 679072 的中 � 115120（1番人気）
複勝票数 計1015333 的中 � 142619（2番人気）� 80782（7番人気）� 136495（3番人気）
枠連票数 計 334613 的中 （6－6） 11230（13番人気）
馬連票数 計1469065 的中 �� 53839（8番人気）
馬単票数 計 524424 的中 �� 10511（11番人気）
ワイド票数 計1105904 的中 �� 39354（8番人気）�� 57324（2番人気）�� 24745（18番人気）
3連複票数 計2362596 的中 ��� 38316（16番人気）
3連単票数 計2465289 的中 ��� 6494（101番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．1―12．2―11．7―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．8―48．0―59．7―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホッコーライデン �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．12．11 中山3着

2014．6．2生 牡6黒鹿 母 ホッコーエクレール 母母 ホッコーシャープ 22戦4勝 賞金 51，806，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オーロラフラッシュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月14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 ケイアイビリジアン号



（2東京5）第3日 11月14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 173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

240，970，000円
3，020，000円
35，520，000円
1，850，000円
27，690，000円
74，444，500円
5，029，500円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
690，966，300円
1，035，661，100円
243，564，400円
1，291，718，100円
546，532，200円
1，002，553，700円
2，155，540，400円
2，597，903，000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 9，564，439，200円

総入場人員 3，356名 （有料入場人員 3，202名）
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