
3008511月27日 晴 稍重 （4東京5） 第8日 第1競走 ��1，400�2歳未勝利
発走9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
1：23．1
1：23．0

重
重

714 プラチナジュビリー 牝2鹿 54 武 豊大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 488＋ 21：25．2 2．5�
48 オールマキシマム 牝2黒鹿 54

52 △小林 脩斗保谷フミ子氏 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 450－ 21：25．52 3．9�
47 シュバルツガイスト 牡2黒鹿55 C．デムーロ �インゼルレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 486－ 41：25．6� 5．2�

（仏）

713 トウカイフィエロ 牡2鹿 55
52 ▲佐々木大輔内村 正則氏 菊川 正達 平取 二風谷ファーム 492± 01：25．91� 16．5�

24 カイザーブリッツ 牡2黒鹿55 田辺 裕信ライオンレースホース� 伊藤 圭三 浦河 杵臼牧場 492＋ 21：26．54 6．5�
23 フォードテソーロ 牡2鹿 55 松山 弘平了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 沖田牧場 480＋ 21：27．13� 20．1	
816 グッドルックス 牡2青鹿55 菅原 明良池田 草龍氏 竹内 正洋 新ひだか 岡田牧場 B504＋101：27．2クビ 64．7

510 サウザンパンチ 牡2芦 55 斎藤 新千明牧場 斎藤 誠 様似 様似共栄牧場 428＋ 61：27．3� 208．8�
36 ロゴマジック 牡2黒鹿55 津村 明秀坂巻 勝彦氏 武市 康男 浦河 浦河小林牧場 442＋10 〃 アタマ 51．3�
11 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 470－ 21：27．61� 77．4�
612 ヴェローチェ 牝2栗 54 G．ブノワ ディアレストクラブ� 高橋 文雅 日高 いとう牧場 402－ 21：27．7� 238．2�

（仏）

59 エコロジョイアー 牡2鹿 55 T．マーカンド原村 正紀氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：27．8� 43．6�
（英）

815 キープシャイン 牡2栗 55
53 ◇藤田菜七子北村 和江氏 中野 栄治 新ひだか 真歌田中牧場 438－121：28．22� 319．8�

611 ア オ イ カ ゲ 牝2青鹿54 武士沢友治福田 光博氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 480－ 81：28．3クビ 399．0�
12 オスカーレイ 牝2芦 54

52 △原 優介森 保彦氏 小桧山 悟 様似 清水 誠一 400－101：28．93� 338．6�
35 チャスラフスカ 牝2黒鹿54 原田 和真三岡 陽氏 小桧山 悟 新冠 マリオステー

ブル 458＋101：31．1大差 511．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，865，900円 複勝： 53，949，400円 枠連： 12，704，900円
馬連： 66，791，400円 馬単： 29，479，000円 ワイド： 62，726，000円
3連複： 110，635，300円 3連単： 115，846，700円 計： 494，998，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 120円 � 170円 枠 連（4－7） 270円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 200円 �� 390円 �� 330円

3 連 複 ��� 710円 3 連 単 ��� 3，640円

票 数

単勝票数 計 428659 的中 � 140214（1番人気）
複勝票数 計 539494 的中 � 144801（1番人気）� 130721（2番人気）� 59541（4番人気）
枠連票数 計 127049 的中 （4－7） 35576（1番人気）
馬連票数 計 667914 的中 �� 114556（1番人気）
馬単票数 計 294790 的中 �� 29759（1番人気）
ワイド票数 計 627260 的中 �� 89170（1番人気）�� 37196（5番人気）�� 45894（4番人気）
3連複票数 計1106353 的中 ��� 116136（2番人気）
3連単票数 計1158467 的中 ��� 23029（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．8―47．2―59．5―1：11．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．4―3F38．0
3 14，13（3，16）（1，4）（6，8）（7，10）2，15（12，9）－11＝5 4 14（3，13，16）4（1，8）6，7（2，10）（15，9）－12－11＝5

勝馬の
紹 介

プラチナジュビリー �
�
父 リアルスティール �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2022．9．18 中山10着

2020．4．17生 牝2鹿 母 カホマックス 母母 ジョリブロンド 4戦1勝 賞金 7，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を9時31分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チャスラフスカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年1月27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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 キョウエイノーブル号・サイモンギフト号・ダークンストーミー号・リトルポッド号
※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。

3008611月27日 晴 良 （4東京5） 第8日 第2競走 1，600�2歳未勝利
発走9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
1：32．7
1：32．3

良
良

12 イコノスタシス 牝2黒鹿54 D．レーン �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 476＋ 81：34．5 4．3�
（豪）

714 アサクサヴィーナス 牝2鹿 54 吉田 豊田原 慶子氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 454＋ 41：34．82 2．2�
817 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 448＋ 21：35．11� 4．6�
23 ランドグリーズ 牝2青鹿54 川田 将雅 �社台レースホース和田 勇介 千歳 社台ファーム 460－ 61：35．31� 6．8�
612 プロトカルチャー 牡2栗 55 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 61：35．61� 30．3	
24 ニシノカナン 牡2黒鹿55 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 中山 高鹿康 498－ 21：35．7� 370．1

815 ペイシャアンジェロ 牝2黒鹿 54

52 △小林 凌大北所 直人氏 伊藤 伸一 日高 碧雲牧場 436－ 21：35．9� 104．9�
713 エイチエヌバンピー 牡2鹿 55

53 △原 優介鳴田 啓志氏 小桧山 悟 新冠 大狩部牧場 438＋ 41：36．22 496．0�
816 ゴレイジョウ 牝2鹿 54

51 ▲土田 真翔福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 鎌田 正嗣 438－ 41：36．62 251．2
510 オーグメントコード 牝2芦 54 横山 武史 �社台レースホース鈴木慎太郎 千歳 社台ファーム 450－ 2 〃 アタマ 13．8�
59 ナムラアダム 牡2鹿 55 武士沢友治奈村 睦弘氏 石栗 龍彦 日高 藤本 直弘 428＋ 21：36．7クビ 226．2�
35 コスモメイゲツ 牡2鹿 55 C．デムーロ �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 6 〃 クビ 71．1�

（仏）

48 ノーブルジャック 牡2栗 55
52 ▲佐々木大輔吉木 伸彦氏 粕谷 昌央 日高 スウィング

フィールド牧場 402± 01：37．12 660．7�
47 ロサムンディー 牝2黒鹿54 黛 弘人田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新冠 大栄牧場 456－ 61：37．42 680．4�
36 グランデボスコ 牡2黒鹿55 菅原 明良大森 悌次氏 新開 幸一 浦河 �川 啓一 452＋ 4 〃 クビ 354．6�
611 ポーラーナイト 牝2黒鹿 54

53 ☆永野 猛蔵�下河辺牧場 稲垣 幸雄 日高 下河辺牧場 474＋ 21：37．93 242．3�
11 アスキーアート 牝2黒鹿54 松岡 正海�ミルファーム 小野 次郎 様似 澤井 義一 420＋ 21：38．96 214．8�

（17頭）

売 得 金
単勝： 53，874，600円 複勝： 73，396，500円 枠連： 11，809，900円
馬連： 74，224，700円 馬単： 35，379，600円 ワイド： 65，120，900円
3連複： 113，264，800円 3連単： 135，029，800円 計： 562，100，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 130円 � 110円 � 110円 枠 連（1－7） 510円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 220円 �� 320円 �� 180円

3 連 複 ��� 620円 3 連 単 ��� 3，460円

票 数

単勝票数 計 538746 的中 � 104042（2番人気）
複勝票数 計 733965 的中 � 109442（3番人気）� 228660（1番人気）� 162129（2番人気）
枠連票数 計 118099 的中 （1－7） 17614（2番人気）
馬連票数 計 742247 的中 �� 126932（2番人気）
馬単票数 計 353796 的中 �� 24641（4番人気）
ワイド票数 計 651209 的中 �� 76004（2番人気）�� 44596（4番人気）�� 104760（1番人気）
3連複票数 計1132648 的中 ��� 136685（1番人気）
3連単票数 計1350298 的中 ��� 28283（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．1―34．7―46．9―59．5―1：11．3―1：22．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イコノスタシス �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2022．7．30 新潟4着

2020．1．24生 牝2黒鹿 母 パストフォリア 母母 ハッピーパス 4戦1勝 賞金 8，920，000円
〔制裁〕 ナムラアダム号の騎手武士沢友治は，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：7番・11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アスキーアート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年12月27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。

第５回 東京競馬 第８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



3008711月27日 晴 稍重 （4東京5） 第8日 第3競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10時25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

59 トルズイーガー 牡2鹿 55 横山 武史岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 522－ 21：39．1 5．8�
815 フ リ ッ パ ー 牡2鹿 55 C．ルメール 谷掛 龍夫氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 496－ 61：39．2� 2．7�
48 フレスコバンクール 牡2鹿 55 C．デムーロ 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 502－ 21：39．73 7．9�
（仏）

12 スノーパトロール 牝2青鹿54 戸崎 圭太ゴドルフィン 上原 博之 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 496＋ 41：39．91� 44．5�

47 エプルシャージュ 牡2鹿 55 D．レーン �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 626＋ 81：40．11� 12．3�
（豪）

510 エッグスラット 牡2芦 55 T．マーカンド	G1レーシング 矢野 英一 千歳 社台ファーム 492－ 21：40．31� 4．9

（英）

816 パーティーキング 牡2芦 55 木幡 巧也田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 有限会社 大
作ステーブル 472＋101：40．4� 130．2�

714 ショウナンガロ 牡2青鹿55 内田 博幸国本 哲秀氏 武市 康男 新冠 大栄牧場 500－ 21：40．5クビ 189．2�
11 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± 01：41．13� 21．1
713 ゼンダンミカメ 牡2黒鹿55 大野 拓弥渡邊 善男氏 土田 稔 浦河 大北牧場 462± 01：41．42 374．7�
23 ボンフェット 牡2鹿 55 B．ムルザバエフ 栗坂 崇氏 加藤 征弘 新冠 ハシモトフアーム 484＋101：41．82 143．7�

（独）

611 ヴァークスティ 牡2鹿 55
53 △横山 琉人本間 茂氏 相沢 郁 新ひだか チャンピオンズファーム B454－ 2 〃 アタマ 337．0�

24 サンタモニカビーチ 牡2芦 55 武 豊ライフエンタープライズ	 中野 栄治 浦河 木戸口牧場 524－ 21：42．01� 18．2�
35 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± 01：42．95 85．6�
36 ジャガンナート 牡2鹿 55 菅原 明良山藤賢	 高木 登 日高 浜本牧場 510＋141：46．8大差 153．2�
612� モダナイズクィーン 牝2栗 54 川田 将雅小田 吉男氏 武井 亮 米 Grantley

Acres 466－ 21：49．9大差 13．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 63，055，400円 複勝： 80，757，000円 枠連： 19，833，200円
馬連： 84，801，900円 馬単： 36，125，000円 ワイド： 85，114，600円
3連複： 136，496，900円 3連単： 134，859，400円 計： 641，043，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 170円 � 130円 � 190円 枠 連（5－8） 380円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，920円

ワ イ ド �� 390円 �� 560円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，880円 3 連 単 ��� 11，070円

票 数

単勝票数 計 630554 的中 � 91405（3番人気）
複勝票数 計 807570 的中 � 119278（3番人気）� 184623（1番人気）� 94120（4番人気）
枠連票数 計 198332 的中 （5－8） 40439（1番人気）
馬連票数 計 848019 的中 �� 75935（2番人気）
馬単票数 計 361250 的中 �� 14068（5番人気）
ワイド票数 計 851146 的中 �� 57343（2番人気）�� 37654（7番人気）�� 52226（3番人気）
3連複票数 計1364969 的中 ��� 54367（3番人気）
3連単票数 計1348594 的中 ��� 8832（21番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．1―12．8―13．3―12．4―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―36．1―48．9―1：02．2―1：14．6―1：26．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．2―3F36．9
3 2（9，12）（6，7，10，8）13（5，11，15）16（4，3）（1，14） 4 ・（2，9）－（7，12，8）6（5，10，15，13）11，16（4，3）（1，14）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トルズイーガー �
�
父 マインドユアビスケッツ �

�
母父 スズカマンボ デビュー 2022．10．30 東京2着

2020．1．24生 牡2鹿 母 ファイトユアソング 母母 ファイトソング 2戦1勝 賞金 8，000，000円
〔発走状況〕 サンタモニカビーチ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔その他〕 モダナイズクィーン号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジャガンナート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年12月27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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 リアルマーヴェル号
（非抽選馬） 3頭 クレアチョウサン号・ドゥフタハ号・ペイシャボビー号
※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。

3008811月27日 晴 良 （4東京5） 第8日 第4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

22 レヴォルタード 牡2黒鹿55 C．ルメール �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 508＋ 41：59．4 1．2�
44 セイウンパシュート 牡2黒鹿55 田辺 裕信西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 田上 徹 460± 01：59．93 6．8�
89 シャドウソニック 牡2鹿 55 R．ムーア 飯塚 知一氏 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 496＋ 42：00．32 5．1�

（英）

77 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 474－102：00．62 27．8�

33 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± 02：00．91� 87．8�
55 ジェイエルドラフト 牡2鹿 55 吉田 豊橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 522－ 42：01．0� 73．3	
11 ノイアーターク �2鹿 55 斎藤 新 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム B454＋ 22：01．1� 45．0

88 コスモエランドール 牝2鹿 54

52 △小林 凌大 �ビッグレッドファーム 深山 雅史 日高 オリオンファーム 408＋ 42：01．2� 200．9�
66 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 B438－ 22：04．1大差 205．4�

（9頭）

売 得 金
単勝： 67，794，200円 複勝： 145，733，500円 枠連： 9，268，400円
馬連： 46，622，700円 馬単： 46，677，300円 ワイド： 49，370，300円
3連複： 82，324，600円 3連単： 250，735，400円 計： 698，526，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 100円 � 100円 枠 連（2－4） 250円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 320円

ワ イ ド �� 120円 �� 120円 �� 180円

3 連 複 ��� 190円 3 連 単 ��� 530円

票 数

単勝票数 計 677942 的中 � 427310（1番人気）
複勝票数 計1457335 的中 � 1154564（1番人気）� 97026（3番人気）� 105936（2番人気）
枠連票数 計 92684 的中 （2－4） 27909（2番人気）
馬連票数 計 466227 的中 �� 125291（2番人気）
馬単票数 計 466773 的中 �� 107358（2番人気）
ワイド票数 計 493703 的中 �� 123365（1番人気）�� 117874（2番人気）�� 48157（3番人気）
3連複票数 計 823246 的中 ��� 321731（1番人気）
3連単票数 計2507354 的中 ��� 341084（2番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―12．0―11．4―11．7―11．6―12．3―12．0―12．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．3―36．3―47．7―59．4―1：11．0―1：23．3―1：35．3―1：47．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．4―3F36．1

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

勝馬の
紹 介

レヴォルタード 
�
父 エピファネイア 

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2022．10．8 東京2着

2020．3．16生 牡2黒鹿 母 バウンスシャッセ 母母 リッチダンサー 2戦1勝 賞金 8，000，000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。



3008911月27日 晴 稍重 （4東京5） 第8日 第5競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走11時25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

36 ライラスター 牡3鹿 56 T．マーカンド �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 486＋ 61：36．6 5．8�
（英）

816 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 462＋ 21：36．81 3．1�
24 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 532＋ 41：37．33 3．2�
48 ミヤビクライ 牡3鹿 56 松岡 正海村上 義勝氏 小島 茂之 新ひだか 静内白井牧場 B490± 01：37．61� 64．7�
510 メテオダヴリル 牝4鹿 55 菅原 明良�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 500± 01：37．91� 20．2	
47 スパークインザアイ �5鹿 57 戸崎 圭太西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 480＋ 4 〃 クビ 10．8

35 	 キングヴァンドーム 牡4芦 57

56 ☆永野 猛蔵 �社台レースホース田島 俊明 千歳 社台ファーム 534＋ 61：38．0� 97．6�
11 ブレットフライ 牡3青 56 H．ドイル �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 502＋ 41：38．1� 36．9�
（英）

815 ネイチャーセラピー 牡3芦 56 松山 弘平吉田 和美氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 530＋ 41：39．48 16．1
12 ミッキーブンブン 牡3青鹿56 B．ムルザバエフ 野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 512＋12 〃 クビ 37．8�

（独）

714 ゲ キ ザ ル 牡3芦 56 江田 照男橘 倍男氏 青木 孝文 日高 広富牧場 B470＋ 71：39．5クビ 41．0�
713 キーチズカンパニー 牡3鹿 56 菱田 裕二山本 益臣氏 小手川 準 平取 北島牧場 488＋111：40．24 199．6�
59 サトノストロング �3黒鹿56 斎藤 新里見 治氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 470＋141：40．73 8．1�
23 	 ハンデンキング 牡4黒鹿57 丸山 元気坂田 行夫氏 土田 稔 新ひだか 城地牧場 508＋151：41．01� 426．0�
611	 パリスデージー 牝5黒鹿 55

52 ▲西塚 洸二松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 安平 ノーザンファーム 454＋ 81：41．63� 164．0�
612 ホノノディーヴァ 牝3鹿 54 内田 博幸鈴木 誠氏 林 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋161：41．92 109．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 56，395，500円 複勝： 74，175，600円 枠連： 18，353，200円
馬連： 88，293，100円 馬単： 37，115，500円 ワイド： 89，780，800円
3連複： 148，359，100円 3連単： 155，595，600円 計： 668，068，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 190円 � 120円 � 130円 枠 連（3－8） 1，040円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，480円

ワ イ ド �� 540円 �� 490円 �� 210円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 6，770円

票 数

単勝票数 計 563955 的中 � 76783（3番人気）
複勝票数 計 741756 的中 � 71711（4番人気）� 180219（1番人気）� 169240（2番人気）
枠連票数 計 183532 的中 （3－8） 13625（5番人気）
馬連票数 計 882931 的中 �� 51278（5番人気）
馬単票数 計 371155 的中 �� 11194（9番人気）
ワイド票数 計 897808 的中 �� 37557（7番人気）�� 42853（4番人気）�� 130533（1番人気）
3連複票数 計1483591 的中 ��� 103947（2番人気）
3連単票数 計1555956 的中 ��� 16641（11番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．4―12．0―12．5―12．7―12．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．1―34．5―46．5―59．0―1：11．7―1：24．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ライラスター �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．9．12 中山3着

2019．4．9生 牡3鹿 母 ハープスター 母母 ヒストリックスター 8戦2勝 賞金 21，700，000円
〔発走状況〕 サトノストロング号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 サトノストロング号は，令和4年11月28日から令和4年12月18日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
〔その他〕 ネイチャーセラピー号は，4コーナーで外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホノノディーヴァ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年12月27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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 クリスタルウエイ号・ビートエモーション号
※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。

3009011月27日 晴 良 （4東京5） 第8日 第6競走 ��1，800�2歳新馬
発走12時15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

612 タスティエーラ 牡2鹿 55 R．ムーア �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 484 ―1：47．2 1．9�
（英）

510 ラレーヌデリス 牝2鹿 54 C．デムーロ �キャロットファーム 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 444 ―1：47．83� 12．3�
（仏）

35 ガ レ ス ト ロ 牡2鹿 55 T．マーカンド 金子真人ホールディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 498 ― 〃 クビ 25．5�
（英）

48 � デ ッ ド リ ー 牝2芦 54 川田 将雅 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 英 The Heartless
Partnership 452 ―1：48．01� 11．4�

59 オールマイデイズ 牡2鹿 55 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 494 ―1：48．1クビ 4．6	
36 ポリーフォリア 牝2鹿 54 横山 武史吉田 照哉氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 488 ―1：48．2� 26．7

611 ドーバーホーク 牡2鹿 55 武 豊嶋田 賢氏 清水 英克 新冠 大栄牧場 468 ―1：48．73 50．3�
11 ステラデルシエロ 牡2鹿 55 D．レーン �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 480 ― 〃 クビ 9．7�

（豪）

713 エスシールージュ 牝2黒鹿54 丸田 恭介工藤 圭司氏 宗像 義忠 浦河 高松牧場 462 ―1：49．02 209．8
815 ライコウノキセキ 牡2黒鹿55 戸崎 圭太玉腰 勇吉氏 栗田 徹 浦河 三嶋牧場 468 ―1：49．31� 29．0�
47 ネ イ ビ ー 牝2鹿 54 菅原 明良飯田 正剛氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 484 ― 〃 ハナ 53．2�
23 ア ポ テ カ 牝2栗 54 宮崎 北斗井上 久光氏 嘉藤 貴行 日高 細川牧場 424 ―1：49．62 319．1�
816 ペ リ プ ル ス 牡2芦 55 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 440 ―1：49．7� 218．3�
12 クレッシェンド 牝2青鹿 54

52 △原 優介下河邉 博氏 小手川 準 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 452 ―1：49．8� 134．9�

714 オセアフラッグ 牡2栗 55 M．デムーロ XIAOジャパン 加藤 征弘 日高 日高大洋牧場 474 ―1：50．22� 92．6�
24 ライルアケカイ 牡2鹿 55 柴田 大知土井久美子氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 442 ―1：51．15 394．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 81，079，400円 複勝： 80，972，700円 枠連： 21，484，400円
馬連： 83，049，300円 馬単： 42，070，300円 ワイド： 82，763，700円
3連複： 132，215，000円 3連単： 156，118，500円 計： 679，753，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 270円 � 390円 枠 連（5－6） 330円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 400円 �� 900円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 4，600円 3 連 単 ��� 12，780円

票 数

単勝票数 計 810794 的中 � 355123（1番人気）
複勝票数 計 809727 的中 � 282244（1番人気）� 58818（5番人気）� 36214（7番人気）
枠連票数 計 214844 的中 （5－6） 49299（1番人気）
馬連票数 計 830493 的中 �� 71214（3番人気）
馬単票数 計 420703 的中 �� 24343（5番人気）
ワイド票数 計 827637 的中 �� 57737（2番人気）�� 23046（9番人気）�� 9055（24番人気）
3連複票数 計1322150 的中 ��� 21544（11番人気）
3連単票数 計1561185 的中 ��� 8850（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―36．8―48．9―1：01．3―1：13．7―1：24．9―1：36．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．9―3F33．5

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

勝馬の
紹 介

タスティエーラ �
�
父 サトノクラウン �

�
母父 マンハッタンカフェ 初出走

2020．3．22生 牡2鹿 母 パルティトゥーラ 母母 フォルテピアノ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※クレッシェンド号は，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。



3009111月27日 晴 稍重 （4東京5） 第8日 第7競走 1，400�3歳以上1勝クラス
発走12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 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
1：21．5
1：20．3

重
不良

510 ア イ ス マ ン 牡4芦 57 丸山 元気岡 浩二氏 土田 稔 新冠 有限会社 大
作ステーブル 460＋ 21：24．5 6．1�

36 スズカコテキタイ 牡3鹿 56 T．マーカンド永井 啓弍氏 奥村 武 新ひだか グランド牧場 494＋221：24．6� 7．8�
（英）

714 アポロプラネット 牡3青鹿 56
55 ☆永野 猛蔵星野 �男氏 伊藤 圭三 日高 天羽 禮治 500＋ 61：24．7クビ 20．5�

713 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± 01：25．12� 5．1�
611 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± 01：25．41� 10．4�
816 フォトスフィア 牡3栗 56 石川裕紀人岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 516＋161：25．5� 19．6	

47 � ララモンドール 牡4栗 57 黛 弘人フジイ興産
 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム 442－ 71：25．61 49．4�
（法942）

24 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 410－ 61：25．7� 18．7�

11 � ホウオウハイエスト 牝4栗 55
53 △原 優介小笹 芳央氏 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド 526＋ 21：26．01� 143．4

59 オーエンズテソーロ 牝3栗 54 戸崎 圭太了德寺健二ホール
ディングス
 加藤士津八 むかわ 新井牧場 512＋ 61：26．1クビ 2．8�

815 セイウンシデン 牡3黒鹿56 大野 拓弥西山 茂行氏 稲垣 幸雄 浦河 ガーベラパー
クスタツド 510－ 6 〃 クビ 100．5�

35 カ リ カ 牝3芦 54 吉田 豊平岡 茂樹氏 小西 一男 むかわ 平岡牧場 482＋ 21：26．3� 16．3�
612 ヴィグルズマン �4栗 57 木幡 巧也 KAJIMOTOホー

ルディングス
 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 B450－101：27．25 306．7�
48 オリアメンディ 牝4鹿 55

52 ▲佐々木大輔�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 486＋10 〃 クビ 199．6�
23 パワポケビー 牝3栗 54

52 ◇藤田菜七子柳原 達也氏 中野 栄治 日高 佐々木 康治 478－ 61：28．15 149．7�
12 アリススプリングス 牝3鹿 54 菅原 明良�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 460＋241：28．52� 17．1�
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売 得 金
単勝： 58，359，500円 複勝： 89，209，400円 枠連： 22，248，300円
馬連： 107，788，100円 馬単： 39，010，200円 ワイド： 102，326，700円
3連複： 167，814，500円 3連単： 161，570，500円 計： 748，327，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 210円 � 390円 � 460円 枠 連（3－5） 610円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 6，350円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 1，490円 �� 2，500円

3 連 複 ��� 13，640円 3 連 単 ��� 87，810円

票 数

単勝票数 計 583595 的中 � 75449（3番人気）
複勝票数 計 892094 的中 � 131543（3番人気）� 56585（6番人気）� 46122（7番人気）
枠連票数 計 222483 的中 （3－5） 27835（2番人気）
馬連票数 計1077881 的中 �� 33409（10番人気）
馬単票数 計 390102 的中 �� 4606（24番人気）
ワイド票数 計1023267 的中 �� 26620（10番人気）�� 17645（19番人気）�� 10322（30番人気）
3連複票数 計1678145 的中 ��� 9225（51番人気）
3連単票数 計1615705 的中 ��� 1334（293番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．5―35．4―47．8―1：00．2―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア イ ス マ ン �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．9．5 新潟7着

2018．5．20生 牡4芦 母 ラプザントゥール 母母 アラマサダンサー 19戦2勝 賞金 30，770，000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。

3009211月27日 晴 良 （4東京5） 第8日 第8競走 ��
��1，600�ベ ゴ ニ ア 賞

発走13時15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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．7
1：32．3

良
良

89 シャンパンカラー 牡2栗 55 戸崎 圭太青山 洋一氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 502± 01：34．6 5．8�
77 ヒップホップソウル 牝2鹿 54 松山 弘平 �社台レースホース木村 哲也 千歳 社台ファーム 500－ 21：34．7クビ 2．6�
810 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± 01：34．8� 17．0�
66 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 502－ 41：35．01� 3．2�
33 オーシャントライブ 牡2鹿 55 C．デムーロ �サンデーレーシング 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 450＋ 41：35．21� 31．2	

（仏）

11 エマヌエーレ 牡2鹿 55 菅原 明良丸山 担氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 486－ 6 〃 クビ 12．6

55 	 ノイジーアプローチ 牡2鹿 55 T．マーカンドゴドルフィン 手塚 貴久 愛 Godolphin B490＋ 61：35．52 26．8�

（英）

78 ロードスパイラル 牡2鹿 55 R．ムーア �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 468＋ 81：35．6クビ 14．3�
（英）

44 クロスライセンス 牡2黒鹿55 D．レーン �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 436± 01：35．7
 17．3
（豪）

22 ムーンスカイ 牡2鹿 55 H．ドイル 永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 432＋ 8 〃 クビ 179．0�
（英）
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売 得 金
単勝： 82，061，800円 複勝： 82，646，100円 枠連： 15，643，100円
馬連： 103，933，100円 馬単： 47，937，300円 ワイド： 93，895，300円
3連複： 155，145，700円 3連単： 217，198，500円 計： 798，460，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 160円 � 130円 � 280円 枠 連（7－8） 450円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 2，050円

ワ イ ド �� 360円 �� 830円 �� 620円

3 連 複 ��� 2，990円 3 連 単 ��� 17，250円

票 数

単勝票数 計 820618 的中 � 118635（3番人気）
複勝票数 計 826461 的中 � 134051（3番人気）� 201600（1番人気）� 56087（6番人気）
枠連票数 計 156431 的中 （7－8） 26816（2番人気）
馬連票数 計1039331 的中 �� 92032（3番人気）
馬単票数 計 479373 的中 �� 17511（6番人気）
ワイド票数 計 938953 的中 �� 72697（3番人気）�� 27288（11番人気）�� 37735（5番人気）
3連複票数 計1551457 的中 ��� 38885（10番人気）
3連単票数 計2171985 的中 ��� 9128（55番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．3―36．1―48．3―1：00．7―1：12．2―1：23．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F33．9
3 9－7（4，8）（5，6）3，2，10，1 4 9，7（4，8）（5，6）（2，3）10，1

勝馬の
紹 介

シャンパンカラー �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Reckless Abandon デビュー 2022．10．29 東京1着

2020．3．3生 牡2栗 母 メモリアルライフ 母母 Baldovina 2戦2勝 賞金 17，545，000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。



3009311月27日 晴 良 （4東京5） 第8日 第9競走 ��2，000�オリエンタル賞
発走13時50分 （芝・左）
3歳以上，2勝クラス，R3．11．27以降R4．11．20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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

59 スパイダーゴールド 牡3栗 54 C．ルメール 村木 隆氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 486－ 61：58．9 5．3�
58 ジュンブロッサム 牡3黒鹿55 C．デムーロ 河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 466± 01：59．0� 1．6�

（仏）

713 マイネルクリソーラ 牡3栗 54 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± 0 〃 アタマ 5．6�
23 シテフローラル 牡4鹿 55 R．ムーア 金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 460＋121：59．1� 19．3�
（英）

815 アオイショー 牡4鹿 55 T．マーカンド新谷 幸義氏 中舘 英二 浦河 中村 雅明 484＋ 61：59．2� 17．0�
（英）

35 � ヤマニンガラッシア 牡5青鹿55 M．ギュイヨン 土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 450＋ 21：59．41� 66．7	
（仏）

22 アラビアンナイト 牝4青鹿53 戸崎 圭太 Him Rock Racing
ホールディングス� 田村 康仁 日高 北田 剛 444＋ 21：59．61� 18．2


46 タイセイドリーマー 牡4栗 54 松山 弘平田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか グランド牧場 500± 0 〃 アタマ 233．5�
11 ナックイルシーブ 牡4芦 54 H．ドイル 小松 欣也氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B512＋ 21：59．81� 211．5�
（英）

712 アケルナルスター 牡3青鹿54 横山 武史永見 貴昭氏 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 464－ 21：59．9クビ 31．4
47 ピ ノ ク ル 牡6黒鹿55 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 482＋ 42：00．11� 45．2�
34 � サンデイビス 牡4芦 54 松岡 正海 �加藤ステーブル 村田 一誠 日高 株式会社

ケイズ 518＋162：00．42 128．7�
611 マリノソフィア 牝5黒鹿53 木幡 巧也矢野 恭裕氏 奥平 雅士 日高 クラウン日高牧場 468＋ 62：00．71� 175．5�
610 ニシノオイカゼ 牡4黒鹿54 大野 拓弥西山 茂行氏 武市 康男 浦河 日進牧場 474＋ 82：01．12� 51．2�
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814 ネオストーリー 牡5青鹿53 津村 明秀藤澤眞佐子氏 林 徹 新冠 スカイビーチステーブル B456－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 81，753，100円 複勝： 139，616，600円 枠連： 29，669，500円
馬連： 136，095，600円 馬単： 67，202，300円 ワイド： 119，634，000円
3連複： 219，542，800円 3連単： 307，786，600円 計： 1，101，300，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 130円 � 110円 � 130円 枠 連（5－5） 430円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 200円 �� 350円 �� 190円

3 連 複 ��� 540円 3 連 単 ��� 3，910円

票 数

単勝票数 差引計 817531（返還計 1861） 的中 � 122700（2番人気）
複勝票数 差引計1396166（返還計 4405） 的中 � 159201（3番人気）� 708721（1番人気）� 177933（2番人気）
枠連票数 差引計 296695（返還計 280） 的中 （5－5） 52980（2番人気）
馬連票数 差引計1360956（返還計 8092） 的中 �� 251681（1番人気）
馬単票数 差引計 672023（返還計 3699） 的中 �� 38255（4番人気）
ワイド票数 差引計1196340（返還計 11314） 的中 �� 158295（2番人気）�� 73531（3番人気）�� 177046（1番人気）
3連複票数 差引計2195428（返還計 25883） 的中 ��� 301331（1番人気）
3連単票数 差引計3077866（返還計 29813） 的中 ��� 57066（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．4―36．1―47．9―1：00．5―1：13．0―1：25．1―1：36．3―1：47．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．9―3F33．8

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スパイダーゴールド �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Candy Ride デビュー 2021．12．12 中山2着

2019．4．16生 牡3栗 母 シュガーショック 母母 Enthusiastically 6戦3勝 賞金 37，187，000円
〔競走除外〕 ネオストーリー号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※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。

3009411月27日 晴 稍重 （4東京5） 第8日 第10競走 ��
��1，600�ア プ ロ ー ズ 賞

発走14時25分 （ダート・左）
3歳以上，2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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．5
1：33．3

重
良

714 コンシリエーレ 牡3鹿 56 D．レーン 吉田 和美氏 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 562＋161：35．8 3．2�
（豪）

612 ララエフォール 牡3鹿 56 菅原 明良フジイ興産� 和田 雄二 平取 清水牧場 494＋ 21：36．86 6．1�
（法942）

47 � ゴールドレッグス 	4黒鹿57 戸崎 圭太西村 健氏 新谷 功一 安平 ノーザンファーム B516± 01：37．0
 60．1�
816 タガノエスコート 牡3鹿 56 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 494＋ 2 〃 アタマ 4．2�
23 パーティーベル 牡3鹿 56 横山 武史原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 456± 01：37．21 17．7�
36 ロゼキルシュ 牝5栗 55 津村 明秀�トップフェロウ伊坂 重信 新ひだか 千代田牧場 490－ 41：37．3
 344．1	
510 タイセイエピソード 牡3栗 56 M．デムーロ田中 成奉氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 478＋ 4 〃 ハナ 9．2

24 ロードバルドル 牡3青鹿56 M．ギュイヨン �ロードホースクラブ 稲垣 幸雄 新冠 対馬 正 472＋ 41：37．61
 48．9�

（仏）

815 レディステディゴー 牡4鹿 57 吉田 豊 �社台レースホース中村 直也 千歳 社台ファーム 512＋ 61：37．81 191．1
59 レオカクテル 牡4栗 57 木幡 巧也�レオ 萱野 浩二 浦河 江谷牧場 B502＋121：37．9� 68．3�
11 ストラテジーマップ 	5鹿 57 大野 拓弥 �社台レースホース加藤士津八 千歳 社台ファーム 476＋101：38．53� 153．9�
611 サトノアポロン 	4鹿 57 C．デムーロ 里見 治氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 504＋101：38．92� 15．2�

（仏）

12 ハイエストポイント 牡4青鹿57 T．マーカンド�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 452± 01：39．21
 22．1�

（英）

35 ダイシンピスケス 牡4鹿 57 R．ムーア 大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 498＋ 21：39．51
 8．1�
（英）

48 � レッドエランドール 	5鹿 57 浜中 俊 �東京ホースレーシング 田中 克典 千歳 社台ファーム B486－181：39．81
 42．7�
713 リッキーマジック 牝3栗 54 C．ルメール �ビリオンスター加藤 征弘 新ひだか 服部 牧場 504－ 91：41．07 18．1�
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売 得 金
単勝： 93，043，600円 複勝： 127，352，500円 枠連： 37，550，200円
馬連： 186，300，400円 馬単： 65，187，400円 ワイド： 166，766，400円
3連複： 295，709，000円 3連単： 279，341，100円 計： 1，251，250，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 190円 � 200円 � 870円 枠 連（6－7） 700円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 600円 �� 3，090円 �� 4，630円

3 連 複 ��� 28，390円 3 連 単 ��� 89，330円

票 数

単勝票数 計 930436 的中 � 231988（1番人気）
複勝票数 計1273525 的中 � 201414（2番人気）� 186444（3番人気）� 28733（11番人気）
枠連票数 計 375502 的中 （6－7） 41219（2番人気）
馬連票数 計1863004 的中 �� 96515（5番人気）
馬単票数 計 651874 的中 �� 19503（5番人気）
ワイド票数 計1667664 的中 �� 76838（4番人気）�� 13448（34番人気）�� 8898（50番人気）
3連複票数 計2957090 的中 ��� 7810（96番人気）
3連単票数 計2793411 的中 ��� 2267（302番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．2―11．9―12．6―12．4―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．1―34．3―46．2―58．8―1：11．2―1：23．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コンシリエーレ �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 Spanish Steps デビュー 2021．8．22 新潟1着

2019．4．7生 牡3鹿 母 ターシャズスター 母母 Ms. Cuvee Napa 3戦3勝 賞金 38，849，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 リッキーマジック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年12月27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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ブレイクフォース号・ラブリーエンジェル号
※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。

１レース目



3009511月27日 晴 良 （4東京5） 第8日 第11競走 ��
��2，000�ウェルカムステークス

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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

816 バトルボーン 牡3鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 490± 01：57．8 1．8�
12 レインフロムヘヴン 牡4鹿 57 R．ムーア �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 6 〃 アタマ 9．7�
（英）

59 リフレーミング 牡4黒鹿57 川田 将雅栗山 学氏 �島 一歩 新ひだか 橋本牧場 472＋ 61：58．22	 8．2�
35 クロノメーター 牡5黒鹿57 H．ドイル �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 460＋ 2 〃 ハナ 94．4�
（英）

23 グランオフィシエ 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム B466± 01：58．62	 9．5�
47 ピュアブレンド 牝5栗 55 柴田 大知 �シルクレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 502± 0 〃 ハナ 54．9	
815 プライムフェイズ 牡5鹿 57 C．デムーロ �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 472＋101：58．7クビ 71．8


（仏）

510 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± 0 〃 クビ 5．9�
（英）

714 マイネルマーティン 牡4栗 57 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 508－ 6 〃 アタマ 32．3
36 ホウオウラスカーズ 牝4黒鹿55 菅原 明良小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 450－ 21：58．91 37．9�
612 アールバロン 牡4鹿 57 松山 弘平前原 敏行氏 伊藤 大士 浦河 有限会社

吉田ファーム 506＋ 21：59．0	 59．4�
611 スペシャルドラマ 牡4鹿 57 B．ムルザバエフ 大塚 亮一氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 518－ 4 〃 クビ 130．4�

（独）

48 プラチナトレジャー 牡4芦 57 田辺 裕信嶋田 賢氏 国枝 栄 新ひだか 服部 牧場 482± 01：59．85 20．4�
24 ビューティーウェイ 牝4栗 55 横山 武史大塚 亮一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B444＋ 42：00．12 41．3�
713 ウィンドリッパー 牡4鹿 57 M．ギュイヨン �シルクレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 482＋ 22：01．05 147．8�

（仏）

11 アンダープロット 牡4黒鹿57 浜中 俊 �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム B498± 02：02．59 53．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 115，770，900円 複勝： 157，623，400円 枠連： 55，630，900円
馬連： 222，421，300円 馬単： 92，403，100円 ワイド： 186，213，800円
3連複： 353，835，600円 3連単： 393，953，900円 計： 1，577，852，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 240円 � 190円 枠 連（1－8） 840円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 450円 �� 390円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 6，750円

票 数

単勝票数 計1157709 的中 � 490971（1番人気）
複勝票数 計1576234 的中 � 490944（1番人気）� 129152（5番人気）� 179894（3番人気）
枠連票数 計 556309 的中 （1－8） 51131（3番人気）
馬連票数 計2224213 的中 �� 179733（4番人気）
馬単票数 計 924031 的中 �� 53755（3番人気）
ワイド票数 計1862138 的中 �� 107394（4番人気）�� 130837（2番人気）�� 37201（12番人気）
3連複票数 計3538356 的中 ��� 122377（5番人気）
3連単票数 計3939539 的中 ��� 42252（10番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―11．3―11．7―11．9―12．1―12．3―11．4―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．9―35．2―46．9―58．8―1：10．9―1：23．2―1：34．6―1：46．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．6

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

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

勝馬の
紹 介

バトルボーン �
�
父 シルバーステート �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2021．11．21 東京2着

2019．4．27生 牡3鹿 母 コ ン カ ラ ン 母母 ク バ タ ー 5戦4勝 賞金 49，774，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔その他〕 アンダープロット号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アンダープロット号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年12月27日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ダノンドリーマー号
※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。

3009611月27日 晴 良 （4東京5） 第8日 第12競走
ジャパン・オータムインターナショナル ロンジン賞

��
��2，400�第42回ジャパンカップ（ＧⅠ）

発走15時40分 （国際招待） （芝・左）
3歳以上；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

農林水産大臣賞・外務大臣賞・アイルランド大使賞・ロンジン賞・日本馬主協会連合会会長賞・東京馬主協会賞（1着）
賞 品

本 賞 400，000，000円 160，000，000円 100，000，000円 60，000，000円 40，000，000円
付 加 賞 3，906，000円 1，116，000円 558，000円
参加記念品
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

2：20．6
2：20．6
2：20．6

良
良
良

36 ヴェラアズール 牡5青 57 R．ムーア �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 518± 02：23．7 4．5�

（英）

715 シャフリヤール 牡4黒鹿57 C．デムーロ �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 450－ 62：23．8� 3．4�
（仏）

23 ヴェルトライゼンデ 牡5黒鹿57 D．レーン �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 494± 0 〃 クビ 9．5�
（豪）

48 デアリングタクト 牝5青鹿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 杉山 晴紀 日高 長谷川牧場 484－ 22：23．9	 13．0�
（英）

714 ダノンベルーガ 牡3鹿 55 川田 将雅�ダノックス 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 500± 02：24．32	 4．2	
35 
 グランドグローリー 牝6鹿 55 M．ギュイヨンウス牧場 G．ビエトリーニ 英 Elevage Haras

de Bourgeauville 470 〃 クビ 57．0

（Grand Glory（GB）） （仏） （仏）

12 
 オ ネ ス ト 牡3栗 55 C．ルメール G．オーギュスタン・
ノルマン氏 F．シャペ 愛 Diamond

Creek Farm 454 2：24．4クビ 13．3�
（Onesto（IRE）） （仏）

611 カ ラ テ 牡6黒鹿57 菅原 明良小田切 光氏 辻野 泰之 新冠 中地 康弘 536＋ 8 〃 クビ 55．7�
47 
 テ ュ ネ ス 牡3栗 55 B．ムルザバエフ H．レンツ氏 P．シールゲン 独 Paul H.Van-

deberg 442 2：24．71� 25．5
（Tunnes（GER）） （独） （独）

817 ユーバーレーベン 牝4青鹿55 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 476± 0 〃 ハナ 35．5�
510 ハーツイストワール 牡6黒鹿57 武 豊嶋田 賢氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 476－ 22：24．8クビ 42．7�
612 シャドウディーヴァ 牝6黒鹿55 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 482－ 42：24．9	 259．0�
24 トラストケンシン 牡7鹿 57 丸田 恭介菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 474＋ 62：25．0� 424．6�
713 テーオーロイヤル 牡4鹿 57 菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 456－ 22：25．31� 26．1�
11 
 シ ム カ ミ ル 牡3栗 55 G．ブノワ ペレル牧場 S．ワッテル 愛 Haras de

la Perelle 486 〃 ハナ 41．5�
（Simca Mille（IRE）） （仏） （仏）

59 � ユニコーンライオン 牡6黒鹿57 国分 優作ライオンレースホース� 矢作 芳人 愛 Desert Star
Phoenix Jvc B534＋ 4 〃 クビ 67．2�

818 ボッケリーニ 牡6栗 57 浜中 俊金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 458－142：25．72	 32．3�

816� リ ッ ジ マ ン 牡9鹿 57 石川裕紀人�辻牧場 千葉 幸喜 浦河 辻 牧場 B472－ 62：26．44 374．1�
（岩手）

（18頭）

売 得 金
単勝： 1，222，312，400円 複勝： 1，151，176，200円 枠連： 627，704，800円 馬連： 2，730，783，300円 馬単： 1，004，497，300円
ワイド： 2，040，137，300円 3連複： 5，492，016，400円 3連単： 6，928，045，900円 5重勝： 630，414，100円 計： 21，827，087，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 140円 � 240円 枠 連（3－7） 470円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，920円

ワ イ ド �� 380円 �� 560円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，360円 3 連 単 ��� 9，850円

5 重 勝
対象競走：東京10R／阪神10R／東京11R／阪神11R／東京12R

キャリーオーバー なし����� 53，450円

票 数

単勝票数 計12223124 的中 � 2167584（3番人気）
複勝票数 計11511762 的中 � 1905777（2番人気）� 2403227（1番人気）� 1008737（4番人気）
枠連票数 計6277048 的中 （3－7）1023359（1番人気）
馬連票数 計27307833 的中 �� 2239716（2番人気）
馬単票数 計10044973 的中 �� 391274（4番人気）
ワイド票数 計20401373 的中 �� 1437388（2番人気）�� 901372（5番人気）�� 961004（4番人気）
3連複票数 計54920164 的中 ���1739973（2番人気）
3連単票数 計69280459 的中 ��� 509456（10番人気）
5重勝票数 計6304141 的中 ����� 8255

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．0―36．3―48．8―1：01．1―1：13．3―1：25．7―1：37．8―1：49．5―2：00．9―2：12．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．9―3F34．2
1
3

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

2
4

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

ヴェラアズール �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．3．20 阪神2着

2017．1．19生 牡5青 母 ヴェラブランカ 母母 アドマイヤサンデー 22戦6勝 賞金 549，680，000円
〔発走状況〕 テュネス号は，枠入り不良。発走時刻4分遅延。
〔制裁〕 シャフリヤール号の騎手C．デムーロは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて令和4年12月10日から令和4年

12月18日まで騎乗停止。（被害馬：14番）
〔調教再審査〕 テュネス号は，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。

５レース目

３レース目



（4東京5）第8日 11月27日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 180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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

954，330，000円
11，240，000円
38，660，000円
7，530，000円
128，360，000円
12，000，000円
82，343，500円
5，551，500円
1，728，000円

勝馬投票券売得金
2，018，366，300円
2，256，608，900円
881，900，800円
3，931，104，900円
1，543，084，300円
3，143，849，800円
7，407，359，700円
9，236，081，900円
630，414，100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
5 重 勝
計 31，048，770，700円

総入場人員 53，559名 （有料入場人員 52，267名）



令和4年度 第5回東京競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，359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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

2，735，770，000円
34，100，000円
285，230，000円
19，610，000円
354，940，000円
20，000，000円
626，034，500円
40，579，000円
13，046，400円

勝馬投票券売得金
7，763，618，600円
9，686，483，800円
2，899，163，400円
13，580，888，100円
5，625，029，900円
11，108，411，100円
23，038，632，200円
28，190，494，200円
630，414，100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
5 重 勝
計 102，523，135，400円

総入場延人員 200，809名 （有料入場延人員 195，549名）
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