
3007311月26日 小雨 稍重 （4東京5） 第7日 第1競走 1，600�2歳未勝利
発走9時50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

47 ドライブアローカス 牡2黒鹿55 横山 武史吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 440－ 21：37．4 2．3�
816 キープブライトン 牡2黒鹿55 B．ムルザバエフ 髙嶋 航氏 栗田 徹 浦河 有限会社

吉田ファーム 468－ 41：38．03� 8．9�
（独）

713 ホウオウドラッカー 牡2鹿 55 田辺 裕信小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 510＋ 4 〃 アタマ 4．0�
612 クレセントウイング 牡2鹿 55 D．レーン �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 浦河 高昭牧場 472－ 41：38．53 5．1�
（豪）

36 ハッスルダンク 牡2鹿 55 菅原 明良髙篠 憲一氏 中川 公成 新ひだか 橋本牧場 440＋ 21：38．81� 23．3�
510 ニシノパプルブリリ 牝2黒鹿 54

52 △原 優介西山 茂行氏 矢野 英一 新冠 中山 高鹿康 464＋ 41：39．01� 20．1	
714 イスラデルノルテ 牡2黒鹿55 菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 新ひだか 岡田スタツド 444－ 21：39．21 48．0

48 ナムラテディー 牡2芦 55 大野 拓弥奈村 睦弘氏 武市 康男 日高 ナカノファーム B470＋ 4 〃 ハナ 135．2�
59 オールアルミュール 牡2栗 55 丸山 元気林 勝宗氏 的場 均 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 508± 01：39．3� 131．9�
11 ニシノシャイニング 牡2鹿 55 H．ドイル 西山 茂行氏 中野 栄治 新冠 村上 欽哉 B440＋ 21：39．4� 26．9

（英）

35 ショウナンガチャ 牡2鹿 55 横山 和生国本 哲秀氏 嘉藤 貴行 新ひだか 静内フアーム B496± 01：39．5� 79．9�
815 アイファースキャン 牡2鹿 55

53 ◇藤田菜七子中島 稔氏 根本 康広 日高 株式会社
アースファーム 474＋ 41：40．13� 422．9�

611 フェイマスアレグロ 牝2鹿 54 津村 明秀堀江 貞幸氏 深山 雅史 日高 原田ファーム 394－ 21：40．31 114．2�
12 アグニレディアンス 牝2鹿 54 戸崎 圭太�レッドマジック田島 俊明 新冠 ハクレイファーム 460＋141：41．15 64．3�
24 セイカベラトリクス 牝2鹿 54 石川裕紀人久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 464＋ 61：41．73� 349．6�
23 ブルーテネーシャス 牡2黒鹿55 野中悠太郎青山 郁代氏 根本 康広 新ひだか 野表 篤夫 488＋ 61：42．02 474．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，769，800円 複勝： 70，647，600円 枠連： 14，321，700円
馬連： 72，231，900円 馬単： 34，639，800円 ワイド： 73，665，500円
3連複： 120，199，900円 3連単： 122，028，300円 計： 558，504，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 170円 � 160円 枠 連（4－8） 650円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 310円 �� 270円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 4，800円

票 数

単勝票数 計 507698 的中 � 181645（1番人気）
複勝票数 計 706476 的中 � 231524（1番人気）� 85850（4番人気）� 90066（3番人気）
枠連票数 計 143217 的中 （4－8） 17047（3番人気）
馬連票数 計 722319 的中 �� 80490（3番人気）
馬単票数 計 346398 的中 �� 26786（2番人気）
ワイド票数 計 736655 的中 �� 60751（3番人気）�� 74909（2番人気）�� 33083（7番人気）
3連複票数 計1201999 的中 ��� 89975（2番人気）
3連単票数 計1220283 的中 ��� 18416（8番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．3―12．2―12．9―13．1―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―22．9―34．2―46．4―59．3―1：12．4―1：24．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．1
3 2－7－（8，15）16（10，13）12（9，14）11，1－4－（5，3）－6 4 2，7－15（8，13）（16，12）10（9，14）－11，1＝（4，5，3）－6

勝馬の
紹 介

ドライブアローカス �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Orb デビュー 2022．10．9 東京2着

2020．4．5生 牡2黒鹿 母 プリンセスノンコ 母母 シーニーンガール 2戦1勝 賞金 8，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ベッケンバウアー号・ミツカネアース号・ワタシデイイデスカ号
※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。

3007411月26日 小雨 良 （4東京5） 第7日 第2競走 ��1，400�2歳未勝利
発走10時20分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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

11 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 462＋ 41：21．5 4．9�
36 フェーレンベルク 牡2芦 55 横山 武史岡田 牧雄氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 21：21．71� 10．6�
24 シエロエスティーボ 牡2黒鹿55 C．ルメール �シルクレーシング 小島 茂之 平取 坂東牧場 480＋ 21：21．8� 6．1�
48 マイクロモザイク 牝2鹿 54 D．レーン 吉田 和美氏 木村 哲也 新ひだか 山際セントラルスタッド 448± 01：22．01� 7．1�

（豪）

817 オ ー ス ピ ス 牝2鹿 54 菅原 明良大塚 亮一氏 高橋 裕 浦河 小島牧場 426－ 21：22．1クビ 29．5�
715 グ ス タ ー ル 牡2鹿 55 M．ギュイヨン �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 462＋ 41：22．52� 15．6	

（仏）

35 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 452－ 4 〃 クビ 21．3


59 シンデレラスマイル 牝2鹿 54 武藤 雅佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか へいはた牧場 426－ 41：22．71� 60．7�
816 アルマロクザン 牝2鹿 54 吉田 豊コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 小島牧場 452± 01：22．8クビ 6．6�
612 ピ ン ク ジ ン 牝2鹿 54

52 △小林 脩斗�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 426± 01：22．9� 30．8
12 ジュンフシナ 牡2黒鹿55 田辺 裕信河合 純二氏 中舘 英二 新ひだか 平野牧場 464－ 2 〃 アタマ 20．1�
611� ザングウィル 牡2鹿 55 T．マーカンドゴドルフィン 大竹 正博 愛 J. Lenihan 498＋ 61：23．0クビ 5．6�

（英）

47 アスクエブリーワン 牡2鹿 55
53 △原 優介廣崎利洋HD� 青木 孝文 平取 株式会社

ASK STUD 422＋10 〃 クビ 293．2�
713 スクリプタム 牝2青鹿 54

52 △山田 敬士 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 日高 広富牧場 466－141：23．31� 284．4�

818 エターナルジェイド 牡2鹿 55 木幡 初也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 454＋221：23．4� 134．7�
23 チキチキチータ 牝2栗 54 木幡 巧也小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 414＋ 41：23．5� 463．7�
714 ジュエルマドンナ 牝2芦 54 戸崎 圭太 KAJIMOTOホー

ルディングス� 稲垣 幸雄 新冠 中山 高鹿康 418± 01：23．6� 255．4�
（17頭）

510 ラブスレンダー 牝2鹿 54 H．ドイル 増田 陽一氏 田中 剛 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 436＋ 2 （競走除外）

（英）

売 得 金
単勝： 44，686，800円 複勝： 77，818，300円 枠連： 15，407，700円
馬連： 70，260，700円 馬単： 26，835，300円 ワイド： 75，747，500円
3連複： 110，545，400円 3連単： 94，611，900円 計： 515，913，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 170円 � 320円 � 210円 枠 連（1－3） 1，520円

馬 連 �� 3，000円 馬 単 �� 5，690円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 670円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 6，560円 3 連 単 ��� 37，500円

票 数

単勝票数 差引計 446868（返還計 7126） 的中 � 74972（1番人気）
複勝票数 差引計 778183（返還計 11752） 的中 � 131892（1番人気）� 54265（6番人気）� 98282（4番人気）
枠連票数 差引計 154077（返還計 273） 的中 （1－3） 7831（5番人気）
馬連票数 差引計 702607（返還計 29935） 的中 �� 18106（11番人気）
馬単票数 差引計 268353（返還計 10856） 的中 �� 3534（21番人気）
ワイド票数 差引計 757475（返還計 41131） 的中 �� 18608（12番人気）�� 30283（3番人気）�� 12676（17番人気）
3連複票数 差引計1105454（返還計 86310） 的中 ��� 12634（16番人気）
3連単票数 差引計 946119（返還計 70761） 的中 ��� 1829（94番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．1―47．1―58．3―1：09．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノピウモッソ �
�
父 ネ ロ �

�
母父 リーチザクラウン デビュー 2022．6．26 函館2着

2020．2．8生 牡2栗 母 ニシノアリオス 母母 ニ シ ノ マ オ 4戦1勝 賞金 12，200，000円
〔競走除外〕 ラブスレンダー号は，馬場入場後に暴走し，疲労が著しいため競走除外。発走時刻3分遅延。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エルフォルク号・クインズベル号
（非抽選馬） 2頭 ヴァイキングムーン号・ゴンドワナ号
※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。

第５回 東京競馬 第７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



3007511月26日 曇 良 （4東京5） 第7日 第3競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時50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

35 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 484－ 61：47．4 3．2�

12 ニシノレヴナント �2栗 55 野中悠太郎西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか タツヤファーム 484－201：47．61� 102．3�
59 トクシーカイザー 牡2鹿 55 菊沢 一樹 AIレーシング 小島 茂之 新ひだか 前田ファーム 454＋ 41：47．81� 7．3�
23 メイショウコバト 牝2黒鹿54 横山 武史松本 好雄氏 和田 勇介 浦河 三嶋牧場 448－ 41：47．9� 7．8�
24 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± 01：48．11� 2．8�

（英）

510 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 448－ 41：48．31� 41．2	

816 ショウナンアキーム 牡2鹿 55 横山 和生国本 哲秀氏 武市 康男 登別 青藍牧場 418－ 41：48．61� 40．8

714 プレサージオ 牡2鹿 55 H．ドイル 吉田 千津氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 460＋ 8 〃 ハナ 5．9�

（英）

11 ロジプロパー 牡2栗 55 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか 静内フジカワ牧場 512＋161：48．81� 205．4�
47 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± 0 〃 クビ 456．3�
713 レ ガ ン ト 牡2青鹿55 大野 拓弥�G1レーシング 中舘 英二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442＋ 21：48．9� 74．4�
48 スマイリングデイズ 牝2栗 54 石橋 脩�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 454－ 41：49．0� 126．1�
36 スマイリングウェイ 牝2栗 54

53 ☆秋山 稔樹�ターフ・スポート大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 424± 01：49．2� 90．2�
611 ジューンナックル 牡2黒鹿55 武士沢友治吉川 潤氏 小桧山 悟 新ひだか 岡田牧場 444± 01：49．41� 393．4�
612 スターオブエース 牡2黒鹿55 丸山 元気光安 了氏 土田 稔 浦河 富塚ファーム 482＋ 41：49．5� 319．1�
815 ラ ヴ ァ 牡2栗 55 松岡 正海樋口 雅彦氏 伊藤 伸一 日高 日西牧場 450＋ 81：53．4大差 440．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，760，100円 複勝： 67，822，900円 枠連： 16，338，300円
馬連： 67，351，200円 馬単： 32，887，200円 ワイド： 66，886，800円
3連複： 106，618，600円 3連単： 122，534，700円 計： 532，199，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 1，340円 � 200円 枠 連（1－3） 7，590円

馬 連 �� 12，280円 馬 単 �� 16，830円

ワ イ ド �� 3，240円 �� 490円 �� 6，850円

3 連 複 ��� 24，730円 3 連 単 ��� 132，190円

票 数

単勝票数 計 517601 的中 � 132466（2番人気）
複勝票数 計 678229 的中 � 152447（2番人気）� 8937（11番人気）� 92701（3番人気）
枠連票数 計 163383 的中 （1－3） 1668（13番人気）
馬連票数 計 673512 的中 �� 4249（24番人気）
馬単票数 計 328872 的中 �� 1465（36番人気）
ワイド票数 計 668868 的中 �� 5082（27番人気）�� 38767（6番人気）�� 2374（42番人気）
3連複票数 計1066186 的中 ��� 3233（56番人気）
3連単票数 計1225347 的中 ��� 672（274番人気）

ハロンタイム 13．0―11．2―11．5―12．0―12．0―12．4―11．9―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―35．7―47．7―59．7―1：12．1―1：24．0―1：35．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

アップトゥミー �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2022．7．9 福島4着

2020．4．18生 牝2鹿 母 ムードインディゴ 母母 リープフォージョイ 4戦1勝 賞金 8，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラヴァ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年12月26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。

3007611月26日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（4東京5） 第7日 第4競走 ��3，000�障害3歳以上未勝利

発走11時20分 （芝・ダート）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：17．5良・良

56 クリノオウジャ 牡6鹿 60 難波 剛健栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 林 孝輝 B450－ 23：27．1 6．2�
68 モーニングアヤメ 牝4栗 58 蓑島 靖典今 朝光氏 浅野洋一郎 浦河 高村牧場 452＋ 6 〃 クビ 37．6�
11 エナジーロッソ 牝4鹿 58 平沢 健治 �キャピタル・システム 高柳 大輔 浦河 宮内牧場 B484＋ 83：27．31� 3．4�
812� シングンジョーイ 牡4鹿 60 石神 深一伊坂 重憲氏 伊坂 重信 日高 広富牧場 452－103：27．4クビ 17．8�
22 ニシノガブリヨリ 牡4鹿 60 五十嵐雄祐西山 茂行氏 村田 一誠 浦河 ガーベラパー

クスタツド 502＋ 83：27．61� 2．3�
67 � コルドゥーン 牡6青鹿60 伴 啓太西 浩明氏 石栗 龍彦 日高 下河辺牧場 B464－ 23：27．7� 152．7	
55 ベラコリーダ 牝3鹿 56 森 一馬名古屋友豊� 斉藤 崇史 新冠 新冠橋本牧場 454－ 23：28．55 32．6

33 アドマイヤレビン 牡4鹿 60 西村 太一近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 490－ 83：29．45 58．0�
79 ハーメティキスト 牡6鹿 60 草野 太郎 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 474＋ 43：29．82	 6．4
44 アイアムハヤスギル 牡6黒鹿60 上野 翔堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 474－ 63：30．22	 15．6�
811 トップリーチ 牡5黒鹿60 金子 光希紅露 純氏 萱野 浩二 日高 庄野牧場 464－ 63：33．4大差 150．1�
710 プレヴォール 牡3栗 58 中村 将之杉山 忠国氏 中村 直也 新ひだか 明治牧場 466＋103：33．93 110．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 30，414，500円 複勝： 30，023，500円 枠連： 10，121，500円
馬連： 43，589，300円 馬単： 22，814，900円 ワイド： 37，291，600円
3連複： 78，836，300円 3連単： 96，826，000円 計： 349，917，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 180円 � 410円 � 150円 枠 連（5－6） 3，760円

馬 連 �� 7，070円 馬 単 �� 13，270円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 380円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 6，070円 3 連 単 ��� 53，020円

票 数

単勝票数 計 304145 的中 � 38682（3番人気）
複勝票数 計 300235 的中 � 44253（3番人気）� 14283（7番人気）� 64597（2番人気）
枠連票数 計 101215 的中 （5－6） 2082（13番人気）
馬連票数 計 435893 的中 �� 4777（21番人気）
馬単票数 計 228149 的中 �� 1289（37番人気）
ワイド票数 計 372916 的中 �� 6712（18番人気）�� 27923（3番人気）�� 8596（12番人気）
3連複票数 計 788363 的中 ��� 9730（20番人気）
3連単票数 計 968260 的中 ��� 1324（159番人気）
上り 1マイル 1：47．2 4F 52．0－3F 38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリノオウジャ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．12．2 阪神6着

2016．4．21生 牡6鹿 母 ブルーボックスボウ 母母 ブルーバタフライ 障害：2戦1勝 賞金 9，100，000円



3007711月26日 曇 良 （4東京5） 第7日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時10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
1：32．7
1：32．3

良
良

817� レイベリング 牡2鹿 55 M．ギュイヨン �ビッグレッドファーム 鹿戸 雄一 英 Sir Nicholas &
Lady Nugent 464 ―1：35．4 4．4�

（仏）

59 ショウナンアビアス 牡2黒鹿55 横山 武史国本 哲秀氏 尾関 知人 新ひだか 西村牧場 464 ―1：36．03� 5．2�
713 ブラックポイント 牡2黒鹿55 C．ルメール �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 488 ―1：36．1� 8．5�
510 スズハローム 牡2鹿 55 菅原 明良森 達郎氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 452 ―1：36．31� 2．5�
48 マ ン ス ー ル 牡2鹿 55 T．マーカンド �シルクレーシング 栗田 徹 新冠 新冠橋本牧場 472 ―1：36．4� 13．1�

（英）

23 ゴールドモニター 牝2栗 54 丸田 恭介居城 寿与氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム 428 ―1：36．61� 264．9	
612 フェリスクララ 牝2栗 54 田辺 裕信ディアレストクラブ
 菊川 正達 日高 豊洋牧場 452 ―1：36．91� 24．5�
11 セイウンガオリー 牡2鹿 55 戸崎 圭太西山 茂行氏 村田 一誠 日高 長谷川牧場 488 ―1：37．11 18．4�
715 マスターパペット 	2芦 55 武藤 雅千明牧場 水野 貴広 日高 千明牧場 410 ― 〃 クビ 381．9
611 ウインフロリゼル 牡2青鹿55 松岡 正海
ウイン 西園 正都 新ひだか 桜井牧場 468 ―1：37．31� 88．6�
47 ドゥラミチャン 牝2栗 54

53 ☆永野 猛蔵阿部 友弘氏 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 462 ― 〃 ハナ 30．4�
816 ステイジョリー 牡2黒鹿55 木幡 巧也吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 440 ―1：37．4� 282．2�
36 エリンジウム 牝2鹿 54

52 △小林 凌大福田 光博氏 小西 一男 新冠 上井農場 436 ―1：37．61� 137．2�
24 セイルアウェイ 牡2鹿 55 大野 拓弥スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 築紫 洋 430 ―1：37．81� 330．6�
35 マジカルフラワー 牝2鹿 54

53 ☆秋山 稔樹 �ユートピア牧場 清水 英克 むかわ 上水牧場 424 ―1：37．9� 218．1�
818 ダイナマイトレディ 牝2栗 54 柴田 大知飯田総一郎氏 南田美知雄 清水 小野瀬 竜馬 458 ―1：38．75 85．9�
12 パープルダイヤ 牝2鹿 54

51 ▲佐々木大輔�木村牧場 和田正一郎 千歳 社台ファーム 436 ―1：38．91 213．9�
（17頭）

714 ジョアジョルナータ 牡2黒鹿55 石川裕紀人下河辺美智子氏 高橋 文雅 日高 下河辺牧場 482 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 59，768，400円 複勝： 58，574，000円 枠連： 19，731，400円
馬連： 63，185，000円 馬単： 30，346，000円 ワイド： 63，587，400円
3連複： 95，339，200円 3連単： 101，473，000円 計： 492，004，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 160円 � 210円 枠 連（5－8） 400円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 410円 �� 720円 �� 530円

3 連 複 ��� 3，030円 3 連 単 ��� 13，010円

票 数

単勝票数 差引計 597684（返還計 4187） 的中 � 112544（2番人気）
複勝票数 差引計 585740（返還計 6233） 的中 � 104044（2番人気）� 100261（3番人気）� 62933（4番人気）
枠連票数 計 197314 的中 （5－8） 37470（1番人気）
馬連票数 差引計 631850（返還計 13659） 的中 �� 47206（3番人気）
馬単票数 差引計 303460（返還計 5902） 的中 �� 10673（6番人気）
ワイド票数 差引計 635874（返還計 16914） 的中 �� 41764（3番人気）�� 21633（8番人気）�� 30517（4番人気）
3連複票数 差引計 953392（返還計 37174） 的中 ��� 23580（10番人気）
3連単票数 差引計1014730（返還計 36392） 的中 ��� 5654（36番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―12．1―12．2―12．3―11．6―11．1―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．8―36．9―49．1―1：01．4―1：13．0―1：24．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�レイベリング �
�
父 Frankel �

�
母父 Docksider 初出走

2020．2．5生 牡2鹿 母 Noyelles 母母 Bellarida 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 ジョアジョルナータ号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 スズハローム号の騎手菅原明良は，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：5番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アロハラニ号・グランドカリナン号・クレッシェンド号・サンヴェリー号
※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。

3007811月26日 曇 稍重 （4東京5） 第7日 第6競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時40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

23 グランヒマラヤ 牡2鹿 55 石川裕紀人飯田 訓大氏 松山 将樹 浦河 高松牧場 500 ―1：38．2 77．6�
816 ベルウッドムサシ 牡2黒鹿55 北村 宏司鈴木 照雄氏 伊藤 大士 浦河 大道牧場 448 ―1：38．83� 23．4�
815 キタノワンダー 牡2栗 55

54 ☆永野 猛蔵北所 直人氏 石栗 龍彦 安平 �橋本牧場 468 ―1：39．65 138．4�
35 セブンメイクハピー 牡2鹿 55 G．ブノワ 前迫 義幸氏 奥村 武 むかわ 上水牧場 468 ―1：39．7� 26．7�

（仏）

12 パイアイヤー 牝2栗 54 津村 明秀ウエスト．フォレスト．
ステイブル� 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 472 ―1：39．91� 24．6�

612 ヴァリドゥス 牡2鹿 55 D．レーン �G1レーシング 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 534 ―1：40．0クビ 1．7	

（豪）

611 ラ フ ト 牡2青鹿55 石橋 脩荒井 泰樹氏 畠山 吉宏 新ひだか 坂本 智広 456 ― 〃 ハナ 84．3

36 サブライムチューン 牡2鹿 55 横山 武史�G1レーシング 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466 ―1：40．32 6．1�
24 ディヴァーザウェイ 牡2鹿 55 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド 540 ―1：40．4� 6．9�
713 エフティゲイル 牡2鹿 55 田中 勝春吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 544 ―1：40．5� 12．2
48 オ ソ ル ノ 牡2鹿 55 内田 博幸池谷 誠一氏 萩原 清 安平 追分ファーム 526 ―1：40．71� 47．4�
510 ディオスシチー 牡2鹿 55 嶋田 純次 �友駿ホースクラブ 手塚 貴久 新ひだか 幌村牧場 504 ―1：41．01� 104．4�
11 リッキーマキアート 牝2栗 54 横山 和生会田 浩史氏 小野 次郎 平取 船越 伸也 454 ―1：41．31� 75．7�
59 クルメミッチー 牡2栗 55 T．マーカンド茂木 国久氏 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 490 ―1：41．62 77．6�

（英）

714 ア ユ 牝2鹿 54 H．ドイル 本田 恒雄氏 和田 雄二 新ひだか カタオカフアーム 480 ―1：41．91� 72．2�
（英）

47 ル ン メ ニ ゲ 牡2鹿 55 原田 和真三岡 陽氏 小桧山 悟 新冠 株式会社
安達牧場 480 ―1：43．7大差 387．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，949，000円 複勝： 61，942，500円 枠連： 15，029，500円
馬連： 59，183，800円 馬単： 36，320，100円 ワイド： 61，190，900円
3連複： 95，455，600円 3連単： 124，701，900円 計： 507，773，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，760円 複 勝 � 1，720円 � 710円 � 2，200円 枠 連（2－8） 4，980円

馬 連 �� 37，410円 馬 単 �� 86，750円

ワ イ ド �� 9，960円 �� 26，730円 �� 16，750円

3 連 複 ��� 695，060円 3 連 単 ��� 5，022，710円

票 数

単勝票数 計 539490 的中 � 5898（11番人気）
複勝票数 計 619425 的中 � 9371（12番人気）� 24188（6番人気）� 7256（14番人気）
枠連票数 計 150295 的中 （2－8） 2338（15番人気）
馬連票数 計 591838 的中 �� 1226（57番人気）
馬単票数 計 363201 的中 �� 314（110番人気）
ワイド票数 計 611909 的中 �� 1590（64番人気）�� 590（95番人気）�� 943（80番人気）
3連複票数 計 954556 的中 ��� 103（409番人気）
3連単票数 計1247019 的中 ��� 18（2326番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．1―36．3―48．6―1：01．2―1：13．4―1：25．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グランヒマラヤ �
�
父 シルバーステート �

�
母父 Fusaichi Pegasus 初出走

2020．2．22生 牡2鹿 母 リアライズナラック 母母 Spree 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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アストロアイガー号
※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。



3007911月26日 曇 良 （4東京5） 第7日 第7競走 ��2，400�3歳以上1勝クラス
発走13時10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
2：20．6
2：20．6

良
良

44 シュトルーヴェ 牡3黒鹿55 M．ギュイヨン 村木 克子氏 堀 宣行 安平 追分ファーム B486－ 22：26．1 2．1�
（仏）

33 フォーグッド 牡3黒鹿55 C．ルメール 江馬 由将氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B524＋ 62：26．63 3．4�
22 エコロデュエル 牡3青鹿 55

53 △横山 琉人原村 正紀氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 470－ 42：27．02� 35．7�
77 ゴーシェナイト 牡3黒鹿55 T．マーカンド �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム B492＋122：27．31� 3．5�

（英）

66 ノーエクスキューズ �5青鹿57 D．レーン �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 514＋ 82：27．72� 10．5�
（豪）

11 ナ ミ ブ �6鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 468± 02：28．23 101．8	
55 エ シ カ ル 牡4黒鹿57 菅原 明良吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 514＋102：28．73 13．2


（7頭）

売 得 金
単勝： 58，662，500円 複勝： 36，176，400円 枠連： 発売なし
馬連： 53，467，300円 馬単： 32，615，300円 ワイド： 38，095，300円
3連複： 71，659，300円 3連単： 175，403，500円 計： 466，079，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 190円 �� 780円 �� 980円

3 連 複 ��� 2，000円 3 連 単 ��� 6，850円

票 数

単勝票数 計 586625 的中 � 222311（1番人気）
複勝票数 計 361764 的中 � 127059（1番人気）� 88011（2番人気）
馬連票数 計 534673 的中 �� 119732（1番人気）
馬単票数 計 326153 的中 �� 39423（1番人気）
ワイド票数 計 380953 的中 �� 64479（2番人気）�� 10779（11番人気）�� 8505（12番人気）
3連複票数 計 716593 的中 ��� 26775（8番人気）
3連単票数 計1754035 的中 ��� 18555（26番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―12．3―12．8―12．9―13．0―12．8―12．1―11．8―11．3―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．4―36．7―49．5―1：02．4―1：15．4―1：28．2―1：40．3―1：52．1―2：03．4―2：14．5

コーナー
通過順位

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

2
4
2，7，6（1，3）（4，5）
2，7，3（1，6）（4，5）

勝馬の
紹 介

シュトルーヴェ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．12．5 中京6着

2019．4．21生 牡3黒鹿 母 アンチュラス 母母 ア ン チ ョ 5戦2勝 賞金 17，830，000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。

3008011月26日 曇 稍重 （4東京5） 第7日 第8競走 ��1，400�3歳以上2勝クラス
発走13時40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
1：21．5
1：20．3

重
不良

11 ラブリークイーン 牝4栗 55
52 ▲西塚 洸二坂巻 勝彦氏 嘉藤 貴行 新冠 大狩部牧場 482－101：23．7 17．1�

612 バルミュゼット 牡3鹿 56 H．ドイル �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 514－ 2 〃 クビ 4．2�

（英）

714 ゴーストレート 牡4青鹿57 菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 494± 01：23．91� 50．0�
713 アラゴナイト 牝4黒鹿55 田辺 裕信重松 國建氏 加藤 和宏 日高 横井 哲 460＋ 41：24．43 8．0�
59 ウィンダミア 牡3鹿 56 丸山 元気広尾レース� 林 徹 新冠 パカパカ

ファーム 466＋121：24．5� 10．5�
815 ブリエヴェール 牡4青鹿 57

56 ☆永野 猛蔵 �グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 452－ 81：24．6� 122．0	
816 フ ク ウ ン 牡4黒鹿57 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 476＋101：24．7クビ 10．9

48 ロードジャスティス 牡3栗 56 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム B470＋ 21：24．8� 3．4�
611 タイキドミニオン 牡4鹿 57 M．ギュイヨン�大樹ファーム 高野 友和 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B528± 01：24．9� 5．1
（仏）

35 バーンパッション 牡5黒鹿57 木幡 巧也岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 真歌田中牧場 482± 0 〃 アタマ 172．1�
510 アイアムピッカピカ 牝6黒鹿55 丸田 恭介堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 B456－ 4 〃 クビ 219．3�
36 パ ラ ノ イ ド 牝4鹿 55 T．マーカンド池谷 誠一氏 萩原 清 むかわ 上水牧場 482－ 21：25．0クビ 18．4�

（英）

12 バ ス マ テ ィ 牝3鹿 54 C．ルメール 多田 信尊氏 蛯名 正義 新ひだか 小野 秀治 450＋ 81：25．11 17．9�
47 ク ロ ッ チ �5黒鹿57 大野 拓弥 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 リトルブルーファーム 462＋ 61：25．52� 226．3�
24 デルマクリスタル 牝5青鹿55 原田 和真浅沼 廣幸氏 堀内 岳志 日高 ファニーヒルファーム B486＋141：25．6� 378．6�
23 ライクアジュエリー 牝5鹿 55 吉田 豊青芝商事� 戸田 博文 千歳 社台ファーム B472＋221：26．87 103．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 64，420，300円 複勝： 95，045，700円 枠連： 26，072，500円
馬連： 116，649，200円 馬単： 40，720，300円 ワイド： 108，339，300円
3連複： 190，367，200円 3連単： 175，302，500円 計： 816，917，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，710円 複 勝 � 480円 � 180円 � 870円 枠 連（1－6） 820円

馬 連 �� 4，520円 馬 単 �� 10，450円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 9，100円 �� 1，840円

3 連 複 ��� 41，520円 3 連 単 ��� 187，730円

票 数

単勝票数 計 644203 的中 � 30119（7番人気）
複勝票数 計 950457 的中 � 46612（8番人気）� 172131（1番人気）� 23839（10番人気）
枠連票数 計 260725 的中 （1－6） 24625（2番人気）
馬連票数 計1166492 的中 �� 19972（18番人気）
馬単票数 計 407203 的中 �� 2920（41番人気）
ワイド票数 計1083393 的中 �� 18558（18番人気）�� 2996（55番人気）�� 15255（23番人気）
3連複票数 計1903672 的中 ��� 3438（100番人気）
3連単票数 計1753025 的中 ��� 677（527番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．7―35．6―47．5―59．3―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラブリークイーン �
�
父 ラブリーデイ �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2020．7．12 福島3着

2018．3．14生 牝4栗 母 マリントウショウ 母母 シータトウショウ 17戦3勝 賞金 25，700，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 フィールザワールド号・マイコレット号
※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。



3008111月26日 曇 稍重 （4東京5） 第7日 第9競走 ��
��1，600�カトレアステークス

発走14時15分 （ダート・左）
2歳；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：36．2
1：36．2

不良
不良

89 コンティノアール 牡2栗 55 D．レーン ライオンレースホース� 矢作 芳人 洞	湖 レイクヴィラファーム 522－141：36．6 3．9�
（豪）

77 ミラーオブマインド 牡2栗 55 横山 和生 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 472＋ 41：36．7
 4．1�
33 ジ ャ ス リ ー 牡2鹿 55 T．マーカンド越村 洋子氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 524＋ 61：36．91 16．5�

（英）

22 プ ラ ー ヴ ィ 牡2栗 55 戸崎 圭太長谷川祐司氏 杉山 晴紀 新ひだか チャンピオンズファーム 474＋161：37．0クビ 3．2�
78 フランコルシャン 牡2鹿 55 菅原 明良�ラ・メール 高木 登 新冠 松浦牧場 470＋ 21：37．21� 51．0	
810 トーアライデン 牡2栗 55 中井 裕二高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 B472－ 8 〃 クビ 31．0

66 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 552－ 81：37．41
 7．0�
44 イルディヴィーノ 牡2鹿 55 C．ルメール �キャロットファーム 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 484＋14 〃 ハナ 10．7�
55 マーゴットレーヴ 牝2栗 54 三浦 皇成前田 良平氏 伊坂 重信 新冠 プログレスファーム 452± 01：38．25 40．4
11 スナイチゴールド 牡2鹿 55 丸田 恭介 �ゴールドレーシング 加藤 和宏 浦河 酒井牧場 524＋ 41：39．05 57．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 91，083，700円 複勝： 88，172，300円 枠連： 15，114，000円
馬連： 109，642，700円 馬単： 49，383，200円 ワイド： 91，288，600円
3連複： 156，589，200円 3連単： 209，154，300円 計： 810，428，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 170円 � 310円 枠 連（7－8） 680円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 350円 �� 670円 �� 710円

3 連 複 ��� 2，670円 3 連 単 ��� 11，450円

票 数

単勝票数 計 910837 的中 � 196110（2番人気）
複勝票数 計 881723 的中 � 181709（2番人気）� 137173（3番人気）� 56846（6番人気）
枠連票数 計 151140 的中 （7－8） 17015（2番人気）
馬連票数 計1096427 的中 �� 106077（3番人気）
馬単票数 計 493832 的中 �� 23386（5番人気）
ワイド票数 計 912886 的中 �� 73131（3番人気）�� 33498（9番人気）�� 31207（10番人気）
3連複票数 計1565892 的中 ��� 43857（8番人気）
3連単票数 計2091543 的中 ��� 13241（37番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．7―12．1―12．4―12．4―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―34．9―47．0―59．4―1：11．8―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F37．2
3 5，6（1，3，10）（4，9）－2（8，7） 4 5，6（1，3，10）（4，9）2，8，7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コンティノアール �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2022．10．8 阪神1着

2020．3．7生 牡2栗 母 パンデリング 母母 フサイチパンドラ 3戦2勝 賞金 27，354，000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。

3008211月26日 曇 稍重 （4東京5） 第7日 第10競走 ��
��1，400�シャングリラステークス

発走14時50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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

34 ロードシュトローム 牡4鹿 57 内田 博幸 �ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか ケイアイファーム 520＋ 61：23．2 33．5�
57 レーヴリアン 牝4鹿 55 戸崎 圭太矢野 崇志氏 杉山 晴紀 新ひだか タガミファーム 494± 01：23．51� 15．0�
46 クリーンスレイト 牡4栗 57 横山 武史ゴドルフィン 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480＋ 4 〃 ハナ 5．5�
813 ヴァルツァーシャル 牡3鹿 56 三浦 皇成ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 高木 登 浦河 梅田牧場 486＋ 21：23．6� 2．5�
610	 アメリカンファクト 牡7栗 57 B．ムルザバエフ �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 Nesco II Ltd. B512＋ 21：23．81
 105．8�

（独）

22 ナンヨープランタン 牡7黒鹿57 C．ルメール 中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 456± 01：24．01� 68．8	
711 イ グ ザ ル ト 牡3黒鹿56 D．レーン 青山 洋一氏 田中 剛 日高 シンボリ牧場 506－ 21：24．1
 2．1


（豪）

33 グ ル ア ー ブ 牝5鹿 55 津村 明秀 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 林 徹 新ひだか 岡田スタツド B440＋ 41：24．31� 158．2�

45 タイガーサイレンス 牡5青鹿57 石橋 脩伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 日高 門別 敏朗 458－ 61：24．4
 285．3�
58 オーマイガイ 牡9栗 57 柴田 大知廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 468± 01：24．5� 105．5
712 エスシーヴィオラ 牝4栗 55 田中 勝春工藤 圭司氏 宗像 義忠 浦河 高松牧場 490＋ 81：24．92
 48．4�
69 ペコリーノロマーノ 牝5鹿 55 田辺 裕信平田 修氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 452－ 21：25．32
 44．6�
814	 シュバルツカイザー 牡4芦 57 大野 拓弥ゴドルフィン 大竹 正博 愛 Ross

Moorhead 514＋ 61：25．72 28．3�
11 ショウリノカンパイ 牝4鹿 55 江田 照男平井 裕氏 村田 一誠 日高 川端 正博 B482＋ 21：26．65 183．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 89，142，000円 複勝： 99，424，800円 枠連： 29，439，500円
馬連： 149，905，000円 馬単： 73，533，000円 ワイド： 126，925，300円
3連複： 258，085，000円 3連単： 322，689，100円 計： 1，149，143，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，350円 複 勝 � 700円 � 310円 � 250円 枠 連（3－5） 5，870円

馬 連 �� 7，590円 馬 単 �� 21，130円

ワ イ ド �� 2，060円 �� 2，210円 �� 800円

3 連 複 ��� 14，840円 3 連 単 ��� 139，580円

票 数

単勝票数 計 891420 的中 � 21235（6番人気）
複勝票数 計 994248 的中 � 32257（6番人気）� 86894（4番人気）� 114123（3番人気）
枠連票数 計 294395 的中 （3－5） 3882（14番人気）
馬連票数 計1499050 的中 �� 15303（17番人気）
馬単票数 計 735330 的中 �� 2609（43番人気）
ワイド票数 計1269253 的中 �� 15536（18番人気）�� 14472（20番人気）�� 42262（6番人気）
3連複票数 計2580850 的中 ��� 13043（37番人気）
3連単票数 計3226891 的中 ��� 1676（273番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．2―47．4―59．5―1：11．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．8
3 4，14（3，7）（8，10）－11（5，2，12）（1，13）6，9 4 4（3，14）（8，7）10，11（2，12）（5，1，13）6，9

勝馬の
紹 介

ロードシュトローム �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2020．9．21 中京9着

2018．4．7生 牡4鹿 母 オーシュペール 母母 レディマーメイド 18戦4勝 賞金 55，226，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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。



3008311月26日 曇 良 （4東京5） 第7日 第11競走 ��
��1，600�キャピタルステークス（Ｌ）

発走15時25分 （芝・左）
3歳以上；負担重量は，3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，R3．11．27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，
R3．11．26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）

賞 品
本 賞 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

24 ララクリスティーヌ 牝4青鹿54 菅原 明良フジイ興産� 斉藤 崇史 新冠 土井牧場 450± 01：32．5 5．3�
（法942）

611� トリプルエース 牡5青鹿56 田辺 裕信ゴドルフィン 斉藤 崇史 愛 Godolphin 502＋ 8 〃 クビ 56．7�
817 ノルカソルカ 牡5栗 56 津村 明秀幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 500＋ 41：32．6	 58．0�
12 ヴィジュネル 牡4青鹿56 内田 博幸 �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 486－ 4 〃 アタマ 26．7�
612 ココロノトウダイ 牡5鹿 56 戸崎 圭太星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 538＋ 8 〃 ハナ 31．8	
818 キングエルメス 牡3鹿 55 H．ドイル 広尾レース� 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 496 1：32．7クビ 8．5


（英）

35 グラティアス 牡4鹿 56 T．マーカンド �スリーエイチレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 496－ 2 〃 アタマ 4．6�
（英）

23 タイムトゥヘヴン 牡4鹿 57 B．ムルザバエフ DMMドリームクラブ� 戸田 博文 日高 オリオンファーム 488＋ 81：32．8
 6．4�
（独）

48 ラインベック �5黒鹿56 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 476－ 6 〃 クビ 27．8

510 リアンティサージュ 牡5栗 56 三浦 皇成 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 476＋18 〃 ハナ 71．9�
59 ソ リ タ リ オ 牡3栗 55 横山 和生 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 478－ 81：32．9クビ 29．2�
47 レイモンドバローズ 牡4鹿 56 横山 武史猪熊 広次氏 上村 洋行 千歳 社台ファーム 492± 01：33．21
 15．3�
36 ス ラ イ リ ー 牝4鹿 54 G．ブノワ �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 日高 白井牧場 448＋ 6 〃 クビ 65．9�
（仏）

816� ダーリントンホール 牡5鹿 56 D．レーン ゴドルフィン 木村 哲也 英 Canning
Bloodstock Ltd 536－ 21：33．3	 5．4�

（豪）

11 アルジャンナ �5鹿 56 M．ギュイヨン 黒川 暁子氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 458－ 61：33．83 85．2�
（仏）

715 クリスタルブラック 牡5黒鹿56 吉田 豊岡田 勇氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 482－ 61：33．9	 77．4�
713 レッドライデン 牡5青鹿56 田中 勝春 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 平取 坂東牧場 488＋ 41：34．43 147．4�
714 コマンドライン 牡3青鹿55 C．ルメール �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 526－ 11：35．35 10．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 134，583，800円 複勝： 183，977，000円 枠連： 79，810，700円
馬連： 345，747，400円 馬単： 114，340，800円 ワイド： 273，487，200円
3連複： 594，593，900円 3連単： 544，409，800円 計： 2，270，950，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 220円 � 1，220円 � 1，250円 枠 連（2－6） 2，950円

馬 連 �� 10，710円 馬 単 �� 16，110円

ワ イ ド �� 3，280円 �� 3，920円 �� 25，540円

3 連 複 ��� 144，450円 3 連 単 ��� 588，220円

票 数

単勝票数 計1345838 的中 � 202016（2番人気）
複勝票数 計1839770 的中 � 276194（3番人気）� 34707（12番人気）� 34027（13番人気）
枠連票数 計 798107 的中 （2－6） 20904（15番人気）
馬連票数 計3457474 的中 �� 25002（36番人気）
馬単票数 計1143408 的中 �� 5321（53番人気）
ワイド票数 計2734872 的中 �� 21702（38番人気）�� 18072（41番人気）�� 2731（128番人気）
3連複票数 計5945939 的中 ��� 3087（318番人気）
3連単票数 計5444098 的中 ��� 671（1444番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．2―34．5―46．1―58．0―1：09．3―1：20．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ララクリスティーヌ �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2020．11．1 京都1着

2018．3．9生 牝4青鹿 母 スーパーマダム 母母 オメガフォーチュン 11戦5勝 賞金 120，409，000円
〔制裁〕 トリプルエース号の騎手田辺裕信は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番・5番・8

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。

3008411月26日 曇 良 （4東京5） 第7日 第12競走 ��1，600�3歳以上2勝クラス
発走16時00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
1：30．5
1：30．3

良
良

33 リアグラシア 牝3黒鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 500＋ 41：33．6 1．9�
45 ニシノスーベニア 牡3黒鹿56 T．マーカンド西山 茂行氏 上原 博之 日高 西山牧場 532＋ 21：34．02 3．1�

（英）

68 ショーヒデキラ 牡6鹿 57 G．ブノワ 吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 日進牧場 490＋ 21：34．1� 43．5�
（仏）

22 オメガロマンス 牝4黒鹿55 横山 武史原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B466＋ 6 〃 クビ 6．1�
56 ラキャラントシス 牝5栗 55

53 ◇藤田菜七子�山王飯店 鈴木 伸尋 日高 奥山 博 484－ 61：34．2� 109．1	
57 ゲ バ ラ 牡6鹿 57 M．ギュイヨン �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 486－ 21：34．62� 14．7


（仏）

813 ムーンライト 牝5青 55 B．ムルザバエフ 石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 杵臼牧場 482± 01：34．7� 39．2�
（独）

812 サ ヴ ァ イ ヴ 牡5青 57 H．ドイル 中村 忠彦氏 清水 久詞 新冠 株式会社
ノースヒルズ 472－ 6 〃 アタマ 27．1�

（英）

11 シーリアスラブ 牡6鹿 57 三浦 皇成吉田 千津氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 458－ 4 〃 ハナ 64．5
69 プ レ ト リ ア 	7鹿 57 大野 拓弥多田 賢司氏 中川 公成 浦河 大北牧場 470＋ 41：34．8クビ 144．6�
711 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± 01：35．01
 19．2�
44 � ブーケドフルール 牝4青鹿55 北村 宏司村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 422－ 61：35．11 332．0�
710 カイザーノヴァ 牡4鹿 57 内田 博幸広尾レース� 鈴木慎太郎 新ひだか 木村 秀則 472＋ 21：35．31
 105．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 91，985，000円 複勝： 106，446，300円 枠連： 31，351，600円
馬連： 137，499，800円 馬単： 73，588，900円 ワイド： 117，258，000円
3連複： 213，478，900円 3連単： 331，576，200円 計： 1，103，184，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 140円 � 380円 枠 連（3－4） 380円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 190円 �� 890円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 2，400円 3 連 単 ��� 6，270円

票 数

単勝票数 計 919850 的中 � 379486（1番人気）
複勝票数 計1064463 的中 � 433736（1番人気）� 177306（2番人気）� 36579（7番人気）
枠連票数 計 313516 的中 （3－4） 63621（1番人気）
馬連票数 計1374998 的中 �� 333725（1番人気）
馬単票数 計 735889 的中 �� 114552（1番人気）
ワイド票数 計1172580 的中 �� 204839（1番人気）�� 28998（10番人気）�� 24215（14番人気）
3連複票数 計2134789 的中 ��� 66451（7番人気）
3連単票数 計3315762 的中 ��� 38329（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．7―36．3―47．9―59．6―1：10．6―1：22．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リアグラシア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Rockport Harbor デビュー 2021．6．6 東京3着

2019．2．6生 牝3黒鹿 母 リアアントニア 母母 Beer Baroness 6戦3勝 賞金 31，260，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※サヴァイヴ号は，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。



（4東京5）第7日 11月26日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 172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

241，520，000円
31，940，000円
1，310，000円
30，570，000円
78，652，000円
5，438，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
821，225，900円
976，071，300円
272，738，400円
1，288，713，300円
568，024，800円
1，133，763，400円
2，091，768，500円
2，420，711，200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 9，573，016，800円

総入場人員 19，534名 （有料入場人員 18，983名）
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