
3104911月21日 晴 良 （2東京5） 第5日 第1競走 ��
��1，300�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
1：17．4
1：17．4

良
良

48 � サトノムスタング 牡2黒鹿55 田辺 裕信里見 治紀氏 大和田 成 米 Haymarket
Farm LLC 474＋ 41：19．6 1．3�

36 カ ー ド 牝2黒鹿54 江田 照男井高 義光氏 清水 英克 新冠 アラキフアーム 442－ 41：20．87 10．9�
35 トミケンストーリア 牡2鹿 55

52 ▲秋山 稔樹冨樫 賢二氏 武井 亮 新ひだか 静内フジカワ牧場 474± 01：21．01� 23．8�
612 ノーブルオリンピア 牡2鹿 55 吉田 豊吉木 伸彦氏 武藤 善則 浦河 ディアレスト

クラブ 474＋ 4 〃 クビ 14．3�
510 ガウナエルフリーデ 牝2栗 54 横山 武史西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 474＋ 21：21．31	 7．7�
11 カンタベリーマッハ 牡2鹿 55 伴 啓太峰 哲馬氏 星野 忍 新ひだか 藤吉牧場 504＋12 〃 クビ 93．7�
611 グラスクアドラ 牡2鹿 55

52 ▲原 優介半沢	 松山 将樹 新ひだか 岡田牧場 442＋ 41：21．4クビ 52．8

24 キタノエンディング 牡2鹿 55 丸田 恭介北所 直人氏 石栗 龍彦 新ひだか 谷岡牧場 440－ 21：21．61� 51．9�
714 イ ー ジ ス 牡2黒鹿 55

54 ☆菊沢 一樹平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 478＋ 21：21．81	 88．4�
23 ジョイライド 牡2栗 55 大野 拓弥グリーンスウォード伊藤 伸一 新冠 アサヒ牧場 498± 01：21．9
 82．8
12 ランディングホース 牡2栗 55

54 ☆菅原 明良矢野 恭裕氏 古賀 史生 日高 クラウン日高牧場 422＋ 41：22．21	 52．9�
59 チェリーピッキング 牡2鹿 55

52 ▲小林 凌大古賀 慎一氏 尾形 和幸 安平 ゼットステーブル 400－ 21：22．41	 187．8�
816 セ イ ル ー ク 牡2青 55 武士沢友治金田 成基氏 深山 雅史 新ひだか 城地牧場 446＋ 41：23．25 196．2�
815 サ ン タ ル 牡2黒鹿 55

53 △山田 敬士柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 468＋ 21：23．3クビ 199．3�
47 � シゲルセンチュリー 牝2黒鹿54 柴田 善臣森中 蕃氏 石毛 善彦 米 Takahiro

Wada 462± 01：24．25 53．7�
713 スカイパンチ �2黒鹿55 杉原 誠人	ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 米田牧場 406－241：28．1大差 158．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，956，800円 複勝： 171，803，700円 枠連： 11，075，500円
馬連： 53，956，800円 馬単： 34，273，500円 ワイド： 56，081，900円
3連複： 93，419，500円 3連単： 138，225，100円 計： 594，792，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 160円 � 240円 枠 連（3－4） 300円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 500円

ワ イ ド �� 200円 �� 350円 �� 910円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 2，790円

票 数

単勝票数 計 359568 的中 � 218333（1番人気）
複勝票数 計1718037 的中 � 1385033（1番人気）� 70133（3番人気）� 36052（5番人気）
枠連票数 計 110755 的中 （3－4） 28236（1番人気）
馬連票数 計 539568 的中 �� 96509（1番人気）
馬単票数 計 342735 的中 �� 51326（1番人気）
ワイド票数 計 560819 的中 �� 87376（1番人気）�� 38928（4番人気）�� 12996（13番人気）
3連複票数 計 934195 的中 ��� 51925（4番人気）
3連単票数 計1382251 的中 ��� 35909（6番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―11．8―12．6―12．6―12．1―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．3―30．1―42．7―55．3―1：07．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サトノムスタング �
�
父 Mineshaft �

�
母父 Old Fashioned デビュー 2020．11．7 東京2着

2018．2．26生 牡2黒鹿 母 Mare and Cher 母母 Havenlass 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルセンチュリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月21日まで平

地競走に出走できない。
スカイパンチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年1月21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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 サンラファイエット号・ジョット号・ドリームウィーバー号・ハニークイーン号・ベイビーシャーク号

3105011月21日 晴 良 （2東京5） 第5日 第2競走 ��1，400�2歳未勝利
発走10時15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

713 スズノナデシコ 牝2鹿 54 三浦 皇成小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか タガミファーム 504－ 41：26．1 1．5�
24 オレデイイノカ 牡2栗 55 内田 博幸福島 徳佑氏 古賀 慎明 平取 赤石牧場 466＋ 41：26．52� 10．8�
35 テイエムアトム 牡2栃栗55 石川裕紀人竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 バンブー牧場 514－ 21：27．35 8．6�
510 スリーマイトコーズ 牝2栗 54 横山 武史永井商事� 田中 剛 浦河 村中牧場 450＋ 61：27．83 20．0�
23 タイガースネーク 牡2栗 55 石橋 脩石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 芳住 鉄兵 474－ 61：27．9� 7．6�
611 カミヤガルーラ 牡2鹿 55 木幡 巧也佐藤 悠大氏 杉浦 宏昭 新冠 高瀬牧場 466＋ 61：28．21� 167．6	
36 タックスリファンド 牡2黒鹿55 大野 拓弥フィールドレーシング 武井 亮 新ひだか 北洋牧場 496＋101：28．3� 16．5

11 ラヴドワンズ 牝2青鹿54 丸山 元気 �キャロットファーム 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 454＋141：28．83 20．6�
714 カラドボルグ 牡2栗 55 水口 優也田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 沖田牧場 474＋181：29．54 203．5
815 クールガジェット 牡2鹿 55 杉原 誠人上村 洋司氏 南田美知雄 浦河 川越ファーム 492＋201：29．81� 122．9�
12 セ レ ー ジ ャ 牝2鹿 54

53 ☆菅原 明良平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 434－ 41：30．43� 151．7�
816 ファビュラスナイト 牡2栗 55 北村 宏司�木村牧場 高橋 裕 日高 木村牧場 498＋ 81：30．82� 112．9�
612 サンデーグラス 牡2黒鹿 55

54 ☆木幡 育也長谷川兼美氏 本間 忍 浦河 グラストレーニ
ングセンター 424＋ 41：31．43� 45．3�

59 グラスシャイニング 牡2黒鹿 55
53 △山田 敬士半沢� 田中 清隆 新ひだか 松田牧場 490－ 21：31．61� 165．9�

48 リョウランチャンプ 牡2鹿 55
52 ▲小林 脩斗佐藤 啓子氏 小野 次郎 日高 シンボリ牧場 444＋ 41：32．55 205．9�

47 フェスティヴパイカ 牝2鹿 54 野中悠太郎臼井義太郎氏 根本 康広 新冠 八島 夕起子 454－ 41：32．82 169．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，346，800円 複勝： 109，233，900円 枠連： 11，920，600円
馬連： 56，089，300円 馬単： 30，782，700円 ワイド： 51，571，200円
3連複： 85，585，600円 3連単： 122，331，500円 計： 507，861，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 170円 � 150円 枠 連（2－7） 300円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 280円 �� 230円 �� 470円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 3，420円

票 数

単勝票数 計 403468 的中 � 208549（1番人気）
複勝票数 計1092339 的中 � 734115（1番人気）� 63466（4番人気）� 80407（2番人気）
枠連票数 計 119206 的中 （2－7） 30273（2番人気）
馬連票数 計 560893 的中 �� 66198（3番人気）
馬単票数 計 307827 的中 �� 24564（3番人気）
ワイド票数 計 515712 的中 �� 47446（3番人気）�� 62164（2番人気）�� 25075（5番人気）
3連複票数 計 855856 的中 ��� 65218（2番人気）
3連単票数 計1223315 的中 ��� 25932（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．7―48．1―1：00．2―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズノナデシコ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2020．8．8 新潟9着

2018．2．17生 牝2鹿 母 レッドヴィラーゴ 母母 シ ー ズ ア ン 5戦1勝 賞金 8，400，000円
〔制裁〕 スリーマイトコーズ号の騎手横山武史は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セレージャ号・ファビュラスナイト号・サンデーグラス号・グラスシャイニング号・

リョウランチャンプ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月21日まで平地競
走に出走できない。
フェスティヴパイカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年1月21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。
（非当選馬） 1頭 ドリップワン号

第５回 東京競馬 第５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



3105111月21日 晴 良 （2東京5） 第5日 第3競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時45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

612 カナリキケン 牝2栗 54 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 470－ 61：47．1 12．4�
48 コンソレーション 牡2青 55 石橋 脩伊東 純一氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 490－ 21：47．31� 5．5�
510 ムラサメマル 牡2鹿 55

54 ☆菅原 明良高橋 文男氏 尾形 和幸 日高 藤本ファーム 450＋ 21：47．51� 65．9�
47 テンサウザンドケイ 牡2鹿 55

54 ☆木幡 育也桑野 克己氏 杉浦 宏昭 日高 滝本 健二 482－ 2 〃 ハナ 98．0�
12 ヒットザシーン 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 21：47．81� 24．9�
35 バーガンディ 牡2黒鹿55 江田 照男山内 晃氏 和田正一郎 日高 木部ファーム 456＋ 2 〃 アタマ 35．2	
714 アレッタレジーナ 牝2黒鹿54 田辺 裕信 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 むかわ 上水牧場 430± 01：47．9クビ 63．5

611 アルバトリア 牝2鹿 54

51 ▲原 優介加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 436＋ 21：48．21� 86．8�
36 インヴァリアンス 牡2栗 55 横山 典弘�G1レーシング 尾関 知人 安平 追分ファーム 480－ 21：48．62� 7．6�
59 スターロード 牡2栗 55 横山 和生村田 哲朗氏 小野 次郎 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476± 01：48．7� 7．0
24 マナフォルトゥーナ 牝2鹿 54

51 ▲秋山 稔樹ディアレストクラブ� 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 408－ 61：48．8クビ 261．2�
713 ヴィクトールアイ 牝2鹿 54

52 ◇藤田菜七子 �コスモヴューファーム 奥平 雅士 日高 沖田牧場 480＋101：49．01� 60．3�
815 セブンシーズ 牝2黒鹿54 三浦 皇成 �シルクレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 426± 01：49．42� 2．0�
11 テイエムユキマイ 牝2芦 54 嘉藤 貴行竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 熊谷 武 428－ 21：50．14 272．4�
23 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 B480－ 2 〃 クビ 290．0�
816 ハクサンクウ 牝2鹿 54 武藤 雅河﨑 五市氏 武藤 善則 浦河 	川 啓一 428－121：51．27 203．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，136，300円 複勝： 69，731，000円 枠連： 11，066，000円
馬連： 67，634，400円 馬単： 32，777，200円 ワイド： 60，545，000円
3連複： 101，463，200円 3連単： 124，362，800円 計： 517，715，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 290円 � 190円 � 890円 枠 連（4－6） 2，250円

馬 連 �� 2，710円 馬 単 �� 6，480円

ワ イ ド �� 800円 �� 4，420円 �� 3，150円

3 連 複 ��� 29，440円 3 連 単 ��� 187，060円

票 数

単勝票数 計 501363 的中 � 34171（5番人気）
複勝票数 計 697310 的中 � 62145（4番人気）� 114597（2番人気）� 16519（8番人気）
枠連票数 計 110660 的中 （4－6） 3795（10番人気）
馬連票数 計 676344 的中 �� 19304（10番人気）
馬単票数 計 327772 的中 �� 3790（21番人気）
ワイド票数 計 605450 的中 �� 20468（9番人気）�� 3430（36番人気）�� 4847（26番人気）
3連複票数 計1014632 的中 ��� 2584（69番人気）
3連単票数 計1243628 的中 ��� 482（370番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．2―11．5―12．2―12．6―11．9―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．2―34．4―45．9―58．1―1：10．7―1：22．6―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．0―3F36．4

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

勝馬の
紹 介

カナリキケン �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．7．19 福島16着

2018．4．8生 牝2栗 母 ブリリアントレイ 母母 ブラダマンテ 3戦1勝 賞金 5，870，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハクサンクウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月21日まで平地競走

に出走できない。

3105211月21日 晴 良 （2東京5） 第5日 第4競走 ��
��1，400�2歳新馬

発走11時15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
1：23．1
1：23．0

重
重

510 ホワイトクロウ 牡2芦 55 横山 武史 �キャロットファーム 矢野 英一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466 ―1：26．5 4．9�

11 トップヴィヴィット 牡2栗 55 横山 典弘紅露 純氏 中川 公成 新冠 細川農場 496 ― 〃 クビ 6．5�
12 フロムディスタンス 牡2鹿 55 田辺 裕信 �ローレルレーシング 大竹 正博 新冠 村田牧場 546 ―1：27．24 4．1�
47 � デイトンテソーロ 牝2栗 54

53 ☆菅原 明良了德寺健二ホール
ディングス� 栗田 徹 米 Woods Edge

Farm, LLC 490 ―1：27．94 21．0�
714 フェスティヴグッド 牡2鹿 55

52 ▲秋山 稔樹臼井義太郎氏 本間 忍 日高 アイズスタッド株式会社 504 ―1：28．43 76．0	
59 シゲルヒラトリ 牡2栗 55 武藤 雅森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 松本 信行 488 ―1：28．61� 12．0

48 オープンセサミ 牡2鹿 55 江田 照男飯田 正剛氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 452 ―1：28．81� 4．1�
36 ブリエヴェール 牡2青鹿55 石川裕紀人 �グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 464 ―1：29．01	 28．5�
815 スイートチョコ 牝2栗 54 内田 博幸玉置 潔氏 深山 雅史 新ひだか 谷藤 弘美 444 ―1：29．21� 90．9
611 アッシュゲイル 牝2芦 54

52 △山田 敬士山口 敦広氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 456 ―1：29．41� 228．1�
24 ケフェウステソーロ 牡2鹿 55

54 ☆木幡 育也了德寺健二ホール
ディングス� 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 462 ―1：29．5	 103．7�

816 サーフサウンド 牡2鹿 55 吉田 豊伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 426 ―1：30．13	 120．0�
35 アイルキング 牡2青鹿55 武士沢友治中西 功氏 深山 雅史 平取 北島牧場 418 ―1：30．41
 38．0�
612 ルルルージュ 牝2鹿 54 横山 和生的場 徹氏 菊沢 隆徳 浦河 酒井牧場 476 ―1：30．82 11．0�
713 バ ー ク リ ー 牝2鹿 54 木幡 巧也中村 祐子氏 新開 幸一 新ひだか 木田 晶範 460 ―1：31．11
 105．2�
23 ココネージュ 牝2鹿 54

52 ◇藤田菜七子田端 修氏 清水 英克 日高 タバタファーム 440 ―1：31．42 79．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 34，276，300円 複勝： 44，839，000円 枠連： 14，115，700円
馬連： 49，945，200円 馬単： 23，130，200円 ワイド： 42，512，300円
3連複： 74，308，900円 3連単： 79，438，300円 計： 362，565，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 180円 � 160円 枠 連（1－5） 460円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 3，590円

ワ イ ド �� 530円 �� 440円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 14，300円

票 数

単勝票数 計 342763 的中 � 57170（3番人気）
複勝票数 計 448390 的中 � 71424（3番人気）� 63487（4番人気）� 73234（2番人気）
枠連票数 計 141157 的中 （1－5） 23751（1番人気）
馬連票数 計 499452 的中 �� 21872（7番人気）
馬単票数 計 231302 的中 �� 4828（16番人気）
ワイド票数 計 425123 的中 �� 19976（4番人気）�� 24643（3番人気）�� 26573（2番人気）
3連複票数 計 743089 的中 ��� 25110（3番人気）
3連単票数 計 794383 的中 ��� 4027（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―36．0―48．9―1：01．9―1：14．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホワイトクロウ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 チチカステナンゴ 初出走

2018．1．31生 牡2芦 母 ピ エ リ ー ナ 母母 バイラリーナ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 アイルキング号の騎手柴田善臣は，下見所で落馬。検査のため武士沢友治に変更。
〔制裁〕 フェスティヴグッド号の騎手秋山稔樹は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
※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 アルティムス号・クールマニワ号・スズカビーチ号



3105311月21日 晴 良 （2東京5） 第5日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時05分 （芝・左）

牝；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

48 レフトゥバーズ 牝2黒鹿54 横山 武史池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 418 ―1：34．5 4．6�
715 ビューティフルデイ 牝2鹿 54 田辺 裕信�タイヘイ牧場 国枝 栄 新ひだか タイヘイ牧場 442 ―1：35．13� 2．9�
817 ジャンドゥーヤ 牝2青 54 三浦 皇成 �グリーンファーム松田 国英 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 426 ―1：35．52� 25．6�
816 フ ァ ユ エ ン 牝2鹿 54 宮崎 北斗谷岡 毅氏 伊坂 重信 新ひだか 谷岡スタット 460 ―1：35．71� 119．9�
713 エ ア リ エ ル 牝2黒鹿54 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 424 ―1：36．02 82．3�
510 ジオパークフローラ 牝2鹿 54

53 ☆菊沢 一樹小関 勝紀氏 柄崎 孝 様似 様似共栄牧場 418 ― 〃 ハナ 125．8	
12 ハ ル ハ ヤ テ 牝2鹿 54 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 日高 新井 昭二 420 ―1：36．1クビ 168．6�
818 エ ン ピ レ オ 牝2鹿 54 M．デムーロ 
社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 460 ― 〃 クビ 6．8�
59 チュウワエンジェル 牝2鹿 54 浜中 俊中西 忍氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 478 ― 〃 アタマ 4．5
612 ホウオウツインクル 牝2栗 54 津村 明秀小笹 芳央氏 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド 448 ― 〃 ハナ 67．4�
611 ム テ ィ 牝2鹿 54 武士沢友治木部 厳生氏 堀井 雅広 日高 木部ファーム 430 ―1：36．31 106．9�
35 アリエノール 牝2鹿 54 横山 典弘村野 康司氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 430 ―1：36．4� 14．6�
714 アスターベルデ 牝2黒鹿54 石橋 脩加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 498 ―1：36．82� 45．7�
24 シーズナルウィンド 牝2青鹿54 石川裕紀人 
フジワラ・ファーム 相沢 郁 新ひだか フジワラフアーム 426 ―1：36．9� 28．1�
36 ザイグザンプル 牝2青鹿54 大野 拓弥嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 470 ― 〃 クビ 117．6�
47 ベルニアイニキテ 牝2黒鹿54 木幡 巧也子安 裕樹氏 新開 幸一 新冠 五丸農場 468 ―1：37．43 144．8�
11 グローリアステラ 牝2栗 54

53 ☆菅原 明良日下部勝德氏 土田 稔 日高 ノースガーデン 428 ―1：37．72 169．6�
23 リワードカロン 牝2黒鹿54 江田 照男宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 日高 天羽 禮治 454 ―1：38．01� 36．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 42，772，800円 複勝： 51，686，000円 枠連： 13，260，200円
馬連： 57，881，600円 馬単： 26，317，000円 ワイド： 46，826，800円
3連複： 80，801，400円 3連単： 86，866，600円 計： 406，412，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 150円 � 400円 枠 連（4－7） 750円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，400円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 4，380円 3 連 単 ��� 17，460円

票 数

単勝票数 計 427728 的中 � 76885（3番人気）
複勝票数 計 516860 的中 � 88333（3番人気）� 111331（1番人気）� 23763（6番人気）
枠連票数 計 132602 的中 （4－7） 13612（3番人気）
馬連票数 計 578816 的中 �� 62299（1番人気）
馬単票数 計 263170 的中 �� 12616（4番人気）
ワイド票数 計 468268 的中 �� 40431（1番人気）�� 7947（12番人気）�� 11190（9番人気）
3連複票数 計 808014 的中 ��� 13807（9番人気）
3連単票数 計 868666 的中 ��� 3607（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―35．5―47．6―1：00．0―1：11．9―1：23．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レフトゥバーズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Tapit 初出走

2018．5．6生 牝2黒鹿 母 テルアケリー 母母 Evrobi 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3105411月21日 晴 良 （2東京5） 第5日 第6競走 ��
��1，400�2歳1勝クラス

発走12時35分 （500万円以下） （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．8
1：20．1

良
良

812 ニシノアジャスト 牡2青鹿55 三浦 皇成西山 茂行氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 514＋ 41：21．9 15．3�
813 ブルメンダール 牡2青 55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 462＋ 41：22．0クビ 3．4�
56 ショウナンラスボス 牡2栗 55 野中悠太郎国本 哲秀氏 奥村 武 新ひだか タイヘイ牧場 472－ 21：22．63� 8．3�
69 � ハッピーホンコン 牡2栗 55 内田 博幸会田 裕一氏 田中 淳司 浦河 ディアレスト

クラブ 428－ 41：22．7	 322．7�
（北海道）

44 グロリユーノワール 牝2鹿 54 松岡 正海 �コスモヴューファーム 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 442－ 21：22．8	 107．8�
22 � クローリスノキセキ 牝2鹿 54 大野 拓弥嶋田 賢氏 田中 淳司 新ひだか 岡田牧場 438－141：23．0	 17．6	

（北海道）

711 ユイノチャッキー 牡2栗 55 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 500－ 41：23．1	 75．6

710 ブエナベントゥーラ 牡2栗 55 M．デムーロ �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 502－ 21：23．73� 2．1�
68 フォルセティ 牡2黒鹿55 津村 明秀前田 葉子氏 田中 博康 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452＋ 61：23．9	 42．9�
45 バイシクルキック 牡2鹿 55 田辺 裕信GET NEXT 栗田 徹 新冠 パカパカ

ファーム 468＋ 4 〃 ハナ 23．9�
11 リーブラテソーロ 牡2鹿 55

54 ☆菅原 明良了德寺健二ホール
ディングス 加藤士津八 日高 藤本ファーム 474＋201：24．53� 27．4�

57 デイトンウェイ 牡2栗 55 浜中 俊 �シルクレーシング 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 504＋161：25．03 20．9�
33 
 ノボミラクル 牡2黒鹿55 原田 和真LS.M 天間 昭一 日高 サンバマウン

テンファーム 484－101：25．31	 312．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 62，588，100円 複勝： 85，014，500円 枠連： 13，292，200円
馬連： 73，805，500円 馬単： 39，935，500円 ワイド： 67，923，500円
3連複： 107，993，400円 3連単： 154，234，100円 計： 604，786，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，530円 複 勝 � 310円 � 180円 � 190円 枠 連（8－8） 2，280円

馬 連 �� 2，460円 馬 単 �� 5，710円

ワ イ ド �� 670円 �� 800円 �� 450円

3 連 複 ��� 4，130円 3 連 単 ��� 28，880円

票 数

単勝票数 計 625881 的中 � 34764（4番人気）
複勝票数 計 850145 的中 � 59733（4番人気）� 140521（2番人気）� 121908（3番人気）
枠連票数 計 132922 的中 （8－8） 4516（7番人気）
馬連票数 計 738055 的中 �� 23209（9番人気）
馬単票数 計 399355 的中 �� 5238（17番人気）
ワイド票数 計 679235 的中 �� 25461（6番人気）�� 21113（9番人気）�� 40742（3番人気）
3連複票数 計1079934 的中 ��� 19596（13番人気）
3連単票数 計1542341 的中 ��� 3871（87番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．0―47．0―58．5―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノアジャスト �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 グ ラ ン デ ラ デビュー 2020．7．5 福島8着

2018．2．16生 牡2青鹿 母 ニシノステディー 母母 セイウンタカコ 4戦2勝 賞金 14，000，000円
〔その他〕 ノボミラクル号は，発走後まもなく他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

ブエナベントゥーラ号は，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〕 デイトンウェイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月21日まで平地競走

に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ブエナベントゥーラ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年12月21日まで出走できない。



3105511月21日 晴 良 （2東京5） 第5日 第7競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時05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
1：33．8
1：33．3

重
良

48 マーキュリーセブン 牡3黒鹿56 大野 拓弥ライオンレースホース� 加藤士津八 浦河 浦河日成牧場 B454＋ 21：38．4 17．6�
35 ペプチドオリバー 牡4栗 57 江田 照男沼川 一彦氏 石毛 善彦 日高 木村牧場 480± 01：38．61� 72．7�
510 ジョイナイト 牡4鹿 57 横山 和生西村 亮二氏 武市 康男 日高 下河辺牧場 518± 01：38．7� 20．1�
47 フォーチュネイト �3鹿 56 武士沢友治小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 須崎牧場 B436－ 4 〃 クビ 112．9�
12 フームスムート 牡3黒鹿56 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 502＋ 41：38．8クビ 15．2�
611 ミッキーセオリー 牡4鹿 57 田辺 裕信野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 458＋10 〃 クビ 13．8	
36 グロリアスホープ 牡4鹿 57 石橋 脩
ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 B508＋ 21：38．9クビ 6．0�
815 フラッフィクラウド 牡3芦 56 三浦 皇成�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 476＋ 21：39．0� 1．9�
23 デルマラピスラズリ 牡3鹿 56 木幡 巧也浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 518＋ 4 〃 クビ 20．5
59 アンブローニュ 牡3鹿 56 北村 宏司 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 486－ 21：39．21 5．3�
714 キセキノカガヤキ 牝4黒鹿55 丸田 恭介ライオンレースホース� 石栗 龍彦 洞	湖 レイクヴィラファーム 462－ 4 〃 クビ 316．9�
24 フォギーデイ 牝3青鹿54 武藤 雅岡田 隆寛氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 468＋ 81：39．3クビ 48．0�
816 カ イ ア ワ セ 牝3栗 54

51 ▲秋山 稔樹内田 玄祥氏 星野 忍 日高 オリオンファーム 436＋ 4 〃 クビ 36．8�
11 
 ユーアーマイソウル 牡3鹿 56 杉原 誠人
ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム B498＋141：40．15 299．3�
612 エレナレジーナ 牝4鹿 55 西村 太一広尾レース� 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 B422－ 21：40．73� 213．9�
713 アピテソーロ 牡3青鹿56 浜中 俊了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 安平 追分ファーム 502－ 21：41．33� 122．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，396，100円 複勝： 63，774，400円 枠連： 14，041，700円
馬連： 72，588，400円 馬単： 31，778，600円 ワイド： 65，685，100円
3連複： 116，247，800円 3連単： 129，602，500円 計： 536，114，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，760円 複 勝 � 580円 � 1，140円 � 480円 枠 連（3－4） 3，900円

馬 連 �� 44，120円 馬 単 �� 86，660円

ワ イ ド �� 7，660円 �� 5，970円 �� 4，880円

3 連 複 ��� 224，700円 3 連 単 ��� 2，042，640円

票 数

単勝票数 計 423961 的中 � 19210（6番人気）
複勝票数 計 637744 的中 � 29336（8番人気）� 13910（11番人気）� 37132（5番人気）
枠連票数 計 140417 的中 （3－4） 2786（16番人気）
馬連票数 計 725884 的中 �� 1275（61番人気）
馬単票数 計 317786 的中 �� 275（114番人気）
ワイド票数 計 656851 的中 �� 2207（53番人気）�� 2839（46番人気）�� 3482（41番人気）
3連複票数 計1162478 的中 ��� 388（222番人気）
3連単票数 計1296025 的中 ��� 46（1481番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―11．7―12．4―13．1―12．6―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．7―35．4―47．8―1：00．9―1：13．5―1：25．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マーキュリーセブン �
�
父 フサイチセブン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．7．6 中京11着

2017．4．29生 牡3黒鹿 母 クイーンキセキ 母母 ダンスミュージカル 11戦2勝 賞金 15，960，000円
〔制裁〕 フォーチュネイト号の騎手武士沢友治は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000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） 2頭 サンドストーム号・ブラックトマホーク号
（非抽選馬） 2頭 メンディ号・リーゼントシャルフ号

3105611月21日 晴 良 （2東京5） 第5日 第8競走 ��3，110�
しゅうよう

秋陽ジャンプステークス
発走13時40分 （ 芝 ）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，J・GⅠ競走1着馬5�増，J・
GⅡ競走1着馬3�増，J・GⅢ競走1着馬1�増，収得賞金400万円以下の馬1�減

賞 品
本 賞 16，500，000円 6，600，000円 4，100，000円 2，500，000円 1，650，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード3：24．8良

57 ヒロシゲセブン 牡5鹿 60 高田 潤�岡 隆氏 北出 成人 日高 北田 剛 524＋ 23：26．9 4．9�
813 コウユーヌレエフ 牡6黒鹿60 森 一馬加治屋貞光氏 斉藤 崇史 熊本 村山 光弘 502＋ 63：27．0クビ 5．5�
34 ケンホファヴァルト 牡7鹿 59 熊沢 重文中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 464－ 83：27．21� 23．0�
711 スマートアペックス 牡3青鹿57 中村 将之大川 徹氏 浅見 秀一 日高 株式会社ス

マート 478± 03：27．3� 12．6�
33 マ ー ニ 牡4黒鹿60 三津谷隼人岡 浩二氏 �島 一歩 浦河 日進牧場 462－ 23：27．93� 18．9�
58 マイネルパラディ 	6芦 59 白浜 雄造 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 三村 卓也 464－ 43：28．0クビ 84．2

46 スマートボムシェル 牡8栗 60 植野 貴也大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 500－ 8 〃 クビ 17．0�
712 ザ メ イ ダ ン 牡4黒鹿59 五十嵐雄祐大塚 亮一氏 新開 幸一 安平 追分ファーム 488＋ 23：28．21 76．8�
814 グランソード 牡5青鹿59 難波 剛健ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 558＋ 63：28．73 60．9�
610 ナンヨーイザヨイ 牡4黒鹿59 西谷 誠中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 480＋ 23：29．23 7．3�
11 ヤマニンシルフ 牡7栗 60 小坂 忠士土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 456＋ 83：29．3� 36．3�
69 ガッツィーソート 牡5栗 59 大庭 和弥小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 スカイビーチステーブル 526＋143：29．51� 256．3�
45 ストレートパンチ 牡4鹿 59 伴 啓太諸岡 慶氏 堀井 雅広 日高 北田 剛 480－ 83：29．92� 63．5�
22 フォワードカフェ 牡8黒鹿60 石神 深一西川 恭子氏 和田 勇介 むかわ 上水牧場 528－ 6 （競走中止） 2．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 40，887，000円 複勝： 57，545，100円 枠連： 14，066，600円
馬連： 68，341，500円 馬単： 32，457，700円 ワイド： 55，943，400円
3連複： 116，932，500円 3連単： 135，052，200円 計： 521，226，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 190円 � 170円 � 520円 枠 連（5－8） 1，210円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，560円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 8，130円 3 連 単 ��� 37，240円

票 数

単勝票数 計 408870 的中 � 65956（2番人気）
複勝票数 計 575451 的中 � 84213（3番人気）� 98764（2番人気）� 22242（8番人気）
枠連票数 計 140666 的中 （5－8） 8980（5番人気）
馬連票数 計 683415 的中 �� 37307（4番人気）
馬単票数 計 324577 的中 �� 8872（8番人気）
ワイド票数 計 559434 的中 �� 26866（4番人気）�� 8981（18番人気）�� 7936（21番人気）
3連複票数 計1169325 的中 ��� 10781（26番人気）
3連単票数 計1350522 的中 ��� 2629（112番人気）
上り 1マイル 1：45．9 4F 52．2－3F 38．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒロシゲセブン �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2017．11．19 京都6着

2015．5．8生 牡5鹿 母 ダイイチボタン 母母 ダイイチリカー 障害：16戦2勝 賞金 62，528，000円
〔競走中止〕 フォワードカフェ号は，2周目8号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ナンヨーイザヨイ号の騎手西谷誠は，2周目7号障害を外側に斜飛したことについて過怠金100，000円。（被害馬：4番）

コウユーヌレエフ号の騎手森一馬は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：7番・4
番）

※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 ラフレシアレディ号
（非抽選馬） 1頭 プレシャスタイム号



3105711月21日 晴 良 （2東京5） 第5日 第9競走 ��1，600�
さ い こ

西 湖 特 別
発走14時15分 （ダート・左）

牝，3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

11 テ オ レ ー マ 牝4鹿 55 田辺 裕信水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 472－ 81：36．9 5．2�
815 シホノレジーナ 牝3栗 54 浜中 俊村瀬 寛紀氏 寺島 良 洞�湖 レイクヴィラファーム 498＋ 41：37．64 7．0�
47 � ホウオウヒミコ 牝4黒鹿55 大野 拓弥小笹 芳央氏 池上 昌和 洞�湖 レイクヴィラファーム 454－ 61：37．7� 11．8�
816� シゲルルビー 牝4黒鹿55 黛 弘人森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 494－ 61：38．01	 316．9�
714 ルコントブルー 牝3黒鹿54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 554＋181：38．1	 4．0�
510 ショウナンナデシコ 牝3栗 54 石橋 脩国本 哲秀氏 須貝 尚介 日高 天羽牧場 458－12 〃 クビ 3．4	
35 ロジカルガール 牝4栗 55 秋山 稔樹平川 浩之氏 大和田 成 新ひだか 千代田牧場 480＋ 61：38．31
 167．9

612 プリモダヴィンチ 牝4黒鹿55 江田 照男�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 480＋ 6 〃 同着 18．3�
48 アールクインダム 牝3黒鹿54 三浦 皇成前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 476＋101：38．51
 35．4�
23 ベルクワイア 牝4鹿 55 横山 武史 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 522＋ 6 〃 アタマ 40．5
59 サムシングフレア 牝7鹿 55 丹内 祐次阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 対馬 正 492－ 21：39．24 203．7�
36 ナスノフォルテ 牝3黒鹿54 M．デムーロ�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 472－ 6 〃 クビ 41．0�
713 グラスミルキー 牝4鹿 55 菅原 明良半沢� 尾形 和幸 新ひだか 静内フジカワ牧場 516＋181：40．15 208．0�
12 ジ ョ デ ィ ー 牝4鹿 55 武藤 雅小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：40．73	 8．3�
24 エリーキャナル 牝4栗 55 斎藤 新 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 日高 森永牧場 512＋ 31：42．29 251．0�
611 ホウオウクリスティ 牝4黒鹿55 津村 明秀小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 484＋ 4 （競走中止） 47．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 63，987，600円 複勝： 93，328，800円 枠連： 26，154，500円
馬連： 120，884，600円 馬単： 45，627，900円 ワイド： 95，390，200円
3連複： 182，124，200円 3連単： 185，489，100円 計： 812，986，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 210円 � 250円 枠 連（1－8） 1，330円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 3，630円

ワ イ ド �� 640円 �� 650円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 5，150円 3 連 単 ��� 24，220円

票 数

単勝票数 計 639876 的中 � 97228（3番人気）
複勝票数 計 933288 的中 � 129605（3番人気）� 114048（4番人気）� 92232（5番人気）
枠連票数 計 261545 的中 （1－8） 15222（5番人気）
馬連票数 計1208846 的中 �� 55196（6番人気）
馬単票数 計 456279 的中 �� 9408（14番人気）
ワイド票数 計 953902 的中 �� 38900（7番人気）�� 38106（8番人気）�� 22321（13番人気）
3連複票数 計1821242 的中 ��� 26522（14番人気）
3連単票数 計1854891 的中 ��� 5551（62番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．4―12．2―13．1―13．1―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―22．4―33．8―46．0―59．1―1：12．2―1：24．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テ オ レ ー マ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Sea The Stars デビュー 2019．1．20 京都11着

2016．2．2生 牝4鹿 母 スターズアラインド 母母 Senora Galilei 15戦3勝 賞金 49，156，000円
〔競走中止〕 ホウオウクリスティ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エリーキャナル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年12月21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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 カズミドリーム号・スピードオブラブ号・トリッチトラッチ号・ブリリアントリリー号・モリノカワセミ号・

ヤマニンリュシオル号・ラキャラントシス号・ラブリーエンジェル号・ワンダーマンボ号

3105811月21日 晴 良 （2東京5） 第5日 第10競走
エクセル伊勢佐木開設20周年記念

��
��2，100�

い せ ざ き

伊 勢 佐 木 特 別
発走14時50分 （ダート・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

36 バンクオブクラウズ 牡3芦 55 酒井 学 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 石坂 公一 新ひだか 岡田スタツド 512＋ 42：11．6 5．2�

59 キタノヴィジョン 牡3鹿 55 三浦 皇成北所 直人氏 萱野 浩二 新冠 北星村田牧場 484＋ 62：12．13 5．5�
47 ウインダークローズ 牡3青鹿55 丹内 祐次�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 482－ 42：12．2クビ 5．8�
714 ヴィアメント 牡3栗 55 戸崎 圭太 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 494± 02：12．3� 3．6�
12 ジ ャ ッ ジ 牡3鹿 55 M．デムーロ田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか 元茂牧場 504－ 42：12．51	 4．7	
35 ロードリバーサル 牡4鹿 57 横山 武史 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 498＋162：12．6クビ 27．9

612 ラ ボ ー ナ 
6鹿 57 石橋 脩 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B538－122：13．34 46．2�
816 セイユメアカリ 牡3黒鹿55 斎藤 新金田 成基氏 浅野洋一郎 むかわ 宇南山牧場 B456＋ 2 〃 同着 16．6�
510 レオステップアップ 牡5栗 57 津村 明秀�レオ 奥平 雅士 新ひだか 田中 裕之 504－ 22：13．83 122．8
23 ベルウッドカザン 牡4黒鹿57 黛 弘人鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 市川フアーム 498＋ 42：13．9� 256．5�
48 エイシンヨッシー 牡4栗 57 武藤 雅�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 B458＋ 22：14．0クビ 30．9�
24 ワカミヤオウジ 牡5青 57 木幡 育也芳川 貴行氏 稲垣 幸雄 新冠 スカイビーチステーブル 510＋122：14．1� 233．4�
815 サイモンサーマル 
5鹿 57 内田 博幸澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 504＋ 22：14．41� 120．6�
713 スタンサンセイ 牡4鹿 57 丸山 元気吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 534＋102：14．61� 35．4�
611 ブリッツェンシチー 牡4鹿 57 北村 宏司 �友駿ホースクラブ 古賀 慎明 浦河 桑田牧場 532± 02：15．02	 71．4�
11 ワンダーコノシュア 牡4黒鹿57 石川裕紀人山本 能成氏 斎藤 誠 浦河 大島牧場 512＋12 〃 ハナ 87．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 72，791，600円 複勝： 107，274，300円 枠連： 29，163，500円
馬連： 152，207，900円 馬単： 57，738，800円 ワイド： 112，541，000円
3連複： 223，739，400円 3連単： 240，381，400円 計： 995，837，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 210円 � 170円 � 180円 枠 連（3－5） 1，500円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 3，350円

ワ イ ド �� 600円 �� 680円 �� 530円

3 連 複 ��� 3，270円 3 連 単 ��� 16，820円

票 数

単勝票数 計 727916 的中 � 111233（3番人気）
複勝票数 計1072743 的中 � 121314（5番人気）� 176435（2番人気）� 153734（4番人気）
枠連票数 計 291635 的中 （3－5） 14988（9番人気）
馬連票数 計1522079 的中 �� 67319（10番人気）
馬単票数 計 577388 的中 �� 12913（16番人気）
ワイド票数 計1125410 的中 �� 48463（8番人気）�� 41428（9番人気）�� 54959（7番人気）
3連複票数 計2237394 的中 ��� 51276（10番人気）
3連単票数 計2403814 的中 ��� 10361（53番人気）

ハロンタイム 7．1―11．5―13．0―12．9―12．5―12．4―12．6―12．6―12．3―12．3―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．6―31．6―44．5―57．0―1：09．4―1：22．0―1：34．6―1：46．9―1：59．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バンクオブクラウズ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．12．21 阪神4着

2017．3．21生 牡3芦 母 サマーロコガール 母母 マンデームスメ 9戦3勝 賞金 36，790，000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 ディスカバー号



3105911月21日 晴 良 （2東京5） 第5日 第11競走 ��
��1，400�

お く た ま

奥多摩ステークス
発走15時25分 （芝・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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

510 ビッククインバイオ 牝3栗 54 戸崎 圭太バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 482－ 21：21．7 4．6�
818 ウィンドライジズ 牡6鹿 57 木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 468＋ 21：21．8� 91．4�
816 アーデンフォレスト 牡4黒鹿57 田辺 裕信 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 454＋ 2 〃 クビ 6．5�
611 ホープフルサイン 牡4黒鹿57 丹内 祐次 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 日進牧場 B492＋ 4 〃 クビ 83．2�
715 ネ リ ッ サ 牝4鹿 55 横山 武史木村 廣太氏 勢司 和浩 浦河 大島牧場 442＋ 61：21．9� 26．7	
817 ショウナンアオゾラ 牡4黒鹿57 浜中 俊�湘南 大竹 正博 新冠 ムラカミファーム 480＋ 2 〃 ハナ 3．8

35 ブレイブメジャー 牡4鹿 57 津村 明秀 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：22．0� 10．4�
11 ハーフバック 牝4黒鹿55 高倉 稜本間 充氏 杉山 晴紀 日高 本間牧場 458－101：22．1クビ 19．0�
23 カ ル リ ー ノ 牡4鹿 57 三浦 皇成 �Gリビエール・

レーシング 高橋 裕 浦河 松栄牧場 510－ 41：22．2� 5．5
36 アンブロジオ 	5栗 57 菊沢 一樹 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 2 〃 クビ 33．4�
612 トラストケンシン 牡5鹿 57 藤田菜七子菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 B466＋ 21：22．3
 43．8�
714 ケイアイサクソニー 牡4鹿 57 石橋 脩亀田 和弘氏 吉岡 辰弥 新ひだか 佐竹 学 494＋ 4 〃 アタマ 16．6�
713 レッドイグニス 	7黒鹿57 北村 宏司 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B476± 01：22．4クビ 48．6�
48 ボーダーオブライフ 	6鹿 57 内田 博幸�レッドマジック金成 貴史 千歳 社台ファーム B490± 0 〃 クビ 70．6�
59 ファイブフォース 牝6鹿 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 504＋ 41：22．5� 227．9�
24 ウインゼノビア 牝4栗 55 野中悠太郎�ウイン 青木 孝文 新冠 村本牧場 B484＋ 21：22．6
 188．5�
47 ミュージアムヒル 牝5鹿 55 丸山 元気吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B480＋ 41：22．81� 13．8�
12 ビ ア イ 牝3青鹿54 原田 和真副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 鳥井 征士 B496± 01：22．9� 154．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 102，538，700円 複勝： 165，664，000円 枠連： 71，014，000円
馬連： 305，315，300円 馬単： 108，367，100円 ワイド： 209，964，100円
3連複： 532，056，200円 3連単： 545，471，700円 計： 2，040，391，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 190円 � 1，300円 � 260円 枠 連（5－8） 570円

馬 連 �� 16，660円 馬 単 �� 24，010円

ワ イ ド �� 4，910円 �� 690円 �� 6，730円

3 連 複 ��� 30，800円 3 連 単 ��� 211，020円

票 数

単勝票数 計1025387 的中 � 177794（2番人気）
複勝票数 計1656640 的中 � 266789（2番人気）� 25996（13番人気）� 170283（4番人気）
枠連票数 計 710140 的中 （5－8） 96417（1番人気）
馬連票数 計3053153 的中 �� 14199（48番人気）
馬単票数 計1083671 的中 �� 3384（77番人気）
ワイド票数 計2099641 的中 �� 10678（51番人気）�� 83627（5番人気）�� 7752（64番人気）
3連複票数 計5320562 的中 ��� 12955（95番人気）
3連単票数 計5454717 的中 ��� 1874（612番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―35．8―47．7―59．0―1：10．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．0
3 ・（2，8，10）14（6，13，17）（3，5，11，18）16（1，4）9（12，15）－7 4 ・（2，8）10（6，13，14）17（3，5，11，18）（1，4，16）（12，9）（15，7）

勝馬の
紹 介

ビッククインバイオ �
�
父 キングズベスト �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2019．6．2 東京3着

2017．2．26生 牝3栗 母 アニメイトバイオ 母母 レーゲンボーゲン 11戦4勝 賞金 70，926，000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 タガノスカイハイ号・トウカイオラージュ号・ドルチャーリオ号・ブルスクーロ号

3106011月21日 晴 良 （2東京5） 第5日 第12競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走16時00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
1：44．2
1：43．9

良
良

714 クールウォーター 牝4鹿 55 石橋 脩金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 416－181：48．0 16．8�

48 レットミーアウト 牝3黒鹿53 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム B476－ 21：48．32 70．3�

35 � ホウオウビクトリー 牡4鹿 57
56 ☆斎藤 新小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 480－ 41：48．61	 47．8�

11 マイネルミュトス 牡4青 57 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 476－ 4 〃 クビ 7．4�

12 ビバヴィットーリオ 牡3鹿 55 M．デムーロ平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 534＋14 〃 ハナ 7．4�
612 シャワークライム 牝4黒鹿 55

54 ☆木幡 育也吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 450－ 41：48．7	 73．9	
818 シトラスクーラー 
7鹿 57

56 ☆菅原 明良�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 462＋ 21：48．8クビ 61．1

817� ヴィズサクセス 牡3鹿 55 松岡 正海嶋田 賢氏 手塚 貴久 愛 Airlie Stud 474＋ 2 〃 ハナ 53．4�
59 リ ゼ ブ ル ー 牝4芦 55 木幡 巧也飯田 訓大氏 松山 将樹 浦河 赤田牧場 500＋ 8 〃 ハナ 100．2�
47 カナロアガール 牝4鹿 55 田辺 裕信広尾レース� 田村 康仁 平取 清水牧場 482＋ 2 〃 ハナ 5．3
23 フラワリングナイト 牝3青鹿53 戸崎 圭太�レッドマジック金成 貴史 安平 ノーザンファーム 422＋ 21：48．9クビ 6．1�
24 アトムアストレア 牝5鹿 55

54 ☆菊沢 一樹永井 廣司氏 勢司 和浩 新冠 隆栄牧場 472－161：49．0� 232．4�
36 ヒューマンコメディ 牝3黒鹿53 丸山 元気野村 茂雄氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 476－ 2 〃 クビ 55．5�
715 カトゥルスフェリス 牝3鹿 53 浜中 俊 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 440＋ 61：49．1クビ 2．8�
713 ナリノモンターニュ 牡3黒鹿 55

53 ◇藤田菜七子成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 502＋121：49．2� 14．1�
816 レディードリー 牝4青鹿55 武士沢友治小林 博雄氏 深山 雅史 新冠 秋田牧場 444－ 81：49．3クビ 44．5�
611 アルマイナンナ 牝3芦 53 勝浦 正樹コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 小島牧場 440－ 2 〃 アタマ 83．8�
510 エールグリーツ 牝5青 55 津村 明秀 �社台レースホース林 徹 千歳 社台ファーム 438＋ 21：49．4	 143．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 77，147，200円 複勝： 113，301，300円 枠連： 41，349，900円
馬連： 157，538，000円 馬単： 59，986，400円 ワイド： 130，245，800円
3連複： 239，687，300円 3連単： 264，171，800円 計： 1，083，427，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 640円 � 1，460円 � 1，200円 枠 連（4－7） 570円

馬 連 �� 41，020円 馬 単 �� 69，530円

ワ イ ド �� 9，380円 �� 8，000円 �� 15，150円

3 連 複 ��� 431，090円 3 連 単 ��� 1，841，580円

票 数

単勝票数 計 771472 的中 � 36587（7番人気）
複勝票数 計1133013 的中 � 49172（7番人気）� 19958（13番人気）� 24686（11番人気）
枠連票数 計 413499 的中 （4－7） 55862（2番人気）
馬連票数 計1575380 的中 �� 2976（79番人気）
馬単票数 計 599864 的中 �� 647（146番人気）
ワイド票数 計1302458 的中 �� 3589（75番人気）�� 4211（70番人気）�� 2215（95番人気）
3連複票数 計2396873 的中 ��� 417（511番人気）
3連単票数 計2641718 的中 ��� 104（2391番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―36．7―49．3―1：01．6―1：13．6―1：25．0―1：36．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．4

3 5，13，11（2，9）14（1，4，17）（3，8，12）（6，10，16）18（7，15）
2
4
5，13（2，9，11）14，4（1，8，12，17）（3，16）10（6，18）（7，15）
5，13（2，9，11）14（1，4）17（3，8）12（6，10，16，18）（7，15）

勝馬の
紹 介

クールウォーター �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．1．20 中京1着

2016．2．27生 牝4鹿 母 クロウキャニオン 母母 ク ロ カ ミ 6戦2勝 賞金 16，133，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 レディードリー号の騎手柴田善臣は，第4競走における下見所での落馬負傷のため武士沢友治に変更。
※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 ロードオマージュ号
（非抽選馬） 1頭 ジューンバラード号



（2東京5）第5日 11月21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 193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

221，560，000円
26，840，000円
2，010，000円
24，500，000円
82，556，000円
6，133，500円
1，852，800円

勝馬投票券売得金
665，825，300円
1，133，196，000円
270，520，400円
1，236，188，500円
523，172，600円
995，230，300円
1，954，359，400円
2，205，627，100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 8，984，119，600円

総入場人員 2，902名 （有料入場人員 2，758名）
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