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3106111月22日 曇 良 （27東京5）第6日 第1競走 ��1，600�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
1：36．6
1：36．6

不良
不良

48 アジュールローズ 牡2青鹿55 北村 宏司 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 490＋ 81：39．8 1．3�
11 ダイリュウハヤテ 牡2鹿 55 武士沢友治大野 龍氏 古賀 史生 新ひだか 木田牧場 504－ 8 〃 アタマ 59．4�
35 ガオガイリュイ 牡2栗 55 田辺 裕信スリースターズレーシング 田村 康仁 新冠 つつみ牧場 480± 0 〃 クビ 17．0�
611 ニシノタイタン 牡2鹿 55 内田 博幸西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 高昭牧場 548＋ 41：40．01� 8．0�
36 クラウンホイール 牡2鹿 55 吉田 隼人矢野 恭裕氏 天間 昭一 新冠 土井牧場 482－ 21：40．63� 41．4�
816 コスモカナディアン 牡2鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 日高 アイズスタッド株式会社 460＋ 21：40．7� 9．1	
612 イエスアイゲット 牝2黒鹿54 T．ベリー 島川 
哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 436± 01：40．8� 158．0�
（豪）

12 ホワイトシャドウ 牡2芦 55 A．シュタルケ 飯塚 知一氏 池上 昌和 日高 藤本ファーム 442＋ 41：41．43� 27．0�
（独）

24 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± 01：41．82� 359．0

23 ブライティアベル 牝2栗 54 江田 照男小林 昌志氏 的場 均 平取 雅 牧場 448＋ 4 〃 ハナ 287．6�
510 ブ ロ ン テ 牡2芦 55 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 新冠 森永 聡 432＋ 41：41．9� 79．5�
47 ブラックゼウス 牡2黒鹿55 大野 拓弥田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 土田 扶美子 478＋ 21：42．32� 15．5�
59 パ イ ロ ッ ト 牡2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 480－ 61：42．83 58．7�
714 ソロショット 牡2黒鹿 55

52 ▲井上 敏樹島田 久氏 松山 将樹 浦河 江谷 重雄 484＋181：44．29 457．7�
713 コスモアストロ 牡2栗 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 新冠 武田牧場 436－ 21：44．51� 330．0�
815 ユイノロマン 牝2鹿 54

51 ▲木幡 初也由井健太郎氏 黒岩 陽一 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 422＋ 41：45．35 457．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，515，700円 複勝： 96，420，800円 枠連： 13，913，200円
馬連： 55，314，900円 馬単： 42，491，200円 ワイド： 29，861，300円
3連複： 79，261，800円 3連単： 150，021，900円 計： 490，800，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 990円 � 210円 枠 連（1－4） 950円

馬 連 �� 6，800円 馬 単 �� 8，080円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 310円 �� 8，270円

3 連 複 ��� 15，430円 3 連 単 ��� 58，190円

票 数

単勝票数 計 235157 的中 � 144067（1番人気）
複勝票数 計 964208 的中 � 778499（1番人気）� 4406（9番人気）� 29783（4番人気）
枠連票数 計 139132 的中 （1－4） 11285（4番人気）
馬連票数 計 553149 的中 �� 6303（16番人気）
馬単票数 計 424912 的中 �� 3944（17番人気）
ワイド票数 計 298613 的中 �� 3725（19番人気）�� 28582（3番人気）�� 837（38番人気）
3連複票数 計 792618 的中 ��� 3852（35番人気）
3連単票数 計1500219 的中 ��� 1869（124番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―35．7―48．4―1：01．6―1：14．5―1：26．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．4―3F38．2
3 16，7－3，15，13（2，9，8）12（5，14）11（1，6）－（4，10） 4 16，7（3，13，8）2，12（5，9，15）11，1，6（4，14）10

勝馬の
紹 介

アジュールローズ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Sevres Rose デビュー 2015．10．11 東京2着

2013．5．19生 牡2青鹿 母 ヴィアンローズ 母母 Princesse de Viane 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユイノロマン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年12月22日まで平地競走

に出走できない。
※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 ウインピアチェーレ号・ジュンレンパ号
※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。

3106211月22日 曇 良 （27東京5）第6日 第2競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走10時20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

23 � アーチキング 牡2鹿 55
53 △石川裕紀人 �シルクレーシング 木村 哲也 米 Spendthrift

Farm, LLC 518＋ 81：26．6 3．2�
815 サンジーニアス 牡2黒鹿55 北村 宏司加藤 貴子氏 新開 幸一 浦河 丸幸小林牧場 510± 01：27．02� 3．4�
713 ゴールデンレッグ 牝2鹿 54 田辺 裕信野口 弘司氏 小西 一男 新ひだか 出羽牧場 448－ 41：27．53 32．7�
611 レッドリッジ 牡2黒鹿55 T．ベリー 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 548－101：27．71	 5．7�
（豪）

816 トウショウスレッジ 牡2栗 55 柴田 大知トウショウ産業� 栗田 博憲 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 480＋ 4 〃 クビ 9．1	
510 タマムーンフェイス 牡2鹿 55 津村 明秀玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 484＋ 61：28．12� 37．8

24 ロイヤルフレア 牝2鹿 54 吉田 隼人片山 晃氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 420－ 41：28．31	 11．7�
47 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± 01：28．51	 18．1�
59 サンマルトゥーレ 牡2芦 55 大野 拓弥相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 454＋ 41：28．71	 336．4
12 スーパーラビット 牡2黒鹿 55

52 ▲伴 啓太田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 アラキフアーム 422± 0 〃 クビ 237．0�
48 プルシアロワイヤル 牝2鹿 54 横山 和生�ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 小河 豊水 440＋ 2 〃 ハナ 188．6�
11 タイキカイザー 牡2鹿 55

52 ▲井上 敏樹�大樹ファーム 大竹 正博 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 502－ 61：28．8
 139．7�

36 アデューシャーク 牝2黒鹿54 内田 博幸島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ
スティファーム 432＋ 21：29．54 7．9�

612 ハーモニーエール 牡2栗 55 古川 吉洋日下部勝德氏 土田 稔 新冠 辻 和明 464＋221：30．24 80．6�
35 スイートドリームス 牝2栗 54 西村 太一�ミルファーム 南田美知雄 新ひだか 前川 正美 396＋ 2 〃 ハナ 413．4�
714 ウイングラウベン 牡2青 55 丹内 祐次�ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム B466＋ 61：31．58 218．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，465，500円 複勝： 36，925，600円 枠連： 18，598，500円
馬連： 60，848，200円 馬単： 33，311，100円 ワイド： 34，677，900円
3連複： 80，462，500円 3連単： 103，884，300円 計： 392，173，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 140円 � 530円 枠 連（2－8） 330円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，620円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 4，670円 3 連 単 ��� 16，240円

票 数

単勝票数 計 234655 的中 � 58589（1番人気）
複勝票数 計 369256 的中 � 79696（1番人気）� 76664（2番人気）� 11816（8番人気）
枠連票数 計 185985 的中 （2－8） 43606（1番人気）
馬連票数 計 608482 的中 �� 71439（1番人気）
馬単票数 計 333111 的中 �� 19995（1番人気）
ワイド票数 計 346779 的中 �� 38651（1番人気）�� 4950（22番人気）�� 6652（15番人気）
3連複票数 計 804625 的中 ��� 12912（18番人気）
3連単票数 計1038843 的中 ��� 4635（48番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―36．0―49．2―1：02．0―1：14．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アーチキング �
�
父 Archarcharch �

�
母父 Cherokee Run デビュー 2015．10．31 東京2着

2013．3．9生 牡2鹿 母 Profitability 母母 Lucrative 2戦1勝 賞金 7，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ブラッキングウェイ号
※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６日



3106311月22日 曇 良 （27東京5）第6日 第3競走 ��
��1，800�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
1：45．9
1：45．9

良
良

510 エ デ ィ ク ト 牡2鹿 55 田辺 裕信窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 496－ 41：49．1 6．7�
816 ファンタサイズ 牡2鹿 55 内田 博幸 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 442－ 21：49．31� 2．2�
11 シンボリラパス 牡2栗 55 T．ベリー シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 466± 01：49．51� 21．2�

（豪）

47 バルダッサーレ 牡2黒鹿55 石橋 脩伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン
牧場 474± 01：49．6クビ 7．8�

48 コウキチョウサン 牡2鹿 55 北村 宏司�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 446＋ 8 〃 ハナ 45．4	
23 	 コスモセンス 牡2鹿 55 A．シュタルケ �ビッグレッドファーム 国枝 栄 仏 Mr Bruno Mazure,

Mr Marc Bouyssou 458＋ 6 〃 クビ 89．8

（独）

815	 フ サ リ ア 牡2栗 55
52 ▲井上 敏樹一村 哲也氏 森 秀行 米 Glendalough

LLC B444－ 21：49．7� 90．7�
611 ヒットリターンキー 牡2黒鹿55 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋ 2 〃 アタマ 10．1�
24 	 プールアンレーヴ 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 愛 Earl Ecurie Du
Grand Chene 470＋ 21：49．8� 14．5

713 アタンドリール 牡2黒鹿55 松岡 正海落合 幸弘氏 手塚 貴久 新冠 新冠橋本牧場 438－ 41：50．01� 57．3�
12 ヒ ッ ト マ ン 牡2栗 55 横山 和生�Basic 土田 稔 新冠 佐藤牧場 456＋ 21：50．85 151．4�
714 モンサンアルナイル 牡2栗 55 三浦 皇成山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 492＋ 81：51．01� 19．2�
817 グランクリューピサ 牝2鹿 54

51 ▲伴 啓太村田 哲朗氏 尾形 和幸 新ひだか 城地 和義 470± 01：51．31
 464．7�
36 ルフレドパシオン 牡2栗 55 今野 忠成吉田 照哉氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 506± 01：51．51� 278．4�

（川崎）

59 アデレードヒル 牝2鹿 54
52 △石川裕紀人吉田 和美氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 458＋ 81：51．71� 5．4�

35 オニノヘイゾウ 牡2栗 55 木幡 初広手嶋 康雄氏 尾形 和幸 新冠 奥山 博 454± 01：52．12� 143．8�
（16頭）

612 クラウンマーキュリ 牡2栗 55 武士沢友治矢野 恭裕氏 武市 康男 青森 青南ムラカミ
ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 28，814，800円 複勝： 42，585，800円 枠連： 19，327，900円
馬連： 68，207，100円 馬単： 39，296，400円 ワイド： 38，013，600円
3連複： 91，745，400円 3連単： 120，371，800円 計： 448，362，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 210円 � 110円 � 370円 枠 連（5－8） 330円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，330円 �� 770円

3 連 複 ��� 3，770円 3 連 単 ��� 20，360円

票 数

単勝票数 差引計 288148（返還計 33） 的中 � 34171（3番人気）
複勝票数 差引計 425858（返還計 166） 的中 � 41915（4番人気）� 150468（1番人気）� 19212（7番人気）
枠連票数 差引計 193279（返還計 3 ） 的中 （5－8） 44264（1番人気）
馬連票数 差引計 682071（返還計 275） 的中 �� 60348（3番人気）
馬単票数 差引計 392964（返還計 129） 的中 �� 13260（7番人気）
ワイド票数 差引計 380136（返還計 268） 的中 �� 28612（3番人気）�� 6830（16番人気）�� 12346（9番人気）
3連複票数 差引計 917454（返還計 690） 的中 ��� 18213（11番人気）
3連単票数 差引計1203718（返還計 827） 的中 ��� 4286（58番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―35．6―48．2―1：01．1―1：13．9―1：25．8―1：37．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F35．2

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

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

勝馬の
紹 介

エ デ ィ ク ト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2015．8．29 新潟2着

2013．1．10生 牡2鹿 母 サンクスノート 母母 スリーソウツ 4戦1勝 賞金 8，800，000円
〔出走取消〕 クラウンマーキュリ号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3106411月22日 曇
（ 芝 ）良
（ダート）良 （27東京5）第6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

710 ピッツネイル 牝4芦 58 山本 康志 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか カントリー牧場 502－ 23：25．9 21．7�

11 オールデフィート 牡4鹿 60 五十嵐雄祐�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 笹地牧場 492＋123：26．11 5．6�
22 ニシノファブレッド 牡7鹿 60 浜野谷憲尚福田 光博氏 根本 康広 むかわ 西山牧場 B488＋ 23：26．42 11．5�
44 シゲルヒノクニ 牡3栗 58 草野 太郎森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 中村 雅明 494＋ 63：26．61 1．9�
68 コーリンジャヴロー 牡4鹿 60 上野 翔伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 480＋ 63：29．0大差 16．9	
55 タイキフロンティア 牡3黒鹿58 小野寺祐太�大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 462＋ 23：30．59 61．5

56 セイクリッドロード �6鹿 60 蓑島 靖典岡田 牧雄氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 512－ 63：30．6� 20．3�
811 レジェンドパワー �3黒鹿58 大江原 圭西村新一郎氏 中野 栄治 日高 旭 牧場 436＋ 83：31．13 78．4�
67 ディープフォンテン �4栗 60 原田 和真吉橋 計氏 戸田 博文 新ひだか 田中 裕之 474＋ 63：31．84 56．7
33 シゲルウシュウ 牡4栗 60 金子 光希森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 奥山 博 466＋ 23：32．11� 22．7�
79 	 ローレンルーナ �6鹿 60 江田 勇亮林 正道氏 田村 康仁 米 Yoichi

Aoyama 484± 03：36．7大差 6．1�
812 トウショウハマー 牡6栗 60 石神 深一トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 580＋ 43：41．1大差 14．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 17，589，300円 複勝： 23，321，600円 枠連： 12，320，100円
馬連： 41，779，600円 馬単： 28，580，100円 ワイド： 23，233，100円
3連複： 62，307，400円 3連単： 93，150，700円 計： 302，281，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，170円 複 勝 � 610円 � 230円 � 260円 枠 連（1－7） 1，650円

馬 連 �� 6，820円 馬 単 �� 18，300円

ワ イ ド �� 1，790円 �� 2，610円 �� 730円

3 連 複 ��� 13，850円 3 連 単 ��� 109，630円

票 数

単勝票数 計 175893 的中 � 6477（8番人気）
複勝票数 計 233216 的中 � 8606（8番人気）� 28632（2番人気）� 24638（4番人気）
枠連票数 計 123201 的中 （1－7） 5775（6番人気）
馬連票数 計 417796 的中 �� 4744（24番人気）
馬単票数 計 285801 的中 �� 1171（51番人気）
ワイド票数 計 232331 的中 �� 3291（19番人気）�� 2218（32番人気）�� 8529（6番人気）
3連複票数 計 623074 的中 ��� 3372（49番人気）
3連単票数 計 931507 的中 ��� 616（311番人気）
上り 1マイル 1：48．7 4F 53．5－3F 40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�

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

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

勝馬の
紹 介

ピッツネイル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Nureyev デビュー 2013．8．3 小倉4着

2011．4．18生 牝4芦 母 ス ヴ レ ッ タ 母母 Naughty Nana 障害：1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 オールデフィート号の騎手五十嵐雄祐は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
〔その他〕 トウショウハマー号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 トウショウハマー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年1月22日まで出走できない。



3106511月22日 曇 良 （27東京5）第6日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時10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

36 マレボプール 牡2鹿 55
53 △石川裕紀人 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 512 ―1：24．5 3．7�

510 ギャラクシーセレブ 牝2鹿 54 T．ベリー 松村 真司氏 加藤 征弘 新冠 スカイビーチステーブル 452 ―1：24．71� 9．1�
（豪）

713� スキャットエディ 牡2鹿 55 A．シュタルケ 林 正道氏 斎藤 誠 米 Machmer
Hall 472 ― 〃 ハナ 7．1�

（グレートエディ） （独）

714 コスモリシャール 牡2黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新ひだか 静内酒井牧場 446 ―1：25．44 39．1�
611 ベ ー ジ ョ 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 浦河 山田 昇史 486 ―1：25．5	 174．1�
35 � アイアンヒロイン 牝2鹿 54 田辺 裕信大野 照旺氏 森 秀行 米 Jack Dick-

erson 484 ― 〃 アタマ 4．5	
815 リ リ ス モ 牡2栗 55 三浦 皇成 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458 ― 〃 同着 16．8

612 ピーエムルッカ 牝2鹿 54 北村 宏司松山 毅氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 446 ― 〃 アタマ 4．8�
816 ディアシェダル 牝2青鹿54 大野 拓弥ディアレスト 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 408 ―1：25．71� 150．7�
23 カシノネイマール 牡2鹿 55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 広富牧場 444 ― 〃 ハナ 134．8
11 ツクバキセキ 牡2鹿 55 柴田 善臣荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 434 ― 〃 クビ 8．0�
47 シンソウノマドンナ 牝2青鹿54 吉田 隼人江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 458 ―1：26．23 66．7�
59 ダイメイスター 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹宮本 孝一氏 石栗 龍彦 日高 横井 哲 432 ―1：26．73 110．9�
48 シゲルマトウダイ 牡2鹿 55 内田 博幸森中 蕃氏 伊藤 正徳 新ひだか 三木田牧場 432 ―1：27．12	 30．7�
12 テンホウブルース 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎�向別牧場 根本 康広 新ひだか 株式会社U・M・A 442 ―1：27．2
 236．9�
24 キ ー ラ イ ム 牝2鹿 54 江田 照男吉田 照哉氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 392 ―1：27．62	 56．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，688，400円 複勝： 31，470，600円 枠連： 18，706，300円
馬連： 58，946，500円 馬単： 32，613，600円 ワイド： 29，256，800円
3連複： 74，377，500円 3連単： 97，122，800円 計： 365，182，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 240円 � 210円 枠 連（3－5） 1，000円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 3，550円

ワ イ ド �� 800円 �� 710円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 4，220円 3 連 単 ��� 19，840円

票 数

単勝票数 計 226884 的中 � 48255（1番人気）
複勝票数 計 314706 的中 � 53976（2番人気）� 30814（5番人気）� 38914（4番人気）
枠連票数 計 187063 的中 （3－5） 14357（4番人気）
馬連票数 計 589465 的中 �� 24130（10番人気）
馬単票数 計 326136 的中 �� 6875（16番人気）
ワイド票数 計 292568 的中 �� 9484（11番人気）�� 10707（8番人気）�� 7040（15番人気）
3連複票数 計 743775 的中 ��� 13207（15番人気）
3連単票数 計 971228 的中 ��� 3549（70番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．6―13．1―11．7―10．9―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．0―24．7―37．3―50．4―1：02．1―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マレボプール �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

2013．3．11生 牡2鹿 母 スプリットザナイト 母母 サ ウ ン ド 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※ダイメイスター号は，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。

3106611月22日 曇 良 （27東京5）第6日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走12時40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
1：34．1
1：33．3

不良
良

714 パープルセイル 牝4黒鹿55 T．ベリー 吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：38．2 2．9�
（豪）

510� ピンクシャドウ 牝4栗 55 江田 照男 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか ケイアイファーム 488－ 81：38．41� 13．9�
23 リースリング 牝4栗 55 北村 宏司池谷 誠一氏 竹内 正洋 新ひだか 桜井牧場 460＋ 21：38．71� 5．4�
611 エドノプリンセス 牝4鹿 55 田中 勝春遠藤 喜松氏 菊沢 隆徳 新ひだか 沖田 忠幸 460－ 41：38．91	 8．3�
713 エルシェロアスール 牝5栗 55 内田 博幸山下 恭茂氏 伊藤 伸一 浦河 山下 恭茂 488－ 4 〃 アタマ 7．2�
11 ディオーサシチー 牝5鹿 55

52 ▲井上 敏樹 �友駿ホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 幌村牧場 476－ 21：39．32� 35．1	
24 コウセイマユヒメ 牝4鹿 55 今野 忠成杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 452＋ 41：39．4� 16．9


（川崎）

12 リンガスアリュール 牝4栗 55 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 516－ 21：39．5� 21．9�
47 トーセンメリッサ 牝3青 54 嶋田 純次島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 452－ 2 〃 クビ 280．2
816 ハナズプルメリア 牝3黒鹿 54

51 ▲伴 啓太M．タバート氏 加藤 和宏 日高 シンボリ牧場 418＋ 21：39．6クビ 38．9�
48 アイヅラブリー 牝4鹿 55 杉原 誠人真部 晴德氏 佐藤 吉勝 日高 ナカノファーム B478＋ 8 〃 クビ 142．7�
35 ジーガールージュ 牝3栗 54 三浦 皇成�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 506＋ 81：39．7クビ 16．5�
36 カズノネネヒメ 牝3鹿 54 田辺 裕信鈴木 可一氏 小西 一男 浦河 谷川牧場 446＋ 21：40．12� 6．9�
612 パルパルパピヨン 牝3鹿 54 吉田 隼人堀口 晴男氏 尾形 和幸 新ひだか 田中 裕之 478＋ 41：40．41� 71．3�
59 オンユアマーク 牝3青鹿54 大野 拓弥ディアレストクラブ� 新開 幸一 浦河 杵臼斉藤牧場 444－ 41：41．67 98．1�
815� ウ ー マ ン 牝3青鹿 54

51 ▲野中悠太郎栗本 博晴氏 大江原 哲 日高 加藤牧場 460＋ 41：42．23� 297．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，857，400円 複勝： 35，274，500円 枠連： 23，097，500円
馬連： 70，593，100円 馬単： 35，227，000円 ワイド： 38，344，900円
3連複： 91，460，900円 3連単： 111，455，900円 計： 429，311，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 370円 � 180円 枠 連（5－7） 1，820円

馬 連 �� 2，690円 馬 単 �� 4，050円

ワ イ ド �� 960円 �� 410円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 5，610円 3 連 単 ��� 23，640円

票 数

単勝票数 計 238574 的中 � 64386（1番人気）
複勝票数 計 352745 的中 � 79063（1番人気）� 18094（7番人気）� 52545（2番人気）
枠連票数 計 230975 的中 （5－7） 9800（9番人気）
馬連票数 計 705931 的中 �� 20338（10番人気）
馬単票数 計 352270 的中 �� 6509（12番人気）
ワイド票数 計 383449 的中 �� 9947（9番人気）�� 26469（1番人気）�� 5893（20番人気）
3連複票数 計 914609 的中 ��� 12212（15番人気）
3連単票数 計1114559 的中 ��� 3418（52番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．4―35．1―47．3―59．6―1：12．2―1：25．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パープルセイル �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Garde Royale デビュー 2013．11．3 東京7着

2011．2．22生 牝4黒鹿 母 ガゼルロワイヤル 母母 Beautywal 16戦2勝 賞金 21，700，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 アンジェラスベル号
※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。



3106711月22日 曇 良 （27東京5）第6日 第7競走 ��1，300�サラブレッド系3歳以上
発走13時10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

12 メイショウカノン 牡4青鹿57 内田 博幸松本 好�氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 468－ 81：18．9 5．4�
713 コンドルヒデオ 牡3鹿 56 A．シュタルケ Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 小島牧場 500＋ 2 〃 クビ 10．5�

（独）

36 ウェイトアンドシー �4黒鹿57 柴田 大知岡田 牧雄氏 新開 幸一 浦河 高村牧場 494－ 41：19．0� 2．1�
35 ダイメイリシャール 牡4栗 57

54 ▲井上 敏樹宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 500＋ 4 〃 ハナ 14．4�
816 フィンデルムンド 牡7鹿 57

54 ▲伴 啓太 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム B490＋ 61：19．21 106．0	
59 ブラウンカイ 牡4鹿 57 丸山 元気キャピタルクラブ 武藤 善則 新ひだか 沖田 博志 474± 01：19．51� 56．3

714� ジュエルプラネット �4鹿 57 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 436－10 〃 ハナ 18．5�
815� アサクサレーサー 牡4黒鹿57 大野 拓弥田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 486± 0 〃 アタマ 8．2�
11 トーセンスティング 牡4鹿 57 田中 勝春島川 �哉氏 古賀 史生 日高 川端 正博 538＋161：19．71 143．8
24 モンサンビアンカ 牝3芦 54 田辺 裕信山下 新一氏 菊沢 隆徳 新冠 秋田牧場 456＋ 61：20．02 6．5�
612 ダンガンコゾウ 牡3栗 56 木幡 初広海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 498＋ 81：20．1	 166．9�
47 ハリケーンリリー �4鹿 57 三浦 皇成山上 和良氏 中川 公成 浦河 木村牧場 514＋10 〃 アタマ 40．7�
23 ジャストサウンド 牡3鹿 56 小牧 太増田 雄一氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 454－ 21：20．41	 249．8�
510� アオジャシン 牡3芦 56 T．ベリー �下河辺牧場 木村 哲也 日高 下河辺牧場 470－ 6 〃 ハナ 27．1�

（豪）

48 ヒカリセット 牡4青鹿57 江田 照男�ヒカリクラブ 南田美知雄 日高 ヤナガワ牧場 478－ 2 〃 ハナ 242．9�
611 サトノピスケス 牡3栗 56

54 △石川裕紀人里見 治氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 470＋ 41：20．61
 315．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，224，800円 複勝： 51，069，000円 枠連： 22，080，900円
馬連： 88，330，300円 馬単： 47，513，200円 ワイド： 48，047，000円
3連複： 114，410，100円 3連単： 158，177，100円 計： 562，852，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 160円 � 220円 � 110円 枠 連（1－7） 1，750円

馬 連 �� 2，890円 馬 単 �� 5，530円

ワ イ ド �� 750円 �� 250円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 16，380円

票 数

単勝票数 計 332248 的中 � 48760（2番人気）
複勝票数 計 510690 的中 � 70725（2番人気）� 38694（5番人気）� 185224（1番人気）
枠連票数 計 220809 的中 （1－7） 9756（6番人気）
馬連票数 計 883303 的中 �� 23615（9番人気）
馬単票数 計 475132 的中 �� 6434（17番人気）
ワイド票数 計 480470 的中 �� 14116（8番人気）�� 55601（1番人気）�� 38702（2番人気）
3連複票数 計1144101 的中 ��� 52449（3番人気）
3連単票数 計1581771 的中 ��� 7001（44番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．0―29．5―41．9―54．2―1：06．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウカノン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．2 東京4着

2011．3．16生 牡4青鹿 母 カパルアベイ 母母 カ パ ル ア 20戦3勝 賞金 41，600，000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。

3106811月22日 曇 良 （27東京5）第6日 第8競走 ��
��2，300�サラブレッド系3歳以上

発走13時40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
2：18．5
2：18．3

良
良

35 クリプトグラム 牡3栗 55 内田 博幸 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 480＋242：20．2 6．7�
23 マイネルカレッツァ 牡3黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中舘 英二 日高 白井牧場 506＋ 82：20．41� 7．9�
59 ミュゼダルタニアン 牡3栗 55 柴田 善臣坂本 肇氏 高市 圭二 千歳 社台ファーム 512＋ 22：20．61	 5．8�
24 サブライムカイザー 牡3鹿 55 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 496± 0 〃 クビ 6．8�
816 ウェルブレッド 牡3黒鹿55 T．ベリー �サンデーレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438± 02：20．7クビ 3．7	
（豪）

713 ウインブルーローズ 牡3鹿 55 松岡 正海�ウイン 高橋 祥泰 浦河 鎌田 正嗣 474－ 42：20．8
 50．3

11 ビレッジソング 牝4鹿 55

52 ▲井上 敏樹岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 436－ 22：21．01	 30．7�
48 タイセイボルト 牡5青鹿57 石橋 脩田中 成奉氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 B470－ 82：21．21	 260．6�
47 サーストンコラルド 牡4鹿 57 田辺 裕信齊藤 宣勝氏 戸田 博文 新ひだか 藤沢牧場 466－ 62：21．3クビ 5．4
714 ヴァーサトル 牡3黒鹿55 小牧 太水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 474－102：21．51	 125．1�
36 フォワードカール 牝4鹿 55

52 ▲木幡 初也 �シルクレーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 468＋ 22：21．6
 209．6�
612 ナンヨーテンプル 牡3黒鹿55 吉田 隼人中村 德也氏 奥平 雅士 新ひだか 桜井牧場 488－ 2 〃 ハナ 69．4�
815 ストーリーセラー 牡4鹿 57

55 △石川裕紀人 �サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム 528＋122：21．81	 30．2�
12 アキトプレスト 牡3栗 55 江田 照男岡田 昭利氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 484＋ 2 〃 クビ 68．4�
510 マイネルヴェルス 牡4鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 540± 02：22．54 17．3�
611 トーホウスマート 牡5栗 57 三浦 皇成東豊物産� 武藤 善則 浦河 有限会社

吉田ファーム 464＋ 4 〃 クビ 53．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，627，400円 複勝： 54，896，500円 枠連： 27，034，100円
馬連： 101，384，300円 馬単： 47，042，400円 ワイド： 51，370，800円
3連複： 126，127，100円 3連単： 163，565，700円 計： 605，048，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 260円 � 240円 � 210円 枠 連（2－3） 1，400円

馬 連 �� 3，080円 馬 単 �� 5，930円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 1，020円 �� 790円

3 連 複 ��� 6，430円 3 連 単 ��� 37，080円

票 数

単勝票数 計 336274 的中 � 39783（4番人気）
複勝票数 計 548965 的中 � 53554（6番人気）� 59322（5番人気）� 73666（2番人気）
枠連票数 計 270341 的中 （2－3） 14898（7番人気）
馬連票数 計1013843 的中 �� 25452（15番人気）
馬単票数 計 470424 的中 �� 5942（29番人気）
ワイド票数 計 513708 的中 �� 12914（13番人気）�� 12870（14番人気）�� 16957（9番人気）
3連複票数 計1261271 的中 ��� 14711（22番人気）
3連単票数 計1635657 的中 ��� 3198（131番人気）

ハロンタイム 7．2―11．4―12．4―12．8―12．5―12．2―12．3―12．2―12．0―11．7―11．5―12．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100�
7．2―18．6―31．0―43．8―56．3―1：08．5―1：20．8―1：33．0―1：45．0―1：56．7―2：08．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリプトグラム �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．10．12 京都2着

2012．5．14生 牡3栗 母 チアズメッセージ 母母 チアズダンサー 5戦2勝 賞金 19，356，000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。



3106911月22日 曇 良 （27東京5）第6日 第9競走 ��
��1，400�か ら ま つ 賞

発走14時15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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．2
1：20．3

良
良

44 トウショウドラフタ 牡2栗 55 田辺 裕信トウショウ産業� 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 460＋ 41：21．6 2．9�
55 � ルグランフリソン 牡2鹿 55 小牧 太前田 幸治氏 中竹 和也 米 Green Lantern

Stables, LLC 464－ 41：21．81� 2．9�
11 	 フレンチイデアル 牡2鹿 55 丸山 元気杉山 忠国氏 伊藤 大士 新ひだか 明治牧場 490＋ 81：21．9クビ 6．0�
810 アッラサルーテ 牝2栗 54 内田 博幸吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 466± 0 〃 クビ 4．5�
22 トモジャクール 牝2黒鹿54 田中 勝春吉冨 学氏 栗田 徹 浦河 笹島 政信 430－ 41：22．43 62．7�
77 ス ミ レ 牝2鹿 54 T．ベリー 林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 438－ 41：22．61
 11．1	

（豪）

78 	 ポートレイト 牝2黒鹿54 大庭 和弥グリーンスウォード高市 圭二 新冠 長浜牧場 416＋ 2 〃 アタマ 54．8

89 �� ワールドプリンス 牡2鹿 55 今野 忠成国田 正忠氏 小久保 智 愛

Peter Grimes
& The Late
Jackie Grimes

B472－ 31：23．02� 84．8�
（浦和） （川崎）

33 ジ ュ ン ゲ ル 牡2鹿 55 北村 宏司幅田 昌伸氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 450＋ 81：23．1クビ 26．0�
66 	 バーバリライオン 牡2鹿 55 石橋 脩村山 忠弘氏 根本 康広 日高 株式会社カ

ネツ牧場 476＋281：23．52� 201．4
（10頭）

売 得 金
単勝： 41，331，600円 複勝： 47，721，100円 枠連： 18，364，000円
馬連： 108，484，300円 馬単： 70，711，800円 ワイド： 43，470，800円
3連複： 123，200，500円 3連単： 262，560，900円 計： 715，845，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連（4－5） 400円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 180円 �� 310円 �� 320円

3 連 複 ��� 600円 3 連 単 ��� 2，110円

票 数

単勝票数 計 413316 的中 � 112518（2番人気）
複勝票数 計 477211 的中 � 122790（1番人気）� 118436（2番人気）� 63121（4番人気）
枠連票数 計 183640 的中 （4－5） 35484（1番人気）
馬連票数 計1084843 的中 �� 222390（1番人気）
馬単票数 計 707118 的中 �� 77217（1番人気）
ワイド票数 計 434708 的中 �� 73899（1番人気）�� 32421（4番人気）�� 30614（5番人気）
3連複票数 計1232005 的中 ��� 152779（2番人気）
3連単票数 計2625609 的中 ��� 90170（2番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．6―12．3―11．6―10．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．8―47．1―58．7―1：09．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウショウドラフタ �
�
父 アンライバルド �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2015．6．13 東京1着

2013．3．6生 牡2栗 母 ウイッチトウショウ 母母 サマンサトウショウ 5戦2勝 賞金 20，873，000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。

3107011月22日 曇 良 （27東京5）第6日 第10競走 ��
��1，600�ユートピアステークス

発走14時50分 （芝・左）
牝，3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�

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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

36 レッドセシリア 牝5鹿 55 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 438± 01：33．6 7．3�
35 マジックタイム 牝4黒鹿55 石川裕紀人 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 474＋ 2 〃 アタマ 3．7�
11 コンテッサトゥーレ 牝3鹿 54 T．ベリー �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 450＋ 81：33．81� 8．2�

（豪）

24 チェリーヒロイン 牝6栗 55 田中 勝春伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 426－ 2 〃 クビ 97．4�
816 トーセンビクトリー 牝3鹿 54 柴田 善臣島川 	哉氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 446－ 81：34．01	 3．7

612 プ ロ ク リ ス 牝4栗 55 石橋 脩 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 494± 01：34．21	 9．2�
510 エターナルムーン 牝5鹿 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 浦河 櫛桁牧場 B484＋ 61：34．3
 104．1�
59 ボンジュールココロ 牝5鹿 55 柴田 大知田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 480± 01：34．4クビ 69．7
47 マーブルカテドラル 牝4鹿 55 田辺 裕信 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 454＋ 2 〃 アタマ 21．8�
48 イントロダクション 牝4栗 55 横山 和生 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 450± 0 〃 クビ 45．6�
23 テンダリーヴォイス 牝3鹿 54 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 430＋10 〃 ハナ 18．3�
818 ケイティバローズ 牝5鹿 55 大野 拓弥猪熊 広次氏 角田 晃一 新冠 石郷岡 雅樹 B498－ 41：34．71
 31．2�
12 コレクターアイテム 牝5黒鹿55 今野 忠成�G1レーシング 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 472－ 6 〃 クビ 89．3�

（川崎）

715 スリーカーニバル 牝5鹿 55 古川 吉洋永井商事� 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 464－ 81：35．12� 145．9�
817 トーセンソレイユ 牝5鹿 55 内田 博幸島川 	哉氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 438± 01：35．31	 7．7�
611 シンジュボシ 牝5栗 55 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 浦河 駿河牧場 B496－ 61：35．93� 185．9�
714 レッドキャンティー 牝4栗 55 江田 照男�コオロ 萱野 浩二 浦河 オンワード牧場 452＋ 41：36．85 117．7�
713 サクラプレジール 牝5青 55 松岡 正海�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 新和牧場 B488－181：38．39 155．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 56，592，300円 複勝： 85，379，700円 枠連： 59，592，200円
馬連： 195，336，200円 馬単： 84，075，400円 ワイド： 86，672，500円
3連複： 253，640，700円 3連単： 338，004，900円 計： 1，159，293，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 230円 � 170円 � 280円 枠 連（3－3） 1，480円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，340円 �� 830円

3 連 複 ��� 4，160円 3 連 単 ��� 23，150円

票 数

単勝票数 計 565923 的中 � 61302（3番人気）
複勝票数 計 853797 的中 � 95002（3番人気）� 153340（2番人気）� 71049（6番人気）
枠連票数 計 595922 的中 （3－3） 31075（7番人気）
馬連票数 計1953362 的中 �� 113797（3番人気）
馬単票数 計 840754 的中 �� 19920（9番人気）
ワイド票数 計 866725 的中 �� 42867（3番人気）�� 15917（16番人気）�� 26690（8番人気）
3連複票数 計2536407 的中 ��� 45671（10番人気）
3連単票数 計3380049 的中 ��� 10584（57番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．3―47．0―59．0―1：10．5―1：21．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F34．6
3 12－1（8，15）4（3，10）（6，16）（2，5，9）（13，17）7，18，11，14 4 12－（1，15）（4，8）（3，10）（6，16）（2，9）（5，13，17）（7，18）11－14

勝馬の
紹 介

レッドセシリア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Selkirk デビュー 2012．10．21 東京1着

2010．2．3生 牝5鹿 母 サ セ ッ テ ィ 母母 My Potters 19戦5勝 賞金 115，790，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サクラプレジール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年12月22日まで平

地競走に出走できない。
※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 レッドオリヴィア号
※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。

２レース目



3107111月22日 曇 良 （27東京5）第6日 第11競走 ��
��1，400�

しもつき

霜月ステークス
発走15時30分 （ダート・左）
3歳以上，26．11．22以降27．11．15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 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000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

24 マルカフリート 牡9鹿 57 石橋 脩日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 488＋ 61：23．2 30．9�
612 グレイスフルリープ 牡5栗 57 内田 博幸前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 544＋101：23．41� 3．0�
23 ピ ン ポ ン 牡5鹿 53 伊藤 工真小田切有一氏 田中 章博 新冠 大栄牧場 462＋ 2 〃 クビ 42．6�
611 ヒラボクプリンス 牡5鹿 55 三浦 皇成�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 486－ 81：24．03� 23．2�
59 キクノストーム 牡6鹿 56 今野 忠成菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 高村牧場 500± 0 〃 クビ 4．9�

（川崎）

36 	 チャーリーブレイヴ 
5鹿 54 田辺 裕信林 正道氏 尾関 知人 米 Mike
Abraham 492± 01：24．31� 6．0	

35 � サクラレグナム 牡6栗 55 丸山 元気�さくらコマース金成 貴史 新冠 川上牧場 514± 0 〃 アタマ 12．5

12 ネオザウイナー 牡7青鹿53 柴田 大知小林 仁幸氏 小崎 憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B500－ 21：24．4� 101．8�
713 カーティスバローズ 牡5鹿 54 吉田 隼人猪熊 広次氏 中竹 和也 浦河 大北牧場 498－101：24．5� 57．4�
510 カチューシャ 牝6栃栗54 石川裕紀人窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 486－ 21：24．81� 18．7
816 カ ジ キ 牡6鹿 55 小牧 太幅田 昌伸氏 笹田 和秀 新ひだか 千代田牧場 500± 01：25．01� 8．2�
48 シンキングマシーン 
6黒鹿52 北村 宏司岡田 牧雄氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 506＋ 61：26．17 35．9�
47 ラヴィアンクレール 牡7黒鹿54 A．シュタルケ �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 462± 01：26．31� 30．7�

（独）

815 シセイオウジ 牡8栗 54 松岡 正海猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 458－ 21：27．57 137．4�
714 デルマヌラリヒョン 牡5鹿 54 柴田 善臣浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 502＋ 61：27．6� 18．4�
11 	 エーシントップ 牡5黒鹿57 T．ベリー �栄進堂 西園 正都 米

Randal Family Trust,
R David & Marylyn
A Randal Trustees

B540＋ 2 〃 ハナ 17．3�
（豪）

（16頭）

売 得 金
単勝： 64，876，800円 複勝： 83，473，300円 枠連： 67，757，800円
馬連： 288，893，100円 馬単： 129，443，900円 ワイド： 113，510，400円
3連複： 386，264，000円 3連単： 572，841，300円 計： 1，707，060，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，090円 複 勝 � 670円 � 160円 � 770円 枠 連（2－6） 2，470円

馬 連 �� 4，300円 馬 単 �� 13，380円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 6，790円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 36，520円 3 連 単 ��� 254，790円

票 数

単勝票数 計 648768 的中 � 16773（11番人気）
複勝票数 計 834733 的中 � 26735（12番人気）� 187904（1番人気）� 22773（13番人気）
枠連票数 計 677578 的中 （2－6） 21219（8番人気）
馬連票数 計2888931 的中 �� 51966（14番人気）
馬単票数 計1294439 的中 �� 7251（46番人気）
ワイド票数 計1135104 的中 �� 18843（14番人気）�� 4215（68番人気）�� 15229（21番人気）
3連複票数 計3862640 的中 ��� 7932（115番人気）
3連単票数 計5728413 的中 ��� 1630（741番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．0―12．0―12．8―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．6―33．6―45．6―58．4―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルカフリート �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 タヤスツヨシ デビュー 2008．11．15 京都2着

2006．4．13生 牡9鹿 母 スプリングアマイン 母母 ダイナマイン 27戦9勝 賞金 184，040，000円
［他本会外：1戦1勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の15頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ワンダーコロアール号
（非抽選馬）14頭 アヴニールマルシェ号・コナブリュワーズ号・サウンドリアーナ号・サンライズブレット号・シンゼンレンジャー号・

タイセイファントム号・ダノンメジャー号・ダブルスター号・ダローネガ号・タールタン号・ニザエモン号・
ベルサリエーレ号・マイネルエテルネル号・レンイングランド号

※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。

3107211月22日 曇 良 （27東京5）第6日 第12競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走16時05分 （芝・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
1：44．2
1：43．9

良
良

89 キングカラカウア 牡3黒鹿55 T．ベリー 窪田 芳郎氏 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 494± 01：49．2 2．5�
（豪）

77 オンタケハート 牡4鹿 57 北村 宏司宮原 廣伸氏 伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 484＋ 21：49．3� 6．9�
22 ストリートキャップ 牡3芦 55 田辺 裕信 �ローレルレーシング 斎藤 誠 新冠 佐藤 信広 478＋ 2 〃 ハナ 4．3�
78 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 446－ 61：49．51� 11．0�
33 ケツァルコアトル 牡5青鹿57 西村 太一�ミルファーム 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 520＋ 61：49．92� 160．0	
66 スマイルシャワー 牝4鹿 55 田中 勝春 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 490± 0 〃 クビ 4．1

55 スパーブデイ 牡4鹿 57

55 △石川裕紀人藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 524－ 61：50．32� 11．1�
44 レッドカチューシャ 牝5青鹿55 松岡 正海 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 474± 0 〃 アタマ 31．3�
11 ディープサウンド 牡7鹿 57 津村 明秀増田 雄一氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 480＋101：51．25 46．0
810 ゴーゴーヒュウガ 牡7鹿 57

54 ▲伴 啓太永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか 北海道静内農業高等学校 B456－ 21：51．62� 196．8�
（10頭）

売 得 金
単勝： 52，887，400円 複勝： 53，699，900円 枠連： 28，462，800円
馬連： 142，366，500円 馬単： 82，212，700円 ワイド： 58，074，600円
3連複： 164，045，800円 3連単： 356，934，400円 計： 938，684，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 160円 � 140円 枠 連（7－8） 490円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 350円 �� 280円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 4，950円

票 数

単勝票数 計 528874 的中 � 165499（1番人気）
複勝票数 計 536999 的中 � 149035（1番人気）� 69428（4番人気）� 88518（3番人気）
枠連票数 計 284628 的中 （7－8） 44380（1番人気）
馬連票数 計1423665 的中 �� 131972（3番人気）
馬単票数 計 822127 的中 �� 50117（3番人気）
ワイド票数 計 580746 的中 �� 41838（3番人気）�� 57063（2番人気）�� 29048（8番人気）
3連複票数 計1640458 的中 ��� 101173（3番人気）
3連単票数 計3569344 的中 ��� 52228（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．8―38．4―50．9―1：03．1―1：15．3―1：26．8―1：37．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．1―3F33．9

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

勝馬の
紹 介

キングカラカウア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．12．28 中山2着

2012．4．20生 牡3黒鹿 母 ジ タ ー ナ 母母 マ ル バ イ ユ 10戦3勝 賞金 39，782，000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6日 11月22日（日曜日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 178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

211，770，000円
2，080，000円
7，510，000円
1，490，000円
19，180，000円
70，769，000円
5，326，400円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
422，471，400円
642，238，400円
329，255，300円
1，280，484，100円
672，518，800円
594，533，700円
1，647，303，700円
2，528，091，700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 8，116，897，100円

総入場人員 38，950名 （有料入場人員 35，014名）
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