
3003711月13日 晴 良 （4東京5） 第4日 第1競走 ��1，400�2歳未勝利
発走9時55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

713 テンコマンドゥール 牡2鹿 55 津村 明秀天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 470± 01：26．8 14．8�
59 サイタブラウン 牡2栗 55 木幡 巧也サイタグローバル 杉浦 宏昭 浦河 笹島 政信 B462＋ 41：27．11� 3．8�
24 アンプレッセシチー 牡2鹿 55

54 ☆永野 猛蔵 �友駿ホースクラブ 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 500＋101：27．73� 24．4�
47 ダズリングスカイ 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �CHEVAL AT-

TACHE 斎藤 誠 新ひだか 木下牧場 472± 0 〃 クビ 12．5�
23 タケウチリッキー 牝2鹿 54

51 ▲今村 聖奈由井健太郎氏 竹内 正洋 浦河 大北牧場 490－ 81：27．8クビ 35．9�
611 チーフインザスカイ 牡2栗 55 野中悠太郎阿部 善武氏 大和田 成 新冠 堤 牧場 434＋ 41：28．12 276．0	
714� フロストシティ 牡2黒鹿55 石川裕紀人ゴドルフィン 池上 昌和 米 Godolphin 476＋ 41：28．2� 18．4

48 ラージフィールド �2鹿 55 吉田 豊坂口 慎吾氏 松永 康利 浦河 チェスナット

ファーム B478＋ 41：28．41	 141．5�
612 ハ ル オ ー ブ 牡2鹿 55 三浦 皇成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武井 亮 新ひだか 藤沢牧場 444＋ 4 〃 クビ 2．3�
816 カウノスライト 牡2鹿 55

54 ☆秋山 稔樹高橋 文男氏 宗像 義忠 日高 賀張三浦牧場 478＋ 21：28．82 8．7
815 フレンドローズ 牝2栗 54 柴田 大知横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 原 弘之 448± 01：28．9� 328．5�
36 シェイクオンイット 牡2栗 55 H．ドイル �コスモヴューファーム 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム B466－ 2 〃 クビ 49．7�

（英）

510 ファーレンジョー 牡2黒鹿 55
53 △小林 凌大ダイヤストーン組合 中野 栄治 新冠 シンカンファーム 448－ 61：29．43 234．4�

12 スターオブエース 牡2黒鹿55 松田 大作光安 了氏 土田 稔 浦河 富塚ファーム 478－ 21：29．5クビ 192．2�
35 ショウナンアシベ 牝2鹿 54 岩田 望来国本 哲秀氏 西田雄一郎 新ひだか 静内フアーム 466± 01：30．13� 16．4�
11 ダイユウサンテ 牡2鹿 55 原田 和真大友 靖岐氏 松永 康利 日高 滝本 健二 480＋ 41：31．37 247．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，109，500円 複勝： 34，802，500円 枠連： 10，485，800円
馬連： 53，217，600円 馬単： 23，495，100円 ワイド： 43，696，900円
3連複： 80，317，400円 3連単： 87，792，600円 計： 363，917，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，480円 複 勝 � 320円 � 150円 � 450円 枠 連（5－7） 1，750円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 5，410円

ワ イ ド �� 630円 �� 3，120円 �� 850円

3 連 複 ��� 9，720円 3 連 単 ��� 72，990円

票 数

単勝票数 計 301095 的中 � 17141（5番人気）
複勝票数 計 348025 的中 � 24555（5番人気）� 81361（2番人気）� 15909（6番人気）
枠連票数 計 104858 的中 （5－7） 4621（9番人気）
馬連票数 計 532176 的中 �� 20654（7番人気）
馬単票数 計 234951 的中 �� 3257（19番人気）
ワイド票数 計 436969 的中 �� 18500（6番人気）�� 3406（31番人気）�� 13279（8番人気）
3連複票数 計 803174 的中 ��� 6196（34番人気）
3連単票数 計 877926 的中 ��� 872（209番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．7―12．4―12．6―13．1―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．3―47．7―1：00．3―1：13．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テンコマンドゥール �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2022．7．16 福島11着

2020．4．21生 牡2鹿 母 コマンドゥールキイ 母母 ジェネロジー 4戦1勝 賞金 5，980，000円
〔騎手変更〕 スターオブエース号の騎手荻野極は，負傷のため松田大作に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイユウサンテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年12月13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。

3003811月13日 晴 良 （4東京5） 第4日 第2競走 1，800�2歳未勝利
発走10時20分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：44．5

良
良

68 コレペティトール 牡2栗 55 岩田 望来加藤 誠氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 472＋ 41：48．2 3．9�
22 リ チ ャ 牡2青鹿55 T．マーカンド前田 葉子氏 田中 博康 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476＋ 61：48．41� 6．4�
（英）

67 スピーディブレイク 牡2栗 55 戸崎 圭太嶋田 賢氏 村田 一誠 浦河 辻 牧場 422－ 4 〃 アタマ 4．8�
55 フジリョウエイ 牡2鹿 55 内田 博幸荒木 誠氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 480－ 21：48．5� 47．6�
812 フェスティヴビーム 牡2鹿 55 柴田 大知臼井義太郎氏 畠山 吉宏 むかわ 上水牧場 454＋ 21：48．6クビ 104．3�
44 サクセスバラード 牡2鹿 55 木幡 初也鈴木 芳夫氏 竹内 正洋 新ひだか 見上牧場 448± 01：48．7� 15．8�
710 フライウィズミー 牝2青鹿54 三浦 皇成ゴドルフィン 小島 茂之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 424－ 2 〃 アタマ 2．8	
79 シュマンドロワ 牡2黒鹿 55

52 ▲今村 聖奈 
ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 奥村 武 新ひだか タガミファーム 460＋ 21：49．12� 10．5�

33 オ ザ ナ リ 牝2鹿 54 吉田 豊由井健太郎氏 深山 雅史 日高 西野 春樹 390－ 81：49．31� 46．1�
56 キタノレーニア 牝2芦 54

53 ☆永野 猛蔵北所 直人氏 粕谷 昌央 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 426＋ 61：49．82� 358．2

11 カリスマタイクーン 牡2黒鹿55 木幡 巧也西村 憲人氏 杉浦 宏昭 日高 奥山牧場 B492＋ 81：50．54 314．1�
811 チャイボーグ 牝2黒鹿54 野中悠太郎田頭 勇貴氏 的場 均 新ひだか 藤原牧場 476－ 41：51．02� 267．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 34，269，800円 複勝： 41，901，300円 枠連： 8，600，700円
馬連： 46，018，400円 馬単： 21，516，100円 ワイド： 36，583，400円
3連複： 68，558，600円 3連単： 85，390，600円 計： 342，838，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 200円 � 170円 枠 連（2－6） 840円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 500円 �� 410円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，840円 3 連 単 ��� 11，730円

票 数

単勝票数 計 342698 的中 � 73820（2番人気）
複勝票数 計 419013 的中 � 82108（2番人気）� 48604（4番人気）� 61235（3番人気）
枠連票数 計 86007 的中 （2－6） 7850（3番人気）
馬連票数 計 460184 的中 �� 27762（6番人気）
馬単票数 計 215161 的中 �� 6566（11番人気）
ワイド票数 計 365834 的中 �� 18767（6番人気）�� 23619（4番人気）�� 15509（10番人気）
3連複票数 計 685586 的中 ��� 27908（6番人気）
3連単票数 計 853906 的中 ��� 5275（40番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―11．9―12．5―12．1―12．1―11．5―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―36．7―49．2―1：01．3―1：13．4―1：24．9―1：36．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コレペティトール �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2022．10．23 阪神3着

2020．2．15生 牡2栗 母 ベガスナイト 母母 Words of War 2戦1勝 賞金 7，000，000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。

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４日



3003911月13日 晴 良 （4東京5） 第4日 第3競走 1，400�2歳未勝利
発走10時50分 （芝・左）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．8
1：20．1

良
良

59 トーセンローリエ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ
スティファーム 430＋ 21：21．6 1．3�

612 アルマロクザン 牝2鹿 54 吉田 豊コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 小島牧場 452＋ 21：22．02� 9．7�
47 トロピカルライト 牝2黒鹿 54

53 ☆秋山 稔樹高橋 文男氏 宗像 義忠 日高 本間牧場 466＋141：22．21� 118．3�
611 サクラトップクリス 牝2栗 54 岩田 望来�トップフェロウ田村 康仁 新ひだか 千代田牧場 452＋ 41：22．3クビ 8．1�
24 イルルージュ 牝2黒鹿 54

52 △小林 凌大 	ビッグレッドファーム 嘉藤 貴行 新ひだか 村上牧場 428－ 41：22．83 130．0

816 ド ナ ル ビ ー 牝2黒鹿54 木幡 巧也小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新冠 岩見牧場 440－ 4 〃 アタマ 43．9�
510 ネザーランドリマ 牝2鹿 54

52 △山田 敬士小川 敏夫氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 422－ 2 〃 クビ 41．8�
11 ポッピングシャワー 牝2黒鹿54 柴田 善臣	下屋敷牧場 大江原 哲 新ひだか 下屋敷牧場 420＋ 21：22．9� 95．4
815 ア リ ー チ ェ 牝2鹿 54

51 ▲今村 聖奈小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 444－ 61：23．0クビ 70．5�
12 ダンシングハピリー 牝2鹿 54 北村 宏司	ミルファーム 清水 英克 浦河 ミルファーム 400－ 81：23．21� 163．2�
713 メ ロ ー ラ 牝2鹿 54

53 ☆永野 猛蔵小原準一郎氏 村田 一誠 浦河 村下 清志 446－ 4 〃 クビ 65．9�
35 ビップナージャ 牝2鹿 54 �島 克駿鈴木 邦英氏 高柳 瑞樹 浦河 中村 雅明 416－ 21：23．41� 105．5�
23 セイカパルナッソス 牝2芦 54 石川裕紀人久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 392－ 61：23．5クビ 236．8�
817 パダノベネタ 牝2鹿 54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 伊藤 大士 青森 町屋 勝幸 398－ 81：24．35 386．2�
48 ノーブルブラッド 牝2鹿 54 井上 敏樹吉木 伸彦氏 武藤 善則 日高 スウィング

フィールド牧場 430＋ 21：24．4� 308．5�
714 ウィットサンデー 牝2黒鹿54 H．ドイル 	キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム B484＋ 21：26．4大差 9．3�

（英）

36 ピ ア ブ ル ー 牝2栗 54 内田 博幸豊井 義次氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 402＋ 61：28．4大差 374．2�
（17頭）

売 得 金
単勝： 42，221，000円 複勝： 141，806，000円 枠連： 13，952，800円
馬連： 50，417，700円 馬単： 34，032，500円 ワイド： 44，315，200円
3連複： 75，262，300円 3連単： 139，859，700円 計： 541，867，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 180円 � 930円 枠 連（5－6） 200円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，790円 �� 5，240円

3 連 複 ��� 8，600円 3 連 単 ��� 22，860円

票 数

単勝票数 計 422210 的中 � 257209（1番人気）
複勝票数 計1418060 的中 � 1104747（1番人気）� 62188（3番人気）� 7610（10番人気）
枠連票数 計 139528 的中 （5－6） 53949（1番人気）
馬連票数 計 504177 的中 �� 90700（2番人気）
馬単票数 計 340325 的中 �� 48731（2番人気）
ワイド票数 計 443152 的中 �� 54306（2番人気）�� 5744（18番人気）�� 1904（37番人気）
3連複票数 計 752623 的中 ��� 6562（26番人気）
3連単票数 計1398597 的中 ��� 4434（61番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．0―12．1―11．8―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．4―34．4―46．5―58．3―1：09．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンローリエ �
�
父 サトノクラウン �

�
母父 メイショウサムソン デビュー 2022．7．9 函館2着

2020．2．9生 牝2黒鹿 母 トーセンナチュラル 母母 ガールズトーク 3戦1勝 賞金 10，100，000円
〔騎手変更〕 ピアブルー号の騎手荻野極は，負傷のため内田博幸に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウィットサンデー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年12月13日まで平地競

走に出走できない。
ピアブルー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和5年1月13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。

3004011月13日 晴 良 （4東京5） 第4日 第4競走 1，600�2歳未勝利
発走11時20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

712 タ カ シ 牡2鹿 55 T．マーカンド三木 正浩氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 528－ 21：39．1 7．8�
（英）

58 モンテイゾラ 牡2鹿 55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：39．31� 6．3�
34 エッグスラット 牡2芦 55 �島 克駿�G1レーシング 矢野 英一 千歳 社台ファーム 494＋ 2 〃 アタマ 11．9�
814 ニシノシャイニング 牡2鹿 55 H．ドイル 西山 茂行氏 中野 栄治 新冠 村上 欽哉 438－ 21：39．4クビ 28．0�

（英）

610 ドラゴンヘッド 牡2芦 55 内田 博幸杉山 忠国氏 武藤 善則 新ひだか 明治牧場 456－ 21：40．35 36．3	
815 サーブルミラージュ 牡2栗 55

54 ☆永野 猛蔵 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 日高 前野牧場 496＋ 4 〃 ハナ 5．3


59 ダンスクラブ 牡2栗 55 石川裕紀人村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 520－ 81：40．51� 3．7�
23 ツカサレヴズ 牡2鹿 55 吉田 豊小泉 禎剛氏 田島 俊明 新冠 ハクレイファーム 460－ 81：40．6クビ 77．8�
611 ナイトブレーカー 牡2青鹿55 三浦 皇成 TNレーシング 武井 亮 浦河 笹島 政信 462＋ 2 〃 アタマ 5．6
47 フクチャンキング 牡2鹿 55 岩田 望来福田 義明氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 524－141：40．7� 17．0�
22 エクセルウェッジ 牡2芦 55 木幡 初也谷川 正純氏 武市 康男 新冠 山岡ファーム 512± 0 〃 ハナ 431．8�
713 ニシノカナン 牡2黒鹿55 木幡 巧也西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 中山 高鹿康 500＋161：41．23 93．7�
35 ダンネワード 牡2鹿 55

52 ▲今村 聖奈吉田 千津氏 堀内 岳志 千歳 社台ファーム 420＋ 41：41．62 52．5�
46 トキノヤマト 牡2芦 55 津村 明秀醍醐 徹氏 田村 康仁 新ひだか 高橋 修 476－ 41：42．55 77．2�
11 ヒーステソーロ 牡2鹿 55 柴田 善臣了德寺健二ホール

ディングス� 西田雄一郎 日高 日高大洋牧場 484＋ 21：43．56 214．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 36，984，200円 複勝： 47，792，200円 枠連： 13，687，600円
馬連： 60，517，600円 馬単： 24，124，600円 ワイド： 51，802，000円
3連複： 89，306，600円 3連単： 94，242，700円 計： 418，457，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 270円 � 220円 � 320円 枠 連（5－7） 960円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 4，610円

ワ イ ド �� 910円 �� 1，150円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 7，600円 3 連 単 ��� 56，180円

票 数

単勝票数 計 369842 的中 � 39866（5番人気）
複勝票数 計 477922 的中 � 46389（5番人気）� 61639（4番人気）� 36317（6番人気）
枠連票数 計 136876 的中 （5－7） 10946（4番人気）
馬連票数 計 605176 的中 �� 20819（9番人気）
馬単票数 計 241246 的中 �� 3919（20番人気）
ワイド票数 計 518020 的中 �� 14781（10番人気）�� 11464（14番人気）�� 11955（13番人気）
3連複票数 計 893066 的中 ��� 8804（26番人気）
3連単票数 計 942427 的中 ��� 1216（195番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．9―12．3―12．3―12．5―12．9―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．4―35．3―47．6―59．9―1：12．4―1：25．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タ カ シ �
�
父 マインドユアビスケッツ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2022．9．24 中山7着

2020．4．15生 牡2鹿 母 ノーブルソニック 母母 ソニックグルーヴ 2戦1勝 賞金 5，200，000円
〔騎手変更〕 モンテイゾラ号の騎手荻野極は，負傷のため戸崎圭太に変更。
〔制裁〕 エッグスラット号の騎手�島克駿は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番・13番）

エクセルウェッジ号の騎手木幡初也は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5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。



3004111月13日 曇 良 （4東京5） 第4日 第5競走 1，800�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
1：44．5
1：44．5

良
良

55 ソールオリエンス 牡2鹿 55 戸崎 圭太 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 460 ―1：50．8 1．4�
66 レーベンスティール 牡2鹿 55 T．マーカンド �キャロットファーム 田中 博康 日高 広富牧場 480 ― 〃 クビ 3．1�

（英）

77 ル ー シ ア ン 牝2黒鹿54 津村 明秀シミズレーシング 池上 昌和 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470 ―1：51．75 15．5�

11 ツーエムルーイー 牝2黒鹿54 �島 克駿水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新ひだか 三石橋本牧場 522 ―1：52．01� 20．4�
22 コパノサントス 牡2青鹿 55

52 ▲今村 聖奈小林 祥晃氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 460 ―1：52．1� 17．2�
89 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 526 ―1：52．42 72．1	
33 ハクシンジャベリン 牡2栗 55

53 △山田 敬士新井原 博氏 松山 将樹 日高 門別 敏朗 480 ―1：53．67 118．1

88 ブラックルージュ 牝2黒鹿 54

53 ☆永野 猛蔵有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 三嶋牧場 442 ―1：53．7� 36．6�
44 ラ ヴ ァ 牡2栗 55

53 △小林 凌大樋口 雅彦氏 伊藤 伸一 日高 日西牧場 442 ― （競走中止） 66．1�
（9頭）

売 得 金
単勝： 45，335，800円 複勝： 91，003，500円 枠連： 7，305，200円
馬連： 42，761，700円 馬単： 33，973，700円 ワイド： 32，309，800円
3連複： 65，629，600円 3連単： 150，651，900円 計： 468，971，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連（5－6） 170円

馬 連 �� 160円 馬 単 �� 220円

ワ イ ド �� 120円 �� 220円 �� 240円

3 連 複 ��� 240円 3 連 単 ��� 780円

票 数

単勝票数 計 453358 的中 � 241916（1番人気）
複勝票数 計 910035 的中 � 671655（1番人気）� 92045（2番人気）� 39201（4番人気）
枠連票数 計 73052 的中 （5－6） 31506（1番人気）
馬連票数 計 427617 的中 �� 198539（1番人気）
馬単票数 計 339737 的中 �� 111931（1番人気）
ワイド票数 計 323098 的中 �� 100256（1番人気）�� 28515（2番人気）�� 26584（3番人気）
3連複票数 計 656296 的中 ��� 200963（1番人気）
3連単票数 計1506519 的中 ��� 139082（1番人気）

ハロンタイム 13．8―12．8―12．9―13．1―12．4―12．3―11．5―11．0―11．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．8―26．6―39．5―52．6―1：05．0―1：17．3―1：28．8―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．8―3F33．5

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

勝馬の
紹 介

ソールオリエンス 
�
父 キタサンブラック 

�
母父 Motivator 初出走

2020．4．4生 牡2鹿 母 ス キ ア 母母 Light Quest 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ラヴァ号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。
※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。

3004211月13日 曇 良 （4東京5） 第4日 第6競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時45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

22 トラマンダーレ 牡2鹿 55 T．マーカンド �シルクレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 482 ―1：36．6 1．4�
（英）

44 � スリーアイランド 牝2栗 54 H．ドイル 永井商事� 橋田 満 愛 Cn Farm Ltd 462 ―1：36．91� 3．5�
（英）

77 パニックボタン 牡2鹿 55 岩田 望来ゴドルフィン 小崎 憲 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 470 ―1：37．32� 14．3�

55 デ ィ オ ー ス 牡2鹿 55
54 ☆秋山 稔樹清宮 義男氏 牧田 和弥 平取 協栄組合 502 ―1：37．4� 10．4�

33 フェイマスアレグロ 牝2鹿 54 津村 明秀堀江 貞幸氏 深山 雅史 日高 原田ファーム 396 ―1：38．14 36．4	
88 ポ ン サ ン 牡2黒鹿55 戸崎 圭太天野 克彦氏 小西 一男 浦河 高岸 順一 476 ―1：39．37 21．2

66 ヤギリベリル 牡2鹿 55 野中悠太郎内田ヤエ子氏 小西 一男 新ひだか 桑嶋 峰雄 492 ― 〃 クビ 92．0�
11 サンドジオグリフ 牡2黒鹿55 三浦 皇成谷岡 毅氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 414 ―1：40．57 72．8�

（8頭）
89 ジョアジョルナータ 牡2黒鹿55 吉田 豊下河辺美智子氏 高橋 文雅 日高 下河辺牧場 472 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 41，757，400円 複勝： 49，988，400円 枠連： 7，950，200円
馬連： 34，570，000円 馬単： 23，606，400円 ワイド： 26，075，700円
3連複： 36，122，300円 3連単： 75，164，700円 計： 295，235，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 110円 � 140円 枠 連（2－4） 260円

馬 連 �� 190円 馬 単 �� 280円

ワ イ ド �� 120円 �� 220円 �� 340円

3 連 複 ��� 470円 3 連 単 ��� 1，070円

票 数

単勝票数 差引計 417574（返還計 48421） 的中 � 223226（1番人気）
複勝票数 差引計 499884（返還計 36632） 的中 � 345149（1番人気）� 57937（2番人気）� 26714（4番人気）
枠連票数 差引計 79502（返還計 1278） 的中 （2－4） 23368（1番人気）
馬連票数 差引計 345700（返還計109698） 的中 �� 140038（1番人気）
馬単票数 差引計 236064（返還計 76655） 的中 �� 61823（1番人気）
ワイド票数 差引計 260757（返還計 97873） 的中 �� 75773（1番人気）�� 24823（3番人気）�� 14229（7番人気）
3連複票数 差引計 361223（返還計265897） 的中 ��� 57193（2番人気）
3連単票数 差引計 751647（返還計551750） 的中 ��� 50712（2番人気）

ハロンタイム 13．5―12．3―12．8―12．3―12．0―11．2―11．1―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．5―25．8―38．6―50．9―1：02．9―1：14．1―1：25．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F33．7
3 2（4，7）－8（1，5）3，6 4 2（4，7）－8（1，5）3，6

勝馬の
紹 介

トラマンダーレ 
�
父 ドゥラメンテ 

�
母父 Tapit 初出走

2020．5．4生 牡2鹿 母 テルアケリー 母母 Evrobi 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 ジョアジョルナータ号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 トラマンダーレ号は，枠入り不良。
※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。



3004311月13日 曇 良 （4東京5） 第4日 第7競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時15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

815 ヴァーンフリート 牡3黒鹿56 T．マーカンド �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 526＋101：37．0 2．2�
（英）

611 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 476＋ 41：38．17 9．4�
713 ホワイトクロウ �4芦 57 野中悠太郎 �キャロットファーム 矢野 英一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B468＋ 4 〃 クビ 14．4�
510� ビービーキング 牡4鹿 57 内田 博幸�坂東牧場 戸田 博文 平取 坂東牧場 578± 01：38．2� 50．8�
35 サ ノ ラ キ 牡3鹿 56 北村 宏司佐野 信幸氏 中舘 英二 日高 豊洋牧場 490＋ 61：38．51� 134．9�
11 アスクビックスター 牡3鹿 56

52 ★古川 奈穂廣崎利洋HD	 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 468－10 〃 クビ 6．0

23 クリスタルウエイ 牡3栗 56 吉田 豊岡田 勇氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 B480－ 61：38．7	 20．1�
714� ティプシーワールド 牝4鹿 55 H．ドイル 吉田 和美氏 青木 孝文 平取 坂東牧場 452－ 41：38．8� 94．5�

（英）

47 アーレンダール 牝3栗 54 
島 克駿 �サンデーレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 504± 01：38．9� 5．6
612� ジ ョ ッ ト 牡4鹿 57 柴田 大知海谷 幸司氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 470－ 6 〃 アタマ 233．7�
12 セイウンオードリー 牡4鹿 57 三浦 皇成西山 茂行氏 深山 雅史 むかわ 宇南山牧場 514＋ 2 〃 クビ 11．5�
816� マ イ バ ウ ム 牡4黒鹿57 津村 明秀栗坂 崇氏 大和田 成 浦河 中神牧場 468＋ 4 〃 ハナ 195．6�
48 � トライファン 牡3黒鹿 56

55 ☆永野 猛蔵小菅 誠氏 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 492－ 21：39．53� 274．3�

24 プラウドヘリテージ 牡3鹿 56 石川裕紀人ゴドルフィン 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 512－ 41：39．92� 20．5�

36 � セブンフォールド 牡4鹿 57 岩田 望来 �社台レースホース黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 454＋101：42．1大差 18．7�
59 ライヴクラッカー 牡4黒鹿57 木幡 巧也澤田 孝之氏 牧 光二 新冠 守矢牧場 B494－ 41：43．27 110．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 49，586，300円 複勝： 66，740，800円 枠連： 18，624，600円
馬連： 89，048，800円 馬単： 31，800，500円 ワイド： 76，173，100円
3連複： 131，381，200円 3連単： 132，149，100円 計： 595，504，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 200円 � 340円 枠 連（6－8） 1，190円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 440円 �� 600円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 4，390円 3 連 単 ��� 13，140円

票 数

単勝票数 計 495863 的中 � 173426（1番人気）
複勝票数 計 667408 的中 � 153336（1番人気）� 83438（3番人気）� 38726（6番人気）
枠連票数 計 186246 的中 （6－8） 12070（5番人気）
馬連票数 計 890488 的中 �� 66736（3番人気）
馬単票数 計 318005 的中 �� 16431（3番人気）
ワイド票数 計 761731 的中 �� 47591（3番人気）�� 33036（5番人気）�� 9151（25番人気）
3連複票数 計1313812 的中 ��� 22442（13番人気）
3連単票数 計1321491 的中 ��� 7290（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．4―35．7―48．2―1：00．2―1：12．4―1：24．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァーンフリート �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．6．13 東京1着

2019．2．18生 牡3黒鹿 母 ロスヴァイセ 母母 ヴァイスハイト 8戦2勝 賞金 23，962，000円
〔騎手変更〕 ホワイトクロウ号の騎手荻野極は，負傷のため野中悠太郎に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セブンフォールド号・ライヴクラッカー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年

12月13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。

3004411月13日 曇 良 （4東京5） 第4日 第8競走 ��1，300�3歳以上2勝クラス
発走13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 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．1
1：16．1

重
重

815 アルファマム 牝3鹿 54 戸崎 圭太平井 裕氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 462± 01：17．2 3．2�
610 マイステージ 牝4鹿 55

53 △小林 凌大冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 440－ 21：17．52 17．1�
46 プレシオーソ �5黒鹿57 北村 宏司 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 藤原牧場 490＋ 81：17．71� 11．8�
59 バーンパッション 牡5黒鹿57 木幡 巧也岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 真歌田中牧場 482＋ 41：18．22� 196．3�
47 グランセノーテ 牡9栗 57 松田 大作安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 514－ 61：18．3	 245．7�
58 コスモノアゼット 牡4鹿 57 T．マーカンド 	ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 ビッグレッドファーム 514＋ 41：18．4クビ 7．3


（英）

712
 コズミックマインド �4鹿 57 柴田 大知�レッドマジック田島 俊明 米 Candy Mead-
ows LLC B442－ 61：18．72 200．6�

35 ヨッシーフェイス 牡4芦 57
54 ▲今村 聖奈 STレーシング 寺島 良 新ひだか グランド牧場 500＋ 4 〃 クビ 14．4�

814� ロードオブザチェコ 牡4栗 57 柴田 善臣谷脇智恵子氏 石栗 龍彦 新ひだか 織田 正敏 498－ 81：18．91 47．4
11 ホワイトガーベラ 牡3芦 56 石川裕紀人楠本 勝美氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 500－ 61：19．0	 2．5�
34 ヤ ウ ガ ウ �5鹿 57 津村 明秀 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 482－ 21：19．21� 164．4�
611 キュムロンニンバス 牡4鹿 57

56 ☆永野 猛蔵	ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 508－121：19．3クビ 265．4�
713 ダイチヴィヴァン 牡3鹿 56

55 ☆秋山 稔樹服部 英利氏 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 466－ 41：19．72� 30．3�
22 アーサーテソーロ 牡3栗 56 �島 克駿了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 新ひだか フジワラフアーム 528－ 21：20．55 24．7�
23 バ ク シ ン 牡4鹿 57 H．ドイル 林 正道氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 504± 01：20．6� 11．3�

（英）

（15頭）

売 得 金
単勝： 61，159，600円 複勝： 68，567，200円 枠連： 16，764，900円
馬連： 99，385，900円 馬単： 38，397，900円 ワイド： 86，501，400円
3連複： 145，933，600円 3連単： 159，808，800円 計： 676，519，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 170円 � 330円 � 230円 枠 連（6－8） 2，280円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 3，620円

ワ イ ド �� 870円 �� 640円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 5，680円 3 連 単 ��� 21，990円

票 数

単勝票数 計 611596 的中 � 151636（2番人気）
複勝票数 計 685672 的中 � 125898（2番人気）� 46580（6番人気）� 73585（4番人気）
枠連票数 計 167649 的中 （6－8） 5676（9番人気）
馬連票数 計 993859 的中 �� 30722（10番人気）
馬単票数 計 383979 的中 �� 7952（12番人気）
ワイド票数 計 865014 的中 �� 25380（9番人気）�� 35700（5番人気）�� 17202（17番人気）
3連複票数 計1459336 的中 ��� 19237（18番人気）
3連単票数 計1598088 的中 ��� 5267（59番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
6．9―17．6―28．7―40．4―52．3―1：04．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルファマム �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2021．10．24 新潟1着

2019．4．2生 牝3鹿 母 ダイオプサイド 母母 ミリオンベル 7戦3勝 賞金 34，180，000円
〔騎手変更〕 グランセノーテ号の騎手荻野極は，負傷のため松田大作に変更。
〔制裁〕 ホワイトガーベラ号の騎手石川裕紀人は，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：12

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。



3004511月13日 曇 良 （4東京5） 第4日 第9競走 ��
��1，400�

ぎんれい

銀嶺ステークス
発走14時15分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

712 ゴールドパラディン 牡5栗 57 岩田 望来 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 438＋ 21：24．0 2．6�

57 ゴ ダ イ リ キ 牡4鹿 57 T．マーカンド青山 洋一氏 牧浦 充徳 新ひだか グランド牧場 496－ 81：24．1� 14．1�
（英）

11 イ グ ザ ル ト 牡3黒鹿56 H．ドイル 青山 洋一氏 田中 剛 日高 シンボリ牧場 508－ 41：24．2クビ 2．7�
（英）

69 スズカカナロア 牡6鹿 57 横山 典弘永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 492－ 81：24．83	 122．6�
813 ラインオブフェイト 牝4栗 55 吉田 豊 �YGGホースクラブ 田島 俊明 日高 奥山 博 474－ 81：24．9クビ 44．6�
814 トーセンアラン 牡4鹿 57 三浦 皇成島川 	哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 536＋10 〃 クビ 7．0

711 シゲルヒラトリ 牡4栗 57 津村 明秀森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 松本 信行 490＋ 21：25．0クビ 442．8�
34 プエルタデルソル 牡8栗 57 内田 博幸前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474± 01：25．21
 112．6�
45 オーマイガイ 牡9栗 57 柴田 大知廣崎 利洋氏 河内 洋 新冠 川上牧場 468± 01：25．41 51．6
22 � ボルカンバル �4鹿 57 永野 猛蔵 �社台レースホース村山 明 千歳 社台ファーム 456＋ 41：25．72 229．8�
46 ヨドノビクトリー 牡8鹿 57 今村 聖奈海原 聖一氏 中野 栄治 浦河 林農場 510－ 21：26．44 227．2�
58 サンタナブルー 牡10黒鹿57 大塚 海渡 �YGGホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 478＋ 21：26．61
 447．8�
610 モズピンポン 牡5栗 57 島 克駿 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 514－201：27．66 44．4�
33 ウインアキレウス 牡4鹿 57 戸崎 圭太�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 496－ 41：28．55 5．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 75，237，200円 複勝： 61，859，600円 枠連： 19，753，500円
馬連： 115，230，900円 馬単： 50，688，900円 ワイド： 83，671，300円
3連複： 157，695，600円 3連単： 201，541，000円 計： 765，678，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 210円 � 130円 枠 連（5－7） 1，430円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 450円 �� 210円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 10，720円

票 数

単勝票数 計 752372 的中 � 228104（1番人気）
複勝票数 計 618596 的中 � 151359（1番人気）� 52813（5番人気）� 141136（2番人気）
枠連票数 計 197535 的中 （5－7） 10669（6番人気）
馬連票数 計1152309 的中 �� 61416（5番人気）
馬単票数 計 506889 的中 �� 15432（11番人気）
ワイド票数 計 836713 的中 �� 44611（5番人気）�� 117872（1番人気）�� 30622（8番人気）
3連複票数 計1576956 的中 ��� 80427（4番人気）
3連単票数 計2015410 的中 ��� 13626（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．0―34．5―46．4―58．5―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドパラディン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．8．25 小倉7着

2017．4．14生 牡5栗 母 シュヴァリエ 母母 タニノカリス 30戦4勝 賞金 104，991，000円
〔騎手変更〕 トーセンアラン号の騎手荻野極は，負傷のため三浦皇成に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインアキレウス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年12月13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。

3004611月13日 曇 良 （4東京5） 第4日 第10競走 ��
��1，800�ユートピアステークス

発走14時50分 （芝・左）
牝，3歳以上，3勝クラス；負担重量は，3歳53�4歳以上55�

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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．8

良
良

47 ルージュエヴァイユ 牝3鹿 53 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 462＋ 81：46．5 1．8�
611 ル ー ス 牝4栗 55 三浦 皇成山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 B484－121：46．6クビ 22．9�
58 タガノパッション 牝4鹿 55 岩田 望来八木 良司氏 武 幸四郎 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480＋ 21：46．81� 9．2�
34 ローゼライト 牝4鹿 55 	島 克駿中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 B442± 01：47．01
 35．7�
712 ヴェルトハイム 牝4黒鹿55 津村 明秀 �ロードホースクラブ 友道 康夫 新ひだか ケイアイファーム 472－10 〃 ハナ 79．9�
11 パープルレディー 牝4鹿 55 永野 猛蔵井山 登氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 424－101：47．2� 52．2	
46 ノワールドゥジェ 牝4青 55 T．マーカンド 
シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 492＋ 8 〃 アタマ 3．2�

（英）

713 アインゲーブング 牝4鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 440－ 41：47．41 134．9�

23 � ドンナセレーノ 牝4鹿 55 野中悠太郎原 子氏 安田 翔伍 英 Hara Reiko
Racing Co. Ltd B424＋ 6 〃 クビ 94．9

59 シンハリング 牝5青鹿55 内田 博幸 DMMドリームクラブ� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 504± 01：47．5クビ 41．4�
35 サルファーコスモス 牝4黒鹿55 松田 大作吉田 勝己氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 468± 0 〃 クビ 45．0�
815 サンタグラシア 牝4栗 55 H．ドイル 
社台レースホース鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424＋ 21：47．92
 42．9�
（英）

22 クライミングリリー 牝4鹿 55 今村 聖奈 
社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 466＋101：48．0� 17．1�
610 フ ァ ユ エ ン 牝4鹿 55 石川裕紀人谷岡 毅氏 勢司 和浩 新ひだか 谷岡スタット 470＋10 〃 クビ 37．1�
814 コ コ ニ ア ル 牝5栗 55 柴田 善臣村田 能光氏 和田 勇介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 21：48．21� 299．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 71，781，500円 複勝： 85，096，300円 枠連： 32，858，600円
馬連： 135，981，900円 馬単： 63，621，400円 ワイド： 102，781，600円
3連複： 205，850，200円 3連単： 285，894，400円 計： 983，865，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 470円 � 190円 枠 連（4－6） 850円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 2，660円

ワ イ ド �� 690円 �� 320円 �� 2，310円

3 連 複 ��� 3，990円 3 連 単 ��� 14，140円

票 数

単勝票数 計 717815 的中 � 317414（1番人気）
複勝票数 計 850963 的中 � 339792（1番人気）� 26336（6番人気）� 93184（3番人気）
枠連票数 計 328586 的中 （4－6） 29891（4番人気）
馬連票数 計1359819 的中 �� 57501（5番人気）
馬単票数 計 636214 的中 �� 17882（7番人気）
ワイド票数 計1027816 的中 �� 36950（5番人気）�� 93112（2番人気）�� 10260（24番人気）
3連複票数 計2058502 的中 ��� 38686（11番人気）
3連単票数 計2858944 的中 ��� 14658（37番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．0―12．2―12．2―12．0―11．2―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―36．0―48．2―1：00．4―1：12．4―1：23．6―1：34．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．1―3F34．1

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

勝馬の
紹 介

ルージュエヴァイユ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Frankel デビュー 2021．12．25 中山1着

2019．1．27生 牝3鹿 母 ナッシングバットドリームズ 母母 Danedream 6戦4勝 賞金 56，721，000円
〔騎手変更〕 パープルレディー号の騎手荻野極は，負傷のため永野猛蔵に変更。
※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。

１レース目



3004711月13日 曇 良 （4東京5） 第4日 第11競走 ��
��1，400�オ ー ロ カ ッ プ（Ｌ）

発走15時30分 （芝・左）
3歳以上，R3．11．13以降R4．11．6まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

岩手県競馬組合管理者賞（1着）
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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．4
1：19．0

良
良

12 ウインシャーロット 牝4鹿 53 石川裕紀人�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 496－ 81：20．6 2．8�
714 メイショウチタン 牡5黒鹿54 津村 明秀松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 松田牧場 476＋ 2 〃 クビ 37．7�
612� トリプルエース 牡5青鹿55 T．マーカンドゴドルフィン 斉藤 崇史 愛 Godolphin 494＋ 61：20．7� 55．9�

（英）

47 ルッジェーロ 	7黒鹿55 H．ドイル 村木 隆氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B512－ 41：20．8クビ 33．0�
（英）

611 グレイイングリーン 牡4芦 55 柴田 大知青芝商事� 池江 泰寿 安平 追分ファーム 478－10 〃 クビ 13．0�
11 テンハッピーローズ 牝4栗 53 今村 聖奈天白 泰司氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 452± 01：20．9クビ 6．9	
817 アルピニズム 牡5鹿 54 永野 猛蔵吉田 照哉氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 492＋ 21：21．0� 217．8

59 ラルナブリラーレ 牝5鹿 53 
島 克駿 �社台レースホース石坂 公一 千歳 社台ファーム 482－ 2 〃 アタマ 6．7�
23 ザイツィンガー 牡6芦 53 木幡 巧也永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 426－ 8 〃 ハナ 121．4
24 プ ル パ レ イ 牡3鹿 55 三浦 皇成 �Gリビエール・

レーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 490＋ 61：21．1クビ 11．8�
510 ストーンリッジ 牡5鹿 54 岩田 望来金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 468± 0 〃 クビ 20．2�
818 リレーションシップ 牡5鹿 55 松田 大作吉田 勝己氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B506＋ 21：21．2� 30．8�
48 シーズンズギフト 牝5青鹿52 北村 宏司 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 498＋ 2 〃 クビ 91．8�
816 カイザーミノル 牡6鹿 56 横山 典弘吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B462＋ 61：21．3クビ 6．6�
713 マイネルアルケミー 牡6栗 54 野中悠太郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 浦河 村下 清志 488＋12 〃 アタマ 183．3�
35 タマモメイトウ 牡6黒鹿54 内田 博幸タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 498－ 21：21．4� 259．6�
36 アオイクレアトール 牡5芦 54 戸崎 圭太新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 490＋101：21．61 11．2�
715 アイラブテーラー 牝6黒鹿53 吉田 豊中西 浩一氏 河内 洋 浦河 富菜牧場 464－ 61：23．09 87．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 99，211，500円 複勝： 109，214，700円 枠連： 62，159，700円
馬連： 275，346，400円 馬単： 91，911，300円 ワイド： 172，243，500円
3連複： 436，061，500円 3連単： 464，993，100円 計： 1，711，141，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 160円 � 820円 � 970円 枠 連（1－7） 2，970円

馬 連 �� 6，840円 馬 単 �� 10，080円

ワ イ ド �� 2，170円 �� 2，830円 �� 17，290円

3 連 複 ��� 92，330円 3 連 単 ��� 350，070円

票 数

単勝票数 計 992115 的中 � 283168（1番人気）
複勝票数 計1092147 的中 � 238600（1番人気）� 28615（11番人気）� 23781（12番人気）
枠連票数 計 621597 的中 （1－7） 16188（12番人気）
馬連票数 計2753464 的中 �� 31162（25番人気）
馬単票数 計 919113 的中 �� 6833（40番人気）
ワイド票数 計1722435 的中 �� 20755（24番人気）�� 15791（31番人気）�� 2526（90番人気）
3連複票数 計4360615 的中 ��� 3542（193番人気）
3連単票数 計4649931 的中 ��� 963（832番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―34．5―46．4―57．6―1：08．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインシャーロット �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2020．7．11 福島4着

2018．5．30生 牝4鹿 母 マリアヴェロニカ 母母 マリアヴァレリア 13戦5勝 賞金 101，996，000円
〔騎手変更〕 グレイイングリーン号の騎手荻野極は，負傷のため柴田大知に変更。
〔発走状況〕 アイラブテーラー号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔調教再審査〕 アイラブテーラー号は，発走調教再審査。
※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 アドマイヤアルバ号・スライリー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3004811月13日 曇 良 （4東京5） 第4日 第12競走 ��
��1，600�3歳以上2勝クラス

発走16時05分 （芝・左）
負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

78 セッタレダスト 牡3黒鹿56 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 嘉藤 貴行 浦河 北光牧場 490＋ 21：34．4 5．9�
33 ミモザイエロー 牝6栗 55

52 ▲今村 聖奈青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 468＋ 21：34．71� 20．9�
44 ロードカテドラル 牡3黒鹿56 T．マーカンド �ロードホースクラブ 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 506＋121：34．8	 1．6�

（英）

66 ムーンライト 牝5青 55 
島 克駿石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 杵臼牧場 482± 01：35．33 27．2�
79 エアミアーニ 牡4鹿 57 岩田 望来 �ラッキーフィールド笹田 和秀 様似 猿倉牧場 B444－ 21：35．61	 4．1	
810 シーリアスラブ 牡6鹿 57 三浦 皇成吉田 千津氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 462－ 6 〃 クビ 34．6

67 � エイシンシュトルム 牡3芦 56 木幡 巧也�栄進堂 勢司 和浩 浦河 栄進牧場 492＋ 81：35．7� 21．6�
55 エーティーソブリン 牡4鹿 57 松田 大作荒木 徹氏 武 英智 平取 稲原牧場 B486－ 2 〃 アタマ 17．1�
22 シベリアンタイガー �11鹿 57 柴田 大知岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 増本 良孝 492＋ 61：35．8	 226．0
11 ニシノアジャスト 牡4青鹿57 H．ドイル 西山 茂行氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 B534＋ 41：36．11� 52．9�

（英）

811 ネバーゴーンアウト �5青鹿 57
56 ☆永野 猛蔵岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 中田 英樹 488＋ 61：39．3大差 162．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 75，183，000円 複勝： 102，891，100円 枠連： 27，184，700円
馬連： 120，301，400円 馬単： 65，262，300円 ワイド： 86，155，400円
3連複： 169，479，100円 3連単： 334，751，800円 計： 981，208，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 160円 � 250円 � 110円 枠 連（3－7） 2，730円

馬 連 �� 5，140円 馬 単 �� 11，280円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 280円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，020円 3 連 単 ��� 25，500円

票 数

単勝票数 計 751830 的中 � 100951（3番人気）
複勝票数 計1028911 的中 � 100122（3番人気）� 49649（4番人気）� 548109（1番人気）
枠連票数 計 271847 的中 （3－7） 7701（10番人気）
馬連票数 計1203014 的中 �� 18132（15番人気）
馬単票数 計 652623 的中 �� 4336（28番人気）
ワイド票数 計 861554 的中 �� 18342（14番人気）�� 89997（2番人気）�� 43937（5番人気）
3連複票数 計1694791 的中 ��� 62729（8番人気）
3連単票数 計3347518 的中 ��� 9514（77番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―11．9―11．9―12．1―11．4―11．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．6―36．5―48．4―1：00．5―1：11．9―1：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F33．9
3 8＝3－6，2，4，7（1，5）－9，10－11 4 8－3＝（2，6）4（1，5，7）－9，10－11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

セッタレダスト �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 ラストタイクーン デビュー 2021．9．5 新潟6着

2019．5．10生 牡3黒鹿 母 ラストアウィン 母母 シャルムマイヤー 12戦3勝 賞金 25，900，000円
〔騎手変更〕 シーリアスラブ号の騎手荻野極は，負傷のため三浦皇成に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ネバーゴーンアウト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年12月13日まで平

地競走に出走できない。
※ムーンライト号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

４レース目



（4東京5）第4日 11月13日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 166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

240，970，000円
3，020，000円
35，160，000円
1，480，000円
30，030，000円
75，717，000円
4，565，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
662，836，800円
901，663，600円
239，328，300円
1，122，798，300円
502，430，700円
842，309，300円
1，661，598，000円
2，212，240，400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 8，145，205，400円

総入場人員 20，313名 （有料入場人員 19，747名）
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