
3107311月23日 晴 良 （2東京5） 第7日 第1競走 ��1，400�2歳未勝利
発走9時50分 （ダート・左）

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
1：23．1
1：23．0

重
重

59 コモレビキラリ 牝2青鹿54 野中悠太郎亀岡 和彦氏 根本 康広 千歳 社台ファーム 444± 01：26．1 14．7�
816 アオイシチフク 牝2黒鹿54 北村 宏司鈴木 照雄氏 中舘 英二 浦河 市川フアーム 480－ 81：26．31� 11．4�
36 グルナピーク 牝2黒鹿54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 中川 公成 浦河 市川牧場 436＋ 61：27．25 2．4�
510 アポロスマイル 牝2黒鹿54 木幡 巧也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 480－ 21：27．3� 6．9�
24 リファインドマナー 牝2鹿 54 横山 典弘髙橋 明裕氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 454＋ 21：27．4クビ 4．3�
12 プレフェリータ 牝2鹿 54 戸崎 圭太	G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 472－ 6 〃 アタマ 9．4

48 タイセイラグーン 牝2鹿 54 大野 拓弥田中 成奉氏 伊藤 圭三 新ひだか 有限会社プライドロック 438－ 21：27．61� 30．9�
23 インプルーヴ 牝2栗 54

53 ☆菅原 明良石瀬 浩三氏 佐藤 吉勝 新冠 石田牧場 436－ 21：27．91� 34．2�
611 キ テ ィ ラ 牝2栗 54 江田 照男ディアレストクラブ	 清水 英克 新ひだか 畠山牧場 438－ 61：28．0� 82．5
714 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 486－ 41：29．06 310．7�
47 サトミノヒカリ 牝2黒鹿 54

51 ▲秋山 稔樹田代 洋己氏 鈴木 伸尋 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 450－ 21：29．1� 48．4�

11 イエローレンギョウ 牝2鹿 54
51 ▲原 優介本杉 芳郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 420－ 41：30．37 253．6�

35 ルイネーション 牝2鹿 54 丹内 祐次鈴木 康弘氏 古賀 史生 浦河 笹地牧場 426＋ 41：30．93� 295．9�
612 ア ウ リ イ 牝2鹿 54 横山 武史	磯波勇F 武井 亮 新ひだか カタオカフアーム 436－ 21：31．11� 108．8�
815 マ ネ ッ チ ア 牝2黒鹿 54

52 △山田 敬士小林 祐一氏 青木 孝文 青森 谷川 博勝 452＋ 21：31．31� 454．7�
713 フェアリーテイル 牝2栗 54 丸山 元気 	グリーンファーム高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 440＋ 41：32．15 41．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，989，900円 複勝： 56，795，000円 枠連： 12，096，100円
馬連： 68，576，800円 馬単： 29，033，200円 ワイド： 60，943，100円
3連複： 120，307，200円 3連単： 116，789，600円 計： 502，530，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，470円 複 勝 � 270円 � 280円 � 120円 枠 連（5－8） 2，210円

馬 連 �� 8，540円 馬 単 �� 16，760円

ワ イ ド �� 2，080円 �� 510円 �� 690円

3 連 複 ��� 5，570円 3 連 単 ��� 64，580円

票 数

単勝票数 計 379899 的中 � 21763（6番人気）
複勝票数 計 567950 的中 � 43058（5番人気）� 40658（6番人気）� 176064（1番人気）
枠連票数 計 120961 的中 （5－8） 4228（10番人気）
馬連票数 計 685768 的中 �� 6219（24番人気）
馬単票数 計 290332 的中 �� 1299（47番人気）
ワイド票数 計 609431 的中 �� 7045（23番人気）�� 32044（4番人気）�� 23027（7番人気）
3連複票数 計1203072 的中 ��� 16192（17番人気）
3連単票数 計1167896 的中 ��� 1311（195番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．4―37．0―49．8―1：02．0―1：13．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コモレビキラリ �
�
父 ダノンレジェンド �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．10．25 東京4着

2018．4．10生 牝2青鹿 母 ジ ャ ド ー ル 母母 イージーラヴァー 2戦1勝 賞金 6，200，000円
〔発走状況〕 サトミノヒカリ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 サトミノヒカリ号の騎手秋山稔樹は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番・13番）
〔その他〕 アウリイ号・フェアリーテイル号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除

外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イエローレンギョウ号・ルイネーション号・マネッチア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のた

め，令和2年12月23日まで平地競走に出走できない。

3107411月23日 晴 良 （2東京5） 第7日 第2競走 ��
��1，600�2歳未勝利

発走10時20分 （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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

510 セラフィナイト 牡2鹿 55 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 442＋ 21：34．5 7．5�
816 アップストリーム 牝2黒鹿54 津村 明秀下河辺隆行氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 482－ 61：34．71� 3．0�
715 シルバースピリット 牡2黒鹿55 C．ルメール 嶋田 賢氏 藤沢 和雄 浦河 三嶋牧場 446－ 61：34．91 5．2�
713 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± 01：35．43 12．3�
35 アルマブレイド 牡2青鹿55 吉田 豊コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 小島牧場 478－ 21：35．5� 42．1�
612 サンフィニティ 牝2鹿 54 横山 武史 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 426＋ 41：35．6	 32．6	
817 ゴールドベレー 牡2栗 55 石橋 脩居城 寿与氏 青木 孝文 新冠 北勝ファーム 458－ 61：36．13 25．8

48 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 454－ 4 〃 ハナ 42．3�
11 オリエンタルメラク 牝2鹿 54 江田 照男棚網 基己氏 大江原 哲 新冠 ムラカミファーム 434－ 81：36．2� 62．9�
36 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 462－ 21：36．3� 4．0�
47 エムオーワンダー 牡2鹿 55 丸田 恭介大浅 貢氏 藤原 辰雄 新ひだか 堀川 洋之 470＋ 21：36．4クビ 230．0�
714 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 418＋ 2 〃 クビ 93．2�
24 メイレンシュタイン 牡2栗 55 北村 宏司 �キャロットファーム 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋ 61：36．5	 117．7�
23 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 462＋ 21：36．81� 24．2�
12 マスケティアーズ 牡2黒鹿 55

53 △山田 敬士加藤 徹氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 452＋161：37．43	 713．5�
611 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 432＋ 81：37．5クビ 342．6�
59 ヘ ー ベ ー 牝2鹿 54 田中 勝春大倉 佑介氏 松永 康利 新冠 中本牧場 458＋ 21：38．77 332．5�
818 ミカンタルト 牝2黒鹿 54

51 ▲秋山 稔樹保坂 和孝氏 林 徹 浦河 宮内牧場 430＋ 21：39．12	 302．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 47，772，100円 複勝： 74，931，700円 枠連： 12，604，700円
馬連： 73，370，000円 馬単： 29，507，500円 ワイド： 69，174，600円
3連複： 118，226，000円 3連単： 119，317，300円 計： 544，903，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 210円 � 140円 � 180円 枠 連（5－8） 950円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 2，720円

ワ イ ド �� 420円 �� 850円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，020円 3 連 単 ��� 12，840円

票 数

単勝票数 計 477721 的中 � 53305（4番人気）
複勝票数 計 749317 的中 � 77266（4番人気）� 174224（1番人気）� 97506（3番人気）
枠連票数 計 126047 的中 （5－8） 10205（4番人気）
馬連票数 計 733700 的中 �� 54879（3番人気）
馬単票数 計 295075 的中 �� 8107（9番人気）
ワイド票数 計 691746 的中 �� 42970（3番人気）�� 19317（9番人気）�� 44715（2番人気）
3連複票数 計1182260 的中 ��� 43709（3番人気）
3連単票数 計1193173 的中 ��� 6734（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．5―34．8―46．8―59．5―1：11．5―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F35．0
3 6，18＝16（12，14）（3，8，13）（10，15）（5，17）11（1，4）（7，9）－2 4 6，18－16（12，14）13（3，8，15）（10，17）（5，11）4，1，7，9－2

勝馬の
紹 介

セラフィナイト �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．10．10 東京7着

2018．4．27生 牡2鹿 母 ブロンシェダーム 母母 スリープレスナイト 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヘーベー号・ミカンタルト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月23日ま

で平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 エレフセリア号・エレボアブランシュ号・カウニス号・フジツボノミヤ号

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第５回 東京競馬 第７日



3107511月23日 晴 良 （2東京5） 第7日 第3競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10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

713 デルマジゾウ 牡2芦 55 横山 和生浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 488－ 41：39．4 8．6�
815 トーセンダニエル 牡2鹿 55 武士沢友治島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 552＋ 41：39．61� 3．9�
24 シュルードアイズ 牡2栗 55 戸崎 圭太水上 行雄氏 牧 光二 日高 日西牧場 492＋ 61：39．7クビ 16．2�
36 アポログランツ 牡2栗 55 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 新ひだか 山際牧場 496－ 61：39．8� 14．6�
612 フ レ ー ゲ ル 牡2鹿 55

52 ▲秋山 稔樹内田 玄祥氏 星野 忍 新冠 石田牧場 476－ 41：39．9クビ 24．3�
47 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 470＋ 41：40．43 7．8

59 ワイドモーゼ 牡2青鹿55 横山 武史幅田 昌伸氏 武井 亮 新ひだか 乾 皆雄 470＋ 81：40．82� 51．1�
611 ズールウォリアー 牡2黒鹿55 C．ルメール J．ウィルソン氏 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 468＋ 21：40．9� 4．1�
816 ノアウィンザー 牡2鹿 55 横山 典弘佐山 公男氏 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 458± 01：41．0� 22．4
12 アイディアリスト 牡2鹿 55 丸山 元気	G1レーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 492－ 21：41．31� 64．0�
48 シゲルサンヨ 牡2黒鹿 55

53 ◇藤田菜七子森中 蕃氏 和田 勇介 新冠 大林ファーム 472± 01：41．51� 171．3�
23 サノノバーディ 牡2鹿 55 田辺 裕信佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 462＋ 61：41．6� 155．4�
11 セイギャラクシー 牡2青鹿 55

54 ☆斎藤 新金田 成基氏 武市 康男 新冠 松本 信行 476－ 2 〃 アタマ 683．7�
510 アレデラヴァン �2鹿 55

54 ☆菅原 明良塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 506＋ 21：41．7� 156．2�
35 ファビュラスノヴァ 牡2栗 55 三浦 皇成�木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 472＋ 81：41．9� 5．7�
714 コ ー チ ェ ラ 牡2鹿 55 津村 明秀山口 裕介氏 松山 将樹 新ひだか 下屋敷牧場 472＋121：42．53� 115．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，093，100円 複勝： 79，233，600円 枠連： 13，320，000円
馬連： 77，082，200円 馬単： 31，494，700円 ワイド： 73，817，700円
3連複： 127，731，200円 3連単： 125，879，100円 計： 581，651，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 230円 � 170円 � 430円 枠 連（7－8） 1，210円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，930円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 8，360円 3 連 単 ��� 44，300円

票 数

単勝票数 計 530931 的中 � 52085（5番人気）
複勝票数 計 792336 的中 � 87512（5番人気）� 147405（1番人気）� 38660（7番人気）
枠連票数 計 133200 的中 （7－8） 8527（7番人気）
馬連票数 計 770822 的中 �� 50006（3番人気）
馬単票数 計 314947 的中 �� 9411（6番人気）
ワイド票数 計 738177 的中 �� 39473（4番人気）�� 9328（22番人気）�� 18143（11番人気）
3連複票数 計1277312 的中 ��� 11459（30番人気）
3連単票数 計1258791 的中 ��� 2060（154番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―12．0―13．0―13．5―12．8―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．3―35．3―48．3―1：01．8―1：14．6―1：26．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．1―3F37．6
3 13，11（10，5）7，2，6（9，4，15）1（3，8）－14－12，16 4 13，11（10，5，7）（2，6）（9，4，15）3（1，8）－12，14，16

勝馬の
紹 介

デルマジゾウ �
�
父 アーネストリー �

�
母父 オンファイア デビュー 2020．9．6 新潟15着

2018．3．31生 牡2芦 母 デルマアマノジャク 母母 テンシノウタ 3戦1勝 賞金 6，400，000円
〔騎手変更〕 ノアウィンザ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横山典弘に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シークレットギア号

3107611月23日 晴 良 （2東京5） 第7日 第4競走 ��
��2，000�2歳未勝利

発走11時20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

48 サトノフォーチュン 牡2黒鹿55 三浦 皇成 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 496＋ 22：00．9 4．6�
11 トゥーフェイス 牡2鹿 55 木幡 巧也 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 478＋ 82：01．75 26．6�
816 アルマドラード 牡2黒鹿55 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 502＋ 22：01．9� 2．1�
12 エクセレントタイム 牡2鹿 55 丸山 元気 �サンデーレーシング 中川 公成 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488± 02：02．32� 35．4�
713 レッドアウレア 牡2栗 55 M．デムーロ �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 502＋ 2 〃 アタマ 6．3	
510 ハ ナ ノ ミ チ 牝2鹿 54 横山 武史丸岡 啓一氏 菊川 正達 むかわ 新井牧場 450＋ 22：02．4� 16．3

23 シャイニングパール 牝2鹿 54 石川裕紀人飯田 正剛氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 422－ 62：02．5� 15．9�
59 ガンバンテイン 牝2芦 54 丹内 祐次 �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－ 22：02．6� 36．8�
36 マイネルキュリアス 牡2鹿 55 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 482＋ 22：02．81	 103．8
612
 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

462＋ 6 〃 クビ 8．5�
24 イ ポ ラ ニ 牝2鹿 54

51 ▲秋山 稔樹国田 正忠氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 492＋ 62：02．9クビ 228．9�
611 ト レ ヴ ィ ス 牡2鹿 55

53 ◇藤田菜七子安齋 廣行氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 404－ 62：03．43 236．0�
47 ライヴビスケット 牡2鹿 55

54 ☆菅原 明良澤田 孝之氏 尾形 和幸 日高 宝寄山 拓樹 488＋ 2 〃 クビ 245．5�
815 ワンダーレコール 牝2栗 54

51 ▲原 優介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 428－ 22：05．6大差 805．1�

35 フィロクセニア 牡2鹿 55
53 △山田 敬士 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 454＋242：06．02� 634．2�

（15頭）
714 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 480－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 53，425，900円 複勝： 73，192，900円 枠連： 13，527，700円
馬連： 67，788，300円 馬単： 30，910，500円 ワイド： 66，556，900円
3連複： 106，141，500円 3連単： 125，266，800円 計： 536，810，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 430円 � 130円 枠 連（1－4） 2，500円

馬 連 �� 4，580円 馬 単 �� 7，810円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 310円 �� 970円

3 連 複 ��� 3，460円 3 連 単 ��� 29，020円

票 数

単勝票数 差引計 534259（返還計 1488） 的中 � 95630（2番人気）
複勝票数 差引計 731929（返還計 2322） 的中 � 108349（3番人気）� 29103（7番人気）� 205258（1番人気）
枠連票数 差引計 135277（返還計 248） 的中 （1－4） 4188（10番人気）
馬連票数 差引計 677883（返還計 5369） 的中 �� 11450（17番人気）
馬単票数 差引計 309105（返還計 3085） 的中 �� 2967（26番人気）
ワイド票数 差引計 665569（返還計 7281） 的中 �� 11676（18番人気）�� 61387（2番人気）�� 16639（14番人気）
3連複票数 差引計1061415（返還計 17337） 的中 ��� 22977（10番人気）
3連単票数 差引計1252668（返還計 19856） 的中 ��� 3129（89番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―35．6―47．7―1：00．4―1：13．3―1：25．6―1：37．7―1：49．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

サトノフォーチュン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2020．7．12 福島4着

2018．2．24生 牡2黒鹿 母 フォーチュンワード 母母 コパノオマモリ 3戦1勝 賞金 6，200，000円
〔騎手変更〕 ハナノミチ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横山武史に変更。
〔競走除外〕 オリヒメペコ号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フィロクセニア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月23日まで平地競

走に出走できない。



3107711月23日 晴 良 （2東京5） 第7日 第5競走 ��1，800�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
1：44．5
1：44．5

良
良

11 タケルジャック 牡2青鹿55 北村 宏司森 保彦氏 清水 久詞 新ひだか チャンピオンズファーム 466 ―1：50．5 12．1�
56 グランワルツ 牝2鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 492 ―1：50．71� 1．4�
711 マジックビューティ 牝2鹿 54 石橋 脩 �コスモヴューファーム 西園 正都 浦河 宮内牧場 442 ― 〃 クビ 5．2�
57 シ ー 牝2黒鹿54 田辺 裕信有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 三嶋牧場 448 ―1：50．91� 12．4�
45 ダイスギミッチー 牡2鹿 55 木幡 初也�大道牧場 武市 康男 浦河 大道牧場 444 ―1：51．32 153．5�
68 ウインジュノー 牝2栗 54 丹内 祐次	ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 508 ― 〃 クビ 208．1

812 ブレーヴトライ 牡2芦 55 勝浦 正樹 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 464 ― 〃 クビ 51．7�
813 ネイチャーシップ 牡2芦 55

53 ◇藤田菜七子井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 480 ―1：51．4クビ 92．6�
710 キャニオニング 牝2鹿 54 丸山 元気吉田 照哉氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 436 ―1：51．82� 66．5
69 ハ イ ラ イ フ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 浦河 ディアレスト

クラブ 442 ―1：52．22� 87．5�
44 ヒットアロット 牝2芦 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 420 ―1：52．41 125．1�
22 ダノンブレット 牡2栗 55 横山 典弘	ダノックス 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 510 ―1：52．5� 9．1�
33 モッツノキセキ 牡2青鹿55 吉田 豊本山 博之氏 土田 稔 新ひだか 土田農場 526 ―1：53．45 255．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 51，614，200円 複勝： 82，457，100円 枠連： 11，446，900円
馬連： 54，786，800円 馬単： 39，614，300円 ワイド： 54，273，900円
3連複： 83，776，500円 3連単： 152，796，000円 計： 530，765，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 180円 � 110円 � 120円 枠 連（1－5） 580円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 2，990円

ワ イ ド �� 300円 �� 460円 �� 170円

3 連 複 ��� 780円 3 連 単 ��� 8，730円

票 数

単勝票数 計 516142 的中 � 36030（4番人気）
複勝票数 計 824571 的中 � 47218（5番人気）� 473398（1番人気）� 110713（2番人気）
枠連票数 計 114469 的中 （1－5） 15290（3番人気）
馬連票数 計 547868 的中 �� 54201（4番人気）
馬単票数 計 396143 的中 �� 9906（9番人気）
ワイド票数 計 542739 的中 �� 42045（4番人気）�� 24652（6番人気）�� 103505（1番人気）
3連複票数 計 837765 的中 ��� 79762（2番人気）
3連単票数 計1527960 的中 ��� 12682（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―37．5―50．2―1：03．1―1：15．6―1：27．5―1：39．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F34．9

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

勝馬の
紹 介

タケルジャック �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2018．3．10生 牡2青鹿 母 セレブデート 母母 レインデート 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3107811月23日 晴 良 （2東京5） 第7日 第6競走 ��
��1，400�2歳新馬

発走12時40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

36 � オンラインドリーム 牝2黒鹿54 武 豊吉田 千津氏 武 幸四郎 英 Teruya
Yoshida 418 ―1：23．2 2．6�

816 リュクスフレンド 牝2鹿 54 横山 武史田畑 憲士氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 462 ―1：23．51� 6．3�
24 ハコダテブショウ 牡2鹿 55 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 478 ―1：24．35 23．0�
611 キョウエイノータス 牝2鹿 54

53 ☆木幡 育也田中 晴夫氏 中川 公成 新冠 山岡牧場 412 ―1：24．4� 187．5�
59 セキノアトラス 牡2栗 55

53 △山田 敬士小関 昭次氏 小手川 準 新ひだか 服部 牧場 436 ―1：24．61 63．7�
23 サザンナイツ 牡2黒鹿55 津村 明秀ジャコモ合同会社 林 徹 千歳 社台ファーム 466 ― 〃 クビ 4．7�
11 ヤマニンアマルタス 牝2黒鹿54 柴田 大知土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 418 ― 〃 クビ 184．3	
612 マリノアズラ 牝2黒鹿54 武士沢友治和田 志保氏 小手川 準 日高 クラウン日高牧場 482 ― 〃 ハナ 53．7

817 ティプシーワールド 牝2鹿 54

53 ☆菅原 明良吉田 和美氏 青木 孝文 平取 坂東牧場 434 ―1：24．7クビ 182．3�
12 オニジオオタニ 牡2黒鹿55 菱田 裕二髙瀬 真尚氏 本間 忍 日高 本間牧場 448 ―1：24．91	 164．1�
47 � ペルセウステソーロ 牡2栗 55 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス 畠山 吉宏 米 Mr. & Mrs.
Kenji Ryotokuji 448 ―1：25．0
 4．1�

35 モーントシャイン 牝2黒鹿54 大野 拓弥田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 松本牧場 460 ―1：25．21
 72．4�
48 マントゥノン 牝2黒鹿54 木幡 巧也志村 鑑彦氏 尾形 和幸 浦河 大北牧場 440 ―1：25．3� 18．7�
714 キタノフェスタ 牝2黒鹿 54

51 ▲秋山 稔樹北所 直人氏 天間 昭一 日高 シンボリ牧場 398 ―1：25．72
 291．7�
510 ラブエターナル 牝2鹿 54

52 ◇藤田菜七子オールラブクラブ 加藤 和宏 新ひだか 上村 清志 422 ―1：26．12
 94．1�
818 ヴィーヴァライアン 牡2鹿 55 内田 博幸芹澤 精一氏 勢司 和浩 様似 山口 幸雄 452 ―1：26．2
 179．5�
713 ファステストシチー 牡2芦 55

54 ☆菊沢 一樹 友駿ホースクラブ 奥平 雅士 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 470 ―1：26．73 39．6�

715 オオモリクン �2黒鹿55 黛 弘人友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 谷岡スタット 438 ―1：28．9大差 301．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 49，710，300円 複勝： 47，878，200円 枠連： 17，157，500円
馬連： 58，134，800円 馬単： 31，292，600円 ワイド： 50，170，500円
3連複： 88，797，200円 3連単： 110，317，400円 計： 453，458，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 170円 � 400円 枠 連（3－8） 690円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 450円 �� 870円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 4，400円 3 連 単 ��� 12，470円

票 数

単勝票数 計 497103 的中 � 154454（1番人気）
複勝票数 計 478782 的中 � 104548（1番人気）� 74573（4番人気）� 22705（6番人気）
枠連票数 計 171575 的中 （3－8） 19192（3番人気）
馬連票数 計 581348 的中 �� 45662（4番人気）
馬単票数 計 312926 的中 �� 17260（3番人気）
ワイド票数 計 501705 的中 �� 30845（4番人気）�� 14531（7番人気）�� 7025（16番人気）
3連複票数 計 887972 的中 ��� 15103（10番人気）
3連単票数 計1103174 的中 ��� 6411（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．7―36．6―48．4―59．7―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�オンラインドリーム �
�
父 Frankel �

�
母父 Lomitas 初出走

2018．3．17生 牝2黒鹿 母 Danedream 母母 Danedrop 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オオモリクン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月23日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 トゥールアンレール号・トーセンエドワード号・パワポケゴー号



3107911月23日 晴 良 （2東京5） 第7日 第7競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時10分 （ダート・左）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳54�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

612 シングシングシング 牝5鹿 55 武藤 雅 �グリーンファーム伊藤 大士 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 B462＋ 61：37．9 5．6�

12 シーシーサザン 牝3黒鹿54 三浦 皇成吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 446＋ 41：38．0� 12．4�
816 アサクサマヤ 牝4鹿 55 北村 宏司蛭田 素子氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 500＋121：38．2� 34．6�
11 ジェロボーム 牝3栗 54 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 490－ 21：38．3� 7．1�
35 アテナノワール 牝3黒鹿54 菱田 裕二諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 486＋16 〃 アタマ 73．9�
815 ヘ ラ イ ア 牝3鹿 54 M．デムーロ吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 472＋ 21：38．62 3．5	
510 カイトレッド 牝3鹿 54 柴田 大知本田 恒雄氏 和田 雄二 日高 道見牧場 B462＋ 41：38．7� 27．0

23 ラブロッソー 牝3青鹿54 松岡 正海増田 陽一氏 星野 忍 新冠 新冠橋本牧場 488＋ 41：38．8� 87．4�
48 バ ル ト リ 牝3黒鹿54 C．ルメールゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458＋101：38．9� 5．5�
713 シ ャ ー レ 牝3鹿 54

53 ☆菅原 明良�GET NEXT 武市 康男 新冠 須崎牧場 460＋ 8 〃 ハナ 9．2
611 シャンボールロッソ 牝3鹿 54 勝浦 正樹 �シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 434＋ 41：39．11� 59．3�
47 ストラトフォード 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子下河邉 博氏 竹内 正洋 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 500＋121：39．52� 66．2�

59 ジェラペッシュ 牝3鹿 54 石橋 脩柴田 洋一氏 尾関 知人 浦河 鎌田 正嗣 B456＋ 41：39．71� 119．2�
714 プ リ ン サ ン 牝3鹿 54

53 ☆菊沢 一樹是枝 浩平氏 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 422－ 41：40．33� 22．1�
36 ミモザゴール 牝3鹿 54

53 ☆木幡 育也 �京都ホースレーシング 加藤士津八 浦河 カナイシスタッド 486＋ 41：40．83 9．1�
24 	 ショーコーズ 牝5栗 55

52 ▲小林 凌大吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 矢野牧場 452＋ 11：42．39 508．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 58，051，200円 複勝： 86，212，800円 枠連： 15，127，200円
馬連： 91，022，200円 馬単： 34，954，500円 ワイド： 84，645，700円
3連複： 144，081，400円 3連単： 139，831，900円 計： 653，926，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 210円 � 580円 � 810円 枠 連（1－6） 1，340円

馬 連 �� 5，220円 馬 単 �� 11，800円

ワ イ ド �� 2，350円 �� 2，530円 �� 6，290円

3 連 複 ��� 53，360円 3 連 単 ��� 233，590円

票 数

単勝票数 計 580512 的中 � 81885（3番人気）
複勝票数 計 862128 的中 � 131247（2番人気）� 35445（8番人気）� 24408（9番人気）
枠連票数 計 151272 的中 （1－6） 8747（5番人気）
馬連票数 計 910222 的中 �� 13510（17番人気）
馬単票数 計 349545 的中 �� 2221（42番人気）
ワイド票数 計 846457 的中 �� 9340（24番人気）�� 8672（25番人気）�� 3426（59番人気）
3連複票数 計1440814 的中 ��� 2025（155番人気）
3連単票数 計1398319 的中 ��� 434（689番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―23．3―35．1―47．4―59．9―1：12．3―1：24．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．5―3F38．0
3 ・（6，12）8（1，3）13（2，14，4，5，15）16（7，11）－10－9 4 ・（6，12）－（1，8）（2，3，13）（14，5，15）16（7，4）11，10，9

勝馬の
紹 介

シングシングシング �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2017．10．22 新潟15着

2015．5．12生 牝5鹿 母 シンギングセンセーション 母母 Court Reception 18戦2勝 賞金 34，400，000円

3108011月23日 晴 良 （2東京5） 第7日 第8競走 ��
��1，400�3歳以上1勝クラス

発走13時40分 （500万円以下） （ダート・左）
負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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

815 ソ ラ ン 牡3黒鹿56 吉田 豊鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 本桐牧場 B526＋ 41：25．5 77．9�
36 ミツカネプリンス 牡3芦 56 津村 明秀小山田 満氏 鈴木 伸尋 新冠 タニグチ牧場 446＋ 21：25．6クビ 6．6�
816 アースビヨンド �5黒鹿57 横山 和生前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 508－ 8 〃 アタマ 11．1�
59 ネオトゥルー 牡3鹿 56 横山 武史西田 俊二氏 鈴木 伸尋 日高 荒井ファーム 472＋ 41：25．7	 24．7�
11 
 ヴァンデリオン 牡3栗 56 M．デムーロ村山 忠弘氏 根本 康広 米 P. Headley, Nancy

Bell & NATO 478＋ 6 〃 クビ 6．5�
48 
 マ キ 牡4鹿 57 北村 宏司吉田 和美氏 手塚 貴久 米 WinStar

Farm, LLC B544＋ 21：25．8クビ 5．6�
47 ブルーダイヤカフェ 牡3青 56 横山 典弘西川 恭子氏 和田 勇介 登別 登別上水牧場 522－ 81：26．11	 2．6	
35 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 B490－ 4 〃 クビ 38．2

713 アポロセイラン 牡3鹿 56 武藤 雅アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 日高 春木ファーム 464＋ 41：26．31� 13．4�
714 リキサンゴルト 牡5鹿 57

54 ▲小林 脩斗 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 498＋ 21：26．51� 439．6
24 ワンモアエフォート 牡3栗 56

55 ☆菅原 明良内藤 好江氏 勢司 和浩 日高 中館牧場 502＋ 61：26．71� 40．8�
612 ダイチヴィット 牡3芦 56 江田 照男 �荻伏服部牧場 竹内 正洋 浦河 荻伏服部牧場 456＋ 21：27．12	 35．7�
611
 スマートグランダム 牝4栗 55 木幡 巧也大川 徹氏 加藤 征弘 加 Josham Farms

Limited 524± 01：27．2クビ 100．5�
23 タ シ ロ 牡3栗 56 杉原 誠人�ミルファーム 的場 均 浦河 ミルファーム 538＋201：27．3� 182．0�
510
 マジカルマジカル 牡3鹿 55 丸山 元気吉田 和美氏 久保田貴士 豪 Emirates

Park Pty Ltd 490＋ 81：28．15 15．1�
12 アドマイヤヒビキ 牡5黒鹿57 西村 太一近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 568＋ 61：28．52	 181．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 61，161，600円 複勝： 88，510，100円 枠連： 18，164，600円
馬連： 91，365，100円 馬単： 39，810，400円 ワイド： 91，169，900円
3連複： 151，970，600円 3連単： 164，720，000円 計： 706，872，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，790円 複 勝 � 1，940円 � 230円 � 340円 枠 連（3－8） 2，010円

馬 連 �� 20，410円 馬 単 �� 57，750円

ワ イ ド �� 5，780円 �� 6，520円 �� 940円

3 連 複 ��� 52，640円 3 連 単 ��� 579，710円

票 数

単勝票数 計 611616 的中 � 6273（12番人気）
複勝票数 計 885101 的中 � 9830（13番人気）� 120511（3番人気）� 67879（5番人気）
枠連票数 計 181646 的中 （3－8） 6986（8番人気）
馬連票数 計 913651 的中 �� 3468（51番人気）
馬単票数 計 398104 的中 �� 517（112番人気）
ワイド票数 計 911699 的中 �� 3974（51番人気）�� 3520（54番人気）�� 26063（9番人気）
3連複票数 計1519706 的中 ��� 2165（136番人気）
3連単票数 計1647200 的中 ��� 206（1085番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．0―12．5―12．1―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．2―36．2―48．7―1：00．8―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソ ラ ン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2019．11．3 東京11着

2017．4．10生 牡3黒鹿 母 フローラルジュノー 母母 ダイヤモンドスノー 13戦2勝 賞金 18，800，000円
〔その他〕 アドマイヤヒビキ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アドマイヤヒビキ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年12月23日まで出走できない。
※ネオトゥルー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3108111月23日 曇 良 （2東京5） 第7日 第9競走 ��
��1，300�

ひ が し む ら や ま

東 村 山 特 別
発走14時15分 （ダート・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳56�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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

713 コウソクスピード 牡3青鹿56 C．ルメール 野﨑 昭夫氏 中舘 英二 洞�湖 レイクヴィラファーム 524＋ 41：17．8 2．3�
714	 スワーヴシャルル 牡4黒鹿57 横山 武史�NICKS 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B468－ 21：17．9
 3．7�
35 シセイタケル 牡5栗 57 石橋 脩猪苗代 勇氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 486± 0 〃 クビ 18．7�
47 フジノタカネ 牡4芦 57 石川裕紀人星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B528＋ 61：18．22 42．2�
510 コ パ シ ー ナ �3栗 56 田辺 裕信椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B490± 0 〃 ハナ 9．2�
11 ノーベルプライズ 牡4黒鹿57 丸山 元気平賀 久枝氏 古賀 史生 日高 中原牧場 506＋ 21：18．3
 37．8	
12 パイロジェン �4栗 57 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 446± 01：18．4クビ 150．0

24 ウ メ タ ロ ウ 牡5黒鹿57 江田 照男�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B506＋ 41：18．5
 87．5�
59 ショウナンガナドル 牡4黒鹿57 戸崎 圭太国本 哲秀氏 田中 剛 浦河 谷川牧場 492＋ 21：18．92
 10．6
612 モンテルース 牝5黒鹿55 斎藤 新�髙昭牧場 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 486＋ 61：19．0� 147．9�
815	 ミッキーハイド 牡5鹿 57 菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 506＋ 4 〃 クビ 23．9�
36 ボナヴィーゴ 牡5黒鹿57 荻野 極吉田 和美氏 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 504± 0 〃 ハナ 45．7�
48 メイショウナパワン 牡3黒鹿56 横山 和生松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 484－ 61：19．1アタマ 18．5�
23 ニシノミンクス 牝3鹿 54 三浦 皇成西山 茂行氏 伊藤 圭三 新冠 村上 欽哉 B458± 01：19．63 52．6�
816 モズベイビー 牡4青鹿57 菱田 裕二 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 506－ 8 〃 クビ 22．7�
611 オメガエリタージュ 牡3青鹿56 武 豊原 子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 450－ 6 〃 ハナ 23．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 68，126，600円 複勝： 100，645，500円 枠連： 36，917，800円
馬連： 119，953，200円 馬単： 54，111，200円 ワイド： 112，988，100円
3連複： 213，238，500円 3連単： 243，312，300円 計： 949，293，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 140円 � 290円 枠 連（7－7） 430円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 230円 �� 880円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 3，220円 3 連 単 ��� 7，930円

票 数

単勝票数 計 681266 的中 � 235599（1番人気）
複勝票数 計1006455 的中 � 261506（1番人気）� 197509（2番人気）� 59573（5番人気）
枠連票数 計 369178 的中 （7－7） 65992（2番人気）
馬連票数 計1199532 的中 �� 218183（1番人気）
馬単票数 計 541112 的中 �� 56019（1番人気）
ワイド票数 計1129881 的中 �� 150588（1番人気）�� 29569（6番人気）�� 22441（11番人気）
3連複票数 計2132385 的中 ��� 49612（5番人気）
3連単票数 計2433123 的中 ��� 22229（9番人気）

ハロンタイム 7．1―11．1―11．4―12．0―11．8―11．8―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．2―29．6―41．6―53．4―1：05．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウソクスピード �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．7．28 新潟2着

2017．4．17生 牡3青鹿 母 メジロコウミョウ 母母 メジロルルド 8戦3勝 賞金 34，185，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アポロチーター号・イワネコゴシキ号・オレノマニラ号・ケイアイビリジアン号・コールドターキー号・

プリマジア号

3108211月23日 曇 良 （2東京5） 第7日 第10競走 ��
��2，100�

ばんしゅう

晩秋ステークス
発走14時50分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；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 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

23 ヒロイックテイル 牡3栗 55 武 豊吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 480± 02：10．7 1．9�
35 アイファーキングズ 牡4黒鹿57 川田 将雅中島 稔氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 502＋ 42：11．01	 13．0�
612 テトラルキア 
5鹿 57 石橋 脩吉田 照哉氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 492＋12 〃 クビ 69．7�
611 マサハヤニース 牡5鹿 57 M．デムーロ中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 478－ 22：11．1クビ 17．3�
48 タ イ サ イ 牡4栗 57 北村 宏司椎名 節氏 田所 秀孝 新冠 有限会社 大

作ステーブル 486＋ 62：11．2	 32．3�
36 � スマッシングハーツ 牡4鹿 57 横山 典弘前田 幸治氏 新谷 功一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510＋ 22：11．3� 10．9�
24 フィールザファラオ 牡5黒鹿57 戸崎 圭太櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 470＋ 42：11．51 87．0	
12 � ウインフォルティス 牡5鹿 57 三浦 皇成
ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 496－ 22：11．6� 25．6�
510 メイショウマトイ 牡6鹿 57 野中悠太郎松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 482－ 62：11．81 178．7�
47 タガノボンバー 
5鹿 57 横山 武史八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 488± 02：12．01� 82．2
714 トワイライトタイム 牡5青鹿57 荻野 極三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 468－ 22：12．31	 50．3�
11 キーフラッシュ 牡5栗 57 小牧 太北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 浜口牧場 480－ 42：12．4� 10．1�
816 マイネルアンファン 牡5栗 57 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 518＋ 22：12．61 365．6�
59 アドラメレク 牡6黒鹿57 武藤 雅
G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 6 〃 ハナ 223．0�
815 キタノオクトパス 牡3鹿 55 田辺 裕信北所 直人氏 高木 登 新ひだか 見上牧場 548＋ 22：12．92 3．8�
713 ダンサクドゥーロ 牡6芦 57 石川裕紀人吉田 勝己氏 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 526－ 6 〃 ハナ 227．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 87，949，200円 複勝： 124，236，900円 枠連： 37，480，100円
馬連： 178，219，400円 馬単： 79，272，200円 ワイド： 146，140，900円
3連複： 315，483，300円 3連単： 390，124，100円 計： 1，358，906，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 240円 � 840円 枠 連（2－3） 450円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，810円 �� 3，900円

3 連 複 ��� 10，820円 3 連 単 ��� 28，390円

票 数

単勝票数 計 879492 的中 � 367304（1番人気）
複勝票数 計1242369 的中 � 366000（1番人気）� 118919（4番人気）� 25433（10番人気）
枠連票数 計 374801 的中 （2－3） 63471（2番人気）
馬連票数 計1782194 的中 �� 136178（4番人気）
馬単票数 計 792722 的中 �� 40885（5番人気）
ワイド票数 計1461409 的中 �� 92671（3番人気）�� 19873（17番人気）�� 9045（36番人気）
3連複票数 計3154833 的中 ��� 21862（31番人気）
3連単票数 計3901241 的中 ��� 9962（80番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．5―31．2―43．9―56．5―1：08．7―1：21．1―1：33．5―1：45．9―1：58．2

コーナー
通過順位

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

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

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 8戦4勝 賞金 55，259，000円
〔騎手変更〕 フィールザファラオ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戸崎圭太に変更。
※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 ヴォウジラール号・クリノヒビキ号・ストーミーバローズ号・パイロキネシスト号・ラストマン号

２レース目



3108311月23日 曇 良 （2東京5） 第7日 第11競走 ��
��1，800�第25回東京スポーツ杯2歳ステークス（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・左）
2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

東京スポーツ杯（1着）
賞 品

本 賞 33，000，000円 13，000，000円 8，300，000円 5，000，000円 3，300，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：44．5

良
良

33 ダノンザキッド 牡2鹿 55 川田 将雅�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 520＋241：47．5 1．7�
22 タイトルホルダー 牡2鹿 55 戸崎 圭太山田 弘氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 470－ 21：47．71� 16．6�
810 ジュンブルースカイ 牡2鹿 55 武 豊河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 428－101：47．8� 8．8�
66 プラチナトレジャー 牡2芦 55 田辺 裕信嶋田 賢氏 国枝 栄 新ひだか 服部 牧場 472＋ 41：47．9	 26．9�
77 ヴェローチェオロ 牡2栗 55 横山 典弘大野 剛嗣氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 460± 01：48．11� 30．8�
11 ドゥラヴェルデ 牡2鹿 55 C．ルメール DMMドリームクラブ� 木村 哲也 日高 下河辺牧場 514＋ 81：48．31� 3．7	
89 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 438－ 41：48．62 45．7

44 レインフロムヘヴン 牡2鹿 55 M．デムーロ �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B460± 01：48．7	 13．4�
78 モメントグスタール 牡2鹿 55 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 中脇 満 460＋ 81：49．55 164．2
55 
 トーセンジャック 牡2青鹿55 山田 敬士島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 502－ 61：50．67 501．6�
（10頭）

売 得 金
単勝： 290，388，800円 複勝： 319，013，300円 枠連： 62，166，300円
馬連： 496，454，300円 馬単： 269，509，600円 ワイド： 330，520，100円
3連複： 780，114，100円 3連単： 1，742，295，000円 計： 4，290，461，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 230円 � 200円 枠 連（2－3） 1，370円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 490円 �� 320円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ��� 7，080円

票 数

単勝票数 計2903888 的中 � 1393507（1番人気）
複勝票数 計3190133 的中 � 1467425（1番人気）� 218554（5番人気）� 265773（3番人気）
枠連票数 計 621663 的中 （2－3） 35119（5番人気）
馬連票数 計4964543 的中 �� 287526（5番人気）
馬単票数 計2695096 的中 �� 127284（5番人気）
ワイド票数 計3305201 的中 �� 172509（6番人気）�� 285474（2番人気）�� 72033（14番人気）
3連複票数 計7801141 的中 ��� 268583（7番人気）
3連単票数 計17422950 的中 ��� 178410（23番人気）

ハロンタイム 13．1―11．2―11．5―12．2―12．5―12．7―11．9―11．0―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．3―35．8―48．0―1：00．5―1：13．2―1：25．1―1：36．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F34．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンザキッド �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Dansili デビュー 2020．6．28 阪神1着

2018．1．29生 牡2鹿 母 エピックラヴ 母母 Leopard Hunt 2戦2勝 賞金 40，350，000円

3108411月23日 曇 良 （2東京5） 第7日 第12競走 ��
��1，400�3歳以上2勝クラス

発走16時00分 （1000万円以下） （芝・左）
負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

813 ヴェスターヴァルト 牡3鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 468± 01：21．7 1．7�
22 � ミニオンペール 牝4鹿 55 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小手川 準 新冠 サンローゼン 466－ 41：21．8	 8．5�
45 エイムアンドエンド 牡5鹿 57 菱田 裕二 �キャロットファーム 奥村 武 安平 追分ファーム 498＋ 2 〃 ハナ 19．8�
69 � コスモエスパーダ 牡4青 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新ひだか 静内酒井牧場 492＋ 61：21．9クビ 54．0�
57 コスモヨハネ 牡8栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 498＋ 2 〃 クビ 81．1	
710 ダノンハイパワー 牡6黒鹿57 横山 和生�ダノックス 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 508＋ 21：22．11 36．4

812 ヘイワノツカイ 牡4栗 57 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 448－ 4 〃 ハナ 30．1�
56 エクレアスピード 
4鹿 57 嘉藤 貴行李 柱坤氏 大和田 成 新冠 イワミ牧場 472＋ 81：22．31� 18．4�
33 クインズサン 牡7青 57 横山 武史亀田 和弘氏 和田正一郎 浦河 日進牧場 468＋ 81：22．51� 8．4
44 セイウンパワフル 牡3鹿 56 田辺 裕信西山 茂行氏 斎藤 誠 新ひだか 棚川 光男 474± 0 〃 アタマ 5．5�
711 ココフィーユ 牝4鹿 55 M．デムーロ �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 440－ 41：22．6クビ 17．4�
68 ヤマニンベリンダ 牝6黒鹿 55

52 ▲小林 脩斗土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 476＋ 61：22．7� 122．4�
11 ツ ヅ ク 牝6鹿 55 杉原 誠人清水 敏氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 21：22．91� 239．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 82，191，700円 複勝： 141，229，900円 枠連： 35，260，700円
馬連： 180，924，200円 馬単： 100，697，000円 ワイド： 147，746，700円
3連複： 296，274，600円 3連単： 486，062，100円 計： 1，470，386，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 210円 � 470円 枠 連（2－8） 770円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 370円 �� 720円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 3，970円 3 連 単 ��� 15，170円

票 数

単勝票数 計 821917 的中 � 374256（1番人気）
複勝票数 計1412299 的中 � 661464（1番人気）� 118742（4番人気）� 40413（7番人気）
枠連票数 計 352607 的中 （2－8） 35443（4番人気）
馬連票数 計1809242 的中 �� 171585（3番人気）
馬単票数 計1006970 的中 �� 78208（3番人気）
ワイド票数 計1477467 的中 �� 113360（3番人気）�� 51900（8番人気）�� 20436（20番人気）
3連複票数 計2962746 的中 ��� 55849（12番人気）
3連単票数 計4860621 的中 ��� 23219（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．1―35．6―47．5―58．9―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴェスターヴァルト �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2019．6．23 函館6着

2017．3．16生 牡3鹿 母 サンブルエミューズ 母母 ヴィートマルシェ 11戦3勝 賞金 53，285，000円

４レース目



（2東京5）第7日 11月23日 （祝日） 晴後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 183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

241，060，000円
32，680，000円
1，540，000円
28，320，000円
79，022，000円
5，202，500円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
941，474，600円
1，274，337，000円
285，269，600円
1，557，677，300円
770，207，700円
1，288，148，100円
2，546，142，100円
3，916，711，600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 12，579，968，000円

総入場人員 3，069名 （有料入場人員 2，911名）
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