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2707310月25日 晴 良 （27東京4）第7日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走9時55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

57 ブルーオリエント 牝2鹿 54 池添 謙一桜井 欣吾氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 458＋ 21：36．2 5．6�
813 ナムラバイオレット 牝2栗 54 松岡 正海奈村 睦弘氏 岩戸 孝樹 日高 いとう牧場 474± 0 〃 ハナ 81．4�
11 ヨ イ ミ ヤ 牝2栗 54 江田 照男�ミルファーム 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド 408－ 41：36．3� 8．8�
45 イチゴアミーラ 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎合同会社ノルディック小桧山 悟 日高 日高大洋牧場 438－ 41：36．4� 12．3�
814 ウインミモザ 牝2栗 54

51 ▲井上 敏樹�ウイン 金成 貴史 新ひだか 乾 皆雄 444＋101：36．61� 70．3	
712 シングンガガ 牝2黒鹿54 長岡 禎仁伊坂 重憲氏 高市 圭二 日高 広富牧場 456± 01：36．7� 15．8

46 ジャズソング 牝2黒鹿54 田中 博康�大樹ファーム 高橋 祥泰 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 410－ 21：37．12 245．4�
58 エスカラード 牡2鹿 55 C．デムーロ �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 鈴木 孝志 新ひだか 岡田スタツド 456± 01：37．42 6．4�
（仏）

33 コスモレティクルム 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 436± 01：37．61� 1．8
711 サツキハイセンス 牝2鹿 54 木幡 初広小野 博郷氏 牧 光二 新冠 安達 洋生 422± 0 〃 ハナ 224．8�
610 ピ コ ッ ト 牝2栗 54 岩部 純二ライオンレースホース� 石毛 善彦 日高 Shall Farm 416－ 21：39．19 50．2�
34 セイカマルカート 牝2栗 54 柴山 雄一久米 誠氏 南田美知雄 日高 中川 欽一 418－ 41：39．31� 298．9�
69 サンニードルス 牝2鹿 54 服部 茂史加藤 信之氏 杉浦 宏昭 新ひだか 大平牧場 466－ 21：39．4� 70．6�

（北海道）

22 ヤマチョウルンバ 牡2黒鹿 55
53 △石川裕紀人長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 478－ 21：40．57 30．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，055，500円 複勝： 37，437，500円 枠連： 13，485，400円
馬連： 50，128，500円 馬単： 30，590，200円 ワイド： 24，547，800円
3連複： 65，119，300円 3連単： 104，964，800円 計： 345，329，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 250円 � 2，230円 � 440円 枠 連（5－8） 4，510円

馬 連 �� 18，740円 馬 単 �� 25，830円

ワ イ ド �� 4，210円 �� 900円 �� 5，740円

3 連 複 ��� 44，150円 3 連 単 ��� 236，330円

票 数

単勝票数 計 190555 的中 � 27111（2番人気）
複勝票数 計 374375 的中 � 45048（2番人気）� 3755（11番人気）� 22097（5番人気）
枠連票数 計 134854 的中 （5－8） 2315（14番人気）
馬連票数 計 501285 的中 �� 2072（33番人気）
馬単票数 計 305902 的中 �� 888（52番人気）
ワイド票数 計 245478 的中 �� 1471（33番人気）�� 7329（8番人気）�� 1074（40番人気）
3連複票数 計 651193 的中 ��� 1106（82番人気）
3連単票数 計1049648 的中 ��� 322（424番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．6―12．0―12．6―12．4―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．3―34．9―46．9―59．5―1：11．9―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルーオリエント �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Rainbow Quest デビュー 2015．6．28 函館2着

2013．4．1生 牝2鹿 母 ピサノレインボー 母母 Keyboogie 5戦1勝 賞金 11，100，000円
〔制裁〕 ヨイミヤ号の騎手江田照男は，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。
〔その他〕 ヤマチョウルンバ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 ヤマチョウルンバ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年11月25日まで出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

2707410月25日 晴 良 （27東京4）第7日 第2競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走10時25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

89 シュペルミエール 牡2栗 55 柴山 雄一 �キャロットファーム 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 502＋ 22：02．4 2．0�

55 オンザロックス 牡2鹿 55 三浦 皇成稻井田安史氏 森 秀行 新冠 ベルモント
ファーム 464± 02：02．61� 2．8�

22 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 454－ 22：02．7クビ 43．5�
77 ミライヘノサイン 牝2鹿 54

52 △石川裕紀人田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 シンユウフアーム 452± 02：03．12� 9．5�
33 マイネルクラフト 牡2黒鹿55 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 484＋ 82：03．2� 15．6	
88 ゴールドクリスエス 牡2青鹿55 吉田 豊古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 486± 02：03．3� 39．0

66 バトルロックハート 牡2黒鹿55 木幡 初広宮川 秋信氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 460± 02：04．36 55．6�
44 フジマサスペシャル 牡2鹿 55 江田 照男藤原 正一氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 474－122：04．4� 6．2�
11 サ ミ ダ レ 牝2青鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 武市 康男 新ひだか 米田牧場 420± 02：04．71� 208．5

（9頭）

売 得 金
単勝： 22，604，400円 複勝： 37，235，000円 枠連： 9，538，500円
馬連： 46，412，600円 馬単： 31，467，100円 ワイド： 21，599，200円
3連複： 53，368，200円 3連単： 117，976，700円 計： 340，201，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 110円 � 410円 枠 連（5－8） 220円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 150円 �� 850円 �� 990円

3 連 複 ��� 2，460円 3 連 単 ��� 6，440円

票 数

単勝票数 計 226044 的中 � 90254（1番人気）
複勝票数 計 372350 的中 � 192552（1番人気）� 80812（2番人気）� 7322（7番人気）
枠連票数 計 95385 的中 （5－8） 32310（1番人気）
馬連票数 計 464126 的中 �� 141053（1番人気）
馬単票数 計 314671 的中 �� 52067（1番人気）
ワイド票数 計 215992 的中 �� 49901（1番人気）�� 5186（10番人気）�� 4387（12番人気）
3連複票数 計 533682 的中 ��� 16223（9番人気）
3連単票数 計1179767 的中 ��� 13266（19番人気）

ハロンタイム 13．1―12．0―12．0―12．4―12．5―12．6―12．6―11．5―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．1―37．1―49．5―1：02．0―1：14．6―1：27．2―1：38．7―1：50．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

シュペルミエール �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．9．27 中山3着

2013．1．31生 牡2栗 母 ヒカルアモーレ 母母 グレイトフィーヴァー 2戦1勝 賞金 6，800，000円

第４回 東京競馬 第７日



2707510月25日 晴 良 （27東京4）第7日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走10時55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
1：36．6
1：36．6

不良
不良

36 � ストロングバローズ 牡2鹿 55 C．デムーロ 猪熊 広次氏 堀 宣行 米 Fox
Straus KY 524 ―1：40．0 1．6�

（仏）

612 スイートメロディー 牝2鹿 54 嘉藤 貴行村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 474 ―1：40．74 66．6�
59 � ウォリアーズクロス 牡2鹿 55 柴山 雄一 �シルクレーシング 国枝 栄 米

B & B Blood-
stock, Inc &
Marty Hughes

532 ―1：41．65 5．8�
816 レッドゼルク 牡2栗 55 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 502 ―1：41．7� 5．0�
35 キングズミッション 牡2栗 55 大野 拓弥吉田 千津氏 高木 登 千歳 社台ファーム 460 ― 〃 ハナ 13．6	
510 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 458 ―1：42．33� 119．1

815 プリンシアコメータ 牝2黒鹿 54

52 △石川裕紀人芳川 貴行氏 矢野 英一 新冠 ベルモント
ファーム 468 ―1：42．72� 28．7�

713 アイルーロス 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中川 公成 青森 諏訪牧場 440 ―1：42．8	 51．6�
611 インユアハンド 牝2黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹島川 哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ
スティファーム 442 ―1：43．12 157．8�

47 ハ ル ク 牡2鹿 55 三浦 皇成�ダイリン 高橋 義忠 新冠 新冠橋本牧場 490 ― 〃 アタマ 14．0�
24 モリトフラッシュ 牡2黒鹿55 松岡 正海石橋 忠之氏 水野 貴広 新ひだか 伊藤 敏明 496 ―1：43．2	 67．3�
12 コイセヨダンシ 牡2黒鹿55 池添 謙一丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 460 ―1：43．3クビ 41．1�
48 シエロアスール 牝2青鹿54 江田 照男�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 460 ―1：43．51� 205．4�
714 ブライティアベル 牝2栗 54

51 ▲野中悠太郎小林 昌志氏 的場 均 平取 雅 牧場 444 ―1：43．6クビ 316．7�
23 ニ ン キ モ ノ 牡2栗 55 服部 茂史小川 敏夫氏 小桧山 悟 新ひだか 藤本牧場 478 ―1：43．7� 186．4�

（北海道）

11 ミヤギデュランダル 
2栗 55 大庭 和弥菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 田上 稔 468 ―1：46．1大差 193．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，639，200円 複勝： 71，131，200円 枠連： 16，702，200円
馬連： 50，984，200円 馬単： 36，006，700円 ワイド： 27，573，500円
3連複： 64，229，200円 3連単： 102，832，400円 計： 397，098，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 500円 � 170円 枠 連（3－6） 3，020円

馬 連 �� 4，690円 馬 単 �� 5，910円

ワ イ ド �� 1，880円 �� 220円 �� 3，730円

3 連 複 ��� 7，060円 3 連 単 ��� 34，370円

票 数

単勝票数 計 276392 的中 � 131960（1番人気）
複勝票数 計 711312 的中 � 507061（1番人気）� 9599（8番人気）� 41336（3番人気）
枠連票数 計 167022 的中 （3－6） 4279（9番人気）
馬連票数 計 509842 的中 �� 8407（13番人気）
馬単票数 計 360067 的中 �� 4567（15番人気）
ワイド票数 計 275735 的中 �� 3298（19番人気）�� 39956（1番人気）�� 1632（33番人気）
3連複票数 計 642292 的中 ��� 6820（20番人気）
3連単票数 計1028324 的中 ��� 2169（90番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．2―36．9―50．2―1：03．6―1：16．1―1：28．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ストロングバローズ �
�
父 Mineshaft �

�
母父 Street Cry 初出走

2013．3．9生 牡2鹿 母 Chelsea Ballad 母母 Chelsey Dancer 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミヤギデュランダル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年11月25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または施行団体名を表示している。

2707610月25日 晴 良 （27東京4）第7日 第4競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走11時25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

611 メイプルキング 牡2鹿 55 長岡 禎仁節 英司氏 高市 圭二 新冠 高瀬牧場 452 ―1：23．3 47．2�
59 クラウンアゲン 牝2青鹿 54

51 ▲井上 敏樹浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 矢野牧場 416 ―1：23．93� 15．6�
714 フ ェ イ ス 牡2栗 55 C．デムーロ 金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 日高 白井牧場 468 ― 〃 クビ 4．3�
（仏）

816 アルジャンテ 牝2芦 54 吉田 豊 �シルクレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460 ―1：24．0クビ 2．9�

713 ライムチャン 牝2鹿 54 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 468 ―1：24．21 150．7	
23 ルナディミエーレ 牝2栗 54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 498 ― 〃 アタマ 6．0

47 ス ー リ ー ズ 牝2鹿 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 日高 天羽 禮治 448 ― 〃 クビ 12．7�
817 ストーリーライター 牝2鹿 54 荻野 琢真スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 坂本 智広 436 ―1：24．51� 161．1�
510 プルシアロワイヤル 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 小河 豊水 438 ―1：24．81� 238．0
715 ロ カ ビ リ ー 牡2黒鹿55 小牧 太 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518 ― 〃 クビ 33．2�
35 ジージトガンカイ 牝2栗 54

52 △石川裕紀人松田 整二氏 牧浦 充徳 浦河 福岡 光夫 498 ―1：25．01� 62．5�
12 ルビーアゲン 牝2黒鹿54 武士沢友治浅川 皓司氏 尾形 充弘 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 450 ―1：25．1� 192．9�
24 ルナマティーノ 牝2鹿 54 三浦 皇成赤沼 秀典氏 二ノ宮敬宇 浦河 大北牧場 464 ―1：25．2� 17．6�
612 マロンバニラ 牝2栗 54 池添 謙一坂本 万夫氏 水野 貴広 新冠 村上 欽哉 428 ―1：25．41� 16．8�
818 ミ カ タ 牡2黒鹿55 江田 照男青山 洋一氏 矢野 英一 新冠 守矢牧場 420 ―1：25．5� 55．7�
36 ブラソンアスール 牡2鹿 55 柴田 善臣青木 照吉氏 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 476 ―1：25．71� 58．4�
11 トリメンダス 牝2鹿 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 浦河 バンダム牧場 434 ―1：26．44 61．8�
48 バトルキャンデー 牝2鹿 54 柴田 大知宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 沖田 忠幸 448 ―1：27．46 8．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，182，900円 複勝： 29，704，300円 枠連： 19，446，600円
馬連： 53，639，600円 馬単： 28，618，000円 ワイド： 28，552，500円
3連複： 66，174，500円 3連単： 79，138，300円 計： 328，456，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，720円 複 勝 � 1，340円 � 390円 � 200円 枠 連（5－6） 7，750円

馬 連 �� 34，150円 馬 単 �� 70，370円

ワ イ ド �� 7，610円 �� 5，510円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 67，250円 3 連 単 ��� 610，370円

票 数

単勝票数 計 231829 的中 � 3923（10番人気）
複勝票数 計 297043 的中 � 4772（11番人気）� 18796（6番人気）� 47985（2番人気）
枠連票数 計 194466 的中 （5－6） 1944（24番人気）
馬連票数 計 536396 的中 �� 1217（62番人気）
馬単票数 計 286180 的中 �� 305（131番人気）
ワイド票数 計 285525 的中 �� 954（57番人気）�� 1323（44番人気）�� 4778（17番人気）
3連複票数 計 661745 的中 ��� 738（142番人気）
3連単票数 計 791383 的中 ��� 94（1109番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．7―35．5―48．0―1：00．2―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイプルキング �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2013．4．20生 牡2鹿 母 イズミバード 母母 ロ ジ ー タ 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。



2707710月25日 晴 良 （27東京4）第7日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走12時15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
1：34．1
1：33．3

不良
良

811 トーセンラムセス 牡3鹿 55 菅原 隆一島川 �哉氏 奥平 雅士 日高 有限会社 エ
スティファーム 508＋ 41：37．7 4．7�

55 オニノシタブル 牡4栗 57 武士沢友治青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B472＋ 4 〃 クビ 6．2�
33 アナザーバージョン �4鹿 57 C．デムーロ �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム B476－101：38．12� 3．5�

（仏）

68 シングンパワー 牡3栗 55 長岡 禎仁伊坂 重憲氏 高市 圭二 平取 川向高橋育
成牧場 484－ 21：38．42 110．3�

710� モ シ モ シ 牝5黒鹿55 柴田 善臣小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 434＋ 21：38．72 30．7	
79 トゥルーウインド 牡3栗 55 江田 照男 �社台レースホース田中 剛 安平 追分ファーム 454－ 21：38．8� 15．0

67 イダクァイマ 牡3栗 55 三浦 皇成張 一達氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B508＋ 21：39．01	 3．0�
56 ビレッジトプテム 牡3栗 55 吉田 豊村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 見上牧場 498＋ 41：39．95 163．4�
22 ゴーントレット 牡3黒鹿55 池添 謙一寺田 寿男氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 490－ 81：40．0
 17．5
44 ブルーバレット 牝5黒鹿 55

52 ▲井上 敏樹泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 B480－ 21：40．1クビ 18．7�
11 クワッドアクセル 牡3栗 55 松岡 正海島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 452＋101：41．27 36．2�
812� タカラフローリック 牝4芦 55

53 △石川裕紀人村山 義男氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 490＋131：43．3大差 52．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 25，279，300円 複勝： 38，023，500円 枠連： 13，793，800円
馬連： 65，995，200円 馬単： 33，130，500円 ワイド： 32，266，200円
3連複： 78，758，500円 3連単： 113，807，800円 計： 401，054，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 130円 � 150円 � 140円 枠 連（5－8） 1，160円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 350円 �� 290円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 7，590円

票 数

単勝票数 計 252793 的中 � 42671（3番人気）
複勝票数 計 380235 的中 � 78527（1番人気）� 61541（4番人気）� 70682（3番人気）
枠連票数 計 137938 的中 （5－8） 9212（6番人気）
馬連票数 計 659952 的中 �� 46251（5番人気）
馬単票数 計 331305 的中 �� 11030（9番人気）
ワイド票数 計 322662 的中 �� 22943（5番人気）�� 28710（1番人気）�� 26427（2番人気）
3連複票数 計 787585 的中 ��� 55175（2番人気）
3連単票数 計1138078 的中 ��� 10860（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．1―47．2―59．7―1：12．4―1：25．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．5―3F38．0
3 4－（7，12）2（8，9）3，11，10，5－（1，6） 4 4－7，12（2，8，9）（3，11）（10，5）（1，6）

勝馬の
紹 介

トーセンラムセス �
�
父 トーセンファントム �

�
母父 Halling デビュー 2015．1．31 東京2着

2012．5．2生 牡3鹿 母 スマイルサポート 母母 ホワイトウォーターアフェア 7戦2勝 賞金 21，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タカラフローリック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年11月25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。

2707810月25日 晴 良 （27東京4）第7日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走12時45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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

612 ニシノラピート 牝4栗 55
52 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 B470－ 41：26．2 109．8�

59 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 474± 01：26．52 9．0�
510 アイリーグレイ 牝3芦 53 三浦 皇成前原 敏行氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム B456＋161：26．6クビ 10．0�
35 � ウインオベロン 牡3黒鹿55 C．デムーロ 坂本 浩一氏 田村 康仁 新ひだか 城地 清満 496－ 41：26．7� 3．9�

（仏）

11 � ハナズウェポン 牡4栗 57
55 △石川裕紀人M．タバート氏 加藤 和宏 新ひだか 畠山牧場 482＋ 6 〃 ハナ 15．7�

23 タイセイアニマート 牡3黒鹿55 柴田 善臣田中 成奉氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 480＋ 61：26．8クビ 4．9	
48 � ドゥーイット 牡4栗 57 嘉藤 貴行
ヒダカファーム堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 450± 01：27．01� 46．9�
611 フジゴウカイ 牡3黒鹿55 松岡 正海荒木 誠氏 伊藤 伸一 新冠 対馬 正 492－ 21：27．21� 6．1�
714 フジマサレジェンド 牡4芦 57

54 ▲井上 敏樹藤原 正一氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 530＋121：27．41	 250．4
815 パイナワレア 牝3栗 53 大野 拓弥山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 474± 01：27．6� 10．1�
24 � ユーガッタフレンド 牡4鹿 57 大庭 和弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 490± 01：27．7	 189．4�
816� スズカプリオール 牡4鹿 57 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 494－ 21：27．8� 113．1�
36 � サムソンズライト 
4鹿 57 服部 茂史杉山 忠国氏 伊藤 大士 新ひだか 明治牧場 474± 0 〃 クビ 73．7�

（北海道）

713 スペチアーレ 牝3鹿 53 吉田 豊青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 470－ 41：27．9クビ 6．7�
12 ダンガンコゾウ 牡3栗 55 柴山 雄一海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 490＋141：28．22 20．5�
47 セカイノカナ 牝5芦 55 武士沢友治泉 一郎氏 石栗 龍彦 新ひだか 坂本牧場 452－ 21：28．83	 197．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，670，100円 複勝： 38，777，000円 枠連： 19，320，300円
馬連： 72，754，400円 馬単： 37，737，900円 ワイド： 38，890，800円
3連複： 92，874，500円 3連単： 112，332，500円 計： 439，357，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 10，980円 複 勝 � 2，350円 � 380円 � 400円 枠 連（5－6） 1，270円

馬 連 �� 28，460円 馬 単 �� 64，610円

ワ イ ド �� 6，870円 �� 17，570円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 174，570円 3 連 単 ��� 1，696，680円

票 数

単勝票数 計 266701 的中 � 1942（12番人気）
複勝票数 計 387770 的中 � 3844（12番人気）� 29007（5番人気）� 27191（6番人気）
枠連票数 計 193203 的中 （5－6） 11769（5番人気）
馬連票数 計 727544 的中 �� 1981（51番人気）
馬単票数 計 377379 的中 �� 438（112番人気）
ワイド票数 計 388908 的中 �� 1448（46番人気）�� 563（78番人気）�� 5624（26番人気）
3連複票数 計 928745 的中 ��� 399（239番人気）
3連単票数 計1123325 的中 ��� 48（1761番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．2―37．0―49．7―1：01．8―1：13．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノラピート �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Dynaformer デビュー 2014．1．19 中山1着

2011．4．11生 牝4栗 母 ミスダイナクリス 母母 Love of Ireland 17戦2勝 賞金 18，950，000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 フィンデルムンド号・ワイルドダラー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



2707910月25日 晴 良 （27東京4）第7日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時15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
1：56．1
1：56．1

良
良

55 パドルウィール 牡4芦 57 池添 謙一 �シルクレーシング 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486＋ 41：59．9 2．5�

11 ディアデルレイ 牡4栗 57 三浦 皇成 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム 500－ 22：00．11� 6．8�
66 アイノカケハシ 牝3鹿 53 大野 拓弥國分 純氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 424－ 4 〃 ハナ 14．3�
810 ミュゼダルタニアン 牡3栗 55 柴山 雄一坂本 肇氏 高市 圭二 千歳 社台ファーム 510－ 82：00．41	 7．3�
67 コティニャック 牡3青鹿55 吉田 豊伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 516＋18 〃 クビ 12．8�
79 ギブアンドテイク 牡4栗 57

54 ▲井上 敏樹嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 浦河 昭和牧場 494＋ 82：00．61� 24．6	
811 マイネルポルトゥス 牡3鹿 55 松岡 正海 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新ひだか 谷藤 弘美 486＋ 62：00．81 15．4�
44 ウインマハロ 牝3鹿 53 柴田 大知
ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 420＋ 22：01．12 4．5�
78 ソムニアシチー 牝5鹿 55 小牧 太 
友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 464＋ 42：02．710 28．4
22 ダークサイド 牡4黒鹿57 嘉藤 貴行星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 456－ 22：02．91� 98．4�
33 コスモボアソルテ 牡3芦 55 C．デムーロ �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 元茂 義一 496＋142：03．96 16．9�

（仏）

（11頭）

売 得 金
単勝： 31，442，100円 複勝： 42，382，500円 枠連： 19，115，400円
馬連： 76，873，800円 馬単： 40，498，900円 ワイド： 36，399，400円
3連複： 86，586，100円 3連単： 134，368，400円 計： 467，666，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 190円 � 290円 枠 連（1－5） 860円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 360円 �� 690円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 4，080円 3 連 単 ��� 14，080円

票 数

単勝票数 計 314421 的中 � 98834（1番人気）
複勝票数 計 423825 的中 � 128297（1番人気）� 50123（3番人気）� 27248（5番人気）
枠連票数 計 191154 的中 （1－5） 17126（4番人気）
馬連票数 計 768738 的中 �� 67450（3番人気）
馬単票数 計 404989 的中 �� 21039（4番人気）
ワイド票数 計 363994 的中 �� 28022（2番人気）�� 13307（8番人気）�� 6123（19番人気）
3連複票数 計 865861 的中 ��� 15882（13番人気）
3連単票数 計1343684 的中 ��� 6918（35番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．0―11．9―12．6―12．1―12．1―11．6―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．8―35．8―47．7―1：00．3―1：12．4―1：24．5―1：36．1―1：47．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F35．4

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

勝馬の
紹 介

パドルウィール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．9．22 阪神2着

2011．3．30生 牡4芦 母 レストレスハート 母母 スルーミーナウ 17戦3勝 賞金 40，893，000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。

2708010月25日 晴 良 （27東京4）第7日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走13時45分 （ダート・左）
1000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

46 メイプルレインボー 牡3栗 55 長岡 禎仁節 英司氏 高市 圭二 新ひだか 酒井 秀紀 492＋ 21：38．0 3．6�
814 クロフネビームス 牝3芦 53 吉田 豊古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 454＋ 41：38．1� 6．0�
58 デザートオブムーン 牝4黒鹿55 大野 拓弥 �グリーンファーム畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 474－ 41：38．52� 27．7�
712	 ヤンキーソヴリン 
5黒鹿57 柴田 大知岡田 牧雄氏 大江原 哲 米 S. D.

Brilie, L. P. 508＋ 4 〃 アタマ 10．6�
59 スラリーアイス 牝3黒鹿 53

50 ▲野中悠太郎川島 吉男氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 460＋ 41：38．6� 28．2�
610� ポンデザムール 
5黒鹿 57

54 ▲井上 敏樹岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 沖田 哲夫 500－14 〃 クビ 44．0	
47 イ ク ラ ト ロ 牡4鹿 57 中谷 雄太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 432－ 21：38．7� 4．4

34 クラーロデルナ 牡6鹿 57 柴田 善臣山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 498± 01：38．8クビ 13．1�
35 エリーフェアリー 牝4鹿 55 武士沢友治谷川 正純氏 小野 次郎 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 476－ 61：39．01 26．2�
815 ショウナンラムジ 牡6鹿 57 柴山 雄一国本 哲秀氏 矢作 芳人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 502－ 21：39．1クビ 20．9
22 メイショウオオカゼ 牡5黒鹿 57

55 △石川裕紀人松本 好雄氏 南井 克巳 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 510± 01：39．2� 6．7�

713 リッシンロケット 牡5芦 57 江田 照男小原 該一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 462＋ 61：39．3� 42．8�
11 イッツガナハプン 牡6栗 57 嘉藤 貴行サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 490± 0 〃 ハナ 102．2�
23 オ リ ア ー ナ 牝5青鹿55 松岡 正海 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 日高 豊洋牧場 514＋ 21：39．51� 46．9�
611 キングスクルーザー 牡5鹿 57 藤懸 貴志 �シルクレーシング 平田 修 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 472＋ 21：39．71 28．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，956，700円 複勝： 43，290，800円 枠連： 27，949，700円
馬連： 89，823，500円 馬単： 40，733，500円 ワイド： 45，411，400円
3連複： 110，054，100円 3連単： 136，631，000円 計： 524，850，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 180円 � 210円 � 590円 枠 連（4－8） 550円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 610円 �� 2，130円 �� 2，630円

3 連 複 ��� 11，980円 3 連 単 ��� 42，750円

票 数

単勝票数 計 309567 的中 � 67238（1番人気）
複勝票数 計 432908 的中 � 75181（1番人気）� 55236（4番人気）� 14855（8番人気）
枠連票数 計 279497 的中 （4－8） 39203（1番人気）
馬連票数 計 898235 的中 �� 51576（3番人気）
馬単票数 計 407335 的中 �� 12461（4番人気）
ワイド票数 計 454114 的中 �� 20456（4番人気）�� 5326（21番人気）�� 4286（31番人気）
3連複票数 計1100541 的中 ��� 6887（33番人気）
3連単票数 計1366310 的中 ��� 2317（111番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．9―12．6―12．8―12．5―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．4―35．3―47．9―1：00．7―1：13．2―1：25．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイプルレインボー �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ソヴィエトスター デビュー 2014．6．14 東京2着

2012．5．5生 牡3栗 母 メイプルスプリング 母母 ギャラントハウス 16戦3勝 賞金 34，820，000円
〔制裁〕 メイプルレインボー号の騎手長岡禎仁は，3コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金30，000円。（被害馬：7番・

13番）



2708110月25日 晴 良 （27東京4）第7日 第9競走 ��
��1，400�く る み 賞

発走14時15分 （芝・左）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．2
1：20．3

良
良

67 ショウナンライズ 牡2栗 55 池添 謙一国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 452＋ 41：22．1 3．7�
56 � ルグランフリソン 牡2鹿 55 小牧 太前田 幸治氏 中竹 和也 米 Green Lantern

Stables, LLC 468－ 21：22．42 3．0�
811 アラモアナワヒネ 牝2栗 54 三浦 皇成横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 448－ 41：22．71� 15．2�
44 	 ポートレイト 牝2黒鹿54 大庭 和弥グリーンスウォード高市 圭二 新冠 長浜牧場 414－ 21：22．91
 102．3�
812 ニシノジャーニー 牡2青鹿55 柴田 善臣西山 茂行氏 根本 康広 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 420－ 21：23．0� 12．7�
22 プリンシパルスター 牡2青鹿55 大野 拓弥 �シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 442－ 2 〃 クビ 8．6	
55 デアリングエッジ 牝2栗 54 C．デムーロ �社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム 418± 0 〃 ハナ 9．2


（仏）

68 ダノンキャップ 牡2栗 55 柴山 雄一�ダノックス 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 518＋121：23．31� 8．1�
11 � リ ッ ジ マ ン 牡2鹿 55 松岡 正海�辻牧場 田中 淳司 浦河 辻 牧場 426± 01：23．4� 11．1

（北海道）

79 クラウンドジャック 牝2栗 54 柴田 大知�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 460－ 61：23．5� 23．2�
33 � ウッディタイガー 牡2黒鹿55 服部 茂史山本 憲明氏 田中 淳司 新ひだか 金 宏二 450－ 21：24．13� 132．5�

（北海道） （北海道）

710 ビービーサレンダー 牡2鹿 55 田中 博康�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 458＋ 41：24．2� 59．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 40，104，700円 複勝： 48，456，600円 枠連： 28，052，400円
馬連： 109，777，800円 馬単： 51，852，100円 ワイド： 46，537，700円
3連複： 121，438，100円 3連単： 186，551，300円 計： 632，770，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 150円 � 310円 枠 連（5－6） 310円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 280円 �� 850円 �� 660円

3 連 複 ��� 2，530円 3 連 単 ��� 10，200円

票 数

単勝票数 計 401047 的中 � 85422（2番人気）
複勝票数 計 484566 的中 � 102212（1番人気）� 96867（2番人気）� 29636（8番人気）
枠連票数 計 280524 的中 （5－6） 69617（1番人気）
馬連票数 計1097778 的中 �� 129975（1番人気）
馬単票数 計 518521 的中 �� 29636（2番人気）
ワイド票数 計 465377 的中 �� 48179（1番人気）�� 12902（13番人気）�� 17110（9番人気）
3連複票数 計1214381 的中 ��� 35870（5番人気）
3連単票数 計1865513 的中 ��� 13256（18番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―12．0―12．3―11．6―10．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．6―35．6―47．9―59．5―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンライズ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Rahy デビュー 2015．8．1 新潟2着

2013．4．14生 牡2栗 母 ゴーカロライナ 母母 Sulemeif 3戦2勝 賞金 18，066，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

2708210月25日 晴 良 （27東京4）第7日 第10競走 ��
��1，800�

か い じ

甲斐路ステークス
発走14時50分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳55�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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

44 シュンドルボン 牝4青鹿55 吉田 豊�下河辺牧場 矢野 英一 日高 下河辺牧場 498＋ 61：47．3 5．5�
811 クラウンレガーロ 牡5栗 57 江田 照男�クラウン 天間 昭一 新冠 大栄牧場 476＋101：47．4� 15．4�
66 	 スミデロキャニオン 牡6鹿 57 石川裕紀人吉田 和美氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 458± 01：47．61
 76．2�
67 エバーグリーン 牡7青 57 大野 拓弥吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 502－ 81：47．7� 24．8�
79 カ ナ ロ ア 牡6鹿 57 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 日高 日高大洋牧場 B456－ 6 〃 アタマ 13．5	
22 ネオリアリズム 牡4栗 57 C．デムーロ �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 506－ 4 〃 クビ 2．4


（仏）

78 ラ ン グ レ ー 牡4鹿 57 松岡 正海 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 482± 01：48．01� 4．3�
55 ブリリアントアスク 牝5鹿 55 柴田 善臣廣崎利洋HD� 中舘 英二 新冠 川上牧場 464＋ 21：48．1クビ 17．9�
810 シャドウウィザード �5黒鹿57 柴山 雄一飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 474＋ 41：48．2� 7．5
11 タブレットピーシー 牡4芦 57 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 468－101：48．3� 83．2�
33 ケイアイチョウサン 牡5黒鹿57 池添 謙一�チョウサン 和田 正道 平取 坂東牧場 456＋ 81：48．51
 29．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 53，141，600円 複勝： 74，666，200円 枠連： 29，015，700円
馬連： 156，964，000円 馬単： 75，465，700円 ワイド： 62，470，700円
3連複： 183，068，500円 3連単： 299，782，400円 計： 934，574，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 210円 � 470円 � 1，670円 枠 連（4－8） 1，310円

馬 連 �� 3，250円 馬 単 �� 5，740円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 5，590円 �� 9，530円

3 連 複 ��� 52，120円 3 連 単 ��� 181，570円

票 数

単勝票数 計 531416 的中 � 76133（3番人気）
複勝票数 計 746662 的中 � 115789（2番人気）� 38845（6番人気）� 9749（10番人気）
枠連票数 計 290157 的中 （4－8） 17116（6番人気）
馬連票数 計1569640 的中 �� 37365（14番人気）
馬単票数 計 754657 的中 �� 9849（22番人気）
ワイド票数 計 624707 的中 �� 15458（13番人気）�� 2832（41番人気）�� 1652（48番人気）
3連複票数 計1830685 的中 ��� 2634（103番人気）
3連単票数 計2997824 的中 ��� 1197（428番人気）

ハロンタイム 13．4―11．7―12．1―12．4―12．0―12．0―11．0―10．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．4―25．1―37．2―49．6―1：01．6―1：13．6―1：24．6―1：35．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．7―3F33．7

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

勝馬の
紹 介

シュンドルボン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．2．10 東京3着

2011．1．20生 牝4青鹿 母 ネイチャーガイド 母母 ホワイトウォーターレディ 19戦5勝 賞金 92，573，000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。

１レース目



2708310月25日 晴 良 （27東京4）第7日 第11競走 ��
��2，100�ブラジルカップ

発走15時30分 （ダート・左）
3歳以上，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

サンパウロジョッキークラブ賞（1着）
賞 品

本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

815 ドコフクカゼ 牡5黒鹿56 石川裕紀人國分 純氏 友道 康夫 日高 ファニーフレンズファーム 518－ 22：10．6 3．8�
23 ベルゲンクライ 牡5芦 55 吉田 豊大原 詔宏氏 高橋 文雅 浦河 有限会社

大原ファーム B476－ 22：10．91� 16．6�
59 トウシンイーグル �7鹿 55 江田 照男�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント B478－ 2 〃 クビ 34．5�
11 ロワジャルダン 牡4鹿 55 C．デムーロ �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 498－ 22：11．21� 3．0�

（仏）

712 ナリタハリケーン 牡6鹿 53 池添 謙一�オースミ 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478－102：11．3	 27．6	

22 クラージュドール 牡5鹿 55 三浦 皇成 �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 496－ 4 〃 ハナ 21．9


814 カ ゼ ノ コ 牡4鹿 58 柴山 雄一
嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 462＋ 4 〃 アタマ 9．9�
35 � アメリカンウィナー 牡6青鹿54 柴田 善臣吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Woodcote

Stud, Ltd. 500＋ 82：11．4� 54．0�
610 キングヒーロー 牡6黒鹿54 小牧 太伊藤 正男氏 大橋 勇樹 新冠 小松 隆弘 494－ 82：11．82	 24．4
34 ナリタポセイドン 牡6鹿 54 武士沢友治�オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム 480－102：11．9クビ 17．4�
611 サンマルデューク 牡6黒鹿52 川島 信二相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 506－ 62：12．0� 130．3�
46 マルカプレジオ 牡7栃栗57 荻野 琢真日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 494－162：12．74 32．8�
47 キャニオンバレー 牝5青鹿52 柴田 大知松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 B506＋ 2 〃 アタマ 6．0�
58 � アンコイルド 牡6鹿 55 松岡 正海�大樹ファーム 矢作 芳人 仏 S. F. Blood-

stock LLC B486± 0 〃 アタマ 15．2�
713 ティアップゴールド 牡9鹿 52 井上 敏樹田中 昇氏 奥平 雅士 様似 富田 恭司 466－142：16．2大差 320．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 67，622，700円 複勝： 83，078，700円 枠連： 65，761，300円
馬連： 282，600，700円 馬単： 122，296，000円 ワイド： 103，444，500円
3連複： 375，971，800円 3連単： 548，439，600円 計： 1，649，215，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 200円 � 410円 � 730円 枠 連（2－8） 1，290円

馬 連 �� 3，580円 馬 単 �� 5，600円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 2，260円 �� 4，850円

3 連 複 ��� 36，730円 3 連 単 ��� 146，560円

票 数

単勝票数 計 676227 的中 � 139505（2番人気）
複勝票数 計 830787 的中 � 133473（2番人気）� 49808（7番人気）� 25228（11番人気）
枠連票数 計 657613 的中 （2－8） 39376（5番人気）
馬連票数 計2826007 的中 �� 61146（13番人気）
馬単票数 計1222960 的中 �� 16378（18番人気）
ワイド票数 計1034445 的中 �� 21169（13番人気）�� 11758（26番人気）�� 5388（57番人気）
3連複票数 計3759718 的中 ��� 7676（116番人気）
3連単票数 計5484396 的中 ��� 2713（467番人気）

ハロンタイム 7．2―11．3―12．0―12．1―12．6―13．1―13．0―12．7―12．4―12．0―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．5―30．5―42．6―55．2―1：08．3―1：21．3―1：34．0―1：46．4―1：58．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドコフクカゼ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．8．11 札幌2着

2010．4．19生 牡5黒鹿 母 デピュティプリミエ 母母 カートゥーン 23戦7勝 賞金 160，984，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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。

2708410月25日 晴 良 （27東京4）第7日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走16時10分 （芝・左）
1000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

44 マジックタイム 牝4黒鹿55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 472＋ 81：33．8 2．4�
78 ダイワエキスパート 牡3芦 55 三浦 皇成大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 444＋ 81：34．22� 13．4�
66 ロジダーリング 牡3鹿 55 大野 拓弥久米田正明氏 新開 幸一 洞	湖 レイクヴィラファーム 462＋ 4 〃 アタマ 4．2�
67 
 レインボーラヴラヴ 牝4青鹿55 武士沢友治飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 452－ 21：34．41� 12．1�
22 スマイルシャワー 牝4鹿 55 C．デムーロ �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 490＋10 〃 クビ 5．3�

（仏）

55 ホワイトウインド 牝3芦 53 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 むかわ 真壁 信一 454＋141：34．5クビ 8．7	
811 サンマルホウセキ 牝4鹿 55 柴田 善臣相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 446－ 21：34．82 15．2

33 ダイワストリーム 牝5栗 55 池添 謙一大城 敬三氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム 480＋ 8 〃 クビ 66．4�
11 ストリートキャップ 牡3芦 55

53 △石川裕紀人 �ローレルレーシング 斎藤 誠 新冠 佐藤 信広 474－ 21：34．9� 22．1
810 マイネルコランダム 牡6青鹿57 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 コスモヴューファーム 478－ 4 〃 アタマ 126．7�
79 コスモミレネール 牝6鹿 55 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 464＋161：35．1� 59．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 60，481，200円 複勝： 72，834，000円 枠連： 34，060，200円
馬連： 165，431，700円 馬単： 75，437，100円 ワイド： 63，656，200円
3連複： 173，307，700円 3連単： 325，930，400円 計： 971，138，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 260円 � 140円 枠 連（4－7） 1，310円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 610円 �� 250円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 8，960円

票 数

単勝票数 計 604812 的中 � 198675（1番人気）
複勝票数 計 728340 的中 � 210886（1番人気）� 48837（7番人気）� 130882（2番人気）
枠連票数 計 340602 的中 （4－7） 20125（4番人気）
馬連票数 計1654317 的中 �� 90843（5番人気）
馬単票数 計 754371 的中 �� 26280（7番人気）
ワイド票数 計 636562 的中 �� 24990（7番人気）�� 74348（1番人気）�� 21079（9番人気）
3連複票数 計1733077 的中 ��� 69700（3番人気）
3連単票数 計3259304 的中 ��� 26371（18番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．4―11．4―11．8―11．7―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―34．9―46．3―58．1―1：09．8―1：21．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マジックタイム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．7．14 福島2着

2011．2．15生 牝4黒鹿 母 タイムウィルテル 母母 フサイチカツラ 13戦3勝 賞金 56，968，000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東京4）第7日 10月25日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 160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

222，170，000円
2，080，000円
9，430，000円
1，180，000円
20，330，000円
63，130，500円
4，160，000円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
428，180，400円
617，017，300円
296，241，500円
1，221，386，000円
603，833，700円
531，349，900円
1，470，950，500円
2，262，755，600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 7，431，714，900円

総入場人員 39，291名 （有料入場人員 35，417名）
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