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2706110月24日 晴 良 （27東京4）第6日 第1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
1：36．6
1：36．6

不良
不良

11 デフィノワール 牡2黒鹿 55
53 △石川裕紀人島川 �哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ

スティファーム 452－ 21：40．7 5．4�
56 シゲルクロダイ 牡2鹿 55 吉田 豊森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 千葉飯田牧場 496＋ 81：40．8� 5．5�
68 パ イ ロ ッ ト 牡2黒鹿55 北村 宏司小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 480± 01：41．01� 14．3�
44 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 462－101：41．1クビ 65．7�
55 ビレッジゴールド 牡2栗 55 岩田 康誠村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 460＋ 41：41．2� 9．5�
22 ホワイトシャドウ 牡2芦 55 M．デムーロ飯塚 知一氏 池上 昌和 日高 藤本ファーム 438－ 41：41．3� 4．2	
812 ノーブルポセイドン 牡2栗 55 横山 典弘吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 青森 マルシチ牧場 490－ 6 〃 クビ 5．2

67 ニシノライト 牡2栗 55 江田 照男西山 茂行氏 菅原 泰夫 新冠 村上 欽哉 446＋ 61：42．25 73．6�
33 コパノミリアン 牝2鹿 54 戸崎 圭太小林 照弘氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 468± 01：42．41� 11．0�
79 ラガマフィン 牝2黒鹿54 蛯名 正義 社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム 466－ 61：42．61 6．6�
811 ヤマタケシェンナ 牝2栗 54

51 ▲野中悠太郎山中 佳代氏 根本 康広 日高 門別牧場 492－ 21：42．81� 107．5�
710 ウインストアヘッド 牡2鹿 55

52 ▲井上 敏樹�ウイン 清水 英克 新ひだか 木村 秀則 B456＋101：43．22 189．8�
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売 得 金
単勝： 21，377，200円 複勝： 34，745，000円 枠連： 14，428，100円
馬連： 55，262，300円 馬単： 28，844，500円 ワイド： 29，621，200円
3連複： 72，844，300円 3連単： 97，237，000円 計： 354，359，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 180円 � 190円 � 340円 枠 連（1－5） 940円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，640円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，020円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 4，620円 3 連 単 ��� 21，360円

票 数

単勝票数 計 213772 的中 � 31402（3番人気）
複勝票数 計 347450 的中 � 56469（2番人気）� 51385（3番人気）� 21757（8番人気）
枠連票数 計 144281 的中 （1－5） 11821（4番人気）
馬連票数 計 552623 的中 �� 32096（4番人気）
馬単票数 計 288445 的中 �� 8167（8番人気）
ワイド票数 計 296212 的中 �� 15768（4番人気）�� 7281（20番人気）�� 7337（19番人気）
3連複票数 計 728443 的中 ��� 11823（25番人気）
3連単票数 計 972370 的中 ��� 3300（75番人気）

ハロンタイム 12．4―11．7―12．5―12．6―13．1―12．8―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―24．1―36．6―49．2―1：02．3―1：15．1―1：27．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デフィノワール �
�
父 トーセンブライト �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2015．8．2 札幌6着

2013．4．22生 牡2黒鹿 母 シャトーノワール 母母 ヴィクトリーバンク 4戦1勝 賞金 6，300，000円
〔発走状況〕 ノーブルポセイドン号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔その他〕 ノーブルポセイドン号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

2706210月24日 晴 良 （27東京4）第6日 第2競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走10時45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

510 オーシャンビュー 牡2鹿 55 内田 博幸冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 八木 明広 426－ 21：26．4 24．1�
816 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＋ 6 〃 アタマ 22．9�
11 タイガーヴォーグ 牡2鹿 55 横山 典弘千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 476＋ 2 〃 クビ 1．8�
36 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 476± 01：26．61� 186．6�
23 ト ー レ ク ン 牡2鹿 55

53 △石川裕紀人 �グランデオーナーズ 加藤 和宏 浦河 中村 雅明 406－ 81：27．34 28．8�
59 ウ ィ ン デ ィ 牡2鹿 55 柴田 善臣臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 436－ 61：27．61� 13．2	
612 ブランシェクール 牝2芦 54 柴山 雄一 
キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：27．8� 2．8�
35 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 494＋ 21：28．54 172．4�
713 プレミアムデス 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 410－ 41：28．82 59．4
47 シゲルトラフグ 牡2鹿 55 岩田 康誠森中 蕃氏 蛯名 利弘 新冠 中央牧場 464＋ 21：29．01� 43．4�
24 カシノナイト 牡2鹿 55

52 ▲井上 敏樹柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 猪野毛牧場 470± 01：29．1	 219．5�
12 サンドルトン 牝2鹿 54 松岡 正海加藤 信之氏 小野 次郎 新ひだか 仲野牧場 486＋ 2 〃 ハナ 9．6�
48 ジークフリート 牡2青鹿55 木幡 初広 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 450± 0 〃 ハナ 254．4�
815 イナーセレニティ 牝2鹿 54 武士沢友治島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 456－ 81：29．95 401．8�
714 シンボリメルケル 牝2栗 54 三浦 皇成シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 482－ 61：30．11� 118．5�
611 ネ コ パ ワ ー 牡2鹿 55 嘉藤 貴行桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 ヤマタケ牧場 538± 01：30．52 255．0�
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売 得 金
単勝： 29，836，600円 複勝： 44，152，500円 枠連： 18，899，500円
馬連： 57，125，500円 馬単： 36，945，900円 ワイド： 33，191，600円
3連複： 76，056，500円 3連単： 114，152，800円 計： 410，360，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，410円 複 勝 � 440円 � 420円 � 110円 枠 連（5－8） 3，920円

馬 連 �� 15，440円 馬 単 �� 31，630円

ワ イ ド �� 3，870円 �� 790円 �� 840円

3 連 複 ��� 8，300円 3 連 単 ��� 110，340円

票 数

単勝票数 計 298366 的中 � 9901（6番人気）
複勝票数 計 441525 的中 � 15733（7番人気）� 16399（6番人気）� 194172（1番人気）
枠連票数 計 188995 的中 （5－8） 3728（10番人気）
馬連票数 計 571255 的中 �� 2866（27番人気）
馬単票数 計 369459 的中 �� 876（58番人気）
ワイド票数 計 331916 的中 �� 2097（30番人気）�� 11150（6番人気）�� 10411（7番人気）
3連複票数 計 760565 的中 ��� 6867（24番人気）
3連単票数 計1141528 的中 ��� 750（249番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．1―12．9―12．4―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．7―48．6―1：01．0―1：13．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーシャンビュー �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．8．9 新潟5着

2013．5．18生 牡2鹿 母 アスコットビコー 母母 スタンピード 3戦1勝 賞金 5，700，000円

第４回 東京競馬 第６日



2706310月24日 晴 良 （27東京4）第6日 第3競走 ��
��1，800�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
1：45．9
1：45．9

良
良

89 ダイワリアクション 牡2鹿 55 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 502＋ 61：49．7 9．8�
33 ミヤビエンブレム 牡2黒鹿55 福永 祐一村上 義勝氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 486± 0 〃 ハナ 3．6�
77 ヴィガーエッジ 牡2鹿 55 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 484＋ 4 〃 アタマ 13．6�
11 ジ ェ ラ シ ー 牝2栗 54 横山 典弘近藤 英子氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 474＋ 4 〃 ハナ 2．7�
22 ド ゥ ス ー ル 牝2鹿 54 江田 照男宮川 純造氏 武藤 善則 浦河 富田牧場 482＋121：50．55 5．1�
88 カリスマフォンテン 牝2鹿 54 柴山 雄一吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 472＋ 6 〃 アタマ 28．1	
55 ノンシュガー 牡2芦 55 岩田 康誠
G1レーシング 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516＋ 41：50．71� 6．0�
66 ディヴェルシオーネ 牝2栗 54 松岡 正海佐々木雄二氏 中川 公成 浦河 村中牧場 468－ 61：51．12� 24．2�
44 レインボーフェスタ 牝2栗 54 武士沢友治イーデン産業 矢野 英一 日高 千葉飯田牧場 434＋ 21：52．05 172．9�
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売 得 金
単勝： 24，476，800円 複勝： 30，872，600円 枠連： 9，989，300円
馬連： 45，539，200円 馬単： 28，135，400円 ワイド： 23，782，500円
3連複： 53，800，100円 3連単： 100，914，500円 計： 317，510，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 250円 � 150円 � 320円 枠 連（3－8） 1，480円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 5，080円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，450円 �� 720円

3 連 複 ��� 6，550円 3 連 単 ��� 47，410円

票 数

単勝票数 計 244768 的中 � 19828（5番人気）
複勝票数 計 308726 的中 � 28672（5番人気）� 69880（2番人気）� 20845（6番人気）
枠連票数 計 99893 的中 （3－8） 5202（7番人気）
馬連票数 計 455392 的中 �� 17639（9番人気）
馬単票数 計 281354 的中 �� 4152（22番人気）
ワイド票数 計 237825 的中 �� 9495（8番人気）�� 4036（19番人気）�� 8553（10番人気）
3連複票数 計 538001 的中 ��� 6153（26番人気）
3連単票数 計1009145 的中 ��� 1543（166番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―24．7―37．2―49．9―1：02．3―1：14．7―1：26．2―1：37．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．0

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

勝馬の
紹 介

ダイワリアクション �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．9．27 中山5着

2013．5．20生 牡2鹿 母 ダイワベルタ 母母 サンシャワーキッス 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 ドゥスール号の騎手江田照男は，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50，000円。（被害馬：6番）

ダイワリアクション号の騎手北村宏司は，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。

2706410月24日 晴 良 （27東京4）第6日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走11時45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

12 ファイアクリスタル 牝2鹿 54 田辺 裕信田原 邦男氏 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476 ―1：36．5 9．4�

715 フェイズベロシティ 牝2栗 54 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 448 ―1：36．6� 7．1�
510 ライトリーチューン 牝2鹿 54 蛯名 正義 �グリーンファーム牧 光二 千歳 社台ファーム 440 ― 〃 クビ 5．9�
612 バトルグランドリイ 牝2鹿 54 池添 謙一宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 466 ―1：36．7クビ 22．8�
714 ヘラルドスクエア 牝2鹿 54 M．デムーロ�G1レーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 412 ―1：36．8� 8．5�
11 ステイインハート 牝2鹿 54 吉田 豊 	社台レースホース二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 418 ― 〃 クビ 5．7

817 エターナルブーケ 牝2黒鹿54 福永 祐一石川 達絵氏 堀 宣行 日高 下河辺牧場 452 ― 〃 クビ 8．3�
816 ブラボーリリック 牝2芦 54 北村 宏司松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 452 ―1：36．9� 17．0�
59 ビクトリアシップ 牝2鹿 54 大野 拓弥ライオンレースホース� 斎藤 誠 新ひだか 千代田牧場 430 ―1：37．0� 147．1
48 レッドミュール 牝2黒鹿54 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428 ―1：37．21� 7．4�
611 ハコダテキミコ 牝2鹿 54

52 △石川裕紀人大友 靖岐氏 相沢 郁 新冠 オリエント牧場 438 ―1：37．41� 59．5�
713 シャリオドール 牝2栗 54 C．ルメール 	社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 446 ― 〃 アタマ 13．2�
818 イージスヒラリー 牝2鹿 54 柴田 善臣眞﨑 修氏 本間 忍 日高 日西牧場 440 ―1：37．71� 168．5�
24 ブラックスター 牝2青鹿54 古川 吉洋 M・

Kenichiホールディング� 高橋 文雅 日高 シンボリ牧場 416 ―1：37．91� 146．2�
35 バークレアヴィガ 牝2鹿 54 柴田 大知鈴木 義孝氏 土田 稔 日高 賀張三浦牧場 416 ―1：38．0� 28．5�
23 デイジーベル 牝2鹿 54 柴山 雄一 	サンデーレーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム 452 ― 〃 クビ 95．3�
47 グラスドルチェ 牝2栗 54 木幡 初広半沢	 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 444 ―1：38．21� 153．2�
36 ラブイズアート 牝2黒鹿54 江田 照男丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 三輪牧場 470 ―1：38．3� 42．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，435，500円 複勝： 39，374，000円 枠連： 24，940，400円
馬連： 56，706，800円 馬単： 27，844，300円 ワイド： 31，830，300円
3連複： 71，832，700円 3連単： 81，986，500円 計： 362，950，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 280円 � 220円 � 200円 枠 連（1－7） 620円

馬 連 �� 3，280円 馬 単 �� 6，870円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 1，150円 �� 700円

3 連 複 ��� 5，260円 3 連 単 ��� 45，510円

票 数

単勝票数 計 284355 的中 � 23976（7番人気）
複勝票数 計 393740 的中 � 33195（7番人気）� 48369（3番人気）� 54047（2番人気）
枠連票数 計 249404 的中 （1－7） 30740（1番人気）
馬連票数 計 567068 的中 �� 13360（15番人気）
馬単票数 計 278443 的中 �� 3039（36番人気）
ワイド票数 計 318303 的中 �� 5436（20番人気）�� 7015（16番人気）�� 12101（2番人気）
3連複票数 計 718327 的中 ��� 10231（7番人気）
3連単票数 計 819865 的中 ��� 1306（144番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―36．3―48．7―1：01．7―1：13．6―1：24．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファイアクリスタル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Danehill Dancer 初出走

2013．1．25生 牝2鹿 母 ラスティックフレイム 母母 Soviet Artic 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 バトルグランドリイ号の騎手池添謙一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：18番・16番）
〔その他〕 バトルグランドリイ号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教注意。
※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） 9頭 クリーンファンキー号・サンプライス号・シゲルカガミダイ号・ブリスフルタイム号・ブレイクマイハート号・

ベイビーティンク号・ルクレツィア号・レペゼン号・レモンフェイヴァー号

追 加 記 事（第 4回中山競馬第 8日第 8競走）
〔その他〕　　センコウノマイヒメ号は，競走中に疾病〔左第１趾骨近位端骨折〕を発症。なお，

同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



2706510月24日 晴 良 （27東京4）第6日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走12時35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
2：00．8
1：59．9

良
良

712 リスペクトアース 牡2黒鹿55 戸崎 圭太 �グリーンファーム小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 544 ―2：05．8 9．3�

46 マウントロブソン 牡2芦 55 C．ルメール 金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 466 ―2：06．12 1．5�

610 ロジインパクト 牡2鹿 55 内田 博幸久米田正明氏 国枝 栄 安平 追分ファーム 508 ― 〃 クビ 6．3�
35 タイセイヴィクター 牡2鹿 55 蛯名 正義田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 追分ファーム 500 ―2：06．63 12．7�
59 ノーブルサンズ 牝2栗 54 岩田 康誠吉木 伸彦氏 田村 康仁 浦河 ガーベラパー

クスタツド 446 ―2：06．81� 186．4	
713 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 ― 〃 ハナ 48．6


22 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 442 ― 〃 アタマ 53．4�
814 ゴッドテンス 牡2芦 55 福永 祐一窪田 芳郎氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 496 ―2：06．9クビ 14．3�
23 � ゴールドエーカー 牡2鹿 55 石橋 脩前田 幸治氏 和田 正道 米

Cheval Invest,
Hubert Honore &
Crispin de Moubray

494 ―2：07．11� 12．5
11 ジョージフォンテン 牡2鹿 55 吉田 豊吉橋 計氏 高橋 裕 登別 登別上水牧場 462 ―2：07．2クビ 109．4�
58 ア コ ル デ 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 古賀 慎明 新冠 ビッグレッドファーム 404 ― 〃 クビ 44．8�
815 シゲルカガミダイ 牝2黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 鹿戸 正幸 422 ―2：07．94 129．5�
611 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 512 ―2：08．0� 98．4�
34 ブルースパワー 牡2栗 55 田辺 裕信�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 474 ―2：08．53 58．8�

（14頭）
47 カルムパシオン 牡2鹿 55 三浦 皇成前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 34，517，600円 複勝： 62，741，400円 枠連： 14，724，200円
馬連： 56，264，400円 馬単： 37，480，300円 ワイド： 31，192，100円
3連複： 61，184，700円 3連単： 104，207，400円 計： 402，312，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 160円 � 110円 � 150円 枠 連（4－7） 630円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 270円 �� 690円 �� 210円

3 連 複 ��� 1，190円 3 連 単 ��� 11，640円

票 数

単勝票数 差引計 345176（返還計 233） 的中 � 29433（3番人気）
複勝票数 差引計 627414（返還計 409） 的中 � 43922（3番人気）� 397021（1番人気）� 47463（2番人気）
枠連票数 差引計 147242（返還計 38） 的中 （4－7） 17841（2番人気）
馬連票数 差引計 562644（返還計 679） 的中 �� 58843（3番人気）
馬単票数 差引計 374803（返還計 410） 的中 �� 11186（8番人気）
ワイド票数 差引計 311921（返還計 425） 的中 �� 30178（2番人気）�� 9646（6番人気）�� 42399（1番人気）
3連複票数 差引計 611847（返還計 1993） 的中 ��� 38329（1番人気）
3連単票数 差引計1042074（返還計 3226） 的中 ��� 6486（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―26．2―39．1―52．2―1：05．8―1：19．1―1：32．0―1：43．4―1：54．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F33．8

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

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

リスペクトアース �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Street Cry 初出走

2013．3．17生 牡2黒鹿 母 アースグリーン 母母 Sauveteur 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 カルムパシオン号は，疾病〔右肩部挫創〕のため出走取消。
※シゲルカガミダイ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2706610月24日 晴 良 （27東京4）第6日 第6競走 ��
��2，100�サラブレッド系3歳以上

発走13時05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

44 ポルトボナール 牡3黒鹿 55
53 △石川裕紀人後藤 英成氏 武井 亮 森 笹川大晃牧場 488＋ 62：12．8 3．1�

55 キネオフォルツァ 牡4芦 57 北村 宏司吉田 千津氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 528± 02：13．12 4．1�
22 アンジュリンブレス 牡3青鹿55 大野 拓弥塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 494＋ 4 〃 ハナ 5．1�
33 アムールスキー 牡4鹿 57 柴山 雄一 �シルクレーシング 小笠 倫弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B488－ 22：13．2クビ 7．1�
66 ガ ヤ ル ド 牡4鹿 57 内田 博幸佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 452－ 62：13．52 20．0�
88 オペラハット 牡4鹿 57 戸崎 圭太小菅 定雄氏 森 秀行 平取 高橋 啓 446＋ 42：14．24 5．3	
11 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 B478＋ 62：14．41� 37．2

89 セプテントリオ 	5黒鹿57 M．デムーロ �社台レースホース中舘 英二 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋ 22：15．14 12．1�
77 デルマカマイタチ 牡5黒鹿57 武士沢友治浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B510＋ 42：15．73� 101．4�

（9頭）

売 得 金
単勝： 25，809，700円 複勝： 38，024，000円 枠連： 12，597，600円
馬連： 56，480，800円 馬単： 31，327，300円 ワイド： 29，146，000円
3連複： 61，870，200円 3連単： 114，026，500円 計： 369，282，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 150円 � 150円 枠 連（4－5） 760円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 270円 �� 340円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 5，410円

票 数

単勝票数 計 258097 的中 � 65520（1番人気）
複勝票数 計 380240 的中 � 84139（1番人気）� 63909（3番人気）� 63196（4番人気）
枠連票数 計 125976 的中 （4－5） 12804（3番人気）
馬連票数 計 564808 的中 �� 56892（1番人気）
馬単票数 計 313273 的中 �� 15024（2番人気）
ワイド票数 計 291460 的中 �� 29848（1番人気）�� 21174（4番人気）�� 17268（5番人気）
3連複票数 計 618702 的中 ��� 40987（2番人気）
3連単票数 計1140265 的中 ��� 15263（5番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―19．3―32．8―45．7―58．3―1：11．1―1：23．6―1：35．8―1：47．8―2：00．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F37．0
1
3
4，5（3，9）（6，7）（2，8）－1・（4，5）（3，9）（2，8，7）－6，1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ポルトボナール 
�
父 ハイアーゲーム 

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー 2014．8．24 新潟6着

2012．4．19生 牡3黒鹿 母 ダイコーマリーン 母母 ミ ヤ ラ ビ 15戦2勝 賞金 23，650，000円



2706710月24日 晴 良 （27東京4）第6日 第7競走 ��1，300�サラブレッド系3歳以上
発走13時35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
1：16．4
1：16．4

重
重

713 リターンラルク 牡4鹿 57 北村 宏司山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 B464＋ 21：18．5 49．9�
12 ディスティンダリア 牝3鹿 53

51 △石川裕紀人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド B460－ 2 〃 クビ 50．6�

11 フローラルダンサー 牝3鹿 53
50 ▲井上 敏樹岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 若林牧場 514＋ 2 〃 アタマ 62．8�

36 カシノスティーヴ 牡4栗 57 柴山 雄一柏木 務氏 蛯名 利弘 青森 一山育成牧場 514＋ 41：18．71� 8．7�
24 メイショウカノン 牡4青鹿57 蛯名 正義松本 好�氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 476＋ 41：19．02 3．2	
510 リンガスヴィグラス 牝3鹿 53 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 456＋ 21：19．31� 11．1

612� アサクサレーサー 牡4黒鹿57 C．ルメール 田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 486－ 21：19．61	 2．7�
47 エンドレスシャイン 牡4鹿 57 吉田 豊岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 日高 白井牧場 430－ 4 〃 アタマ 19．2�
48 デルマアラレチャン 牝4鹿 55

52 ▲野中悠太郎浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーヒルファーム 470－ 2 〃 クビ 143．9
611 ディアポジション 牡4黒鹿57 三浦 皇成ディアレスト 新開 幸一 青森 石田 英機 B478＋ 41：19．7� 330．9�
23 アラマサクロフネ 牝4鹿 55 大野 拓弥�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 510＋ 61：19．91� 38．8�
816� アルディバイン 牡4鹿 57 戸崎 圭太髙樽さゆり氏 高橋 裕 浦河 山下 恭茂 484＋ 21：20．21	 8．0�
35 セイウンアワード 牡3鹿 55 岩田 康誠西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 522＋ 2 〃 ハナ 44．5�
815 カゼニモマケズ 牝3栗 53 武士沢友治江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 446± 01：20．3� 63．5�
59 サプライズライン 牝4芦 55 田辺 裕信平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 448＋12 〃 クビ 37．5�
714 ハッピーロングラン 牝4鹿 55 福永 祐一馬場 幸夫氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 428－ 81：20．5	 22．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，873，800円 複勝： 48，713，800円 枠連： 22，902，900円
馬連： 92，679，600円 馬単： 43，912，700円 ワイド： 47，142，500円
3連複： 105，244，100円 3連単： 149，309，300円 計： 544，778，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，990円 複 勝 � 2，130円 � 1，740円 � 1，850円 枠 連（1－7） 17，080円

馬 連 �� 131，310円 馬 単 �� 304，940円

ワ イ ド �� 30，760円 �� 38，920円 �� 7，930円

3 連 複 ��� 1，214，350円 3 連 単 ��� 4，706，480円

票 数

単勝票数 計 348738 的中 � 5582（11番人気）
複勝票数 計 487138 的中 � 6065（14番人気）� 7464（12番人気）� 7000（13番人気）
枠連票数 計 229029 的中 （1－7） 1039（29番人気）
馬連票数 計 926796 的中 �� 547（101番人気）
馬単票数 計 439127 的中 �� 108（210番人気）
ワイド票数 計 471425 的中 �� 395（100番人気）�� 312（105番人気）�� 1542（58番人気）
3連複票数 計1052441 的中 ��� 65（495番人気）
3連単票数 計1493093 的中 ��� 23（2666番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
6．9―18．3―30．2―42．3―54．4―1：06．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リターンラルク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2013．6．16 東京1着

2011．3．15生 牡4鹿 母 リターンキャスト 母母 リターンバンダム 19戦2勝 賞金 22，097，000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 モポーク号

2706810月24日 晴 良 （27東京4）第6日 第8競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳以上

発走14時05分 （芝・左）
1000万円以下；負担重量は，3歳54�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
2：22．1
2：22．1

良
良

77 トルークマクト 牡5鹿 57 蛯名 正義�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 458＋ 22：26．0 19．5�
11 フェスティヴイェル 牡4黒鹿57 M．デムーロ臼井義太郎氏 畠山 吉宏 むかわ 上水牧場 500－ 22：26．21� 3．9�
89 ルミナスウォリアー 牡4鹿 57 柴山 雄一 �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 ハナ 3．3�
66 グランドサッシュ 牡4黒鹿57 岩田 康誠 �シルクレーシング 武市 康男 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 62：26．3� 4．5�
810 ジ ェ ラ ル ド 	6栗 57 北村 宏司 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 482＋ 22：26．51
 9．1�
44 シンボリジャズ 牡5鹿 57 戸崎 圭太シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 494＋ 2 〃 ハナ 12．4	
55 ドラゴンズタイム 牡4鹿 57 吉田 豊窪田 康志氏 高橋 文雅 日高 三城牧場 426－ 4 〃 クビ 52．3

78 フジマサエンペラー 牡6黒鹿57 江田 照男藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 504＋ 22：26．81� 6．7�
22 � ファルスター 牡7鹿 57 内田 博幸佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488± 0 〃 ハナ 45．5�
33 サムソンズシエル 牡4鹿 57 池添 謙一 �シルクレーシング 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 514－ 82：28．07 24．0

（10頭）

売 得 金
単勝： 32，903，800円 複勝： 45，785，000円 枠連： 19，108，600円
馬連： 77，601，200円 馬単： 38，848，900円 ワイド： 37，118，100円
3連複： 85，825，100円 3連単： 141，970，400円 計： 479，161，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，950円 複 勝 � 270円 � 160円 � 140円 枠 連（1－7） 910円

馬 連 �� 3，840円 馬 単 �� 10，750円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 910円 �� 300円

3 連 複 ��� 3，280円 3 連 単 ��� 35，390円

票 数

単勝票数 計 329038 的中 � 13442（7番人気）
複勝票数 計 457850 的中 � 33195（6番人気）� 80364（2番人気）� 103129（1番人気）
枠連票数 計 191086 的中 （1－7） 16236（4番人気）
馬連票数 計 776012 的中 �� 15655（15番人気）
馬単票数 計 388489 的中 �� 2709（39番人気）
ワイド票数 計 371181 的中 �� 7020（16番人気）�� 9767（13番人気）�� 36123（1番人気）
3連複票数 計 858251 的中 ��� 19578（10番人気）
3連単票数 計1419704 的中 ��� 2908（132番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．5―13．0―12．6―12．0―12．3―12．4―12．2―11．6―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．2―36．7―49．7―1：02．3―1：14．3―1：26．6―1：39．0―1：51．2―2：02．8―2：14．3

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

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

勝馬の
紹 介

トルークマクト �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 High Chaparral デビュー 2012．6．9 東京7着

2010．4．14生 牡5鹿 母 ロ ゼ 母母 ダンシングナゲット 33戦4勝 賞金 57，794，000円



2706910月24日 晴 良 （27東京4）第6日 第9競走 ��
��1，800�アイビーステークス

発走14時35分 （芝・左）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．9
1：45．9

良
良

79 マイネルラフレシア 牡2栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 432＋ 21：48．4 7．3�

811 ユウチェンジ 牡2黒鹿55 戸崎 圭太�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 474＋ 4 〃 クビ 16．1�
67 ヒプノティスト 牡2栗 55 柴田 善臣金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 日高 日高大洋牧場 468－ 61：48．61 5．7�
66 スターオブペルシャ 牡2栗 55 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 490－ 2 〃 クビ 8．8�
33 アドマイヤビスタ 牡2栗 55 C．ルメール 近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492＋ 21：48．7クビ 3．7	
44 � アメリカンヘブン 牡2鹿 55 福永 祐一吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Bruce Smart 488＋ 2 〃 クビ 23．1

78 レプランシュ 牡2鹿 55 内田 博幸 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 462－ 4 〃 ハナ 4．5�
810 アラバスター 牡2芦 55 横山 典弘 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 474± 01：48．8クビ 7．8�
22 フィンガーポスト 牡2鹿 55 吉田 豊伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 470＋ 81：49．01	 35．1
55 タンタラスノオカ 牡2黒鹿55 岩田 康誠嶋田 賢氏 田中 清隆 むかわ ヤマイチ牧場 454＋ 61：49．74 70．8�
11 エイシンギガント 牡2黒鹿55 M．デムーロ�栄進堂 中尾 秀正 新ひだか 松本牧場 476＋ 41：50．44 16．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 55，343，900円 複勝： 72，438，700円 枠連： 25，867，300円
馬連： 120，399，200円 馬単： 56，153，300円 ワイド： 52，069，600円
3連複： 130，005，500円 3連単： 200，195，300円 計： 712，472，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 230円 � 320円 � 180円 枠 連（7－8） 810円

馬 連 �� 5，110円 馬 単 �� 9，110円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 680円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 7，220円 3 連 単 ��� 44，160円

票 数

単勝票数 計 553439 的中 � 60425（4番人気）
複勝票数 計 724387 的中 � 79567（4番人気）� 52037（7番人気）� 117434（2番人気）
枠連票数 計 258673 的中 （7－8） 24537（4番人気）
馬連票数 計1203992 的中 �� 18239（21番人気）
馬単票数 計 561533 的中 �� 4620（42番人気）
ワイド票数 計 520696 的中 �� 9261（20番人気）�� 20334（8番人気）�� 10289（17番人気）
3連複票数 計1300055 的中 ��� 13502（27番人気）
3連単票数 計2001953 的中 ��� 3286（174番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―11．8―12．6―12．8―12．8―11．8―10．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―35．8―48．4―1：01．2―1：14．0―1：25．8―1：36．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F34．4

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

勝馬の
紹 介

マイネルラフレシア �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．9．6 新潟1着

2013．2．9生 牡2栗 母 フライングメリッサ 母母 ウイングオブラック 2戦2勝 賞金 23，245，000円
〔制裁〕 ヒプノティスト号の騎手柴田善臣は，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100，000円。（被害馬：11番）

2707010月24日 晴 良 （27東京4）第6日 第10競走 ��
��1，600�

しゅうれい

秋嶺ステークス
発走15時10分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下，26．10．25以降27．10．18まで1回以上出走馬，除3歳未出走
馬および未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

59 � モ ー ニ ン 牡3栗 54 C．ルメール 馬場 幸夫氏 石坂 正 米 Empire
Equines, LLC 520－ 81：35．7 2．1�

12 プ ロ ト コ ル 牡4栗 55 柴田 大知石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 B520－ 61：36．12� 18．8�
714	 ヒルノデイバロー 牡4黒鹿56 横山 典弘�ヒルノ 昆 貢 新冠 カミイスタット B516＋ 21：36．42 15．9�
47 ア ル タ イ ル 牡3栗 55 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 B492＋101：36．61
 4．4�
510 ノ ボ バ カ ラ 牡3栗 54 戸崎 圭太�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 498＋ 61：36．7� 5．9�
815 コアレスキング 牡5鹿 54 勝浦 正樹小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 コアレススタッド 542＋ 8 〃 クビ 223．9	
48 プラントハンター 牡5黒鹿54 柴山 雄一吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 452＋ 61：36．8クビ 176．6

611 シグナルプロシード 牡5鹿 55 井上 敏樹髙樽さゆり氏 高橋 義忠 新ひだか 元道牧場 522＋ 41：36．9� 61．7�
11 サ ン レ ー ン 牝5鹿 53 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482－ 61：37．0� 14．5�
816 スノーモンキー 牡5鹿 56 岩田 康誠石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 448± 0 〃 アタマ 27．8
35 メイショウゾンビ 牡6鹿 54 木幡 初広松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 478－241：37．1� 213．6�
612 ノースショアビーチ 牡4鹿 57．5 蛯名 正義�G1レーシング 田中 剛 千歳 社台ファーム B488－ 21：37．2� 19．9�
23 ロードフォワード 牡4青鹿55 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 458± 01：37．41
 52．8�
36 オメガブレイン 牡7鹿 52 江田 照男原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B472＋ 6 〃 同着 131．4�
713 ウインマーレライ 牡4黒鹿57 M．デムーロ�ウイン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 502＋ 21：38．25 16．8�

（15頭）
24 マヤノオントロジー 牡6黒鹿55 秋山真一郎田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 494－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 58，742，900円 複勝： 77，669，200円 枠連： 45，232，400円
馬連： 163，601，200円 馬単： 76，092，900円 ワイド： 71，706，800円
3連複： 193，066，700円 3連単： 292，368，100円 計： 978，480，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 430円 � 350円 枠 連（1－5） 700円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 3，220円

ワ イ ド �� 960円 �� 770円 �� 3，550円

3 連 複 ��� 9，720円 3 連 単 ��� 31，780円

票 数

単勝票数 差引計 587429（返還計 7619） 的中 � 222117（1番人気）
複勝票数 差引計 776692（返還計 16508） 的中 � 222838（1番人気）� 35117（8番人気）� 45393（6番人気）
枠連票数 差引計 452324（返還計 428） 的中 （1－5） 49572（3番人気）
馬連票数 差引計1636012（返還計 70173） 的中 �� 54263（7番人気）
馬単票数 差引計 760929（返還計 31479） 的中 �� 17709（10番人気）
ワイド票数 差引計 717068（返還計 44099） 的中 �� 19354（9番人気）�� 24769（5番人気）�� 4968（37番人気）
3連複票数 差引計1930667（返還計176601） 的中 ��� 14890（29番人気）
3連単票数 差引計2923681（返還計252900） 的中 ��� 6668（91番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．0―11．9―12．7―12．6―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―22．8―33．8―45．7―58．4―1：11．0―1：23．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．3
3 1，14－9，10，2（3，13）（5，15）12，6，7（16，11）8 4 1，14，9（2，3，10）13（5，15）（6，12）（16，7）（8，11）

勝馬の
紹 介

�モ ー ニ ン �
�
父 Henny Hughes �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2015．5．16 京都1着

2012．4．14生 牡3栗 母 Giggly 母母 Chaste 4戦4勝 賞金 46，149，000円
〔競走除外〕 マヤノオントロジー号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）12頭 エンドレスノット号・キョウエイバサラ号・クライスマイル号・クロスボウ号・ゲマインシャフト号・セイラ号・

テンペル号・パワーポケット号・マノワール号・ミヤジタイガ号・メイショウスミトモ号・メガオパールカフェ号



2707110月24日 晴 良 （27東京4）第6日 第11競走 ��
��1，600�第18回富士ステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以上56�，牝馬
2�減，26．10．25以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走
またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走
（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，26．10．24以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1
着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただ
し2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 595，000円 170，000円 85，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

23 ダノンプラチナ 牡3芦 54 蛯名 正義�ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 472＋ 61：32．7 9．9�
611 サトノアラジン 牡4鹿 56 C．ルメール 里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 526＋ 4 〃 クビ 2．4�
714 ロ ゴ タ イ プ 牡5黒鹿58 M．デムーロ吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 496－ 41：32．91� 9．5�
47 シ ェ ル ビ ー 牡6栗 56 戸崎 圭太杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 二風谷ファーム 520－ 21：33．0	 45．9�
816 フ ル ー キ ー 牡5青鹿56 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 486± 01：33．1	 7．0�
815 グランシルク 牡3鹿 54 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 494＋ 2 〃 クビ 11．6

12 シャイニープリンス 牡5青鹿56 田辺 裕信小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 コアレススタッド 496＋ 61：33．31� 20．3�
59 カレンブラックヒル 牡6黒鹿58 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 470－ 6 〃 ハナ 22．1�
713 ワールドエース 牡6鹿 57 北村 宏司 	サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 470 〃 クビ 30．8
612 アルバタックス 牡5栗 56 岩田 康誠 	社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 494－ 6 〃 ハナ 64．0�
11 ブレイズアトレイル 牡6芦 56 柴山 雄一 	サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 500＋ 21：33．51� 88．6�
35 ヤングマンパワー 牡3黒鹿55 松岡 正海星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 512－ 6 〃 クビ 20．3�
48 ヤマカツエース 牡3栗 56 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 478＋ 41：33．6クビ 15．6�
24 マイネルホウオウ 牡5栗 58 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ヒカル牧場 524＋ 2 〃 クビ 49．8�
36 クラリティスカイ 牡3鹿 57 横山 典弘杉山 忠国氏 友道 康夫 新冠 パカパカ

ファーム 486＋ 81：33．7	 12．9�
510 アルマワイオリ 牡3黒鹿54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 小泉牧場 464－ 41：33．8
 50．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 175，150，100円 複勝： 255，197，900円 枠連： 117，109，300円
馬連： 595，199，000円 馬単： 248，799，000円 ワイド： 279，586，200円
3連複： 921，576，200円 3連単： 1，278，182，500円 計： 3，870，800，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 290円 � 130円 � 280円 枠 連（2－6） 1，210円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 3，450円

ワ イ ド �� 640円 �� 2，020円 �� 620円

3 連 複 ��� 4，780円 3 連 単 ��� 28，720円

票 数

単勝票数 計1751501 的中 � 141134（4番人気）
複勝票数 計2551979 的中 � 180376（5番人気）� 708140（1番人気）� 195534（3番人気）
枠連票数 計1171093 的中 （2－6） 74966（4番人気）
馬連票数 計5951990 的中 �� 345688（2番人気）
馬単票数 計2487990 的中 �� 54051（9番人気）
ワイド票数 計2795862 的中 �� 115740（3番人気）�� 33566（22番人気）�� 119958（2番人気）
3連複票数 計9215762 的中 ��� 144545（7番人気）
3連単票数 計12781825 的中 ��� 32265（56番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．7―35．1―47．0―59．0―1：10．2―1：21．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F33．7
3 9，14（6，16）（10，13）（1，12）8（5，15）（7，11）（2，3）4 4 9，14（6，16）（10，13）（1，12）（8，15）（5，11）（2，7，3）4

勝馬の
紹 介

ダノンプラチナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2014．9．6 札幌2着

2012．3．23生 牡3芦 母 バ デ ィ ー ラ 母母 Magical Allure 7戦4勝 賞金 142，862，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりダノンプラチナ号は，マイルチャンピオンシップ（GⅠ）競走に優先出走できる。

2707210月24日 晴 良 （27東京4）第6日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走16時25分 （ダート・左）

牝，1000万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

48 グラスエトワール 牝3鹿 53 木幡 初広半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 472＋121：24．5 5．0�
59 ボーンレジェンド 牝4鹿 55 戸崎 圭太 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 480－ 2 〃 クビ 7．3�
510 ド ナ リ サ 牝7鹿 55

52 ▲井上 敏樹山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 480＋ 21：24．6� 47．8�
47 シ ュ ウ ギ ン 牝5鹿 55 大野 拓弥山住 勲氏 高木 登 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 452－ 2 〃 クビ 41．0�
815 スールキートス 牝3黒鹿53 吉田 豊�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 490＋121：24．81� 13．4	
36 ショウナンカサロ 牝3青鹿53 蛯名 正義国本 哲秀氏 古賀 史生 新ひだか 西村 和夫 440－ 41：24．9� 18．6

714 スノーレパード 牝4黒鹿55 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468± 0 〃 ハナ 6．0�
612 ラスパジャサーダス 牝3芦 53 松岡 正海佐々木雄二氏 中舘 英二 伊達 高橋農場 446－ 61：25．0� 14．0�
611 ピッツネイル 牝4芦 55 柴山 雄一 �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 504－ 41：25．1� 78．9
24 ノーブルヴィーナス 牝3黒鹿53 横山 典弘吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 服部 牧場 430－ 21：25．31 6．7�
12 シャンパンルージュ 牝5鹿 55 柴田 善臣�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ B500＋ 41：25．93� 68．3�
713 ダブルファンタジー 牝5栗 55 古川 吉洋安原 浩司氏 高橋 文雅 浦河 辻 牧場 504－ 41：26．0クビ 21．6�
11 シゲルオオスミ 牝4鹿 55 勝浦 正樹森中 蕃氏 松永 康利 日高 若林 武雄 460± 0 〃 ハナ 26．2�
23 ベストリーダー 牝4栗 55 M．デムーロ �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456± 01：28．0大差 4．3�
816 クイーンアルタミラ 牝6黒鹿55 三浦 皇成柏瀬金之介氏 萩原 清 新ひだか マルショウ牧場 484－ 2 〃 ハナ 69．3�

（15頭）
35 ルミナスパレード 牝4黒鹿55 C．ルメール �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 478－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 45，827，300円 複勝： 64，573，300円 枠連： 44，983，800円
馬連： 94，171，400円 馬単： 39，163，800円 ワイド： 53，006，100円
3連複： 87，322，800円 3連単： 123，144，300円 計： 552，192，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 200円 � 220円 � 820円 枠 連（4－5） 2，740円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 3，350円

ワ イ ド �� 700円 �� 3，360円 �� 3，320円

3 連 複 ��� 17，700円 3 連 単 ��� 77，430円

票 数

単勝票数 差引計 458273（返還計186862） 的中 � 72771（2番人気）
複勝票数 差引計 645733（返還計198273） 的中 � 95521（1番人気）� 80602（4番人気）� 16235（11番人気）
枠連票数 差引計 449838（返還計 9033） 的中 （4－5） 12719（12番人気）
馬連票数 差引計 941714（返還計823829） 的中 �� 37363（6番人気）
馬単票数 差引計 391638（返還計364496） 的中 �� 8746（5番人気）
ワイド票数 差引計 530061（返還計373671） 的中 �� 20681（4番人気）�� 3942（41番人気）�� 3987（40番人気）
3連複票数 差引計 873228（返還計1294577） 的中 ��� 3700（62番人気）
3連単票数 差引計1231443（返還計2002429） 的中 ��� 1153（272番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．2―47．4―59．4―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グラスエトワール �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2014．8．17 新潟1着

2012．3．15生 牝3鹿 母 グラスブロード 母母 Magic Broad 9戦3勝 賞金 29，400，000円
〔競走除外〕 ルミナスパレード号は，枠内駐立不良〔突進〕。枠外に跳び出し放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻7分遅延。
〔制裁〕 ルミナスパレード号の騎手C．ルメールは，発馬機内での御法（突進された）について過怠金10，000円。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ルミナスパレード号は，平成27年10月25日から平成27年11月23日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
〔その他〕 ベストリーダー号は，3コーナーで砂をかぶり，歩様を乱し減速したことについて平地調教注意。



（27東京4）第6日 10月24日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 161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

264，870，000円
2，080，000円
10，660，000円
1，720，000円
24，220，000円
65，294，500円
4，458，000円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
567，295，200円
814，287，400円
370，783，400円
1，471，030，600円
693，548，300円
719，393，000円
1，920，628，900円
2，797，694，600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 9，354，661，400円

総入場人員 32，817名 （有料入場人員 29，915名）
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