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3100111月7日 晴 良 （27東京5）第1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

11 トモジャポルックス 牡2芦 55 柴田 善臣吉冨 朝美氏 鈴木 伸尋 新ひだか 田中 裕之 464＋ 21：27．2 5．0�
45 スプリングガール 牝2鹿 54 江田 照男島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 424＋ 41：27．41� 7．0�
33 カ ラ ク プ ア 牡2黒鹿55 戸崎 圭太�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 パカパカ

ファーム 478＋ 61：27．61� 1．6�
712 レッドリッジ 牡2黒鹿55 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 558＋ 4 〃 アタマ 7．4�
58 コパノミリアン 牝2鹿 54 幸 英明小林 照弘氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 B462－ 61：27．81 24．0	
813 ア ッ キ ー 牝2鹿 54 内田 博幸佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 450± 01：28．22� 20．0

34 サンドルトン 牝2鹿 54 松岡 正海加藤 信之氏 小野 次郎 新ひだか 仲野牧場 478－ 81：28．62� 40．2�
711 レッドセバスチャン 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎�ミルファーム 根本 康広 新冠 ビッグレッドファーム 416－ 41：28．7クビ 224．9
57 スーパーラビット 牡2黒鹿55 柴山 雄一田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 アラキフアーム 422± 01：28．91� 261．5�
46 スーパープレイ 牡2鹿 55 長岡 禎仁田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 谷口牧場 468－ 21：29．21� 367．6�
22 グラスドルチェ 牝2栗 54 木幡 初広半沢� 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 446＋ 21：30．05 219．5�
69 スガノラッシュ 牝2鹿 54 大野 拓弥菅原 光博氏 田村 康仁 新ひだか 橋本牧場 430＋101：30．1クビ 69．4�
814 ゴールドジャイアン 牡2栗 55 吉田 豊 �ゴールドレーシング 勢司 和浩 浦河 辻 牧場 486－ 21：30．95 98．6�
610 イーサンスプリント 牝2鹿 54 丸田 恭介国本 勇氏 石栗 龍彦 新ひだか 飛野牧場 470－ 21：31．53� 151．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，724，000円 複勝： 43，089，200円 枠連： 11，245，800円
馬連： 45，895，400円 馬単： 28，466，600円 ワイド： 25，711，800円
3連複： 61，656，700円 3連単： 95，024，200円 計： 331，813，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 110円 � 130円 � 110円 枠 連（1－4） 1，470円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，630円

ワ イ ド �� 320円 �� 190円 �� 210円

3 連 複 ��� 700円 3 連 単 ��� 5，850円

票 数

単勝票数 計 207240 的中 � 32980（2番人気）
複勝票数 計 430892 的中 � 59026（2番人気）� 40759（3番人気）� 242944（1番人気）
枠連票数 計 112458 的中 （1－4） 5922（5番人気）
馬連票数 計 458954 的中 �� 25320（5番人気）
馬単票数 計 284666 的中 �� 8094（9番人気）
ワイド票数 計 257118 的中 �� 17443（4番人気）�� 38734（1番人気）�� 32238（2番人気）
3連複票数 計 616567 的中 ��� 65300（1番人気）
3連単票数 計 950242 的中 ��� 11763（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．1―36．0―48．8―1：01．9―1：14．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．2―3F38．4
3 ・（14，13）12，6（1，7）5（4，9）（8，3）－11（2，10） 4 ・（14，13）－12（6，1）5，7（4，3）－8（11，10）－（2，9）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トモジャポルックス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2015．9．6 新潟5着

2013．4．12生 牡2芦 母 ビジューブリアン 母母 エナジーストーン 4戦1勝 賞金 7，700，000円
〔制裁〕 コパノミリアン号の騎手幸英明は，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。

3100211月7日 晴 良 （27東京5）第1日 第2競走 ��
��1，300�サラブレッド系2歳

発走10時30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
1：18．1
1：18．1

良
良

45 スリラーインマニラ 牡2鹿 55
53 △石川裕紀人古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 惣田 英幸 434－ 21：19．3 6．4�

57 シゲルヒラマサ 牡2芦 55 江田 照男森中 蕃氏 水野 貴広 日高 高山牧場 462＋ 41：19．72� 11．5�
712 タイガーヴォーグ 牡2鹿 55 横山 典弘千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 476± 0 〃 アタマ 1．7�
22 タイトルリーフ 牝2鹿 54 三浦 皇成水上ふじ子氏 武市 康男 浦河 笠松牧場 444－ 41：19．8� 12．1�
814 ニケトップラン 牝2鹿 54 田中 勝春島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 430－ 21：20．01� 103．9�
33 エドノマツオー 牡2栗 55 的場 勇人遠藤 喜松氏 的場 均 新ひだか 沖田 忠幸 470＋20 〃 クビ 66．4	
813 テイエムクック 牡2黒鹿55 戸崎 圭太竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 松浦牧場 442± 01：20．63� 34．3

69 スプリットセコンド 牝2鹿 54 内田 博幸黒川 哲美氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 444－ 21：20．81� 73．0�
46 ス ー リ ー ズ 牝2鹿 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 日高 天羽 禮治 444－ 41：21．97 21．7�
610 セイムヒアー 牝2鹿 54 松岡 正海ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 422＋ 4 〃 ハナ 220．7�
711 シーズウォー 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎中地賢次郎氏 根本 康広 新ひだか 加野牧場 474＋ 4 〃 クビ 226．1�
34 トウショウシェル 牡2芦 55 大庭 和弥トウショウ産業� 池上 昌弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 464＋ 21：22．0� 281．4�
58 ルビーアゲン 牝2黒鹿54 武士沢友治浅川 皓司氏 尾形 充弘 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 448－ 21：22．53 204．9�
11 フ ォ ル ス 牡2鹿 55 田辺 裕信 �ウエスタンファーム 大竹 正博 新ひだか ウエスタンファーム 484－ 2 〃 クビ 4．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，130，600円 複勝： 53，863，400円 枠連： 11，167，400円
馬連： 49，226，300円 馬単： 30，395，200円 ワイド： 26，734，100円
3連複： 58，562，000円 3連単： 97，748，600円 計： 349，827，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 200円 � 200円 � 110円 枠 連（4－5） 2，830円

馬 連 �� 4，030円 馬 単 �� 7，180円

ワ イ ド �� 910円 �� 320円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 18，430円

票 数

単勝票数 計 221306 的中 � 27382（3番人気）
複勝票数 計 538634 的中 � 32454（5番人気）� 32516（4番人気）� 325885（1番人気）
枠連票数 計 111674 的中 （4－5） 3049（10番人気）
馬連票数 計 492263 的中 �� 9451（11番人気）
馬単票数 計 303952 的中 �� 3173（21番人気）
ワイド票数 計 267341 的中 �� 6645（10番人気）�� 22993（3番人気）�� 21326（4番人気）
3連複票数 計 585620 的中 ��� 27800（6番人気）
3連単票数 計 977486 的中 ��� 3844（54番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―11．3―12．6―12．3―12．0―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．3―29．6―42．2―54．5―1：06．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スリラーインマニラ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 End Sweep デビュー 2015．6．6 東京9着

2013．3．9生 牡2鹿 母 ナイツエンド 母母 Messenger Miss 7戦1勝 賞金 9，050，000円

第５回 東京競馬 第１日



3100311月7日 晴 良 （27東京5）第1日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走11時00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

56 シーブリーズラブ 牝2鹿 54 横山 典弘島川 �哉氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 440－ 61：35．5 2．2�
812 イチゴアミーラ 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎合同会社ノルディック小桧山 悟 日高 日高大洋牧場 436－ 21：35．81� 23．7�
811 カトルラポール 牝2鹿 54 田辺 裕信石井 義孝氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 458－ 6 〃 クビ 11．2�
79 カ マ ク ラ 牝2黒鹿54 A．アッゼニ 市川 義美氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 440＋ 21：36．01� 30．0�

（英）

67 レイアンドキス 牝2鹿 54 的場 勇人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 浦河 宮内牧場 456－14 〃 ハナ 9．3	

55 ビレッジシャトル 牝2栗 54 吉田 豊村山 輝雄氏 小野 次郎 平取 川向高橋育
成牧場 418± 0 〃 アタマ 3．9


44 ゴールドエフォート 牝2栗 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 田島 俊明 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442± 01：36．31� 8．5�

68 ハクシンヴィーナス 牝2鹿 54 柴田 大知新井原 博氏 畠山 吉宏 新冠 川上牧場 448± 01：36．4� 38．5
33 スズオーフェン 牝2鹿 54 松岡 正海森 達郎氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 464－ 21：36．71� 11．2�
22 ジャズソング 牝2黒鹿 54

52 △石川裕紀人�大樹ファーム 高橋 祥泰 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム 418＋ 8 〃 ハナ 144．4�

11 ブリリアントタイム 牝2鹿 54 蛯名 正義芹澤 精一氏 田中 清隆 新冠 ハシモトフアーム 444＋10 〃 クビ 22．0�
710 スーパーエメラルド 牝2鹿 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 栗田 博憲 日高 豊洋牧場 408－ 41：37．44 318．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，082，100円 複勝： 34，965，200円 枠連： 15，638，400円
馬連： 54，682，000円 馬単： 28，461，400円 ワイド： 28，127，400円
3連複： 66，883，400円 3連単： 89，145，100円 計： 340，985，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 400円 � 260円 枠 連（5－8） 480円

馬 連 �� 2，940円 馬 単 �� 4，020円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 480円 �� 2，150円

3 連 複 ��� 5，850円 3 連 単 ��� 23，980円

票 数

単勝票数 計 230821 的中 � 80386（1番人気）
複勝票数 計 349652 的中 � 95924（1番人気）� 17043（8番人気）� 29866（5番人気）
枠連票数 計 156384 的中 （5－8） 24861（1番人気）
馬連票数 計 546820 的中 �� 14411（11番人気）
馬単票数 計 284614 的中 �� 5304（17番人気）
ワイド票数 計 281274 的中 �� 6441（12番人気）�� 16324（4番人気）�� 3174（26番人気）
3連複票数 計 668834 的中 ��� 8567（20番人気）
3連単票数 計 891451 的中 ��� 2695（75番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．4―36．3―48．5―1：00．8―1：12．5―1：23．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．7
3 7－8（5，11）6（3，12）4，10，9，2，1 4 7，8（5，11）（3，6，12）（4，10）（2，9，1）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シーブリーズラブ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2015．10．12 東京2着

2013．4．19生 牝2鹿 母 サンデースマイルⅡ 母母 Sensation 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 ビレッジシャトル号の騎手吉田豊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成27年11月14日から平成27年

11月15日まで騎乗停止。（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。

3100411月7日 晴 良 （27東京5）第1日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11時30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
1：45．9
1：45．9

良
良

22 ダイチラディウス 牡2鹿 55
53 △石川裕紀人 �荻伏服部牧場 和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 452± 01：49．9 6．7�

89 キングオブアームズ 牡2鹿 55 北村 宏司窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 468± 0 〃 ハナ 1．2�
44 エ ン ジ ニ ア 牡2鹿 55 内田 博幸髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 464－ 2 〃 クビ 7．0�
66 ワイルドゲーム 牡2鹿 55 横山 典弘合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 新ひだか 水丸牧場 490＋ 21：50．22 22．1�
33 シュティルヴァルト 牡2栗 55 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 21：50．51� 17．3	
11 ナッツスター 牡2鹿 55 江田 照男早川 経一氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド 446－ 21：50．81� 29．4

88 スカーレットルビー 牝2鹿 54 柴田 善臣芹澤 精一氏 田中 清隆 浦河 杵臼牧場 432－101：51．01� 50．9�
55 クリンクリン 牡2鹿 55 柴山 雄一スリースターズレーシング 黒岩 陽一 新冠 有限会社 大

作ステーブル 472－ 8 〃 アタマ 70．7�
77 マイネルシュロス 牡2黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 日高 細川牧場 458＋ 21：51．31� 161．7
（9頭）

売 得 金
単勝： 31，333，500円 複勝： 73，127，600円 枠連： 9，721，600円
馬連： 42，431，800円 馬単： 36，968，500円 ワイド： 24，813，700円
3連複： 52，625，000円 3連単： 135，672，300円 計： 406，694，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連（2－8） 290円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 150円 �� 270円 �� 140円

3 連 複 ��� 310円 3 連 単 ��� 4，040円

票 数

単勝票数 計 313335 的中 � 36965（2番人気）
複勝票数 計 731276 的中 � 56189（2番人気）� 560479（1番人気）� 42741（3番人気）
枠連票数 計 97216 的中 （2－8） 25343（2番人気）
馬連票数 計 424318 的中 �� 104073（1番人気）
馬単票数 計 369685 的中 �� 22858（4番人気）
ワイド票数 計 248137 的中 �� 46274（2番人気）�� 17256（4番人気）�� 53059（1番人気）
3連複票数 計 526250 的中 ��� 124177（1番人気）
3連単票数 計1356723 的中 ��� 24306（12番人気）

ハロンタイム 13．8―11．6―12．5―12．7―12．3―12．6―11．9―11．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．8―25．4―37．9―50．6―1：02．9―1：15．5―1：27．4―1：38．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F34．4

3 5－（6，8）（4，9）2（1，3，7）
2
4

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

勝馬の
紹 介

ダイチラディウス �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Skip Away デビュー 2015．9．5 新潟8着

2013．4．17生 牡2鹿 母 クリスタルヴィオレ 母母 キュートネスⅡ 4戦1勝 賞金 7，600，000円



3100511月7日 晴 良 （27東京5）第1日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時20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

816 レッドエトワール 牝2鹿 54 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 久保田貴士 千歳 社台ファーム 446 ―1：24．2 4．2�
48 シ ャ ラ ラ 牝2鹿 54 C．デムーロ Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 中島牧場 444 ―1：24．3� 32．0�

（仏）

24 ショコラーチ 牝2鹿 54
52 △石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 452 ― 〃 アタマ 8．1�

35 パテティーク 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 栗田 徹 新冠 ビッグレッドファーム 442 ―1：24．51� 10．5�
36 エレナバレー 牝2青鹿54 吉田 豊小濱 忠一氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 456 ―1：24．92� 42．5	
59 ダイワウィズミー 牝2栗 54 戸崎 圭太大城 敬三氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 468 ―1：25．0� 2．0

23 サンダーバトル 牝2黒鹿54 幸 英明吉田喜代司氏 土田 稔 千歳 社台ファーム 446 ― 〃 アタマ 16．6�
47 チェルカービレ 牝2芦 54 内田 博幸原 �子氏 古賀 慎明 新ひだか 岡田スタツド 424 ―1：25．1クビ 17．6�
818 クリアーウェイ 牝2鹿 54 柴山 雄一合同会社小林英一

ホールディングス 岩戸 孝樹 日高 下河辺牧場 462 ―1：25．31� 60．3
817 クリスティアーノ 牝2青鹿54 大野 拓弥井村誉志雄氏 清水 英克 新ひだか 平野牧場 448 ―1：25．4クビ 56．1�
715 ス ク ラ ッ タ 牝2黒鹿54 三浦 皇成吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 402 ―1：25．71� 94．7�
612 オ カ ミ サ ン 牝2鹿 54 北村 宏司吉田 勝利氏 森 秀行 新ひだか チャンピオンズファーム 450 ―1：25．8� 31．2�
510 メアリーローズ 牝2栗 54 松岡 正海�髙昭牧場 田島 俊明 浦河 高昭牧場 422 ―1：26．11� 102．6�
12 ココロノキャンバス 牝2栗 54 A．シュタルケ 田頭 勇貴氏 中舘 英二 日高 いとう牧場 410 ―1：26．31� 81．8�

（独）

611 コ ド ウ 牝2栗 54 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ
スティファーム 426 ―1：26．62 255．9�

714 グランクリューピサ 牝2鹿 54 丸田 恭介村田 哲朗氏 尾形 和幸 新ひだか 城地 和義 470 ―1：26．81 150．2�
713 バ ー ス デ イ 牝2栗 54

53 ☆松若 風馬薪浦 亨氏 和田 雄二 安平 吉田 三郎 422 ―1：27．22� 76．0�
11 ハイクラスバイオ 牝2鹿 54 田中 勝春バイオ� 松山 将樹 日高 中館牧場 418 ―1：27．52 197．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，827，700円 複勝： 32，008，700円 枠連： 19，265，000円
馬連： 51，683，900円 馬単： 30，786，100円 ワイド： 27，044，100円
3連複： 61，824，800円 3連単： 83，173，000円 計： 334，613，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 800円 � 220円 枠 連（4－8） 1，790円

馬 連 �� 7，310円 馬 単 �� 12，420円

ワ イ ド �� 2，530円 �� 590円 �� 3，210円

3 連 複 ��� 14，490円 3 連 単 ��� 72，040円

票 数

単勝票数 計 288277 的中 � 54363（2番人気）
複勝票数 計 320087 的中 � 56442（2番人気）� 7900（9番人気）� 39801（3番人気）
枠連票数 計 192650 的中 （4－8） 8328（8番人気）
馬連票数 計 516839 的中 �� 5473（23番人気）
馬単票数 計 307861 的中 �� 1859（36番人気）
ワイド票数 計 270441 的中 �� 2657（24番人気）�� 12652（3番人気）�� 2086（31番人気）
3連複票数 計 618248 的中 ��� 3199（44番人気）
3連単票数 計 831730 的中 ��� 837（199番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．4―12．7―11．9―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．6―37．0―49．7―1：01．6―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドエトワール �
�
父 ワークフォース �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2013．4．1生 牝2鹿 母 フレンチノワール 母母 パープルホワイト 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。

3100611月7日 晴 良 （27東京5）第1日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時55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
1：36．6
1：36．6

不良
不良

814 アルーアキャロル 牡2栗 55 大野 拓弥 �シルクレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 504 ―1：39．1 1．7�
11 モンスターキング 牡2鹿 55 蛯名 正義林 正道氏 武井 亮 新冠 柏木 一則 446 ―1：40．27 21．2�
610 ナンヨーアーミー 牡2鹿 55 C．デムーロ 中村 德也氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 530 ― 〃 ハナ 6．1�

（仏）

69 ホワイトルーク 牡2青鹿55 A．シュタルケ 吉田 和美氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 578 ―1：41．05 13．0�
（独）

45 ダイワネーブル 牝2青鹿54 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 494 ―1：41．32 35．3�
712� ジ ョ ル ジ オ 牡2鹿 55 A．アッゼニ 飯田 正剛氏 中内田充正 米 Darley & Dr.

Masatake Iida 484 ― 〃 クビ 10．1	
（英）

34 タイセイパートナー 牡2芦 55 内田 博幸田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 506 ― 〃 ハナ 57．4

57 オニノヘイゾウ 牡2栗 55 横山 典弘手嶋 康雄氏 尾形 和幸 新冠 奥山 博 454 ―1：42．04 27．9�
33 ライクアストン 牡2黒鹿 55

54 ☆松若 風馬宇田 豊氏 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 494 ―1：42．85 51．7�

711 レディカリーナ 牝2鹿 54
52 △石川裕紀人 友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 460 ―1：43．11� 8．3�

22 トーアアサヒ 牝2鹿 54 江田 照男高山ランド 天間 昭一 豊浦トーア牧場 474 ―1：44．16 136．0�
58 ソロショット 牡2黒鹿55 田辺 裕信島田 久氏 松山 将樹 浦河 江谷 重雄 466 ―1：44．2� 37．0�
813� ナスノフラッシュ 牡2鹿 55 戸崎 圭太�須野牧場 和田 正道 米 WinStar

Farm, LLC 530 ―1：45．79 32．4�
46 ペイシャローラン 	2鹿 55 長岡 禎仁北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか ニシケンフアーム 456 ― （競走中止） 152．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，501，100円 複勝： 40，383，700円 枠連： 18，705，200円
馬連： 54，109，700円 馬単： 35，880，100円 ワイド： 28，216，700円
3連複： 61，776，100円 3連単： 94，316，700円 計： 362，889，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 340円 � 160円 枠 連（1－8） 1，760円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 1，840円

ワ イ ド �� 680円 �� 280円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 3，170円 3 連 単 ��� 10，990円

票 数

単勝票数 計 295011 的中 � 135540（1番人気）
複勝票数 計 403837 的中 � 198975（1番人気）� 14531（6番人気）� 46298（2番人気）
枠連票数 計 187052 的中 （1－8） 8212（5番人気）
馬連票数 計 541097 的中 �� 27296（5番人気）
馬単票数 計 358801 的中 �� 14577（6番人気）
ワイド票数 計 282167 的中 �� 10144（7番人気）�� 30155（1番人気）�� 3871（19番人気）
3連複票数 計 617761 的中 ��� 14607（7番人気）
3連単票数 計 943167 的中 ��� 6218（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―36．0―49．0―1：02．3―1：15．0―1：26．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F36．8
3 ・（1，9）2（7，11）14（3，12）（5，8，10）－13，4＝6 4 1，9－（2，11）（7，14，12）（3，8，10）5，4＝13－6

勝馬の
紹 介

アルーアキャロル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

2013．3．10生 牡2栗 母 タバスコキャロル 母母 ペッパーキャロル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ペイシャローラン号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナスノフラッシュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年12月7日まで平地競

走に出走できない。
※モンスターキング号は，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。



3100711月7日 曇 良 （27東京5）第1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

815 スモーダリング 牝3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 494＋101：18．8 11．1�

24 ウェイトアンドシー �4黒鹿57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 新開 幸一 浦河 高村牧場 498＋ 4 〃 クビ 2．2�
35 ナンヨーアイリッド 牡3栗 56 柴田 善臣中村 德也氏 斎藤 誠 浦河 三好牧場 482＋ 4 〃 アタマ 67．1�
714 オープンザウェイ 牡3栗 56 吉田 豊�ラ・メール 田村 康仁 日高 沖田牧場 470＋141：19．01� 12．1�
11 マコトカンパネッロ 牝3栗 54 幸 英明�ディアマント 岩戸 孝樹 様似 出口 繁夫 442＋ 21：19．21� 27．6�
510� パトロクロス 牡5栗 57 田辺 裕信村野 康司氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 2 〃 クビ 7．3	
816 ディスティンダリア 牝3鹿 54

52 △石川裕紀人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド B462＋ 2 〃 ハナ 10．5


47 � ハナズウェポン 牡4栗 57 C．デムーロ M．タバート氏 加藤 和宏 新ひだか 畠山牧場 474－ 81：19．3	 12．3�
（仏）

23 ダイチヴュルデ 牡4鹿 57 北村 宏司 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 448± 01：19．4	 15．0
12 レッドダニエル �4栗 57 柴山 雄一 �東京ホースレーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 470＋101：19．61� 78．6�
59 ザショットアロー 牡5鹿 57 木幡 初広�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下牧場 520＋ 81：19．91
 19．0�
713 アイリーグレイ 牝3芦 54 三浦 皇成前原 敏行氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム B462＋ 61：20．11� 16．6�
36 リアルモード 牡4鹿 57

54 ▲野中悠太郎寺田千代乃氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 472－ 21：20．2	 34．0�
611 エストゥペンド 牡4鹿 57 松岡 正海平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上 悦夫 512＋121：20．51
 34．8�
48 ジャングルターザン 牡5鹿 57 武士沢友治�グリーンテック矢野 英一 新ひだか グランド牧場 B448－10 〃 クビ 276．8�
612� ファストアズソング 牡4鹿 57

56 ☆松若 風馬 �グリーンファーム小笠 倫弘 浦河 有限会社
吉田ファーム 420＋ 21：20．6クビ 92．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，732，100円 複勝： 44，068，100円 枠連： 23，040，800円
馬連： 76，241，400円 馬単： 35，407，600円 ワイド： 39，602，600円
3連複： 91，229，600円 3連単： 110，913，600円 計： 450，235，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 430円 � 140円 � 1，240円 枠 連（2－8） 610円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 4，370円

ワ イ ド �� 820円 �� 10，250円 �� 3，670円

3 連 複 ��� 40，870円 3 連 単 ��� 204，090円

票 数

単勝票数 計 297321 的中 � 21338（4番人気）
複勝票数 計 440681 的中 � 21712（9番人気）� 126230（1番人気）� 6559（14番人気）
枠連票数 計 230408 的中 （2－8） 28842（2番人気）
馬連票数 計 762414 的中 �� 33104（7番人気）
馬単票数 計 354076 的中 �� 6067（13番人気）
ワイド票数 計 396026 的中 �� 13182（7番人気）�� 962（74番人気）�� 2719（43番人気）
3連複票数 計 912296 的中 ��� 1674（132番人気）
3連単票数 計1109136 的中 ��� 394（681番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．1―29．8―42．4―54．7―1：06．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．4
3 ・（2，4）15（13，16）（9，11）7（3，14）（1，6，10）5－12－8 4 ・（2，4）15，13（9，16）（3，7，11）（1，6，14）10，5－12，8

勝馬の
紹 介

スモーダリング �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2014．11．9 東京1着

2012．2．25生 牝3黒鹿 母 アクアリスト 母母 Oyster Catcher 3戦2勝 賞金 14，500，000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。
（非当選馬） 1頭 ウサギノカケアシ号
※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。

3100811月7日 曇 良 （27東京5）第1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

47 アナザーバージョン �4鹿 57 C．デムーロ �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム B476± 01：37．6 2．8�
（仏）

48 ブラゾンドゥリス 牡3鹿 56 内田 博幸 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾形 和幸 浦河 村下 清志 516＋16 〃 クビ 5．4�

11 ルヴァンカー 牡4鹿 57 A．シュタルケ �キャロットファーム 小崎 憲 浦河 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472± 01：38．23� 16．0�

（独）

815 ダイチトゥルース 牡4黒鹿57 武士沢友治 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 458± 01：38．41� 20．9�
59 ニシノプレシャス 牝3栗 54 吉田 豊西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 川上牧場 440－ 21：38．5� 49．0	
816 オニノシタブル 牡4栗 57 江田 照男青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B472± 01：38．6� 3．6

35 ヘヴンズチョイス 牝4青鹿55 横山 典弘 �シルクレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 482－ 61：38．7� 6．3�
612	 モ シ モ シ 牝5黒鹿 55

53 △石川裕紀人小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 430－ 41：39．01� 44．9�
510 ランドントウォーク 牡4青鹿57 柴田 善臣井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 B488－ 2 〃 クビ 113．4
611 トミケンキルカス 牡3栗 56 三浦 皇成冨樫 賢二氏 大和田 成 新ひだか 飯岡牧場 504＋ 8 〃 アタマ 17．1�
36 カウンターハッセキ 牡4鹿 57 大野 拓弥井上 一郎氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 B448± 01：39．2� 96．1�
714 スペチアーレ 牝3鹿 54 田辺 裕信青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B470± 01：39．41
 48．0�
713 トーセンメリッサ 牝3青 54 幸 英明島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 454－ 41：39．61 191．1�
12 ガンマーフォンテン 牡3栗 56 柴山 雄一吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 498± 01：39．7� 212．2�
24 ダイワコンプリート 牡3鹿 56 田中 勝春大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B496－ 81：40．01� 97．7�
23 ミラクルアスク 牝5鹿 55 北村 宏司廣崎利洋HD� 高柳 瑞樹 新冠 川上牧場 444± 01：40．1� 83．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，313，400円 複勝： 40，913，800円 枠連： 22，886，900円
馬連： 78，891，500円 馬単： 37，641，900円 ワイド： 37，634，300円
3連複： 87，615，500円 3連単： 119，877，700円 計： 454，775，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 220円 � 370円 枠 連（4－4） 1，030円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 430円 �� 720円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 4，030円 3 連 単 ��� 14，010円

票 数

単勝票数 計 293134 的中 � 82973（1番人気）
複勝票数 計 409138 的中 � 100926（1番人気）� 44190（4番人気）� 21979（5番人気）
枠連票数 計 228869 的中 （4－4） 17213（4番人気）
馬連票数 計 788915 的中 �� 60003（3番人気）
馬単票数 計 376419 的中 �� 16482（4番人気）
ワイド票数 計 376343 的中 �� 24239（3番人気）�� 13213（6番人気）�� 5247（16番人気）
3連複票数 計 876155 的中 ��� 16283（10番人気）
3連単票数 計1198777 的中 ��� 6200（30番人気）

ハロンタイム 12．3―11．6―11．9―12．3―12．6―12．4―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．9―35．8―48．1―1：00．7―1：13．1―1：25．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アナザーバージョン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2013．10．27 東京3着

2011．1．31生 �4鹿 母 アンナヴァン 母母 フサイチミニヨン 17戦3勝 賞金 47，052，000円
〔制裁〕 アナザーバージョン号の騎手C．デムーロは，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番）
※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 ダノンロンシャン号
※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。



3100911月7日 曇 良 （27東京5）第1日 第9競走 ��
��1，600�

り っ と う

立 冬 特 別
発走14時25分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

713 レッドライジェル 牡3鹿 56 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 436－ 21：34．3 3．8�
610 ゴットフリート 牡5栗 57 C．デムーロ �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 482± 0 〃 クビ 4．1�

（仏）

59 ストリートキャップ 牡3芦 56 田辺 裕信 �ローレルレーシング 斎藤 誠 新冠 佐藤 信広 476＋ 2 〃 クビ 34．8�
712 アウトオブシャドウ 牡5栗 57 戸崎 圭太飯塚 知一氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 460－ 21：34．51� 9．3�
34 ローズマンブリッジ 牝5鹿 55 石川裕紀人吉田 勝己氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 492＋ 2 〃 クビ 10．1	
815 ボージェスト 牝4栗 55 A．シュタルケ 吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 482－ 41：34．6クビ 26．9


（独）

46 マイネルアウラート 牡4黒鹿57 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 456± 01：34．81� 19．6�

58 ショウナンマルシェ 牡4青鹿57 北村 宏司国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480＋ 4 〃 アタマ 24．5�

814 マンゴジェリー 牡3鹿 56 松岡 正海窪田 康志氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 462＋ 61：34．9クビ 7．6
22 ダイワエキスパート 牡3芦 56 三浦 皇成大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 438－ 61：35．0	 18．4�
11 ベストドリーム 牡4鹿 57 内田 博幸堀口 晴男氏 谷原 義明 日高 日西牧場 468± 01：35．1	 9．3�
35 ハドソンヤード 牡4黒鹿57 蛯名 正義 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 458＋ 21：35．2
 12．1�
23 ロングシャドウ 牡5青鹿57 柴山 雄一飯塚 知一氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 508＋ 61：35．62	 100．3�
611� キングクリチャン 牡6栗 57 長岡 禎仁栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B496－ 41：35．92 291．7�

（14頭）
47 サイモンラムセス 牡5鹿 57 幸 英明澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 32，929，400円 複勝： 52，836，500円 枠連： 29，195，100円
馬連： 104，391，600円 馬単： 43，601，800円 ワイド： 49，420，900円
3連複： 130，957，700円 3連単： 155，761，000円 計： 599，094，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 170円 � 780円 枠 連（6－7） 630円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 2，100円

ワ イ ド �� 460円 �� 2，760円 �� 2，250円

3 連 複 ��� 13，110円 3 連 単 ��� 59，930円

票 数

単勝票数 差引計 329294（返還計 1608） 的中 � 68423（1番人気）
複勝票数 差引計 528365（返還計 2402） 的中 � 88846（2番人気）� 93518（1番人気）� 12595（12番人気）
枠連票数 差引計 291951（返還計 15） 的中 （6－7） 35669（1番人気）
馬連票数 差引計1043916（返還計 5658） 的中 �� 75078（1番人気）
馬単票数 差引計 436018（返還計 2283） 的中 �� 15511（1番人気）
ワイド票数 差引計 494209（返還計 2740） 的中 �� 30415（1番人気）�� 4365（44番人気）�� 5377（35番人気）
3連複票数 差引計1309577（返還計 13849） 的中 ��� 7491（54番人気）
3連単票数 差引計1557610（返還計 18331） 的中 ��� 1884（225番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―35．8―48．2―1：00．5―1：11．8―1：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F33．8
3 ・（8，11）（5，14）6，3（4，12，10）－15，2，9（1，13） 4 ・（8，11）14（5，6）（3，12）（4，10）（2，15）（1，9）13

勝馬の
紹 介

レッドライジェル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Selkirk デビュー 2014．11．9 東京2着

2012．2．12生 牡3鹿 母 サ セ ッ テ ィ 母母 My Potters 10戦3勝 賞金 33，916，000円
〔出走取消〕 サイモンラムセス号は，疾病〔右前挫跖〕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を表示している。

3101011月7日 曇 良 （27東京5）第1日 第10競走 ��
��2，000�ノベンバーステークス

発走15時00分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，26．11．8以降27．11．1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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

810� ショウナンバッハ 牡4鹿 55 田辺 裕信国本 哲秀氏 上原 博之 日高 ヤナガワ牧場 440－ 22：00．0 3．8�
77 マテンロウボス 牡4黒鹿57 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 上村 清志 464－ 22：00．31� 7．1�
89 カ ム フ ィ ー 牡6黒鹿55 C．デムーロ 清水 二朗氏 池上 昌和 池田 新田牧場 462＋ 82：00．4� 4．7�

（仏）

44 サムソンズプライド 牡5鹿 56 吉田 豊 �シルクレーシング 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 482－ 42：00．5クビ 3．1�
22 	 シャドウパーティー 
6鹿 56 内田 博幸飯塚 知一氏 堀 宣行 愛 Lodge

Park Stud 494＋ 2 〃 クビ 10．3�
66 トーホウストロング 牡7黒鹿55 A．アッゼニ 東豊物産	 藤原 英昭 日高 竹島 幸治 488－122：00．6� 30．4


（英）

55 ロジメジャー 牡6黒鹿54 松岡 正海久米田正明氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 498＋ 62：01．13 44．1�
11 タイセイドリーム 牡5鹿 55 戸崎 圭太田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 536＋ 42：01．41� 8．6�
33 � ダイヤモンドダンス 牡6鹿 54 北村 宏司坪野谷和平氏 勢司 和浩 むかわ 片山 幹雄 504＋ 22：01．5� 29．7
78 ジャーエスペランサ 牡6鹿 54 石川裕紀人本間 茂氏 相沢 郁 新ひだか 真歌田中牧場 B476± 02：02．35 39．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 39，602，600円 複勝： 49，155，600円 枠連： 27，017，100円
馬連： 120，435，400円 馬単： 57，741，800円 ワイド： 45，424，500円
3連複： 131，745，000円 3連単： 226，253，500円 計： 697，375，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 200円 � 170円 枠 連（7－8） 660円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 490円 �� 350円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，930円 3 連 単 ��� 10，010円

票 数

単勝票数 計 396026 的中 � 81574（2番人気）
複勝票数 計 491556 的中 � 90889（2番人気）� 56523（4番人気）� 75834（3番人気）
枠連票数 計 270171 的中 （7－8） 31321（2番人気）
馬連票数 計1204354 的中 �� 64569（6番人気）
馬単票数 計 577418 的中 �� 16798（10番人気）
ワイド票数 計 454245 的中 �� 23452（5番人気）�� 34598（3番人気）�� 19838（8番人気）
3連複票数 計1317450 的中 ��� 51068（6番人気）
3連単票数 計2262535 的中 ��� 16371（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．0―37．0―49．4―1：01．9―1：13．9―1：26．0―1：37．4―1：48．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．1―3F34．0

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

勝馬の
紹 介

�ショウナンバッハ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 サクラバクシンオー

2011．3．5生 牡4鹿 母 シュガーハート 母母 オトメゴコロ 15戦4勝 賞金 59，605，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3101111月7日 曇 良 （27東京5）第1日 第11競走 ��
��1，400�第51回京王杯2歳ステークス（ＧⅡ）

発走15時35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

京王電鉄株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 637，000円 182，000円 91，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．2
1：20．3

良
良

818 ボールライトニング 牡2栗 55 蛯名 正義 �グリーンファーム宮本 博 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 504－ 61：22．6 5．7�

715 アドマイヤモラール 牡2黒鹿55 田辺 裕信近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 500－ 41：22．81� 12．7�
24 シャドウアプローチ 牡2栗 55 C．デムーロ 飯塚 知一氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 494± 0 〃 ハナ 4．3�

（仏）

48 レッドラウダ 牡2鹿 55 松若 風馬 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 512－ 4 〃 クビ 13．6�
713 トウショウドラフタ 牡2栗 55 吉田 豊トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 456＋ 4 〃 アタマ 9．2	
23 オデュッセウス 牡2鹿 55 三浦 皇成ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 478＋ 81：22．9クビ 25．7

714 トップライセンス 牝2青鹿54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：23．11� 26．3�
816 サイモンゼーレ 牡2鹿 55 幸 英明澤田 昭紀氏 梅田 智之 浦河 三嶋牧場 456＋ 41：23．31� 25．4
611 フジマサアクトレス 牝2鹿 54 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 浦河 酒井牧場 448－ 61：23．4� 24．1�
36 ヒ ル ダ 牝2栗 54 柴山 雄一吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 452＋ 2 〃 クビ 25．4�
12 ボ ー ダ レ ス 牝2栗 54 横山 典弘 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－ 21：23．5� 18．0�
612 モ ー ゼ ス 牡2黒鹿55 柴田 善臣坂本 肇氏 大江原 哲 洞	湖 レイクヴィラファーム 504－ 8 〃 クビ 8．4�
47 
 キングライオン 牡2栗 55 A．シュタルケライオンレースホース� 矢作 芳人 米

Nursery Place,
Donaldson &
Broadbent

486＋ 61：23．71 24．0�
（独）

11 レッドカーペット 牡2栗 55 A．アッゼニ �泉新キャピタル 高野 友和 安平 ノーザンファーム 492－ 61：23．91� 7．6�
（英）

59 フリームーヴメント 牡2栗 55 丸田 恭介ディアレスト 宗像 義忠 浦河 三嶋牧場 440－ 21：24．0� 47．5�
510 マザックヤース 牝2鹿 54 松岡 正海山崎 泰博氏 高柳 瑞樹 日高 新井 弘幸 430± 01：24．32 263．6�
35 コマノドリーム 牝2芦 54 江田 照男長谷川芳信氏 菊川 正達 新ひだか 西川富岡牧場 426－ 21：24．4� 226．6�
817 アンナトルテ 牝2鹿 54 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 奥村 武 浦河 富菜牧場 472＋ 41：25．67 73．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 101，053，300円 複勝： 138，646，300円 枠連： 103，896，600円
馬連： 402，394，400円 馬単： 162，814，500円 ワイド： 166，546，600円
3連複： 585，817，900円 3連単： 761，204，900円 計： 2，422，374，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 240円 � 320円 � 170円 枠 連（7－8） 1，080円

馬 連 �� 4，520円 馬 単 �� 6，880円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 760円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 6，690円 3 連 単 ��� 39，680円

票 数

単勝票数 計1010533 的中 � 139913（2番人気）
複勝票数 計1386463 的中 � 145137（3番人気）� 95330（6番人気）� 260009（1番人気）
枠連票数 計1038966 的中 （7－8） 74447（4番人気）
馬連票数 計4023944 的中 �� 68983（15番人気）
馬単票数 計1628145 的中 �� 17737（17番人気）
ワイド票数 計1665466 的中 �� 25716（15番人気）�� 57859（2番人気）�� 41046（5番人気）
3連複票数 計5858179 的中 ��� 65628（9番人気）
3連単票数 計7612049 的中 ��� 13906（61番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．3―12．6―11．4―10．8―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．2―36．5―49．1―1：00．5―1：11．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F33．5
3 ・（8，16）（4，18）（7，13，15）（3，6，14）11（2，10，9）（5，1）（12，17） 4 8（16，18）（4，15）（7，13，11）14（3，6，1）2（10，9，12，17）5

勝馬の
紹 介

ボールライトニング �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Dehere デビュー 2015．10．12 京都1着

2013．4．21生 牡2栗 母 デフィニット 母母 Hiroo Garden 2戦2勝 賞金 43，637，000円
〔発走状況〕 レッドカーペット号・ヒルダ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。
（非抽選馬） 1頭 フレンチイデアル号
※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。

3101211月7日 曇 良 （27東京5）第1日 第12競走 ��
��2，100�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55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

56 � アポロケンタッキー 牡3鹿 55 戸崎 圭太アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 Doug
Branham 552＋ 22：12．1 4．3�

33 ステージジャンプ 牡5鹿 57 内田 博幸合同会社小林英一
ホールディングス 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 500＋ 22：12．52	 14．1�

11 マトリョーシカ 牝4黒鹿55 C．デムーロ �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 500＋ 22：12．6	 14．5�
（仏）

811
 ヤマカツポセイドン 牡6黒鹿 57
55 △石川裕紀人山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 468－ 22：12．7	 12．2�

710 タ ン ジ ブ ル 牡3栗 55 柴山 雄一 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 492＋ 4 〃 クビ 8．8�

79 クラーロデルナ 牡6鹿 57 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 496－ 22：12．8	 6．1	
67 エンキンドル 牡4青 57 A．アッゼニ H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B564＋ 42：12．9クビ 3．8

（英）

812 ディアグリスター 牡5鹿 57 幸 英明ディアレスト 高橋 裕 新冠 松浦牧場 B496＋ 22：13．43 21．7�
44 レッドエンブレム 牡5黒鹿57 吉田 豊 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 498－ 42：13．5クビ 73．1
55 リーゼントブルース 牡6芦 57 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 B482－ 62：15．09 41．8�
68 ランブリングマン 牡5鹿 57 大野 拓弥スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 522－162：15．63	 32．6�
22 ア グ ス タ 牡3鹿 55 蛯名 正義寺田 寿男氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 506± 02：16．23	 6．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 38，819，500円 複勝： 52，781，400円 枠連： 29，032，400円
馬連： 127，140，900円 馬単： 50，644，000円 ワイド： 51，619，600円
3連複： 136，150，700円 3連単： 212，373，700円 計： 698，562，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 220円 � 400円 � 500円 枠 連（3－5） 3，760円

馬 連 �� 4，340円 馬 単 �� 6，200円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 1，470円 �� 2，790円

3 連 複 ��� 18，500円 3 連 単 ��� 77，640円

票 数

単勝票数 計 388195 的中 � 71824（2番人気）
複勝票数 計 527814 的中 � 74857（2番人気）� 32019（7番人気）� 24776（9番人気）
枠連票数 計 290324 的中 （3－5） 5971（17番人気）
馬連票数 計1271409 的中 �� 22672（18番人気）
馬単票数 計 506440 的中 �� 6120（25番人気）
ワイド票数 計 516196 的中 �� 9181（19番人気）�� 9108（20番人気）�� 4694（37番人気）
3連複票数 計1361507 的中 ��� 5518（74番人気）
3連単票数 計2123737 的中 ��� 1983（303番人気）

ハロンタイム 7．1―10．8―12．1―12．5―13．1―13．3―12．8―12．6―12．4―12．6―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―17．9―30．0―42．5―55．6―1：08．9―1：21．7―1：34．3―1：46．7―1：59．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F37．8
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

�アポロケンタッキー �
�
父 Langfuhr �

�
母父 Gone West デビュー 2014．10．11 京都2着

2012．2．2生 牡3鹿 母 Dixiana Delight 母母 Lake Lady 10戦3勝 賞金 30，400，000円
〔発走状況〕 アポロケンタッキー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 マトリョーシカ号の騎手C．デムーロは，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・4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。



（27東京5）第1日 11月7日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 167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

244，670，000円
2，080，000円
12，840，000円
1，720，000円
22，170，000円
66，566，500円
4，622，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
427，049，300円
655，839，500円
320，812，300円
1，207，524，300円
578，809，500円
550，896，300円
1，526，844，400円
2，181，464，300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 7，449，239，900円

総入場人員 26，814名 （有料入場人員 24，086名）
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