
3103711月15日 晴 良 （2東京5） 第4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 5，100，000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

711 ショウナンアストラ 牡2黒鹿55 津村 明秀国本 哲秀氏 矢野 英一 むかわ 上水牧場 470－ 21：39．0 1．9�
812 イツカハシャチョウ 牡2鹿 55 岩田 康誠 �ミキハウスHKサービス 吉田 直弘 新冠 村上 欽哉 498＋ 21：39．31� 6．1�
57 トーセンチャールズ 牡2鹿 55 三浦 皇成島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 494＋ 61：39．4� 4．0�
11 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 468＋ 61：41．3大差 121．3�
33 シーオブクラウズ 牡2芦 55 北村 宏司岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 新ひだか 千代田牧場 472＋ 41：41．61� 10．7	
813 ビヨンドザシーン 牡2黒鹿55 的場 勇人
ミルファーム 的場 均 浦河 ミルファーム 458± 0 〃 クビ 28．0�
56 ナンヨーノワール 牡2鹿 55 木幡 巧也中村 德也氏 杉浦 宏昭 浦河 三好牧場 448± 01：41．7クビ 57．2�
45 フレンドジェイ 牡2栗 55 柴田 大知横尾 晴人氏 南田美知雄 青森 青南ムラカミ

ファーム 462＋101：41．91	 30．9
44 ノ ブ 牡2栗 55

53 △亀田 温心佐野 信幸氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 474＋ 2 〃 クビ 116．0�
22 テンペスタース 牡2鹿 55 野中悠太郎田頭 勇貴氏 根本 康広 浦河 ガーベラパー

クスタツド 466＋ 61：42．0クビ 138．7�
68 ドリームウィーバー 牡2黒鹿55 武藤 雅グリーンスウォード小笠 倫弘 新ひだか 中橋 正 464± 0 〃 クビ 14．8�
69 バ バ イ ェ ツ 牡2鹿 55

53 △山田 敬士山口 裕介氏 松山 将樹 新ひだか 友田牧場 422＋ 21：42．42� 472．3�
710 デヴィルズプライド 牡2黒鹿55 嶋田 純次田頭 勇貴氏 石毛 善彦 様似 様似堀牧場 488－ 21：42．71� 380．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 25，011，900円 複勝： 33，220，300円 枠連： 7，159，300円
馬連： 42，082，700円 馬単： 21，398，600円 ワイド： 30，834，300円
3連複： 63，264，500円 3連単： 77，874，100円 計： 300，845，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 140円 � 120円 枠 連（7－8） 400円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 200円 �� 190円 �� 360円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 1，950円

票 数

単勝票数 計 250119 的中 � 106365（1番人気）
複勝票数 計 332203 的中 � 149552（1番人気）� 38249（3番人気）� 53859（2番人気）
枠連票数 計 71593 的中 （7－8） 13752（1番人気）
馬連票数 計 420827 的中 �� 80349（1番人気）
馬単票数 計 213986 的中 �� 25491（1番人気）
ワイド票数 計 308343 的中 �� 42175（2番人気）�� 45342（1番人気）�� 18490（4番人気）
3連複票数 計 632645 的中 ��� 81914（1番人気）
3連単票数 計 778741 的中 ��� 28918（1番人気）

ハロンタイム 12．3―11．5―12．3―12．6―12．8―12．6―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．8―36．1―48．7―1：01．5―1：14．1―1：26．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンアストラ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2020．8．16 新潟16着

2018．4．19生 牡2黒鹿 母 チョコレートリリー 母母 ラフィンムード 4戦1勝 賞金 7，870，000円

3103811月15日 晴 良 （2東京5） 第4日 第2競走 ��1，400�2歳未勝利
発走10時20分 （芝・左）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．8
1：20．1

良
良

12 ジ ネ ス ト ラ 牝2鹿 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 424－141：22．4 3．1�
59 フ ミ ロ ア 牝2鹿 54 石橋 脩林 文彦氏 黒岩 陽一 新ひだか タイヘイ牧場 432＋ 41：22．71� 4．0�
713 シュアーヴアリア 牝2黒鹿54 田辺 裕信ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 472＋ 21：23．01� 3．7�
816 センドハーマイラブ 牝2鹿 54 的場 勇人道場 宏氏 的場 均 浦河 辻 牧場 452± 01：23．32 170．6�
48 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 460＋ 8 〃 ハナ 21．4	
35 ロ ジ プ リ ン 牝2鹿 54 丸山 元気久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 428＋ 21：23．4� 6．6

11 ビギニングドリーム 牝2鹿 54 黛 弘人石川 佳弘氏 加藤士津八 新冠 村田牧場 B418－ 21：23．5� 74．2�
47 カシノアイドル 牝2鹿 54 北村 宏司柏木 務氏 和田 雄二 鹿児島 神野 生男 438＋ 21：23．6� 52．1�
817 ハイレリーフ 牝2青鹿54 荻野 極岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B440＋ 61：23．7� 39．1
36 エコロテッチャン 牝2鹿 54 津村 明秀原村 正紀氏 岩戸 孝樹 安平 追分ファーム 418＋ 21：23．91� 25．2�
612 ア ラ ラ ト 牝2青鹿54 柴田 大知岡田 繁幸氏 畠山 吉宏 日高 大江牧場 450± 01：24．0� 44．2�
714 ハリウッドルビー 牝2栗 54 木幡 巧也 �グリーンファーム牧 光二 千歳 社台ファーム 448－ 21：24．31� 136．5�
611 グ レ ー シ ー 牝2青 54 武士沢友治乙訓 史樹氏 本間 忍 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 396－ 81：24．51� 465．4�
818 ケイティローズ 牝2青鹿 54

52 ◇藤田菜七子瀧本 和義氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 428－ 41：24．6� 111．2�
23 モアナモーリス 牝2鹿 54

52 △亀田 温心 IHR 林 徹 新ひだか 矢野牧場 430－ 8 〃 アタマ 231．6�
510 ショウユアセルフ 牝2黒鹿54 野中悠太郎�和田牧場 松永 康利 新冠 対馬 正 486＋ 21：24．7� 313．8�
715 アビースマイル 牝2栗 54 嘉藤 貴行�門別牧場 清水 英克 新冠 佐藤 静子 400－101：25．23 673．8�
24 カシノローズ 牝2鹿 54 原田 和真柏木 務氏 天間 昭一 日高 戸川牧場 404－ 41：26．37 417．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，698，000円 複勝： 36，664，900円 枠連： 8，793，200円
馬連： 48，170，300円 馬単： 19，665，500円 ワイド： 36，978，800円
3連複： 79，188，700円 3連単： 78，528，000円 計： 336，687，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 130円 � 120円 枠 連（1－5） 770円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 360円 �� 230円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 4，070円

票 数

単勝票数 計 286980 的中 � 76505（1番人気）
複勝票数 計 366649 的中 � 66609（3番人気）� 70155（2番人気）� 83474（1番人気）
枠連票数 計 87932 的中 （1－5） 8843（4番人気）
馬連票数 計 481703 的中 �� 44612（3番人気）
馬単票数 計 196655 的中 �� 9680（4番人気）
ワイド票数 計 369788 的中 �� 24863（4番人気）�� 44478（1番人気）�� 24760（5番人気）
3連複票数 計 791887 的中 ��� 56918（2番人気）
3連単票数 計 785280 的中 ��� 13964（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．4―47．5―59．1―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ ネ ス ト ラ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．8．2 新潟4着

2018．2．21生 牝2鹿 母 ハッピーパス 母母 ハッピートレイルズ 3戦1勝 賞金 8，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノローズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月15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 コパノデナリス号・ヘーベー号

第５回 東京競馬 第４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



3103911月15日 晴 良 （2東京5） 第4日 第3競走 ��1，400�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
1：23．1
1：23．0

重
重

813 ゼ ロ ー ソ 牡2栗 55 田辺 裕信ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 492－ 21：26．9 3．2�

34 アレナマエストロ 牝2栗 54 丸山 元気吉田 勝己氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 472＋181：27．11� 9．1�
45 カモミールティー 牡2鹿 55 三浦 皇成保坂 和孝氏 小笠 倫弘 平取 清水牧場 440－ 41：27．41� 3．4�
33 カツノサンキュウ 牡2鹿 55 岩部 純二聖心台牧場� 萱野 浩二 新ひだか 聖心台牧場 460＋ 21：27．5� 5．7�
711 トミケンストーリア 牡2鹿 55 武藤 雅冨樫 賢二氏 武井 亮 新ひだか 静内フジカワ牧場 474± 01：27．71� 7．0�
57 ジ ョ ッ ト 牡2鹿 55 野中悠太郎海谷 幸司氏 伊坂 重信 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 21：28．01� 220．2	
69 ネイチャーラブリー 牡2鹿 55

53 ◇藤田菜七子井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 藤原牧場 438＋ 41：28．1� 74．1

11 ミンナノユメツナグ 牡2栗 55 木幡 巧也�LS.M 天間 昭一 新ひだか 橋本牧場 476－101：28．63 22．5�
814 パワフルスパート 牡2栗 55 的場 勇人日向 均氏 的場 均 新ひだか 増本牧場 490－ 41：28．7� 27．7
58 ラストストーリー 牡2鹿 55

53 △山田 敬士新井 衛氏 小桧山 悟 新冠 中山 高鹿康 408＋ 21：28．9� 360．9�
610 ハンデンローズ 牝2栗 54 岩田 康誠坂田 行夫氏 土田 稔 新冠 村上 進治 474± 0 〃 ハナ 222．4�
46 トーセンヘンリー 牡2栗 55 嘉藤 貴行島川 �哉氏 松永 康利 日高 有限会社 エ

スティファーム 494＋14 〃 クビ 36．7�
712 デ ュ ラ ン タ �2鹿 55 嶋田 純次�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム B482－121：29．64 77．2�
22 リバティスカイ 牡2青鹿 55

53 △亀田 温心宮川 純造氏 加用 正 新ひだか カタオカフアーム 452± 01：29．81� 91．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 35，712，700円 複勝： 40，991，900円 枠連： 10，505，600円
馬連： 56，357，000円 馬単： 24，125，300円 ワイド： 45，316，700円
3連複： 81，441，700円 3連単： 88，838，100円 計： 383，289，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 170円 � 140円 枠 連（3－8） 460円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 310円 �� 270円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，480円 3 連 単 ��� 8，210円

票 数

単勝票数 計 357127 的中 � 91247（1番人気）
複勝票数 計 409919 的中 � 86411（1番人気）� 53298（5番人気）� 79971（2番人気）
枠連票数 計 105056 的中 （3－8） 17440（1番人気）
馬連票数 計 563570 的中 �� 40403（4番人気）
馬単票数 計 241253 的中 �� 11771（5番人気）
ワイド票数 計 453167 的中 �� 37899（2番人気）�� 45586（1番人気）�� 23413（7番人気）
3連複票数 計 814417 的中 ��� 41254（5番人気）
3連単票数 計 888381 的中 ��� 7843（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―36．5―49．6―1：02．3―1：14．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼ ロ ー ソ �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2020．8．29 札幌10着

2018．3．29生 牡2栗 母 ギフトオブソング 母母 Quality Gift 3戦1勝 賞金 5，870，000円

3104011月15日 晴 良 （2東京5） 第4日 第4競走 ��
��1，800�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
1：44．5
1：44．5

良
良

711 エイスオーシャン 牡2青鹿55 荻野 極 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 494＋ 61：47．4 2．4�

813 タガノディアーナ 牝2青鹿54 石橋 脩八木 良司氏 長谷川浩大 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 432－ 21：47．5� 4．5�

57 サンライズゴラッソ 牡2鹿 55 三浦 皇成松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 498± 01：48．13� 3．8�
69 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 428－ 41：48．2クビ 41．7�
68 タイセイコマンド 牡2鹿 55 岩田 康誠田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 西村牧場 B478＋ 81：48．41� 7．8�
11 ナ ヴ ィ リ オ 牡2鹿 55 木幡 巧也	G1レーシング 黒岩 陽一 安平 追分ファーム B478＋ 81：48．5� 80．7

33 ブライテストダーク 牡2栗 55 北村 宏司小田 吉男氏 岩戸 孝樹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋101：48．6� 17．1�
22 ドルフィンクエスト 牡2鹿 55 津村 明秀�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B460± 01：49．13 33．1�
812 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 444－ 21：50．59 423．8
710 ヒロシゲハート 牝2栗 54

52 △亀田 温心�ウエストヒルズ 北出 成人 新ひだか 岡田牧場 494－ 81：50．71 184．1�
44 ジョージバローズ 牡2黒鹿55 吉田 豊猪熊 広次氏 清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 490± 01：51．55 29．1�
56 エ ー ア イ 牡2鹿 55 野中悠太郎�サンコウ牧場 佐藤 吉勝 新ひだか サンコウ牧場 B440－ 21：51．82 348．1�
45 ウインルミナス 牡2鹿 55

53 △山田 敬士	ウイン 上原 博之 新冠 コスモヴューファーム 464＋ 61：53．29 379．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 41，538，000円 複勝： 52，447，400円 枠連： 8，598，000円
馬連： 57，311，400円 馬単： 28，840，400円 ワイド： 47，235，500円
3連複： 80，153，300円 3連単： 111，246，900円 計： 427，370，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 130円 � 120円 枠 連（7－8） 560円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 220円 �� 190円 �� 280円

3 連 複 ��� 520円 3 連 単 ��� 2，000円

票 数

単勝票数 計 415380 的中 � 141780（1番人気）
複勝票数 計 524474 的中 � 145151（1番人気）� 87888（3番人気）� 105240（2番人気）
枠連票数 計 85980 的中 （7－8） 11888（2番人気）
馬連票数 計 573114 的中 �� 81653（2番人気）
馬単票数 計 288404 的中 �� 26010（2番人気）
ワイド票数 計 472355 的中 �� 53340（2番人気）�� 67388（1番人気）�� 38855（3番人気）
3連複票数 計 801533 的中 ��� 113934（1番人気）
3連単票数 計1112469 的中 ��� 40269（2番人気）

ハロンタイム 12．9―10．8―11．5―12．3―12．1―12．3―12．1―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．7―35．2―47．5―59．6―1：11．9―1：24．0―1：35．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．5

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

勝馬の
紹 介

エイスオーシャン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unusual Heat デビュー 2020．9．6 小倉5着

2018．1．22生 牡2青鹿 母 ゴールデンドックエー 母母 Penpont 3戦1勝 賞金 6，570，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジョージバローズ号・ウインルミナス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年

12月15日まで平地競走に出走できない。
エーアイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年1月15日まで平地競走に出
走できない。

※ジョージバローズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3104111月15日 晴 良 （2東京5） 第4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

810 カフェカエサル 牡2青鹿55 石橋 脩西川 光一氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 514 ―1：38．1 2．5�
66 トゥルーアート 牝2鹿 54 三浦 皇成 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 456 ― 〃 クビ 3．9�
55 ノアスマッシュ 牝2鹿 54 木幡 巧也佐山 公男氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 426 ―1：38．31� 48．1�
78 コーストライン 牝2鹿 54 田辺 裕信吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 460 ―1：38．51� 4．5�
44 クローバーデール 牝2栗 54 丸山 元気吉田 勝己氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 466 ―1：38．71� 33．2�
22 フェットデメール 牝2鹿 54 荻野 極 �キャロットファーム 武井 亮 安平 ノーザンファーム 418 ― 〃 クビ 5．9	
33 ジュリエットパール 牝2青鹿54 吉田 豊�ターフ・スポート伊藤 大士 浦河 酒井牧場 470 ―1：39．12� 17．2

11 ティールブルー 牡2鹿 55 野中悠太郎青芝商事� 宮田 敬介 新冠 長浜 忠 464 ―1：39．41� 25．9�
77 メルツフリーデン 牡2黒鹿55 北村 宏司古岡 宏仁氏 伊坂 重信 白老 社台牧場 490 ―1：39．61� 88．9
89 クリスタルアゲン 牝2栗 54 黛 弘人浅川 皓司氏 加藤 和宏 新ひだか 千代田牧場 476 ―1：39．81 203．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 39，307，100円 複勝： 34，345，600円 枠連： 6，520，300円
馬連： 46，765，300円 馬単： 26，774，600円 ワイド： 30，470，200円
3連複： 56，732，100円 3連単： 90，579，500円 計： 331，494，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 140円 � 560円 枠 連（6－8） 450円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，460円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 6，430円 3 連 単 ��� 19，270円

票 数

単勝票数 計 393071 的中 � 126532（1番人気）
複勝票数 計 343456 的中 � 77008（1番人気）� 72885（2番人気）� 10068（8番人気）
枠連票数 計 65203 的中 （6－8） 11168（1番人気）
馬連票数 計 467653 的中 �� 65802（1番人気）
馬単票数 計 267746 的中 �� 19195（2番人気）
ワイド票数 計 304702 的中 �� 39587（1番人気）�� 4757（18番人気）�� 4474（19番人気）
3連複票数 計 567321 的中 ��� 6608（21番人気）
3連単票数 計 905795 的中 ��� 3407（68番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．7―37．5―50．6―1：03．8―1：15．6―1：26．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F34．3
3 3－8（4，10）6，1，5（2，9）7 4 3，8（4，10）（1，6，5）（7，2，9）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カフェカエサル �
�
父 ラブリーデイ �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2018．5．5生 牡2青鹿 母 プロミネント 母母 プロモーション 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3104211月15日 晴 良 （2東京5） 第4日 第6競走 ��
��1，600�2歳新馬

発走12時45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

68 メタスペクター 牡2芦 55 野中悠太郎松尾 正氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 470 ―1：40．8 18．8�
69 ロ ン コ ー ネ 牡2黒鹿55 津村 明秀ライオンレースホース� 岩戸 孝樹 浦河 浦河日成牧場 490 ―1：41．22� 5．2�
56 リーベサンライズ 牝2黒鹿54 丸山 元気松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 456 ―1：41．41� 16．3�
11 ミッキーレジェンド 牡2鹿 55 北村 宏司野田みづき氏 大竹 正博 日高 白井牧場 508 ―1：41．5� 2．5�
711 ブルーローズシップ 牡2芦 55

53 ◇藤田菜七子 �YGGホースクラブ 畠山 吉宏 新ひだか 加野牧場 454 ―1：42．03 31．3�
33 キョウエイアップ 牡2鹿 55 柴田 大知田中 晴夫氏 勢司 和浩 日高 春木ファーム 508 ― 〃 クビ 33．1	
22 ディヴァインゲート 牡2鹿 55 武藤 雅佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 492 ―1：42．1� 4．4

710 ベ ニ ア カ ネ 牝2黒鹿54 石橋 脩大森 悌次氏 羽月 友彦 浦河 �川 啓一 420 ―1：42．52� 11．4�
45 ドバイウィンド 牡2鹿 55

53 △亀田 温心日下 幸徳氏 鈴木 伸尋 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 484 ―1：42．6クビ 45．5�

813 スピリットノア 牡2芦 55 荻野 極古賀 禎彦氏 田村 康仁 新冠 森永 聡 520 ― 〃 ハナ 40．1
812 シザースフェイント 牡2青鹿55 岩田 康誠�G1レーシング 稲垣 幸雄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B466 ―1：44．210 42．2�
57 ピンクマジック 牡2栗 55 木幡 巧也�飛渡牧場 牧 光二 新冠 飛渡牧場 488 ―1：44．73 26．2�
44 シュヴァルマラン 牡2栗 55

53 △山田 敬士古賀 和夫氏 和田正一郎 新冠 対馬 正 472 ―1：53．2大差 254．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 36，139，200円 複勝： 35，868，600円 枠連： 10，677，600円
馬連： 50，739，700円 馬単： 25，758，400円 ワイド： 40，364，600円
3連複： 72，324，600円 3連単： 87，044，400円 計： 358，917，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，880円 複 勝 � 350円 � 200円 � 340円 枠 連（6－6） 4，640円

馬 連 �� 4，080円 馬 単 �� 10，250円

ワ イ ド �� 940円 �� 3，120円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 16，720円 3 連 単 ��� 105，880円

票 数

単勝票数 計 361392 的中 � 16304（6番人気）
複勝票数 計 358686 的中 � 24640（6番人気）� 52550（3番人気）� 25964（5番人気）
枠連票数 計 106776 的中 （6－6） 1782（18番人気）
馬連票数 計 507397 的中 �� 9622（14番人気）
馬単票数 計 257584 的中 �� 1884（33番人気）
ワイド票数 計 403646 的中 �� 11299（8番人気）�� 3233（32番人気）�� 7961（13番人気）
3連複票数 計 723246 的中 ��� 3243（51番人気）
3連単票数 計 870444 的中 ��� 596（290番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．8―36．9―49．9―1：03．3―1：16．2―1：28．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メタスペクター �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2018．3．21生 牡2芦 母 フロリアード 母母 キャスケードブーケ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 シュヴァルマラン号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕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。



3104311月15日 晴 良 （2東京5） 第4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）

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

816 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＋121：24．9 7．3�
48 ヤンチャプリヒメ 牝4鹿 55 武藤 雅田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 448－ 4 〃 クビ 5．3�
611 ネオレインボウ �4鹿 57 田辺 裕信西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 492＋ 81：25．75 4．0�
36 コングールテソーロ 牡4鹿 57 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 高橋フアーム 480－ 2 〃 アタマ 20．5�
11 ディナミーデン 牡5芦 57 吉田 豊ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 476± 0 〃 ハナ 18．6�
510� フレンドアリス 牝5栗 55 柴田 大知横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 458± 0 〃 ハナ 57．0	
59 キタノユウキ 牡5鹿 57

55 ◇藤田菜七子河内 孝夫氏 相沢 郁 日高 増尾牧場 B552－ 8 〃 アタマ 4．0

23 � コスモクウェンチ 牡6鹿 57

55 △山田 敬士Mr．ホース 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 498± 01：26．01� 65．9�
815 グラスディアブロ 牡3鹿 56 嶋田 純次半沢� 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 B466＋101：26．21	 42．1
612 コ ル ニ リ ア 牡3鹿 56

54 △亀田 温心�ミルファーム 大和田 成 浦河 ミルファーム 454＋121：26．3� 24．7�
713 ファインダッシュ 牡8黒鹿57 丸山 元気井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 B512＋ 2 〃 クビ 12．1�
24 カラーズオブラヴ 牝3黒鹿54 武士沢友治グリーンスウォード和田 勇介 新ひだか 中橋 正 B472＋ 6 〃 ハナ 13．3�
714 ホーカスポーカス 牡5鹿 57 野中悠太郎平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 434－ 21：26．4
 21．9�
47 ヨシノパナギア 牝3青鹿54 田中 勝春清水 義德氏 宗像 義忠 新ひだか 木田牧場 498＋121：26．82� 113．1�
35 � アドゥシール 牝4黒鹿55 荻野 極�大樹ファーム 勢司 和浩 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 466＋ 21：26．9� 78．1�
12 ボンドロール 牝4鹿 55 津村 明秀ディアレストクラブ� 矢野 英一 浦河 不二牧場 452＋ 61：27．64 129．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，917，000円 複勝： 50，099，500円 枠連： 13，343，200円
馬連： 69，990，100円 馬単： 26，019，700円 ワイド： 57，688，500円
3連複： 102，548，200円 3連単： 96，999，500円 計： 449，605，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 240円 � 170円 � 160円 枠 連（4－8） 1，690円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 3，930円

ワ イ ド �� 870円 �� 720円 �� 380円

3 連 複 ��� 3，070円 3 連 単 ��� 20，240円

票 数

単勝票数 計 329170 的中 � 35932（4番人気）
複勝票数 計 500995 的中 � 45865（4番人気）� 83070（2番人気）� 87272（1番人気）
枠連票数 計 133432 的中 （4－8） 6113（7番人気）
馬連票数 計 699901 的中 �� 26224（5番人気）
馬単票数 計 260197 的中 �� 4965（10番人気）
ワイド票数 計 576885 的中 �� 16167（7番人気）�� 19972（4番人気）�� 42090（1番人気）
3連複票数 計1025482 的中 ��� 24973（3番人気）
3連単票数 計 969995 的中 ��� 3474（34番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―11．6―12．1―12．0―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―23．6―35．2―47．3―59．3―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ ー ニ ー �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2019．4．27 東京1着

2016．5．16生 牡4鹿 母 サンフラワーガール 母母 ランバダスタイル 6戦2勝 賞金 14，460，000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 ネオトゥルー号

3104411月15日 晴 良 （2東京5） 第4日 第8競走 ��
��1，800�3歳以上2勝クラス

発走13時45分 （1000万円以下） （芝・左）
牝；負担重量は，3歳53�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
1：44．2
1：43．9

良
良

59 ラルナブリラーレ 牝3鹿 53 武藤 雅 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 470＋ 21：45．9 3．4�
34 ルイジアナママ 牝4青鹿55 木幡 巧也稲川 一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 448± 01：46．64 22．0�
814 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 462＋ 6 〃 ハナ 12．9�
35 レオンドーロ 牝4黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム B488－ 41：46．91� 8．8�
712	
 ファインスティール 牝4鹿 55

53 △亀田 温心岡田 牧雄氏 吉岡 辰弥 米
Wynnstay LLC,
Greg Baer &
Deann Baer

516＋ 21：47．11� 30．2	
611 フ ラ ル 牝4鹿 55 荻野 極�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470＋ 2 〃 クビ 229．9

610 マルーンエンブレム 牝5栗 55

53 ◇藤田菜七子 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 392－ 21：47．2クビ 70．5�
47 アップライトスピン 牝4黒鹿55 三浦 皇成 �キャロットファーム 池上 昌和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 6 〃 クビ 2．5�
22 シーオブザムーン 牝4青鹿55 丸山 元気 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 476± 01：47．41� 17．6
713	 ディライトプロミス 牝5鹿 55 岩田 康誠 �キャロットファーム 上村 洋行 米

Ted Nichols and Judith E
Nichols Trust Dated Feb-
ruary18，1999 462－181：47．5� 100．4�

46 グルファクシー 牝4栗 55 石橋 脩�G1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 464＋ 21：47．6� 16．4�

11 トゥーフラッシー 牝4鹿 55
53 △山田 敬士西森 功氏 小桧山 悟 新ひだか グローリーファーム 472＋ 21：47．7� 328．8�

58 スコッチリール 牝4黒鹿55 北村 宏司 �サンデーレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 466± 01：48．12� 42．2�
815 レッドイリーゼ 牝5青鹿55 津村 明秀 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：48．41� 51．9�
23 グレイテスト 牝4芦 55 田辺 裕信荒井 元明氏 武市 康男 日高 スマイルファーム B476＋ 21：51．2大差 8．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 42，539，200円 複勝： 64，747，200円 枠連： 15，910，600円
馬連： 82，816，000円 馬単： 30，917，900円 ワイド： 68，488，500円
3連複： 115，243，700円 3連単： 126，199，200円 計： 546，862，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 180円 � 460円 � 350円 枠 連（3－5） 1，110円

馬 連 �� 3，200円 馬 単 �� 4，550円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 1，020円 �� 3，330円

3 連 複 ��� 16，550円 3 連 単 ��� 68，940円

票 数

単勝票数 計 425392 的中 � 97716（2番人気）
複勝票数 計 647472 的中 � 119599（2番人気）� 30948（7番人気）� 44436（5番人気）
枠連票数 計 159106 的中 （3－5） 11108（5番人気）
馬連票数 計 828160 的中 �� 20040（12番人気）
馬単票数 計 309179 的中 �� 5086（17番人気）
ワイド票数 計 684885 的中 �� 14192（14番人気）�� 17695（10番人気）�� 5136（31番人気）
3連複票数 計1152437 的中 ��� 5221（56番人気）
3連単票数 計1261992 的中 ��� 1327（215番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．2―34．0―45．2―56．7―1：08．9―1：21．4―1：33．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．2―3F37．0

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

勝馬の
紹 介

ラルナブリラーレ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Almutawakel デビュー 2019．9．22 阪神4着

2017．4．26生 牝3鹿 母 シルヴァーカップ 母母 Ribblesdale 9戦3勝 賞金 36，260，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グレイテスト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月15日まで平地競走

に出走できない。



3104511月15日 晴 良 （2東京5） 第4日 第9競走 ��
��1，600�神 奈 川 新 聞 杯

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56�4歳以上57�，牝馬2�減

神奈川新聞社賞（1着）
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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

44 ショウナンパンサー �4鹿 57 岩田 康誠国本 哲秀氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 492－ 21：33．9 14．8�
56 サクラトゥジュール 牡3青鹿56 石橋 脩�さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 496＋ 81：34．0クビ 1．6�
67 チビラーサン 牝4栗 55 武藤 雅瀬谷 �雄氏 中舘 英二 新ひだか タイヘイ牧場 448± 01：34．64 5．4�
79 エメラルスター 牡6黒鹿57 吉田 豊高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 470＋121：34．7クビ 43．1�
55 ノーブルアース 牝5黒鹿55 津村 明秀吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 484－ 2 〃 ハナ 36．6	
22 ショワドゥロワ 牡6黒鹿57 北村 宏司村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 518＋10 〃 ハナ 93．0

710 カ ラ テ 牡4黒鹿57 亀田 温心小田切 光氏 高橋 祥泰 新冠 中地 康弘 520＋ 61：35．01	 45．1�
811 ギフトオブアート 牝4鹿 55 木幡 巧也ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494－101：35．21
 17．2�
812 ヴェンチュラスター 牡3鹿 56 藤田菜七子西見 徹也氏 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 428＋ 21：35．3� 8．0
68 ノ ヴ ェ ッ ラ 牝4栗 55 丸山 元気ゴドルフィン 宮田 敬介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498＋ 41：35．4クビ 10．9�
33 ア ビ エ ル ト 牡3鹿 56 三浦 皇成野嶋 祥二氏 森 秀行 浦河 富田牧場 484＋ 21：35．5� 51．5�
11 � カズミドリーム 牝5栗 55 田中 勝春藤沼 利夫氏 中野 栄治 浦河 大道牧場 474＋101：36．88 32．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 48，765，900円 複勝： 155，032，800円 枠連： 18，603，400円
馬連： 100，320，200円 馬単： 54，196，000円 ワイド： 74，509，400円
3連複： 140，161，500円 3連単： 241，544，600円 計： 833，133，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，480円 複 勝 � 210円 � 110円 � 150円 枠 連（4－5） 1，070円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 3，900円

ワ イ ド �� 520円 �� 800円 �� 220円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 15，950円

票 数

単勝票数 計 487659 的中 � 26200（5番人気）
複勝票数 計1550328 的中 � 67587（5番人気）� 1019316（1番人気）� 117386（2番人気）
枠連票数 計 186034 的中 （4－5） 13409（3番人気）
馬連票数 計1003202 的中 �� 66113（5番人気）
馬単票数 計 541960 的中 �� 10412（11番人気）
ワイド票数 計 745094 的中 �� 33534（6番人気）�� 20821（9番人気）�� 105004（1番人気）
3連複票数 計1401615 的中 ��� 62536（3番人気）
3連単票数 計2415446 的中 ��� 10974（45番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．7―11．8―11．9―11．5―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―35．0―46．8―58．7―1：10．2―1：21．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンパンサー �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．7．1 中京11着

2016．2．4生 �4鹿 母 ダイアゴナルクロス 母母 スペシャルリボン 24戦3勝 賞金 56，569，000円

3104611月15日 晴 良 （2東京5） 第4日 第10競走 ��
��1，400�

あきいろ

秋色ステークス
発走14時50分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），1．11．9以降2．11．8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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

48 アヴァンティスト 牡4栗 55 三浦 皇成 �カナヤマホール
ディングス 西浦 勝一 新ひだか 谷岡牧場 B472＋ 81：23．1 10．3�

816 ヨドノビクトリー 牡6鹿 54 亀田 温心海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 502＋ 21：23．73� 56．7�
59 トラストロン 牝5黒鹿53 吉田 豊菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 森永 聡 458－ 61：23．91� 10．4�
815 グレートウォリアー 牡5鹿 56 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 502－141：24．0クビ 3．5�
47 アーバンイェーガー 牡6黒鹿55 嘉藤 貴行西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 518＋ 61：24．21� 64．3	
713 セイウンクールガイ 牡5栗 54 田辺 裕信西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 佐藤牧場 B462＋ 21：24．3クビ 11．3

24 イ メ ル 牡4黒鹿56 丸山 元気 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 浦河 村下 清志 482＋ 61：24．4� 5．2�
612 タガノヴェローナ 牝6芦 53 川島 信二八木 良司氏 長谷川浩大 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 488－ 41：24．5� 7．4�
36 メイショウヴォルガ 牡6鹿 53 田中 勝春松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 498＋ 21：24．6� 105．2
12 アイアムハヤスギル 牡4黒鹿56 津村 明秀堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 474＋ 61：24．7� 5．5�
35 クレマンダルザス �7鹿 55 石橋 脩吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 468＋ 61：24．8	 30．5�
11 ラ レ ー タ 牡6栗 53 野中悠太郎�G1レーシング 林 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 21：25．01� 181．2�
23 ラスティユース 牡5栗 53 岩部 純二小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 496－ 2 〃 アタマ 157．4�
611 タイセイプレシャス �8栗 54 岩田 康誠田中 成奉氏 池上 昌和 新ひだか 前谷 武志 484＋ 41：25．1クビ 91．5�
510 メイショウハナモリ 牡4黒鹿55 森 一馬松本 好雄氏 本田 優 安平 
橋本牧場 506± 01：25．2	 14．4�
714� ターゲリート 牡7黒鹿54 黛 弘人�G1レーシング 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B502＋ 21：25．62� 63．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 55，221，200円 複勝： 88，716，200円 枠連： 25，587，200円
馬連： 147，156，500円 馬単： 52，620，100円 ワイド： 101，390，200円
3連複： 224，660，800円 3連単： 237，389，400円 計： 932，741，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 350円 � 1，130円 � 270円 枠 連（4－8） 1，690円

馬 連 �� 28，250円 馬 単 �� 49，080円

ワ イ ド �� 6，650円 �� 1，750円 �� 6，020円

3 連 複 ��� 94，230円 3 連 単 ��� 484，800円

票 数

単勝票数 計 552212 的中 � 42507（5番人気）
複勝票数 計 887162 的中 � 69283（7番人気）� 17820（12番人気）� 96009（4番人気）
枠連票数 計 255872 的中 （4－8） 11729（8番人気）
馬連票数 計1471565 的中 �� 4036（56番人気）
馬単票数 計 526201 的中 �� 804（98番人気）
ワイド票数 計1013902 的中 �� 3892（54番人気）�� 15238（22番人気）�� 4299（51番人気）
3連複票数 計2246608 的中 ��� 1788（191番人気）
3連単票数 計2373894 的中 ��� 355（984番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．7―12．0―12．1―11．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．2―47．2―59．3―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アヴァンティスト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Gone West デビュー 2018．7．7 中京1着

2016．3．11生 牡4栗 母 ゴンチャローワ 母母 Pure Grain 17戦4勝 賞金 60，745，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の20頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）20頭 エアコンヴィーナ号・エターナルフレイム号・エピックアン号・ゴールドリング号・サンタナブルー号・

シェパードボーイ号・スナークスター号・スパーダ号・スリーグランド号・ハルクンノテソーロ号・
フクノグリュック号・ププッピドゥ号・フラワーストリーム号・ペイシャネガノ号・マイウェイアムール号・
ムーランアンディゴ号・メガオパールカフェ号・メリーメーキング号・ロジヒューズ号・ローレルジャック号

１レース目



3104711月15日 晴 良 （2東京5） 第4日 第11競走 ��
��1，400�オ ー ロ カ ッ プ（Ｌ）

発走15時30分 （芝・左）
3歳以上，1．11．9以降2．11．8まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

岩手県競馬組合管理者賞（1着）
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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

612 プールヴィル 牝4鹿 54 三浦 皇成吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 434－101：21．4 4．7�
713 スマイルカナ 牝3芦 53 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 新ひだか 木田牧場 426＋ 21：21．5� 4．5�
23 ストーミーシー 牡7栗 57 田辺 裕信�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 556－ 41：21．6� 17．2�
47 ボンセルヴィーソ 牡6栗 55 石橋 脩名古屋友豊� 池添 学 日高 白井牧場 480－10 〃 クビ 15．0�
36 イ ベ リ ス 牝4鹿 53 武藤 雅前田 幸治氏 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 464－ 61：21．7クビ 41．3	
48 ケイデンスコール 牡4鹿 56 岩田 康誠 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 468－ 2 〃 アタマ 8．0

815 アンコールプリュ 牝5黒鹿53 丸山 元気金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 436－ 8 〃 ハナ 32．8�
12 	 クラヴィスオレア 
4黒鹿54 北村 宏司多田 信尊氏 藤沢 和雄 平取 坂東牧場 B478＋ 6 〃 ハナ 29．0�
510 ダノンチェイサー 牡4鹿 56 荻野 極�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 472－12 〃 アタマ 4．8
11 アフランシール 牝4鹿 52 吉田 豊前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510＋181：21．91� 14．8�
714 ザイツィンガー 牡4芦 55 津村 明秀永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 422－ 6 〃 アタマ 10．5�
817 ハーレムライン 牝5鹿 53 嘉藤 貴行吉田 千津氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 476＋10 〃 クビ 120．5�
59 	 メイショウキョウジ 牡5鹿 54 田中 勝春松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 482－ 21：22．0クビ 21．8�
611 ショウナンライズ 牡7栗 55 木幡 巧也国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 472＋ 81：22．21� 167．1�
35 タイムトリップ 牡6黒鹿53 野中悠太郎中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 502＋101：22．41� 179．4�
24 アバルラータ 牝6鹿 52 藤田菜七子安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 456－ 8 〃 クビ 72．7�
816 カリオストロ 牝3鹿 52 亀田 温心 Him Rock Racing

ホールディングス� 加用 正 日高 タバタファーム 460± 01：22．5クビ 25．9�
（17頭）

売 得 金
単勝： 87，694，700円 複勝： 121，002，500円 枠連： 58，267，400円
馬連： 278，618，500円 馬単： 92，500，100円 ワイド： 174，270，000円
3連複： 467，590，200円 3連単： 489，300，600円 計： 1，769，244，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 190円 � 200円 � 400円 枠 連（6－7） 930円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 2，180円

ワ イ ド �� 560円 �� 1，220円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 6，430円 3 連 単 ��� 24，560円

票 数

単勝票数 計 876947 的中 � 146619（2番人気）
複勝票数 計1210025 的中 � 185810（1番人気）� 173680（3番人気）� 64709（7番人気）
枠連票数 計 582674 的中 （6－7） 48407（2番人気）
馬連票数 計2786185 的中 �� 164799（2番人気）
馬単票数 計 925001 的中 �� 31690（2番人気）
ワイド票数 計1742700 的中 �� 84843（2番人気）�� 35849（10番人気）�� 28831（16番人気）
3連複票数 計4675902 的中 ��� 54487（14番人気）
3連単票数 計4893006 的中 ��� 14440（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．2―46．8―57．9―1：09．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プールヴィル �
�
父 Le Havre �

�
母父 Kendargent デビュー 2018．7．1 中京4着

2016．3．14生 牝4鹿 母 ケ ン ホ ー プ 母母 Bedford Hope 17戦4勝 賞金 138，186，000円

3104811月15日 晴 良 （2東京5） 第4日 第12競走 ��1，600�3歳以上2勝クラス
発走16時05分 （ダート・左）（1000万円以下）

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
1：33．8
1：33．3

重
良

11 タガノビューティー 牡3鹿 56 石橋 脩八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 514± 01：37．7 1．9�

816 モ レ ッ キ �6黒鹿57 津村 明秀 �サンデーレーシング 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 482－ 81：37．8� 15．9�
36 モリトユウブ 牡5鹿 57 川島 信二吉川 朋宏氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 492－ 81：37．9� 81．6�
713 テーオーポシブル �4鹿 57 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 456± 01：38．0クビ 23．3�
35 ゴールドフレーム �4栗 57 北村 宏司外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 474＋ 2 〃 クビ 31．1�
611 ライフレッスンズ 牡3鹿 56 丸山 元気金子真人ホール

ディングス	 国枝 栄 安平 追分ファーム 496± 01：38．1クビ 9．1

12 ロンドンデリーエア 牡3栗 56 三浦 皇成 	グリーンファーム武 英智 千歳 社台ファーム 458－ 61：38．52� 6．3�
24 エンドーツダ 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子望月 雅博氏 萱野 浩二 千歳 社台ファーム 458± 01：38．6� 9．0�
612 ダイワドノヴァン 牡6黒鹿57 野中悠太郎大城 正一氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B532－ 61：38．81	 9．3
48 シャドウセッション �4鹿 57 岩田 康誠飯塚 知一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 524＋281：39．12 21．4�
815 テンノサクラコ 牝7黒鹿 55

53 △亀田 温心天白 泰司氏 小西 一男 新冠 佐藤牧場 494＋ 6 〃 アタマ 346．0�
23 シャンボールナイト �5青鹿 57

55 △山田 敬士 	グリーンファーム武井 亮 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 464＋ 21：39．2クビ 192．6�

714 グ ロ グ ラ ン 牝5栗 55 武士沢友治藤澤眞佐子氏 林 徹 浦河 高昭牧場 484＋ 2 〃 クビ 56．9�
59 ヴァンドゥメール �3青鹿56 木幡 巧也 	スリーエイチレーシング 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 490± 0 〃 アタマ 230．5�
47 マサキノテソーロ 牡6栗 57 武藤 雅了德寺健二ホール

ディングス	 加藤 和宏 新冠 山岡牧場 B524－ 81：39．41	 42．1�
510 アルヒミスト 牝3黒鹿54 柴田 大知 	ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム B422－ 41：40．03� 257．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 74，237，100円 複勝： 135，953，500円 枠連： 44，148，700円
馬連： 162，276，700円 馬単： 77，855，500円 ワイド： 128，200，900円
3連複： 263，076，100円 3連単： 391，024，100円 計： 1，276，772，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 290円 � 960円 枠 連（1－8） 1，350円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，620円 �� 7，340円

3 連 複 ��� 19，260円 3 連 単 ��� 58，800円

票 数

単勝票数 計 742371 的中 � 303076（1番人気）
複勝票数 計1359535 的中 � 627299（1番人気）� 79739（5番人気）� 19061（11番人気）
枠連票数 計 441487 的中 （1－8） 25284（5番人気）
馬連票数 計1622767 的中 �� 77916（6番人気）
馬単票数 計 778555 的中 �� 29678（8番人気）
ワイド票数 計1282009 的中 �� 57312（5番人気）�� 20014（17番人気）�� 4265（57番人気）
3連複票数 計2630761 的中 ��� 10243（57番人気）
3連単票数 計3910241 的中 ��� 4821（162番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―36．6―49．3―1：01．8―1：13．6―1：25．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F35．9
3 ・（11，16）（10，6）13（2，5，12）（1，9）（4，14）8（3，15）7 4 ・（11，16）（10，6，13）（2，5，12）（1，9）8（4，14）（3，15）7

勝馬の
紹 介

タガノビューティー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．8．10 新潟1着

2017．3．16生 牡3鹿 母 スペシャルディナー 母母 ソフトパイン 11戦3勝 賞金 64，773，000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。
（非抽選馬） 1頭 ロジシルキー号

４レース目



（2東京5）第4日 11月15日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 173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

232，700，000円
3，020，000円
34，550，000円
1，520，000円
26，950，000円
75，264，000円
4，757，500円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
547，782，000円
849，090，400円
228，114，500円
1，142，604，400円
480，672，100円
835，747，600円
1，746，385，400円
2，116，568，400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
計 7，946，964，800円

総入場人員 3，106名 （有料入場人員 2，958名）
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