
3106111月22日 晴 良 （2東京5） 第6日 第1競走 ��
��1，600�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 5，100，000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

712 セイウンロミオ 牡2鹿 55 武藤 雅西山 茂行氏 田村 康仁 浦河 �川 啓一 520± 01：39．7 7．9�
23 デリシュレーヌ 牝2青鹿54 武士沢友治加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 482＋ 2 〃 クビ 23．1�
58 サムライスピアー 牡2栗 55 三浦 皇成玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 絵笛牧場 446＋ 21：40．23 2．4�
815 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 474－ 21：40．3クビ 119．9�
35 � アメリカンエール 牡2芦 55 田辺 裕信 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. 506＋ 41：40．51	 5．9�
46 トミケンカラバティ 牡2鹿 55 丸山 元気冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 信岡牧場 446－ 41：40．71 46．8	
814 コスモクーシェリ 牝2芦 54 丹内 祐次 
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 486－ 6 〃 クビ 7．7�
713 フェスティヴノンノ 牝2栗 54 江田 照男臼井義太郎氏 天間 昭一 新冠 細川農場 450－ 2 〃 クビ 58．3�
22 トーセンパトリック 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 490－ 21：40．91 19．9�
11 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± 01：41．22 17．9�
59 ブラックジーン 牡2鹿 55 和田 竜二杉山 忠国氏 大竹 正博 新ひだか 明治牧場 484＋ 21：41．4
 75．7�
47 トドロキゲキジョウ 牡2黒鹿 55

54 ☆菅原 明良�GET NEXT 武市 康男 新ひだか 静内フアーム 488＋10 〃 アタマ 8．7�
611 セイカリネット 牝2栗 54 野中悠太郎久米 大氏 小野 次郎 日高 千葉飯田牧場 430± 01：41．82� 40．0�
34 ラ ン ス ル ー 牡2栗 55 吉田 隼人前田 晋二氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 518＋ 21：42．43� 155．7�
610 アウスドルック 牝2芦 54 井上 敏樹 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤士津八 浦河 笹島 智則 416＋ 61：43．04 364．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 42，537，200円 複勝： 62，007，300円 枠連： 11，807，000円
馬連： 71，888，800円 馬単： 29，802，400円 ワイド： 63，563，600円
3連複： 118，691，500円 3連単： 114，241，900円 計： 514，539，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 220円 � 390円 � 120円 枠 連（2－7） 3，000円

馬 連 �� 10，810円 馬 単 �� 16，630円

ワ イ ド �� 3，020円 �� 510円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 8，850円 3 連 単 ��� 69，710円

票 数

単勝票数 計 425372 的中 � 44936（4番人気）
複勝票数 計 620073 的中 � 60770（4番人気）� 28645（8番人気）� 188836（1番人気）
枠連票数 計 118070 的中 （2－7） 3044（15番人気）
馬連票数 計 718888 的中 �� 5150（31番人気）
馬単票数 計 298024 的中 �� 1344（55番人気）
ワイド票数 計 635636 的中 �� 5075（34番人気）�� 34494（4番人気）�� 16211（8番人気）
3連複票数 計1186915 的中 ��� 10054（28番人気）
3連単票数 計1142419 的中 ��� 1188（232番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．5―37．0―50．0―1：02．7―1：15．3―1：27．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F37．0
3 ・（10，14）（1，15，12）3（7，8）2（6，13）4（9，11）5 4 ・（10，14，15，12）（1，3）－（2，7，8）（4，6，13）（9，11）5

勝馬の
紹 介

セイウンロミオ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2020．7．5 福島9着

2018．4．12生 牡2鹿 母 ラブジュリエット 母母 ホッコーオウカ 5戦1勝 賞金 6，380，000円
〔騎手変更〕 サムライスピアー号の騎手柴田善臣は，第5日第4競走における下見所での落馬負傷のため三浦皇成に変更。
※出走取消馬 グアドループ号（疾病〔右前挫跖〕のため）
※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。
（非抽選馬） 2頭 ウインプロスト号・ピックアペタル号

3106211月22日 晴 良 （2東京5） 第6日 第2競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10時20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

23 ソングライン 牝2青鹿54 丸山 元気 �サンデーレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 482＋141：34．1 3．1�
36 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± 01：34．63 3．0�

714 フクノグラーティア 牝2黒鹿54 横山 和生福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新ひだか 山際牧場 458－ 61：34．7クビ 59．8�
47 ホウオウラスカーズ 牝2黒鹿54 三浦 皇成小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 21：34．91� 5．9�
611 ラ ン グ ロ ワ 牝2青鹿 54

52 ◇藤田菜七子ムーティエR 堀井 雅広 新ひだか へいはた牧場 418－ 41：35．11� 17．0	
510 ミスティレイン 牝2鹿 54

53 ☆斎藤 新ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 430± 0 〃 アタマ 16．5


816 スターリーアイズ 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 稲垣 幸雄 登別 登別上水牧場 456＋ 21：35．31� 12．9�
818 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 408－ 61：35．4� 49．9�
35 デルマヒジリ 牝2青 54 吉田 隼人浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 502＋ 21：35．5クビ 15．7
24 サンテティエンヌ 牝2鹿 54

53 ☆菅原 明良吉田 勝己氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 396－ 2 〃 クビ 254．1�
612 オショロコマ 牝2栗 54 北村 宏司越村 哲男氏 勢司 和浩 洞�湖 レイクヴィラファーム 472－ 21：35．6� 136．6�
817 ド ナ テ ッ ラ 牝2鹿 54 横山 武史 �ローレルレーシング 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 464＋ 2 〃 アタマ 37．5�
48 クレールフォルム 牝2栗 54 吉田 豊 �社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム 476－ 41：35．7クビ 71．4�
11 ジュンココロ 牝2鹿 54 和田 竜二河合 純二氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 446－ 21：35．91� 261．5�
715 アイアムカガヤキ 牝2黒鹿54 江田 照男堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 424＋ 21：36．21� 55．4�
713 ビッグリーフルーフ 牝2鹿 54

53 ☆木幡 育也大屋 高広氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 428－ 41：36．62� 87．4�
12 ムーンリバー 牝2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新ひだか 本桐牧場 448＋141：37．02� 453．9�
59 スズカラブローズ 牝2栗 54 黛 弘人永井 啓弍氏 柄崎 孝 様似 中村 俊紀 414－ 41：39．0大差 553．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 46，627，400円 複勝： 71，521，900円 枠連： 15，585，200円
馬連： 72，382，800円 馬単： 29，350，900円 ワイド： 69，693，900円
3連複： 114，001，500円 3連単： 109，812，400円 計： 528，976，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 140円 � 700円 枠 連（2－3） 480円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 280円 �� 2，810円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 6，590円 3 連 単 ��� 23，990円

票 数

単勝票数 計 466274 的中 � 121013（2番人気）
複勝票数 計 715219 的中 � 129566（2番人気）� 172395（1番人気）� 16899（11番人気）
枠連票数 計 155852 的中 （2－3） 25029（1番人気）
馬連票数 計 723828 的中 �� 98560（1番人気）
馬単票数 計 293509 的中 �� 20220（1番人気）
ワイド票数 計 696939 的中 �� 75525（1番人気）�� 5741（31番人気）�� 8083（22番人気）
3連複票数 計1140015 的中 ��� 12967（17番人気）
3連単票数 計1098124 的中 ��� 3318（68番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．2―47．0―58．9―1：10．6―1：22．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソングライン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．6．20 東京2着

2018．3．4生 牝2青鹿 母 ルミナスパレード 母母 ルミナスポイント 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔騎手変更〕 アイアムカガヤキ号の騎手柴田善臣は，第5日第4競走における下見所での落馬負傷のため江田照男に変更。
〔制裁〕 クレールフォルム号の騎手吉田豊は，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：10番・12番・13番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカラブローズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月22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 ロジネイア号

第５回 東京競馬 第６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



3106311月22日 晴 良 （2東京5） 第6日 第3競走 ��1，400�2歳未勝利
発走10時50分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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
1：20．8
1：20．1

良
良

714 カトルショセット 牝2鹿 54 横山 武史�G1レーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 446± 01：22．1 9．7�
715 アップリバー 牝2青鹿54 木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 484－ 2 〃 アタマ 4．7�
59 スマートワン 牡2青鹿55 田辺 裕信橋詰 弘一氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 472＋ 61：22．2� 10．2�
12 グランパラディーゾ 牝2鹿 54 北村 宏司 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 458－ 61：22．3� 4．8�
510 ユキノファラオ 牡2鹿 55 横山 典弘井上 基之氏 石毛 善彦 新ひだか フジワラフアーム 472± 01：22．5� 3．2	
47 ブルーライト 牝2黒鹿54 丸田 恭介高橋 文男氏 宗像 義忠 日高 本間牧場 450＋ 81：22．92� 35．8

816 ノックトゥワイス 牡2栗 55 吉田 隼人飯塚 知一氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 6 〃 アタマ 24．7�
818 ゲツメンチャクリク 牝2鹿 54

51 ▲小林 脩斗小田切 光氏 黒岩 陽一 浦河 木村牧場 420＋10 〃 アタマ 37．6�
48 マイナーズライト 牡2鹿 55 三浦 皇成吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 454－101：23．11� 8．1
23 フィジータイム 牡2鹿 55

53 △山田 敬士 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム B490＋181：23．2� 213．7�
11 エスタンピージャ 牝2鹿 54

53 ☆菊沢 一樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 462± 01：23．41� 40．3�

612 レピュテーション 牝2黒鹿 54
51 ▲秋山 稔樹 �グランデオーナーズ 大和田 成 新ひだか 斉藤スタッド 402－ 8 〃 ハナ 377．7�

611 スターインパクト 牡2青鹿 55
52 ▲原 優介伊東 純一氏 杉浦 宏昭 日高 ヤナガワ牧場 430＋ 6 〃 アタマ 312．0�

35 ヒカルマドンナ 牝2青鹿54 黛 弘人安蒜 一修氏 柄崎 孝 新冠 佐藤牧場 420± 01：23．61� 554．7�
713 スノウリリー 牝2栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか タツヤファーム 412＋ 21：23．7� 126．0�
817 ナイトアルニラム 牡2鹿 55 内田 博幸菅原 広隆氏 南田美知雄 新冠 新冠橋本牧場 480＋ 61：23．8� 286．5�
24 ノーブルウィング 牝2黒鹿54 吉田 豊吉木 伸彦氏 粕谷 昌央 新ひだか 坂本 智広 434－ 41：24．33 419．1�
36 フライアカイト 牝2鹿 54

51 ▲小林 凌大小林 由明氏 尾形 和幸 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 392－ 61：25．15 442．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 45，818，100円 複勝： 70，506，200円 枠連： 17，934，800円
馬連： 75，029，600円 馬単： 31，522，100円 ワイド： 69，682，900円
3連複： 115，312，000円 3連単： 116，184，600円 計： 541，990，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 240円 � 180円 � 330円 枠 連（7－7） 1，750円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 4，290円

ワ イ ド �� 580円 �� 1，550円 �� 780円

3 連 複 ��� 5，400円 3 連 単 ��� 28，310円

票 数

単勝票数 計 458181 的中 � 39747（5番人気）
複勝票数 計 705062 的中 � 73155（5番人気）� 121512（2番人気）� 48503（6番人気）
枠連票数 計 179348 的中 （7－7） 7929（8番人気）
馬連票数 計 750296 的中 �� 30605（7番人気）
馬単票数 計 315221 的中 �� 5499（21番人気）
ワイド票数 計 696829 的中 �� 32169（6番人気）�� 11007（19番人気）�� 23105（10番人気）
3連複票数 計1153120 的中 ��� 15999（18番人気）
3連単票数 計1161846 的中 ��� 2975（94番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．6―47．5―59．0―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カトルショセット �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Sinndar デビュー 2020．7．11 函館4着

2018．5．2生 牝2鹿 母 フォーシンズ 母母 Four Roses 4戦1勝 賞金 9，500，000円

3106411月22日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （2東京5） 第6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 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：17．5良・良

44 � アイファーアクター 牡4鹿 60 高野 和馬中島 稔氏 伊藤 伸一 新冠 川上 悦夫 484－ 23：23．9 21．8�
11 マイティウェイ 牡4黒鹿60 大庭 和弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 新ひだか 山際牧場 484＋ 43：24．11 3．9�
55 トーアコルレオーネ 牡4鹿 60 黒岩 悠高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 434－ 23：24．31� 23．4�
89 � クリップスプリンガ 牡6鹿 60 草野 太郎山下 良子氏 岩戸 孝樹 新冠 ヤマタケ牧場 466＋ 83：24．4クビ 2．2�
22 アバオアクー �8鹿 60 五十嵐雄祐外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 514＋ 43：24．72 15．9�
78 エレクトロポップ 牡7青鹿60 江田 勇亮 	社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 508＋ 83：25．02 4．4

77 � シゲルアメジスト 牡4鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 石毛 善彦 浦河 王蔵牧場 492± 03：25．42� 9．6�
66 モリトシュン 牡4青鹿60 小野寺祐太吉川 朋宏氏 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 B484＋ 63：26．46 70．9�
33 エフティハヤテ 牡3青 58 伴 啓太吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 496＋ 43：30．5大差 155．8
810 トウショウドラフタ 牡7栗 60 大江原 圭トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 496＋ 83：32．8大差 16．2�
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売 得 金
単勝： 22，612，600円 複勝： 22，780，500円 枠連： 7，409，100円
馬連： 34，979，500円 馬単： 19，836，000円 ワイド： 27，041，600円
3連複： 56，095，900円 3連単： 92，861，700円 計： 283，616，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，180円 複 勝 � 490円 � 190円 � 370円 枠 連（1－4） 3，400円

馬 連 �� 4，680円 馬 単 �� 10，710円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 3，680円 �� 910円

3 連 複 ��� 15，900円 3 連 単 ��� 117，080円

票 数

単勝票数 計 226126 的中 � 8284（7番人気）
複勝票数 計 227805 的中 � 10380（8番人気）� 39290（2番人気）� 14910（5番人気）
枠連票数 計 74091 的中 （1－4） 1687（13番人気）
馬連票数 計 349795 的中 �� 5781（16番人気）
馬単票数 計 198360 的中 �� 1388（34番人気）
ワイド票数 計 270416 的中 �� 5087（17番人気）�� 1833（31番人気）�� 7854（11番人気）
3連複票数 計 560959 的中 ��� 2645（44番人気）
3連単票数 計 928617 的中 ��� 575（268番人気）
上り 1マイル 1：46．5 4F 53．5－3F 40．6

コーナー
通過順位

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

2
�

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

勝馬の
紹 介

�アイファーアクター �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 クリプティックラスカル

2016．2．26生 牡4鹿 母 アイファースイーツ 母母 ヨシノサンデー 障害：1戦1勝 賞金 7，900，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 マイティウェイ号の騎手石神深一は，第5日第8競走での落馬負傷のため大庭和弥に変更。



3106511月22日 晴 良 （2東京5） 第6日 第5競走 ��
��2，000�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
1：59．5
1：58．9

良
良

78 イースタンワールド 牡2青鹿55 吉田 隼人�三嶋牧場 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 466 ―2：05．9 13．0�
55 アルビージャ 牡2黒鹿55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 514 ―2：06．11� 2．2�
33 シ ル ブ ロ ン 牡2鹿 55 横山 武史 �シルクレーシング 稲垣 幸雄 平取 坂東牧場 470 ―2：06．41� 11．7�
79 ミッキーセレスタ 牡2黒鹿55 横山 典弘野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 520 ―2：06．61 3．8�
811 スケボーマン 牡2黒鹿55 伊藤 工真石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 484 ―2：07．02� 111．0�
66 メイショウセッサイ 牡2黒鹿55 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 村下 明博 472 ―2：07．1クビ 9．1	
67 � ジャストフィット 牡2栗 55 北村 宏司嶋田 賢氏 藤沢 和雄 愛 Diamond

Creek Farm 496 ―2：07．2	 14．4

22 ミラキュラスサイン 牡2栗 55 武藤 雅 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446 ―2：07．3クビ 39．6�
44 アインジェニー 牝2黒鹿54 松岡 正海下河辺隆行氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 460 ―2：07．61	 43．3�
11 ヴ ィ ト ラ ス 牡2黒鹿55 坂井 瑠星中村 祐子氏 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 474 ―2：08．34 12．1
810 キタノイブラン 牡2栗 55 武士沢友治北所 直人氏 粕谷 昌央 新冠 タニグチ牧場 472 ―2：09．89 263．9�
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売 得 金
単勝： 47，012，900円 複勝： 44，218，400円 枠連： 9，467，700円
馬連： 54，889，700円 馬単： 30，544，400円 ワイド： 45，674，900円
3連複： 75，339，300円 3連単： 105，786，100円 計： 412，933，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 280円 � 120円 � 240円 枠 連（5－7） 370円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 4，300円

ワ イ ド �� 580円 �� 1，540円 �� 480円

3 連 複 ��� 3，910円 3 連 単 ��� 27，870円

票 数

単勝票数 計 470129 的中 � 30398（6番人気）
複勝票数 計 442184 的中 � 31131（6番人気）� 129837（1番人気）� 38626（5番人気）
枠連票数 計 94677 的中 （5－7） 19562（1番人気）
馬連票数 計 548897 的中 �� 26326（6番人気）
馬単票数 計 305444 的中 �� 5322（17番人気）
ワイド票数 計 456749 的中 �� 20536（6番人気）�� 7082（21番人気）�� 25571（4番人気）
3連複票数 計 753393 的中 ��� 14443（14番人気）
3連単票数 計1057861 的中 ��� 2751（96番人気）

ハロンタイム 13．4―12．7―13．1―13．3―13．8―13．2―12．7―11．5―11．1―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―26．1―39．2―52．5―1：06．3―1：19．5―1：32．2―1：43．7―1：54．8

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

勝馬の
紹 介

イースタンワールド �
�
父 ワールドエース �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2018．2．16生 牡2青鹿 母 メイショウアサツユ 母母 アッファビリティー 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3106611月22日 晴 良 （2東京5） 第6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

24 ル ヴ ィ ア ス 牡2鹿 55 横山 典弘小泉 修氏 小西 一男 新ひだか 原田 久司 538 ―1：41．2 3．8�
35 フォーヴィスム 牡2栗 55 丸山 元気 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 532 ―1：41．52 5．8�
713 キタノスウォード 牝2黒鹿 54

51 ▲秋山 稔樹北所 直人氏 萱野 浩二 日高 シンボリ牧場 468 ―1：41．92� 125．9�
12 サトノバトラー 牡2鹿 55 内田 博幸 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B496 ―1：42．0� 7．9�
23 キタノアヴァロン 牡2栗 55

53 △山田 敬士北所 直人氏 土田 稔 新ひだか 見上牧場 448 ―1：42．1クビ 62．3	
816 カフェアヴニール 牡2青鹿55 松岡 正海西川 光一氏 中舘 英二 新ひだか 前山 友厚 460 ― 〃 クビ 6．4

714 ヴ ォ イ ス 牡2鹿 55 杉原 誠人竹下 浩一氏 宮田 敬介 新ひだか 山野牧場 474 ―1：42．2� 34．8�
47 ダ ヴ ィ ン チ 牡2栗 55 石川裕紀人佐々木 徹氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 544 ―1：42．62� 17．4�
11 オジョウサン 牝2栗 54

52 ◇藤田菜七子村山 忠弘氏 根本 康広 日高 Wing Farm 472 ―1：42．7クビ 22．1
815 カンリンポチェ 牡2鹿 55 田辺 裕信窪田 芳郎氏 田村 康仁 浦河 大島牧場 510 ―1：43．12� 4．1�
48 ケイツーディナール 牡2鹿 55 江田 照男楠本 勝美氏 蛯名 利弘 新ひだか 増本牧場 528 ―1：43．63 32．3�
612 キアヌマウナ 牝2鹿 54 黛 弘人�ターフ・スポート和田 雄二 浦河 市川フアーム 508 ―1：43．7� 175．1�
510 コ カ ゲ 牡2鹿 55 北村 宏司油木 大樹氏 勢司 和浩 新ひだか 西川富岡牧場 484 ―1：43．8� 74．5�
611 キタノラディウス 牡2鹿 55 武士沢友治北所 直人氏 天間 昭一 新ひだか 沖田 博志 442 ―1：44．75 120．2�
36 コンピエーニュ 牡2鹿 55

52 ▲原 優介伊達 敏明氏 高橋 祥泰 日高 サンシャイン
牧場 500 ― 〃 クビ 157．2�

59 ミチノシチリア 牡2鹿 55
54 ☆斎藤 新鈴木 道雄氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 472 ―1：48．0大差 78．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，447，300円 複勝： 49，040，400円 枠連： 16，897，300円
馬連： 61，878，200円 馬単： 25，715，100円 ワイド： 54，185，800円
3連複： 87，628，500円 3連単： 90，366，100円 計： 429，158，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 210円 � 1，670円 枠 連（2－3） 1，070円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 560円 �� 5，220円 �� 8，360円

3 連 複 ��� 27，450円 3 連 単 ��� 76，090円

票 数

単勝票数 計 434473 的中 � 95824（1番人気）
複勝票数 計 490404 的中 � 95562（1番人気）� 63213（4番人気）� 5461（13番人気）
枠連票数 計 168973 的中 （2－3） 12126（5番人気）
馬連票数 計 618782 的中 �� 46993（2番人気）
馬単票数 計 257151 的中 �� 10209（2番人気）
ワイド票数 計 541858 的中 �� 27139（5番人気）�� 2561（46番人気）�� 1591（62番人気）
3連複票数 計 876285 的中 ��� 2394（83番人気）
3連単票数 計 903661 的中 ��� 861（232番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―13．0―12．9―12．8―12．6―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．6―37．6―50．5―1：03．3―1：15．9―1：28．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ル ヴ ィ ア ス �
�
父 ヴァンセンヌ �

�
母父 サクラバクシンオー 初出走

2018．4．4生 牡2鹿 母 ロ メ ラ 母母 リズミカルシチー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 ミチノシチリア号の騎手柴田善臣は，第5日第4競走における下見所での落馬負傷のため斎藤新に変更。
〔発走状況〕 カフェアヴニール号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミチノシチリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月22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 ビーカレイジャス号・ボレロ号



3106711月22日 晴 良 （2東京5） 第6日 第7競走 ��
��2，100�3歳以上1勝クラス

発走13時10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
2：06．7
2：05．9

良
良

12 インナーアリュール 牡3鹿 55
52 ▲原 優介平井 裕氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 480＋ 82：13．4 4．9�

713 グラスデスティーノ 牡3鹿 55 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B472＋ 22：13．61� 10．9�
24 ヤマノマタカ 牡3鹿 55 和田 竜二澤村 敏雄氏 相沢 郁 浦河 大北牧場 B470＋ 82：13．7	 6．9�
714 ユ メ ノ サ キ 
5栗 57 北村 宏司山田広太郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B540＋ 22：14．12� 11．8�
815 ド ー フ ァ ン 
5鹿 57 吉田 豊 �シルクレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム B526＋ 4 〃 ハナ 16．4�
510 ジチュダケテソーロ 牡3鹿 55 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス	 加藤士津八 日高 天羽 禮治 B502＋ 42：15．05 7．2

59 プレイングラン 牡4栗 57 田辺 裕信スリースターズレーシング 小西 一男 新ひだか 平野牧場 482－ 2 〃 アタマ 5．9�
816 ハ ン ド リ ー 牝5栗 55 田中 勝春大倉 佑介氏 松永 康利 青森 諏訪牧場 460＋ 22：15．21 125．1�
48 アナザークイーン 牝4黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム B470－102：15．41� 166．6
35 トップリーチ 牡3黒鹿55 横山 武史紅露 純氏 萱野 浩二 日高 庄野牧場 454＋ 22：15．93 5．2�
23 セイウンヒロイン 牝3黒鹿53 黛 弘人西山 茂行氏 奥平 雅士 洞�湖 レイクヴィラファーム 504＋ 62：16．0� 124．2�
11 ラブエスポー 牝3鹿 53

50 ▲秋山 稔樹増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 462＋102：16．2	 180．5�
612 ニューツーリズム 牡4青鹿57 横山 和生吉田 晴哉氏 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 516＋ 22：17．26 15．2�
611 エンパイアカラー 
6黒鹿57 江田 照男 	吉澤ホールディングス 藤原 辰雄 新冠 ヒカル牧場 522＋ 22：17．62� 33．1�
47 セイカアーナンダイ 牡3栗 55 石川裕紀人久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 466－ 62：19．4大差 135．8�
36  ヴィーヴルサヴィ 
5鹿 57

56 ☆菅原 明良ライオンレースホース	 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 506＋ 8 （競走中止） 23．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，893，400円 複勝： 71，565，600円 枠連： 20，735，100円
馬連： 84，315，600円 馬単： 31，878，800円 ワイド： 77，707，700円
3連複： 141，901，500円 3連単： 129，089，300円 計： 597，087，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 210円 � 300円 � 260円 枠 連（1－7） 1，700円

馬 連 �� 2，910円 馬 単 �� 4，170円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 620円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 5，750円 3 連 単 ��� 27，890円

票 数

単勝票数 計 398934 的中 � 64524（1番人気）
複勝票数 計 715656 的中 � 97253（3番人気）� 58406（6番人気）� 71791（5番人気）
枠連票数 計 207351 的中 （1－7） 9433（8番人気）
馬連票数 計 843156 的中 �� 22383（12番人気）
馬単票数 計 318788 的中 �� 5722（13番人気）
ワイド票数 計 777077 的中 �� 18782（13番人気）�� 33346（3番人気）�� 16824（18番人気）
3連複票数 計1419015 的中 ��� 18488（13番人気）
3連単票数 計1290893 的中 ��� 3355（59番人気）

ハロンタイム 7．2―11．5―13．3―13．3―13．1―12．4―11．9―12．4―12．9―12．6―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．7―32．0―45．3―58．4―1：10．8―1：22．7―1：35．1―1：48．0―2：00．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

インナーアリュール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Danehill デビュー 2020．2．29 中山7着

2017．3．14生 牡3鹿 母 セントフロンティア 母母 Cashelmara 12戦2勝 賞金 20，980，000円
〔発走状況〕 ニューツーリズム号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔競走中止〕 ヴィーヴルサヴィ号は，競走中に疾病〔左前繋靭帯不全断裂〕を発症したため決勝線手前で競走中止。
〔制裁〕 グラスデスティーノ号の騎手木幡巧也は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：10番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ニューツーリズム号は，令和2年11月23日から令和2年12月22日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。

3106811月22日 晴 良 （2東京5） 第6日 第8競走 ��1，300�3歳以上1勝クラス
発走13時40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
1：16．1
1：16．1

重
重

47 バナナボート 牡6栗 57
54 ▲小林 脩斗田頭 勇貴氏 星野 忍 新冠 坂元 芳春 448± 01：18．2 17．4�

714 トリプルシックス 牝3黒鹿54 横山 和生西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 476± 01：18．3� 3．8�
24 オメガドーヴィル 牝4青鹿55 和田 竜二原 �子氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 406－ 21：18．83 5．2�
816 クイーンズテイスト 牝4黒鹿 55

54 ☆菊沢 一樹 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 478－ 61：19．43� 21．9�
59 	 ラ キ ウ ラ 
4黒鹿57 柴田 大知�錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 482－101：19．5� 48．5	
36 	 プリンセスヨウク 牝6鹿 55

52 ▲秋山 稔樹ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 456－ 21：19．6クビ 12．3

12 マイヨブラン 牡4白 57 横山 武史 �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 562－ 81：19．7� 4．5�
815 リアンフィーユ 牝3黒鹿54 吉田 隼人 �CHEVAL AT-

TACHE 斎藤 誠 新ひだか 前田ファーム 444± 01：20．02 18．4�
23 ペイシャリルキス 
4鹿 57 三浦 皇成北所 直人氏 本間 忍 様似 清水スタッド 498－ 41：20．1クビ 4．0
612 ガラデレオン 牡3鹿 56 木幡 巧也山口 敦広氏 的場 均 新ひだか 落合 一巳 498＋181：20．52� 60．7�
611 トーホウボッカ 牡4黒鹿57 嘉藤 貴行東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 484＋ 8 〃 ハナ 214．1�
510 シゲルガラテア 牡3栗 56

55 ☆菅原 明良森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 ムラカミファーム B492－ 41：20．6� 59．2�
35 ペリトモレノ 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 猿橋 義昭 492＋321：21．13 55．7�
48 ス ト レ ガ 牝3栗 54 武藤 雅清川 信弘氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 静子 468＋ 61：22．16 183．6�
713	 デルマエトワール 牝4芦 55 武士沢友治浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 494＋121：22．63 509．7�
11 	 プレシャスメール 牝4黒鹿55 岩部 純二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石毛 善彦 新ひだか 岡田スタツド 480－22 〃 ハナ 120．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，691，900円 複勝： 65，850，600円 枠連： 16，810，400円
馬連： 86，322，800円 馬単： 33，956，300円 ワイド： 67，288，700円
3連複： 130，121，200円 3連単： 139，002，800円 計： 582，044，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，740円 複 勝 � 330円 � 160円 � 190円 枠 連（4－7） 2，780円

馬 連 �� 2，940円 馬 単 �� 7，840円

ワ イ ド �� 940円 �� 1，220円 �� 410円

3 連 複 ��� 4，380円 3 連 単 ��� 40，890円

票 数

単勝票数 計 426919 的中 � 19579（6番人気）
複勝票数 計 658506 的中 � 42430（6番人気）� 126203（2番人気）� 91307（4番人気）
枠連票数 計 168104 的中 （4－7） 4678（11番人気）
馬連票数 計 863228 的中 �� 22683（12番人気）
馬単票数 計 339563 的中 �� 3248（29番人気）
ワイド票数 計 672887 的中 �� 17694（10番人気）�� 13457（14番人気）�� 45280（2番人気）
3連複票数 計1301212 的中 ��� 22241（12番人気）
3連単票数 計1390028 的中 ��� 2464（135番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―11．6―11．8―11．9―12．0―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．1―29．7―41．5―53．4―1：05．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バナナボート �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2016．8．20 新潟7着

2014．4．20生 牡6栗 母 ツクバオトメ 母母 アカンプリッシュ 37戦2勝 賞金 33，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマエトワール号・プレシャスメール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年

12月22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） 1頭 ネオトゥルー号
（非抽選馬） 4頭 アテンフェアリー号・サノノクヒオ号・セイスケルツォ号・ナムラブル号



3106911月22日 晴 良 （2東京5） 第6日 第9競走 ��
��1，600�

あ か ま つ

赤 松 賞
発走14時15分 （芝・左）
牝，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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．7
1：32．3

良
良

55 アカイトリノムスメ 牝2黒鹿54 横山 武史金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 446＋ 21：34．5 3．1�

77 メイサウザンアワー 牝2鹿 54 田辺 裕信千明牧場 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 482＋ 21：34．71� 3．4�
44 アオイゴールド 牝2黒鹿54 内田 博幸鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 市川フアーム 464＋ 41：34．9� 14．6�
810 シャドウエリス 牝2鹿 54 吉田 隼人飯塚 知一氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 442± 01：35．11	 4．6�
33 レアシャンパーニュ 牝2黒鹿54 和田 竜二大塚 亮一氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 446－ 2 〃 クビ 9．0�
22 シゲルオテンバ 牝2鹿 54 三浦 皇成森中 蕃氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 432＋ 21：35．31 7．1	
89 ス ラ イ リ ー 牝2鹿 54 石川裕紀人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 日高 白井牧場 424－ 61：35．4� 38．6

78 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 476－101：36．14 55．8�
66 アンチエイジング 牝2鹿 54 山田 敬士福田 光博氏 小桧山 悟 日高 高柳 隆男 450± 01：36．31	 287．6�
11 セイウンエンプレス 牝2黒鹿54 武藤 雅西山 茂行氏 本間 忍 日高 西山牧場 372－141：36．5� 106．8

（10頭）

売 得 金
単勝： 76，577，300円 複勝： 90，285，700円 枠連： 14，290，400円
馬連： 115，837，400円 馬単： 55，352，800円 ワイド： 73，144，000円
3連複： 151，400，500円 3連単： 261，354，800円 計： 838，242，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 130円 � 230円 枠 連（5－7） 380円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 220円 �� 540円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 5，540円

票 数

単勝票数 計 765773 的中 � 197745（1番人気）
複勝票数 計 902857 的中 � 203395（1番人気）� 201530（2番人気）� 74819（6番人気）
枠連票数 計 142904 的中 （5－7） 28742（1番人気）
馬連票数 計1158374 的中 �� 211916（1番人気）
馬単票数 計 553528 的中 �� 47821（2番人気）
ワイド票数 計 731440 的中 �� 99465（1番人気）�� 31384（9番人気）�� 28812（11番人気）
3連複票数 計1514005 的中 ��� 81516（4番人気）
3連単票数 計2613548 的中 ��� 34161（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．3―36．2―48．1―59．9―1：11．4―1：22．7

コーナー
通過順位

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

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 3戦2勝 賞金 15，452，000円

3107011月22日 晴 良 （2東京5） 第6日 第10競走 ��
��2，400�

な ん ぶ

南 武 特 別
発走14時50分 （芝・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
2：20．6
2：20．6

良
良

810 ブラックマジック 牡3青鹿55 和田 竜二窪田 芳郎氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 446＋ 22：26．4 4．6�
78 ハーツイストワール 牡4黒鹿57 田辺 裕信嶋田 賢氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 480＋ 82：26．61� 3．4�
22 ル タ ン ブ ル 牝4黒鹿55 吉田 豊杉浦 和也氏 小手川 準 日高 竹島 幸治 462＋ 22：27．34 12．1�
811 マ ス ラ オ 	6栗 57 菅原 明良 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 日高 白井牧場 454＋ 4 〃 アタマ 246．3�
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 486－ 42：27．61
 51．3�
44 モ イ 牝4黒鹿55 菊沢 一樹 Him Rock Racing

ホールディングス� 寺島 良 日高 タバタファーム 386± 0 〃 クビ 96．5	
55 サトノシリウス 牡5鹿 57 三浦 皇成 �サトミホースカンパニー 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 478－ 22：27．8
 7．0

79 エンデュミオン 牡3黒鹿55 横山 典弘�ターフ・スポート清水 久詞 浦河 谷川牧場 444－ 42：28．01 2．5�
33 フラッフィーベア 牝4鹿 55 木幡 育也 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 438－ 62：28．1
 21．2
66 � リードザフィールド 牡6栗 57 木幡 巧也岡田 牧雄氏 大江原 哲 米 Brereton C. Jones

& B. Ned Jones 470＋262：28．31� 130．5�
67 ドリームスピリット 牡5鹿 57 江田 照男落合 幸弘氏 武藤 善則 様似 中村 俊紀 510＋122：28．4
 21．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 54，809，800円 複勝： 68，602，300円 枠連： 22，140，400円
馬連： 137，184，400円 馬単： 61，236，300円 ワイド： 82，700，400円
3連複： 189，241，500円 3連単： 295，285，500円 計： 911，200，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 150円 � 150円 � 260円 枠 連（7－8） 350円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 280円 �� 750円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，840円 3 連 単 ��� 10，450円

票 数

単勝票数 計 548098 的中 � 94342（3番人気）
複勝票数 計 686023 的中 � 126690（3番人気）� 137270（2番人気）� 53496（5番人気）
枠連票数 計 221404 的中 （7－8） 48019（1番人気）
馬連票数 計1371844 的中 �� 145565（3番人気）
馬単票数 計 612363 的中 �� 29615（6番人気）
ワイド票数 計 827004 的中 �� 85498（2番人気）�� 26141（10番人気）�� 31109（8番人気）
3連複票数 計1892415 的中 ��� 49829（9番人気）
3連単票数 計2952855 的中 ��� 20467（34番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．8―12．4―12．3―12．2―12．5―12．0―11．8―11．6―12．0―12．1

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―24．7―37．5―49．9―1：02．2―1：14．4―1：26．9―1：38．9―1：50．7―2：02．3―2：14．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブラックマジック �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sholokhov デビュー 2019．10．27 東京5着

2017．4．29生 牡3青鹿 母 ナイトマジック 母母 Night Woman 8戦3勝 賞金 37，755，000円
〔騎手変更〕 リードザフィールド号の騎手柴田善臣は，第5日第4競走における下見所での落馬負傷のため木幡巧也に変更。

２レース目



3107111月22日 晴 良 （2東京5） 第6日 第11競走 ��
��1，400�

しもつき

霜月ステークス
発走15時25分 （ダート・左）
3歳以上，1．11．16以降2．11．15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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：21．5
1：20．3

重
不良

714 ヘ リ オ ス �4黒鹿54 北村 宏司�桑田牧場 寺島 良 浦河 桑田牧場 B464－121：22．8 19．2�
611 メイショウテンスイ 牡3栗 55 吉田 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 504－ 21：23．01� 3．9�
23 テイエムサウスダン 牡3鹿 55 丸山 元気竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 546＋261：23．21� 44．1�
815 ブルベアイリーデ 牡4鹿 56 三浦 皇成森中 蕃氏 杉山 晴紀 浦河 フクオカファーム 492＋ 4 〃 クビ 7．3�
612 ヨ ハ ン 牡4鹿 54 和田 竜二サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 430＋ 61：23．51	 20．1�
59 スズカコーズライン 牡6鹿 57 丸田 恭介永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 516－ 8 〃 アタマ 22．4	
35 ロードラズライト �5青鹿54 坂井 瑠星 
ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 444－101：23．6
 12．4�
510 テーオージーニアス 牡5鹿 56 川須 栄彦小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 500＋ 2 〃 ハナ 7．1�
24 エイシンポジション 牝4鹿 52 武藤 雅
栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 426－ 6 〃 ハナ 10．5
47 サトノラファール 牡3栗 54 松岡 正海 
サトミホースカンパニー 中竹 和也 千歳 社台ファーム 532－ 61：24．02
 22．5�
48 デュープロセス 牡4栗 57 斎藤 新ゴドルフィン 安田 隆行 英 Godolphin 474± 01：24．53 13．0�
713 ミッキーワイルド 牡5鹿 57 横山 武史野田みづき氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 508＋ 21：24．81
 6．5�
11 ミラアイトーン 牡6青鹿57 横山 和生島川 �哉氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 556－ 21：25．01� 12．4�
816 アシャカダイキ 牝6鹿 51 石川裕紀人吉冨 学氏 鈴木 伸尋 安平 ノーザンファーム 502－ 21：25．1	 240．6�
36 ド ー ヴ ァ ー 牡7栗 56 内田 博幸ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506± 01：25．52 79．4�
12 ムーンクエイク �7栗 56 木幡 育也 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 518± 01：30．2大差 156．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 93，438，500円 複勝： 137，420，200円 枠連： 59，575，700円
馬連： 320，925，300円 馬単： 112，237，000円 ワイド： 206，969，000円
3連複： 570，579，400円 3連単： 605，280，600円 計： 2，106，425，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，920円 複 勝 � 480円 � 190円 � 1，190円 枠 連（6－7） 830円

馬 連 �� 3，590円 馬 単 �� 8，260円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 11，270円 �� 3，650円

3 連 複 ��� 52，760円 3 連 単 ��� 311，000円

票 数

単勝票数 計 934385 的中 � 38930（9番人気）
複勝票数 計1374202 的中 � 68620（9番人気）� 247431（1番人気）� 24682（13番人気）
枠連票数 計 595757 的中 （6－7） 54995（3番人気）
馬連票数 計3209253 的中 �� 69162（12番人気）
馬単票数 計1122370 的中 �� 10184（32番人気）
ワイド票数 計2069690 的中 �� 38861（16番人気）�� 4643（83番人気）�� 14529（48番人気）
3連複票数 計5705794 的中 ��� 8110（165番人気）
3連単票数 計6052806 的中 ��� 1411（988番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．6―11．9―11．9―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．6―46．5―58．4―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヘ リ オ ス �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．8．18 札幌2着

2016．2．23生 �4黒鹿 母 アンジュシュエット 母母 ショウナンガッド 15戦5勝 賞金 76，607，000円
〔騎手変更〕 ヨハン号の騎手柴田善臣は，第5日第4競走における下見所での落馬負傷のため和田竜二に変更。
〔制裁〕 サトノラファール号の騎手松岡正海は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ムーンクエイク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月22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15頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）15頭 カタナ号・キングニミッツ号・クリノケンリュウ号・グルーヴィット号・サザンヴィグラス号・サングラス号・

デターミネーション号・テーオーフォース号・ドリュウ号・トーセンブレス号・ニホンピロタイド号・バレッティ号・
ハーグリーブス号・ランフォザローゼス号・レッドヴェイロン号

3107211月22日 晴 良 （2東京5） 第6日 第12競走 ��
��1，800�3歳以上2勝クラス

発走16時00分 （1000万円以下） （芝・左）
負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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
1：44．2
1：43．9

良
良

710 ヘイルメリー 牡3鹿 55 北村 宏司吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 522－ 41：49．3 2．5�
811 ワールドウインズ �3鹿 55 横山 典弘川勝 裕之氏 武 幸四郎 新ひだか 藤原牧場 460－ 61：49．4	 4．0�
55 
 ブルーエクセレンス 牡4青鹿57 和田 竜二ゴドルフィン 金成 貴史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476－ 61：49．5クビ 4．2�
22 ミ ト ロ ジ ー 牡4栗 57 三浦 皇成 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 484－ 21：49．71� 9．0�
33 ストームリッパー �4鹿 57 横山 武史吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B502－ 21：49．91 36．9�
11 ロゼフェニックス 牡5黒鹿57 的場 勇人髙橋 信博氏 的場 均 新冠 上井農場 442＋ 21：50．0� 117．4	
44 シーリアスラブ 牡4鹿 57 吉田 隼人吉田 千津氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 462＋ 2 〃 アタマ 17．3

79 サトノフォース �4黒鹿 57

56 ☆木幡 育也 �サトミホースカンパニー 藤沢 和雄 新ひだか 桜井牧場 456－10 〃 クビ 7．6�
812 ブリリアントリリー 牝5鹿 55 木幡 巧也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 81：50．53 155．6
68 シ ャ チ 牡3鹿 55

53 △山田 敬士中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 458－ 61：50．71� 24．9�
67 
 レッドリュンヌ 牝7栗 55

52 ▲原 優介Mr．ホース 南田美知雄 安平 ノーザンファーム 444＋ 41：50．8クビ 403．4�
56 スワンボート 牡10鹿 57 水口 優也田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 オンワード牧場 494－101：51．65 429．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 83，202，400円 複勝： 88，443，300円 枠連： 26，892，200円
馬連： 165，211，300円 馬単： 70，815，700円 ワイド： 108，029，000円
3連複： 226，055，800円 3連単： 353，665，500円 計： 1，122，315，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 150円 � 130円 枠 連（7－8） 430円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 240円 �� 250円 �� 340円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 2，830円

票 数

単勝票数 計 832024 的中 � 256099（1番人気）
複勝票数 計 884433 的中 � 191653（1番人気）� 133006（3番人気）� 180973（2番人気）
枠連票数 計 268922 的中 （7－8） 47464（2番人気）
馬連票数 計1652113 的中 �� 247852（1番人気）
馬単票数 計 708157 的中 �� 60146（1番人気）
ワイド票数 計1080290 的中 �� 118839（1番人気）�� 111914（2番人気）�� 74740（3番人気）
3連複票数 計2260558 的中 ��� 245805（1番人気）
3連単票数 計3536655 的中 ��� 90402（1番人気）

ハロンタイム 13．5―12．1―12．7―12．9―12．5―12．0―11．3―10．9―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．5―25．6―38．3―51．2―1：03．7―1：15．7―1：27．0―1：37．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．6―3F33．6

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

勝馬の
紹 介

ヘイルメリー �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2020．2．29 中山1着

2017．3．4生 牡3鹿 母 クーデグレイス 母母 グレイスルーマー 3戦3勝 賞金 24，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※ブリリアントリリー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

４レース目



（2東京5）第6日 11月22日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 169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

210，160，000円
11，230，000円
29，560，000円
1，250，000円
24，340，000円
74，925，500円
5，237，500円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
638，668，800円
842，242，400円
239，545，300円
1，280，845，400円
532，247，800円
945，681，500円
1，976，368，600円
2，412，931，300円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 8，868，531，100円

総入場人員 3，006名 （有料入場人員 2，868名）
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