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3103711月15日 曇 不良 （27東京5）第4日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走9時55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

712 ジ ャ ル ー ズ 牝2鹿 54 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 宮内牧場 456＋ 81：25．4 9．1�
35 ナックビーナス 牝2青鹿54 横山 典弘小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 496－101：25．61� 1．6�
814 アルマラナキラ 牡2栗 55 三浦 皇成コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 浦新 徳司 454± 01：25．91� 8．9�
815 カンタベリーマイン 牡2鹿 55 北村 宏司峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 448＋ 61：26．21� 9．6�
34 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 450－ 4 〃 アタマ 44．7�
47 ルナディミエーレ 牝2栗 54 T．ベリー 	サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 502＋ 4 〃 クビ 6．3


（豪）

22 マ グ リ ッ ト 牡2黒鹿 55
52 ▲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 454－ 21：26．41� 219．0�
611 ハ ウ ト ア 牡2鹿 55 江田 照男	ミルファーム 岩戸 孝樹 浦河 ミルファーム 496＋ 21：26．93 54．5�
23 タイセイパートナー 牡2芦 55 内田 博幸田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 512＋ 61：27．0� 22．7
46 ウインピアチェーレ 牡2黒鹿55 松岡 正海�ウイン 大和田 成 浦河 絵笛牧場 470＋10 〃 クビ 24．0�
58 タケデンガーベラ 牝2芦 54 的場 勇人武市 進吾氏 高橋 義博 浦河 安藤牧場 494＋ 41：27．42� 391．3�
59 カシノナイト 牡2鹿 55

53 △義 英真柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 猪野毛牧場 476＋ 61：27．71� 465．5�
11 カームリップル 牝2黒鹿54 田中 勝春ライオンレースホース� 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 478＋ 21：28．55 53．1�
713 シンバシヨコハマ 牡2鹿 55 柴田 善臣小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 472± 01：30．4大差 249．8�
610 ニシノハートマーク 牡2鹿 55 村田 一誠西山 茂行氏 星野 忍 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B524＋ 81：32．3大差 105．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 19，958，500円 複勝： 51，255，100円 枠連： 13，172，000円
馬連： 51，001，800円 馬単： 32，528，800円 ワイド： 25，414，600円
3連複： 63，677，700円 3連単： 101，732，700円 計： 358，741，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 230円 � 110円 � 170円 枠 連（3－7） 790円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 2，580円

ワ イ ド �� 370円 �� 640円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 14，230円

票 数

単勝票数 計 199585 的中 � 17411（4番人気）
複勝票数 計 512551 的中 � 18826（5番人気）� 354689（1番人気）� 29936（3番人気）
枠連票数 計 131720 的中 （3－7） 12772（3番人気）
馬連票数 計 510018 的中 �� 45480（3番人気）
馬単票数 計 325288 的中 �� 9420（8番人気）
ワイド票数 計 254146 的中 �� 17214（3番人気）�� 9198（7番人気）�� 27004（2番人気）
3連複票数 計 636777 的中 ��� 27430（5番人気）
3連単票数 計1017327 的中 ��� 5182（37番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．8―12．5―12．5―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．5―48．0―1：00．5―1：12．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ ャ ル ー ズ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．6．20 東京9着

2013．2．13生 牝2鹿 母 ソフィアルージュ 母母 ビツキーロイヤル 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノハートマーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年1月15日まで平地

競走に出走できない。
※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。

3103811月15日 曇 不良 （27東京5）第4日 第2競走 ��
��1，600�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
1：36．6
1：36．6

不良
不良

11 エ ル ゼ ロ 牡2鹿 55 横山 典弘磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 488＋ 41：38．0 1．7�
811� マテラヴィクトリー 牡2栗 55

53 △石川裕紀人大野 照旺氏 森 秀行 米 Boolteenagh
Bloodstock 454－ 61：38．1� 3．5�

810 アッテンツィオーネ 牡2黒鹿55 T．ベリー 森岡 幸人氏 矢野 英一 様似 髙村 伸一 466－ 61：38．2	 14．0�
（豪）

22 ミ ス テ リ オ 牡2鹿 55 田中 勝春山本 武司氏 高市 圭二 平取 びらとり牧場 462± 01：38．94 88．1�
79 リワードリリアン 牝2青鹿54 内田 博幸宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード 464＋ 2 〃 クビ 17．2�
55 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± 01：39．0クビ 96．1�
44 � ゴールドエーカー 牡2鹿 55 三浦 皇成前田 幸治氏 和田 正道 米

Cheval Invest,
Hubert Honore &
Crispin de Moubray

498＋ 41：39．1� 8．4	
67 ビレッジゴールド 牡2栗 55 田辺 裕信村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 458－ 2 〃 ハナ 19．0

33 シーズウォー 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎中地賢次郎氏 根本 康広 新ひだか 加野牧場 468－ 61：39．63 379．4�
78 デビルウイング 牡2栗 55 松岡 正海 �スピードファーム小西 一男 新冠 スピードフアーム 472－ 81：39．81� 73．3
66 シグマグレード 牡2黒鹿55 北村 宏司�G1レーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 500－ 61：40．43� 19．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 18，594，100円 複勝： 53，172，900円 枠連： 11，277，300円
馬連： 42，544，100円 馬単： 29，133，700円 ワイド： 19，631，900円
3連複： 50，028，800円 3連単： 98，660，100円 計： 323，042，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 120円 � 180円 枠 連（1－8） 200円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 420円

ワ イ ド �� 140円 �� 360円 �� 490円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 2，010円

票 数

単勝票数 計 185941 的中 � 86100（1番人気）
複勝票数 計 531729 的中 � 403773（1番人気）� 42183（2番人気）� 16899（4番人気）
枠連票数 計 112773 的中 （1－8） 43388（1番人気）
馬連票数 計 425441 的中 �� 112692（1番人気）
馬単票数 計 291337 的中 �� 50933（1番人気）
ワイド票数 計 196319 的中 �� 47129（1番人気）�� 11816（5番人気）�� 8036（7番人気）
3連複票数 計 500288 的中 ��� 45106（2番人気）
3連単票数 計 986601 的中 ��� 35532（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．9―36．2―48．9―1：01．8―1：14．3―1：25．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ル ゼ ロ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2015．7．19 福島9着

2013．4．22生 牡2鹿 母 ゴールドマッシモ 母母 トレヴィサンライズ 3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。

第５回 東京競馬 第４日



3103911月15日 曇 不良 （27東京5）第4日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10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

610 ファイナルコール 牡2鹿 55 T．ベリー 山田 和正氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 484＋ 81：25．4 2．3�
（豪）

23 セイウンコウセイ 牡2栗 55 三浦 皇成西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 桜井牧場 486＋ 21：26．03� 5．5�
814 ポッドブロンコ 牡2鹿 55 北村 宏司小川眞査雄氏 大竹 正博 新冠 新冠橋本牧場 494± 0 〃 ハナ 2．9�
22 ラブジェネラル 牡2芦 55 横山 典弘オールラブクラブ 田島 俊明 新ひだか 高橋 修 474± 01：26．31� 17．7�
34 ミヤコノアバランチ 牡2芦 55 田中 勝春吉田都枝江氏 堀井 雅広 新ひだか 千代田牧場 B472＋ 2 〃 ハナ 181．6�
815 バ ン タ ム 牡2鹿 55 田辺 裕信竹森 幹雄氏 竹内 正洋 浦河 辻 牧場 470－ 21：26．51� 13．3�
35 エバーチェンジング 牡2鹿 55

52 ▲木幡 初也今 秀幸氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 466＋121：26．6� 101．1	
46 シゲルメジロ 牡2黒鹿 55

53 △義 英真森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 漆原 武男 436＋ 41：26．81� 90．6

58 マ ー チ ン 牝2鹿 54 松岡 正海矢野 和雅氏 伊藤 伸一 むかわ 真壁 信一 416－ 61：27．01� 32．8�
11 ラルブルドヴィ 牝2芦 54 江田 照男�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 458－ 21：27．21� 70．5
47 グットトキメク 牝2鹿 54 柴田 善臣小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 田中 裕之 442－ 41：27．3� 106．4�
611 ウインプリマ 牝2栗 54 内田 博幸�ウイン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 430± 01：27．51� 28．5�
712 ビレッジエンペラー 牡2栗 55

53 △石川裕紀人村山 輝雄氏 牧 光二 新冠 川島牧場 498＋ 81：27．71� 20．4�
59 セイユウボーイ 牡2栗 55 宮崎 北斗星 雄一郎氏 佐藤 吉勝 新ひだか ヒサイファーム 456＋ 21：28．02 260．8�
713 キンノオウカン 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎田頭 勇貴氏 柄崎 孝 浦河 日東牧場 B500－ 21：28．95 125．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 23，115，800円 複勝： 34，962，100円 枠連： 15，833，000円
馬連： 58，936，900円 馬単： 34，675，300円 ワイド： 30，353，400円
3連複： 70，819，100円 3連単： 112，800，200円 計： 381，495，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 150円 � 110円 枠 連（2－6） 440円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 260円 �� 150円 �� 340円

3 連 複 ��� 620円 3 連 単 ��� 3，100円

票 数

単勝票数 計 231158 的中 � 78725（1番人気）
複勝票数 計 349621 的中 � 138972（1番人気）� 36983（3番人気）� 73894（2番人気）
枠連票数 計 158330 的中 （2－6） 27450（2番人気）
馬連票数 計 589369 的中 �� 60462（2番人気）
馬単票数 計 346753 的中 �� 20658（3番人気）
ワイド票数 計 303534 的中 �� 26417（2番人気）�� 61665（1番人気）�� 19215（3番人気）
3連複票数 計 708191 的中 ��� 84806（1番人気）
3連単票数 計1128002 的中 ��� 26313（3番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．9―12．9―12．6―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―35．4―48．3―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4F50．0―3F37．1
3 4（1，5）（10，12）（3，6）（9，14）7（2，11）－8，15－13 4 4（5，10）（1，6，12）（3，9，14）（7，11，15）（2，8）＝13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ファイナルコール �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 リファーズウィッシュ デビュー 2015．10．18 東京3着

2013．4．20生 牡2鹿 母 コールミースーン 母母 コールミーネイム 2戦1勝 賞金 6，800，000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。

3104011月15日 曇 重 （27東京5）第4日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走11時20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

67 ナムラシングン 牡2黒鹿55 内田 博幸奈村 睦弘氏 高野 友和 浦河 谷川牧場 506－122：04．5 1．7�
55 キタサンミサイル 牡2青鹿55 T．ベリー �大野商事 清水 久詞 新冠 大栄牧場 522＋ 42：04．82 7．3�

（豪）

811 トーホウデサント 牡2鹿 55 江田 照男東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 476＋ 42：05．33 11．6�
44 ヨ カ グ ラ 牡2栗 55 池添 謙一 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 474－ 22：05．51 4．8�
11 ダイワチャーチル 牡2鹿 55 北村 宏司大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B498＋ 22：05．81� 12．7	
56 ヒメタチバナ 牝2黒鹿54 柴田 善臣岡田 勇氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 458＋ 42：05．9� 13．0

33 ウイントリオンフ 牡2鹿 55 松岡 正海�ウイン 奥平 雅士 新ひだか 増本牧場 490＋122：06．11� 63．9�
68 リワードデュラン 牡2鹿 55 横山 和生宮崎忠比古氏 勢司 和浩 浦河 有限会社

リワード 460－ 42：06．41� 179．6�
812 キョウエイパワー 牡2鹿 55 宮崎 北斗田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 42：06．72 219．9
79 マイネルビクトリー 牡2鹿 55 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 見上牧場 460－ 82：06．8クビ 59．3�
22 マイネルアブリル 牡2黒鹿 55

53 △石川裕紀人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宗像 義忠 新ひだか 折手牧場 478± 02：06．9� 28．1�

710 レ イ シ 牝2黒鹿54 武士沢友治加藤 信之氏 蛯名 利弘 日高 シンボリ牧場 462－ 2 〃 クビ 266．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 24，137，500円 複勝： 68，710，500円 枠連： 12，937，800円
馬連： 54，805，900円 馬単： 38，258，400円 ワイド： 28，937，900円
3連複： 70，236，100円 3連単： 131，266，300円 計： 429，290，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 190円 � 180円 枠 連（5－6） 290円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 280円 �� 340円 �� 900円

3 連 複 ��� 1，250円 3 連 単 ��� 4，040円

票 数

単勝票数 計 241375 的中 � 113324（1番人気）
複勝票数 計 687105 的中 � 473430（1番人気）� 34229（4番人気）� 35086（3番人気）
枠連票数 計 129378 的中 （5－6） 33994（1番人気）
馬連票数 計 548059 的中 �� 71850（2番人気）
馬単票数 計 382584 的中 �� 33997（2番人気）
ワイド票数 計 289379 的中 �� 28419（2番人気）�� 22296（4番人気）�� 7193（12番人気）
3連複票数 計 702361 的中 ��� 42068（6番人気）
3連単票数 計1312663 的中 ��� 23525（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．0―37．3―50．2―1：03．4―1：16．3―1：29．3―1：41．1―1：52．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．2―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

ナムラシングン �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Pivotal デビュー 2015．10．25 京都2着

2013．3．6生 牡2黒鹿 母 ドリームオブジェニー 母母 Glia 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 リワードデュラン号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。

キタサンミサイル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 リワードデュラン号は，平成27年11月16日から平成27年12月6日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
〔調教再審査〕 キタサンミサイル号は，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。



3104111月15日 晴 重 （27東京5）第4日 第5競走 ��1，600�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
1：33．5
1：32．3

良
良

711 マイネルハニー 牡2鹿 55 内田 博幸 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 栗田 博憲 浦河 高昭牧場 460 ―1：36．1 13．9�

45 コスモロングソード 牡2栗 55 武士沢友治 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新ひだか グローリーファーム 434 ―1：37．37 33．1�
46 エンジェルサイン 牡2黒鹿55 田辺 裕信窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 488 ―1：37．4� 3．3�
712 プレアマール 牝2鹿 54 池添 謙一栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 中神牧場 426 ― 〃 ハナ 10．2�
69 プラトリーナ 牝2鹿 54 北村 宏司 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 404 ―1：37．82� 5．1	
814 ダーリンラブラ 牝2黒鹿54 田中 博康杉山 一穂氏 高橋 義忠 浦河 三嶋牧場 454 ―1：38．22� 6．6

11 コスモラピッド 牡2栗 55

53 △義 英真 �ビッグレッドファーム 上原 博之 むかわ 平岡牧場 510 ―1：38．3� 39．5�
33 レ ク エ ル ド 牝2鹿 54 田中 勝春山本 武司氏 高市 圭二 浦河 笠松牧場 460 ―1：38．4� 33．9�
22 シンデレラストリー 牝2栗 54 三浦 皇成柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 浦河 地興牧場 450 ―1：38．5クビ 42．5
610 マイネルブルローネ 牡2芦 55 江田 照男 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 徹 新ひだか 棚川 光男 432 ―1：38．6� 101．0�
34 ウインプラティーヌ 牝2鹿 54

51 ▲木幡 初也�ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム 404 ―1：38．7� 119．7�
57 サムライフォンテン 牡2黒鹿55 T．ベリー 吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 462 ―1：38．8� 52．7�

（豪）

58 アフェクテューズ 牡2青鹿55 松岡 正海落合 幸弘氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 504 ―1：39．01� 3．5�
813 リュクスプレスト 牝2栗 54

52 △石川裕紀人田畑 憲士氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 406 ―1：40．9大差 88．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 21，339，900円 複勝： 24，794，300円 枠連： 12，816，800円
馬連： 51，451，600円 馬単： 27，733，100円 ワイド： 24，194，200円
3連複： 59，886，500円 3連単： 84，097，400円 計： 306，313，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 290円 � 790円 � 160円 枠 連（4－7） 780円

馬 連 �� 20，520円 馬 単 �� 38，660円

ワ イ ド �� 4，190円 �� 600円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 18，030円 3 連 単 ��� 189，340円

票 数

単勝票数 計 213399 的中 � 12238（6番人気）
複勝票数 計 247943 的中 � 20310（5番人気）� 6210（9番人気）� 53933（2番人気）
枠連票数 計 128168 的中 （4－7） 12630（2番人気）
馬連票数 計 514516 的中 �� 1943（42番人気）
馬単票数 計 277331 的中 �� 538（78番人気）
ワイド票数 計 241942 的中 �� 1419（35番人気）�� 10973（6番人気）�� 3404（18番人気）
3連複票数 計 598865 的中 ��� 2490（47番人気）
3連単票数 計 840974 的中 ��� 322（421番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―25．4―37．7―49．7―1：02．1―1：13．2―1：24．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F34．0
3 11，12－6，5（2，4）（3，7，10）（1，9）－（14，13）－8 4 11，12，6（5，2）（3，7，4）（1，9，10）14－8＝13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルハニー �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ナリタブライアン 初出走

2013．5．10生 牡2鹿 母 ブライアンハニー 母母 ハスキーハニー 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。

3104211月15日 晴 重 （27東京5）第4日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時45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

11 ド ー ヴ ァ ー 牡2栗 55 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 486 ―1：22．7 2．7�

713 チェッキーノ 牝2栗 54 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 452 ―1：23．02 2．9�
24 ラレッサングル 牝2鹿 54 柴田 善臣 �キャロットファーム 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 436 ―1：23．53 25．8�
36 マイネルロミオ 牡2青鹿 55

53 △義 英真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 黒岩 陽一 日高 賀張中川牧場 480 ―1：23．6� 119．0�

611 エイシンリベラル 牡2黒鹿55 池添 謙一�栄進堂 西園 正都 浦河 栄進牧場 450 ― 〃 アタマ 9．5	
47 フ ラ マ ブ ル 牝2栗 54 T．ベリー H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 426 ―1：24．13 22．2

（豪）

818 カンタオール 牡2黒鹿55 内田 博幸 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 466 ―1：24．42 9．4�
510 サイレントムーン 牝2栗 54 三浦 皇成 Him Rock Racing 上原 博之 日高 タバタファーム 414 ―1：24．5� 64．8�
12 カパオパンゴ 牡2黒鹿 55

53 △石川裕紀人吉田 勝己氏 田中 剛 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482 ― 〃 アタマ 24．8

59 カ ラ カ 牝2鹿 54 武士沢友治平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 468 ―1：24．71� 182．9�

612 アートオブグラン 牝2黒鹿54 宮崎 北斗�佐藤牧場 佐藤 吉勝 新ひだか 神垣 道弘 442 ― 〃 クビ 29．2�
（法634）

23 オニニカナボー 牡2鹿 55
52 ▲木幡 初也西村新一郎氏 天間 昭一 むかわ 高田 良一 458 ―1：24．8� 268．8�

35 ニシノユメオウ 牡2鹿 55 田中 勝春西山 茂行氏 古賀 慎明 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 442 ― 〃 クビ 76．6�

817 アソングフォーユー 牡2栗 55 横山 和生 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 堀井 雅広 新ひだか 岡田スタツド 442 ―1：24．9� 171．3�

816 メイショウレオネス 牝2青鹿54 松岡 正海松本 好�氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 426 ―1：25．22 37．4�
48 トウショウジルバ 牡2鹿 55 江田 照男トウショウ産業� 池上 昌和 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 474 ―1：25．62� 30．5�
715 プ レ シ ャ ス 牝2鹿 54 木幡 初広小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 434 ―1：26．13 250．4�
714 パラヴィオン 牝2鹿 54 横山 典弘 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 450 ―1：26．2� 17．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 29，771，100円 複勝： 32，372，400円 枠連： 21，185，200円
馬連： 63，157，500円 馬単： 33，322，400円 ワイド： 33，023，600円
3連複： 75，855，200円 3連単： 98，044，700円 計： 386，732，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 140円 � 440円 枠 連（1－7） 380円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 210円 �� 1，420円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 3，380円 3 連 単 ��� 11，490円

票 数

単勝票数 計 297711 的中 � 87945（1番人気）
複勝票数 計 323724 的中 � 82038（1番人気）� 68774（2番人気）� 11759（8番人気）
枠連票数 計 211852 的中 （1－7） 43026（1番人気）
馬連票数 計 631575 的中 �� 112995（1番人気）
馬単票数 計 333224 的中 �� 29452（1番人気）
ワイド票数 計 330236 的中 �� 49610（1番人気）�� 5149（18番人気）�� 6344（14番人気）
3連複票数 計 758552 的中 ��� 16828（8番人気）
3連単票数 計 980447 的中 ��� 6184（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―35．7―47．8―59．3―1：10．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．9
3 8（1，2，11）12（3，10，18）13－6，16，7－（4，15，9）－5，14，17 4 8（1，2，11）12（3，10，13，18）－（4，6，7）（9，16）－（17，15）5，14

勝馬の
紹 介

ド ー ヴ ァ ー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Elusive Quality 初出走

2013．4．1生 牡2栗 母 オ ル ダ ニ ー 母母 Adonesque 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※アートオブグラン号・パラヴィオン号は，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。



3104311月15日 晴 重 （27東京5）第4日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走13時15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

713 イダクァイマ 牡3栗 56 北村 宏司張 一達氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B504－ 41：37．3 5．6�
816 ブラインドタッチ 牡3青 56 T．ベリー 村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 480＋ 6 〃 クビ 9．1�

（豪）

611 トップアドバンス 牡4鹿 57 横山 和生柳内 正基氏 勢司 和浩 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 472＋ 81：37．4� 73．1�

47 ラストダンサー 牡4青鹿57 三浦 皇成草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 452＋ 61：37．5クビ 4．0�
35 	 ヌ ー ナ 牝3黒鹿54 田辺 裕信岡田 牧雄氏 小島 茂之 米

Frank McEn-
tee & Frank-
fort Park Farm

516－ 6 〃 クビ 7．8�
510	 ショウナンアイ 牝3栗 54 池添 謙一国本 哲秀氏 奥村 武 米 Padua Sta-

bles, LLC 468＋ 41：37．6クビ 65．4�
815
 エイシンスペーシア �4栗 57

54 ▲野中悠太郎岡田 壮史氏 鈴木 伸尋 浦河 高野牧場 458＋ 81：37．7� 234．8	
612 タイザンホクト 牡5鹿 57 江田 照男
日進牧場 竹内 正洋 浦河 日進牧場 508± 01：37．91� 93．9�
11 ギ ン パ リ 牡3青鹿56 内田 博幸新井原 博氏 小桧山 悟 新冠 守矢牧場 492－ 41：38．0� 36．0�
36 モアニレフア 牝3青鹿 54

51 ▲木幡 初也北村 栄治氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 426＋ 41：38．21 119．6
23 アバオアクー 牡3鹿 56 田中 勝春外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B504－ 4 〃 ハナ 3．3�
12 インペリアルブルー 牡4栗 57 二本柳 壮 �ブルーマネジメント松永 康利 新ひだか 本桐牧場 470＋ 41：38．3� 129．4�
48 	 ハットシテグー 牝4黒鹿 55

53 △石川裕紀人井上 一郎氏 伊藤 大士 米 Bill Justice & Dr.
Naoya Yoshida 520－ 41：38．72� 29．8�

714 ド ル メ ロ 牡3黒鹿56 横山 典弘�NICKS 尾関 知人 浦河 高村牧場 466－ 21：38．91 6．4�
24 	
 ウエスタンゼウス 牡4栗 57

55 △義 英真 �ウエスタンファーム 大竹 正博 米 Winches-
ter Farm 562＋ 2 〃 クビ 210．7�

59 
 ウールーシュヴァル 牡4鹿 57 村田 一誠井上 修一氏 浅野洋一郎 浦河 谷川牧場 460＋ 61：39．0クビ 234．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，393，300円 複勝： 33，913，800円 枠連： 21，148，100円
馬連： 74，791，000円 馬単： 36，220，300円 ワイド： 35，038，000円
3連複： 89，720，800円 3連単： 116，583，000円 計： 434，808，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 240円 � 290円 � 1，150円 枠 連（7－8） 1，200円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 4，460円

ワ イ ド �� 890円 �� 4，950円 �� 5，080円

3 連 複 ��� 37，230円 3 連 単 ��� 123，030円

票 数

単勝票数 計 273933 的中 � 38506（3番人気）
複勝票数 計 339138 的中 � 40846（3番人気）� 32278（6番人気）� 6464（10番人気）
枠連票数 計 211481 的中 （7－8） 13546（5番人気）
馬連票数 計 747910 的中 �� 22457（11番人気）
馬単票数 計 362203 的中 �� 6087（20番人気）
ワイド票数 計 350380 的中 �� 10646（11番人気）�� 1780（39番人気）�� 1734（40番人気）
3連複票数 計 897208 的中 ��� 1807（87番人気）
3連単票数 計1165830 的中 ��� 687（306番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―12．3―12．5―12．4―12．2―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．3―36．6―49．1―1：01．5―1：13．7―1：25．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F35．8
3 9，10（6，13）（7，5，15）－（4，16）（2，11）（12，3）（1，8）－14 4 9（10，13，15）（6，7，5，16）（2，11）4（1，12，3）8－14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

イダクァイマ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Nashwan デビュー 2014．10．26 東京13着

2012．2．15生 牡3栗 母 アドマイヤヒラリー 母母 ダ リ ン ダ 6戦2勝 賞金 12，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ファインライナー号
※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。

3104411月15日 晴 重 （27東京5）第4日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時45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

713 ボ ル ゲ ー ゼ 牡3黒鹿56 北村 宏司 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 480＋ 81：23．7 6．7�
815 ウサギノカケアシ 牡3芦 56 江田 照男桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 大滝 康晴 472－ 4 〃 クビ 122．1�
48 フィールザプリティ 牝3黒鹿54 田中 勝春櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 462－10 〃 ハナ 2．2�
36 ナスケンリュウジン 牡4栗 57 横山 和生那須 猛氏 萩原 清 新ひだか 桜井牧場 464＋ 2 〃 ハナ 30．2�
24 ボンボンキャスト 牝3黒鹿54 T．ベリー 山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 494－ 41：24．01� 30．5�

（豪）

11 サンタナブルー 牡3黒鹿56 内田 博幸 	ブルーマネジメント和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 456＋ 4 〃 クビ 6．2

510� インスタイル �4鹿 57 田辺 裕信岡田 牧雄氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 498＋ 4 〃 アタマ 11．7�
47 ギンガメテオール 牡3芦 56 柴田 善臣森山 進氏 本間 忍 新冠 秋田牧場 498± 01：24．2	 14．2�
35 セイウンアワード 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 528＋ 61：24．62� 276．2
59 カシノトラダマシイ 牡3黒鹿56 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 柏木 一則 464± 01：25．23� 160．6�
23 サクラエルカミーノ 牡4鹿 57 池添 謙一	さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡スタット 480＋ 6 〃 クビ 6．2�
714 クイーンマグノリア 牝3栗 54 宮崎 北斗 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム 444＋101：25．3� 181．3�
612 リターンストローク 牡3鹿 56

54 △石川裕紀人 �スピードファーム和田 正道 新ひだか 土田 和男 504－ 21：25．4� 27．0�
816 サンアルパイン 牡3鹿 56 松岡 正海加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 今井 秀樹 B500－ 41：25．5	 22．2�
611 フルーツガーデン 牝5青鹿 55

52 ▲野中悠太郎田頭 勇貴氏 根本 康広 浦河 谷口牧場 480＋ 21：27．2大差 456．2�
12 キースカーフ 牝3鹿 54 三浦 皇成北前孔一郎氏 相沢 郁 浦河 村下農場 426－ 61：27．51	 161．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，388，700円 複勝： 47，809，700円 枠連： 21，611，100円
馬連： 103，714，900円 馬単： 51，392，300円 ワイド： 46，701，400円
3連複： 122，152，200円 3連単： 180，721，900円 計： 608，492，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 230円 � 1，380円 � 120円 枠 連（7－8） 5，090円

馬 連 �� 47，750円 馬 単 �� 72，040円

ワ イ ド �� 10，090円 �� 440円 �� 3，900円

3 連 複 ��� 30，760円 3 連 単 ��� 284，830円

票 数

単勝票数 計 343887 的中 � 40721（4番人気）
複勝票数 計 478097 的中 � 46446（4番人気）� 5392（11番人気）� 162176（1番人気）
枠連票数 計 216111 的中 （7－8） 3286（17番人気）
馬連票数 計1037149 的中 �� 1683（56番人気）
馬単票数 計 513923 的中 �� 535（105番人気）
ワイド票数 計 467014 的中 �� 1115（58番人気）�� 30474（3番人気）�� 2918（37番人気）
3連複票数 計1221522 的中 ��� 2978（85番人気）
3連単票数 計1807219 的中 ��� 460（609番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．8―12．4―12．5―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．8―47．2―59．7―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボ ル ゲ ー ゼ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2014．11．15 東京3着

2012．2．18生 牡3黒鹿 母 ラ ル ケ ッ ト 母母 ア ズ サ ユ ミ 9戦2勝 賞金 15，020，000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。
（非当選馬） 2頭 マダムアグライア号・ラドゥガ号
※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。



3104511月15日 晴 稍重 （27東京5）第4日 第9競走 ��
��1，800�t v k 賞

発走14時15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

tvk賞（1着）
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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

79 マイネルイルミナル 牡5鹿 57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 日高 富川田中牧場 468＋ 41：48．0 7．8�

44 マルターズアポジー 牡3鹿 55 田辺 裕信藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 524－ 2 〃 クビ 5．1�
78 � セ セ リ 牡4栗 57 石川裕紀人冨士井直哉氏 森 秀行 米 William Paca

Beatson Jr. 502－ 41：48．31	 28．0�
810 アデイインザライフ 牡4鹿 57 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 550－ 21：48．51
 1．8�
66 ダノンミシガン 牡4芦 57 北村 宏司�ダノックス 久保田貴士 千歳 社台ファーム 492＋ 21：48．81	 17．6�
67 ジョーアラタ 牡3鹿 55 三浦 皇成上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 平野牧場 480± 01：48．9� 4．3	
22 イレプレイスブル 牡5黒鹿57 横山 和生�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 458＋ 41：49．0	 31．3

11 � アメリカンダイナー �6鹿 57 内田 博幸吉澤 克己氏 相沢 郁 米

Tony Holmes, Wal-
ter Zent & Win-
Star Farm LLC

478－ 61：49．42� 40．3�
811 ナンヨーケンゴー �5鹿 57 柴田 善臣中村 德也氏 斎藤 誠 日高 日高大洋牧場 484＋ 21：50．14 106．6�
55 オルフィーク 牝3青鹿53 武士沢友治加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 486± 01：50．41	 219．9
33 ゴーゴーヒュウガ 牡7鹿 57 二本柳 壮永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか 北海道静内農業高等学校 B458＋ 81：51．14 337．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 39，488，400円 複勝： 96，237，700円 枠連： 19，914，500円
馬連： 100，498，000円 馬単： 63，534，800円 ワイド： 42，626，900円
3連複： 112，255，600円 3連単： 256，016，200円 計： 730，572，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 410円 � 490円 � 1，410円 枠 連（4－7） 1，660円

馬 連 �� 2，200円 馬 単 �� 5，000円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，730円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 11，760円 3 連 単 ��� 62，390円

票 数

単勝票数 計 394884 的中 � 40348（4番人気）
複勝票数 計 962377 的中 � 65098（3番人気）� 52975（4番人気）� 16504（7番人気）
枠連票数 計 199145 的中 （4－7） 9265（6番人気）
馬連票数 計1004980 的中 �� 35387（8番人気）
馬単票数 計 635348 的中 �� 9522（16番人気）
ワイド票数 計 426269 的中 �� 17331（6番人気）�� 6177（19番人気）�� 6560（18番人気）
3連複票数 計1122556 的中 ��� 7157（35番人気）
3連単票数 計2560162 的中 ��� 2975（159番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―36．6―49．5―1：01．8―1：13．7―1：24．8―1：36．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

マイネルイルミナル �
�
父 メジロベイリー �

�
母父 タマモクロス デビュー 2012．7．8 福島5着

2010．3．9生 牡5鹿 母 マイネアクティース 母母 ヒカルダンサー 28戦3勝 賞金 59，166，000円
※オルフィーク号・ダノンミシガン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3104611月15日 晴 稍重 （27東京5）第4日 第10競走 ��
��1，400�

お く た ま

奥多摩ステークス
発走14時50分 （芝・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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

11 ブラヴィッシモ 牡3鹿 56 北村 宏司金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B496＋ 61：21．4 3．2�

23 シンデレラボーイ 牡5鹿 57 二本柳 壮田畑 利彦氏 矢作 芳人 浦河 高昭牧場 504＋ 81：21．61� 10．1�
47 アンジェリック 牝4鹿 55 田辺 裕信 �シルクレーシング 大和田 成 浦河 杵臼牧場 478－ 61：21．7	 5．7�
24 ファントムロード 
7鹿 57 石川裕紀人�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 490＋ 2 〃 ハナ 25．8�
713 フロアクラフト 牝5黒鹿55 田中 勝春 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 504± 01：21．8� 8．9	
611 マ カ ハ 牡6鹿 57 内田 博幸広尾レース� 小崎 憲 大樹 大樹ファーム B474＋ 41：22．01� 11．1

35 ボンジュールココロ 牝5鹿 55 柴田 善臣田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 480＋ 61：22．1	 39．6�
816 ラインスピリット 牡4黒鹿57 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 418－16 〃 クビ 18．9�
714 クリノタカラチャン 牝5黒鹿55 村田 一誠栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 426－ 61：22．2� 117．9
510 マ リ オ ー ロ 牡3鹿 56 三浦 皇成菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 490－ 21：22．41� 4．6�
36 サンブルエミューズ 牝5栗 55 T．ベリー �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 456＋ 61：22．82� 11．7�

（豪）

815 ロ ノ 牡6黒鹿57 池添 謙一金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 464＋ 41：23．11	 88．5�

612� デ ン フ ァ レ 牝8栗 55 的場 勇人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 浦河 宮内牧場 484－ 41：23．2	 325．0�

59 カラダレジェンド 牡4鹿 57 横山 和生子安 裕樹氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 476－101：23．3� 102．7�
12 シャトルアップ 
7栗 57 江田 照男広尾レース� 伊藤 正徳 様似 清水スタッド 514＋161：24．04 125．9�
48 テ ム ジ ン 牡6鹿 57 松岡 正海熊谷 貴之氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 488± 0 〃 クビ 121．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，481，600円 複勝： 67，102，300円 枠連： 29，684，300円
馬連： 154，524，400円 馬単： 69，123，400円 ワイド： 63，929，100円
3連複： 197，726，200円 3連単： 260，515，900円 計： 886，087，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 250円 � 190円 枠 連（1－2） 1，230円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 670円 �� 490円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 3，370円 3 連 単 ��� 16，250円

票 数

単勝票数 計 434816 的中 � 108239（1番人気）
複勝票数 計 671023 的中 � 134868（1番人気）� 57542（5番人気）� 92979（3番人気）
枠連票数 計 296843 的中 （1－2） 18613（4番人気）
馬連票数 計1545244 的中 �� 69533（5番人気）
馬単票数 計 691234 的中 �� 21197（5番人気）
ワイド票数 計 639291 的中 �� 24362（6番人気）�� 35420（2番人気）�� 12846（16番人気）
3連複票数 計1977262 的中 ��� 43899（7番人気）
3連単票数 計2605159 的中 ��� 11622（29番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―35．3―47．0―58．4―1：09．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラヴィッシモ �
�
父 Fastnet Rock �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2014．7．6 中京5着

2012．2．18生 牡3鹿 母 メイキアシー 母母 Gwynn 16戦4勝 賞金 72，730，000円
〔制裁〕 シンデレラボーイ号の騎手二本柳壮は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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



3104711月15日 晴 稍重 （27東京5）第4日 第11競走 ��
��1，400�オ ー ロ カ ッ プ

発走15時30分 （芝・左）
3歳以上，26．11．15以降27．11．8まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

岩手県競馬組合管理者賞（1着）
賞 品

本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

24 ロサギガンティア 牡4青 57 柴田 善臣 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 526－ 61：21．7 6．1�
11 アルバタックス 牡5栗 54 内田 博幸 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 494± 01：21．91� 8．9�
611� ア イ ラ イ ン 牝3黒鹿52 松岡 正海�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 444＋ 41：22．0	 6．9�
47 メイショウライナー 牡5鹿 54 田中 勝春松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 小島牧場 476＋ 2 〃 クビ 42．8�
12 � マヤノリュウジン 牡8栗 57 横山 典弘田所 英子氏 庄野 靖志 新ひだか 前川 隆則 516－ 61：22．1クビ 15．2	
35 マテンロウハピネス 牡3鹿 53 三浦 皇成寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム B444－ 6 〃 クビ 15．1

510 タガノブルグ 牡4鹿 54 北村 宏司八木 秀之氏 
島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450－ 2 〃 ハナ 9．7�
714 レッドファルクス 牡4芦 55 T．ベリー �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 470＋ 2 〃 ハナ 8．6

（豪）

59 タガノアザガル 牡3黒鹿54 横山 和生八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 440＋ 41：22．31� 92．4�

713 リヴェレンテ 牡7青鹿53 宮崎 北斗 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 502－ 41：22．93	 245．8�
817 ニ ン ジ ャ 牡6鹿 53 義 英真ロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 468－ 2 〃 クビ 47．6�
36 ミ ナ レ ッ ト 牝5鹿 53 江田 照男�ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 478－ 2 〃 アタマ 20．5�
818 ニシノラッシュ 牡3鹿 55 田辺 裕信西山 茂行氏 田村 康仁 新冠 村上 欽哉 484＋ 21：23．0クビ 3．5�
23 ダノンプログラマー �9青鹿55 石川裕紀人�ダノックス 千田 輝彦 追分 追分ファーム 472± 01：23．1	 21．3�
816 ニシノビークイック 牡6栗 53 野中悠太郎西山 茂行氏 竹内 正洋 新ひだか 本桐牧場 492± 0 〃 クビ 99．2�
612 シャイニーホーク 牡7栗 54 武士沢友治小林 昌志氏 田中 剛 平取 雅 牧場 510－ 21：23．31� 301．0�
48 ゴールドベル 牡6黒鹿53 木幡 初広松岡 隆雄氏 庄野 靖志 日高 下河辺牧場 470－121：23．4	 38．0�
715 サクラアドニス 牡7黒鹿55 池添 謙一�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 458＋ 21：23．82	 107．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 66，573，100円 複勝： 86，101，400円 枠連： 66，288，800円
馬連： 275，569，200円 馬単： 112，847，500円 ワイド： 105，007，500円
3連複： 365，815，000円 3連単： 509，514，100円 計： 1，587，716，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 210円 � 290円 � 250円 枠 連（1－2） 1，470円

馬 連 �� 3，370円 馬 単 �� 6，050円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 960円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 9，520円 3 連 単 ��� 54，280円

票 数

単勝票数 計 665731 的中 � 86496（2番人気）
複勝票数 計 861014 的中 � 112636（2番人気）� 72931（4番人気）� 88040（3番人気）
枠連票数 計 662888 的中 （1－2） 34721（6番人気）
馬連票数 計2755692 的中 �� 63208（12番人気）
馬単票数 計1128475 的中 �� 13989（20番人気）
ワイド票数 計1050075 的中 �� 26170（7番人気）�� 28522（6番人気）�� 16864（17番人気）
3連複票数 計3658150 的中 ��� 28810（26番人気）
3連単票数 計5095141 的中 ��� 6805（143番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．9―35．5―47．4―58．8―1：10．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロサギガンティア �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Big Shuffle デビュー 2013．7．7 函館4着

2011．4．18生 牡4青 母 ターフローズ 母母 Turfquelle 16戦4勝 賞金 132，559，000円
〔発走状況〕 ミナレット号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ミナレット号は，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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アミカブルナンバー号・ゼロス号・ダンスアミーガ号・トウシンモンステラ号・ネオザウイナー号
※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。

3104811月15日 晴 重 （27東京5）第4日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走16時05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
1：34．1
1：33．3

不良
良

12 ダイワバロニス 牝4青鹿55 T．ベリー 大城 敬三氏 田中 清隆 安平 ノーザンファーム 474－ 61：34．7 12．9�
（豪）

510� ソルティコメント 牡3栗 56 北村 宏司窪田 康志氏 藤沢 和雄 米 Craig B.
Singer 452＋ 21：34．8	 2．6�

815 ニットウビクトリー 牡6鹿 57 柴田 善臣�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 484± 01：35．75 25．1�
611 フクノグリュック 牡3鹿 56 横山 典弘福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社

ケイズ 508± 01：35．91
 18．7�
47 クロフネビームス 牝3芦 54 内田 博幸古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 460＋ 61：36．0クビ 8．5�
48 � ヤンキーソヴリン �5黒鹿57 木幡 初広岡田 牧雄氏 大江原 哲 米 S. D.

Brilie, L. P. 504－ 41：36．1	 111．7	
59 ゴールドリーガル 牡4鹿 57 田辺 裕信居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム 478＋ 81：36．2� 19．2

36 キーブランド 牡6鹿 57

55 △義 英真北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 514－141：36．3	 77．7�
612 ポンデザムール �5黒鹿57 松岡 正海岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 沖田 哲夫 500± 0 〃 アタマ 159．5�
24 オ リ ア ー ナ 牝5青鹿55 江田 照男 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 豊洋牧場 512－ 2 〃 アタマ 249．2�
816 サトノアルバトロス 牡4黒鹿57 三浦 皇成里見 治氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 504＋ 41：36．4クビ 7．8�
35 � ラ テ ラ ス 牝3鹿 54

52 △石川裕紀人吉田 和美氏 高柳 瑞樹 米 Mrs. Ger-
ald Nielsen 462± 01：36．5� 3．4�

23 キャプテンシップ 牡3鹿 56 田中 勝春玉井 宏和氏 森 秀行 浦河 小池 博幸 504＋ 5 〃 アタマ 22．8�
714 スラリーアイス 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎川島 吉男氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 462＋ 21：36．6クビ 164．8�
713 ショウナンカサロ 牝3青鹿54 池添 謙一国本 哲秀氏 古賀 史生 新ひだか 西村 和夫 446＋ 61：37．23� 99．0�
11 ソ ラ ニ ー 牡5黒鹿 57

54 ▲木幡 初也井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 �川 啓一 498＋ 41：38．05 40．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 62，462，800円 複勝： 80，647，600円 枠連： 43，699，400円
馬連： 194，222，600円 馬単： 89，114，600円 ワイド： 81，910，600円
3連複： 239，050，100円 3連単： 388，989，600円 計： 1，180，097，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 410円 � 140円 � 470円 枠 連（1－5） 1，310円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 5，230円

ワ イ ド �� 850円 �� 4，660円 �� 900円

3 連 複 ��� 8，690円 3 連 単 ��� 58，850円

票 数

単勝票数 計 624628 的中 � 38468（5番人気）
複勝票数 計 806476 的中 � 40058（6番人気）� 221961（1番人気）� 34492（8番人気）
枠連票数 計 436994 的中 （1－5） 25850（4番人気）
馬連票数 計1942226 的中 �� 76992（5番人気）
馬単票数 計 891146 的中 �� 12764（15番人気）
ワイド票数 計 819106 的中 �� 25459（8番人気）�� 4311（42番人気）�� 23916（9番人気）
3連複票数 計2390501 的中 ��� 20615（27番人気）
3連単票数 計3889896 的中 ��� 4792（168番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．4―35．0―47．1―59．4―1：11．6―1：22．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワバロニス �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．1．18 中山5着

2011．3．28生 牝4青鹿 母 ジューンアナガリス 母母 カフェロワイヤル 7戦4勝 賞金 33，200，000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4日 11月15日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

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

218，470，000円
2，080，000円
13，920，000円
1，510，000円
19，650，000円
70，623，500円
4，628，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
410，704，800円
677，079，800円
289，568，300円
1，225，217，900円
617，884，600円
536，769，100円
1，517，223，300円
2，338，942，100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 7，613，389，900円

総入場人員 31，562名 （有料入場人員 28，267名）
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