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3101311月8日 小雨 良 （27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 （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
1：21．2
1：20．3

良
良

46 ナイトインブラック 牡2黒鹿55 C．デムーロ �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 484± 01：23．3 2．5�
（仏）

11 メイスンスパート 牡2栗 55 柴山 雄一梅村 浩氏 岩戸 孝樹 浦河 アイオイファーム 444＋ 21：23．72� 14．7�
57 アーマンディ 牝2黒鹿54 和田 竜二山口功一郎氏 栗田 徹 新ひだか 下屋敷牧場 446＋ 4 〃 クビ 12．7�
33 ジンクフィンガー 牡2鹿 55 柴田 善臣加藤 厚子氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 462－ 21：23．8クビ 224．9�
22 テンプルツリー 牝2鹿 54 蛯名 正義山口功一郎氏 栗田 博憲 新冠 森 牧場 436± 01：24．12 10．2�
711 キングドラゴン 牡2鹿 55 北村 宏司窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 510＋ 21：24．2クビ 3．7	
69 レイホーロイス 牡2黒鹿55 田辺 裕信永井 啓弍氏 伊藤 圭三 浦河 辻 牧場 470＋ 21：24．3� 9．9

610 ジュンレンパ 牡2鹿 55

53 △石川裕紀人河合 純二氏 森 秀行 新冠 秋田牧場 B464± 01：24．4� 18．0�
34 メイショウボーテ 牝2芦 54 藤岡 康太松本 好雄氏 小島 太 浦河 日の出牧場 498＋241：24．5� 65．6�
813 グランリゲル 牡2鹿 55 柴田 大知島川 哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ

スティファーム 440＋ 21：24．6� 202．0�
45 メロメロパンチ 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 456－ 6 〃 クビ 143．6�
814 ニューゴーカイオー 牡2鹿 55 内田 博幸平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 446＋ 21：24．7� 14．7�
58 プルシアロワイヤル 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 小河 豊水 438± 01：24．8� 239．6�
712 マツリダインゴット 牡2鹿 55 田中 勝春髙橋 文枝氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 486－ 21：25．01	 11．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，542，900円 複勝： 35，257，700円 枠連： 13，360，300円
馬連： 64，116，000円 馬単： 31，946，700円 ワイド： 33，518，600円
3連複： 87，248，300円 3連単： 111，690，500円 計： 398，681，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 400円 � 300円 枠 連（1－4） 2，560円

馬 連 �� 2，510円 馬 単 �� 3，690円

ワ イ ド �� 810円 �� 660円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 6，650円 3 連 単 ��� 29，850円

票 数

単勝票数 計 215429 的中 � 67455（1番人気）
複勝票数 計 352577 的中 � 85167（1番人気）� 18503（9番人気）� 26153（6番人気）
枠連票数 計 133603 的中 （1－4） 4030（12番人気）
馬連票数 計 641160 的中 �� 19765（12番人気）
馬単票数 計 319467 的中 �� 6489（15番人気）
ワイド票数 計 335186 的中 �� 10738（11番人気）�� 13521（6番人気）�� 4688（21番人気）
3連複票数 計 872483 的中 ��� 9832（27番人気）
3連単票数 計1116905 的中 ��� 2712（90番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―35．6―47．8―1：00．1―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナイトインブラック �
�
父 ローエングリン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．6．28 函館3着

2013．4．26生 牡2黒鹿 母 ステレオタイプ 母母 スターバレリーナ 3戦1勝 賞金 7，550，000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。

3101411月8日 小雨 良 （27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 （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
1：36．6
1：36．6

不良
不良

713 シ ベ リ ウ ス 牡2栗 55 内田 博幸浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 452＋ 41：40．4 3．7�
46 コスモヒドラ 牡2鹿 55 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 470＋ 81：40．5� 9．9�
23 リュイールスター 牝2黒鹿54 柴田 大知 �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 438－ 41：41．13� 5．5�
47 パントコート 牝2鹿 54 柴田 善臣伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 446－ 8 〃 クビ 25．1�
58 ノーブルポセイドン 牡2栗 55

52 ▲野中悠太郎吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 青森 マルシチ牧場 496＋ 61：41．42 9．0	
712 タマモワッショイ 牡2鹿 55 吉田 豊タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 458－ 41：41．5クビ 34．2

35 グットドディユ 牡2栗 55 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 藤原牧場 482＋ 61：41．71� 105．4�
611 トーアシラヌイ 牡2青鹿55 武士沢友治高山ランド� 加藤 和宏 豊浦トーア牧場 454－ 41：42．02 24．5�
610 ニシノライト 牡2栗 55 田辺 裕信西山 茂行氏 菅原 泰夫 新冠 村上 欽哉 450＋ 4 〃 クビ 47．5
22 ジークフリート 牡2青鹿55 木幡 初広 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 448－ 21：42．21� 344．9�
59 ウイングラウベン 牡2青 55 C．デムーロ�ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム B460－ 21：42．3クビ 35．5�

（仏）

34 パ イ ロ ッ ト 牡2黒鹿55 北村 宏司小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 486＋ 61：42．51� 4．9�
814 ブレイドフォース 牡2青鹿55 藤岡 康太島川 �哉氏 奥平 雅士 日高 有限会社 エ

スティファーム 478－ 41：43．13� 4．7�
11 ヤ マ ブ キ 牡2栗 55 熊沢 重文中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 460－101：45．1大差 267．9�
815 ハヤブササンサン 牡2黒鹿55 池添 謙一國立 治氏 柴田 政人 新冠 明和牧場 468＋ 2 〃 ハナ 127．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，963，000円 複勝： 30，929，700円 枠連： 13，074，300円
馬連： 53，585，000円 馬単： 26，713，100円 ワイド： 28，772，400円
3連複： 70，169，600円 3連単： 85，940，600円 計： 329，147，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 230円 � 230円 枠 連（4－7） 1，030円

馬 連 �� 1，540円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 560円 �� 490円 �� 890円

3 連 複 ��� 3，320円 3 連 単 ��� 13，990円

票 数

単勝票数 計 199630 的中 � 42244（1番人気）
複勝票数 計 309297 的中 � 59309（1番人気）� 31752（5番人気）� 32722（4番人気）
枠連票数 計 130743 的中 （4－7） 9798（3番人気）
馬連票数 計 535850 的中 �� 26916（5番人気）
馬単票数 計 267131 的中 �� 8431（6番人気）
ワイド票数 計 287724 的中 �� 13247（4番人気）�� 15415（3番人気）�� 7976（11番人気）
3連複票数 計 701696 的中 ��� 15825（10番人気）
3連単票数 計 859406 的中 ��� 4453（27番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．9―3F38．7
3 11（9，13）（5，14）（7，8）10（2，4，3）6（1，12，15） 4 ・（11，9，13）（5，14）7（8，10）（2，4）（3，6）12，1，15

勝馬の
紹 介

シ ベ リ ウ ス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2015．9．19 中山14着

2013．3．30生 牡2栗 母 スズカシャンティー 母母 テレサザティーチャ 3戦1勝 賞金 6，300，000円
※出走取消馬 シゲルカガミダイ号（疾病〔感冒〕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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シエロアスール号
※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。

第５回 東京競馬 第２日



3101511月8日 小雨 良 （27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
2：00．8
1：59．8

良
良

11 ウインシンフォニア 牡2鹿 55 松岡 正海�ウイン 高木 登 新ひだか 片山牧場 462＋ 82：03．0 5．1�
55 ネイビーブルー 牡2鹿 55 藤岡 康太青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 482－10 〃 アタマ 12．4�
811 テ オ ド ー ル 牡2鹿 55 C．デムーロ �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 534± 0 〃 クビ 1．7�

（仏）

79 カリスマフォンテン 牝2鹿 54 田辺 裕信吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 472± 02：03．53 32．6�
67 マイネルツィール 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新ひだか 田湯牧場 B468＋ 62：03．92� 6．3	
810 ア メ ン ボ 牡2青鹿55 吉田 豊井山 登氏 竹内 正洋 日高 法理牧場 446＋ 22：04．53� 175．0

78 タイセイヴィクター 牡2鹿 55 蛯名 正義田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 追分ファーム 500± 02：04．6� 7．4�
66 ノーブルワルツ 牡2鹿 55 江田 照男島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 492± 02：04．7クビ 80．6
44 ボーギャルソン 牡2栗 55 田中 勝春栗坂 崇氏 新開 幸一 浦河 中神牧場 480＋ 82：05．02 22．1�
22 シンボリメルケル 牝2栗 54 木幡 初広シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 480－ 22：05．32 410．8�
33 バ サ ラ 牡2鹿 55

53 △石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 466＋ 22：05．83 61．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 27，683，000円 複勝： 50，978，700円 枠連： 11，496，700円
馬連： 55，793，800円 馬単： 38，119，000円 ワイド： 30，673，300円
3連複： 66，750，500円 3連単： 133，106，100円 計： 414，601，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 140円 � 240円 � 110円 枠 連（1－5） 3，170円

馬 連 �� 3，400円 馬 単 �� 6，220円

ワ イ ド �� 880円 �� 230円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 16，500円

票 数

単勝票数 計 276830 的中 � 43105（2番人気）
複勝票数 計 509787 的中 � 65812（2番人気）� 24157（5番人気）� 271667（1番人気）
枠連票数 計 114967 的中 （1－5） 2808（10番人気）
馬連票数 計 557938 的中 �� 12692（10番人気）
馬単票数 計 381190 的中 �� 4590（19番人気）
ワイド票数 計 306733 的中 �� 7724（10番人気）�� 39204（1番人気）�� 17053（5番人気）
3連複票数 計 667505 的中 ��� 30858（4番人気）
3連単票数 計1331061 的中 ��� 5847（55番人気）

ハロンタイム 13．1―12．0―12．3―12．5―12．4―12．5―12．5―11．7―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．1―37．4―49．9―1：02．3―1：14．8―1：27．3―1：39．0―1：50．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．2―3F35．7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウインシンフォニア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2015．10．17 東京3着

2013．5．10生 牡2鹿 母 ベルクラシック 母母 ベ ル ピ ア ノ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 ウインシンフォニア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。
〔その他〕 タイセイヴィクター号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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。

3101611月8日 雨 良 （27東京5）第2日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走11時30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
1：33．5
1：32．3

良
良

67 アシュワガンダ 牡2鹿 55 蛯名 正義髙瀬 真尚氏 本間 忍 日高 本間牧場 478 ―1：36．8 6．4�
22 カシマブロッサム 牝2黒鹿54 松岡 正海松浦 一久氏 伊藤 伸一 浦河 信成牧場 490 ―1：37．01� 6．5�
55 グリントオブライト 牝2栗 54 C．デムーロ �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 420 ―1：37．1� 2．5�

（仏）

33 ドゥドゥドゥ 牡2青鹿55 荻野 琢真�ターフ・スポート矢作 芳人 日高 モリナガファーム 456 ―1：37．52� 50．6�
810 マサノホーク 牝2栗 54 和田 竜二猪野毛雅人氏 加藤 敬二 新ひだか 猪野毛牧場 468 ―1：37．71� 48．8�
78 � エラクレーア 牝2青鹿54 柴山 雄一吉田 和美氏 木村 哲也 独 Gestut Wit-

tekindshof 498 ―1：37．8クビ 16．8	
811 ミッキーディンドン 牡2鹿 55 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 484 ―1：38．11	 9．5

44 コウギョウマシェリ 牝2鹿 54 池添 謙一菊地 捷士氏 伊藤 大士 浦河 村下 清志 486 ―1：38．2	 52．8�
66 タイセイティエラ 牡2栗 55 北村 宏司田中 成奉氏 奥村 武 浦河 浦河土肥牧場 450 ― 〃 ハナ 4．1�
11 � コスモセンス 牡2鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 国枝 栄 仏 Mr Bruno Mazure,

Mr Marc Bouyssou 452 ―1：38．3	 14．3
79 マイネルプレリー 牡2鹿 55

53 △石川裕紀人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 日高 日高大洋牧場 476 ―1：38．83 51．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 21，679，700円 複勝： 25，274，600円 枠連： 12，285，900円
馬連： 46，484，900円 馬単： 26，343，600円 ワイド： 21，368，200円
3連複： 51，976，300円 3連単： 81，950，700円 計： 287，363，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 170円 � 170円 � 130円 枠 連（2－6） 840円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 3，340円

ワ イ ド �� 580円 �� 370円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 9，420円

票 数

単勝票数 計 216797 的中 � 26891（3番人気）
複勝票数 計 252746 的中 � 36238（3番人気）� 33649（4番人気）� 58090（1番人気）
枠連票数 計 122859 的中 （2－6） 11330（3番人気）
馬連票数 計 464849 的中 �� 19840（8番人気）
馬単票数 計 263436 的中 �� 5914（15番人気）
ワイド票数 計 213682 的中 �� 8690（7番人気）�� 15070（3番人気）�� 17641（2番人気）
3連複票数 計 519763 的中 ��� 27582（3番人気）
3連単票数 計 819507 的中 ��� 6305（25番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．4―12．6―12．9―11．5―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．7―37．1―49．7―1：02．6―1：14．1―1：25．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アシュワガンダ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 アドマイヤベガ 初出走

2013．4．17生 牡2鹿 母 サ ラ ラ 母母 ジンジャーリリー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3101711月8日 雨 稍重 （27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

510 キラージョー 牡2栗 55 藤岡 康太河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 498 ―1：52．1 23．1�
47 コラージェン 牡2鹿 55 北村 宏司�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新ひだか タガミファーム 474 ―1：52．73� 36．0�
12 レ オ ナ ル ド 牡2鹿 55 川田 将雅 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454 ―1：53．01� 2．4�
816 ウインドオブホープ 牡2栗 55 蛯名 正義�木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 544 ― 〃 アタマ 14．6�
713 キークラッカー 牡2鹿 55 吉田 豊北前孔一郎氏 土田 稔 新冠 対馬 正 492 ―1：53．32 47．7	
23 ケ ル ベ ロ ス 牡2黒鹿55 横山 典弘坂本 肇氏 大江原 哲 新冠 松浦牧場 442 ―1：53．4� 3．9

24 ゼーヴィント 牡2鹿 55 柴山 雄一 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 484 ―1：53．5� 7．9�
36 マイネルマルキ 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム 448 ―1：53．81� 99．4�
48 サトノバレット 牡2鹿 55 和田 竜二里見 治氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 422 ―1：54．22� 57．4
59 アンドレバローズ 牡2黒鹿55 内田 博幸猪熊 広次氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 490 ―1：54．51� 6．1�
815 コスモキングス 牡2栗 55 高倉 稜 �ビッグレッドファーム 武井 亮 日高 シンボリ牧場 474 ―1：54．6� 278．1�
611 ルフレドパシオン 牡2栗 55 田辺 裕信吉田 照哉氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 506 ― 〃 ハナ 30．5�
11 ロ ジ ネ オ 牡2黒鹿55 松岡 正海久米田正明氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 532 ―1：55．77 72．3�
612 ベニバナルートイン 牝2鹿 54

52 △石川裕紀人ベニバナ組合 畠山 吉宏 むかわ 渡辺 隆 428 ―1：55．8� 153．1�
35 リ ナ リ ア 牝2栗 54 C．デムーロ 加藤 春夫氏 堀 宣行 浦河 辻 牧場 450 ― 〃 ハナ 18．8�

（仏）

714 ディリゲント 牡2黒鹿55 江田 照男髙樽さゆり氏 田村 康仁 新ひだか 静内フアーム B510 ― 〃 クビ 284．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，918，500円 複勝： 31，282，500円 枠連： 19，879，900円
馬連： 60，535，600円 馬単： 32，096，800円 ワイド： 29，595，300円
3連複： 72，379，000円 3連単： 98，870，200円 計： 372，557，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，310円 複 勝 � 530円 � 600円 � 150円 枠 連（4－5） 4，090円

馬 連 �� 25，440円 馬 単 �� 61，400円

ワ イ ド �� 4，770円 �� 1，200円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 17，950円 3 連 単 ��� 195，840円

票 数

単勝票数 計 279185 的中 � 9658（7番人気）
複勝票数 計 312825 的中 � 12519（6番人気）� 10734（8番人気）� 76857（1番人気）
枠連票数 計 198799 的中 （4－5） 3758（15番人気）
馬連票数 計 605356 的中 �� 1844（46番人気）
馬単票数 計 320968 的中 �� 392（101番人気）
ワイド票数 計 295953 的中 �� 1557（44番人気）�� 6460（11番人気）�� 4969（13番人気）
3連複票数 計 723790 的中 ��� 3023（50番人気）
3連単票数 計 988702 的中 ��� 366（462番人気）

ハロンタイム 13．5―12．2―12．5―13．4―13．7―13．3―11．5―11．0―11．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．5―25．7―38．2―51．6―1：05．3―1：18．6―1：30．1―1：41．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F33．5

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

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

キラージョー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2013．3．21生 牡2栗 母 ラヴリージョウ 母母 ラブラブジョウ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 キラージョー号は，枠入り不良。
※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。

3101811月8日 雨 稍重 （27東京5）第2日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走12時50分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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

35 ナンゴクロマンス 牝3鹿 54 蛯名 正義平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 458＋ 21：24．8 2．3�
713 アミーキティア 牝3栗 54 藤岡 康太�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464＋ 21：24．9� 7．6�
47 パンプルムース 牝3黒鹿54 江田 照男落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 新冠橋本牧場 500＋ 21：25．64 18．1�
23 リベルタンゴ 牝3栗 54 横山 典弘 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 514＋ 2 〃 アタマ 12．4�
48 � ミ ュ ー ル 牝5栗 55 北村 宏司国田 正忠氏 奥村 武 新ひだか ヒサイファーム 444－ 21：25．7� 14．7	
612 フローラルダンサー 牝3鹿 54 内田 博幸岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 若林牧場 510－ 41：25．8� 13．8

59 � リ ス ク オ ン 牝4栗 55 吉田 豊ユアストーリー 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 478－ 31：26．01� 63．3�
11 コンコルダンス 牝3芦 54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：26．1� 66．0�
815 ハナズプルメリア 牝3黒鹿54 柴田 大知M．タバート氏 加藤 和宏 日高 シンボリ牧場 416－ 4 〃 アタマ 59．5
611 ヒメスズラン 牝4栗 55 柴田 善臣岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 500－ 61：26．2� 66．6�
714 グランドエンジェル 牝4鹿 55 田辺 裕信�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 450＋ 41：26．41	 9．6�
816 ジャスティシア 牝6鹿 55 吉田 隼人�ターフ・スポート岩戸 孝樹 日高 ナカノファーム 460－ 21：26．72 5．9�
12 バ リ ア ー モ 牝3黒鹿 54

52 △石川裕紀人 �サンデーレーシング 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 458＋ 41：26．91 17．0�
36 ヒマラヤタカコ 牝4栗 55 武士沢友治辻 大作氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 486＋18 〃 ハナ 57．5�
510 ココロノママニ 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎�ミルファーム 高市 圭二 新ひだか 泊 寿幸 434－ 21：27．11	 227．9�
24 プレシャスムーン 牝4鹿 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B450± 01：27．31	 126．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，371，400円 複勝： 41，923，300円 枠連： 21，668，100円
馬連： 76，276，900円 馬単： 35，455，000円 ワイド： 39，712，200円
3連複： 94，982，900円 3連単： 114，704，800円 計： 454，094，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 280円 � 310円 枠 連（3－7） 590円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 730円 �� 690円 �� 2，820円

3 連 複 ��� 7，530円 3 連 単 ��� 30，510円

票 数

単勝票数 計 293714 的中 � 98956（1番人気）
複勝票数 計 419233 的中 � 118032（1番人気）� 31533（4番人気）� 27233（6番人気）
枠連票数 計 216681 的中 （3－7） 27988（1番人気）
馬連票数 計 762769 的中 �� 33924（6番人気）
馬単票数 計 354550 的中 �� 9683（8番人気）
ワイド票数 計 397122 的中 �� 14322（6番人気）�� 15336（4番人気）�� 3422（37番人気）
3連複票数 計 949829 的中 ��� 9460（25番人気）
3連単票数 計1147048 的中 ��� 2725（88番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．4―47．7―1：00．4―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナンゴクロマンス �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2015．2．1 東京1着

2012．4．27生 牝3鹿 母 ミスフェリチタ 母母 ス リ ー エ フ 8戦2勝 賞金 21，350，000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 ウインクルミラクル号・レディカリビアン号



3101911月8日 雨 稍重 （27東京5）第2日 第7競走 ��
��2，100�サラブレッド系3歳以上

発走13時20分 （ダート・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
2：06．7
2：05．9

良
良

710 アムールスキー 牡4鹿 57 柴山 雄一 �シルクレーシング 小笠 倫弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B488± 02：12．0 3．9�

22 グラスプリマ 牝4鹿 55 吉田 豊半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 538＋12 〃 ハナ 7．6�
811 オペラハット 牡4鹿 57 北村 宏司小菅 定雄氏 森 秀行 平取 高橋 啓 454＋ 82：12．32 11．8�
812 ユアザイオン 牝3黒鹿 53

51 △石川裕紀人ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B490－ 22：12．93� 8．3�
68 バイオンディップス 牡3黒鹿55 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 516＋ 62：13．0� 2．7�
55 トゥルーウインド 牡3栗 55 江田 照男 �社台レースホース田中 剛 安平 追分ファーム 456＋ 22：13．1� 8．9	
44 コスモアルマク 牡3青鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム B486－ 42：13．42 13．0

56 ロマンシーズ 牡4鹿 57 柴田 善臣菅 實氏 石毛 善彦 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 514－162：14．25 119．3�
11 ライトオブホープ 牡4栗 57 松岡 正海落合 幸弘氏 武藤 善則 新冠 イワミ牧場 B504± 02：15．37 27．6�
67 パルパルパピヨン 牝3鹿 53 吉田 隼人堀口 晴男氏 尾形 和幸 新ひだか 田中 裕之 474＋ 42：15．72� 70．3
79 ハッピーセーラー 牝4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 日高 出口牧場 B502＋ 62：16．12� 51．0�
33 タイセイボルト 牡5青鹿57 内田 博幸田中 成奉氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 B478± 0 〃 アタマ 33．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 24，431，700円 複勝： 33，958，900円 枠連： 17，944，300円
馬連： 78，109，600円 馬単： 36，945，400円 ワイド： 35，590，300円
3連複： 87，333，700円 3連単： 125，219，200円 計： 439，533，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 260円 � 240円 枠 連（2－7） 1，810円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 2，330円

ワ イ ド �� 530円 �� 560円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 3，530円 3 連 単 ��� 15，410円

票 数

単勝票数 計 244317 的中 � 49165（2番人気）
複勝票数 計 339589 的中 � 71196（2番人気）� 29798（6番人気）� 33542（3番人気）
枠連票数 計 179443 的中 （2－7） 7652（8番人気）
馬連票数 計 781096 的中 �� 43914（2番人気）
馬単票数 計 369454 的中 �� 11888（8番人気）
ワイド票数 計 355903 的中 �� 17840（3番人気）�� 16760（4番人気）�� 7578（16番人気）
3連複票数 計 873337 的中 ��� 18542（7番人気）
3連単票数 計1252192 的中 ��� 5891（45番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―12．6―12．8―12．5―12．9―12．8―12．4―12．7―12．4―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．2―30．8―43．6―56．1―1：09．0―1：21．8―1：34．2―1：46．9―1：59．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アムールスキー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．12．8 中山4着

2011．2．6生 牡4鹿 母 ビワパシフィカス 母母 パシフィカス 16戦3勝 賞金 26，400，000円

3102011月8日 雨 稍重 （27東京5）第2日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時50分 （芝・左）

牝，1000万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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
1：44．2
1：43．9

良
良

66 � サンソヴール 牝4黒鹿55 内田 博幸�G1レーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 444－ 21：48．8 19．2�
55 アールブリュット 牝3鹿 53 C．デムーロ �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 474＋ 81：49．11� 2．0�

（仏）

89 ホワイトウインド 牝3芦 53 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 むかわ 真壁 信一 452－ 21：49．2� 29．3�
22 レオフラッパー 牝3栗 53 蛯名 正義�レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 472＋ 41：49．41� 20．4�
11 ダイワミランダ 牝3栗 53 北村 宏司大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 500＋ 6 〃 クビ 5．1	
44 ハッピーベリンダ 牝4鹿 55 横山 典弘窪田 康志氏 菊沢 隆徳 新ひだか 城地 清満 478＋ 61：49．61� 30．0

78 ティンバレス 牝3青鹿53 川田 将雅 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 480± 01：49．7	 12．5�
33 アースザスリー 牝5鹿 55 吉田 隼人 �クイーンズ・ランチ 加藤 征弘 新ひだか 折手牧場 500＋121：49．91� 17．2�
810 メイショウメイゲツ 牝3鹿 53 吉田 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 452± 01：50．11� 5．5
77 ア ン レ ー ル 牝5鹿 55 柴山 雄一 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 476± 0 〃 ハナ 12．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 37，313，600円 複勝： 47，321，500円 枠連： 18，405，400円
馬連： 90，312，100円 馬単： 48，623，900円 ワイド： 43，098，300円
3連複： 99，626，200円 3連単： 177，674，800円 計： 562，375，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，920円 複 勝 � 390円 � 130円 � 400円 枠 連（5－6） 1，650円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 4，510円

ワ イ ド �� 690円 �� 2，570円 �� 900円

3 連 複 ��� 8，170円 3 連 単 ��� 51，320円

票 数

単勝票数 計 373136 的中 � 15530（7番人気）
複勝票数 計 473215 的中 � 24325（8番人気）� 141111（1番人気）� 23198（9番人気）
枠連票数 計 184054 的中 （5－6） 8616（7番人気）
馬連票数 計 903121 的中 �� 43988（5番人気）
馬単票数 計 486239 的中 �� 8074（16番人気）
ワイド票数 計 430983 的中 �� 16695（6番人気）�� 4106（34番人気）�� 12440（11番人気）
3連複票数 計 996262 的中 ��� 9138（34番人気）
3連単票数 計1776748 的中 ��� 2510（172番人気）

ハロンタイム 13．2―11．3―12．3―12．4―12．2―13．1―11．5―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．5―36．8―49．2―1：01．4―1：14．5―1：26．0―1：37．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

�サンソヴール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス

2011．2．3生 牝4黒鹿 母 サンヴィクトワール 母母 ヴィクトリーバンク 8戦2勝 賞金 22，400，000円
初出走 JRA

※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。



3102111月8日 雨 稍重 （27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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
2：00．8
1：59．8

良
良

44 プランスシャルマン 牡2栗 55 C．デムーロ 村野 康司氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 460＋ 42：05．0 1．3�
（仏）

66 コスモプロテア 牡2鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 42：05．1� 15．1�
33 ゲ ッ カ コ ウ 牝2黒鹿54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新ひだか 斉藤スタッド 448＋142：05．52� 34．0�
22 シャインレッド 牡2鹿 55 吉田 隼人了德寺健二氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 504－ 42：05．71� 6．6�
55 マコトルーメン 牡2鹿 55 横山 典弘�ディアマント 水野 貴広 様似 出口 繁夫 476－ 2 〃 クビ 6．0	
77 コスモヴェッキオ 牡2黒鹿55 内田 博幸岡田 繁幸氏 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 464＋ 42：06．02 16．8

11 	 コパノミライ 牝2鹿 54 高倉 稜小林 祐介氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 440－ 62：06．21
 93．5�

（7頭）

売 得 金
単勝： 35，780，500円 複勝： 102，927，400円 枠連： 発売なし
馬連： 66，430，200円 馬単： 56，857，500円 ワイド： 25，975，500円
3連複： 72，070，200円 3連単： 271，158，600円 計： 631，199，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 310円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 300円 �� 580円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 3，280円 3 連 単 ��� 7，740円

票 数

単勝票数 計 357805 的中 � 220018（1番人気）
複勝票数 計1029274 的中 � 856387（1番人気）� 25481（4番人気）
馬連票数 計 664302 的中 �� 67338（3番人気）
馬単票数 計 568575 的中 �� 46959（3番人気）
ワイド票数 計 259755 的中 �� 24729（3番人気）�� 11144（7番人気）�� 3945（14番人気）
3連複票数 計 720702 的中 ��� 16442（9番人気）
3連単票数 計2711586 的中 ��� 25378（25番人気）

ハロンタイム 13．8―12．7―12．3―12．6―13．1―13．0―12．9―11．5―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．8―26．5―38．8―51．4―1：04．5―1：17．5―1：30．4―1：41．9―1：53．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F34．6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

プランスシャルマン �

父 ジャングルポケット �


母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．6．14 東京2着

2013．3．8生 牡2栗 母 カラフルトーク 母母 シングライクトーク 4戦2勝 賞金 24，430，000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。

3102211月8日 雨 重 （27東京5）第2日 第10競走 ��
��1，400�

ぎんれい

銀嶺ステークス
発走15時00分 （ダート・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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

11 アンズチャン 牝4鹿 55 横山 典弘ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 478＋ 41：23．3 2．6�
510� セ イ ラ 牝6栗 55 藤岡 康太萩 英男氏 今野 貞一 日高 中川 哲也 474± 01：23．4	 48．6�
816� ヒルノデイバロー 牡4黒鹿57 石川裕紀人�ヒルノ 昆 貢 新冠 カミイスタット B518＋ 21：23．61 4．7�
24 サ ノ イ チ 牡4鹿 57 田辺 裕信ビジョンサラブレッドクラブ 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 482＋ 61：23．7	 9．4�
47 ビ リ オ ネ ア 牝5鹿 55 岡田 祥嗣間野 隆司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 460－ 2 〃 アタマ 19．4�
36 メイショウスミトモ 牡4鹿 57 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 466＋ 61：23．8	 17．5	
714 ク ロ ス ボ ウ 牡5黒鹿57 吉田 豊 
サンデーレーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 514－ 2 〃 ハナ 114．0�
713 ミッキーシーガル 牡3青鹿56 内田 博幸野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 494＋ 2 〃 クビ 5．0�
12 ゲマインシャフト 牡5鹿 57 北村 宏司丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 512－ 21：24．22	 37．7
611 オビーディエント 牡6黒鹿57 和田 竜二�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 456－ 4 〃 アタマ 43．8�
59 マンボネフュー 牡5青 57 松岡 正海金子真人ホール

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 490± 01：24．51
 53．3�

612 グラスエトワール 牝3鹿 54 木幡 初広半沢
 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 478＋ 6 〃 クビ 26．0�
23 イーグルカザン 牡7鹿 57 荻野 琢真山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 528± 01：24．71	 210．6�
48 トーセンラーク 牝3栗 54 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 浦河 中神牧場 486＋181：24．8クビ 129．5�
815 アンナミルト 牝4黒鹿55 C．デムーロ 
社台レースホース小崎 憲 千歳 社台ファーム 436－ 41：25．65 12．2�

（仏）

35 メイショウロフウ 牡5黒鹿57 池添 謙一松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 476＋ 21：26．66 64．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 52，741，700円 複勝： 73，281，700円 枠連： 44，753，000円
馬連： 202，325，700円 馬単： 83，078，500円 ワイド： 80，864，100円
3連複： 240，227，300円 3連単： 333，918，600円 計： 1，111，190，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 680円 � 190円 枠 連（1－5） 3，240円

馬 連 �� 4，250円 馬 単 �� 5，900円

ワ イ ド �� 1，450円 �� 380円 �� 3，060円

3 連 複 ��� 8，490円 3 連 単 ��� 37，720円

票 数

単勝票数 計 527417 的中 � 161505（1番人気）
複勝票数 計 732817 的中 � 178783（1番人気）� 19013（11番人気）� 104020（2番人気）
枠連票数 計 447530 的中 （1－5） 10688（14番人気）
馬連票数 計2023257 的中 �� 36811（16番人気）
馬単票数 計 830785 的中 �� 10548（21番人気）
ワイド票数 計 808641 的中 �� 13636（18番人気）�� 61863（1番人気）�� 6288（36番人気）
3連複票数 計2402273 的中 ��� 21221（28番人気）
3連単票数 計3339186 的中 ��� 6418（112番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．7―47．2―59．5―1：11．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンズチャン �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2013．6．15 東京1着

2011．4．12生 牝4鹿 母 パラダイスバード 母母 サイレントハピネス 15戦5勝 賞金 92，961，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15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11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）11頭 キタサンミカヅキ号・グランプリナイト号・コアレスキング号・サンレーン号・ダンシングミッシー号・テムジン号・

ナリタシーズン号・ノウレッジ号・プラントハンター号・プロトコル号・メイショウアイアン号
※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。

１レース目



3102311月8日 雨 重 （27東京5）第2日 第11競走 ��
��2，500�第53回アルゼンチン共和国杯（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，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

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 1，288，000円 368，000円 184，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．6
2：29．5

良
良

715 ゴールドアクター 牡4青鹿56 吉田 隼人居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム 490＋ 22：34．0 2．1�
714 メイショウカドマツ 牡6栗 55 蛯名 正義松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 538＋14 〃 アタマ 11．0�
818 レーヴミストラル 牡3鹿 55 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 488＋ 82：34．42� 8．2�
59 サトノノブレス 牡5黒鹿58 和田 竜二里見 治氏 池江 泰寿 洞�湖 メジロ牧場 B514－ 62：34．61� 24．7�
11 スーパームーン 牡6青鹿55 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 514－ 22：34．7	 26．6�
23 マイネルフロスト 牡4芦 57 松岡 正海 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 競優牧場 486＋ 6 〃 クビ 29．0

48 プロモントーリオ 牡5鹿 55 C．デムーロ 水上 行雄氏 萩原 清 日高 道見牧場 502± 0 〃 ハナ 5．9�

（仏）

612 ラブイズブーシェ 牡6黒鹿57 古川 吉洋小林 祥晃氏 村山 明 浦河 小池 博幸 450－ 82：34．91
 47．7�
35 スズカデヴィアス 牡4黒鹿56 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 500± 0 〃 クビ 30．6
36 レコンダイト 牡5黒鹿55 柴田 善臣金子真人ホール

ディングス	 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 456－ 62：35．0� 14．1�
12 プランスペスカ 牡5鹿 53 熊沢 重文山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 B454－ 62：35．1� 72．5�
713 ロンギングダンサー 牡6黒鹿53 吉田 豊坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 492± 02：35．63 28．2�
24 ヴァーゲンザイル �7黒鹿54 田辺 裕信 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 454＋ 62：35．81� 67．6�
816 マイネルメダリスト 牡7鹿 56 柴田 大知 	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 498＋ 62：35．9� 168．0�
611 サイモントルナーレ 牡9栗 49 石神 深一澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 446－122：36．0� 281．8�
817 ニューダイナスティ 牡6鹿 55 石川裕紀人 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 62：36．1� 114．5�
47 フラガラッハ 牡8鹿 57 高倉 稜 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 22：36．31� 63．7�
510 ヒラボクディープ 牡5黒鹿57 池添 謙一	平田牧場 国枝 栄 日高 下河辺牧場 B508－ 22：38．1大差 15．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 196，049，800円 複勝： 243，408，500円 枠連： 177，099，100円
馬連： 789，192，000円 馬単： 355，105，700円 ワイド： 319，563，300円
3連複： 1，229，886，600円 3連単： 1，944，345，700円 計： 5，254，650，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 280円 � 260円 枠 連（7－7） 920円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 580円 �� 540円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 3，990円 3 連 単 ��� 14，570円

票 数

単勝票数 計1960498 的中 � 738835（1番人気）
複勝票数 計2434085 的中 � 745119（1番人気）� 174465（4番人気）� 194932（3番人気）
枠連票数 計1770991 的中 （7－7） 148382（5番人気）
馬連票数 計7891920 的中 �� 416673（4番人気）
馬単票数 計3551057 的中 �� 123776（5番人気）
ワイド票数 計3195633 的中 �� 145103（3番人気）�� 158929（2番人気）�� 38893（20番人気）
3連複票数 計12298866 的中 ��� 230809（7番人気）
3連単票数 計19443457 的中 ��� 96712（24番人気）

ハロンタイム 7．4―11．4―12．0―13．1―13．1―12．8―12．6―12．7―12．4―12．3―11．1―11．2―11．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．4―18．8―30．8―43．9―57．0―1：09．8―1：22．4―1：35．1―1：47．5―1：59．8―2：10．9―2：22．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．5―3F34．2
1
3

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

5，14（1，15）3，9（2，17）（6，8，12）18，7，10－（4，16）（11，13）・（5，14）15（1，3）9（2，8，17）12（6，7，10）（18，13）4，16，11
勝馬の
紹 介

ゴールドアクター �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 キョウワアリシバ デビュー 2013．11．24 東京7着

2011．5．18生 牡4青鹿 母 ヘイロンシン 母母 ハッピーヒエン 12戦6勝 賞金 166，512，000円
〔発走状況〕 フラガラッハ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 フラガラッハ号は，平成27年11月9日から平成27年11月29日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アルバート号・サクラレグナム号・ニシノビークイック号・ニンジャ号・マイネルジェイド号
※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。

3102411月8日 雨 重 （27東京5）第2日 第12競走 ��
��1，400�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 10，500，000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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

56 トウカイビジョン 牡5鹿 57 田辺 裕信内村 正則氏 野中 賢二 日高 碧雲牧場 500＋ 41：23．9 2．7�
55 ド ナ リ サ 牝7鹿 55

53 △石川裕紀人山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 482＋ 21：24．43 20．4�
710� アキノアッパー 牡5栗 57 柴田 善臣穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 畑端牧場 482－101：24．5クビ 12．9�
79 � チェリーサマー 牡3鹿 56 松岡 正海櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 イーストファーム 502－ 2 〃 クビ 11．7�
44 ナムライチバンボシ 牡5鹿 57 C．デムーロ 奈村 信重氏 大和田 成 日高 中前牧場 510＋ 6 〃 ハナ 5．0�

（仏）

812 シ ュ ウ ギ ン 牝5鹿 55 吉田 隼人山住 勲氏 高木 登 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム 456＋ 4 〃 ハナ 19．7�

11 ラブミークン 牡3栗 56 藤岡 康太小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 474＋ 41：24．71 15．3	
67 スールキートス 牝3黒鹿54 吉田 豊
日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 486－ 41：24．91	 6．6�
68 ショウリノウタゲ 牝5鹿 55 内田 博幸平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 川端 正博 522－ 21：25．21
 21．2�
22 グラスルノン 牝4鹿 55 木幡 初広半沢
 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 488＋ 61：25．3	 42．8
33 バ コ パ 牡6栗 57 蛯名 正義畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 B482－101：25．61
 10．0�
811 ダイワストリーム 牝5栗 55 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム 480± 01：26．02	 23．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 50，807，600円 複勝： 64，818，500円 枠連： 36，262，000円
馬連： 172，655，500円 馬単： 73，317，500円 ワイド： 70，803，600円
3連複： 201，127，900円 3連単： 320，068，900円 計： 989，861，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 480円 � 350円 枠 連（5－5） 2，630円

馬 連 �� 2，830円 馬 単 �� 3，730円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 600円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 10，190円 3 連 単 ��� 38，150円

票 数

単勝票数 計 508076 的中 � 147233（1番人気）
複勝票数 計 648185 的中 � 159054（1番人気）� 27449（9番人気）� 40838（7番人気）
枠連票数 計 362620 的中 （5－5） 10681（12番人気）
馬連票数 計1726555 的中 �� 47124（8番人気）
馬単票数 計 733175 的中 �� 14728（11番人気）
ワイド票数 計 708036 的中 �� 16981（12番人気）�� 31893（3番人気）�� 7781（31番人気）
3連複票数 計2011279 的中 ��� 14789（39番人気）
3連単票数 計3200689 的中 ��� 6082（119番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．2―36．1―48．1―59．9―1：11．7

コーナー
通過順位

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

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5鹿 母 トウカイファイン 母母 トウカイステラ 21戦4勝 賞金 46，526，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

４レース目



（27東京5）第2日 11月8日（日曜日） 雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後稍重後重
良後稍重後重

競走回数 12回 出走頭数 158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

282，270，000円
2，080，000円
11，800，000円
2，610，000円
25，340，000円
10，000，000円
63，756，000円
4，414，000円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
545，283，400円
781，363，000円
386，229，000円
1，755，817，300円
844，602，700円
759，535，100円
2，373，778，500円
3，798，648，700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 11，245，257，700円

総入場人員 25，769名 （有料入場人員 23，088名）
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