
3108511月28日 晴 良 （2東京5） 第8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

611 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 460－ 21：38．8 1．8�
24 アンクラウデッド 牡2栗 55 C．ルメール �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 480－ 41：39．22� 2．7�
23 サノノヒーロー 牡2青 55 津村 明秀佐野 信幸氏 中舘 英二 日高 豊洋牧場 480＋ 41：39．3クビ 30．4�
815 ダ ミ ア ン 牡2栗 55

54 ☆斎藤 新�GET NEXT 斎藤 誠 新冠 須崎牧場 502－ 81：39．4� 49．6�
12 シゲルバクハツ 牡2栗 55

54 ☆菅原 明良森中 蕃氏 石毛 善彦 新ひだか 岡田スタツド 472－ 41：40．03� 63．6	
714 シャークウォーニン 牡2鹿 55 原田 和真井上 久光氏 小桧山 悟 日高 サンバマウン

テンファーム 464－ 41：40．42� 214．6

59 テイエムダイアタリ 牡2黒鹿55 田中 勝春竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 上井農場 496± 0 〃 アタマ 212．1�
11 チャーチャンテン 牝2黒鹿 54

51 ▲秋山 稔樹田頭 勇貴氏 星野 忍 新ひだか 大滝 康晴 402＋12 〃 アタマ 128．4�
36 エ レ グ ア 牡2鹿 55 内田 博幸豊井 義次氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 452＋10 〃 ハナ 23．1
510 シークレットギア 牡2鹿 55

52 ▲原 優介 KRジャパン 小手川 準 新冠 村上 欽哉 448－ 41：40．5クビ 35．9�
47 ドリップワン 牝2栗 54

52 ◇藤田菜七子�ターフ・スポート堀井 雅広 浦河 荻伏服部牧場 386－ 21：40．92� 135．0�
35 ラ ウ ン シ ー 牝2黒鹿54 木幡 巧也ゴドルフィン 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438＋ 41：41．0� 10．5�
612 アグレッシブ 牡2鹿 55

54 ☆木幡 育也平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 452＋ 61：41．1� 232．7�
816 ヴァラマイト 牡2栗 55 江田 照男 �ローレルレーシング 清水 英克 平取 船越 伸也 B472± 01：41．95 87．1�
713 ヤマニンカンノーリ 牝2鹿 54

51 ▲小林 凌大土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 436＋ 21：42．0� 174．2�
48 アイリッシュボム 牡2鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 蛯名 利弘 様似 様似堀牧場 494＋141：43．17 542．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，299，000円 複勝： 71，630，900円 枠連： 12，128，200円
馬連： 55，972，400円 馬単： 31，518，500円 ワイド： 54，963，400円
3連複： 106，228，400円 3連単： 132，953，600円 計： 507，694，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 110円 � 220円 枠 連（2－6） 210円

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 390円

ワ イ ド �� 140円 �� 450円 �� 470円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 2，360円

票 数

単勝票数 計 422990 的中 � 193852（1番人気）
複勝票数 計 716309 的中 � 345070（1番人気）� 174349（2番人気）� 31027（4番人気）
枠連票数 計 121282 的中 （2－6） 43607（1番人気）
馬連票数 計 559724 的中 �� 183636（1番人気）
馬単票数 計 315185 的中 �� 60019（1番人気）
ワイド票数 計 549634 的中 �� 134131（1番人気）�� 25093（4番人気）�� 23898（5番人気）
3連複票数 計1062284 的中 ��� 93993（2番人気）
3連単票数 計1329536 的中 ��� 40747（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―35．3―48．1―1：01．1―1：13．7―1：26．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フィールザワールド �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Distant View デビュー 2020．10．31 東京2着

2018．6．17生 牡2鹿 母 フィールザビュウ 母母 Feel the Capote 2戦1勝 賞金 7，900，000円
※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 ウインプロスト号・サラベル号・サンラファイエット号・ドリームウィーバー号・ピックアペタル号・

フレンドジェイ号・モアナモーリス号

3108611月28日 晴 良 （2東京5） 第8日 第2競走 ��1，400�2歳未勝利
発走10時20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

48 フ ク ウ ン 牡2黒鹿55 横山 武史西村 專次氏 鈴木 伸尋 新ひだか 静内フジカワ牧場 460＋121：26．4 37．4�
23 フクノルッカ 牝2鹿 54

53 ☆斎藤 新福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 株式会社
ケイズ 436－ 81：26．93 124．5�

611 ジンジャーブラッド 牝2黒鹿54 丸山 元気小川眞査雄氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 540＋ 81：27．0� 5．4�
815 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± 0 〃 クビ 1．8�
11 ハヤブサユートピア 牡2黒鹿55 大野 拓弥武田 修氏 稲垣 幸雄 浦河 笹島 智則 446＋ 21：27．21 23．2�
713 キャンディキューブ 牝2黒鹿54 北村 宏司原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 456＋ 41：27．41� 99．2�
35 アラカザーム 牝2栗 54 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 村上牧場 454－ 8 〃 アタマ 161．2	
12 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± 01：27．5� 8．3

714 ボ ル ゲ リ 牡2鹿 55 横山 和生チームユッキレーシング 大江原 哲 日高 広富牧場 490－ 2 〃 アタマ 7．3�
612 カネショウルーイ 牡2鹿 55 吉田 豊清水 正裕氏 古賀 史生 伊達 高橋農場 484± 01：27．7� 12．0�
36 ノーマロエア 牝2栗 54 津村 明秀リーヴァ 松永 康利 千歳 社台ファーム 460＋ 2 〃 クビ 249．7�
59 サンシェリダン 牝2青鹿54 原田 和真 �加藤ステーブル 加藤 和宏 日高 株式会社

ケイズ 474＋ 81：28．87 389．8�
47 ア デ ウ ス 牝2鹿 54 江田 照男平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 442＋ 21：29．01� 246．3�
816 アルマヴァーゴ 牝2鹿 54 松岡 正海コウトミックレーシング 中舘 英二 浦河 小島牧場 428± 01：29．21� 81．0�
510 ハンデンアミーラ 牝2鹿 54 岩部 純二坂田 行夫氏 石毛 善彦 新冠 川上牧場 424－ 41：30．37 548．2�
24 マスカレード 牝2鹿 54

51 ▲秋山 稔樹田頭 勇貴氏 星野 忍 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 454＋161：31．04 357．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，703，700円 複勝： 66，376，100円 枠連： 13，233，000円
馬連： 55，897，700円 馬単： 29，235，900円 ワイド： 57，367，400円
3連複： 95，523，100円 3連単： 110，727，600円 計： 471，064，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，740円 複 勝 � 710円 � 1，780円 � 190円 枠 連（2－4） 36，110円

馬 連 �� 61，790円 馬 単 �� 146，170円

ワ イ ド �� 11，540円 �� 2，150円 �� 8，100円

3 連 複 ��� 113，000円 3 連 単 ��� 1，029，190円

票 数

単勝票数 計 427037 的中 � 9703（7番人気）
複勝票数 計 663761 的中 � 21730（7番人気）� 8109（9番人気）� 116912（2番人気）
枠連票数 計 132330 的中 （2－4） 284（28番人気）
馬連票数 計 558977 的中 �� 701（51番人気）
馬単票数 計 292359 的中 �� 150（101番人気）
ワイド票数 計 573674 的中 �� 1270（48番人気）�� 7001（18番人気）�� 1813（36番人気）
3連複票数 計 955231 的中 ��� 634（126番人気）
3連単票数 計1107276 的中 ��� 78（864番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．2―12．7―12．5―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．8―48．5―1：01．0―1：13．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フ ク ウ ン �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 オペラハウス デビュー 2020．7．11 福島5着

2018．3．26生 牡2黒鹿 母 オペラガール 母母 ワルツダンサー 3戦1勝 賞金 6，570，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マスカレード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年1月28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。
（非抽選馬） 2頭 ハニークイーン号・リュウノエルヴィス号

第５回 東京競馬 第８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



3108711月28日 晴 良 （2東京5） 第8日 第3競走 ��1，800�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
1：44．5
1：44．5

良
良

813 バ ジ オ ウ 牡2鹿 55 戸崎 圭太鈴木 剛史氏 田中 博康 千歳 社台ファーム 466＋141：47．9 5．2�
34 シテフローラル 牡2鹿 55 C．ルメール 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 442－ 61：48．43 1．5�
69 ミッキーセサミ 牡2青鹿55 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 476－ 41：48．61� 8．6�
58 ク オ ン タ ム 牝2芦 54 武藤 雅�ミルファーム 小野 次郎 浦河 猿橋 義昭 430＋ 21：48．7� 29．8�
610 レッドルーベンス 牡2鹿 55 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 474＋ 41：48．8� 11．1	
11 フジツボノミヤ 牝2青 54

51 ▲原 優介 �ブルースターズファーム 小手川 準 新ひだか 友田牧場 426± 0 〃 クビ 286．0

46 ヤマノグリッターズ 牡2黒鹿55 吉田 隼人澤村 敏雄氏 田中 清隆 浦河 猿橋 義昭 492± 01：49．11� 16．5�
711 マイネルレガシー 牡2鹿 55 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 日高 日高大洋牧場 464＋ 6 〃 クビ 39．9�
45 トーセンマーク 牡2栗 55 北村 宏司島川 哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ

スティファーム 504＋ 21：49．52� 115．1�
712 マ カ ラ プ ア 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 412－ 81：49．81� 108．2�
57 キタノプレアー 牡2栗 55

53 △山田 敬士北所 直人氏 土田 稔 平取 びらとり牧場 464＋ 81：50．01� 274．9�
814 ア ラ ラ ト 牝2青鹿54 黛 弘人岡田 繁幸氏 畠山 吉宏 日高 大江牧場 452＋ 21：50．1クビ 242．8�
33 リカバリーショット 牡2芦 55

53 ◇藤田菜七子吉田 勝利氏 的場 均 浦河 カナイシスタッド 488－ 41：51．69 202．0�
22 カミノエミニー 牝2栗 54 野中悠太郎村上 正喜氏 南田美知雄 浦河 山春牧場 444－ 61：52．02� 301．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 54，626，200円 複勝： 152，776，200円 枠連： 12，689，600円
馬連： 62，997，400円 馬単： 39，981，500円 ワイド： 64，921，500円
3連複： 100，648，400円 3連単： 163，423，800円 計： 652，064，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 110円 � 110円 � 140円 枠 連（3－8） 340円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 160円 �� 360円 �� 240円

3 連 複 ��� 610円 3 連 単 ��� 3，850円

票 数

単勝票数 計 546262 的中 � 87982（2番人気）
複勝票数 計1527762 的中 � 164125（2番人気）� 1021709（1番人気）� 101213（3番人気）
枠連票数 計 126896 的中 （3－8） 28662（2番人気）
馬連票数 計 629974 的中 �� 165164（1番人気）
馬単票数 計 399815 的中 �� 34135（4番人気）
ワイド票数 計 649215 的中 �� 122456（1番人気）�� 37619（5番人気）�� 65584（2番人気）
3連複票数 計1006484 的中 ��� 121974（1番人気）
3連単票数 計1634238 的中 ��� 30754（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．0―48．2―1：00．6―1：12．9―1：24．6―1：36．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．0

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バ ジ オ ウ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ハービンジャー デビュー 2020．8．23 新潟2着

2018．4．14生 牡2鹿 母 フローレスダンサー 母母 ダンスインザムード 3戦1勝 賞金 9，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カミノエミニー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月28日まで平地競

走に出走できない。

3108811月28日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （2東京5） 第8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

22 モ サ 牡4鹿 60 西谷 誠岡 浩二氏 角田 晃一 新冠 有限会社 大
作ステーブル 494＋ 23：21．6 3．9�

33 ダイシンクローバー �4黒鹿60 高田 潤大八木信行氏 安田 隆行 新冠 カミイスタット 480＋ 63：22．13 3．1�
812� マコトガラハッド �7鹿 60 三津谷隼人�ディアマント �島 一歩 様似 出口 繁夫 494± 03：23．37 4．3�
67 ビレッジイーグル 牡3黒鹿58 大江原 圭村山 輝雄氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 498± 03：24．25 13．8�
710� アーネストホープ �6栗 60 伴 啓太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 494＋ 43：24．3	 7．5�
811 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 480－ 43：25．15 121．4	
79 セヴィルロアー 牡6鹿 60 平沢 健治北畑 忍氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 486－ 23：25．2クビ 40．9

44 ブルーガーディアン 牡8黒鹿60 大庭 和弥 �YGGホースクラブ 星野 忍 新ひだか 加野牧場 502＋ 83：25．62	 19．7�
68 ニシノオクタゴン 牡5青鹿60 江田 勇亮西山 茂行氏 田村 康仁 日高 西山牧場 488＋ 43：26．02	 43．5�
55 プラチナムバレット 牡6芦 60 五十嵐雄祐 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 498－123：26．64 8．6
56 ラブオナヴィータ 牝3鹿 56 蓑島 靖典由井健太郎氏 尾関 知人 浦河 梅田牧場 460＋103：26．7クビ 188．8�
11 シゲルメイオウセイ 牡3鹿 58 草野 太郎森中 蕃氏 松山 将樹 日高 池添 安雄 496＋ 23：28．08 59．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，462，000円 複勝： 32，483，200円 枠連： 8，099，000円
馬連： 40，510，500円 馬単： 19，489，400円 ワイド： 32，530，800円
3連複： 69，465，900円 3連単： 81，589，500円 計： 307，630，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 140円 � 120円 � 120円 枠 連（2－3） 710円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 280円 �� 320円 �� 270円

3 連 複 ��� 780円 3 連 単 ��� 3，530円

票 数

単勝票数 計 234620 的中 � 47214（2番人気）
複勝票数 計 324832 的中 � 56319（3番人気）� 70216（1番人気）� 70083（2番人気）
枠連票数 計 80990 的中 （2－3） 8821（2番人気）
馬連票数 計 405105 的中 �� 45470（2番人気）
馬単票数 計 194894 的中 �� 10472（4番人気）
ワイド票数 計 325308 的中 �� 29148（2番人気）�� 25363（3番人気）�� 31129（1番人気）
3連複票数 計 694659 的中 ��� 66715（1番人気）
3連単票数 計 815895 的中 ��� 16727（2番人気）
上り 1マイル 1：47．4 4F 52．0－3F 38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�
3，6＝5（11，2）7－1（8，12）9，10，4
6，3，2－7，10－11－（5，12）－（1，9）－4－8

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

勝馬の
紹 介

モ サ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2018．6．24 阪神7着

2016．5．23生 牡4鹿 母 バリーバーン 母母 シルバージョイ 障害：3戦1勝 賞金 9，900，000円

追 加 記 事（第 5回東京競馬第 5日第 2競走）
〔その他〕　　サンデーグラス号は，競走中に疾病〔左第 1趾骨々折〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



3108911月28日 晴 良 （2東京5） 第8日 第5競走 ��
��1，600�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
1：32．7
1：32．3

良
良

714 ジャングルキング 牡2鹿 55 C．ルメール 清家 聖仁氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 504 ―1：36．6 1．8�
612 エクセルローグ 牡2青鹿55 横山 武史谷川 正純氏 武市 康男 新冠 小泉 学 464 ―1：37．13 7．4�
611 スマイルフェアリー 牝2青 54 戸崎 圭太飯田 真也氏 尾関 知人 日高 浜本牧場 448 ―1：37．63 3．9�
816 ディープアゲイン 牡2鹿 55 石川裕紀人田村 彰夫氏 相沢 郁 日高 浜本牧場 508 ― 〃 ハナ 41．8�
24 シャインユニバンス 牝2鹿 54

53 ☆菅原 明良亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 408 ― 〃 クビ 27．8�
35 ブライズルーム 牝2黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子�ヤナガワ牧場 竹内 正洋 日高 ヤナガワ牧場 436 ―1：37．7クビ 50．3	
36 スズロビンソン 牡2鹿 55 武士沢友治森 達郎氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 476 ―1：37．8� 211．8

59 マスカリンラン 牝2黒鹿54 石橋 脩岡村 善行氏 尾形 和幸 新ひだか 西村牧場 456 ―1：37．9� 169．8�
23 マイネルオラトリオ 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム 494 ― 〃 アタマ 18．8
11 ビップアトレー 牝2栗 54 武藤 雅鈴木 邦英氏 田島 俊明 平取 坂東牧場 412 ― 〃 クビ 43．2�
815 ペガサステソーロ 牡2鹿 55

52 ▲原 優介了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 日高 藤本ファーム 452 ―1：38．32� 168．9�

713 アイアンフラワー 牝2黒鹿 54
52 △山田 敬士池上 一馬氏 南田美知雄 新ひだか グローリーファーム 472 ―1：38．51� 273．8�

47 スノームーンライト 牡2黒鹿55 吉田 豊堀江 貞幸氏 高橋 文雅 むかわ 宇南山牧場 502 ―1：38．6� 93．3�
510 ブーケオブアイリス 牡2黒鹿55 横山 典弘小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 500 ―1：40．19 19．8�
12 マンゴーラッシー 牝2鹿 54

53 ☆木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 新ひだか 前田ファーム 504 ―1：40．2クビ 190．7�
48 ピュアシークレット 牝2黒鹿54 井上 敏樹山口 春夫氏 和田正一郎 新冠 柏木 一則 426 ―1：42．5大差 437．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，608，200円 複勝： 49，372，900円 枠連： 14，304，800円
馬連： 53，328，900円 馬単： 33，476，300円 ワイド： 50，825，400円
3連複： 85，440，700円 3連単： 111，943，700円 計： 448，300，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 150円 � 120円 枠 連（6－7） 230円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 290円 �� 180円 �� 370円

3 連 複 ��� 710円 3 連 単 ��� 1，970円

票 数

単勝票数 計 496082 的中 � 229894（1番人気）
複勝票数 計 493729 的中 � 161698（1番人気）� 60429（3番人気）� 96465（2番人気）
枠連票数 計 143048 的中 （6－7） 46574（1番人気）
馬連票数 計 533289 的中 �� 67419（2番人気）
馬単票数 計 334763 的中 �� 33417（2番人気）
ワイド票数 計 508254 的中 �� 41928（2番人気）�� 84141（1番人気）�� 30936（3番人気）
3連複票数 計 854407 的中 ��� 90156（1番人気）
3連単票数 計1119437 的中 ��� 41028（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．3―36．5―49．2―1：02．2―1：13．7―1：25．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャングルキング �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Eltish 初出走

2018．2．7生 牡2鹿 母 シーズオールエルティッシュ 母母 Shesabullwinkle 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピュアシークレット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月28日まで平地

競走に出走できない。

3109011月28日 晴 良 （2東京5） 第8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

12 ビーカレイジャス 牡2栗 55 武藤 雅藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 524 ―1：39．2 2．0�
612 タイセイスラッガー 牡2鹿 55 戸崎 圭太田中 成奉氏 高橋 裕 日高 ナカノファーム 520 ―1：39．51� 4．6�
611 モーリスシチー 牡2栗 55 野中悠太郎 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか カタオカフアーム 484 ―1：39．6� 123．6�
11 スズカビーチ 牝2黒鹿54 黛 弘人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 472 ―1：39．7� 82．8�
510 クールマニワ 牡2栗 55 勝浦 正樹�サンライズ 高橋 裕 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 480 ―1：39．8クビ 21．8	
713 ボ レ ロ 牝2鹿 54 三浦 皇成�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 470 ―1：40．11� 9．4

23 ネ オ リ ー ズ 牡2黒鹿55 横山 武史西田 俊二氏 鈴木 伸尋 新冠 ムラカミファーム 448 ―1：40．63 94．7�
24 マ ヒ オ レ 牡2栗 55 吉田 隼人 �カナヤマホール

ディングス 坂口 智康 新冠 北星村田牧場 490 ― 〃 クビ 13．1�
47 ショスタコーヴィチ 牡2芦 55 C．ルメール 原 	子氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 432 ―1：41．77 10．8
816
 トーセンエドワード 牡2鹿 55 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 愛 Takaya

Shimakawa 502 ―1：41．8� 19．7�
35 ヒ ロ ヘ ヴ ン 牡2鹿 55 原田 和真天堀 忠博氏 伊藤 大士 新ひだか 飯岡牧場 532 ―1：42．01 67．0�
59 ジーガーライデン 牡2栗 55 木幡 初也�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 488 ― 〃 クビ 202．1�
714 プリンスカノン 牡2黒鹿55 吉田 豊中地賢次郎氏 田島 俊明 新冠 佐藤牧場 484 ―1：42．21� 34．5�
48 ラ ロ コ ル ポ 牡2鹿 55 江田 照男髙樽さゆり氏 清水 英克 浦河 ディアレスト

クラブ 444 ―1：42．51� 315．5�
815 カフェファンタスト 牡2栗 55 柴田 大知西川 恭子氏 和田 雄二 様似 猿倉牧場 502 ―1：44．09 54．8�
36 パワポケゴー 牡2栗 55

54 ☆斎藤 新柳原 達也氏 中野 栄治 えりも 寺井 文秀 472 ―1：44．85 358．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 48，050，900円 複勝： 55，611，300円 枠連： 12，815，600円
馬連： 59，847，800円 馬単： 32，565，100円 ワイド： 56，313，100円
3連複： 96，349，200円 3連単： 110，225，900円 計： 471，778，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 150円 � 1，730円 枠 連（1－6） 470円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 230円 �� 3，640円 �� 5，860円

3 連 複 ��� 12，370円 3 連 単 ��� 34，060円

票 数

単勝票数 計 480509 的中 � 200440（1番人気）
複勝票数 計 556113 的中 � 172251（1番人気）� 100142（2番人気）� 4493（13番人気）
枠連票数 計 128156 的中 （1－6） 21083（1番人気）
馬連票数 計 598478 的中 �� 106791（1番人気）
馬単票数 計 325651 的中 �� 39564（1番人気）
ワイド票数 計 563131 的中 �� 80525（1番人気）�� 3455（35番人気）�� 2131（47番人気）
3連複票数 計 963492 的中 ��� 5838（37番人気）
3連単票数 計1102259 的中 ��� 2346（92番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビーカレイジャス �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 Johannesburg 初出走

2018．2．25生 牡2栗 母 ビーラヴリー 母母 Superb in Roses 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 シゲルカンリショク号・シネマトウショウ号・ドナアネラ号・ペイシャジュン号



3109111月28日 晴 良 （2東京5） 第8日 第7競走 ��
��2，400�3歳以上1勝クラス

発走13時10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
2：20．6
2：20．6

良
良

710 コトブキテティス 牝3黒鹿53 戸崎 圭太尾上 松壽氏 田島 俊明 新ひだか 斉藤スタッド 434＋ 42：27．6 2．3�
79 カイザースクルーン �4芦 57 津村 明秀 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 62：27．7クビ 10．7�
812 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 508＋ 2 〃 クビ 16．9�
811 ミッキーパンチ 牡3栗 55 三浦 皇成野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 462＋ 62：28．02 4．4�
55 ナ ミ ブ �4鹿 57 江田 照男�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 456＋ 42：28．31	 7．7	
67 
 ア ス テ ィ �4栗 57

55 ◇藤田菜七子山口謙太郎氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 432＋ 42：28．72� 57．6

68 セツメンノトビウオ 牡3芦 55 石橋 脩三宅 勝俊氏 牧田 和弥 新冠 村田牧場 456＋ 2 〃 クビ 16．5�
56 ネオストーリー 牡3青鹿55 吉田 隼人藤澤眞佐子氏 林 徹 新冠 スカイビーチステーブル 462＋ 82：28．8� 25．5�
33 エ レ ベ ル 牝4鹿 55 田辺 裕信吉田 照哉氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 432＋302：28．9クビ 9．1
22 トランスポーター 牡4芦 57 丸山 元気安原 浩司氏 戸田 博文 日高 春木ファーム 508＋ 22：29．32� 20．6�
11 ジューンバラード 牝4青鹿55 木幡 巧也吉川 潤氏 堀井 雅広 平取 稲原牧場 432－ 22：29．51� 29．2�
44 ハギノアグレッシブ �5栗 57 横山 武史日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 B474－ 6 〃 ハナ 62．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 41，333，700円 複勝： 62，365，600円 枠連： 12，903，400円
馬連： 73，275，800円 馬単： 31，619，500円 ワイド： 67，626，000円
3連複： 111，357，400円 3連単： 124，418，900円 計： 524，900，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 320円 � 370円 枠 連（7－7） 1，390円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 510円 �� 650円 �� 2，080円

3 連 複 ��� 4，360円 3 連 単 ��� 14，510円

票 数

単勝票数 計 413337 的中 � 138376（1番人気）
複勝票数 計 623656 的中 � 183683（1番人気）� 40584（5番人気）� 33365（7番人気）
枠連票数 計 129034 的中 （7－7） 7174（6番人気）
馬連票数 計 732758 的中 �� 51680（2番人気）
馬単票数 計 316195 的中 �� 14430（3番人気）
ワイド票数 計 676260 的中 �� 35740（4番人気）�� 26997（6番人気）�� 7798（24番人気）
3連複票数 計1113574 的中 ��� 19155（13番人気）
3連単票数 計1244189 的中 ��� 6216（35番人気）

ハロンタイム 13．0―12．2―13．1―12．6―12．7―12．1―12．4―12．4―12．1―11．5―11．6―11．9

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―25．2―38．3―50．9―1：03．6―1：15．7―1：28．1―1：40．5―1：52．6―2：04．1―2：15．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コトブキテティス �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．10．26 東京2着

2017．4．16生 牝3黒鹿 母 エ ヴ ァ 母母 ラブフォーエバー 12戦2勝 賞金 26，070，000円

3109211月28日 晴 良 （2東京5） 第8日 第8競走 ��
��1，600�3歳以上2勝クラス

発走13時40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
1：30．5
1：30．3

良
良

66 レッドヴァール 牝5鹿 55 M．デムーロ �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 486＋ 21：35．0 6．0�
44 ノルカソルカ 牡3栗 56 田辺 裕信幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 488＋ 2 〃 クビ 4．0�
810 インテンスライト 牡4鹿 57

56 ☆菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 新冠 カミイスタット 500＋ 21：35．21 6．8�
79 アブソルティスモ 牡3黒鹿56 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 510± 0 〃 ハナ 3．6�
811� ランドルーラー 牡4鹿 57 戸崎 圭太ゴドルフィン 伊藤 圭三 愛 Godolphin 508－ 21：35．83	 27．7	
55 ラキャラントシス 牝3栗 54 横山 典弘�山王飯店 鈴木 伸尋 日高 奥山 博 476＋ 2 〃 アタマ 21．9

22 セ ン ト ウ ル 牡4黒鹿57 吉田 隼人中西 宏彰氏 森 秀行 新ひだか タイヘイ牧場 470－ 2 〃 クビ 12．1�
67 ヴェンチュラスター 牡3鹿 56

54 ◇藤田菜七子西見 徹也氏 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 428± 01：35．9	 51．7�
11 パ ル マ リ ア 牡5鹿 57 横山 武史吉田 和美氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 542＋16 〃 ハナ 4．2
33 アドマイヤシナイ 牡6鹿 57 勝浦 正樹近藤 旬子氏 柄崎 孝 洞
湖 レイクヴィラファーム 458＋ 2 〃 クビ 208．4�
78 スワンボート 牡10鹿 57

54 ▲小林 脩斗田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 オンワード牧場 498＋ 41：37．49 523．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 51，113，300円 複勝： 88，755，400円 枠連： 11，803，500円
馬連： 87，164，600円 馬単： 36，071，600円 ワイド： 69，855，600円
3連複： 115，990，200円 3連単： 150，549，700円 計： 611，303，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 150円 � 150円 � 170円 枠 連（4－6） 1，230円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 330円 �� 540円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，140円 3 連 単 ��� 12，320円

票 数

単勝票数 計 511133 的中 � 67636（4番人気）
複勝票数 計 887554 的中 � 158583（1番人気）� 151333（2番人気）� 125244（5番人気）
枠連票数 計 118035 的中 （4－6） 7419（8番人気）
馬連票数 計 871646 的中 �� 57088（4番人気）
馬単票数 計 360716 的中 �� 12635（6番人気）
ワイド票数 計 698556 的中 �� 57736（1番人気）�� 31647（10番人気）�� 37124（7番人気）
3連複票数 計1159902 的中 ��� 40648（8番人気）
3連単票数 計1505497 的中 ��� 8858（45番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．7―36．5―48．8―1：00．9―1：12．2―1：23．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドヴァール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2017．9．3 小倉2着

2015．2．20生 牝5鹿 母 レッドヴァージン 母母 Lafirma 15戦3勝 賞金 46，694，000円



3109311月28日 晴 良 （2東京5） 第8日 第9競走 ��
��1，600�カトレアステークス

発走14時15分 （ダート・左）
2歳；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：36．2
1：36．2

不良
不良

11 	 レモンポップ 牡2栗 55 戸崎 圭太ゴドルフィン 田中 博康 米 Mr. & Mrs.
Oliver S. Tait 506－ 21：36．4 2．4�

811 タケルペガサス 牡2芦 55 C．ルメール 森 保彦氏 加藤 征弘 浦河 中村 雅明 472＋ 21：36．71
 1．9�
67 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 508－ 61：38．310 35．8�
33 シンヨモギネス 牡2鹿 55 石橋 脩岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B470＋ 4 〃 クビ 19．9�
55 キープイットシンポ 牝2黒鹿54 菅原 隆一西森 功氏 小野 次郎 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 452＋ 21：39．25 63．9�
79 フェイマスダンディ 牡2鹿 55 田中 勝春堀江 貞幸氏 深山 雅史 新ひだか 白井 吉美 460＋ 41：39．3� 16．5	
66 プレジールミノル 牡2栗 55 亀田 温心吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 482－121：39．4
 20．9

78 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 482－ 41：39．71
 350．6�
22 ノーダブルディップ 牡2鹿 55 北村 宏司丸山 担氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 540－ 61：39．8� 72．6�
810 ミコブラック 牝2青鹿54 吉田 隼人古賀 慎一氏 浅見 秀一 日高 シンボリ牧場 472± 01：40．11� 37．8
44 グローエルディング 牡2芦 55 内田 博幸伊藤 正樹氏 尾形 和幸 浦河 宮内牧場 494＋ 41：40．31� 27．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 97，827，600円 複勝： 182，058，500円 枠連： 20，572，800円
馬連： 134，893，000円 馬単： 77，885，700円 ワイド： 99，459，800円
3連複： 189，061，800円 3連単： 346，815，900円 計： 1，148，575，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 110円 � 320円 枠 連（1－8） 180円

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 400円

ワ イ ド �� 140円 �� 780円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 4，090円

票 数

単勝票数 計 978276 的中 � 328724（2番人気）
複勝票数 計1820585 的中 � 328050（2番人気）� 1105528（1番人気）� 37902（8番人気）
枠連票数 計 205728 的中 （1－8） 84885（1番人気）
馬連票数 計1348930 的中 �� 522089（1番人気）
馬単票数 計 778857 的中 �� 143839（2番人気）
ワイド票数 計 994598 的中 �� 273742（1番人気）�� 24375（11番人気）�� 27407（9番人気）
3連複票数 計1890618 的中 ��� 90895（4番人気）
3連単票数 計3468159 的中 ��� 61405（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．1―34．8―46．7―59．3―1：11．7―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

	レモンポップ �
�
父 Lemon Drop Kid �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2020．11．7 東京1着

2018．2．15生 牡2栗 母 Unreachable 母母 Harpia 2戦2勝 賞金 23，245，000円

3109411月28日 晴 良 （2東京5） 第8日 第10競走 ��
��1，400�

ぎんれい

銀嶺ステークス
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56�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
1：21．5
1：20．3

重
不良

47 �	 ス パ ー ダ 牡5鹿 57 木幡 巧也了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 米 Fairlawn

Farm B496－ 21：24．5 2．0�
48 エアコンヴィーナ 牝5黒鹿55 大野 拓弥 �ラッキーフィールド大竹 正博 様似 猿倉牧場 470＋14 〃 クビ 14．5�
36 ロジヒューズ 牝5鹿 55 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 新冠 オリエント牧場 B496－ 21：24．71 24．9�
11 メイショウテンセイ 牡6鹿 57 長岡 禎仁松本 好雄氏 西橋 豊治 安平 
橋本牧場 518－ 21：25．02 12．0�
35 メガオパールカフェ 牡9栗 57 藤田菜七子西川 光一氏 和田 勇介 日高 ヤナガワ牧場 B548＋ 21：25．21� 167．6�
611 デピュティプライム �7栗 57 戸崎 圭太丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 484＋ 21：25．3 7．3	
24 マイウェイアムール 牝5青鹿55 柴田 大知田畑 利彦氏 林 徹 日高 モリナガファーム 502＋12 〃 アタマ 9．0

59 アルーアキャロル �7栗 57 丸山 元気 �シルクレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 508＋181：25．4クビ 23．2�
815 サンタナブルー 牡8黒鹿57 原田 和真 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 484＋ 2 〃 クビ 36．8
714 ハルクンノテソーロ 牡6黒鹿57 菅原 明良了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新冠 長浜牧場 478± 01：25．5クビ 13．3�
23 ス ズ ノ ウ メ 牝4鹿 55 江田 照男小紫惠美子氏 深山 雅史 平取 清水牧場 472－ 21：25．6 37．9�
612 ローレルジャック 牡7黒鹿57 的場 勇人 �ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 502＋ 81：25．7� 54．0�
713 エターナルフレイム �6栗 57 木幡 育也岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 折手牧場 528＋ 41：25．91� 168．5�
12 ペイシャネガノ 牝4栗 55 武士沢友治北所 直人氏 深山 雅史 新ひだか 友田牧場 470＋ 4 〃 クビ 14．2�
510 ドルチャーリオ 牡7栗 57 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 470＋ 21：26．21� 28．6�
816 グッドラックサマー 牡6栗 57 嶋田 純次澤田 孝之氏 尾形 和幸 新ひだか 伊藤 敏明 B554＋ 41：26．41 75．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 69，948，300円 複勝： 93，406，200円 枠連： 30，894，200円
馬連： 155，636，800円 馬単： 69，560，700円 ワイド： 127，315，300円
3連複： 260，353，400円 3連単： 305，151，100円 計： 1，112，266，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 140円 � 320円 � 440円 枠 連（4－4） 1，650円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 2，280円

ワ イ ド �� 830円 �� 1，110円 �� 3，290円

3 連 複 ��� 10，540円 3 連 単 ��� 28，430円

票 数

単勝票数 計 699483 的中 � 275558（1番人気）
複勝票数 計 934062 的中 � 249008（1番人気）� 63387（5番人気）� 42210（8番人気）
枠連票数 計 308942 的中 （4－4） 14424（7番人気）
馬連票数 計1556368 的中 �� 65907（6番人気）
馬単票数 計 695607 的中 �� 22866（6番人気）
ワイド票数 計1273153 的中 �� 40916（6番人気）�� 29642（8番人気）�� 9571（43番人気）
3連複票数 計2603534 的中 ��� 18521（30番人気）
3連単票数 計3051511 的中 ��� 7780（62番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．9―12．2―12．0―12．2―12．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
	
ス パ ー ダ �

�
父 Speightstown �

�
母父 Distorted Humor

2015．5．3生 牡5鹿 母 A Bit of Humor 母母 Saratoga Ack 9戦3勝 賞金 44，828，000円
初出走 JRA

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の24頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）24頭 アイアムハヤスギル号・アポロビビ号・アーバンイェーガー号・アールロッソ号・エスタジ号・エピックアン号・

カナシバリ号・クライシス号・グレートウォリアー号・サダムスキャット号・サトノユニゾン号・シベリウス号・
スピリットワンベル号・セイウンクールガイ号・タガノプレトリア号・トウカイパシオン号・ニューモニュメント号・
ヒイナヅキ号・ファシネートゼット号・フォルツァエフ号・フラワーストリーム号・ムーランアンディゴ号・
ヨドノビクトリー号・ラスティユース号



3109511月28日 晴 良 （2東京5） 第8日 第11競走 ��
��1，600�キャピタルステークス（Ｌ）

発走15時25分 （芝・左）
3歳以上；負担重量は，3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，1．11．23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，1．11．22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）

賞 品
本 賞 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

45 ピースワンパラディ 牡4鹿 56 戸崎 圭太長谷川成利氏 大竹 正博 日高 高山牧場 466＋ 41：32．8 3．2�
813 ロードマイウェイ 牡4鹿 57 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 472＋ 21：33．01 9．8�
11 ミラアイトーン 牡6青鹿56 横山 和生島川 �哉氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 554－ 2 〃 アタマ 28．3�
68 サトノフェイバー 牡5黒鹿56 古川 吉洋 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B504－ 41：33．31� 14．8�
57 テーオービクトリー 牝6鹿 54 大野 拓弥小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 480－14 〃 ハナ 180．4	
812 ト ラ イ ン 牡5鹿 56 横山 典弘大野 照旺氏 浜田多実雄 新ひだか タイヘイ牧場 456＋ 81：33．4	 10．9

56 トーセンブレス 牝5黒鹿54 M．デムーロ島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 474± 0 〃 クビ 20．2�
44 ランフォザローゼス 牡4鹿 56 木幡 育也窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B514＋161：33．61
 61．2�
710 カ テ ド ラ ル 牡4鹿 56 C．ルメール キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 490± 01：33．81
 4．7�
69 ウ ー リ リ 牡4鹿 56 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 494± 0 〃 ハナ 7．6�
33 ダノングレース 牝5鹿 54 津村 明秀�ダノックス 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 440－ 21：33．9クビ 46．2�
711 ソーグリッタリング 牡6鹿 56 横山 武史 社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 482－ 4 〃 ハナ 5．5�
22 �� モズダディー 牡5栗 56 内田 博幸北側 雅勝氏 藤岡 健一 米 Mr. & Mrs.

Oliver S. Tait B496－ 41：34．32	 32．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 107，830，000円 複勝： 177，956，900円 枠連： 62，379，600円
馬連： 330，374，500円 馬単： 116，516，500円 ワイド： 214，853，900円
3連複： 529，667，700円 3連単： 636，003，500円 計： 2，175，582，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 330円 � 630円 枠 連（4－8） 700円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，490円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，790円 �� 5，140円

3 連 複 ��� 16，390円 3 連 単 ��� 58，690円

票 数

単勝票数 計1078300 的中 � 268440（1番人気）
複勝票数 計1779569 的中 � 423042（1番人気）� 123824（6番人気）� 56817（9番人気）
枠連票数 計 623796 的中 （4－8） 68971（3番人気）
馬連票数 計3303745 的中 �� 180156（5番人気）
馬単票数 計1165165 的中 �� 35058（7番人気）
ワイド票数 計2148539 的中 �� 90703（5番人気）�� 30366（22番人気）�� 10292（48番人気）
3連複票数 計5296677 的中 ��� 24227（55番人気）
3連単票数 計6360035 的中 ��� 7856（198番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．2―34．6―46．2―57．8―1：09．3―1：20．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．0
3 8（1，10）9－（4，5）11（3，6）12，7，13－2 4 8（1，10）9（4，5）（3，6，11）（7，12）13，2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ピースワンパラディ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2019．1．26 中京1着

2016．1．24生 牡4鹿 母 クリアソウル 母母 キャトルセゾン 12戦5勝 賞金 116，794，000円

3109611月28日 晴 良 （2東京5） 第8日 第12競走 ��1，400�3歳以上2勝クラス
発走16時00分 （芝・左）（1000万円以下）

牝；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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

11 セ ル フ ィ ー 牝3栗 54 C．ルメール�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ
ファーム B454－ 21：22．9 3．4�

22 フィルムフェスト 牝4青鹿55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450－ 41：23．0� 9．2�

711 ヴェルスパー 牝5鹿 55 M．デムーロ �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：23．21� 9．2�
69 スイートセント 牝4鹿 55 横山 武史 �シルクレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 444－ 6 〃 クビ 16．2�
57 スペキュラース 牝4黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 21：23．3� 68．2	
46 エンジェルカナ 牝4栗 55

52 ▲原 優介 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 426－ 2 〃 ハナ 95．3

58 スズカアーチスト 牝5黒鹿 55

54 ☆菊沢 一樹永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B464＋ 4 〃 クビ 15．9�
610 ヤマニンプレシオサ 牝3黒鹿54 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 光夫 468± 01：23．4クビ 5．2�
34 トロイメント 牝4青 55 吉田 隼人�G1レーシング 西浦 勝一 安平 追分ファーム 452＋ 6 〃 ハナ 27．5
45 デンタルバルーン 牝3青鹿54 勝浦 正樹三宅 勝俊氏 牧浦 充徳 浦河 カナイシスタッド 456－ 21：23．61� 60．5�
33 ウィンターリリー 牝4芦 55

52 ▲秋山 稔樹田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 ヒダカフアーム 462＋261：24．02� 186．8�
712 ユ ナ カ イ ト 牝4栗 55 津村 明秀 �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 494＋161：24．1� 14．5�
814	 カズミドリーム 牝5栗 55

54 ☆斎藤 新藤沼 利夫氏 中野 栄治 浦河 大道牧場 474± 01：24．2� 199．8�
813 フランジヴェント 牝3鹿 54 丸山 元気吉田 勝己氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：24．3� 3．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 82，827，500円 複勝： 128，439，700円 枠連： 34，959，200円
馬連： 170，736，100円 馬単： 67，998，200円 ワイド： 136，304，200円
3連複： 270，703，400円 3連単： 310，774，900円 計： 1，202，743，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 180円 � 280円 � 270円 枠 連（1－2） 1，570円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 630円 �� 780円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 4，270円 3 連 単 ��� 14，700円

票 数

単勝票数 計 828275 的中 � 194594（1番人気）
複勝票数 計1284397 的中 � 222913（3番人気）� 107894（5番人気）� 115163（4番人気）
枠連票数 計 349592 的中 （1－2） 17190（7番人気）
馬連票数 計1707361 的中 �� 88712（4番人気）
馬単票数 計 679982 的中 �� 23597（5番人気）
ワイド票数 計1363042 的中 �� 57144（5番人気）�� 45270（7番人気）�� 26391（17番人気）
3連複票数 計2707034 的中 ��� 47500（11番人気）
3連単票数 計3107749 的中 ��� 15318（26番人気）

ハロンタイム 13．3―11．8―11．9―11．9―11．4―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．3―25．1―37．0―48．9―1：00．3―1：11．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．0
3 6（7，8）（2，4）（1，3，10）11（12，13）5，9－14 4 ・（6，7）8（2，4）（1，3，10）（11，12，13）5，9，14

勝馬の
紹 介

セ ル フ ィ ー �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Lion Heart デビュー 2019．7．28 札幌7着

2017．3．24生 牝3栗 母 セルフプリザヴェーション 母母 Saintly Speaking 12戦3勝 賞金 36，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（2東京5）第8日 11月28日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 167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

239，910，000円
29，330，000円
1，240，000円
28，530，000円
72，757，500円
5，300，500円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
711，630，400円
1，161，232，900円
246，782，900円
1，280，635，500円
585，918，900円
1，032，336，400円
2，030，789，600円
2，584，578，100円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 9，633，904，700円

総入場人員 3，187名 （有料入場人員 3，021名）
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