
3007311月27日 晴 稍重 （3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 5，100，000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
1：36．2
1：36．2

不良
不良

611� トーセンエルドラド 牡2栗 55 横山 和生島川 �哉氏 田村 康仁 米 Mr. Takaya
Shimakawa 524＋ 41：39．0 3．1�

12 � ポイズンアロウ 牡2栗 55 C．ルメール 長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Hinkle Farms 520＋ 21：39．2� 7．1�
714 セイウンシデン 牡2黒鹿55 丸山 元気西山 茂行氏 稲垣 幸雄 浦河 ガーベラパー

クスタツド 502＋ 81：39．41� 7．3�
59 ス ク ナ 牡2鹿 55 吉田 豊鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 上野 正恵 470－ 21：39．5� 9．8�
713 キボウノホシ 牡2鹿 55 柴田 善臣堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 488＋101：39．92� 9．2�
612 ロードヴァレンチ 	2鹿 55 内田 博幸 	ロードホースクラブ 中舘 英二 浦河 大柳ファーム 474＋ 21：40．43 39．6

24 アグリシュブール 牡2芦 55 丹内 祐次市瀬 一浩氏 田中 剛 浦河 グランデファーム 494＋ 81：40．5� 214．7�
11 アポロプラネット 牡2青鹿55 田辺 裕信アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 484＋ 21：41．24 4．5�
47 マックロイド 牝2栗 54 大野 拓弥芳賀 滿男氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム 472－ 41：41．94 18．8
23 ハコダテジョー 牡2鹿 55

52 ▲横山 琉人河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 広大 466＋121：42．21� 37．9�
48 シゲルジンベイザメ 牡2栗 55 江田 照男森中 蕃氏 松山 将樹 新ひだか 前谷 武志 486＋ 61：42．3� 140．4�
36 ガンガディン 牡2黒鹿55 菅原 明良田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 元茂牧場 480± 01：42．61� 57．8�
815 チュウワフラワー 牝2鹿 54 伊藤 工真中西 忍氏 林 徹 日高 若林 順一 464± 01：42．92 195．2�
510 ド モ ナ ラ ン 牡2鹿 55

53 △山田 敬士本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 512＋ 41：43．0� 342．5�
35 ビレッジライナー 牡2鹿 55 石川裕紀人村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 沖田 忠幸 482＋181：43．42� 38．8�
816 サヴァンナナイツ 牡2鹿 55

52 ▲原 優介グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 岡田スタツド 448＋ 21：43．82� 376．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，350，100円 複勝： 72，914，900円 枠連： 19，015，100円
馬連： 74，368，400円 馬単： 31，899，200円 ワイド： 67，614，900円
3連複： 112，147，100円 3連単： 110，960，500円 計： 529，270，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 200円 � 220円 枠 連（1－6） 380円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 1，940円

ワ イ ド �� 500円 �� 500円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 3，280円 3 連 単 ��� 13，840円

票 数

単勝票数 計 403501 的中 � 105389（1番人気）
複勝票数 計 729149 的中 � 175820（1番人気）� 86355（3番人気）� 71861（5番人気）
枠連票数 計 190151 的中 （1－6） 38043（1番人気）
馬連票数 計 743684 的中 �� 46849（3番人気）
馬単票数 計 318992 的中 �� 12324（3番人気）
ワイド票数 計 676149 的中 �� 35297（5番人気）�� 35380（4番人気）�� 16413（13番人気）
3連複票数 計1121471 的中 ��� 25608（9番人気）
3連単票数 計1109605 的中 ��� 5812（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．2―47．5―59．9―1：12．3―1：25．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．5―3F39．1
3 14（16，12）（1，2）4（3，5）（6，7，11）13（8，10）－9－15 4 14－（1，12）2，4，16－（6，3，11）（7，5）13－（8，10，9）－15

勝馬の
紹 介

�トーセンエルドラド �
�
父 Candy Ride �

�
母父 Silver Planet デビュー 2021．10．16 新潟3着

2019．4．13生 牡2栗 母 Almudena 母母 Fire Legend 2戦1勝 賞金 6，900，000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 ジュンオーズ号

3007411月27日 晴 良 （3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 5，100，000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
1：20．8
1：20．1

良
良

47 ウェストファリア 牝2黒鹿54 横山 武史 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 402＋101：23．8 4．7�
48 バ ス マ テ ィ 牝2鹿 54 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 新ひだか 小野 秀治 434± 01：24．01 6．0�
510 フラッシュアーク 牝2芦 54 菅原 明良小林 薫氏 青木 孝文 新冠 錦岡牧場 454± 0 〃 アタマ 14．0�
23 バトルクライ 牡2栗 55 三浦 皇成 �Gリビエール・

レーシング 高木 登 浦河 ディアレスト
クラブ 486＋ 4 〃 ハナ 7．1�

714 ザ ア ト ム 牡2黒鹿55 戸崎 圭太廣崎利洋HD� 田島 俊明 日高 天羽 禮治 488－ 2 〃 クビ 4．4	
611 マーゴットビート 牡2黒鹿55 江田 照男前田 良平氏 伊坂 重信 新ひだか カタオカフアーム 510＋ 21：24．1クビ 10．4

35 ミッドナイトミニー 牝2鹿 54

53 ☆秋山 稔樹小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 466＋ 8 〃 クビ 15．3�
817 コズミックフロスト 牝2鹿 54 大野 拓弥ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452＋ 81：24．2クビ 15．9�
713 ナ ザ レ 牝2鹿 54 内田 博幸 �ニッシンホール

ディングス 武井 亮 新ひだか チャンピオンズファーム B450＋ 2 〃 � 36．0
59 ド キ 牡2栗 55 横山 和生中辻 明氏 小手川 準 浦河 鎌田 正嗣 458± 01：24．3クビ 21．8�
715 イデアノキセキ 牡2青鹿55 田辺 裕信益田 修一氏 金成 貴史 浦河 中脇 満 446＋12 〃 クビ 75．6�
24 モ ー ル 牡2栗 55 石橋 脩 �ローレルレーシング 小手川 準 新冠 村上 欽哉 468－ 4 〃 ハナ 32．0�
818 ミズノコキュウ 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 浦河 梅田牧場 402＋ 8 〃 ハナ 60．0�
12 ソーメニーサンクス 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 深山 雅史 様似 中村 勝則 432＋ 61：25．25 447．7�
11 カシノコマンド 牝2芦 54

51 ▲永野 猛蔵柏木 務氏 天間 昭一 宮崎 田上 雄二 436＋101：25．3� 96．2�
612 ノースポール 牝2鹿 54

51 ▲原 優介松平 正樹氏 小桧山 悟 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 430－121：25．51� 709．9�

36 ナ ム ラ ダ グ 牡2芦 55 丸田 恭介奈村 睦弘氏 石栗 龍彦 様似 林 時春 432＋141：25．71� 555．1�
816 ニシノフォーリーフ 牡2青鹿55 勝浦 正樹西山 茂行氏 的場 均 新冠 中山 高鹿康 396＋ 21：25．8� 451．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 44，937，000円 複勝： 87，014，800円 枠連： 19，305，200円
馬連： 82，893，000円 馬単： 33，961，300円 ワイド： 79，972，300円
3連複： 129，494，200円 3連単： 115，813，200円 計： 593，391，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 190円 � 360円 枠 連（4－4） 1，220円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，570円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 8，390円 3 連 単 ��� 28，190円

票 数

単勝票数 計 449370 的中 � 78227（2番人気）
複勝票数 計 870148 的中 � 147161（2番人気）� 128979（3番人気）� 50207（7番人気）
枠連票数 計 193052 的中 （4－4） 12211（4番人気）
馬連票数 計 828930 的中 �� 54752（3番人気）
馬単票数 計 339613 的中 �� 12668（4番人気）
ワイド票数 計 799723 的中 �� 50611（2番人気）�� 12465（19番人気）�� 11712（22番人気）
3連複票数 計1294942 的中 ��� 11566（26番人気）
3連単票数 計1158132 的中 ��� 2978（59番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．8―36．0―48．7―1：00．3―1：11．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F35．1
3 1，3，18（4，13）14（2，6，8，17）（7，10）5（9，15）－（12，11）－16 4 1（3，18）（4，13，14）（2，6，8，17）（5，7，10）（9，15）（12，11）－16

勝馬の
紹 介

ウェストファリア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Lord of England デビュー 2021．7．24 新潟9着

2019．1．25生 牝2黒鹿 母 フ ィ オ ド ラ 母母 Forever Nice 3戦1勝 賞金 6，400，000円
〔制裁〕 ミズノコキュウ号の騎手柴田大知は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：17番・13番）
※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 ビッグロジールーフ号・マイネルエール号

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27日 晴 良 （3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 5，100，000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

79 サンストックトン 牡2栗 55 横山 武史 �加藤ステーブル 鹿戸 雄一 日高 株式会社 加
藤ステーブル 454＋ 21：48．4 2．3�

812 トーセンシエロ 牝2鹿 54 柴田 善臣島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ
スティファーム 430－ 21：48．72 18．7�

11 エピファニー 牡2青鹿55 C．ルメール �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 520＋101：49．23 1．7�
33 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 482＋ 6 〃 アタマ 16．5	
68 シンボリックレルム 牝2黒鹿54 武藤 雅吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 478＋ 21：49．73 116．1

811 ブルボンティアラ 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 日高 原田ファーム 422－ 2 〃 クビ 286．1�
56 ネッスンドルマ 牡2鹿 55 田辺 裕信藤田 純氏 加藤士津八 新冠 新冠橋本牧場 446＋ 21：50．01� 196．3�
55 メンアットワーク 牡2青鹿55 菅原 明良千明牧場 斎藤 誠 日高 千明牧場 440－ 4 〃 ハナ 19．8
44 ヤマニンライバリー 牡2鹿 55 江田 照男土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 456－ 21：50．21� 254．7�
67 エレウテリア 牡2鹿 55

52 ▲永野 猛蔵�和田牧場 松永 康利 新ひだか 福岡 駿弥 460＋241：50．3� 231．2�
22 ニシノユヅキ 牡2栗 55 勝浦 正樹西山 茂行氏 高木 登 新ひだか 前田ファーム 462－ 81：50．51� 458．1�
710 シルバーサドル 牡2鹿 55

52 ▲原 優介 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 422＋ 21：50．81� 561．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 62，589，800円 複勝： 177，339，000円 枠連： 11，459，600円
馬連： 71，124，400円 馬単： 60，589，100円 ワイド： 61，098，800円
3連複： 106，769，100円 3連単： 244，972，500円 計： 795，942，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 100円 � 150円 � 100円 枠 連（7－8） 1，640円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 260円 �� 110円 �� 310円

3 連 複 ��� 450円 3 連 単 ��� 4，370円

票 数

単勝票数 計 625898 的中 � 218154（2番人気）
複勝票数 計1773390 的中 � 509337（2番人気）� 57805（4番人気）� 1049129（1番人気）
枠連票数 計 114596 的中 （7－8） 5391（6番人気）
馬連票数 計 711244 的中 �� 36457（7番人気）
馬単票数 計 605891 的中 �� 19722（8番人気）
ワイド票数 計 610988 的中 �� 45058（4番人気）�� 211770（1番人気）�� 34701（7番人気）
3連複票数 計1067691 的中 ��� 175124（3番人気）
3連単票数 計2449725 的中 ��� 40623（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―35．9―48．5―1：01．1―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―3F34．7

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

勝馬の
紹 介

サンストックトン �
�
父 ワールドエース �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．8．15 札幌2着

2019．3．12生 牡2栗 母 シ ナ ル 母母 イブキスタイリスト 3戦1勝 賞金 9，900，000円

3007611月27日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（3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

22 グローリーグローリ 牡6黒鹿60 平沢 健治深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 504± 03：25．6 1．9�
55 エコロドリーム 牡5栗 60 草野 太郎原村 正紀氏 岩戸 孝樹 浦河 赤田牧場 488＋ 83：25．81 16．8�
11 ア ノ 牡5栗 60 難波 剛健武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 448＋ 63：26．65 4．4�
78 サンティーニ �6栗 60 金子 光希�ターフ・スポート尾関 知人 浦河 谷川牧場 488＋ 43：26．91� 14．7�
810 プリンスオブペスカ 牡7鹿 60 森 一馬山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 480－ 8 〃 ハナ 4．7�
66 リバーシブルレーン 牡5青鹿60 石神 深一吉田 照哉氏 辻 哲英 千歳 社台ファーム 422－103：27．11� 8．4	
33 アームストロング 牡3黒鹿58 熊沢 重文塩田 清氏 堀井 雅広 日高 浜本 幸雄 496＋ 63：30．3大差 29．3

67 ウエスタンアミーゴ 牝3鹿 56 上野 翔西川 賢氏 深山 雅史 新ひだか ウエスタンファーム 402＋ 43：30．51 183．4�
811 クリスタルアゲン 牝3栗 56 蓑島 靖典浅川 皓司氏 加藤 和宏 新ひだか 千代田牧場 470＋223：32．09 221．8�
44 クリノイダテン 牡6青鹿60 大江原 圭栗本 博晴氏 蛯名 利弘 日高 横井 哲 442＋ 23：37．9大差 144．8
79 サトノポーラスター �4栗 60 小野寺祐太 �サトミホースカンパニー 大和田 成 千歳 社台ファーム 500＋12 （競走中止） 106．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 32，813，000円 複勝： 29，760，700円 枠連： 8，387，800円
馬連： 45，347，600円 馬単： 26，500，000円 ワイド： 34，372，200円
3連複： 71，519，100円 3連単： 109，255，400円 計： 357，955，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 320円 � 150円 枠 連（2－5） 2，110円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 580円 �� 240円 �� 830円

3 連 複 ��� 1，700円 3 連 単 ��� 8，070円

票 数

単勝票数 計 328130 的中 � 134033（1番人気）
複勝票数 計 297607 的中 � 97144（1番人気）� 15061（7番人気）� 47031（3番人気）
枠連票数 計 83878 的中 （2－5） 3076（9番人気）
馬連票数 計 453476 的中 �� 18164（7番人気）
馬単票数 計 265000 的中 �� 7223（12番人気）
ワイド票数 計 343722 的中 �� 14161（8番人気）�� 43881（2番人気）�� 9423（10番人気）
3連複票数 計 715191 的中 ��� 31417（5番人気）
3連単票数 計1092554 的中 ��� 9813（26番人気）
上り 1マイル 1：45．8 4F 51．9－3F 38．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グローリーグローリ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．8．27 小倉9着

2015．2．26生 牡6黒鹿 母 チャームピクチャー 母母 サンドピクチャー 障害：3戦1勝 賞金 11，890，000円
〔競走中止〕 サトノポーラスター号は，競走中に前進気勢を欠いたため2周目6号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。
〔調教再審査〕 サトノポーラスター号は，競走中に前進気勢を欠き，2周目6号障害手前で競走を中止したことについて障害調教再

審査〔平地調教を含む〕。



3007711月27日 晴 良 （3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

36 コ ウ キ 牡2栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 上原 博之 日高 広富牧場 474 ―1：36．5 9．8�
510 デコラシオン 牡2鹿 55 大野 拓弥 �社台レースホース高木 登 千歳 社台ファーム 492 ―1：36．6� 2．2�
35 ヴィアルネッサンス 牝2鹿 54 C．ルメール 吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 434 ― 〃 ハナ 2．5�
815 ブローザホーン 牡2鹿 55 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 434 ―1：37．34 13．3�
11 ワイドスナイパー 牡2鹿 55 石橋 脩幅田 京子氏 西園 正都 新ひだか 土田ファーム 428 ― 〃 クビ 26．7�
47 サクセスソング 牝2鹿 54 木幡 初也鈴木 芳夫氏 竹内 正洋 新ひだか 見上牧場 442 ―1：37．61� 53．1	
23 フラスティー 牝2黒鹿 54

51 ▲原 優介加藤 徹氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 424 ―1：37．91� 293．3

714 ハニートラップ 牝2栗 54

51 ▲永野 猛蔵田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか グローリーファーム 406 ―1：38．22 208．8�
816 エ ル イ エ ロ 牡2栗 55 松岡 正海小谷津延弘氏 畠山 吉宏 新ひだか 谷岡牧場 462 ―1：38．62 183．0�
59 アキノスター 牡2鹿 55 丹内 祐次穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村牧場 474 ―1：38．81� 161．3
612 キャノンコア 牡2栗 55 石川裕紀人亀岡 和彦氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 430 ―1：38．9� 34．2�
24 セイウンリーチ 牡2鹿 55 武藤 雅西山 茂行氏 水野 貴広 浦河 フクオカファーム 468 ―1：39．32� 35．4�
611 イノセントソレル 牡2栗 55

52 ▲横山 琉人ホースアディクト杉浦 宏昭 新ひだか 見上牧場 506 ―1：39．72� 272．2�
713 ウインドヴァレー 牝2栗 54 菅原 明良矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 450 ―1：40．23 24．6�
12 ディーエスリプライ 牡2鹿 55 黛 弘人秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 杵臼牧場 396 ― 〃 クビ 289．6�
48 アイファーグローブ 牡2青 55

54 ☆秋山 稔樹中島 稔氏 蛯名 利弘 日高 Wing Farm 494 ―1：47．6大差 347．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 53，947，500円 複勝： 49，251，900円 枠連： 14，190，900円
馬連： 66，263，700円 馬単： 37，163，000円 ワイド： 58，649，400円
3連複： 96，077，600円 3連単： 125，721，700円 計： 501，265，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 150円 � 110円 � 110円 枠 連（3－5） 220円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 3，270円

ワ イ ド �� 280円 �� 380円 �� 140円

3 連 複 ��� 600円 3 連 単 ��� 6，660円

票 数

単勝票数 計 539475 的中 � 46285（3番人気）
複勝票数 計 492519 的中 � 55845（3番人気）� 155237（1番人気）� 115613（2番人気）
枠連票数 計 141909 的中 （3－5） 49065（1番人気）
馬連票数 計 662637 的中 �� 42511（2番人気）
馬単票数 計 371630 的中 �� 8519（9番人気）
ワイド票数 計 586494 的中 �� 46208（2番人気）�� 31148（5番人気）�� 137709（1番人気）
3連複票数 計 960776 的中 ��� 118558（1番人気）
3連単票数 計1257217 的中 ��� 13673（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．3―36．3―48．7―1：01．1―1：12．7―1：24．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コ ウ キ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2019．4．7生 牡2栗 母 ナリタシルエット 母母 ナリタレインボウ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーグローブ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年12月27日まで平

地競走に出走できない。
※キャノンコア号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3007811月27日 晴 稍重 （3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

11 サクセスローレル 牡2鹿 55
54 ☆亀田 温心�タカシマ 北出 成人 浦河 大島牧場 504 ―1：39．6 13．4�

815 ニシノコニャック 牡2栗 55 北村 宏司西山 茂行氏 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 464 ―1：40．34 4．5�

713 ララエフォール 牡2鹿 55 黛 弘人フジイ興産� 和田 雄二 平取 清水牧場 488 ―1：40．51� 116．2�
（法942）

24 セブンダートオー 牡2黒鹿55 横山 和生前迫 義幸氏 奥村 武 むかわ 上水牧場 494 ―1：40．6クビ 5．1�
816 タービンホール 牡2栗 55 松岡 正海永田 博之氏 竹内 正洋 新冠 トド岩高原銀河農

場物語有限会社 478 ― 〃 クビ 3．4�
714 エターナルプライド 牝2黒鹿54 武士沢友治伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 458 ―1：41．02� 93．6	
611 ケイアイグラビティ 牡2栗 55 内田 博幸 �ケイアイスタリオン 加藤 征弘 新冠 隆栄牧場 548 ―1：41．31� 10．4

35 ヤマニンクイッカー 牡2青鹿55 江田 照男土井 肇氏 田島 俊明 浦河 廣田 光夫 460 ―1：41．61� 46．2�
612 ショウナンマーブル 牡2芦 55 大野 拓弥�湘南 加藤士津八 新ひだか 静内フジカワ牧場 530 ―1：41．91� 7．6
510 ヤサカシュエット 牝2栗 54 武藤 雅志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 454 ―1：42．11� 75．8�
23 グットフォーチュン 牝2鹿 54 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 478 ―1：42．2� 14．6�
12 ノーブルグレイシャ 牝2鹿 54 丹内 祐次吉木 伸彦氏 武藤 善則 新ひだか 飛野牧場 482 ―1：42．62� 25．9�
48 ノアダイオウ 牡2鹿 55 柴田 善臣佐山 公男氏 石毛 善彦 平取 スガタ牧場 506 ―1：43．98 165．2�
47 ヒールズユアペイン 牡2鹿 55 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 468 ― 〃 ハナ 133．6�
36 キタノポーションズ 牝2黒鹿 54

53 ☆秋山 稔樹北所 直人氏 石栗 龍彦 新冠 北星村田牧場 416 ―1：49．2大差 228．9�
（15頭）

59 ドルズプライスレス 牡2鹿 55 吉田 豊佐々木貴将氏 田島 俊明 新冠 佐藤牧場 516 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 39，116，200円 複勝： 48，098，900円 枠連： 22，363，900円
馬連： 49，017，200円 馬単： 21，320，700円 ワイド： 44，396，500円
3連複： 57，785，400円 3連単： 55，170，000円 計： 337，268，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 370円 � 180円 � 1，930円 枠 連（1－8） 1，260円

馬 連 �� 2，510円 馬 単 �� 5，210円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 14，870円 �� 5，440円

3 連 複 ��� 56，060円 3 連 単 ��� 430，080円

票 数

単勝票数 差引計 391162（返還計 63529） 的中 � 24498（6番人気）
複勝票数 差引計 480989（返還計 82244） 的中 � 31737（7番人気）� 89113（2番人気）� 5104（11番人気）
枠連票数 差引計 223639（返還計 641） 的中 （1－8） 13675（7番人気）
馬連票数 差引計 490172（返還計195666） 的中 �� 15108（10番人気）
馬単票数 差引計 213207（返還計 78651） 的中 �� 3068（21番人気）
ワイド票数 差引計 443965（返還計127903） 的中 �� 10442（14番人気）�� 752（72番人気）�� 2072（38番人気）
3連複票数 差引計 577854（返還計406565） 的中 ��� 773（122番人気）
3連単票数 差引計 551700（返還計406082） 的中 ��� 93（795番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．0―12．4―13．2―12．9―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．0―36．0―48．4―1：01．6―1：14．5―1：26．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクセスローレル �
�
父 Mastery �

�
母父 Street Sense 初出走

2019．4．18生 牡2鹿 母 コ ー テ サ ン 母母 Lady Discreet 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 ドルズプライスレス号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻3分遅延。
〔制裁〕 ヤマニンクイッカー号の騎手江田照男は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キタノポーションズ号は，「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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）10頭 アブソルートピッチ号・キャノンコア号・キャリアアップ号・キーファクター号・ジューンポンポン号・

ピースワンドルチェ号・ミツカネラブリー号・メイクザウインド号・メイショウカゲカツ号・リーディングラン号



3007911月27日 晴 良 （3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 7，600，000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
2：20．6
2：20．6

良
良

79 トゥーフェイス 牡3鹿 55 C．ルメール �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 492＋122：26．3 2．3�
22 リンフレスカンテ 牡3黒鹿55 田辺 裕信名古屋友豊� 宮本 博 千歳 社台ファーム 434－ 82：26．41 3．8�
66 ボーンジーニアス 牡3鹿 55 丸山 元気和泉 憲一氏 小西 一男 新ひだか 北洋牧場 452＋ 42：26．61 12．8�
44 マンインザミラー 牡3鹿 55 R．ムーア �キーファーズ 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 490－ 42：26．81� 4．6�

（英）

810 ギブンアンソート 牝3栗 53 菅原 明良 �社台レースホース斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 482± 02：27．01 24．3	
55 ゼンダンピューマ �3栗 55 勝浦 正樹渡邊 善男氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 454± 02：27．1� 47．3

33 デルマラッキーガイ 牡4黒鹿57 戸崎 圭太浅沼 廣幸氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 482＋ 6 〃 ハナ 29．5�
811 マイネルクロンヌ 牡4鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 浦河 小島牧場 510＋102：27．63 294．5�
78 ク オ ン タ ム 牝3芦 53 杉原 誠人�ミルファーム 小野 次郎 浦河 猿橋 義昭 440＋ 8 〃 クビ 185．9
67 シーニッククルーズ 牡3芦 55

52 ▲永野 猛蔵 �キャロットファーム 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 486－142：28．66 68．8�
11 エクスインパクト 牡3鹿 55 横山 武史 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 482＋ 42：31．1大差 7．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 55，749，600円 複勝： 71，034，000円 枠連： 12，001，700円
馬連： 87，659，000円 馬単： 44，446，100円 ワイド： 69，510，200円
3連複： 117，609，400円 3連単： 173，392，100円 計： 631，402，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 120円 � 180円 枠 連（2－7） 420円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 200円 �� 530円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，220円 3 連 単 ��� 3，760円

票 数

単勝票数 計 557496 的中 � 193743（1番人気）
複勝票数 計 710340 的中 � 151557（2番人気）� 174645（1番人気）� 77438（5番人気）
枠連票数 計 120017 的中 （2－7） 21843（1番人気）
馬連票数 計 876590 的中 �� 180852（1番人気）
馬単票数 計 444461 的中 �� 52246（1番人気）
ワイド票数 計 695102 的中 �� 104639（1番人気）�� 29843（8番人気）�� 36322（6番人気）
3連複票数 計1176094 的中 ��� 71768（3番人気）
3連単票数 計1733921 的中 ��� 33402（5番人気）

ハロンタイム 13．2―11．9―12．4―12．5―12．4―12．3―12．5―12．5―11．8―10．9―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―25．1―37．5―50．0―1：02．4―1：14．7―1：27．2―1：39．7―1：51．5―2：02．4―2：14．1

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

トゥーフェイス �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．6．6 東京9着

2018．2．26生 牡3鹿 母 マ ス ク オ フ 母母 ビハインドザマスク 10戦2勝 賞金 28，488，000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27日 晴 稍重 （3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 11，000，000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
1：21．5
1：20．3

重
不良

35 イ デ ィ オ ム 牡3栗 56 石川裕紀人小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 486－ 61：25．1 76．4�
714 コモレビキラリ 牝3青鹿54 野中悠太郎亀岡 和彦氏 根本 康広 千歳 社台ファーム 464± 01：25．31� 14．4�
612 イ バ ル 牡4青鹿57 戸崎 圭太ケーエスHD 小崎 憲 新ひだか 前谷 武志 520＋16 〃 ハナ 3．7�
24 オレデイイノカ 牡3栗 56 内田 博幸福島 徳佑氏 古賀 慎明 平取 赤石牧場 490＋ 61：25．4クビ 4．7�
36 ユ ウ ゲ ン 牡4鹿 57 菅原 明良林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 496－ 81：25．72 20．2�
611 バーンパッション 牡4黒鹿57 田辺 裕信岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 真歌田中牧場 484＋ 6 〃 ハナ 24．9�
12 ダノンハイパワー �7黒鹿57 菊沢 一樹	ダノックス 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 502＋ 61：25．8クビ 88．6

47 ロンドンデリーエア 牡4栗 57 C．ルメール 	グリーンファーム武 英智 千歳 社台ファーム 464＋ 2 〃 アタマ 7．0�
510 フ ク ウ ン 牡3黒鹿56 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 464＋ 21：25．9� 3．7�
815 マリアルージュ 牝5青鹿55 北村 宏司河合 裕明氏 畠山 吉宏 新冠 川上牧場 480＋ 61：26．0クビ 69．2
48 イベリスリーフ 牝5栗 55 石橋 脩 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 466－ 4 〃 クビ 19．4�
816	 ジャックオレンジ �4栗 57 黛 弘人 	YGGホースクラブ 武井 亮 日高 サンバマウン

テンファーム 480－ 41：26．53 166．8�
11 	 リワードノルン 牝5黒鹿55 田中 勝春宮﨑 冴子氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード 472－ 2 〃 アタマ 65．3�
23 カミノホウオー 牡4黒鹿57 木幡 初也村上 正喜氏 竹内 正洋 青森 ワールドファーム 518± 0 〃 クビ 369．6�
713 ゲ バ ラ 牡5鹿 57 三浦 皇成 	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 482－ 21：26．6クビ 11．1�
59 サ ツ キ マ ス 牝4鹿 55

52 ▲永野 猛蔵越村 哲男氏 田島 俊明 平取 坂東牧場 448＋ 61：27．02� 298．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 59，649，800円 複勝： 96，702，500円 枠連： 22，115，900円
馬連： 113，351，300円 馬単： 42，353，700円 ワイド： 101，853，900円
3連複： 172，284，100円 3連単： 175，463，200円 計： 783，774，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，640円 複 勝 � 2，500円 � 490円 � 220円 枠 連（3－7） 7，940円

馬 連 �� 63，790円 馬 単 �� 168，960円

ワ イ ド �� 15，100円 �� 6，500円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 94，110円 3 連 単 ��� 1，223，180円

票 数

単勝票数 計 596498 的中 � 6246（12番人気）
複勝票数 計 967025 的中 � 8406（13番人気）� 49280（8番人気）� 143966（3番人気）
枠連票数 計 221159 的中 （3－7） 2157（25番人気）
馬連票数 計1133513 的中 �� 1377（67番人気）
馬単票数 計 423537 的中 �� 188（163番人気）
ワイド票数 計1018539 的中 �� 1699（73番人気）�� 3972（46番人気）�� 24270（12番人気）
3連複票数 計1722841 的中 ��� 1373（171番人気）
3連単票数 計1754632 的中 ��� 104（1472番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．9―36．5―49．1―1：00．9―1：12．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F36．0
3 ・（5，8）（3，14）（4，16）（2，7）（6，12，9）10（1，11）（15，13） 4 ・（5，8）14，3（4，7，16）2（6，9）（12，10）1，11（15，13）

勝馬の
紹 介

イ デ ィ オ ム �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Gone West デビュー 2021．1．16 中山9着

2018．3．25生 牡3栗 母 シナスタジア 母母 Honest Cause 7戦3勝 賞金 23，700，000円
〔制裁〕 ダノンハイパワー号の騎手菊沢一樹は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000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 ゼヒニオヨバズ号・デルマクリスタル号・ペイシャリルキス号



3008111月27日 晴 稍重 （3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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：36．2
1：36．2

不良
不良

610 コンシリエーレ 牡2鹿 55 C．ルメール 吉田 和美氏 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 550＋101：38．0 1．7�
611 カフェカルマ 牡2鹿 55 内田 博幸西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 512－ 2 〃 クビ 22．7�
23 ヘラルドバローズ 牡2鹿 55 石橋 脩猪熊 広次氏 寺島 良 新ひだか 服部 牧場 482＋ 21：38．1クビ 18．3�
815	 ワールドコネクター 牡2芦 55 R．ムーア 山本又一郎氏 藤沢 和雄 米 Dell Ridge

Farm, LLC 544＋ 21：38．52
 7．2�
（英）

11 エ ル パ ソ 牡2黒鹿55 横山 和生�磯波勇F 武井 亮 日高 天羽 禮治 456－ 21：38．71 149．1�
713 コパノニコルソン 牡2栗 55 亀田 温心小林 祥晃氏 宮 徹 浦河 宮内牧場 508－101：39．23 24．8	
35 ラインオブソウル 牡2鹿 55 菅原 明良 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 新ひだか グランド牧場 508－ 8 〃 クビ 72．8

814 マルブツプライド 牡2芦 55 戸崎 圭太大澤 利久氏 加用 正 浦河 岡本牧場 496± 01：39．51� 11．3�
59 ペイシャエス 牡2栗 55 丸山 元気北所 直人氏 小西 一男 様似 髙村 伸一 494＋ 61：39．81
 57．6�
46 セッカチケーン 牡2芦 55 津村 明秀松田 整二氏 高柳 瑞樹 浦河 小島牧場 502± 01：40．11� 77．2
712 ベストリーガード 牡2黒鹿56 大野 拓弥石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 赤田牧場 464－ 2 〃 クビ 7．2�
22 	 クロデメニル 牝2鹿 54 横山 武史藤田 晋氏 森 秀行 米 Teneri Farm 484－101：40．73
 48．7�
58 バレルゾーン 牡2栗 55 三浦 皇成�明栄商事 高柳 瑞樹 浦河 ヒダカフアーム 500＋ 61：41．01� 42．7�
47 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 478＋ 2 〃 ハナ 108．4�
34 ラブパイロー 牝2青鹿54 秋山 稔樹増田 陽一氏 大和田 成 浦河トラストスリーファーム 476－ 21：41．21� 292．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 91，353，200円 複勝： 108，743，800円 枠連： 29，129，000円
馬連： 130，208，900円 馬単： 61，073，400円 ワイド： 117，803，600円
3連複： 202，239，100円 3連単： 248，821，300円 計： 989，372，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 120円 � 320円 � 280円 枠 連（6－6） 1，300円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 570円 �� 550円 �� 2，080円

3 連 複 ��� 4，480円 3 連 単 ��� 12，850円

票 数

単勝票数 計 913532 的中 � 441565（1番人気）
複勝票数 計1087438 的中 � 327785（1番人気）� 67021（6番人気）� 79665（5番人気）
枠連票数 計 291290 的中 （6－6） 17279（5番人気）
馬連票数 計1302089 的中 �� 73793（5番人気）
馬単票数 計 610734 的中 �� 26321（6番人気）
ワイド票数 計1178036 的中 �� 54143（5番人気）�� 57519（4番人気）�� 13518（24番人気）
3連複票数 計2022391 的中 ��� 33828（13番人気）
3連単票数 計2488213 的中 ��� 14034（33番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．8―12．6―13．2―12．2―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．1―34．9―47．5―1：00．7―1：12．9―1：25．3

コーナー
通過順位

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

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2鹿 母 ターシャズスター 母母 Ms. Cuvee Napa 2戦2勝 賞金 23，322，000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27日 晴 稍重 （3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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：21．5
1：20．3

重
不良

611� 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 B524＋ 41：24．4 2．3�
23 
 コラルノクターン 牡4鹿 57 R．ムーア グリーンフィールズ� 藤原 英昭 米 Harris Training

Center, LLC 510－ 41：24．61� 2．2�
（英）

48 メイショウマサヒメ 牝4青鹿55 丸山 元気松本 好�氏 本田 優 新ひだか 稲葉牧場 496－ 21：24．81� 20．4�
815 ソーラーフレア 牡6鹿 57 大野 拓弥ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468－ 21：24．9� 99．8�
713 スズカコーズマンボ 牡4鹿 57 永野 猛蔵永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B490＋ 6 〃 アタマ 135．4	
714 ローレルジャック 牡8黒鹿57 武士沢友治 �ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 504＋ 81：25．32� 190．5


510
 ララクリュサオル 牡5鹿 57 中井 裕二フジイ興産� 辻野 泰之 米 Ranjan
Racing Inc. 496± 01：25．51 8．0�

（法942）

35 デピュティプライム 	8栗 57 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 490＋ 4 〃 クビ 99．4�
47 バンブトンハート 牝5青鹿55 柴田 大知樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 504＋ 61：25．6� 25．3
12 メイショウヴォルガ 牡7鹿 57 菊沢 一樹松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 496－ 61：25．7クビ 261．5�
24 フィールザファラオ 牡6黒鹿57 野中悠太郎櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 B478＋ 4 〃 クビ 12．8�
11 クインズヴィヴィ 牝4青 55 石橋 脩 �ケイアイスタリオン 野中 賢二 浦河 高昭牧場 482－121：25．91� 27．3�
36 ジャスパーイーグル 牡4栗 57 勝浦 正樹加藤 和夫氏 森 秀行 新冠 須崎牧場 B496＋ 41：26．0 137．2�
816 メイショウヤクシマ 牡8栗 57 津村 明秀松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 岡部牧場 464－ 41：26．42� 173．9�
612 サンライズナイト 牡6黒鹿57 石川裕紀人松岡 隆雄氏 石坂 公一 平取 雅 牧場 B486－12 〃 クビ 144．0�
59 シホノフォルテ 	5鹿 57 藤井勘一郎村瀬 寛紀氏 杉山 佳明 洞�湖 レイクヴィラファーム B502± 01：26．6 329．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 72，586，500円 複勝： 91，669，100円 枠連： 30，692，100円
馬連： 148，861，800円 馬単： 68，731，200円 ワイド： 113，803，600円
3連複： 217，592，500円 3連単： 291，067，500円 計： 1，035，004，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 120円 � 260円 枠 連（2－6） 280円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 170円 �� 580円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，190円 3 連 単 ��� 3，610円

票 数

単勝票数 計 725865 的中 � 245712（2番人気）
複勝票数 計 916691 的中 � 241279（2番人気）� 248069（1番人気）� 52795（5番人気）
枠連票数 計 306921 的中 （2－6） 84838（1番人気）
馬連票数 計1488618 的中 �� 418420（1番人気）
馬単票数 計 687312 的中 �� 95871（1番人気）
ワイド票数 計1138036 的中 �� 215580（1番人気）�� 42537（6番人気）�� 42198（7番人気）
3連複票数 計2175925 的中 ��� 136142（3番人気）
3連単票数 計2910675 的中 ��� 58427（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．9―47．2―59．7―1：11．9

コーナー
通過順位

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

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 6戦3勝 賞金 37，143，000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13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 アドマイヤルプス号・アメリカンファクト号・エピックアン号・カフェスペランツァ号・カミノコ号・カルリーノ号・

ケルティックソード号・ダイシンイナリ号・チェーンオブラブ号・ナンヨーイザヨイ号・フォルツァエフ号・
ボンボンショコラ号・ボーダーオブライフ号

※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。



3008311月27日 晴 良 （3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，2．11．28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，2．11．27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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

611 プリンスリターン 牡4黒鹿56 横山 武史 �コスモヴューファーム 加用 正 日高 中館牧場 458－ 41：33．0 5．2�
24 ト ラ イ ン 牡6鹿 56 田辺 裕信大野 照旺氏 上村 洋行 新ひだか タイヘイ牧場 456－ 61：33．31� 10．3�
713 アオイクレアトール 牡4芦 56 内田 博幸新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 490＋ 6 〃 ハナ 14．6�
12 ワールドウインズ 	4鹿 56 田中 勝春川勝 裕之氏 武 幸四郎 新ひだか 藤原牧場 460＋ 2 〃 クビ 38．9�
59 
 エアファンディタ 牡4黒鹿56 C．ルメール �ラッキーフィールド池添 学 米

Sekie Yoshihara
& Tsunebumi
Yoshihara

B456－ 61：33．5� 4．1	
714 ヴェロックス 牡5鹿 56 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 484＋ 2 〃 ハナ 7．7

510 ジュンライトボルト 牡4鹿 56 石橋 脩河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 482± 0 〃 ハナ 9．7�
35 タイムトゥヘヴン 牡3鹿 55 柴田 善臣 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 日高 オリオンファーム 480± 01：33．71� 5．6�
23 ス ラ イ リ ー 牝3鹿 53 石川裕紀人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 日高 白井牧場 448＋161：33．91� 12．5
612 ブランノワール 牝5鹿 54 横山 和生 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 456－ 4 〃 クビ 53．8�
11 クリノプレミアム 牝4栗 54 菅原 明良栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 有限会社

吉田ファーム 488＋14 〃 アタマ 21．8�
816 ルフトシュトローム 牡4鹿 57 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 500＋ 21：34．0クビ 23．8�

（英）

47 ジェネラーレウーノ 牡6青鹿57 丸山 元気 �Gリビエール・
レーシング 矢野 英一 日高 新生ファーム B530＋ 2 〃 クビ 102．5�

48 ウ ー リ リ 牡5鹿 56 津村 明秀金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：34．31� 110．8�

36 ジョーアラビカ 牡7芦 56 大野 拓弥上田けい子氏 清水 久詞 浦河 杵臼斉藤牧場 492－ 21：34．94 247．0�
817 カリオストロ 牝4鹿 54 亀田 温心 Him Rock Racing

ホールディングス� 加用 正 日高 タバタファーム B460＋ 21：35．32� 213．1�
815 スギノヴォルケーノ 牡5鹿 56 松岡 正海杉山 忠国氏 清水 久詞 新ひだか 明治牧場 486－ 81：35．82� 214．3�

（17頭）

売 得 金
単勝： 135，472，000円 複勝： 219，989，800円 枠連： 71，775，600円
馬連： 377，033，000円 馬単： 121，829，900円 ワイド： 279，833，400円
3連複： 636，507，200円 3連単： 644，635，400円 計： 2，487，076，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 220円 � 310円 � 350円 枠 連（2－6） 1，790円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 4，340円

ワ イ ド �� 820円 �� 1，040円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 12，540円 3 連 単 ��� 63，990円

票 数

単勝票数 計1354720 的中 � 206704（2番人気）
複勝票数 計2199898 的中 � 289287（3番人気）� 179867（6番人気）� 153065（7番人気）
枠連票数 計 717756 的中 （2－6） 31012（9番人気）
馬連票数 計3770330 的中 �� 114387（9番人気）
馬単票数 計1218299 的中 �� 21030（11番人気）
ワイド票数 計2798334 的中 �� 89794（4番人気）�� 69740（13番人気）�� 31251（32番人気）
3連複票数 計6365072 的中 ��� 38039（50番人気）
3連単票数 計6446354 的中 ��� 7303（222番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．3―11．8―12．1―11．2―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．1―34．4―46．2―58．3―1：09．5―1：21．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリンスリターン �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2019．7．6 函館1着

2017．4．5生 牡4黒鹿 母 プリンセスプライド 母母 エンゼルプリンセス 16戦5勝 賞金 146，511，000円
〔制裁〕 ジョーアラビカ号の騎手大野拓弥は，4コーナー手前での御法（前の馬に接触した）について戒告。（被害馬：11番・9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27日 晴 良 （3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 11，000，000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
1：30．5
1：30．3

良
良

24 クリーンスイープ 牝3鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 470± 01：34．3 2．4�
816 チアチアクラシカ 牝4鹿 55 田辺 裕信藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 504－ 41：34．62 6．7�
713 アラビアンナイト 牝3青鹿54 戸崎 圭太 Him Rock Racing

ホールディングス� 田村 康仁 日高 北田 剛 440± 01：34．7� 4．5�
36 グレイトオーサー 牡4栗 57 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 508－ 21：34．8	 7．3�

（英）

715 ショーヒデキラ 牡5鹿 57 三浦 皇成吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 日進牧場 492± 01：35．01 11．2	
612 スイートセント 牝5鹿 55 横山 和生 �シルクレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 450＋ 61：35．21� 25．6

714 ペイシャフェスタ 牝3栗 54 武士沢友治北所 直人氏 高橋 裕 浦河 梅田牧場 488＋ 2 〃 アタマ 66．6�
11 イルヴェントデーア 牝5鹿 55 勝浦 正樹 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 浦河 ディアレスト
クラブ 466＋ 6 〃 アタマ 110．8�

47 ミモザイエロー 牝5栗 55 吉田 豊青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 470± 01：35．3クビ 108．3
12 エバーミランダ 牝6鹿 55

52 ▲永野 猛蔵宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 458－ 2 〃 ハナ 109．5�
611 リメンバーメモリー 牡4鹿 57 菅原 明良前田 晋二氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 476＋ 21：35．4	 43．5�
59 プ レ ト リ ア 
6鹿 57 大野 拓弥多田 賢司氏 中川 公成 浦河 大北牧場 472＋ 41：35．5� 21．5�
510 サ ヴ ァ イ ヴ 牡4青 57 横山 武史中村 忠彦氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462－ 81：35．71� 35．6�
35 チビラーサン 牝5栗 55

54 ☆木幡 育也瀬谷 �雄氏 中舘 英二 新ひだか タイヘイ牧場 442－ 4 〃 ハナ 58．7�
817 シュバルツボンバー 
6鹿 57 石川裕紀人岡田 壮史氏 本間 忍 安平 ノーザンファーム 520－ 4 〃 ハナ 95．4�
818 ゲンパチミーティア 牡3鹿 56

52 ★古川 奈穂平野 武志氏 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 B474＋ 21：35．8クビ 41．2�
48 ダイワギャバン 牡6鹿 57 菊沢 一樹大城 正一氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 482＋ 41：36．22� 330．5�
23 アドマイヤチャチャ 牝4青 55 柴田 善臣近藤 旬子氏 柄崎 孝 安平 ノーザンファーム B456± 01：36．51	 80．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 92，937，800円 複勝： 128，873，000円 枠連： 38，173，200円
馬連： 164，734，700円 馬単： 65，633，000円 ワイド： 149，640，700円
3連複： 270，692，000円 3連単： 297，739，100円 計： 1，208，423，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 160円 � 150円 枠 連（2－8） 850円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 380円 �� 340円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 6，840円

票 数

単勝票数 計 929378 的中 � 304931（1番人気）
複勝票数 計1288730 的中 � 306673（1番人気）� 175615（3番人気）� 220429（2番人気）
枠連票数 計 381732 的中 （2－8） 34758（3番人気）
馬連票数 計1647347 的中 �� 124720（3番人気）
馬単票数 計 656330 的中 �� 33276（2番人気）
ワイド票数 計1496407 的中 �� 102107（2番人気）�� 116681（1番人気）�� 68736（5番人気）
3連複票数 計2706920 的中 ��� 108804（1番人気）
3連単票数 計2977391 的中 ��� 31557（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―34．5―46．4―58．9―1：10．9―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F35．4
3 18＝1－（3，4，10）6（2，13）（9，14）11－（5，8，16）7（12，15）－17 4 18－1，4（3，6，10）（2，13）（11，9，14）16（5，8）7（12，15）－17

勝馬の
紹 介

クリーンスイープ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2020．10．17 東京2着

2018．1．15生 牝3鹿 母 スイープトウショウ 母母 タバサトウショウ 6戦3勝 賞金 30，560，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔発走状況〕 クリーンスイープ号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 クリーンスイープ号は，令和3年11月28日から令和3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。
※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。



（3東京5）第7日 11月27日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 181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

239，910，000円
30，010，000円
1，500，000円
28，530，000円
78，864，000円
5，626，500円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
781，502，500円
1，181，392，400円
298，610，000円
1，410，863，000円
615，500，600円
1，178，549，500円
2，190，716，800円
2，593，011，900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 10，250，146，700円

総入場人員 9，028名 （有料入場人員 8，755名）
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