
3008511月28日 晴 良 （3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 5，100，000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

12 � シーヴィクセン 牝2鹿 54 C．ルメール 長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Breeze
Easy, LLC 470－ 81：24．9 3．2�

611 リュウノブレイク 牡2栗 55 岩田 康誠蓑島 竜一氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 496＋ 21：26．17 3．8�
23 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± 01：26．63 9．8�
36 エコロジェネラス 牡2鹿 55 武藤 雅原村 正紀氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 492－ 21：27．77 10．3�
612 トーセンリベロ 牡2鹿 55

54 ☆秋山 稔樹島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 468－141：27．91� 544．8�

713 ソ ウ テ ン 牡2鹿 55 C．デムーロ 林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 498－ 21：28．11� 4．9	
（仏）

48 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 498＋ 41：28．73� 80．7

714 ハルノトゥーリ 牝2鹿 54

51 ▲原 優介丸山 竜一氏 小桧山 悟 浦河 大北牧場 468± 01：28．9� 751．4�
24 スターソルジャー 牡2芦 55 野中悠太郎大田 恭充氏 根本 康広 新冠 中山 高鹿康 436＋ 61：29．11� 403．2�
510 インゲニウム 牡2鹿 55 柴田 善臣程田 真司氏 小野 次郎 日高 シンボリ牧場 496± 01：29．2� 21．4
815 グレートバリア 	2黒鹿55 津村 明秀本間 茂氏 相沢 郁 新ひだか 小国スティーブル 470－ 41：29．3� 50．6�
59 シャイニードラゴン 牡2鹿 55 菊沢 一樹小林 昌志氏 佐藤 吉勝 平取 雅 牧場 436＋ 81：29．61� 590．8�
816 ル ピ コ ラ 牝2栗 54 松山 弘平ディアレストクラブ� 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 462＋28 〃 アタマ 107．9�
35 � リアルジョージ 牡2鹿 55 菅原 明良ゴドルフィン 宮田 敬介 愛 Pat Beirne 516＋ 81：29．7� 7．8�
47 エンプレスツリー 牡2鹿 55 黛 弘人楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新ひだか 萩澤 俊雄 476＋101：30．87 762．5�
11 ナ ム ラ メ イ 牝2鹿 54 丸田 恭介奈村 睦弘氏 石栗 龍彦 様似 林 時春 464＋ 61：30．9クビ 299．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，990，700円 複勝： 66，986，400円 枠連： 11，410，300円
馬連： 68，980，800円 馬単： 30，209，300円 ワイド： 64，739，600円
3連複： 112，287，200円 3連単： 117，600，800円 計： 514，205，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 140円 � 180円 枠 連（1－6） 780円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 370円 �� 460円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，770円 3 連 単 ��� 6，760円

票 数

単勝票数 計 419907 的中 � 105615（1番人気）
複勝票数 計 669864 的中 � 134578（1番人気）� 127992（2番人気）� 85040（4番人気）
枠連票数 計 114103 的中 （1－6） 11263（3番人気）
馬連票数 計 689808 的中 �� 62373（2番人気）
馬単票数 計 302093 的中 �� 15721（3番人気）
ワイド票数 計 647396 的中 �� 46753（3番人気）�� 35047（5番人気）�� 35223（4番人気）
3連複票数 計1122872 的中 ��� 47446（3番人気）
3連単票数 計1176008 的中 ��� 12603（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．5―48．2―1：00．7―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シーヴィクセン �
�
父 Into Mischief �

�
母父 First Samurai デビュー 2021．8．22 札幌3着

2019．2．5生 牝2鹿 母 Sly Warrior 母母 Mayhavebeentheone 4戦1勝 賞金 9，170，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を9時31分に変更。
〔その他〕 ルピコラ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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〕 スターソルジャー号・インゲニウム号・グレートバリア号・リアルジョージ号・ナムラメイ号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年12月28日まで平地競走に出走できない。
シャイニードラゴン号・エンプレスツリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，
令和4年1月28日まで平地競走に出走できない。

〔鼻出血による出走制限〕 ルピコラ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年12月28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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エスティメート号
（非抽選馬） 1頭 ダイメイクルミ号
※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28日 晴 良 （3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 5，100，000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

612 ニシノラブウインク 牝2鹿 54 福永 祐一西山 茂行氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 452－ 21：34．4 2．8�
35 ライラスター 牡2鹿 55 川田 将雅 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 476＋16 〃 ハナ 2．2�
48 サトノレギオン 牡2芦 55 横山 武史 �サトミホースカンパニー 萩原 清 浦河 三嶋牧場 496－ 21：35．03� 4．0�
816 シ ュ ホ 牝2栗 54 横山 典弘�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 402－ 41：35．1� 55．1�
12 ステラナビゲーター 牡2鹿 55 丹内 祐次 �コロンバスサークル 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 512－101：35．41� 287．8	
818 ディオアステリア 牝2芦 54 柴田 善臣 �YGGホースクラブ 小野 次郎 むかわ 市川牧場 458－ 21：35．61� 26．9

59 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 400＋ 61：36．02� 89．0�
817 ニューレトロ 牡2鹿 55 武藤 雅�明栄商事 武藤 善則 新ひだか 静内フジカワ牧場 462＋ 21：36．1� 259．0�
23 ベアクイーン 牝2鹿 54

53 ☆秋山 稔樹熊木 浩氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 404－ 41：36．31� 80．9
36 レンヌメファ 牝2栗 54 田辺 裕信手嶋 康雄氏 尾形 和幸 新ひだか 矢野牧場 426＋ 81：36．72� 150．9�
714 キタノブレイド 牡2黒鹿55 武士沢友治北所 直人氏 萱野 浩二 新冠 長浜 忠 448＋ 21：37．55 306．8�
24 ウインルシファー 牡2栗 55 C．デムーロ�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 476＋ 21：37．81� 17．2�

（仏）

11 アマゾナイト 牝2鹿 54 大庭 和弥田頭 勇貴氏 松永 康利 日高 浜本牧場 420± 0 〃 ハナ 718．4�
715 ニコニコプン 牝2青鹿54 野中悠太郎三岡 陽氏 根本 康広 新冠 中山 高鹿康 420－101：38．01� 568．6�
510 ハジメテノチュウ 牡2鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 田中 清隆 浦河 ミルファーム 494＋ 4 〃 ハナ 539．8�
47 キタノホマレボシ 牡2黒鹿55 木幡 初也北所 直人氏 粕谷 昌央 日高 道見牧場 426± 0 〃 アタマ 694．0�
611 ブレットプルーフ 牡2鹿 55 嶋田 純次�ミルファーム 松山 将樹 新ひだか 片岡 博 508＋ 21：38．1� 846．8�
713 アロハモーラ 牝2黒鹿 54

51 ▲横山 琉人荻原 慎司氏 杉浦 宏昭 様似 猿倉牧場 B454± 01：38．52� 659．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 55，197，700円 複勝： 62，028，500円 枠連： 15，681，000円
馬連： 78，563，700円 馬単： 41，430，800円 ワイド： 59，245，900円
3連複： 113，766，100円 3連単： 151，181，600円 計： 577，095，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（3－6） 290円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 140円 �� 170円 �� 150円

3 連 複 ��� 300円 3 連 単 ��� 1，420円

票 数

単勝票数 計 551977 的中 � 158383（2番人気）
複勝票数 計 620285 的中 � 183919（1番人気）� 175033（2番人気）� 116045（3番人気）
枠連票数 計 156810 的中 （3－6） 40575（1番人気）
馬連票数 計 785637 的中 �� 235110（1番人気）
馬単票数 計 414308 的中 �� 53362（2番人気）
ワイド票数 計 592459 的中 �� 116439（1番人気）�� 80434（3番人気）�� 94954（2番人気）
3連複票数 計1137661 的中 ��� 283482（1番人気）
3連単票数 計1511816 的中 ��� 76707（2番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．6―11．9―12．3―11．5―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．3―34．9―46．8―59．1―1：10．6―1：22．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノラブウインク �
�
父 エピファネイア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．6．27 東京3着

2019．4．13生 牝2鹿 母 ニシノシルエット 母母 クランチーカ 5戦1勝 賞金 12，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アロハモーラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年12月28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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ショウナンナウシカ号
※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。

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

第５回 東京競馬 第８日



3008711月28日 晴 良 （3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 5，100，000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

714 カンピオーネ 牡2鹿 55 C．ルメール �GET NEXT 栗田 徹 新冠 須崎牧場 500＋ 21：38．7 1．5�
611 オヤノナナヒカリ 牡2黒鹿55 C．デムーロ �スリーエイチレーシング 宮田 敬介 新ひだか タガミファーム 442＋ 61：38．91� 8．5�

（仏）

24 クリスタルウエイ 牡2栗 55 吉田 豊岡田 勇氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 474＋ 41：39．0� 9．3�
11 ノクターナリティ 牡2黒鹿55 大野 拓弥ゴドルフィン 上原 博之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B472＋ 21：39．53 49．9�
12 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 464－ 21：40．03 4．6�
815 ノアペルーサ 牡2鹿 55

52 ▲横山 琉人佐山 公男氏 大江原 哲 日高 門別牧場 B504＋ 41：40．21� 321．3	
47 バイオエックス 牡2鹿 55 松山 弘平小島 章義氏 黒岩 陽一 新ひだか 高橋 修 B514＋ 2 〃 クビ 23．5

36 フィズアップ 牡2芦 55 菅原 隆一西森 功氏 小野 次郎 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 486± 0 〃 アタマ 113．5�
816 シュガービート 牡2黒鹿55 北村 宏司 �キャロットファーム 池上 昌和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436＋ 21：40．3クビ 87．2
713 オルロージュ 牡2芦 55 �島 克駿�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 442＋ 41：40．4� 69．2�
612 ホワイトレッグス 牡2栗 55

53 △山田 敬士柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 430－ 61：41．03� 433．1�
59 ソ ア リ ン グ 牡2鹿 55 丸山 元気栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 丸幸小林牧場 500＋ 61：41．21� 369．8�
48 オーブラック 牡2青鹿 55

52 ▲原 優介加藤 徹氏 青木 孝文 新ひだか 本桐牧場 496＋ 41：42．68 138．2�
510 マッハインファイト 牡2栗 55 江田 照男松嶋 良治氏 武井 亮 安平 �橋本牧場 522－ 81：43．02� 92．4�
35 ジュングローリー 牡2芦 55

52 ▲永野 猛蔵河合 純二氏 中舘 英二 新ひだか 坂本 智広 456－ 21：43．95 299．8�
23 ラ ス タ 牝2栗 54 津村 明秀 �ニッシンホール

ディングス 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム 446－ 21：44．53� 280．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 48，475，300円 複勝： 120，053，100円 枠連： 14，544，900円
馬連： 65，577，100円 馬単： 41，732，800円 ワイド： 69，384，700円
3連複： 109，794，800円 3連単： 179，518，600円 計： 649，081，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 190円 � 150円 枠 連（6－7） 410円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 280円 �� 220円 �� 550円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 2，300円

票 数

単勝票数 計 484753 的中 � 251777（1番人気）
複勝票数 計1200531 的中 � 803172（1番人気）� 59866（4番人気）� 90109（3番人気）
枠連票数 計 145449 的中 （6－7） 27075（2番人気）
馬連票数 計 655771 的中 �� 108687（2番人気）
馬単票数 計 417328 的中 �� 50729（2番人気）
ワイド票数 計 693847 的中 �� 64115（3番人気）�� 91416（2番人気）�� 27730（7番人気）
3連複票数 計1097948 的中 ��� 102680（3番人気）
3連単票数 計1795186 的中 ��� 56454（6番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．5―12．0―12．7―12．8―12．9―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．6―35．1―47．1―59．8―1：12．6―1：25．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カンピオーネ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2021．10．16 新潟2着

2019．4．23生 牡2鹿 母 エ ル フ ィ ン 母母 ロ ジ ー タ 3戦1勝 賞金 9，900，000円
〔制裁〕 ホワイトレッグス号の騎手山田敬士は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：10番・6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジュングローリー号・ラスタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年12月28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。
（非当選馬） 2頭 ハッピーオーラ号・ベンテイガ号
※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28日 晴 良 （3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 5，100，000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
1：59．2
1：58．9

良
良

11 ウィズグレイス 牝2鹿 54 C．ルメール �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 454＋ 41：58．5レコード 2．9�
58 ワープスピード 牡2鹿 55 菅原 明良山田 弘氏 高木 登 安平 ノーザンファーム 482－ 21：59．56 5．8�
33 アルファヒディ 牡2鹿 55 R．ムーア �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 472－ 81：59．71� 4．0�

（英）

57 ヴァプンアート 牡2鹿 55 武士沢友治西森 功氏 堀井 雅広 平取 赤石牧場 452± 02：00．23 34．1�
22 ルークスヘリオス 牡2鹿 55

52 ▲永野 猛蔵岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 484＋12 〃 クビ 60．5�
46 シエロフェイス 牡2黒鹿 55

51 ★古川 奈穂 STレーシング 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 430± 02：00．73 5．9	
610 ペルグランデ 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 岡田スタツド 432－ 42：00．91� 201．4

813 イ ン ザ ー ギ 牡2鹿 55 武藤 雅吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム B508＋ 62：01．32� 23．9�
45 マイネルグローリエ 牡2鹿 55 丹内 祐次 �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 490＋ 42：01．93� 407．8
34 シュヴァリエール 牡2鹿 55 C．デムーロ 平田 修氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 458－ 42：02．0� 27．3�

（仏）

712 ハリウッドフェーム 牡2黒鹿55 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 栗田 徹 新ひだか 山際牧場 524－ 22：02．1� 7．3�
814 レアリアルノーヴ 牝2黒鹿54 江田 照男西田 順彦氏 伊藤 伸一 浦河 藤春 修二 474－ 2 〃 アタマ 659．9�
711 ポンテビアンカ 牝2青鹿54 原田 和真 �コスモヴューファーム 伊藤 伸一 新冠 コスモヴューファーム 468＋ 82：02．95 647．4�
69 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 484＋ 22：03．85 479．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 64，986，700円 複勝： 90，461，000円 枠連： 15，330，700円
馬連： 96，724，900円 馬単： 45，673，900円 ワイド： 85，326，400円
3連複： 142，300，800円 3連単： 177，605，400円 計： 718，409，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 140円 � 140円 枠 連（1－5） 800円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 340円 �� 250円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 5，010円

票 数

単勝票数 計 649867 的中 � 179493（1番人気）
複勝票数 計 904610 的中 � 204222（1番人気）� 163000（2番人気）� 162204（3番人気）
枠連票数 計 153307 的中 （1－5） 14782（2番人気）
馬連票数 計 967249 的中 �� 77604（4番人気）
馬単票数 計 456739 的中 �� 20684（5番人気）
ワイド票数 計 853264 的中 �� 61932（3番人気）�� 92342（1番人気）�� 57091（4番人気）
3連複票数 計1423008 的中 ��� 102201（2番人気）
3連単票数 計1776054 的中 ��� 25668（8番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．5―11．6―12．2―11．9―11．6―11．0―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―35．4―47．0―59．2―1：11．1―1：22．7―1：33．7―1：45．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．8

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

勝馬の
紹 介

ウィズグレイス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Curlin デビュー 2021．10．3 中山5着

2019．2．6生 牝2鹿 母 カ ラ ラ イ ナ 母母 Whatdreamsrmadeof 2戦1勝 賞金 5，800，000円
〔その他〕 アースロマン号は，1着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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。



3008911月28日 晴 良 （3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 7，600，000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

816 オブデュモンド 牡3黒鹿56 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 新冠 北星村田牧場 512－ 21：37．4 4．5�
48 ロ ン コ ー ネ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太ライオンレースホース� 岩戸 孝樹 浦河 浦河日成牧場 486± 01：37．82� 1．8�
47 � ブルーカルセドニー 牝3鹿 54 横山 和生 KRジャパン 小野 次郎 新冠 村上 欽哉 448± 01：38．01� 26．8�
35 インヴァリアンス 牡3栗 56 M．デムーロ�G1レーシング 尾関 知人 安平 追分ファーム 474－ 21：38．63� 11．3�
510 フォーチュネイト �4鹿 57 柴田 大知小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 須崎牧場 442－ 21：38．81� 44．0�
24 � ワンダフルライフ 牡4黒鹿57 菅原 明良江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 474－121：39．01� 286．3	
11 トミケンレゲンダ 牡4鹿 57 和田 竜二富樫アキ子氏 大和田 成 新冠 村上牧場 480＋ 41：39．21� 109．7

815 デリシュレーヌ 牝3青鹿54 酒井 学加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 480± 0 〃 ハナ 18．2�
612 ヴィントミューレ �3鹿 56 北村 宏司下河辺隆行氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 440－14 〃 ハナ 39．3�
12 セイウンオードリー 牡3鹿 56 江田 照男西山 茂行氏 深山 雅史 むかわ 宇南山牧場 508＋ 21：39．62� 86．1
714� ルピナステソーロ 牝3栗 54 �島 克駿了德寺健二ホール

ディングス� 畠山 吉宏 熊本 ストームファーム
コーポレーション 464－ 1 〃 アタマ 65．4�

23 アルバミノル 牡3鹿 56 田辺 裕信吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 476± 01：39．91	 39．8�
713 タ シ ロ 牡4栗 57 杉原 誠人�ミルファーム 的場 均 浦河 ミルファーム 534＋101：41．17 306．0�
36 クラウドスケープ 牡5黒鹿57 黛 弘人下河辺俊行氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 502＋18 〃 アタマ 557．4�
59 � フライオールデイズ 牡6黒鹿57 丹内 祐次岡田 壮史氏 清水 英克 様似 小田牧場 500＋ 11：41．2� 558．0�
611 イ シ ュ タ ル 牝3鹿 54 横山 武史 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 526－ 21：41．41� 5．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 65，083，700円 複勝： 149，792，200円 枠連： 17，175，800円
馬連： 96，441，300円 馬単： 53，113，200円 ワイド： 93，152，900円
3連複： 158，744，600円 3連単： 228，111，900円 計： 861，615，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 150円 � 110円 � 280円 枠 連（4－8） 350円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 220円 �� 1，320円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 11，760円

票 数

単勝票数 計 650837 的中 � 114305（2番人気）
複勝票数 計1497922 的中 � 147810（2番人気）� 864838（1番人気）� 56119（6番人気）
枠連票数 計 171758 的中 （4－8） 37805（1番人気）
馬連票数 計 964413 的中 �� 164798（1番人気）
馬単票数 計 531132 的中 �� 31275（4番人気）
ワイド票数 計 931529 的中 �� 131238（1番人気）�� 15323（14番人気）�� 46088（5番人気）
3連複票数 計1587446 的中 ��� 54607（5番人気）
3連単票数 計2281119 的中 ��� 14056（33番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．5―12．6―12．9―12．3―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．2―34．7―47．3―1：00．2―1：12．5―1：24．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オブデュモンド �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2020．6．14 東京11着

2018．2．5生 牡3黒鹿 母 クイーンオブトロイ 母母 Warrior Queen 13戦2勝 賞金 27，360，000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。
（非当選馬） 1頭 フクノラプラーニュ号
（非抽選馬） 2頭 ビジューブリランテ号・ブライドグルーム号

3009011月28日 晴 良 （3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

22 サ リ エ ラ 牝2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 424 ―1：47．2 2．7�
77 サ イ ル ー ン 牡2青鹿55 R．ムーア 金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 460 ―1：47．73 1．8�
（英）

44 トラストメイウェザ 牡2黒鹿55 酒井 学菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 468 ―1：48．76 37．1�
88 タ シ ッ ト 牡2鹿 55 松山 弘平多田 賢司氏 中川 公成 新ひだか 千代田牧場 460 ―1：48．91� 21．7�
55 フィルクローバー 牝2青 54 横山 武史 �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 476 ―1：49．11� 9．0	
66 トーセンソロモン 牡2鹿 55 江田 照男島川 
哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 藤沢牧場 442 ―1：49．52� 118．6�
89 テッシトゥーラ 牡2鹿 55 丸山 元気ゴドルフィン 宮田 敬介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476 ―1：49．71� 12．7�
33 ブ レ イ ク 牡2黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 えりも 寺井 文秀 470 ―1：50．12� 106．4
11 シルヴァリリーヴス 牝2芦 54

51 ▲小林 凌大栗山 学氏 土田 稔 新ひだか 橋本牧場 474 ―1：54．2大差 256．9�
（9頭）

売 得 金
単勝： 70，746，700円 複勝： 77，358，400円 枠連： 12，224，900円
馬連： 64，822，100円 馬単： 45，235，400円 ワイド： 45，760，500円
3連複： 83，922，400円 3連単： 217，315，700円 計： 617，386，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 110円 � 280円 枠 連（2－7） 160円

馬 連 �� 180円 馬 単 �� 390円

ワ イ ド �� 130円 �� 650円 �� 580円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 4，090円

票 数

単勝票数 計 707467 的中 � 212659（2番人気）
複勝票数 計 773584 的中 � 158862（2番人気）� 445262（1番人気）� 19239（6番人気）
枠連票数 計 122249 的中 （2－7） 56614（1番人気）
馬連票数 計 648221 的中 �� 278222（1番人気）
馬単票数 計 452354 的中 �� 85211（2番人気）
ワイド票数 計 457605 的中 �� 127794（1番人気）�� 13552（10番人気）�� 15272（8番人気）
3連複票数 計 839224 的中 ��� 41939（4番人気）
3連単票数 計2173157 的中 ��� 38435（12番人気）

ハロンタイム 13．5―11．6―12．2―12．3―12．1―11．6―10．7―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．5―25．1―37．3―49．6―1：01．7―1：13．3―1：24．0―1：35．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．5―3F33．9

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

勝馬の
紹 介

サ リ エ ラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Lomitas 初出走

2019．1．28生 牝2鹿 母 サ ロ ミ ナ 母母 Saldentigerin 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シルヴァリリーヴス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年12月28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。



3009111月28日 晴 良 （3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 7，600，000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
1：21．5
1：20．3

重
不良

713� ペガサスターボ 牡4鹿 57 田辺 裕信坪野谷和平氏 勢司 和浩 浦河 千明牧場 522＋ 21：25．1 22．0�
48 フィールザワールド 牡3鹿 56 藤岡 康太櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 B470＋ 4 〃 クビ 11．3�
35 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± 01：25．31� 22．1�
36 コングールテソーロ 牡5鹿 57 福永 祐一了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 高橋フアーム 494＋ 61：25．72� 2．7�
612 アンジェリーブル 牝5栗 55 横山 典弘伊藤 佳幸氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B466＋ 21：25．91� 21．0�
714� 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± 0 〃 クビ 5．2	
12 ユイノチャッキー 牡3栗 56 吉田 豊由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 508＋ 61：26．21	 11．1

47 � ブラックパンサー 牡3鹿 56 戸崎 圭太 Him Rock Racing

ホールディングス� 田村 康仁 日高 タバタファーム 496± 01：26．3� 5．4�
816 デルマシャンパン 牝6黒鹿55 菅原 明良浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 B488＋ 6 〃 クビ 35．7�
59 デ ク ス タ ー 
4栗 57

56 ☆秋山 稔樹小林竜太郎氏 竹内 正洋 新冠 須崎牧場 472± 01：26．51 169．0
23 ブレーヴトライ 牡3芦 56 丸山 元気 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 470＋ 41：26．6� 86．8�
510 イルクオーレ 
3鹿 56 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 浦河 杵臼牧場 500－ 41：26．91� 21．4�
11 シゲルヒラトリ 牡3栗 56 三浦 皇成森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 松本 信行 480＋ 4 〃 クビ 34．9�
611 トーセンアルル 牝3栗 54

51 ▲永野 猛蔵島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 504＋ 81：27．64 22．1�

815� スマッシュパワー 牡4鹿 57 丹内 祐次�宮内牧場 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 434－111：27．7	 603．0�
24 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 502＋ 61：28．65 33．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 63，994，600円 複勝： 97，092，300円 枠連： 21，150，400円
馬連： 110，758，700円 馬単： 47，678，700円 ワイド： 110，626，600円
3連複： 195，135，600円 3連単： 191，166，400円 計： 837，603，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，200円 複 勝 � 560円 � 440円 � 680円 枠 連（4－7） 1，030円

馬 連 �� 11，550円 馬 単 �� 22，460円

ワ イ ド �� 3，120円 �� 6，320円 �� 3，630円

3 連 複 ��� 69，320円 3 連 単 ��� 418，710円

票 数

単勝票数 計 639946 的中 � 23175（8番人気）
複勝票数 計 970923 的中 � 45337（8番人気）� 60488（5番人気）� 36758（9番人気）
枠連票数 計 211504 的中 （4－7） 15773（4番人気）
馬連票数 計1107587 的中 �� 7427（39番人気）
馬単票数 計 476787 的中 �� 1592（75番人気）
ワイド票数 計1106266 的中 �� 9189（38番人気）�� 4483（65番人気）�� 7873（43番人気）
3連複票数 計1951356 的中 ��� 2111（190番人気）
3連単票数 計1911664 的中 ��� 331（1114番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．8―35．8―47．8―59．9―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ペガサスターボ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスタキオン

2017．5．7生 牡4鹿 母 メイウインド 母母 トランクイリティー 11戦1勝 賞金 10，000，000円
初出走 JRA

〔発走状況〕 コーンフィールド号は，枠入り不良。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アポログランツ号・サノノヒーロー号・ショウナンマルーン号・トーセンニック号・マイグレーション号

3009211月28日 晴 良 （3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 10，100，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，010，000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
1：32．7
1：32．3

良
良

77 レッドラディエンス 牡2黒鹿55 R．ムーア �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 白老 社台牧場 486－ 41：34．7 5．5�
（英）

33 リアグラシア 牝2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 474－ 4 〃 クビ 3．9�
11 アバンチュリエ 牡2栗 55 柴田 善臣 DMMドリームクラブ� 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 466＋ 61：34．8� 4．6�
66 カミニートデルレイ 牡2黒鹿55 福永 祐一 �シルクレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 488－ 4 〃 ハナ 3．6�
22 ラコンタール 牡2鹿 55 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 468＋ 4 〃 クビ 5．9	
44 � ジ ャ ン グ ロ 牡2黒鹿55 武 豊藤田 晋氏 森 秀行 米 Nursery Place

& Partners 458＋ 41：34．9クビ 12．7

55 ケ ッ ツ ァ ー 牡2青鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 474＋ 21：35．64 218．5�
88 ブランデーロック 牡2栗 55 山田 敬士新井 衛氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 478＋10 〃 クビ 73．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 95，300，000円 複勝： 82，661，600円 枠連： 発売なし
馬連： 99，247，900円 馬単： 49，649，100円 ワイド： 72，961，300円
3連複： 109，677，800円 3連単： 233，364，900円 計： 742，862，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 170円 � 150円 � 180円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 300円 �� 520円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 7，600円

票 数

単勝票数 計 953000 的中 � 145256（4番人気）
複勝票数 計 826616 的中 � 122427（4番人気）� 161546（2番人気）� 112887（5番人気）
馬連票数 計 992479 的中 �� 91107（3番人気）
馬単票数 計 496491 的中 �� 20989（6番人気）
ワイド票数 計 729613 的中 �� 65428（3番人気）�� 33975（9番人気）�� 46899（7番人気）
3連複票数 計1096778 的中 ��� 62061（6番人気）
3連単票数 計2333649 的中 ��� 22247（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．7―47．9―1：00．1―1：11．2―1：22．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドラディエンス 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Jump Start デビュー 2021．8．8 函館6着

2019．4．20生 牡2黒鹿 母 ペルフォルマーダ 母母 Perversa 4戦2勝 賞金 17，934，000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28日 晴 良 （3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；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

610 グランオフィシエ 牡3鹿 55 川田 将雅 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 464± 01：58．4 2．1�
46 アステロイドベルト �4鹿 57 R．ムーア �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 478－ 41：58．72 10．2�

（英）

69 モーソンピーク 牡4青鹿57 菅原 明良 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 508＋ 41：59．23 8．3�
45 � プ ロ ー ス 牡5栗 57 松山 弘平髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ B514＋ 21：59．52 50．5�
711 プラチナトレジャー 牡3芦 55 C．ルメール 嶋田 賢氏 国枝 栄 新ひだか 服部 牧場 478＋ 2 〃 ハナ 4．3�
22 ナムラカミカゼ 牡4鹿 57 丸田 恭介奈村 睦弘氏 村山 明 日高 いとう牧場 488＋ 21：59．6� 41．6	
34 プレイイットサム 牡3芦 55 藤岡 佑介ゴドルフィン 藤岡 健一 日高 広富牧場 518＋ 21：59．7クビ 32．4

813 メイショウボサツ 牡4青鹿57 藤岡 康太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 田中スタッド 488＋ 81：59．91	 59．4�
58 スパングルドスター 牝4鹿 55 M．デムーロ �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 436－ 42：00．11	 22．5�
33 エクランドール 牝3鹿 53 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 426－ 22：00．31
 6．3
11 コスモスタック 牡4黒鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新ひだか 稲葉牧場 468± 02：00．93
 86．4�
712 アイスブラスト 牡5鹿 57 福永 祐一 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 新ひだか 沖田 哲夫 504＋ 42：02．17 57．1�
57 トーセンスカイ 牡5黒鹿57 C．デムーロ 島川 �哉氏 藤原 英昭 洞�湖 レイクヴィラファーム 496± 0 〃 クビ 87．3�

（仏）

814 ニシノオイカゼ 牡3黒鹿55 和田 竜二西山 茂行氏 武市 康男 浦河 日進牧場 460± 02：02．63 201．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 86，006，500円 複勝： 110，334，400円 枠連： 26，284，000円
馬連： 148，582，700円 馬単： 63，561，000円 ワイド： 120，000，400円
3連複： 221，785，400円 3連単： 271，777，300円 計： 1，048，331，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 250円 � 180円 枠 連（4－6） 780円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 420円 �� 340円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 8，460円

票 数

単勝票数 計 860065 的中 � 318899（1番人気）
複勝票数 計1103344 的中 � 326172（1番人気）� 83836（5番人気）� 137424（3番人気）
枠連票数 計 262840 的中 （4－6） 25988（3番人気）
馬連票数 計1485827 的中 �� 117598（4番人気）
馬単票数 計 635610 的中 �� 29732（5番人気）
ワイド票数 計1200004 的中 �� 73975（4番人気）�� 97677（2番人気）�� 25651（12番人気）
3連複票数 計2217854 的中 ��� 75104（5番人気）
3連単票数 計2717773 的中 ��� 23264（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．5―34．9―46．7―58．9―1：11．0―1：23．0―1：34．9―1：46．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．4

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

勝馬の
紹 介

グランオフィシエ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2021．1．24 中山4着

2018．4．17生 牡3鹿 母 マーブルカテドラル 母母 ヘルスウォール 7戦3勝 賞金 36，977，000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。

3009411月28日 晴 良 （3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，2．11．28以降3．11．21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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
1：33．8
1：33．3

重
良

35 サンライズウルス 牡3鹿 55 C．デムーロ 松岡 隆雄氏 安田 翔伍 新冠 村上 欽哉 B484＋ 21：37．0 3．0�
（仏）

36 エコロファルコン 牡3鹿 54 松山 弘平原村 正紀氏 矢野 英一 新ひだか 山田牧場 496－ 21：37．63� 7．9�
612 キタノリューオー 牡3鹿 55 丸山 元気北所 直人氏 萱野 浩二 新ひだか 見上牧場 460－ 2 〃 アタマ 2．5�
510 アドアステラ 牝5栗 52 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム B462＋ 41：37．81� 34．8�
713 タイセイスラッガー 牡3鹿 54 M．デムーロ田中 成奉氏 高橋 裕 日高 ナカノファーム 530＋161：38．11� 22．2�
47 アラゴナイト 牝3黒鹿52 杉原 誠人重松 國建氏 加藤 和宏 日高 横井 哲 452± 01：38．2� 13．9	
48 ゼ ロ ー ソ 牡3栗 54 柴田 善臣ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502＋ 61：38．41� 79．7

816 シュブリーム 牡5黒鹿54 津村 明秀栗坂 崇氏 大和田 成 浦河 中神牧場 472± 01：38．5クビ 294．1�
59 ナーシサステソーロ 牝4芦 52 戸崎 圭太了德寺健二ホール

ディングス� 奥平 雅士 新ひだか 幌村牧場 456－ 41：38．92� 22．0
23 タイキドミニオン 牡3鹿 54 川田 将雅�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± 01：39．11 11．7�
714 エピックスター �6鹿 54 石橋 脩子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 446＋ 61：39．2� 250．1�
815	 チェリーオリオン 牡3栗 53 小林 凌大櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 498＋ 81：39．3� 88．0�
12 
 セ ラ ン 牝4黒鹿54 武 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 米 Cres Ran,

LLC B488－141：39．83 18．0�
611 トーセンヴィータ 牡6青鹿55 内田 博幸島川 �哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ

スティファーム 540± 01：40．12 200．2�
11 ブラックトマホーク �4黒鹿54 菅原 明良吉田 勝己氏 高木 登 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：40．42 81．3�
24 グランドビクトリー 牡5栗 55 和田 竜二田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B482＋ 41：41．78 53．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 80，605，500円 複勝： 103，686，500円 枠連： 36，194，100円
馬連： 165，594，800円 馬単： 66，698，000円 ワイド： 137，260，600円
3連複： 281，428，700円 3連単： 316，320，000円 計： 1，187，788，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 180円 � 120円 枠 連（3－3） 1，780円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 530円 �� 230円 �� 360円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 5，780円

票 数

単勝票数 計 806055 的中 � 210453（2番人気）
複勝票数 計1036865 的中 � 185863（2番人気）� 115143（3番人気）� 266604（1番人気）
枠連票数 計 361941 的中 （3－3） 15748（9番人気）
馬連票数 計1655948 的中 �� 76949（4番人気）
馬単票数 計 666980 的中 �� 20668（5番人気）
ワイド票数 計1372606 的中 �� 58490（5番人気）�� 175804（1番人気）�� 94273（2番人気）
3連複票数 計2814287 的中 ��� 212412（1番人気）
3連単票数 計3163200 的中 ��� 39630（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．0―34．3―47．2―1：00．0―1：12．5―1：24．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズウルス �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 チチカステナンゴ デビュー 2021．2．13 阪神1着

2018．4．29生 牡3鹿 母 ア ル ー シ ュ 母母 デ ィ ナ シ ー 6戦3勝 賞金 31，627，000円
※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。
（非抽選馬）10頭 アーザムブルー号・ウインプロスト号・カラーズオブラヴ号・ゴールドフレーム号・ジェロボーム号・

トウキョウボーイ号・トリッチトラッチ号・ニシノアメイズ号・ファイヴレター号・ミカンサン号
※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。

１レース目



3009511月28日 晴 良 （3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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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

713 ジャックドール 牡3栗 55 藤岡 佑介前原 敏行氏 藤岡 健一 日高 クラウン日高牧場 506± 01：58．4 5．1�
714 ハーツイストワール 牡5黒鹿57 C．ルメール 嶋田 賢氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 488＋ 61：59．03� 8．6�
23 	 シ ン ボ 牡4鹿 57 武 豊�龍光 小崎 憲 新冠 長浜 忠 468＋ 21：59．21 18．7�
36 ヴェイルネビュラ 牡3鹿 55 和田 竜二吉田 勝己氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 496＋121：59．41� 81．0�
59 エ ア ジ ー ン 牝5鹿 55 R．ムーア �ラッキーフィールド堀 宣行 安平 ノーザンファーム 462＋ 4 〃 アタマ 26．2	

（英）

510 カイザーバローズ 牡3青鹿55 C．デムーロ 猪熊 広次氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 450± 01：59．71
 4．5

（仏）

12 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 488＋ 61：59．8クビ 22．8�
47 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 446－ 6 〃 ハナ 38．3�
611 プリマヴィスタ 牡4栗 57 三浦 皇成加藤 裕司氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 8 〃 ハナ 346．5
816 モ ク レ レ �7黒鹿57 菅原 明良金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 504＋141：59．9
 79．4�
815 アルビージャ 牡3黒鹿55 川田 将雅 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 518＋10 〃 クビ 5．4�
48 ノースブリッジ 牡3鹿 55 岩田 康誠井山 登氏 奥村 武 新冠 村田牧場 498＋ 62：00．0
 4．6�
24 エターナルヴィテス 牡5鹿 57 田中 勝春永井 廣司氏 松山 将樹 浦河 櫛桁牧場 480＋142：00．74 176．9�
612 モリノカンナチャン 牝3鹿 53 横山 武史森 和久氏 大江原 哲 登別 青藍牧場 450＋ 22：00．8
 9．7�
11 サ ペ ラ ヴ ィ 牡4鹿 57 松山 弘平伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 476－ 22：01．01� 68．2�
35 デュアライズ 牡5黒鹿57 田辺 裕信高橋 文男氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 452＋ 42：01．53 110．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 124，067，600円 複勝： 166，523，500円 枠連： 58，424，300円
馬連： 272，783，100円 馬単： 101，925，700円 ワイド： 205，220，700円
3連複： 437，666，200円 3連単： 487，645，600円 計： 1，854，256，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 230円 � 250円 � 480円 枠 連（7－7） 2，550円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 4，530円

ワ イ ド �� 990円 �� 1，370円 �� 2，510円

3 連 複 ��� 11，480円 3 連 単 ��� 45，230円

票 数

単勝票数 計1240676 的中 � 191852（3番人気）
複勝票数 計1665235 的中 � 200848（4番人気）� 184823（5番人気）� 79200（7番人気）
枠連票数 計 584243 的中 （7－7） 17750（11番人気）
馬連票数 計2727831 的中 �� 79920（12番人気）
馬単票数 計1019257 的中 �� 16841（20番人気）
ワイド票数 計2052207 的中 �� 54500（14番人気）�� 38626（17番人気）�� 20518（32番人気）
3連複票数 計4376662 的中 ��� 28590（36番人気）
3連単票数 計4876456 的中 ��� 7815（152番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―11．7―11．8―12．2―12．3―11．9―11．0―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．2―35．9―47．7―59．9―1：12．2―1：24．1―1：35．1―1：46．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジャックドール �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2020．12．6 中山2着

2018．4．8生 牡3栗 母 ラヴァリーノ 母母 Sous Entendu 7戦4勝 賞金 53，267，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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28日 晴 良 （3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41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 300，000，000円 120，000，000円 75，000，000円 45，000，000円 30，000，000円
付 加 賞 3，822，000円 1，092，000円 546，000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

12 コントレイル 牡4青鹿57 福永 祐一前田 晋二氏 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 456－ 82：24．7 1．6�

47 オーソリティ 牡4鹿 57 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 520＋ 22：25．02 7．1�
24 シャフリヤール 牡3黒鹿55 川田 将雅 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 446－ 62：25．21� 3．7�
612 サンレイポケット 牡6黒鹿57 	島 克駿永井 啓弍氏 高橋 義忠 様似 様似共栄牧場 474＋ 22：25．4
 70．5�
36 � グランドグローリー 牝5鹿 55 C．デムーロ A．フラセット，J．ダマー

ト＆M．ピエトランジェロ G．ビエトリーニ 英 Elevage Haras
de Bourgeauville 466 2：25．5
 56．6�

（Grand Glory（GB）） （仏） （仏）

714 ユーバーレーベン 牝3青鹿53 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 472＋ 8 〃 クビ 25．5

611 シャドウディーヴァ 牝5黒鹿55 横山 典弘 	スリーエイチレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 478－ 42：25．6� 76．4�
818� ジ ャ パ ン 牡5鹿 57 武 豊 松島正昭氏，Jマグニア夫

人，Mテイバー＆Dスミス A．オブライエン 英 Newsells
Park Stud 482 2：25．7クビ 59．3�

（Japan（GB）） （愛）

59 アリストテレス 牡4鹿 57 横山 武史近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 480＋ 82：25．81 20．5
35 キ セ キ 牡7黒鹿57 和田 竜二石川 達絵氏 辻野 泰之 日高 下河辺牧場 512＋ 62：26．01 37．4�
23 � ブ ル ー ム 牡5鹿 57 R．ムーア 松島正昭氏，Jマグニア夫

人，Mテイバー＆Dスミス A．オブライエン 愛 Epona Blood-
stock Ltd 464 2：26．1� 29．0�

（Broome（IRE）） （愛） （英）

816 ユーキャンスマイル 牡6鹿 57 藤岡 佑介金子真人ホール
ディングス	 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 506＋ 62：26．21 240．1�

713 モ ズ ベ ッ ロ 牡5鹿 57 池添 謙一 	キャピタル・システム 森田 直行 新冠 村田牧場 488＋ 62：26．51� 278．8�
715 マ カ ヒ キ 牡8鹿 57 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス	 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 508＋ 2 〃 クビ 76．9�
510 ロードマイウェイ 牡5鹿 57 三浦 皇成 	ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 474＋ 42：27．03 397．5�
11 ムイトオブリガード 牡7鹿 57 柴田 善臣市川義美ホール

ディングス	 角田 晃一 安平 ノーザンファーム B490－ 2 〃 クビ 258．8�
48 ウインドジャマー �4鹿 57 北村 宏司多田 信尊氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤澤 昭勝 B508－ 2 〃 アタマ 311．5�
817 ワグネリアン 牡6鹿 57 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス	 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 464－ 22：27．1クビ 94．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 1，246，776，000円 複勝： 1，429，868，800円 枠連： 467，205，300円 馬連： 2，238，679，300円 馬単： 1，317，592，200円
ワイド： 1，574，752，000円 3連複： 4，149，044，700円 3連単： 9，081，814，100円 5重勝： 835，586，700円 計： 22，341，319，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 140円 � 120円 枠 連（1－4） 530円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 210円 �� 150円 �� 330円

3 連 複 ��� 510円 3 連 単 ��� 1，780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����� 171，270円

票 数

単勝票数 計12467760 的中 � 5886839（1番人気）
複勝票数 計14298688 的中 � 8212190（1番人気）� 1268792（3番人気）� 1769512（2番人気）
枠連票数 計4672053 的中 （1－4） 672012（2番人気）
馬連票数 計22386793 的中 �� 3214532（2番人気）
馬単票数 計13175922 的中 �� 1462276（3番人気）
ワイド票数 計15747520 的中 �� 1841382（2番人気）�� 3117354（1番人気）�� 999498（3番人気）
3連複票数 計41490447 的中 ���6023555（1番人気）
3連単票数 計90818141 的中 ���3685941（2番人気）
5重勝票数 計8355867 的中 ����� 3415

ハロンタイム 12．7―11．5―12．8―12．6―12．6―12．3―11．6―11．6―11．7―11．6―11．5―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�
12．7―24．2―37．0―49．6―1：02．2―1：14．5―1：26．1―1：37．7―1：49．4―2：01．0―2：12．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．3
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

コントレイル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2019．9．15 阪神1着

2017．4．1生 牡4青鹿 母 ロードクロサイト 母母 Folklore 11戦8勝 賞金 1，195，294，000円
〔制裁〕 アリストテレス号の騎手横山武史は，1コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・12番）

シャドウディーヴァ号の騎手横山典弘は，1コーナーで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：4番）
コントレイル号の騎手福永祐一は，2コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・18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 ゴーフォザサミット号・トラストケンシン号
※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。

３レース目

５レース目



（3東京5）第8日 11月28日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 177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

761，770，000円
11，240，000円
33，880，000円
7，320，000円
99，240，000円
14，000，000円
75，698，000円
5，533，500円
1，699，200円

勝馬投票券売得金
2，043，231，000円
2，556，846，700円
695，625，700円
3，506，756，400円
1，904，500，100円
2，638，431，600円
6，115，554，300円
11，653，422，300円
835，586，700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 31，949，954，800円

総入場人員 10，099名 （有料入場人員 9，200名）



令和3年度 第5回東京競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，353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

2，519，790，000円
33，980，000円
263，390，000円
19，370，000円
306，150，000円
19，000，000円
596，185，750円
40，258，500円
12，988，800円

勝馬投票券売得金
7，233，819，700円
9，652，499，400円
2，514，039，200円
13，209，573，200円
5，941，355，200円
10，000，416，800円
21，382，486，000円
30，133，615，300円
835，586，700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 100，903，391，500円

総入場延人員 73，801名 （有料入場延人員 70，802名）
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