
3000111月5日 曇 良 （4東京5） 第1日 第1競走 ��1，300�2歳未勝利
発走10時00分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：17．4
1：17．4

良
良

12 グローリーカフェ 牝2黒鹿54 田辺 裕信西川 光一氏 中舘 英二 浦河 三嶋牧場 442＋ 41：20．2 2．9�
48 アヴェッリーノ 牡2栗 55 津村 明秀八嶋 長久氏 的場 均 安平 �橋本牧場 476± 01：20．73 70．4�
23 マ ラ マ プ ア 牝2栗 54

53 ☆永野 猛蔵加藤 治氏 伊藤 圭三 安平 ノーザンファーム 482＋ 2 〃 ハナ 8．6�
59 ヨ ロ 牡2栗 55 杉原 誠人�ミルファーム 大和田 成 浦河 ミルファーム 492＋ 81：20．8クビ 44．2�
24 マテリアルガール 牝2栗 54 内田 博幸 Him Rock Racing

ホールディングス� 西田雄一郎 浦河 �川 啓一 476－ 61：20．9� 9．7	
815 コスモジョセフ 牡2鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 シンユウフアーム 472－ 41：21．22 22．9

611 ビヴァアカプルコ 牝2栗 54 木幡 巧也吉田 千津氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－ 61：21．3� 97．8�
510 ド ラ ク ロ ワ 牡2芦 55 石川裕紀人�キーファーズ 田中 博康 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 4 〃 クビ 55．4�
47 マイショウチャン 牡2鹿 55 戸崎 圭太星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 438＋ 21：21．93� 2．2
612 ショウナンカムイ 牡2青鹿55 吉田 豊国本 哲秀氏 久保田貴士 平取 二風谷ファーム 484＋ 61：22．0� 90．5�
713 アネモネポルト 牝2栗 54 野中悠太郎ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 小西 一男 浦河 目名太山口
牧場 428＋ 2 〃 アタマ 506．3�

35 ロ ー ズ ミ カ 牝2栗 54 坂井 瑠星冨沢 敦子氏 伊藤 大士 日高 賀張中川牧場 436－ 41：22．1� 26．9�
36 サノノビーチ 牝2栗 54 斎藤 新佐野 信幸氏 斎藤 誠 日高 豊洋牧場 502＋ 41：22．2� 258．0�
714 テーオーマツカゼ 牡2栗 55 江田 照男大橋 利幸氏 蛯名 利弘 新冠 大林ファーム 462± 0 〃 ハナ 132．7�
816 フィーバーヒュー 牝2黒鹿 54

52 △山田 敬士�ORTEGA 大江原 哲 日高 藤本 直弘 420＋ 41：22．62� 478．5�
11 ケネディテソーロ 牡2栗 55 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 武市 康男 日高 リョーケンファー
ム株式会社 468－ 81：22．91� 177．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，931，000円 複勝： 50，974，600円 枠連： 15，456，100円
馬連： 60，362，400円 馬単： 29，169，900円 ワイド： 54，952，700円
3連複： 92，446，500円 3連単： 111，189，300円 計： 455，482，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 810円 � 210円 枠 連（1－4） 310円

馬 連 �� 9，730円 馬 単 �� 11，920円

ワ イ ド �� 2，010円 �� 420円 �� 3，560円

3 連 複 ��� 13，570円 3 連 単 ��� 65，960円

票 数

単勝票数 計 409310 的中 � 115945（2番人気）
複勝票数 計 509746 的中 � 116666（2番人気）� 11512（7番人気）� 62987（3番人気）
枠連票数 計 154561 的中 （1－4） 38293（1番人気）
馬連票数 計 603624 的中 �� 4807（22番人気）
馬単票数 計 291699 的中 �� 1835（28番人気）
ワイド票数 計 549527 的中 �� 6688（19番人気）�� 37373（4番人気）�� 3721（28番人気）
3連複票数 計 924465 的中 ��� 5107（35番人気）
3連単票数 計1111893 的中 ��� 1222（157番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―12．0―12．8―12．4―12．3―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．1―30．1―42．9―55．3―1：07．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グローリーカフェ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2022．10．16 新潟2着

2020．3．19生 牝2黒鹿 母 ルミエールカフェ 母母 ファンシーカフェ 2戦1勝 賞金 8，000，000円
〔制裁〕 マラマプア号の騎手永野猛蔵は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10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。
（非当選馬） 1頭 ダイユウサンテ号

3000211月5日 曇 良 （4東京5） 第1日 第2競走 1，600�2歳未勝利
発走10時30分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：36．2
1：36．2

不良
不良

610 ヤングワールド 牡2栗 55 田辺 裕信藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 560＋101：38．7 7．7�
813 プラチナジュビリー 牝2鹿 54 三浦 皇成大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 486± 01：39．12� 19．6�
45 フレスコバンクール 牡2鹿 55 横山 武史 KRジャパン 武藤 善則 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 504＋101：39．63 6．3�
46 プリヴィエレジェ 牡2青鹿55 戸崎 圭太落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 アラキフアーム 474＋101：40．13 25．6�
57 オーサムデアラー 牡2栗 55 大野 拓弥吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 490＋ 61：40．2� 1．8�
814 セイウンミライズ 牡2黒鹿55 野中悠太郎西山 茂行氏 奥平 雅士 様似 猿倉牧場 458＋ 41：40．3クビ 25．5�
34 ウィズフィリップ 牡2黒鹿55 西村 太一山科 統氏 大竹 正博 浦河 杵臼牧場 514－ 61：40．62 61．2	
22 ホウオウアルマン 牡2栗 55

54 ☆永野 猛蔵小笹 芳央氏 稲垣 幸雄 日高 戸川牧場 484＋ 41：40．91� 26．4

58 ファンタジスタ 牡2鹿 55 T．マーカンド �キャロットファーム 宮田 敬介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 21：41．32� 7．3�
（英）

69 サンセットベリー 牡2栗 55
53 △山田 敬士リーヴァ 松永 康利 新ひだか 桜井牧場 446± 0 〃 クビ 413．2�

712 ベルウッドグラス 牡2鹿 55 木幡 巧也鈴木 照雄氏 牧 光二 浦河 市川フアーム 468－ 81：41．51� 40．0�
711 ケイツーユーロ 牡2栗 55 武士沢友治楠本 勝美氏 鈴木慎太郎 新ひだか 有限会社石川牧場 454－ 21：41．6� 433．2�
33 メーリッハベイ 牡2鹿 55 宮崎 北斗 京都ホースレーシング 中川 公成 新冠 村上牧場 462－ 21：42．34 545．7�
11 ロンリープラネット 牡2栗 55 石川裕紀人 グリーンファーム小笠 倫弘 日高 新井 昭二 B488＋ 41：44．7大差 241．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 45，072，700円 複勝： 56，398，500円 枠連： 11，952，000円
馬連： 56，644，200円 馬単： 25，362，900円 ワイド： 52，941，600円
3連複： 81，701，600円 3連単： 89，353，900円 計： 419，427，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 320円 � 470円 � 190円 枠 連（6－8） 3，110円

馬 連 �� 5，520円 馬 単 �� 9，920円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 830円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 9，590円 3 連 単 ��� 53，930円

票 数

単勝票数 計 450727 的中 � 49313（4番人気）
複勝票数 計 563985 的中 � 44030（4番人気）� 27077（6番人気）� 90733（2番人気）
枠連票数 計 119520 的中 （6－8） 2974（9番人気）
馬連票数 計 566442 的中 �� 7952（16番人気）
馬単票数 計 253629 的中 �� 1917（29番人気）
ワイド票数 計 529416 的中 �� 10329（15番人気）�� 16677（8番人気）�� 11624（14番人気）
3連複票数 計 817016 的中 ��� 6387（32番人気）
3連単票数 計 893539 的中 ��� 1201（173番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．4―35．6―48．2―1：00．8―1：12．9―1：25．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤングワールド �
�
父 コパノリッキー �

�
母父 Johannesburg デビュー 2022．10．9 東京7着

2020．2．1生 牡2栗 母 ビーラヴリー 母母 Superb in Roses 2戦1勝 賞金 5，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロンリープラネット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年12月5日まで平地競

走に出走できない。
※出走取消馬 フリッパー号（疾病〔鼻翼部裂創〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第５回 東京競馬 第１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



3000311月5日 曇 良 （4東京5） 第1日 第3競走 ��1，400�2歳未勝利
発走11時00分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．8
1：20．1

良
良

610 プレジャークルーズ 牝2栗 54 松山 弘平吉田 照哉氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 484＋ 41：22．3 131．2�
815 ニシノピウモッソ 牡2栗 55 勝浦 正樹西山 茂行氏 西田雄一郎 新冠 中山 高鹿康 458＋ 61：22．5� 16．5�
58 ステークホルダー 牡2鹿 55 横山 武史諸江 幸祐氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 454－ 6 〃 クビ 5．9�
46 フェーレンベルク 牡2芦 55 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 21：22．71� 70．2�
611 アマレロフレイバー 牡2鹿 55 戸崎 圭太尾田 信夫氏 久保田貴士 新ひだか ヒサイファーム 472± 01：22．8� 59．6�
814 サティンボディス 牝2鹿 54 坂井 瑠星ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476± 01：22．9� 16．5�
713 トーセンジニアール 牡2栗 55 岩田 康誠島川 	哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 430＋ 2 〃 ハナ 6．9

712 ピオニーシャルム 牝2栗 54 石川裕紀人ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 高橋 裕 新ひだか 田中 裕之 504－ 41：23．11� 20．2�
59 ショウナンアキーム 牡2鹿 55 菅原 明良国本 哲秀氏 武市 康男 登別 青藍牧場 422＋ 21：23．2� 89．3
22 スティルディマーレ 牡2鹿 55 C．ルメール �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 522＋ 8 〃 ハナ 1．5�
47 プリンスメーカー 牡2鹿 55

53 △山田 敬士小原準一郎氏 加藤 和宏 新ひだか 坂本 智広 448＋ 61：23．3クビ 359．2�
35 ベルウッドミカサ 牡2黒鹿55 木幡 巧也鈴木 照雄氏 牧 光二 新ひだか 山際牧場 442± 01：23．41 164．9�
34 アスクトゥマッチ 牡2栗 55 T．マーカンド廣崎 利洋氏 中舘 英二 平取 株式会社

ASK STUD 428－ 21：24．67 54．4�
（英）

23 ヒープパラドックス 牡2鹿 55
54 ☆永野 猛蔵藤田 岳彦氏 田村 康仁 新ひだか 山際牧場 416± 01：25．13 231．6�

11 シャイニーヤマト 牡2黒鹿55 武士沢友治小林 昌志氏 佐藤 吉勝 平取 雅 牧場 458－24 〃 アタマ 57．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 53，344，400円 複勝： 150，899，400円 枠連： 13，838，300円
馬連： 60，545，000円 馬単： 36，834，800円 ワイド： 63，609，900円
3連複： 102，639，700円 3連単： 140，328，800円 計： 622，040，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 13，120円 複 勝 � 4，500円 � 840円 � 410円 枠 連（6－8） 6，960円

馬 連 �� 64，450円 馬 単 �� 190，520円

ワ イ ド �� 11，090円 �� 5，450円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 95，980円 3 連 単 ��� 1，271，720円

票 数

単勝票数 計 533444 的中 � 3455（12番人気）
複勝票数 計1508994 的中 � 8121（13番人気）� 47263（6番人気）� 106253（2番人気）
枠連票数 計 138383 的中 （6－8） 1539（13番人気）
馬連票数 計 605450 的中 �� 728（60番人気）
馬単票数 計 368348 的中 �� 145（133番人気）
ワイド票数 計 636099 的中 �� 1447（58番人気）�� 2965（38番人気）�� 14742（11番人気）
3連複票数 計1026397 的中 ��� 802（135番人気）
3連単票数 計1403288 的中 ��� 80（1018番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．5―47．9―59．5―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プレジャークルーズ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Bellamy Road デビュー 2022．7．17 福島10着

2020．3．23生 牝2栗 母 ランドオーバーシー 母母 Belle Watling 4戦1勝 賞金 5，200，000円
〔発走状況〕 シャイニーヤマト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

スティルディマーレ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
トーセンジニアール号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。

〔制裁〕 フェーレンベルク号の騎手大野拓弥は，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：14番）
〔調教再審査〕 シャイニーヤマト号は，発走調教再審査。
※プレジャークルーズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3000411月5日 晴 良 （4東京5） 第1日 第4競走 ��1，800�2歳未勝利
発走11時30分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：44．5

良
良

66 シュタールヴィント 牡2鹿 55 坂井 瑠星 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 444－ 21：48．7 2．2�
33 ロ ゼ ル 牡2青鹿55 松山 弘平田中 純一氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 450＋ 41：49．23 3．5�
811 ピンキープロミス 牡2芦 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 笹島 智則 468＋ 41：49．51� 9．3�
78 シルバーニース 牝2黒鹿54 C．ルメール 亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 450＋ 61：49．6� 4．2�
810 トーセンカタリーナ 牝2栗 54 戸崎 圭太島川 �哉氏 菊沢 隆徳 日高 有限会社 エ

スティファーム 442－ 41：49．81� 12．4	
79 ホウオウバーデン 牡2鹿 55 岩田 望来小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 472－ 61：50．12 65．1

55 ネッロランパンテ 牝2青鹿54 木幡 巧也堀田 浩司氏 杉浦 宏昭 日高 日高大洋牧場 464＋ 61：50．2� 228．6�
44 エイチエヌバンピー 牡2鹿 55 武士沢友治鳴田 啓志氏 小桧山 悟 新冠 大狩部牧場 434－ 2 〃 ハナ 390．5�
22 クレアチョウサン 牝2栗 54 勝浦 正樹チョウサン 石毛 善彦 平取 坂東牧場 454－ 81：50．62� 187．6�
11 サウスシーパール 牡2栗 55 江田 照男田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 大北牧場 454＋ 21：50．91� 193．3�
67 トゥルーキーノ 牡2黒鹿55 松岡 正海ディアレストクラブ 堀内 岳志 浦河 ディアレスト

クラブ 446＋ 21：51．11� 152．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 59，700，900円 複勝： 47，870，900円 枠連： 10，294，400円
馬連： 55，817，700円 馬単： 29，469，800円 ワイド： 49，626，100円
3連複： 73，722，100円 3連単： 125，193，800円 計： 451，695，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 120円 � 160円 枠 連（3－6） 390円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 190円 �� 350円 �� 330円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 2，560円

票 数

単勝票数 計 597009 的中 � 222789（1番人気）
複勝票数 計 478709 的中 � 126867（1番人気）� 115984（2番人気）� 56443（4番人気）
枠連票数 計 102944 的中 （3－6） 20137（2番人気）
馬連票数 計 558177 的中 �� 120591（1番人気）
馬単票数 計 294698 的中 �� 33101（1番人気）
ワイド票数 計 496261 的中 �� 75907（1番人気）�� 32990（7番人気）�� 34848（5番人気）
3連複票数 計 737221 的中 ��� 65509（2番人気）
3連単票数 計1251938 的中 ��� 35353（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―36．2―49．0―1：02．1―1：14．9―1：26．1―1：37．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F33．8

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

勝馬の
紹 介

シュタールヴィント �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2022．10．15 東京4着

2020．5．6生 牡2鹿 母 マルセリーナ 母母 マ ル バ イ ユ 2戦1勝 賞金 6，300，000円
〔制裁〕 ピンキープロミス号の騎手柴田大知は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番）



3000511月5日 晴 良 （4東京5） 第1日 第5競走 1，600�2歳新馬
発走12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
1：36．2
1：36．2

不良
不良

816 オメガタキシード 牡2鹿 55 横山 和生原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 444 ―1：39．6 15．1�
12 キープブライトン 牡2黒鹿55 岩田 望来髙嶋 航氏 栗田 徹 浦河 有限会社

吉田ファーム 472 ―1：39．91� 28．5�
714 ニシノファンフェア 牡2黒鹿55 田辺 裕信西山 茂行氏 和田 勇介 新ひだか 本桐牧場 486 ―1：40．43� 4．7�
48 ジ グ ラ ー ト 牡2芦 55 松山 弘平�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496 ―1：41．03� 19．5�
59 ロードアルザス 牡2黒鹿55 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 稲垣 幸雄 日高 細川牧場 488 ―1：41．63� 34．4�
713 エクメディゴールド 牡2栗 55 柴田 大知橋本慎太郎氏 畠山 吉宏 新冠 村上牧場 496 ―1：41．7� 58．2	
24 カフジクロストリ 牡2芦 55 坂井 瑠星加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 548 ―1：41．8� 3．1

23 ウインクリエ 牡2鹿 55

54 ☆永野 猛蔵�ウイン 小手川 準 新ひだか 斉藤スタッド 444 ―1：41．9クビ 29．8�
510 キョウエイノーブル 牝2黒鹿54 原田 和真田中 晴夫氏 萱野 浩二 日高 本間牧場 494 ― 〃 クビ 164．1�
11 ヴォーグファラオ 牡2鹿 55 松岡 正海志村 幸彦氏 田中 剛 新ひだか 岡田スタツド 478 ― 〃 アタマ 166．2
611 チーフインザスカイ 牡2栗 55 杉原 誠人阿部 善武氏 大和田 成 新冠 堤 牧場 430 ―1：42．21� 210．4�
35 ペイシャハーメルン 牡2芦 55 江田 照男北所 直人氏 蛯名 利弘 新冠 隆栄牧場 462 ―1：42．73 61．7�
612 ドロップキック 牡2鹿 55 木幡 巧也山口 敦広氏 的場 均 新冠 大狩部牧場 534 ―1：42．91� 83．3�
47 ヴ ェ ズ レ ー �2栗 55 T．マーカンド田島榮二郎氏 和田 雄二 日高 坂 牧場 480 ―1：43．0クビ 33．5�

（英）

36 エ ペ 牡2黒鹿55 C．ルメール �カナヤマホール
ディングス 清水 久詞 新ひだか 谷岡牧場 510 ―1：43．63� 2．8�

815 ソリッドステート 牝2黒鹿54 岩田 康誠�ジェイアール 土田 稔 新冠 坂元 芳春 454 ―1：49．3大差 118．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 38，236，600円 複勝： 40，030，600円 枠連： 12，999，400円
馬連： 55，911，200円 馬単： 24，308，300円 ワイド： 46，078，500円
3連複： 79，935，600円 3連単： 84，618，800円 計： 382，119，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，510円 複 勝 � 250円 � 500円 � 180円 枠 連（1－8） 8，640円

馬 連 �� 12，590円 馬 単 �� 24，730円

ワ イ ド �� 3，030円 �� 730円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 12，820円 3 連 単 ��� 122，450円

票 数

単勝票数 計 382366 的中 � 21371（4番人気）
複勝票数 計 400306 的中 � 41086（4番人気）� 17253（6番人気）� 67318（3番人気）
枠連票数 計 129994 的中 （1－8） 1165（23番人気）
馬連票数 計 559112 的中 �� 3439（30番人気）
馬単票数 計 243083 的中 �� 737（58番人気）
ワイド票数 計 460785 的中 �� 3773（31番人気）�� 16936（5番人気）�� 8279（14番人気）
3連複票数 計 799356 的中 ��� 4675（34番人気）
3連単票数 計 846188 的中 ��� 501（300番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．5―48．5―1：01．8―1：15．1―1：27．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．1―3F37．8
3 15，4－16，2（10，6，7）14（5，11）（13，8）9－1（3，12） 4 ・（15，4）（16，2）（10，7）（14，6，8）（5，11）13，9，3，1，12

勝馬の
紹 介

オメガタキシード �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 デュランダル 初出走

2020．5．14生 牡2鹿 母 パーティードレス 母母 グロンシャール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ソリッドステート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年12月5日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ヴェールトゥマラン号・クロックフォード号・ステイマックウォー号・トニトゥルス号・フクチャンビーナス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3000611月5日 晴 良 （4東京5） 第1日 第6競走 ��2，000�2歳新馬
発走12時55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
1：58．5
1：58．5

良
良

77 ジェイパームス 牡2黒鹿55 C．ルメールエムズレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 490 ―2：01．6 1．4�
78 モルトヴェローチェ 牡2栗 55 大野 拓弥 DMMドリームクラブ� 大竹 正博 新ひだか 中田 英樹 458 ―2：02．13 15．3�
44 ゴールドプリンセス 牝2黒鹿54 岩田 望来居城 寿与氏 寺島 良 新冠 北勝ファーム 492 ― 〃 クビ 9．8�
11 ドゥヴァンスマン 牡2栗 55 坂井 瑠星�G1レーシング 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484 ―2：02．41� 11．2�
55 ロッカフラダンサー 牡2鹿 55 横山 武史山田 弘氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 444 ―2：02．72 11．6�
810 ウイニングライブ 牡2鹿 55 M．デムーロ�レッドマジック金成 貴史 新ひだか グランド牧場 434 ―2：02．91� 45．5	
22 ダノンワンナップ 牡2鹿 55 T．マーカンド�ダノックス 田中 博康 日高 下河辺牧場 478 ―2：03．0� 24．4


（英）

89 プレシャスストーン 牝2青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 396 ― 〃 クビ 78．0�

33 イデアユウシン 牡2黒鹿55 菅原 明良益田 修一氏 本間 忍 浦河 谷川牧場 536 ―2：03．31� 29．4�
66 タイセイラプソディ 牡2鹿 55 田辺 裕信田中 成奉氏 栗田 徹 新ひだか タイヘイ牧場 476 ―2：03．93� 17．8

（10頭）

売 得 金
単勝： 49，708，800円 複勝： 99，688，000円 枠連： 9，391，300円
馬連： 51，953，500円 馬単： 35，197，400円 ワイド： 46，851，500円
3連複： 70，486，400円 3連単： 131，829，300円 計： 495，106，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 270円 � 170円 枠 連（7－7） 1，010円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 360円 �� 230円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 5，000円

票 数

単勝票数 計 497088 的中 � 283620（1番人気）
複勝票数 計 996880 的中 � 703002（1番人気）� 28655（6番人気）� 60086（2番人気）
枠連票数 計 93913 的中 （7－7） 7160（5番人気）
馬連票数 計 519535 的中 �� 42114（5番人気）
馬単票数 計 351974 的中 �� 20585（5番人気）
ワイド票数 計 468515 的中 �� 33280（4番人気）�� 61174（1番人気）�� 7963（17番人気）
3連複票数 計 704864 的中 ��� 33306（6番人気）
3連単票数 計1318293 的中 ��� 19078（16番人気）

ハロンタイム 13．5―11．8―11．8―12．5―12．9―12．7―12．6―11．4―11．3―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．5―25．3―37．1―49．6―1：02．5―1：15．2―1：27．8―1：39．2―1：50．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F33．8

3 ・（5，7）（1，8）6，10（3，4）2－9
2
4

・（5，7）8－（1，6）－（3，4，10）－2＝9・（5，7）8（1，6）10，4（3，2）－9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジェイパームス �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Congaree 初出走

2020．1．29生 牡2黒鹿 母 キラーグレイシス 母母 Heatherdoesntbluff 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ダノンワンナップ号の騎手T．マーカンドは，2コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
〔その他〕 ダノンワンナップ号は，2コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3000711月5日 晴 良 （4東京5） 第1日 第7競走 1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時25分 （ダート・左）

牝；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．5
1：33．3

重
良

33 ミファヴォリート 牝3鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 484＋ 41：38．4 2．7�
46 イモータルフェイム 牝3鹿 54 横山 武史�G1レーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 460＋ 41：38．61� 6．2�
57 メタルゴッド 牝3青 54 坂井 瑠星田畑 勝彦氏 矢作 芳人 浦河 秋場牧場 448－ 4 〃 クビ 7．2�
712 ニシノスピカ 牝3芦 54 津村 明秀西山 茂行氏 鈴木 伸尋 浦河 ガーベラパー

クスタツド 476＋10 〃 アタマ 4．4�
813 メイショウホオズキ 牝4鹿 55 吉田 豊松本 好雄氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 B482＋ 61：38．7クビ 27．5	
45 アーレンダール 牝3栗 54 野中悠太郎 �サンデーレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 504＋ 61：38．8� 4．7

11 スノーグレース 牝3栗 54 柴田 大知 �シルクレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 468－ 21：39．01� 48．8�
610 テイエムオードリー 牝3青鹿54 大野 拓弥竹園 正繼氏 加藤 和宏 新冠 樋渡 志尚 B468± 01：39．63� 43．2�
711 ラブベティー 牝3栗 54 石川裕紀人増田 陽一氏 尾形 和幸 新ひだか 橋本牧場 460＋ 21：39．92 23．7
58 キ ュ ン 牝4黒鹿55 岩田 望来 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 新ひだか 飯岡牧場 466＋ 61：40．11� 95．4�
34 ジュラメント 牝4黒鹿55 内田 博幸犬塚悠治郎氏 根本 康広 新ひだか 千代田牧場 446－ 41：40．2� 271．1�
814 アルマイナンナ 牝5芦 55

54 ☆永野 猛蔵コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 小島牧場 464＋ 21：40．62 331．7�
69 ファイアリースカイ 牝3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 458＋ 61：41．77 99．9�
22 リーディングパート 牝5鹿 55 杉原 誠人 �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 442＋121：42．23 164．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 46，190，200円 複勝： 66，255，300円 枠連： 17，038，700円
馬連： 70，011，700円 馬単： 29，632，700円 ワイド： 63，241，800円
3連複： 109，349，600円 3連単： 117，900，500円 計： 519，620，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 170円 � 210円 枠 連（3－4） 380円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 350円 �� 380円 �� 630円

3 連 複 ��� 2，010円 3 連 単 ��� 6，530円

票 数

単勝票数 計 461902 的中 � 134437（1番人気）
複勝票数 計 662553 的中 � 145693（1番人気）� 99396（4番人気）� 67064（5番人気）
枠連票数 計 170387 的中 （3－4） 34606（1番人気）
馬連票数 計 700117 的中 �� 57591（3番人気）
馬単票数 計 296327 的中 �� 16398（3番人気）
ワイド票数 計 632418 的中 �� 48868（1番人気）�� 43479（4番人気）�� 24093（10番人気）
3連複票数 計1093496 的中 ��� 40728（6番人気）
3連単票数 計1179005 的中 ��� 13081（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．0―23．6―35．9―49．0―1：02．0―1：14．0―1：25．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミファヴォリート �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Pulpit デビュー 2022．1．8 中山3着

2019．4．9生 牝3鹿 母 ミスエーニョ 母母 Madcap Escapade 5戦2勝 賞金 16，300，000円

3000811月5日 晴 良 （4東京5） 第1日 第8競走 ��1，300�3歳以上1勝クラス
発走13時55分 （ダート・左）

負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

12 アーサーテソーロ 牡3栗 56 松山 弘平了德寺健二ホール
ディングス� 栗田 徹 新ひだか フジワラフアーム 530＋ 41：18．5 7．0�

36 ア イ ス マ ン 牡4芦 57 戸崎 圭太岡 浩二氏 土田 稔 新冠 有限会社 大
作ステーブル 458－ 21：18．92� 5．1�

24 オーロラアーク 牝3芦 54 武士沢友治松谷 翔太氏 石栗 龍彦 日高 豊洋牧場 432－ 2 〃 クビ 7．1�
815 リネンファイト 牝3黒鹿54 内田 博幸戸山 光男氏 深山 雅史 新冠 樋渡 志尚 488＋ 2 〃 ハナ 51．1�
713 キュートハイカー 牝3青鹿54 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 深山 雅史 日高 豊洋牧場 416± 01：19．0� 21．9�
816 ライヴクラッカー 牡4黒鹿57 木幡 巧也澤田 孝之氏 牧 光二 新冠 守矢牧場 B498＋ 61：19．21 85．7	
35 ニシノフウジン 牡3鹿 56 田辺 裕信西山 茂行氏 中野 栄治 新冠 中山 高鹿康 474＋ 81：19．3� 91．4

510 ミ ラ ビ リ ス 牝3芦 54 斎藤 新石井 輝昭氏 斎藤 誠 浦河 栄進牧場 458－ 81：19．4� 15．4�
11 キャロライナリーパ 牝4黒鹿55 横山 和生野嶋 祥二氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 474－ 4 〃 クビ 10．2�
59 ア ニ ー ジ ョ 牡3栗 56 柴田 大知 �ローレルレーシング 畠山 吉宏 浦河 グランデファーム B526＋ 4 〃 アタマ 24．3
48 グットフォーチュン 牝3鹿 54 横山 武史西村 專次氏 鈴木 伸尋 新ひだか 静内フジカワ牧場 486± 01：19．61� 26．0�
23 ミンナノユメミノル 牡3栗 56 菅原 明良矢野 琢也氏 天間 昭一 新ひだか 橋本牧場 500－ 21：19．7� 8．9�
612� エコロブラスト 牡4鹿 57 岩田 望来原村 正紀氏 矢野 英一 新冠 パカパカ

ファーム 510＋ 8 〃 ハナ 30．4�
611� ワ ン リ オ ン 牡3青鹿56 北村 宏司河村 祥史氏 北出 成人 日高 川端 正博 468－221：19．8� 48．5�
47 ス コ ラ ー リ 牡3栗 56 C．ルメール 吉田 和美氏 萩原 清 新冠 ヒカル牧場 480＋ 61：19．9� 10．6�
714 クルールデュヴァン 牝3鹿 54 岩田 康誠吉田 和美氏 竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 478＋101：20．21	 5．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，637，400円 複勝： 75，390，500円 枠連： 22，440，100円
馬連： 92，256，900円 馬単： 30，626，300円 ワイド： 81，087，300円
3連複： 136，809，500円 3連単： 117，921，600円 計： 601，169，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 270円 � 180円 � 180円 枠 連（1－3） 1，270円

馬 連 �� 2，380円 馬 単 �� 4，410円

ワ イ ド �� 940円 �� 850円 �� 490円

3 連 複 ��� 3，500円 3 連 単 ��� 19，890円

票 数

単勝票数 計 446374 的中 � 50556（3番人気）
複勝票数 計 753905 的中 � 63930（5番人気）� 112266（3番人気）� 118559（2番人気）
枠連票数 計 224401 的中 （1－3） 13633（4番人気）
馬連票数 計 922569 的中 �� 30022（4番人気）
馬単票数 計 306263 的中 �� 5198（10番人気）
ワイド票数 計 810873 的中 �� 21461（5番人気）�� 23792（4番人気）�� 45092（1番人気）
3連複票数 計1368095 的中 ��� 29267（2番人気）
3連単票数 計1179216 的中 ��� 4298（14番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―11．3―12．0―12．1―12．1―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．0―29．3―41．3―53．4―1：05．5

コーナー
通過順位

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

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3栗 母 サトノベリーニ 母母 ピサノベネチアン 7戦2勝 賞金 19，800，000円



3000911月5日 晴 良 （4東京5） 第1日 第9競走 ��1，600�神 奈 川 新 聞 杯
発走14時25分 （ダート・左）
3歳以上，2勝クラス，R3．11．6以降R4．10．30まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

神奈川新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000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
1：33．5
1：33．3

重
良

714 ライラボンド 牡3黒鹿55 坂井 瑠星 �YGGホースクラブ 清水 久詞 新ひだか 片岡 博 514－ 21：36．6 10．8�
611� フランスゴデイナ 牡4栗 55 岩田 康誠稻井田有司氏 森 秀行 米

Betz, Kidder, B
& K Canetti &
Jim Betz

496＋18 〃 アタマ 10．7�
24 タガノエスコート 牡3鹿 54 松山 弘平八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492＋ 61：36．91� 6．0�
510 サトノアポロン �4鹿 55 斎藤 新里見 治氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：37．21� 24．2�
816� バハルダール 牡3黒鹿55 岩田 望来�G1レーシング 池江 泰寿 米 Shadai Cor-

poration 486－121：37．3� 13．0�
23 ラブリーエンジェル 牝5栗 53 木幡 巧也長谷川光司氏 鈴木慎太郎 浦河 ヒダカフアーム 454± 01：37．4クビ 35．0	
815 ジュールサイクル 牝5青 52 松岡 正海吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 464＋18 〃 ハナ 103．8

713� アイリッシュセンス 牡4鹿 57 M．デムーロ KRジャパン 杉山 晴紀 米 Normandy

Farm LLC 482± 0 〃 クビ 2．7�
612	 ウインジョイフル 牡5青鹿56 内田 博幸庄司 修二氏 鈴木慎太郎 新ひだか 松田牧場 490－ 81：37．93 31．8�
12 ヨ ン ク 牡6鹿 56 田辺 裕信古川 智洋氏 小笠 倫弘 浦河 高昭牧場 502－ 21：38．0� 12．1
59 アイスシェルフ 牡5黒鹿54 野中悠太郎吉田 勝己氏 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 540＋ 21：38．42 181．7�
35 ニシノボルテージ 牡3鹿 53 大野 拓弥西山 茂行氏 田村 康仁 新冠 中山 高鹿康 B454± 0 〃 クビ 142．5�
47 ブレイクフォース 牡3栗 55 横山 武史水上 行雄氏 中舘 英二 安平 
橋本牧場 490＋ 4 〃 ハナ 13．6�
36 サクセスローレル 牡3鹿 55 戸崎 圭太�タカシマ 北出 成人 浦河 大島牧場 518＋ 61：38．93 6．0�
48 レイテントロアー 牡5鹿 55 杉原 誠人矢野 亨憲氏 嘉藤 貴行 日高 シンボリ牧場 B494＋ 61：39．0� 141．9�
11 コ ス モ オ リ 牡5栗 53 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム B460＋ 21：48．6大差 300．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，188，200円 複勝： 92，028，200円 枠連： 21，537，500円
馬連： 124，912，300円 馬単： 40，739，200円 ワイド： 103，734，600円
3連複： 187，914，200円 3連単： 177，500，800円 計： 808，555，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 330円 � 430円 � 260円 枠 連（6－7） 1，170円

馬 連 �� 5，110円 馬 単 �� 13，520円

ワ イ ド �� 1，760円 �� 1，530円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 13，070円 3 連 単 ��� 110，360円

票 数

単勝票数 計 601882 的中 � 44524（5番人気）
複勝票数 計 920282 的中 � 72887（5番人気）� 52452（9番人気）� 98744（3番人気）
枠連票数 計 215375 的中 （6－7） 14222（4番人気）
馬連票数 計1249123 的中 �� 18912（24番人気）
馬単票数 計 407392 的中 �� 2259（57番人気）
ワイド票数 計1037346 的中 �� 15105（25番人気）�� 17475（21番人気）�� 17678（20番人気）
3連複票数 計1879142 的中 ��� 10780（49番人気）
3連単票数 計1775008 的中 ��� 1166（406番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―35．7―47．9―1：00．2―1：12．1―1：24．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ライラボンド �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 アドマイヤドン デビュー 2021．7．25 新潟11着

2019．4．9生 牡3黒鹿 母 ベガグレシヤス 母母 ハヤテグレシャス 18戦3勝 賞金 44，588，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コスモオリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年12月5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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 ヴィクトリオーソ号・サンオブロジータ号・スイートフィル号・ニシノアジャスト号・フィナールショコラ号・

フィールザワールド号

3001011月5日 晴 良 （4東京5） 第1日 第10競走 ��
��1，800�ノベンバーステークス

発走15時00分 （芝・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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．8

良
良

44 エピファニー 牡3青鹿55 戸崎 圭太 �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 514± 01：45．4 3．1�
11 ノースザワールド 牡4青鹿57 坂井 瑠星 �スリーエイチレーシング 大久保龍志 日高 下河辺牧場 478－ 61：45．5� 2．5�
55 ベ ジ ャ ー ル 牡3黒鹿55 T．マーカンド�シンシアリー 田中 博康 浦河 辻 牧場 562± 01：45．82 8．9�

（英）

77 ルージュラテール 牝3栗 53 岩田 望来 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 482－101：45．9� 14．6�
22 クロノメーター 牡5黒鹿57 石川裕紀人 �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－ 4 〃 ハナ 126．5	
810 ホウオウラスカーズ 牝4黒鹿55 三浦 皇成小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 41：46．0	 29．2

89 グランオフィシエ 牡4鹿 57 田辺 裕信 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 466＋ 21：46．21
 4．5�
78 ランドオブリバティ 牡4鹿 57 C．ルメール 吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 476＋ 41：46．51� 12．8�
33 サトノフウジン 牡5黒鹿57 松山 弘平里見 治氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 468＋ 6 〃 クビ 44．1
66 シ ャ チ 牡5鹿 57 山田 敬士中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 B478＋ 61：46．81	 235．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 77，973，700円 複勝： 78，764，300円 枠連： 20，541，400円
馬連： 127，476，900円 馬単： 58，781，600円 ワイド： 90，634，500円
3連複： 177，517，300円 3連単： 277，355，600円 計： 909，045，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 110円 � 180円 枠 連（1－4） 350円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 190円 �� 530円 �� 350円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 3，420円

票 数

単勝票数 計 779737 的中 � 195690（2番人気）
複勝票数 計 787643 的中 � 135748（3番人気）� 247394（1番人気）� 81158（4番人気）
枠連票数 計 205414 的中 （1－4） 44476（1番人気）
馬連票数 計1274769 的中 �� 272551（1番人気）
馬単票数 計 587816 的中 �� 62431（2番人気）
ワイド票数 計 906345 的中 �� 148998（1番人気）�� 37067（7番人気）�� 61245（4番人気）
3連複票数 計1775173 的中 ��� 133658（2番人気）
3連単票数 計2773556 的中 ��� 58747（5番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―11．7―12．1―11．9―11．9―11．0―10．9―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―36．1―48．2―1：00．1―1：12．0―1：23．0―1：33．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．3―3F33．4

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

勝馬の
紹 介

エピファニー �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．10．16 東京2着

2019．1．30生 牡3青鹿 母 ルールブリタニア 母母 ミュージカルウェイ 6戦4勝 賞金 50，734，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3001111月5日 晴 良 （4東京5） 第1日 第11競走 ��
��1，400�第58回京王杯2歳ステークス（ＧⅡ）

発走15時35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

京王電鉄株式会社賞（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 637，000円 182，000円 91，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．8
1：20．1

良
良

510 オオバンブルマイ 牡2鹿 55 横山 武史岡 浩二氏 吉村 圭司 新ひだか 株式会社 サ
ンデーヒルズ 422＋ 81：20．9 51．0�

47 � フロムダスク 牡2黒鹿55 戸崎 圭太藤田 晋氏 森 秀行 米 Spring-
house Farm 496－ 81：21．11 56．5�

816 スピードオブライト 牝2鹿 54 石川裕紀人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 新ひだか 桜井牧場 414－ 6 〃 ハナ 16．6�

24 � ペースセッティング 牡2鹿 55 坂井 瑠星 �シルクレーシング 安田 隆行 英 Northern
Farm 484＋10 〃 クビ 4．0�

714� ヤ ク シ マ 牡2芦 55 岩田 望来ゴドルフィン 寺島 良 英 Whitsbury
Manor Stud 496＋121：21．31� 6．0	

612 ブーケファロス 牡2鹿 55 菅原 明良矢野まり子氏 清水 英克 日高 クラウン日高牧場 440＋ 4 〃 ハナ 38．5

35 ミスヨコハマ 牝2黒鹿54 斎藤 新大野 富生氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 460± 0 〃 ハナ 36．7�
59 エナジーチャイム 牝2栗 54 C．ルメール �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 428＋121：21．4	 8．2�
715 ノーブルラン 牡2栗 55 津村 明秀岡村 善行氏 尾形 和幸 浦河 高昭牧場 472＋161：21．61� 25．2
12 アンタノバラード 牝2鹿 54 田辺 裕信�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 428－ 21：21．7
 26．4�
36 マーブルマカロン 牝2鹿 54 三浦 皇成保坂 和孝氏 林 徹 浦河 大北牧場 418－ 4 〃 クビ 70．4�
48 ミシェラドラータ 牡2鹿 55 大野 拓弥福盛 訓之氏 清水 久詞 浦河 丸村村下

ファーム 470－ 61：21．8	 247．8�
713 アスクドリームモア 牡2鹿 55 岩田 康誠廣崎利洋HD� 藤原 英昭 日高 天羽牧場 500＋ 81：21．9	 58．5�
818 ロンドンプラン 牡2鹿 55 松山 弘平下河辺隆行氏 宮本 博 日高 下河辺牧場 498± 01：22．0	 2．7�
817 ロッソランパンテ 牝2鹿 54 木幡 巧也堀田 浩司氏 杉浦 宏昭 新冠 カミイスタット 460－ 61：22．64 413．9�
23 サイモンオリーブ 牝2黒鹿54 横山 和生澤田 昭紀氏 勢司 和浩 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋141：22．81� 100．7�
611 シェーンプリマー 牝2鹿 54 永野 猛蔵古岡 宏仁氏 黒岩 陽一 日高 木村牧場 468＋ 21：22．9	 70．5�
11 デイドリームビーチ 牡2鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 446＋101：23．0クビ 234．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 224，722，800円 複勝： 246，255，300円 枠連： 83，813，600円
馬連： 445，389，700円 馬単： 162，972，800円 ワイド： 356，895，200円
3連複： 795，423，000円 3連単： 833，570，200円 計： 3，149，042，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，100円 複 勝 � 1，120円 � 1，240円 � 500円 枠 連（4－5） 8，690円

馬 連 �� 65，910円 馬 単 �� 133，430円

ワ イ ド �� 15，480円 �� 7，620円 �� 9，690円

3 連 複 ��� 257，030円 3 連 単 ��� 2，221，830円

票 数

単勝票数 計2247228 的中 � 37379（10番人気）
複勝票数 計2462553 的中 � 56777（11番人気）� 50642（12番人気）� 139362（5番人気）
枠連票数 計 838136 的中 （4－5） 7473（25番人気）
馬連票数 計4453897 的中 �� 5237（95番人気）
馬単票数 計1629728 的中 �� 916（180番人気）
ワイド票数 計3568952 的中 �� 5937（99番人気）�� 12117（62番人気）�� 9512（69番人気）
3連複票数 計7954230 的中 ��� 2321（373番人気）
3連単票数 計8335702 的中 ��� 272（2420番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．6―46．4―57．6―1：09．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オオバンブルマイ �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2022．9．24 中京1着

2020．2．26生 牡2鹿 母 ピンクガーベラ 母母 ル シ ュ ク ル 2戦2勝 賞金 45，637，000円
〔制裁〕 アスクドリームモア号の騎手岩田康誠は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番・11

番・8番）
ペースセッティング号の騎手坂井瑠星は，発走後まもなく外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・11番・12番）

3001211月5日 晴 良 （4東京5） 第1日 第12競走 ��
��2，000�3歳以上2勝クラス

発走16時10分 （芝・左）
負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

11 パラレルヴィジョン 牡3鹿 55 C．ルメール �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 498－121：59．5 1．5�
66 マイネルクリソーラ 牡3栗 55 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 458± 02：00．13� 6．0�
55 トーセンメラニー 牝4黒鹿55 横山 和生島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 500＋182：00．2	 70．0�
810 アオイショー 牡4鹿 57 T．マーカンド新谷 幸義氏 中舘 英二 浦河 中村 雅明 478－ 22：00．3� 7．5	

（英）

77 サザンナイツ 
4黒鹿57 津村 明秀ジャコモ合同会社 林 徹 千歳 社台ファーム 444＋ 82：00．4クビ 21．8

44 ビートザウイングス 
5栗 57 松山 弘平 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム B484＋ 4 〃 クビ 41．1�
78 シーニックウェイ 牝4鹿 55 田辺 裕信ゴドルフィン 武 幸四郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482－ 42：00．5� 11．3�
89 � バニシングポイント 牡4芦 57 横山 武史長谷川祐司氏 蛯名 正義 米 Whisper Hill

Farm, LLC 488－ 22：00．92� 8．2
22 タイセイコマンド 牡4鹿 57 石川裕紀人田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 西村牧場 498＋ 62：01．64 180．8�
33 サイモンサーマル 
7鹿 57 内田 博幸澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 498＋ 62：02．66 264．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 83，114，300円 複勝： 200，375，900円 枠連： 22，912，300円
馬連： 110，191，600円 馬単： 63，539，000円 ワイド： 92，898，900円
3連複： 158，052，900円 3連単： 344，965，800円 計： 1，076，050，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 150円 � 550円 枠 連（1－6） 320円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 410円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，040円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 3，280円 3 連 単 ��� 6，230円

票 数

単勝票数 計 831143 的中 � 432191（1番人気）
複勝票数 計2003759 的中 � 1361907（1番人気）� 158852（2番人気）� 25812（8番人気）
枠連票数 計 229123 的中 （1－6） 54054（2番人気）
馬連票数 計1101916 的中 �� 254118（1番人気）
馬単票数 計 635390 的中 �� 113518（1番人気）
ワイド票数 計 928989 的中 �� 165217（1番人気）�� 19586（13番人気）�� 8853（22番人気）
3連複票数 計1580529 的中 ��� 36108（12番人気）
3連単票数 計3449658 的中 ��� 40110（19番人気）

ハロンタイム 13．1―12．1―12．0―12．2―12．6―12．3―12．1―11．0―11．0―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．2―37．2―49．4―1：02．0―1：14．3―1：26．4―1：37．4―1：48．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．2―3F33．1

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

勝馬の
紹 介

パラレルヴィジョン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Makfi デビュー 2022．4．9 中山1着

2019．2．4生 牡3鹿 母 アールブリュット 母母 イグジビットワン 4戦3勝 賞金 24，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（4東京5）第1日 11月5日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 166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

252，600，000円
8，640，000円
35，600，000円
1，770，000円
32，650，000円
77，963，000円
4，871，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
823，821，000円
1，204，931，500円
262，215，100円
1，311，473，100円
566，634，700円
1，102，552，600円
2，065，998，400円
2，551，728，400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 9，889，354，800円

総入場人員 19，445名 （有料入場人員 18，927名）
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