
2706110月20日 曇 重 （1東京4） 第7日 第1競走 ��1，600�2歳未勝利
発走9時55分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：36．2
1：36．2

不良
不良

22 タイキルークス 牡2黒鹿 55
54 ☆菊沢 一樹�大樹ファーム 菊沢 隆徳 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 510－101：38．5 6．3�
712 タッシーアレッタ 牝2鹿 54 松岡 正海吉岡 輝美氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 426＋ 21：39．13� 27．5�
815 オメガドラゴン 牡2鹿 55 大野 拓弥原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 482＋ 2 〃 クビ 2．9�
11 リュウノチョッパー 牡2栗 55

52 ▲山田 敬士蓑島 竜一氏 伊藤 伸一 浦河 大北牧場 466－ 61：39．2� 90．7�
47 ハイエストエンド 牡2栗 55 戸崎 圭太�明栄商事 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 494－ 41：39．73 2．9	
59 カズオルヴァル 牡2鹿 55 松若 風馬合同会社雅苑興業 安田 隆行 むかわ 上水牧場 476－ 4 〃 クビ 23．5

610 ディーエスプルーフ 牡2鹿 55 三浦 皇成秋谷 壽之氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 440± 0 〃 ハナ 5．9�
814 アポロファントム 牡2鹿 55 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 新ひだか へいはた牧場 454－ 61：39．8クビ 20．6�
713 シゲルメイオウセイ 牡2鹿 55 古川 吉洋森中 蕃氏 松山 将樹 日高 池添 安雄 476＋161：40．11� 79．4
34 ロードアンバー �2黒鹿55 北村 宏司 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 438± 01：40．63 54．4�
58 マルゼンスター 牡2青鹿 55

53 △木幡 育也坪野谷和平氏 勢司 和浩 安平 	橋本牧場 506＋101：40．7� 212．0�
611 ショウリオウ 牡2黒鹿55 武士沢友治�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 440－ 41：41．02 307．3�
35 ヴォーグロックユー 牡2栗 55 木幡 巧也志村 幸彦氏 牧 光二 浦河 市川フアーム 474＋101：41．74 94．6�
23 カツノセヴンス 牡2鹿 55 宮崎 北斗勝野産業� 伊藤 伸一 日高 モリナガファーム 460－ 21：42．55 321．8�
46 サ ノ チ ナ 牝2鹿 54

53 ☆野中悠太郎佐野 信幸氏 清水 英克 日高 豊洋牧場 400± 01：42．81� 171．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 21，662，800円 複勝： 28，721，000円 枠連： 9，441，000円
馬連： 46，177，900円 馬単： 23，045，700円 ワイド： 29，818，200円
3連複： 66，001，700円 3連単： 78，382，200円 計： 303，250，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 220円 � 550円 � 140円 枠 連（2－7） 5，340円

馬 連 �� 6，910円 馬 単 �� 11，150円

ワ イ ド �� 1，980円 �� 440円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 6，730円 3 連 単 ��� 57，510円

票 数

単勝票数 計 216628 的中 � 28672（4番人気）
複勝票数 計 287210 的中 � 31162（4番人気）� 9679（7番人気）� 74121（2番人気）
枠連票数 計 94410 的中 （2－7） 1369（16番人気）
馬連票数 計 461779 的中 �� 5172（19番人気）
馬単票数 計 230457 的中 �� 1549（29番人気）
ワイド票数 計 298182 的中 �� 3630（20番人気）�� 19038（5番人気）�� 7070（11番人気）
3連複票数 計 660017 的中 ��� 7351（22番人気）
3連単票数 計 783822 的中 ��� 988（160番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．1―36．2―48．8―1：01．7―1：14．3―1：26．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイキルークス �
�
父 グランプリボス �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2019．9．16 中山6着

2017．2．28生 牡2黒鹿 母 タイキキララ 母母 タイキステラ 2戦1勝 賞金 5，000，000円

2706210月20日 曇 良 （1東京4） 第7日 第2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 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：00．3
1：59．6

良
良

33 コスモギンガ 牝2芦 54 丹内 祐次岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 日高 出口牧場 B444－102：03．9 22．2�
44 プントファイヤー 牡2栗 55 松岡 正海嶋田 賢氏 手塚 貴久 洞�湖 レイクヴィラファーム 506＋10 〃 アタマ 1．5�
55 ジェイケイエピファ 牝2青鹿54 北村 宏司小谷野次郎氏 鹿戸 雄一 新冠 村上 欽哉 462－ 42：04．0� 16．0�
11 アスターファゴット 牡2鹿 55 松若 風馬加藤 久枝氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 490± 02：04．1	 10．2�
66 スパニッシュアート 牝2黒鹿54 三浦 皇成�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 406－ 62：04．2クビ 6．3�
77 キ ン ブ レ ル 牡2鹿 55 戸崎 圭太 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 450＋ 22：04．51� 5．6	
810 ロッソモラーレ 牡2芦 55 内田 博幸 
コスモヴューファーム 奥平 雅士 日高 槇本牧場 444± 02：04．71
 34．8�
22 クラウンデフィート 牡2青 55 木幡 巧也矢野 雅子氏 武市 康男 日高 クラウン日高牧場 B476－ 62：05．01� 98．2�
89 ミスターサンライズ 牡2黒鹿 55

54 ☆武藤 雅古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 野坂牧場 448＋202：05．64 159．6
78 カゼニノッテ 牝2鹿 54 大庭 和弥田頭 勇貴氏 松永 康利 新冠 大栄牧場 448－ 42：06．02 452．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 33，933，700円 複勝： 114，992，000円 枠連： 8，804，400円
馬連： 46，884，000円 馬単： 35，606，700円 ワイド： 32，731，400円
3連複： 59，791，600円 3連単： 132，038，600円 計： 464，782，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，220円 複 勝 � 300円 � 110円 � 270円 枠 連（3－4） 1，830円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 5，790円

ワ イ ド �� 580円 �� 2，120円 �� 490円

3 連 複 ��� 4，880円 3 連 単 ��� 47，040円

票 数

単勝票数 計 339337 的中 � 12981（6番人気）
複勝票数 計1149920 的中 � 23445（6番人気）� 901670（1番人気）� 27150（5番人気）
枠連票数 計 88044 的中 （3－4） 3711（7番人気）
馬連票数 計 468840 的中 �� 19620（7番人気）
馬単票数 計 356067 的中 �� 4612（16番人気）
ワイド票数 計 327314 的中 �� 14901（6番人気）�� 3662（20番人気）�� 18013（4番人気）
3連複票数 計 597916 的中 ��� 9181（15番人気）
3連単票数 計1320386 的中 ��� 2035（117番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．5―26．0―38．4―51．2―1：04．2―1：16．8―1：29．0―1：40．4―1：51．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F34．9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモギンガ �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 シンボリルドルフ デビュー 2019．9．14 中山8着

2017．4．22生 牝2芦 母 セカンドノホシ 母母 セカンドサービス 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 スパニッシュアート号の調教師戸田博文は，当該競走の確定後検量室において，騎手に対し粗暴な行為に及んだことにつ

いて過怠金200，000円。

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４回 東京競馬 第７日



2706310月20日 晴 重 （1東京4） 第7日 第3競走 ��1，300�2歳新馬
発走10時55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
1：17．4
1：17．4

良
良

612 メイショウテンスイ 牡2栗 55 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 512 ―1：18．7 3．0�
714 オイデヤスダイジン 牝2鹿 54 伊藤 工真ニットー商事� 金成 貴史 新冠 斉藤 安行 458 ―1：18．91� 8．3�
816 メタルスパーク 牡2芦 55 三浦 皇成ディアレストクラブ� 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド 488 ― 〃 クビ 6．8�
59 アポロティアモ 牡2栗 55 戸崎 圭太アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 494 ―1：19．11 3．9�
510 ナ ー ラ ッ ク 牝2栗 54

52 △木幡 育也�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 448 ―1：19．73� 24．8	
23 ネ ネ サ マ 牝2鹿 54 北村 宏司村田 哲朗氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 456 ―1：20．02 16．3

48 トミケンリューヤー 牡2栗 55

54 ☆武藤 雅冨樫 賢二氏 水野 貴広 日高 鹿戸 和幸 496 ―1：20．21 63．3�
47 サ ノ ハ ニ ー 牝2黒鹿 54

53 ☆野中悠太郎佐野 信幸氏 中野 栄治 日高 豊洋牧場 472 ―1：20．62� 14．7�
11 タニセンシロッコ 牡2栃栗55 武士沢友治染谷 幸雄氏 加藤士津八 浦河 梅田牧場 450 ―1：20．91� 35．3
12 タ シ ロ 牡2栗 55 大野 拓弥�ミルファーム 的場 均 浦河 ミルファーム 506 ―1：21．96 13．9�
611 リディアンスケール 牡2鹿 55

52 ▲山田 敬士グリーンスウォード高市 圭二 新冠 アサヒ牧場 472 ―1：22．0クビ 121．2�
36 プログラマー 牡2青 55 松岡 正海島井新一郎氏 田中 剛 新冠 パカパカ

ファーム 480 ―1：22．63� 48．4�
35 リバティラン 牝2鹿 54 服部 茂史新井 衛氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 410 ― 〃 アタマ 242．9�

（北海道）

24 ダイヤキングダム 牡2鹿 55 宮崎 北斗 �ダイヤモンドファーム 大江原 哲 浦河 山田 昇史 492 ―1：22．91� 206．1�
815 ミスターコクオウ 牡2黒鹿55 内田 博幸 Him Rock Racing

ホールディングス� 武市 康男 浦河 �川 啓一 544 ― 〃 クビ 71．5�
713 アークウェザー 牡2青 55 丹内 祐次成瀬 篤司氏 的場 均 青森 町屋 勝幸 414 ―1：23．64 318．7�

（ジェンティルワーズ）

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，700，900円 複勝： 30，727，500円 枠連： 14，163，700円
馬連： 51，438，700円 馬単： 23，340，300円 ワイド： 35，728，000円
3連複： 68，033，400円 3連単： 78，793，800円 計： 328，926，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 240円 � 200円 枠 連（6－7） 1，140円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 500円 �� 430円 �� 880円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 8，360円

票 数

単勝票数 計 267009 的中 � 72621（1番人気）
複勝票数 計 307275 的中 � 62841（1番人気）� 29043（4番人気）� 38933（3番人気）
枠連票数 計 141637 的中 （6－7） 9614（4番人気）
馬連票数 計 514387 的中 �� 37921（3番人気）
馬単票数 計 233403 的中 �� 9906（5番人気）
ワイド票数 計 357280 的中 �� 18631（4番人気）�� 21930（2番人気）�� 9797（8番人気）
3連複票数 計 680334 的中 ��� 22631（4番人気）
3連単票数 計 787938 的中 ��� 6833（13番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―12．0―12．4―12．2―11．7―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．3―30．3―42．7―54．9―1：06．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F36．0
3 8，12（9，14）11，16（7，13）10＝1（6，15）－5，3（2，4） 4 8，12（9，14）（11，16）（7，13，10）－15，6－1，3，5－2，4

勝馬の
紹 介

メイショウテンスイ �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 ゼンノロブロイ 初出走

2017．3．3生 牡2栗 母 フラワーガイア 母母 フラワーキャット 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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 アルヴェント号・ウイングシューズ号・エクセルチェイサー号・ユタカサン号・ラクロワゼット号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

2706410月20日 晴 良 （1東京4） 第7日 第4競走 ��
��1，600�2歳新馬

発走11時25分 （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．7
1：32．3

良
良

24 フィオリキアリ 牝2鹿 54 宮崎 北斗槙 和美氏 清水 久詞 新冠 株式会社
ノースヒルズ 440 ―1：37．5 16．8�

714 エンスロール 牡2栗 55 A．シュタルケ �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 502 ―1：37．71� 9．9�
（独）

11 メガフロート 牡2鹿 55 石川裕紀人 �シルクレーシング 田中 剛 日高 シンボリ牧場 442 ―1：37．91� 42．5�
817 ショウナンアクア 牡2栗 55 吉田 豊国本 哲秀氏 古賀 史生 新冠 ムラカミファーム 460 ― 〃 クビ 53．7�
611 モ ノ ポ ー ラ 牝2鹿 54

53 ☆菊沢 一樹上野 直樹氏 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 422 ―1：38．11� 32．3�
818 アイドンノー 牡2黒鹿55 松若 風馬薪浦 亨氏 牧田 和弥 むかわ 上水牧場 482 ―1：38．2� 38．3	
510 アプローズユウ 牝2鹿 54 津村 明秀星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 470 ―1：38．73 34．2

23 チャムランテソーロ 牡2鹿 55 戸崎 圭太了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 日高 下河辺牧場 458 ― 〃 アタマ 8．3�
12 ヒロノホマレボシ 牡2黒鹿55 服部 茂史小野 博郷氏 蛯名 利弘 平取 スガタ牧場 434 ―1：39．01	 364．4

（北海道）

612 マイネルインパクト 牡2鹿 55 丹内 祐次 �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 474 ―1：39．42� 34．1�

715 スパングルドスター 牝2鹿 54 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 444 ― 〃 クビ 1．7�
59 グランコマトー 牡2栗 55 古川 吉洋飯田 訓大氏 浜田多実雄 新ひだか 乾 皆雄 438 ―1：39．61 244．8�
36 
 グランバロン 牡2鹿 55 大野 拓弥山口功一郎氏 栗田 徹 仏 Ecurie Des

Monceaux 466 ― 〃 クビ 7．2�
816 フィリップクロノス 牡2鹿 55

52 ▲山田 敬士田中 健一氏 小桧山 悟 安平 ゼットステーブル 456 ― 〃 クビ 395．5�
713 アプローズパワー 牝2鹿 54 伊藤 工真吉野 弘司氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 424 ―1：39．91	 301．5�
47 パワポケーションズ 牡2黒鹿 55

53 △木幡 育也柳原 達也氏 鹿戸 雄一 浦河 桑田フアーム 416 ―1：40．11� 360．4�
35 シゲルタイタニア 牡2鹿 55

54 ☆野中悠太郎森中 蕃氏 清水 英克 浦河 中村 雅明 492 ― 〃 クビ 91．4�
48 フクシマトレジャー 牡2栗 55 武士沢友治西本 資史氏 小桧山 悟 浦河 富塚ファーム 438 ―1：40．2� 212．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 34，305，300円 複勝： 49，766，400円 枠連： 17，254，200円
馬連： 52，501，900円 馬単： 29，631，400円 ワイド： 38，984，000円
3連複： 72，512，900円 3連単： 97，946，400円 計： 392，902，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 540円 � 390円 � 1，490円 枠 連（2－7） 400円

馬 連 �� 5，680円 馬 単 �� 13，320円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 5，240円 �� 4，110円

3 連 複 ��� 52，290円 3 連 単 ��� 268，980円

票 数

単勝票数 計 343053 的中 � 17185（5番人気）
複勝票数 計 497664 的中 � 24394（5番人気）� 36620（4番人気）� 8103（11番人気）
枠連票数 計 172542 的中 （2－7） 33107（1番人気）
馬連票数 計 525019 的中 �� 7155（16番人気）
馬単票数 計 296314 的中 �� 1668（33番人気）
ワイド票数 計 389840 的中 �� 7145（15番人気）�� 1893（44番人気）�� 2420（37番人気）
3連複票数 計 725129 的中 ��� 1040（111番人気）
3連単票数 計 979464 的中 ��� 264（533番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．6―37．1―50．4―1：03．5―1：15．2―1：26．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F34．0
3 18（4，11，17）（1，5，14）（2，6，16）（10，9）（8，13）（3，12）7，15 4 ・（18，11）17（4，1，14）（2，5，16）（10，6，9）（3，8，12）（13，15）7

勝馬の
紹 介

フィオリキアリ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Successful Appeal 初出走

2017．3．18生 牝2鹿 母 クリアリーコンフューズド 母母 Nice of You 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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クロノメーター号・コトブキテティス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



2706510月20日 晴 良 （1東京4） 第7日 第5競走 ��
��1，400�2歳1勝クラス

発走12時15分 （500万円以下） （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．2
1：20．3

良
良

11 ゼンノジャスタ 牡2黒鹿55 田中 健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 460＋ 61：21．6 3．7�
810 モ ー ベ ッ ト 牝2栗 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 454－161：21．91� 1．8�
44 ホープホワイト 牝2青鹿54 大野 拓弥 �愛馬レーシングクラブ 武井 亮 平取 二風谷ファーム 452＋ 81：22．22 30．1�
33 コスモカッティーボ 牡2鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 456± 01：22．3� 28．0�
66 テリオスヒメ 牝2鹿 54 松岡 正海鈴木美江子氏 田島 俊明 青森 今川 満良 442－ 41：22．4� 24．6	
79 クイックレス 牝2黒鹿54 三浦 皇成中村 祐子氏 中舘 英二 新冠 村田牧場 450± 01：22．82� 17．3

78 トロワマルス 牝2鹿 54

52 △木幡 育也山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 460－101：23．01� 23．9�
55 メイショウベンガル 牡2芦 55 内田 博幸松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 多田 善弘 446± 01：23．1クビ 6．8�
67 	 ダ リ ル 牡2黒鹿55 服部 茂史山口 裕介氏 田中 淳司 新冠 北星村田牧場 442＋ 4 〃 クビ 206．5

（北海道） （北海道）

811 レムリアンシード 牡2芦 55 津村 明秀田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 スカイビーチステーブル 434± 01：23．41� 184．5�
22 
 アスタウンデッド 牡2鹿 55

54 ☆武藤 雅中村 智幸氏 小島 茂之 浦河 丸村村下
ファーム 430＋ 41：24．14 78．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 40，028，400円 複勝： 44，318，200円 枠連： 12，066，800円
馬連： 59，160，200円 馬単： 35，103，500円 ワイド： 41，446，900円
3連複： 82，090，300円 3連単： 135，290，200円 計： 449，504，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 130円 � 110円 � 310円 枠 連（1－8） 380円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 190円 �� 810円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，800円 3 連 単 ��� 8，450円

票 数

単勝票数 計 400284 的中 � 90387（2番人気）
複勝票数 計 443182 的中 � 78410（2番人気）� 182943（1番人気）� 18602（8番人気）
枠連票数 計 120668 的中 （1－8） 24153（1番人気）
馬連票数 計 591602 的中 �� 122044（1番人気）
馬単票数 計 351035 的中 �� 29005（3番人気）
ワイド票数 計 414469 的中 �� 69383（1番人気）�� 11242（14番人気）�� 15036（7番人気）
3連複票数 計 820903 的中 ��� 34200（5番人気）
3連単票数 計1352902 的中 ��� 11596（26番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．4―11．6―11．6―11．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―34．9―46．5―58．1―1：09．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼンノジャスタ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Bertolini デビュー 2019．6．30 中京1着

2017．3．21生 牡2黒鹿 母 ウインアンジェラス 母母 エシュクアルバー 4戦2勝 賞金 25，350，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

2706610月20日 晴 重 （1東京4） 第7日 第6競走 ��2，100�3歳以上1勝クラス
発走12時45分 （ダート・左）（500万円以下）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

89 ペイシャリサ 牝5栗 55
52 ▲山田 敬士北所 直人氏 高橋 義博 様似 髙村 伸一 494＋ 82：10．7 13．3�

810 ショウナンサニー 牡5鹿 57 A．シュタルケ 国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム 472－ 22：10．8� 5．4�
（独）

55 � ア リ ス カ ン 牡5黒鹿 57
56 ☆武藤 雅髙瀬 真尚氏 田島 俊明 日高 本間牧場 512＋ 42：11．22� 8．4�

11 アポロプリンセス 牝4栗 55 木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新冠 山岡ファーム B496± 02：11．3クビ 6．9�
78 プチティラン 牡3鹿 55 戸崎 圭太 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 478＋ 42：11．72� 3．9�
22 シェアザモーメント 牡5鹿 57 三浦 皇成 �キャロットファーム 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 472－ 4 〃 ハナ 2．7	
77 ボールドスパルタン 牡4青 57

56 ☆菊沢 一樹増田 陽一氏 大和田 成 新冠 新冠橋本牧場 470－ 62：13．29 61．3

44 � トウシンアサヒ 牡5鹿 57 内田 博幸�サトー 村山 明 日高 シンボリ牧場 B446－102：13．3クビ 91．8�
33 サツキユニヴァース 牝5栗 55

53 △木幡 育也小野 博郷氏 蛯名 利弘 新ひだか 田中 裕之 464＋ 42：14．57 23．1
66 ド ー フ ァ ン �4鹿 57 石川裕紀人 �シルクレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 512－242：14．6� 21．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 27，306，000円 複勝： 36，586，400円 枠連： 10，370，500円
馬連： 57，325，500円 馬単： 28，202，800円 ワイド： 39，388，200円
3連複： 73，133，500円 3連単： 108，517，600円 計： 380，830，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 260円 � 180円 � 230円 枠 連（8－8） 2，770円

馬 連 �� 4，560円 馬 単 �� 9，560円

ワ イ ド �� 990円 �� 1，140円 �� 790円

3 連 複 ��� 8，910円 3 連 単 ��� 66，500円

票 数

単勝票数 計 273060 的中 � 16386（6番人気）
複勝票数 計 365864 的中 � 34398（6番人気）� 58006（3番人気）� 39390（5番人気）
枠連票数 計 103705 的中 （8－8） 2893（11番人気）
馬連票数 計 573255 的中 �� 9731（15番人気）
馬単票数 計 282028 的中 �� 2211（33番人気）
ワイド票数 計 393882 的中 �� 10229（12番人気）�� 8760（16番人気）�� 12959（11番人気）
3連複票数 計 731335 的中 ��� 6156（29番人気）
3連単票数 計1085176 的中 ��� 1183（201番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．5―30．9―43．3―56．0―1：08．5―1：20．7―1：32．9―1：45．4―1：57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．8
1
3
1（6，7）10（2，8）5（3，9）－4
1，6（2，7）（8，10）－（5，9）3－4

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

勝馬の
紹 介

ペイシャリサ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2016．8．20 札幌9着

2014．5．30生 牝5栗 母 バレーダンシング 母母 Soltura 34戦2勝 賞金 22，950，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



2706710月20日 晴 重 （1東京4） 第7日 第7競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・左）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

58 ラーナアズーラ 牝5栗 55 大野 拓弥 �グランデオーナーズ 畠山 吉宏 日高 アイズスタッド株式会社 500＋ 61：23．5 6．7�
23 フローラルパーク 牝3栗 53 戸崎 圭太髙橋 正雄氏 加藤 征弘 新冠 ムラカミファーム 490± 01：23．71 3．2�
610 カシマフウリン 牝4栗 55 北村 宏司松浦 一久氏 加藤士津八 新ひだか 金舛 幸夫 B494＋ 21：23．8� 17．9�
815 ヤンチャプリヒメ 牝3鹿 53 丹内 祐次田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 434± 0 〃 アタマ 41．4�
11 ネイビーアッシュ 牝4青鹿55 津村 明秀吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 482－161：24．33 13．0�
59 ガトーブリランテ 牝4栗 55

54 ☆野中悠太郎 	サンデーレーシング 中舘 英二 安平 追分ファーム 476＋ 81：24．4� 12．5

611 アテンフェアリー 牝3黒鹿53 松岡 正海齊藤 直信氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 452－121：24．71� 51．5�
46 フィリーズラン 牝3鹿 53 木幡 巧也岡村 善行氏 牧 光二 新冠 新冠伊藤牧場 428± 01：24．8クビ 5．7�
22 タイムリメンバード 牝3栗 53

52 ☆武藤 雅阿部 善武氏 大和田 成 新冠 堤 牧場 470± 0 〃 クビ 33．9
47 ラ テ ィ カ 牝4鹿 55 三浦 皇成吉田 照哉氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 488± 01：25．22� 18．7�
712 レディグレイ 牝3黒鹿53 松若 風馬 	キャロットファーム 宗像 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 8 〃 ハナ 9．7�
713 ダイシンキャラミ 牝3鹿 53 服部 茂史大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 442－ 21：25．3� 164．7�

（北海道）

814 ベターハーフ 牝3青鹿53 石川裕紀人宮城 寛也氏 矢野 英一 新冠 スカイビーチステーブル B468－ 41：25．4クビ 53．0�
35 デルマシャンパン 牝4黒鹿55 A．シュタルケ 浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 476＋ 61：25．61� 12．8�

（独）

34 ミッキーパパイア 牝4黒鹿 55
54 ☆菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：26．13 13．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，188，000円 複勝： 54，624，800円 枠連： 21，614，300円
馬連： 87，088，400円 馬単： 36，142，300円 ワイド： 66，170，400円
3連複： 123，970，500円 3連単： 133，055，800円 計： 559，854，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 230円 � 170円 � 370円 枠 連（2－5） 810円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 3，770円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，800円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 6，810円 3 連 単 ��� 38，080円

票 数

単勝票数 計 371880 的中 � 44295（3番人気）
複勝票数 計 546248 的中 � 61028（3番人気）� 102732（1番人気）� 32091（8番人気）
枠連票数 計 216143 的中 （2－5） 20516（2番人気）
馬連票数 計 870884 的中 �� 44847（2番人気）
馬単票数 計 361423 的中 �� 7182（8番人気）
ワイド票数 計 661704 的中 �� 26641（3番人気）�� 9143（22番人気）�� 14352（10番人気）
3連複票数 計1239705 的中 ��� 13636（15番人気）
3連単票数 計1330558 的中 ��� 2533（84番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラーナアズーラ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．7．9 函館1着

2014．4．1生 牝5栗 母 グロッタアズーラ 母母 サダムブルーアイズ 14戦3勝 賞金 32，920，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

2706810月20日 晴 良 （1東京4） 第7日 第8競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走13時45分 （500万円以下） （芝・左）
負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

44 トップオブメジャー 牡3栗 55 A．シュタルケ DMMドリームクラブ� 友道 康夫 千歳 社台ファーム 486－ 41：47．1 3．9�
（独）

68 ピ ン シ ェ ル 牡3鹿 55 吉田 豊岩﨑 伸道氏 高橋 文雅 洞�湖 レイクヴィラファーム 516± 01：47．2	 11．9�
69 ドナアトラエンテ 牝3黒鹿53 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 438－ 2 〃 アタマ 1．7�
45 ラストヌードル 牡3鹿 55 大野 拓弥増田 和啓氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 490± 0 〃 クビ 10．5�
22 フィデリオグリーン 牡3鹿 55

54 ☆野中悠太郎斎藤 光政氏 根本 康広 浦河 向別牧場 492－ 41：47．3	 9．6	
812 テーオーアマゾン 牡3青鹿55 古川 吉洋小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 480－ 41：47．4クビ 59．9

33 ドリームマジック 牝5鹿 55 木幡 巧也堀口 晴男氏 松山 将樹 浦河 高岸 順一 476＋ 2 〃 ハナ 80．2�
11 イ サ ク 牡3青鹿55 三浦 皇成ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋ 6 〃 クビ 12．9�
710 マイネルエキサイト 牡3青鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤士津八 新ひだか 坂本 春雄 482± 01：47．93 36．4
711 ブルーアガヴェ 牡3黒鹿55 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 新冠 パカパカ
ファーム 448＋ 41：48．11
 78．4�

56 � リーゼントシャルフ 牡5鹿 57 松岡 正海三浦 大輔氏 林 徹 千歳 社台ファーム 482－ 2 〃 クビ 274．8�
57 クロムウェル 牡3栗 55

54 ☆菊沢 一樹�ミルファーム 加藤 和宏 新冠 アサヒ牧場 430－ 21：48．2クビ 541．2�
813� アテンコール 牡4鹿 57 内田 博幸齊藤 直信氏 天間 昭一 浦河 冨岡 博一 458± 01：48．94 246．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 52，979，600円 複勝： 118，589，400円 枠連： 19，368，800円
馬連： 89，889，500円 馬単： 53，339，000円 ワイド： 57，693，300円
3連複： 109，823，500円 3連単： 205，526，900円 計： 707，210，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 130円 � 180円 � 110円 枠 連（4－6） 230円

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 3，180円

ワ イ ド �� 580円 �� 170円 �� 330円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 8，900円

票 数

単勝票数 計 529796 的中 � 108399（2番人気）
複勝票数 計1185894 的中 � 119402（2番人気）� 60949（4番人気）� 766361（1番人気）
枠連票数 計 193688 的中 （4－6） 64335（1番人気）
馬連票数 計 898895 的中 �� 35118（8番人気）
馬単票数 計 533390 的中 �� 12556（10番人気）
ワイド票数 計 576933 的中 �� 20358（9番人気）�� 112278（1番人気）�� 40929（3番人気）
3連複票数 計1098235 的中 ��� 99920（1番人気）
3連単票数 計2055269 的中 ��� 16739（26番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．1―11．9―12．0―12．3―11．6―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―36．3―48．2―1：00．2―1：12．5―1：24．1―1：35．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トップオブメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Pure Prize デビュー 2019．1．14 京都3着

2016．2．10生 牡3栗 母 カウガールズドントクライ 母母 Emphatic Style 5戦2勝 賞金 19，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



2706910月20日 晴 良 （1東京4） 第7日 第9競走 ��
��1，600�

た か の す や ま

鷹 巣 山 特 別
発走14時15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 3，050，000
3，050，000

円
円 1，500，000円

付 加 賞 224，000円 64，000円 16，000
16，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

44 レッドベルディエス 牝3鹿 53 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 454－ 41：33．3 2．8�
55 ステイオンザトップ 牡5栗 57 A．シュタルケ �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：33．51� 10．2�

（独）

11 インテンスライト 牡3鹿 55 菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 新冠 カミイスタット 486－ 41：33．71� 9．1�
66 ポ ル ー ニ ン 牡3鹿 55 武藤 雅吉澤 克己氏 戸田 博文 新ひだか 中田 英樹 478－ 4 〃 同着 5．4�
89 アンブロークン 牡3栗 55 戸崎 圭太馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 510－121：33．8	 2．3	
22 サンライズローリエ 牡4青鹿57 大野 拓弥松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 466－ 21：34．11	 22．0

33 ピースマインド 牡6鹿 57 津村 明秀小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 442± 01：34．2クビ 37．4�
88 
 ソールライト 牡4芦 57 服部 茂史畑佐 博氏 蛯名 利弘 新ひだか 沖田 博志 500＋ 2 〃 クビ 142．7�

（北海道）

77 サ ン ク ロ ワ 牡6栗 57 木幡 巧也�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 476＋121：34．73 57．2
（9頭）

売 得 金
単勝： 52，236，800円 複勝： 52，588，300円 枠連： 13，393，000円
馬連： 97，336，400円 馬単： 50，365，500円 ワイド： 54，221，300円
3連複： 113，472，700円 3連単： 221，168，400円 計： 654，782，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 110円 � 150円 �
�

160円
110円 枠 連（4－5） 1，650円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 280円 ��
��

250円
180円

��
��

570円
350円

3 連 複 ���
���

1，420円
1，090円 3 連 単 ���

���
5，810円
4，590円

票 数

単勝票数 計 522368 的中 � 144168（2番人気）
複勝票数 計 525883 的中 �

�
122838
109542

（2番人気）
（3番人気）

� 52198（4番人気）� 44969（5番人気）

枠連票数 計 133930 的中 （4－5） 6271（7番人気）
馬連票数 計 973364 的中 �� 52367（6番人気）
馬単票数 計 503655 的中 �� 17008（10番人気）
ワイド票数 計 542213 的中 ��

��
29390
12237

（5番人気）
（14番人気）

��
��

34091
21953

（4番人気）
（8番人気）

�� 54726（3番人気）

3連複票数 計1134727 的中 ��� 29667（11番人気）��� 39166（8番人気）
3連単票数 計2211684 的中 ��� 13768（42番人気）��� 17467（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―36．0―48．1―59．8―1：11．0―1：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F33．5
3 3，8（1，7）4（2，9）5，6 4 3－（1，8）7（2，4，9）（5，6）

勝馬の
紹 介

レッドベルディエス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2018．10．27 東京2着

2016．4．10生 牝3鹿 母 レッドファンタジア 母母 Cat Chat 6戦3勝 賞金 42，667，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

2707010月20日 晴 良 （1東京4） 第7日 第10競走 ��
��1，800�

か い じ

甲斐路ステークス
発走14時50分 （芝・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），除3歳未出走馬および未勝利馬；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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

44 シュヴァルツリーゼ 牡3青鹿55 A．シュタルケ �サンデーレーシング 堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478＋ 21：46．5 3．0�

（独）

67 ジークカイザー 牡6鹿 57 三浦 皇成 �キャロットファーム 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 476－ 41：46．71� 9．1�
33 	 スパイラルダイブ 牡5青鹿57 内田 博幸�G1レーシング 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438＋ 2 〃 クビ 4．9�
11 ミッキーブラック 牡3鹿 55 松若 風馬野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 474－ 61：46．8
 14．4�
66 ケンホファヴァルト 牡6鹿 57 武藤 雅中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 470＋ 21：46．9クビ 41．6	
55 アドマイヤアゼリ 牡5鹿 57 北村 宏司近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 458－ 21：47．0� 19．1

811 ミスティックグロウ 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �シルクレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：47．32 3．3�
22 コスモナインボール 牡7鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 大典牧場 492＋ 21：47．4
 184．3�
79 	 スリーマキシマム 牡8鹿 57 古川 吉洋永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 510＋ 2 〃 クビ 42．6
810 ウインガナドル 牡5黒鹿57 津村 明秀�ウイン 上原 博之 新冠 新冠橋本牧場 472＋ 41：47．5� 9．4�
78 クラークキー 牡5鹿 57 大野 拓弥保坂 和孝氏 池上 昌和 新冠 長浜牧場 490－121：47．81
 35．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 56，866，200円 複勝： 57，800，600円 枠連： 24，476，700円
馬連： 128，893，600円 馬単： 57，107，000円 ワイド： 71，052，000円
3連複： 160，924，100円 3連単： 227，285，000円 計： 784，405，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 190円 � 150円 枠 連（4－6） 1，260円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 500円 �� 310円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 7，300円

票 数

単勝票数 計 568662 的中 � 150102（1番人気）
複勝票数 計 578006 的中 � 98370（3番人気）� 69633（4番人気）� 104766（2番人気）
枠連票数 計 244767 的中 （4－6） 15013（5番人気）
馬連票数 計1288936 的中 �� 75315（4番人気）
馬単票数 計 571070 的中 �� 21751（7番人気）
ワイド票数 計 710520 的中 �� 34745（5番人気）�� 62465（2番人気）�� 38367（4番人気）
3連複票数 計1609241 的中 ��� 71278（2番人気）
3連単票数 計2272850 的中 ��� 22544（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―35．9―48．0―1：00．0―1：12．0―1：23．5―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

シュヴァルツリーゼ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Monsun デビュー 2018．11．4 東京1着

2016．5．6生 牡3青鹿 母 ソ ベ ラ ニ ア 母母 Sasuela 5戦2勝 賞金 47，635，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１レース目



2707110月20日 晴 重 （1東京4） 第7日 第11競走 ��
��2，100�ブラジルカップ（Ｌ）

発走15時30分 （ダート・左）
3歳以上，30．10．20以降1．10．15まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬および未勝利
馬；負担重量は，ハンデキャップ

サンパウロジョッキークラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

713 サトノティターン 牡6黒鹿57 A．シュタルケ 里見 治紀氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 574－ 62：08．0 2．2�
（独）

59 メイプルブラザー 牡5栗 54 宮崎 北斗節 英司氏 山内 研二 新ひだか 本桐牧場 496＋102：08．63� 23．3�
612� ク ロ ス ケ 牡4青鹿55 北村 宏司助川 啓一氏 水野 貴広 新冠 大狩部牧場 460＋ 2 〃 ハナ 17．9�
12 ゴールデンブレイヴ 牡6栗 54 武藤 雅保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B494＋ 2 〃 クビ 55．3�
24 ホーリーブレイズ 牡5鹿 55 内田 博幸村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 474－ 42：08．7� 11．9�
23 サトノプライム 牡5鹿 54 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 502＋ 22：08．8� 53．5	
48 ブラックバゴ 牡7黒鹿55 木幡 巧也 
シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 516－ 22：09．22� 60．0�
816 サ ノ サ マ ー 牡5栗 54 大野 拓弥佐野 信幸氏 中舘 英二 浦河 日の出牧場 470－142：09．3� 36．8�
36 メイショウスミトモ 牡8鹿 55 津村 明秀松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 470＋ 2 〃 アタマ 164．4
510 カ ラ ク プ ア 	6黒鹿54 石川裕紀人�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 パカパカ

ファーム B478－ 62：09．72� 38．4�
714 フェニックスマーク 牡5鹿 56 吉田 豊伊東 純一氏 田島 俊明 新ひだか タツヤファーム 552－ 2 〃 ハナ 23．8�
611 コスモカナディアン 牡6鹿 55 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 金成 貴史 日高 アイズスタッド株式会社 494－ 82：10．44 10．8�
35 マイネルクラース 牡5鹿 55 三浦 皇成 �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 B470＋ 2 〃 アタマ 8．9�
47 ナムラアラシ 牡6鹿 57 松岡 正海奈村 信重氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 518± 02：11．14 29．0�
11 テルペリオン 牡5栗 57 松若 風馬�ダイリン 寺島 良 浦河 谷川牧場 B512－102：11．2� 4．9�
815 ミキノトランペット 牡5鹿 54 武士沢友治谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 520＋ 42：11．83� 37．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 68，208，600円 複勝： 84，271，700円 枠連： 57，161，800円
馬連： 254，596，200円 馬単： 101，434，500円 ワイド： 134，211，100円
3連複： 392，816，400円 3連単： 504，009，700円 計： 1，596，710，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 440円 � 390円 枠 連（5－7） 1，900円

馬 連 �� 2，940円 馬 単 �� 4，300円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 750円 �� 4，480円

3 連 複 ��� 11，160円 3 連 単 ��� 41，010円

票 数

単勝票数 計 682086 的中 � 242938（1番人気）
複勝票数 計 842717 的中 � 209023（1番人気）� 40438（7番人気）� 46791（6番人気）
枠連票数 計 571618 的中 （5－7） 23235（7番人気）
馬連票数 計2545962 的中 �� 66990（10番人気）
馬単票数 計1014345 的中 �� 17676（13番人気）
ワイド票数 計1342111 的中 �� 30794（10番人気）�� 47577（6番人気）�� 7356（46番人気）
3連複票数 計3928164 的中 ��� 26385（34番人気）
3連単票数 計5040097 的中 ��� 8910（115番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．2―30．4―43．0―55．3―1：07．5―1：19．3―1：31．2―1：43．6―1：55．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノティターン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2016．7．30 新潟1着

2013．5．5生 牡6黒鹿 母 マチカネチコウヨレ 母母 Alysbelle 12戦6勝 賞金 126，755，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2707210月20日 晴 重 （1東京4） 第7日 第12競走 ��
��1，600�3歳以上2勝クラス

発走16時10分 （1000万円以下） （ダート・左）
負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 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
1：33．8
1：33．3

重
良

36 オーヴォドーロ 牝4黒鹿55 A．シュタルケ 諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 464－ 41：35．7 7．2�
（独）

23 ヨ ン ク 牡3鹿 55
54 ☆武藤 雅古川 智洋氏 小笠 倫弘 浦河 高昭牧場 488± 01：36．23 9．6�

714 フラワーストリーム �4鹿 57
56 ☆野中悠太郎花村 誠氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B462± 01：36．3	 52．1�

24 スズカアーチスト 牝4黒鹿 55
53 △木幡 育也永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B470＋ 61：36．72	 5．1�

11 リープリングスター �3鹿 55 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 540＋ 2 〃 ハナ 4．3�
611
 ツブラナヒトミ 牡4栗 57 松若 風馬加藤 誠氏 中竹 和也 米 Fred W.

Hertrich III 484－101：36．8	 90．5�
815 カ ム カ ム 牡5鹿 57 大野 拓弥共田 義夫氏 浜田多実雄 新冠 松浦牧場 472± 0 〃 ハナ 7．4	
47 ディーズフェイク 牝4青鹿55 松岡 正海秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 474± 01：36．9	 20．2

12 トーセンヴィータ 牡4青鹿57 内田 博幸島川 �哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ

スティファーム 536－ 8 〃 ハナ 6．8�
612 キョウエイソフィア 牝4鹿 55 服部 茂史田中 晴夫氏 萱野 浩二 新ひだか 藤沢牧場 458＋ 6 〃 ハナ 208．6

（北海道）

48 モ ザ イ ク 牡5黒鹿57 石川裕紀人吉田 和美氏 奥村 豊 新ひだか 本桐牧場 468－ 41：37．32	 65．8�
816 リ ア リ ス ト 牡6鹿 57 三浦 皇成吉澤 克己氏 相沢 郁 安平 ノーザンファーム B482－ 41：37．51� 9．0�
510 ジュニエーブル 牡5鹿 57 古川 吉洋柴田 洋一氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 448＋ 41：37．6クビ 77．0�
35 フクノグリュック 牡7鹿 57 丹内 祐次福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社

ケイズ B502－181：37．81	 64．2�
59 ショーンガウアー �4栗 57 津村 明秀 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム B492＋ 21：38．22	 27．3�
713 マテリアルワールド 牡3鹿 55 木幡 巧也堀口 晴男氏 中川 公成 日高 日西牧場 B514＋ 6 〃 ハナ 37．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 59，181，400円 複勝： 84，155，200円 枠連： 48，811，000円
馬連： 166，511，000円 馬単： 62，577，700円 ワイド： 109，591，800円
3連複： 247，529，300円 3連単： 296，492，200円 計： 1，074，849，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 280円 � 290円 � 820円 枠 連（2－3） 1，410円

馬 連 �� 4，570円 馬 単 �� 8，030円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 5，810円 �� 4，830円

3 連 複 ��� 56，060円 3 連 単 ��� 279，520円

票 数

単勝票数 計 591814 的中 � 65371（4番人気）
複勝票数 計 841552 的中 � 86491（4番人気）� 79686（6番人気）� 23308（10番人気）
枠連票数 計 488110 的中 （2－3） 26646（5番人気）
馬連票数 計1665110 的中 �� 28199（21番人気）
馬単票数 計 625777 的中 �� 5843（38番人気）
ワイド票数 計1095918 的中 �� 19345（20番人気）�� 4800（59番人気）�� 5785（52番人気）
3連複票数 計2475293 的中 ��� 3311（175番人気）
3連単票数 計2964922 的中 ��� 769（832番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．3―11．9―12．4―12．3―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．3―34．6―46．5―58．9―1：11．2―1：23．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーヴォドーロ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．11．26 東京4着

2015．3．30生 牝4黒鹿 母 ステラマリス 母母 ステラマドリッド 16戦3勝 賞金 34，350，000円
〔騎手変更〕 ジュニエーブル号の騎手山田敬士は，負傷のため古川吉洋に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スカルバン号
（非抽選馬） 1頭 ペプチドバンブー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

４レース目



（1東京4）第7日 10月20日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重

競走回数 12回 出走頭数 160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

230，390，000円
2，590，000円
26，550，000円
1，160，000円
25，400，000円
68，588，500円
4，160，000円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
510，597，700円
757，141，500円
256，926，200円
1，137，803，300円
535，896，400円
711，036，600円
1，570，099，900円
2，218，506，800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 7，698，008，400円

総入場人員 37，331名 （有料入場人員 34，607名）
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