
3003711月14日 晴 良 （3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

56 リンクスルーファス 牝2鹿 54 津村 明秀 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 506－ 61：38．6 2．4�
33 ワ ガ ン セ 牡2芦 55 荻野 極�辻牧場 西村 真幸 浦河 辻 牧場 440＋ 21：38．7� 214．2�
68 � メリーセンス 牡2鹿 55 松田 大作冨士井直哉氏 森 秀行 米 Sun Valley

Farm 488＋ 21：39．87 14．0�
812� ポイズンアロウ 牡2栗 55

54 ☆木幡 育也長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Hinkle Farms 518－101：40．54 6．6�
57 ユイノピラウトゥル 牡2栗 55 江田 照男由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 若林 順一 452＋ 21：40．71� 6．8�
710 ダイチヴィヴァン 牡2鹿 55 武士沢友治服部 英利氏 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 470－ 81：41．23 132．3	
711� ムーディナイル 牝2鹿 54 石橋 脩吉田 和子氏 林 徹 米 Camas

Park Stud 528－121：41．41 6．1

813 ヤマタケコーチャン 牡2黒鹿55 丸田 恭介山中 和子氏 萱野 浩二 日高 船越牧場 442－ 2 〃 ハナ 240．5�
44 シゲルハンマー 牡2鹿 55 武藤 雅森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 守矢牧場 504＋121：41．5� 47．4�
69 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 452＋ 6 〃 ハナ 13．6
22 リ ュ タ ン 牡2鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 新冠 守矢牧場 494＋ 21：41．82 55．1�
45 エフティイライザ 牝2芦 54 斎藤 新吉野 英子氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 508＋ 8 〃 クビ 25．0�
11 フロスティグレイ 牡2黒鹿55 野中悠太郎 �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 486＋201：44．8大差 11．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 37，427，800円 複勝： 45，659，100円 枠連： 10，127，000円
馬連： 66，937，300円 馬単： 29，807，900円 ワイド： 49，768，500円
3連複： 101，150，000円 3連単： 118，618，200円 計： 459，495，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 2，160円 � 370円 枠 連（3－5） 9，810円

馬 連 �� 29，290円 馬 単 �� 34，020円

ワ イ ド �� 6，100円 �� 620円 �� 17，520円

3 連 複 ��� 95，900円 3 連 単 ��� 511，890円

票 数

単勝票数 計 374278 的中 � 126332（1番人気）
複勝票数 計 456591 的中 � 160179（1番人気）� 3434（12番人気）� 24169（7番人気）
枠連票数 計 101270 的中 （3－5） 800（20番人気）
馬連票数 計 669373 的中 �� 1771（40番人気）
馬単票数 計 298079 的中 �� 657（66番人気）
ワイド票数 計 497685 的中 �� 2026（39番人気）�� 22266（6番人気）�� 700（57番人気）
3連複票数 計1011500 的中 ��� 791（125番人気）
3連単票数 計1186182 的中 ��� 168（663番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．9―12．1―12．6―12．5―12．6―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―35．4―47．5―1：00．1―1：12．6―1：25．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リンクスルーファス �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Running Stag デビュー 2021．8．14 札幌5着

2019．2．24生 牝2鹿 母 ランニングボブキャッツ 母母 Backatem 3戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フロスティグレイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年12月14日まで平地競

走に出走できない。

3003811月14日 晴 良 （3東京5） 第4日 第2競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10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
1：32．7
1：32．3

良
良

58 スリールサンセール 牝2栗 54 荻野 極�G1レーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 448± 01：35．8 5．2�
69 ローシュタイン 牡2黒鹿55 木幡 巧也天堀 忠博氏 牧 光二 浦河 近藤牧場 454＋10 〃 アタマ 5．4�
34 キセキノエンジェル 牝2黒鹿54 丸田 恭介川島 与市氏 石毛 善彦 新ひだか 飛野牧場 460± 01：35．9クビ 5．1�
814 モントブレッチア 牝2黒鹿54 斎藤 新藤澤眞佐子氏 斎藤 誠 新ひだか 飛野牧場 448± 01：36．11� 7．6�
610 シェヴロンケリー 牝2鹿 54 津村 明秀水谷 美穂氏 高柳 大輔 新冠 オリエント牧場 424± 01：36．31 2．8�
712 ブルーレーン 牝2鹿 54 松田 大作本間 茂氏 本田 優 日高 Wing Farm 472－101：36．51� 61．6	
33 シウラグランデ 牝2黒鹿54 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 452± 01：36．6� 46．0�
45 ゼ ア ル 牝2芦 54 石川裕紀人 Him Rock Racing

ホールディングス� 斎藤 誠 日高 北田 剛 418＋ 2 〃 クビ 113．2�
22 ナ ム ラ ロ ロ 牡2栗 55

54 ☆木幡 育也奈村 睦弘氏 石栗 龍彦 様似 林 時春 430＋ 41：36．7� 20．7
57 ノーブルフロスト 牡2黒鹿55 武藤 雅吉木 伸彦氏 水野 貴広 新冠 新冠伊藤牧場 480－ 21：36．91� 58．8�
813 スマートロータス 牝2芦 54 武士沢友治大川 徹氏 粕谷 昌央 新ひだか 静内山田牧場 432－ 61：37．43 95．9�
46 ベアクッキー 牝2鹿 54 木幡 初也熊木 浩氏 杉浦 宏昭 新ひだか 萩澤 俊雄 430＋ 81：38．25 301．3�
711 トーアコンゴウ 牡2鹿 55 黛 弘人高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 B470＋ 21：38．3クビ 303．0�
11 ヘ ン ボ ッ ケ 牝2鹿 54 菅原 隆一
ミルファーム 田中 清隆 浦河 栄進牧場 406－ 61：39．04 365．7�
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売 得 金
単勝： 18，932，800円 複勝： 23，514，000円 枠連： 7，769，500円
馬連： 38，965，200円 馬単： 15，886，900円 ワイド： 26，714，400円
3連複： 53，984，700円 3連単： 62，508，400円 計： 248，275，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 160円 � 160円 � 170円 枠 連（5－6） 360円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 380円 �� 450円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 9，660円

票 数

単勝票数 計 189328 的中 � 30551（3番人気）
複勝票数 計 235140 的中 � 40362（2番人気）� 38466（3番人気）� 33837（4番人気）
枠連票数 計 77695 的中 （5－6） 16355（1番人気）
馬連票数 計 389652 的中 �� 31211（4番人気）
馬単票数 計 158869 的中 �� 6385（7番人気）
ワイド票数 計 267144 的中 �� 18287（4番人気）�� 15216（6番人気）�� 13379（7番人気）
3連複票数 計 539847 的中 ��� 18268（7番人気）
3連単票数 計 625084 的中 ��� 4690（30番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―11．9―11．8―12．0―11．5―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―36．1―47．9―59．9―1：11．4―1：23．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スリールサンセール �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2021．10．24 東京3着

2019．4．8生 牝2栗 母 スリールドランジュ 母母 アドマイヤハッピー 2戦1勝 賞金 6，900，000円

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



3003911月14日 晴 良 （3東京5） 第4日 第3競走 2，000�2歳未勝利
発走10時50分 （芝・左）

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

中央レコード
1：59．5
1：58．9

良
良

713 アケルナルスター 牡2青鹿55 柴田 大知永見 貴昭氏 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 62：02．0 9．5�
46 モネータドーロ 牡2栗 55 荻野 極�G1レーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 472＋142：02．32 5．7�
34 ゴールデンアワー 牝2鹿 54 江田 照男藤本 栄史氏 加藤士津八 新ひだか 広田牧場 494－ 22：02．4� 4．8�
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 488－ 42：02．61 19．0�
35 グールドベルト 牡2鹿 55 藤井勘一郎�G1レーシング 高橋 文雅 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514＋182：02．81� 32．5�
712 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 482＋ 22：02．9� 81．0	
611 サイモンバロン 牡2鹿 55 木幡 巧也澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 新井 昭二 466－ 82：03．0クビ 2．1

47 ポリッシュキッス 牝2鹿 54 津村 明秀合同会社雅苑興業 高柳 大輔 安平 追分ファーム 430＋ 42：03．21� 43．4�
58 ナンヨーリリー 牝2栗 54 斎藤 新中村 德也氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 414＋ 42：03．3� 16．1�
22 ゴーハッピーゴー 牝2鹿 54 丸田 恭介吉田 千津氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 378－ 62：03．51� 201．3
814 ウイングラドナス 牡2黒鹿 55

54 ☆木幡 育也�ウイン 青木 孝文 安平 �橋本牧場 448± 02：03．71� 181．4�
23 コスモダークナイト 牡2黒鹿55 武藤 雅 �ビッグレッドファーム 鹿戸 雄一 浦河 小島牧場 488－ 4 〃 クビ 265．6�
610 ドリームグロウ 牝2鹿 54 黛 弘人�ミルファーム 新開 幸一 日高 三輪牧場 496－ 42：03．91 242．2�
59 アグラダーブレ 牝2黒鹿54 松田 大作幅田 京子氏 寺島 良 日高 オリオンファーム B438－ 22：04．11� 33．2�
815 ヴィルトブローム 牝2鹿 54 武士沢友治伊藤 正樹氏 高橋 文雅 新ひだか 斉藤スタッド 460＋ 22：04．84 349．1�
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売 得 金
単勝： 37，506，400円 複勝： 48，553，000円 枠連： 10，309，200円
馬連： 56，887，500円 馬単： 26，486，700円 ワイド： 48，029，600円
3連複： 83，715，300円 3連単： 96，066，400円 計： 407，554，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 230円 � 180円 � 190円 枠 連（4－7） 2，150円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 5，740円

ワ イ ド �� 730円 �� 600円 �� 420円

3 連 複 ��� 4，100円 3 連 単 ��� 27，120円

票 数

単勝票数 計 375064 的中 � 33303（4番人気）
複勝票数 計 485530 的中 � 48760（4番人気）� 77333（2番人気）� 67788（3番人気）
枠連票数 計 103092 的中 （4－7） 3715（10番人気）
馬連票数 計 568875 的中 �� 15968（9番人気）
馬単票数 計 264867 的中 �� 3459（21番人気）
ワイド票数 計 480296 的中 �� 16230（8番人気）�� 20334（7番人気）�� 31014（4番人気）
3連複票数 計 837153 的中 ��� 15284（13番人気）
3連単票数 計 960664 的中 ��� 2568（90番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．4―36．8―49．5―1：02．2―1：14．8―1：27．4―1：38．7―1：50．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

アケルナルスター �
�
父 トーセンラー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2021．10．31 東京7着

2019．4．16生 牡2青鹿 母 パ リ ー ジ ョ 母母 アレグリアス 2戦1勝 賞金 5，100，000円

3004011月14日 晴 良 （3東京5） 第4日 第4競走 1，600�3歳以上1勝クラス
発走11時20分 （ダート・左）

負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

58 フォーヴィスム 牡3栗 56 荻野 極 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 538＋ 41：37．3 5．1�
813 インヴァリアンス 牡3栗 56 田辺 裕信�G1レーシング 尾関 知人 安平 追分ファーム 476－ 41：37．93� 4．2�
711 セイウンオードリー 牡3鹿 56 江田 照男西山 茂行氏 深山 雅史 むかわ 宇南山牧場 506－ 21：38．22 29．8�
46 ランカンカン �3栗 56 津村 明秀橋元 勇氣氏 田中 博康 浦河 笠松牧場 514＋ 4 〃 アタマ 11．9�
814 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 444＋ 61：38．3� 4．2	
712 クーファイザナミ 牝4鹿 55 田中 勝春大迫久美子氏 武 幸四郎 新冠 村上 欽哉 416－ 41：38．61� 22．3

57 メ ン デ ィ 牡5鹿 57 木幡 初也 �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± 01：38．7� 26．8�
610� 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 438－ 21：38．9� 283．9�
11 シ ベ ー ル 牝4鹿 55 武藤 雅 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 464＋ 61：39．32� 20．0
45 ペイシャシキブ �5黒鹿57 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 新ひだか 有限会社石川牧場 B470－ 21：39．4� 9．2�
69 アンブローニュ �4鹿 57 野中悠太郎 �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 478－ 61：39．61 48．6�
22 � ヴ ァ ル ガ ス 牡3鹿 56 石川裕紀人�フクキタル 高橋 祥泰 新冠 パカパカ

ファーム 514＋ 8 〃 クビ 13．3�
33 � シーザワールド 牡8鹿 57 木幡 巧也村岡 曉憲氏 的場 均 日高 山際 辰夫 514＋ 31：40．87 367．6�
34 � セイオーキッド 牡4栗 57 斎藤 新金田 成基氏 浅野洋一郎 新ひだか 三石橋本牧場 518＋ 61：41．01� 7．8�
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売 得 金
単勝： 36，806，600円 複勝： 57，852，300円 枠連： 15，536，900円
馬連： 69，089，000円 馬単： 27，151，300円 ワイド： 59，124，900円
3連複： 107，523，500円 3連単： 106，469，000円 計： 479，553，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 200円 � 180円 � 690円 枠 連（5－8） 480円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 2，720円

ワ イ ド �� 580円 �� 3，880円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 16，050円 3 連 単 ��� 61，160円

票 数

単勝票数 計 368066 的中 � 56857（3番人気）
複勝票数 計 578523 的中 � 81941（3番人気）� 100991（2番人気）� 16547（11番人気）
枠連票数 計 155369 的中 （5－8） 24907（1番人気）
馬連票数 計 690890 的中 �� 38279（3番人気）
馬単票数 計 271513 的中 �� 7481（3番人気）
ワイド票数 計 591249 的中 �� 28158（3番人気）�� 3744（47番人気）�� 7665（26番人気）
3連複票数 計1075235 的中 ��� 5023（66番人気）
3連単票数 計1064690 的中 ��� 1262（234番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―12．0―12．4―12．4―12．2―12．6―12．6

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォーヴィスム �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Officer デビュー 2020．11．22 東京2着

2018．3．23生 牡3栗 母 アートプリンセス 母母 Rhumb Line 4戦2勝 賞金 15，500，000円



3004111月14日 晴 良 （3東京5） 第4日 第5競走 1，800�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
1：44．5
1：44．5

良
良

55 エンパイアウエスト 牝2鹿 54 津村 明秀吉田 勝己氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 490 ―1：51．5 2．3�
88 オウケンボルト 牡2青鹿55 松田 大作福井 明氏 土田 稔 浦河 辻 牧場 462 ―1：51．71� 13．8�
89 エコロブレーヴ 牡2栗 55 斎藤 新原村 正紀氏 斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452 ―1：51．8� 2．9�
44 トリプルスリル 牡2黒鹿55 木幡 巧也吉田 千津氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 484 ―1：52．11� 8．2�
22 ハーモニータイタン 牡2鹿 55 武藤 雅日下部勝德氏 松山 将樹 日高 ノースガーデン 478 ―1：52．31� 56．5�
77 ハルディーン �2鹿 55

54 ☆木幡 育也長谷川清英氏 宗像 義忠 青森 青南ムラカミ
ファーム 472 ―1：52．62 99．6�

11 ベッサスタージル 牡2鹿 55 石川裕紀人西森 功氏 小野 次郎 日高 ヤスナカファーム 498 ―1：53．77 22．4	
33 マッハインファイト 牡2栗 55 江田 照男松嶋 良治氏 武井 亮 安平 �橋本牧場 530 ―1：54．12� 36．8

66 ブ レ ス ク 牡2黒鹿55 田辺 裕信�G1レーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 512 ―1：55．37 6．8�
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売 得 金
単勝： 36，423，900円 複勝： 31，407，800円 枠連： 7，298，900円
馬連： 47，031，800円 馬単： 25，782，900円 ワイド： 33，593，300円
3連複： 56，440，500円 3連単： 96，904，400円 計： 334，883，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 180円 � 120円 枠 連（5－8） 260円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 390円 �� 170円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 5，150円

票 数

単勝票数 計 364239 的中 � 128332（1番人気）
複勝票数 計 314078 的中 � 84171（1番人気）� 31113（5番人気）� 77746（2番人気）
枠連票数 計 72989 的中 （5－8） 21209（1番人気）
馬連票数 計 470318 的中 �� 33078（5番人気）
馬単票数 計 257829 的中 �� 12777（5番人気）
ワイド票数 計 335933 的中 �� 19532（5番人気）�� 63134（1番人気）�� 15310（8番人気）
3連複票数 計 564405 的中 ��� 40661（3番人気）
3連単票数 計 969044 的中 ��� 13625（15番人気）

ハロンタイム 13．2―12．2―13．1―13．1―12．8―12．4―11．3―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．4―38．5―51．6―1：04．4―1：16．8―1：28．1―1：39．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F34．7

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

勝馬の
紹 介

エンパイアウエスト 
�
父 ドゥラメンテ 

�
母父 Sadler’s Wells 初出走

2019．4．6生 牝2鹿 母 ローマンエンプレス 母母 Ionian Sea 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3004211月14日 晴 良 （3東京5） 第4日 第6競走 1，600�2歳新馬
発走12時45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

44 ユキノエリザベス 牝2黒鹿54 田辺 裕信井上 基之氏 竹内 正洋 新ひだか 服部 牧場 470 ―1：39．1 6．5�
55 タ マ テ バ コ 牝2青鹿54 藤井勘一郎小島 將之氏 渡辺 薫彦 日高 鹿戸 和幸 488 ―1：39．31� 7．9�
67 クロスマジェスティ 牝2鹿 54 武藤 雅辻 高史氏 水野 貴広 新ひだか 藤原牧場 466 ― 〃 ハナ 5．2�
78 クライアンテル 牝2鹿 54 荻野 極ゴドルフィン 上原 博之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486 ―1：39．4� 7．0�
11 テールデトワール 牝2黒鹿54 津村 明秀 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 432 ―1：39．5クビ 2．0�
66 ショウナンラブリー 牝2鹿 54 斎藤 新�湘南 稲垣 幸雄 新ひだか 静内フアーム 424 ―1：39．71� 38．1	
811 ノアヴァイオレット 牝2黒鹿54 武士沢友治佐山 公男氏 古賀 史生 新ひだか 田中 裕之 480 ―1：39．91� 57．9

79 フレイムリリー 牝2黒鹿54 木幡 巧也岡田 牧雄氏 深山 雅史 新ひだか 岡田スタツド 444 ―1：40．0� 159．3�
810 ラビットライト 牝2黒鹿54 田中 勝春高橋 文男氏 宗像 義忠 平取 船越 伸也 426 ―1：41．27 33．2�
22 ト ロ ギ ル 牝2栗 54 石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 418 ―1：42．37 143．0
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33 ジャンヌノツルギ 牝2鹿 54 江田 照男岡 浩二氏 小笠 倫弘 新冠 上井農場 438 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 45，211，100円 複勝： 43，318，200円 枠連： 7，284，500円
馬連： 47，625，500円 馬単： 24，654，400円 ワイド： 34，893，600円
3連複： 50，314，300円 3連単： 80，679，200円 計： 333，980，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 190円 � 230円 � 160円 枠 連（4－5） 2，220円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 4，310円

ワ イ ド �� 680円 �� 470円 �� 540円

3 連 複 ��� 3，130円 3 連 単 ��� 20，270円

票 数

単勝票数 差引計 452111（返還計 18541） 的中 � 57531（3番人気）
複勝票数 差引計 433182（返還計 17801） 的中 � 57708（3番人気）� 43648（5番人気）� 77899（2番人気）
枠連票数 差引計 72845（返還計 13405） 的中 （4－5） 2536（10番人気）
馬連票数 差引計 476255（返還計 91174） 的中 �� 16970（10番人気）
馬単票数 差引計 246544（返還計 39810） 的中 �� 4290（20番人気）
ワイド票数 差引計 348936（返還計 52124） 的中 �� 12673（10番人気）�� 19680（6番人気）�� 16654（7番人気）
3連複票数 差引計 503143（返還計179208） 的中 ��� 12018（9番人気）
3連単票数 差引計 806792（返還計264937） 的中 ��� 2885（65番人気）

ハロンタイム 13．2―12．8―13．0―12．8―12．8―11．6―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．2―26．0―39．0―51．8―1：04．6―1：16．2―1：27．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F34．5
3 6，7－（4，8）（1，9）5（11，10）－2 4 ・（6，7）（4，8）（1，9，5）（11，10）－2

勝馬の
紹 介

ユキノエリザベス �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 Oasis Dream 初出走

2019．2．23生 牝2黒鹿 母 スキャンパー 母母 Wince 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 ジャンヌノツルギ号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 タマテバコ号の騎手藤井勘一郎は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）



3004311月14日 晴 良 （3東京5） 第4日 第7競走 ��1，300�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・左）

負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

34 コスモノアゼット 牡3鹿 56 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 ビッグレッドファーム 506± 01：18．5 3．9�
814� マブストーク 牡3鹿 56 木幡 巧也マブレーシング 牧 光二 浦河 中村 雅明 480－ 61：18．6� 6．7�
712 チャペルレーン 牝3黒鹿54 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 新ひだか ケイアイファーム 454－ 21：18．91� 5．1�
711 ルヴァンヴェール �4鹿 57 石川裕紀人 �グリーンファーム竹内 正洋 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 B488－ 21：19．11	 23．6�
46 ネオトゥルー 牡4鹿 57 津村 明秀西田 俊二氏 鈴木 伸尋 日高 荒井ファーム 478－ 61：19．2クビ 4．1	
22 ロードミッドナイト 牡3黒鹿56 松田 大作 �ロードホースクラブ 田中 博康 新冠 樋渡 志尚 524＋ 5 〃 クビ 112．3

58 アラカザーム 牝3栗 54 柴田 大知小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 村上牧場 450＋ 41：19．3
 14．8�
45 キュムロンニンバス 牡3鹿 56 武藤 雅�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 500－ 41：19．4クビ 14．0�
813 ロングジャーニー 牝3栗 54 荻野 極密山 根成氏 武市 康男 新冠 三村 卓也 468＋121：19．5
 11．9
33 � ジッピーレーサー �4鹿 57 江田 照男岡田 牧雄氏 高木 登 米 Monticule 472＋ 41：19．82 24．2�
69 � リュヌドミエル 牝4栗 55 丸田 恭介ライオンレースホース� 鈴木慎太郎 浦河 高昭牧場 446＋ 41：20．01	 429．0�
610� タ ピ テ ー ル 牝3芦 54 斎藤 新吉田 千津氏 黒岩 陽一 米 Teruya

Yoshida 514＋141：20．1クビ 18．0�
57 カツノサンキュウ 牡3鹿 56 武士沢友治聖心台牧場� 萱野 浩二 新ひだか 聖心台牧場 472± 01：20．31 68．1�
11 ベルウッドネイチャ 牡4鹿 57 野中悠太郎鈴木 照雄氏 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 544＋ 21：20．83 38．8�
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売 得 金
単勝： 40，440，700円 複勝： 56，862，400円 枠連： 14，244，900円
馬連： 82，857，300円 馬単： 33，902，100円 ワイド： 66，328，300円
3連複： 122，044，900円 3連単： 129，107，100円 計： 545，787，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 260円 � 200円 枠 連（3－8） 1，000円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 3，030円

ワ イ ド �� 630円 �� 480円 �� 810円

3 連 複 ��� 3，040円 3 連 単 ��� 18，370円

票 数

単勝票数 計 404407 的中 � 81939（1番人気）
複勝票数 計 568624 的中 � 112844（1番人気）� 48159（5番人気）� 69792（3番人気）
枠連票数 計 142449 的中 （3－8） 10963（6番人気）
馬連票数 計 828573 的中 �� 40796（4番人気）
馬単票数 計 339021 的中 �� 8374（7番人気）
ワイド票数 計 663283 的中 �� 26687（4番人気）�� 36682（3番人気）�� 20415（7番人気）
3連複票数 計1220449 的中 ��� 30084（6番人気）
3連単票数 計1291071 的中 ��� 5095（39番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―11．6―12．3―11．9―12．4―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―17．8―29．4―41．7―53．6―1：06．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモノアゼット �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．12．26 中山2着

2018．3．6生 牡3鹿 母 ミルルーテウス 母母 ミルレーサー 10戦2勝 賞金 24，770，000円

3004411月14日 晴 良 （3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 （芝・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
1：44．2
1：43．8

良
良

66 クロワドフェール 牝4鹿 55 石橋 脩 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 462－121：47．0 2．6�
77 ハーランズハーツ 牡4黒鹿57 津村 明秀林 正道氏 橋口 慎介 新ひだか 服部 牧場 438＋ 41：47．21� 5．5�
11 ガ ロ シ ェ 牝5黒鹿55 高倉 稜 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 41：47．3クビ 9．9�
78 ミ ア マ ン テ 牝4鹿 55 武藤 雅吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 450＋101：47．51	 3．1�
44 コスモスタック 牡4黒鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新ひだか 稲葉牧場 468＋ 2 〃 クビ 17．0�
22 フローズンスタイル 牝4黒鹿55 田辺 裕信吉田 照哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 456± 0 〃 ハナ 6．3	
55 ウインルーア 牝3鹿 53 黛 弘人
ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 462＋ 21：48．24 93．3�
89 
 ブラックデビル �6鹿 57 松田 大作岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 81：48．51� 67．0�
33 ロゼフェニックス 牡6黒鹿57 木幡 巧也髙橋 信博氏 的場 均 新冠 上井農場 446＋ 41：48．82 141．5
810 クリノオウジャ 牡5鹿 57 荻野 極栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 438＋ 41：48．9クビ 46．1�
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売 得 金
単勝： 35，208，500円 複勝： 42，218，600円 枠連： 12，720，400円
馬連： 65，838，500円 馬単： 30，791，500円 ワイド： 47，306，000円
3連複： 86，737，600円 3連単： 144，893，000円 計： 465，714，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 140円 � 180円 枠 連（6－7） 230円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 270円 �� 350円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 3，620円

票 数

単勝票数 計 352085 的中 � 106117（1番人気）
複勝票数 計 422186 的中 � 99534（1番人気）� 80346（3番人気）� 50439（5番人気）
枠連票数 計 127204 的中 （6－7） 41340（1番人気）
馬連票数 計 658385 的中 �� 86008（2番人気）
馬単票数 計 307915 的中 �� 25596（2番人気）
ワイド票数 計 473060 的中 �� 48410（2番人気）�� 34175（5番人気）�� 18699（10番人気）
3連複票数 計 867376 的中 ��� 55848（5番人気）
3連単票数 計1448930 的中 ��� 29018（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―36．4―48．5―1：00．3―1：11．9―1：23．2―1：34．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

クロワドフェール �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2020．1．26 京都2着

2017．3．20生 牝4鹿 母 ジ ュ モ ー 母母 ビスクドール 12戦3勝 賞金 48，725，000円



3004511月14日 晴 良 （3東京5） 第4日 第9競走 ��
��1，400�

ぎんれい

銀嶺ステークス
発走14時15分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス；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
1：21．5
1：20．3

重
不良

58 ケイアイターコイズ 牡5芦 57 丸田 恭介 �ケイアイスタリオン 新谷 功一 新冠 新冠橋本牧場 520＋ 61：24．4 5．6�
814 フルヴォート 牡3鹿 56 石橋 脩 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 492－ 41：24．5クビ 2．6�
69 グランパラディーゾ 牝3鹿 54 津村 明秀 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 454＋ 2 〃 クビ 3．8�
610 ダイシンイナリ 牡4鹿 57 高倉 稜大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 522＋ 61：24．6� 28．9�
33 ケイアイビリジアン 	5栗 57 黛 弘人 �ケイアイスタリオン 奥平 雅士 日高 ヤナガワ牧場 528＋ 21：24．7
 27．6	
46 ファシネートゼット 牝4栗 55 斎藤 新高橋 悦見氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 482－ 41：24．8� 44．3

711 デピュティプライム 	8栗 57 武藤 雅丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 486＋ 81：24．9� 206．6�
712 オルクリスト 牡5鹿 57 木幡 巧也�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 490＋ 2 〃 クビ 11．4�
45 メイショウマサヒメ 牝4青鹿55 松田 大作松本 好氏 本田 優 新ひだか 稲葉牧場 498－ 21：25．11� 9．3�
34 ソーラーフレア 牡6鹿 57 田中 勝春ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋ 61：25．2� 61．8�
813� カフェクラウン 牡5鹿 57 石川裕紀人西川 光一氏 堀 宣行 米

Jason Litt, Litt Fam-
ily Horse Trust &
Alex Solis II

B522± 01：25．51
 15．8�
57 ニホンピロランド 牡5鹿 57 小牧 太小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 498± 01：25．6� 28．7�
22 シホノフォルテ 	5鹿 57 西村 太一村瀬 寛紀氏 杉山 佳明 洞湖 レイクヴィラファーム B502－ 41：25．7
 206．1�
11 マローネメタリコ 牝6栗 55 武士沢友治柏瀬金之介氏 萩原 清 新ひだか ウエスタンファーム 518± 01：25．8
 42．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 55，330，400円 複勝： 81，118，000円 枠連： 19，740，300円
馬連： 123，607，600円 馬単： 48，707，300円 ワイド： 87，778，300円
3連複： 173，775，700円 3連単： 203，113，500円 計： 793，171，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 160円 � 120円 � 140円 枠 連（5－8） 540円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 280円 �� 400円 �� 210円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 6，340円

票 数

単勝票数 計 553304 的中 � 78054（3番人気）
複勝票数 計 811180 的中 � 108156（3番人気）� 224380（1番人気）� 139894（2番人気）
枠連票数 計 197403 的中 （5－8） 28271（2番人気）
馬連票数 計1236076 的中 �� 138912（2番人気）
馬単票数 計 487073 的中 �� 22032（5番人気）
ワイド票数 計 877783 的中 �� 78550（2番人気）�� 49068（3番人気）�� 118897（1番人気）
3連複票数 計1737757 的中 ��� 133996（1番人気）
3連単票数 計2031135 的中 ��� 23206（8番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．0―12．2―11．7―11．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．9―35．9―48．1―59．8―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイターコイズ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．11．17 東京1着

2016．2．26生 牡5芦 母 ケイアイデイジー 母母 ケイアイギャラリー 21戦4勝 賞金 88，541，000円

3004611月14日 晴 良 （3東京5） 第4日 第10競走 ��
��1，800�ユートピアステークス

発走14時50分 （芝・左）
牝，3歳以上，3勝クラス；負担重量は，3歳53�4歳以上55�

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 189，000円 54，000円 27，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．8

良
良

77 ラルナブリラーレ 牝4鹿 55 田辺 裕信 �社台レースホース石坂 公一 千歳 社台ファーム 470－161：47．4 4．4�
55 シングフォーユー 牝5鹿 55 木幡 巧也 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 488＋ 2 〃 クビ 7．6�
11 ルビーカサブランカ 牝4栗 55 田中 勝春金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：47．5クビ 3．9�
88 ス パ ー ク ル 牝3鹿 53 津村 明秀 R．アンダーソン氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 476－ 21：47．71� 4．9�
66 フィオリキアリ 牝4鹿 55 石川裕紀人槙 和美氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444± 01：47．91 7．2	
22 オ ハ ナ 牝6青鹿55 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 438＋ 41：48．43 61．4

33 ダイワクンナナ 牝4鹿 55 丸田 恭介大城 正一氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 502－ 21：48．82� 3．9�
44 レオンドーロ 牝5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 B492－ 41：49．11	 33．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 55，665，800円 複勝： 59，895，900円 枠連： 発売なし
馬連： 111，501，500円 馬単： 47，248，900円 ワイド： 64，833，400円
3連複： 121，726，200円 3連単： 232，853，000円 計： 693，724，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 200円 � 200円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 460円 �� 320円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 8，730円

票 数

単勝票数 計 556658 的中 � 99154（3番人気）
複勝票数 計 598959 的中 � 71794（6番人気）� 72457（5番人気）� 118038（2番人気）
馬連票数 計1115015 的中 �� 60888（10番人気）
馬単票数 計 472489 的中 �� 14935（12番人気）
ワイド票数 計 648334 的中 �� 34913（8番人気）�� 55525（2番人気）�� 34898（9番人気）
3連複票数 計1217262 的中 ��� 54009（8番人気）
3連単票数 計2328530 的中 ��� 19327（33番人気）

ハロンタイム 13．4―12．0―12．1―12．2―11．9―11．8―10．9―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．4―37．5―49．7―1：01．6―1：13．4―1：24．3―1：35．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．8―3F34．0

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

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4鹿 母 シルヴァーカップ 母母 Ribblesdale 15戦4勝 賞金 62，010，000円

１レース目



3004711月14日 晴 良 （3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，2．11．14以降3．11．7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 3，150，000
3，150，000

円
円

付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード
中央レコード

1：19．4
1：19．0

良
良

612 ハーフバック 牝5黒鹿51 高倉 稜本間 充氏 杉山 晴紀 日高 本間牧場 B486＋ 41：20．7 26．3�
36 ホープフルサイン 牡5黒鹿54 江田 照男 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 日進牧場 B502＋ 61：20．8� 11．6�
817 シャインガーネット 牝4栗 54 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 480－ 21：20．9クビ 4．0�
23 プールヴィル 牝5鹿 55 木幡 巧也吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 446＋ 4 〃 クビ 5．8�
510 アンコールプリュ 牝6黒鹿53 津村 明秀金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 444－ 8 〃 同着 52．9�
47 サンライズオネスト 牡4黒鹿54 柴田 大知松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 ヤナガワ牧場 464＋ 21：21．0クビ 12．1	
715 ロフティフレーズ 牝6黒鹿51 武藤 雅水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 478－ 6 〃 クビ 104．7

713 ワールドウインズ �4鹿 56 斎藤 新川勝 裕之氏 武 幸四郎 新ひだか 藤原牧場 458－ 2 〃 ハナ 22．2�
24 セ ラ ピ ア 牝5芦 52 野中悠太郎吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 496＋ 4 〃 ハナ 8．5�
818 ムーンチャイム 牝6栗 52 丸田 恭介ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470＋ 8 〃 ハナ 37．4
816 メイショウチタン 牡4黒鹿54 荻野 極松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 松田牧場 466＋ 61：21．21 18．5�
35 アバルラータ 牝7鹿 51 宮崎 北斗安原 浩司氏 	島 一歩 新ひだか 岡田牧場 456－ 2 〃 ハナ 246．3�
11 タイセイアベニール 牡6鹿 56 石橋 脩田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 松本 信行 B486＋ 41：21．3クビ 28．4�
611 ダディーズビビッド 牡3鹿 54 竹之下智昭田島 大史氏 千田 輝彦 むかわ 上水牧場 500－ 6 〃 ハナ 5．9�
714 インターミッション 牝4黒鹿52 石川裕紀人�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 420－ 41：21．4� 22．3�
12 ショウナンバビアナ 牝5青鹿51 武士沢友治国本 哲秀氏 加藤士津八 日高 下河辺牧場 B478＋101：21．5� 48．6�
48 キングハート 牡8鹿 54 藤井勘一郎増田 陽一氏 尾形 和幸 新冠 奥山 博 B502＋ 61：21．92
 114．0�
59 ビッククインバイオ 牝4栗 53 松田 大作バイオ� 新谷 功一 安平 ノーザンファーム 490± 0 〃 ハナ 13．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 77，371，300円 複勝： 101，081，700円 枠連： 70，399，600円
馬連： 271，500，900円 馬単： 90，752，700円 ワイド： 170，759，200円
3連複： 446，362，200円 3連単： 455，732，200円 計： 1，683，959，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，630円 複 勝 � 650円 � 290円 � 190円 枠 連（3－6） 2，540円

馬 連 �� 11，120円 馬 単 �� 27，910円

ワ イ ド �� 3，260円 �� 2，160円 �� 890円

3 連 複 ��� 21，380円 3 連 単 ��� 193，550円

票 数

単勝票数 計 773713 的中 � 23533（11番人気）
複勝票数 計1010817 的中 � 33476（12番人気）� 88341（4番人気）� 165989（1番人気）
枠連票数 計 703996 的中 （3－6） 21435（12番人気）
馬連票数 計2715009 的中 �� 18914（40番人気）
馬単票数 計 907527 的中 �� 2438（98番人気）
ワイド票数 計1707592 的中 �� 13147（42番人気）�� 20125（24番人気）�� 51410（4番人気）
3連複票数 計4463622 的中 ��� 15658（66番人気）
3連単票数 計4557322 的中 ��� 1707（643番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．1―11．4―11．0―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．2―45．6―56．6―1：08．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F35．1
3 4（2，11）9（7，16）（1，10）5（6，12）8，15，3，14（13，18）17 4 4（2，11）（7，9，16）10，1（8，5，6）12，3（17，15）14，18－13

勝馬の
紹 介

ハーフバック �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．7．29 新潟9着

2016．3．12生 牝5黒鹿 母 キトゥンブルー 母母 キトゥントリックス 21戦5勝 賞金 83，108，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ブランノワール号
（非抽選馬） 1頭 カリオストロ号

3004811月14日 晴 良 （3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）

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

815 ボルサリーノ 牡4鹿 57 木幡 巧也草間 庸文氏 杉山 晴紀 新ひだか 静内フジカワ牧場 B472± 01：37．3 4．7�
612 ラブリーエンジェル 牝4栗 55 武藤 雅長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 448－ 4 〃 アタマ 15．5�
714 ダイワドノヴァン �7黒鹿57 田辺 裕信大城 正一氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 532＋161：37．61� 5．9�
713 エターナリー 牡4栗 57 石川裕紀人吉田 晴哉氏 辻野 泰之 安平 追分ファーム 456－ 21：38．13 2．3�
12 フリーフロー 牡4栗 57 丸田 恭介里見美惠子氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 476＋ 2 〃 クビ 21．9�
35 ウインレゼルヴ 牡4栗 57 黛 弘人�ウイン 奥平 雅士 様似 小田 誠一 500＋ 41：38．2� 112．4	
24 ミ カ ン サ ン 牝3鹿 54 野中悠太郎是枝 浩平氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B472－ 4 〃 ハナ 22．1

611 ジュールサイクル 牝4青 55 荻野 極吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 452＋ 21：38．3クビ 151．1�
47 ショウナンマリオ 牡4黒鹿57 斎藤 新�湘南 加藤士津八 浦河 高昭牧場 B492＋ 21：38．61� 10．4
510 トリッチトラッチ 牝4芦 55 藤井勘一郎ライオンレースホース� 伊藤 圭三 浦河 浦河日成牧場 B442－ 4 〃 アタマ 64．3�
11 マイコレット 牝3芦 54 江田 照男伊東 純一氏 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 498＋ 21：39．13 43．6�
36 サブロンカズマ 牡3鹿 56 松田 大作合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：39．2クビ 11．6�
48 スパイスマジック �6芦 57

56 ☆木幡 育也 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B480＋ 61：39．3� 118．2�
59 ナ ム ラ ブ ル 牡5鹿 57 武士沢友治奈村 睦弘氏 石栗 龍彦 新ひだか 森 政巳 488± 01：39．61� 233．4�
816 マイネルレンカ 牡7黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 472± 01：39．92 89．4�
23 マイネルイリャルギ 牡4鹿 57 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ヒカル牧場 524＋ 61：41．49 47．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 74，260，500円 複勝： 85，783，300円 枠連： 38，045，500円
馬連： 149，298，400円 馬単： 59，650，800円 ワイド： 113，324，800円
3連複： 231，346，200円 3連単： 287，688，500円 計： 1，039，398，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 400円 � 210円 枠 連（6－8） 3，030円

馬 連 �� 2，940円 馬 単 �� 5，010円

ワ イ ド �� 860円 �� 570円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 4，950円 3 連 単 ��� 28，000円

票 数

単勝票数 計 742605 的中 � 126305（2番人気）
複勝票数 計 857833 的中 � 150301（2番人気）� 45747（6番人気）� 108588（3番人気）
枠連票数 計 380455 的中 （6－8） 9713（9番人気）
馬連票数 計1492984 的中 �� 39332（9番人気）
馬単票数 計 596508 的中 �� 8921（15番人気）
ワイド票数 計1133248 的中 �� 33548（8番人気）�� 52898（4番人気）�� 21626（12番人気）
3連複票数 計2313462 的中 ��� 35010（13番人気）
3連単票数 計2876885 的中 ��� 7448（76番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．5―12．2―12．3―11．9―12．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．0―47．2―59．5―1：11．4―1：24．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボルサリーノ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．10．6 京都7着

2017．4．13生 牡4鹿 母 フレンチドール 母母 ワルツダンサー 16戦3勝 賞金 35，900，000円
〔制裁〕 ラブリーエンジェル号の騎手武藤雅は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
※ナムラブル号・マイネルレンカ号・ミカンサン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

４レース目



（3東京5）第4日 11月14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 155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

243，400，000円
5，970，000円
34，420，000円
1，420，000円
28，140，000円
68，469，000円
4，262，500円
1，488，000円

勝馬投票券売得金
550，585，800円
677，264，300円
213，476，700円
1，131，140，500円
460，823，400円
802，454，300円
1，635，121，100円
2，014，632，900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 7，485，499，000円

総入場人員 9，032名 （有料入場人員 8，730名）
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