
3001311月6日 晴 良 （4東京5） 第2日 第1競走 1，600�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
1：36．2
1：36．2

不良
不良

33 ラフエイジアン 牡2鹿 55 田辺 裕信尾﨑 恒男氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 460± 01：38．6 1．3�
67 スノーパトロール 牝2青鹿54 岩田 望来ゴドルフィン 上原 博之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492＋ 21：40．19 189．5�
44 タマモロック 牡2鹿 55

54 ☆永野 猛蔵タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 492± 01：40．31 36．1�
78 タイキラフター 牡2黒鹿55 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 510＋ 41：40．4� 9．9�
66 アテンヒーロー 牡2鹿 55 三浦 皇成玉置 潔氏 萱野 浩二 浦河 鵜木 唯義 466－ 41：40．61� 137．2	
79 バンドネオン 牡2黒鹿55 T．マーカンド馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 510＋ 21：40．81� 13．8


（英）

810 ド ゥ フ タ ハ 牡2鹿 55 丸田 恭介熊谷 貴之氏 奥村 武 浦河 辻 牧場 532＋14 〃 ハナ 9．1�
55 プレザントロンドン 牝2鹿 54 C．デムーロ �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 420± 0 〃 クビ 54．4�

（仏）

22 エンプレスペイ 牝2鹿 54 C．ルメール DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 洞�湖 レイクヴィラファーム 434－ 81：40．9クビ 9．4
11 ポ リ リ ン 牝2鹿 54

52 △山田 敬士 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 小野瀬 竜馬 452± 01：42．17 285．8�
811 ヴァンドゥラン 牡2栗 55 坂井 瑠星 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高柳 大輔 新冠 村上牧場 478－ 21：45．8大差 68．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 52，565，100円 複勝： 183，071，100円 枠連： 12，261，700円
馬連： 55，548，300円 馬単： 39，153，900円 ワイド： 55，997，700円
3連複： 93，464，800円 3連単： 164，649，500円 計： 656，712，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 1，730円 � 350円 枠 連（3－6） 3，020円

馬 連 �� 7，760円 馬 単 �� 10，880円

ワ イ ド �� 2，470円 �� 580円 �� 13，560円

3 連 複 ��� 26，890円 3 連 単 ��� 98，890円

票 数

単勝票数 計 525651 的中 � 318881（1番人気）
複勝票数 計1830711 的中 � 1484295（1番人気）� 4999（10番人気）� 30535（6番人気）
枠連票数 計 122617 的中 （3－6） 3144（8番人気）
馬連票数 計 555483 的中 �� 5543（15番人気）
馬単票数 計 391539 的中 �� 2697（26番人気）
ワイド票数 計 559977 的中 �� 5683（20番人気）�� 26558（5番人気）�� 1009（42番人気）
3連複票数 計 934648 的中 ��� 2606（45番人気）
3連単票数 計1646495 的中 ��� 1207（176番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―12．1―12．8―13．0―12．4―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．6―35．7―48．5―1：01．5―1：13．9―1：25．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラフエイジアン �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 Medicean デビュー 2022．9．17 中山2着

2020．4．6生 牡2鹿 母 ア ラ ピ ン タ 母母 Altruiste 3戦1勝 賞金 10，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴァンドゥラン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年12月6日まで平地競走

に出走できない。
※出走取消馬 キタノソロモン号（疾病〔左後球節部挫創〕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。

3001411月6日 晴 良 （4東京5） 第2日 第2競走 1，600�2歳未勝利
発走10時30分 （芝・左）

牝；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
1：32．7
1：32．3

良
良

34 エバーハピネス 牝2鹿 54 吉田 豊宇田 豊氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 466－ 21：34．5 4．4�
47 イッツオンリーユー 牝2鹿 54 武 豊�G1レーシング 手塚 貴久 安平 追分ファーム 446＋ 61：34．6� 3．8�
23 アップトゥミー 牝2鹿 54 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 490＋18 〃 アタマ 12．0�
22 アルヴィエンヌ 牝2鹿 54 C．ルメール�橋口 林 徹 安平 ノーザンファーム 456＋ 41：34．91� 12．7�
815 エ ミ ュ ー 牝2鹿 54 菅原 明良�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 418＋ 61：35．01 21．3�
59 エンジェリックアイ 牝2青鹿54 石橋 脩 	社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 478＋ 41：35．1クビ 11．6

611 ミッキーマカロン 牝2黒鹿54 岩田 望来野田みづき氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 434－ 41：35．2� 11．3�
35 ヴォンヌヴォー 牝2鹿 54 木幡 巧也平川 浩之氏 菊川 正達 浦河 谷口牧場 B452＋ 61：35．3クビ 125．3�
610 キタサンポエム 牝2青鹿54 坂井 瑠星	大野商事 小笠 倫弘 新ひだか 米田牧場 466＋ 2 〃 クビ 82．3
46 アームテイル 牝2鹿 54 戸崎 圭太	三嶋牧場 和田 勇介 浦河 三嶋牧場 448± 01：35．4クビ 14．2�
814 アフターグロウ 牝2栗 54 M．デムーロ �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 450－ 61：36．03� 4．5�
11 キースケデシュ 牝2黒鹿54 松岡 正海	高橋ファーム 伊藤 伸一 新ひだか タイヘイ牧場 452－ 21：36．21� 241．9�
712 レジーナヌーボ 牝2黒鹿54 三浦 皇成永山 勝敏氏 武市 康男 新ひだか 本桐牧場 430＋18 〃 クビ 176．4�
713 ラ ジ ェ ル ブ 牝2鹿 54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 深山 雅史 平取 二風谷ファーム 474－ 41：36．83� 473．0�
58 クインズイザナミ 牝2黒鹿54 大野 拓弥 �ケイアイスタリオン 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 486＋10 〃 クビ 195．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 44，916，500円 複勝： 72，979，700円 枠連： 15，314，100円
馬連： 76，066，900円 馬単： 29，981，800円 ワイド： 69，920，900円
3連複： 120，535，700円 3連単： 119，511，000円 計： 549，226，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 170円 � 320円 枠 連（3－4） 750円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 370円 �� 680円 �� 910円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 12，010円

票 数

単勝票数 計 449165 的中 � 84455（2番人気）
複勝票数 計 729797 的中 � 152211（1番人気）� 115587（3番人気）� 45959（8番人気）
枠連票数 計 153141 的中 （3－4） 15649（3番人気）
馬連票数 計 760669 的中 �� 66048（1番人気）
馬単票数 計 299818 的中 �� 12439（3番人気）
ワイド票数 計 699209 的中 �� 52029（2番人気）�� 25455（5番人気）�� 18601（15番人気）
3連複票数 計1205357 的中 ��� 35564（2番人気）
3連単票数 計1195110 的中 ��� 7214（19番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．3―11．9―12．6―11．5―11．8―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．1―47．0―59．6―1：11．1―1：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F34．9
3 2，14－6，8（4，9）5，11（1，3）12（7，15）－13，10 4 2，14（6，9）8（4，11）5（3，12）（1，15）7－（13，10）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エバーハピネス �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Frankel デビュー 2022．6．25 東京2着

2020．4．19生 牝2鹿 母 イルーシヴハピネス 母母 イルーシヴウェーヴ 4戦1勝 賞金 10，600，000円

第５回 東京競馬 第２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



3001511月6日 晴 良 （4東京5） 第2日 第3競走 2，000�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
1：58．5
1：58．5

良
良

33 アームブランシュ 牡2黒鹿55 吉田 豊古川 一弘氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 462＋202：02．1 4．5�
11 ワレハウミノコ 牝2黒鹿54 C．ルメール 谷掛 龍夫氏 武 英智 千歳 社台ファーム 446＋ 62：02．31� 2．1�
810 ラバタンシン 牡2黒鹿55 岩田 望来 �社台レースホース寺島 良 千歳 社台ファーム 490＋ 42：02．51 2．5�
22 ド ゥ ワ ー 牝2芦 54

53 ☆永野 猛蔵 �ビッグレッドファーム 小笠 倫弘 新ひだか 松田牧場 444± 02：02．82 185．9�
78 ア マ イ 牝2青鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 猿橋 義昭 446＋ 62：02．9� 27．9�
66 テ ル テ 牝2黒鹿54 嶋田 純次榊原源一郎氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 426－ 62：03．32� 34．9	
77 アルファホール 牡2芦 55 野中悠太郎 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 474＋ 22：03．4クビ 60．3

55 ベ ル エ ト 牝2黒鹿54 木幡 巧也辻子 依旦氏 牧 光二 日高 ヤナガワ牧場 436＋ 42：03．5� 67．2�
44 ジョイパピエーダ 牡2栗 55 武士沢友治西村 亮二氏 佐藤 吉勝 新冠 ハクツ牧場 440± 02：04．03 276．1�
89 ア ク ラ シ ア 牡2黒鹿55 江田 照男�ミルファーム 高橋 文雅 浦河 ミルファーム 486＋202：04．63� 266．2

（10頭）

売 得 金
単勝： 48，001，500円 複勝： 60，618，300円 枠連： 9，968，100円
馬連： 51，542，900円 馬単： 33，142，400円 ワイド： 38，142，300円
3連複： 71，255，800円 3連単： 162，096，500円 計： 474，767，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（1－3） 530円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 190円 �� 170円 �� 120円

3 連 複 ��� 250円 3 連 単 ��� 2，290円

票 数

単勝票数 計 480015 的中 � 88834（3番人気）
複勝票数 計 606183 的中 � 64935（3番人気）� 275482（1番人気）� 180732（2番人気）
枠連票数 計 99681 的中 （1－3） 14446（3番人気）
馬連票数 計 515429 的中 �� 76925（3番人気）
馬単票数 計 331424 的中 �� 18473（6番人気）
ワイド票数 計 381423 的中 �� 41137（3番人気）�� 50710（2番人気）�� 97014（1番人気）
3連複票数 計 712558 的中 ��� 213118（1番人気）
3連単票数 計1620965 的中 ��� 51096（8番人気）

ハロンタイム 13．1―11．8―12．3―12．9―12．7―12．2―12．4―11．5―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．9―37．2―50．1―1：02．8―1：15．0―1：27．4―1：38．9―1：50．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アームブランシュ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2022．8．13 新潟4着

2020．5．2生 牡2黒鹿 母 ソウルフルヴォイス 母母 トレアンサンブル 2戦1勝 賞金 6，300，000円

3001611月6日 晴 良 （4東京5） 第2日 第4競走 1，300�2歳新馬
発走11時30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
1：17．4
1：17．4

良
良

24 サニーサフラン 牡2鹿 55 坂井 瑠星海原 聖一氏 中野 栄治 浦河 林農場 496 ―1：20．7 13．4�
59 アンジュール 牝2鹿 54 嶋田 純次伊東 純一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 松田牧場 422 ―1：21．02 75．7�
612 クレセントウイング 牡2鹿 55 C．デムーロ �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 浦河 高昭牧場 476 ―1：21．21� 1．7�
（仏）

11 ミヤコノティアラ 牝2鹿 54 荻野 極吉田喜代司氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 442 ―1：21．83� 27．0�
510 キタノマーベラス 牝2鹿 54 石川裕紀人北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 酒井 亨 430 ―1：21．9� 87．2�
36 ペガーズブリエ 牡2栗 55 大野 拓弥山本 雅道氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 500 ―1：22．0クビ 6．6	
23 ロ ジ ェ 牝2栗 54 三浦 皇成吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新冠 北星村田牧場 440 ―1：22．1� 7．3

48 シティウォリアー 牝2栗 54 杉原 誠人�髙昭牧場 稲垣 幸雄 浦河 高昭牧場 444 ― 〃 ハナ 167．3�
35 イズジョーノバトン 牝2黒鹿54 菱田 裕二泉 一郎氏 本間 忍 新ひだか 沖田 忠幸 474 ―1：22．2� 111．1
815 アグリモニー 牝2鹿 54 江田 照男�ORTEGA 大江原 哲 新冠 株式会社

安達牧場 442 ― 〃 クビ 22．4�
713 ガリレオノクツシタ 牡2鹿 55 岩田 望来嶋田 賢氏 西田雄一郎 新ひだか 服部 牧場 490 ―1：22．3� 59．3�
816 ナムラオードリー 牝2黒鹿 54

52 △山田 敬士奈村 睦弘氏 石栗 龍彦 新ひだか 八田ファーム 442 ―1：22．51� 242．8�
714 ラ ル ミ ナ 牝2青鹿54 丸田 恭介ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 436 ―1：23．67 37．7�
611 タ リ ア 牝2鹿 54 M．デムーロディアレストクラブ� 矢野 英一 浦河 ディアレスト

クラブ 434 ― 〃 クビ 20．2�
12 クリノビッグママ 牝2栗 54 松岡 正海栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 川島 正広 426 ―1：24．02� 95．6�
47 ペイシャボビー 牡2鹿 55 田辺 裕信北所 直人氏 小西 一男 新ひだか 友田牧場 498 ―1：24．1� 29．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，577，400円 複勝： 40，230，000円 枠連： 14，978，000円
馬連： 53，005，100円 馬単： 26，613，200円 ワイド： 46，201，300円
3連複： 81，701，600円 3連単： 94，655，500円 計： 398，962，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 250円 � 810円 � 130円 枠 連（2－5） 5，700円

馬 連 �� 23，010円 馬 単 �� 54，090円

ワ イ ド �� 4，500円 �� 490円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 14，960円 3 連 単 ��� 225，740円

票 数

単勝票数 計 415774 的中 � 26189（4番人気）
複勝票数 計 402300 的中 � 35338（4番人気）� 8558（10番人気）� 123113（1番人気）
枠連票数 計 149780 的中 （2－5） 2036（17番人気）
馬連票数 計 530051 的中 �� 1785（46番人気）
馬単票数 計 266132 的中 �� 369（89番人気）
ワイド票数 計 462013 的中 �� 2489（44番人気）�� 26535（3番人気）�� 6788（16番人気）
3連複票数 計 817016 的中 ��� 4095（43番人気）
3連単票数 計 946555 的中 ��� 304（477番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
6．9―18．4―30．9―43．7―56．2―1：08．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サニーサフラン �
�
父 ヘニーハウンド �

�
母父 アドマイヤボス 初出走

2020．5．12生 牡2鹿 母 サフランパートナー 母母 サフランキセキ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※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 グラスシフォン号・シュンコッチャン号・スマートフォルス号・ティアップソード号・ハッスルダンク号
※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。



3001711月6日 晴 良 （4東京5） 第2日 第5競走 1，800�2歳新馬
発走12時20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

77 レッドロスタム 牡2鹿 55 C．ルメール �東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 506 ―1：48．9 2．3�
55 ジーククローネ 牡2黒鹿55 T．マーカンド DMMドリームクラブ� 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 470 ―1：49．32 5．5�

（英）

78 デルマモナーク 牡2鹿 55 C．デムーロ 浅沼 廣幸氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 454 ―1：49．61� 3．6�
（仏）

810 インディストーン 牝2黒鹿54 津村 明秀山本又一郎氏 田中 博康 新冠 ハクレイファーム 432 ―1：49．7� 87．6�
44 ミ キ チ ャ ン 牝2黒鹿54 菅原 明良清水 義德氏 宗像 義忠 浦河 ガーベラパー

クスタツド 452 ―1：49．91� 26．3�
66 コスモシャングリラ 牝2鹿 54 M．デムーロ 	ビッグレッドファーム 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 450 ―1：50．11� 7．8

89 マイネルペルセウス 牡2栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 486 ―1：50．31 31．9�
33 ミユキアルテミシア 牝2鹿 54 野中悠太郎長井 純一氏 小西 一男 浦河 酒井牧場 468 ―1：50．51� 86．2�
22 マテンロウナスカ 牝2鹿 54 岩田 望来寺田千代乃氏 寺島 良 浦河 有限会社

吉田ファーム 432 ―1：50．71� 16．4
11 アルスアンティカ 牡2黒鹿55 戸崎 圭太�G1レーシング 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430 ―1：50．8� 30．8�
（10頭）

売 得 金
単勝： 46，964，600円 複勝： 41，977，800円 枠連： 10，525，400円
馬連： 51，522，200円 馬単： 27，588，800円 ワイド： 42，704，300円
3連複： 72，967，100円 3連単： 110，756，800円 計： 405，007，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 140円 � 110円 枠 連（5－7） 450円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 250円 �� 190円 �� 310円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 2，720円

票 数

単勝票数 計 469646 的中 � 164203（1番人気）
複勝票数 計 419778 的中 � 94094（2番人気）� 60729（3番人気）� 121484（1番人気）
枠連票数 計 105254 的中 （5－7） 17863（2番人気）
馬連票数 計 515222 的中 �� 61627（2番人気）
馬単票数 計 275888 的中 �� 19625（3番人気）
ワイド票数 計 427043 的中 �� 42686（2番人気）�� 62371（1番人気）�� 31181（4番人気）
3連複票数 計 729671 的中 ��� 85980（1番人気）
3連単票数 計1107568 的中 ��� 29495（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．5―25．3―38．0―50．9―1：03．1―1：15．3―1：26．4―1：37．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．8―3F33．6

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

勝馬の
紹 介

レッドロスタム �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Mr. Greeley 初出走

2020．5．14生 牡2鹿 母 レッドメデューサ 母母 Catchascatchcan 1戦1勝 賞金 7，000，000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。

3001811月6日 晴 良 （4東京5） 第2日 第6競走 ��1，400�2歳新馬
発走12時50分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．8
1：20．1

良
良

510 ブルーイングリーン 牝2青鹿 54
52 △山田 敬士上村 洋司氏 小手川 準 新冠 大狩部牧場 476 ―1：22．9 161．1�

817 カフェブルーム 牝2黒鹿54 C．デムーロ 西川 光一氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 468 ― 〃 アタマ 2．0�
（仏）

11 ナ ム ラ レ オ 牡2黒鹿 55
54 ☆永野 猛蔵奈村 睦弘氏 大和田 成 日高 ナカノファーム 456 ― 〃 アタマ 24．2�

611 フリントロック 牝2鹿 54 石川裕紀人ディアレスト 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 426 ―1：23．0� 77．6�
612 ユナヴィール 牝2鹿 54 岩田 望来林 正道氏 尾関 知人 新冠 秋田牧場 398 ―1：23．1� 58．2�
815 ジ ュ エ ル ス 牝2黒鹿54 戸崎 圭太北浦 博樹氏 高橋 文雅 新冠 武田牧場 452 ― 〃 クビ 20．2�
12 シャインジュエリー 牝2鹿 54 C．ルメール 吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 482 ―1：23．31� 6．8	
47 ペイシャアンジェロ 牝2黒鹿54 松岡 正海北所 直人氏 伊藤 伸一 日高 碧雲牧場 438 ―1：23．51� 152．2

24 シティオブヨーク 牡2芦 55 内田 博幸田頭 勇貴氏 鈴木慎太郎 日高 宝寄山 拓樹 452 ―1：23．6� 97．9�
35 サイモンギフト 牡2青鹿55 T．マーカンド澤田 昭紀氏 勢司 和浩 浦河 笠松牧場 492 ―1：24．02� 11．9�

（英）

714 ワ ビ ス ケ 牝2鹿 54 柴田 大知 ブルースターズファーム 金成 貴史 安平 ゼットステーブル 468 ― 〃 クビ 94．9�
48 フランコルシャン 牡2鹿 55 大野 拓弥ラ・メール 高木 登 新冠 松浦牧場 466 ―1：24．63� 6．2�
59 リトルポッド 牡2鹿 55 M．デムーロ小川眞査雄氏 小野 次郎 新ひだか 下屋敷牧場 428 ―1：24．91� 19．2�
23 トーセンダビット 牡2栗 55 吉田 豊島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 452 ― 〃 クビ 18．1�
36 ラビットヘアー 牝2黒鹿54 三浦 皇成ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 414 ―1：25．11� 29．7�
713 オスカーメロディ 牝2鹿 54 木幡 巧也森 保彦氏 牧 光二 浦河 中村 雅明 412 ―1：25．63 247．8�
816 レオパルツェ 牝2鹿 54 菱田 裕二レオ 奥平 雅士 新ひだか 城地牧場 430 ― 〃 クビ 169．1�

（17頭）

売 得 金
単勝： 46，849，500円 複勝： 45，482，600円 枠連： 16，823，500円
馬連： 58，199，800円 馬単： 26，643，300円 ワイド： 54，094，400円
3連複： 88，225，100円 3連単： 93，511，800円 計： 429，830，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 16，110円 複 勝 � 2，680円 � 140円 � 450円 枠 連（5－8） 1，180円

馬 連 �� 17，140円 馬 単 �� 75，970円

ワ イ ド �� 5，010円 �� 21，970円 �� 780円

3 連 複 ��� 81，790円 3 連 単 ��� 869，180円

票 数

単勝票数 計 468495 的中 � 2470（15番人気）
複勝票数 計 454826 的中 � 3072（16番人気）� 130244（1番人気）� 21528（8番人気）
枠連票数 計 168235 的中 （5－8） 11006（5番人気）
馬連票数 計 581998 的中 �� 2631（44番人気）
馬単票数 計 266433 的中 �� 263（119番人気）
ワイド票数 計 540944 的中 �� 2712（48番人気）�� 612（98番人気）�� 18975（7番人気）
3連複票数 計 882251 的中 ��� 809（168番人気）
3連単票数 計 935118 的中 ��� 78（1340番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．9―35．7―47．9―59．1―1：10．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F35．0
3 ・（1，13）10（2，15）－（5，16）（9，11，17）－12（8，14）（3，4）－7，6 4 ・（1，13）10，15（2，16）（5，9，17）（12，11，4）14，8（3，7）6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブルーイングリーン �
�
父 アメリカンペイトリオット �

�
母父 ディープブリランテ 初出走

2020．3．22生 牝2青鹿 母 ヒメベニサクラ 母母 サトノサクラ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※シティオブヨーク号・ユナヴィール号・レオパルツェ号は，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。



3001911月6日 晴 良 （4東京5） 第2日 第7競走 1，600�3歳以上1勝クラス
発走13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 7，700，000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

812 シャーマンズケイブ 牡3鹿 56 T．マーカンド �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 528＋ 21：38．4 6．1�
（英）

67 グリュースゴット �4黒鹿57 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新ひだか へいはた牧場 488－ 21：38．61� 8．1�
44 サトミノマロン 牡3栗 56 武 豊田代 洋己氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 528＋ 61：39．02 2．9�
68 ディープグラビティ 牡3黒鹿56 M．デムーロ �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 460－ 6 〃 クビ 3．9�
56 タ シ ロ 牡5栗 57 北村 宏司�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B536± 01：39．1� 37．0�
811 ケイティレインボー 牡3青鹿56 城戸 義政瀧本 和義氏 杉山 佳明 様似 スイートフアーム B478－ 81：39．2クビ 13．6	
33 チュウワジョーダン �5黒鹿57 津村 明秀中西 忍氏 林 徹 日高 若林 順一 B444－ 41：39．3� 32．8

79 クリスタルウエイ 牡3栗 56 吉田 豊岡田 勇氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 B486＋12 〃 ハナ 9．3�
22 ブレットフライ 牡3青 56 菅原 明良�マークス 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B498± 01：39．61� 10．1
55 � モンサンラディウス 牡4鹿 57 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 B514＋10 〃 クビ 148．7�
11 ジョーブリッランテ 牡3栗 56 岩田 望来上田江吏子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 518＋261：39．7クビ 53．4�
710� ミキノカラクリバコ 牡4鹿 57 的場 勇人会田 裕一氏 的場 均 浦河 浦河育成牧場 534－ 41：40．33� 123．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 51，013，200円 複勝： 73，921，400円 枠連： 15，866，500円
馬連： 93，586，800円 馬単： 37，240，100円 ワイド： 76，037，800円
3連複： 134，194，400円 3連単： 145，866，700円 計： 627，726，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 220円 � 190円 � 120円 枠 連（6－8） 610円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 4，920円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 470円 �� 340円

3 連 複 ��� 2，930円 3 連 単 ��� 16，410円

票 数

単勝票数 計 510132 的中 � 66636（3番人気）
複勝票数 計 739214 的中 � 71597（4番人気）� 84143（3番人気）� 207077（1番人気）
枠連票数 計 158665 的中 （6－8） 19843（2番人気）
馬連票数 計 935868 的中 �� 24001（12番人気）
馬単票数 計 372401 的中 �� 5667（19番人気）
ワイド票数 計 760378 的中 �� 16963（14番人気）�� 42084（3番人気）�� 61496（2番人気）
3連複票数 計1341944 的中 ��� 34307（8番人気）
3連単票数 計1458667 的中 ��� 6441（47番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．6―12．8―12．5―11．8―11．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．9―36．5―49．3―1：01．8―1：13．6―1：25．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャーマンズケイブ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 American Post デビュー 2021．8．1 函館5着

2019．4．6生 牡3鹿 母 アナアメリカーナ 母母 Ana Marie 6戦2勝 賞金 15，100，000円
〔制裁〕 タシロ号の騎手北村宏司は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番・4番・3番）
※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。

3002011月6日 晴 良 （4東京5） 第2日 第8競走 1，400�3歳以上2勝クラス
発走13時50分 （ダート・左）

牝；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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
1：21．5
1：20．3

重
不良

612 レ オ ノ ー レ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太前田 幸大氏 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 486＋ 21：24．2 2．8�

12 ハッピースワニー 牝3栗 54 C．デムーロ 馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 平取 雅 牧場 B434－ 81：24．3� 10．1�
（仏）

36 ハイアムズビーチ 牝3白 54 C．ルメール �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 494± 01：24．72� 2．3�
23 パ ラ ノ イ ド 牝4鹿 55 菅原 明良池谷 誠一氏 萩原 清 むかわ 上水牧場 484± 01：24．8� 80．2�
24 リンクスルーファス 牝3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 504± 0 〃 アタマ 11．0�
815 コモレビキラリ 牝4青鹿55 M．デムーロ亀岡 和彦氏 根本 康広 千歳 社台ファーム 474＋ 61：24．9� 7．0	
714 ウラカワノキセキ 牝3鹿 54 田辺 裕信ライオンレースホース
 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 456－ 61：25．32� 29．0�
611 マテンロウルビー 牝4鹿 55 富田 暁寺田千代乃氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 456＋ 61：25．51� 60．3�
510 マイコレット 牝4芦 55

54 ☆永野 猛蔵伊東 純一氏 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 504－ 21：25．6� 295．0
816� エイシンヌプリ 牝3青鹿54 岩田 望来
栄進堂 勢司 和浩 新ひだか 木田牧場 498－ 41：25．7クビ 61．3�
48 � トゥインクルリーフ 牝6鹿 55 T．マーカンド 
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 ウエスタンファーム B468＋101：25．91� 95．1�

（英）

59 � リファインドマナー 牝4鹿 55 荻野 極髙橋 明裕氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 444＋ 41：26．0� 96．5�
47 メイショウイッコン 牝4芦 55 菱田 裕二松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 日の出牧場 B460－ 2 〃 アタマ 49．5�
35 ペイルライダー 牝4鹿 55 武 豊市川義美ホール

ディングス
 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 484＋ 21：26．42 87．2�
11 モリノカワセミ 牝6鹿 55 江田 照男森 和久氏 大江原 哲 日高 森永牧場 468－ 21：26．82� 251．4�
713 トリッチトラッチ 牝5芦 55

53 △山田 敬士ライオンレースホース
 清水 英克 浦河 浦河日成牧場 B440－ 41：27．54 288．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 64，841，600円 複勝： 78，167，600円 枠連： 17，459，500円
馬連： 108，772，900円 馬単： 43，507，100円 ワイド： 83，040，900円
3連複： 153，581，100円 3連単： 182，598，200円 計： 731，968，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 180円 � 120円 枠 連（1－6） 1，200円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 360円 �� 190円 �� 430円

3 連 複 ��� 960円 3 連 単 ��� 6，070円

票 数

単勝票数 計 648416 的中 � 181120（2番人気）
複勝票数 計 781676 的中 � 196628（1番人気）� 83908（4番人気）� 184480（2番人気）
枠連票数 計 174595 的中 （1－6） 11202（7番人気）
馬連票数 計1087729 的中 �� 68870（6番人気）
馬単票数 計 435071 的中 �� 18088（6番人気）
ワイド票数 計 830409 的中 �� 53476（3番人気）�� 129626（1番人気）�� 43843（6番人気）
3連複票数 計1535811 的中 ��� 119934（2番人気）
3連単票数 計1825982 的中 ��� 21805（12番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―12．1―12．5―12．0―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―35．2―47．7―59．7―1：11．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．5
3 6，14（9，15）（2，12）11，16，3，4，7（1，5，10）－（13，8） 4 6，14（9，15）（2，12）11（3，4）16－（1，7）（5，10）8，13

勝馬の
紹 介

レ オ ノ ー レ �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2022．2．20 阪神1着

2019．3．17生 牝3黒鹿 母 キングベイビー 母母 シネマスコープ 5戦3勝 賞金 32，430，000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。



3002111月6日 晴 良 （4東京5） 第2日 第9競走 ��
��2，000�

ひ ゃ く に ち そ う

百 日 草 特 別
発走14時25分 （芝・左）
2歳，1勝クラス；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，300，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，030，000円
付 加 賞 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．5
1：58．5

良
良

22 キングズレイン 牡2鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 480± 01：59．7 5．3�
11 ロードプレイヤー 牡2鹿 55 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 日高 アイズスタッド株式会社 450＋ 81：59．91� 4．8�
77 ヒシルリアン 牡2青鹿55 戸崎 圭太阿部 雅英氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 494＋ 42：00．11 8．8�
33 シーズンリッチ 牡2鹿 55 C．デムーロ 宇田 豊氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 494＋ 42：00．52� 2．8�

（仏）

44 インスタキング 牡2栗 55 武 豊嶋田 賢氏 蛯名 正義 新ひだか 前谷 武志 492± 0 〃 クビ 10．8	
55 マイネルケレリウス 牡2鹿 55 石川裕紀人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 420＋ 22：00．6� 9．0

66 マイネルビジョン 牡2鹿 55 M．デムーロ �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 450＋ 8 〃 クビ 22．1�
89 ガルムキャット 牡2黒鹿55 坂井 瑠星 �スリーエイチレーシング 安田 隆行 日高 下河辺牧場 416－ 22：00．81� 27．9�
88 シルバーティムール 牡2鹿 55 岩田 望来越村 洋子氏 久保田貴士 浦河 高村牧場 496± 02：01．43� 19．3

（9頭）

売 得 金
単勝： 76，218，800円 複勝： 77，085，300円 枠連： 14，250，900円
馬連： 106，670，700円 馬単： 45，440，100円 ワイド： 80，460，400円
3連複： 138，833，000円 3連単： 210，619，600円 計： 749，578，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 180円 � 170円 � 220円 枠 連（1－2） 1，010円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 2，230円

ワ イ ド �� 470円 �� 640円 �� 680円

3 連 複 ��� 2，750円 3 連 単 ��� 13，470円

票 数

単勝票数 計 762188 的中 � 120313（3番人気）
複勝票数 計 770853 的中 � 114449（3番人気）� 127585（2番人気）� 82883（5番人気）
枠連票数 計 142509 的中 （1－2） 10871（3番人気）
馬連票数 計1066707 的中 �� 70917（4番人気）
馬単票数 計 454401 的中 �� 15282（8番人気）
ワイド票数 計 804604 的中 �� 45865（5番人気）�� 31797（6番人気）�� 29702（8番人気）
3連複票数 計1388330 的中 ��� 37826（7番人気）
3連単票数 計2106196 的中 ��� 11331（39番人気）

ハロンタイム 12．7―12．1―12．0―12．4―12．5―12．3―11．8―11．1―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．8―36．8―49．2―1：01．7―1：14．0―1：25．8―1：36．9―1：48．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．7―3F33．9

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

勝馬の
紹 介

キングズレイン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2022．7．17 函館3着

2020．2．21生 牡2鹿 母 タッチングスピーチ 母母 リ ッ ス ン 3戦2勝 賞金 17，496，000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。

3002211月6日 晴 良 （4東京5） 第2日 第10競走 ��
��1，600�

きんしゅう

錦秋ステークス
発走15時00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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000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
1：33．5
1：33．3

重
良

36 バトルクライ 牡3栗 56 戸崎 圭太 �Gリビエール・
レーシング 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 490＋ 21：36．7 2．0�
12 ガ ン ダ ル フ 牡4鹿 57 T．マーカンド �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 488－ 2 〃 クビ 19．7�

（英）

713 クリーンスレイト 牡4栗 57 岩田 望来ゴドルフィン 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 476＋ 81：36．8� 15．0�

612 メンアットワーク 牡3青鹿56 C．デムーロ 千明牧場 斎藤 誠 日高 千明牧場 464＋101：37．12 2．8�
（仏）

48 	 ディアノイア 牝4黒鹿55 菅原 明良杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 岡野牧場 474± 01：37．2� 58．2	
714 ワンダーイチョウ 牡4鹿 57 木幡 巧也山本 能成氏 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 490± 01：37．3アタマ 114．0

510 グランツアーテム 牡4鹿 57 宮崎 北斗ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 中川 公成 様似 髙村 伸一 500－ 4 〃 アタマ 15．8�
815 ド ン カ ポ ノ 牡4鹿 57 内田 博幸山田 貢一氏 庄野 靖志 新ひだか 土田農場 526＋ 61：37．4� 41．3�
11 ジョディーズマロン 牡4栗 57 北村 宏司 �ローレルレーシング 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 468－ 21：37．71
 46．6
23 エコロファルコン 牡4鹿 57 石川裕紀人原村 正紀氏 矢野 英一 新ひだか 山田牧場 500＋ 21：38．02 15．2�
24 ヤマニンペダラーダ 牡8黒鹿57 坂井 瑠星土井 肇氏 中村 直也 新冠 錦岡牧場 488＋ 61：38．31
 124．4�
611 ヘ ラ イ ア 牝5鹿 55 永野 猛蔵吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 474＋121：38．4� 200．2�
35 エピックアン 牡7芦 57 杉原 誠人 TURFレーシング 大和田 成 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B500± 01：38．72 354．5�
59 ダイワドノヴァン �8黒鹿57 田辺 裕信大城 正一氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B526－ 21：38．9
 206．7�
816 タマモパッション 牝5鹿 55 津村 明秀タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 516＋12 〃 クビ 133．7�
47 アンダープロット 牡4黒鹿57 C．ルメール �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 498－ 41：39．0� 18．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 82，820，900円 複勝： 101，280，800円 枠連： 33，387，500円
馬連： 193，484，500円 馬単： 75，677，900円 ワイド： 131，967，600円
3連複： 277，748，100円 3連単： 356，370，100円 計： 1，252，737，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 320円 � 280円 枠 連（1－3） 1，070円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 2，230円

ワ イ ド �� 610円 �� 580円 �� 2，640円

3 連 複 ��� 5，830円 3 連 単 ��� 18，290円

票 数

単勝票数 計 828209 的中 � 326842（1番人気）
複勝票数 計1012808 的中 � 375695（1番人気）� 57085（6番人気）� 65739（3番人気）
枠連票数 計 333875 的中 （1－3） 24177（2番人気）
馬連票数 計1934845 的中 �� 77725（6番人気）
馬単票数 計 756779 的中 �� 25390（6番人気）
ワイド票数 計1319676 的中 �� 56851（6番人気）�� 60353（4番人気）�� 11989（27番人気）
3連複票数 計2777481 的中 ��� 35721（14番人気）
3連単票数 計3563701 的中 ��� 14126（45番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．6―35．3―48．0―1：00．3―1：12．2―1：24．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バトルクライ �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．7．24 新潟4着

2019．5．16生 牡3栗 母 ディアコメット 母母 サ ム タ イ ム 11戦4勝 賞金 63，228，000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。

１レース目



3002311月6日 晴 良 （4東京5） 第2日 第11競走 ��
��2，500�第60回アルゼンチン共和国杯（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，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

アルゼンチン共和国賞（1着）
賞 品

本 賞 57，000，000円 23，000，000円 14，000，000円 8，600，000円 5，700，000円
付 加 賞 1，274，000円 364，000円 182，000円 � コースレコード

中央レコード
2：28．2
2：28．2

良
良

47 ブレークアップ 牡4栗 54 田辺 裕信阿部東亜子氏 黒岩 陽一 浦河 谷川牧場 500＋ 22：31．1 17．7�
817 ハーツイストワール 牡6黒鹿55 武 豊嶋田 賢氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 478＋ 42：31．31� 13．8�
816 ヒートオンビート 牡5鹿 57 戸崎 圭太 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 480± 0 〃 クビ 7．0�
48 カ ン ト ル 牡6鹿 54 岩田 望来金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 478± 0 〃 クビ 18．0�
611 ラストドラフト 牡6黒鹿56 三浦 皇成 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 468± 0 〃 ハナ 12．7	
35 テーオーロイヤル 牡4鹿 57．5 菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 458－ 2 〃 アタマ 3．0

23 ユーキャンスマイル 牡7鹿 57 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 500－122：31．51� 23．1�
36 キラーアビリティ 牡3青鹿55 C．デムーロ �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 470＋102：31．6� 3．8�

（仏）

59 ディアマンミノル 牡5栗 55 荻野 極吉岡 實氏 本田 優 浦河 村下農場 470＋ 22：31．91� 43．3
714 アフリカンゴールド 	7栗 57 T．マーカンドゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B470－ 4 〃 クビ 46．8�
（英）

713 レインカルナティオ 牡5鹿 54 菅原 明良 �サンデーレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 500＋ 42：32．11� 37．0�
24 コトブキテティス 牝5黒鹿51 永野 猛蔵尾上 松壽氏 田島 俊明 新ひだか 斉藤スタッド 444± 0 〃 ハナ 97．6�
12 プレシャスブルー 牡8鹿 54 津村 明秀石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 B442＋ 82：32．2
 219．4�
818 ボ ス ジ ラ 牡6芦 56．5 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B502－ 62：32．41� 24．9�
612 マイネルファンロン 牡7青鹿56 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 482＋162：32．5アタマ 65．5�
510 ダンディズム 	6黒鹿54 富田 暁 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 B468＋ 2 〃 クビ 28．4�
715 レッドサイオン 	6鹿 53 石川裕紀人 �東京ホースレーシング 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム B438＋ 22：32．6� 355．9�
11 キングオブドラゴン 牡5黒鹿54 坂井 瑠星窪田 芳郎氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 494－ 22：35．3大差 28．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 352，024，100円 複勝： 464，558，400円 枠連： 264，046，400円
馬連： 989，390，800円 馬単： 328，604，800円 ワイド： 796，608，600円
3連複： 2，080，917，400円 3連単： 2，152，784，700円 計： 7，428，935，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，770円 複 勝 � 460円 � 380円 � 250円 枠 連（4－8） 1，210円

馬 連 �� 7，010円 馬 単 �� 15，430円

ワ イ ド �� 2，060円 �� 1，740円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 14，590円 3 連 単 ��� 85，070円

票 数

単勝票数 計3520241 的中 � 158270（6番人気）
複勝票数 計4645584 的中 � 243923（6番人気）� 306941（5番人気）� 548061（3番人気）
枠連票数 計2640464 的中 （4－8） 168410（5番人気）
馬連票数 計9893908 的中 �� 109346（26番人気）
馬単票数 計3286048 的中 �� 15963（57番人気）
ワイド票数 計7966086 的中 �� 98358（23番人気）�� 117380（19番人気）�� 171128（10番人気）
3連複票数 計20809174 的中 ��� 106949（42番人気）
3連単票数 計21527847 的中 ��� 18345（253番人気）

ハロンタイム 7．2―11．0―11．3―12．8―12．8―12．6―12．3―12．7―11．8―11．7―11．5―11．6―11．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．2―18．2―29．5―42．3―55．1―1：07．7―1：20．0―1：32．7―1：44．5―1：56．2―2：07．7―2：19．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．6―3F34．9
1
3

1－14，7（5，8）（16，15）9（17，12）11，18－（3，6）（2，4，13）－10
1－14，7－8（5，15）（9，16）12，17（11，18）（3，6）2（4，13）－10

2
4

1＝14，7（5，8）（16，15）9（17，12）（11，18）－（3，6）（2，4，13）－10
1－14，7（5，8）（9，16，15）（17，12）（11，18）（3，6）（2，4）13－10

勝馬の
紹 介

ブレークアップ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．10．11 東京9着

2018．4．17生 牡4栗 母 リトルジュン 母母 ベストタッセルド 17戦5勝 賞金 125，612，000円
〔騎手変更〕 アフリカンゴールド号の騎手国分恭介は，負傷のためT．マーカンドに変更。
〔調教再審査〕 キングオブドラゴン号は，最後の直線コースで内側に逃避したことについて平地調教再審査。
※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 シルヴァーソニック号・トラストケンシン号
（非抽選馬） 1頭 アドマイヤアルバ号
※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。

3002411月6日 晴 良 （4東京5） 第2日 第12競走 ��1，400�3歳以上2勝クラス
発走16時10分 （芝・左）

負担重量は，3歳56�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
1：19．4
1：19．0

良
良

45 ミスボニータ 牝3青 54 坂井 瑠星 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 450＋ 81：21．1 5．4�
46 シュヴェルトライテ 牝3栗 54 M．デムーロ �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＋ 21：21．21 10．8�
33 スリートップキズナ 牡4黒鹿 57

56 ☆永野 猛蔵永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B466＋ 21：21．51� 38．9�
58 � ル ル ロ ー ズ 牝4栗 55 杉原 誠人的場 徹氏 伊藤 大士 浦河 浦河小林牧場 464－141：21．61 44．5�
712 ボルザコフスキー 牡3黒鹿56 岩田 望来犬塚悠治郎氏 清水 久詞 新冠 ハクレイファーム 508－ 41：21．7� 4．4�
610 アンセーニュ 牝4鹿 55 C．デムーロ 吉田 勝己氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 424＋ 81：21．8� 32．9	

（仏）

813 ニシノスーベニア 牡3黒鹿56 三浦 皇成西山 茂行氏 上原 博之 日高 西山牧場 530－ 4 〃 クビ 6．7

814� ジッピーレーサー 	5鹿 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 米 Monticule 468－ 41：21．9
 42．2�

11 ララマカロン 牝4鹿 55 T．マーカンドフジイ興産� 田中 博康 千歳 社台ファーム B476＋ 2 〃 ハナ 70．7�
（英） （法942）

69 ジャングルキング 牡4鹿 57 C．ルメール 清家 聖仁氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 518＋ 41：22．0クビ 4．2
34 � デ ュ ガ 牡3鹿 56 武 豊藤田 晋氏 森 秀行 米 Erv Woolsey &

Ralph Kinder 500－ 4 〃 アタマ 8．1�
711 ファロロジー 牝3鹿 54 戸崎 圭太水上ふじ子氏 高橋 裕 新冠 富本 茂喜 466－ 4 〃 ハナ 20．4�
57 カフェサンドリヨン 牝5芦 55 北村 宏司西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 496－141：22．1� 23．9�
22 � マイトレジャーフジ 牡4鹿 57 田辺 裕信嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 服部 牧場 474＋ 41：22．41
 25．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 108，742，200円 複勝： 136，213，500円 枠連： 42，384，600円
馬連： 207，211，500円 馬単： 67，693，300円 ワイド： 178，226，900円
3連複： 326，968，300円 3連単： 343，312，100円 計： 1，410，752，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 230円 � 390円 � 730円 枠 連（4－4） 2，810円

馬 連 �� 2，960円 馬 単 �� 5，450円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 2，750円 �� 4，900円

3 連 複 ��� 26，010円 3 連 単 ��� 98，180円

票 数

単勝票数 計1087422 的中 � 160925（3番人気）
複勝票数 計1362135 的中 � 176715（4番人気）� 89080（6番人気）� 43076（10番人気）
枠連票数 計 423846 的中 （4－4） 11654（14番人気）
馬連票数 計2072115 的中 �� 54228（10番人気）
馬単票数 計 676933 的中 �� 9305（17番人気）
ワイド票数 計1782269 的中 �� 42723（10番人気）�� 16531（34番人気）�� 9175（55番人気）
3連複票数 計3269683 的中 ��� 9426（99番人気）
3連単票数 計3433121 的中 ��� 2535（369番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―11．7―11．8―11．2―10．9―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．1―35．8―47．6―58．8―1：09．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F33．5
3 5，8，1，6（3，7，9）（10，14）（2，11）12（4，13） 4 5，8（1，6）（7，9）3，10，11（2，14）12（4，13）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミスボニータ �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 Street Boss デビュー 2021．8．14 新潟2着

2019．3．24生 牝3青 母 ロングホットサマー 母母 Hotlantic 13戦3勝 賞金 32，130，000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レース目



（4東京5）第2日 11月6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 164頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

289，660，000円
40，950，000円
2，590，000円
37，680，000円
8，000，000円
77，070，000円
4，816，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
1，016，535，400円
1，375，586，500円
467，266，200円
2，045，002，400円
781，286，700円
1，653，403，100円
3，640，392，400円
4，136，732，500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 15，116，205，200円

総入場人員 25，719名 （有料入場人員 25，152名）
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