
3000111月6日 晴 良 （3東京5） 第1日 第1競走 ��1，300�2歳未勝利
発走10時00分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：17．4
1：17．4

良
良

59 ウィンダミア 牡2鹿 55 三浦 皇成広尾レース� 林 徹 新冠 パカパカ
ファーム 456＋ 21：19．1 10．0�

58 プリーチトヤーン 牝2鹿 54 石川裕紀人髙瀬 真尚氏 斎藤 誠 浦河 三好牧場 458－ 61：19．31 17．8�
815� ピンクダイヤ 牡2芦 55 M．デムーロ木村 久子氏 森 秀行 米 Robert

Schaedle 460＋ 61：19．72� 2．3�
34 ビップソリオ 牡2黒鹿55 吉田 豊鈴木 邦英氏 田島 俊明 洞�湖 レイクヴィラファーム 506－ 41：20．02 10．7�
23 レオインテンシブ 牡2鹿 55 C．ルメール�レオ 高柳 大輔 日高 高柳 隆男 450＋ 41：20．1アタマ 3．2�
35 リュッカクローナ 牡2鹿 55 和田 竜二西森 功氏 吉田 直弘 浦河 大道牧場 460－ 21：20．73� 6．8	
11 スノーフォックス �2黒鹿55 江田 照男ゴドルフィン 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 432＋ 41：21．23 63．8

713 サ ノ プ リ 牝2鹿 54

51 ▲永野 猛蔵佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 418－ 81：21．41	 277．1�
712 ディーロジャー 牡2鹿 55

53 △山田 敬士吉川 朋宏氏 鈴木慎太郎 平取 スガタ牧場 456＋ 2 〃 クビ 582．3�
814 ロイズピーク 牡2黒鹿55 大野 拓弥高橋 文男氏 武藤 善則 浦河 笠松牧場 484＋ 8 〃 アタマ 52．2
47 プロバブルチェンジ 牝2栗 54 岩田 康誠小田 吉男氏 武井 亮 平取 川向高橋育

成牧場 B444＋ 21：21．61	 268．2�
611 ジュンオーズ 牡2鹿 55 大庭 和弥河合 純二氏 勢司 和浩 熊本 本田 土寿 434＋161：21．7クビ 316．6�
46 スピーシーズ 牝2栗 54 武士沢友治吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B458＋241：21．8� 218．1�
22 ソ ン テ 牝2栗 54 坂井 瑠星 �グランデオーナーズ 畠山 吉宏 浦河 グランデファーム 460－ 61：22．44 111．0�
610 サ ノ ケ ン 牡2栗 55 野中悠太郎佐野 信幸氏 栗田 徹 日高 豊洋牧場 468＋ 21：23．35 77．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，765，200円 複勝： 43，097，300円 枠連： 11，925，400円
馬連： 55，647，900円 馬単： 28，569，900円 ワイド： 45，768，400円
3連複： 85，844，300円 3連単： 105，785，600円 計： 412，404，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 330円 � 340円 � 130円 枠 連（5－5） 6，950円

馬 連 �� 7，210円 馬 単 �� 12，650円

ワ イ ド �� 1，970円 �� 640円 �� 670円

3 連 複 ��� 6，250円 3 連 単 ��� 51，230円

票 数

単勝票数 計 357652 的中 � 29818（4番人気）
複勝票数 計 430973 的中 � 26375（5番人気）� 26037（6番人気）� 121658（1番人気）
枠連票数 計 119254 的中 （5－5） 1329（11番人気）
馬連票数 計 556479 的中 �� 5978（17番人気）
馬単票数 計 285699 的中 �� 1693（30番人気）
ワイド票数 計 457684 的中 �� 5664（18番人気）�� 18789（7番人気）�� 18010（8番人気）
3連複票数 計 858443 的中 ��� 10299（20番人気）
3連単票数 計1057856 的中 ��� 1497（131番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．1―29．7―41．9―54．1―1：06．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウィンダミア �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 Makfi デビュー 2021．8．14 新潟7着

2019．4．21生 牡2鹿 母 クエストフォーワンダー 母母 Sinndiya 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サノケン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年12月6日まで平地競走に出

走できない。

3000211月6日 晴 良 （3東京5） 第1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 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．7
1：32．3

良
良

11 ロ ジ レ ッ ト 牝2黒鹿54 柴田 善臣久米田正明氏 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：34．5 8．3�
22 レディナビゲーター 牝2芦 54 C．ルメール 吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 478－ 61：34．6クビ 1．8�
813 レ ヴ ー ル 牝2鹿 54 坂井 瑠星前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466＋ 21：34．81� 65．0�
44 ヨドノスカーレッド 牝2栗 54 江田 照男海原 聖一氏 中野 栄治 浦河 林農場 472＋ 21：35．33 8．6�
56 デ カ メ ロ ン 牝2青鹿 54

52 △山田 敬士三岡 陽氏 小桧山 悟 新冠 岩見牧場 394－ 61：35．4� 129．2�
69 ココリヴァルキリー 牝2黒鹿54 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 日高 厚賀古川牧場 426－ 4 〃 ハナ 12．8�
57 チューウィー 牝2栗 54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 古賀 慎明 浦河 金石牧場 440－ 2 〃 クビ 28．0

45 ディオアステリア 牝2芦 54

51 ▲永野 猛蔵 �YGGホースクラブ 小野 次郎 むかわ 市川牧場 460－ 41：35．82� 17．6�
68 ビッグロジールーフ 牝2黒鹿54 丸山 元気大屋 高広氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 430＋161：36．11� 107．5
812 ペイシャスウィート 牝2黒鹿54 内田 博幸北所 直人氏 土田 稔 新冠 オリエント牧場 450－ 4 〃 クビ 497．0�
33 キョウエイパーリオ 牝2黒鹿54 和田 竜二田中 晴夫氏 中川 公成 青森 ワールドファーム 482＋ 8 〃 クビ 30．6�
710 アンテロープ 牝2鹿 54 三浦 皇成村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 446＋ 21：36．41� 6．1�
711 アロハモーラ 牝2黒鹿54 野中悠太郎荻原 慎司氏 杉浦 宏昭 様似 猿倉牧場 B454－ 41：36．72 408．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 39，822，700円 複勝： 73，611，000円 枠連： 8，749，500円
馬連： 51，226，300円 馬単： 29，502，300円 ワイド： 49，891，200円
3連複： 75，863，200円 3連単： 104，562，900円 計： 433，229，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 180円 � 110円 � 990円 枠 連（1－2） 820円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 2，130円

ワ イ ド �� 350円 �� 5，930円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 12，100円 3 連 単 ��� 63，220円

票 数

単勝票数 計 398227 的中 � 40098（3番人気）
複勝票数 計 736110 的中 � 71542（3番人気）� 363847（1番人気）� 8499（9番人気）
枠連票数 計 87495 的中 （1－2） 8222（3番人気）
馬連票数 計 512263 的中 �� 49003（3番人気）
馬単票数 計 295023 的中 �� 10352（7番人気）
ワイド票数 計 498912 的中 �� 41769（3番人気）�� 1980（37番人気）�� 6257（20番人気）
3連複票数 計 758632 的中 ��� 4702（38番人気）
3連単票数 計1045629 的中 ��� 1199（179番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．7―12．0―12．4―11．5―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―35．1―47．1―59．5―1：11．0―1：22．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロ ジ レ ッ ト �
�
父 ロジユニヴァース �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2021．10．10 東京3着

2019．4．2生 牝2黒鹿 母 ロジフェローズ 母母 スイートフェローズ 2戦1勝 賞金 6，900，000円

第５回 東京競馬 第１日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



3000311月6日 晴 良 （3東京5） 第1日 第3競走 1，400�2歳未勝利
発走11時00分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．1
1：23．0

重
重

11 ラ ラ ラ ン ド 牝2黒鹿 54
51 ▲永野 猛蔵椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 460＋ 41：25．6 1．8�

711 セイウンハルカニ 牡2青鹿55 M．デムーロ西山 茂行氏 竹内 正洋 新冠 村上 欽哉 466＋ 61：26．66 3．7�
812 ナカガワフェイス 牝2青鹿54 内田 博幸 STレーシング 上原 博之 新ひだか 筒井 征文 492＋ 61：26．7� 8．6�
69 ミルトイグニス 牡2黒鹿55 柴田 大知永山 勝敏氏 武市 康男 浦河 赤田牧場 494＋ 21：27．23 151．3�
22 メイリトルラバー 牝2鹿 54 三浦 皇成千明牧場 水野 貴広 日高 千明牧場 462－ 61：27．3� 20．0�
57 セ ン ジ ュ 牡2栗 55 武士沢友治荒井 城志氏 南田美知雄 青森 マルシチ牧場 454－ 61：27．51 20．2�
44 オルロージュ 牡2芦 55 江田 照男	ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 438± 01：27．6� 15．6

813 ア ス ガ ル ド 牡2栗 55 田辺 裕信野田 善己氏 加藤士津八 新ひだか 西村牧場 518－ 6 〃 クビ 34．4�
710 オリーヴベリー 牡2黒鹿55 団野 大成 �シルクレーシング 武市 康男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋101：27．92 35．9
56 イエローウィン 牝2黒鹿54 野中悠太郎平川 浩之氏 菊川 正達 日高 槇本牧場 B458－ 41：28．21� 112．5�
68 イントロバート 牝2黒鹿54 津村 明秀�野 智博氏 的場 均 新ひだか 岡田スタツド 478－ 81：29．68 189．3�
45 レヴァンツォ 牝2鹿 54

52 △山田 敬士小林 祐一氏 青木 孝文 浦河 中村 雅明 456－ 41：30．02� 582．3�
33 ジャストビギニング 牡2鹿 55 宮崎 北斗松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 浦河 カナイシスタッド 460－ 21：31．38 405．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 46，179，200円 複勝： 67，796，300円 枠連： 11，966，100円
馬連： 54，912，100円 馬単： 30，732，300円 ワイド： 48，441，700円
3連複： 86，770，900円 3連単： 122，027，500円 計： 468，826，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連（1－7） 280円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 170円 �� 290円 �� 300円

3 連 複 ��� 590円 3 連 単 ��� 1，490円

票 数

単勝票数 計 461792 的中 � 215376（1番人気）
複勝票数 計 677963 的中 � 313973（1番人気）� 130005（2番人気）� 64344（3番人気）
枠連票数 計 119661 的中 （1－7） 32099（1番人気）
馬連票数 計 549121 的中 �� 137269（1番人気）
馬単票数 計 307323 的中 �� 49042（1番人気）
ワイド票数 計 484417 的中 �� 87016（1番人気）�� 37879（3番人気）�� 36921（4番人気）
3連複票数 計 867709 的中 ��� 108843（1番人気）
3連単票数 計1220275 的中 ��� 59304（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．2―36．4―49．2―1：01．3―1：13．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ ラ ラ ン ド �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2021．8．28 札幌中止

2019．3．14生 牝2黒鹿 母 ファイトソング 母母 ジグズアンドリールズ 3戦1勝 賞金 7，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レヴァンツォ号・ジャストビギニング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年12月

6日まで平地競走に出走できない。

3000411月6日 晴 良 （3東京5） 第1日 第4競走 ��1，800�2歳未勝利
発走11時30分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：44．5

良
良

77 ディープレイヤー 牡2黒鹿55 C．ルメール 嶋田 一成氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 472± 01：48．7 1．4�
89 フリューゲルホルン 牡2黒鹿55 坂井 瑠星前田 幸治氏 和田正一郎 新冠 平山牧場 516＋ 41：48．8� 53．8�
78 エ テ ル ナ 牡2鹿 55 吉田 豊小林 博雄氏 古賀 史生 新冠 秋田牧場 476± 01：49．01� 10．8�
22 ショーンヘイティ 牡2鹿 55 石川裕紀人星野 壽市氏 相沢 郁 新ひだか 岡田牧場 480＋ 41：49．42� 25．2�
66 バリューテーラー 牝2黒鹿54 和田 竜二中西 浩一氏 森田 直行 日高 藤本ファーム 432＋ 21：49．61� 5．2�
11 ミュステーリオン 牝2栗 54

51 ▲永野 猛蔵 �ビッグレッドファーム 伊坂 重信 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 21：49．81� 52．9	
810 タイニープライド 牝2鹿 54 M．デムーロ富永 剛氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 440＋ 21：49．9� 9．5

44 イ ワ ク ニ 牡2鹿 55 丸田 恭介清水 義德氏 宗像 義忠 新冠 オリエント牧場 476＋ 81：50．32� 27．3�
55 アースロマン 牡2鹿 55 丸山 元気松山 増男氏 粕谷 昌央 新冠 高橋 忍 482± 01：50．4� 334．0�
33 アクナキチョウセン 牡2栗 55

53 △山田 敬士福田 光博氏 小桧山 悟 新冠 長浜 秀昭 422＋ 41：51．14 433．6
（10頭）

売 得 金
単勝： 38，673，400円 複勝： 118，150，300円 枠連： 9，449，100円
馬連： 42，632，400円 馬単： 35，168，400円 ワイド： 42，353，000円
3連複： 62，263，700円 3連単： 144，162，100円 計： 492，852，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 540円 � 170円 枠 連（7－8） 400円

馬 連 �� 3，090円 馬 単 �� 3，820円

ワ イ ド �� 880円 �� 190円 �� 2，400円

3 連 複 ��� 3，720円 3 連 単 ��� 13，660円

票 数

単勝票数 計 386734 的中 � 220751（1番人気）
複勝票数 計1181503 的中 � 898025（1番人気）� 11997（7番人気）� 61225（3番人気）
枠連票数 計 94491 的中 （7－8） 18008（3番人気）
馬連票数 計 426324 的中 �� 10662（9番人気）
馬単票数 計 351684 的中 �� 6895（10番人気）
ワイド票数 計 423530 的中 �� 10681（10番人気）�� 75004（2番人気）�� 3704（22番人気）
3連複票数 計 622637 的中 ��� 12541（14番人気）
3連単票数 計1441621 的中 ��� 7647（41番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―11．8―12．6―13．0―12．3―11．8―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―35．8―48．4―1：01．4―1：13．7―1：25．5―1：36．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．0

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

勝馬の
紹 介

ディープレイヤー �
�
父 ディーマジェスティ �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2021．8．29 札幌2着

2019．3．20生 牡2黒鹿 母 クインズプレイヤー 母母 フレイバーギフト 3戦1勝 賞金 9，900，000円
※タイニープライド号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3000511月6日 晴 良 （3東京5） 第1日 第5競走 ��2，000�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
1：59．5
1：58．9

良
良

22 トーセンリョウ 牡2鹿 55 和田 竜二島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 444 ―2：03．2 2．5�
44 ダノンギャラクシー 牡2鹿 55 C．ルメール�ダノックス 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 478 ―2：03．62� 2．1�
77 ローズナイトシチー 牡2黒鹿55 M．デムーロ �友駿ホースクラブ 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 464 ―2：03．7� 22．7�
33 スピアヘッド 牡2黒鹿55 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 菊川 正達 日高 前野牧場 444 ―2：04．55 43．5�
11 ウインルシファー 牡2栗 55 横山 武史�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 474 ― 〃 アタマ 7．8	
66 ブランデウェイン 牡2鹿 55 杉原 誠人
ミルファーム 伊坂 重信 平取 びらとり牧場 474 ―2：05．03 200．4�
55 ブ ー ガ ル ー 牝2黒鹿54 三浦 皇成 
PRIDE ROCK 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 464 ―2：05．53 10．5�
89 マイネルグローリエ 牡2鹿 55 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 486 ― 〃 クビ 31．4
88 ウエスタンフレチャ 牝2黒鹿54 武士沢友治西川 賢氏 深山 雅史 新ひだか ウエスタンファーム 420 ―2：06．35 117．5�

（9頭）

売 得 金
単勝： 52，034，300円 複勝： 44，900，600円 枠連： 6，796，700円
馬連： 48，202，500円 馬単： 32，996，700円 ワイド： 36，448，500円
3連複： 61，233，400円 3連単： 122，098，000円 計： 404，710，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 110円 � 210円 枠 連（2－4） 230円

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 140円 �� 670円 �� 410円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 3，430円

票 数

単勝票数 計 520343 的中 � 172977（2番人気）
複勝票数 計 449006 的中 � 157262（1番人気）� 147254（2番人気）� 24329（5番人気）
枠連票数 計 67967 的中 （2－4） 22367（1番人気）
馬連票数 計 482025 的中 �� 167536（1番人気）
馬単票数 計 329967 的中 �� 54910（2番人気）
ワイド票数 計 364485 的中 �� 92496（1番人気）�� 10557（10番人気）�� 18336（6番人気）
3連複票数 計 612334 的中 ��� 51114（3番人気）
3連単票数 計1220980 的中 ��� 25803（10番人気）

ハロンタイム 13．6―12．8―12．0―12．5―13．0―12．7―12．3―11．5―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．6―26．4―38．4―50．9―1：03．9―1：16．6―1：28．9―1：40．4―1：51．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F34．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トーセンリョウ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Hawk Wing 初出走

2019．5．12生 牡2鹿 母 カ ン ビ ー ナ 母母 Await 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ダノンギャラクシー号の騎手C．ルメールは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8

番・5番・3番）
トーセンリョウ号の騎手和田竜二は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。

（被害馬：7番）

3000611月6日 晴 良 （3東京5） 第1日 第6競走 1，300�2歳新馬
発走12時55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

711 モ ウ シ ョ ウ 牡2黒鹿55 和田 竜二岡 浩二氏 鈴木 孝志 新ひだか 株式会社 サ
ンデーヒルズ 488 ―1：20．4 1．9�

813 オーロラアーク 牝2芦 54 武士沢友治松谷 翔太氏 石栗 龍彦 日高 豊洋牧場 408 ―1：20．51 88．2�
68 サカエショウ 牡2鹿 55 石橋 脩齊藤 栄一氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 504 ―1：20．71� 5．4�
57 ジャスティンパワー 牡2鹿 55 C．ルメール 三木 正浩氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 462 ―1：21．44 3．9�
11 キタノロッキー 牡2黒鹿55 横山 武史�木村牧場 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 428 ―1：21．5クビ 15．4�
812 トキメキスバル 牝2芦 54 丸田 恭介片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 本桐牧場 448 ―1：21．71� 145．8	
45 パワポケビー 牝2栗 54 江田 照男柳原 達也氏 中野 栄治 日高 佐々木 康治 508 ―1：22．12� 65．0

33 マ ジ ョ リ ー 牝2鹿 54 団野 大成�ターフ・スポート勢司 和浩 日高 ナカノファーム 430 ―1：22．2� 91．8�
22 ビップシャルマン 牝2芦 54 吉田 豊鈴木 邦英氏 田島 俊明 浦河 高野牧場 420 ―1：22．41� 23．3�
56 キ ネ ン ビ 牝2栗 54 野中悠太郎谷口 祐人氏 勢司 和浩 新ひだか 中田 浩美 460 ―1：22．82� 186．7
69 タマモビラカリーナ 牝2黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵タマモ� 藤原 辰雄 新ひだか 岡田牧場 490 ―1：23．43� 39．9�
44 シュネーシュテルン 牝2芦 54 柴田 大知西森 功氏 清水 英克 新ひだか 信田牧場 456 ―1：23．93 73．1�
710 ノットクラッシュ 牝2鹿 54 丸山 元気山口 敦広氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 472 ―1：24．53� 20．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 47，434，200円 複勝： 46，736，200円 枠連： 10，790，100円
馬連： 54，808，200円 馬単： 30，001，400円 ワイド： 45，020，700円
3連複： 75，029，000円 3連単： 104，140，700円 計： 413，960，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 890円 � 160円 枠 連（7－8） 3，180円

馬 連 �� 5，960円 馬 単 �� 7，200円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 270円 �� 4，120円

3 連 複 ��� 7，260円 3 連 単 ��� 45，950円

票 数

単勝票数 計 474342 的中 � 200966（1番人気）
複勝票数 計 467362 的中 � 184574（1番人気）� 6982（10番人気）� 63568（3番人気）
枠連票数 計 107901 的中 （7－8） 2627（12番人気）
馬連票数 計 548082 的中 �� 7119（15番人気）
馬単票数 計 300014 的中 �� 3123（22番人気）
ワイド票数 計 450207 的中 �� 6940（14番人気）�� 50173（2番人気）�� 2491（32番人気）
3連複票数 計 750290 的中 ��� 7747（20番人気）
3連単票数 計1041407 的中 ��� 1643（122番人気）

ハロンタイム 7．3―11．5―12．0―12．6―12．4―11．9―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．3―18．8―30．8―43．4―55．8―1：07．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モ ウ シ ョ ウ �
�
父 ザファクター �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2019．4．29生 牡2黒鹿 母 クロンヌドール 母母 ハンターズマーク 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 ノットクラッシュ号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教注意。



3000711月6日 晴 良 （3東京5） 第1日 第7競走 1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時25分 （ダート・左）

牝；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

22 アラゴナイト 牝3黒鹿54 杉原 誠人重松 國建氏 加藤 和宏 日高 横井 哲 452＋141：38．6 13．3�
68 ミラーウォーカーズ 牝3鹿 54 丸田 恭介ライオンレースホース� 石栗 龍彦 日高 モリナガファーム 482－ 81：39．13 9．9�
711 コーンフィールド 牝3黒鹿54 横山 武史 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 496＋101：39．2� 4．1�
69 � ダイナストーン 牝3栗 54 C．ルメール 山本又一郎氏 藤沢 和雄 新ひだか 岡田牧場 536－ 21：39．3クビ 6．4�
11 パ ラ ノ イ ド 牝3鹿 54 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 むかわ 上水牧場 472－ 21：39．4� 2．9	
710 リキサンハート 牝3黒鹿54 松岡 正海 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 496± 0 〃 クビ 8．5

57 セレンゲティ 牝3芦 54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 450－ 41：39．5クビ 63．0�
812 ジュラメント 牝3黒鹿54 野中悠太郎犬塚悠治郎氏 根本 康広 新ひだか 千代田牧場 432＋161：39．6� 24．7�
44 ブロードマリー 牝3鹿 54 三浦 皇成 �ユートピア牧場 林 徹 新ひだか 服部 牧場 432± 01：39．91� 52．6
56 スパークオブライフ 牝5黒鹿 55

52 ▲永野 猛蔵西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 426＋ 4 〃 クビ 24．9�
33 フェルマーテ 牝4青鹿55 柴田 善臣�G1レーシング 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 41：40．0� 19．8�
45 � アドラツィオーネ 牝4黒鹿55 吉田 豊佐々木雄二氏 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－141：40．31� 312．8�
813 エアーレジーナ 牝3鹿 54 和田 竜二遠藤 良一氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 21：40．61� 20．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 43，640，100円 複勝： 58，235，900円 枠連： 15，476，500円
馬連： 75，312，200円 馬単： 30，766，500円 ワイド： 59，658，300円
3連複： 112，452，800円 3連単： 113，998，700円 計： 509，541，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 300円 � 330円 � 180円 枠 連（2－6） 2，830円

馬 連 �� 5，490円 馬 単 �� 13，250円

ワ イ ド �� 1，890円 �� 750円 �� 940円

3 連 複 ��� 9，350円 3 連 単 ��� 92，750円

票 数

単勝票数 計 436401 的中 � 26234（6番人気）
複勝票数 計 582359 的中 � 46284（5番人気）� 41533（6番人気）� 103816（2番人気）
枠連票数 計 154765 的中 （2－6） 4224（13番人気）
馬連票数 計 753122 的中 �� 10628（21番人気）
馬単票数 計 307665 的中 �� 1741（48番人気）
ワイド票数 計 596583 的中 �� 7839（23番人気）�� 21086（6番人気）�� 16356（10番人気）
3連複票数 計1124528 的中 ��� 9020（32番人気）
3連単票数 計1139987 的中 ��� 891（338番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―12．3―12．9―12．9―12．1―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―35．6―48．5―1：01．4―1：13．5―1：25．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アラゴナイト �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2020．7．11 福島13着

2018．5．17生 牝3黒鹿 母 ドレスアップ 母母 コ ト ノ ハ 7戦2勝 賞金 18，070，000円

3000811月6日 晴 良 （3東京5） 第1日 第8競走 ��2，100�3歳以上1勝クラス
発走13時55分 （ダート・左）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

35 ジュンキリタップ 牡3芦 55 吉田 豊河合 純二氏 高柳 瑞樹 平取 二風谷ファーム 512＋ 62：12．7 10．5�
611 エコロカナワン 牡3鹿 55 田辺 裕信原村 正紀氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B490＋ 42：12．8� 13．4�
610 セ ル ヴ ァ ン 牡3鹿 55 戸崎 圭太 �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 466＋ 42：12．9� 3．5�
46 ネオヴィットーリア 牝7黒鹿55 松岡 正海ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 日高 メイプルファーム 464± 02：13．32� 190．9�
23 サトノアレックス �4栗 57

54 ▲永野 猛蔵 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 498＋102：13．51� 24．9	
34 リズムオブザナイト 牡3鹿 55 内田 博幸吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム B482＋ 82：13．6クビ 9．4

815 ダ イ モ ー ン 牡3黒鹿55 丸田 恭介平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 B522－ 62：13．7� 17．4�
712 テイエムダイアタリ 牡3黒鹿55 武士沢友治竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 上井農場 512－ 62：14．12 61．3�
58 	 アメリカンエール 牡3芦 55 石橋 脩 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. 498＋ 6 〃 クビ 17．2
11 バルンストック �4黒鹿57 団野 大成 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 桜井牧場 486－ 42：14．3� 17．8�
22 ロングテール 牡3鹿 55 丸山 元気保坂 和孝氏 林 徹 安平 ノーザンファーム B506＋142：14．62 38．1�
713 スキルショット 牡4鹿 57 和田 竜二横田 恵子氏 加藤士津八 新ひだか 今 牧場 B492－ 6 〃 クビ 58．9�
814
 ク ロ ヒ ョ ウ 牡5青鹿57 野中悠太郎河内 孝夫氏 小西 一男 日高 坂 牧場 502－ 22：15．23� 83．4�
47 リオンドール 牡3黒鹿55 三浦 皇成 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム B524＋ 22：15．62 7．3�
59 サ ク ラ ロ ワ 牡3黒鹿55 C．ルメール�さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 538＋ 4 〃 クビ 3．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 45，983，900円 複勝： 59，184，800円 枠連： 17，864，500円
馬連： 77，095，400円 馬単： 31，667，300円 ワイド： 65，131，300円
3連複： 119，773，300円 3連単： 124，426，000円 計： 541，126，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 310円 � 270円 � 140円 枠 連（3－6） 830円

馬 連 �� 5，210円 馬 単 �� 9，520円

ワ イ ド �� 1，790円 �� 810円 �� 860円

3 連 複 ��� 8，540円 3 連 単 ��� 52，590円

票 数

単勝票数 計 459839 的中 � 34779（5番人気）
複勝票数 計 591848 的中 � 41536（6番人気）� 49568（5番人気）� 138507（1番人気）
枠連票数 計 178645 的中 （3－6） 16675（3番人気）
馬連票数 計 770954 的中 �� 11455（20番人気）
馬単票数 計 316673 的中 �� 2493（36番人気）
ワイド票数 計 651313 的中 �� 9050（23番人気）�� 21157（5番人気）�� 19790（6番人気）
3連複票数 計1197733 的中 ��� 10518（20番人気）
3連単票数 計1244260 的中 ��� 1715（139番人気）

ハロンタイム 6．9―11．5―12．8―12．9―12．6―12．4―12．4―12．2―12．3―13．4―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
6．9―18．4―31．2―44．1―56．7―1：09．1―1：21．5―1：33．7―1：46．0―1：59．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F39．0
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジュンキリタップ �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．12．20 中山4着

2018．3．9生 牡3芦 母 レオアルテミス 母母 ティアドロップス 8戦2勝 賞金 17，800，000円



3000911月6日 晴 良 （3東京5） 第1日 第9競走 ��1，400�神 奈 川 新 聞 杯
発走14時25分 （芝・左）
3歳以上，2勝クラス，2．11．7以降3．10．31まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

神奈川新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
1：19．4
1：19．0

良
良

715 バ ル ト リ 牝4黒鹿54 横山 武史ゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 464－ 21：20．8 5．4�

59 アヴェラーレ 牝3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 440－ 2 〃 ハナ 1．8�
817 アップストリーム 牝3黒鹿53 石川裕紀人下河辺隆行氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 468－ 6 〃 ハナ 7．0�
713 ソ ス ピ タ 牝4芦 52 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 片岡 博 452＋ 21：21．01� 68．6�
48 ア ビ エ ル ト 牡4鹿 56 和田 竜二野嶋 祥二氏 杉山 佳明 浦河 富田牧場 492－ 41：21．1クビ 34．7�
714 ベストクィーン 牝5栗 51 永野 猛蔵田畑 富子氏 茶木 太樹 新冠 ハクツ牧場 428－ 21：21．42 144．1	
24 カフェサンドリヨン 牝4芦 53 戸崎 圭太西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 490－ 61：21．5クビ 9．0

510 フィルムフェスト 牝5青鹿53 団野 大成 �キャロットファーム 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋ 4 〃 クビ 40．5�
35 エバーミランダ 牝6鹿 52 内田 博幸宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 460＋ 41：21．71� 92．9�
12 マサノアッレーグラ 牝6芦 52 津村 明秀中村 時子氏 辻 哲英 日高 道見牧場 508－ 4 〃 アタマ 141．7
11 ペイシャフェスタ 牝3栗 52 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 浦河 梅田牧場 486＋ 8 〃 クビ 13．9�
36 � アルディテッツァ 牡5鹿 54 三浦 皇成�G1レーシング 橋口 慎介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B504－ 81：21．8クビ 29．1�
818 ヘイワノツカイ 牡5栗 55 坂井 瑠星星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 464＋ 21：21．91 30．4�
612 セイドアモール 牝5鹿 52 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 浦河 荻伏三好フ
アーム B520＋ 21：22．0クビ 293．1�

23 ナンゴクアイネット 牝6鹿 52 江田 照男渡 義光氏 �島 一歩 新冠 つつみ牧場 476－ 41：22．1� 79．4�
611� ヴァイスブリッツ 	6鹿 53 山田 敬士 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小手川 準 新ひだか 岡田スタツド 460－ 61：22．21 280．1�
47 � ニシノアップルパイ 牡7鹿 53 大野 拓弥西山 茂行氏 新谷 功一 新ひだか 棚川 光男 500＋ 21：22．41� 248．5�
816 ク ロ ッ チ 	4黒鹿54 田辺 裕信 �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 452－121：22．72 80．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 68，003，800円 複勝： 99，442，900円 枠連： 20，796，900円
馬連： 109，419，600円 馬単： 49，393，700円 ワイド： 93，114，200円
3連複： 175，849，500円 3連単： 213，619，000円 計： 829，639，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 140円 � 110円 � 190円 枠 連（5－7） 440円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 230円 �� 530円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 7，000円

票 数

単勝票数 計 680038 的中 � 100646（2番人気）
複勝票数 計 994429 的中 � 152935（2番人気）� 358922（1番人気）� 94004（4番人気）
枠連票数 計 207969 的中 （5－7） 36337（1番人気）
馬連票数 計1094196 的中 �� 170859（1番人気）
馬単票数 計 493937 的中 �� 26768（5番人気）
ワイド票数 計 931142 的中 �� 118950（1番人気）�� 40458（5番人気）�� 60918（2番人気）
3連複票数 計1758495 的中 ��� 109691（1番人気）
3連単票数 計2136190 的中 ��� 22109（13番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．2―11．3―11．4―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．3―45．6―57．0―1：08．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F35．2
3 12－15（6，11，18）（8，13）10（7，17）（1，16）14，3，9，5（4，2） 4 12－15，18（6，11，13）8，10（7，17）（1，16）（3，14，9）（5，4）2

勝馬の
紹 介

バ ル ト リ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Singspiel デビュー 2019．11．24 東京1着

2017．2．19生 牝4黒鹿 母 レディオブオペラ 母母 レディミドルトン 11戦3勝 賞金 44，070，000円
〔制裁〕 セイドアモール号の騎手宮崎北斗は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・10番・9番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 レディードリー号

3001011月6日 晴 良 （3東京5） 第1日 第10競走 ��
��1，800�ノベンバーステークス

発走15時00分 （芝・左）
3歳以上，3勝クラス；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．8

良
良

44 イルーシヴパンサー 牡3黒鹿55 田辺 裕信草間 庸文氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 472＋ 21：46．1 1．9�
22 � シ ン ボ 牡4鹿 57 三浦 皇成�龍光 小崎 憲 新冠 長浜 忠 466＋ 41：46．2	 14．6�
11 ソルドラード 
5鹿 57 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 498＋ 41：46．3� 3．6�
89 マイネルミュトス 牡5青 57 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 482＋ 6 〃 クビ 9．7�
66 エンデュミオン 牡4黒鹿57 大野 拓弥�ターフ・スポート清水 久詞 浦河 谷川牧場 452－ 61：46．51� 26．7	
33 テーオーラフィット 牝3黒鹿53 横山 武史小笹 公也氏 上村 洋行 日高 ヤナガワ牧場 492－101：46．6クビ 5．7

55 ル リ ア ン 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 506－ 61：47．23� 26．9�
88 ヴィクターバローズ 
4鹿 57 石橋 脩猪熊 広次氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B464－ 81：48．26 35．1�
77 ニューポート 牡5黒鹿57 津村 明秀馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 462＋ 81：48．31 247．0

（9頭）

売 得 金
単勝： 69，380，200円 複勝： 85，185，100円 枠連： 18，964，000円
馬連： 103，015，700円 馬単： 54，067，600円 ワイド： 74，862，800円
3連複： 149，516，300円 3連単： 290，188，300円 計： 845，180，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 200円 � 130円 枠 連（2－4） 1，500円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 400円 �� 180円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 5，800円

票 数

単勝票数 計 693802 的中 � 290515（1番人気）
複勝票数 計 851851 的中 � 407327（1番人気）� 58231（5番人気）� 123261（2番人気）
枠連票数 計 189640 的中 （2－4） 9763（6番人気）
馬連票数 計1030157 的中 �� 60032（5番人気）
馬単票数 計 540676 的中 �� 21908（6番人気）
ワイド票数 計 748628 的中 �� 43685（5番人気）�� 133425（1番人気）�� 25940（10番人気）
3連複票数 計1495163 的中 ��� 93389（3番人気）
3連単票数 計2901883 的中 ��� 36213（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―36．0―47．9―59．9―1：11．9―1：23．0―1：34．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

イルーシヴパンサー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．8．15 新潟1着

2018．2．15生 牡3黒鹿 母 イルーシヴキャット 母母 レッドキャット 8戦4勝 賞金 64，550，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



3001111月6日 晴 良 （3東京5） 第1日 第11競走 ��
��1，400�第57回京王杯2歳ステークス（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・左）
2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

京王電鉄株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 504，000円 144，000円 72，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．8
1：20．1

良
良

33 キングエルメス 牡2鹿 55 坂井 瑠星広尾レース� 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 492＋181：21．3 16．4�
58 トウシンマカオ 牡2栗 55 戸崎 圭太�サトー 高柳 瑞樹 新ひだか 服部 牧場 452＋ 61：21．51� 7．9�
711 ラブリイユアアイズ 牝2青 54 団野 大成井内 康之氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 438－ 81：21．6� 7．6�
610 コ ラ リ ン 牝2栗 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 434＋ 2 〃 クビ 3．4�
69 レッツリブオン 牡2黒鹿55 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 438－ 21：21．91� 10．6	
22 テーオースパロー 牡2黒鹿55 岩田 康誠小笹 公也氏 清水 久詞 むかわ 上水牧場 490＋ 81：22．0	 21．2

46 セ ル バ ー グ 牡2鹿 55 和田 竜二桑畑 夏美氏 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 428－ 2 〃 ハナ 38．6�
813 ヴィアドロローサ 牡2鹿 55 横山 武史 �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 日高 下河辺牧場 446＋ 61：22．1クビ 11．7�
45 ベルウッドブラボー 牡2鹿 55 丸山 元気鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 チェスナット

ファーム 456－ 41：22．2� 7．1
57 ア ポ ロ ル タ 牝2鹿 54 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 新ひだか へいはた牧場 432＋ 2 〃 アタマ 147．6�
814 シゲルファンノユメ 牡2鹿 55 三浦 皇成森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか 土田農場 470＋ 61：22．3	 8．0�
712
 ジャスパークローネ 牡2栗 55 M．デムーロ加藤 和夫氏 森 秀行 米 Machmer Hall

& Godolphin 484－ 41：22．61� 25．2�
34 フ ァ ン デ ル 牝2黒鹿54 大野 拓弥中辻 明氏 杉山 佳明 新ひだか タガミファーム 462－ 4 〃 クビ 170．3�
11 スズカコテキタイ 牡2鹿 55 岩部 純二永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 476－101：23．02	 176．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 187，607，400円 複勝： 245，331，400円 枠連： 75，589，800円
馬連： 443，900，200円 馬単： 157，724，600円 ワイド： 300，978，800円
3連複： 800，663，000円 3連単： 865，696，100円 計： 3，077，491，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，640円 複 勝 � 460円 � 320円 � 310円 枠 連（3－5） 7，040円

馬 連 �� 7，450円 馬 単 �� 14，070円

ワ イ ド �� 2，430円 �� 2，250円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 19，130円 3 連 単 ��� 113，390円

票 数

単勝票数 計1876074 的中 � 96404（8番人気）
複勝票数 計2453314 的中 � 131776（8番人気）� 205228（6番人気）� 218209（5番人気）
枠連票数 計 755898 的中 （3－5） 8310（21番人気）
馬連票数 計4439002 的中 �� 46161（33番人気）
馬単票数 計1577246 的中 �� 8407（65番人気）
ワイド票数 計3009788 的中 �� 31571（35番人気）�� 34117（31番人気）�� 64865（15番人気）
3連複票数 計8006630 的中 ��� 31376（79番人気）
3連単票数 計8656961 的中 ��� 5535（441番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．7―12．1―11．0―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―35．1―47．2―58．2―1：09．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングエルメス �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2021．6．26 札幌1着

2019．2．5生 牡2鹿 母 ステラリード 母母 ウェルシュステラ 3戦2勝 賞金 47，104，000円
〔発走状況〕 ジャスパークローネ号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔制裁〕 レッツリブオン号の騎手杉原誠人は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番）

3001211月6日 晴 良 （3東京5） 第1日 第12競走 ��1，600�3歳以上2勝クラス
発走16時10分 （ダート・左）

負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

714� クロパラントゥ �3黒鹿56 C．ルメール 長谷川祐司氏 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 B520＋121：37．2 5．3�
23 キタノリューオー 牡3鹿 56 丸山 元気北所 直人氏 萱野 浩二 新ひだか 見上牧場 462＋ 21：37．52 14．5�
612 オーヴァーネクサス 牡4鹿 57 団野 大成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 新冠 須崎牧場 498－ 21：37．92� 17．3�
815 クリーンスレイト 牡3栗 56 田辺 裕信ゴドルフィン 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482＋ 21：38．0� 2．5�
12 タイキドミニオン 牡3鹿 56 坂井 瑠星�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 512＋101：38．1クビ 43．5	
510 ラフストリーム 牡3鹿 56 大野 拓弥牧埜 幸一氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 524－ 8 〃 クビ 10．1

816 ゴールドフレーム �5栗 57 北村 宏司外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 476－ 4 〃 ハナ 96．2�
59 ストラテジーマップ 牡4鹿 57

54 ▲永野 猛蔵 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 488± 01：38．2� 31．0�
24 サンライズウルス 牡3鹿 56 戸崎 圭太松岡 隆雄氏 安田 翔伍 新冠 村上 欽哉 482＋ 41：38．3� 6．7
611 アーザムブルー 牡7黒鹿57 柴田 善臣 �シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 484± 01：38．61	 73．4�
35 オセアダイナスティ 牡3栗 56 横山 武史 IHR 加藤 征弘 新冠 村田牧場 502± 01：38．7	 5．2�
713 カフェプリンス 牡5鹿 57 松岡 正海西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 516＋ 6 〃 クビ 104．0�
36 メタスペクター 牡3芦 56 野中悠太郎松尾 正氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 466＋ 21：38．8クビ 208．5�
47 グ ラ ナ タ ス �5鹿 57 三浦 皇成 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 472－ 21：38．9	 91．3�
48 デルマカルヴァドス 牡6鹿 57

55 △山田 敬士浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム B484－161：39．64 544．0�
11 ニシノアメイズ 牝5鹿 55 和田 竜二西山 茂行氏 松山 将樹 日高 長谷川 一男 528± 01：39．81� 249．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 82，826，500円 複勝： 116，488，800円 枠連： 31，377，600円
馬連： 154，650，000円 馬単： 60，747，400円 ワイド： 116，624，600円
3連複： 232，697，000円 3連単： 255，808，900円 計： 1，051，220，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 260円 � 360円 � 550円 枠 連（2－7） 1，540円

馬 連 �� 5，440円 馬 単 �� 8，280円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 1，870円 �� 3，230円

3 連 複 ��� 30，100円 3 連 単 ��� 126，160円

票 数

単勝票数 計 828265 的中 � 124845（3番人気）
複勝票数 計1164888 的中 � 131981（4番人気）� 83208（6番人気）� 50849（7番人気）
枠連票数 計 313776 的中 （2－7） 15742（7番人気）
馬連票数 計1546500 的中 �� 21999（17番人気）
馬単票数 計 607474 的中 �� 5500（29番人気）
ワイド票数 計1166246 的中 �� 15771（20番人気）�� 16136（19番人気）�� 9202（30番人気）
3連複票数 計2326970 的中 ��� 5798（79番人気）
3連単票数 計2558089 的中 ��� 1470（352番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．9―48．8―1：01．4―1：13．2―1：25．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F35．8
3 ・（5，14）13（2，7，12）（1，3）（8，10，15）（4，16）－6，9，11 4 ・（5，14）（2，13，12）（7，3，15）1（8，10）16（4，6）9，11

勝馬の
紹 介

�クロパラントゥ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Distorted Humor

2018．3．29生 �3黒鹿 母 マーガレットメドウ 母母 Malibu Prayer 5戦2勝 賞金 18，600，000円
初出走 JRA

※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。
（非当選馬） 1頭 マイコレット号
（非抽選馬） 1頭 トリッチトラッチ号



（3東京5）第1日 11月6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 158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

250，460，000円
2，990，000円
33，160，000円
1，590，000円
29，620，000円
69，799，500円
4，583，000円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
757，350，900円
1，058，160，600円
239，746，200円
1，270，822，500円
571，338，100円
978，293，500円
2，037，956，400円
2，566，513，800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 9，480，182，000円

総入場人員 9，061名 （有料入場人員 8，816名）
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