
3004911月20日 晴 良 （3東京5） 第5日 第1競走 1，300�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
1：17．4
1：17．4

良
良

11 アーサーテソーロ 牡2栗 55 福永 祐一了德寺健二ホール
ディングス� 栗田 徹 新ひだか フジワラフアーム 516＋ 41：19．2 2．5�

611 プリーチトヤーン 牝2鹿 54 石川裕紀人髙瀬 真尚氏 斎藤 誠 浦河 三好牧場 460＋ 21：19．83� 3．5�
48 リオンラファール 牡2鹿 55 M．デムーロ �ノルマンディーサラブレッドレーシング 矢野 英一 新ひだか 村上牧場 532＋ 81：20．01� 7．5�
23 オーロラアーク 牝2芦 54 武士沢友治松谷 翔太氏 石栗 龍彦 日高 豊洋牧場 412＋ 41：20．11 22．8�
713 デュアルパーパス 牡2栗 55 津村 明秀�ターフ・スポート鈴木 伸尋 浦河 グランデファーム 466＋121：20．2� 21．0	
24 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 462＋ 61：20．51� 13．4

714 トキメキナイト 牡2青鹿55 戸崎 圭太田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 464－141：20．6� 20．6�
510 ジャスティンパワー 牡2鹿 55 C．ルメール 三木 正浩氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 458－ 41：21．23� 7．5�
59 キタノロッキー 牡2黒鹿55 横山 武史�木村牧場 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 428± 01：21．3� 69．8
36 ヤマトコウセイ 牝2鹿 54 坂井 瑠星鈴木 正浩氏 武井 亮 新ひだか 静内フジカワ牧場 436＋ 41：21．51� 153．2�
815 サンマルソムニア 牝2鹿 54 丸田 恭介相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新ひだか サカイファーム 448－ 41：21．6� 521．2�
35 ニシノアリオト 牝2鹿 54 田辺 裕信西山 茂行氏 加藤士津八 新ひだか 棚川 光男 442－ 41：21．71 129．9�
47 ホワイトレディ 牝2鹿 54

51 ▲横山 琉人�住宅データ 小島 茂之 新ひだか 静内山田牧場 420－101：22．33� 525．6�
816 シンギングワールド 牡2栗 55 内田 博幸�前川企画 武藤 善則 新冠 隆栄牧場 514＋ 61：22．61� 409．4�
12 チョウジュクムスメ 牝2鹿 54

51 ▲永野 猛蔵由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 スウィング
フィールド牧場 458＋ 41：22．7� 254．5�

612 ドゥラヴォーグ 牝2黒鹿54 和田 竜二サイプレスホール
ディングス合同会社 加藤 和宏 新ひだか 三木田牧場 400－ 8 〃 クビ 332．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，288，200円 複勝： 57，325，900円 枠連： 10，920，100円
馬連： 62，442，300円 馬単： 29，072，000円 ワイド： 53，588，600円
3連複： 100，174，600円 3連単： 110，035，600円 計： 460，847，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 120円 � 170円 枠 連（1－6） 440円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 240円 �� 350円 �� 400円

3 連 複 ��� 940円 3 連 単 ��� 3，670円

票 数

単勝票数 計 372882 的中 � 119408（1番人気）
複勝票数 計 573259 的中 � 141654（2番人気）� 143633（1番人気）� 64941（4番人気）
枠連票数 計 109201 的中 （1－6） 18936（1番人気）
馬連票数 計 624423 的中 �� 104320（1番人気）
馬単票数 計 290720 的中 �� 23502（1番人気）
ワイド票数 計 535886 的中 �� 63525（1番人気）�� 37050（2番人気）�� 32131（4番人気）
3連複票数 計1001746 的中 ��� 79907（1番人気）
3連単票数 計1100356 的中 ��� 21719（1番人気）

ハロンタイム 7．1―11．1―11．6―12．4―12．2―12．0―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．2―29．8―42．2―54．4―1：06．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アーサーテソーロ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．10．31 東京2着

2019．3．30生 牡2栗 母 サトノベリーニ 母母 ピサノベネチアン 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔発走状況〕 オーロラアーク号は，枠入り不良。
※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。
（非抽選馬） 3頭 アマゾナイト号・セレブ号・ノットクラッシュ号

3005011月20日 晴 良 （3東京5） 第5日 第2競走 ��2，000�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
1：59．5
1：58．9

良
良

712 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 456－ 21：59．2レコード 4．4�
711 ローシャムパーク 牡2鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム 480－ 61：59．31 2．9�
58 ユイノゴトク 牡2青鹿55 丸山 元気由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 474＋ 81：59．72� 6．9�
11 ルージュリナージュ 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 浦河 信岡牧場 428－ 82：00．12� 9．4�
814 エールトゥヘヴン 牡2鹿 55 福永 祐一 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 日高 オリオンファーム 460＋ 22：00．31� 9．9	
33 ブランショセット 牡2栗 55 横山 武史吉田 照哉氏 中川 公成 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋ 2 〃 ハナ 51．8

69 マイネルシーマー 牡2黒鹿55 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 480＋ 82：00．51� 17．5�
57 タフトテソーロ 牡2鹿 55

52 ▲永野 猛蔵了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 浦河 酒井牧場 460－ 2 〃 クビ 149．7�

610 ソリダリティ 牡2栗 55 川田 将雅 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 510＋ 62：00．71 6．1
813 ショーンヘイティ 牡2鹿 55 石川裕紀人星野 壽市氏 相沢 郁 新ひだか 岡田牧場 476－ 42：01．34 116．2�
45 ウイングラドナス 牡2黒鹿55 宮崎 北斗�ウイン 青木 孝文 安平 �橋本牧場 450＋ 22：01．4� 454．3�
46 スケサンカクサン 牡2芦 55 武士沢友治小菅 誠氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 456± 02：02．03� 418．8�
34 ブ ー ガ ル ー 牝2黒鹿54 三浦 皇成 �PRIDE ROCK 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 458－ 62：03．49 205．9�
22 マイネルストーク 牡2芦 55 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 502－ 82：03．82� 73．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 39，183，000円 複勝： 55，504，200円 枠連： 10，275，600円
馬連： 53，445，400円 馬単： 23，831，500円 ワイド： 42，749，100円
3連複： 76，166，600円 3連単： 81，435，200円 計： 382，590，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 140円 � 130円 � 150円 枠 連（7－7） 590円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 300円 �� 390円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，220円 3 連 単 ��� 6，560円

票 数

単勝票数 計 391830 的中 � 73616（2番人気）
複勝票数 計 555042 的中 � 101510（2番人気）� 123229（1番人気）� 87682（3番人気）
枠連票数 計 102756 的中 （7－7） 13385（3番人気）
馬連票数 計 534454 的中 �� 63117（1番人気）
馬単票数 計 238315 的中 �� 14091（1番人気）
ワイド票数 計 427491 的中 �� 37359（1番人気）�� 27155（5番人気）�� 30693（2番人気）
3連複票数 計 761666 的中 ��� 46602（2番人気）
3連単票数 計 814352 的中 ��� 9000（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．6―36．6―48．5―1：00．2―1：11．7―1：23．2―1：34．3―1：46．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F36．0

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジュンブロッサム �
�
父 ワールドエース �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．10．23 東京2着

2019．4．15生 牡2黒鹿 母 エンプレスティアラ 母母 ゴールドティアラ 2戦1勝 賞金 7，900，000円

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



3005111月20日 晴 良 （3東京5） 第5日 第3競走 1，600�2歳未勝利
発走10時50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

48 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 454－ 21：39．2 3．9�
816 リトルポピー 牝2芦 54 和田 竜二 �サンデーレーシング 奥村 武 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－141：39．3� 7．2�
815 レ ヴ ー ル 牝2鹿 54 坂井 瑠星前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464－ 2 〃 クビ 3．2�
59 スマイルオンミー 牝2黒鹿54 内田 博幸 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 520－ 21：40．04 20．1�
510 クインズジョイフル 牝2栗 54

51 ▲永野 猛蔵 �ケイアイスタリオン 小島 茂之 新冠 ハシモトフアーム 436－101：40．95 17．9	
47 ノアチェリー 牝2黒鹿 54

51 ▲横山 琉人佐山 公男氏 大江原 哲 新冠 長浜牧場 476－ 21：41．32� 58．0

11 エ デ ィ ッ タ 牝2栗 54 大野 拓弥�大樹ファーム 大竹 正博 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 456± 01：41．51� 42．8�
713 ト レ ー ネ 牝2青鹿54 丸田 恭介永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 浦河 赤田牧場 458± 01：41．6� 94．0�
24 ベアビリーブ 牝2青 54 野中悠太郎熊木 浩氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 61：42．02� 47．0
36 チムドンドン 牝2鹿 54 北村 宏司瀬谷 �雄氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 434＋ 41：42．31� 45．5�
23 キョウエイパーリオ 牝2黒鹿54 江田 照男田中 晴夫氏 中川 公成 青森 ワールドファーム 484＋ 2 〃 ハナ 63．4�
12 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 408－ 41：42．4� 24．0�
35 ジェネラルウィル 牝2栗 54 横山 武史 �キャロットファーム 林 徹 安平 ノーザンファーム 450± 01：42．5クビ 6．1�
611 ウ ル オ イ 牝2黒鹿54 武士沢友治�ミルファーム 加藤 和宏 浦河 ミルファーム 432＋ 41：42．81� 245．7�
714 サンデンガンバレ 牝2黒鹿54 柴田 善臣山田 春枝氏 伊藤 伸一 新ひだか 高橋フアーム 476＋ 81：43．01� 533．9�
612 スカイエメラルド 牝2鹿 54 田辺 裕信保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 432＋ 61：43．74 14．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，563，200円 複勝： 52，309，800円 枠連： 13，221，200円
馬連： 56，526，800円 馬単： 23，117，000円 ワイド： 50，547，800円
3連複： 86，122，900円 3連単： 83，988，400円 計： 403，397，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 140円 � 200円 � 140円 枠 連（4－8） 540円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 3，110円

ワ イ ド �� 560円 �� 310円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，750円 3 連 単 ��� 13，390円

票 数

単勝票数 計 375632 的中 � 79315（2番人気）
複勝票数 計 523098 的中 � 109396（1番人気）� 54873（4番人気）� 104475（2番人気）
枠連票数 計 132212 的中 （4－8） 18841（2番人気）
馬連票数 計 565268 的中 �� 25716（5番人気）
馬単票数 計 231170 的中 �� 5574（9番人気）
ワイド票数 計 505478 的中 �� 21603（5番人気）�� 45027（1番人気）�� 27675（3番人気）
3連複票数 計 861229 的中 ��� 36904（2番人気）
3連単票数 計 839884 的中 ��� 4545（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―36．2―49．0―1：01．8―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4F50．2―3F37．4
3 5，6（12，15）（2，7，8，16）（1，4，13）（9，11）14（3，10） 4 5（6，15）16，2（7，12，8）1（9，4，13）11（3，14）10

勝馬の
紹 介

デ ア ノ ヴ ァ �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 Symboli Kris S デビュー 2021．9．18 中山6着

2019．5．13生 牝2鹿 母 ヴァーチュスター 母母 Er Nova 3戦1勝 賞金 6，400，000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 ソンテ号

3005211月20日 晴 良 （3東京5） 第5日 第4競走 ��1，400�2歳新馬
発走11時20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

23 ジョンソンテソーロ 牡2栗 55 戸崎 圭太了德寺健二ホール
ディングス� 田中 博康 日高 藤本ファーム 488 ―1：26．5 19．3�

35 オモイソメル 牝2栗 54 坂井 瑠星ムーティエR 青木 孝文 新ひだか 静内フアーム 474 ―1：26．82 30．0�
815 タイセイトリガー 牡2青鹿55 津村 明秀田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか ウエスタンファーム 486 ―1：27．33 10．6�
713 パ ー チ ル 牝2鹿 54 丸山 元気飯田 正剛氏 宮田 敬介 新ひだか 千代田牧場 428 ―1：27．62 47．6�
611 パイツィーレン 牝2鹿 54 三浦 皇成西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 460 ―1：27．7� 12．4�
816 パ ン タ ナ ル 牡2栗 55 大野 拓弥�ラ・メール 高木 登 新冠 松浦牧場 510 ― 〃 アタマ 38．4	
24 � グラットンラッシー 牝2鹿 54 C．ルメール 吉田 和子氏 加藤 征弘 米

Fleur De Lis
Stable & Ash-
ford Stud

518 ―1：28．01� 1．7

59 アイアムラベンダー 牝2鹿 54 松岡 正海堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 472 ―1：28．1� 18．0�
36 フロールシュタット 牡2鹿 55 福永 祐一吉田 勝己氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 468 ―1：28．2� 6．4�
612 ペイシャワキア 牡2栗 55

53 △山田 敬士北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 赤石牧場 454 ―1：28．52 209．7
48 コ ネ イ ブ ル 牝2鹿 54 M．デムーロ�テシオ 矢野 英一 浦河 大道牧場 462 ―1：28．82 31．0�
11 イデアファイブ 牝2鹿 54

51 ▲横山 琉人益田 修一氏 本間 忍 浦河 市正牧場 442 ―1：28．9� 163．0�
47 ヴォーグノヤイバ 牡2栗 55 石川裕紀人志村 幸彦氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 456 ― 〃 クビ 165．1�
714 ルーマニアンウルフ 牡2鹿 55 田辺 裕信飯田 正剛氏 鈴木 伸尋 安平 �橋本牧場 464 ―1：30．8大差 63．0�
510 セキテイジュウオー 牡2芦 55 柴田 善臣杉山 元洋氏 古賀 史生 日高 千葉飯田牧場 496 ―1：31．43� 268．0�
12 ケントゥリア 牡2栗 55

52 ▲永野 猛蔵 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 清水 英克 浦河 榊原 敏明 504 ―1：32．46 148．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，220，800円 複勝： 73，530，000円 枠連： 12，164，800円
馬連： 50，332，300円 馬単： 29，605，800円 ワイド： 44，620，800円
3連複： 74，320，300円 3連単： 92，470，100円 計： 418，264，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，930円 複 勝 � 620円 � 960円 � 460円 枠 連（2－3） 490円

馬 連 �� 10，310円 馬 単 �� 29，680円

ワ イ ド �� 3，220円 �� 1，710円 �� 3，110円

3 連 複 ��� 31，920円 3 連 単 ��� 169，290円

票 数

単勝票数 計 412208 的中 � 18068（6番人気）
複勝票数 計 735300 的中 � 31264（5番人気）� 19287（8番人気）� 43900（4番人気）
枠連票数 計 121648 的中 （2－3） 19233（2番人気）
馬連票数 計 503323 的中 �� 3782（23番人気）
馬単票数 計 296058 的中 �� 748（62番人気）
ワイド票数 計 446208 的中 �� 3551（30番人気）�� 6813（16番人気）�� 3671（28番人気）
3連複票数 計 743203 的中 ��� 1746（79番人気）
3連単票数 計 924701 的中 ��� 396（379番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．4―36．4―48．8―1：01．2―1：13．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョンソンテソーロ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Scat Daddy 初出走

2019．2．23生 牡2栗 母 チェストケリリー 母母 Santa Rosalia 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケントゥリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年12月20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13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 キョウエイゾロ号・クローズユアアイズ号・ショウナンマーブル号・タービンホール号・ツヴァイシュテルネ号・

トニカクビジン号・ドルズプライスレス号・ニシノコニャック号・ノアダイオウ号・ヒールズユアペイン号・
ヤサカシュエット号・ヤマニンクイッカー号・リンクスアイ号



3005311月20日 晴 良 （3東京5） 第5日 第5競走 1，600�2歳新馬
発走12時10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

34 シークルーズ 牝2鹿 54 三浦 皇成飯田 良枝氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 420 ―1：36．7 20．6�
815 フィールシンパシー 牝2鹿 54

51 ▲横山 琉人岡田 牧雄氏 小島 茂之 新ひだか 岡田スタツド 452 ―1：36．81 134．7�
47 ホーリーエンブレム 牝2鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 422 ―1：37．11� 1．7�
712 ローズタルト 牝2黒鹿54 津村 明秀 �サンデーレーシング 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 406 ―1：37．2� 51．2�
22 タッカーシルバー 牝2黒鹿54 横山 武史小松崎 孝氏 鈴木 伸尋 新冠 的場牧場 464 ―1：37．3� 10．5�
610 クインズステラ 牝2鹿 54 大野 拓弥 	ケイアイスタリオン 池上 昌和 浦河 高昭牧場 456 ―1：37．62 46．4

11 ケカリネイアウ 牝2鹿 54 丸山 元気窪田 芳郎氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 424 ―1：37．7� 9．0�
59 ハートディザイア 牝2鹿 54 石川裕紀人 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 404 ―1：38．12� 23．0�
713 ヴェラメンテ 牝2黒鹿54 武 豊大谷 正嗣氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 426 ―1：38．41� 20．2
814 ラヴィアムール 牝2青鹿 54

51 ▲永野 猛蔵伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン
牧場 432 ― 〃 クビ 308．4�

35 トルヴァルツァー 牝2鹿 54 柴田 大知 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田島 俊明 様似 様似堀牧場 406 ―1：38．5� 175．8�

58 ハイエスティーム 牝2黒鹿54 M．デムーロ �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 442 ―1：38．6� 5．3�
46 トーセンシベール 牝2鹿 54 武士沢友治島川 �哉氏 古賀 史生 安平 ノーザンファーム 450 ―1：39．02� 193．4�
23 シ ラ セ 牝2芦 54

52 △山田 敬士江川 伸夫氏 小手川 準 浦河 信岡牧場 430 ―1：39．21� 299．9�
611 ホイットニー 牝2鹿 54 吉田 豊�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 478 ―1：39．3� 125．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 51，607，700円 複勝： 64，806，200円 枠連： 10，552，200円
馬連： 56，096，000円 馬単： 30，038，800円 ワイド： 46，870，900円
3連複： 78，872，500円 3連単： 107，915，800円 計： 446，760，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，060円 複 勝 � 300円 � 1，540円 � 110円 枠 連（3－8） 16，350円

馬 連 �� 57，810円 馬 単 �� 117，950円

ワ イ ド �� 10，480円 �� 550円 �� 3，670円

3 連 複 ��� 28，120円 3 連 単 ��� 457，530円

票 数

単勝票数 計 516077 的中 � 21187（6番人気）
複勝票数 計 648062 的中 � 34535（5番人気）� 5391（10番人気）� 312146（1番人気）
枠連票数 計 105522 的中 （3－8） 500（28番人気）
馬連票数 計 560960 的中 �� 752（55番人気）
馬単票数 計 300388 的中 �� 191（109番人気）
ワイド票数 計 468709 的中 �� 1094（48番人気）�� 23683（4番人気）�� 3164（31番人気）
3連複票数 計 788725 的中 ��� 2103（67番人気）
3連単票数 計1079158 的中 ��� 171（614番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―12．4―12．9―12．7―11．5―11．0―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．8―37．2―50．1―1：02．8―1：14．3―1：25．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F33．9
3 2，4（1，15）5（3，11）10（9，12）（7，8，13）－（6，14） 4 ・（2，4）（1，15）5（3，10）（9，12，11）（7，13）（6，8，14）

勝馬の
紹 介

シークルーズ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2019．3．26生 牝2鹿 母 ベストクルーズ 母母 マサコチャン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※ケカリネイアウ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3005411月20日 晴 良 （3東京5） 第5日 第6競走 ��
��1，400�2歳1勝クラス

発走12時40分 （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

89 � デ ュ ガ 牡2鹿 55 武 豊藤田 晋氏 森 秀行 米 Erv Woolsey &
Ralph Kinder 482± 01：21．6 3．9�

33 モンタナアゲート 牡2黒鹿55 津村 明秀吉田 勝己氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 548＋ 61：21．7クビ 10．6�
77 エテルナメンテ 牝2青鹿 54

51 ▲横山 琉人ゴドルフィン 小島 茂之 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 450－ 21：21．91� 13．0�

55 ファロロジー 牝2鹿 54 戸崎 圭太水上ふじ子氏 高橋 裕 新冠 富本 茂喜 454－ 21：22．0	 8．6�
88 ビーオンザマーチ 牝2栗 54 M．デムーロ吉田 晴哉氏 林 徹 安平 追分ファーム 450－ 61：22．1� 3．8�
44 ジャズブルース 牡2青鹿55 福永 祐一 �シルクレーシング 吉村 圭司 平取 坂東牧場 456－ 21：22．41� 2．8	
11 シーズアクイーン 牝2鹿 54 大野 拓弥�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 430－ 21：23．03� 58．2

66 シナモンロール 牝2栗 54 田辺 裕信�ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 山田牧場 432＋ 61：23．32 85．8�
22 
 キラーティー 牝2鹿 54 内田 博幸柳 裕一郎氏 伊藤 滋規 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 428－101：25．2大差 142．5�
（船橋）

（9頭）

売 得 金
単勝： 51，216，000円 複勝： 51，038，000円 枠連： 10，735，500円
馬連： 61，485，000円 馬単： 30，612，000円 ワイド： 46，082，900円
3連複： 75，539，800円 3連単： 140，604，500円 計： 467，313，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 280円 � 320円 枠 連（3－8） 970円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 2，630円

ワ イ ド �� 640円 �� 620円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 4，460円 3 連 単 ��� 16，460円

票 数

単勝票数 計 512160 的中 � 108129（3番人気）
複勝票数 計 510380 的中 � 85816（3番人気）� 43902（5番人気）� 36840（6番人気）
枠連票数 計 107355 的中 （3－8） 8530（4番人気）
馬連票数 計 614850 的中 �� 27870（8番人気）
馬単票数 計 306120 的中 �� 8702（11番人気）
ワイド票数 計 460829 的中 �� 18795（9番人気）�� 19431（8番人気）�� 9596（15番人気）
3連複票数 計 755398 的中 ��� 12693（18番人気）
3連単票数 計1406045 的中 ��� 6193（67番人気）

ハロンタイム 12．0―11．1―11．6―11．8―11．0―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．0―23．1―34．7―46．5―57．5―1：09．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�デ ュ ガ 
�
父 Practical Joke 

�
母父 Canadian Frontier デビュー 2021．8．14 小倉3着

2019．3．31生 牡2鹿 母 Untraveled 母母 Down the Street 5戦2勝 賞金 21，642，000円
〔その他〕 キラーティー号は，4コーナー手前で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。
※出走取消馬 ペイシャフェリシテ号（疾病〔急性心不全〕のため）



3005511月20日 晴 良 （3東京5） 第5日 第7競走 ��1，400�3歳以上2勝クラス
発走13時10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
1：21．5
1：20．3

重
不良

24 アポロティアモ 牡4栗 57 坂井 瑠星アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 B508＋121：24．9 8．3�
510� シャークスポット 牡3鹿 56 武 豊沖田 正憲氏 高柳 大輔 日高 沖田牧場 448＋ 4 〃 ハナ 4．1�
714 ディスモーメント 牡5黒鹿57 福永 祐一大塚 亮一氏 宮田 敬介 浦河 杵臼牧場 532＋ 41：25．11� 5．3�
11 バーンパッション 牡4黒鹿57 田辺 裕信岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 真歌田中牧場 478± 01：25．2クビ 47．2�
12 マイナーズライト 牡3鹿 56

53 ▲永野 猛蔵吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 466＋ 21：25．3� 32．8�
612 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 458＋ 41：25．51� 20．6�
815 アキノスマート 牡4鹿 57 M．デムーロ穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 508＋141：25．6� 13．5	
713 ロードレイライン 牡3鹿 56 三浦 皇成 
ロードホースクラブ 稲垣 幸雄 新ひだか へいはた牧場 470＋ 61：25．8� 2．7�
36 ハコダテブショウ 牡3鹿 56 石川裕紀人河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 B494＋101：25．9� 36．8�
816 ニシノダンテ 牡6青鹿57 丸山 元気西山 茂行氏 新谷 功一 浦河 谷川牧場 510＋121：26．0� 36．1
611� コールドターキー 牡6栗 57 丸田 恭介薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 日高 下川 茂広 B470＋ 21：26．1� 316．6�
35 ヴェッツラー 牡4栗 57 松岡 正海永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 442－131：26．84 420．3�
59 ブルースコード 牡3黒鹿56 内田 博幸 �ビクトリーホースランチ 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 488＋181：27．65 123．3�
47 レジリエンスブルー 牡4黒鹿57 武藤 雅 
YGGホースクラブ 松山 将樹 日高 高山 博 478＋ 81：27．7� 43．1�
23 � エ ヴ ァ ン 牡4鹿 57 和田 竜二前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ B464－ 41：27．91 16．4�
48 カフェアヴニール 牡3青鹿56 北村 宏司西川 光一氏 中舘 英二 新ひだか 前山 友厚 468＋ 4 〃 アタマ 90．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，559，800円 複勝： 70，379，100円 枠連： 21，504，200円
馬連： 83，706，300円 馬単： 29，974，800円 ワイド： 64，806，300円
3連複： 115，245，200円 3連単： 117，948，200円 計： 549，123，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 270円 � 150円 � 160円 枠 連（2－5） 1，090円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 3，780円

ワ イ ド �� 710円 �� 990円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，880円 3 連 単 ��� 16，660円

票 数

単勝票数 計 455598 的中 � 43556（4番人気）
複勝票数 計 703791 的中 � 53639（4番人気）� 147130（2番人気）� 115127（3番人気）
枠連票数 計 215042 的中 （2－5） 15197（4番人気）
馬連票数 計 837063 的中 �� 35107（4番人気）
馬単票数 計 299748 的中 �� 5935（9番人気）
ワイド票数 計 648063 的中 �� 22786（5番人気）�� 15858（12番人気）�� 47708（3番人気）
3連複票数 計1152452 的中 ��� 29922（7番人気）
3連単票数 計1179482 的中 ��� 5132（36番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．3―12．1―12．4―12．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．4―46．5―58．9―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アポロティアモ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Ghostzapper デビュー 2019．10．20 東京4着

2017．3．13生 牡4栗 母 アポロノカンザシ 母母 Seeknfind 19戦3勝 賞金 50，100，000円
〔制裁〕 アキノスマート号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・9番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マリアルージュ号
（非抽選馬） 4頭 イディオム号・ゼヒニオヨバズ号・デルマクリスタル号・リワードノルン号

3005611月20日 晴 良 （3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45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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード3：24．8良

11 セプタリアン �5鹿 59 平沢 健治吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 494＋ 23：28．0 2．8�
22 キャプテンペリー �8栗 60 五十嵐雄祐千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 510＋ 43：28．21� 6．3�
710 ハルクンノテソーロ 牡7黒鹿59 上野 翔了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 新冠 長浜牧場 490± 03：29．15 11．8�
33 シャンボールナイト �6青鹿59 石神 深一 �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 472＋ 63：29．2� 8．4�
68 アースドラゴン 牡5鹿 59 大江原 圭松山 増男氏 根本 康広 浦河 アイオイファーム 492＋ 63：29．51� 155．4�
44 シンキングダンサー �8栗 61 草野 太郎佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 468－ 2 〃 アタマ 11．7	
45 ハルキストン 牡6鹿 60 難波 剛健若草クラブ 浅見 秀一 浦河 藤春 修二 472＋ 23：29．71 11．5

812 クイックファイア 牡6鹿 59 西谷 誠下河辺美智子氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 478－ 43：30．97 33．5�
56 � ペ ガ ー ズ 牡7鹿 59 白浜 雄造 �カナヤマホール

ディングス 中尾 秀正 新冠 ヒカル牧場 502± 0 〃 ハナ 70．0�
69 ビルジキール 牡5黒鹿59 中村 将之玉井 宏和氏 安達 昭夫 新ひだか 和田牧場 500－ 23：31．0クビ 44．2
57 クライムメジャー 牡7栗 59 森 一馬 �シルクレーシング 渡辺 薫彦 洞	湖 レイクヴィラファーム 530＋143：31．42� 4．7�
711 ニシノベイオウルフ 牡6黒鹿59 大庭 和弥西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 496＋ 63：32．46 120．0�
813 テイエムコンドル 牡10鹿 59 伴 啓太竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 474＋ 6 （競走中止） 14．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，846，900円 複勝： 39，151，400円 枠連： 12，195，600円
馬連： 57，869，700円 馬単： 25，647，800円 ワイド： 42，759，800円
3連複： 93，696，600円 3連単： 109，571，900円 計： 411，739，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 170円 � 280円 枠 連（1－2） 990円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 420円 �� 830円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 3，820円 3 連 単 ��� 14，720円

票 数

単勝票数 計 308469 的中 � 87905（1番人気）
複勝票数 計 391514 的中 � 102119（1番人気）� 55627（3番人気）� 26713（7番人気）
枠連票数 計 121956 的中 （1－2） 9497（2番人気）
馬連票数 計 578697 的中 �� 49542（2番人気）
馬単票数 計 256478 的中 �� 10835（2番人気）
ワイド票数 計 427598 的中 �� 27849（2番人気）�� 12904（9番人気）�� 8905（15番人気）
3連複票数 計 936966 的中 ��� 18382（12番人気）
3連単票数 計1095719 的中 ��� 5396（36番人気）
上り 1マイル 1：46．3 4F 51．9－3F 38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セプタリアン �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2018．6．23 阪神2着

2016．2．6生 �5鹿 母 リビングプルーフ 母母 プルーフオブラヴ 障害：3戦2勝 賞金 29，073，000円
〔競走中止〕 テイエムコンドル号は，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。



3005711月20日 晴 良 （3東京5） 第5日 第9競走 ��
��2，100�

ばんしゅう

晩秋ステークス
発走14時20分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス；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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

35 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± 02：10．4 3．1�
611 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 498－ 6 〃 ハナ 4．2�
48 ヴィアメント �4栗 57 北村 宏司 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B492＋14 〃 クビ 13．2�
59 ペルセウスシチー 牡4黒鹿57 M．デムーロ �友駿ホースクラブ 池上 昌和 新冠 樋渡 志尚 B478－ 42：10．5	 7．9�
612 テトラルキア �6鹿 57 大野 拓弥吉田 照哉氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 498＋ 42：10．81
 15．5	
510 テリオスベル 牝4黒鹿55 江田 照男鈴木美江子氏 田島 俊明 新ひだか 野坂牧場 B450＋ 42：10．9	 25．5

714 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 462＋ 42：11．0	 13．8�
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 506＋ 42：11．53 66．8�
12 ダノングロワール 牡4栗 57 田辺 裕信�ダノックス 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 500＋ 42：11．92	 9．0
47 リキサンダイオー 牡8黒鹿57 菊沢 一樹 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 470＋ 62：12．0
 88．8�
36 モ ル タ ル 牡4芦 57 C．ルメール 阿部 友弘氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 474＋ 22：12．1クビ 11．7�
815 ハンメルフェスト 牡4黒鹿57 横山 武史�三嶋牧場 庄野 靖志 浦河 三嶋牧場 552－ 42：13．48 31．1�
713 ウインダークローズ 牡4青鹿57 和田 竜二�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 496＋ 82：13．5	 68．2�
24 ロ ジ テ ィ ナ 牡6黒鹿57 内田 博幸久米田正明氏 新開 幸一 新冠 新冠橋本牧場 546＋ 82：14．02	 239．5�
23 アルコレーヌ 牝4栃栗55 戸崎 圭太 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 478－ 62：14．32 26．1�
11 � ヒーリングマインド �5鹿 57 津村 明秀ゴドルフィン 四位 洋文 愛 Godolphin 462－ 82：14．72 293．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 59，599，500円 複勝： 91，322，900円 枠連： 23，675，700円
馬連： 122，002，500円 馬単： 43，465，200円 ワイド： 93，364，900円
3連複： 178，787，000円 3連単： 176，733，100円 計： 788，950，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 170円 � 320円 枠 連（3－6） 480円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，040円 �� 910円

3 連 複 ��� 3，920円 3 連 単 ��� 14，660円

票 数

単勝票数 計 595995 的中 � 153497（1番人気）
複勝票数 計 913229 的中 � 219939（1番人気）� 139115（2番人気）� 55011（8番人気）
枠連票数 計 236757 的中 （3－6） 37758（1番人気）
馬連票数 計1220025 的中 �� 137151（1番人気）
馬単票数 計 434652 的中 �� 26237（1番人気）
ワイド票数 計 933649 的中 �� 76252（1番人気）�� 21735（11番人気）�� 25045（10番人気）
3連複票数 計1787870 的中 ��� 34190（8番人気）
3連単票数 計1767331 的中 ��� 8740（21番人気）

ハロンタイム 7．2―11．1―12．8―11．9―11．9―12．5―12．3―12．1―12．1―13．3―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．3―31．1―43．0―54．9―1：07．4―1：19．7―1：31．8―1：43．9―1：57．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キタノヴィジョン �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．3．14 中山1着

2017．5．11生 牡4鹿 母 グリーンオリーヴ 母母 メイシヨウスキー 11戦4勝 賞金 75，137，000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 アイファーキングズ号・ギガバッケン号・ダノンハーロック号・ハンディーズピーク号

3005811月20日 晴 良 （3東京5） 第5日 第10競走 ��
��1，600�

あきいろ

秋色ステークス
発走14時55分 （芝・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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

12 � ゴールデンシロップ 牡3黒鹿56 M．デムーロゴドルフィン 木村 哲也 愛 Hall of
Fame Stud 532－ 41：33．0 5．4�

11 リッケンバッカー 牡3鹿 56 福永 祐一安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか 岡田牧場 466＋ 21：33．1	 5．4�
23 ランドオブリバティ 牡3鹿 56 武 豊吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 474－ 21：33．2
 4．5�
24 クロノメーター 牡4黒鹿57 田辺 裕信 �サンデーレーシング 尾形 和幸 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 61：33．51
 37．2�
35 サトノフウジン 牡4黒鹿57 C．ルメール �サトミホースカンパニー 堀 宣行 千歳 社台ファーム 470＋ 41：33．6クビ 8．6	
47 シュヴァリエローズ 牡3鹿 56 石橋 脩 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 444－ 61：33．81� 17．7

36 � フォッサマグナ �5黒鹿57 北村 宏司吉田 和美氏 藤沢 和雄 米 Lofts Hall

Stud 476± 0 〃 クビ 159．7�
816 クロンターフ 牡3鹿 56 川田 将雅 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 496＋ 81：34．11	 13．0�
817 シンハリング 牝4青鹿55 横山 武史 DMMドリームクラブ� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 506＋ 2 〃 クビ 12．5
48 ハイアーグラウンド �7鹿 57 大野 拓弥小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 518－ 2 〃 アタマ 116．9�
714 セ リ ユ ー ズ 牝5鹿 55 三浦 皇成 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 502－ 61：34．31 28．2�
612 オールイズウェル 牡5黒鹿57 戸崎 圭太小林竜太郎氏 佐々木晶三 新ひだか へいはた牧場 494＋ 2 〃 クビ 10．3�
59 ウイングレイテスト 牡4栗 57 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 514＋12 〃 ハナ 7．6�
611 ボーダーオブライフ �7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 492＋ 61：34．61	 159．6�
510 アドマイヤスコール �5鹿 57 和田 竜二近藤 旬子氏 加藤 征弘 洞湖 レイクヴィラファーム 488＋ 41：34．7	 297．8�
815 インテンスライト 牡5鹿 57 菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 新冠 カミイスタット 504＋ 6 〃 クビ 65．1�
713 ラインハイト 牡4黒鹿57 坂井 瑠星 �キャロットファーム 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 484＋ 41：34．8クビ 102．5�

（17頭）

売 得 金
単勝： 87，148，000円 複勝： 121，895，200円 枠連： 32，126，500円
馬連： 169，476，000円 馬単： 57，115，600円 ワイド： 127，448，600円
3連複： 251，436，000円 3連単： 255，194，900円 計： 1，101，840，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 160円 � 160円 � 180円 枠 連（1－1） 1，450円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 540円 �� 590円 �� 520円

3 連 複 ��� 2，190円 3 連 単 ��� 11，230円

票 数

単勝票数 計 871480 的中 � 126771（3番人気）
複勝票数 計1218952 的中 � 196127（2番人気）� 198217（1番人気）� 173100（3番人気）
枠連票数 計 321265 的中 （1－1） 17116（6番人気）
馬連票数 計1694760 的中 �� 89263（3番人気）
馬単票数 計 571156 的中 �� 14898（4番人気）
ワイド票数 計1274486 的中 �� 60746（2番人気）�� 54526（3番人気）�� 63037（1番人気）
3連複票数 計2514360 的中 ��� 85729（1番人気）
3連単票数 計2551949 的中 ��� 16474（6番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．0―11．8―11．5―10．9―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．7―47．5―59．0―1：09．9―1：21．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ゴールデンシロップ �
�
父 Havana Gold �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2020．10．18 東京4着

2018．2．26生 牡3黒鹿 母 Muscovado 母母 Only Royale 7戦4勝 賞金 50，572，000円



3005911月20日 晴 良 （3東京5） 第5日 第11競走 ��
��1，800�第26回東京スポーツ杯2歳ステークス（ＧⅡ）

発走15時30分 （芝・左）
2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

東京スポーツ杯（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：44．5

良
良

11 イクイノックス 牡2青鹿55 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 482＋ 81：46．2 2．6�
33 ア サ ヒ 牡2黒鹿55 田辺 裕信 �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 498＋ 21：46．62� 8．9�
22 テ ン ダ ン ス 牡2鹿 55 和田 竜二前田 葉子氏 中竹 和也 新ひだか グランド牧場 486－ 41：46．7� 11．4�
812 ダンテスヴュー 牡2鹿 55 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 458± 01：47．23 11．1�
55 レッドベルアーム 牡2鹿 55 福永 祐一 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 514＋ 6 〃 クビ 4．5	
710 アルナシーム 牡2鹿 55 武 豊ライオンレースホース� 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 438＋201：47．3クビ 6．8

68 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 516－ 21：47．4� 14．6�
79 スカイフォール 牡2鹿 55 横山 典弘�NICKS 昆 貢 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：47．61� 35．1�
811 テラフォーミング 牡2鹿 55 石川裕紀人石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 細川農場 464＋ 61：47．81	 48．2
44 トーセンヴァンノ 牡2黒鹿55 戸崎 圭太島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 486＋ 81：48．01	 56．7�
67 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 460＋ 81：48．74 56．7�
56 ナ バ ロ ン 牡2鹿 55 M．デムーロ�大島牧場 杉山 佳明 浦河 大島牧場 484＋ 61：48．91	 107．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 261，323，500円 複勝： 277，459，700円 枠連： 58，204，100円
馬連： 467，451，500円 馬単： 186，929，200円 ワイド： 343，566，700円
3連複： 767，328，700円 3連単： 1，020，881，500円 計： 3，383，144，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 210円 � 230円 枠 連（1－3） 1，140円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 440円 �� 510円 �� 830円

3 連 複 ��� 2，800円 3 連 単 ��� 9，350円

票 数

単勝票数 計2613235 的中 � 820182（1番人気）
複勝票数 計2774597 的中 � 637179（1番人気）� 313659（3番人気）� 270077（5番人気）
枠連票数 計 582041 的中 （1－3） 39316（4番人気）
馬連票数 計4674515 的中 �� 300609（3番人気）
馬単票数 計1869292 的中 �� 88382（3番人気）
ワイド票数 計3435667 的中 �� 209191（2番人気）�� 175711（4番人気）�� 100286（11番人気）
3連複票数 計7673287 的中 ��� 205502（6番人気）
3連単票数 計10208815 的中 ��� 79138（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―36．2―48．6―1：00．3―1：11．9―1：22．9―1：34．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．9―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

イクイノックス �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2021．8．28 新潟1着

2019．3．23生 牡2青鹿 母 シャトーブランシュ 母母 ブランシェリー 2戦2勝 賞金 45，434，000円

3006011月20日 晴 良 （3東京5） 第5日 第12競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走16時05分 （芝・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
1：30．5
1：30．3

良
良

612 ウインシャーロット 牝3鹿 54 石川裕紀人�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 490－ 61：35．1 5．1�
818 ディープリッチ 牡3黒鹿56 武 豊宇田 豊氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 504＋ 81：35．2� 21．5�
11 スリートップキズナ 牡3黒鹿 56

53 ▲永野 猛蔵永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B452＋ 61：35．41� 6．1�
23 ココリホウオウ 牡3鹿 56 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 高橋フアーム 470＋ 2 〃 ハナ 68．6�
817 タイニーロマンス 牝3青鹿54 M．デムーロ吉田 千津氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 524＋10 〃 クビ 6．5�
713 コスモノート 牡3鹿 56 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 520＋ 41：35．82� 23．3	
35 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± 0 〃 クビ 38．8

36 アルマドラード 牡3黒鹿56 福永 祐一 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 526＋ 6 〃 アタマ 4．3�
48 エレボアブランシュ 牝3芦 54 和田 竜二 �サンデーレーシング 加藤士津八 安平 ノーザンファーム 428－ 21：35．9� 69．8
715 シテフローラル 牡3鹿 56 C．ルメール 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 446＋ 8 〃 クビ 3．8�
59 ルージュアドラブル 牝3鹿 54 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 国枝 栄 浦河 酒井牧場 402＋101：36．0クビ 25．2�
24 レディードリー 牝5青鹿55 柴田 善臣小林 博雄氏 深山 雅史 新冠 秋田牧場 452－ 2 〃 ハナ 156．2�
714 キュンストラー 牝3芦 54

51 ▲横山 琉人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 松永 康利 新冠 株式会社ブルー

スターズファーム 400－ 21：36．21� 429．7�
611 トライフォーリアル 	4栗 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 B492＋ 4 〃 ハナ 21．3�
12 コスモブルーノーズ 牡4芦 57 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ムラカミファーム 424± 0 〃 クビ 354．6�
510
 シュルシャガナ 牡4芦 57 吉田 豊ディアレストクラブ� 高橋 文雅 浦河 ディアレスト

クラブ 436＋ 1 〃 クビ 175．7�
47 ハローキャンディ 牝4鹿 55 武藤 雅中西 純穂氏 久保田貴士 浦河 浦河小林牧場 448＋ 4 〃 ハナ 311．2�
816
 アイアンフラワー 牝3黒鹿54 岩部 純二池上 一馬氏 南田美知雄 新ひだか グローリーファーム 452＋121：36．41� 475．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 85，244，800円 複勝： 112，809，100円 枠連： 30，537，500円
馬連： 154，182，300円 馬単： 55，717，900円 ワイド： 120，254，800円
3連複： 226，995，900円 3連単： 242，237，700円 計： 1，027，980，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 580円 � 180円 枠 連（6－8） 1，210円

馬 連 �� 4，240円 馬 単 �� 8，130円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 550円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 6，450円 3 連 単 ��� 40，860円

票 数

単勝票数 計 852448 的中 � 132753（3番人気）
複勝票数 計1128091 的中 � 192252（1番人気）� 37722（9番人気）� 178245（4番人気）
枠連票数 計 305375 的中 （6－8） 19426（7番人気）
馬連票数 計1541823 的中 �� 28123（13番人気）
馬単票数 計 557179 的中 �� 5136（27番人気）
ワイド票数 計1202548 的中 �� 18133（16番人気）�� 59359（5番人気）�� 19809（15番人気）
3連複票数 計2269959 的中 ��� 26379（14番人気）
3連単票数 計2422377 的中 ��� 4298（115番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．2―12．6―12．4―11．2―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―36．2―48．8―1：01．2―1：12．4―1：23．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F33．9
3 18，10（3，12）（1，6，17）15，8（4，16）（11，14）（9，13）7，5，2 4 ・（18，10）12（3，17）（1，6，15）（4，8，16，14）（11，13）（9，7）（5，2）

勝馬の
紹 介

ウインシャーロット �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2020．7．11 福島4着

2018．5．30生 牝3鹿 母 マリアヴェロニカ 母母 マリアヴァレリア 7戦2勝 賞金 21，400，000円
※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 コスモミローディア号・トップザビル号・ヤップヤップヤップ号



（3東京5）第5日 11月20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 178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

277，620，000円
28，970，000円
2，070，000円
32，610，000円
78，460，500円
5，866，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
827，801，400円
1，067，531，500円
246，113，000円
1，395，016，100円
565，127，600円
1，076，661，200円
2，124，686，100円
2，539，016，900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 9，841，953，800円

総入場人員 9，237名 （有料入場人員 8，894名）
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