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3001311月9日 小雨 良 （26東京5）第2日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時00分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．1
1：23．1

重
重

814 ジェントルジャック 牡2鹿 55 R．ムーア 吉田 和美氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 502－ 61：26．4 4．7�
（英）

35 サンアルパイン 牡2鹿 55 岩部 純二加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 今井 秀樹 B470± 01：27．25 4．5�
34 ゼ ト ス 牡2青鹿55 横山 典弘杉澤 光雄氏 小野 次郎 新冠 川島牧場 462－ 41：27．3� 12．5�
47 トーセンヌーヴォー 牡2栗 55 田中 勝春島川 �哉氏 成島 英春 新冠 秋田牧場 462＋ 21：27．83 108．6�
58 サルバドールクロス 牡2黒鹿55 石橋 脩則武 輝一氏 相沢 郁 浦河 北俣ファーム 480± 0 〃 ハナ 40．7�
713 クインズケリド 牡2青 55

52 ▲石川裕紀人 	クイーンズ・ランチ 田島 俊明 新冠 新冠橋本牧場 502＋101：28．01� 31．4

11 ミュゼメルノワール 牡2芦 55 田辺 裕信髙橋 仁氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 468＋141：28．53 4．0�
611 ル パ ン 牡2栗 55 横山 和生宮坂五十四氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 450＋ 61：28．6クビ 57．0�
23 ツェッペリン 牡2青鹿55 北村 宏司窪田 康志氏 高柳 瑞樹 浦河 浦河小林牧場 444＋141：28．7� 32．4
59 シベリアンマッシブ 牡2黒鹿55 蛯名 正義藤田 在子氏 矢野 英一 新ひだか 木田牧場 466－ 21：29．12� 3．2�
22 カ ガ テ デ ィ 牝2鹿 54 武士沢友治香川 憲次氏 高市 圭二 平取 びらとり牧場 430－ 41：29．31� 76．7�
815 ディープクィック 牡2青鹿55 吉田 豊深見 敏男氏 水野 貴広 浦河 野表 俊一 440± 01：29．4� 109．0�
610 シンボリセザンヌ 牡2鹿 55 木幡 初広シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 B478＋ 21：29．61� 22．6�
46 タマモカチグリ 牡2栗 55 左海 誠二タマモ	 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 B462＋101：30．77 124．3�

（船橋）

712 キタノスバル 牡2栗 55 嘉藤 貴行北所 直人氏 本間 忍 日高 本間牧場 406± 01：34．0大差 499．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 20，906，100円 複勝： 35，226，100円 枠連： 13，129，500円
馬連： 55，558，100円 馬単： 29，730，300円 ワイド： 26，767，800円
3連複： 67，143，500円 3連単： 101，073，400円 計： 349，534，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 150円 � 300円 枠 連（3－8） 910円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 440円 �� 890円 �� 890円

3 連 複 ��� 3，900円 3 連 単 ��� 18，830円

票 数

単勝票数 計 209061 的中 � 35241（4番人気）
複勝票数 計 352261 的中 � 62696（3番人気）� 68612（2番人気）� 23347（5番人気）
枠連票数 計 131295 的中 （3－8） 11133（5番人気）
馬連票数 計 555581 的中 �� 36099（5番人気）
馬単票数 計 297303 的中 �� 9492（9番人気）
ワイド票数 計 267678 的中 �� 16412（5番人気）�� 7446（12番人気）�� 7487（11番人気）
3連複票数 計 671435 的中 ��� 12908（12番人気）
3連単票数 計1010734 的中 ��� 3891（52番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．5―47．9―1：00．6―1：13．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．9―3F38．5
3 ・（5，9）（10，13）1，14（2，15）（8，12）－4－（3，11）（6，7） 4 5（9，13）1，10－14（2，15）－8，12，4（3，7）－（6，11）

勝馬の
紹 介

ジェントルジャック �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Broad Brush デビュー 2014．10．26 東京4着

2012．2．27生 牡2鹿 母 マリーキャサート 母母 Gorgeous 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キタノスバル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年12月9日まで平地競走

に出走できない。
※出走取消馬 マイネルブラスト号（疾病〔左寛跛行〕のため）
※ゼトス号は，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または施行団体名を表示している。

3001411月9日 小雨 良 （26東京5）第2日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時30分 （芝・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．5
1：32．3

良
良

57 ブルックデイル 牝2青鹿54 蛯名 正義 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム 440－ 61：34．5 2．4�
44 スマイルミーティア 牝2黒鹿54 北村 宏司保坂 和孝氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム 432－ 41：34．6� 4．3�
812 メイショウサワヤカ 牝2黒鹿54 柴田 善臣松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 462± 01：34．81� 7．1�
22 レトロクラシック 牝2黒鹿54 松岡 正海広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 木村 秀則 472－ 21：35．01 57．1�
11 タケデンタップ 牝2青鹿 54

51 ▲石川裕紀人武市 進吾氏 高橋 義博 新冠 新冠橋本牧場 436－ 21：35．63� 145．7	
45 ロッソマドンナ 牝2青鹿54 田中 勝春星野 
男氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 406＋ 21：35．7� 8．2�
33 バ イ レ 牝2芦 54 嘉藤 貴行 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム B470± 01：35．8クビ 17．7�
813 ショウナンカサロ 牝2青鹿54 左海 誠二国本 哲秀氏 古賀 史生 新ひだか 西村 和夫 462－ 2 〃 ハナ 41．2

（船橋）

711 ツァーリーナ 牝2鹿 54 吉田 豊窪田 康志氏 大久保洋吉 浦河 信岡牧場 476＋ 6 〃 クビ 60．9�
69 ブラウンゴッデス 牝2黒鹿54 戸崎 圭太飯田 正剛氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 448－ 61：36．01� 6．6�
710 ブロンディジェニー 牝2栗 54 武士沢友治浅田 次郎氏 藤原 辰雄 日高 浜本牧場 438＋ 21：36．42� 14．4�
68 アフェクシオン 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 428＋ 21：36．82� 113．2�
（12頭）

56 エバーキュート 牝2栗 54 横山 典弘宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 23，424，700円 複勝： 36，890，500円 枠連： 13，199，700円
馬連： 53，346，800円 馬単： 30，042，900円 ワイド： 24，671，300円
3連複： 57，969，300円 3連単： 95，238，300円 計： 334，783，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 130円 � 150円 枠 連（4－5） 370円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 210円 �� 320円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 3，360円

票 数

単勝票数 差引計 234247（返還計 1222） 的中 � 76364（1番人気）
複勝票数 差引計 368905（返還計 1096） 的中 � 86818（1番人気）� 75248（2番人気）� 56438（3番人気）
枠連票数 差引計 131997（返還計 219） 的中 （4－5） 27047（1番人気）
馬連票数 差引計 533468（返還計 3527） 的中 �� 83849（1番人気）
馬単票数 差引計 300429（返還計 2102） 的中 �� 27255（1番人気）
ワイド票数 差引計 246713（返還計 1880） 的中 �� 33131（1番人気）�� 18907（2番人気）�� 13689（4番人気）
3連複票数 差引計 579693（返還計 9171） 的中 ��� 40753（2番人気）
3連単票数 差引計 952383（返還計 14561） 的中 ��� 20540（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．0―46．6―58．5―1：10．8―1：22．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．0
3 ・（8，10）（3，13）（5，9）12（2，7）（4，11）1 4 ・（8，10）（3，13）（5，9）（2，12）（4，7）－（1，11）

勝馬の
紹 介

ブルックデイル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．9．27 新潟2着

2012．2．19生 牝2青鹿 母 マンハッタンセレブ 母母 サトルチェンジ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔出走取消〕 エバーキュート号は，疾病〔乳房炎〕のため出走取消。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第５回 東京競馬 第２日



3001511月9日 小雨 良 （26東京5）第2日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走11時00分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：01．1
1：59．9

良
良

78 ペルセヴェランテ 牡2黒鹿55 戸崎 圭太 �シルクレーシング 国枝 栄 新冠 村上 欽哉 482－ 22：03．0 1．1�
11 ゴージャスガール 牝2黒鹿54 田辺 裕信飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 434－ 22：03．42� 20．0�
33 マイネルフレッチャ 牡2黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 440＋ 42：03．61� 8．4�
810 インスタントリー 牡2黒鹿55 蛯名 正義岡 浩二氏 小笠 倫弘 えりも エクセルマネジメント 472± 02：04．13 30．5�
77 キ ジ ャ ナ 牡2黒鹿55 吉田 豊 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム 454± 02：04．2クビ 14．9	
22 コパノハミルトン 牡2黒鹿55 北村 宏司小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 484＋ 42：04．3� 23．3

89 バトルボンネビル 牡2芦 55 P．ブドー 宮川 秋信氏 森田 直行 浦河 山田 昇史 438± 0 〃 クビ 90．0�

（仏）

44 ア イ ナ 牝2黒鹿54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 中川 公成 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 22：04．51� 50．0�
55 トーセンバレッタ 牝2黒鹿54 左海 誠二島川 哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 472± 02：06．110 189．2�
（船橋）

66 ユウシンガー 牡2芦 55
52 ▲石川裕紀人�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 460－ 42：06．2� 126．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 42，716，900円 複勝： 84，268，900円 枠連： 11，228，600円
馬連： 43，452，800円 馬単： 47，088，400円 ワイド： 24，818，400円
3連複： 50，462，000円 3連単： 160，898，400円 計： 464，934，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 110円 � 150円 � 120円 枠 連（1－7） 680円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 320円 �� 140円 �� 560円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 2，780円

票 数

単勝票数 計 427169 的中 � 305768（1番人気）
複勝票数 計 842689 的中 � 653174（1番人気）� 33202（4番人気）� 59082（2番人気）
枠連票数 計 112286 的中 （1－7） 12784（4番人気）
馬連票数 計 434528 的中 �� 47082（3番人気）
馬単票数 計 470884 的中 �� 39029（3番人気）
ワイド票数 計 248184 的中 �� 16742（3番人気）�� 60008（1番人気）�� 8656（8番人気）
3連複票数 計 504620 的中 ��� 48806（2番人気）
3連単票数 計1608984 的中 ��� 41927（8番人気）

ハロンタイム 13．3―11．9―12．2―12．8―12．9―12．7―12．5―11．6―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．2―37．4―50．2―1：03．1―1：15．8―1：28．3―1：39．9―1：51．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F34．7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ペルセヴェランテ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．10．18 東京2着

2012．1．30生 牡2黒鹿 母 ダイヤモンドビコー 母母 ステラマドリッド 2戦1勝 賞金 7，800，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3001611月9日 曇 良 （26東京5）第2日 第4競走 ��1，300�サラブレッド系2歳
発走11時30分 （ダート・左）

新馬；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
1：18．1
1：18．1

良
良

712 スモーダリング 牝2黒鹿54 戸崎 圭太 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 488 ―1：21．3 3．4�

58 タイキオールブルー 牡2青鹿55 内田 博幸�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム 432 ―1：21．72� 3．9�

813 ニシノバランス 牝2栗 54 武士沢友治西山 茂行氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 458 ―1：21．91 45．2�
11 ヌーベルバーグパリ 牝2黒鹿54 石橋 脩大塚 亮一氏 本間 忍 浦河 谷口牧場 492 ―1：22．22 6．0�
69 スキップハート 牝2鹿 54 田辺 裕信飯田 良枝氏 斎藤 誠 新ひだか 千代田牧場 454 ―1：22．41� 23．1�
610 ティアップサンダー 牡2黒鹿 55

52 ▲石川裕紀人田中 昇氏 高木 登 浦河 高昭牧場 474 ― 〃 クビ 27．8	
33 トウショウデルタ 牡2鹿 55 嘉藤 貴行トウショウ産業
 清水 英克 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 490 ―1：22．61� 46．9�
22 リッキーファイト 牡2栗 55 横山 和生佐藤 力一氏 古賀 史生 日高 川島 良一 440 ―1：23．02� 50．3�
45 ディアクリューソス 牡2栗 55 吉田 豊髙樽さゆり氏 松永 康利 新冠 赤石 久夫 450 ―1：23．1� 5．8
46 マイネルヴィゴラス 牡2鹿 55 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム 470 ―1：23．84 16．0�
814 フェスティヴオウカ 牡2鹿 55 左海 誠二臼井義太郎氏 本間 忍 むかわ 上水牧場 530 ―1：24．11� 75．3�

（船橋）

711 ヤマトキャピタル 牡2黒鹿55 蛯名 正義醍醐 徹氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 中橋 清 480 ―1：24．2� 22．3�
34 ノ ラ ネ コ 牡2栗 55 北村 宏司�ヒダカファーム中竹 和也 浦河 ヒダカフアーム 470 ―1：24．52 9．5�
57 セイユウサンクス 牝2芦 54 松岡 正海松岡 正二氏 畠山 重則 白老 社台牧場 462 ―1：24．81� 178．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，703，500円 複勝： 25，076，000円 枠連： 13，960，300円
馬連： 46，903，700円 馬単： 25，584，200円 ワイド： 20，728，800円
3連複： 51，962，600円 3連単： 77，222，800円 計： 283，141，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 170円 � 780円 枠 連（5－7） 750円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 360円 �� 2，280円 �� 2，160円

3 連 複 ��� 12，880円 3 連 単 ��� 48，680円

票 数

単勝票数 計 217035 的中 � 50085（1番人気）
複勝票数 計 250760 的中 � 50805（1番人気）� 43849（2番人気）� 5684（11番人気）
枠連票数 計 139603 的中 （5－7） 14403（2番人気）
馬連票数 計 469037 的中 �� 43177（1番人気）
馬単票数 計 255842 的中 �� 11838（1番人気）
ワイド票数 計 207288 的中 �� 16680（1番人気）�� 2182（26番人気）�� 2305（25番人気）
3連複票数 計 519626 的中 ��� 3025（38番人気）
3連単票数 計 772228 的中 ��� 1150（147番人気）

ハロンタイム 7．1―11．6―12．1―13．5―12．4―12．3―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．7―30．8―44．3―56．7―1：09．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．5―3F37．0
3 ・（1，5）8（12，10）（2，11）13，7，9，6（3，14）－4 4 ・（1，5，8，11）12（2，10，13）7，9（6，3）－14＝4

勝馬の
紹 介

スモーダリング �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Coronado’s Quest 初出走

2012．2．25生 牝2黒鹿 母 アクアリスト 母母 Oyster Catcher 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ヤマトキャピタル号の調教師二ノ宮敬宇は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
※フェスティヴオウカ号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



3001711月9日 曇 良 （26東京5）第2日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時20分 （芝・左）

新馬；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
1：45．9
1：45．9

良
良

811 シャインアロー �2栗 55 P．ブドー 岡田 勇氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 436 ―1：50．0 33．4�
（仏）

44 レッドライジェル 牡2鹿 55 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 444 ―1：50．42� 1．6�
11 エジーサンドレ 牝2芦 54 三浦 皇成 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 414 ―1：50．61� 16．4�
710 ヤギリヴィーナス 牝2栗 54 松岡 正海内田ヤエ子氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム 452 ―1：50．7クビ 163．8�
812 エフティベス 牝2黒鹿54 蛯名 正義吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 466 ― 〃 ハナ 14．1	
33 ボルダーブルー 牡2青鹿55 内田 博幸青芝商事� 矢作 芳人 安平 追分ファーム 534 ― 〃 クビ 5．3

67 アンジュリンブレス 牡2青鹿55 田中 勝春塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 486 ―1：50．8クビ 60．8�
22 ショウナンマール 牡2鹿 55 吉田 豊�湘南 古賀 史生 新冠 アラキフアーム 480 ― 〃 アタマ 110．2�
55 スペキュロス 牡2鹿 55 柴田 善臣伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 490 ―1：50．9� 30．2
68 キングヴァラール 牡2黒鹿55 戸崎 圭太宮田 守氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 504 ―1：51．0� 6．6�
56 マイネルサフィルス 牡2青鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ムラカミファーム 486 ―1：53．0大差 13．1�
79 ベストクルー 牡2栗 55 左海 誠二西村新一郎氏 天間 昭一 日高 鹿戸 正幸 480 ―1：54．38 47．3�

（船橋）

（12頭）

売 得 金
単勝： 27，124，600円 複勝： 55，475，300円 枠連： 13，511，200円
馬連： 53，446，400円 馬単： 35，715，200円 ワイド： 25，956，800円
3連複： 56，653，400円 3連単： 118，759，200円 計： 386，642，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，340円 複 勝 � 480円 � 110円 � 290円 枠 連（4－8） 790円

馬 連 �� 2，780円 馬 単 �� 8，580円

ワ イ ド �� 910円 �� 3，740円 �� 510円

3 連 複 ��� 8，420円 3 連 単 ��� 93，580円

票 数

単勝票数 計 271246 的中 � 6492（8番人気）
複勝票数 計 554753 的中 � 11150（8番人気）� 351283（1番人気）� 21400（5番人気）
枠連票数 計 135112 的中 （4－8） 13095（3番人気）
馬連票数 計 534464 的中 �� 14888（8番人気）
馬単票数 計 357152 的中 �� 3119（24番人気）
ワイド票数 計 259568 的中 �� 7328（7番人気）�� 1667（35番人気）�� 13831（5番人気）
3連複票数 計 566534 的中 ��� 5046（26番人気）
3連単票数 計1187592 的中 ��� 920（213番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―12．9―13．0―12．8―12．9―11．8―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―36．8―49．8―1：02．6―1：15．5―1：27．3―1：38．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F34．5

3 8（11，5）9（7，2）4，1，3，10，12，6
2
4

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

勝馬の
紹 介

シャインアロー �
�
父 サムライハート �

�
母父 エンドスウィープ 初出走

2012．4．4生 �2栗 母 インフレッタ 母母 カナディアンアプルーバル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ショウナンマール号は，馬場入場後に馬装整備。発走時刻7分遅延。
〔制裁〕 ショウナンマール号の調教師古賀史生は，馬装（頭絡の装着）について注意義務を怠り過怠金50，000円。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3001811月9日 曇 良 （26東京5）第2日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時55分 （芝・左）

牝，新馬；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
1：21．2
1：20．3

良
良

59 エクストラファイン 牝2黒鹿54 蛯名 正義 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 430 ―1：25．4 12．3�
23 シェーネフラウ 牝2黒鹿54 松岡 正海�ターフ・スポート大竹 正博 新ひだか タイヘイ牧場 492 ―1：25．5� 4．5�
814 キタノマドンナ 牝2黒鹿54 北村 宏司�木村牧場 高橋 裕 日高 新井 弘幸 472 ―1：25．6� 9．2�
815 サウザンリーブス 牝2鹿 54 田中 勝春 �ビクトリーホースランチ 高木 登 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 440 ―1：25．7クビ 9．1�
22 コーリンブリリアン 牝2鹿 54 石橋 脩伊藤 恵子氏 柴田 政人 日高 今井牧場 444 ―1：25．8� 28．6	
712 ラ ト ゥ ー ル 牝2鹿 54 左海 誠二佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 438 ―1：25．9� 15．9


（船橋）

11 グラントウショウ 牝2鹿 54 柴田 大知トウショウ産業� 栗田 博憲 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 470 ― 〃 クビ 19．3�
46 スナッチアキス 牝2鹿 54 武士沢友治西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 梅田牧場 432 ―1：26．43 17．2�
35 カロリンピリカ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 鵜木 唯義 414 ―1：26．61� 142．2
611 スノーボールアース 牝2鹿 54 吉田 豊石瀬 浩三氏 土田 稔 新冠 オリエント牧場 418 ―1：26．81� 75．3�
713 カ ル ミ ア 牝2栗 54 柴田 善臣キャピタルクラブ 田村 康仁 浦河 カナイシスタッド 414 ―1：27．01� 140．4�
47 ル サ リ エ 牝2鹿 54 戸崎 圭太飯田 正剛氏 吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 424 ― 〃 ハナ 2．4�
34 シャインワンハート 牝2芦 54 木幡 初広皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 458 ―1：27．31� 102．7�
58 アポロポピー 牝2鹿 54 横山 和生アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 原田牧場 474 ―1：27．51 175．8�
610 アイケービューティ 牝2鹿 54 田辺 裕信池田 皓介氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 448 ― 〃 クビ 13．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，323，300円 複勝： 29，880，200円 枠連： 17，248，300円
馬連： 57，091，700円 馬単： 32，083，300円 ワイド： 27，557，800円
3連複： 62，221，000円 3連単： 93，493，100円 計： 344，898，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 320円 � 170円 � 250円 枠 連（2－5） 2，180円

馬 連 �� 2，520円 馬 単 �� 5，770円

ワ イ ド �� 920円 �� 1，480円 �� 780円

3 連 複 ��� 6，760円 3 連 単 ��� 40，410円

票 数

単勝票数 計 253233 的中 � 16429（5番人気）
複勝票数 計 298802 的中 � 20885（6番人気）� 56330（2番人気）� 29137（3番人気）
枠連票数 計 172483 的中 （2－5） 6125（8番人気）
馬連票数 計 570917 的中 �� 17527（10番人気）
馬単票数 計 320833 的中 �� 4170（24番人気）
ワイド票数 計 275578 的中 �� 7714（9番人気）�� 4649（18番人気）�� 9311（7番人気）
3連複票数 計 622210 的中 ��� 6902（21番人気）
3連単票数 計 934931 的中 ��� 1677（116番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―25．1―38．0―51．0―1：02．8―1：14．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F34．4
3 3，12（1，9）（4，14）（2，5，15）（7，10）6，11（8，13） 4 ・（3，12）（1，9）（2，4，14）（5，15）（6，7，10）11，13－8

勝馬の
紹 介

エクストラファイン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2012．2．13生 牝2黒鹿 母 ダノンスペシャル 母母 オ エ ノ セ ラ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ラトゥール号の騎手左海誠二は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：7番・6番・5番）
※ルサリエ号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



3001911月9日 曇 良 （26東京5）第2日 第7競走 ��1，300�サラブレッド系3歳以上
発走13時25分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
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
1：16．4
1：16．4

重
重

510 オータムラヴ 牡3黒鹿56 内田 博幸�Basic 田島 俊明 新ひだか 見上牧場 482－ 21：18．6 3．4�
612 スウィープアウェイ 牡3芦 56 北村 宏司藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 B460＋221：19．13 8．6�
11 ドレッシースタイル 牡4青鹿57 木幡 初広 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 浦河 宮内牧場 482＋ 2 〃 クビ 4．2�
59 デ ュ ナ ト ス 牡3青鹿56 松岡 正海 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 新ひだか グランド牧場 B514＋22 〃 アタマ 14．9�
24 オニノシタブル 牡3栗 56 吉田 豊青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B476－ 41：19．41� 33．5�
36 ニシノイナズマ 牡3芦 56 田辺 裕信西山 茂行氏 松山 将樹 新冠 川上牧場 486＋ 61：19．71� 50．6	
47 ドラゴンビューティ 牡4鹿 57 武士沢友治 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 510＋ 81：19．91� 38．3

611 デルマアラレチャン 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーヒルファーム 458＋ 6 〃 クビ 28．0�
816 ヒメスズラン 牝3栗 54 石橋 脩岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 490－ 61：20．21� 23．7�
35 リーサムダイチ 牡6鹿 57 横山 和生平田友里恵氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 478＋ 2 〃 アタマ 182．2
12 ブラックシェンロン 牡3鹿 56 三浦 皇成田頭 勇貴氏 矢野 英一 登別 登別上水牧場 B456－ 21：20．3クビ 19．8�
713 ファイアボール 牡3鹿 56 P．ブドー �Basic 畠山 吉宏 浦河 酒井牧場 506＋151：20．4� 74．8�

（仏）

815� コウギョウサンデー 牡4鹿 57 小島 太一菊地 捷士氏 小島 太 新冠 浜口牧場 518－ 21：20．71� 6．8�
48 サンタレジーナ 牝3栗 54 田中 勝春吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム B476＋ 41：21．23 81．1�
23 ゼンノコンゴウ 牡4栗 57 左海 誠二吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新冠 村上 欽哉 B490± 01：21．73 18．0�

（船橋）

714 ソアリングホーク 牡3鹿 56 戸崎 圭太藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 488＋ 61：22．65 9．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，707，800円 複勝： 46，671，400円 枠連： 25，198，900円
馬連： 85，119，000円 馬単： 38，993，500円 ワイド： 41，630，900円
3連複： 91，630，600円 3連単： 125，863，400円 計： 482，815，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 270円 � 140円 枠 連（5－6） 1，210円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 3，660円

ワ イ ド �� 530円 �� 320円 �� 880円

3 連 複 ��� 2，520円 3 連 単 ��� 14，470円

票 数

単勝票数 計 277078 的中 � 63682（1番人気）
複勝票数 計 466714 的中 � 94046（2番人気）� 33514（4番人気）� 98957（1番人気）
枠連票数 計 251989 的中 （5－6） 16138（5番人気）
馬連票数 計 851190 的中 �� 32368（6番人気）
馬単票数 計 389935 的中 �� 7983（9番人気）
ワイド票数 計 416309 的中 �� 19851（2番人気）�� 36081（1番人気）�� 11124（7番人気）
3連複票数 計 916306 的中 ��� 27166（2番人気）
3連単票数 計1258634 的中 ��� 6302（15番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．0―29．8―42．1―54．1―1：06．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オータムラヴ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2013．11．3 東京2着

2011．4．18生 牡3黒鹿 母 ウインクセレネ 母母 リンネスプレンテイ 12戦2勝 賞金 22，050，000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） 2頭 アキノアッパー号・カシノワルツ号
（非抽選馬） 1頭 チョウエンペラー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3002011月9日 曇 良 （26東京5）第2日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走13時55分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
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
1：34．1
1：33．3

不良
良

24 リ ッ カ ル ド �3芦 56 蛯名 正義岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 484± 01：37．7 3．2�
48 サニーデイズ 牡3黒鹿 56

53 ▲石川裕紀人星野 祐介氏 相沢 郁 日高 前野牧場 498＋ 61：37．8	 11．4�
11 ゴールドリーガル 牡3鹿 56 戸崎 圭太居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム 468＋ 21：38．01
 8．2�
12 � ポンデザムール 牡4黒鹿57 P．ブドー 岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 沖田 哲夫 516＋ 81：38．31	 8．8�

（仏）

36 メガオパールカフェ 牡3栗 56 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 518－ 21：38．4	 5．4�
816 ディアイッセイ 牡3鹿 56 左海 誠二ディアレスト 奥平 雅士 新冠 武田牧場 486－101：38．5クビ 209．5�

（船橋）

59 グランプレージョ 牡5鹿 57 内田 博幸 	サンデーレーシング 尾関 知人 安平 追分ファーム 490－ 81：38．6	 24．7

713 ロンギングエース 牡4鹿 57 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 516＋10 〃 クビ 4．7�
35 � ドラゴンスパン 牡3黒鹿56 三浦 皇成窪田 康志氏 久保田貴士 米 Brandywine

Farm & Darley 480± 01：38．91	 33．5�
47 ポップアップハート 牡4栗 57 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 504＋ 21：39．32 15．0
510 サトノテイオウ 牡4鹿 57 R．ムーア 里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B472－ 81：39．4 25．1�

（英）

612 ヒ ラ リ ア ス 牝3鹿 54 柴田 大知岡田 牧雄氏 木村 哲也 新ひだか 本桐牧場 464＋ 61：39．61 98．9�
611 マ ル マ ロ ス 牡4芦 57 北村 宏司ディアレスト 新開 幸一 新ひだか 稲葉牧場 B524＋121：39．7クビ 52．1�
714 カウンターハッセキ 牡3鹿 56 横山 和生井上 一郎氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 B446± 01：40．12 187．9�
23 ウラノスガッキ 牡3芦 56 柴田 善臣森田 千秋氏 高橋 裕 浦河 酒井牧場 478＋ 81：40．2	 64．7�

（15頭）
815 ク ロ ス ボ ウ 牡4黒鹿57 吉田 豊 	サンデーレーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 31，360，200円 複勝： 48，685，400円 枠連： 26，697，500円
馬連： 90，900，500円 馬単： 41，541，100円 ワイド： 38，104，000円
3連複： 98，001，700円 3連単： 146，853，100円 計： 522，143，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 330円 � 210円 枠 連（2－4） 1，540円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 4，210円

ワ イ ド �� 940円 �� 590円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 6，030円 3 連 単 ��� 22，840円

票 数

単勝票数 差引計 313602（返還計 415） 的中 � 76364（1番人気）
複勝票数 差引計 486854（返還計 315） 的中 � 93779（1番人気）� 32079（6番人気）� 57900（4番人気）
枠連票数 差引計 266975（返還計 4 ） 的中 （2－4） 13365（8番人気）
馬連票数 差引計 909005（返還計 2301） 的中 �� 29075（8番人気）
馬単票数 差引計 415411（返還計 803） 的中 �� 7388（16番人気）
ワイド票数 差引計 381040（返還計 644） 的中 �� 10377（12番人気）�� 17191（5番人気）�� 6860（16番人気）
3連複票数 差引計 980017（返還計 4386） 的中 ��� 12179（18番人気）
3連単票数 差引計1468531（返還計 7013） 的中 ��� 4661（65番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―11．9―12．0―12．3―12．2―12．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．7―35．6―47．6―59．9―1：12．1―1：24．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リ ッ カ ル ド �
�
父 フサイチリシャール �

�
母父 オペラハウス デビュー 2013．11．3 東京11着

2011．5．23生 �3芦 母 キョウエイハツラツ 母母 ケイシュウハーブ 7戦2勝 賞金 19，020，000円
〔出走取消〕 クロスボウ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



3002111月9日 曇 良 （26東京5）第2日 第9競走 ��
��2，000�

ひ ゃ く に ち そ う

百 日 草 特 別
発走14時25分 （芝・左）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
2：01．1
1：59．9

良
良

66 ルージュバック 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 450－ 62：00．8レコード 2．9�
33 ベ ル ー フ 牡2鹿 55 P．ブドー �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 42：01．22� 5．4�
（仏）

810 ミュゼエイリアン 牡2鹿 55 横山 典弘髙橋 仁氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 478＋ 62：01．3� 2．8�
55 コアプライド 牡2鹿 55 R．ムーア 前田 幸治氏 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 504＋ 22：01．4� 9．6�
（英）

11 ニシノオタケビ 牡2鹿 55 田辺 裕信西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 466－ 2 〃 クビ 9．8�
78 ドラゴンストーム 牡2青鹿55 北村 宏司窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 62：01．5クビ 12．4	
89 ギンザヴィクトリア 牝2黒鹿54 蛯名 正義有馬 博文氏 水野 貴広 新冠 新冠橋本牧場 426－ 42：02．03 34．7

77 ゴッドバローズ 牡2黒鹿55 石橋 脩猪熊 広次氏 田中 剛 新ひだか ヒサイファーム 430＋ 42：02．74 62．7�
22 ウップスアデイジイ 牡2鹿 55 松岡 正海平賀 久枝氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム 538＋ 8 〃 ハナ 30．6�
44 	 パーティメーカー 牡2栗 55 左海 誠二山口 裕介氏 小久保 智 浦河 昭和牧場 476＋ 82：02．8� 72．8

（浦和） （船橋）

（10頭）

売 得 金
単勝： 53，470，200円 複勝： 58，986，700円 枠連： 18，917，700円
馬連： 114，433，700円 馬単： 63，993，000円 ワイド： 45，477，700円
3連複： 114，321，200円 3連単： 251，270，900円 計： 720，871，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 140円 � 110円 枠 連（3－6） 890円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 310円 �� 190円 �� 300円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 3，970円

票 数

単勝票数 計 534702 的中 � 144186（2番人気）
複勝票数 計 589867 的中 � 114733（2番人気）� 88866（3番人気）� 173689（1番人気）
枠連票数 計 189177 的中 （3－6） 16355（3番人気）
馬連票数 計1144337 的中 �� 98299（3番人気）
馬単票数 計 639930 的中 �� 31370（4番人気）
ワイド票数 計 454777 的中 �� 34319（3番人気）�� 69712（1番人気）�� 35102（2番人気）
3連複票数 計1143212 的中 ��� 127300（1番人気）
3連単票数 計2512709 的中 ��� 45868（3番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―11．6―12．3―12．4―12．6―12．6―11．9―11．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．6―36．2―48．5―1：00．9―1：13．5―1：26．1―1：38．0―1：49．0

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

勝馬の
紹 介

ルージュバック �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Awesome Again デビュー 2014．9．28 新潟1着

2012．4．22生 牝2鹿 母 ジンジャーパンチ 母母 Nappelon 2戦2勝 賞金 17，017，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3002211月9日 曇 良 （26東京5）第2日 第10競走 ��
��1，400�

お く た ま

奥多摩ステークス
発走15時00分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

714 エールブリーズ 牡4青鹿57 三浦 皇成 �社台レースホース�島 一歩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 514－ 21：21．3 2．5�

612 マンボネフュー 牡4青 57 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478± 0 〃 ハナ 8．6�
816 マ カ ハ 牡5鹿 57 内田 博幸広尾レース� 小崎 憲 大樹 大樹ファーム B470＋ 61：21．72	 15．3�
35 ハングリージャック 牡7黒鹿57 P．ブドー 吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 498＋ 21：21．8	 12．1�

（仏）

12 エターナルムーン 牝4鹿 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 浦河 櫛桁牧場 478－ 2 〃 クビ 36．0	
817 ゴーハンティング 牡6黒鹿57 R．ムーア �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 514＋ 2 〃 ハナ 6．2


（英）

48 マイネルアダマス 牡5鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム B448＋ 81：22．01
 213．8�

59 チャーチクワイア 牝5栗 55 北村 宏司 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 470＋12 〃 アタマ 33．4�
510 プランスデトワール 牡6芦 57 田辺 裕信山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 474－ 2 〃 アタマ 22．3
11 ダ ロ ー ネ ガ 牡5鹿 57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 494－ 41：22．1クビ 5．6�
815 ベストドリーム 牡3鹿 56 柴田 善臣堀口 晴男氏 高橋 文雅 日高 日西牧場 466＋10 〃 クビ 16．6�
36 シゲルスダチ 牡5芦 57 武士沢友治森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 豊洋牧場 434－ 41：22．2クビ 108．3�
47 コンサートレディ 牝5鹿 55 吉田 豊平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 484＋121：22．41
 53．1�
611 ミ ナ レ ッ ト 牝4鹿 55 嘉藤 貴行�ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 476－ 21：22．5	 22．5�
713 サニーヘイロー 牝6栗 55 松岡 正海宮﨑 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 466＋ 41：22．6	 286．6�
24 シゲルオオスミ 牝3鹿 54 田中 勝春森中 蕃氏 松永 康利 日高 若林 武雄 448－ 4 〃 ハナ 68．5�
23 アポロスターズ 牡3黒鹿56 横山 和生アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 前田 宗将 502＋ 8 〃 クビ 190．0�

（17頭）

売 得 金
単勝： 53，992，400円 複勝： 88，088，800円 枠連： 46，273，100円
馬連： 184，766，800円 馬単： 86，512，700円 ワイド： 73，334，700円
3連複： 219，940，600円 3連単： 343，238，100円 計： 1，096，147，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 240円 � 310円 枠 連（6－7） 940円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 430円 �� 620円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 11，440円

票 数

単勝票数 計 539924 的中 � 166338（1番人気）
複勝票数 計 880888 的中 � 252844（1番人気）� 79094（4番人気）� 55116（6番人気）
枠連票数 計 462731 的中 （6－7） 37826（3番人気）
馬連票数 計1847668 的中 �� 131050（3番人気）
馬単票数 計 865127 的中 �� 35264（3番人気）
ワイド票数 計 733347 的中 �� 46365（3番人気）�� 30247（5番人気）�� 11301（18番人気）
3連複票数 計2199406 的中 ��� 50538（7番人気）
3連単票数 計3432381 的中 ��� 21738（14番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―11．3―11．4―11．5―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．2―35．5―46．9―58．4―1：09．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．4
3 4（5，17）3，9，8（2，14）（6，12）16（1，7）（13，15）（10，11） 4 ・（4，17）（3，5）9，8，14（2，12）6（7，16）（1，15）13（10，11）

勝馬の
紹 介

エールブリーズ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Caerleon デビュー 2012．11．4 京都2着

2010．1．31生 牡4青鹿 母 アイリッシュカーリ 母母 Enthraller 22戦5勝 賞金 126，446，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 ミナレット号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ミナレット号は，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。

１レース目



3002311月9日 曇 良 （26東京5）第2日 第11競走 ��
��2，500�第52回アルゼンチン共和国杯（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，25．11．2以降26．11．2まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

アルゼンチン共和国労働雇用社会保障省賞（1着）
賞 品

本 賞 55，000，000円 22，000，000円 14，000，000円 8，300，000円 5，500，000円
付 加 賞 1，302，000円 372，000円 186，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．6
2：29．5

良
良

23 フェイムゲーム 牡4青鹿57 北村 宏司 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 458＋ 22：30．5 4．9�
59 クリールカイザー 牡5栗 56 吉田 豊横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 B486± 02：30．92� 7．7�
611 スーパームーン 牡5青鹿55 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 510＋ 42：31．0� 7．0�
714 アドマイヤケルソ 牡6栗 52 柴田 善臣近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 484± 0 〃 ハナ 25．7�
817 ラブリーデイ 牡4黒鹿57 R．ムーア 金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 482＋ 22：31．31� 9．2	
（英）

12 モ ビ ー ル 牡6鹿 51 嘉藤 貴行吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 472± 02：31．61� 53．8

35 ネオブラックダイヤ 牡6青鹿54 戸崎 圭太小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514－ 22：31．81� 18．9�
48 セイクリッドバレー 牡8栗 56 三浦 皇成吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 494＋ 6 〃 同着 79．5�
24 デスペラード 牡6鹿 58 横山 典弘市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか 田中 裕之 B468－102：32．01� 10．6
36 コスモロビン 牡6鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 中村 俊紀 534＋ 82：32．21� 64．7�
612 リキサンステルス 牡4青鹿54 左海 誠二 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 B476＋ 2 〃 ハナ 46．8�

（船橋）

818 マイネルジェイド 牡4鹿 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田 正道 新冠 コスモヴューファーム 450± 0 〃 ハナ 101．7�

816 スマートギア 牡9栗 54 石橋 脩大川 徹氏 松永 昌博 新冠 大栄牧場 452＋ 82：32．3� 231．1�
715 ホッコーブレーヴ 牡6鹿 57 田辺 裕信矢部 道晃氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 484＋ 42：32．62 3．9�
11 サイレントメロディ 牡7青 55 田中 勝春 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム B502＋ 6 〃 アタマ 78．1�
47 サイモントルナーレ 牡8栗 51 武士沢友治澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 454－ 8 〃 アタマ 194．4�
510	 プレティオラス 牡5黒鹿52 横山 和生伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 468－ 62：32．7クビ 298．7�
713 マイネルメダリスト 牡6鹿 56 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 新冠伊藤牧場 B488－ 22：33．01� 8．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 174，896，400円 複勝： 223，886，300円 枠連： 175，898，900円
馬連： 756，816，100円 馬単： 341，482，800円 ワイド： 255，877，800円
3連複： 1，021，927，300円 3連単： 1，780，294，400円 計： 4，731，080，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 180円 � 230円 � 240円 枠 連（2－5） 1，100円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 610円 �� 710円 �� 750円

3 連 複 ��� 3，310円 3 連 単 ��� 14，480円

票 数

単勝票数 計1748964 的中 � 285049（2番人気）
複勝票数 計2238863 的中 � 367075（2番人気）� 239580（3番人気）� 232147（4番人気）
枠連票数 計1758989 的中 （2－5） 123300（4番人気）
馬連票数 計7568161 的中 �� 388399（3番人気）
馬単票数 計3414828 的中 �� 98818（4番人気）
ワイド票数 計2558778 的中 �� 108256（2番人気）�� 92324（6番人気）�� 87198（7番人気）
3連複票数 計10219273 的中 ��� 230896（7番人気）
3連単票数 計17802944 的中 ��� 89125（20番人気）

ハロンタイム 7．2―12．0―11．2―11．7―11．8―11．7―12．1―12．4―12．6―13．1―11．4―11．3―12．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．2―19．2―30．4―42．1―53．9―1：05．6―1：17．7―1：30．1―1：42．7―1：55．8―2：07．2―2：18．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F34．7
1
3
4－9，17（1，16）11（2，18）（8，13）（3，12，15）（6，14）10，7，5
4＝9，17－16，1－11－2（3，18，13，15）（8，12）（6，14）7，10，5

2
4

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

勝馬の
紹 介

フェイムゲーム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 アレミロード デビュー 2012．9．29 中山8着

2010．5．11生 牡4青鹿 母 ホールオブフェーム 母母 ベルベットサッシュ 13戦4勝 賞金 162，662，000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 エーティータラント号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3002411月9日 曇 良 （26東京5）第2日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走16時10分 （ダート・左）
1000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

33 ビ ッ グ ギ グ 牡3栗 56 横山 典弘吉田 照哉氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 522－ 21：38．5 4．8�
67 チャンスメイク 牡3青 56 P．ブドー 平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 452－ 41：38．6� 36．1�

（仏）

78 ヤマチョウフェア 牡6黒鹿 57
54 ▲石川裕紀人長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 492＋16 〃 ハナ 23．4�

44 	 サリレモンド 牡3栗 56 田辺 裕信�ノースヒルズ 和田 正道 米
Brandywine Farm, Cherokee
Equine, Liberation Farm &
Machmer Hall TBs

514＋141：38．81 52．1�
22 ニシノゲンキマル 牡3栗 56 戸崎 圭太西山 茂行氏 尾形 充弘 浦河 高昭牧場 502± 01：39．01 11．3�
79 リーゼントブルース 牡5芦 57 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 B486－10 〃 クビ 9．9	
811 レッドジャクソン 牡5鹿 57 田中 勝春 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 浦河 信岡牧場 550－ 21：39．1クビ 96．5

810 リンガスアリュール 牝3栗 54 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 516± 01：39．95 18．5�
11 マイネルドメニカ 牡5栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 490± 01：40．11 158．0�
55 ア ピ シ ウ ス 牡3青鹿56 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 乾 皆雄 494－ 41：41．69 6．6
66 マズルファイヤー 牡4青鹿57 R．ムーア �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 558－ 61：48．2大差 1．8�

（英）

（11頭）

売 得 金
単勝： 57，621，800円 複勝： 65，623，800円 枠連： 33，242，100円
馬連： 151，247，000円 馬単： 87，383，700円 ワイド： 60，463，500円
3連複： 160，008，700円 3連単： 398，925，100円 計： 1，014，515，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 200円 � 550円 � 500円 枠 連（3－6） 420円

馬 連 �� 7，050円 馬 単 �� 11，490円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 1，130円 �� 3，800円

3 連 複 ��� 24，730円 3 連 単 ��� 106，010円

票 数

単勝票数 計 576218 的中 � 95782（2番人気）
複勝票数 計 656238 的中 � 108651（2番人気）� 27561（8番人気）� 30684（7番人気）
枠連票数 計 332421 的中 （3－6） 60290（1番人気）
馬連票数 計1512470 的中 �� 16624（22番人気）
馬単票数 計 873837 的中 �� 5703（33番人気）
ワイド票数 計 604635 的中 �� 10289（16番人気）�� 14110（13番人気）�� 3996（27番人気）
3連複票数 計1600087 的中 ��� 4851（59番人気）
3連単票数 計3989251 的中 ��� 2728（253番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．0―36．1―48．4―1：01．2―1：13．9―1：26．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビ ッ グ ギ グ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Rahy デビュー 2014．1．12 中山6着

2011．4．29生 牡3栗 母 ソロリサイタル 母母 Sole 8戦3勝 賞金 27，400，000円
〔制裁〕 ビッグギグ号の騎手横山典弘は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔その他〕 マズルファイヤー号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
※チャンスメイク号は，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



（26東京5）第2日 11月9日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 165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 手 当

274，340，000円
14，080，000円
2，710，000円
24，840，000円
64，935，000円
4，596，000円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
560，247，900円
798，759，400円
408，505，800円
1，693，082，600円
860，151，100円
665，389，500円
2，052，241，900円
3，693，130，200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 10，731，508，400円

総入場人員 28，075名 （有料入場人員 24，888名）
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