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3004911月22日 晴 稍重 （26東京5）第5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）

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
1：23．1
1：23．1

重
重

611 マ ハ ロ マ ナ 牝2鹿 54 内田 博幸友水 達也氏 水野 貴広 日高 木村牧場 516－ 61：26．3 2．3�
23 ノーフェイト 牝2栗 54 田中 勝春髙樽さゆり氏 栗田 徹 浦河 小島牧場 450－ 4 〃 クビ 9．0�
11 エバーキュート 牝2栗 54 横山 典弘宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 446＋ 61：26．83 15．6�
12 パンプルムース 牝2黒鹿 54

51 ▲木幡 初也落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 新冠橋本牧場 502－ 81：26．9� 10．4�
612 アンジュデトワール 牝2鹿 54 柴山 雄一 �シルクレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 456± 01：27．0� 15．7�
36 エヴリホープ 牝2栗 54 戸崎 圭太	Basic 田村 康仁 新冠 佐藤 信広 434＋ 4 〃 クビ 5．0

47 イヌイジェニー 牝2黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人井上 一郎氏 大江原 哲 様似 中脇 一幸 B468＋ 41：27．63� 16．1�
714 スマイルハッピー 牝2鹿 54 柴田 善臣臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 山田 昇史 426± 01：27．8� 75．0�
815 メイスンヴィーナス 牝2栗 54 後藤 浩輝梅村 浩氏 岩戸 孝樹 新ひだか 土田 和男 472＋ 41：27．9� 12．2
24 スキップハート 牝2鹿 54 田辺 裕信飯田 良枝氏 斎藤 誠 新ひだか 千代田牧場 450－ 41：28．0� 19．6�
713 カ シ ノ リ ノ 牝2鹿 54

51 ▲長岡 禎仁柏木 務氏 天間 昭一 宮崎 田上 勝雄 482－ 61：28．1� 59．7�
59 トーセンルンバ 牝2栗 54 武士沢友治島川 �哉氏 菅原 泰夫 安平 ノーザンファーム 462＋ 41：28．2� 19．7�
510 ハシッテイイトモ 牝2鹿 54 西田雄一郎飯田 正剛氏 鈴木 伸尋 新ひだか 千代田牧場 438＋ 81：28．3クビ 220．0�
35 エマージングウルフ 牝2芦 54 横山 和生友水 達也氏 中野 栄治 浦河 有限会社

松田牧場 410＋ 41：28．4� 132．6�
48 トリプルマーメード 牝2青鹿54 丸山 元気平澤 創氏 根本 康広 日高 浦新 徳司 424＋ 61：30．9大差 261．5�
816 ツ バ サ 牝2芦 54 五十嵐雄祐鹽田 久義氏 浅野洋一郎 日高 門別 正 428± 01：31．32� 403．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，778，800円 複勝： 35，987，400円 枠連： 12，879，700円
馬連： 49，068，400円 馬単： 26，707，700円 ワイド： 27，097，800円
3連複： 60，202，300円 3連単： 85，925，300円 計： 317，647，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 250円 � 450円 枠 連（2－6） 740円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 510円 �� 810円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 4，670円 3 連 単 ��� 17，140円

票 数

単勝票数 計 197788 的中 � 67337（1番人気）
複勝票数 計 359874 的中 � 111223（1番人気）� 30530（3番人気）� 14520（9番人気）
枠連票数 計 128797 的中 （2－6） 13420（3番人気）
馬連票数 計 490684 的中 �� 36937（2番人気）
馬単票数 計 267077 的中 �� 12005（3番人気）
ワイド票数 計 270978 的中 �� 14417（2番人気）�� 8523（8番人気）�� 3278（23番人気）
3連複票数 計 602023 的中 ��� 9651（13番人気）
3連単票数 計 859253 的中 ��� 3633（39番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．3―36．4―49．1―1：01．7―1：13．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マ ハ ロ マ ナ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2014．11．1 東京2着

2012．3．5生 牝2鹿 母 ルピナスレイク 母母 ユメノトビラ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 ツバサ号の調教師浅野洋一郎は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
※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 シャインワンハート号

3005011月22日 晴 稍重 （26東京5）第5日 第2競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走10時15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
1：36．9
1：36．9

不良
不良

713� ゴールデンバローズ 牡2栗 55 R．ムーア 猪熊 広次氏 堀 宣行 米 Crossed Sa-
bres Farm 512－ 41：36．7レコード 1．3�

（英）

12 コスモボアソルテ 牡2芦 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 元茂 義一 482＋ 21：39．3大差 6．8�
36 シングルバレル 牡2栗 55 蛯名 正義芹澤 精一氏 田中 清隆 浦河 谷川牧場 480＋ 21：39．51� 20．5�
612 ベルウッドツルギ 牡2鹿 55 江田 照男鈴木 照雄氏 武市 康男 日高 メイプルファーム 446＋101：40．24 123．7�
47 タイセイプレシャス 牡2栗 55 大野 拓弥田中 成奉氏 池上 昌弘 新ひだか 前谷 武志 462－ 2 〃 クビ 207．4�
510 ロードトリニティ 牡2鹿 55 西田雄一郎 	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 468＋ 41：40．3	 190．0

714 クラウンリバティー 牡2鹿 55 田辺 裕信矢野 恭裕氏 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 490± 01：40．61
 12．7�
59 ズ コ ッ ト 牡2鹿 55 北村 宏司 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496＋ 81：40．81� 126．8�
35 コスモビオス 牡2黒鹿55 丹内 祐次岡田 繁幸氏 鈴木 康弘 新ひだか 泊 寿幸 532＋ 61：41．01� 72．3
48 ツェッペリン 牡2青鹿55 伊藤 工真窪田 康志氏 高柳 瑞樹 浦河 浦河小林牧場 446＋ 21：41．1	 92．1�
816 サルバドールクロス 牡2黒鹿55 石橋 脩則武 輝一氏 相沢 郁 浦河 北俣ファーム 480± 01：41．41
 66．2�
24 トーセンバレッタ 牝2黒鹿54 菅原 隆一島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 462－10 〃 アタマ 216．9�
611 トーセンジャズ 牡2黒鹿55 横山 典弘島川 �哉氏 奥平 雅士 新冠 秋田牧場 460± 01：41．82	 17．7�
11 プラムチャン 牝2青 54 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 452± 01：41．9	 69．3�
23 シベリアンマッシブ 牡2黒鹿 55

52 ▲木幡 初也藤田 在子氏 矢野 英一 新ひだか 木田牧場 B464－ 21：42．53	 18．5�
815 ロイヤルサルーン 牡2鹿 55 内田 博幸渡邊 隆氏 尾形 充弘 苫小牧 藤澤 昭勝 480＋ 61：42．71	 24．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，184，800円 複勝： 104，654，700円 枠連： 12，899，900円
馬連： 46，629，400円 馬単： 35，503，400円 ワイド： 26，661，100円
3連複： 57，243，200円 3連単： 108，445，500円 計： 415，222，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 140円 � 290円 枠 連（1－7） 400円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 220円 �� 390円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 1，830円 3 連 単 ��� 3，900円

票 数

単勝票数 計 231848 的中 � 137426（1番人気）
複勝票数 計1046547 的中 � 804825（1番人気）� 66619（2番人気）� 19479（7番人気）
枠連票数 計 128999 的中 （1－7） 24752（1番人気）
馬連票数 計 466294 的中 �� 83837（1番人気）
馬単票数 計 355034 的中 �� 51745（1番人気）
ワイド票数 計 266611 的中 �� 36511（1番人気）�� 16777（4番人気）�� 5141（13番人気）
3連複票数 計 572432 的中 ��� 23394（4番人気）
3連単票数 計1084455 的中 ��� 20143（6番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．5―12．7―12．6―12．8―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．0―34．5―47．2―59．8―1：12．6―1：24．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ゴールデンバローズ �
�
父 Tapit �

�
母父 Mayakovsky デビュー 2014．11．8 東京2着

2012．2．14生 牡2栗 母 Mother Russia 母母 Still Secret 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔その他〕 トーセンジャズ号・プラムチャン号・シベリアンマッシブ号・ロイヤルサルーン号は，1着馬がレコードタイムであったため，

「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 ウェイトゥゴー号・ポントス号
※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５日



3005111月22日 晴 良 （26東京5）第5日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走10時45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

59 ブライトバローズ 牡2鹿 55 R．ムーア 猪熊 広次氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 478－ 42：01．5 1．5�
（英）

36 ニシノハッスル 牡2鹿 55 後藤 浩輝西山 茂行氏 古賀 慎明 浦河 高昭牧場 494＋10 〃 クビ 16．7�
48 レッドルヴァン 牡2芦 55 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 482＋ 22：02．13� 3．7�
47 プラトンイミシャン 牡2鹿 55 松岡 正海池谷 誠一氏 粕谷 昌央 むかわ 上水牧場 458＋ 42：02．2クビ 40．5�
815 アルトサックス 牡2鹿 55 勝浦 正樹手嶋 康雄氏 松永 康利 新ひだか 佐竹 学 484＋ 42：02．52 251．4�
816 ファジーシステム 牡2鹿 55 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 434＋ 22：02．71� 171．7	
510 ドリームダン 牡2栗 55 柴山 雄一セゾンレースホース� 田島 俊明 新冠 村上牧場 476± 0 〃 ハナ 37．5

612 フ ォ ル サ 牡2黒鹿55 柴田 善臣桐谷 茂氏 堀井 雅広 新ひだか 落合 一巳 492＋ 4 〃 クビ 28．8�
24 シャドウチェイサー 牡2黒鹿55 北村 宏司飯塚 知一氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 472－ 4 〃 ハナ 9．9�
713 ク ピ ド 牡2鹿 55 津村 明秀ミルファーム 伊藤 伸一 新ひだか 友田牧場 458－ 42：02．8� 243．9�
23 ブリエアヴェニール 牡2鹿 55 蛯名 正義岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか タイヘイ牧場 492＋ 22：03．54 36．6�
611 コスモバーダン 牡2鹿 55 柴田 大知 ビッグレッドファーム 水野 貴広 浦河 大西ファーム 502＋ 42：03．6� 49．6�
12 コスモポッポ 牡2黒鹿55 丹内 祐次 ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 乾 皆雄 448＋ 42：03．81� 200．3�
11 メモリアルウッド 牡2黒鹿55 横山 和生合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 日高 出口牧場 492＋ 62：04．12 333．6�
714 カンタベリーバロン 牡2鹿 55

52 ▲原田 和真峰 哲馬氏 二本柳俊一 新冠 佐藤 静子 B458± 02：04．31� 450．5�
35 トーセンモバイル 牡2鹿 55 丸山 元気島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド B496＋ 62：05．15 252．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，654，300円 複勝： 95，541，100円 枠連： 16，906，300円
馬連： 52，908，000円 馬単： 37，640，100円 ワイド： 28，843，700円
3連複： 67，599，900円 3連単： 128，236，300円 計： 455，329，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 220円 � 110円 枠 連（3－5） 1，460円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 1，840円

ワ イ ド �� 500円 �� 150円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 5，920円

票 数

単勝票数 計 276543 的中 � 145836（1番人気）
複勝票数 計 955411 的中 � 707078（1番人気）� 23255（4番人気）� 97575（2番人気）
枠連票数 計 169063 的中 （3－5） 8956（5番人気）
馬連票数 計 529080 的中 �� 26956（4番人気）
馬単票数 計 376401 的中 �� 15262（5番人気）
ワイド票数 計 288437 的中 �� 12163（5番人気）�� 66478（1番人気）�� 9796（6番人気）
3連複票数 計 675999 的中 ��� 50364（4番人気）
3連単票数 計1282363 的中 ��� 15691（18番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―11．4―12．1―12．3―12．3―12．5―12．1―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．6―36．0―48．1―1：00．4―1：12．7―1：25．2―1：37．3―1：48．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．8―3F36．3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ブライトバローズ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．2 東京3着

2012．2．18生 牡2鹿 母 ジ ェ ダ イ ト 母母 グリーンポーラ 2戦1勝 賞金 6，800，000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。
（非当選馬） 1頭 ネコレーヌ号
※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。

3005211月22日 晴 良 （26東京5）第5日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走11時15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 ルナプロスペクター 牡2鹿 55 大野 拓弥 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 444－ 61：35．3 5．4�
48 フロレットアレー 牝2鹿 54 三浦 皇成 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 408± 01：35．51� 3．0�
23 ロッソマドンナ 牝2青鹿54 蛯名 正義星野 �男氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 408＋ 21：35．71� 10．3�
611 スターチェイサー 牡2芦 55 戸崎 圭太 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 474＋ 21：35．8クビ 3．6�
24 アイリーグレイ 牝2芦 54 内田 博幸前原 敏行氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム 438＋10 〃 クビ 44．2	
11 ライトザライト 牝2鹿 54

51 ▲石川裕紀人グリーンスウォード高市 圭二 新冠 競優牧場 468± 01：36．01� 339．7

818 ニシノユウキ 牝2芦 54 田辺 裕信西山 茂行氏 高木 登 新冠 川上牧場 454± 01：36．21� 11．6�
510 ツウローゼズ 牝2黒鹿54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 樋渡 志尚 440± 01：36．3� 175．2�
817 ウインレナータ 牝2黒鹿54 黛 弘人ウイン 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 422－ 2 〃 ハナ 68．5�
713 コスモカンプ 牡2鹿 55 柴田 大知岡田 繁幸氏 奥平 雅士 新ひだか 鹿嶋牧場 482－ 2 〃 アタマ 7．9�
816 メイショウスターク 牡2青鹿55 柴田 善臣松本 好雄氏 小島 太 浦河 林 孝輝 436＋ 2 〃 クビ 52．6�
47 タ マ ー ラ 牝2栗 54 丸山 元気�本桐牧場 的場 均 新ひだか 本桐牧場 438－ 21：36．4� 330．8�
715 ハイドンセット 牡2鹿 55 後藤 浩輝池谷 誠一氏 萩原 清 むかわ 上水牧場 460＋ 61：36．61 20．0�
35 ロックキャンディ 牝2黒鹿54 吉田 豊Basic 土田 稔 新冠 佐藤 信広 480－ 2 〃 ハナ 32．4�
12 ホッカイブラザーズ 牡2芦 55 武士沢友治�北海牧場 柴田 政人 新冠 長浜 忠 442＋ 41：37．02� 460．4�
36 コ ス モ カ フ 牡2鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 中田 英樹 422－ 2 〃 クビ 301．5�
59 カシノリコーダー 牝2鹿 54

51 ▲伴 啓太柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 B410± 01：37．85 463．1�
612 マイネルヴィゴラス 牡2鹿 55 石橋 脩 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム 474＋ 41：38．75 267．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 29，814，700円 複勝： 45，660，500円 枠連： 21，195，800円
馬連： 62，043，500円 馬単： 34，058，000円 ワイド： 32，023，000円
3連複： 72，803，700円 3連単： 105，291，000円 計： 402，890，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 190円 � 160円 � 250円 枠 連（4－7） 500円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 490円 �� 930円 �� 670円

3 連 複 ��� 3，410円 3 連 単 ��� 15，740円

票 数

単勝票数 計 298147 的中 � 43560（3番人気）
複勝票数 計 456605 的中 � 64232（3番人気）� 85260（2番人気）� 39668（5番人気）
枠連票数 計 211958 的中 （4－7） 32832（2番人気）
馬連票数 計 620435 的中 �� 48849（2番人気）
馬単票数 計 340580 的中 �� 12073（5番人気）
ワイド票数 計 320230 的中 �� 17279（4番人気）�� 8544（11番人気）�� 12154（6番人気）
3連複票数 計 728037 的中 ��� 15970（9番人気）
3連単票数 計1052910 的中 ��� 4847（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．1―35．7―47．7―1：00．1―1：12．0―1：23．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルナプロスペクター �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2014．10．5 新潟2着

2012．4．26生 牡2鹿 母 ムーンフェイズ 母母 アフターザサン 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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 イアペトス号・イワヌガハナ号・バリュープラン号



3005311月22日 晴 稍重 （26東京5）第5日 第5競走 ��1，300�サラブレッド系3歳以上
発走12時05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

816 スウィープアウェイ 牡3芦 56 北村 宏司藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 460± 01：18．6 8．0�
23 � アキノアッパー 牡4栗 57 西田雄一郎穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 畑端牧場 476－10 〃 クビ 31．9�
611 デ ュ ナ ト ス 牡3青鹿56 松岡 正海 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 新ひだか グランド牧場 B512－ 21：18．8� 12．3�
12 キネオメジャー �3栗 56 蛯名 正義吉田 千津氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 464± 01：19．01	 10．0�
47 スズカオーショウ 牡3栗 56 村田 一誠永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 駿河牧場 490＋ 6 〃 ハナ 69．4�
35 ジギースンナー 牝3青鹿54 勝浦 正樹佐藤 雄司氏 粕谷 昌央 新冠 浜口牧場 456－101：19．21
 154．6	
24 ウエスタンニンジャ 牡3栗 56 柴田 善臣西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか ウエスタンファーム 470＋ 21：19．3� 36．4

11 ハイフロンティア 牡4鹿 57 吉田 豊 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 486－ 81：19．61� 121．0�
36 � カ プ チ ー ノ 牡3鹿 56 石橋 脩小野 博郷氏 柴田 政人 新ひだか 稲葉牧場 474－ 3 〃 ハナ 122．3
714 ワ ン ダ フ ル �4栗 57

54 ▲石川裕紀人諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 460＋ 61：19．81	 111．9�
510 ビーチドラゴン �3黒鹿56 伊藤 工真窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 528± 01：20．01	 49．7�
48 ルミナススカイ 牡5黒鹿57 大野 拓弥小林 久義氏 中川 公成 日高 エンドレス

ファーム 484＋ 6 〃 ハナ 93．8�
815 カレイファンタジア 牡4鹿 57 田中 勝春ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか 中村 和夫 508＋ 21：20．1
 4．4�
59 � サクラシェンロン 牡4栗 57 戸崎 圭太�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 新和牧場 B534＋161：20．41� 18．1�
612 ジ ー ニ ア イ 牡3青 56 R．ムーア 井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 三嶋牧場 478＋ 41：20．82
 1．9�

（英）

713 ア マ ア マ 牝3栗 54 三浦 皇成中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 458＋261：21．43
 94．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，817，300円 複勝： 50，778，300円 枠連： 24，850，900円
馬連： 68，167，000円 馬単： 39，843，300円 ワイド： 36，950，900円
3連複： 80，001，000円 3連単： 130，832，300円 計： 460，241，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 250円 � 490円 � 430円 枠 連（2－8） 3，350円

馬 連 �� 13，400円 馬 単 �� 26，990円

ワ イ ド �� 3，310円 �� 1，210円 �� 2，500円

3 連 複 ��� 37，150円 3 連 単 ��� 283，990円

票 数

単勝票数 計 288173 的中 � 28532（3番人気）
複勝票数 計 507783 的中 � 59420（3番人気）� 25509（6番人気）� 29711（5番人気）
枠連票数 計 248509 的中 （2－8） 5745（10番人気）
馬連票数 計 681670 的中 �� 3940（30番人気）
馬単票数 計 398433 的中 �� 1107（59番人気）
ワイド票数 計 369509 的中 �� 2830（29番人気）�� 8083（12番人気）�� 3772（22番人気）
3連複票数 計 800010 的中 ��� 1615（84番人気）
3連単票数 計1308323 的中 ��� 334（542番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．2―29．6―41．7―53．8―1：05．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スウィープアウェイ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 Woodman デビュー 2013．11．3 東京9着

2011．2．22生 牡3芦 母 ウディバードソング 母母 All for Erika 7戦2勝 賞金 15，500，000円
〔制裁〕 ワンダフル号の騎手石川裕紀人は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15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 ニシノイナズマ号
※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。

3005411月22日 晴 稍重 （26東京5）第5日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時35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
1：23．1
1：23．1

重
重

67 フィールザプリティ 牝2黒鹿54 田中 勝春櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 456 ―1：26．7 12．9�
79 フジゴウカイ 牡2黒鹿55 松岡 正海荒木 誠氏 伊藤 伸一 新冠 対馬 正 486 ―1：27．44 9．7�
22 ドリームドルチェ 牡2青鹿 55

52 ▲原田 和真セゾンレースホース� 根本 康広 日高 滝本 健二 496 ―1：27．5� 5．5�
11 ダイゴマサムネ 牡2栗 55 蛯名 正義長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 482 ―1：28．77 42．0�
78 ネ オ キ セ キ 牡2鹿 55 吉田 豊西田 俊二氏 田村 康仁 新冠 ラツキー牧場 446 ―1：29．01� 3．9�
811 ロ ッ セ ー ラ 牝2青鹿54 横山 典弘藤井 謙氏 鈴木 伸尋 新ひだか 沖田 忠幸 456 ―1：29．31� 15．2	
55 スマートゾロ 牡2黒鹿55 戸崎 圭太大川 徹氏 森 秀行 日高 いとう牧場 474 ―1：29．51� 3．1

66 ビカムスター 牡2鹿 55 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか タイヘイ牧場 494 ―1：29．71 5．2�
44 リープアゲン 牡2栗 55 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 三木田 明仁 478 ―1：30．01� 42．0�
33 ファニーガール 牝2栗 54

51 ▲伴 啓太水谷八重子氏 柴田 政人 日高 白井牧場 442 ―1：31．17 156．7
810 フィスデパール 牡2芦 55 的場 勇人髙樽さゆり氏 矢野 英一 新冠 長浜 秀昭 466 ―1：32．710 118．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 22，545，300円 複勝： 32，835，600円 枠連： 13，822，500円
馬連： 46，468，700円 馬単： 28，610，200円 ワイド： 21，624，600円
3連複： 51，724，400円 3連単： 89，055，200円 計： 306，686，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 290円 � 290円 � 200円 枠 連（6－7） 520円

馬 連 �� 4，570円 馬 単 �� 9，700円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 1，050円 �� 760円

3 連 複 ��� 6，240円 3 連 単 ��� 44，800円

票 数

単勝票数 計 225453 的中 � 13932（6番人気）
複勝票数 計 328356 的中 � 27636（6番人気）� 28477（5番人気）� 47739（4番人気）
枠連票数 計 138225 的中 （6－7） 20448（2番人気）
馬連票数 計 464687 的中 �� 7879（18番人気）
馬単票数 計 286102 的中 �� 2211（38番人気）
ワイド票数 計 216246 的中 �� 3927（20番人気）�� 5300（17番人気）�� 7454（8番人気）
3連複票数 計 517244 的中 ��� 6216（24番人気）
3連単票数 計 890552 的中 ��� 1441（165番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．0―24．6―37．0―50．1―1：02．8―1：14．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フィールザプリティ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Distant View 初出走

2012．4．11生 牝2黒鹿 母 フィールザビュウ 母母 Feel the Capote 1戦1勝 賞金 7，000，000円



3005511月22日 晴 稍重 （26東京5）第5日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時05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

815 オ リ ア ー ナ 牝4青鹿55 北村 宏司 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 豊洋牧場 502＋ 61：38．4 3．0�

611 ロマンシングジェム 牝4青鹿55 田辺 裕信吉田 千津氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 496＋ 21：38．5� 7．5�
36 デルマハンニャ 牝4鹿 55 柴田 大知浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 452＋ 41：38．6クビ 13．5�
11 ノースファイヤー 牝3青鹿54 津村 明秀キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 カナイシスタッド 490－ 21：38．81� 6．6�
816 マックスユーキャン 牝3栗 54 武士沢友治 �キャロットファーム 鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 61：38．9� 43．0	
48 クラリティーエス 牝4青鹿55 横山 典弘吉田 照哉氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 492－ 2 〃 クビ 5．2

612 メテオーリカ 牝5黒鹿55 田中 勝春吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 454＋ 21：39．0� 11．1�
59 リースリング 牝3栗 54

51 ▲石川裕紀人池谷 誠一氏 鈴木 康弘 新ひだか 桜井牧場 448－ 41：39．21� 7．2�
510 ヤマニンミミック 牝6黒鹿55 戸崎 圭太土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 B496－ 61：39．41� 52．7
47 デルマサリーチャン 牝3鹿 54 内田 博幸浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 478＋ 41：39．61� 20．8�
23 グラスティファニー 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 460＋ 4 〃 クビ 84．5�
713 バトルヴェルデ 牝3鹿 54 的場 勇人宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 若林牧場 458－ 41：39．7� 47．0�
35 オペラフォンテン 牝6栗 55

52 ▲井上 敏樹吉橋 計氏 和田 雄二 浦河 中脇 満 498＋141：39．8� 122．9�
24 キャメロンロード 牝4鹿 55

52 ▲伴 啓太森 保彦氏 和田 雄二 新冠 長浜牧場 448－ 61：40．0� 248．3�
12 	 クイーンズライフ 牝5栗 55 菅原 隆一 �スカイツリーレーシング 畠山 重則 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442＋ 21：40．21� 219．3�
714 デサフィナード 牝3鹿 54 二本柳 壮�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 440－ 4 〃 クビ 336．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，755，000円 複勝： 47，692，300円 枠連： 22，028，000円
馬連： 68，762，500円 馬単： 35，578，000円 ワイド： 34，481，000円
3連複： 81，163，400円 3連単： 113，830，200円 計： 430，290，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 200円 � 360円 枠 連（6－8） 710円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 460円 �� 870円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 4，510円 3 連 単 ��� 17，660円

票 数

単勝票数 計 267550 的中 � 71139（1番人気）
複勝票数 計 476923 的中 � 103932（1番人気）� 60787（4番人気）� 26791（7番人気）
枠連票数 計 220280 的中 （6－8） 24000（1番人気）
馬連票数 計 687625 的中 �� 47180（2番人気）
馬単票数 計 355780 的中 �� 13971（3番人気）
ワイド票数 計 344810 的中 �� 20619（3番人気）�� 9971（12番人気）�� 5628（21番人気）
3連複票数 計 811634 的中 ��� 13468（15番人気）
3連単票数 計1138302 的中 ��� 4671（46番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．3―36．5―49．0―1：01．6―1：14．0―1：25．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オ リ ア ー ナ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2013．1．20 中山5着

2010．3．5生 牝4青鹿 母 シックファイター 母母 インヴァイト 23戦2勝 賞金 28，500，000円

3005611月22日 晴 良 （26東京5）第5日 第8競走 ��3，110�
しゅうよう

秋陽ジャンプステークス
発走13時40分 （ 芝 ）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，J・GⅠ競走1着馬5�増，J・
GⅡ競走1着馬3�増，J・GⅢ競走1着馬1�増，収得賞金400万円以下の馬1�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3：27．1良

45 エーシンホワイティ 牡7鹿 61 北沢 伸也�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 524＋ 63：24．8レコード 1．3�
711 ソ ン ブ レ ロ 牡4鹿 60 高田 潤谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 470＋ 43：24．9� 7．3�
34 テンジンキヨモリ 牡4青鹿59 石神 深一白井 岳氏 武井 亮 浦河 赤田牧場 488＋103：26．8大差 31．1�
712 シャイニーブラック �7黒鹿60 浜野谷憲尚小林 昌志氏 伊藤 伸一 平取 雅 牧場 464± 03：27．0� 35．7�
33 ラッキーストリーク 牡4鹿 59 蓑島 靖典藤井 謙氏 小西 一男 浦河 日東牧場 456＋ 2 〃 アタマ 115．8�
11 クリスクリングル 牡4鹿 59 草野 太郎井上 一郎氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 512－ 83：27．32 149．6	
69 エイブルブラッド 牡6鹿 60 五十嵐雄祐吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 510＋ 23：27．4� 6．7

814 タイセイジーニアス 牡6黒鹿59 白浜 雄造田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか カントリー牧場 472＋ 23：28．57 34．8�
610	 テーオーダンシング �7鹿 59 難波 剛健小笹 公也氏 梅田 智之 平取 清水牧場 530－103：28．92� 56．1�
813 リキアイクロフネ 牡7鹿 60 横山 義行岡田 隆寛氏 田中 剛 むかわ 東振牧場 472＋ 23：29．21� 27．2
46 タニノマンボ 牡4鹿 59 中村 将之谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 474－ 43：29．41� 129．6�
58 	 エーシンイグアス 牡6鹿 60 黒岩 悠�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 520＋ 43：29．5� 52．2�
57 ボストンプラチナ 牡7青鹿59 高野 和馬ボストンホース� 柄崎 孝 日高 浦新 徳司 460± 03：29．71
 216．9�
22 フサイチアソート �9栗 59 原田 和真岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 早来 ノーザンファーム 460＋ 43：29．9� 17．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，715，300円 複勝： 87，390，200円 枠連： 22，098，100円
馬連： 63，002，400円 馬単： 47，523，200円 ワイド： 31，077，800円
3連複： 78，062，600円 3連単： 177，103，200円 計： 532，972，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 150円 � 350円 枠 連（4－7） 380円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 210円 �� 590円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 2，140円 3 連 単 ��� 4，080円

票 数

単勝票数 計 267153 的中 � 153254（1番人気）
複勝票数 計 873902 的中 � 648410（1番人気）� 54381（3番人気）� 15110（7番人気）
枠連票数 計 220981 的中 （4－7） 44624（1番人気）
馬連票数 計 630024 的中 �� 112216（2番人気）
馬単票数 計 475232 的中 �� 69294（2番人気）
ワイド票数 計 310778 的中 �� 45343（2番人気）�� 12453（5番人気）�� 5839（13番人気）
3連複票数 計 780626 的中 ��� 27326（6番人気）
3連単票数 計1771032 的中 ��� 31450（9番人気）
上り 1マイル 1：43．7 4F 49．9－3F 37．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エーシンホワイティ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2009．6．28 阪神4着

2007．3．27生 牡7鹿 母 ライジングサンデー 母母 タレンテイドガール 障害：7戦4勝 賞金 84，598，000円
〔発走状況〕 テーオーダンシング号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ボストンプラチナ号の騎手高野和馬は，1コーナーでの御法（前の馬に接触した）について戒告。

クリスクリングル号の騎手草野太郎は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔調教再審査〕 テーオーダンシング号は，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18頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）18頭 アウレオーラ号・アルトゥバン号・エムエムベレッタ号・エリタージュ号・オベロン号・カリスマミッキー号・

カントリースノー号・クリノテンペスタ号・サンライズロイヤル号・スリーマーゴーン号・セイエイ号・
テイエムオペラドン号・テイエムセイリュウ号・トーセンプラチナ号・マイネルガヴロシュ号・ミヤコデラックス号・
レッドキングダム号・レッドグルーヴァー号



3005711月22日 晴 良 （26東京5）第5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 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．2
1：20．3

良
良

68 ショウナンアデラ 牝2鹿 54 蛯名 正義国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 470± 01：22．2 2．3�
67 ダイトウキョウ 牡2鹿 55 横山 典弘市川 義美氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 456± 01：22．3� 11．4�
11 ド ル メ ロ 牡2黒鹿55 四位 洋文�NICKS 庄野 靖志 浦河 高村牧場 446－ 61：22．51� 14．5�
710 グレイトチャーター 牡2鹿 55 戸崎 圭太�ノースヒルズ 	島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470－ 41：22．71� 6．4�
22 ナイアガラモンロー 牝2鹿 54 柴田 善臣塩田 清氏 堀井 雅広 浦河 	川 啓一 498± 01：22．8クビ 43．3�
44 バ リ ア ー モ 牝2黒鹿54 柴山 雄一 	サンデーレーシング 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 438＋ 4 〃 クビ 89．4

811
 イ ズ モ 牡2栗 55 R．ムーア 田畑 利彦氏 矢作 芳人 米 Clearsky

Farms 480＋ 8 〃 同着 19．0�
（英）

55 ココロノママニ 牝2黒鹿54 武士沢友治	ミルファーム 高市 圭二 新ひだか 泊 寿幸 424± 01：22．9クビ 181．5�
812 アンブリカル 牝2青鹿54 三浦 皇成上野 直樹氏 清水 英克 新ひだか 下屋敷牧場 436－ 2 〃 クビ 4．8
33 ダイワエキスパート 牡2芦 55 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 436＋ 21：23．0� 9．2�
56 ラ タ ナ キ リ 牝2芦 54 松岡 正海 	サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 440± 0 〃 ハナ 18．0�
79 ファインライナー 牡2黒鹿55 的場 勇人井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 442＋ 41：23．95 21．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 41，877，400円 複勝： 65，485，600円 枠連： 27，372，100円
馬連： 115，077，300円 馬単： 59，459，800円 ワイド： 48，752，100円
3連複： 118，760，000円 3連単： 208，461，800円 計： 685，246，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 280円 � 380円 枠 連（6－6） 1，400円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 560円 �� 750円 �� 2，040円

3 連 複 ��� 5，910円 3 連 単 ��� 19，860円

票 数

単勝票数 計 418774 的中 � 143813（1番人気）
複勝票数 計 654856 的中 � 164054（1番人気）� 53436（5番人気）� 35311（6番人気）
枠連票数 計 273721 的中 （6－6） 15089（6番人気）
馬連票数 計1150773 的中 �� 63321（5番人気）
馬単票数 計 594598 的中 �� 23647（5番人気）
ワイド票数 計 487521 的中 �� 23626（5番人気）�� 16799（7番人気）�� 5782（28番人気）
3連複票数 計1187600 的中 ��� 15067（23番人気）
3連単票数 計2084618 的中 ��� 7608（63番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．8―12．4―11．6―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．4―47．8―59．4―1：10．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンアデラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2014．8．3 新潟2着

2012．2．10生 牝2鹿 母 オールウェイズウィリング 母母 Always Loyal 3戦2勝 賞金 17，901，000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。

3005811月22日 晴 良 （26東京5）第5日 第10競走 ��
��2，400�

な ん ぶ

南 武 特 別
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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

510 ジャングルクルーズ �5鹿 57 北村 宏司窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 502± 02：26．1 6．0�
611 ストーミング 牡3栗 55 田中 勝春栗坂 崇氏 新開 幸一 浦河 中神牧場 486＋122：26．41	 25．3�
35 カ ナ ロ ア 牡5鹿 57 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 日高 日高大洋牧場 462－ 2 〃 ハナ 3．2�
23 ダービーフィズ 牡4栗 57 柴田 善臣 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 458± 0 〃 クビ 3．8�
12 マイネルテンクウ 牡5鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 522＋ 42：26．5	 59．0	
816
 テナシティー �5黒鹿57 柴山 雄一 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 464－ 2 〃 ハナ 32．4

713 キネオペガサス 牡3鹿 55 蛯名 正義吉田 千津氏 牧 光二 千歳 社台ファーム 528± 0 〃 クビ 9．3�
612 フェスティヴイェル 牡3黒鹿55 R．ムーア 臼井義太郎氏 畠山 吉宏 むかわ 上水牧場 494－ 22：26．7	 5．6�

（英）

48 ピュアソルジャー 牡4鹿 57 村田 一誠鶴見 芳子氏 大久保洋吉 新ひだか 千代田牧場 B480＋ 4 〃 クビ 21．4
817 エイダイポイント 牡6芦 57 横山 和生�東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 456＋ 22：27．02 102．9�
59 ヒールゼアハーツ 牡6栗 57 三浦 皇成 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 500－ 22：27．1クビ 37．2�
36 
 マックスロノ 牡5栗 57 松岡 正海田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 B488－ 8 〃 クビ 243．9�
11 アースステップ 牡7鹿 57 内田 博幸吉田 和美氏 勢司 和浩 新冠 森 牧場 534＋ 22：27．31� 73．0�
714 アナンジュパス 牝5鹿 55 田辺 裕信�G1レーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 466± 02：27．5	 42．8�
47 
 カンタベリーナイト 牡5鹿 57 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 B500± 02：27．81	 226．2�
815 トーセンワープ 牡4鹿 57 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 日高 有限会社 エ

スティファーム B468＋ 22：28．01� 77．4�
24 
 イグゼキュティヴ 牡8鹿 57 丹内 祐次岡田 繁幸氏 畠山 重則 新ひだか 沖田 忠幸 524＋ 42：28．1	 237．4�

（17頭）

売 得 金
単勝： 42，203，500円 複勝： 77，469，200円 枠連： 32，376，200円
馬連： 146，283，700円 馬単： 68，390，200円 ワイド： 61，240，800円
3連複： 170，524，100円 3連単： 268，505，700円 計： 866，993，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 200円 � 710円 � 150円 枠 連（5－6） 1，190円

馬 連 �� 8，760円 馬 単 �� 13，810円

ワ イ ド �� 2，900円 �� 420円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 11，900円 3 連 単 ��� 83，610円

票 数

単勝票数 計 422035 的中 � 55408（4番人気）
複勝票数 計 774692 的中 � 104276（4番人気）� 20041（8番人気）� 173417（1番人気）
枠連票数 計 323762 的中 （5－6） 20947（6番人気）
馬連票数 計1462837 的中 �� 12930（23番人気）
馬単票数 計 683902 的中 �� 3712（38番人気）
ワイド票数 計 612408 的中 �� 5106（29番人気）�� 41504（3番人気）�� 7893（17番人気）
3連複票数 計1705241 的中 ��� 10747（35番人気）
3連単票数 計2685057 的中 ��� 2328（234番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．9―11．7―12．4―12．9―12．9―12．2―12．2―11．9―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．6―23．7―35．6―47．3―59．7―1：12．6―1：25．5―1：37．7―1：49．9―2：01．8―2：13．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．2
1
3
15，11－13，4，10（1，9）（2，5，8，14）－12，6（3，16）－17，7
11，15＝13（4，10）8（1，9，14）5（2，7）（12，16）（6，3）17

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジャングルクルーズ �
�
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 2011．11．27 東京2着

2009．3．6生 �5鹿 母 フィヨルドクルーズ 母母 ライラアラウィ 18戦3勝 賞金 53，282，000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。



3005911月22日 晴 良 （26東京5）第5日 第11競走 ��
��1，400�

ぎんれい

銀嶺ステークス
発走15時25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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

816 ヒ メ サ ク ラ 牝4鹿 55 柴田 善臣岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 456－ 21：23．2 6．2�
510 タガノトネール �4鹿 57 柴田 大知八木 良司氏 	島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 486－ 41：23．83
 12．6�
23 ロードヴォルケーノ 牡3鹿 56 R．ムーア �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 464＋ 21：24．01� 8．3�

（英）

36 シグナルプロシード 牡4鹿 57 柴山 雄一髙樽さゆり氏 高橋 義忠 新ひだか 元道牧場 514＋ 2 〃 クビ 4．6�
48 イースターパレード �5栗 57 荻野 琢真�G1レーシング 平田 修 新ひだか 追分ファーム 512＋ 81：24．21
 53．8�
35 アンズチャン 牝3鹿 54 三浦 皇成ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 466＋ 61：24．3
 6．0	
815 アルボナンザ 牝4栗 55 四位 洋文
エーティー 昆 貢 浦河 辻 牧場 462－ 2 〃 クビ 4．4�
24 ミッキーヘネシー 牡5栃栗57 戸崎 圭太野田みづき氏 橋口弘次郎 新冠 秋田牧場 480－ 81：24．61� 22．8�
12  ネオシーサー 牡7青 57 秋山真一郎佐々木政充氏 高橋 亮 日高 田端牧場 454± 0 〃 クビ 61．0
611 ダノンハラショー 牡7栗 57 横山 典弘�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：24．7
 29．0�
59 アフリカンハンター 牡6栗 57 丸田 恭介 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 新ひだか グランド牧場 502－ 41：24．91� 139．5�
713 テ ム ジ ン 牡5鹿 57 蛯名 正義熊谷 貴之氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 486＋ 81：25．11� 11．9�
612 マックスガイ 牡5青鹿57 北村 宏司平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 モリナガファーム 480＋ 8 〃 ハナ 23．8�
714 ピンウィール 牝5栗 55 津村 明秀�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント 462－ 41：25．2クビ 185．6�
47 キクノフレヴァン 牡8鹿 57 村田 一誠菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム 488－ 81：25．3
 102．0�
11 ラヴェルソナタ �6鹿 57 後藤 浩輝 
サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 520＋ 21：26．36 43．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 67，252，600円 複勝： 116，228，500円 枠連： 77，481，000円
馬連： 278，672，900円 馬単： 125，127，100円 ワイド： 101，340，400円
3連複： 341，788，300円 3連単： 536，578，300円 計： 1，644，469，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 270円 � 370円 � 290円 枠 連（5－8） 1，560円

馬 連 �� 4，320円 馬 単 �� 7，820円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 1，550円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 15，620円 3 連 単 ��� 80，550円

票 数

単勝票数 計 672526 的中 � 86109（4番人気）
複勝票数 計1162285 的中 � 117361（4番人気）� 76825（7番人気）� 106013（5番人気）
枠連票数 計 774810 的中 （5－8） 38260（8番人気）
馬連票数 計2786729 的中 �� 49929（18番人気）
馬単票数 計1251271 的中 �� 11992（31番人気）
ワイド票数 計1013404 的中 �� 16653（17番人気）�� 16910（16番人気）�� 15299（21番人気）
3連複票数 計3417883 的中 ��� 16401（57番人気）
3連単票数 計5365783 的中 ��� 4829（280番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―23．8―35．7―47．9―59．8―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒ メ サ ク ラ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ミルジヨージ デビュー 2013．4．13 中山8着

2010．5．20生 牝4鹿 母 デントロビウム 母母 メロウマダング 14戦5勝 賞金 69，599，000円
〔制裁〕 キクノフレヴァン号の調教師北出成人は，馬場入場後に同馬の左頬革の尾錠が外れたことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の14頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）14頭 アルベルティ号・イエスイットイズ号・イチエイクリッパー号・クラウンロゼ号・グレイスフルリープ号・

クロタカ号・コウセイコタロウ号・コウユーサムライ号・シンキングマシーン号・タマブラックホール号・
ツルオカハチマン号・ヒラボクプリンス号・ヘアーオブザドッグ号・ワンダーコロアール号

※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。

3006011月22日 晴 良 （26東京5）第5日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走16時00分 （芝・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
1：19．6
1：19．0

良
良

23 アンブリッジ 牡4鹿 57 松岡 正海佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 472－ 61：21．8 7．9�
47 シングンジョーカー 牡3黒鹿56 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 468＋ 21：22．01� 8．1�
24 コ ウ セ ン 牡4鹿 57 津村 明秀西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒカル牧場 484＋ 2 〃 クビ 7．2�
11 アブソリュカフェ 牡3黒鹿56 柴田 善臣西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 486＋ 61：22．21� 29．4�
714 サクラディソール 牝4鹿 55 戸崎 圭太�さくらコマース尾関 知人 千歳 社台ファーム 438＋ 2 〃 クビ 2．9�
611 ベルゲンクライ 牡4芦 57 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム B480－ 41：22．3クビ 45．6	
510	 トルセドール 牡3鹿 56 田辺 裕信窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 米 Cloverleaf

Farms II, Inc. 474－ 61：22．4
 12．8

715 ラインカグラ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹大澤 繁昌氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 434± 0 〃 クビ 103．1�
35 サトノスティング 牡3青鹿56 横山 典弘里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム B452± 01：22．5クビ 22．7�
713 ウインスラッガー 牡5栗 57 大野 拓弥�ウイン 畠山 吉宏 浦河 バンダム牧場 502－ 21：22．71� 10．5
612 ル ナ レ デ ィ 牝3黒鹿54 田中 勝春村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 中田 英樹 490＋ 21：22．8
 103．2�
59 � アクアライン 牝5黒鹿55 蛯名 正義古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 468＋ 2 〃 クビ 59．4�
12 カ ケ ダ シ 牡4鹿 57

54 ▲長岡 禎仁山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 498± 01：22．9クビ 150．8�
816 ライトオブホープ 牡3栗 56 三浦 皇成落合 幸弘氏 武藤 善則 新冠 イワミ牧場 500＋ 6 〃 クビ 41．5�
818 ユキノユウダン 牡4栗 57 丸山 元気馬場 幸廣氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 430＋ 41：23．11� 60．3�
48 ターフデライト 牝5青 55 後藤 浩輝�須野牧場 小島 茂之 千歳 社台ファーム 494＋221：23．31� 14．9�
36 ダイワベスパー 牝5黒鹿55 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 452－ 8 〃 クビ 44．0�
817 ロジプリンセス 牝4青 55 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 448－121：23．4
 12．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 47，011，900円 複勝： 67，382，300円 枠連： 40，587，600円
馬連： 138，315，800円 馬単： 61，347，900円 ワイド： 62，145，400円
3連複： 172，632，100円 3連単： 264，255，200円 計： 853，678，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 260円 � 280円 � 270円 枠 連（2－4） 1，240円

馬 連 �� 2，920円 馬 単 �� 6，160円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 1，560円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 10，430円 3 連 単 ��� 67，790円

票 数

単勝票数 計 470119 的中 � 47464（3番人気）
複勝票数 計 673823 的中 � 69002（2番人気）� 60994（5番人気）� 64792（3番人気）
枠連票数 計 405876 的中 （2－4） 25334（4番人気）
馬連票数 計1383158 的中 �� 36688（7番人気）
馬単票数 計 613479 的中 �� 7462（15番人気）
ワイド票数 計 621454 的中 �� 16020（7番人気）�� 10127（13番人気）�� 13278（10番人気）
3連複票数 計1726321 的中 ��� 12412（22番人気）
3連単票数 計2642552 的中 ��� 2826（161番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．4―36．1―47．8―59．1―1：10．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．0
3 1（3，8，14）（7，17）（4，12）（16，18）（5，15）（2，10，13）11，9－6 4 1，8（3，14）（7，17）（4，12，18）（15，16）（5，13）2（11，10）－9－6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アンブリッジ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2012．7．15 新潟7着

2010．4．4生 牡4鹿 母 アルバローズ 母母 ロ ゼ カ ラ ー 12戦2勝 賞金 22，920，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔発走状況〕 ダイワベスパー号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔制裁〕 コウセン号の騎手津村明秀は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：15番）
※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 ヴィオラーネ号・ルネッタアスール号
（非抽選馬） 1頭 トーセンジャステス号



（26東京5）第5日 11月22日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 186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

203，800，000円
2，080，000円
9，920，000円
1，960，000円
18，490，000円
72，421，000円
5，650，800円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
403，610，900円
827，105，700円
324，498，100円
1，135，399，600円
599，788，900円
512，238，600円
1，352，505，000円
2，216，520，000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 7，371，666，800円

総入場人員 27，318名 （有料入場人員 24，676名）
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