
3002511月12日 晴 良 （4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）

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
1：36．2
1：36．2

不良
不良

23 ミラクルキャッツ 牝2鹿 54 D．レーン �シルクレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：39．8 3．6�
（豪）

611 ニシノパプルブリリ 牝2黒鹿54 津村 明秀西山 茂行氏 矢野 英一 新冠 中山 高鹿康 460± 01：40．01� 85．1�
816 リ リ ッ ク ス 牝2青鹿54 松岡 正海吉野 英子氏 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム 484－ 41：40．85 10．8�
48 ラピッドベル 牝2鹿 54 戸崎 圭太�大樹ファーム 牧浦 充徳 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 496－ 81：41．01� 2．8�
815 エ テ ル ネ ル 牝2黒鹿54 石川裕紀人ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462－ 41：41．74 5．1�
36 ヒ ラ リ 牝2青鹿54 C．ルメール 藤田 晋氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 460＋ 41：41．8クビ 7．9	
59 ミ ズ カ ガ ミ 牝2青鹿 54

53 ☆永野 猛蔵
シンユウ企画 土田 稔 新冠 シンユウフアーム 442－ 21：41．9� 143．9�
510 リ ー ア 牝2黒鹿54 横山 和生小泉 修氏 小西 一男 浦河 高岸 順一 444＋ 2 〃 アタマ 60．1�
12 ポポラーレウーノ 牝2鹿 54

51 ▲西塚 洸二由井健太郎氏 竹内 正洋 浦河 杵臼牧場 472＋12 〃 クビ 21．6
35 ラディーヴァ 牝2芦 54 木幡 巧也小林竜太郎氏 武市 康男 新ひだか へいはた牧場 458－ 21：42．0� 306．9�
713 リ ヨ ン 牝2鹿 54 丸田 恭介�須野牧場 伊藤 大士 日高 新井 昭二 466＋ 41：42．1� 49．9�
47 ワラッテユルシテ 牝2鹿 54 坂井 瑠星片山 博志氏 佐藤 吉勝 新冠 芳住 鉄兵 506＋ 41：42．2クビ 113．7�
612 アースジェール 牝2青鹿54 内田 博幸松山 増男氏 加藤士津八 浦河 アイオイファーム 454－ 81：42．51� 196．9�
714 ユーメイドマイデイ 牝2黒鹿54 江田 照男�ミルファーム 大江原 哲 別海 ハーモニース

トックファーム 422－ 21：42．92� 93．6�
11 タイセイアリオス 牝2青鹿54 西村 淳也田中 成奉氏 青木 孝文 平取 坂東牧場 424－ 41：43．43 346．4�
24 ワタシハマジョ 牝2鹿 54 菅原 明良村田 哲朗氏 矢野 英一 新ひだか 下屋敷牧場 B458＋121：44．35 53．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，741，700円 複勝： 40，562，600円 枠連： 9，360，700円
馬連： 48，244，800円 馬単： 21，950，800円 ワイド： 45，516，700円
3連複： 80，409，000円 3連単： 88，065，700円 計： 364，852，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 890円 � 350円 枠 連（2－6） 5，350円

馬 連 �� 7，930円 馬 単 �� 13，080円

ワ イ ド �� 2，400円 �� 810円 �� 6，450円

3 連 複 ��� 32，400円 3 連 単 ��� 160，820円

票 数

単勝票数 計 307417 的中 � 72328（2番人気）
複勝票数 計 405626 的中 � 78279（2番人気）� 9436（8番人気）� 28472（5番人気）
枠連票数 計 93607 的中 （2－6） 1354（18番人気）
馬連票数 計 482448 的中 �� 4714（21番人気）
馬単票数 計 219508 的中 �� 1258（36番人気）
ワイド票数 計 455167 的中 �� 4809（21番人気）�� 15164（9番人気）�� 1755（46番人気）
3連複票数 計 804090 的中 ��� 1861（73番人気）
3連単票数 計 880657 的中 ��� 397（339番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．8―36．2―49．3―1：02．6―1：15．2―1：27．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミラクルキャッツ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Running Stag デビュー 2022．7．3 福島7着

2020．2．15生 牝2鹿 母 ランニングボブキャッツ 母母 Backatem 3戦1勝 賞金 6，500，000円
〔その他〕 エテルネル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 エテルネル号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年12月12日まで出走できない。
※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。

3002611月12日 晴 良 （4東京5） 第3日 第2競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10時25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
1：32．7
1：32．3

良
良

68 ニシノライコウ 牡2黒鹿 55
54 ☆永野 猛蔵西山 茂行氏 古賀 慎明 新冠 中山 高鹿康 484＋ 61：33．6 30．2�

67 シャドウフューリー 牡2栗 55 R．ムーア 飯塚 知一氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 464＋121：33．81� 3．0�
（英）

11 アンスリウム 牝2鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480－ 41：34．54 8．1�

22 レッドバレンティア 牡2青鹿55 福永 祐一 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 浦河 杵臼牧場 440＋ 6 〃 クビ 2．2�
79 シエロエスティーボ 牡2黒鹿55 T．マーカンド �シルクレーシング 小島 茂之 平取 坂東牧場 478－101：34．71� 5．4	

（英）

56 コンスピキュアス 牡2栗 55 横山 和生村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 452＋ 4 〃 アタマ 20．6

811 ウ ェ ン ス 牡2鹿 55 菅原 明良山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 442＋ 61：35．22� 68．0�
812 シ ャ コ ン ヌ 牡2鹿 55 H．ドイル 村島 昭男氏 小手川 準 新ひだか 岡田スタツド 444＋ 61：35．31� 154．0�

（英）

710 クリスプブリーズ 牡2黒鹿55 木幡 巧也 �コロンバスサークル 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 498－ 2 〃 アタマ 312．3
33 イ ブ シ ギ ン 牡2芦 55 水口 優也�ミルファーム 岩戸 孝樹 登別 青藍牧場 418－ 41：35．51� 315．4�
55 ニシノセイラン 牡2黒鹿55 野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 浦河 日進牧場 440± 01：35．6クビ 334．1�
44 レッドカメリア 牝2黒鹿54 武士沢友治�ミルファーム 加藤 和宏 新ひだか 加野牧場 428－ 41：35．92 459．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 49，142，900円 複勝： 57，836，100円 枠連： 13，802，500円
馬連： 55，156，200円 馬単： 28，375，200円 ワイド： 45，467，000円
3連複： 76，418，300円 3連単： 110，598，300円 計： 436，796，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，020円 複 勝 � 440円 � 170円 � 220円 枠 連（6－6） 3，710円

馬 連 �� 2，900円 馬 単 �� 7，710円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，320円 �� 390円

3 連 複 ��� 4，880円 3 連 単 ��� 53，200円

票 数

単勝票数 計 491429 的中 � 13785（6番人気）
複勝票数 計 578361 的中 � 27724（6番人気）� 107476（2番人気）� 67189（3番人気）
枠連票数 計 138025 的中 （6－6） 2882（9番人気）
馬連票数 計 551562 的中 �� 14709（10番人気）
馬単票数 計 283752 的中 �� 2760（23番人気）
ワイド票数 計 454670 的中 �� 17342（9番人気）�� 8217（16番人気）�� 32613（5番人気）
3連複票数 計 764183 的中 ��� 11740（17番人気）
3連単票数 計1105983 的中 ��� 1507（122番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．9―35．2―46．8―59．0―1：10．4―1：21．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノライコウ �
�
父 エイシンヒカリ �

�
母父 ストリートセンス デビュー 2022．7．16 福島9着

2020．3．3生 牡2黒鹿 母 ニシノオマージュ 母母 ニシノフジムスメ 5戦1勝 賞金 8，860，000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。

第５回 東京競馬 第３日
枠
番
馬
番 馬 名 毛
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馬
装
具
馬体
重量
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オッズ・
単勝
人気



3002711月12日 晴 良 （4東京5） 第3日 第3競走 2，000�2歳未勝利
発走10時55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

810 ドゥレッツァ 牡2青鹿55 C．ルメール �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 460± 02：00．9 2．0�
811 サトノグランツ 牡2鹿 55 R．ムーア 里見 治氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 478－ 2 〃 クビ 4．1�

（英）

79 イケイケドンドン 牡2鹿 55 福永 祐一新井原 博氏 松山 将樹 新冠 川上牧場 462＋ 22：01．64 8．2�
11 ペネトレイトゴー 牡2芦 55 菅原 明良前川 俊行氏 森 秀行 日高 出口牧場 448－ 2 〃 アタマ 3．9�
67 キタノマルティス 牝2栗 54

53 ☆永野 猛蔵北所 直人氏 粕谷 昌央 新ひだか 斉藤スタッド 424－ 62：02．34 69．8�
44 マイネルパーヴェル 牡2芦 55 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 42：02．4� 98．1

22 クリノクオン 牡2鹿 55 松岡 正海栗本 博晴氏 伊藤 伸一 新冠 ヒカル牧場 450－ 42：02．5� 224．9�
55 ビ ギ ド リ 牝2鹿 54

51 ▲西塚 洸二 TSレーシング 武井 亮 新冠 松浦牧場 468＋ 22：02．71� 46．6�
66 ウィッチハット 牝2栗 54 野中悠太郎 �ビッグレッドファーム 稲垣 幸雄 新冠 ビッグレッドファーム 490± 02：03．44 380．0
33 ニシノツキアカリ 牝2鹿 54 H．ドイル 西山 茂行氏 水野 貴広 新ひだか 本桐牧場 470－ 62：03．61� 46．2�

（英）

78 コスモアンテロース 牡2黒鹿55 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 478－ 82：03．7クビ 204．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 45，171，600円 複勝： 44，262，700円 枠連： 20，452，000円
馬連： 51，125，300円 馬単： 26，447，000円 ワイド： 40，995，900円
3連複： 69，521，300円 3連単： 111，228，900円 計： 409，204，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 150円 � 140円 枠 連（8－8） 320円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 170円 �� 230円 �� 390円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 1，790円

票 数

単勝票数 計 451716 的中 � 185839（1番人気）
複勝票数 計 442627 的中 � 164321（1番人気）� 56835（4番人気）� 66467（3番人気）
枠連票数 計 204520 的中 （8－8） 49313（2番人気）
馬連票数 計 511253 的中 �� 126248（1番人気）
馬単票数 計 264470 的中 �� 36328（1番人気）
ワイド票数 計 409959 的中 �� 72288（1番人気）�� 43523（3番人気）�� 21933（6番人気）
3連複票数 計 695213 的中 ��� 74829（3番人気）
3連単票数 計1112289 的中 ��� 44924（4番人気）

ハロンタイム 13．2―11．9―12．0―12．5―12．8―12．4―12．1―11．3―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．1―37．1―49．6―1：02．4―1：14．8―1：26．9―1：38．2―1：49．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．1―3F34．0

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

勝馬の
紹 介

ドゥレッツァ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 More Than Ready デビュー 2022．9．19 中山3着

2020．4．24生 牡2青鹿 母 モアザンセイクリッド 母母 Danalaga 2戦1勝 賞金 7，000，000円
※クリノクオン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

3002811月12日 晴 良 （4東京5） 第3日 第4競走 ��1，600�2歳新馬
発走11時25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 トニトゥルス 牡2鹿 55 M．デムーロディアレストクラブ� 新開 幸一 浦河 ディアレスト
クラブ 468 ―1：40．1 4．3�

24 ハッスルダンク 牡2鹿 55 西村 淳也髙篠 憲一氏 中川 公成 新ひだか 橋本牧場 438 ― 〃 クビ 41．4�
59 フクチャンビーナス 牝2栗 54 C．ルメール 福田 義明氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 468 ―1：40．31 8．5�
23 グラスシフォン 牝2栗 54 津村 明秀半沢� 松山 将樹 新ひだか 岡田牧場 420 ―1：40．4� 51．5�
35 クロックフォード 牡2黒鹿55 菅原 明良 �社台レースホース高木 登 千歳 社台ファーム 484 ―1：40．61 2．1	
612 ラ モ ラ ッ ク 牡2黒鹿55 �島 克駿�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 504 ―1：41．13� 16．0

611 ヴェールトゥマラン 牡2鹿 55 江田 照男落合 幸弘氏 矢野 英一 浦河 谷川牧場 484 ―1：41．41� 92．7�
36 シュンコッチャン 牡2栗 55 吉田 豊矢野 琢也氏 小野 次郎 日高 サンバマウン

テンファーム 432 ―1：41．72 167．7�
510 オメガキャプテン 牡2芦 55 横山 和生原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 458 ―1：41．91	 7．2
12 シルバービスケッツ 牝2鹿 54 石川裕紀人島川 利子氏 新開 幸一 日高 日西牧場 432 ―1：42．21� 126．6�
48 ステイマックウォー 牡2芦 55 北村 宏司是枝 浩平氏 浅野洋一郎 登別 青藍牧場 522 ―1：42．3クビ 113．3�
815 ニシノウール 牡2芦 55 三浦 皇成西山 茂行氏 高木 登 浦河 フクオカファーム 478 ― 〃 ハナ 56．6�
713 ロサムンディー 牝2黒鹿54 水口 優也田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新冠 大栄牧場 462 ―1：42．41 245．0�
11 ミツカネアース 牡2鹿 55

54 ☆永野 猛蔵小山田 満氏 清水 英克 新冠 細川農場 476 ―1：42．5クビ 59．6�
47 ダンシングラブリー 牝2栗 54 武士沢友治伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 486 ―1：45．8大差 204．0�
714 サノノヒューズ 牡2鹿 55

52 ▲西塚 洸二佐野 信幸氏 栗田 徹 日高 豊洋牧場 520 ― （競走中止） 20．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 46，121，800円 複勝： 46，099，800円 枠連： 14，136，200円
馬連： 48，675，500円 馬単： 24，634，900円 ワイド： 45，438，100円
3連複： 68，228，500円 3連単： 76，260，200円 計： 369，595，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 680円 � 230円 枠 連（2－8） 2，960円

馬 連 �� 5，710円 馬 単 �� 7，780円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 570円 �� 2，510円

3 連 複 ��� 10，100円 3 連 単 ��� 54，250円

票 数

単勝票数 計 461218 的中 � 88045（2番人気）
複勝票数 計 460998 的中 � 90976（2番人気）� 13338（7番人気）� 53673（4番人気）
枠連票数 計 141362 的中 （2－8） 3697（12番人気）
馬連票数 計 486755 的中 �� 6603（17番人気）
馬単票数 計 246349 的中 �� 2374（24番人気）
ワイド票数 計 454381 的中 �� 7592（16番人気）�� 21917（5番人気）�� 4455（24番人気）
3連複票数 計 682285 的中 ��� 5066（29番人気）
3連単票数 計 762602 的中 ��� 1019（154番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―36．7―49．7―1：02．8―1：15．2―1：27．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トニトゥルス �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2020．3．7生 牡2鹿 母 シリウストウショウ 母母 シスタートウショウ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 サノノヒューズ号は，競走中に疾病〔右第1指関節開放性脱臼〕を発症し，決勝線手前で騎手が落馬したため競走中

止。
※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 イークウェス号・ヴィアスパークル号・エニシャル号・エフティゲイル号・キャリアパス号・キュピドン号・

クラッパーボード号・コパノパサディナ号・ジョヴィアン号・モスコイ号・ラインアンジェラ号・
ラインシュトラール号・リトルブレイバー号追 加 記 事（第 5回東京競馬第 1日第 9競走）

〔その他〕　　コスモオリ号は，競走中に疾病〔脾破裂〕を発症。なお，同馬は死亡。



3002911月12日 晴 良 （4東京5） 第3日 第5競走 1，600�2歳新馬
発走12時15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

811 ライトクオンタム 牝2青鹿54 C．ルメール �社台レースホース武 幸四郎 千歳 社台ファーム 426 ―1：34．1 2．9�
22 アンリーロード 牝2鹿 54 福永 祐一三木 正浩氏 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 460 ―1：34．52� 9．3�
79 ラブリーハーツ 牝2鹿 54 石川裕紀人 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 飛野牧場 428 ―1：35．13� 3．2�
11 キャルキューレ 牝2鹿 54 H．ドイル 里見 治紀氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 426 ―1：35．21 36．6�

（英）

44 クラシカルビジュー 牝2黒鹿54 D．レーン 福盛 訓之氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 476 ―1：35．41� 4．5	
（豪）

55 アドマイヤサジー 牝2黒鹿54 戸崎 圭太近藤 旬子氏 宮田 敬介 洞�湖 レイクヴィラファーム 438 ―1：35．5クビ 11．1

810 シエルリーナ 牝2青鹿54 野中悠太郎八嶋 長久氏 根本 康広 平取 びらとり牧場 420 ―1：35．6� 132．2�
33 コウテツレディー 牝2栗 54 坂井 瑠星佐藤 守宏氏 斎藤 誠 新ひだか タイヘイ牧場 416 ―1：35．81� 25．9�
67 ヴォードヴィル 牝2黒鹿54 �島 克駿 �ローレルレーシング 中竹 和也 新冠 松浦牧場 446 ―1：36．54 19．2
78 イスティント 牝2鹿 54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 新ひだか 岡田 猛 418 ―1：39．7大差 244．8�
66 ブ リ ー ゼ 牝2鹿 54 武士沢友治阿部東亜子氏 鈴木慎太郎 日高 シンボリ牧場 408 ―1：40．44 194．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 47，733，700円 複勝： 40，730，700円 枠連： 8，335，100円
馬連： 52，105，900円 馬単： 26，195，200円 ワイド： 41，935，000円
3連複： 65，598，900円 3連単： 93，605，900円 計： 376，240，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 180円 � 130円 枠 連（2－8） 1，100円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 430円 �� 240円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 5，680円

票 数

単勝票数 計 477337 的中 � 135828（1番人気）
複勝票数 計 407307 的中 � 84134（2番人気）� 46176（4番人気）� 88927（1番人気）
枠連票数 計 83351 的中 （2－8） 5862（4番人気）
馬連票数 計 521059 的中 �� 32220（4番人気）
馬単票数 計 261952 的中 �� 12126（4番人気）
ワイド票数 計 419350 的中 �� 23762（4番人気）�� 50348（1番人気）�� 20059（6番人気）
3連複票数 計 655989 的中 ��� 44745（2番人気）
3連単票数 計 936059 的中 ��� 11932（11番人気）

ハロンタイム 13．2―11．6―11．6―11．8―11．9―11．3―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．2―24．8―36．4―48．2―1：00．1―1：11．4―1：22．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．0
3 11，9（3，4，8）1（2，7）10，5＝6 4 11，9（3，4）（1，2，8）（10，7）5＝6

勝馬の
紹 介

ライトクオンタム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Quality Road 初出走

2020．2．4生 牝2青鹿 母 イルミナント 母母 Sparkling Number 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ブリーゼ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ブリーゼ号は，令和4年11月13日から令和4年12月3日まで出走停止。停止期間の満了後に発走

調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イスティント号・ブリーゼ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年12月12日まで

平地競走に出走できない。
※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。

3003011月12日 晴 良 （4東京5） 第3日 第6競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走12時45分 （芝・左）

負担重量は，3歳55�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
1：44．1
1：43．8

良
良

47 セラフィナイト 牡4鹿 57 T．マーカンド �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム B454＋101：46．5 9．8�
（英）

58 モカフラワー 牝3栗 53 菅原 明良星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 452＋ 41：46．61 4．5�
713 ホーリーエンブレム 牝3鹿 53 H．ドイル �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 426± 01：46．7� 2．4�

（英）

22 マイネルニコラス 牡3栗 55 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 498－ 21：46．8クビ 40．4�

23 アップストローク �3黒鹿55 木幡 巧也吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 460＋ 41：47．01� 39．5	
712 ステラナビゲーター 牡3鹿 55 西村 淳也 �コロンバスサークル 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 508＋ 4 〃 アタマ 48．6

34 デインティハート 牝3鹿 53

52 ☆永野 猛蔵�G1レーシング 黒岩 陽一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 508＋14 〃 アタマ 11．7�

610 イヴニングスター 牡3黒鹿55 C．ルメール 村野 康司氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 502－ 21：47．1クビ 12．2�
35 レッツリブオン 牡3黒鹿55 丸田 恭介�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 462＋ 6 〃 ハナ 110．9
46 サイモンバロン 牡3鹿 55 戸崎 圭太澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 新井 昭二 478＋ 2 〃 ハナ 5．1�
11 タイラーテソーロ 牡3黒鹿55 福永 祐一了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 日高 リョーケンファー
ム株式会社 468± 01：47．2� 37．9�

815	 スピードグラマー 牝3鹿 53 坂井 瑠星長谷川祐司氏 鹿戸 雄一 米 Machmer
Hall 472－ 61：47．52 93．8�

814 ハイエスティーム 牝3黒鹿53 
島 克駿 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 440＋121：47．71� 30．9�
611 エコロデュエル 牡3青鹿55 石川裕紀人原村 正紀氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 474＋ 61：47．91� 117．1�
59 ガトーフレーズ 牝3黒鹿53 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム B446＋ 21：48．11 438．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 54，318，500円 複勝： 70，516，300円 枠連： 15，866，500円
馬連： 76，794，900円 馬単： 32，377，400円 ワイド： 72，385，900円
3連複： 110，120，600円 3連単： 122，076，600円 計： 554，456，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 210円 � 170円 � 120円 枠 連（4－5） 890円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 4，400円

ワ イ ド �� 620円 �� 410円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，190円 3 連 単 ��� 22，070円

票 数

単勝票数 計 543185 的中 � 44066（4番人気）
複勝票数 計 705163 的中 � 69600（4番人気）� 95542（3番人気）� 191545（1番人気）
枠連票数 計 158665 的中 （4－5） 13777（3番人気）
馬連票数 計 767949 的中 �� 31947（6番人気）
馬単票数 計 323774 的中 �� 5508（16番人気）
ワイド票数 計 723859 的中 �� 28410（6番人気）�� 45944（3番人気）�� 50346（2番人気）
3連複票数 計1101206 的中 ��� 37703（4番人気）
3連単票数 計1220766 的中 ��� 4010（59番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．1―48．4―1：00．6―1：12．6―1：23．7―1：34．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．9―3F33．9

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

勝馬の
紹 介

セラフィナイト �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．10．10 東京7着

2018．4．27生 牡4鹿 母 ブロンシェダーム 母母 スリープレスナイト 16戦2勝 賞金 31，820，000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。



3003111月12日 晴 良 （4東京5） 第3日 第7競走 2，100�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・左）

負担重量は，3歳55�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
2：06．7
2：05．9

良
良

711 メイプルリッジ 牡3栗 55 R．ムーア 吉田 勝己氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 474－ 22：11．4 5．7�
（英）

33 スリーエクスプレス 牡3鹿 55
54 ☆永野 猛蔵永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B480± 02：12．57 2．9�

710 キタサンドーシン 牡3青鹿55 C．ルメール�大野商事 奥村 武 新冠 村田牧場 B468＋ 22：12．82 7．2�
56 ワープスピード 牡3鹿 55 菅原 明良山田 弘氏 高木 登 安平 ノーザンファーム B494± 02：13．32� 5．3�
44 � テンナイトパール 牝6鹿 55 横山 和生天白 泰司氏 小西 一男 千歳 社台ファーム 500± 02：14．04 210．6	
22 スペイスフォース 牡3鹿 55 戸崎 圭太ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518＋ 2 〃 アタマ 4．4

45 ルイナールカズマ 牡3黒鹿55 福永 祐一合同会社雅苑興業 奥村 豊 浦河 高昭牧場 494＋ 42：14．21� 16．6�
11 ルージュフェリーク 牝4黒鹿55 �島 克駿 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム B460＋162：14．72� 141．4�
69 ニシノソワレ 牡4鹿 57 岩部 純二西山 茂行氏 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 B504－ 4 〃 クビ 23．7
813 ネッスンドルマ 牡3鹿 55 坂井 瑠星藤田 純氏 加藤士津八 新冠 新冠橋本牧場 450＋ 62：15．23 42．5�
57 デルマラッキーガイ 牡5黒鹿57 西村 淳也浅沼 廣幸氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 482＋ 82：15．73 122．2�
68 � ベストインクラス 牡4鹿 57 宮崎 北斗グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 前田牧場 504＋ 82：16．02 173．7�
812 セ ル ヴ ァ ン 牡4鹿 57 T．マーカンド �社台レースホース大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B464± 02：16．85 30．6�
（英）

（13頭）

売 得 金
単勝： 46，047，400円 複勝： 53，815，400円 枠連： 13，161，600円
馬連： 63，932，300円 馬単： 28，288，900円 ワイド： 53，867，500円
3連複： 91，432，000円 3連単： 108，260，400円 計： 458，805，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 240円 � 120円 � 190円 枠 連（3－7） 510円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，210円

ワ イ ド �� 530円 �� 650円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，710円 3 連 単 ��� 17，680円

票 数

単勝票数 計 460474 的中 � 64394（4番人気）
複勝票数 計 538154 的中 � 45020（5番人気）� 157208（1番人気）� 63694（4番人気）
枠連票数 計 131616 的中 （3－7） 19995（1番人気）
馬連票数 計 639323 的中 �� 42253（4番人気）
馬単票数 計 282889 的中 �� 9579（7番人気）
ワイド票数 計 538675 的中 �� 25706（5番人気）�� 20384（8番人気）�� 33487（3番人気）
3連複票数 計 914320 的中 ��� 25257（9番人気）
3連単票数 計1082604 的中 ��� 4437（55番人気）

ハロンタイム 7．2―11．1―12．3―12．3―12．5―12．9―12．8―12．9―12．6―12．4―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．3―30．6―42．9―55．4―1：08．3―1：21．1―1：34．0―1：46．6―1：59．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイプルリッジ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2021．8．8 函館4着

2019．2．25生 牡3栗 母 リングネブラ 母母 ユーアンミー 5戦2勝 賞金 14，770，000円
※テンナイトパール号は，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。

3003211月12日 晴 良 （4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 （ダート・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
1：33．5
1：33．3

重
良

36 ウィルソンテソーロ 牡3鹿 56 戸崎 圭太了德寺健二ホール
ディングス� 田中 博康 日高 リョーケンファー

ム株式会社 486＋ 61：36．6 1．4�
24 ダイシンピスケス 牡4鹿 57 福永 祐一大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 496－101：36．81� 16．1�
48 カフェプリンセス 牝4鹿 55 R．ムーア 西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 486＋ 21：37．54 10．1�

（英）

12 � ゴールドレッグス �4黒鹿57 �島 克駿西村 健氏 新谷 功一 安平 ノーザンファーム B516－ 21：37．81� 71．6�
612 スイートフィル 牝4芦 55 菅原 明良シンボリ牧場 菊川 正達 新ひだか 増本 良孝 478－ 6 〃 アタマ 41．0�
510 ダノンシュネラ 牝4鹿 55 坂井 瑠星�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 500－12 〃 アタマ 74．7	
47 ダノンフォーナイン 牡3青鹿56 D．レーン �ダノックス 音無 秀孝 新ひだか 千代田牧場 514＋141：38．12 19．5


（豪）

59 � マブストーク 牡4鹿 57 木幡 巧也マブレーシング 牧 光二 浦河 中村 雅明 490± 0 〃 クビ 32．7�
611 フィールザワールド 牡4鹿 57 北村 宏司櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 B484＋ 61：38．2� 53．7�
713 ゼ ロ ー ソ �4栗 57 H．ドイル 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 488－121：38．52 163．3
（英）

11 タイキフォース 牡4栗 57 C．ルメール�大樹ファーム 牧浦 充徳 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 490± 01：38．81� 9．7�

714 ヴィクトリオーソ 牡5鹿 57
56 ☆永野 猛蔵 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 日高 賀張中川牧場 512－12 〃 クビ 34．5�
35 アルマドラード 牡4黒鹿57 T．マーカンド �キャロットファーム 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 536－ 41：39．65 11．4�

（英）

816 フィナールショコラ 牝5黒鹿55 津村 明秀吉田 千津氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 436－ 81：39．81 123．2�
23 シュッドヴァデル 牡6鹿 57

54 ▲西塚 洸二河合 裕明氏 松山 将樹 新冠 マリオステー
ブル 512－ 4 〃 ハナ 371．0�

815 モリトユウブ 牡7鹿 57 宮崎 北斗吉川 朋宏氏 鈴木慎太郎 浦河 大北牧場 508＋ 61：40．43� 173．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 53，611，900円 複勝： 179，618，600円 枠連： 18，993，800円
馬連： 76，042，300円 馬単： 42，126，300円 ワイド： 76，666，000円
3連複： 123，514，300円 3連単： 169，128，300円 計： 739，701，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 250円 � 210円 枠 連（2－3） 1，000円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 440円 �� 330円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 2，600円 3 連 単 ��� 8，320円

票 数

単勝票数 計 536119 的中 � 298278（1番人気）
複勝票数 計1796186 的中 � 1267011（1番人気）� 61078（5番人気）� 77759（3番人気）
枠連票数 計 189938 的中 （2－3） 14647（4番人気）
馬連票数 計 760423 的中 �� 58601（5番人気）
馬単票数 計 421263 的中 �� 24904（5番人気）
ワイド票数 計 766660 的中 �� 45678（4番人気）�� 63843（2番人気）�� 10023（19番人気）
3連複票数 計1235143 的中 ��� 35543（7番人気）
3連単票数 計1691283 的中 ��� 14734（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―35．0―47．3―59．9―1：12．5―1：24．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウィルソンテソーロ �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 Uncle Mo デビュー 2021．8．28 新潟6着

2019．2．25生 牡3鹿 母 チェストケローズ 母母 Deputy’s Delight 6戦3勝 賞金 24，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ムーンライト号
※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。



3003311月12日 晴 良 （4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 10，300，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，030，000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

12 ペ リ エ ー ル 牡2鹿 55 福永 祐一長谷川祐司氏 黒岩 陽一 新ひだか チャンピオンズファーム 472－ 21：25．1 2．3�
612 ス ク ー バ ー 牡2栗 55 D．レーン �G1レーシング 武藤 善則 安平 追分ファーム 482＋ 61：25．73� 4．1�

（豪）

59 オメガシンフォニー 牝2栗 54 横山 和生原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 490± 01：25．8� 6．4�
713 タカネノハナコサン 牝2鹿 54 三浦 皇成三宅 勝俊氏 飯田 雄三 新冠 つつみ牧場 488＋ 61：26．11� 25．8�
23 ニシノカシミヤ 牝2鹿 54 永野 猛蔵西山 茂行氏 伊藤 圭三 新ひだか 前田ファーム 476－ 81：26．2� 24．0�
611 イニッツィオ 牡2黒鹿55 菅原 明良ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 稲垣 幸雄 浦河 赤田牧場 500＋ 61：26．3� 39．8	
714	 アドバンスファラオ 牡2栗 55 松岡 正海久保田典秀氏 森 秀行 米

John D. Gunther
& American
Pharoah Syndicate

472± 01：26．4クビ 49．8

816 シナジーエフェクト 牡2鹿 55 T．マーカンドゴドルフィン 坂口 智康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－ 4 〃 クビ 126．4�
（英）

11 ワタシダケドナニカ 牡2栗 55 M．デムーロ松田 整二氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 486－ 61：26．5� 140．1�
36 ダンテバローズ 牡2鹿 55 H．ドイル 猪熊 広次氏 上村 洋行 新ひだか 服部 牧場 500± 0 〃 ハナ 47．3

（英）

510 ミ ト ノ オ ー 牡2栗 55 木幡 巧也ロイヤルパーク 牧 光二 新ひだか 築紫 洋 496＋161：26．6� 19．2�
24 サノノウォーリア 牡2鹿 55 石川裕紀人佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 482＋101：26．7� 45．4�
35 ニシキギミッチー 牡2黒鹿55 津村 明秀茂木 国久氏 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 482＋101：26．91
 74．8�
815 エクロジャイト 牡2鹿 55 R．ムーア �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 502－ 41：27．32� 10．9�

（英）

48 ニシノシークレット 牡2青 55 戸崎 圭太西山 茂行氏 村田 一誠 新ひだか 本桐牧場 480＋ 41：27．83 53．6�
47 ネ イ キ ッ ド 牡2青鹿55 坂井 瑠星前田 晋二氏 宮本 博 浦河 宮内牧場 466－ 61：28．11� 70．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 74，682，200円 複勝： 85，785，500円 枠連： 21，579，200円
馬連： 109，200，500円 馬単： 44，435，700円 ワイド： 93，724，900円
3連複： 157，998，300円 3連単： 165，779，100円 計： 753，185，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 140円 � 160円 枠 連（1－6） 430円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 230円 �� 350円 �� 410円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 2，810円

票 数

単勝票数 計 746822 的中 � 261279（1番人気）
複勝票数 計 857855 的中 � 228853（1番人気）� 152572（2番人気）� 111810（3番人気）
枠連票数 計 215792 的中 （1－6） 38133（1番人気）
馬連票数 計1092005 的中 �� 171014（1番人気）
馬単票数 計 444357 的中 �� 42535（1番人気）
ワイド票数 計 937249 的中 �� 116134（1番人気）�� 64542（2番人気）�� 53122（3番人気）
3連複票数 計1579983 的中 ��� 134603（1番人気）
3連単票数 計1657791 的中 ��� 42706（1番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．7―12．1―12．5―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．2―34．9―47．0―59．5―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペ リ エ ー ル �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2022．8．27 札幌1着

2020．2．13生 牡2鹿 母 ソフトライム 母母 アスピリンスノー 2戦2勝 賞金 17，643，000円
〔制裁〕 ペリエール号の騎手福永祐一は，向正面で外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：10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。

3003411月12日 晴 良 （4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，R3．11．13以降R4．11．6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 18，400，000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
1：19．4
1：19．0

良
良

611 ルチェカリーナ 牝4栗 53 �島 克駿加藤 徹氏 高橋 義忠 新冠 大狩部牧場 488± 01：20．8 5．7�
36 ショウナンアレス 牡4鹿 55 柴山 雄一国本 哲秀氏 池添 兼雄 安平 ノーザンファーム 528＋ 61：20．9クビ 8．5�
12 ア ネ ゴ ハ ダ 牝3青鹿54 菅原 明良岡 浩二氏 佐々木晶三 新ひだか 株式会社 サ

ンデーヒルズ 450＋ 21：21．0� 1．8�
23 グラスミヤラビ 牝3黒鹿52 柴田 善臣半沢� 大江原 哲 新冠 飛渡牧場 498－ 21：21．1� 14．0�
713� コスモエスパーダ 牡6青 55 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新ひだか 静内酒井牧場 500＋ 61：21．2� 31．2�
815 レッドクレオス 牡6栗 53 内田 博幸 	東京ホースレーシング 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム B470－ 41：21．41� 69．0

48 タイニーロマンス 牝4青鹿53 H．ドイル 吉田 千津氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 526＋ 81：21．5クビ 10．9�

（英）

816 クロワドフェール 牝5鹿 52 北村 宏司 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 466－ 81：21．6� 63．1�
47 ブルーシンフォニー 牡4鹿 55 T．マーカンドゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478－ 2 〃 クビ 20．5
（英）

510 ペイシャフェスタ 牝4栗 52 丸田 恭介北所 直人氏 高橋 裕 浦河 梅田牧場 496＋ 21：21．7クビ 31．5�
612 ジ ュ ノ ー 牡4芦 54 松若 風馬金子真人ホール

ディングス	 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 518－ 4 〃 アタマ 25．9�
714 アールクインダム 牝5黒鹿53 永野 猛蔵前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 482－ 41：21．8� 127．5�
59 ヒメノカリス 牝5鹿 53 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B456－ 21：21．9クビ 19．8�
24 カ ル リ ー ノ 牡6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 B516± 0 〃 クビ 124．8�
11 トミケンボハテル 牡8芦 52 武士沢友治佐野 信幸氏 蛯名 利弘 日高 藤本ファーム 504＋ 81：22．0クビ 252．4�
35 シナモンスティック 牝3芦 52 柴田 大知 	ブルースターズファーム 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 462± 01：22．1� 61．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 68，696，300円 複勝： 86，577，000円 枠連： 27，385，800円
馬連： 130，530，200円 馬単： 52，891，200円 ワイド： 106，492，500円
3連複： 203，577，300円 3連単： 231，005，000円 計： 907，155，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 140円 � 170円 � 110円 枠 連（3－6） 1，560円

馬 連 �� 2，490円 馬 単 �� 4，180円

ワ イ ド �� 740円 �� 220円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 11，120円

票 数

単勝票数 計 686963 的中 � 95192（2番人気）
複勝票数 計 865770 的中 � 137165（2番人気）� 99304（3番人気）� 281807（1番人気）
枠連票数 計 273858 的中 （3－6） 13548（6番人気）
馬連票数 計1305302 的中 �� 40512（7番人気）
馬単票数 計 528912 的中 �� 9471（12番人気）
ワイド票数 計1064925 的中 �� 31650（6番人気）�� 139005（1番人気）�� 74619（2番人気）
3連複票数 計2035773 的中 ��� 119218（1番人気）
3連単票数 計2310050 的中 ��� 15057（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．2―47．0―58．2―1：09．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F33．8
3 13，8，6，7（2，14）5，11（1，3，16）（10，12，15）9，4 4 ・（13，6）（8，14）（2，5，7）11（1，3，16）（10，12，15）－（9，4）

勝馬の
紹 介

ルチェカリーナ �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．11．1 京都2着

2018．4．30生 牝4栗 母 アンリミテッドピサ 母母 ピサノパスティーユ 14戦4勝 賞金 79，985，000円
〔発走状況〕 ジュノー号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 グラスミヤラビ号の騎手柴田善臣は，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30，000円。（被害馬：15番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ジュノー号は，令和4年11月13日から令和4年12月3日まで出走停止。停止期間の満了後に発走

調教再審査。
※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。



3003511月12日 晴 良 （4東京5） 第3日 第11競走 ��
��1，600�第27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，R3．11．13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，
R3．11．12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 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．5
1：33．3

重
良

611 ギルデッドミラー 牝5鹿 54 三浦 皇成 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 490－ 61：35．6 6．0�
47 � レモンポップ 牡4栗 56 戸崎 圭太ゴドルフィン 田中 博康 米 Mr. & Mrs.

Oliver S. Tait 518± 0 〃 ハナ 1．7�
48 バスラットレオン 牡4鹿 58 坂井 瑠星広尾レース� 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 490 1：35．7	 21．9�
612
 スマッシングハーツ 牡6鹿 56 �島 克駿前田 幸治氏 新谷 功一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510± 01：36．12	 10．7�
714 ハヤブサナンデクン 牡6芦 56 福永 祐一武田 修氏 吉村 圭司 新ひだか グランド牧場 512＋ 2 〃 クビ 10．2	
59 タガノビューティー 牡5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 520＋ 21：36．2クビ 16．2

24 アドマイヤルプス �5栗 56 C．ルメール 近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 546－ 21：36．41 15．3�
23 アシャカトブ 牡6栗 56 D．レーン 吉冨 学氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田牧場 504－ 21：36．82	 50．6�

（豪）

35 サンライズノヴァ 牡8栗 58 松若 風馬松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 532－ 41：36．91 69．4
36 エアスピネル 牡9栗 56 T．マーカンド �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 488＋11 〃 ハナ 50．7�

（英）

510 デュードヴァン 牡5鹿 56 R．ムーア �スリーエイチレーシング 池添 学 日高 下河辺牧場 466＋ 41：37．0クビ 78．7�
（英）

12 セ キ フ ウ 牡3栗 55 M．デムーロ中辻 明氏 武 幸四郎 浦河 バンブー牧場 476＋ 51：37．1	 30．2�
815 デュープロセス 牡6栗 56 菅原 明良ゴドルフィン 高柳 瑞樹 英 Godolphin 498＋12 〃 クビ 137．5�
713
 ブラッティーキッド 牡4栗 56 水口 優也山上 和良氏 中尾 秀正 新ひだか 高橋フアーム 504＋ 61：37．2クビ 45．3�
11 フルデプスリーダー 牡5鹿 57 石川裕紀人小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 村田牧場 490± 0 〃 クビ 57．0�
816 ケイデンスコール 牡6鹿 57 H．ドイル �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 474－ 41：37．94 196．2�

（英）

（16頭）

売 得 金
単勝： 240，957，100円 複勝： 302，545，800円 枠連： 96，664，400円
馬連： 508，638，600円 馬単： 215，542，300円 ワイド： 451，076，700円
3連複： 1，029，159，200円 3連単： 1，208，896，700円 計： 4，053，480，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 160円 � 120円 � 510円 枠 連（4－6） 400円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 300円 �� 2，280円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 3，830円 3 連 単 ��� 22，320円

票 数

単勝票数 計2409571 的中 � 316030（2番人気）
複勝票数 計3025458 的中 � 444634（2番人気）� 992531（1番人気）� 91558（8番人気）
枠連票数 計 966644 的中 （4－6） 182796（1番人気）
馬連票数 計5086386 的中 �� 636620（1番人気）
馬単票数 計2155423 的中 �� 89079（6番人気）
ワイド票数 計4510767 的中 �� 446154（1番人気）�� 45795（27番人気）�� 102692（10番人気）
3連複票数 計10291592 的中 ��� 201196（9番人気）
3連単票数 計12088967 的中 ��� 39253（57番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―35．8―48．0―1：00．1―1：11．5―1：23．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ギルデッドミラー �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Tiznow デビュー 2019．7．13 中京1着

2017．2．19生 牝5鹿 母 タイタンクイーン 母母 Ensnare 21戦4勝 賞金 166，229，000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。
（非抽選馬） 3頭 アラジンバローズ号・キタノヴィジョン号・ペプチドナイル号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりギルデッドミラー号は，チャンピオンズカップ（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。

3003611月12日 晴 良 （4東京5） 第3日 第12競走 ��1，800�3歳以上2勝クラス
発走16時05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
1：44．1
1：43．8

良
良

33 レヴァンジル 牡3黒鹿55 R．ムーア �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：45．1 2．2�
（英）

44 レ ッ ド ロ ワ 牡4青鹿57 C．ルメール �東京ホースレーシング 木村 哲也 白老 社台牧場 492＋ 41：45．31� 4．2�
11 アドマイヤハレー 牡4青鹿57 T．マーカンド近藤 旬子氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：45．4クビ 5．0�

（英）

55 ドリームインパクト 牡6鹿 57 坂井 瑠星 DMMドリームクラブ� 国枝 栄 日高 下河辺牧場 496－ 41：45．93 7．0�
89 アルディエンテ 牡5青 57 D．レーン �G1レーシング 古賀 慎明 安平 追分ファーム 494± 01：46．32� 51．8	

（豪）

22 ゲ バ ラ 牡6鹿 57 M．デムーロ �ニッシンホールディングス 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 488＋ 81：46．4� 27．2

66 オブデュモンド 	4黒鹿57 戸崎 圭太多田 信尊氏 蛯名 正義 新冠 北星村田牧場 520＋ 21：46．71� 17．4�
77 ノーダブルディップ 牡4鹿 57 福永 祐一丸山 担氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 538－ 41：47．33� 13．4�
88 テーオーシリウス 牡4黒鹿57 西村 淳也小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 B454－101：47．4� 25．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 79，360，900円 複勝： 72，174，200円 枠連： 15，625，000円
馬連： 110，593，000円 馬単： 46，979，500円 ワイド： 87，185，200円
3連複： 149，262，100円 3連単： 237，505，100円 計： 798，685，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 130円 � 150円 枠 連（3－4） 440円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 210円 �� 240円 �� 370円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 2，630円

票 数

単勝票数 計 793609 的中 � 284845（1番人気）
複勝票数 計 721742 的中 � 172718（1番人気）� 140964（2番人気）� 109674（3番人気）
枠連票数 計 156250 的中 （3－4） 27231（1番人気）
馬連票数 計1105930 的中 �� 197855（1番人気）
馬単票数 計 469795 的中 �� 49305（1番人気）
ワイド票数 計 871852 的中 �� 114673（1番人気）�� 92620（2番人気）�� 52803（5番人気）
3連複票数 計1492621 的中 ��� 140090（1番人気）
3連単票数 計2375051 的中 ��� 65411（2番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．2―11．6―11．4―11．7―11．9―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．3―34．5―46．1―57．5―1：09．2―1：21．1―1：33．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．9

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

勝馬の
紹 介

レヴァンジル �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Frankel デビュー 2021．7．25 新潟3着

2019．1．15生 牡3黒鹿 母 トゥリフォー 母母 Cassydora 8戦3勝 賞金 44，979，000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3日 11月12日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 167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

258，630，000円
2，990，000円
33，710，000円
1，790，000円
33，430，000円
77，794，000円
4，864，500円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
836，586，000円
1，080，524，700円
275，362，800円
1，331，039，500円
590，244，400円
1，160，751，400円
2，225，239，800円
2，722，410，200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 10，222，158，800円

総入場人員 21，360名 （有料入場人員 20，775名）
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