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3003711月16日 晴 良 （26東京5）第4日 第1競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走9時55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
1：33．5
1：32．3

良
良

36 アサクサリーダー 牡2黒鹿55 吉田 豊田原 慶子氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 462－ 61：34．9 4．5�
48 ト キ ワ 牝2鹿 54 石橋 脩田畑 マヤ氏 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 456± 01：35．0� 4．1�
47 ラッシュアタック 牡2鹿 55 R．ムーア �キャロットファーム 菊川 正達 洞�湖 レイクヴィラファーム 474± 01：35．21	 2．5�

（英）

59 マインドシフト 牝2鹿 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 鈴木 伸尋 えりも エクセルマネジメント 442－ 61：35．62� 19．6�
817 ヤマニンシャンデル 牝2栗 54 国分 優作土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 442± 01：35．81	 17．2�
612 イ ア ペ ト ス 牡2鹿 55 嘉藤 貴行�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 466＋10 〃 クビ 53．5	
35 マイネルリザータ 牡2鹿 55 伊藤 工真 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新ひだか 平野牧場 512－ 41：35．9クビ 149．8�
714 アラビアンハート 牝2鹿 54 熊沢 重文吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新冠 つつみ牧場 440－ 4 〃 ハナ 264．7�
12 リッコデラコルト 牡2黒鹿55 横山 和生
G1レーシング 武藤 善則 千歳 社台ファーム 470± 01：36．0
 76．2
23 ト リ ル ビ ー 牝2鹿 54 木幡 初広髙樽さゆり氏 牧 光二 新冠 武田 修一 452＋181：36．1クビ 15．4�
611 バリュープラン 牡2鹿 55 勝浦 正樹島田 久氏 小野 次郎 浦河 アイオイファーム 464＋101：36．2
 136．8�
510 カ ラ ッ カ ゼ 牡2鹿 55

52 ▲石川裕紀人星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B446＋ 2 〃 ハナ 9．9�
816 レオクイック 牡2鹿 55 江田 照男
レオ 岩戸 孝樹 浦河 田中スタッド 450＋ 21：36．62� 62．6�
713 アドラビリティ 牝2青鹿54 北村 宏司藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 482－ 61：36．7� 25．9�
24 ラマハデスヌーダ 牝2鹿 54 二本柳 壮�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 434－ 21：37．01
 322．8�
815 ランバイワイルド 牡2鹿 55 大庭 和弥佐藤 力治氏 池上 昌弘 青森 ワールドファーム 442± 01：37．31
 128．8�
11 ウインディバイン 牡2黒鹿55 大野 拓弥
ウイン 武市 康男 新ひだか 佐藤 陽一 452＋ 41：39．1大差 201．6�
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売 得 金
単勝： 16，183，300円 複勝： 24，605，000円 枠連： 13，027，900円
馬連： 43，667，300円 馬単： 26，532，500円 ワイド： 21，735，700円
3連複： 56，495，600円 3連単： 83，318，100円 計： 285，565，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 140円 � 130円 � 110円 枠 連（3－4） 410円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 300円 �� 270円 �� 210円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 5，050円

票 数

単勝票数 計 161833 的中 � 28392（3番人気）
複勝票数 計 246050 的中 � 39187（3番人気）� 46890（2番人気）� 71557（1番人気）
枠連票数 計 130279 的中 （3－4） 24601（1番人気）
馬連票数 計 436673 的中 �� 40101（3番人気）
馬単票数 計 265325 的中 �� 9716（6番人気）
ワイド票数 計 217357 的中 �� 16827（3番人気）�� 19843（2番人気）�� 29449（1番人気）
3連複票数 計 564956 的中 ��� 66669（1番人気）
3連単票数 計 833181 的中 ��� 11954（6番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．9―11．8―12．2―11．6―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．6―47．4―59．6―1：11．2―1：22．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アサクサリーダー �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．7．27 福島4着

2012．4．9生 牡2黒鹿 母 シャイニンググラス 母母 シャイニンレーサー 3戦1勝 賞金 7，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインディバイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年12月16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16日 晴 良 （26東京5）第4日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時25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

12 サンタナブルー 牡2黒鹿55 柴田 大知 �ブルーマネジメント和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 444± 01：27．4 5．5�
24 ジェットコルサ 牡2青 55 R．ムーア 尾上 松壽氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 458－ 21：27．5� 2．4�

（英）

612 ペイシャピュア 牡2栗 55 川島 信二北所 直人氏 本間 忍 新ひだか 飯岡牧場 484－ 61：27．92� 12．7�
713 トーセンテレマーク 牡2青鹿55 菅原 隆一島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 488± 01：28．32� 223．9�
59 アルノルフィーニ 牡2鹿 55 江田 照男	ミルファーム 高市 圭二 新ひだか 山際セントラルスタッド 436＋ 4 〃 ハナ 3．2

48 ヴ ァ ー サ ス 牡2青鹿55 杉原 誠人	本桐牧場 天間 昭一 新ひだか 本桐牧場 458－ 41：28．4� 46．2�
510 ワールドハーモニー 牡2鹿 55 吉田 豊日下部勝德氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 468± 01：28．72 11．9�
36 ワイルドテイスト 牡2栗 55 北村 宏司�G1レーシング 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 502＋141：28．91� 14．3
23 ラパンルージュ 牝2黒鹿54 熊沢 重文後藤 英成氏 田中 剛 新ひだか 服部 牧場 468＋ 21：29．75 21．5�
11 カゼノゴトク 牡2鹿 55 岡田 祥嗣大塚 亮一氏 畠山 吉宏 浦河 ガーベラパー

クスタツド 466＋101：30．02 210．1�
35 サノノゲーム 牡2青鹿55 岩部 純二ビジョンサラブレッドクラブ 中野 栄治 新ひだか 荒木 貴宏 418＋ 81：30．21� 152．9�
47 カンタベリーヒメ 牝2鹿 54 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 456＋ 41：30．3クビ 269．2�
611 ジャイアントアイ 牡2栗 55 大野 拓弥島田 久氏 松山 将樹 浦河 村中牧場 490＋ 6 〃 クビ 31．1�
816 サンコールドウェル 牡2鹿 55 梶 晃啓加藤 信之氏 的場 均 日高 シンボリ牧場 480＋101：31．15 328．2�
815 ウインメアリー 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ウイン 大和田 成 新冠 コスモヴューファーム 440－ 61：31．73� 163．9�
714 カ タ ー ニ ア 牝2鹿 54 木幡 初広渡邉 啓髙氏 古賀 史生 浦河 鳥井 征士 458－ 21：32．02 186．4�
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売 得 金
単勝： 17，969，800円 複勝： 25，817，200円 枠連： 13，406，700円
馬連： 43，530，900円 馬単： 27，604，900円 ワイド： 21，516，500円
3連複： 51，796，600円 3連単： 84，292，000円 計： 285，934，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 170円 � 150円 � 380円 枠 連（1－2） 630円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，410円 �� 870円

3 連 複 ��� 4，430円 3 連 単 ��� 21，360円

票 数

単勝票数 計 179698 的中 � 25761（3番人気）
複勝票数 計 258172 的中 � 40552（3番人気）� 54387（2番人気）� 13216（6番人気）
枠連票数 計 134067 的中 （1－2） 16261（3番人気）
馬連票数 計 435309 的中 �� 42524（3番人気）
馬単票数 計 276049 的中 �� 11926（6番人気）
ワイド票数 計 215165 的中 �� 16176（4番人気）�� 3651（18番人気）�� 6164（9番人気）
3連複票数 計 517966 的中 ��� 8758（16番人気）
3連単票数 計 842920 的中 ��� 2860（67番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―12．2―13．0―12．6―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．3―36．5―49．5―1：02．1―1：14．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンタナブルー �
�
父 ソングオブウインド �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2014．11．1 東京5着

2012．5．2生 牡2黒鹿 母 バイオレントムーヴ 母母 Waterside 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 カターニア号の調教師古賀史生は，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。

アルノルフィーニ号の騎手江田照男は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
サンタナブルー号の騎手柴田大知は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：4番）

※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。
（非当選馬） 2頭 エンジェルネネ号・マイネルヴィグール号
（非抽選馬） 3頭 グラスエンプレス号・コスモビオス号・シベリアンマッシブ号
※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。

第５回 東京競馬 第４日



3003911月16日 晴 良 （26東京5）第4日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時55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
1：45．9
1：45．9

良
良

23 セ ン リ ツ 牝2青鹿54 伊藤 工真井山 登氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 474＋ 41：50．5 5．1�
24 マリーズラン 牝2鹿 54 二本柳 壮冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 462＋ 61：50．6� 60．3�
36 タイセイゴッホ 牝2鹿 54 北村 宏司田中 成奉氏 菊川 正達 浦河 帰山 清貴 468－ 4 〃 クビ 2．0�
12 ベ ル メ ー ル 牝2鹿 54 吉田 豊畑佐 博氏 水野 貴広 新冠 細川農場 484－ 4 〃 アタマ 6．7�
816 カズノネネヒメ 牝2鹿 54 勝浦 正樹鈴木 可一氏 小西 一男 浦河 谷川牧場 440± 01：50．7クビ 14．9�
612 アキタノユキ 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 日高 賀張三浦牧場 464－ 4 〃 ハナ 14．8	
47 ゲ ル ズ 牝2鹿 54 横山 和生杉澤 光雄氏 小野 次郎 新冠 小泉牧場 478＋ 21：50．91� 179．8

611 ダンスアンドボイス 牝2鹿 54 的場 勇人 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 454± 0 〃 ハナ 62．9�
35 クラレンスハウス 牝2鹿 54 石橋 脩下河辺隆行氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 430－ 8 〃 ハナ 6．1�
714 フジハイドランジア 牝2黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人藤田 達男氏 清水 英克 新冠 佐藤 信広 436＋ 8 〃 アタマ 34．9
48 ク レ オ ー ル 牝2栗 54 江田 照男 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 436－ 61：51．21� 20．2�
59 ジューンベル 牝2鹿 54 川島 信二�菅井牧場 松山 将樹 新冠 カミイスタット 404－ 21：51．51� 126．4�
11 ウインメーヴェ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ウイン 清水 英克 新ひだか 曾我 博 466＋ 81：51．6� 261．3�
510 デ ン バ ー 牝2青鹿54 杉原 誠人桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 静内坂本牧場 494＋ 21：51．81 307．5�
713 シェケナベイベー 牝2鹿 54 国分 優作ホースアディクト根本 康広 日高 千葉飯田牧場 428－ 21：53．8大差 354．8�

（15頭）
815 パ ピ ー ラ ヴ 牝2鹿 54 横山 典弘 P.G．ファッジ氏 国枝 栄 新冠 パカパカ

ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 23，065，600円 複勝： 34，305，100円 枠連： 15，213，600円
馬連： 52，632，800円 馬単： 33，154，400円 ワイド： 26，667，300円
3連複： 59，987，900円 3連単： 95，986，400円 計： 341，013，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 800円 � 130円 枠 連（2－2） 21，130円

馬 連 �� 19，930円 馬 単 �� 32，710円

ワ イ ド �� 4，180円 �� 290円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 13，270円 3 連 単 ��� 119，570円

票 数

単勝票数 差引計 230656（返還計 2544） 的中 � 36098（2番人気）
複勝票数 差引計 343051（返還計 2077） 的中 � 52946（3番人気）� 7141（10番人気）� 89297（1番人気）
枠連票数 差引計 152136（返還計 204） 的中 （2－2） 558（27番人気）
馬連票数 差引計 526328（返還計 11460） 的中 �� 2046（38番人気）
馬単票数 差引計 331544（返還計 6273） 的中 �� 760（66番人気）
ワイド票数 差引計 266673（返還計 4118） 的中 �� 1470（36番人気）�� 28112（1番人気）�� 3257（23番人気）
3連複票数 差引計 599879（返還計 20062） 的中 ��� 3390（38番人気）
3連単票数 差引計 959864（返還計 29370） 的中 ��� 582（286番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―37．4―50．2―1：02．9―1：15．7―1：27．4―1：38．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F34．8

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

勝馬の
紹 介

セ ン リ ツ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2014．10．25 東京5着

2012．4．23生 牝2青鹿 母 ヴィフォルテ 母母 ロマンスプレゼント 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔出走取消〕 パピーラヴ号は，疾病〔左前肢挫創〕のため出走取消。
〔制裁〕 センリツ号の騎手伊藤工真は，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：7番）

3004011月16日 晴 良 （26東京5）第4日 第4競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走11時25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
1：21．2
1：20．3

良
良

22 シンラバンショウ 牝2鹿 54 大野 拓弥 �グリーンファーム新開 幸一 安平 ノーザンファーム 412 ―1：24．3 5．2�
33 シンボリゴッホ 牡2青鹿55 江田 照男シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 458 ―1：24．4� 7．4�
89 パ ン デ イ ア 牝2青 54 北村 宏司 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 416 ―1：24．61� 1．8�
44 フクノグローリア 牝2黒鹿54 藤田 伸二福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新冠 対馬 正 446 ― 〃 クビ 33．2�
77 シャイントラベラー 牡2黒鹿55 横山 和生皆川 博文氏 小野 次郎 新冠 川島牧場 462 ―1：24．7� 65．9	
66 ポムフィリア 牝2鹿 54 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 浦河 小島牧場 444 ―1：24．8クビ 3．8

78 モリトプリマ 牝2栗 54 吉田 豊石橋 忠之氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 422 ―1：25．54 29．7�
11 エスティサプライズ 牝2栗 54 菅原 隆一 �エスティファーム 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 430 ― 〃 ハナ 169．6�
55 コスモセブン 牡2栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 新ひだか 静内坂本牧場 468 ―1：25．92� 21．2
810 シゲルカンゲンサイ 牝2青鹿54 川島 信二森中 蕃氏 武市 康男 新冠 長浜 秀昭 456 ―1：30．9大差 148．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 22，332，200円 複勝： 22，292，200円 枠連： 8，804，000円
馬連： 36，244，200円 馬単： 29，003，000円 ワイド： 17，476，200円
3連複： 38，257，200円 3連単： 91，513，400円 計： 265，922，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 150円 � 150円 � 110円 枠 連（2－3） 1，390円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 2，860円

ワ イ ド �� 430円 �� 240円 �� 290円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 7，480円

票 数

単勝票数 計 223322 的中 � 33770（3番人気）
複勝票数 計 222922 的中 � 31677（3番人気）� 29816（4番人気）� 74902（1番人気）
枠連票数 計 88040 的中 （2－3） 4893（7番人気）
馬連票数 計 362442 的中 �� 20128（6番人気）
馬単票数 計 290030 的中 �� 7581（13番人気）
ワイド票数 計 174762 的中 �� 9312（6番人気）�� 19718（2番人気）�� 15712（3番人気）
3連複票数 計 382572 的中 ��� 35491（3番人気）
3連単票数 計 915134 的中 ��� 8863（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．2―25．5―37．8―50．2―1：01．9―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンラバンショウ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ジャングルポケット 初出走

2012．1．19生 牝2鹿 母 ミスティフォレスト 母母 ロージーミスト 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルカンゲンサイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年12月16日まで平

地競走に出走できない。



3004111月16日 晴 良 （26東京5）第4日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走12時15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
2：00．8
1：59．9

良
良

88 ロードユアソング 牡2黒鹿55 R．ムーア �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 464 ―2：02．5 1．9�
（英）

77 メイアルーア 牡2栗 55 勝浦 正樹 �キャロットファーム 伊藤 大士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468 ―2：02．71� 9．6�

22 マウントミッチェル 牡2鹿 55 伊藤 工真阿部 雅英氏 久保田貴士 新ひだか 岡田スタツド 450 ―2：02．91� 17．3�
89 ウインティアラ 牝2鹿 54 石橋 脩�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 410 ―2：03．43 9．2�
66 マイネルデアデビル 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 日高 北田 剛 478 ― 〃 クビ 4．1	
11 ル サ ル カ 牝2黒鹿54 北村 宏司 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 上村 清志 442 ―2：03．61� 7．2

55 ヴィーナスモール 牝2栗 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 450 ―2：03．81� 38．8�
33 タ イ ト 牡2黒鹿55 藤田 伸二西山 茂行氏 森 秀行 新冠 川上牧場 464 ―2：04．22� 28．1�
44 ウェイトゥゴー 牡2鹿 55 江田 照男岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 462 ―2：04．62� 26．0

（9頭）

売 得 金
単勝： 22，468，200円 複勝： 23，250，200円 枠連： 10，341，100円
馬連： 43，286，100円 馬単： 31，815，900円 ワイド： 19，726，300円
3連複： 47，796，700円 3連単： 98，000，600円 計： 296，685，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 240円 � 310円 枠 連（7－8） 830円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 460円 �� 630円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 3，780円 3 連 単 ��� 12，870円

票 数

単勝票数 計 224682 的中 � 90577（1番人気）
複勝票数 計 232502 的中 � 71055（1番人気）� 20636（5番人気）� 14407（6番人気）
枠連票数 計 103411 的中 （7－8） 9561（3番人気）
馬連票数 計 432861 的中 �� 29726（4番人気）
馬単票数 計 318159 的中 �� 16398（5番人気）
ワイド票数 計 197263 的中 �� 11713（4番人気）�� 8098（8番人気）�� 3184（18番人気）
3連複票数 計 477967 的中 ��� 9461（13番人気）
3連単票数 計 980006 的中 ��� 5519（41番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．6―37．9―50．6―1：03．3―1：15．6―1：27．7―1：39．1―1：50．7

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

勝馬の
紹 介

ロードユアソング �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled 初出走

2012．1．31生 牡2黒鹿 母 レディバラード 母母 Angelic Song 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。

3004211月16日 晴 良 （26東京5）第4日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走12時45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

815 クラシックメタル 牡3鹿 56 大野 拓弥吉田 勝己氏 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 490－ 41：37．8 5．1�
11 アイアイエンデバー 牡5黒鹿57 吉田 豊齊藤 敬氏 小島 茂之 新冠 つつみ牧場 B462－ 4 〃 ハナ 21．8�
611� エターナルヒーロー �4黒鹿57 柴田 大知岡田 牧雄氏 木村 哲也 むかわ 東振牧場 482＋ 41：38．43� 3．5�
36 フィンデルムンド 牡6鹿 57 伊藤 工真 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 482± 01：39．14 32．9�
24 トップアドバンス 牡3鹿 56 川島 信二柳内 正基氏 勢司 和浩 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 468＋ 41：39．42 77．9�
816� ファイアキング 牡4鹿 57 木幡 初広栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 恵比寿牧場 B470＋ 21：39．72 95．8	
59 トミケンスラーヴァ 牡4鹿 57 杉原 誠人冨樫 賢二氏 松永 康利 大樹 大樹ファーム B502－ 21：39．8クビ 33．8

713 モ リ ミ ヤ ビ 牝4栗 55 的場 勇人�森島商事 牧 光二 安平 ノーザンファーム B454－ 21：40．01	 101．5�
35 デジタルフラッシュ 牡3栗 56 北村 宏司 �シルクレーシング 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 468＋ 6 〃 クビ 2．3�
510 ヴェアリアスサマー 牡3栗 56 勝浦 正樹小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 村中牧場 514＋ 21：40．1クビ 11．4
47 オメガグランディス 牡3鹿 56 横山 和生原 
子氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 506＋14 〃 クビ 15．9�
48 � プ ラ ス ワ ン 牡3栗 56 嘉藤 貴行西村新一郎氏 蛯名 利弘 青森 太田ファーム 448－ 21：40．31	 134．9�
12 � カンタベリーマーチ 牡3栗 56 国分 優作峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 荒谷 輝和 476± 01：40．93� 232．9�
612 ランドントウォーク 牡3青鹿56 藤田 伸二井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 B486＋ 21：41．75 103．8�
714 ディープリアン 牝3鹿 54 岡田 祥嗣深見 敏男氏 水野 貴広 新ひだか 桜井牧場 472＋ 21：42．87 204．3�
23 クレバーカイザー 牡5鹿 57

54 ▲石川裕紀人 �ウエスタンファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 488＋ 6 （競走中止） 49．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，226，200円 複勝： 32，083，900円 枠連： 16，874，700円
馬連： 65，357，800円 馬単： 37，539，500円 ワイド： 29，490，200円
3連複： 71，349，100円 3連単： 116，673，800円 計： 390，595，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 220円 � 340円 � 160円 枠 連（1－8） 5，260円

馬 連 �� 4，120円 馬 単 �� 6，590円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 410円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 5，530円 3 連 単 ��� 33，880円

票 数

単勝票数 計 212262 的中 � 33231（3番人気）
複勝票数 計 320839 的中 � 36368（3番人気）� 20358（5番人気）� 65521（2番人気）
枠連票数 計 168747 的中 （1－8） 2484（15番人気）
馬連票数 計 653578 的中 �� 12275（14番人気）
馬単票数 計 375395 的中 �� 4269（21番人気）
ワイド票数 計 294902 的中 �� 5528（15番人気）�� 19984（3番人気）�� 6043（13番人気）
3連複票数 計 713491 的中 ��� 9675（16番人気）
3連単票数 計1166738 的中 ��� 2496（98番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．5―12．2―12．6―12．5―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．0―47．2―59．8―1：12．3―1：24．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．6―3F38．0
3 10（7，9，13）（8，14）（12，15）1（2，5，16）3，11，4，6 4 10（7，9，13）（8，15）（1，5）12（3，2，16，14）11（4，6）

勝馬の
紹 介

クラシックメタル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．30 中山14着

2011．4．19生 牡3鹿 母 ネオクラシック 母母 バレークイーン 7戦2勝 賞金 17，420，000円
〔発走状況〕 トミケンスラーヴァ号は，発走地点で右後肢落鉄。発走時刻3分遅延。
〔競走中止〕 クレバーカイザー号は，競走中に疾病〔左第1指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。



3004311月16日 晴 良 （26東京5）第4日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時15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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

36 ゲマインシャフト 牡4鹿 57 北村 宏司丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 506＋ 41：25．5 4．1�
23 キョウエイマグマ 牡3鹿 56 R．ムーア 田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 沖田 忠幸 476＋ 8 〃 クビ 1．9�

（英）

611� ポールシッター 牡4青鹿57 伊藤 工真平川 浩之氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 456＋ 41：25．81� 24．6�
714 ヴェルフェン 牡4芦 57 江田 照男�Basic 土田 稔 新冠 村本牧場 496＋ 21：26．54 149．5�
713 サタンズクラウン 牡3栗 56 大野 拓弥 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 548＋ 61：26．6� 5．6	
24 ドリームジェダイ 牡5栗 57 横山 典弘セゾンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 片岡 博 478－ 2 〃 クビ 19．0

35 エルシェロアスール 牝4栗 55

52 ▲石川裕紀人山下 恭茂氏 伊藤 伸一 浦河 山下 恭茂 478－ 21：26．7� 13．3�
816 タイキグラミー 牝4鹿 55 勝浦 正樹�大樹ファーム 尾形 充弘 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム B466＋14 〃 クビ 32．3�
11 トウショウプライド 牡4栗 57 川島 信二トウショウ産業� 武市 康男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B516＋ 6 〃 ハナ 18．7
48 トウショウアミラル 牡4黒鹿57 木幡 初広トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 478＋121：26．91 318．6�
59 オールデフィート 牡3鹿 56 嘉藤 貴行�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 笹地牧場 B470＋ 2 〃 クビ 216．9�
47 アルファメール 牡4栗 57 岡田 祥嗣 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 新ひだか カントリー牧場 500± 0 〃 ハナ 179．9�
815 キーコレクション 牡4栗 57 石橋 脩北前孔一郎氏 相沢 郁 新冠 高瀬 敦 B456－101：27．85 93．9�
510 ショウナンバクフウ 牝3鹿 54 熊沢 重文国本 哲秀氏 田中 剛 浦河 大北牧場 444－ 21：27．9� 58．1�
612 カシノワルツ 牝4黒鹿55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B456＋101：28．21� 88．2�
12 ウインイルソーレ 牡3鹿 56 柴田 大知�ウイン 高橋 祥泰 新冠 北星村田牧場 492± 0 〃 クビ 67．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，801，400円 複勝： 48，684，300円 枠連： 21，208，900円
馬連： 77，054，600円 馬単： 47，984，200円 ワイド： 35，733，500円
3連複： 90，367，600円 3連単： 161，425，600円 計： 510，260，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 110円 � 290円 枠 連（2－3） 280円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 220円 �� 870円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ��� 8，740円

票 数

単勝票数 計 278014 的中 � 53720（2番人気）
複勝票数 計 486843 的中 � 74349（2番人気）� 202042（1番人気）� 22863（6番人気）
枠連票数 計 212089 的中 （2－3） 57259（1番人気）
馬連票数 計 770546 的中 �� 143976（1番人気）
馬単票数 計 479842 的中 �� 32640（3番人気）
ワイド票数 計 357335 的中 �� 49856（1番人気）�� 9174（10番人気）�� 13347（6番人気）
3連複票数 計 903676 的中 ��� 37325（5番人気）
3連単票数 計1614256 的中 ��� 13381（22番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゲマインシャフト �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 タヤスツヨシ デビュー 2012．10．7 東京4着

2010．3．18生 牡4鹿 母 スプリングアマイン 母母 ダイナマイン 18戦3勝 賞金 32，720，000円
〔制裁〕 ゲマインシャフト号の騎手北村宏司は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
※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 ハイフロンティア号・ロマンシーズ号
※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。

3004411月16日 晴 良 （26東京5）第4日 第8競走 ��
��1，300�サラブレッド系3歳以上

発走13時45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
1：16．4
1：16．4

重
重

59 ダンシングミッシー 牝5鹿 55 吉田 豊伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 476＋ 81：17．9 4．6�
47 ミヤジマッキー 牡4鹿 57 岡田 祥嗣曽我 司氏 牧田 和弥 浦河 村中牧場 500－ 61：18．53� 6．0�
815 キタサンミカヅキ 牡4鹿 57 木幡 初広�大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 534＋ 61：18．6� 5．8�
714 ツインキャンドル 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 448－ 4 〃 ハナ 5．9�
816 プリサイスエース 牡3栗 56 伊藤 工真井山 登氏 奥村 武 新冠 芳住 鉄兵 502＋ 81：18．81 13．5�
35 スズヨストラ 牡4栗 57 北村 宏司鈴木与四郎氏 松永 康利 新ひだか 岡田スタツド 480－ 21：19．01	 10．1	
24 フィールザラブ 牝5栗 55 横山 和生櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 444＋20 〃 クビ 167．2

713
 トレノソルーテ �8鹿 57 江田 照男戸賀 智子氏 田村 康仁 新冠 川上牧場 516－ 61：19．1クビ 59．1�
612 グランプリブルー 牡5栗 57 R．ムーア 北側 雅勝氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B472＋12 〃 クビ 5．9�

（英）

23 
 ボンジュールノゾミ 牝4栗 55 柴田 大知田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 466＋ 81：19．2� 27．3
611� フ ィ オ リ ア 牡6鹿 57 大野 拓弥藤田 孟司氏 吉村 圭司 米 F. K. N.

Partners 474－101：19．3 33．2�
12 シゲルウシュウ 牡3栗 56 藤田 伸二森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 奥山 博 466± 01：19．4� 103．8�
11 � アテーナーズブレス 牝6鹿 55 石橋 脩黒岩 晴男氏 古賀 慎明 米 Green

Gates Farm 470＋ 61：19．5� 38．5�
48 ダークシーカー 牡5栗 57 勝浦 正樹松本 俊廣氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 542－ 6 〃 クビ 20．6�
510 ウインプロスパー 牡4鹿 57 嘉藤 貴行�ウイン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 516± 01：20．45 95．9�
36 ベルラピエル 牡5黒鹿57 国分 優作 �社台レースホース中尾 秀正 新ひだか 追分ファーム 476＋ 6 （競走中止） 104．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，227，200円 複勝： 46，672，200円 枠連： 23，634，800円
馬連： 89，620，600円 馬単： 40，649，700円 ワイド： 39，812，700円
3連複： 99，714，600円 3連単： 146，935，600円 計： 515，267，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 190円 � 170円 枠 連（4－5） 1，260円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 3，140円

ワ イ ド �� 490円 �� 420円 �� 730円

3 連 複 ��� 2，420円 3 連 単 ��� 11，750円

票 数

単勝票数 計 282272 的中 � 48073（1番人気）
複勝票数 計 466722 的中 � 80576（1番人気）� 60552（4番人気）� 69485（2番人気）
枠連票数 計 236348 的中 （4－5） 14442（6番人気）
馬連票数 計 896206 的中 �� 52210（3番人気）
馬単票数 計 406497 的中 �� 9697（9番人気）
ワイド票数 計 398127 的中 �� 20907（4番人気）�� 25304（1番人気）�� 13344（7番人気）
3連複票数 計 997146 的中 ��� 30855（4番人気）
3連単票数 計1469356 的中 ��� 9060（15番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．2―30．0―42．0―53．8―1：05．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンシングミッシー �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2011．12．3 中山7着

2009．4．6生 牝5鹿 母 シルクダンシング 母母 ダンシンググラス 21戦4勝 賞金 67，982，000円
〔発走状況〕 スズヨストラ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 ベルラピエル号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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） 3頭 ガッサンプレイ号・ゴッドツェッペリン号・スワンボート号
※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。



3004511月16日 晴 良 （26東京5）第4日 第9競走 ��
��2，000�t v k 賞

発走14時15分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

tvk賞（1着）
賞 品

本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000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
1：56．1
1：56．1

良
良

22 ルファルシオン 牡3芦 55 R．ムーア �グリーンファーム松田 国英 千歳 社台ファーム 504＋ 22：00．6 2．3�
（英）

34 アウトオブシャドウ 牡4栗 57 石橋 脩飯塚 知一氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 456－ 82：00．7� 11．1�
711 カバーストーリー 牡3栗 55 北村 宏司前田 晋二氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 472－ 2 〃 クビ 10．1�
610 エバーグリーン 牡6青 57 横山 典弘吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 506＋122：00．8クビ 4．4�
712 マリアライト 牝3黒鹿53 大野 拓弥 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 416－10 〃 ハナ 5．5	
58 ブライトボーイ 牡5鹿 57 的場 勇人古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 480＋18 〃 アタマ 24．2

46 ロードエフォール 牡6黒鹿57 江田 照男 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 成隆牧場 492＋ 42：01．01� 122．5�
33 ダンディーズムーン 牡3鹿 55 吉田 豊田島 大史氏 中村 均 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 8 〃 クビ 40．2�
69 ビームライフル 牡5青鹿57 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 472＋ 22：01．31	 73．2
57 ピタゴラスコンマ 牡5鹿 57 石川裕紀人髙瀬 真尚氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 512± 02：01．51
 172．7�
45 アグネスドリーム 牡3黒鹿55 藤田 伸二渡辺公美子氏 森 秀行 浦河 高松牧場 464＋ 6 〃 クビ 9．9�
813 マイネルシュライ 牡6青 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B492＋ 2 〃 ハナ 32．6�

11 ゴーゴーヒュウガ 牡6鹿 57 岩部 純二永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか 北海道静内農業高等学校 B454＋ 22：01．7	 276．7�
814 タイセイローマン 牡5鹿 57 川島 信二田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 静内白井牧場 504－122：02．97 169．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 36，778，400円 複勝： 51，484，500円 枠連： 25，635，900円
馬連： 111，082，300円 馬単： 56，499，800円 ワイド： 43，630，000円
3連複： 119，567，500円 3連単： 212，133，000円 計： 656，811，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 270円 � 340円 枠 連（2－3） 1，070円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 2，260円

ワ イ ド �� 620円 �� 570円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 3，910円 3 連 単 ��� 15，200円

票 数

単勝票数 計 367784 的中 � 124428（1番人気）
複勝票数 計 514845 的中 � 139619（1番人気）� 40732（5番人気）� 31044（6番人気）
枠連票数 計 256359 的中 （2－3） 18460（5番人気）
馬連票数 計1110823 的中 �� 54532（6番人気）
馬単票数 計 564998 的中 �� 18680（8番人気）
ワイド票数 計 436300 的中 �� 18442（6番人気）�� 20231（5番人気）�� 6943（19番人気）
3連複票数 計1195675 的中 ��� 22915（13番人気）
3連単票数 計2121330 的中 ��� 10113（41番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．1―37．1―49．2―1：01．4―1：13．6―1：25．9―1：37．2―1：48．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F34．7

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

勝馬の
紹 介

ルファルシオン �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．8．18 小倉2着

2011．3．5生 牡3芦 母 ステラマリス 母母 ステラマドリッド 11戦3勝 賞金 45，824，000円
※ピタゴラスコンマ号は，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。

3004611月16日 晴 良 （26東京5）第4日 第10競走 ��
��2，100�

ばんしゅう

晩秋ステークス
発走14時50分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳55�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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

11 ドコフクカゼ 牡4黒鹿57 石橋 脩國分 純氏 友道 康夫 日高 ファニーフレンズファーム 510－ 42：10．5 2．5�
816 クラージュドール 牡4鹿 57 R．ムーア �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488± 02：11．35 2．9�
（英）

714 オリオンザジャパン 牡4芦 57 勝浦 正樹平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 武 牧場 478＋ 4 〃 クビ 23．8�
815 ドレミファドン 牡6黒鹿57 吉田 豊千葉 正人氏 中川 公成 日高 ナカノファーム B506＋ 4 〃 ハナ 20．7�
510 ギャザーロージズ �7芦 57 大野 拓弥吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 484± 02：11．4クビ 25．1�
59 ケイジータイタン �4青鹿57 岩部 純二鹿倉 勝	氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B530＋ 62：11．82
 11．3	
36 サンライズスマート 牡5鹿 57 横山 典弘松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 482± 02：12．01� 7．0

713 ショウナンアポロン 牡4鹿 57 藤田 伸二国本 哲秀氏 古賀 史生 洞�湖 メジロ牧場 B498＋ 42：12．53 45．1�
23 シンゼンレンジャー 牡5黒鹿57 川島 信二原 司郎氏 飯田 祐史 日高 インターナショ

ナル牧場 488－ 62：12．71� 171．5�
47 ナリタポセイドン 牡5鹿 57 国分 優作オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム 490－ 62：12．91� 43．4�
12 ダ ノ ン ミ ル �6栗 57 北村 宏司ダノックス 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 464＋10 〃 クビ 19．6�
611 グレイレジェンド 牡6芦 57 木幡 初広小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 466＋ 62：13．21� 302．0�
612� デ ィ ル ガ 牝3栗 53 熊沢 重文前田 葉子氏 矢作 芳人 米 CASA Farms

I, LLC 458－ 62：13．3クビ 39．5�
48 レ ジ ア ー ネ �6鹿 57 的場 勇人広尾レース 尾関 知人 浦河 中島牧場 B470＋ 22：13．4
 154．6�
24 レックスパレード 牡6栗 57 杉原 誠人 �キャロットファーム 森田 直行 安平 追分ファーム 534± 02：13．5� 223．1�
35 タ ナ ト ス 牡6黒鹿57 横山 和生榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 458＋ 2 （競走中止） 60．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，110，200円 複勝： 64，921，400円 枠連： 40，763，000円
馬連： 167，024，300円 馬単： 81，660，800円 ワイド： 60，409，300円
3連複： 186，769，600円 3連単： 332，445，600円 計： 975，104，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 120円 � 340円 枠 連（1－8） 310円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 190円 �� 760円 �� 750円

3 連 複 ��� 2，010円 3 連 単 ��� 5，650円

票 数

単勝票数 計 411102 的中 � 128138（1番人気）
複勝票数 計 649214 的中 � 149335（2番人気）� 171170（1番人気）� 30338（7番人気）
枠連票数 計 407630 的中 （1－8） 101146（1番人気）
馬連票数 計1670243 的中 �� 350813（1番人気）
馬単票数 計 816608 的中 �� 92786（1番人気）
ワイド票数 計 604093 的中 �� 101358（1番人気）�� 17584（8番人気）�� 17718（7番人気）
3連複票数 計1867696 的中 ��� 69442（6番人気）
3連単票数 計3324456 的中 ��� 42623（11番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．6―31．2―43．4―55．7―1：08．5―1：21．3―1：34．0―1：46．4―1：58．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドコフクカゼ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．8．11 札幌2着

2010．4．19生 牡4黒鹿 母 デピュティプリミエ 母母 カートゥーン 18戦5勝 賞金 109，830，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走状況〕 オリオンザジャパン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 タナトス号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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 サンマルデューク号・ダヴィンチバローズ号
※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



3004711月16日 晴 良 （26東京5）第4日 第11競走 ��
��1，400�オ ー ロ カ ッ プ

発走15時30分 （芝・左）
3歳以上，25．11．9以降26．11．9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 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

510 ダノンプログラマー �8青鹿53 国分 優作�ダノックス 千田 輝彦 追分 追分ファーム 462－ 81：20．2 54．3�
816 カ オ ス モ ス 牡4鹿 56 R．ムーア 小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか 沖田 忠幸 500＋ 4 〃 クビ 4．1�

（英）

59 サトノルパン 牡3黒鹿54 川島 信二里見 治氏 村山 明 えりも エクセルマネジメント 454± 01：20．3クビ 4．9�
48 アルフレード 牡5鹿 56 吉田 豊 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 548＋14 〃 アタマ 46．3�
11 ショウナンワダチ 牡3芦 54 北村 宏司国本 哲秀氏 大竹 正博 新ひだか 静内フアーム 478＋ 61：20．4� 11．3	
611 ニシノビークイック 牡5栗 54 熊沢 重文西山 茂行氏 河内 洋 新ひだか 本桐牧場 482＋ 4 〃 クビ 33．9

713 プリンセスメモリー 牝7鹿 54 勝浦 正樹海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム 408＋ 21：20．5� 38．0�
12 サクラゴスペル 牡6黒鹿57 横山 和生�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 山田牧場 484－ 4 〃 ハナ 21．6�
23 メイショウヤタロウ 牡6鹿 54 藤田 伸二松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 488＋ 2 〃 クビ 25．5
612 アミカブルナンバー 牝5鹿 53 大野 拓弥池谷 誠一氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 464± 01：20．6� 6．2�
35 	 コウヨウアレス 牡5青鹿55 石橋 脩寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 482＋121：20．7
 8．0�
24 プリムラブルガリス 牡4鹿 55 横山 典弘吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 480＋ 21：20．8クビ 5．6�
36 マイネルディアベル 牡3青鹿53 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新冠 ハシモトフアーム 454＋ 6 〃 クビ 31．6�
815 シャイニーホーク 牡6栗 55 的場 勇人小林 昌志氏 橋口弘次郎 平取 雅 牧場 516－14 〃 アタマ 100．6�
817 インプレスウィナー 牡7青 57 木幡 初広西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 458＋ 41：21．22� 57．7�
714 サンディエゴシチー 牡7黒鹿54 伊藤 工真 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 浦河 アイオイファーム 514＋ 21：21．3
 131．9�
47 サウンドリアーナ 牝4黒鹿53 江田 照男増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 水上 習孝 496－101：21．72� 108．3�

（17頭）

売 得 金
単勝： 63，330，300円 複勝： 86，147，000円 枠連： 60，206，200円
馬連： 270，911，500円 馬単： 118，185，800円 ワイド： 87，543，300円
3連複： 311，100，300円 3連単： 502，168，500円 計： 1，499，592，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，430円 複 勝 � 940円 � 170円 � 200円 枠 連（5－8） 870円

馬 連 �� 16，800円 馬 単 �� 48，620円

ワ イ ド �� 4，290円 �� 3，100円 �� 520円

3 連 複 ��� 23，690円 3 連 単 ��� 250，220円

票 数

単勝票数 計 633303 的中 � 9319（13番人気）
複勝票数 計 861470 的中 � 17387（12番人気）� 155187（1番人気）� 122301（2番人気）
枠連票数 計 602062 的中 （5－8） 53317（2番人気）
馬連票数 計2709115 的中 �� 12492（48番人気）
馬単票数 計1181858 的中 �� 1823（117番人気）
ワイド票数 計 875433 的中 �� 4997（49番人気）�� 6953（40番人気）�� 47618（2番人気）
3連複票数 計3111003 的中 ��� 9848（75番人気）
3連単票数 計5021685 的中 ��� 1455（673番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―34．2―45．5―56．9―1：08．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．7
3 2，5，6（1，14）（13，15，16）（4，11）12（3，7，9）8（10，17） 4 2，5－6（1，14）（13，16）15（4，11，12）（3，7，9）8（10，17）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンプログラマー �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2008．11．2 京都4着

2006．2．4生 �8青鹿 母 クリックヒア 母母 ニュースヴァリュー 38戦6勝 賞金 119，893，000円
〔制裁〕 サトノルパン号の騎手川島信二は，決勝線手前で内側に斜行したことについて平成26年11月22日から平成26年11月29日

まで騎乗停止。（被害馬：1番・3番・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。

3004811月16日 晴 良 （26東京5）第4日 第12競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走16時05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

814 ジャッカスバーク 牡3黒鹿56 R．ムーア �キャロットファーム 古賀 慎明 浦河 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B524－101：38．3 3．6�

（英）

58 サトノアルバトロス 牡3黒鹿56 横山 典弘里見 治氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 502－ 2 〃 アタマ 4．0�
33 ダンディーレイ 牡4栗 57 江田 照男 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 藤原牧場 486＋ 21：38．83 22．9�
34 ニットウビクトリー 牡5鹿 57 石橋 脩�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 478± 01：38．9� 18．4�
46 アルファアリエス 牡3鹿 56 勝浦 正樹�貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 448－ 4 〃 ハナ 21．5	
610 ゴールデンスピン 牡3栗 56 大野 拓弥田島榮二郎氏 大江原 哲 新ひだか 元茂牧場 B498＋ 41：39．11� 8．9

813 メリーウィドウ 牝3鹿 54 吉田 豊 �シルクレーシング 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 502± 0 〃 クビ 14．5�
69 スペースクルーズ 牡3栗 56 北村 宏司窪田 康志氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 594＋ 41：39．31� 3．4�
22 ヒ シ ョ ウ �6栗 57 川島 信二岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新ひだか 岡田スタツド 460－ 21：39．4	 302．7
45 アルセーヌシチー 牡8鹿 57 木幡 初広 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 浦河 アイオイファーム 506＋14 〃 アタマ 223．1�
11 オメガスパーキング 牡5鹿 57 横山 和生原 
子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B488＋ 61：39．5クビ 15．9�
712 サンリットレイク 牡5鹿 57 国分 優作吉田 勝己氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム B498＋ 4 〃 ハナ 42．7�
711 フランチャイズ 牡5栗 57

54 ▲石川裕紀人島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム 512－ 41：39．6	 127．6�
57 � サンタクローチェ 牝4青鹿55 杉原 誠人村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 480－ 41：39．81� 102．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 55，143，900円 複勝： 73，592，300円 枠連： 41，029，100円
馬連： 160，246，300円 馬単： 74，218，700円 ワイド： 63，875，900円
3連複： 177，185，700円 3連単： 309，899，700円 計： 955，191，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 170円 � 430円 枠 連（5－8） 670円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，680円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 5，930円 3 連 単 ��� 21，650円

票 数

単勝票数 計 551439 的中 � 122539（2番人気）
複勝票数 計 735923 的中 � 125864（3番人気）� 129066（2番人気）� 33470（9番人気）
枠連票数 計 410291 的中 （5－8） 47351（3番人気）
馬連票数 計1602463 的中 �� 154731（2番人気）
馬単票数 計 742187 的中 �� 38290（2番人気）
ワイド票数 計 638759 的中 �� 56028（2番人気）�� 9088（25番人気）�� 9863（23番人気）
3連複票数 計1771857 的中 ��� 22395（21番人気）
3連単票数 計3098997 的中 ��� 10373（60番人気）

ハロンタイム 12．8―12．1―12．5―12．8―12．6―11．9―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．9―37．4―50．2―1：02．8―1：14．7―1：26．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F35．5
3 9（8，14）（5，12）（3，13，6）（10，11）（7，4）（1，2） 4 ・（9，8）（14，12）（5，13）6（3，10，11）（7，4）（1，2）

勝馬の
紹 介

ジャッカスバーク �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．10．27 東京1着

2011．1．29生 牡3黒鹿 母 ウェスタリーズ 母母 ウェスタースケルド 10戦3勝 賞金 35，388，000円
〔発走状況〕 スペースクルーズ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
※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4日 11月16日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 176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 手 当

224，960，000円
2，080，000円
11，500，000円
1，550，000円
20，400，000円
68，878，000円
4，550，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
375，636，700円
533，855，300円
290，145，900円
1，160，658，700円
604，849，200円
467，616，900円
1，310，388，400円
2，234，792，300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 6，977，943，400円

総入場人員 35，624名 （有料入場人員 32，036名）
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