
3004911月19日 晴 良 （4東京5） 第5日 第1競走 1，300�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
1：17．4
1：17．4

良
良

23 ニジュウダンサー 牝2鹿 54 横山 武史前迫 義幸氏 尾関 知人 むかわ 上水牧場 460－ 41：19．8 2．4�
612 メイデンタワー 牝2栗 54 D．レーン �サンデーレーシング 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 448＋101：20．44 2．9�

（豪）

816 ヨ ロ 牡2栗 55 杉原 誠人�ミルファーム 大和田 成 浦河 ミルファーム 494＋ 21：20．82� 20．0�
815 テイエムスイスイ 牝2黒鹿54 横山 和生竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 上井農場 504± 0 〃 クビ 5．3�
510 ダイシンカタナ 牡2鹿 55 松岡 正海大八木信行氏 戸田 博文 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 444－ 41：21．54 23．2�
35 アヴェッリーノ 牡2栗 55 津村 明秀八嶋 長久氏 的場 均 安平 �橋本牧場 478＋ 21：21．6� 13．9	
48 ケ ン キ ョ 牡2黒鹿55 丸田 恭介佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 454＋121：22．45 50．8

12 キタノマーベラス 牝2鹿 54 石川裕紀人北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 酒井 亨 428－ 21：22．82� 108．4�
611 テリオスノア 牝2黒鹿54 三浦 皇成鈴木美江子氏 田島 俊明 新ひだか 土田 和男 464± 01：22．91 75．8�
59 リッチハンター 牡2鹿 55 菅原 明良橋川 欣司氏 本間 忍 浦河 秋場牧場 472＋ 41：23．21� 28．2
47 ワイワイスマイル 牡2鹿 55

54 ☆永野 猛蔵山田 泰司氏 天間 昭一 むかわ 上水牧場 476－ 81：23．3� 316．7�
713 アクティビティ 牡2黒鹿55 H．ドイル 近藤 英二氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 448＋ 61：23．4� 201．1�

（英）

24 タマモガーベラ 牝2鹿 54
51 ▲西塚 洸二タマモ� 水野 貴広 日高 スマイルファーム 404＋ 41：23．71� 230．5�

11 キリシマラッキー 牡2栗 55 岩部 純二土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 444＋ 4 〃 アタマ 274．6�
714 ミストラヴィアータ 牝2鹿 54

52 △山田 敬士プレミアムレースホース 松山 将樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 422－ 21：25．9大差 369．0�

36 ニシノリンドウ 牝2栗 54 野中悠太郎西山 茂行氏 土田 稔 新冠 中山 高鹿康 498＋ 4 （競走中止） 189．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，828，100円 複勝： 48，561，900円 枠連： 13，000，900円
馬連： 53，704，600円 馬単： 24，028，500円 ワイド： 49，061，000円
3連複： 87，329，200円 3連単： 100，243，500円 計： 407，757，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 130円 � 200円 枠 連（2－6） 270円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 160円 �� 610円 �� 760円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 4，360円

票 数

単勝票数 計 318281 的中 � 107670（1番人気）
複勝票数 計 485619 的中 � 197662（1番人気）� 86132（2番人気）� 34422（5番人気）
枠連票数 計 130009 的中 （2－6） 36038（1番人気）
馬連票数 計 537046 的中 �� 127842（1番人気）
馬単票数 計 240285 的中 �� 30060（1番人気）
ワイド票数 計 490610 的中 �� 107495（1番人気）�� 17060（6番人気）�� 13240（10番人気）
3連複票数 計 873292 的中 ��� 43237（4番人気）
3連単票数 計1002435 的中 ��� 16663（8番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．5―30．8―43．6―55．6―1：07．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．2
3 3，7（4，15）（1，9，12）16，2（10，14，8）（5，13）＝11 4 3（7，15）4（9，12）（1，10，2，16）－（5，14，8）13－11

勝馬の
紹 介

ニジュウダンサー �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 Lion Heart デビュー 2022．10．8 東京2着

2020．3．6生 牝2鹿 母 カクタスペア 母母 Cactus Belle 2戦1勝 賞金 8，000，000円
〔競走中止〕 ニシノリンドウ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミストラヴィアータ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年12月19日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ベアラブリー号・ペイシャボビー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3005011月19日 晴 良 （4東京5） 第5日 第2競走 ��2，000�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
1：58．5
1：58．5

良
良

57 スキルヴィング 牡2黒鹿55 C．ルメール �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 524± 02：00．3 1．7�
69 ユイノオトコヤマ 牡2鹿 55 吉田 豊由井健太郎氏 深山 雅史 新ひだか 藤沢牧場 452－ 42：00．83 36．0�
58 ユイアングレイス 牡2鹿 55 T．マーカンド由比 泉子氏 栗田 徹 新ひだか タツヤファーム 466＋ 22：00．9クビ 70．5�

（英）

712 ガルヴァナイズ 牡2鹿 55 R．ムーア 佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 498＋14 〃 ハナ 4．4�
（英）

22 シェットランド 牡2栗 55 田辺 裕信村木 隆氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 544－ 2 〃 クビ 42．0�
11 ガールズレジェンド 牝2黒鹿54 福永 祐一	レッドマジック金成 貴史 安平 ノーザンファーム 448－ 22：01．0クビ 14．7

34 � リマスタリング 牝2栗 54 戸崎 圭太ゴドルフィン 伊藤 圭三 愛 Godolphin 496＋ 62：01．53 42．9�
610 ピンキープロミス 牡2芦 55 M．デムーロ �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 笹島 智則 468± 0 〃 アタマ 19．9�
711 フィールザオーラ 牝2鹿 54 三浦 皇成フィールドレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 462＋ 42：01．92� 7．1
814 ジェイケイロンドン 牡2鹿 55 丸田 恭介小谷野次郎氏 西田雄一郎 日高 浜本牧場 458－ 22：02．11� 109．7�
46 コスモシャンソン 牡2鹿 55

54 ☆永野 猛蔵 �ビッグレッドファーム 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 82：02．42 457．1�
813 ラバタンシン 牡2黒鹿55 松山 弘平 �社台レースホース寺島 良 千歳 社台ファーム 488－ 22：02．6� 27．4�
33 マイネルペルセウス 牡2栗 55 石川裕紀人 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 478－ 8 〃 クビ 315．4�
45 ヤマノコトブキ 牡2黒鹿55 内田 博幸澤村 敏雄氏 松山 将樹 浦河 林 孝輝 470－ 22：04．310 606．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，448，800円 複勝： 51，966，500円 枠連： 10，873，000円
馬連： 46，251，500円 馬単： 21，854，900円 ワイド： 41，515，700円
3連複： 72，870，200円 3連単： 83，879，200円 計： 364，659，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 450円 � 770円 枠 連（5－6） 890円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 3，210円

ワ イ ド �� 890円 �� 1，740円 �� 5，600円

3 連 複 ��� 20，650円 3 連 単 ��� 67，410円

票 数

単勝票数 計 354488 的中 � 167192（1番人気）
複勝票数 計 519665 的中 � 260313（1番人気）� 16689（7番人気）� 8986（10番人気）
枠連票数 計 108730 的中 （5－6） 9367（4番人気）
馬連票数 計 462515 的中 �� 12983（9番人気）
馬単票数 計 218549 的中 �� 5096（11番人気）
ワイド票数 計 415157 的中 �� 12534（8番人気）�� 6109（16番人気）�� 1843（40番人気）
3連複票数 計 728702 的中 ��� 2646（52番人気）
3連単票数 計 838792 的中 ��� 902（180番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．0―12．5―12．8―12．6―12．4―11．3―11．7―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―35．8―48．3―1：01．1―1：13．7―1：26．1―1：37．4―1：49．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F34．2

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

勝馬の
紹 介

スキルヴィング �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2022．10．15 東京2着

2020．3．25生 牡2黒鹿 母 ロスヴァイセ 母母 ヴァイスハイト 2戦1勝 賞金 8，000，000円
〔制裁〕 ガールズレジェンド号の騎手福永祐一は，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：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。

第５回 東京競馬 第５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



3005111月19日 晴 良 （4東京5） 第5日 第3競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10時50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

48 サンデュエル 牡2鹿 55 T．マーカンド �シルクレーシング 栗田 徹 浦河 桑田牧場 486＋ 61：40．4 13．3�
（英）

815� コレクテイニア 牡2鹿 55 吉田 豊�G1レーシング 戸田 博文 米 Shadai Cor-
poration 468± 01：40．82� 11．6�

47 エコロドゥネス 牡2栗 55 横山 武史原村 正紀氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484＋ 41：41．01� 1．7�

24 ダグフォース 牡2栗 55 福永 祐一藤田 晋氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：41．42� 3．9�
714 ヴァークスティ 牡2鹿 55

54 ☆永野 猛蔵本間 茂氏 相沢 郁 新ひだか チャンピオンズファーム B456＋ 21：41．61� 344．9	
611 リアルブリージー 牡2鹿 55 北村 宏司グリーンスウォード伊藤 伸一 新冠

株式会社 鹿児
島国際ゴルフ倶
楽部 協和牧場 450＋ 2 〃 クビ 502．6


510 ゴルトレオパルト 牡2栗 55 菅原 明良 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高木 登 新冠 村田牧場 500－ 41：41．7� 17．6�

59 ナイトスピアー 牡2黒鹿55 原田 和真遠藤日出樹氏 小野 次郎 日高 U・M・A 470± 0 〃 クビ 579．8�
612� ニトロジャーニー 牡2栗 55 R．ムーア TNレーシング 武井 亮 米 WinStar

Farm, LLC 484＋14 〃 ハナ 14．1
（英）

12 ロードアルザス 牡2黒鹿55 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 稲垣 幸雄 日高 細川牧場 490＋ 21：41．8� 158．7�
816 プリヴィエレジェ 牡2青鹿55 石川裕紀人落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 アラキフアーム 468－ 61：42．01� 48．6�
23 キタノソロモン 牡2鹿 55 武士沢友治北所 直人氏 石栗 龍彦 新ひだか 米田牧場 464＋ 41：42．2� 344．4�
713 ロゴデザイン 牡2鹿 55 松山 弘平吉田 千津氏 黒岩 陽一 新ひだか 広田牧場 504＋141：43．37 30．4�
11 テイエムマンモス 牡2青鹿55 内田 博幸竹園 正繼氏 加藤 和宏 日高 春木ファーム 474－ 61：43．4� 435．9�
36 ドラヴァイト 牡2鹿 55 H．ドイル 岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 454－ 41：45．3大差 177．7�

（英）

35 ベ ア キ ン グ 牡2鹿 55 松岡 正海熊木 浩氏 杉浦 宏昭 新冠 山岡ファーム B508－ 21：48．0大差 551．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 52，524，000円 複勝： 126，465，200円 枠連： 12，951，200円
馬連： 60，592，800円 馬単： 34，178，000円 ワイド： 58，831，600円
3連複： 96，334，800円 3連単： 123，941，000円 計： 565，818，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 190円 � 210円 � 110円 枠 連（4－8） 510円

馬 連 �� 6，580円 馬 単 �� 15，210円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 380円 �� 360円

3 連 複 ��� 2，860円 3 連 単 ��� 39，880円

票 数

単勝票数 計 525240 的中 � 33333（4番人気）
複勝票数 計1264652 的中 � 69002（3番人気）� 58062（4番人気）� 835056（1番人気）
枠連票数 計 129512 的中 （4－8） 19644（2番人気）
馬連票数 計 605928 的中 �� 7127（17番人気）
馬単票数 計 341780 的中 �� 1685（35番人気）
ワイド票数 計 588316 的中 �� 9494（16番人気）�� 41959（3番人気）�� 44704（2番人気）
3連複票数 計 963348 的中 ��� 25197（9番人気）
3連単票数 計1239410 的中 ��� 2253（102番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．9―12．6―13．0―12．9―13．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．6―48．2―1：01．2―1：14．1―1：27．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．2―3F39．2
3 7（10，12）－（2，13）（4，5，8，16）（9，15）－6，11，14（3，1） 4 7（10，12）－16（2，15）（4，13，8）（11，5，9，14）（3，1）6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サンデュエル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2022．7．9 福島6着

2020．1．22生 牡2鹿 母 サンドクイーン 母母 フィエラメンテ 3戦1勝 賞金 6，500，000円
〔その他〕 エコロドゥネス号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベアキング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年12月19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。

3005211月19日 晴 良 （4東京5） 第5日 第4競走 ��1，400�2歳新馬
発走11時20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
1：23．1
1：23．0

重
重

48 � グレートサンドシー 牡2鹿 55 川田 将雅�山紫水明 中内田充正 米 H. Allen
Poindexter 500 ―1：25．5 2．1�

35 ホロニックパス 牡2鹿 55 横山 武史 �社台レースホース菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 492 ― 〃 クビ 4．2�

816 リネンマリン 牝2黒鹿54 内田 博幸戸山 光男氏 深山 雅史 浦河 杵臼牧場 482 ―1：27．09 83．0�
23 プリティセレブ 牝2青鹿 54

52 △山田 敬士吉田 千津氏 小手川 準 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440 ―1：27．21� 24．8�

612 ジ ャ ク ソ ン 牡2鹿 55 木幡 初也薪浦 亨氏 武市 康男 新ひだか 高橋 修 480 ―1：27．3� 56．7	
611 ラインアンジェラ 牝2鹿 54 菅原 明良大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 468 ―1：27．72� 21．2

510 クラッパーボード 牡2鹿 55 T．マーカンド吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 550 ―1：28．33� 3．5�

（英）

36 ヴィアスパークル 牡2栗 55 大野 拓弥ディアレストクラブ� 小笠 倫弘 浦河 ディアレスト
クラブ 450 ―1：29．25 188．3�

12 ニットウライジン 牡2芦 55
54 ☆永野 猛蔵�日東牧場 稲垣 幸雄 浦河 日東牧場 490 ―1：29．31 33．4

11 サンマルエール 牝2鹿 54 丸田 恭介相馬 勇氏 中川 公成 浦河 目名太山口
牧場 454 ―1：29．83 273．0�

815 パープルラメーラ 牝2栗 54 西村 太一�木村牧場 堀内 岳志 青森 野々宮牧場 426 ―1：30．01� 193．5�
713 アニマルキリシマ 牡2栗 55 武士沢友治西村新一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 田原橋本牧場 464 ―1：30．85 241．6�
47 キタノレジータ 牝2鹿 54 三浦 皇成北所 直人氏 萱野 浩二 新冠 富本 茂喜 446 ―1：30．9� 30．3�
714 リトルブレイバー 牡2鹿 55 岩部 純二松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 454 ―1：31．43 274．7�
24 イチザラブオー 牡2黒鹿55 的場 勇人奈良﨑孝一郎氏 的場 均 熊本 奈良﨑 孝

一郎 440 ―1：31．5� 292．2�
59 キャリアパス 牡2栗 55 野中悠太郎�明栄商事 小西 一男 新ひだか 増本牧場 534 ―1：31．7� 203．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，544，600円 複勝： 32，759，000円 枠連： 10，516，600円
馬連： 51，717，200円 馬単： 25，578，000円 ワイド： 39，588，200円
3連複： 72，931，100円 3連単： 90，465，800円 計： 364，100，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 150円 � 740円 枠 連（3－4） 510円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 240円 �� 2，080円 �� 2，480円

3 連 複 ��� 8，160円 3 連 単 ��� 20，540円

票 数

単勝票数 計 405446 的中 � 155933（1番人気）
複勝票数 計 327590 的中 � 92258（1番人気）� 59449（3番人気）� 6821（9番人気）
枠連票数 計 105166 的中 （3－4） 15828（2番人気）
馬連票数 計 517172 的中 �� 90126（2番人気）
馬単票数 計 255780 的中 �� 23936（3番人気）
ワイド票数 計 395882 的中 �� 51492（2番人気）�� 4335（19番人気）�� 3606（21番人気）
3連複票数 計 729311 的中 ��� 6697（18番人気）
3連単票数 計 904658 的中 ��� 3193（53番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．5―36．7―48．9―1：01．4―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�グレートサンドシー �
�
父 Into Mischief �

�
母父 More Than Ready 初出走

2020．4．6生 牡2鹿 母 Game for More 母母 Ermelinda 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 ニットウライジン号は，3コーナーから4コーナーにかけて外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

キタノレジータ号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「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〕 アニマルキリシマ号・リトルブレイバー号・イチザラブオー号・キャリアパス号は，「タイムオーバー

による出走制限」のため，令和4年12月19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 パイアイヤー号・ベアエクセレント号
※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。



3005311月19日 晴 良 （4東京5） 第5日 第5競走 1，600�2歳新馬
発走12時10分 （芝・左）

牝；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

33 モズメイメイ 牝2鹿 54 C．ルメール �キャピタル・システム 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 456 ―1：35．7 2．1�
57 ニシノトレンディー 牝2栗 54 田辺 裕信西山 茂行氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 490 ―1：35．81 8．7�
712 ハリケーンリッジ 牝2鹿 54 横山 武史 �キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 428 ― 〃 アタマ 15．4�
46 スペルキャスター 牝2鹿 54 横山 和生吉田 晴哉氏 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452 ―1：35．9� 3．7�
34 トワイライトレディ 牝2黒鹿54 丸田 恭介佐藤 壽男氏 宗像 義忠 新ひだか 本桐牧場 420 ―1：36．43 90．4	
58 ヒラトミッチー 牝2芦 54 大野 拓弥茂木 国久氏 松山 将樹 新ひだか 木田牧場 440 ―1：36．61� 130．2

610 トーセンダリア 牝2鹿 54 北村 宏司島川 �哉氏 古賀 慎明 安平 追分ファーム 430 ―1：36．92 27．2�
69 ジューンリリー 牝2鹿 54 松岡 正海手嶋 美季氏 堀内 岳志 新ひだか 見上牧場 458 ―1：37．11� 251．4
22 ハクサンミューズ 牝2栗 54

53 ☆永野 猛蔵河﨑 五市氏 土田 稔 新ひだか 田湯牧場 446 ―1：37．73� 142．5�
814 サトノクレア 牝2鹿 54 H．ドイル 里見 治氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 410 ―1：37．8� 6．3�

（英）

711 ミハルンルン 牝2芦 54 田中 勝春八巻 弘一氏 中野 栄治 白老 習志野牧場 452 ―1：37．9� 32．9�
45 カノンチャン 牝2栗 54 木幡 巧也�明栄商事 高柳 瑞樹 新ひだか 沖田 忠幸 450 ―1：38．22 132．1�
813 ベ ニ エ 牝2鹿 54 野中悠太郎 �フジワラ・ファーム 稲垣 幸雄 新ひだか フジワラフアーム 458 ―1：38．41 257．3�
11 タ イ ラ ン ト 牝2栗 54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム 422 ―1：38．71� 193．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 48，690，800円 複勝： 46，004，800円 枠連： 14，338，400円
馬連： 54，703，900円 馬単： 27，712，600円 ワイド： 45，076，700円
3連複： 75，817，800円 3連単： 93，024，500円 計： 405，369，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 170円 � 260円 枠 連（3－5） 1，080円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 360円 �� 500円 �� 970円

3 連 複 ��� 2，360円 3 連 単 ��� 6，660円

票 数

単勝票数 計 486908 的中 � 190935（1番人気）
複勝票数 計 460048 的中 � 150811（1番人気）� 61491（3番人気）� 31143（5番人気）
枠連票数 計 143384 的中 （3－5） 10215（4番人気）
馬連票数 計 547039 的中 �� 46244（3番人気）
馬単票数 計 277126 的中 �� 16984（4番人気）
ワイド票数 計 450767 的中 �� 34139（4番人気）�� 22915（6番人気）�� 10971（13番人気）
3連複票数 計 758178 的中 ��� 24025（8番人気）
3連単票数 計 930245 的中 ��� 10116（18番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―12．7―12．7―12．4―11．3―10．9―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．6―37．3―50．0―1：02．4―1：13．7―1：24．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F33．3
3 7－（6，8）3，12，4（9，13）（2，10，14）（1，11）－5 4 7（3，6，8）（4，12）9（2，10，13）－（1，14）11，5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

モズメイメイ �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 Frankel 初出走

2020．2．18生 牝2鹿 母 インラグジュアリー 母母 インランジェリー 1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。

3005411月19日 晴 良 （4東京5） 第5日 第6競走 ��
��1，400�2歳1勝クラス

発走12時40分 （芝・左）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．8
1：20．1

良
良

77 バ グ ラ ダ ス 牡2鹿 55 菅原 明良�村田牧場 嘉藤 貴行 新冠 村田牧場 472＋ 41：20．8 6．4�
44 � テ ィ ニ ア 牡2黒鹿55 福永 祐一前田 幸治氏 池江 泰寿 愛 North Hills

Co. Ltd 480＋ 41：20．9� 2．7�
33 キョウエイブリッサ 牡2鹿 55 戸崎 圭太田中 晴夫氏 武市 康男 浦河 山口 義彦 464＋ 21：21．22 11．5�
55 トレンディスター 牝2鹿 54 川田 将雅水谷 美穂氏 高柳 大輔 日高 船越牧場 492－ 21：21．41	 2．9�
22 フィンガークリック 牝2鹿 54 松山 弘平吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 498＋ 61：21．5� 14．5�
89 シルバーレイズ 牝2芦 54 木幡 巧也林 正道氏 牧 光二 日高 藤本ファーム 458± 01：22．35 25．5	
88 モズライフセーバー 牡2青鹿55 T．マーカンド 
キャピタル・システム 清水 久詞 新冠 樋渡 志尚 464± 01：22．4� 7．9�

（英）

66 サウスシーパール 牡2栗 55 江田 照男田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 大北牧場 452－ 21：22．93 285．2�
11 アースビート 牝2鹿 54

53 ☆永野 猛蔵�大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 440－ 21：23．53� 85．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 50，614，000円 複勝： 49，631，500円 枠連： 14，708，400円
馬連： 63，731，000円 馬単： 31，930，500円 ワイド： 48，695，100円
3連複： 80，368，500円 3連単： 136，132，100円 計： 475，811，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 180円 � 120円 � 230円 枠 連（4－7） 1，220円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 380円 �� 770円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，800円 3 連 単 ��� 17，000円

票 数

単勝票数 計 506140 的中 � 66180（3番人気）
複勝票数 計 496315 的中 � 60180（3番人気）� 157254（1番人気）� 41751（5番人気）
枠連票数 計 147084 的中 （4－7） 9279（4番人気）
馬連票数 計 637310 的中 �� 46774（2番人気）
馬単票数 計 319305 的中 �� 10067（8番人気）
ワイド票数 計 486951 的中 �� 34602（2番人気）�� 15017（11番人気）�� 29151（6番人気）
3連複票数 計 803685 的中 ��� 21519（10番人気）
3連単票数 計1361321 的中 ��� 5803（64番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．4―11．8―11．2―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．9―34．3―46．1―57．3―1：08．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バ グ ラ ダ ス �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2022．7．2 福島1着

2020．1．20生 牡2鹿 母 メ ジ ェ ル ダ 母母 メリュジーヌ 3戦2勝 賞金 19，200，000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。

追 加 記 事（第 5回東京競馬第 4日第 3競走）
〔その他〕　　ウィットサンデー号は，競走中に疾病〔右腸骨々折〕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。



3005511月19日 晴 良 （4東京5） 第5日 第7競走 ��1，400�3歳以上2勝クラス
発走13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 11，100，000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
1：21．5
1：20．3

重
不良

24 テーオーステルス 牡3鹿 56 松山 弘平小笹 公也氏 奥村 豊 浦河 栄進牧場 524＋161：24．0 7．1�
23 テイエムアトム 牡4栃栗57 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 バンブー牧場 B534＋ 2 〃 クビ 4．0�
47 ベストリーガード 牡3黒鹿56 石橋 脩石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 赤田牧場 476± 01：24．21� 7．1�
12 バルミュゼット 牡3鹿 56

55 ☆永野 猛蔵 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 増本牧場 516＋ 81：24．3� 3．8�

713 オレデイイノカ 牡4栗 57 内田 博幸福島 徳佑氏 古賀 慎明 平取 赤石牧場 494＋ 41：24．83 18．6�
35 � タイセイブレイズ 牡4鹿 57 T．マーカンド田中 成奉氏 牧浦 充徳 浦河 秋場牧場 474＋10 〃 アタマ 22．8	

（英）

510	 アナンシエーション 牡4栗 57 C．ルメール 
シルクレーシング 手塚 貴久 米 Colts Neck
Stables LLC 516＋10 〃 クビ 3．8�

816 レイニーデイ 牡4鹿 57 江田 照男大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 高昭牧場 550＋161：25．01� 78．8�
815 マイグレーション 牡4黒鹿57 三浦 皇成野村 茂雄氏 水野 貴広 新ひだか 藤原牧場 506± 01：25．1� 97．4
48 サトノワールド 牡5鹿 57 菅原 明良里見 治氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B514－ 2 〃 ハナ 75．3�
59 � タイムモーメント 
5鹿 57 津村 明秀 
社台レースホース小笠 倫弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋101：25．84 362．9�
611	� キャンディドライヴ 牡3鹿 56 横山 武史長谷川祐司氏 黒岩 陽一 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

488＋ 21：26．65 25．3�
36 ド ゥ リ ト ル 牡7黒鹿 57

54 ▲西塚 洸二大林 一彦氏 村山 明 洞�湖 レイクヴィラファーム 480－ 41：26．7クビ 447．1�
714 マイナーズライト 
4鹿 57

55 △山田 敬士吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム B458＋ 41：26．8� 88．1�
612 インウィクトス 牡5鹿 57 武士沢友治加藤 厚子氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 480＋101：27．01� 364．3�
11 ノボベルサイユ 牝4青鹿55 石川裕紀人矢野 琢也氏 小野 次郎 浦河 高昭牧場 480－101：28．06 125．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，501，900円 複勝： 66，818，100円 枠連： 15，278，300円
馬連： 81，205，700円 馬単： 29，741，200円 ワイド： 67，843，500円
3連複： 116，107，700円 3連単： 123，135，100円 計： 546，631，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 220円 � 150円 � 210円 枠 連（2－2） 1，480円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 3，300円

ワ イ ド �� 590円 �� 980円 �� 560円

3 連 複 ��� 3，610円 3 連 単 ��� 22，730円

票 数

単勝票数 計 465019 的中 � 52255（4番人気）
複勝票数 計 668181 的中 � 72551（5番人気）� 131834（1番人気）� 74607（4番人気）
枠連票数 計 152783 的中 （2－2） 7953（7番人気）
馬連票数 計 812057 的中 �� 39162（7番人気）
馬単票数 計 297412 的中 �� 6749（16番人気）
ワイド票数 計 678435 的中 �� 29736（5番人気）�� 17166（13番人気）�� 31717（4番人気）
3連複票数 計1161077 的中 ��� 24118（11番人気）
3連単票数 計1231351 的中 ��� 3927（71番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―35．1―47．2―59．2―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テーオーステルス �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．12．18 阪神3着

2019．2．10生 牡3鹿 母 エーシンエムディー 母母 エイシンルーデンス 8戦3勝 賞金 29，700，000円
〔発走状況〕 ドゥリトル号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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 フィールザワールド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3005611月19日 晴 良 （4東京5） 第5日 第8競走 ��3，110�
しゅうよう

秋陽ジャンプステークス
発走13時45分 （ 芝 ）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，J・GⅠ競走1着馬5�増，J・
GⅡ競走1着馬3�増，J・GⅢ競走1着馬1�増，収得賞金400万円以下の馬1�減

賞 品
本 賞 16，500，000円 6，600，000円 4，100，000円 2，500，000円 1，650，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード3：24．8良

57 コウユーヌレエフ 牡8黒鹿60 森 一馬加治屋貞光氏 斉藤 崇史 熊本 村山 光弘 496－143：27．3 42．1�
69 ニシノデイジー 牡6鹿 59 五十嵐雄祐西山 茂行氏 高木 登 浦河 谷川牧場 502＋ 63：27．4� 2．6�
11 テイエムタツマキ 牡4青鹿59 黒岩 悠竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 三木田牧場 B498＋ 43：27．5� 15．0�
46 ダイシンクローバー �6黒鹿60 高田 潤大八木信行氏 安田 隆行 新冠 カミイスタット 488＋ 43：28．03 10．5�
814 キャプテンペリー �9栗 60 草野 太郎千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 512－ 43：28．21 36．6�
45 ロイヤルアッシュ 牡4青鹿59 上野 翔大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 辻 牧場 482＋ 23：28．41� 15．1�
58 ファルヴォーレ 牡4芦 59 難波 剛健杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 452－123：29．14 7．3	
813 バイオレントブロー �7黒鹿60 小牧加矢太 
キャロットファーム 佐々木晶三 むかわ 上水牧場 494± 03：29．2� 6．8�
34 サ ペ ラ ヴ ィ 牡5鹿 59 江田 勇亮伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 490＋ 43：29．3� 34．3�
610 ハーツシンフォニー �5青鹿59 石神 深一 DMMドリームクラブ 辻 哲英 日高 下河辺牧場 B468＋ 23：29．4� 6．0�
22 シンキングダンサー �9栗 61 金子 光希佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 474＋143：30．04 115．2�
33 タイセイトレイル 牡7黒鹿59 平沢 健治田中 成奉氏 小林 真也 安平 ノーザンファーム B508＋ 23：36．8大差 50．6�
711 クラウンディバイダ �9黒鹿60 伴 啓太クラウン 天間 昭一 浦河 日の出牧場 B468＋ 4 （競走中止） 109．9�
712 スズカフロンティア 牡8鹿 60 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 444＋12 （競走中止） 11．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，257，300円 複勝： 42，437，500円 枠連： 18，716，900円
馬連： 60，571，400円 馬単： 25，590，300円 ワイド： 51，946，600円
3連複： 112，015，500円 3連単： 109，334，200円 計： 455，869，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，210円 複 勝 � 910円 � 150円 � 400円 枠 連（5－6） 660円

馬 連 �� 7，170円 馬 単 �� 20，090円

ワ イ ド �� 2，630円 �� 5，970円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 29，950円 3 連 単 ��� 226，470円

票 数

単勝票数 計 352573 的中 � 6699（11番人気）
複勝票数 計 424375 的中 � 9391（11番人気）� 97904（1番人気）� 24338（8番人気）
枠連票数 計 187169 的中 （5－6） 21845（3番人気）
馬連票数 計 605714 的中 �� 6539（28番人気）
馬単票数 計 255903 的中 �� 955（64番人気）
ワイド票数 計 519466 的中 �� 5051（31番人気）�� 2188（56番人気）�� 12925（14番人気）
3連複票数 計1120155 的中 ��� 2805（97番人気）
3連単票数 計1093342 的中 ��� 350（625番人気）
上り 1マイル 1：44．0 4F 50．8－3F 38．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→	」
1
�
7－9－1，8，6（4，5）－10－14，13（3，2）・（7，9）＝1，8，6，5（14，13）4－10－2＝3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コウユーヌレエフ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2016．7．31 小倉9着

2014．4．28生 牡8黒鹿 母 フォンティーン 母母 サドラーズメイド 障害：15戦4勝 賞金 91，824，000円
〔競走中止〕 クラウンディバイダ号は，1周目8号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

スズカフロンティア号は，1周目8号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
〔制裁〕 コウユーヌレエフ号の騎手森一馬は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔その他〕 ハーツシンフォニー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ハーツシンフォニー号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年12月19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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 グローリーグローリ号・デストロイ号・ロードアクア号
（非抽選馬） 1頭 テイエムクロムシャ号



3005711月19日 晴 良 （4東京5） 第5日 第9競走 ��2，100�
ばんしゅう

晩秋ステークス
発走14時20分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス，R3．11．20以降R4．11．13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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000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
2：06．7
2：05．9

良
良

47 � ディクテオン �4黒鹿55 川田 将雅�G1レーシング 吉岡 辰弥 安平 追分ファーム 500－ 62：11．0 2．5�
35 ダノンラスター �6鹿 56 R．ムーア �ダノックス 堀 宣行 千歳 社台ファーム B472－ 2 〃 ハナ 6．1�

（英）

713 シ ダ ー 牝3鹿 52 松山 弘平ケーエスHD 本田 優 新冠 小泉牧場 B482＋ 42：12．06 5．8�
612 セブンデイズ 牡4青鹿55 戸崎 圭太前迫 義幸氏 田中 博康 むかわ 上水牧場 500＋ 22：12．21� 7．3�
611 ク レ デ ン ザ 牝5芦 53 津村 明秀�G1レーシング 辻野 泰之 安平 追分ファーム 458－ 82：12．41 23．8�
59 ショウナンアーチー 牡4鹿 56 吉田 豊国本 哲秀氏 松下 武士 日高 下河辺牧場 496＋ 42：13．03� 7．4	
816 ロ ジ テ ィ ナ 牡7黒鹿52 野中悠太郎久米田正明氏 新開 幸一 新冠 新冠橋本牧場 548＋ 22：13．1� 424．6

11 カネコメノボル �5栗 54 永野 猛蔵髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 440＋ 42：13．2� 160．7�
48 ロ ン コ ー ネ 牡4黒鹿55 横山 武史ライオンレースホース� 岩戸 孝樹 浦河 浦河日成牧場 486± 0 〃 ハナ 14．0�
24 エンダウメント 牡6黒鹿54 大野 拓弥ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506± 02：13．3� 92．5
510 アベックフォルス 牡5鹿 54 H．ドイル 田中 義明氏 加藤士津八 浦河 笠松牧場 488＋ 42：13．61	 20．8�

（英）

815 ルコントブルー 牝5黒鹿52 北村 宏司 �シルクレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 554－ 42：13．81� 162．6�

23 メガキャット 牝4栗 52 石川裕紀人中村 智幸氏 吉岡 辰弥 新ひだか ケイアイファーム 528± 02：14．33 127．6�
714 レイオブウォーター 牡4青鹿55 福永 祐一大塚 亮一氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 502＋ 22：14．51� 41．7�
12 スノームーン 牝4鹿 53 菅原 明良�NICKS 萩原 清 日高 日高大洋牧場 472＋ 8 〃 クビ 46．7�
36 フィストバンプ 牡6青鹿55 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 486＋ 62：15．77 78．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 62，748，200円 複勝： 93，296，400円 枠連： 23，301，400円
馬連： 131，513，000円 馬単： 45，993，600円 ワイド： 107，334，000円
3連複： 193，164，400円 3連単： 190，526，900円 計： 847，877，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 200円 � 160円 枠 連（3－4） 820円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 470円 �� 290円 �� 720円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 7，810円

票 数

単勝票数 計 627482 的中 � 196819（1番人気）
複勝票数 計 932964 的中 � 216354（1番人気）� 101995（5番人気）� 144438（2番人気）
枠連票数 計 233014 的中 （3－4） 21982（4番人気）
馬連票数 計1315130 的中 �� 86453（4番人気）
馬単票数 計 459936 的中 �� 21481（3番人気）
ワイド票数 計1073340 的中 �� 56626（4番人気）�� 102564（1番人気）�� 35288（10番人気）
3連複票数 計1931644 的中 ��� 81271（2番人気）
3連単票数 計1905269 的中 ��� 17677（6番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―12．4―12．8―12．5―12．4―12．5―12．5―12．7―13．0―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．0―30．4―43．2―55．7―1：08．1―1：20．6―1：33．1―1：45．8―1：58．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ディクテオン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 キングヘイロー

2018．3．10生 �4黒鹿 母 メ ー デ イ ア 母母 ウィッチフルシンキング 11戦3勝 賞金 50，103，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時25分に変更。
※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 アイファーキングズ号・ダノンブレット号・デルマオニキス号・トモジャリア号・ラヴォラーレ号
※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。

3005811月19日 晴 良 （4東京5） 第5日 第10競走 ��
��1，600�

あきいろ

秋色ステークス
発走14時55分 （芝・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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

510 ジャスティンスカイ 牡3鹿 56 D．レーン 三木 正浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 526± 01：32．0 6．5�
（豪）

48 レッドモンレーヴ 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム 504－ 2 〃 � 4．3�
47 アヴェラーレ 牝4鹿 55 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 442± 0 〃 ハナ 10．8�
816 ジ ネ ス ト ラ 牝4鹿 55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 456＋141：32．1� 61．8�
23 ゾ ン ニ ッ ヒ 牡4鹿 57 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 平取 坂東牧場 460－ 41：32．2� 10．5	
11 アルナシーム 牡3鹿 56 福永 祐一ライオンレースホース� 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 440＋ 81：32．41 3．0

611 ヴィアルークス 牡4鹿 57 横山 武史�フクキタル 藤原 英昭 新冠 パカパカ

ファーム 500－ 6 〃 ハナ 58．1�
714 ドゥラモンド 牡4黒鹿57 松山 弘平 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 490＋ 21：32．5� 43．8�
24 ウインエクレール 牝3鹿 54 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 476＋ 8 〃 クビ 16．8
815 シ ャ ン ブ ル 牝4青鹿55 H．ドイル �CHEVAL AT-

TACHE 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 492－ 2 〃 クビ 126．9�
（英）

713 ル ー カ ス 	7鹿 57 R．ムーア �シルクレーシング 堀 宣行 日高 戸川牧場 508－ 81：32．92 12．1�
（英）

12 アオイシンゴ 	8芦 57 T．マーカンド新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 496＋ 2 〃 アタマ 21．2�
（英）

35 オ ハ ナ 牝7青鹿55 石橋 脩金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 444－121：33．32� 286．2�

612 コスタボニータ 牝3芦 54 田辺 裕信谷掛 龍夫氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 456－ 61：33．51
 27．0�
36 ア サ ヒ 牡3黒鹿56 M．デムーロ �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 502± 01：33．71
 16．5�
59 トミケンボハテル 牡8芦 57 内田 博幸佐野 信幸氏 蛯名 利弘 日高 藤本ファーム 500－ 41：33．81 613．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 87，981，800円 複勝： 123，741，900円 枠連： 41，665，500円
馬連： 177，182，100円 馬単： 54，422，900円 ワイド： 135，968，800円
3連複： 249，805，100円 3連単： 234，429，200円 計： 1，105，197，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 200円 � 170円 � 240円 枠 連（4－5） 1，400円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 3，150円

ワ イ ド �� 540円 �� 980円 �� 800円

3 連 複 ��� 4，050円 3 連 単 ��� 19，060円

票 数

単勝票数 計 879818 的中 � 108124（3番人気）
複勝票数 計1237419 的中 � 160662（3番人気）� 206089（2番人気）� 122357（4番人気）
枠連票数 計 416655 的中 （4－5） 22954（5番人気）
馬連票数 計1771821 的中 �� 87295（3番人気）
馬単票数 計 544229 的中 �� 12931（8番人気）
ワイド票数 計1359688 的中 �� 66974（3番人気）�� 34602（8番人気）�� 43307（6番人気）
3連複票数 計2498051 的中 ��� 46174（6番人気）
3連単票数 計2344292 的中 ��� 8913（33番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．1―11．5―11．7―11．2―11．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．6―34．7―46．2―57．9―1：09．1―1：20．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．1
3 16，15（5，13）2（3，8）（1，7）10，4（9，11）－14－（12，6） 4 16，15，5（2，13）（3，8）（1，7）10（4，11，6）（9，14）12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジャスティンスカイ �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 Numerous デビュー 2021．8．1 函館2着

2019．1．19生 牡3鹿 母 リアリサトリス 母母 Riziere 7戦4勝 賞金 54，952，000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。



3005911月19日 晴 良 （4東京5） 第5日 第11競走 ��
��1，800�第27回東京スポーツ杯2歳ステークス（ＧⅡ）

発走15時30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

東京スポーツ杯（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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：44．5

良
良

33 ガストリック 牡2鹿 55 三浦 皇成前田 幸治氏 上原 博之 浦河 栄進牧場 510－ 61：45．8 12．4�
66 ダノンザタイガー 牡2黒鹿55 川田 将雅�ダノックス 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 500＋121：45．9クビ 5．1�
78 ハーツコンチェルト 牡2鹿 55 松山 弘平 �グリーンファーム武井 亮 新冠 ハシモトフアーム 498＋ 61：46．0� 1．8�
67 ドゥラエレーデ 牡2黒鹿55 R．ムーア �スリーエイチレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 504－ 4 〃 クビ 20．1�

（英）

55 フ ェ イ ト 牡2鹿 55 福永 祐一藤田 晋氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 486＋ 81：46．31� 7．6�
810 シルバースペード 牡2黒鹿55 吉田 豊 Ninomiyaジャパン

レーシング 小野 次郎 新ひだか フジワラフアーム 462－ 41：46．4クビ 197．4	
44 ジョウショーホープ 牡2鹿 55 D．レーン 熊田 義孝氏 新谷 功一 新ひだか 福岡 駿弥 456＋ 2 〃 クビ 58．9


（豪）

22 シルトホルン 牡2黒鹿55 大野 拓弥ディアレストクラブ� 新開 幸一 新冠 飛渡牧場 458＋ 8 〃 アタマ 28．0�
11 ロッククリーク 牡2鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：47．14 29．4
79 テンカノギジン 牡2黒鹿55 戸崎 圭太星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 470－ 8 〃 アタマ 55．8�
811 タイセイクラージュ 牡2青鹿55 横山 武史田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 458± 01：48．48 12．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 305，125，600円 複勝： 274，581，000円 枠連： 56，251，500円
馬連： 463，852，200円 馬単： 204，568，900円 ワイド： 381，205，700円
3連複： 780，691，200円 3連単： 1，177，361，300円 計： 3，643，637，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 190円 � 130円 � 110円 枠 連（3－6） 2，360円

馬 連 �� 2，430円 馬 単 �� 5，680円

ワ イ ド �� 600円 �� 340円 �� 210円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 13，870円

票 数

単勝票数 計3051256 的中 � 206947（5番人気）
複勝票数 計2745810 的中 � 236395（5番人気）� 504122（2番人気）� 971050（1番人気）
枠連票数 計 562515 的中 （3－6） 18462（7番人気）
馬連票数 計4638522 的中 �� 147449（9番人気）
馬単票数 計2045689 的中 �� 26981（19番人気）
ワイド票数 計3812057 的中 �� 139286（8番人気）�� 275503（3番人気）�� 546253（1番人気）
3連複票数 計7806912 的中 ��� 487920（2番人気）
3連単票数 計11773613 的中 ��� 61534（41番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―35．2―46．7―58．9―1：10．9―1：22．3―1：33．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ガストリック �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Curlin デビュー 2022．10．23 東京1着

2020．2．12生 牡2鹿 母 エーシンエポナ 母母 Wild Gams 2戦2勝 賞金 45，385，000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。

3006011月19日 晴 良 （4東京5） 第5日 第12競走 ��1，600�3歳以上1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 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
1：30．5
1：30．3

良
良

59 サ イ ル ー ン 牡3青鹿56 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 B468－ 61：33．1 2．0�

（英）

36 ホウオウプレミア 牡3芦 56 内田 博幸小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 484± 01：33．2� 5．2�
35 ヴ ル カ ー ノ 牡4鹿 57 川田 将雅宮田 守氏 稲垣 幸雄 青森 大西興産 488± 01：33．3クビ 6．5�
715 ヴェールアンレーヴ 牝3鹿 54 戸崎 圭太 DMMドリームクラブ� 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 450－ 6 〃 ハナ 31．3�
714 セキテイオー 牡3青鹿56 M．デムーロ杉山 元洋氏 田中 剛 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 468－ 41：33．4� 13．1�
12 � カンパーニャ 牡6栗 57 北村 宏司村野 康司氏 畠山 吉宏 日高 下河辺牧場 B466－ 21：33．5� 158．5	
11 ジュエルラビシア 牝3鹿 54 C．ルメール 
サンデーレーシング 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム 454＋ 21：33．6クビ 8．9�
816 エンブレムコード 牝4青鹿55 T．マーカンド山口功一郎氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 460－ 8 〃 クビ 18．4�

（英）

611 コスモノート 	4鹿 57 大野 拓弥ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B516± 01：33．7� 39．7

23 エイムトゥルー 牡4青鹿 57
56 ☆永野 猛蔵吉田 晴哉氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530＋ 41：33．8� 122．2�
48 グレイスフル 牝3鹿 54 松山 弘平近藤 英子氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 456－ 8 〃 クビ 28．8�
24 カ ル タ ゴ 牝4青鹿55 田辺 裕信�須野牧場 小島 茂之 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 464＋14 〃 クビ 112．2�
510
 アルファウェーブ 	5栗 57 横山 武史吉田 勝己氏 辻 哲英 愛 Athassel House

Stud Ltd B538＋101：33．9� 117．4�
818 セ ル ジ ュ 牡4鹿 57 菅原 明良多田 賢司氏 中川 公成 新ひだか 千代田牧場 490＋ 2 〃 クビ 122．6�
612 シャドウエリス 牝4鹿 55 H．ドイル 飯塚 知一氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 458－ 21：34．0クビ 81．4�

（英）

47 アルコディオーサ 牝4鹿 55 木幡 初也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 新ひだか 桜井牧場 466＋ 61：34．21� 386．2�

817 テラフォーミング 牡3鹿 56 石橋 脩石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 細川農場 484＋141：34．3クビ 28．2�
713� トーアアネラ 牝4鹿 55 江田 照男高山ランド� 天間 昭一 豊浦トーア牧場 460＋181：34．62 541．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 90，876，700円 複勝： 113，610，200円 枠連： 36，670，200円
馬連： 146，798，800円 馬単： 54，780，700円 ワイド： 126，334，900円
3連複： 221，628，400円 3連単： 250，640，300円 計： 1，041，340，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 160円 � 150円 枠 連（3－5） 320円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 310円 �� 250円 �� 580円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 3，220円

票 数

単勝票数 計 908767 的中 � 349631（1番人気）
複勝票数 計1136102 的中 � 312668（1番人気）� 155585（3番人気）� 173989（2番人気）
枠連票数 計 366702 的中 （3－5） 88788（1番人気）
馬連票数 計1467988 的中 �� 198631（1番人気）
馬単票数 計 547807 的中 �� 44323（2番人気）
ワイド票数 計1263349 的中 �� 107155（2番人気）�� 138051（1番人気）�� 49293（5番人気）
3連複票数 計2216284 的中 ��� 145715（1番人気）
3連単票数 計2506403 的中 ��� 56283（1番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．6―12．0―11．9―11．4―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．3―34．9―46．9―58．8―1：10．2―1：21．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ イ ル ー ン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．11．28 東京2着

2019．5．1生 牡3青鹿 母 ハ ウ オ リ 母母 ノースフライト 6戦2勝 賞金 23，200，000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。



（4東京5）第5日 11月19日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176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

279，960，000円
32，010，000円
1，950，000円
36，110，000円
79，675，000円
5，853，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
888，141，800円
1，069，874，000円
268，272，300円
1，391，824，200円
580，380，100円
1，153，401，800円
2，159，063，900円
2，713，113，100円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 10，224，071，200円

総入場人員 24，009名 （有料入場人員 23，392名）
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