
3002511月13日 晴 稍重 （3東京5） 第3日 第1競走 1，600�2歳未勝利
発走9時55分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：36．2
1：36．2

不良
不良

711 リバーサルバレット 牡2鹿 55 田辺 裕信草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 482＋ 21：39．5 1．3�
22 オヤノナナヒカリ 牡2黒鹿55 内田 博幸 �スリーエイチレーシング 宮田 敬介 新ひだか タガミファーム 436－ 61：39．82 14．2�
710 エコロジェネラス 牡2鹿 55 武藤 雅原村 正紀氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 494＋ 41：39．9� 10．3�
68 ト リ グ ラ フ 牡2鹿 55

52 ▲永野 猛蔵山口 裕介氏 松山 将樹 浦河 鵜木 唯義 438＋ 2 〃 クビ 22．7�
812 タイキモンストル 牡2栗 55 石橋 脩�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 480＋ 61：40．0� 8．1	
44 イスカンダル 牡2鹿 55 菅原 明良田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 元道牧場 450＋ 81：40．31� 18．5

69 ロルバーンスカイ 牡2鹿 55 坂井 瑠星ディアレストクラブ� 新開 幸一 浦河 ディアレスト

クラブ B448＋12 〃 ハナ 50．4�
56 ドンレパルス 牡2栗 55 大野 拓弥山田 貢一氏 高木 登 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 500＋ 41：40．4アタマ 40．2�
33 サ ノ ラ キ 牡2鹿 55 戸崎 圭太佐野 信幸氏 中舘 英二 日高 豊洋牧場 496± 01：40．93 27．9
11 ヤマニンクラビーア 牡2鹿 55 伊藤 工真土井 肇氏 蛯名 利弘 新冠 錦岡牧場 488－ 61：41．11� 172．2�
813 ミスタートーザイ 牡2栗 55

53 △山田 敬士村田 哲朗氏 勢司 和浩 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 494－ 41：41．84 360．9�

57 グラナダローズ 牡2鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 日高 新井 昭二 460－ 2 〃 クビ 249．7�
45 タケルカムイ 牡2栗 55 石川裕紀人森 保彦氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 544－ 21：42．01� 369．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 31，809，200円 複勝： 141，364，400円 枠連： 10，432，000円
馬連： 50，745，300円 馬単： 30，408，200円 ワイド： 43，017，600円
3連複： 82，607，400円 3連単： 130，888，500円 計： 521，272，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 240円 � 170円 枠 連（2－7） 720円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 420円 �� 250円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 4，330円

票 数

単勝票数 計 318092 的中 � 187847（1番人気）
複勝票数 計1413644 的中 � 1153725（1番人気）� 28911（4番人気）� 49581（3番人気）
枠連票数 計 104320 的中 （2－7） 11202（3番人気）
馬連票数 計 507453 的中 �� 50604（3番人気）
馬単票数 計 304082 的中 �� 21826（3番人気）
ワイド票数 計 430176 的中 �� 25891（3番人気）�� 51537（2番人気）�� 7670（13番人気）
3連複票数 計 826074 的中 ��� 42349（4番人気）
3連単票数 計1308885 的中 ��� 21895（10番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．3―13．0―13．1―12．3―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．9―48．9―1：02．0―1：14．3―1：26．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リバーサルバレット �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2021．9．25 中山3着

2019．5．1生 牡2鹿 母 フレンチドール 母母 ワルツダンサー 3戦1勝 賞金 8，900，000円

3002611月13日 晴 良 （3東京5） 第3日 第2競走 1，400�2歳未勝利
発走10時25分 （芝・左）

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

中央レコード
1：20．8
1：20．1

良
良

816 サーマルウインド 牝2鹿 54 岩田 康誠 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 510－101：22．4 10．6�
23 アメイジングアイル 牝2青鹿54 柴田 善臣�大樹ファーム 和田 勇介 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 394－ 81：22．5� 19．3�
12 バ ス マ テ ィ 牝2鹿 54 戸崎 圭太多田 信尊氏 藤沢 和雄 新ひだか 小野 秀治 434＋ 21：22．7� 18．4�
47 ランプロティタ 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 6 〃 クビ 7．1�
35 サバイバルアート 牝2鹿 54 丸山 元気福田 光博氏 和田 雄二 千歳 社台ファーム 420－ 21：22．8クビ 169．7�
11 マ エ マ エ 牝2黒鹿 54

53 ☆亀田 温心 	ニッシンホール
ディングス 久保田貴士 新ひだか チャンピオンズファーム 440－ 21：23．11� 11．1


713 ハーディローズ 牝2栗 54 田辺 裕信ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 430＋ 8 〃 アタマ 78．8�

510 ニシノジャズ 牝2黒鹿54 吉田 豊西山 茂行氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 482± 0 〃 クビ 177．1�
36 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 426＋ 21：23．3� 85．3
817 トーセンアンジェロ 牝2黒鹿54 大野 拓弥島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 434± 0 〃 アタマ 23．5�
818 ランパデール 牝2鹿 54 菅原 明良 �サンデーレーシング 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 414＋ 41：23．4� 39．8�
59 ペイシャカレン 牝2栗 54 江田 照男北所 直人氏 粕谷 昌央 新冠 カミイスタット 446＋ 6 〃 � 125．8�
715 ミッテルライン 牝2栗 54

51 ▲永野 猛蔵 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 424－ 2 〃 ハナ 58．3�
24 ショウナンナウシカ 牝2鹿 54 三浦 皇成国本 哲秀氏 大竹 正博 登別 青藍牧場 448＋ 21：23．5クビ 71．7�
611 ヴェールアンレーヴ 牝2鹿 54 横山 武史 DMMドリームクラブ	 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 438＋ 2 〃 クビ 2．3�
714 ロジスピード 牝2黒鹿54 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 464＋ 6 〃 クビ 6．4�
48 ソーブラック 牝2青鹿54 石川裕紀人平田 修氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B446－ 41：23．92 163．7�
612 テイエムオードリー 牝2青鹿54 嶋田 純次竹園 正繼氏 加藤 和宏 新冠 樋渡 志尚 470－ 41：24．43 39．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 37，378，500円 複勝： 56，335，400円 枠連： 13，512，200円
馬連： 55，694，700円 馬単： 24，830，400円 ワイド： 54，764，100円
3連複： 88，408，800円 3連単： 87，205，600円 計： 418，129，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 460円 � 580円 � 630円 枠 連（2－8） 3，650円

馬 連 �� 11，130円 馬 単 �� 19，390円

ワ イ ド �� 3，590円 �� 3，170円 �� 3，680円

3 連 複 ��� 57，010円 3 連 単 ��� 263，430円

票 数

単勝票数 計 373785 的中 � 29784（4番人気）
複勝票数 計 563354 的中 � 33673（5番人気）� 25285（7番人気）� 23102（8番人気）
枠連票数 計 135122 的中 （2－8） 2866（12番人気）
馬連票数 計 556947 的中 �� 3875（30番人気）
馬単票数 計 248304 的中 �� 960（58番人気）
ワイド票数 計 547641 的中 �� 3929（34番人気）�� 4467（30番人気）�� 3836（35番人気）
3連複票数 計 884088 的中 ��� 1163（139番人気）
3連単票数 計 872056 的中 ��� 240（652番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．0―46．9―58．4―1：10．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F35．5
3 9－（7，8）11（6，3，13）10（2，16）12（5，14）（1，18）（4，15，17） 4 9（7，8）（11，13）（6，3）（2，10）16（1，5）（4，12，14）18（15，17）

勝馬の
紹 介

サーマルウインド �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2021．9．11 中京7着

2019．3．2生 牝2鹿 母 ラフィエスタ 母母 ライクザウインド 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔制裁〕 マエマエ号の騎手亀田温心は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜こうとしたことについて過怠金

10，000円。（被害馬：4番）
※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 ユキゲショウ号

第５回 東京競馬 第３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



3002711月13日 晴 稍重 （3東京5） 第3日 第3競走 1，400�2歳未勝利
発走10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
1：23．1
1：23．0

重
重

24 バルミュゼット 牡2鹿 55 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 増本牧場 502＋ 21：25．9 3．6�

48 セイカフォルゴーレ 牡2栗 55 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 498＋ 21：26．32� 2．7�
23 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 458－ 81：26．82� 4．9�
713 フレイムジョーカー 牡2鹿 55 岩田 望来 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 4 〃 クビ 21．1�
612 インゲニウム 牡2鹿 55 柴田 善臣程田 真司氏 小野 次郎 日高 シンボリ牧場 496± 01：26．9アタマ 26．2�
47 ニシノフウジン 牡2鹿 55 戸崎 圭太西山 茂行氏 中野 栄治 新冠 中山 高鹿康 462－ 6 〃 ハナ 27．4	
611 キュートハイカー 牝2青鹿54 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 深山 雅史 日高 豊洋牧場 418－ 61：27．43� 8．3

59 ムーンワード 牝2鹿 54 野中悠太郎伊東 純一氏 杉浦 宏昭 日高 ヤナガワ牧場 492－ 41：27．93 131．0�
510 シャークアタック 牡2鹿 55 江田 照男下河辺隆行氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 472＋121：28．11� 93．2�
36 ハ ロ サ ン 牡2鹿 55

52 ▲永野 猛蔵乙訓 史樹氏 本間 忍 平取 清水牧場 466± 01：28．2クビ 220．4
12 グランドクォーツ 牡2鹿 55 田辺 裕信田畑 利彦氏 根本 康広 浦河 モトスファーム 438± 0 〃 クビ 211．9�
815 ビレッジシングル 牡2鹿 55 丸山 元気村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 元道牧場 470＋ 21：28．41 31．6�
714 アフォガート 牡2芦 55 丸田 恭介豊井 義次氏 浅野洋一郎 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 450－ 41：28．93 231．9�
35 ヒ ナ ゲ シ 牝2黒鹿 54

52 △山田 敬士中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 416－101：29．0� 223．5�
11 ニ シ ノ コ チ 牝2鹿 54 石川裕紀人西山 茂行氏 和田 勇介 浦河 日進牧場 480＋ 6 〃 ハナ 28．1�
816 ブレットプルーフ 牡2鹿 55 菅原 明良�ミルファーム 松山 将樹 新ひだか 片岡 博 506－ 21：29．52� 160．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，489，400円 複勝： 44，749，700円 枠連： 12，786，800円
馬連： 54，907，100円 馬単： 23，979，900円 ワイド： 45，081，800円
3連複： 82，454，200円 3連単： 84，149，200円 計： 383，598，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 120円 � 120円 � 130円 枠 連（2－4） 270円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 200円 �� 240円 �� 250円

3 連 複 ��� 460円 3 連 単 ��� 2，230円

票 数

単勝票数 計 354894 的中 � 82718（2番人気）
複勝票数 計 447497 的中 � 91201（2番人気）� 100428（1番人気）� 87249（3番人気）
枠連票数 計 127868 的中 （2－4） 36495（1番人気）
馬連票数 計 549071 的中 �� 105793（1番人気）
馬単票数 計 239799 的中 �� 20737（1番人気）
ワイド票数 計 450818 的中 �� 61722（1番人気）�� 46410（2番人気）�� 43246（3番人気）
3連複票数 計 824542 的中 ��� 132848（1番人気）
3連単票数 計 841492 的中 ��� 27313（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．8―48．5―1：00．8―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バルミュゼット �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 ファスリエフ デビュー 2021．10．30 東京3着

2019．3．31生 牡2鹿 母 バルフューレント 母母 コ リ ン ナ 2戦1勝 賞金 6，900，000円

3002811月13日 晴 良 （3東京5） 第3日 第4競走 1，800�2歳未勝利
発走11時25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

47 ショウナンマグマ 牡2鹿 55 吉田 豊国本 哲秀氏 尾関 知人 登別 青藍牧場 494＋ 41：47．8 25．3�
22 エスペラント 牡2青鹿55 武藤 雅 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 464± 01：48．01� 2．6�
610 エ ン ペ ザ ー 牡2鹿 55 坂井 瑠星�リーヴァ 田中 克典 新ひだか 上村 清志 498＋ 21：48．1� 29．7�
611 ワープスピード 牡2鹿 55 菅原 明良山田 弘氏 高木 登 安平 ノーザンファーム 484＋ 6 〃 ハナ 2．6�
58 セイウンプラチナ 牡2鹿 55 田辺 裕信西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 �川 啓一 484＋ 61：48．31� 7．2�
815 シ ー グ ラ ス 牝2鹿 54 戸崎 圭太 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 428－ 2 〃 クビ 10．8

59 ダンディジャック 牡2黒鹿55 大野 拓弥�サンコウ牧場 佐藤 吉勝 新ひだか サンコウ牧場 472＋ 21：48．61� 15．4�
713 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 424＋ 41：48．7� 158．2�
35 ブローヴェイス 牡2黒鹿 55

52 ▲永野 猛蔵豊井 義次氏 浅野洋一郎 様似 林 時春 424± 01：49．12� 51．0
814 トーセンビースト 牡2栗 55 江田 照男島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 452＋ 21：49．21 151．6�
34 ス ズ ナ ミ 牡2鹿 55

54 ☆亀田 温心 	グリーンファーム林 徹 千歳 社台ファーム 398－ 2 〃 アタマ 55．8�
46 パフオブウインド 牡2栗 55

53 △山田 敬士西森 功氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド 470－ 21：49．51� 366．5�
712 シュバルツヴァイス 牡2鹿 55 野中悠太郎 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 458－ 41：49．92� 248．6�
11 フィアーミー 牡2青 55 横山 和生�ターフ・スポート小野 次郎 新ひだか 静内フアーム 522＋ 81：50．96 134．9�
23 リョウランポケット 牡2青鹿55 宮崎 北斗佐藤 啓子氏 伊藤 伸一 新冠 タニグチ牧場 482＋101：52．07 256．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 40，368，900円 複勝： 45，660，000円 枠連： 11，882，400円
馬連： 54，581，500円 馬単： 27，097，000円 ワイド： 47，675，400円
3連複： 77，249，200円 3連単： 96，793，400円 計： 401，307，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，530円 複 勝 � 530円 � 140円 � 560円 枠 連（2－4） 2，870円

馬 連 �� 3，150円 馬 単 �� 7，800円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 5，960円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 15，050円 3 連 単 ��� 134，950円

票 数

単勝票数 計 403689 的中 � 13480（6番人気）
複勝票数 計 456600 的中 � 17837（6番人気）� 119914（2番人気）� 16605（7番人気）
枠連票数 計 118824 的中 （2－4） 3200（8番人気）
馬連票数 計 545815 的中 �� 13409（8番人気）
馬単票数 計 270970 的中 �� 2604（22番人気）
ワイド票数 計 476754 的中 �� 10841（11番人気）�� 1997（36番人気）�� 8765（13番人気）
3連複票数 計 772492 的中 ��� 3849（40番人気）
3連単票数 計 967934 的中 ��� 520（301番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―11．9―12．0―12．2―12．2―11．2―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―36．4―48．4―1：00．6―1：12．8―1：24．0―1：35．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F35．0

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

勝馬の
紹 介

ショウナンマグマ �
�
父 ザファクター �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2021．8．8 新潟6着

2019．4．29生 牡2鹿 母 レッドメアラス 母母 セイランクイーン 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リョウランポケット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年12月13日まで平地

競走に出走できない。



3002911月13日 晴 稍重 （3東京5） 第3日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12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
1：36．2
1：36．2

不良
不良

57 リッキーマジック 牝2栗 54 田辺 裕信�ビリオンスター加藤 征弘 新ひだか 服部 牧場 522 ―1：39．3 4．7�
33 ビーザラキエスト 牡2鹿 55 三浦 皇成ゴドルフィン 鹿戸 雄一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 532 ― 〃 アタマ 7．4�
22 ロードシャマール 牡2栗 55 津村 明秀 �ロードホースクラブ 新開 幸一 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B484 ―1：39．83 10．5�
45 カイザーレオン 牡2鹿 55 横山 和生 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊坂 重信 新ひだか 橋本牧場 460 ―1：40．54 12．1�
711 キバルスター 牡2青 55 野中悠太郎須山 悟至氏 小西 一男 新冠 村上 雅規 466 ―1：40．71� 57．2�
11 ハッピーオーラ 牝2栗 54 大野 拓弥堀口 晴男氏 稲垣 幸雄 新ひだか 有限会社石川牧場 476 ―1：40．8クビ 25．7	
813 ベ ン テ イ ガ 牡2鹿 55 岩田 望来 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 新ひだか グランド牧場 506 ― 〃 クビ 4．0

44 サクセスミノル 牡2芦 55 坂井 瑠星吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 496 ―1：41．11� 23．6�
56 イーサンバーニング 牡2鹿 55 柴田 善臣国本 勇氏 中野 栄治 浦河 山春牧場 500 ―1：42．810 63．8�
68 ロマンバローズ 牡2栗 55

52 ▲永野 猛蔵菅 實氏 伊藤 伸一 新冠 北星村田牧場 516 ―1：42．9� 19．6
69 ニシノユヅキ 牡2栗 55 菅原 明良西山 茂行氏 高木 登 新ひだか 前田ファーム 470 ―1：43．32� 103．7�
710 アイパラドックス 牡2栗 55 武士沢友治ライフエンタープライズ� 古賀 史生 日高 門別 敏朗 464 ―1：43．93� 220．5�
812 サ ノ ワ ン 牡2鹿 55 横山 武史佐野 信幸氏 尾形 和幸 新ひだか 田原橋本牧場 458 ―1：44．75 4．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 32，937，200円 複勝： 36，619，700円 枠連： 11，376，900円
馬連： 45，922，700円 馬単： 20，762，400円 ワイド： 35，759，100円
3連複： 64，506，600円 3連単： 69，414，500円 計： 317，299，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 190円 � 250円 � 300円 枠 連（3－5） 1，400円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 530円 �� 740円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 4，140円 3 連 単 ��� 17，830円

票 数

単勝票数 計 329372 的中 � 58540（3番人気）
複勝票数 計 366197 的中 � 56995（3番人気）� 36756（4番人気）� 29267（6番人気）
枠連票数 計 113769 的中 （3－5） 6261（7番人気）
馬連票数 計 459227 的中 �� 27103（3番人気）
馬単票数 計 207624 的中 �� 6579（6番人気）
ワイド票数 計 357591 的中 �� 17982（4番人気）�� 12374（9番人気）�� 8089（14番人気）
3連複票数 計 645066 的中 ��� 11670（12番人気）
3連単票数 計 694145 的中 ��� 2821（48番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．6―12．8―12．7―12．1―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．4―37．0―49．8―1：02．5―1：14．6―1：26．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リッキーマジック �
�
父 コパノリッキー �

�
母父 ハーツクライ 初出走

2019．3．8生 牝2栗 母 テ ツ ナ ゴ オ 母母 フライトオブエンジェルス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出走取消馬 スターステイ号（疾病〔急性心不全〕のため）

3003011月13日 晴 良 （3東京5） 第3日 第6競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時45分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量

本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，450，000
1，450，000

円
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

78 ソ バ ナ 牝2鹿 54 横山 和生原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 442 ―1：37．2 1．5�
44 アオイゴールドワン 牡2鹿 55 横山 武史新谷 幸義氏 清水 久詞 新ひだか 千代田牧場 466 ―1：37．3� 4．7�
22 ユイノペニーワイズ 牡2黒鹿55 江田 照男由井健太郎氏 辻 哲英 浦河 川越ファーム 450 ― 〃 クビ 10．5�
33 シュヴェルトライテ 牝2栗 54 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 440 ― 〃 同着 9．9�
77 エナジーグラン 牡2黒鹿55 岩田 望来 �キャピタル・システム 高柳 大輔 浦河 宮内牧場 456 ―1：37．4クビ 22．8�
55 ベ ロ ア 牝2黒鹿54 岩田 康誠吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 434 ―1：37．93 24．6	
11 キタノブレイド 牡2黒鹿55 武士沢友治北所 直人氏 萱野 浩二 新冠 長浜 忠 446 ―1：38．0� 133．6

66 ニューレトロ 牡2鹿 55 武藤 雅�明栄商事 武藤 善則 新ひだか 静内フジカワ牧場 460 ― 〃 ハナ 83．6�
810 ブレディバンチ 牝2芦 54 三浦 皇成諸江 幸祐氏 戸田 博文 登別 登別上水牧場 462 ―1：38．11 20．9�
89 グランセザム 牡2黒鹿 55

52 ▲永野 猛蔵飯田 訓大氏 松山 将樹 白老 習志野牧場 476 ―1：39．37 109．0
（10頭）

売 得 金
単勝： 41，421，700円 複勝： 84，268，700円 枠連： 7，603，800円
馬連： 43，775，400円 馬単： 28，967，300円 ワイド： 35，930，300円
3連複： 60，488，900円 3連単： 111，556，600円 計： 414，012，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 110円 �
�

110円
110円 枠 連（4－7） 280円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 380円

ワ イ ド �� 110円 ��
��

180円
160円

��
��

230円
190円

3 連 複 ���
���

340円
290円 3 連 単 ���

���
800円
730円

票 数

単勝票数 計 414217 的中 � 216192（1番人気）
複勝票数 計 842687 的中 �

�
593586
48347

（1番人気）
（3番人気）

� 77761（2番人気）� 44943（4番人気）

枠連票数 計 76038 的中 （4－7） 20617（1番人気）
馬連票数 計 437754 的中 �� 117335（1番人気）
馬単票数 計 289673 的中 �� 57088（1番人気）
ワイド票数 計 359303 的中 ��

��
79407
17337

（1番人気）
（7番人気）

��
��

25515
23247

（3番人気）
（4番人気）

�� 33760（2番人気）

3連複票数 計 604889 的中 ��� 63274（2番人気）��� 79902（1番人気）
3連単票数 計1115566 的中 ��� 50117（2番人気）��� 55084（1番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．6―12．9―13．0―11．3―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―36．8―49．7―1：02．7―1：14．0―1：25．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソ バ ナ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 スピニングワールド 初出走

2019．3．18生 牝2鹿 母 オメガスピリット 母母 ファーガーズプロスペクト 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 アオイゴールドワン号の騎手横山武史は，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：3番）



3003111月13日 晴 良 （3東京5） 第3日 第7競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時15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
1：44．2
1：43．8

良
良

22 スパイラルノヴァ 牡3黒鹿55 岩田 望来�フクキタル 藤岡 健一 新冠 パカパカ
ファーム 480＋ 81：45．9 5．8�

56 ボ ー デ ン 牡3鹿 55 戸崎 圭太吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 492＋ 8 〃 クビ 1．7�
710 ダノンターキッシュ 牡3鹿 55 石橋 脩�ダノックス 寺島 良 日高 下河辺牧場 454－ 21：46．11 23．9�
33 フィアスプライド 牝3青鹿53 横山 和生ゴドルフィン 国枝 栄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B488± 0 〃 クビ 10．8�
68 ド ラ ミ モ ン 牡3栗 55

52 ▲永野 猛蔵子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 448＋ 61：46．31� 33．7�
813 アスクヒーロー 牡3鹿 55 田辺 裕信廣崎利洋HD� 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 502－ 61：46．51 60．5	
711� バニシングポイント 牡3芦 55 横山 武史長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Whisper Hill

Farm, LLC 494－ 2 〃 クビ 7．8

69 シ ル ブ ロ ン 牡3鹿 55 岩田 康誠 �シルクレーシング 稲垣 幸雄 平取 坂東牧場 484＋ 2 〃 クビ 32．1�
812 マイネルヒッツェ 牡3芦 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 21：46．6� 38．5
57 アルコディオーサ 牝3鹿 53 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 458± 01：47．13 120．9�
44 ノーダブルディップ 牡3鹿 55 菅原 明良丸山 担氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 546＋ 81：47．2� 9．5�
45 	 ウインリベルタ 牡5栗 57 坂井 瑠星�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 488± 01：47．3� 157．7�
11 ブラウシュヴァルツ 牡3青 55 石川裕紀人 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム B512＋201：47．61
 58．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 50，392，400円 複勝： 125，159，900円 枠連： 14，769，400円
馬連： 75，311，700円 馬単： 37，059，600円 ワイド： 65，155，600円
3連複： 101，990，300円 3連単： 147，156，300円 計： 616，995，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 160円 � 110円 � 290円 枠 連（2－5） 550円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，300円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，510円 3 連 単 ��� 13，250円

票 数

単勝票数 計 503924 的中 � 69100（2番人気）
複勝票数 計1251599 的中 � 105435（2番人気）� 770300（1番人気）� 41022（6番人気）
枠連票数 計 147694 的中 （2－5） 20738（2番人気）
馬連票数 計 753117 的中 �� 104504（1番人気）
馬単票数 計 370596 的中 �� 18306（4番人気）
ワイド票数 計 651556 的中 �� 73468（1番人気）�� 11299（16番人気）�� 31480（5番人気）
3連複票数 計1019903 的中 ��� 30385（8番人気）
3連単票数 計1471563 的中 ��� 8048（40番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．6―12．2―11．8―12．2―11．4―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．2―34．8―47．0―58．8―1：11．0―1：22．4―1：33．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F34．9

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

勝馬の
紹 介

スパイラルノヴァ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Teofilo デビュー 2020．8．9 新潟2着

2018．2．3生 牡3黒鹿 母 アップワードスパイラル 母母 Welsh Cake 9戦2勝 賞金 25，251，000円

3003211月13日 晴 良 （3東京5） 第3日 第8競走 ��1，600�3歳以上2勝クラス
発走13時45分 （芝・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
1：30．5
1：30．3

良
良

79 � リ フ レ イ ム 牝3芦 54 野中悠太郎山口 裕介氏 黒岩 陽一 米 Summer Wind
Equine LLC 512＋ 21：33．3 3．6�

22 ガ ン ダ ル フ 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：33．62 3．6�
810 チアチアクラシカ 牝4鹿 55 田辺 裕信藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 508－ 21：33．7クビ 5．9�
811 プ レ ト リ ア �6鹿 57 大野 拓弥多田 賢司氏 中川 公成 浦河 大北牧場 468＋ 2 〃 クビ 36．5�
55 フ ァ ジ ェ ス 牝3黒鹿54 横山 和生 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 478－ 61：33．91� 14．9�
44 � チャロアイト 牝4鹿 55 横山 武史吉田 和子氏 池上 昌和 米 Merriebelle

Stable, LLC 494＋161：34．0	 10．5	
67 カイザーノヴァ 牡3鹿 56 坂井 瑠星広尾レース
 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 466－ 2 〃 クビ 8．0�
33 レッドライデン 牡4青鹿57 三浦 皇成 
東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 平取 坂東牧場 482－101：34．1アタマ 5．1�
66 アドマイヤシナイ 牡7鹿 57

54 ▲永野 猛蔵近藤 旬子氏 柄崎 孝 洞
湖 レイクヴィラファーム B470＋161：34．31	 271．4
11 テンワールドレイナ 牝6栗 55 岩田 望来天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 484＋ 21：34．4	 249．4�
78 デルマセイシ 牝3青鹿54 菅原 明良浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 470＋ 4 〃 	 54．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 47，464，000円 複勝： 63，571，000円 枠連： 10，734，300円
馬連： 83，805，700円 馬単： 34，916，600円 ワイド： 58，981，700円
3連複： 101，520，300円 3連単： 134，446，400円 計： 535，440，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 130円 � 150円 枠 連（2－7） 710円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 340円 �� 450円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 6，080円

票 数

単勝票数 計 474640 的中 � 104021（1番人気）
複勝票数 計 635710 的中 � 103672（4番人気）� 144152（1番人気）� 103677（3番人気）
枠連票数 計 107343 的中 （2－7） 11634（1番人気）
馬連票数 計 838057 的中 �� 82689（1番人気）
馬単票数 計 349166 的中 �� 19981（1番人気）
ワイド票数 計 589817 的中 �� 45955（2番人気）�� 32602（6番人気）�� 39442（3番人気）
3連複票数 計1015203 的中 ��� 53715（3番人気）
3連単票数 計1344464 的中 ��� 16012（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．9―35．6―47．3―59．0―1：10．0―1：21．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．3
3 ・（4，9）8，3（6，7）（2，10）（5，1）11 4 ・（4，9）（3，8）（6，7）（2，10）（5，1）11

勝馬の
紹 介

�リ フ レ イ ム �
�
父 American Pharoah �

�
母父 Tapit デビュー 2020．7．25 新潟1着

2018．2．18生 牝3芦 母 Careless Jewel 母母 Sweet and Careless 8戦3勝 賞金 35，186，000円
［他本会外：1戦0勝］



3003311月13日 晴 稍重 （3東京5） 第3日 第9競走 ��
��1，400�オ キ ザ リ ス 賞

発走14時20分 （ダート・左）
2歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：23．1
1：23．0

重
重

23 ドライスタウト 牡2黒鹿55 戸崎 圭太 �YGGホースクラブ 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 524＋ 21：23．4 5．9�
11 インコントラーレ 牡2黒鹿55 岩田 康誠髙瀬 正志氏 菊沢 隆徳 新ひだか 千代田牧場 506± 01：24．35 13．3�
12 ヴァルツァーシャル 牡2鹿 55 三浦 皇成西森 功氏 高木 登 浦河 梅田牧場 470＋ 2 〃 アタマ 12．8�
510 アルファマム 牝2鹿 54 亀田 温心平井 裕氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 446－ 41：24．72� 40．6�
24 クロジシジョー 牡2青鹿55 石橋 脩河内 孝夫氏 岡田 稲男 日高 増尾牧場 436＋ 81：24．8� 41．0�
611 ジ レ ト ー ル 牡2鹿 55 坂井 瑠星 	キャロットファーム 松永 幹夫 新ひだか グランド牧場 478＋101：25．0� 15．6

36 ヴォルケニック 牡2栗 55 大野 拓弥ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468＋ 41：25．42� 27．9�
59 	 コンクパール 牝2栗 54 岩田 望来前田 幸大氏 中竹 和也 米 Triemore

Stud 480－ 41：25．5� 3．2�
815 ベアグッジョブ 牡2鹿 55 横山 和生熊木 浩氏 杉浦 宏昭 平取 中川 隆 488＋ 41：26．02� 276．0
612	 ケルンコンサート 牡2芦 55 北村 宏司風早 信昭氏 森 秀行 米 Buck Pond

Farm Inc. 464＋ 21：26．11 12．9�
35 タヤスゴールド 牡2栗 55 江田 照男横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 浦河 上山牧場 500＋ 61：26．2� 4．2�
714 オードゥメール 牝2鹿 54 石川裕紀人中村 智幸氏 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 460± 01：26．73 95．5�
48 ショウナンワオン 牝2鹿 54 菅原 明良	湘南 武市 康男 日高 木村牧場 458－ 21：26．8� 128．1�
47 ダンスウィズジョイ 牝2鹿 54 横山 武史 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 444＋101：27．0� 21．0�
816 ボルタドマール 牡2鹿 55 丸山 元気今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 528＋14 〃 クビ 172．8�
713 カセノダンサー 牝2栗 54 武藤 雅平川 進氏 中尾 秀正 新冠 須崎牧場 476± 0 （競走中止） 31．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 64，924，300円 複勝： 80，386，900円 枠連： 24，130，500円
馬連： 110，504，700円 馬単： 41，871，700円 ワイド： 88，766，000円
3連複： 175，040，700円 3連単： 176，460，600円 計： 762，085，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 220円 � 370円 � 330円 枠 連（1－2） 1，940円

馬 連 �� 4，360円 馬 単 �� 6，640円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 1，260円 �� 2，430円

3 連 複 ��� 14，390円 3 連 単 ��� 58，390円

票 数

単勝票数 計 649243 的中 � 91585（3番人気）
複勝票数 計 803869 的中 � 104248（3番人気）� 53533（6番人気）� 60659（4番人気）
枠連票数 計 241305 的中 （1－2） 9600（9番人気）
馬連票数 計1105047 的中 �� 19606（16番人気）
馬単票数 計 418717 的中 �� 4728（22番人気）
ワイド票数 計 887660 的中 �� 15124（15番人気）�� 18373（12番人気）�� 9273（30番人気）
3連複票数 計1750407 的中 ��� 9120（50番人気）
3連単票数 計1764606 的中 ��� 2191（176番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドライスタウト �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2021．9．26 中京1着

2019．3．21生 牡2黒鹿 母 マストバイアイテム 母母 ビッグマリーン 2戦2勝 賞金 17，443，000円
〔競走中止〕 カセノダンサー号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

3003411月13日 晴 良 （3東京5） 第3日 第10競走 ��1，400�
お く た ま

奥多摩ステークス
発走14時55分 （芝・左）
3歳以上，3勝クラス，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

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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

816 ヴィジュネル 牡3青鹿55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478－ 21：21．4 3．5�

510 グレイイングリーン 牡3芦 55 岩田 望来青芝商事� 池江 泰寿 安平 追分ファーム 488± 01：21．61� 7．4�
36 シャドウブロッサム 牝4鹿 54 菅原 明良飯塚 知一氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 462－ 4 〃 クビ 8．8�
23 マ リ ー ナ 牝3青鹿52 北村 宏司三浦 大輔氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442－ 21：21．7� 15．5�
818 カ ル リ ー ノ 牡5鹿 54 石川裕紀人 �Gリビエール・

レーシング 高橋 裕 浦河 松栄牧場 B518＋ 21：21．8� 16．2	
612 フォワードアゲン �4黒鹿54 柴田 善臣浅川 皓司氏 中野 栄治 新ひだか 信田牧場 436＋ 21：21．9� 6．1

11 カ リ ボ ー ル 牡5鹿 55 横山 武史大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B492± 01：22．0クビ 7．1�
35 ブレイブメジャー 牡5鹿 55 岩田 康誠 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 492＋ 4 〃 ハナ 22．0�
48 トウカイオラージュ 牡5栗 54 松岡 正海内村 正則氏 長谷川浩大 新ひだか 平野牧場 480± 0 〃 クビ 42．5
47 ウインレフィナード 牡5黒鹿54 武藤 雅�ウイン 畠山 吉宏 浦河 猿橋 義昭 460＋ 2 〃 クビ 235．9�
611	 ミニオンペール 牝5鹿 52 丸山 元気 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小手川 準 新冠 サンローゼン 480＋ 41：22．1クビ 44．4�
715 オールザゴー 牡7鹿 54 亀田 温心 �サンデーレーシング 田中 克典 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B508＋ 4 〃 ハナ 213．6�
713 レッドクレオス 牡5栗 54 大野 拓弥 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 472－ 2 〃 クビ 27．7�
24 ホウオウカトリーヌ 牝5鹿 50 永野 猛蔵小笹 芳央氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 496＋ 41：22．2� 306．1�
817 ジュビリーヘッド 牡4鹿 55 横山 和生 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B474± 01：22．3� 9．3�
59 ショウリュウハル 牝4栗 53 坂井 瑠星上田 芳枝氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 490± 0 〃 ハナ 40．6�
12 キャッチミーアップ 牝6鹿 52 丸田 恭介畑佐 博氏 河内 洋 日高 浜本牧場 462－ 8 〃 アタマ 79．4�
714 タガノスカイハイ 牡6鹿 54 吉田 豊八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492－ 21：22．72� 112．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 52，351，200円 複勝： 86，772，600円 枠連： 31，871，900円
馬連： 137，128，200円 馬単： 47，149，300円 ワイド： 100，863，000円
3連複： 205，739，500円 3連単： 206，606，600円 計： 868，482，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 230円 � 250円 枠 連（5－8） 770円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 480円 �� 640円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 2，550円 3 連 単 ��� 8，470円

票 数

単勝票数 計 523512 的中 � 117811（1番人気）
複勝票数 計 867726 的中 � 175143（1番人気）� 91708（4番人気）� 80842（5番人気）
枠連票数 計 318719 的中 （5－8） 32075（4番人気）
馬連票数 計1371282 的中 �� 89691（1番人気）
馬単票数 計 471493 的中 �� 17588（2番人気）
ワイド票数 計1008630 的中 �� 56451（1番人気）�� 40348（4番人気）�� 24578（11番人気）
3連複票数 計2057395 的中 ��� 60368（3番人気）
3連単票数 計2066066 的中 ��� 17664（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．1―35．4―47．2―58．1―1：09．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．2
3 8－16，3（6，17）（1，18）（5，12）14（2，9，11，13）15（4，10）7 4 8－（3，16）（6，17）（1，12，18）（5，13，14）（2，11）（9，10，15）4，7

勝馬の
紹 介

ヴィジュネル �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．10．10 京都2着

2018．5．19生 牡3青鹿 母 コードネーム 母母 トリッキーコード 11戦4勝 賞金 73，631，000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 アビッグチア号・コスモエスパーダ号・フォッサマグナ号



3003511月13日 晴 稍重 （3東京5） 第3日 第11競走 ��
��1，600�第26回東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス（ＧⅢ）

発走15時30分 （ダート・左）
3歳以上；負担重量は，3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，2．11．14以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬3�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2�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�
増，2．11．13以前の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（ただし2歳時の成績を除く）

中日新聞社賞・地方競馬全国協会理事長賞（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 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

816 ソリストサンダー 牡6黒鹿56 戸崎 圭太村上 稔氏 高柳 大輔 新冠 村田牧場 482＋ 21：35．0 6．6�
714 エアスピネル 牡8栗 56 田辺 裕信 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 482＋ 11：35．21� 6．4�
611 オメガレインボー 牡5栗 56 横山 和生原 	子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 460± 01：35．3
 8．7�
510 ブルベアイリーデ 牡5鹿 56 丸山 元気森中 蕃氏 杉山 晴紀 浦河 フクオカファーム 492－ 21：35．4� 7．3�
36 スリーグランド 牡4栗 56 津村 明秀永井商事� 高橋 義忠 新ひだか グランド牧場 474± 0 〃 アタマ 21．8�
11 タガノビューティー 牡4鹿 56 石橋 脩八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 518＋ 21：35．61� 4．9	
23 ワンダーリーデル 牡8鹿 56 横山 典弘山本 能成氏 安田 翔伍 浦河 大島牧場 B528－ 21：35．7
 8．7

815 ダイワキャグニー �7黒鹿56 内田 博幸大城 正一氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B492± 01：35．9� 16．3�
24 テイエムサウスダン 牡4鹿 57 岩田 康誠竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 544＋ 8 〃 クビ 17．9�
612 ワイドファラオ 牡5栗 58 柴田 善臣幅田 昌伸氏 辻野 泰之 新ひだか フジワラフアーム B512＋ 71：36．0
 60．1
59 スマッシャー 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉岡 辰弥 浦河 宮内牧場 476± 01：36．21� 12．9�
12 リアンヴェリテ 牡7鹿 56 国分 恭介加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474－121：36．51
 135．1�
48 バスラットレオン 牡3鹿 57 菅原 明良広尾レース� 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 484－ 21：36．71� 21．7�
47 レピアーウィット 牡6栗 57 横山 武史金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 542－121：37．01� 44．4�
35 ヒロシゲゴールド 牡6青鹿57 亀田 温心�ウエストヒルズ 北出 成人 新ひだか 斉藤 正男 B478－ 51：37．74 31．9�
713 サトノアーサー 牡7青鹿56 岩田 望来 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 480－10 〃 ハナ 58．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 169，454，100円 複勝： 256，834，400円 枠連： 92，359，700円
馬連： 547，444，500円 馬単： 169，130，500円 ワイド： 405，790，000円
3連複： 1，084，703，100円 3連単： 1，067，451，300円 計： 3，793，167，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 210円 � 210円 � 280円 枠 連（7－8） 1，370円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 3，550円

ワ イ ド �� 610円 �� 900円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 5，840円 3 連 単 ��� 27，580円

票 数

単勝票数 計1694541 的中 � 203868（3番人気）
複勝票数 計2568344 的中 � 335965（2番人気）� 323930（3番人気）� 222601（6番人気）
枠連票数 計 923597 的中 （7－8） 51953（4番人気）
馬連票数 計5474445 的中 �� 236969（4番人気）
馬単票数 計1691305 的中 �� 35647（7番人気）
ワイド票数 計4057900 的中 �� 176863（1番人気）�� 114444（11番人気）�� 84725（15番人気）
3連複票数 計10847031 的中 ��� 139179（13番人気）
3連単票数 計10674513 的中 ��� 28051（59番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．6―12．1―12．0―11．9―11．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―22．8―34．4―46．5―58．5―1：10．4―1：22．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソリストサンダー �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．8．13 小倉4着

2015．5．2生 牡6黒鹿 母 ラヴソースウィート 母母 キソティックラヴ 25戦6勝 賞金 154，311，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔発走状況〕 レピアーウィット号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔制裁〕 スリーグランド号の騎手津村明秀は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：1番・9番・10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。
（非抽選馬） 5頭 アディラート号・ウインドジャマー号・サンライズソア号・サンライズラポール号・ニシノデイジー号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりソリストサンダー号は，チャンピオンズカップ（GⅠ）競走に優先出走できる。

3003611月13日 晴 稍重 （3東京5） 第3日 第12競走 1，400�3歳以上2勝クラス
発走16時05分 （ダート・左）

牝；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

11 ブ ッ チ ー ニ 牝5白 55 横山 武史金子真人ホール
ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 428－101：24．5 3．9�

816 ティケイプルメリア 牝4鹿 55 伊藤 工真田畑 勝彦氏 林 徹 浦河 秋場牧場 B462－ 61：24．81� 11．1�
714 イベリスリーフ 牝5栗 55 石橋 脩 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 470＋ 61：24．9� 15．0�
47 フォークテイル 牝5鹿 55 岩田 康誠 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 454＋ 4 〃 ハナ 25．1�
23 � ディアノイア 牝3黒鹿54 戸崎 圭太杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 岡野牧場 476＋ 4 〃 ハナ 2．1	
510 ヤマニンプレシオサ 牝4黒鹿55 津村 明秀土井 肇氏 辻 哲英 浦河 廣田 光夫 470－ 41：25．11 17．0

12 アラゴネーゼ 牝5芦 55 菅原 明良�G1レーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム B494－ 4 〃 クビ 119．7�
35 カイルアコナ 牝4鹿 55 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 450－ 81：25．2� 33．0�
815 モリノカワセミ 牝5鹿 55

53 △山田 敬士森 和久氏 大江原 哲 日高 森永牧場 468－ 21：25．51� 23．2
36 サンキーウエスト 牝4青鹿55 松岡 正海 �加藤ステーブル 萱野 浩二 日高 株式会社

ケイズ 454＋ 21：25．6� 32．4�
713 シネマトグラフ 牝4芦 55 内田 博幸江馬 由将氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 464－ 21：26．34 9．8�
24 ストリートピアノ 牝4芦 55 武藤 雅高橋 文男氏 武藤 善則 平取 二風谷ファーム 464－ 81：26．61� 32．7�
59 ユ ナ カ イ ト 牝5栗 55 北村 宏司 �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 500＋101：26．92 74．3�
611� サプライズレター 牝5黒鹿55 野中悠太郎熊坂 俊一氏 根本 康広 新冠 松浦牧場 422＋14 〃 ハナ 427．8�
48 クリノレオノール 牝7鹿 55 武士沢友治栗本 博晴氏 天間 昭一 日高 日西牧場 484＋ 61：27．75 512．5�
612 カ グ ラ ヒ メ 牝5青鹿55 岩田 望来 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 鈴木慎太郎 日高 シンボリ牧場 484＋ 41：28．44 154．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 69，897，200円 複勝： 83，487，600円 枠連： 36，674，700円
馬連： 137，210，700円 馬単： 58，102，700円 ワイド： 112，069，100円
3連複： 212，673，500円 3連単： 248，073，800円 計： 958，189，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 270円 � 390円 枠 連（1－8） 1，180円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 3，140円

ワ イ ド �� 680円 �� 1，200円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 8，680円 3 連 単 ��� 37，530円

票 数

単勝票数 計 698972 的中 � 140292（2番人気）
複勝票数 計 834876 的中 � 155340（2番人気）� 77794（3番人気）� 47340（6番人気）
枠連票数 計 366747 的中 （1－8） 24011（4番人気）
馬連票数 計1372107 的中 �� 61846（4番人気）
馬単票数 計 581027 的中 �� 13859（7番人気）
ワイド票数 計1120691 的中 �� 44351（4番人気）�� 23657（14番人気）�� 15822（20番人気）
3連複票数 計2126735 的中 ��� 18375（22番人気）
3連単票数 計2480738 的中 ��� 4791（102番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．8―35．7―47．8―59．7―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブ ッ チ ー ニ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．3．9 阪神1着

2016．5．10生 牝5白 母 シラユキヒメ 母母 ウェイブウインド 12戦3勝 賞金 38，150，000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） 2頭 ミカンサン号・リワードノルン号
（非抽選馬） 1頭 コモレビキラリ号



（3東京5）第3日 11月13日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 175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

247，610，000円
33，770，000円
1，860，000円
29，310，000円
77，826，500円
5，084，500円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
673，888，100円
1，105，210，300円
278，134，600円
1，397，032，200円
544，275，600円
1，093，853，700円
2，337，382，500円
2，560，202，800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 9，989，979，800円

総入場人員 9，125名 （有料入場人員 8，847名）
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