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3104911月21日 晴 稍重 （27東京5）第5日 第1競走 ��
��1，600�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
1：36．6
1：36．6

不良
不良

714 シトラスクーラー �2鹿 55 大野 拓弥�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 462－ 21：39．1 3．8�
12 グラスセイヴァー 牡2鹿 55 吉田 隼人半沢� 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 514± 01：39．31� 6．9�
36 サンアンダーソン 牡2栗 55 内田 博幸加藤 信之氏 岩戸 孝樹 様似 様似共栄牧場 532－ 4 〃 ハナ 12．5�
47 コスモヒドラ 牡2鹿 55 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 468－ 21：39．51� 4．5�
24 グットドディユ 牡2栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 藤原牧場 478－ 4 〃 アタマ 51．5	
612 ナポレオンズワード 牡2黒鹿55 柴山 雄一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 上原 博之 新冠 岩見牧場 488－ 21：39．81	 7．6

23 ウインピアチェーレ 牡2黒鹿55 嘉藤 貴行�ウイン 大和田 成 浦河 絵笛牧場 472＋ 21：40．33 127．1�
11 ニ ン キ モ ノ 牡2栗 55

52 ▲伴 啓太小川 敏夫氏 小桧山 悟 新ひだか 藤本牧場 470－ 81：40．61	 208．7�
611 ヤマタケジャイアン �2芦 55 武士沢友治山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 浦河小林牧場 B460－ 2 〃 クビ 14．1
816 ジ イ サ マ 牡2栗 55

52 ▲井上 敏樹小田切 光氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 468± 01：40．92 25．7�
35 ラッキーバタフライ 牡2青鹿55 丸田 恭介栗山 良子氏 宗像 義忠 新冠 村上 欽哉 422－ 61：41．0クビ 64．9�
713 サトノスピリット 牡2黒鹿55 北村 宏司里見 治氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 476± 0 〃 クビ 5．6�
48 コスモライフワーク 牡2鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 コスモヴューファーム 470＋ 41：42．38 77．3�
510 タケショウヘーレー 牡2鹿 55 石橋 脩�ナイト商事 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 438－ 61：42．4クビ 220．8�
59 ダンデライオンマル 牡2鹿 55 嶋田 純次田頭 勇貴氏 谷原 義明 新冠 浜口牧場 B448－ 61：42．61� 367．6�
815 トータルビクトリー 牡2鹿 55 勝浦 正樹島田 久氏 小野 次郎 平取 稲原牧場 480＋ 8 〃 クビ 16．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，762，800円 複勝： 30，429，500円 枠連： 13，756，600円
馬連： 45，183，000円 馬単： 23，007，300円 ワイド： 28，065，000円
3連複： 66，402，600円 3連単： 75，061，400円 計： 297，668，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 190円 � 340円 枠 連（1－7） 1，010円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 2，780円

ワ イ ド �� 600円 �� 860円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 6，330円 3 連 単 ��� 26，910円

票 数

単勝票数 計 157628 的中 � 32662（1番人気）
複勝票数 計 304295 的中 � 59079（2番人気）� 41369（3番人気）� 18632（7番人気）
枠連票数 計 137566 的中 （1－7） 10481（4番人気）
馬連票数 計 451830 的中 �� 23558（5番人気）
馬単票数 計 230073 的中 �� 6203（7番人気）
ワイド票数 計 280650 的中 �� 12517（4番人気）�� 8337（9番人気）�� 4390（20番人気）
3連複票数 計 664026 的中 ��� 7858（26番人気）
3連単票数 計 750614 的中 ��� 2022（88番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．5―36．0―48．9―1：01．6―1：13．9―1：26．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シトラスクーラー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2015．6．28 東京15着

2013．5．21生 �2鹿 母 トップサンキスト 母母 サンキストイエロー 3戦1勝 賞金 7，000，000円
※ウインピアチェーレ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3105011月21日 晴 良 （27東京5）第5日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時20分 （芝・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．2
1：20．3

良
良

818 アルジャンテ 牝2芦 54 戸崎 圭太 �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 454－ 61：22．2 3．4�

713 カトルラポール 牝2鹿 54 田辺 裕信石井 義孝氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 460＋ 21：22．51� 9．8�
59 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 478＋ 4 〃 ハナ 41．4�
47 ショコラーチ 牝2鹿 54

52 △石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 446－ 61：22．71� 6．3�
36 スワンナプーム 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 青森 石田 英機 458± 0 〃 アタマ 19．3�
11 コウセイカルメン 牝2鹿 54 田中 勝春杉安浩一郎氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 392± 01：22．8� 44．0	
611 カウンティス 牝2鹿 54 北村 宏司宮川 保氏 奥村 武 安平 追分ファーム 430＋ 6 〃 ハナ 18．5

24 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 436－ 41：23．01� 6．0�
715 ニシノケイト 牝2鹿 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 水野 貴広 新冠 パカパカ

ファーム 462＋ 21：23．21 5．9
23 キホンハシコ 牝2鹿 54 黛 弘人芳賀 克也氏 鈴木 伸尋 新ひだか カタオカステーブル 466＋ 61：23．41� 23．3�
612 エレナバレー 牝2青鹿54 吉田 豊小濱 忠一氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 440－161：23．61� 165．3�
35 アーマンディ 牝2黒鹿54 三浦 皇成山口功一郎氏 栗田 徹 新ひだか 下屋敷牧場 448＋ 21：23．7� 12．5�
817 シャイニングアロー 牝2青 54

51 ▲木幡 初也矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 444± 01：23．91� 16．7�
510 ア イ ド ル 牝2鹿 54

51 ▲伴 啓太宮崎 金造氏 小桧山 悟 新冠 榊原 光子 420＋ 8 〃 ハナ 568．1�
714 フラヴィニー 牝2鹿 54 木幡 初広山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 むかわ 市川牧場 480＋321：24．21� 231．6�
12 ヒマラヤキンラン 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹辻 大作氏 小桧山 悟 新ひだか 千代田牧場 420＋ 61：24．94 56．7�
816 ペイシャスナッチ 牝2鹿 54 丸山 元気北所 直人氏 高橋 裕 浦河 梅田牧場 490－161：25．0� 344．5�
48 ラッキースピード 牝2黒鹿54 大野 拓弥竹原 孝昭氏 石毛 善彦 鹿児島 吉永ファーム 438＋ 41：25．74 346．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，282，400円 複勝： 47，993，500円 枠連： 17，879，300円
馬連： 64，376，100円 馬単： 30，480，900円 ワイド： 37，937，400円
3連複： 87，356，900円 3連単： 101，900，000円 計： 413，206，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 310円 � 1，220円 枠 連（7－8） 580円

馬 連 �� 2，270円 馬 単 �� 3，270円

ワ イ ド �� 920円 �� 3，520円 �� 4，010円

3 連 複 ��� 25，890円 3 連 単 ��� 91，310円

票 数

単勝票数 計 252824 的中 � 58520（1番人気）
複勝票数 計 479935 的中 � 105522（1番人気）� 36804（5番人気）� 7668（12番人気）
枠連票数 計 178793 的中 （7－8） 23804（1番人気）
馬連票数 計 643761 的中 �� 21922（7番人気）
馬単票数 計 304809 的中 �� 6988（8番人気）
ワイド票数 計 379374 的中 �� 11008（8番人気）�� 2725（41番人気）�� 2382（45番人気）
3連複票数 計 873569 的中 ��� 2530（91番人気）
3連単票数 計1019000 的中 ��� 809（318番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．7―35．1―46．8―58．5―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルジャンテ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Favorite Trick デビュー 2015．10．25 東京4着

2013．4．30生 牝2芦 母 ナイキフェイバー 母母 Sixy Chic 2戦1勝 賞金 6，100，000円

第５回 東京競馬 第５日



3105111月21日 晴 良 （27東京5）第5日 第3競走 ��
��1，600�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
1：33．5
1：32．3

良
良

816 クリーンファンキー 牝2栗 54 蛯名 正義石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 486＋ 81：35．7 16．3�
48 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 406－ 21：35．8� 8．6�
11 ブレイクマイハート 牝2鹿 54 松岡 正海嶋田 賢氏 国枝 栄 日高 シンコーファーム 438－ 41：35．9� 2．3�
35 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 434－ 21：36．0� 10．3�
510 ビッグランチ 牡2栗 55 吉田 豊 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 448－ 4 〃 ハナ 17．1�
23 イルフォーコン 牡2黒鹿55 内田 博幸 H.F Association 尾形 和幸 浦河 福田牧場 456＋ 21：36．32 5．1	
24 シャンボール 牝2栗 54 西村 太一�ミルファーム 高市 圭二 日高 正和山本牧場 424－ 21：36．4� 15．7

36 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 426－14 〃 クビ 195．9�
714 ヘラルドスクエア 牝2鹿 54 戸崎 圭太�G1レーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 398－141：36．61	 7．0
611 マイネルロタシオン 牡2栗 55 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 470－ 41：37．13 41．2�
47 ニシノリュウセイ 牡2黒鹿 55

52 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 412－ 2 〃 ハナ 123．7�
817 クラウンムーン 牝2黒鹿54 丸田 恭介�クラウン 菊川 正達 新冠 カミイスタット 444＋12 〃 ハナ 57．3�
59 オロフィナアスール 牝2黒鹿54 柴山 雄一青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 446－ 2 〃 クビ 69．2�
612 チ ャ ロ レ イ 牝2鹿 54 三浦 皇成髙樽さゆり氏 高橋 裕 浦河 小島牧場 484－ 41：37．31	 101．2�
713 マイネルアウトラン 牡2栗 55 T．ベリー �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 440± 01：37．51	 159．1�
（豪）

715 カシノミライ 牝2黒鹿54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 平取 協栄組合 406－ 61：38．45 613．7�
818 カシノマオウ 牡2鹿 55

52 ▲木幡 初也柏木 務氏 天間 昭一 青森 一山育成牧場 448－ 41：39．67 624．9�
12 ミキシングスカイ 牝2青鹿 54

51 ▲伴 啓太小林竜太郎氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 382－ 21：40．55 626．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 25，623，500円 複勝： 43，735，000円 枠連： 14，954，700円
馬連： 62，534，900円 馬単： 34，370，300円 ワイド： 34，542，900円
3連複： 82，147，300円 3連単： 106，423，000円 計： 404，331，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，630円 複 勝 � 260円 � 190円 � 120円 枠 連（4－8） 4，170円

馬 連 �� 6，110円 馬 単 �� 14，670円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 700円 �� 420円

3 連 複 ��� 3，960円 3 連 単 ��� 41，570円

票 数

単勝票数 計 256235 的中 � 12569（7番人気）
複勝票数 計 437350 的中 � 31700（6番人気）� 51341（3番人気）� 130952（1番人気）
枠連票数 計 149547 的中 （4－8） 2773（16番人気）
馬連票数 計 625349 的中 �� 7922（20番人気）
馬単票数 計 343703 的中 �� 1756（47番人気）
ワイド票数 計 345429 的中 �� 6140（17番人気）�� 12594（7番人気）�� 22555（3番人気）
3連複票数 計 821473 的中 ��� 15534（11番人気）
3連単票数 計1064230 的中 ��� 1856（130番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―35．6―47．9―1：00．6―1：12．5―1：23．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリーンファンキー �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．11．1 東京4着

2013．4．9生 牝2栗 母 マヤノメメント 母母 ネ ガ ノ 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミキシングスカイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年12月21日まで平地

競走に出走できない。
※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 ケンホファヴァルト号・セイムヒアー号
※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。

3105211月21日 晴 稍重 （27東京5）第5日 第4競走 ��1，300�サラブレッド系2歳
発走11時20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
1：18．1
1：18．1

良
良

11 ブラウンアニマート 牡2黒鹿55 津村 明秀キャピタルクラブ 武藤 善則 日高 株式会社カ
ネツ牧場 468 ―1：20．7 4．7�

35 アシャカラウマ 牝2栗 54 柴田 善臣吉冨 学氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 502 ―1：20．91� 4．0�
12 クインズカリナン 牝2鹿 54 勝浦 正樹 �クイーンズ・ランチ 伊藤 圭三 新ひだか 谷藤 弘美 454 ―1：21．21� 85．1�
713 フレッシュギャル 牝2鹿 54 田辺 裕信南波 壽氏 伊藤 圭三 新冠 武田 修一 444 ―1：21．41� 3．5�
47 キョウエイスコール 牡2栗 55 戸崎 圭太田中 晴夫氏 勢司 和浩 新ひだか ヒサイファーム 472 ―1：21．5� 8．7�
59 ボーナスチャンス 牝2黒鹿54 大野 拓弥薗部 博之氏 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社	須野牧場 478 ―1：21．6� 38．3

23 ノ ボ ド ラ ゴ 牡2鹿 55 柴田 大知�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 472 ―1：21．7� 19．1�
510 ハミングウィズミー 牝2栗 54 石橋 脩吉田 照哉氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 456 ―1：21．8クビ 20．3�
612 ス ワ ニ ル ダ 牝2芦 54

52 △石川裕紀人服部 統祥氏 矢野 英一 新ひだか チャンピオンズファーム 428 ―1：22．11� 21．1
48 エルフリーデ 牝2栗 54 丸山 元気平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 450 ―1：22．41� 150．5�
611 サ ノ ラ イ ド 牝2黒鹿54 内田 博幸ビジョンサラブレッドクラブ 中野 栄治 平取 川向高橋育

成牧場 456 ―1：22．93 46．2�
816 コパハマッテルゼ 牡2栗 55 横山 和生小林 祥晃氏 菊沢 隆徳 新冠 川島牧場 440 ―1：23．53� 24．0�
714 ヴァロンダンス 牝2栗 54 嘉藤 貴行島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 438 ― 〃 クビ 195．4�
815 ジ ュ メ イ ラ 牡2鹿 55 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 484 ―1：24．45 11．0�
24 エイコオレクレール 牝2鹿 54 吉田 隼人木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 452 ―1：25．03� 31．7�
36 テイエムユメハナビ 牡2黒鹿55 柴山 雄一竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 上井農場 510 ―1：25．1� 212．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，278，600円 複勝： 28，119，000円 枠連： 15，504，800円
馬連： 48，331，400円 馬単： 26，398，800円 ワイド： 27，998，500円
3連複： 60，804，400円 3連単： 74，930，500円 計： 306，366，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 180円 � 1，960円 枠 連（1－3） 900円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，770円

ワ イ ド �� 380円 �� 6，550円 �� 8，640円

3 連 複 ��� 38，510円 3 連 単 ��� 133，470円

票 数

単勝票数 計 242786 的中 � 41299（3番人気）
複勝票数 計 281190 的中 � 45343（3番人気）� 47703（1番人気）� 2621（13番人気）
枠連票数 計 155048 的中 （1－3） 13302（2番人気）
馬連票数 計 483314 的中 �� 40875（3番人気）
馬単票数 計 263988 的中 �� 11170（4番人気）
ワイド票数 計 279985 的中 �� 21743（2番人気）�� 1022（57番人気）�� 773（62番人気）
3連複票数 計 608044 的中 ��� 1184（113番人気）
3連単票数 計 749305 的中 ��� 407（404番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．2―18．5―30．3―43．2―55．9―1：08．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラウンアニマート �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 スエヒロコマンダー 初出走

2013．5．13生 牡2黒鹿 母 スズランコマンダー 母母 エターナルローズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ジュメイラ号は，発進不良〔出遅れ〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 アオイソラ号・アルティマチャーム号・アルファミルキー号・タイセイスグル号・ダイメイスター号・

ニシノファルコン号・モエイズル号・ヨウチエンコース号



3105311月21日 晴 良 （27東京5）第5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

77 スズハヤトウー 牡2鹿 55 田中 勝春宮原 廣伸氏 松永 康利 新冠 長浜牧場 474 ―1：52．7 48．2�
66 ベストレート 牝2鹿 54 蛯名 正義�G1レーシング 牧 光二 安平 ノーザンファーム 494 ― 〃 クビ 6．6�
89 � モ ズ ジ ョ イ 牡2栗 55 中谷 雄太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

524 ―1：52．8� 3．1�
88 ウインヴォラーレ 牡2黒鹿55 松岡 正海�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 442 ―1：52．9クビ 14．6�
33 ケイブルグラム 牡2鹿 55 R．ムーア �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 516 ― 〃 クビ 2．0	

（英）

55 ブラスロック 牡2鹿 55 戸崎 圭太金子真人ホール
ディングス� 萩原 清 日高 日高大洋牧場 476 ―1：53．0クビ 11．9


22 マキシマムブレイク 牡2栗 55 吉田 豊 �シルクレーシング 戸田 博文 日高 賀張三浦牧場 464 ― 〃 クビ 14．0�
44 ヒロインボーイ 牡2鹿 55 吉田 隼人�東振牧場 堀井 雅広 むかわ 東振牧場 462 ―1：53．31� 32．3�
11 ピ ア レ ッ ジ 牡2鹿 55 勝浦 正樹平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 466 ―1：54．68 90．5

（9頭）

売 得 金
単勝： 30，378，300円 複勝： 38，263，700円 枠連： 9，607，800円
馬連： 47，490，900円 馬単： 34，365，900円 ワイド： 26，263，700円
3連複： 53，911，300円 3連単： 114，775，400円 計： 355，057，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，820円 複 勝 � 950円 � 220円 � 150円 枠 連（6－7） 8，310円

馬 連 �� 9，180円 馬 単 �� 25，020円

ワ イ ド �� 2，290円 �� 1，890円 �� 270円

3 連 複 ��� 9，510円 3 連 単 ��� 132，710円

票 数

単勝票数 計 303783 的中 � 5034（8番人気）
複勝票数 計 382637 的中 � 7522（8番人気）� 44618（3番人気）� 83848（2番人気）
枠連票数 計 96078 的中 （6－7） 896（18番人気）
馬連票数 計 474909 的中 �� 4006（23番人気）
馬単票数 計 343659 的中 �� 1030（47番人気）
ワイド票数 計 262637 的中 �� 2643（23番人気）�� 3225（20番人気）�� 29947（3番人気）
3連複票数 計 539113 的中 ��� 4249（30番人気）
3連単票数 計1147754 的中 ��� 627（255番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．6―26．0―38．9―52．3―1：05．6―1：18．6―1：30．2―1：41．2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズハヤトウー �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 ダンシングブレーヴ 初出走

2013．5．3生 牡2鹿 母 ダンシングナウ 母母 マ キ ー ナ 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。

3105411月21日 晴 稍重 （27東京5）第5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）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

611 ラミアカーサ 牝3栗 54
51 ▲井上 敏樹藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 434－ 41：25．4 8．6�
714 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 446－ 2 〃 クビ 14．4�
816� ミ ュ ー ル 牝5栗 55 北村 宏司国田 正忠氏 奥村 武 新ひだか ヒサイファーム 440－ 41：25．82� 5．9�
24 キョウエイボヌール 牝4栗 55 戸崎 圭太田中 晴夫氏 武市 康男 浦河 山春牧場 B472＋101：25．9クビ 28．2�
48 ケルシャンス 牝4鹿 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 438＋121：26．11� 4．7�

（豪）

510 パンプルムース 牝3黒鹿54 江田 照男落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 新冠橋本牧場 496－ 4 〃 クビ 4．8	
59 トミケンチャダル 牝3鹿 54 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 武市 康男 新ひだか 服部 牧場 B468－ 41：26．2� 20．0

11 マコトカンパネッロ 牝3栗 54 吉田 隼人�ディアマント 岩戸 孝樹 様似 出口 繁夫 446＋ 4 〃 アタマ 8．4�
815 ポッドフィズ 牝3鹿 54 三浦 皇成小川眞査雄氏 畠山 吉宏 日高 シンボリ牧場 458± 01：26．41� 22．4
12 アイリッシュハープ 牝4栗 55 田中 勝春 �キャロットファーム 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 61：26．5� 74．8�
35 フレックスハート 牝5鹿 55 柴山 雄一保坂 和孝氏 木村 哲也 浦河 杵臼牧場 B474± 01：26．6クビ 25．5�
23 スナッチアキス 牝3鹿 54 大野 拓弥西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 梅田牧場 428＋ 41：26．81� 79．9�
36 ハ ツ コ イ 牝4鹿 55 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 426－101：27．11	 167．3�
47 � クラウンエンジェル 牝3青鹿54 丸田 恭介矢野まり子氏 松永 康利 浦河 山田 昇史 436－111：27．52� 15．8�
612 レッツサッチャー 牝4栗 55 松岡 正海大湯 幸栄氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 498＋121：28．88 11．7�
713 ラ ド ゥ ガ 牝5鹿 55 長岡 禎仁�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 466＋ 41：29．01� 95．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，764，600円 複勝： 41，504，300円 枠連： 19，952，600円
馬連： 67，381，700円 馬単： 31，737，600円 ワイド： 39，080，600円
3連複： 88，843，500円 3連単： 103，196，000円 計： 416，460，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 280円 � 440円 � 210円 枠 連（6－7） 3，220円

馬 連 �� 6，750円 馬 単 �� 10，500円

ワ イ ド �� 2，350円 �� 1，100円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 11，710円 3 連 単 ��� 82，120円

票 数

単勝票数 計 247646 的中 � 22805（5番人気）
複勝票数 計 415043 的中 � 38696（5番人気）� 21792（7番人気）� 60269（3番人気）
枠連票数 計 199526 的中 （6－7） 4789（13番人気）
馬連票数 計 673817 的中 �� 7734（30番人気）
馬単票数 計 317376 的中 �� 2266（41番人気）
ワイド票数 計 390806 的中 �� 4195（33番人気）�� 9294（9番人気）�� 7348（12番人気）
3連複票数 計 888435 的中 ��� 5690（38番人気）
3連単票数 計1031960 的中 ��� 911（272番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．0―35．9―48．5―1：00．8―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラミアカーサ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Holy Bull デビュー 2014．10．26 東京10着

2012．3．15生 牝3栗 母 ファミッリア 母母 Knight Prospector 10戦2勝 賞金 20，100，000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。



3105511月21日 晴 稍重 （27東京5）第5日 第7競走 ��2，100�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 アンヴェイルド 牡4鹿 57 R．ムーア 窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 496＋ 22：11．5 5．4�
（英）

55 グラスプリマ 牝4鹿 55 吉田 豊半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 536－ 22：11．6� 3．9�
56 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 460＋ 82：12．34 32．8�
11 マカワオクイーン 牝3栗 53 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 日高大洋牧場 476± 02：13．04 6．9�
67 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 496＋ 22：13．42� 6．0	
79 インパルション �6鹿 57

55 △石川裕紀人岡田 牧雄氏 大江原 哲 日高 出口牧場 468＋ 22：13．72 97．7

812 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 534＋ 62：14．44 3．0�
33 トミケンシェルフ 牡3栗 55 吉田 隼人冨樫 賢二氏 武井 亮 日高 沖田牧場 488＋ 62：15．57 38．1�
68 ヴィンテージドール 牝3鹿 53 戸崎 圭太吉田 勝己氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム B502＋ 22：16．77 15．5
710� ト リ レ ン マ 牡4栗 57 田辺 裕信池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新冠 新冠橋本牧場 B494－242：17．02 35．7�
811� キングラナキラ 牡4鹿 57 丸田 恭介桑畑 �信氏 大竹 正博 洞	湖 レイクヴィラファーム 516－ 2 〃 クビ 164．3�
22 ラブオーディーン 牡3鹿 55 三浦 皇成 M・

Kenichiホールディング� 池上 昌弘 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム B498＋ 22：20．5大差 94．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 29，598，600円 複勝： 46，999，900円 枠連： 17，858，000円
馬連： 75，967，200円 馬単： 38，354，600円 ワイド： 40，698，700円
3連複： 96，089，800円 3連単： 136，913，500円 計： 482，480，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 180円 � 170円 � 690円 枠 連（4－5） 1，150円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 420円 �� 2，070円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 7，020円 3 連 単 ��� 28，280円

票 数

単勝票数 計 295986 的中 � 43777（3番人気）
複勝票数 計 469999 的中 � 72955（3番人気）� 86517（2番人気）� 12813（7番人気）
枠連票数 計 178580 的中 （4－5） 11965（6番人気）
馬連票数 計 759672 的中 �� 54458（5番人気）
馬単票数 計 383546 的中 �� 13602（8番人気）
ワイド票数 計 406987 的中 �� 27089（4番人気）�� 4785（19番人気）�� 5929（16番人気）
3連複票数 計 960898 的中 ��� 10253（22番人気）
3連単票数 計1369135 的中 ��� 3509（94番人気）

ハロンタイム 7．3―10．9―12．0―12．3―11．8―12．2―12．5―13．2―12．8―12．8―13．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―18．2―30．2―42．5―54．3―1：06．5―1：19．0―1：32．2―1：45．0―1：57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F39．3
1
3
・（1，2）（4，3，8）（10，12）－5，6－（11，9）－7
1（4，8，10）2，12，3（5，6）＝9－（11，7）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アンヴェイルド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー 2013．11．24 東京10着

2011．2．18生 牡4鹿 母 ヴァイオレットラブ 母母 ヴアインゴールド 17戦3勝 賞金 32，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラブオーディーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年12月21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。

3105611月21日 晴 良 （27東京5）第5日 第8競走 ��
��1，800�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
1：44．2
1：43．9

良
良

611 バ ン ゴ ー ル 牝3鹿 53 柴山 雄一 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 414－201：47．0 4．5�
817 コティニャック 牡3青鹿55 田辺 裕信伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 532＋16 〃 クビ 12．8�
12 ラブユアマン 牡3栗 55 柴田 善臣 M・

Kenichiホールディング� 奥平 雅士 新ひだか タガミファーム 458＋101：47．1� 10．6�
48 セルバンテス 牡4黒鹿57 蛯名 正義 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 438＋ 41：47．2� 8．5�
36 シャインアロー 	3栗 55 石橋 脩岡田 勇氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 448＋ 81：47．41
 12．1	
715 シングンジョーカー 牡4黒鹿57 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 478＋ 21：47．61
 4．6

612 マンインザムーン 	5芦 57 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 〃 ハナ 9．4�
713 トーセンナチュラル 牝3黒鹿53 横山 典弘島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 422± 01：47．7� 14．9
11 シャドウスペル 牝3鹿 53 吉田 豊飯塚 知一氏 新開 幸一 浦河 成隆牧場 490－ 4 〃 クビ 144．0�
47 ヤギリヴィーナス 牝3栗 53 松岡 正海内田ヤエ子氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム 446＋ 41：47．8� 50．6�
510 ラ ム レ イ 牝3鹿 53 杉原 誠人山本 剛史氏 鹿戸 雄一 新ひだか 乾 皆雄 478＋ 21：47．9� 223．0�
35 シゲルシチフクジン 牝3黒鹿53 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 426－ 41：48．0クビ 38．0�
818 ソールインパクト 牡3芦 55 R．ムーア 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 474± 01：48．21� 5．5�
（英）

59 ニシノカブケ 牡3栗 55 江田 照男西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 B478－ 41：48．3クビ 122．9�
714 ファイナルブロー 牡4鹿 57 宮崎 北斗 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 伸一 浦河 辻 牧場 422－ 41：48．83 142．3�
816� セ フ ィ ー ロ 牡4鹿 57 大野 拓弥 �グリーンファーム黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 472＋ 21：49．12 229．6�
24 エジーサンドレ 牝3芦 53

50 ▲井上 敏樹 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム B400＋ 41：49．84 177．0�
23 ブリエアヴェニール 	3鹿 55 柴田 大知岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか タイヘイ牧場 490＋ 21：50．01 92．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 34，076，100円 複勝： 53，704，900円 枠連： 27，265，400円
馬連： 90，101，700円 馬単： 39，305，100円 ワイド： 49，097，200円
3連複： 109，596，100円 3連単： 130，866，700円 計： 534，013，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 210円 � 380円 � 320円 枠 連（6－8） 620円

馬 連 �� 3，390円 馬 単 �� 5，380円

ワ イ ド �� 1，770円 �� 1，380円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 11，370円 3 連 単 ��� 50，900円

票 数

単勝票数 計 340761 的中 � 59662（1番人気）
複勝票数 計 537049 的中 � 74527（2番人気）� 33448（8番人気）� 41695（7番人気）
枠連票数 計 272654 的中 （6－8） 33597（3番人気）
馬連票数 計 901017 的中 �� 20556（15番人気）
馬単票数 計 393051 的中 �� 5470（18番人気）
ワイド票数 計 490972 的中 �� 7118（26番人気）�� 9262（19番人気）�� 5616（33番人気）
3連複票数 計1095961 的中 ��� 7228（50番人気）
3連単票数 計1308667 的中 ��� 1864（186番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―35．4―47．5―1：00．0―1：12．3―1：23．9―1：35．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F34．7

3 3－4（7，12，15）9，17，6，11，2，8，13，1，5（10，16）18－14
2
4
3（4，9，12）6，7（15，17）（2，11）8（1，13）5（10，16）（14，18）
3（7，4，12，15）（2，9，17）（8，6，11）（1，13）（10，5，18）16，14

勝馬の
紹 介

バ ン ゴ ー ル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．11．30 東京4着

2012．2．1生 牝3鹿 母 ローザブランカ 母母 ロ ー ズ バ ド 7戦2勝 賞金 20，538，000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 アートフェスタ号
※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。



3105711月21日 晴 良 （27東京5）第5日 第9競走 ��
��1，600�

あ か ま つ

赤 松 賞
発走14時15分 （芝・左）
牝，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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．5
1：32．3

良
良

11 クロコスミア 牝2黒鹿54 勝浦 正樹大塚 亮一氏 西浦 勝一 浦河 小島牧場 402－ 41：36．1 3．2�
23 アオイプリンセス 牝2鹿 54 石川裕紀人新谷 正子氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 442＋ 41：36．31 17．4�
814 ビービーバーレル 牝2栗 54 石橋 脩坂東 勝彦氏 中舘 英二 浦河 絵笛牧場 478－ 21：36．4� 10．3�
46 リリカルホワイト 牝2芦 54 北村 宏司 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508－ 6 〃 クビ 11．7�
35 ラベンダーヴァレイ 牝2鹿 54 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 410－16 〃 ハナ 3．5	
34 リボンドグレープス 牝2芦 54 T．ベリー 木下 博氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 418＋ 21：36．5� 41．1


（豪）

58 ブルーオリエント 牝2鹿 54 内田 博幸桜井 欣吾氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 458± 01：36．71� 94．7�
712 ワンブレスアウェイ 牝2黒鹿54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 古賀 慎明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 41：36．91� 5．5�
610 ペイシャフェリシタ 牝2黒鹿54 大野 拓弥北所 直人氏 高木 登 新ひだか 友田牧場 478± 0 〃 アタマ 41．2
47 ワンスインナムーン 牝2鹿 54 丸山 元気諸江 幸祐氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 432± 01：37．0	 14．9�
815 ウェーニーウィキー 牝2栗 54 田辺 裕信髙樽さゆり氏 古賀 史生 浦河 小島牧場 480± 01：37．42	 26．0�
22 ペイシャマリヤ 牝2栗 54 丸田 恭介北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 友田牧場 444＋ 41：37．5クビ 113．5�
713 シ ト ロ ン 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 見上牧場 434－ 21：37．71	 71．9�
611 ワンダフルラッシュ 牝2黒鹿54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 様似 様似共栄牧場 430± 01：37．8	 198．2�
59 レッドシルヴィ 牝2鹿 54 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 428＋ 21：38．12 20．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 51，317，600円 複勝： 69，070，200円 枠連： 27，279，400円
馬連： 131，105，300円 馬単： 60，391，800円 ワイド： 63，157，100円
3連複： 155，122，700円 3連単： 216，900，700円 計： 774，344，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 450円 � 340円 枠 連（1－2） 2，180円

馬 連 �� 2，520円 馬 単 �� 3，980円

ワ イ ド �� 950円 �� 600円 �� 2，190円

3 連 複 ��� 5，970円 3 連 単 ��� 24，130円

票 数

単勝票数 計 513176 的中 � 124723（1番人気）
複勝票数 計 690702 的中 � 170062（1番人気）� 31751（7番人気）� 45297（5番人気）
枠連票数 計 272794 的中 （1－2） 9673（10番人気）
馬連票数 計1311053 的中 �� 40268（8番人気）
馬単票数 計 603918 的中 �� 11380（12番人気）
ワイド票数 計 631571 的中 �� 16966（7番人気）�� 28385（4番人気）�� 7051（24番人気）
3連複票数 計1551227 的中 ��� 19472（16番人気）
3連単票数 計2169007 的中 ��� 6515（57番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．5―12．7―13．1―11．9―10．8―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―36．2―48．9―1：02．0―1：13．9―1：24．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クロコスミア �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2015．6．27 函館5着

2013．5．17生 牝2黒鹿 母 デヴェロッペ 母母 ショウエイミズキ 7戦2勝 賞金 34，399，000円
〔その他〕 レッドシルヴィ号は，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。
※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。

3105811月21日 晴 良 （27東京5）第5日 第10競走 ��
��2，400�

な ん ぶ

南 武 特 別
発走14時50分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

22 ジ ェ ラ ル ド �6栗 57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 478－ 42：27．6 10．0�
712 ア ル タ ー �3栗 55 柴山 雄一吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 504＋ 42：27．81	 4．3�
46 ウインスペクトル 牡3鹿 55 丹内 祐次�ウイン 宗像 義忠 日高 賀張中川牧場 468± 0 〃 アタマ 20．4�
11 インナーアージ 牝5鹿 55 蛯名 正義 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 450－ 62：27．9クビ 13．6�
814 フェスティヴイェル 牡4黒鹿57 田中 勝春臼井義太郎氏 畠山 吉宏 むかわ 上水牧場 504＋ 42：28．0	 5．2	
23 シルクブルックリン 牡6黒鹿57 柴田 善臣 �シルクレーシング 奥村 武 新冠 対馬 正 560＋ 2 〃 クビ 32．8

713 グランドサッシュ 牡4黒鹿57 田辺 裕信 �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 454－ 22：28．1
 7．1�
34 � イメージガール 牝5黒鹿55 津村 明秀飯田 正剛氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 484＋142：28．2	 119．2�
58 エルヴィスバローズ 牡7鹿 57 内田 博幸猪熊 広次氏 牧 光二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B510＋ 42：28．3	 49．8
611 ビップレボルシオン 牡4鹿 57 北村 宏司鈴木 邦英氏 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 510＋ 62：28．4	 13．4�
47 シークレットパス 牡4芦 57 木幡 初広岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 456－ 2 〃 クビ 155．7�
35  レジェンドロック 牡3黒鹿55 山本 聡哉千葉 浩氏 瀬戸 幸一 浦河 大北牧場 424－ 92：28．5
 66．1�

（岩手） （岩手）

610 サトノメサイア 牡3青鹿55 R．ムーア 里見 治氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 516＋ 22：28．6	 3．3�
（英）

815 タイキプレミアム 牡6鹿 57 T．ベリー �大樹ファーム 池江 泰寿 浦河 三嶋牧場 466± 02：28．7
 193．9�
（豪）

59 オリジナルスマイル �5鹿 57 大野 拓弥 �社台レースホース和田 正道 千歳 社台ファーム 514＋ 82：32．0大差 94．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 45，067，400円 複勝： 69，255，700円 枠連： 35，342，800円
馬連： 153，888，100円 馬単： 67，145，800円 ワイド： 66，802，500円
3連複： 184，464，700円 3連単： 260，105，900円 計： 882，072，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 260円 � 180円 � 530円 枠 連（2－7） 1，060円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 5，400円

ワ イ ド �� 820円 �� 2，210円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 12，190円 3 連 単 ��� 72，660円

票 数

単勝票数 計 450674 的中 � 36000（5番人気）
複勝票数 計 692557 的中 � 67214（5番人気）� 119534（2番人気）� 27926（8番人気）
枠連票数 計 353428 的中 （2－7） 25818（4番人気）
馬連票数 計1538881 的中 �� 63088（7番人気）
馬単票数 計 671458 的中 �� 9315（21番人気）
ワイド票数 計 668025 的中 �� 21722（8番人気）�� 7593（25番人気）�� 11139（21番人気）
3連複票数 計1844647 的中 ��� 11346（43番人気）
3連単票数 計2601059 的中 ��� 2595（238番人気）

ハロンタイム 13．2―11．8―12．9―12．9―12．8―12．6―12．8―12．3―12．1―11．5―11．0―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�
13．2―25．0―37．9―50．8―1：03．6―1：16．2―1：29．0―1：41．3―1：53．4―2：04．9―2：15．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジ ェ ラ ル ド �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2011．12．4 阪神7着

2009．3．11生 �6栗 母 ジェイズジュエリー 母母 アサーション 22戦3勝 賞金 47，585，000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。



3105911月21日 晴 良 （27東京5）第5日 第11競走 ��
��1，600�

きんしゅう

錦秋ステークス
発走15時25分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

11 プ ロ ト コ ル 牡4栗 57 柴田 大知石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 B526＋ 61：36．3 5．4�
611 ク ロ ス ボ ウ 牡5黒鹿57 吉田 豊 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 510－ 41：36．51� 60．4�
47 メガオパールカフェ 牡4栗 57 内田 博幸西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 542－ 21：36．71	 13．0�
12 クライスマイル 牡4黒鹿57 R．ムーア 小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 458－ 81：37．12	 2．5�

（英）

510 ノ ボ バ カ ラ 牡3栗 56 戸崎 圭太�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 502＋10 〃 クビ 5．9	
59 ア ル タ イ ル 牡3栗 56 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 B494＋ 21：37．2	 6．2

24 プラントハンター 牡5黒鹿57 柴山 雄一吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 460＋ 81：37．3クビ 166．4�
816 メイショウスミトモ 牡4鹿 57 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 466± 0 〃 ハナ 11．0�
36 ミヤジマッキー 牡5鹿 57 吉田 隼人曽我 司氏 牧田 和弥 浦河 村中牧場 502－ 41：37．62 76．5
35 ロードガルーダ 牡6青 57 T．ベリー �ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 494－101：37．7クビ 48．0�

（豪）

48 ゲマインシャフト 牡5鹿 57 北村 宏司丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 510－ 21：37．91� 106．4�
714 ティアップレーヴ 牝5芦 55 黛 弘人田中 昇氏 高木 登 日高 大江牧場 490± 01：38．32	 365．2�
23 ノ ウ レ ッ ジ 牡5鹿 57 蛯名 正義 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 508＋ 21：38．83 20．0�
815 マ ノ ワ ー ル 牡5鹿 57 大野 拓弥�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444－ 81：39．65 18．4�
713 カ ー バ 牡6青鹿57 丸山 元気�ターフ・スポート和田 雄二 浦河 市川フアーム 510＋121：40．55 334．3�
612 メドウヒルズ 牡4栗 57 田中 勝春�G1レーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム B466－ 41：41．56 108．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 66，708，100円 複勝： 103，753，000円 枠連： 77，893，300円
馬連： 277，334，500円 馬単： 125，831，500円 ワイド： 107，666，300円
3連複： 362，603，100円 3連単： 585，507，600円 計： 1，707，297，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 210円 � 1，040円 � 380円 枠 連（1－6） 4，090円

馬 連 �� 14，830円 馬 単 �� 29，400円

ワ イ ド �� 4，580円 �� 1，290円 �� 8，430円

3 連 複 ��� 75，430円 3 連 単 ��� 403，890円

票 数

単勝票数 計 667081 的中 � 98253（2番人気）
複勝票数 計1037530 的中 � 156430（2番人気）� 21904（9番人気）� 68824（6番人気）
枠連票数 計 778933 的中 （1－6） 14727（12番人気）
馬連票数 計2773345 的中 �� 14486（34番人気）
馬単票数 計1258315 的中 �� 3209（68番人気）
ワイド票数 計1076663 的中 �� 5990（37番人気）�� 22168（13番人気）�� 3230（57番人気）
3連複票数 計3626031 的中 ��� 3605（127番人気）
3連単票数 計5855076 的中 ��� 1051（676番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．5―12．4―11．9―12．0―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．1―34．6―47．0―58．9―1：10．9―1：23．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プ ロ ト コ ル �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Nureyev デビュー 2014．2．2 東京11着

2011．4．19生 牡4栗 母 ヴィーナスコロニー 母母 Magna of Illusions 15戦5勝 賞金 75，937，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メドウヒルズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年12月21日まで平地競

走に出走できない。
※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。
（非当選馬） 5頭 エンドレスノット号・トウカイビジョン号・ヒルノデイバロー号・ランドマーキュリー号・ワンダーロード号
※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。

3106011月21日 晴 良 （27東京5）第5日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走16時00分 （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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

48 � ベ ッ ク 牡4栗 57 R．ムーア 細川祐季子氏 牧浦 充徳 平取 稲原牧場 500＋ 21：24．2 2．8�
（英）

612 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 512＋ 21：24．41� 5．8�
47 � チェリーサマー 牡3鹿 56 松岡 正海櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 イーストファーム 502± 01：24．82� 17．8�
713 オメガスパーキング 牡6鹿 57 横山 典弘原 	子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B494＋ 61：24．9� 18．7�
815 クワドループル 牡3黒鹿56 内田 博幸 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 486－ 2 〃 クビ 7．1�
611 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 484＋ 2 〃 アタマ 12．9�
36 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 464－ 41：25．21
 20．0	
714 タニセンジャッキー 牡6鹿 57 吉田 豊染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 480＋ 2 〃 クビ 169．8

510 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 B466－ 41：25．3
 54．0�
12 マンドレイク 牡5黒鹿 57

54 ▲伴 啓太�ターフ・スポート小笠 倫弘 浦河 谷川牧場 494＋ 61：25．4クビ 79．5
24 ダンディーレイ 牡5栗 57 江田 照男 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 藤原牧場 482－ 21：25．61� 81．4�
816 ボーンレジェンド 牝4鹿 55 柴山 雄一 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 482＋ 21：25．7クビ 5．8�
23 ハイアーヴォルト 牡3鹿 56 勝浦 正樹伊東 純一氏 尾形 充弘 浦河 昭和牧場 472－ 41：25．8� 51．5�
59 ウォーシップマーチ 牡5黒鹿57 吉田 隼人谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 474＋101：25．9� 25．5�
35 ジェットコルサ 牡3青 56 戸崎 圭太尾上 松壽氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 476＋101：26．11� 16．6�
11 コスモキーマン 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 浦河 川越ファーム 468＋ 81：26．73� 57．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 45，129，700円 複勝： 67，640，200円 枠連： 45，459，700円
馬連： 145，332，600円 馬単： 60，413，800円 ワイド： 71，895，200円
3連複： 184，224，100円 3連単： 255，239，700円 計： 875，335，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 230円 � 430円 枠 連（4－6） 600円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 480円 �� 960円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 5，480円 3 連 単 ��� 18，060円

票 数

単勝票数 計 451297 的中 � 124927（1番人気）
複勝票数 計 676402 的中 � 152115（1番人気）� 74235（3番人気）� 31611（8番人気）
枠連票数 計 454597 的中 （4－6） 58579（2番人気）
馬連票数 計1453326 的中 �� 100186（2番人気）
馬単票数 計 604138 的中 �� 25277（2番人気）
ワイド票数 計 718952 的中 �� 40741（2番人気）�� 18943（9番人気）�� 10709（18番人気）
3連複票数 計1842241 的中 ��� 25191（12番人気）
3連単票数 計2552397 的中 ��� 10245（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．2―36．1―48．4―1：00．4―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ベ ッ ク �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 Royal Academy

2011．5．10生 牡4栗 母 マチカネベニザクラ 母母 Doff the Derby 11戦3勝 賞金 40，000，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ショウリノウタゲ号
※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。



（27東京5）第5日 11月21日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 185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

200，370，000円
2，080，000円
12，750，000円
1，520，000円
18，100，000円
73，380，500円
4，810，000円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
417，987，700円
640，468，900円
322，754，400円
1，209，027，400円
571，803，400円
593，205，100円
1，531，566，500円
2，161，820，400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 7，448，633，800円

総入場人員 27，588名 （有料入場人員 24，722名）
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