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3007311月24日 晴 良 （26東京5）第7日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走9時50分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．1
1：23．1

重
重

59 アルノルフィーニ 牡2鹿 55 西田雄一郎�ミルファーム 高市 圭二 新ひだか 山際セントラルスタッド 434－ 21：27．3 10．5�
816� オーバーウェルム 牡2黒鹿55 横山 典弘�Basic 田島 俊明 加 Ballycroy

Training Centre 450＋ 61：27．61� 8．1�
23 リミットブレイク 牡2鹿 55 北村 宏司 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 498－ 21：27．7� 6．9�
713 トーセンヌーヴォー 牡2栗 55 田中 勝春島川 �哉氏 成島 英春 新冠 秋田牧場 458－ 41：28．44 16．7	
11 ガ ル ー ダ 牡2鹿 55 石橋 脩石川 達絵氏 小島 太 千歳 社台ファーム 438＋ 41：28．72 7．3

815� マイネルアペックス 牡2芦 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 米 Mr. & Mrs.
Bayne Welker Jr. 482－ 41：28．91	 16．1�

714� ストリートオベロン 牡2黒鹿55 戸崎 圭太門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-
ter Farm 460＋12 〃 クビ 1．8�

48 ミスタービン 牡2鹿 55 大野 拓弥平川 浩之氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 458－ 41：29．0クビ 81．0
612 ナンゴクマーメイド 牝2鹿 54

51 ▲伴 啓太平本 敏夫氏 加藤 和宏 浦河 絵笛牧場 444＋ 2 〃 クビ 259．1�
12 レジェンドパワー 牡2黒鹿 55

52 ▲石川裕紀人西村新一郎氏 中野 栄治 日高 旭 牧場 422－ 21：29．53 314．9�
611� コスモミザール 牝2鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 米 Jerry Jam-

gotchian 436＋ 21：29．81� 80．6�
510 ウインヴァンノ 牝2黒鹿54 黛 弘人�ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 466＋ 6 〃 ハナ 277．8�
47 エアルコンクエスト 牝2栗 54

51 ▲木幡 初也山科 統氏 黒岩 陽一 浦河 バンダム牧場 434－121：30．01
 181．5�
36 エンジェルネネ 牝2青鹿 54

51 ▲原田 和真森 保彦氏 小桧山 悟 新ひだか 田湯牧場 444＋ 21：30．1クビ 356．6�
24 メテオユニバンス 牝2鹿 54 松岡 正海亀井 哲也氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 422－ 61：30．31	 31．0�
35 ナンヨーディンプル 牝2黒鹿54 柴田 善臣中村 德也氏 小笠 倫弘 日高 日高大洋牧場 416＋ 4 〃 クビ 160．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，580，900円 複勝： 33，122，600円 枠連： 11，930，000円
馬連： 49，068，500円 馬単： 29，100，200円 ワイド： 25，736，100円
3連複： 63，750，700円 3連単： 100，481，700円 計： 336，770，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 260円 � 250円 � 250円 枠 連（5－8） 2，540円

馬 連 �� 4，080円 馬 単 �� 9，850円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 860円 �� 800円

3 連 複 ��� 6，130円 3 連 単 ��� 51，660円

票 数

単勝票数 計 235809 的中 � 17917（5番人気）
複勝票数 計 331226 的中 � 32404（5番人気）� 35002（4番人気）� 35292（3番人気）
枠連票数 計 119300 的中 （5－8） 3639（10番人気）
馬連票数 計 490685 的中 �� 9303（17番人気）
馬単票数 計 291002 的中 �� 2215（36番人気）
ワイド票数 計 257361 的中 �� 5096（18番人気）�� 7724（12番人気）�� 8404（9番人気）
3連複票数 計 637507 的中 ��� 7799（24番人気）
3連単票数 計1004817 的中 ��� 1410（180番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．2―36．4―49．3―1：02．2―1：14．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．9―3F38．0
3 ・（1，3）（8，5）（9，12）（7，14）（4，10，15）（2，13）－11，16，6 4 ・（1，3）（8，9）5（7，4，12，14）10（2，13）15－（11，16）－6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アルノルフィーニ �
�
父 エイシンデピュティ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2014．9．6 新潟5着

2012．5．7生 牡2鹿 母 ブリュードロア 母母 ポンパドール 6戦1勝 賞金 10，250，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 エクセルワンダー号・スティールブルグ号・スリルオブジョイ号・テイエムスサノオー号
（非抽選馬） 5頭 カンタベリーマミー号・セイカヒカワザカ号・フクノドービル号・ルパン号・ワインカラー号

3007411月24日 晴 良 （26東京5）第7日 第2競走 ��1，300�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
1：18．1
1：18．1

良
良

12 トウショウカウント 牡2栗 55 戸崎 圭太トウショウ産業� 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 492± 01：19．9 2．2�
510 カ イ マ ノ ア 牡2栗 55 北村 宏司山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 小林 仁 492＋261：20．21� 13．9�
35 スールキートス 牝2黒鹿 54

51 ▲木幡 初也�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 486＋ 21：20．41� 111．1�
24 セイウンオセアン 牡2鹿 55 田辺 裕信西山 茂行氏 水野 貴広 新冠 川上牧場 450－ 21：20．61� 11．8�
714 ア ウ リ ン 牡2青鹿55 後藤 浩輝山本弥恵子氏 田中 剛 新冠 須崎牧場 506－ 41：20．81� 3．5	
48 エメラルドビーム 牝2鹿 54 横山 典弘北原光一郎氏 鈴木 伸尋 日高 天羽牧場 494－ 21：20．9� 9．6

11 リ ニ ア 牝2鹿 54 柴山 雄一山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 見上牧場 B444＋ 21：21．0� 29．9�
816 トップオブザツリー 牡2栗 55 大庭 和弥�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 笹地牧場 442＋ 21：21．21� 58．7�
612 センコウノマイヒメ 牝2黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁ホースアディクト杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 494＋ 41：21．4� 166．2
815 ゴールドエッグ 牡2鹿 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 456＋ 41：21．71� 6．0�
713 キ ザ シ 牡2栗 55

52 ▲伴 啓太 �フジワラ・ファーム 小桧山 悟 新ひだか 池田牧場 438＋101：21．8� 210．8�
611 デルタタイム 牡2鹿 55 黛 弘人平本 敏夫氏 蛯名 利弘 新冠 川上 悦夫 450＋ 2 〃 ハナ 98．9�
47 ハッピーテティス 牝2栗 54 津村 明秀石瀬 浩三氏 松山 将樹 日高 鹿戸 武光 456－ 61：21．9� 376．8�
36 マイネルヴィグール 牡2栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新ひだか グランド牧場 474－ 21：22．43 159．2�
59 プリンシアソーレ 牝2鹿 54

51 ▲石川裕紀人芳川 貴行氏 中川 公成 池田 小濱 正博 418＋ 61：23．03� 173．7�
23 ビレッジキャロル 牝2鹿 54 丸山 元気村山 浩伸氏 高橋 文雅 新冠 川島牧場 456－ 81：23．42� 285．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，434，900円 複勝： 37，743，100円 枠連： 13，097，600円
馬連： 53，100，000円 馬単： 32，136，200円 ワイド： 27，741，200円
3連複： 64，722，000円 3連単： 99，448，200円 計： 353，423，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 310円 � 2，290円 枠 連（1－5） 1，420円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 540円 �� 4，550円 �� 14，070円

3 連 複 ��� 39，050円 3 連 単 ��� 132，050円

票 数

単勝票数 計 254349 的中 � 89521（1番人気）
複勝票数 計 377431 的中 � 131124（1番人気）� 24982（6番人気）� 2630（10番人気）
枠連票数 計 130976 的中 （1－5） 7141（6番人気）
馬連票数 計 531000 的中 �� 29526（6番人気）
馬単票数 計 321362 的中 �� 11839（7番人気）
ワイド票数 計 277412 的中 �� 14332（6番人気）�� 1508（27番人気）�� 482（58番人気）
3連複票数 計 647220 的中 ��� 1243（70番人気）
3連単票数 計 994482 的中 ��� 546（266番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．3―30．0―42．8―55．4―1：07．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウショウカウント �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2014．8．17 新潟3着

2012．4．25生 牡2栗 母 バーニントウショウ 母母 サマンサトウショウ 4戦1勝 賞金 10，100，000円

第５回 東京競馬 第７日



3007511月24日 晴 良 （26東京5）第7日 第3競走 ��
��1，400�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
1：21．2
1：20．3

良
良

35 コスモトリスタン 牡2鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 菅原 泰夫 新ひだか 織田 孝 498± 01：22．0 10．7�
11 マンゴジェリー 牡2鹿 55 松岡 正海窪田 康志氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 452＋ 41：22．1� 23．1�
23 ボンボンキャスト 牝2黒鹿54 北村 宏司山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 488± 0 〃 クビ 4．5�
612 トゥルームーン 牝2鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 牧 光二 日高 荒井ファーム 470＋ 61：22．63 9．2�
818 ユメノマイホーム 牝2栗 54 津村 明秀�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 434＋ 21：22．92 22．4�
12 デ ィ マ ン ズ 牡2鹿 55 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482＋ 2 〃 ハナ 9．7	
611 イ キ オ イ 牡2鹿 55 横山 典弘西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 448＋ 81：23．22 3．3

817 トーセンコスモ 牡2青 55 戸崎 圭太島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 466－ 21：23．3� 7．5�
714 ヘッドドレス 牝2鹿 54 岩田 康誠ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 450± 01：23．51	 6．5
48 シグラップジュエル 牝2芦 54 的場 勇人杉浦 和也氏 的場 均 新ひだか 田中 裕之 402－ 61：23．6クビ 70．4�
59 トーカティヴ 牡2青鹿55 四位 洋文 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 454＋ 21：23．81� 122．6�
816 キリシマツバサ 牡2黒鹿55 柴田 善臣土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 466＋ 41：24．01� 221．7�
713 ジュンカイトー 牡2栗 55 横山 和生河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 496＋101：24．42� 293．4�
36 タカラドリーム 牝2栗 54 江田 照男村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 446－ 21：24．5� 261．8�
715 マ タ ン ギ 
2芦 55 二本柳 壮�ミルファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 山際牧場 424－ 8 〃 アタマ 252．6�
24 サークルワルツ 牝2黒鹿54 大野 拓弥石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 466＋ 41：24．6� 309．2�
47 シーユーアゲン 牡2鹿 55 黛 弘人浅川 皓司氏 萱野 浩二 洞�湖 レイクヴィラファーム 420＋ 21：24．7クビ 145．2�
510 ペネトレイト 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹青山 英昭氏 和田 雄二 日高 新井 昭二 408＋ 61：24．8� 157．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 25，165，700円 複勝： 45，573，600円 枠連： 19，337，400円
馬連： 61，667，000円 馬単： 32，510，500円 ワイド： 33，528，400円
3連複： 78，926，200円 3連単： 110，439，100円 計： 407，147，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 290円 � 670円 � 180円 枠 連（1－3） 3，640円

馬 連 �� 8，890円 馬 単 �� 16，240円

ワ イ ド �� 2，700円 �� 820円 �� 2，040円

3 連 複 ��� 12，930円 3 連 単 ��� 95，090円

票 数

単勝票数 計 251657 的中 � 18787（7番人気）
複勝票数 計 455736 的中 � 40009（6番人気）� 14175（9番人気）� 83171（2番人気）
枠連票数 計 193374 的中 （1－3） 4109（14番人気）
馬連票数 計 616670 的中 �� 5375（29番人気）
馬単票数 計 325105 的中 �� 1501（55番人気）
ワイド票数 計 335284 的中 �� 3117（29番人気）�� 10908（10番人気）�� 4165（25番人気）
3連複票数 計 789262 的中 ��� 4575（46番人気）
3連単票数 計1104391 的中 ��� 842（314番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．8―12．4―11．8―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―35．1―47．5―59．3―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモトリスタン �
�
父 ローエングリン �

�
母父 サクラチトセオー デビュー 2014．9．13 新潟2着

2012．4．24生 牡2鹿 母 オルトミシェル 母母 シゲノクイーン 4戦1勝 賞金 9，050，000円
〔騎手変更〕 ヘッドドレス号の騎手勝浦正樹は，第6日第3競走での落馬負傷のため岩田康誠に変更。
〔発走状況〕 マンゴジェリー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 コスモトリスタン号の騎手柴田大知は，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。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 マンゴジェリー号は，平成26年11月25日から平成26年12月14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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 キレイ号・スノーボールアース号

3007611月24日 晴 良 （26東京5）第7日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走11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
1：33．5
1：32．3

良
良

611 ロッカフラベイビー 牝2黒鹿54 三浦 皇成山田 弘氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 430 ―1：37．9 3．0�
612 ホッコーヴァール 牝2黒鹿54 田中 勝春矢部 道晃氏 松永 康利 日高 川端 正博 500 ―1：38．22 26．0�
817 ヴェールデローザ 牝2鹿 54 岩田 康誠原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 416 ―1：38．3� 6．3�
714 エンパイアライン 牝2黒鹿54 柴田 善臣 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 久詞 森 笹川大晃牧場 488 ― 〃 ハナ 11．7�
36 ステラレガーロ 牝2黒鹿54 後藤 浩輝村野 康司氏 栗田 徹 日高 下河辺牧場 440 ―1：38．4� 7．9�
23 メガミチャン 牝2鹿 54 福永 祐一�イージス 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 470 ―1：38．61� 30．2	
47 ペイシャクィーン 牝2鹿 54 柴山 雄一北所 直人氏 高橋 裕 新冠 隆栄牧場 434 ― 〃 クビ 59．4

816 ハクサンエルモ 牝2黒鹿54 内田 博幸河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか 三木田牧場 440 ―1：38．7クビ 52．9�
48 アイスブラッサム 牝2栗 54 田辺 裕信今中 俊平氏 黒岩 陽一 浦河 バンブー牧場 414 ― 〃 アタマ 21．8�
12 レッドマジュール 牝2青鹿54 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 410 ―1：38．8� 4．1
510 ミ ス ト ラ 牝2青鹿 54

51 ▲長岡 禎仁 �社台レースホース小島 茂之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470 ―1：38．9� 25．3�

715 ミガーナワン 牝2鹿 54 蛯名 正義大友 靖岐氏 相沢 郁 新冠 オリエント牧場 446 ―1：39．43 69．6�
35 ココクイーン 牝2黒鹿54 丸山 元気深澤 朝房氏 根本 康広 浦河 大道牧場 424 ―1：39．5� 96．6�
24 フランシスカ 牝2芦 54 北村 宏司小島 誠人氏 勢司 和浩 安平 追分ファーム 432 ―1：39．6� 21．6�
713 ナ ノ ハ ナ 牝2栗 54 津村 明秀國分 純氏 武市 康男 日高 藤本 友則 468 ― 〃 ハナ 101．9�
11 ディーズフルムーン 牝2栗 54 江田 照男秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 436 ―1：39．81� 155．4�
59 ナカヤマウインディ 牝2黒鹿54 大野 拓弥和泉 憲一氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 484 ―1：40．33 181．2�
818 エスティサヴィ 牝2栗 54 横山 典弘 �エスティファーム 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 418 ― （競走中止） 35．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 27，284，600円 複勝： 37，008，500円 枠連： 19，874，300円
馬連： 57，350，800円 馬単： 30，230，500円 ワイド： 28，537，800円
3連複： 68，087，100円 3連単： 91，371，400円 計： 359，745，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 570円 � 210円 枠 連（6－6） 3，940円

馬 連 �� 4，050円 馬 単 �� 5，540円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 500円 �� 2，160円

3 連 複 ��� 8，950円 3 連 単 ��� 36，880円

票 数

単勝票数 計 272846 的中 � 70981（1番人気）
複勝票数 計 370085 的中 � 82045（1番人気）� 12493（10番人気）� 44373（3番人気）
枠連票数 計 198743 的中 （6－6） 3909（17番人気）
馬連票数 計 573508 的中 �� 10957（13番人気）
馬単票数 計 302305 的中 �� 4087（16番人気）
ワイド票数 計 285378 的中 �� 4572（15番人気）�� 15970（2番人気）�� 3237（25番人気）
3連複票数 計 680871 的中 ��� 5704（23番人気）
3連単票数 計 913714 的中 ��� 1796（88番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．2―25．2―38．0―51．1―1：03．8―1：15．5―1：26．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロッカフラベイビー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ジャングルポケット 初出走

2012．1．19生 牝2黒鹿 母 シーディドアラバイ 母母 ロココスタイル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 ディーズフルムーン号の騎手勝浦正樹は，第6日第3競走での落馬負傷のため江田照男に変更。
〔競走中止〕 エスティサヴィ号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。
〔制裁〕 ハクサンエルモ号の騎手内田博幸は，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・2番）

ステラレガーロ号の騎手後藤浩輝は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：15番・2
番）
ホッコーヴァール号の騎手田中勝春は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2番・

15番）



3007711月24日 晴 良 （26東京5）第7日 第5競走 ��
��1，800�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
1：45．9
1：45．9

良
良

34 カボスチャン 牝2黒鹿54 後藤 浩輝ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 426 ―1：52．0 20．9�
69 グランシルク 牡2鹿 55 福永 祐一 �シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 476 ― 〃 クビ 2．4�
45 プレイヤーハウス 牡2鹿 55 村田 一誠嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 446 ―1：52．1クビ 30．9�
712 ダイワグローリー 牝2栗 54 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 500 ―1：52．52� 5．5�
711 トラキアンコード 牡2芦 55 岩田 康誠原 �子氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 492 ―1：52．6� 7．5�
22 チ ャ パ ラ 牡2黒鹿55 大野 拓弥 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470 ―1：52．7	 28．7	
814 ウインセイヴィア 牡2栗 55 柴田 大知
ウイン 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 460 ―1：52．91
 139．0�
813 ラ フ レ シ ア 牡2黒鹿55 石橋 脩石川 達絵氏 田中 剛 日高 シンボリ牧場 494 ― 〃 クビ 63．5�
57 メイショウクロタカ 牡2鹿 55 武 豊松本 好雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 456 ―1：53．22 4．5
46 ビュトンドール 牡2栗 55 三浦 皇成加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 三木田牧場 490 ―1：53．41
 81．9�
58 エイワカンベエ 牡2黒鹿55 田辺 裕信永井公太郎氏 菊川 正達 浦河 ミルファーム 480 ―1：53．72 66．4�
11 ジュンツバサ 牡2鹿 55 戸崎 圭太河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 494 ―1：55．9大差 8．3�
33 ワンダービート 牡2栗 55 柴山 雄一千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 458 ―1：58．8大差 58．5�

（13頭）
610� アメリカンストーム 牡2栗 55 内田 博幸吉澤 克己氏 相沢 郁 米 Reiko Baum &

Michael Baum 528 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 26，167，000円 複勝： 34，728，600円 枠連： 16，734，800円
馬連： 52，892，500円 馬単： 31，197，800円 ワイド： 26，311，900円
3連複： 59，411，300円 3連単： 96，313，700円 計： 343，757，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，090円 複 勝 � 560円 � 140円 � 580円 枠 連（3－6） 2，010円

馬 連 �� 3，490円 馬 単 �� 9，510円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 7，030円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 24，860円 3 連 単 ��� 205，370円

票 数

単勝票数 差引計 261670（返還計 6264） 的中 � 9996（6番人気）
複勝票数 差引計 347286（返還計 8421） 的中 � 12482（7番人気）� 93748（1番人気）� 12165（8番人気）
枠連票数 差引計 167348（返還計 2753） 的中 （3－6） 6433（8番人気）
馬連票数 差引計 528925（返還計 31033） 的中 �� 11731（12番人気）
馬単票数 差引計 311978（返還計 17416） 的中 �� 2458（26番人気）
ワイド票数 差引計 263119（返還計 16635） 的中 �� 5450（12番人気）�� 930（51番人気）�� 6362（11番人気）
3連複票数 差引計 594113（返還計 70904） 的中 ��� 1792（64番人気）
3連単票数 差引計 963137（返還計100851） 的中 ��� 340（435番人気）

ハロンタイム 13．4―12．1―13．0―13．3―13．1―13．0―11．7―10．9―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．5―38．5―51．8―1：04．9―1：17．9―1：29．6―1：40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F34．1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カボスチャン �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2012．5．12生 牝2黒鹿 母 マルカパール 母母 ディスコホール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 アメリカンストーム号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワンダービート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年12月24日まで平地競

走に出走できない。

3007811月24日 晴 良 （26東京5）第7日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走12時40分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

714 ベリートゥベリー 牡4鹿 57 田中 勝春北所 直人氏 高木 登 様似 髙村 伸一 470＋ 41：25．3 4．9�
816 ドレッシースタイル 牡4青鹿 57

54 ▲木幡 初也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 浦河 宮内牧場 486＋ 41：25．4� 10．4�

35 クロムレック 牡4栗 57 福永 祐一 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 532＋141：25．93 9．1�
11 メイショウカノン 牡3青鹿56 武 豊松本 好�氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 472－ 21：26．22 23．4	
36 オニノシタブル 牡3栗 56 吉田 豊青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B474－ 2 〃 クビ 25．2

713	 ブルーミーフラワー 牡3鹿 56 R．ムーア �クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm 484＋ 4 〃 ハナ 28．4�
（英）

611	
 ツインプラネット 牡4鹿 57 戸崎 圭太窪田 康志氏 中川 公成 米
Hertrich/McCarthy Live-
stock LLC, Fred W. Her-
trich III & John D. Fieldi

522＋ 41：26．3クビ 2．4�
510	 フロリダブルー 牡4鹿 57 内田 博幸 �クイーンズ・ランチ 田島 俊明 米 Darley & Craig

D. Upham 458－ 2 〃 クビ 8．9
23 ディアジースター 牡3栗 56 丸田 恭介ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか タイヘイ牧場 468± 01：26．61� 81．5�
48 マハーシュリー 牝3黒鹿54 横山 典弘高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 土田 扶美子 444＋ 21：26．7� 33．7�
612 ノースエット 牡3黒鹿56 丸山 元気平賀 久枝氏 小笠 倫弘 浦河 鎌田 正嗣 514＋ 81：26．8クビ 50．7�
59 
 コンテベルデ 牡4青鹿57 武士沢友治浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 456－ 9 〃 クビ 291．1�
47 ニシノソラカラ 牡3黒鹿 56

53 ▲石川裕紀人西山 茂行氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 510－ 21：27．11� 64．1�
24 
 スズカアーサー 牡5鹿 57 村田 一誠永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B492＋ 21：27．84 217．2�
12 	 ハットシテグー 牝3黒鹿54 岩田 康誠井上 一郎氏 伊藤 大士 米 Bill Justice & Dr.

Naoya Yoshida 536－ 6 〃 クビ 9．0�
815 ロマンシーズ 牡3鹿 56 北村 宏司菅 實氏 石毛 善彦 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 512－ 41：28．01 208．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，534，000円 複勝： 48，546，800円 枠連： 19，314，200円
馬連： 71，452，100円 馬単： 39，846，600円 ワイド： 41，304，800円
3連複： 87，606，300円 3連単： 128，566，200円 計： 469，171，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 180円 � 260円 � 280円 枠 連（7－8） 1，930円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 3，350円

ワ イ ド �� 600円 �� 900円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 4，180円 3 連 単 ��� 21，900円

票 数

単勝票数 計 325340 的中 � 52580（2番人気）
複勝票数 計 485468 的中 � 77886（2番人気）� 45121（5番人気）� 42367（6番人気）
枠連票数 計 193142 的中 （7－8） 7743（8番人気）
馬連票数 計 714521 的中 �� 32071（6番人気）
馬単票数 計 398466 的中 �� 8902（10番人気）
ワイド票数 計 413048 的中 �� 18359（6番人気）�� 11684（8番人気）�� 9193（12番人気）
3連複票数 計 876063 的中 ��� 15698（12番人気）
3連単票数 計1285662 的中 ��� 4255（56番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．0―24．5―36．5―48．8―1：00．9―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベリートゥベリー �
�
父 イーグルカフェ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2012．9．9 中山2着

2010．3．10生 牡4鹿 母 ビ サ イ ド 母母 プリンセスバローズ 16戦3勝 賞金 39，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ウラノスガッキ号・ドラゴンビューティ号・リーサムダイチ号
※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。



3007911月24日 晴 良 （26東京5）第7日 第7競走 ��1，600�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
1：34．1
1：33．3

不良
良

47 ク ロ ス ボ ウ 牡4黒鹿57 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム 514± 01：38．5 9．2�
36 クレイジージョー 牡3黒鹿56 岩田 康誠河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 496＋ 21：38．81� 9．4�
48 ゴールドリーガル 牡3鹿 56 戸崎 圭太居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム 472＋ 41：39．11� 3．1�
510 ゼンノコリオリ 牡4鹿 57 福永 祐一大迫久美子氏 高橋 亮 浦河 中村 雅明 476＋ 21：39．2� 5．3�
816 ノーヒッター 牡4黒鹿57 横山 典弘島田 久氏 小野 次郎 浦河 江谷 重雄 482＋ 81：39．3クビ 8．5�
59 タマモマズルカ 牡3黒鹿56 蛯名 正義タマモ	 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 512＋ 4 〃 クビ 7．9

12 エストゥペンド 牡3鹿 56 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上 悦夫 502＋ 21：39．72� 7．1�
713 ア ビ ス コ 牡4芦 57 後藤 浩輝金子真人ホール

ディングス	 二ノ宮敬宇 日高 白井牧場 492＋ 4 〃 クビ 21．7�
815 トウショウプライド 牡4栗 57 大野 拓弥トウショウ産業	 武市 康男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B514－ 21：40．01� 30．3
35 � ファイアキング 牡4鹿 57 木幡 初広栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 恵比寿牧場 B468－ 21：40．21 211．0�
612 ファイアボール 牡3鹿 56 柴山 雄一	Basic 畠山 吉宏 浦河 酒井牧場 510＋ 41：40．41	 260．8�
714 ハルズハッピー 牡4芦 57 江田 照男田中 昇氏 小野 次郎 新ひだか 橋本牧場 B500－ 6 〃 クビ 69．0�
611 ナンヨーノキョー 牝4黒鹿 55

52 ▲井上 敏樹中村 德也氏 杉浦 宏昭 浦河 三好牧場 452± 0 〃 ハナ 191．0�
24 ヒアルロンサン 牝4鹿 55 二本柳 壮�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 小池 博幸 462＋ 21：40．82� 261．7�
23 ヴェアリアスサマー 牡3栗 56 松岡 正海小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 村中牧場 510－ 4 〃 ハナ 29．9�
11 ネオヴァンデロア 牡4黒鹿57 北村 宏司小林 仁幸氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B512＋ 21：40．9� 93．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，988，300円 複勝： 49，744，100円 枠連： 23，891，600円
馬連： 77，542，400円 馬単： 38，954，100円 ワイド： 37，964，000円
3連複： 90，429，600円 3連単： 130，892，100円 計： 478，406，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 250円 � 250円 � 140円 枠 連（3－4） 1，190円

馬 連 �� 3，920円 馬 単 �� 8，490円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 770円 �� 640円

3 連 複 ��� 5，070円 3 連 単 ��� 43，450円

票 数

単勝票数 計 289883 的中 � 24959（6番人気）
複勝票数 計 497441 的中 � 44673（5番人気）� 44617（6番人気）� 113990（1番人気）
枠連票数 計 238916 的中 （3－4） 15446（4番人気）
馬連票数 計 775424 的中 �� 15303（17番人気）
馬単票数 計 389541 的中 �� 3438（38番人気）
ワイド票数 計 379640 的中 �� 5775（20番人気）�� 12754（7番人気）�� 15685（5番人気）
3連複票数 計 904296 的中 ��� 13354（16番人気）
3連単票数 計1308921 的中 ��� 2184（151番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．9―36．3―49．1―1：01．9―1：14．4―1：26．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ク ロ ス ボ ウ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2012．12．15 中山1着

2010．4．12生 牡4黒鹿 母 マンティスハント 母母 ウィッチフルシンキング 15戦3勝 賞金 29，150，000円
〔騎手変更〕 ノーヒッター号の騎手勝浦正樹は，第6日第3競走での落馬負傷のため横山典弘に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 トウカイビジョン号
（非抽選馬） 1頭 ボーイフレンド号

3008011月24日 晴 良 （26東京5）第7日 第8競走 ��
��2，400�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
2：22．1
2：22．1

良
良

714 マテンロウボス 牡3黒鹿55 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 上村 清志 468－ 22：26．5 2．2�
36 カムイミンタラ 牡4鹿 57 田辺 裕信 �社台レースホース高木 登 千歳 社台ファーム 498－ 62：26．82 8．6�
11 ゴールドメイン 牡4栗 57

54 ▲長岡 禎仁嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 466＋ 22：27．01� 11．9�
12 マイネルクレイズ 牡4黒鹿57 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ハシモトフアーム 488＋ 62：27．1	 32．4�
611 フジマサクラウン 牡3鹿 55 田中 勝春藤原 正一氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 502＋ 22：27．2	 17．0	
816 タイセイグルーヴィ 牡5鹿 57 戸崎 圭太田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 470± 0 〃 クビ 11．0

23 カレングラスジョー 牡4栗 57 岩田 康誠鈴木 隆司氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 516± 02：27．3	 11．3�
48 マジックポスト 牡5青鹿57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 福岡 清 460＋ 22：27．51� 197．9�
47 チェイスザゴールド 牡4鹿 57 武 豊前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか 上村 清志 528± 02：27．6
 43．9
612 ヴァーティカルサン 牡4青鹿57 R．ムーア �キャロットファーム 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 540－12 〃 クビ 4．9�
（英）

815 トップアート 牡3鹿 55 福永 祐一青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 438－122：27．7クビ 15．4�
510 ダークサイド 牡3黒鹿55 丸山 元気星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 458＋ 22：27．91	 42．4�
24 マイケルチョウサン 牡3鹿 55 松岡 正海�チョウサン 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 B484＋ 22：28．22 128．4�
713 ローリングストーン 牡5鹿 57 津村 明秀佐々木 徹氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 504＋ 82：28．41� 158．1�
35 マイネルカーミン 牡5黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 田湯牧場 B494＋ 8 〃 ハナ 168．1�
59 マイネルゾンネ 牡3黒鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 490＋122：28．82	 250．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，116，200円 複勝： 54，850，100円 枠連： 23，785，800円
馬連： 91，117，600円 馬単： 52，424，100円 ワイド： 45，968，100円
3連複： 110，172，400円 3連単： 180，469，600円 計： 595，903，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 210円 � 300円 枠 連（3－7） 950円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 400円 �� 610円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 3，710円 3 連 単 ��� 11，240円

票 数

単勝票数 計 371162 的中 � 130404（1番人気）
複勝票数 計 548501 的中 � 146713（1番人気）� 60914（3番人気）� 36679（6番人気）
枠連票数 計 237858 的中 （3－7） 19296（3番人気）
馬連票数 計 911176 的中 �� 77557（2番人気）
馬単票数 計 524241 的中 �� 28662（2番人気）
ワイド票数 計 459681 的中 �� 31402（2番人気）�� 19170（5番人気）�� 7319（17番人気）
3連複票数 計1101724 的中 ��� 22243（9番人気）
3連単票数 計1804696 的中 ��� 11635（16番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．7―12．6―12．3―12．5―12．7―12．4―12．2―11．8―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．3―37．0―49．6―1：01．9―1：14．4―1：27．1―1：39．5―1：51．7―2：03．5―2：14．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．8
1
3
10（4，12）3（2，11）（1，9，15）－（8，14）16，7，6，5－13
10，4，12（3，11，15）（2，1，9）（8，14）（16，7）6（13，5）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マテンロウボス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．1．19 中京3着

2011．3．12生 牡3黒鹿 母 ア ン ダ ン テ 母母 ダイナプレリユード 7戦2勝 賞金 21，926，000円
〔騎手変更〕 カムイミンタラ号の騎手勝浦正樹は，第6日第3競走での落馬負傷のため田辺裕信に変更。
〔制裁〕 ヴァーティカルサン号の騎手R．ムーアは，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：7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。



3008111月24日 晴 良 （26東京5）第7日 第9競走 ��1，400�
た か の す や ま

鷹 巣 山 特 別
発走14時15分 （芝・左）

牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

818 コレクターアイテム 牝4黒鹿55 柴田 善臣�G1レーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B476－101：21．5 23．8�
47 ノボリレジェンド 牝3鹿 54 武 豊原田 豊氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 442＋12 〃 クビ 35．3�
612 サンブルエミューズ 牝4栗 55 岩田 康誠 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 464＋161：21．6クビ 19．2�
816 アルマディヴァン 牝4栗 55 吉田 豊コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 484－ 2 〃 クビ 4．1�
12 サンマルホウセキ 牝3鹿 54 四位 洋文相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 440＋ 21：21．81� 17．2	
23 カフェブリリアント 牝4栗 55 R．ムーア 西川 光一氏 堀 宣行 新ひだか タイヘイ牧場 438＋ 41：21．9� 6．2


（英）

36 ニシノミチシルベ 牝3鹿 54 松岡 正海西山 茂行氏 手塚 貴久 新冠 川上牧場 B468＋ 6 〃 クビ 23．3�
510 レッドマニッシュ 牝4黒鹿55 後藤 浩輝 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 498＋ 21：22．0クビ 51．5�
11 ボンジュールココロ 牝4鹿 55 戸崎 圭太田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 476－ 4 〃 アタマ 7．0
48 ウエスタンメルシー 牝3鹿 54 蛯名 正義西川 賢氏 奥村 武 新ひだか ウエスタンファーム 454＋ 21：22．1� 27．9�
714 ブルジュオン 牝4黒鹿55 大野 拓弥�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 466＋161：22．42 61．7�
611 ジーニマジック 牝4鹿 55 田辺 裕信田所 英子氏 小笠 倫弘 日高 天羽牧場 474± 0 〃 クビ 13．0�
817� デイジーギャル 牝4黒鹿55 伊藤 工真�大島牧場 尾形 和幸 浦河 大島牧場 456－ 61：22．61 206．8�
59 ダイワフェリス 牝5栗 55 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 516－ 6 〃 クビ 151．9�
715 デルフィーノ 牝3青鹿54 横山 典弘 �ロードホースクラブ 牧 光二 新ひだか ケイアイファーム 450＋ 2 〃 ハナ 6．5�
35 タガノスカイ 牝3鹿 54 福永 祐一八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 458－161：22．81 7．3�
713 ネロディアマンテ 牝4青 55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 相沢 郁 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522＋ 4 〃 クビ 94．1�
24 スマイルシャワー 牝3鹿 54 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 482＋ 61：22．9クビ 37．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 46，171，200円 複勝： 79，234，000円 枠連： 37，085，700円
馬連： 132，419，100円 馬単： 59，466，000円 ワイド： 60，941，400円
3連複： 171，563，000円 3連単： 240，864，800円 計： 827，745，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，380円 複 勝 � 790円 � 1，380円 � 730円 枠 連（4－8） 3，040円

馬 連 �� 47，270円 馬 単 �� 94，290円

ワ イ ド �� 11，620円 �� 4，960円 �� 9，360円

3 連 複 ��� 270，880円 3 連 単 ��� 1，728，980円

票 数

単勝票数 計 461712 的中 � 15472（10番人気）
複勝票数 計 792340 的中 � 26958（10番人気）� 14731（13番人気）� 29431（9番人気）
枠連票数 計 370857 的中 （4－8） 9428（16番人気）
馬連票数 計1324191 的中 �� 2171（94番人気）
馬単票数 計 594660 的中 �� 473（187番人気）
ワイド票数 計 609414 的中 �� 1349（90番人気）�� 3191（60番人気）�� 1678（80番人気）
3連複票数 計1715630 的中 ��� 475（427番人気）
3連単票数 計2408648 的中 ��� 101（2615番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．5―11．9―11．5―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―35．4―47．3―58．8―1：09．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コレクターアイテム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Storm Bird デビュー 2012．9．15 阪神1着

2010．2．20生 牝4黒鹿 母 ネットオークション 母母 Antique Auction 16戦3勝 賞金 72，083，000円
〔騎手変更〕 アルマディヴァン号の騎手勝浦正樹は，第6日第3競走での落馬負傷のため吉田豊に変更。
〔制裁〕 ボンジュールココロ号の騎手戸崎圭太は，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：4番・13番）
※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 プレミアステイタス号・リーサルウェポン号
※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。

3008211月24日 晴 良 （26東京5）第7日 第10競走 ��
��1，400�

さ い こ

西 湖 特 別
発走14時50分 （ダート・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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 441，000円 126，000円 63，000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 トーセンマイティ 牡3鹿 56 武 豊島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 506＋ 61：25．3 5．6�
815 サ ノ イ チ 牡3鹿 56 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 478－ 4 〃 クビ 8．1�
612 レッドファルクス 牡3芦 56 北村 宏司 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 460－ 41：25．4� 4．6�
35 デルマヌラリヒョン 牡4鹿 57 福永 祐一浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 496＋ 61：25．5� 5．8�
714 ミステリートレイン 牡6鹿 57 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 508＋ 4 〃 クビ 57．2	
23 ガッサンプレイ 牡4栗 57 杉原 誠人西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒカル牧場 470＋ 21：25．6� 25．2

48 ショウナンダイラ 牡4鹿 57 蛯名 正義�湘南 二ノ宮敬宇 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 538－ 81：25．91	 9．6�
24 タニセンジャッキー 牡5鹿 57 丸山 元気染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 472± 01：26．11
 174．6
36 スフィンクス 牝5鹿 55 内田 博幸佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか 橋本牧場 462＋ 21：26．2� 117．2�
47 ダ ウ ト レ ス 牡3鹿 56 江田 照男�ノースヒルズ 小島 太 新冠 株式会社

ノースヒルズ 514＋ 2 〃 クビ 12．3�
713 ラヴィアンクレール 牡6黒鹿57 三浦 皇成 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 454± 01：26．3クビ 7．3�
510 カシノスティーヴ 牡3栗 56 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 青森 一山育成牧場 494＋ 2 〃 クビ 59．1�
12 ヤマチョウフェア 牡6黒鹿57 石川裕紀人長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 488－ 41：26．4	 10．0�
611 スワンボート 牡4鹿 57 大野 拓弥田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 オンワード牧場 462＋ 41：26．5クビ 75．8�
11 ブルーイングリーン 牡5栗 57 松岡 正海青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 492－ 21：26．6� 124．5�
59 オーゴンボルト 牡3黒鹿56 柴山 雄一永田 清男氏 畠山 吉宏 浦河 大西ファーム B518± 01：27．55 28．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，140，200円 複勝： 71，730，300円 枠連： 39，912，600円
馬連： 146，363，500円 馬単： 66，087，000円 ワイド： 60，286，800円
3連複： 175，629，800円 3連単： 268，333，800円 計： 871，484，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 240円 � 260円 � 200円 枠 連（8－8） 3，390円

馬 連 �� 2，840円 馬 単 �� 5，020円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 630円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 5，560円 3 連 単 ��� 34，900円

票 数

単勝票数 計 431402 的中 � 61092（2番人気）
複勝票数 計 717303 的中 � 78037（3番人気）� 68855（5番人気）� 98929（2番人気）
枠連票数 計 399126 的中 （8－8） 9103（17番人気）
馬連票数 計1463635 的中 �� 39847（12番人気）
馬単票数 計 660870 的中 �� 9868（19番人気）
ワイド票数 計 602868 的中 �� 14742（11番人気）�� 25511（2番人気）�� 12718（18番人気）
3連複票数 計1756298 的中 ��� 23674（16番人気）
3連単票数 計2683338 的中 ��� 5573（111番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．2―12．6―12．5―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．2―36．4―49．0―1：01．5―1：13．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンマイティ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Sir Cat デビュー 2013．10．6 東京1着

2011．2．4生 牡3鹿 母 カ チ バ 母母 Sinister Victory 11戦3勝 賞金 43，890，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 サルバドールハクイ号・ジョージジョージ号・ハワイアンシュガー号・リアルモード号

２レース目



3008311月24日 晴 良 （26東京5）第7日 第11競走 ��
��1，800�第19回東京スポーツ杯2歳ステークス（ＧⅢ）

発走15時25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

東京スポーツ杯（1着）
賞 品

本 賞 32，000，000円 13，000，000円 8，000，000円 4，800，000円 3，200，000円
付 加 賞 469，000円 134，000円 67，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．9
1：45．9

良
良

11 サトノクラウン 牡2黒鹿55 R．ムーア 里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 474＋ 61：47．9 8．1�
（英）

22 アヴニールマルシェ 牡2鹿 55 北村 宏司 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 498＋ 4 〃 クビ 2．4�
711 ソールインパクト 牡2芦 55 福永 祐一窪田 康志氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 21：48．0� 30．3�
710 エ ミ ネ ス ク 牡2栗 55 田中 勝春 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 496＋ 81：48．1クビ 40．8�
69 クラージュシチー 牡2栗 55 戸崎 圭太 �友駿ホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか 幌村牧場 484± 0 〃 ハナ 4．1	
813 スワーヴジョージ 牡2鹿 55 四位 洋文�NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 506－ 21：48．2� 16．6

56 グァンチャーレ 牡2青鹿55 武 豊松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 中央牧場 434－ 6 〃 クビ 23．0�
812 ディアコンチェルト 牡2黒鹿55 柴田 善臣ディアレスト 高木 登 新ひだか 八田ファーム 434± 01：48．41	 245．0�
33 グリュイエール 牡2芦 55 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 462－ 8 〃 ハナ 6．4
68 ジャストドゥイング 牡2鹿 55 蛯名 正義前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 536＋121：48．5クビ 12．5�
45 ストリートキャップ 牡2芦 55 柴山 雄一 �ローレルレーシング 斎藤 誠 新冠 佐藤 信広 466－ 21：48．71� 48．8�
57 マイネルシュバリエ 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 478＋201：48．8クビ 26．1�
44 ペガサスボス 牡2黒鹿55 内田 博幸�天羽牧場 矢作 芳人 日高 天羽牧場 492＋ 4 〃 クビ 61．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 192，584，700円 複勝： 235，523，000円 枠連： 98，936，100円
馬連： 519，979，800円 馬単： 278，032，300円 ワイド： 207，005，900円
3連複： 668，444，500円 3連単： 1，376，392，800円 計： 3，576，899，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 240円 � 120円 � 560円 枠 連（1－2） 1，040円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 400円 �� 2，930円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 8，130円 3 連 単 ��� 40，850円

票 数

単勝票数 計1925847 的中 � 189869（4番人気）
複勝票数 計2355230 的中 � 203823（4番人気）� 808891（1番人気）� 69780（9番人気）
枠連票数 計 989361 的中 （1－2） 73577（3番人気）
馬連票数 計5199798 的中 �� 392229（3番人気）
馬単票数 計2780323 的中 �� 85279（9番人気）
ワイド票数 計2070059 的中 �� 145534（3番人気）�� 16830（32番人気）�� 45134（12番人気）
3連複票数 計6684445 的中 ��� 61633（25番人気）
3連単票数 計13763928 的中 ��� 24425（124番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．6―12．4―12．5―12．7―12．3―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―35．4―47．8―1：00．3―1：13．0―1：25．3―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F34．9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノクラウン �
�
父 Marju �

�
母父 Rossini デビュー 2014．10．25 東京1着

2012．3．10生 牡2黒鹿 母 ジョコンダⅡ 母母 La Joconde 2戦2勝 賞金 39，469，000円
〔発走状況〕 サトノクラウン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 サトノクラウン号は，発走調教再審査。
※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。

3008411月24日 晴 良 （26東京5）第7日 第12競走 ��2，100�サラブレッド系3歳以上
発走16時00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

711 レッドエンブレム 牡4黒鹿57 福永 祐一 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 492± 02：13．2 6．2�
46 ボーイフレンド 牡5栗 57 横山 典弘北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 446± 0 〃 クビ 17．4�
34 メイスンキャプテン 牡5栗 57 田辺 裕信梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 木村牧場 508＋ 2 〃 アタマ 21．6�
69 キネオフォルツァ 牡3芦 55 北村 宏司吉田 千津氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 524＋ 22：13．4� 3．2�
712 ヘルツフロイント 牡3黒鹿55 後藤 浩輝 �グリーンファーム古賀 慎明 千歳 社台ファーム 492＋ 22：13．5� 7．5�
813 ドラゴンズタイム 牡3鹿 55 吉田 豊窪田 康志氏 高橋 文雅 日高 三城牧場 428－ 2 〃 ハナ 5．1	
45 フォルトファーレン 牡5黒鹿57 内田 博幸 
キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 450－ 42：14．35 14．9�
58 フィーユブルー �5鹿 57 三浦 皇成青芝商事� 矢野 英一 千歳 社台ファーム B480－ 62：14．62 8．8�
57 デルマカマイタチ 牡4黒鹿 57

54 ▲井上 敏樹浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 504＋ 42：15．13 128．3
814� マスソングウインド 牡3黒鹿55 二本柳 壮上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 中田 浩美 482－192：15．41� 98．6�
610 トウショウマナーズ 牡4鹿 57 大庭 和弥藤田 衛成氏 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 526－ 22：16．14 44．5�
11 ロバーストナカヤマ 牡4黒鹿57 木幡 初広
中山牧場 牧 光二 浦河 中山牧場 526－ 42：16．2	 58．7�
33 ランドントウォーク 牡3青鹿55 柴田 善臣井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 B480－ 62：16．3	 94．7�
22 アビエイター 牡3栗 55 戸崎 圭太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大竹 正博 新ひだか 広田牧場 542＋ 2 〃 クビ 9．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 50，184，400円 複勝： 69，474，000円 枠連： 38，785，900円
馬連： 141，538，900円 馬単： 67，213，300円 ワイド： 58，801，100円
3連複： 171，727，200円 3連単： 292，018，600円 計： 889，743，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 250円 � 700円 � 620円 枠 連（4－7） 1，560円

馬 連 �� 6，340円 馬 単 �� 11，720円

ワ イ ド �� 2，060円 �� 1，980円 �� 4，520円

3 連 複 ��� 36，710円 3 連 単 ��� 163，480円

票 数

単勝票数 計 501844 的中 � 64142（3番人気）
複勝票数 計 694740 的中 � 86942（3番人気）� 23868（9番人気）� 27252（8番人気）
枠連票数 計 387859 的中 （4－7） 19240（7番人気）
馬連票数 計1415389 的中 �� 17281（26番人気）
馬単票数 計 672133 的中 �� 4298（48番人気）
ワイド票数 計 588011 的中 �� 7397（26番人気）�� 7701（25番人気）�� 3312（40番人気）
3連複票数 計1717272 的中 ��� 3508（99番人気）
3連単票数 計2920186 的中 ��� 1295（474番人気）

ハロンタイム 7．3―11．2―12．5―12．8―12．1―12．5―13．0―13．4―12．9―12．7―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―18．5―31．0―43．8―55．9―1：08．4―1：21．4―1：34．8―1：47．7―2：00．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドエンブレム �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2012．12．23 中山9着

2010．2．25生 牡4黒鹿 母 キャスケードブーケ 母母 スカーレットブーケ 20戦3勝 賞金 34，550，000円
〔発走状況〕 ロバーストナカヤマ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※ボーイフレンド号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

４レース目



（26東京5）第7日 11月24日（月曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 190頭 本 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

229，610，000円
10，920，000円
1，920，000円
20，890，000円
74，787，000円
5，161，000円
1，824，000円

勝馬投票券売得金
558，352，100円
797，278，700円
362，686，000円
1，454，492，200円
757，198，600円
654，127，500円
1，810，470，100円
3，115，592，000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 9，510，197，200円

総入場人員 30，163名 （有料入場人員 27，108名）
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