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3008511月29日 曇 重 （26東京5）第8日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走9時50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

510 ソワンドタイガー 牡2栗 55 松岡 正海西村 静子氏 伊藤 伸一 新ひだか 小河 豊水 478－ 21：27．4 11．9�
48 ピックアンドポップ 牡2青鹿55 北村 宏司大内 康平氏 武井 亮 新ひだか 水丸牧場 482＋ 4 〃 クビ 3．3�
11 コンドルヒデオ 牡2鹿 55 R．ムーア Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 小島牧場 482± 0 〃 ハナ 4．5�

（英）

714 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± 01：28．03� 5．1�
35 ドリームメモリー 牝2鹿 54 田辺 裕信田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 門別牧場 446－12 〃 アタマ 18．4�
59 ルーシーイズマイン 牝2鹿 54 武士沢友治小林 照弘氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 464－ 61：28．1� 128．7�
815 トーセンメリッサ 牝2青 54 戸崎 圭太島川 	哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 460－ 41：28．2クビ 10．1

816 ダンガンコゾウ 牡2栗 55 後藤 浩輝海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 61：28．52 32．8�
713 メイショウキシドウ 牡2鹿 55 G．ブノワ 松本 好雄氏 小島 太 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 21：29．24 11．7�
（仏）

47 マジックボーイ 牡2鹿 55 岩田 康誠グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 466＋ 61：29．3� 12．9�
611 エスティノーヴァ 牝2鹿 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 422＋201：29．51� 207．6�
12 シンザンユウコク 牝2黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹福田 光博氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 426－ 8 〃 クビ 126．7�
612 スティールブルグ 牡2鹿 55 西田雄一郎井上 啓子氏 浅野洋一郎 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 504＋ 61：29．71� 25．2�
36 トゥルースナイト 牡2黒鹿55 田中 勝春ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 460＋ 21：30．55 155．8�
24 セイユウムサシ 牡2鹿 55 伊藤 工真星 雄一郎氏 佐藤 吉勝 新冠 村上牧場 450－ 81：30．82 139．8�
23 キョウエイボサツ 牝2栗 54

51 ▲原田 和真田中 晴夫氏 古賀 史生 浦河 山口 義彦 460－ 61：31．22� 28．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，506，900円 複勝： 32，122，300円 枠連： 12，736，600円
馬連： 48，436，100円 馬単： 27，144，700円 ワイド： 26，951，700円
3連複： 65，778，400円 3連単： 85，843，800円 計： 317，520，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 280円 � 150円 � 160円 枠 連（4－5） 1，550円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 5，380円

ワ イ ド �� 750円 �� 790円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，990円 3 連 単 ��� 26，050円

票 数

単勝票数 計 185069 的中 � 12396（6番人気）
複勝票数 計 321223 的中 � 22810（5番人気）� 65791（1番人気）� 55757（3番人気）
枠連票数 計 127366 的中 （4－5） 6346（6番人気）
馬連票数 計 484361 的中 �� 17492（6番人気）
馬単票数 計 271447 的中 �� 3782（22番人気）
ワイド票数 計 269517 的中 �� 8863（6番人気）�� 8346（8番人気）�� 19507（1番人気）
3連複票数 計 657784 的中 ��� 16456（7番人気）
3連単票数 計 858438 的中 ��� 2389（74番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．4―13．2―12．9―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．0―24．7―37．1―50．3―1：03．2―1：15．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソワンドタイガー �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2014．8．10 札幌7着

2012．4．11生 牡2栗 母 シルバーインゴット 母母 Christabelle 3戦1勝 賞金 6，300，000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。
（非抽選馬） 2頭 ガンマーフォンテン号・フクノドービル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3008611月29日 曇 良 （26東京5）第8日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時20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

714 コスモキーマン 牡2鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 浦河 川越ファーム 458± 01：36．4 10．3�
715 ワラッチャオ 牝2青鹿54 北村 宏司小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 田中 裕之 464＋101：36．61� 17．0�
36 カスクストレングス 牡2黒鹿55 蛯名 正義芹澤 精一氏 田中 清隆 新ひだか 棚川 光男 472＋ 41：36．91� 6．7�
11 ノワールギャルソン 牡2黒鹿55 浜中 俊ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 426－ 21：37．11 5．8�
818 シードパール 牝2鹿 54 田辺 裕信髙嶋 哲氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 428＋ 2 〃 ハナ 4．0�
816 クインズミラーグロ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太 	クイーンズ・ランチ 和田 正道 浦河 富田牧場 420－ 4 〃 ハナ 6．0

713 リーディングライツ 牡2鹿 55 三浦 皇成 �キャロットファーム 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 444－ 41：37．41� 6．8�
47 サトノコスミック 牡2黒鹿55 岩田 康誠里見 治氏 的場 均 安平 追分ファーム 464＋141：37．61� 11．2�
35 スリルオブジョイ 牝2鹿 54

51 ▲長岡 禎仁岡田 牧雄氏 天間 昭一 むかわ 上水牧場 496± 0 〃 クビ 62．7
12 リネンパター 牝2栗 54

51 ▲伴 啓太戸山 光男氏 和田 雄二 日高 前川 義則 452＋121：37．81� 237．7�
23 アウトリーチ 牡2黒鹿55 大庭 和弥石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新冠 オリエント牧場 446＋121：37．9� 24．7�
24 テイエムスサノオー 牡2鹿 55 丸山 元気竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム

牧場株式会社 448＋ 2 〃 アタマ 247．1�
510 タケデンタップ 牝2青鹿 54

51 ▲井上 敏樹武市 進吾氏 高橋 義博 新冠 新冠橋本牧場 422－141：38．0� 37．9�
817 シャンディキール 牝2鹿 54

51 ▲木幡 初也林 孝輝氏 杉浦 宏昭 浦河 林 孝輝 486＋ 21：38．2� 210．9�
48 コスモエルドール 牡2栗 55 黛 弘人岡田 繁幸氏 黒岩 陽一 新冠 コスモヴューファーム 422＋ 2 〃 クビ 95．2�
59 ギンザジャンヌ 牝2黒鹿54 杉原 誠人有馬 博文氏 水野 貴広 新ひだか 三石橋本牧場 442＋ 21：38．3クビ 83．3�
612 ハニーズダンス 牝2栗 54 丹内 祐次岡田 繁幸氏 小野 次郎 浦河 丸村村下

ファーム 428＋ 81：38．61� 247．8�
611 ユ ノ 牝2芦 54 二本柳 壮�ミルファーム 南田美知雄 新冠 大栄牧場 410－ 61：38．7� 186．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 21，933，700円 複勝： 38，864，300円 枠連： 17，662，900円
馬連： 53，840，200円 馬単： 29，560，200円 ワイド： 28，516，800円
3連複： 69，801，500円 3連単： 92，133，700円 計： 352，313，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 310円 � 540円 � 220円 枠 連（7－7） 1，440円

馬 連 �� 6，950円 馬 単 �� 13，890円

ワ イ ド �� 2，430円 �� 1，020円 �� 2，170円

3 連 複 ��� 17，240円 3 連 単 ��� 105，850円

票 数

単勝票数 計 219337 的中 � 16993（6番人気）
複勝票数 計 388643 的中 � 33000（6番人気）� 16255（8番人気）� 53712（2番人気）
枠連票数 計 176629 的中 （7－7） 9449（8番人気）
馬連票数 計 538402 的中 �� 6000（28番人気）
馬単票数 計 295602 的中 �� 1595（58番人気）
ワイド票数 計 285168 的中 �� 2975（30番人気）�� 7439（12番人気）�� 3350（26番人気）
3連複票数 計 698015 的中 ��� 3036（57番人気）
3連単票数 計 921337 的中 ��� 631（365番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．3―36．4―49．0―1：01．4―1：13．2―1：24．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F35．0
3 14，3（1，5，12）（8，9）（6，15）（4，13，16）（2，18）10（7，17）11 4 14，3（1，12）5（6，9）（8，15）（4，13）16，18（2，10）11（7，17）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモキーマン �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ファンタスティックライト デビュー 2014．11．8 東京5着

2012．4．4生 牡2鹿 母 ア イ カ ギ 母母 イシノアパトゥーラ 2戦1勝 賞金 5，700，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ショウナンカサロ号・スナッチアキス号・トウカイストラーダ号・ラトゥール号
（非抽選馬） 3頭 イアペトス号・ウインメアリー号・シゲルアバレマツリ号

第５回 東京競馬 第８日



3008711月29日 曇 良 （26東京5）第8日 第3競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走10時50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
2：00．8
1：59．9

良
良

612 タンタアレグリア 牡2栗 55 三浦 皇成�G1レーシング 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472＋142：02．0 3．4�

24 ヒアカムズザサン 牡2栗 55 戸崎 圭太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 504＋ 42：02．21� 2．2�

23 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 454＋ 2 〃 クビ 58．2�
35 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 432－ 22：02．51� 23．4�
47 ウインスペクトル 牡2鹿 55 R．ムーア �ウイン 宗像 義忠 日高 賀張中川牧場 452＋ 22：02．6� 8．4�

（英）

816 ミュゼダルタニアン 牡2栗 55 柴山 雄一髙橋 仁氏 高市 圭二 千歳 社台ファーム 510＋122：02．7� 56．3	
12 エジーサンドレ 牝2芦 54 岩田 康誠 
社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 402－122：02．8� 19．8�
48 ハーブガーデン 牝2鹿 54 津村 明秀岡田 繁幸氏 中野 栄治 新冠 コスモヴューファーム 402－ 42：03．01	 130．6�
11 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 442＋ 2 〃 クビ 21．0
510 トレースオンアイス 牡2鹿 55 Z．パートン 
社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 456＋ 42：03．1� 18．0�

（香港）

59 アンジュリンブレス 牡2青鹿55 蛯名 正義塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 494＋ 82：03．41� 116．8�
611 ヴァンガードシチー 牡2黒鹿55 後藤 浩輝 �友駿ホースクラブ 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 500＋ 22：03．5� 7．4�
713 テイエムソラトブ 牡2栗 55 丸山 元気竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 若林 武雄 452＋ 42：03．6クビ 433．7�
36 トミケンブレスク 牡2鹿 55 赤岡 修次冨樫 賢二氏 土田 稔 浦河 福岡 光夫 474± 02：03．81	 240．5�

（高知）

714 ケイツーノート 牝2鹿 54 武士沢友治楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新ひだか 酒井 秀紀 454± 02：04．75 136．5�
815 ネ コ レ ー ヌ 牝2青鹿 54

51 ▲井上 敏樹桐谷 茂氏 和田 雄二 日高 法理牧場 412－ 42：05．02 248．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，852，800円 複勝： 52，006，500円 枠連： 21，186，300円
馬連： 65，231，000円 馬単： 38，759，900円 ワイド： 40，645，600円
3連複： 92，001，900円 3連単： 126，148，900円 計： 466，832，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 120円 � 770円 枠 連（2－6） 250円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 180円 �� 2，130円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 7，520円 3 連 単 ��� 21，570円

票 数

単勝票数 計 308528 的中 � 72504（2番人気）
複勝票数 計 520065 的中 � 91774（2番人気）� 150351（1番人気）� 10328（10番人気）
枠連票数 計 211863 的中 （2－6） 65619（1番人気）
馬連票数 計 652310 的中 �� 118115（1番人気）
馬単票数 計 387599 的中 �� 35474（2番人気）
ワイド票数 計 406456 的中 �� 77070（1番人気）�� 4008（26番人気）�� 5772（18番人気）
3連複票数 計 920019 的中 ��� 9173（22番人気）
3連単票数 計1261489 的中 ��� 4239（65番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―12．0―12．1―12．3―12．3―12．7―12．2―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．7―36．7―48．8―1：01．1―1：13．4―1：26．1―1：38．3―1：50．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．6―3F35．9

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

勝馬の
紹 介

タンタアレグリア �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Stuka デビュー 2014．7．6 福島2着

2012．3．29生 牡2栗 母 タンタスエルテ 母母 Trapial 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔制裁〕 ヤギリヴィーナス号の騎手松岡正海は，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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アイナ号・ニシノプレシャス号
（非抽選馬） 1頭 ディアジグムント号
※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。

3008811月29日 小雨
（ 芝 ）良
（ダート）重 （26東京5）第8日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時20分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
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3：17．5良・良

57 トキノフウジン 牡7黒鹿60 西谷 誠田中 準市氏 昆 貢 新冠 村田牧場 466＋ 83：23．1 2．9�
33 ミヤビリファイン 牡5青鹿60 山本 康志村上 義勝氏 大久保洋吉 新ひだか 高橋 修 514＋ 63：24．37 5．3�
22 ニシノファブレッド 牡6鹿 60

57 ▲原田 和真福田 光博氏 根本 康広 むかわ 西山牧場 492＋ 23：25．47 25．3�
44 マイネルグート 牡7鹿 60 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 524＋303：26．46 22．3�
68 � バルダメンテ 牡5青鹿60 高野 和馬前田 幸治氏 和田正一郎 米 Marion G.

Montanari 536＋103：26．82� 11．1�
69 マグナムボーイ 牡4鹿 60 草野 太郎古賀 禎彦氏 大江原 哲 新ひだか 増本牧場 536＋163：28．8大差 52．1	
710� グリーティングワン 牡4黒鹿60 難波 剛健井上 久光氏 柴田 政人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440＋ 23：29．33 70．2

11 � ラ ノ ラ ラ ク 牝4栗 58 小野寺祐太�ミルファーム 畠山 重則 浦河 バンダム牧場 498＋ 63：30．79 37．8�
56 ウインボナンザ 牡3鹿 58 熊沢 重文�ウイン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 492－123：31．23 3．3
812 ディープフォンテン 牡3栗 58 浜野谷憲尚吉橋 計氏 戸田 博文 新ひだか 田中 裕之 468± 03：33．4大差 8．6�
813 ケンブリッジベスト 牡3黒鹿58 佐久間寛志中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 476＋ 63：34．25 121．6�
45 シゲルキシュウ 牡3芦 58 金子 光希森中 蕃氏 伊藤 正徳 新冠 長浜 秀昭 506＋14 （競走中止） 66．0�
711 ニシノジャブラニ 牡6鹿 60 石神 深一西山 茂行氏 上原 博之 むかわ 西山牧場 500＋12 （競走中止） 17．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 17，419，800円 複勝： 24，486，100円 枠連： 13，639，900円
馬連： 39，984，200円 馬単： 25，504，400円 ワイド： 20，875，500円
3連複： 56，819，400円 3連単： 84，144，500円 計： 282，873，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 180円 � 370円 枠 連（3－5） 500円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，250円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 5，440円 3 連 単 ��� 18，610円

票 数

単勝票数 計 174198 的中 � 46574（1番人気）
複勝票数 計 244861 的中 � 47532（2番人気）� 37408（3番人気）� 13315（6番人気）
枠連票数 計 136399 的中 （3－5） 20820（1番人気）
馬連票数 計 399842 的中 �� 30692（3番人気）
馬単票数 計 255044 的中 �� 11603（3番人気）
ワイド票数 計 208755 的中 �� 12731（4番人気）�� 4124（16番人気）�� 4150（15番人気）
3連複票数 計 568194 的中 ��� 7830（20番人気）
3連単票数 計 841445 的中 ��� 3278（54番人気）
上り 1マイル 1：48．6 4F 51．7－3F 38．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�
3＝9＝4－1（7，11）－（2，6）－8－（13，10）＝12＝5
3－9（7，4）－2－11，13（8，1，10，6）＝12

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

勝馬の
紹 介

トキノフウジン �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 メジロライアン デビュー 2009．12．13 中京1着

2007．4．8生 牡7黒鹿 母 ラヴァーズレーン 母母 モ ガ ミ ヒ メ 障害：5戦1勝 賞金 10，500，000円
〔競走中止〕 シゲルキシュウ号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため2周目6号障害〔いけ垣〕手前で競走中止。

ニシノジャブラニ号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出走取消馬 ツクバヤマノオー号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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 スリーロンドン号・ファイヤー号
（非抽選馬） 1頭 プレスリー号



3008911月29日 雨 重 （26東京5）第8日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時10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
1：36．7
1：36．7

稍重
稍重

47 スモークフリー 牡2芦 55 岩田 康誠 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 534 ―1：39．0 1．5�
816 ソルプレーサ 牡2黒鹿55 田辺 裕信西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 502 ―1：39．21� 6．5�
714 ギンガメテオール 牡2芦 55 G．ブノワ 森山 進氏 本間 忍 新冠 秋田牧場 504 ― 〃 クビ 20．7�

（仏）

59 ミステリウム 牡2黒鹿55 Z．パートン P.G．ファッジ氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 512 ― 〃 ハナ 6．8�
（香港）

23 トーセンスパンキー 牡2栗 55 小野寺祐太島川 �哉氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム 520 ―1：40．47 52．5	
11 パ ヴ ォ ー ネ 牡2黒鹿55 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 518 ―1：40．5� 18．8

12 ハニーファンタジー 牝2黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 428 ―1：40．92� 185．5�
35 メイショウアルパ 牝2鹿 54 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 466 ― 〃 ハナ 17．2�
815 ヴィクトリーアスカ 牝2黒鹿54 赤岡 修次古賀 慎一氏 尾形 和幸 新ひだか 前川 正美 452 ―1：41．0� 87．9

（高知）

24 コスモノビリス 牡2鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 日高 三城牧場 454 ―1：41．42� 42．2�
713 ロイヤルアスカ 牝2栗 54 北村 宏司�髙昭牧場 新開 幸一 浦河 高昭牧場 428 ―1：41．71� 99．8�
612 ナムラレジェンド 牡2栗 55

52 ▲長岡 禎仁奈村 信重氏 岩戸 孝樹 日高 中前牧場 466 ―1：42．55 129．1�
510 タニオブキャップ 牡2鹿 55 江田 照男谷 研司氏 栗田 博憲 青森 諏訪牧場 516 ―1：42．71� 105．0�
48 アポロメイン 牡2栗 55 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 浦河 山春牧場 516 ―1：42．8クビ 109．3�
36 ポッドカイザー 牡2鹿 55 丸田 恭介小川眞査雄氏 大竹 正博 新ひだか 下屋敷牧場 492 ― 〃 クビ 51．2�
611 バトナージュ 牝2黒鹿54 田中 勝春 �シルクレーシング 伊藤 伸一 新冠 ハシモトフアーム 476 ―1：44．8大差 34．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，669，300円 複勝： 63，157，000円 枠連： 16，411，200円
馬連： 55，779，100円 馬単： 40，335，000円 ワイド： 30，920，800円
3連複： 64，893，000円 3連単： 118，333，900円 計： 418，499，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 160円 � 320円 枠 連（4－8） 480円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 240円 �� 510円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 2，300円 3 連 単 ��� 5，090円

票 数

単勝票数 計 286693 的中 � 148822（1番人気）
複勝票数 計 631570 的中 � 402833（1番人気）� 49723（2番人気）� 17295（6番人気）
枠連票数 計 164112 的中 （4－8） 26108（1番人気）
馬連票数 計 557791 的中 �� 87664（1番人気）
馬単票数 計 403350 的中 �� 45727（2番人気）
ワイド票数 計 309208 的中 �� 38760（1番人気）�� 14872（4番人気）�� 5907（13番人気）
3連複票数 計 648930 的中 ��� 21160（5番人気）
3連単票数 計1183339 的中 ��� 16835（6番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―12．4―12．9―13．0―12．7―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．3―36．7―49．6―1：02．6―1：15．3―1：27．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スモークフリー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Smoke Glacken 初出走

2012．2．13生 牡2芦 母 スモークンフローリック 母母 Cherokyfrolicflash 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または施行団体名を表示している。

3009011月29日 雨 重 （26東京5）第8日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時40分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：36．7
1：36．7

稍重
稍重

815 タイセイラビッシュ 牡2鹿 55 岩田 康誠田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 474－ 41：37．1 31．3�
34 フクノグリュック 牡2鹿 55 横山 典弘福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社

ケイズ 482＋ 4 〃 クビ 11．1�
713 レザンドゥオール 牡2栗 55 戸崎 圭太高橋 一恵氏 武藤 善則 様似 髙村 伸一 504＋ 21：37．2� 9．6�
58 イーデンホール 牡2栗 55 吉田 豊�G1レーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム 484＋ 61：37．3� 5．3�
23 クロフネビームス 牝2芦 54 的場 勇人古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 460－ 21：37．4クビ 34．5�
610 メイプルレインボー 牡2栗 55 柴山 雄一節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 472＋ 61：37．61� 116．4	
47 	 オ ホ ー ツ ク 牡2芦 55 R．ムーア 馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Inside Move 534＋ 41：37．7クビ 2．2


（英）

712 タイセイアニマート 牡2黒鹿55 田辺 裕信田中 成奉氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 464＋ 41：38．01� 23．6�
35 キョウエイインドラ 牡2鹿 55 蛯名 正義田中 晴夫氏 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 476－ 21：38．1クビ 13．9�
814 キングノヨアケ 牡2黒鹿55 石橋 脩平口 信行氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 488± 0 〃 クビ 46．7
11 スモーダリング 牝2黒鹿54 浜中 俊 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 484－ 41：38．41� 12．3�
611 ノブワイルド 牡2鹿 55 田中 勝春前田 亘輝氏 畠山 吉宏 新ひだか 城地 清満 472＋ 21：38．5� 7．1�
46 マコトダッソー 牡2栗 55 柴田 大知�ディアマント 水野 貴広 様似 出口 繁夫 478－ 21：39．67 169．7�
22 アイスキャンドル 牝2青鹿54 丹内 祐次飯田 政子氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 476± 01：39．7� 293．8�

（14頭）
59 ノースヒーロー 牡2栗 55 福永 祐一 �スピードファーム和田 正道 新ひだか 漆原 武男 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 40，888，300円 複勝： 61，271，300円 枠連： 18，989，000円
馬連： 80，383，100円 馬単： 42，227，300円 ワイド： 42，857，200円
3連複： 92，212，700円 3連単： 134，506，600円 計： 513，335，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，130円 複 勝 � 940円 � 350円 � 290円 枠 連（3－8） 3，340円

馬 連 �� 16，870円 馬 単 �� 36，310円

ワ イ ド �� 4，220円 �� 2，390円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 37，540円 3 連 単 ��� 325，050円

票 数

単勝票数 差引計 408883（返還計 245） 的中 � 10444（9番人気）
複勝票数 差引計 612713（返還計 639） 的中 � 15141（10番人気）� 48118（5番人気）� 60930（4番人気）
枠連票数 差引計 189890（返還計 8 ） 的中 （3－8） 4394（14番人気）
馬連票数 差引計 803831（返還計 1143） 的中 �� 3692（44番人気）
馬単票数 差引計 422273（返還計 511） 的中 �� 872（93番人気）
ワイド票数 差引計 428572（返還計 568） 的中 �� 2575（43番人気）�� 4612（30番人気）�� 7641（17番人気）
3連複票数 差引計 922127（返還計 2136） 的中 ��� 1842（107番人気）
3連単票数 差引計1345066（返還計 3408） 的中 ��� 300（764番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．6―47．9―1：00．5―1：13．0―1：24．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイラビッシュ �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．8．31 小倉3着

2012．2．19生 牡2鹿 母 ギンザフローラル 母母 ストロングウィドウ 5戦2勝 賞金 15，300，000円
〔出走取消〕 ノースヒーロー号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔制裁〕 レザンドゥオール号の騎手戸崎圭太は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番・2番）

フクノグリュック号の騎手横山典弘は，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：3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。



3009111月29日 雨 稍重 （26東京5）第8日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時10分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，3歳55�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
1：56．1
1：56．1

良
良

815 ロングシャドウ 牡4青鹿57 戸崎 圭太飯塚 知一氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 502＋ 62：04．7 15．3�
12 キネオダンサー 牝3鹿 53 杉原 誠人吉田 千津氏 牧 光二 新冠 パカパカ

ファーム 474＋ 4 〃 クビ 15．1�
816 トレジャーマップ 牡3鹿 55 R．ムーア 小林 正和氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 442＋ 22：04．8� 4．4�

（英）

713 イレプレイスブル 牡4黒鹿57 横山 和生�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 476＋ 62：04．9� 5．8�
35 ホワイトマニキュア 牝3芦 53

50 ▲木幡 初也吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 452＋ 4 〃 アタマ 46．8�
48 バスティード 牡3栗 55 G．ブノワ 古川 智洋氏 小笠 倫弘 新冠 ムラカミファーム 478＋182：05．0� 23．3	

（仏）

59 ロッカバラード 牡3青鹿55 L．コントレラス 
社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 444＋ 22：05．1クビ 26．1�
（加）

611 ウインインスパイア 牡3黒鹿55 岩田 康誠�ウイン 斎藤 誠 新ひだか 本桐牧場 436＋ 22：05．2	 4．0�
23 ヴァルコイネン 牡3芦 55 田辺 裕信吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 462＋ 2 〃 クビ 5．5
36 センショウゴールド 牡3黒鹿55 吉田 豊齊藤 宣勝氏 戸田 博文 新ひだか 前川 正美 B422＋ 22：05．3クビ 13．8�
510 ディールフロー 牡3鹿 55 Z．パートン 
シルクレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438＋ 6 〃 クビ 18．9�
（香港）

24 シンボリネルソン 牡3黒鹿55 津村 明秀シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 432＋ 82：05．4クビ 85．9�
612 ファイネストアワー 牡3栗 55 蛯名 正義矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 446－ 22：05．5	 36．1�
47 ネルトスグアサ 牡4黒鹿57 武士沢友治福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 中脇 満 456＋ 22：05．6	 138．5�
11 ラフェットデメール 牝3黒鹿53 福永 祐一大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 桜井牧場 B454＋ 62：06．02� 43．1�

（15頭）
714 プロレタリアト 牝3鹿 53

50 ▲長岡 禎仁田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 28，929，900円 複勝： 53，138，100円 枠連： 22，506，600円
馬連： 78，083，100円 馬単： 38，340，500円 ワイド： 41，469，100円
3連複： 98，565，900円 3連単： 130，448，000円 計： 491，481，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，530円 複 勝 � 470円 � 340円 � 210円 枠 連（1－8） 1，610円

馬 連 �� 10，410円 馬 単 �� 19，400円

ワ イ ド �� 3，080円 �� 1，190円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 14，070円 3 連 単 ��� 125，090円

票 数

単勝票数 差引計 289299（返還計 98） 的中 � 15102（7番人気）
複勝票数 差引計 531381（返還計 246） 的中 � 26394（7番人気）� 38681（5番人気）� 77001（2番人気）
枠連票数 差引計 225066（返還計 5 ） 的中 （1－8） 10824（6番人気）
馬連票数 差引計 780831（返還計 1019） 的中 �� 5810（36番人気）
馬単票数 差引計 383405（返還計 338） 的中 �� 1482（70番人気）
ワイド票数 差引計 414691（返還計 449） 的中 �� 3394（35番人気）�� 9108（10番人気）�� 7673（16番人気）
3連複票数 差引計 985659（返還計 2201） 的中 ��� 5252（45番人気）
3連単票数 差引計1304480（返還計 2795） 的中 ��� 756（418番人気）

ハロンタイム 13．5―12．6―12．8―12．6―12．6―12．4―12．4―11．8―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．5―26．1―38．9―51．5―1：04．1―1：16．5―1：28．9―1：40．7―1：52．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．2―3F35．8

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

勝馬の
紹 介

ロングシャドウ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Woodman デビュー 2012．10．13 東京2着

2010．4．12生 牡4青鹿 母 ピュアティー 母母 L’Extra Honor 25戦2勝 賞金 30，590，000円
〔出走取消〕 プロレタリアト号は，疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※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 タガノコルコバード号
※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。

3009211月29日 雨 重 （26東京5）第8日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走13時40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

23 トウカイビジョン 牡4鹿 57 浜中 俊内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 502＋ 61：36．4 4．1�
815� エーシンサファイア 牝4鹿 55 岩田 康誠�栄進堂 藤岡 健一 米 Woodford Thor-

oughbreds, LLC 504＋ 21：36．61	 2．9�
816 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 522＋ 41：36．81
 6．9�
24 � ザンブローネ 牡3栗 56 R．ムーア 吉田 和美氏 木村 哲也 米 Helen K. Groves

Revocable Trust 544＋161：37．01
 7．8�
（英）

510 ディアポジション 牡3黒鹿56 戸崎 圭太ディアレスト 新開 幸一 青森 石田 英機 B480＋ 61：37．21
 26．7�
612� ポンデザムール 牡4黒鹿57 G．ブノワ 岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 沖田 哲夫 516± 0 〃 ハナ 9．0	

（仏）

714 デルマカマイタチ 牡4黒鹿 57
54 ▲井上 敏樹浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B502－ 21：37．3
 170．2


611� ホクレアポパイ �5黒鹿 57
54 ▲木幡 初也萱場 博史氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 426＋ 2 〃 アタマ 49．4�

35 ジェイケイニュース 牡3栗 56 J．マクドナルド 小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 474＋121：37．4 56．1�
（豪）

11 � レ イ ア ロ ハ 牡4鹿 57 江田 照男山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 有限会社
吉田ファーム 518＋201：37．61	 26．5

12 トップアドバンス 牡3鹿 56 横山 和生柳内 正基氏 勢司 和浩 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 468± 0 〃 クビ 145．1�

47 サウンドメモリー 牡3鹿 56 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 482＋ 41：38．66 6．8�
48 � カンタベリーマーチ 牡3栗 56 丸山 元気峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 荒谷 輝和 476± 01：38．81
 209．3�
59 � パワーショット 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 榊原 光子 470± 01：39．22
 299．6�
36 ユキノビリーブ 牝3黒鹿54 丹内 祐次井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 B448－ 41：39．62
 158．9�
713�� マルターズポラリス �3鹿 56 草野 太郎藤田 在子氏 松山 将樹 米 Summer

Wind Farm 524＋36 〃 アタマ 268．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，161，500円 複勝： 51，715，400円 枠連： 25，799，800円
馬連： 82，595，700円 馬単： 42，276，100円 ワイド： 40，780，500円
3連複： 93，402，500円 3連単： 144，362，800円 計： 512，094，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 130円 � 160円 枠 連（2－8） 330円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 260円 �� 540円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，330円 3 連 単 ��� 6，180円

票 数

単勝票数 計 311615 的中 � 59979（2番人気）
複勝票数 計 517154 的中 � 87255（2番人気）� 111279（1番人気）� 73050（3番人気）
枠連票数 計 257998 的中 （2－8） 60365（1番人気）
馬連票数 計 825957 的中 �� 99700（1番人気）
馬単票数 計 422761 的中 �� 22935（2番人気）
ワイド票数 計 407805 的中 �� 43364（1番人気）�� 17282（9番人気）�� 31245（2番人気）
3連複票数 計 934025 的中 ��� 52546（1番人気）
3連単票数 計1443628 的中 ��� 16914（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―35．5―47．8―1：00．4―1：12．5―1：24．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．6―3F36．0
3 9，15（4，3，6）8（5，10，16）（1，13）7（2，12）14，11 4 9，15（4，3，6，8，16）（5，10，7）（1，13，12）14（2，11）

勝馬の
紹 介

トウカイビジョン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．2．2 京都3着

2010．3．23生 牡4鹿 母 トウカイファイン 母母 トウカイステラ 15戦3勝 賞金 29，900，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3009311月29日 曇 稍重 （26東京5）第8日 第9競走 ��
��1，600�2014エクセレント ジョッキーズ トロフィー

発走14時15分 （国際騎手招待） （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳57�4歳以上58�，牝馬2�減

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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

510 ヴァンセンヌ 牡5鹿 58 福永 祐一 �社台レースホース松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 500－ 21：35．7 2．6�

611� アメリカンダイナー 	5鹿 58 赤岡 修次吉澤 克己氏 相沢 郁 米
Tony Holmes, Wal-
ter Zent & Win-
Star Farm LLC

482＋101：36．02 49．8�
（高知）

24 シュンドルボン 牝3青鹿55 Z．パートン�下河辺牧場 矢野 英一 日高 下河辺牧場 484± 0 〃 ハナ 8．9�
（香港）

714 カピオラニパレス 牡6芦 58 J．マクドナルド 横瀬 兼二氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 532＋ 61：36．21
 10．8�
（豪）

11 リーサルウェポン 牝3鹿 55 浜中 俊 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 タバタファーム 424－ 2 〃 クビ 8．7�
48 タツストロング 牡5栗 58 C．スミヨン 原 司郎氏 �島 一歩 日高 坂戸 節子 496＋ 41：36．3クビ 15．6	

（仏）

47 キンシノキセキ 牡3鹿 57 P．スマレン若草クラブ 浅見 秀一 新冠 パカパカ
ファーム 482－ 61：36．4� 12．5


（愛）

59 シュピッツェ 牝5鹿 56 A．デフリース 吉田 照哉氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 474－ 2 〃 クビ 18．8�
（独）

815 カフェリュウジン 牡4鹿 58 岩田 康誠西川 恭子氏 和田 雄二 新ひだか 三石橋本牧場 532－ 41：36．5クビ 18．9�
36 タマモトッププレイ 牡5黒鹿58 R．ムーア タマモ 南井 克巳 浦河 信成牧場 498± 0 〃 アタマ 7．1�

（英）

12 パープルタイヨー 牡8鹿 58 L．コントレラス 中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 452＋181：36．82 236．3�
（加）

35 プレミアステイタス 牝3黒鹿55 北村 宏司 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 476＋ 6 〃 ハナ 67．2�
816 シンボリハミルトン 牡3芦 57 戸崎 圭太シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 516－ 61：36．9クビ 36．1�
713 ブレイヴリー 牡3鹿 57 田辺 裕信岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 472－12 〃 ハナ 44．4�
612 マイネルシャルフ 牡3鹿 57 蛯名 正義 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム 492＋11 〃 クビ 85．5�
23 マイネルシェルト 牡3鹿 57 R．ヒューズ サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム 448＋ 61：37．43 15．3�
（英）

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，940，300円 複勝： 56，417，600円 枠連： 31，804，700円
馬連： 122，547，900円 馬単： 59，039，900円 ワイド： 52，216，600円
3連複： 146，978，700円 3連単： 218，742，000円 計： 725，687，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 830円 � 280円 枠 連（5－6） 4，250円

馬 連 �� 5，890円 馬 単 �� 7，700円

ワ イ ド �� 2，150円 �� 660円 �� 8，700円

3 連 複 ��� 23，570円 3 連 単 ��� 92，300円

票 数

単勝票数 計 379403 的中 � 114224（1番人気）
複勝票数 計 564176 的中 � 135539（1番人気）� 13054（12番人気）� 47420（4番人気）
枠連票数 計 318047 的中 （5－6） 5799（19番人気）
馬連票数 計1225479 的中 �� 16116（22番人気）
馬単票数 計 590399 的中 �� 5749（28番人気）
ワイド票数 計 522166 的中 �� 6130（28番人気）�� 21586（3番人気）�� 1476（72番人気）
3連複票数 計1469787 的中 ��� 4676（86番人気）
3連単票数 計2187420 的中 ��� 1718（322番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．6―36．4―48．4―1：00．5―1：12．3―1：23．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァンセンヌ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー 2012．4．15 阪神1着

2009．4．11生 牡5鹿 母 フラワーパーク 母母 ノーザンフラワー 9戦4勝 賞金 39，682，000円
〔制裁〕 カピオラニパレス号の騎手J．マクドナルドは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：

15番・13番）
※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。

3009411月29日 晴 稍重 （26東京5）第8日 第10競走 ��
��2，000�オリエンタル賞

発走14時50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

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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

22 マイネオーラム 牝3鹿 53 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 462± 02：02．4 18．1�

44 コスモチョコレイ 牝3黒鹿53 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 浦河 高岸 順一 442－ 6 〃 クビ 77．9�
812 ロジメジャー 牡5黒鹿57 松岡 正海久米田正明氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 496± 02：02．61� 31．8�
811 キミノナハセンター 牡3鹿 55 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 476± 0 〃 クビ 1．8�
55 カ ム フ ィ ー 牡5黒鹿57 戸崎 圭太清水 二朗氏 鈴木 康弘 池田 新田牧場 470＋ 82：02．7クビ 5．7	
710 ヘルデンテノール 牡4鹿 57 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508＋122：03．76 20．1

56 ディアデルレイ 牡3栗 55 後藤 浩輝 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム 500＋ 42：04．01	 8．5�
11 キュリオスティー 牝3鹿 53 岩田 康誠 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440＋ 22：04．21� 8．1�
67 イイデフューチャー 牡3黒鹿55 蛯名 正義 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 山岡ファーム 454－ 2 〃 クビ 17．4
79 ヨ ッ ヘ イ 牡3青 55 柴山 雄一芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 日高 藤本ファーム 478－ 42：04．3	 21．9�
33 モンプレジール 牡4鹿 57 江田 照男平田 修氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 B460＋102：04．4	 157．9�
68 ナスノアオバ 牡3鹿 55 G．ブノワ �須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 542＋ 62：04．93 41．4�
（仏）

（12頭）

売 得 金
単勝： 54，996，500円 複勝： 116，264，800円 枠連： 32，759，300円
馬連： 141，007，500円 馬単： 85，220，300円 ワイド： 60，587，500円
3連複： 171，055，400円 3連単： 340，368，200円 計： 1，002，259，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，810円 複 勝 � 770円 � 2，970円 � 1，300円 枠 連（2－4） 21，260円

馬 連 �� 42，580円 馬 単 �� 82，150円

ワ イ ド �� 8，770円 �� 3，560円 �� 12，410円

3 連 複 ��� 218，920円 3 連 単 ��� 1，341，120円

票 数

単勝票数 計 549965 的中 � 24283（6番人気）
複勝票数 計1162648 的中 � 41541（5番人気）� 10014（11番人気）� 23654（9番人気）
枠連票数 計 327593 的中 （2－4） 1194（27番人気）
馬連票数 計1410075 的中 �� 2566（53番人気）
馬単票数 計 852203 的中 �� 778（103番人気）
ワイド票数 計 605875 的中 �� 1778（54番人気）�� 4429（35番人気）�� 1253（58番人気）
3連複票数 計1710554 的中 ��� 586（180番人気）
3連単票数 計3403682 的中 ��� 184（1049番人気）

ハロンタイム 13．3―12．2―12．0―12．2―12．3―11．9―12．4―11．9―11．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．5―37．5―49．7―1：02．0―1：13．9―1：26．3―1：38．2―1：49．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F36．1

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

勝馬の
紹 介

マイネオーラム �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2013．8．11 新潟6着

2011．3．20生 牝3鹿 母 マイネシャローナ 母母 ザ ナ ッ ク 14戦3勝 賞金 44，777，000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。



3009511月29日 晴 稍重 （26東京5）第8日 第11競走 ��
��1，400�2014ファンタスティック ジョッキーズ トロフィー

発走15時25分 （国際騎手招待） （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳57�4歳以上58�，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 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

35 フレイムヘイロー �6栗 58 田辺 裕信�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 476＋ 21：22．6 27．7�
713 マ カ ハ 牡5鹿 58 浜中 俊広尾レース� 小崎 憲 大樹 大樹ファーム B466－ 4 〃 クビ 4．6�
36 ピークトラム 牡3黒鹿57 A．デフリース 吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 486＋ 61：22．7	 3．8�

（独）

23 エアジェルブロワ 牝5黒鹿56 P．スマレン �ラッキーフィールド笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：22．91 9．5�
（愛）

11 
 キョウエイバサラ 牡6芦 58 R．ヒューズ 田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave
Bloodstock 518－ 2 〃 クビ 71．3	

（英）

59 プリンセスジャック 牝4栗 56 C．スミヨン�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 480＋ 4 〃 アタマ 19．0

（仏）

714 プランスデトワール 牡6芦 58 J．マクドナルド 山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 478＋ 41：23．0クビ 19．4�
（豪）

47 ダ ロ ー ネ ガ 牡5鹿 58 福永 祐一 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 492－ 2 〃 ハナ 13．9�
510 ロ ノ 牡5黒鹿58 R．ムーア 金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 468＋ 2 〃 ハナ 6．3
（英）

48 ハングリージャック 牡7黒鹿58 Z．パートン吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 496－ 21：23．21� 7．6�
（香港）

611 メイショウヒデタダ 牡5黒鹿58 岩田 康誠松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 458－ 6 〃 クビ 50．6�
12 オビーディエント 牡5黒鹿58 L．コントレラス�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 454± 0 〃 ハナ 32．7�

（加）

612 トゥザサミット 牡7鹿 58 赤岡 修次 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 追分ファーム 472＋141：23．51� 47．4�
（高知）

815 アールデュラン �5鹿 58 蛯名 正義星野 紀子氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 B484＋ 61：23．71	 30．8�
24 クインズハリジャン 牡3黒鹿57 戸崎 圭太 �クイーンズ・ランチ 白井 寿昭 むかわ 上水牧場 514＋341：23．91� 20．3�
816 ロ マ ン ス 牝7鹿 56 北村 宏司田口 廣氏 武藤 善則 平取 原田 新治 480－ 41：25．28 175．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 63，049，300円 複勝： 90，977，700円 枠連： 62，945，600円
馬連： 262，376，400円 馬単： 119，500，800円 ワイド： 94，683，900円
3連複： 334，665，800円 3連単： 512，375，700円 計： 1，540，575，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，770円 複 勝 � 590円 � 180円 � 170円 枠 連（3－7） 760円

馬 連 �� 8，430円 馬 単 �� 17，750円

ワ イ ド �� 2，200円 �� 1，800円 �� 410円

3 連 複 ��� 11，630円 3 連 単 ��� 97，340円

票 数

単勝票数 計 630493 的中 � 18164（10番人気）
複勝票数 計 909777 的中 � 29414（10番人気）� 150646（2番人気）� 160709（1番人気）
枠連票数 計 629456 的中 （3－7） 63644（1番人気）
馬連票数 計2623764 的中 �� 24097（32番人気）
馬単票数 計1195008 的中 �� 5047（61番人気）
ワイド票数 計 946839 的中 �� 10412（27番人気）�� 12842（21番人気）�� 64909（1番人気）
3連複票数 計3346658 的中 ��� 21565（36番人気）
3連単票数 計5123757 的中 ��� 3816（298番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―35．3―47．4―58．8―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フレイムヘイロー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Forty Niner デビュー 2010．7．17 小倉5着

2008．4．12生 �6栗 母 キュートネスⅡ 母母 Gana 23戦5勝 賞金 64，378，000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。

3009611月29日 晴 重 （26東京5）第8日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走16時00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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

612 ビッグリバティ 牡5青鹿57 R．ムーア �杵臼牧場 大和田 成 浦河 杵臼牧場 522＋ 21：23．2 9．6�
（英）

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 504－ 2 〃 クビ 26．3�
23 サウンドトゥルー �4栗 57 岩田 康誠山田 弘氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 472－ 2 〃 アタマ 3．4�
24 ノ ウ レ ッ ジ 牡4鹿 57 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498－ 41：23．3� 12．0�
48 ムードティアラ 牝4鹿 55 田辺 裕信�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 482＋ 21：23．4クビ 28．2�
713 ミヤジマッキー 牡4鹿 57 浜中 俊曽我 司氏 牧田 和弥 浦河 村中牧場 502＋ 2 〃 クビ 5．3	
12 チャンスメイク 牡3青 56 Z．パートン平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 454＋ 21：23．5クビ 34．8


（香港）

35 メイショウオオカゼ 牡4黒鹿57 福永 祐一松本 好雄氏 南井 克巳 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 512± 01：23．6� 9．4�

47 ワイルドコットン 牡3栗 56 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 日高 下河辺牧場 500＋ 41：23．7� 4．2�
714 タイキソレイユ 牝5黒鹿55 松岡 正海�大樹ファーム 作田 誠二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 462＋ 4 〃 アタマ 42．9
611 カワキタシャウト 牡4鹿 57 横山 典弘川島 吉男氏 武市 康男 新冠 ラツキー牧場 498－ 61：24．02 16．5�
510 リアライズクレア 牝5栗 55 丸田 恭介工藤 圭司氏 加藤 征弘 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 542＋ 2 〃 ハナ 220．4�
815 ピグマリオン 牡5鹿 57 C．スミヨン �キャロットファーム 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 464－ 2 〃 クビ 36．4�

（仏）

816 タ プ ロ ー ム 牝4鹿 55 柴山 雄一清水 敏氏 斎藤 誠 浦河 室田 千秋 506＋201：24．1� 141．1�
59 	 ホワイトプラネット 牝4芦 55 大庭 和弥石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム B502－ 2 〃 ハナ 64．3�
11 フォースフル 牡5黒鹿57 嘉藤 貴行�Basic 畠山 吉宏 新冠 平山牧場 496± 01：25．37 99．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，585，900円 複勝： 82，182，500円 枠連： 40，718，300円
馬連： 165，583，200円 馬単： 70，410，600円 ワイド： 68，368，700円
3連複： 191，960，300円 3連単： 284，446，600円 計： 957，256，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 320円 � 600円 � 150円 枠 連（3－6） 2，250円

馬 連 �� 12，100円 馬 単 �� 17，910円

ワ イ ド �� 2，950円 �� 810円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 12，890円 3 連 単 ��� 88，240円

票 数

単勝票数 計 535859 的中 � 44614（5番人気）
複勝票数 計 821825 的中 � 59371（5番人気）� 27842（9番人気）� 186909（1番人気）
枠連票数 計 407183 的中 （3－6） 13983（11番人気）
馬連票数 計1655832 的中 �� 10599（40番人気）
馬単票数 計 704106 的中 �� 2947（61番人気）
ワイド票数 計 683687 的中 �� 5780（33番人気）�� 22651（6番人気）�� 11595（16番人気）
3連複票数 計1919603 的中 ��� 11163（37番人気）
3連単票数 計2844466 的中 ��� 2337（279番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―35．1―47．3―59．4―1：11．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F35．9
3 1，4（6，7）（8，9）（12，13）2（5，15）（3，10）－11，16，14 4 ・（1，4）（6，7，9）（12，8）（2，13）（5，15）（3，10）11（16，14）

勝馬の
紹 介

ビッグリバティ �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2012．4．29 福島6着

2009．3．30生 牡5青鹿 母 ブリリアントライフ 母母 シマノビューティー 17戦4勝 賞金 47，954，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アルデグロリア号・ケルヴィンサイド号・ジョージジョージ号・リアルモード号
※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。



（26東京5）第8日 11月29日（土曜日） 曇一時雨後晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良後稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 184頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

207，340，000円
2，080，000円
7，900，000円
1，580，000円
21，720，000円
21，340，000円
72，649，000円
20，708，600円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
427，934，200円
722，603，600円
317，160，200円
1，195，847，500円
618，319，700円
548，873，900円
1，478，135，500円
2，271，854，700円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，580，729，300円

総入場人員 27，250名 （有料入場人員 24，439名）
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