
2704910月23日 晴 稍重 （3東京4） 第5日 第1競走 1，600�2歳未勝利
発走10時15分 （ダート・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
1：36．2
1：36．2

不良
不良

12 マウントベル 牝2栗 54 福永 祐一長谷川祐司氏 加藤 征弘 新ひだか チャンピオンズファーム 490± 01：38．9 6．4�
11 リンクスルーファス 牝2鹿 54 内田 博幸 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 512＋ 41：39．0� 5．5�
713 デ ア ノ ヴ ァ 牝2鹿 54 宮崎 北斗 �京都ホースレーシング 伊坂 重信 新冠 村上 進治 456± 0 〃 クビ 71．8�
510 モンサンレジャンド 牝2鹿 54 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 446＋ 6 〃 アタマ 19．8�
24 セイウンコチョウ 牝2鹿 54 武藤 雅西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 日進牧場 412± 01：39．42 15．9	
611 ナンデフェスティヴ 牝2鹿 54 大野 拓弥臼井 一眞氏 畠山 吉宏 平取 二風谷ファーム 456－ 21：39．93 35．4

23 スウィートナー 牝2鹿 54 戸崎 圭太�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 496－ 61：40．01 3．4�
48 ベストスマイル 牝2鹿 54 三浦 皇成保坂 和孝氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 440＋ 81：40．1クビ 22．2�
815 クイーンアポーン 牝2鹿 54 丸山 元気�ジェイアール 土田 稔 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 468＋ 61：40．52� 24．9
36 ナ ザ レ 牝2鹿 54 池添 謙一 �ニッシンホール

ディングス 武井 亮 新ひだか チャンピオンズファーム B452＋ 4 〃 クビ 18．9�
59 ファイアリースカイ 牝2青鹿54 田辺 裕信ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454＋ 61：40．6� 201．2�
816 プ ロ ボ ノ 牝2鹿 54

51 ▲永野 猛蔵ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 462± 01：40．7� 5．3�

714 グラサージュ 牝2黒鹿54 伊藤 工真保坂 和孝氏 林 徹 日高 下河辺牧場 530＋ 61：41．23 108．1�
612 ア ム ル ム 牝2黒鹿54 坂井 瑠星�G1レーシング 竹内 正洋 千歳 社台ファーム B454＋101：41．72� 102．3�
47 シャンブレー 牝2芦 54 M．デムーロ栗坂 崇氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 452－ 41：41．8� 19．8�
35 エ ン ラ イ 牝2黒鹿54 江田 照男江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 様似 清水スタッド 446± 01：43．39 364．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，537，300円 複勝： 55，766，500円 枠連： 17，705，000円
馬連： 65，835，100円 馬単： 27，194，700円 ワイド： 59，571，800円
3連複： 104，830，600円 3連単： 98，431，800円 計： 470，872，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 200円 � 230円 � 1，070円 枠 連（1－1） 1，520円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，670円

ワ イ ド �� 610円 �� 4，900円 �� 3，840円

3 連 複 ��� 27，380円 3 連 単 ��� 100，790円

票 数

単勝票数 計 415373 的中 � 54240（4番人気）
複勝票数 計 557665 的中 � 86186（2番人気）� 67600（4番人気）� 10499（12番人気）
枠連票数 計 177050 的中 （1－1） 9005（6番人気）
馬連票数 計 658351 的中 �� 34851（4番人気）
馬単票数 計 271947 的中 �� 7622（8番人気）
ワイド票数 計 595718 的中 �� 27137（4番人気）�� 3005（52番人気）�� 3847（45番人気）
3連複票数 計1048306 的中 ��� 2871（88番人気）
3連単票数 計 984318 的中 ��� 708（329番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．4―35．6―48．7―1：01．8―1：14．3―1：26．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マウントベル �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2021．7．24 新潟8着

2019．2．9生 牝2栗 母 ワイメアビーチ 母母 リキマドレード 2戦1勝 賞金 5，100，000円

2705010月23日 晴 稍重 （3東京4） 第5日 第2競走 ��1，400�2歳未勝利
発走10時45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 255，000
255，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：23．1
1：23．0

重
重

610 スズカコテキタイ 牡2鹿 55 岩部 純二永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 486＋ 61：25．4 8．2�
23 � スピードグラマー 牝2鹿 54 C．ルメール 長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Machmer

Hall 470± 01：25．5� 1．9�
59 リュウノブレイク 牡2栗 55 柴田 善臣蓑島 竜一氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 494＋161：26．02� 6．9�
11 ベ ニ ッ シ モ 牡2鹿 55 三浦 皇成 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 466＋ 6 〃 アタマ 28．7�
713 ミヤビクライ 牡2鹿 55 吉田 豊村上 義勝氏 小島 茂之 新ひだか 静内白井牧場 480＋ 4 〃 ハナ 22．3�
814 ユイノピラウトゥル 牡2栗 55 野中悠太郎由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 若林 順一 450＋ 2 〃 同着 4．9	
35 ペルペテュエル 牡2鹿 55 武藤 雅落合 幸弘氏 武藤 善則 日高 モリナガファーム 472＋ 81：26．42� 50．2

815 ト レ ー ネ 牝2青鹿54 田辺 裕信永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 浦河 赤田牧場 458＋ 21：26．61� 251．8�
611 ベガスバケーション 牝2黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 426＋ 21：26．7� 28．6
22 ハウドベルク 牡2栗 55 武士沢友治西森 功氏 古賀 史生 日高 宝寄山 拓樹 482＋141：27．12� 198．6�
712 キタノドーベル 牝2黒鹿54 江田 照男北所 直人氏 深山 雅史 日高 戸川牧場 450＋ 41：27．41� 150．7�
47 ト ッ テ ィ ー 牝2鹿 54 内田 博幸小林竜太郎氏 武市 康男 新ひだか 田中 裕之 444－ 21：27．5� 166．3�
46 ブローヴェイス 牡2黒鹿55 M．デムーロ豊井 義次氏 浅野洋一郎 様似 林 時春 424＋ 81：28．24 32．0�
34 レウェルティ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太野嶋 祥二氏 田島 俊明 新ひだか 坂本 智広 454＋101：28．62� 89．5�
58 ワイワイドリーム 牡2鹿 55 大野 拓弥山田 泰司氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 530－ 41：30．19 95．3�
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売 得 金
単勝： 45，950，300円 複勝： 72，559，600円 枠連： 10，726，200円
馬連： 63，923，900円 馬単： 32，883，900円 ワイド： 57，358，000円
3連複： 98，244，700円 3連単： 122，668，600円 計： 504，315，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 160円 � 110円 � 160円 枠 連（2－6） 470円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 2，200円

ワ イ ド �� 320円 �� 500円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 9，780円

票 数

単勝票数 計 459503 的中 � 46740（4番人気）
複勝票数 計 725596 的中 � 87197（3番人気）� 290250（1番人気）� 85137（4番人気）
枠連票数 計 107262 的中 （2－6） 17453（1番人気）
馬連票数 計 639239 的中 �� 75282（2番人気）
馬単票数 計 328839 的中 �� 11163（8番人気）
ワイド票数 計 573580 的中 �� 48314（2番人気）�� 27103（6番人気）�� 44613（3番人気）
3連複票数 計 982447 的中 ��� 67396（3番人気）
3連単票数 計1226686 的中 ��� 9087（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．5―48．3―1：00．7―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカコテキタイ �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2021．9．11 中山6着

2019．3．10生 牡2鹿 母 コ テ キ タ イ 母母 チアリーダー 3戦1勝 賞金 7，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワイワイドリーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年11月23日まで平地競

走に出走できない。

第４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



2705110月23日 晴 稍重 （3東京4） 第5日 第3競走 1，600�2歳未勝利
発走11時15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

57 ア グ リ 牡2青鹿55 川田 将雅三木 正浩氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 482＋ 81：35．6 2．3�
33 ジェットグリッター 牝2黒鹿54 横山 武史吉田 照哉氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 422＋ 21：36．13 3．9�
45 ライブインステラ 牝2青 54

51 ▲永野 猛蔵吉田 千津氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム 470＋ 2 〃 クビ 33．4�
813 アウゲンブリック 牡2黒鹿55 石川裕紀人ライオンレースホース� 斎藤 誠 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 490－ 4 〃 アタマ 33．8�
710 ビロングゴールド 牝2鹿 54 C．ルメール �丸幸小林牧場 松永 康利 浦河 丸幸小林牧場 452－ 81：36．63 3．6	
69 ゴールデンヨシノ 牡2鹿 55 丸田 恭介清水 義德氏 宗像 義忠 日高 下河辺牧場 442＋ 61：36．7� 13．7

68 ブルボンティアラ 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 日高 原田ファーム 420± 01：36．8� 290．1�
22 ウィンダミア 牡2鹿 55 武士沢友治広尾レース� 林 徹 新冠 パカパカ

ファーム 454＋16 〃 アタマ 13．6�
812 リュウバター 牡2鹿 55 木幡 巧也田中ふさ枝氏 田中 清隆 浦河 中村 雅明 480＋ 21：37．12 250．5
711 クーシフォン 牝2鹿 54 大野 拓弥水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 452± 0 〃 アタマ 240．1�
44 ニシノジャズ 牝2黒鹿54 武藤 雅西山 茂行氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 482± 01：37．52 53．0�
56 ホワイトレッグス 牡2栗 55 野中悠太郎柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 436± 01：37．71� 518．2�
11 スティルバイト 牝2鹿 54

52 △山田 敬士田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 南部 功 414＋ 21：39．8大差 484．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 42，747，200円 複勝： 46，493，100円 枠連： 9，944，500円
馬連： 55，034，200円 馬単： 29，298，700円 ワイド： 47，566，900円
3連複： 82，366，500円 3連単： 117，543，200円 計： 430，994，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 130円 � 330円 枠 連（3－5） 370円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 180円 �� 740円 �� 820円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 6，270円

票 数

単勝票数 計 427472 的中 � 149230（1番人気）
複勝票数 計 464931 的中 � 121501（1番人気）� 106305（2番人気）� 22479（6番人気）
枠連票数 計 99445 的中 （3－5） 20545（1番人気）
馬連票数 計 550342 的中 �� 107530（1番人気）
馬単票数 計 292987 的中 �� 30840（1番人気）
ワイド票数 計 475669 的中 �� 85679（1番人気）�� 14162（9番人気）�� 12487（11番人気）
3連複票数 計 823665 的中 ��� 28508（8番人気）
3連単票数 計1175432 的中 ��� 13575（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．6―48．1―1：00．4―1：11．8―1：23．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア グ リ �
�
父 Caravaggio �

�
母父 War Front デビュー 2021．6．26 阪神3着

2019．3．4生 牡2青鹿 母 オールドタイムワルツ 母母 Together 2戦1勝 賞金 6，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スティルバイト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年11月23日まで平地競

走に出走できない。

2705210月23日 晴 稍重 （3東京4） 第5日 第4競走 1，400�2歳新馬
発走11時45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
1：20．8
1：20．1

良
良

817 スクルトゥーラ 牝2鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 424 ―1：22．7 3．1�
714 コ ル ベ イ ユ 牝2鹿 54 坂井 瑠星井手 慶祐氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 420 ―1：22．91� 33．0�
715 ザ ア ト ム 牡2黒鹿55 戸崎 圭太廣崎利洋HD� 田島 俊明 日高 天羽 禮治 490 ―1：23．21� 4．9�
24 アリススプリングス 牝2鹿 54 石川裕紀人�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 448 ― 〃 ハナ 5．8�
12 アメトリンルナ 牝2栗 54 丸田 恭介ライオンレースホース� 畠山 吉宏 浦河 秋場牧場 424 ―1：23．83� 19．9	
713 アティトラン 牝2黒鹿54 横山 武史�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 438 ―1：24．01� 13．2

35 ゼンカイテン 牡2芦 55 大野 拓弥川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 沖田 博志 460 ―1：24．21 14．1�
818 スカイエメラルド 牝2鹿 54 田辺 裕信保坂 和孝氏 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 426 ― 〃 クビ 10．9�
611 テンブーミング 牝2鹿 54 武藤 雅天白 泰司氏 伊藤 大士 浦河 �川 啓一 432 ―1：24．83� 31．8
23 スケサンカクサン 牡2芦 55 木幡 巧也小菅 誠氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 454 ― 〃 クビ 117．8�
816 カゼノカケハシ 牝2栗 54 野中悠太郎福田 光博氏 根本 康広 青森 野々宮牧場 402 ―1：25．01 112．2�
612 ヨ ー ル 牝2鹿 54 柴田 善臣藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 440 ― 〃 ハナ 24．7�
59 ジャストビギニング 牡2鹿 55 宮崎 北斗松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 浦河 カナイシスタッド 462 ―1：25．11 216．5�
11 ペルグランデ 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 岡田スタツド 438 ―1：25．84 211．3�
510 ラ イ パ チ 牡2鹿 55 丸山 元気阿部東亜子氏 土田 稔 浦河 山田 昇史 484 ― 〃 アタマ 139．8�
47 サイモンボナンザ 牡2鹿 55 内田 博幸澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 三嶋牧場 470 ―1：26．75 248．7�
36 シシリアンルージュ 牡2鹿 55 大庭 和弥田頭 勇貴氏 松永 康利 新冠 株式会社

安達牧場 470 ―1：27．23 260．7�
48 フィエルボワ 牝2黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵伊達 敏明氏 伊藤 圭三 日高 サンシャイン
牧場 460 ―1：27．3� 14．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 39，273，500円 複勝： 42，665，600円 枠連： 14，308，600円
馬連： 52，731，400円 馬単： 24，018，200円 ワイド： 44，869，400円
3連複： 78，866，300円 3連単： 78，105，000円 計： 374，838，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 500円 � 160円 枠 連（7－8） 410円

馬 連 �� 4，970円 馬 単 �� 7，100円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 380円 �� 2，550円

3 連 複 ��� 9，580円 3 連 単 ��� 47，980円

票 数

単勝票数 計 392735 的中 � 104608（1番人気）
複勝票数 計 426656 的中 � 83163（1番人気）� 15711（10番人気）� 76109（2番人気）
枠連票数 計 143086 的中 （7－8） 26969（1番人気）
馬連票数 計 527314 的中 �� 8212（20番人気）
馬単票数 計 240182 的中 �� 2536（26番人気）
ワイド票数 計 448694 的中 �� 8641（16番人気）�� 34196（1番人気）�� 4182（33番人気）
3連複票数 計 788663 的中 ��� 6168（32番人気）
3連単票数 計 781050 的中 ��� 1180（144番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．8―35．8―47．8―59．0―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スクルトゥーラ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ハービンジャー 初出走

2019．3．3生 牝2鹿 母 カービングパス 母母 ハッピーパス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シシリアンルージュ号・フィエルボワ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年

11月23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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 グラッテンハーレ号・サクララプター号・ジュンエキサイト号・テイエムオードリー号・マリノラテ号・

マーゴットビート号・ルージュライゼ号



2705310月23日 晴 良 （3東京4） 第5日 第5競走 2，000�2歳新馬
発走12時35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
1：59．5
1：58．9

良
良

815 デ リ カ テ ス 牡2鹿 55 坂井 瑠星宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 452 ―2：03．2 59．1�
47 ジュンブロッサム 牡2黒鹿55 武 豊河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 458 ―2：03．41� 3．9�
12 マ テ ウ ス 牡2鹿 55 横山 典弘�フクキタル 昆 貢 新冠 パカパカ

ファーム 506 ―2：03．61� 5．4�
611 インディゴブラック 牡2鹿 55 川田 将雅 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 500 ―2：03．7� 7．1�
35 ディナースタ 牡2栗 55 池添 謙一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 辻野 泰之 日高 クラウン日高牧場 460 ―2：04．12� 27．9	
23 ルヴェルディ 牡2鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 470 ― 〃 アタマ 2．7

714 スペースシャワー 牝2芦 54 吉田 豊日下部勝德氏 小島 茂之 新冠 有限会社 大

作ステーブル 444 ―2：04．31� 144．0�
36 カツミチャン 牡2鹿 55 大野 拓弥北尾 龍典氏 坂口 智康 新冠 ハシモトフアーム 458 ―2：04．4� 71．4�
11 ロンギングエーオ 牡2黒鹿55 石橋 脩坂本 浩一氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 492 ― 〃 � 25．7
24 マイネルキング 牡2栗 55 石川裕紀人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 480 ―2：04．82 35．9�
816 エ ス テ ラ 牡2青鹿55 横山 武史前田 晋二氏 萩原 清 浦河 高昭牧場 494 ―2：05．01� 137．9�
59 キャッチザワールド 牝2青鹿54 三浦 皇成吉田 晴哉氏 田村 康仁 安平 追分ファーム 470 ―2：05．21� 42．1�
713 アースロマン 牡2鹿 55 丸山 元気松山 増男氏 粕谷 昌央 新冠 高橋 忍 482 ―2：05．83� 316．6�
48 ホウオウニンジャ 牡2黒鹿55 田辺 裕信小笹 芳央氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 516 ―2：06．01 19．6�
510 コスモダークナイト 牡2黒鹿55 M．デムーロ �ビッグレッドファーム 鹿戸 雄一 浦河 小島牧場 492 ― 〃 クビ 46．7�
612 サ ノ ケ ン 牡2栗 55 江田 照男佐野 信幸氏 栗田 徹 日高 豊洋牧場 466 ―2：08．9大差 338．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 55，397，100円 複勝： 58，344，100円 枠連： 14，657，200円
馬連： 63，707，400円 馬単： 29，969，500円 ワイド： 54，219，700円
3連複： 90，700，500円 3連単： 98，906，100円 計： 465，901，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，910円 複 勝 � 860円 � 160円 � 180円 枠 連（4－8） 5，170円

馬 連 �� 9，110円 馬 単 �� 27，470円

ワ イ ド �� 2，700円 �� 2，830円 �� 470円

3 連 複 ��� 12，530円 3 連 単 ��� 158，640円

票 数

単勝票数 計 553971 的中 � 7950（11番人気）
複勝票数 計 583441 的中 � 12268（11番人気）� 117972（2番人気）� 90984（3番人気）
枠連票数 計 146572 的中 （4－8） 2195（19番人気）
馬連票数 計 637074 的中 �� 5416（25番人気）
馬単票数 計 299695 的中 �� 818（70番人気）
ワイド票数 計 542197 的中 �� 4906（30番人気）�� 4683（31番人気）�� 32869（4番人気）
3連複票数 計 907005 的中 ��� 5426（38番人気）
3連単票数 計 989061 的中 ��� 452（415番人気）

ハロンタイム 13．2―11．6―12．2―12．5―13．3―13．1―12．7―11．6―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―24．8―37．0―49．5―1：02．8―1：15．9―1：28．6―1：40．2―1：51．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

デ リ カ テ ス �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Street Cry 初出走

2019．2．24生 牡2鹿 母 シ ラ バ リ ー 母母 Beta 1戦1勝 賞金 7，000，000円

2705410月23日 晴 稍重 （3東京4） 第5日 第6競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時05分 （ダート・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
1：33．8
1：33．3

重
良

23 ラフストリーム 牡3鹿 55 大野 拓弥牧埜 幸一氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 532＋ 61：37．1 4．8�
713 フォーチュネイト �4鹿 57 柴田 大知小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 須崎牧場 438＋ 41：38．05 11．1�
22 � ブルベアカイリ 牡4栗 57 内田 博幸�磯波勇F 深山 雅史 浦河 斉藤英牧場 504－ 41：38．31� 39．4�
610 リキサンハート 牝3黒鹿53 横山 武史 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 496± 0 〃 ハナ 12．5�
611 メ ン デ ィ 牡5鹿 57 木幡 巧也 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 リトルブルーファーム 528＋ 41：38．4� 32．0	
712 ランカンカン �3栗 55 戸崎 圭太橋元 勇氣氏 田中 博康 浦河 笠松牧場 510＋101：38．71� 4．1

815 トーホウボルツ 牡3黒鹿55 三浦 皇成東豊物産� 田中 清隆 浦河 王蔵牧場 470－ 2 〃 ハナ 3．0�
46 ジョイナイト 牡5鹿 57 吉田 豊西村 亮二氏 武市 康男 日高 下河辺牧場 526＋ 21：38．8	 90．2�
58 グレンフィナン �6鹿 57

54 ▲永野 猛蔵�G1レーシング 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B490± 01：38．9� 26．8
47 ディナミーデン 牡6芦 57 坂井 瑠星ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 474－ 61：39．11	 49．7�
11 � リネンフリー 牝4黒鹿55 丸田 恭介戸山 光男氏 南田美知雄 青森 ワールドファーム 440－161：39．2	 200．6�
35 
 アメリカンエール 牡3芦 55 福永 祐一 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. B492－ 41：39．3クビ 7．1�
34 
 アブルハウル �4鹿 57 丸山 元気 �社台レースホース加藤士津八 米 Teruya

Yoshida 502± 01：39．61� 30．9�
59 � ディーププリモ 牡5鹿 57 藤井勘一郎ライオンレースホース� 根本 康広 登別 登別上水牧場 478＋ 21：40．23	 346．1�
814� スノーレイズ 牝4芦 55 野中悠太郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 菊川 正達 新ひだか キヨタケ牧場 448＋ 51：40．62	 185．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 37，297，100円 複勝： 52，477，700円 枠連： 13，069，100円
馬連： 64，183，000円 馬単： 27，665，700円 ワイド： 53，445，500円
3連複： 92，988，000円 3連単： 102，273，800円 計： 443，399，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 200円 � 330円 � 1，050円 枠 連（2－7） 750円

馬 連 �� 2，750円 馬 単 �� 4，540円

ワ イ ド �� 860円 �� 2，700円 �� 4，330円

3 連 複 ��� 26，020円 3 連 単 ��� 77，800円

票 数

単勝票数 計 372971 的中 � 61774（3番人気）
複勝票数 計 524777 的中 � 83946（3番人気）� 41050（5番人気）� 10618（11番人気）
枠連票数 計 130691 的中 （2－7） 13454（3番人気）
馬連票数 計 641830 的中 �� 18049（12番人気）
馬単票数 計 276657 的中 �� 4562（19番人気）
ワイド票数 計 534455 的中 �� 16794（10番人気）�� 5001（31番人気）�� 3092（39番人気）
3連複票数 計 929880 的中 ��� 2680（74番人気）
3連単票数 計1022738 的中 ��� 953（247番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．7―12．3―12．8―12．5―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―35．1―47．4―1：00．2―1：12．7―1：24．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラフストリーム �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Stormy Atlantic デビュー 2020．12．6 中山7着

2018．3．1生 牡3鹿 母 エ ジ ル 母母 One West 5戦2勝 賞金 14，500，000円



2705510月23日 晴 稍重 （3東京4） 第5日 第7競走 2，100�3歳以上1勝クラス
発走13時35分 （ダート・左）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

77 トップリーチ 牡4黒鹿57 戸崎 圭太紅露 純氏 萱野 浩二 日高 庄野牧場 464＋ 42：12．4 7．1�
22 セ ル ヴ ァ ン 牡3鹿 55

52 ▲永野 猛蔵 �社台レースホース大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462＋ 2 〃 ハナ 13．3�

11 ランドアーティスト �4鹿 57 横山 武史吉田 照哉氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム 484± 02：12．5� 1．8�
66 カフェキング 牡4黒鹿57 C．ルメール 西川 光一氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B478± 02：12．71� 4．4�
55 ペイシャオウユー 牝3栗 53 武士沢友治北所 直人氏 石栗 龍彦 新ひだか グランド牧場 466＋ 22：12．8� 9．3�
44 ダ イ モ ー ン 牡3黒鹿55 丸田 恭介平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 B528＋ 62：13．01� 15．1	
88 カッティングロック 牡4黒鹿57 野中悠太郎石瀬 浩三氏 相沢 郁 日高 浜本牧場 B510－ 82：13．74 41．0

89 � ク ロ ヒ ョ ウ 牡5青鹿57 木幡 巧也河内 孝夫氏 小西 一男 日高 坂 牧場 504＋ 62：14．65 18．9�
33 � ヒューミリティ �4栗 57 石川裕紀人 �社台レースホース林 徹 千歳 社台ファーム 460± 02：15．87 80．6�

（9頭）

売 得 金
単勝： 40，806，500円 複勝： 66，085，500円 枠連： 8，344，900円
馬連： 49，606，400円 馬単： 32，561，100円 ワイド： 40，967，100円
3連複： 72，901，500円 3連単： 140，059，700円 計： 451，332，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 160円 � 220円 � 110円 枠 連（2－7） 5，260円

馬 連 �� 4，850円 馬 単 �� 8，770円

ワ イ ド �� 950円 �� 250円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 22，760円

票 数

単勝票数 計 408065 的中 � 45651（3番人気）
複勝票数 計 660855 的中 � 63251（3番人気）� 34403（5番人気）� 372046（1番人気）
枠連票数 計 83449 的中 （2－7） 1229（15番人気）
馬連票数 計 496064 的中 �� 7917（17番人気）
馬単票数 計 325611 的中 �� 2784（24番人気）
ワイド票数 計 409671 的中 �� 9535（15番人気）�� 46249（2番人気）�� 30911（4番人気）
3連複票数 計 729015 的中 ��� 27714（8番人気）
3連単票数 計1400597 的中 ��� 4460（75番人気）

ハロンタイム 7．2―11．4―11．8―12．1―12．7―13．1―12．9―12．7―12．4―12．7―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．6―30．4―42．5―55．2―1：08．3―1：21．2―1：33．9―1：46．3―1：59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．5
1
3

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

勝馬の
紹 介

トップリーチ 
�
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 2020．1．26 中山5着

2017．5．17生 牡4黒鹿 母 レッドプラネット 母母 レッドプライム 16戦2勝 賞金 22，640，000円

2705610月23日 晴 良 （3東京4） 第5日 第8競走 ��1，400�3歳以上1勝クラス
発走14時05分 （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
1：19．4
1：19．0

良
良

48 ジ ネ ス ト ラ 牝3鹿 53 福永 祐一 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 444± 01：22．8 1．7�
715 レッドラルジュ 牝4黒鹿55 M．デムーロ �東京ホースレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 矢野牧場 488＋ 21：23．01� 15．7�
714 カトルショセット 牝3鹿 53 川田 将雅�G1レーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 470＋ 6 〃 アタマ 7．0�
612 コミカライズ 牝4青鹿55 田辺 裕信吉田 照哉氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 470＋201：23．1クビ 27．2�
47 ホープホワイト 牝4青鹿 55

52 ▲永野 猛蔵 �愛馬レーシングクラブ 武井 亮 平取 二風谷ファーム B464－ 81：23．2� 110．5	
611 コスモノート 牡3鹿 55 内田 博幸ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516＋ 2 〃 クビ 6．8

23 パラレルキャリア 牝5鹿 55 C．ルメール �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋ 21：23．3クビ 23．0�
818 フロスティクォーツ 牡3黒鹿55 横山 武史ライオンレースホース� 斎藤 誠 浦河 高昭牧場 462－101：23．51� 11．2�
817 シュルルヴァン 牝4青鹿55 大野 拓弥街風 雄氏 高木 登 安平 追分ファーム 470＋ 4 〃 クビ 195．9�
11 ココリホウオウ 牡3鹿 55 三浦 皇成美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 高橋フアーム 468－ 6 〃 ハナ 14．6�
816	 シアープレジャー 牝4鹿 55 丸山 元気岡田 牧雄氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 436＋ 6 〃 アタマ 276．9�
59 スマートワン 牡3青鹿55 戸崎 圭太橋詰 弘一氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム 470＋ 6 〃 アタマ 37．4�
35 ハイプリーステス 牝3芦 53 岩部 純二田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 田原橋本牧場 424＋ 6 〃 アタマ 265．4�
36 ヤマタケクララ 牝4黒鹿55 武藤 雅山中 佳代氏 矢野 英一 新ひだか 松本牧場 488＋ 41：23．71� 355．9�
713 フェアリーリング 牝3鹿 53 木幡 巧也�髙昭牧場 稲垣 幸雄 浦河 高昭牧場 432± 0 〃 ハナ 301．1�
12 	 シ エ ル ヴ ァ 牝4鹿 55 坂井 瑠星�桑田牧場 上原 博之 浦河 桑田牧場 470± 01：24．33� 127．5�
24 	 ネージュダムール 牝4芦 55 宮崎 北斗 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 新ひだか 橋本牧場 416－ 61：24．4� 218．7�
510 クレマチステソーロ 牝3鹿 53 武 豊了德寺健二ホール

ディングス� 勢司 和浩 新ひだか 幌村牧場 472＋ 61：24．71� 52．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 50，859，600円 複勝： 79，437，900円 枠連： 19，362，400円
馬連： 83，193，500円 馬単： 43，463，100円 ワイド： 64，685，600円
3連複： 120，481，000円 3連単： 150，941，000円 計： 612，424，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 260円 � 170円 枠 連（4－7） 400円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 450円 �� 270円 �� 980円

3 連 複 ��� 1，930円 3 連 単 ��� 6，330円

票 数

単勝票数 計 508596 的中 � 235187（1番人気）
複勝票数 計 794379 的中 � 322204（1番人気）� 47660（5番人気）� 89431（3番人気）
枠連票数 計 193624 的中 （4－7） 36954（1番人気）
馬連票数 計 831935 的中 �� 58275（5番人気）
馬単票数 計 434631 的中 �� 22866（5番人気）
ワイド票数 計 646856 的中 �� 36335（4番人気）�� 69695（1番人気）�� 15035（12番人気）
3連複票数 計1204810 的中 ��� 46683（3番人気）
3連単票数 計1509410 的中 ��� 17277（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．8―36．0―48．3―59．5―1：10．9

コーナー
通過順位

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

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3鹿 母 ハッピーパス 母母 ハッピートレイルズ 7戦2勝 賞金 25，800，000円



2705710月23日 晴 良 （3東京4） 第5日 第9競走 ��
��1，800�アイビーステークス（Ｌ）

発走14時35分 （芝・左）
2歳；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 17，000，000円 6，800，000円 4，300，000円 2，600，000円 1，700，000円
付 加 賞 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：44．5

良
良

44 ドウデュース 牡2鹿 55 武 豊�キーファーズ 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 506＋121：49．3 3．8�
11 グランシエロ 牡2鹿 55 三浦 皇成フィールドレーシング 武井 亮 安平 追分ファーム 518＋ 4 〃 クビ 9．0�
22 アスクビクターモア 牡2鹿 55 戸崎 圭太廣崎利洋HD� 田村 康仁 千歳 社台ファーム 468± 01：49．4	 2．2�
55 ブラックボイス 牡2黒鹿55 C．ルメール �スリーエイチレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 506－ 41：49．82 8．2�
77 トーセンクレセント 牡2鹿 55 田辺 裕信島川 �哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ

スティファーム 484＋ 41：49．91 64．0	
33 ルージュラテール 牝2栗 54 川田 将雅 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 484＋ 81：50．0クビ 4．4

88 ケ ッ ツ ァ ー 牡2青鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 480＋ 21：50．53 114．0�
66 コーラルパール 牝2栗 54 嶋田 純次�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 猿橋 義昭 464－ 61：52．110 322．4

（8頭）

売 得 金
単勝： 79，227，900円 複勝： 76，247，400円 枠連： 発売なし
馬連： 85，201，300円 馬単： 46，632，300円 ワイド： 50，680，200円
3連複： 93，402，700円 3連単： 240，204，800円 計： 671，596，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 120円 � 150円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 430円 �� 190円 �� 250円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 5，640円

票 数

単勝票数 計 792279 的中 � 171666（2番人気）
複勝票数 計 762474 的中 � 121097（2番人気）� 76959（4番人気）� 358652（1番人気）
馬連票数 計 852013 的中 �� 39893（9番人気）
馬単票数 計 466323 的中 �� 13561（13番人気）
ワイド票数 計 506802 的中 �� 25543（9番人気）�� 80170（2番人気）�� 49905（3番人気）
3連複票数 計 934027 的中 ��� 95781（3番人気）
3連単票数 計2402048 的中 ��� 30871（22番人気）

ハロンタイム 13．0―11．0―11．9―12．8―12．9―13．2―11．5―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．0―35．9―48．7―1：01．6―1：14．8―1：26．3―1：37．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

ドウデュース �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Vindication デビュー 2021．9．5 小倉1着

2019．5．7生 牡2鹿 母 ダストアンドダイヤモンズ 母母 Majestically 2戦2勝 賞金 24，168，000円

2705810月23日 晴 稍重 （3東京4） 第5日 第10競走 ��
��2，100�

あ か ふ じ

赤富士ステークス
発走15時10分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス，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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

23 � アメリカンフェイス 牡4栗 57 福永 祐一 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 George
Krikorian 486＋ 82：10．1 11．0�

48 ホウオウエーデル 牡5鹿 57 C．ルメール 小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 488－ 2 〃 ハナ 7．0�
510 キタノヴィジョン 牡4鹿 57 三浦 皇成北所 直人氏 萱野 浩二 新冠 北星村田牧場 490－ 62：10．3	 8．4�
713 ダ ッ チ マ ン 
4青鹿57 柴田 善臣小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 458＋ 8 〃 クビ 36．0�
24 ペ ガ サ ス 牡5青鹿57 石橋 脩中辻 明氏 大久保龍志 新ひだか 織田 正敏 B450－ 2 〃 ハナ 22．7�
816 ヴィジョンオブラヴ 牡6青鹿57 丸田 恭介大塚 亮一氏 新開 幸一 新冠 佐藤牧場 502－ 22：10．4	 127．8	
12 モンテグロッソ 牡6青鹿57 内田 博幸ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B510＋ 62：10．61� 42．5

59 モダスオペランディ 牡5鹿 57 坂井 瑠星ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518± 02：10．81 21．0�
11 マテンロウスパーク 牡4黒鹿57 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新冠 松浦牧場 504＋ 4 〃 アタマ 3．7�
47 � コパノリッチマン 牡4栃栗57 藤井勘一郎小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 前谷 武志 504－ 82：10．9	 18．1
36 ヴィーヴァバッカス 牡6栗 57 木幡 巧也芹澤 精一氏 田中 清隆 様似 清水スタッド 476－ 62：11．0アタマ 75．9�
35 スズカゴウケツ 牡4鹿 57 永野 猛蔵永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B478＋ 22：11．32 32．9�
612 カウンターエア 
5鹿 57 田辺 裕信 �社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム 568－ 42：11．5	 21．2�
815 ゴールドレガシー 牡3栗 55 戸崎 圭太�G1レーシング 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B474－ 8 〃 ハナ 3．7�
611 リキサンダイオー 牡8黒鹿57 武士沢友治 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 464－ 42：12．77 54．7�
714 ウインダークローズ 牡4青鹿57 石川裕紀人�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 488＋ 42：13．44 18．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，071，100円 複勝： 89，560，200円 枠連： 29，271，800円
馬連： 140，909，200円 馬単： 49，860，400円 ワイド： 105，896，500円
3連複： 218，848，300円 3連単： 221，531，300円 計： 915，948，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 340円 � 270円 � 260円 枠 連（2－4） 1，900円

馬 連 �� 3，720円 馬 単 �� 7，920円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 1，420円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 11，320円 3 連 単 ��� 64，970円

票 数

単勝票数 計 600711 的中 � 43341（5番人気）
複勝票数 計 895602 的中 � 65343（5番人気）� 90395（4番人気）� 94671（3番人気）
枠連票数 計 292718 的中 （2－4） 11939（8番人気）
馬連票数 計1409092 的中 �� 29335（13番人気）
馬単票数 計 498604 的中 �� 4716（27番人気）
ワイド票数 計1058965 的中 �� 20049（13番人気）�� 19206（14番人気）�� 21075（11番人気）
3連複票数 計2188483 的中 ��� 14488（34番人気）
3連単票数 計2215313 的中 ��� 2472（182番人気）

ハロンタイム 7．1―11．1―12．0―12．1―11．9―12．1―12．4―12．8―12．8―12．8―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．2―30．2―42．3―54．2―1：06．3―1：18．7―1：31．5―1：44．3―1：57．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．6
1
3
1，2，9（7，13，14）15－4－（3，6）10（5，16）8，11，12・（1，2）15（7，13，9，14）4－3，6－（10，16）（8，11）5＝12

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

勝馬の
紹 介

�アメリカンフェイス �
�
父 Tapit �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2019．10．19 東京4着

2017．5．9生 牡4栗 母 Screen Goddess 母母 Topliner 16戦4勝 賞金 63，006，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 ギガバッケン号・スーパーフェイバー号・テトラルキア号・ハンメルフェスト号・モルタル号・ロジティナ号



2705910月23日 晴 良 （3東京4） 第5日 第11競走 ��
��1，600�第24回富士ステークス（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・左）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以上56�，牝馬
2�減，2．10．24以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，2．10．23以前のGⅠ競走（牝馬限定
競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 59，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 8，900，000円 5，900，000円
付 加 賞 1，190，000円 340，000円 170，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

11 ソングライン 牝3青鹿52 池添 謙一 �サンデーレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 484－ 21：33．2 3．9�
817 サトノウィザード 牡5鹿 56 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 宮田 敬介 日高 下河辺牧場 512＋ 2 〃 クビ 15．8�
47 タイムトゥヘヴン 牡3鹿 54 柴田 善臣 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 日高 オリオンファーム 480＋ 61：33．62 27．9�
816 ダノンザキッド 牡3鹿 54 川田 将雅�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 526＋221：33．7� 4．2�
59 	 ダーリントンホール 牡4鹿 56 横山 武史ゴドルフィン 岩戸 孝樹 英 Canning

Bloodstock Ltd 538＋ 2 〃 ハナ 48．4	
714 ワグネリアン 牡6鹿 57 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 466－ 61：33．8クビ 9．4

12 ザ ダ ル 牡5栗 56 石橋 脩 �キャロットファーム 大竹 正博 新冠 新冠橋本牧場 500－ 4 〃 クビ 14．7�
48 ラウダシオン 牡4鹿 57 M．デムーロ �シルクレーシング 斉藤 崇史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514－ 41：33．9
 12．0�
510 アルジャンナ 牡4鹿 56 C．ルメール 吉田 勝己氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 468＋ 61：34．11 11．5
35 	 ロータスランド 牝4鹿 54 田辺 裕信合同会社小林英一

ホールディングス 辻野 泰之 米 Dr. Aaron Sones &
Dr. Naoya Yoshida 472＋10 〃 クビ 5．8�

815 サンライズオネスト 牡4黒鹿56 丸山 元気松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 462－ 61：34．31� 180．4�
24 バスラットレオン 牡3鹿 55 坂井 瑠星広尾レース� 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 486＋ 41：34．41 14．7�
23 マイラプソディ 牡4青鹿56 武 豊�キーファーズ 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 506－ 21：34．6� 67．2�
36 ハッピーアワー 牡5鹿 56 荻野 極髙嶋 祐子氏 杉山 佳明 浦河 有限会社

吉田ファーム 440－ 4 〃 同着 320．0�
611 ボンセルヴィーソ 牡7栗 56 内田 博幸名古屋友豊� 池添 学 日高 白井牧場 484＋ 41：35．02
 108．9�
612 フォルコメン �5鹿 56 大野 拓弥 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム B510＋101：35．32 49．1�
713 ソーグリッタリング 牡7鹿 56 三浦 皇成 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム B486± 01：35．83 138．4�

（17頭）

売 得 金
単勝： 254，716，600円 複勝： 344，460，100円 枠連： 102，810，400円
馬連： 660，752，500円 馬単： 217，798，300円 ワイド： 492，786，600円
3連複： 1，188，788，700円 3連単： 1，268，405，400円 計： 4，530，518，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 440円 � 450円 枠 連（1－8） 600円

馬 連 �� 3，340円 馬 単 �� 5，550円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 1，720円 �� 3，810円

3 連 複 ��� 24，930円 3 連 単 ��� 98，750円

票 数

単勝票数 計2547166 的中 � 519467（1番人気）
複勝票数 計3444601 的中 � 633424（1番人気）� 179774（8番人気）� 175627（9番人気）
枠連票数 計1028104 的中 （1－8） 131112（1番人気）
馬連票数 計6607525 的中 �� 153050（13番人気）
馬単票数 計2177983 的中 �� 29399（17番人気）
ワイド票数 計4927866 的中 �� 99364（15番人気）�� 73889（24番人気）�� 32671（45番人気）
3連複票数 計11887887 的中 ��� 35757（85番人気）
3連単票数 計12684054 的中 ��� 9312（351番人気）

ハロンタイム 12．0―11．2―12．1―11．7―11．7―11．3―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―23．2―35．3―47．0―58．7―1：10．0―1：21．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソングライン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．6．20 東京2着

2018．3．4生 牝3青鹿 母 ルミナスパレード 母母 ルミナスポイント 7戦3勝 賞金 141，318，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりソングライン号は，マイルチャンピオンシップ（GⅠ）競走に優先出走できる。

2706010月23日 晴 稍重 （3東京4） 第5日 第12競走 1，400�3歳以上2勝クラス
発走16時25分 （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
1：21．5
1：20．3

重
不良

48 グランパラディーゾ 牝3鹿 53 川田 将雅 �サンデーレーシング 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 452－ 21：24．3 2．1�
24 � シャークスポット 牡3鹿 55 武 豊沖田 正憲氏 高柳 大輔 日高 沖田牧場 444－ 21：24．51� 6．8�
11 ミツカネプリンス 牡4芦 57 横山 武史小山田 満氏 鈴木 伸尋 新冠 タニグチ牧場 454＋ 61：24．71� 32．5�
612 カンタベリーマッハ 牡3鹿 55 木幡 巧也峰 哲馬氏 鈴木慎太郎 新ひだか 藤吉牧場 500＋ 21：24．8クビ 9．9�
611 ボルサリーノ 牡4鹿 57 M．デムーロ草間 庸文氏 杉山 晴紀 新ひだか 静内フジカワ牧場 B472＋16 〃 クビ 3．5�
36 ファイナルマズル 牡5鹿 57 内田 博幸 	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＋ 41：25．33 41．0

35 タイトロープウィン 牝5栗 55 柴田 善臣浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B448－ 2 〃 クビ 64．0�
59 ヤ ウ ガ ウ 牡4鹿 57 三浦 皇成 	Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 488＋141：25．4� 16．2�
47 メイショウナパワン 牡4黒鹿57 池添 謙一松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 486－ 2 〃 クビ 93．4
714 デルマクリスタル 牝4青鹿55 武藤 雅浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 484＋ 2 〃 ハナ 126．1�
713 ペイシャリルキス �5鹿 57 武士沢友治北所 直人氏 本間 忍 様似 清水スタッド 478－201：25．71� 141．0�
816 ウ メ タ ロ ウ 牡6黒鹿57 江田 照男�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 502± 0 〃 クビ 69．9�
12 ゼヒニオヨバズ �5黒鹿 57

55 △山田 敬士サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 526＋ 6 〃 アタマ 274．8�
510� ミフトゥーロ 牝6鹿 55 嶋田 純次藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 476－ 4 〃 ハナ 26．2�
23 ラストリージョ 牝3鹿 53 柴田 大知 	ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 株式会社ブルー

スターズファーム 456± 01：25．91� 117．8�
815 ユキノグローリー 牡4栗 57

54 ▲永野 猛蔵井上 基之氏 南井 克巳 新ひだか 服部 牧場 486－ 61：27．8大差 25．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 93，413，100円 複勝： 114，323，700円 枠連： 40，802，100円
馬連： 166，163，400円 馬単： 81，564，400円 ワイド： 140，277，600円
3連複： 260，594，100円 3連単： 367，929，500円 計： 1，265，067，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 190円 � 410円 枠 連（2－4） 610円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 360円 �� 990円 �� 2，140円

3 連 複 ��� 4，700円 3 連 単 ��� 11，880円

票 数

単勝票数 計 934131 的中 � 344887（1番人気）
複勝票数 計1143237 的中 � 341417（1番人気）� 140460（3番人気）� 49243（7番人気）
枠連票数 計 408021 的中 （2－4） 51140（2番人気）
馬連票数 計1661634 的中 �� 186875（2番人気）
馬単票数 計 815644 的中 �� 67735（2番人気）
ワイド票数 計1402776 的中 �� 111644（2番人気）�� 34984（10番人気）�� 15532（24番人気）
3連複票数 計2605941 的中 ��� 41520（14番人気）
3連単票数 計3679295 的中 ��� 22448（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．4―47．6―59．7―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランパラディーゾ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2020．10．3 中山3着

2018．1．28生 牝3鹿 母 ラ ル ケ ッ ト 母母 ア ズ サ ユ ミ 7戦3勝 賞金 29，821，000円



（3東京4）第5日 10月23日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 177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

299，740，000円
32，740，000円
2，420，000円
36，020，000円
75，964，500円
5，156，500円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
841，297，300円
1，098，421，400円
281，002，200円
1，551，241，300円
642，910，300円
1，212，324，900円
2，503，012，900円
3，007，000，200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 11，137，210，500円

総入場人員 4，596名 （有料入場人員 4，336名）
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