
3109711月29日 曇 良 （2東京5） 第9日 第1競走 ��
��1，600�2歳未勝利

発走9時30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 ゴーストレート 牡2青鹿 55
54 ☆菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 490－ 61：39．0 25．2�

24 � タ ピ テ ー ル 牝2芦 54 M．デムーロ吉田 千津氏 黒岩 陽一 米 Teruya
Yoshida 508± 01：39．21� 2．5�

11 � メ リ オ ダ ス 牡2鹿 55 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 米
Fred W. Hertrich
111＆ John D.
Fielding

482－ 21：39．41 7．7�
713 チュイション 牡2栗 55 三浦 皇成ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B468＋ 81：39．93 13．4�
59 ペイシャオウユー 牝2栗 54 丸田 恭介北所 直人氏 石栗 龍彦 新ひだか グランド牧場 452± 0 〃 アタマ 8．0�
23 サイレントナイト 牡2黒鹿55 岩田 望来大塚 亮一氏 矢野 英一 むかわ 新井牧場 488－ 21：40．43 11．7�
612 ウエイトジャッジ 牡2黒鹿55 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 556＋ 81：41．03	 110．9	
36 ショウナンナビ 牝2栗 54 岩田 康誠国本 哲秀氏 大竹 正博 日高 天羽牧場 502± 0 〃 クビ 15．7

714 イ ワ ナ 牡2鹿 55 横山 武史越村 哲男氏 久保田貴士 日高 新井 昭二 474＋ 41：41．21 77．3�
815 ロジディープ 牝2鹿 54 内田 博幸久米田正明氏 新開 幸一 新冠 秋田牧場 450± 0 〃 クビ 9．9�
12 リュンヌドネージュ 牡2芦 55 野中悠太郎髙松 悟氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 482－ 21：41．51	 6．9
48 ブレスロガール 牝2芦 54 木幡 巧也ディアレストクラブ� 菊川 正達 新ひだか 大典牧場 B452＋ 61：41．92	 359．9�
816 フッカツノトリデ 牝2栗 54 木幡 初也福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 鎌田 正嗣 434－221：42．54 274．1�
510 ヤ ク モ 牡2黒鹿55 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 484＋ 81：42．6クビ 465．9�
35 マ リ ア ッ チ 牡2鹿 55 黛 弘人内藤 好江氏 中野 栄治 新ひだか キヨタケ牧場 470± 01：43．13 459．2�
47 ラストシャトル 牝2鹿 54

53 ☆木幡 育也江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 様似 清水スタッド 426＋ 81：47．8大差 479．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，444，700円 複勝： 62，025，000円 枠連： 12，087，200円
馬連： 64，802，300円 馬単： 27，069，400円 ワイド： 62，134，700円
3連複： 112，164，300円 3連単： 107，001，800円 計： 492，729，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，520円 複 勝 � 470円 � 130円 � 260円 枠 連（2－6） 2，080円

馬 連 �� 3，190円 馬 単 �� 8，480円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 2，450円 �� 570円

3 連 複 ��� 6，850円 3 連 単 ��� 39，780円

票 数

単勝票数 計 454447 的中 � 15224（9番人気）
複勝票数 計 620250 的中 � 23957（9番人気）� 187982（1番人気）� 52250（6番人気）
枠連票数 計 120872 的中 （2－6） 4495（8番人気）
馬連票数 計 648023 的中 �� 15717（12番人気）
馬単票数 計 270694 的中 �� 2392（39番人気）
ワイド票数 計 621347 的中 �� 11775（25番人気）�� 6239（31番人気）�� 29942（4番人気）
3連複票数 計1121643 的中 ��� 12271（25番人気）
3連単票数 計1070018 的中 ��� 1950（143番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．7―35．7―48．4―1：01．4―1：14．0―1：26．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴーストレート �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．8．30 新潟9着

2018．2．2生 牡2青鹿 母 レッドリップス 母母 オレンジブロッサム 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を9時31分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラストシャトル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月29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 カフェリリー号

3109811月29日 曇 良 （2東京5） 第9日 第2競走 ��
��1，600�2歳未勝利

発走9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
1：32．7
1：32．3

良
良

36 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± 01：35．3 3．4�
816 ド ラ ミ モ ン 牡2栗 55 岩田 望来子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 444＋ 21：35．4� 17．0�
818 マイネルレイヨン 牡2鹿 55

52 ▲原 優介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム 486＋ 61：35．61� 81．3�

24 ラインプリンス 牡2鹿 55 武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 484＋ 61：35．81	 11．1�
611 アオイカツマ 牡2鹿 55 戸崎 圭太新谷 幸義氏 古賀 慎明 新ひだか タイヘイ牧場 464＋ 21：35．9クビ 2．8	
714 ペイシャケイティー 牝2黒鹿 54

52 △山田 敬士北所 直人氏 土田 稔 新冠 カミイスタット 456－ 4 〃 クビ 46．3

59 スプリングムーン 牝2鹿 54 木幡 巧也鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 422＋ 61：36．0	 508．5�
23 スターオブソフィア 牝2鹿 54 武士沢友治光安 了氏 小手川 準 日高 原田ファーム 410＋ 61：36．21	 123．0�
35 レ ヴ ォ リ オ 牡2鹿 55 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 470± 01：36．3クビ 133．4
12 ロ ジ ネ イ ア 牝2黒鹿54 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 洞
湖 レイクヴィラファーム 430＋ 4 〃 クビ 16．7�
48 キュンストラー 牝2芦 54 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 388± 01：36．4	 24．4�

510 アオイラブリー 牝2栗 54 嘉藤 貴行鈴木 照雄氏 高橋 文雅 浦河 市川フアーム 438＋ 6 〃 クビ 531．5�
47 � シュバルツカイザー 牡2芦 55 田辺 裕信ゴドルフィン 大竹 正博 愛 Ross

Moorhead 496＋101：36．6� 4．3�
713 カ ウ ニ ス 牝2鹿 54

51 ▲小林 脩斗 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 佐藤 吉勝 新ひだか 松田牧場 404± 01：36．7� 191．1�

817 エクレウステソーロ 牡2青鹿 55
54 ☆菅原 明良了德寺健二ホール

ディングス� 稲垣 幸雄 新ひだか タガミファーム 458＋18 〃 クビ 655．0�
11 グッドラックラブ 牝2栗 54 原田 和真三岡 陽氏 小桧山 悟 新ひだか タツヤファーム 426－121：36．91� 697．5�
715 ムーニーアイズ 牝2鹿 54 野中悠太郎岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 420＋ 81：37．0クビ 366．2�
612 ハクシンエース 牡2黒鹿 55

52 ▲秋山 稔樹新井原 博氏 星野 忍 新冠 川上牧場 426－ 21：38．49 248．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 45，469，500円 複勝： 62，657，300円 枠連： 11，020，000円
馬連： 64，574，000円 馬単： 29，089，200円 ワイド： 57，306，900円
3連複： 100，642，100円 3連単： 104，949，700円 計： 475，708，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 180円 � 360円 � 1，360円 枠 連（3－8） 1，940円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 4，070円

ワ イ ド �� 920円 �� 2，750円 �� 5，970円

3 連 複 ��� 29，090円 3 連 単 ��� 91，120円

票 数

単勝票数 計 454695 的中 � 111563（2番人気）
複勝票数 計 626573 的中 � 118791（2番人気）� 42626（6番人気）� 9491（9番人気）
枠連票数 計 110200 的中 （3－8） 4391（8番人気）
馬連票数 計 645740 的中 �� 21356（8番人気）
馬単票数 計 290892 的中 �� 5348（16番人気）
ワイド票数 計 573069 的中 �� 16709（11番人気）�� 5289（26番人気）�� 2404（37番人気）
3連複票数 計1006421 的中 ��� 2594（64番人気）
3連単票数 計1049497 的中 ��� 835（232番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．5―47．6―59．8―1：11．7―1：23．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ ュ リ オ �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2020．9．21 中山2着

2018．2．24生 牡2黒鹿 母 ヒストリックレディ 母母 ヒストリックスター 3戦1勝 賞金 8，670，000円
※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） 1頭 ノーブルレインボー号
（非抽選馬） 1頭 ビギニングドリーム号

第５回 東京競馬 第９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



3109911月29日 曇 良 （2東京5） 第9日 第3競走 ��
��2，000�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
1：59．5
1：58．9

良
良

55 パープルレディー 牝2鹿 54 武 豊井山 登氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 420＋ 42：01．4 1．8�
710 フォクシーレディ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 442＋ 42：01．5� 9．8�
812 ノワールドゥジェ 牝2青 54 横山 武史 �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 478＋122：01．6� 5．6�
811 エクスインパクト 牡2鹿 55 C．ルメール �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 474＋ 2 〃 ハナ 5．3�
56 マイネルパリオート 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 452－ 42：01．81� 14．3	
44 オセアダイナスティ 牡2栗 55 三浦 皇成 IHR 加藤 征弘 新冠 村田牧場 494－ 42：02．54 26．5

11 リズムオブザナイト 牡2鹿 55 岩田 康誠吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 480－ 2 〃 ハナ 30．7�
33 カ キ エ モ ン 牡2鹿 55 武士沢友治�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 446＋ 22：02．81� 403．7�
67 フレンドジェイ 牡2栗 55

53 ◇藤田菜七子横尾 晴人氏 南田美知雄 青森 青南ムラカミ
ファーム 462± 02：03．01� 267．5

68 ノーブルレインボー 牝2黒鹿 54
51 ▲秋山 稔樹吉木 伸彦氏 菊川 正達 新ひだか 中田 英樹 444－ 4 〃 ハナ 143．7�

22 テイエムユメノオー 牡2栗 55
53 △山田 敬士竹園 正繼氏 加藤 和宏 日高 日高テイエム

牧場株式会社 478－ 22：03．95 209．3�
79 カ ガ ブ ル ー 牡2鹿 55

52 ▲小林 凌大香川 憲次氏 大江原 哲 新冠 ハシモトフアーム 466＋ 22：04．0	 726．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 54，970，800円 複勝： 172，192，200円 枠連： 13，032，800円
馬連： 66，902，900円 馬単： 43，138，400円 ワイド： 60，194，600円
3連複： 100，184，000円 3連単： 179，892，700円 計： 690，508，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 150円 � 180円 枠 連（5－7） 490円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 220円 �� 310円 �� 830円

3 連 複 ��� 1，520円 3 連 単 ��� 3，320円

票 数

単勝票数 計 549708 的中 � 258546（1番人気）
複勝票数 計1721922 的中 � 1299206（1番人気）� 96893（3番人気）� 68533（4番人気）
枠連票数 計 130328 的中 （5－7） 20283（2番人気）
馬連票数 計 669029 的中 �� 106728（2番人気）
馬単票数 計 431384 的中 �� 51374（2番人気）
ワイド票数 計 601946 的中 �� 79252（2番人気）�� 50313（4番人気）�� 15668（12番人気）
3連複票数 計1001840 的中 ��� 49347（6番人気）
3連単票数 計1798927 的中 ��� 39275（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．6―36．6―48．6―1：00．8―1：13．4―1：26．1―1：38．1―1：49．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F35．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

パープルレディー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2020．8．30 新潟2着

2018．2．10生 牝2鹿 母 メ リ ッ サ 母母 ストーミーラン 3戦1勝 賞金 9，200，000円
※ノーブルレインボー号・フレンドジェイ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3110011月29日 晴 良 （2東京5） 第9日 第4競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走10時55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
1：21．5
1：20．3

重
不良

36 ファイヴレター 牡3青鹿56 M．デムーロ熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 452＋ 61：25．0 2．2�
24 ファイナルマズル 牡4鹿 57 松山 弘平 �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 474＋ 6 〃 クビ 6．4�
612 グローサーベア �3芦 56 横山 武史 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 474＋ 81：25．21� 18．2�
12 ダンシングサンダー 牡3栗 56 三浦 皇成永井 秀貴氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 486＋ 41：25．41� 4．1�
611 スターファイター 牡3鹿 56 田辺 裕信 �YGGホースクラブ 田島 俊明 新冠 川上牧場 470－241：25．5クビ 10．6	
35 レジリエンスブルー 牡3黒鹿56 木幡 巧也 �YGGホースクラブ 松山 将樹 日高 高山 博 474＋ 71：25．6� 45．6

815 デルマカミカゼ 牡5黒鹿 57

54 ▲小林 脩斗浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 472＋141：25．92 21．1�
47 アテンフェアリー 牝4黒鹿55 岩部 純二齊藤 直信氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 478＋ 81：26．0� 95．9�
816 ココロノイコロ 牡5黒鹿57 横山 典弘海谷 幸司氏 伊坂 重信 新ひだか 谷岡牧場 456＋161：26．1	 16．9
48 
 セイスケルツォ 牡3黒鹿56 丸田 恭介金田 成基氏 浅野洋一郎 浦河 大道牧場 528＋141：26．63 414．0�
11 エ ル メ ー ム 牝3鹿 54 大野 拓弥�ラ・メール 高木 登 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 480＋ 41：26．7	 34．1�
714 ダンホーキラー �4青鹿 57

55 ◇藤田菜七子ドラゴンヒルズホースクラブ 鹿戸 雄一 新冠 村田牧場 462＋ 21：27．55 77．4�
59 
 スノーベリー 牝4芦 55

53 △山田 敬士 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小手川 準 浦河 日進牧場 B462＋ 31：28．67 357．9�

713 ス ー ス ー 牝4栗 55
52 ▲原 優介田中 純一氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 432± 01：29．45 253．1�

510 グレイトホーン 牡3鹿 56 野中悠太郎犬塚悠治郎氏 根本 康広 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 500＋ 61：30．46 23．1�

23 ソーユーフォリア 牝3黒鹿54 岩田 望来濵本 洋輔氏 高柳 瑞樹 浦河 日進牧場 456＋ 81：32．6大差 28．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，567，800円 複勝： 77，560，800円 枠連： 15，484，500円
馬連： 81，135，500円 馬単： 37，887，100円 ワイド： 82，953，900円
3連複： 134，091，700円 3連単： 144，840，100円 計： 621，521，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 220円 � 340円 枠 連（2－3） 690円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 420円 �� 740円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 4，450円 3 連 単 ��� 14，850円

票 数

単勝票数 計 475678 的中 � 166572（1番人気）
複勝票数 計 775608 的中 � 265115（1番人気）� 71684（4番人気）� 40312（5番人気）
枠連票数 計 154845 的中 （2－3） 17162（3番人気）
馬連票数 計 811355 的中 �� 72391（2番人気）
馬単票数 計 378871 的中 �� 20448（3番人気）
ワイド票数 計 829539 的中 �� 54889（2番人気）�� 28355（7番人気）�� 11678（18番人気）
3連複票数 計1340917 的中 ��� 22597（12番人気）
3連単票数 計1448401 的中 ��� 7070（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―35．4―47．9―1：00．2―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファイヴレター �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2019．9．22 中山9着

2017．5．4生 牡3青鹿 母 ピンクサプライズ 母母 ハピネスヒロイン 12戦2勝 賞金 26，060，000円
〔その他〕 ソーユーフォリア号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕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。
ダンホーキラー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 スースー号・グレイトホーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月29日ま
で平地競走に出走できない。

〔鼻出血による出走制限〕 ソーユーフォリア号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年1月29日まで出走できない。
ダンホーキラー号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年12月29日まで出走できない。

※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 サツキオーゴン号・サンドストーム号



3110111月29日 晴 良 （2東京5） 第9日 第5競走 ��
��1，600�3歳以上1勝クラス

発走11時25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
1：33．8
1：33．3

重
良

47 シークレットアイズ 牡4黒鹿57 C．ルメール 山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B498＋ 21：37．5 1．9�
510 ハ デ ィ ア 牡3鹿 56 江田 照男�ターフ・スポート粕谷 昌央 新冠 村田牧場 466＋121：37．6� 148．3�
36 ス ペ ロ デ ア 牝3栗 54 武 豊 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新冠 長浜 秀昭 466＋ 4 〃 クビ 4．3�
23 ス レ プ ト ン 牡3鹿 56 福永 祐一 �社台レースホース大和田 成 安平 追分ファーム 460＋ 81：37．7� 7．7�
11 バルサミックムーン 	3鹿 56 吉田 豊高橋 文男氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 506＋101：38．02 23．4	
48 
 ヒロノブシドウ 牡5黒鹿57 田中 勝春小野 博郷氏 浅野洋一郎 新冠 長浜牧場 506＋121：38．31� 291．6

59 チョーズンワン 牡3黒鹿56 戸崎 圭太�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456± 01：38．72� 5．8�
24 クリノクーニング 牡5鹿 57

54 ▲秋山 稔樹栗本 博晴氏 伊藤 伸一 様似 様似渡辺牧場 468± 0 〃 クビ 33．7�
12 サ ル ー テ 牡5鹿 57 大野 拓弥小菅 定雄氏 高木 登 千歳 社台ファーム 558＋ 21：38．91� 55．8
816
 エストレーモシチー 牡4鹿 57

54 ▲小林 凌大 �友駿ホースクラブ 田中 清隆 新ひだか 野坂牧場 462－ 21：39．32� 472．7�
815 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 498＋ 61：39．72� 15．4�
611 ア マ ゾ ー ヌ 牝3黒鹿54 内田 博幸 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 新ひだか 山際牧場 492＋ 61：39．8� 258．8�
35 サウンドトラック 牡3栗 56 松山 弘平 �グリーンファーム尾関 知人 新冠 ハシモトフアーム B504＋ 41：40．01 65．4�
612 ヴィンカマヨール 牡3芦 56

55 ☆木幡 育也 �シルクレーシング 田島 俊明 安平 ノーザンファーム 500－ 21：40．21� 36．7�
713 バルドダンサー 牡3栗 56 原田 和真 �コスモヴューファーム 和田 雄二 新冠 コスモヴューファーム 468＋121：40．83� 169．3�
714 ゴ ー 牡4鹿 57 嶋田 純次グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 中橋 正 522＋181：41．54 402．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，725，500円 複勝： 87，711，200円 枠連： 13，085，400円
馬連： 82，573，100円 馬単： 43，508，800円 ワイド： 81，549，000円
3連複： 135，144，700円 3連単： 182，158，200円 計： 682，455，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 2，240円 � 170円 枠 連（4－5） 420円

馬 連 �� 16，190円 馬 単 �� 18，080円

ワ イ ド �� 4，500円 �� 290円 �� 9，340円

3 連 複 ��� 22，770円 3 連 単 ��� 141，240円

票 数

単勝票数 計 567255 的中 � 227524（1番人気）
複勝票数 計 877112 的中 � 341126（1番人気）� 5133（12番人気）� 113881（3番人気）
枠連票数 計 130854 的中 （4－5） 23711（1番人気）
馬連票数 計 825731 的中 �� 3952（33番人気）
馬単票数 計 435088 的中 �� 1804（41番人気）
ワイド票数 計 815490 的中 �� 4212（35番人気）�� 86729（2番人気）�� 2015（52番人気）
3連複票数 計1351447 的中 ��� 4450（56番人気）
3連単票数 計1821582 的中 ��� 935（309番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―36．2―48．5―1：00．8―1：12．9―1：25．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．7
3 6，10（3，11）（8，7，13，14）（15，16）（1，9，12）2－5－4 4 ・（6，10）（3，7，11）（8，13，14）16（1，15）（2，9，12）－5，4

勝馬の
紹 介

シークレットアイズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Marju デビュー 2019．8．4 新潟5着

2016．3．5生 牡4黒鹿 母 ジョリージョコンド 母母 Jioconda 11戦2勝 賞金 27，703，000円
※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 ブラックトマホーク号

3110211月29日 曇 良 （2東京5） 第9日 第6競走 ��1，800�2歳新馬
発走12時15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

69 アビッグチア 牝2黒鹿54 嶋田 純次藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 506 ―1：50．8 49．1�
710 ウインチェレステ 牡2鹿 55 横山 武史�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 482 ―1：51．01� 17．9�
22 ロ ジ ロ ー ズ 牡2黒鹿55 池添 謙一久米田正明氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 454 ― 〃 アタマ 3．8�
68 イ ザ ニ コ ス 牝2栗 54 柴田 大知 �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 434 ―1：51．1アタマ 80．0�
813 ガ ン ダ ル フ 牡2鹿 55 川田 将雅 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 488 ―1：51．31� 2．6	
11 ギャラクシーエッジ 牡2栗 55 C．ルメール �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 484 ― 〃 ハナ 4．6

33 オンザライン 牡2青鹿55 三浦 皇成久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 450 ― 〃 クビ 48．9�
56 ナイトエクスプレス 牡2黒鹿55 木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 新ひだか 三木田牧場 458 ―1：51．4� 179．1�
812 ソングオブソフィア 牝2鹿 54 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 武 浦河 笹島 政信 460 ―1：51．5� 8．8
57 ロ ン グ ラ ン 牡2鹿 55 横山 典弘梅澤 明氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 486 ―1：51．81� 25．7�
44 フィルモグラフィー 牝2黒鹿54 田辺 裕信 �社台レースホース伊藤 大士 千歳 社台ファーム 458 ― 〃 クビ 45．5�
45 コスモジェニー 牝2芦 54

51 ▲秋山 稔樹 �ビッグレッドファーム 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 410 ―1：51．9クビ 139．0�
711 コンフィアンス 牝2鹿 54

52 ◇藤田菜七子 �京都ホースレーシング 戸田 博文 浦河 上山牧場 480 ―1：52．21� 24．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 63，063，400円 複勝： 67，303，800円 枠連： 15，341，900円
馬連： 78，188，200円 馬単： 39，106，400円 ワイド： 69，473，700円
3連複： 116，534，100円 3連単： 139，224，600円 計： 588，236，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，910円 複 勝 � 710円 � 390円 � 180円 枠 連（6－7） 8，600円

馬 連 �� 18，460円 馬 単 �� 64，460円

ワ イ ド �� 5，110円 �� 2，050円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 30，680円 3 連 単 ��� 444，660円

票 数

単勝票数 計 630634 的中 � 10895（10番人気）
複勝票数 計 673038 的中 � 20189（8番人気）� 40987（5番人気）� 127929（2番人気）
枠連票数 計 153419 的中 （6－7） 1381（22番人気）
馬連票数 計 781882 的中 �� 3281（39番人気）
馬単票数 計 391064 的中 �� 455（99番人気）
ワイド票数 計 694737 的中 �� 3430（42番人気）�� 8744（26番人気）�� 13243（13番人気）
3連複票数 計1165341 的中 ��� 2848（82番人気）
3連単票数 計1392246 的中 ��� 227（764番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．6―38．4―51．3―1：04．1―1：16．6―1：28．2―1：39．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F34．2

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

勝馬の
紹 介

アビッグチア �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 Siphon 初出走

2018．3．13生 牝2黒鹿 母 シベリアンクラシカ 母母 Cheer Cheer 1戦1勝 賞金 7，000，000円



3110311月29日 曇 良 （2東京5） 第9日 第7競走 ��
��1，400�3歳以上2勝クラス

発走12時45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

12 スズカコーズマンボ 牡3鹿 56
53 ▲小林 凌大永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B482＋ 61：24．0 8．5�

510 モリトユウブ 牡5鹿 57
54 ▲秋山 稔樹吉川 朋宏氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 496＋ 41：24．21� 4．6�

48 オルクリスト 牡4鹿 57 大野 拓弥�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 482＋ 61：24．62	 37．2�
36 トリッチトラッチ 牝3芦 54 三浦 皇成ライオンレースホース� 伊藤 圭三 浦河 浦河日成牧場 B424－101：24．81� 4．2�
47 シセイタケル 牡5栗 57 戸崎 圭太猪苗代 勇氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 484－ 2 〃 クビ 4．4	
714
 モズダッシュスター 牡4栗 57

55 ◇藤田菜七子 �キャピタル・システム 南井 克巳 新冠 佐藤牧場 506＋ 21：25．11	 11．1

23 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 480＋ 4 〃 クビ 6．0�
713 シャインカメリア 牝5芦 55 横山 和生皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 480＋ 21：25．41	 56．3�
611 コウギョウブライト 牡5芦 57 木幡 巧也小林 秀樹氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム B462＋101：25．5� 61．9
11 オレノマニラ 牡5栗 57

55 △山田 敬士諸岡 慶氏 土田 稔 日高 北田 剛 438± 01：25．92	 66．0�
59 ラ ヴ ノ ッ ト 牝5鹿 55 野中悠太郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小西 一男 浦河 大北牧場 488－ 8 〃 クビ 255．5�
816 ラインギャラント 牝5芦 55 津村 明秀大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 452＋ 41：26．0	 283．2�
612
 ハードカウント �5栗 57 岩田 望来前田 幸治氏 小崎 憲 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458± 01：26．1クビ 53．3�
24 
 モンタナドライブ 牡4黒鹿 57

56 ☆菊沢 一樹 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 川フアーム 450＋221：26．2� 91．0�

815� スポーカンテソーロ 牝4栗 55 武藤 雅了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 米 Summer-

hill Farm B528－ 21：27．05 17．6�
35 ジ ー ニ ー 牡4鹿 57 岩田 康誠ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 丸幸小林牧場 514± 01：28．8大差 34．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 58，109，600円 複勝： 88，780，100円 枠連： 17，474，100円
馬連： 110，517，900円 馬単： 42，602，500円 ワイド： 98，115，600円
3連複： 184，361，600円 3連単： 173，568，700円 計： 773，530，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 210円 � 260円 � 490円 枠 連（1－5） 2，670円

馬 連 �� 3，170円 馬 単 �� 6，380円

ワ イ ド �� 940円 �� 2，250円 �� 2，710円

3 連 複 ��� 26，180円 3 連 単 ��� 101，640円

票 数

単勝票数 計 581096 的中 � 54684（5番人気）
複勝票数 計 887801 的中 � 121466（4番人気）� 91573（5番人気）� 40729（8番人気）
枠連票数 計 174741 的中 （1－5） 5061（12番人気）
馬連票数 計1105179 的中 �� 26943（11番人気）
馬単票数 計 426025 的中 �� 5001（24番人気）
ワイド票数 計 981156 的中 �� 27909（10番人気）�� 11067（26番人気）�� 9140（29番人気）
3連複票数 計1843616 的中 ��� 5281（86番人気）
3連単票数 計1735687 的中 ��� 1238（333番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．7―47．0―59．3―1：11．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F37．0
3 ・（15，5）（3，14）（10，12）－（4，7）11－6（1，9）－（2，16）（8，13） 4 15（3，5）（10，14）（4，12）7，11，6（1，9）（8，2，16）13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スズカコーズマンボ �
�
父 スズカコーズウェイ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．6．15 東京9着

2017．2．16生 牡3鹿 母 スズカエルマンボ 母母 スプリングマンボ 14戦3勝 賞金 29，820，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジーニー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月29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） 1頭 タツオウカランブ号
（非抽選馬） 2頭 ケイアイビリジアン号・ナイスドゥ号

3110411月29日 曇 良 （2東京5） 第9日 第8競走 ��
��1，600�ベ ゴ ニ ア 賞

発走13時15分 （芝・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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．7
1：32．3

良
良

66 キングストンボーイ 牡2鹿 55 C．ルメール 吉田 和美氏 藤沢 和雄 新ひだか 田上 徹 488± 01：35．2 4．6�
11 ス テ ラ リ ア 牝2黒鹿54 福永 祐一 �社台レースホース斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－10 〃 クビ 2．5�
810 ヴィクトゥーラ 牡2黒鹿55 M．デムーロ近藤 英子氏 金成 貴史 浦河 辻 牧場 466＋ 41：35．51� 2．8�
78 � ビゾンテノブファロ 牡2鹿 55 原 優介ニューマレコード� 小桧山 悟 新ひだか レースホース牧場 478＋101：35．71	 36．2�
44 アルコディオーサ 牝2鹿 54 田辺 裕信 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 464－ 61：36．01� 12．3	
77 � シャークスポット 牡2鹿 55 大野 拓弥沖田 正憲氏 高柳 大輔 日高 沖田牧場 B438－14 〃 ハナ 184．2

89 フェアリーリング 牝2鹿 54 戸崎 圭太�髙昭牧場 稲垣 幸雄 浦河 高昭牧場 428－ 41：36．31� 9．0�
22 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 454＋ 41：36．51	 395．2�
33 � ノボミラクル 牡2黒鹿55 菊沢 一樹�LS.M 天間 昭一 日高 サンバマウン

テンファーム 478－ 61：37．03 543．5
55 � トーセンマッシモ 牡2芦 55 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 484＋ 61：37．32 60．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 85，061，100円 複勝： 75，513，000円 枠連： 14，823，900円
馬連： 103，745，600円 馬単： 55，289，400円 ワイド： 68，111，200円
3連複： 128，737，000円 3連単： 247，730，800円 計： 779，012，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 120円 � 110円 � 110円 枠 連（1－6） 530円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 210円 �� 210円 �� 180円

3 連 複 ��� 440円 3 連 単 ��� 3，650円

票 数

単勝票数 計 850611 的中 � 151993（3番人気）
複勝票数 計 755130 的中 � 141025（3番人気）� 171122（2番人気）� 210815（1番人気）
枠連票数 計 148239 的中 （1－6） 21289（3番人気）
馬連票数 計1037456 的中 �� 145085（2番人気）
馬単票数 計 552894 的中 �� 30601（5番人気）
ワイド票数 計 681112 的中 �� 79959（3番人気）�� 80981（2番人気）�� 97790（1番人気）
3連複票数 計1287370 的中 ��� 218614（1番人気）
3連単票数 計2477308 的中 ��� 49147（9番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―12．0―12．5―12．3―11．6―11．3―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．3―36．3―48．8―1：01．1―1：12．7―1：24．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングストンボーイ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2020．8．16 札幌1着

2018．4．14生 牡2鹿 母 ダイワパッション 母母 サンルージュ 3戦2勝 賞金 20，617，000円



3110511月29日 曇 良 （2東京5） 第9日 第9競走 ��
��2，000�オリエンタル賞

発走13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 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

11 コスモインペリウム 牡3鹿 55 柴田 大知岡田 繁幸氏 和田 雄二 えりも 能登 浩 530＋ 22：01．6 12．2�
33 ミモザイエロー 牝4栗 55 吉田 豊青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 460－ 22：01．81� 9．7�
55 セントオブゴールド 牡3鹿 55 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 42：02．01� 1．7�
77 モ ク レ レ 	6黒鹿57 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 512＋10 〃 ハナ 2．6�
22 マイネルソラス 牡3芦 55 横山 武史 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 浦河 荻伏三好フ
アーム 476＋ 82：02．1
 14．1	

44 ギフトオブアート 牝4鹿 55 三浦 皇成ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 496＋ 22：02．2
 48．8


66 プリマヴィスタ 牡3栗 55 岩田 康誠加藤 裕司氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454－ 22：02．52 36．6�

（7頭）

売 得 金
単勝： 58，278，400円 複勝： 90，156，500円 枠連： 発売なし
馬連： 101，300，600円 馬単： 68，202，100円 ワイド： 55，319，100円
3連複： 106，308，200円 3連単： 337，826，800円 計： 817，391，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 730円 � 550円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 4，160円 馬 単 �� 10，270円

ワ イ ド �� 770円 �� 390円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 23，350円

票 数

単勝票数 計 582784 的中 � 37954（4番人気）
複勝票数 計 901565 的中 � 48222（4番人気）� 66652（3番人気）
馬連票数 計1013006 的中 �� 18858（11番人気）
馬単票数 計 682021 的中 �� 4980（23番人気）
ワイド票数 計 553191 的中 �� 16789（11番人気）�� 36710（6番人気）�� 45922（3番人気）
3連複票数 計1063082 的中 ��� 48158（8番人気）
3連単票数 計3378268 的中 ��� 10486（64番人気）

ハロンタイム 13．6―11．9―12．0―12．4―12．5―12．6―12．6―11．6―11．1―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．6―25．5―37．5―49．9―1：02．4―1：15．0―1：27．6―1：39．2―1：50．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F34．0

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

勝馬の
紹 介

コスモインペリウム �

父 トランセンド �


母父 ネオユニヴァース デビュー 2019．6．9 東京5着

2017．4．12生 牡3鹿 母 シップスログ 母母 スムーズセイリング 14戦3勝 賞金 37，603，000円

3110611月29日 曇 良 （2東京5） 第9日 第10競走 ��
��1，600�シャングリラ賞

発走14時25分 （ダート・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），1．11．23以降2．11．23まで1回以上出走馬；負担
重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

59 オーバーディリバー 牡4黒鹿56 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 新冠 川島牧場 482± 01：36．6 3．2�
713 フルデプスリーダー 牡3鹿 56 C．ルメール 小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 村田牧場 482－ 8 〃 クビ 3．4�
48 プリミエラムール 牝4芦 51 吉田 豊ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 田中スタッド 448＋ 21：36．7クビ 135．7�
24 セイヴァリアント 牡4黒鹿55 三浦 皇成金田 成基氏 岩戸 孝樹 日高 本間牧場 510＋ 21：36．8� 14．8�
611� セ ラ ン 牝3黒鹿54 武 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 米 Cres Ran,

LLC 492± 01：37．22	 4．8�
816 ワンダーマンボ 牝4黒鹿52 横山 典弘草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 468＋ 2 〃 クビ 23．1	
815 フリーフロー 牡3栗 54 丸田 恭介里見美惠子氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 476＋ 61：37．51	 23．5

36 ラ ン パ ク 牡5芦 54 大野 拓弥一村 哲也氏 高木 登 新冠 ハクツ牧場 500－ 6 〃 アタマ 56．3�
11 
 ロードリッチ 牡4鹿 55 岩田 康誠宇田 豊氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 532＋ 41：37．71 7．6�
23 リードザウインド 牝5青鹿51 武藤 雅吉田 照哉氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 486＋ 2 〃 アタマ 205．8
35 ペイシャエヴァー 牡6鹿 53 秋山 稔樹北所 直人氏 小笠 倫弘 新ひだか 中田 英樹 B494± 01：37．91� 310．0�
47 ペイシャムートン 牡4青鹿54 江田 照男北所 直人氏 小笠 倫弘 日高 広中 稔 536＋12 〃 アタマ 124．3�
714 スピードオブラブ 牝3鹿 52 岩田 望来石井 義人氏 中川 公成 青森 ワールドファーム 442＋ 2 〃 ハナ 19．1�
612 アースライザー �3栗 53 山田 敬士 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド B482＋ 61：38．0� 99．0�
12 ラブリーエンジェル 牝3栗 52 木幡 巧也長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 436＋ 21：38．21� 36．0�
510 メタルスパーク 牡3芦 54 菅原 明良ディアレストクラブ� 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド 502＋161：38．3クビ 30．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 83，562，700円 複勝： 127，541，500円 枠連： 34，781，800円
馬連： 207，221，700円 馬単： 75，445，100円 ワイド： 149，410，200円
3連複： 321，625，400円 3連単： 361，946，600円 計： 1，361，535，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 150円 � 2，130円 枠 連（5－7） 460円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 330円 �� 8，880円 �� 8，420円

3 連 複 ��� 30，160円 3 連 単 ��� 91，050円

票 数

単勝票数 計 835627 的中 � 205931（1番人気）
複勝票数 計1275415 的中 � 289437（1番人気）� 256217（2番人気）� 9347（14番人気）
枠連票数 計 347818 的中 （5－7） 58528（1番人気）
馬連票数 計2072217 的中 �� 284778（1番人気）
馬単票数 計 754451 的中 �� 48741（1番人気）
ワイド票数 計1494102 的中 �� 133806（1番人気）�� 3967（58番人気）�� 4187（56番人気）
3連複票数 計3216254 的中 ��� 7997（86番人気）
3連単票数 計3619466 的中 ��� 2882（275番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．9―12．0―12．5―12．8―12．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．4―47．4―59．9―1：12．7―1：24．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーバーディリバー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．10．14 東京5着

2016．4．5生 牡4黒鹿 母 ウインクリアビュー 母母 エシュクアルバー 6戦3勝 賞金 32，992，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）10頭 ショウナンマリオ号・スパイスマジック号・テーオーポシブル号・フェイバリット号・ブラックカード号・

プリマジア号・プレゼンス号・ホウオウライジン号・ヨンク号・ロブラリア号

１レース目



3110711月29日 曇 良 （2東京5） 第9日 第11競走 ��
��2，000�ウェルカムステークス

発走15時00分 （芝・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），1．11．23以降2．11．23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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：56．1
1：56．1

良
良

612 ヒシイグアス 牡4青鹿55 松山 弘平阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 494＋ 62：00．7 8．9�
35 ショウナンハレルヤ 牝3鹿 52 武藤 雅国本 哲秀氏 矢野 英一 新冠 森永 聡 458± 02：00．9� 11．3�
36 ギ ャ ラ ッ ド �5鹿 54 横山 武史 �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 492＋102：01．22 65．0�
611 オメガラヴィサン �5鹿 55 横山 典弘原 	子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 488＋ 22：01．3クビ 20．3�
714 レッドアルマーダ �4鹿 55 C．ルメール �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 浦河 富田牧場 534－102：01．4� 4．7	
24 カ ン ト ル 牡4鹿 56 岩田 望来金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 474＋ 4 〃 クビ 3．5

59 イ ェ ッ ツ ト 牡5鹿 57 M．デムーロ近藤 英子氏 金成 貴史 浦河 辻 牧場 484＋ 2 〃 同着 5．2�
23 サトノエルドール 牡4鹿 55 田辺 裕信 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 追分ファーム 472－ 22：01．5
 21．7�
12 グレンガリー �5鹿 55 津村 明秀吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 440± 02：01．71� 23．4
48 マイネルラフレシア 牡7栗 53 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 480＋ 2 〃 ハナ 138．3�
11 スーパーブレイク 牡6黒鹿54 吉田 豊堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 472＋ 62：01．8� 48．3�
510� スリーマキシマム 牡9鹿 53 石川裕紀人永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 494－ 42：01．9クビ 203．2�
713 サ ペ ラ ヴ ィ 牡3鹿 54 武 豊伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 482± 02：02．22 6．4�
816 ベイビーステップ 牡6鹿 54 浜中 俊大塚 亮一氏 菊川 正達 浦河 杵臼牧場 488± 0 〃 アタマ 113．2�
815 エターナルヴィテス 牡4鹿 54 田中 勝春永井 廣司氏 松山 将樹 浦河 櫛桁牧場 474＋ 22：02．3クビ 74．5�
47 オスカールビー 牝5鹿 50 山田 敬士森 保彦氏 小桧山 悟 日高 チャンピオン

ズファーム 510＋142：03．04 141．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 99，722，700円 複勝： 137，019，500円 枠連： 53，464，800円
馬連： 247，581，000円 馬単： 94，491，700円 ワイド： 170，915，300円
3連複： 400，396，300円 3連単： 453，072，300円 計： 1，656，663，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 310円 � 350円 � 1，710円 枠 連（3－6） 3，480円

馬 連 �� 5，550円 馬 単 �� 11，640円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 8，980円 �� 7，780円

3 連 複 ��� 110，070円 3 連 単 ��� 529，800円

票 数

単勝票数 計 997227 的中 � 89003（5番人気）
複勝票数 計1370195 的中 � 124414（5番人気）� 108154（6番人気）� 18300（12番人気）
枠連票数 計 534648 的中 （3－6） 11905（14番人気）
馬連票数 計2475810 的中 �� 34519（19番人気）
馬単票数 計 944917 的中 �� 6087（45番人気）
ワイド票数 計1709153 的中 �� 29503（17番人気）�� 4842（62番人気）�� 5593（57番人気）
3連複票数 計4003963 的中 ��� 2728（202番人気）
3連単票数 計4530723 的中 ��� 620（1017番人気）

ハロンタイム 12．9―12．2―12．2―12．5―12．7―12．1―11．9―11．7―11．2―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―25．1―37．3―49．8―1：02．5―1：14．6―1：26．5―1：38．2―1：49．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．1―3F34．2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒシイグアス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Bernstein デビュー 2018．11．25 東京2着

2016．1．22生 牡4青鹿 母 ラ リ ズ 母母 La Marlene 9戦4勝 賞金 67，629，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 カフジジュピター号・トータルソッカー号・ハンターバレー号

3110811月29日 曇 良 （2東京5） 第9日 第12競走
ジャパン・オータムインターナショナル ロンジン賞

��
��2，400�第40回ジャパンカップ（ＧⅠ）

発走15時40分 （国際招待） （芝・左）
3歳以上；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

農林水産大臣賞・外務大臣賞・アイルランド大使賞・ロンジン賞・日本馬主協会連合会会長賞・東京馬主協会賞（1着）
賞 品

本 賞 300，000，000円 120，000，000円 75，000，000円 45，000，000円 30，000，000円
付 加 賞 3，234，000円 924，000円 462，000円
参加記念品
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

2：20．6
2：20．6
2：20．6

良
良
良

22 アーモンドアイ 牝5鹿 55 C．ルメール �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 490± 02：23．0 2．2�
46 コントレイル 牡3青鹿55 福永 祐一前田 晋二氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456－ 22：23．21� 2．8�
35 デアリングタクト 牝3青鹿53 松山 弘平 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 杉山 晴紀 日高 長谷川牧場 474－ 6 〃 クビ 3．7�
11 カレンブーケドール 牝4鹿 55 津村 明秀鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 474＋ 2 〃 ハナ 24．9�
815 グローリーヴェイズ 牡5黒鹿57 川田 将雅 �シルクレーシング 尾関 知人 洞	湖 レイクヴィラファーム 464＋ 82：23．3クビ 17．2	
23 ワールドプレミア 牡4黒鹿57 武 豊大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 482－102：23．83 45．4

47 ミッキースワロー 牡6鹿 57 戸崎 圭太野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 478＋ 4 〃 クビ 216．2�
34 キ セ キ 牡6黒鹿57 浜中 俊石川 達絵氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 508± 02：24．12 44．6�
712 マ カ ヒ キ 牡7鹿 57 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 502＋ 82：24．2クビ 226．1
58 
 ウェイトゥパリス 牡7芦 57 M．デムーロ P．フェラーリオ氏 A．マルチアリス 英 Grundy Blood-

stock SRL 478 2：24．62� 136．9�
（Way To Paris（GB）） （仏）

610 パフォーマプロミス 牡8栗 57 岩田 望来 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 466－ 22：24．81 312．5�
713 ユーキャンスマイル 牡5鹿 57 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 498＋ 22：25．01 101．1�
611 クレッシェンドラヴ 牡6鹿 57 内田 博幸広尾レース� 林 徹 新ひだか 木村 秀則 500＋ 62：25．32 432．9�
59 トーラスジェミニ 牡4鹿 57 田辺 裕信柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 488＋ 42：25．61� 460．3�
814 ヨ シ オ 牡7鹿 57 勝浦 正樹岩見 裕輔氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 486＋122：29．2大差 321．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 1，949，330，700円 複勝： 1，147，177，500円 枠連： 452，345，100円 馬連： 2，877，030，400円 馬単： 1，771，380，600円
ワイド： 1，842，911，300円 3連複： 5，123，565，000円 3連単：12，110，594，000円 5重勝： 955，568，400円 計： 28，229，903，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連（2－4） 350円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 170円 �� 190円 �� 220円

3 連 複 ��� 300円 3 連 単 ��� 1，340円

5 重 勝
対象競走：東京10R／阪神10R／東京11R／阪神11R／東京12R

キャリーオーバー なし����� 3，155，170円

票 数

単勝票数 計19493307 的中 � 7050755（1番人気）
複勝票数 計11471775 的中 � 3428333（1番人気）� 2429288（2番人気）� 2097884（3番人気）
枠連票数 計4523451 的中 （2－4） 989540（1番人気）
馬連票数 計28770304 的中 �� 6560018（1番人気）
馬単票数 計17713806 的中 �� 2157005（1番人気）
ワイド票数 計18429113 的中 �� 2973199（1番人気）�� 2411486（2番人気）�� 1977099（3番人気）
3連複票数 計51235650 的中 ���12448373（1番人気）
3連単票数 計121105940 的中 ���6522402（1番人気）
5重勝票数 計9555684 的中 ����� 212

ハロンタイム 12．7―10．8―11．8―11．3―11．3―11．5―11．8―11．9―12．1―12．3―13．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―23．5―35．3―46．6―57．9―1：09．4―1：21．2―1：33．1―1：45．2―1：57．5―2：10．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アーモンドアイ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．8．6 新潟2着

2015．3．10生 牝5鹿 母 フサイチパンドラ 母母 ロッタレース 14戦10勝 賞金 1，519，563，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔発走状況〕 ウェイトゥパリス号は，枠入り不良。発走時刻5分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ウェイトゥパリス号は，令和2年11月30日から令和2年12月20日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。

５レース目

３レース目



（2東京5）第9日 11月29日（日曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 171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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

773，090，000円
10，950，000円
34，780，000円
6，220，000円
99，570，000円
10，000，000円
76，053，500円
5，257，500円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
2，647，306，900円
2，195，638，400円
652，941，500円
4，085，573，200円
2，327，210，700円
2，798，395，500円
6，963，754，400円
14，542，806，300円
955，568，400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
5 重 勝
計 37，169，195，300円

総入場人員 4，604名 （有料入場人員 3，942名）



令和2年度 第5回東京競馬 総計

競走回数 108回 出走延頭数 1，571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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

2，692，860，000円
36，860，000円
292，130，000円
20，040，000円
322，170，000円
17，000，000円
686，232，000円
46，908，000円
15，072，000円

勝馬投票券売得金
8，411，739，300円
10，807，463，500円
2，783，462，700円
14，945，659，000円
7，099，823，600円
11，247，235，100円
24，486，553，200円
36，831，705，000円
955，568，400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
5 重 勝
計 117，569，209，800円

総入場延人員 29，955名 （有料入場延人員 28，038名）
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