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2704910月19日 晴 良 （26東京4）第5日 第1競走 ��1，600�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
1：36．9
1：36．9

不良
不良

11 キングノヨアケ 牡2黒鹿55 石橋 脩平口 信行氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 488－101：39．3 7．9�
47 フクノグリュック 牡2鹿 55 横山 典弘福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社

ケイズ 478＋ 61：39．51� 6．7�
612 カズノテナンゴ 牡2栗 55 吉田 豊鈴木 可一氏 尾形 充弘 新ひだか 矢野牧場 458＋ 21：39．92� 4．6�
714 ケンベストカフェ 牡2黒鹿55 蛯名 正義中西 健氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 466－ 61：40．22 5．7�
815 スカーボロフェア 牝2鹿 54 松岡 正海 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 428－ 41：40．3クビ 8．9�
510 スクリーンショット 牡2栗 55 三浦 皇成桑畑 �信氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 430＋ 21：40．93� 5．5	
816 トーセンヌーヴォー 牡2栗 55 田中 勝春島川 �哉氏 成島 英春 新冠 秋田牧場 460＋ 61：41．43 17．2

24 シンボリセザンヌ 牡2鹿 55 木幡 初広シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 476＋10 〃 アタマ 79．1�
35 コスモバーダン 牡2鹿 55 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 浦河 大西ファーム 498＋ 81：41．5クビ 14．5
59 カシノキングダム 牡2鹿 55 菱田 裕二柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 446＋ 41：41．6� 142．4�
23 ヨザクラフブキ 牝2栗 54 柴田 善臣上田 忠男氏 柴田 政人 幕別 サンライズス

テイブル 478± 01：41．92 60．5�
12 ナンゴクオージ 牡2黒鹿 55

52 ▲伴 啓太平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 B484－ 8 〃 ハナ 134．2�
611 タマヨリモハヤク 牡2鹿 55

52 ▲石川裕紀人西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 岡田牧場 482＋ 2 〃 ハナ 19．1�
36 ル ミ ノ ー ソ 牡2鹿 55 黛 弘人桐谷 茂氏 高木 登 新ひだか 鳥谷 勝彦 458± 0 〃 ハナ 16．0�
48 エマーブルバターユ 牡2芦 55 西田雄一郎平本 敏夫氏 加藤 和宏 浦河 絵笛牧場 446＋ 81：42．53� 155．5�
713 ト ッ プ ガ ン 牡2黒鹿55 武士沢友治新谷 幸義氏 和田 雄二 浦河 赤田牧場 482＋ 6 （競走中止） 218．9�
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売 得 金
単勝： 14，779，500円 複勝： 23，601，500円 枠連： 11，210，300円
馬連： 42，772，700円 馬単： 22，320，300円 ワイド： 20，295，600円
3連複： 54，725，800円 3連単： 70，063，900円 計： 259，769，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 230円 � 220円 � 150円 枠 連（1－4） 2，650円

馬 連 �� 2，740円 馬 単 �� 6，710円

ワ イ ド �� 940円 �� 540円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，900円 3 連 単 ��� 27，680円

票 数

単勝票数 計 147795 的中 � 14886（5番人気）
複勝票数 計 236015 的中 � 23854（5番人気）� 25119（4番人気）� 48933（1番人気）
枠連票数 計 112103 的中 （1－4） 3269（16番人気）
馬連票数 計 427727 的中 �� 12084（10番人気）
馬単票数 計 223203 的中 �� 2493（28番人気）
ワイド票数 計 202956 的中 �� 5296（11番人気）�� 9896（4番人気）�� 10582（3番人気）
3連複票数 計 547258 的中 ��� 14137（5番人気）
3連単票数 計 700639 的中 ��� 1835（78番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．7―48．6―1：01．9―1：14．2―1：26．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングノヨアケ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．9．6 新潟4着

2012．4．30生 牡2黒鹿 母 ナンヨーナイト 母母 マ ロ ー ラ 3戦1勝 賞金 6，100，000円
〔競走中止〕 トップガン号は，競走中に疾病〔左第1指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 イヌイジェニー号・チェリーポセイドン号
（非抽選馬） 2頭 テイケイネクサス号・ビレッジトプテム号

2705010月19日 晴 良 （26東京4）第5日 第2競走 ��
��1，400�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
1：21．2
1：20．3

良
良

813 ラ タ ナ キ リ 牝2芦 54 松岡 正海 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 440＋ 41：22．5 6．2�
57 カスクストレングス 牡2黒鹿55 菱田 裕二芹澤 精一氏 田中 清隆 新ひだか 棚川 光男 466－ 21：22．81� 88．8�
711 プレシャスメイト 牝2鹿 54 西田雄一郎飯田 正剛氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 440－ 21：22．9� 1．9�
69 サイレンスムーン 牝2黒鹿54 横山 典弘鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 484－ 41：23．11� 10．4�
45 ハ ル ダ ヨ リ 牝2栗 54 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 清水 英克 新冠 三村 卓也 440－ 61：23．2� 6．7	
33 アラホウジョウ 牝2黒鹿54 吉田 豊�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 464－ 81：23．3� 53．3

814 ツクバレガーロ 牡2栗 55 三浦 皇成細谷 武史氏 蛯名 利弘 日高 坂田牧場 460＋ 21：23．4� 15．0�
712 マイネルカルド 牡2鹿 55

52 ▲石川裕紀人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 446± 0 〃 アタマ 14．2�

58 カシノリクノオウ 牡2青鹿 55
52 ▲伴 啓太柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 468＋121：23．61	 76．1

11 レッドラヴァルス 牝2黒鹿54 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 武藤 善則 千歳 社台ファーム 410－ 41：23．7� 10．7�
46 カシノトラダマシイ 牡2黒鹿55 岩部 純二柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 柏木 一則 452＋ 2 〃 ハナ 280．8�
34 ガンダルヴァ 牡2鹿 55 吉田 隼人村木 隆氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 418＋ 6 〃 アタマ 40．6�
610 サルバドールガロ 牡2鹿 55 黛 弘人 H.F Association 尾形 和幸 浦河 福田牧場 442＋ 21：24．44 262．8�
22 ナ ミ カ ゼ 牝2栗 54 池添 謙一松岡 孝一氏 加藤 和宏 新冠 芳住 鉄兵 398－ 41：24．5� 49．4�
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売 得 金
単勝： 21，551，700円 複勝： 38，144，300円 枠連： 15，363，700円
馬連： 56，697，400円 馬単： 34，604，800円 ワイド： 27，895，600円
3連複： 67，846，600円 3連単： 106，225，300円 計： 368，329，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 170円 � 1，760円 � 110円 枠 連（5－8） 7，510円

馬 連 �� 35，120円 馬 単 �� 53，400円

ワ イ ド �� 6，420円 �� 270円 �� 2，610円

3 連 複 ��� 15，840円 3 連 単 ��� 187，830円

票 数

単勝票数 計 215517 的中 � 27494（2番人気）
複勝票数 計 381443 的中 � 54103（2番人気）� 3059（12番人気）� 131221（1番人気）
枠連票数 計 153637 的中 （5－8） 1585（17番人気）
馬連票数 計 566974 的中 �� 1251（47番人気）
馬単票数 計 346048 的中 �� 486（86番人気）
ワイド票数 計 278956 的中 �� 993（45番人気）�� 31339（1番人気）�� 2483（26番人気）
3連複票数 計 678466 的中 ��� 3211（48番人気）
3連単票数 計1062253 的中 ��� 410（400番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―34．9―47．3―59．2―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ タ ナ キ リ �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．8．10 札幌4着

2012．3．11生 牝2芦 母 ルビーレジェンド 母母 ル ビ ア 3戦1勝 賞金 7，400，000円

第４回 東京競馬 第５日



2705110月19日 晴 良 （26東京4）第5日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10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
1：45．9
1：45．9

良
良

44 エ ミ ネ ス ク 牡2栗 55 田中 勝春 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム B488＋141：48．9 2．8�
56 ベ ル メ ー ル 牝2鹿 54 吉田 豊畑佐 博氏 水野 貴広 新冠 細川農場 488－ 21：49．64 7．9�
68 ヴェルデプラート 牡2栗 55 蛯名 正義落合 幸弘氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 444＋ 21：49．81� 3．6�
11 フジハイドランジア 牝2黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人藤田 達男氏 清水 英克 新冠 佐藤 信広 428＋ 41：50．11� 27．8�
67 トミケンブレスク 牡2鹿 55 三浦 皇成冨樫 賢二氏 上原 博之 浦河 福岡 光夫 474－101：50．52� 94．7�
811 ク ピ ド 牡2鹿 55 西田雄一郎�ミルファーム 伊藤 伸一 新ひだか 友田牧場 460－ 8 〃 ハナ 89．1	
33 コスモエルドール 牡2栗 55 黛 弘人岡田 繁幸氏 黒岩 陽一 新冠 コスモヴューファーム 420± 01：50．6� 32．7

22 ビッグチャンピオン 牡2黒鹿55 松岡 正海坪野谷和平氏 和田 雄二 新冠 新冠橋本牧場 480± 01：50．7クビ 7．2�
55 トーセンバラード 牝2鹿 54 菅原 隆一島川 �哉氏 田村 康仁 えりも エクセルマネジメント 474－ 41：50．91� 97．9
710 ショウナンマドロス 牡2青鹿55 大野 拓弥国本 哲秀氏 田中 剛 新冠 ムラカミファーム 488＋ 81：51．32� 15．3�
812 アミフジタイカン 牡2鹿 55 石橋 脩内藤 好江氏 浅野洋一郎 日高 内藤牧場 476＋ 21：51．4� 9．2�
79 サンインディアナ 牡2鹿 55 横山 典弘加藤 信之氏 伊藤 伸一 浦河 村下 清志 460± 01：52．03� 11．4�
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売 得 金
単勝： 20，000，600円 複勝： 30，469，300円 枠連： 12，292，100円
馬連： 51，512，100円 馬単： 29，569，900円 ワイド： 24，701，600円
3連複： 58，405，200円 3連単： 92，862，700円 計： 319，813，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 170円 � 140円 枠 連（4－5） 1，140円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 410円 �� 260円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 5，220円

票 数

単勝票数 計 200006 的中 � 56511（1番人気）
複勝票数 計 304693 的中 � 65484（1番人気）� 38769（3番人気）� 57163（2番人気）
枠連票数 計 122921 的中 （4－5） 8328（5番人気）
馬連票数 計 515121 的中 �� 39849（3番人気）
馬単票数 計 295699 的中 �� 13904（4番人気）
ワイド票数 計 247016 的中 �� 14815（3番人気）�� 26910（1番人気）�� 10648（6番人気）
3連複票数 計 584052 的中 ��� 31053（2番人気）
3連単票数 計 928627 的中 ��� 12879（4番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．3―12．6―13．1―12．9―11．8―11．7―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―35．2―47．8―1：00．9―1：13．8―1：25．6―1：37．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

エ ミ ネ ス ク �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2014．8．9 新潟3着

2012．3．19生 牡2栗 母 エミネントピークス 母母 グレイエミネンス 2戦1勝 賞金 6，800，000円

2705210月19日 晴 良 （26東京4）第5日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走11時25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
1：23．1
1：23．1

重
重

24 � ランディングバース 牡2鹿 55 菱田 裕二 �シルクレーシング 加藤 征弘 米 Joe Walkoviak &
Gene Walkoviak 532 ―1：26．9 3．7�

611 シベリアンマッシブ 牡2黒鹿 55
52 ▲石川裕紀人藤田 在子氏 矢野 英一 新ひだか 木田牧場 468 ―1：27．75 4．6�

815 サンローガン 牡2栗 55 松岡 正海加藤 信之氏 伊藤 伸一 青森 青南ムラカミ
ファーム 448 ―1：28．65 28．3�

714 ハ ガ ク レ 牡2鹿 55 梶 晃啓スリースターズレーシング 田村 康仁 新冠 対馬 正 484 ―1：29．34 209．6�
35 キョウエイボサツ 牝2栗 54 柴田 善臣田中 晴夫氏 古賀 史生 浦河 山口 義彦 466 ―1：29．4� 15．2�
12 � アヴェーヌモン 牡2鹿 55 池添 謙一加藤 誠氏 中竹 和也 米 Justice Farm

& Greg Justice 524 ―1：29．5� 4．7	
713 サルバドールクロス 牡2黒鹿55 石橋 脩則武 輝一氏 相沢 郁 浦河 北俣ファーム 480 ― 〃 クビ 12．1

612 ジョリーアップ 牝2栗 54 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 斎藤 誠 浦河 大島牧場 476 ―1：29．71	 50．7�
47 ランドザスターズ 牡2鹿 55 田中 勝春 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 462 ―1：29．8
 15．7
36 アッチンスキスキ 牡2栗 55 横山 典弘由井健太郎氏 和田 正道 新ひだか 岡田スタツド 490 ― 〃 アタマ 33．4�
510 フローラルダンサー 牝2鹿 54 横山 和生岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 若林牧場 496 ―1：30．11
 9．5�
816 イ ト ス ギ �2鹿 55 西田雄一郎�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 494 ―1：31．05 150．6�
23 アポロアルディーラ 牝2栗 54 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 菊沢 隆徳 むかわ 真壁 信一 480 ―1：31．31
 26．8�
48 セイカヒカワザカ 牡2芦 55

52 ▲伴 啓太久米 誠氏 小野 次郎 日高 藤本 友則 406 ―1：31．72� 149．7�
11 ボンジュールチカラ 牡2黒鹿55 大野 拓弥田中善次郎氏 牧 光二 新冠 津田牧場 442 ―1：32．55 22．4�
59 タイセイプレシャス 牡2栗 55 蛯名 正義田中 成奉氏 池上 昌弘 新ひだか 前谷 武志 464 ―1：32．82 16．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，884，100円 複勝： 26，725，500円 枠連： 17，241，800円
馬連： 50，664，200円 馬単： 28，103，800円 ワイド： 24，097，400円
3連複： 60，826，200円 3連単： 78，979，600円 計： 307，522，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 190円 � 640円 枠 連（2－6） 930円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 430円 �� 2，400円 �� 2，440円

3 連 複 ��� 12，250円 3 連 単 ��� 49，230円

票 数

単勝票数 計 208841 的中 � 44231（1番人気）
複勝票数 計 267255 的中 � 51944（1番人気）� 38998（3番人気）� 7961（11番人気）
枠連票数 計 172418 的中 （2－6） 14225（3番人気）
馬連票数 計 506642 的中 �� 35420（2番人気）
馬単票数 計 281038 的中 �� 10361（4番人気）
ワイド票数 計 240974 的中 �� 16023（1番人気）�� 2445（32番人気）�� 2404（34番人気）
3連複票数 計 608262 的中 ��� 3722（38番人気）
3連単票数 計 789796 的中 ��� 1163（143番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．6―37．1―49．7―1：01．7―1：13．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ランディングバース �
�
父 Honest Man �

�
母父 Meadowlake 初出走

2012．1．31生 牡2鹿 母 Meadowlanding 母母 Poage’s Landing 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 タイセイプレシャス号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
※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 サトノピスケス号



2705310月19日 晴 良 （26東京4）第5日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時15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

78 グレイトフルデッド 牝2青鹿54 三浦 皇成市川 義美氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 480 ―1：37．5 2．7�
55 ケイツーノート 牝2鹿 54 武士沢友治楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新ひだか 酒井 秀紀 454 ―1：37．6� 42．6�
67 ナンヨーピューピル 牡2黒鹿55 柴田 善臣中村 德也氏 杉浦 宏昭 日高 合資会社カ

ネツ牧場 468 ― 〃 アタマ 14．6�
22 アキトクレッセント 牡2鹿 55 石橋 脩岡田 昭利氏 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492 ―1：37．7� 4．1�
79 カワキタコクリコ 牝2栗 54

51 ▲伴 啓太川島 吉男氏 高橋 祥泰 新ひだか 藤本牧場 400 ― 〃 ハナ 90．0�
66 ウインブルーローズ 牡2鹿 55 大野 拓弥�ウイン 高橋 祥泰 浦河 鎌田 正嗣 464 ― 〃 ハナ 5．5	
810� オーバーウェルム 牡2黒鹿55 横山 典弘�Basic 田島 俊明 加 Ballycroy

Training Centre 444 ― 〃 クビ 5．8

44 マコトギンスバーグ 牡2鹿 55 蛯名 正義�ディアマント 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 438 ―1：37．91	 10．5�
11 エ ク ラ 牝2栗 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 362 ―1：38．0� 42．0�
33 カ ネ ー タ 牡2黒鹿 55

52 ▲石川裕紀人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 496 ―1：38．21	 19．1
811 シャンディキール 牝2鹿 54 横山 和生林 孝輝氏 杉浦 宏昭 浦河 林 孝輝 B490 ― 〃 クビ 55．1�
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売 得 金
単勝： 20，869，800円 複勝： 24，292，900円 枠連： 11，558，800円
馬連： 45，428，400円 馬単： 28，358，000円 ワイド： 20，075，300円
3連複： 50，095，900円 3連単： 85，850，200円 計： 286，529，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 660円 � 340円 枠 連（5－7） 5，060円

馬 連 �� 4，440円 馬 単 �� 6，340円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 710円 �� 4，450円

3 連 複 ��� 17，030円 3 連 単 ��� 67，070円

票 数

単勝票数 計 208698 的中 � 61365（1番人気）
複勝票数 計 242929 的中 � 60764（1番人気）� 7219（8番人気）� 16054（6番人気）
枠連票数 計 115588 的中 （5－7） 1767（14番人気）
馬連票数 計 454284 的中 �� 7920（16番人気）
馬単票数 計 283580 的中 �� 3352（25番人気）
ワイド票数 計 200753 的中 �� 3583（17番人気）�� 7588（8番人気）�� 1111（37番人気）
3連複票数 計 500959 的中 ��� 2206（49番人気）
3連単票数 計 858502 的中 ��� 928（202番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―11．8―13．1―13．2―11．6―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．1―35．9―49．0―1：02．2―1：13．8―1：25．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グレイトフルデッド �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Sevres Rose 初出走

2012．4．17生 牝2青鹿 母 ヴィアンローズ 母母 Princesse de Viane 1戦1勝 賞金 7，000，000円

2705410月19日 晴 良 （26東京4）第5日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走12時45分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�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
1：34．1
1：33．3

不良
良

89 ロトラトゥール 牝3鹿 53 横山 典弘國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 488＋ 21：38．4 6．3�
44 ブルーバレット 牝4黒鹿55 吉田 隼人泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 458＋ 4 〃 クビ 3．9�
33 リースリング 牝3栗 53

50 ▲石川裕紀人池谷 誠一氏 鈴木 康弘 新ひだか 桜井牧場 452－ 21：38．5� 15．5�
55 デザートオブムーン 牝3黒鹿53 石橋 脩 �グリーンファーム畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 472＋ 4 〃 クビ 8．3�
88 ラヴァズアゲイン 牝5栗 55 蛯名 正義岡 浩二氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント 480－ 41：38．6� 2．0�
66 � オ フ シ ョ ア 牝5鹿 55 三浦 皇成 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム B452± 01：39．13 23．0	
11 マルクプレンヌ 牝3鹿 53 横山 和生 
サンデーレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－121：39．2� 14．8�
77 チ ー カ 牝3芦 53 菱田 裕二窪田 康志氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428± 0 〃 ハナ 24．1�
22 フランスギャル 牝5黒鹿55 吉田 豊菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 沖田 哲夫 B494＋ 41：39．3� 43．8

（9頭）

売 得 金
単勝： 23，197，400円 複勝： 30，517，300円 枠連： 13，503，800円
馬連： 54，579，000円 馬単： 35，420，200円 ワイド： 26，434，400円
3連複： 58，304，900円 3連単： 124，829，000円 計： 366，786，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 180円 � 170円 � 310円 枠 連（4－8） 280円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，830円

ワ イ ド �� 350円 �� 870円 �� 840円

3 連 複 ��� 4，440円 3 連 単 ��� 23，030円

票 数

単勝票数 計 231974 的中 � 29261（3番人気）
複勝票数 計 305173 的中 � 48256（3番人気）� 52965（2番人気）� 20594（5番人気）
枠連票数 計 135038 的中 （4－8） 36818（1番人気）
馬連票数 計 545790 的中 �� 35484（4番人気）
馬単票数 計 354202 的中 �� 9379（11番人気）
ワイド票数 計 264344 的中 �� 21013（4番人気）�� 7429（10番人気）�� 7695（9番人気）
3連複票数 計 583049 的中 ��� 9828（16番人気）
3連単票数 計1248290 的中 ��� 3928（76番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．5―12．6―12．2―11．8―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―36．7―49．3―1：01．5―1：13．3―1：25．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロトラトゥール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー 2013．7．28 新潟13着

2011．3．8生 牝3鹿 母 エスワンスペクター 母母 レディープロスパー 9戦2勝 賞金 16，500，000円



2705510月19日 晴 良 （26東京4）第5日 第7競走 ��1，400�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

24 ナスケンリュウジン 牡3栗 55 吉田 豊那須 猛氏 鈴木 康弘 新ひだか 桜井牧場 452＋ 61：25．0 17．8�
816 モズマッテタワ 牝4黒鹿55 蛯名 正義北側 雅司氏 牧浦 充徳 浦河 山口 義彦 484－12 〃 クビ 5．5�
12 ダイチヴュルデ 牡3鹿 55 武士沢友治 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 438＋ 41：25．1� 7．5�
612 ノースエット 牡3黒鹿55 柴田 善臣平賀 久枝氏 小笠 倫弘 浦河 鎌田 正嗣 508－ 41：25．2クビ 14．9�
47 エルシェロアスール 牝4栗 55 田中 勝春山下 恭茂氏 伊藤 伸一 浦河 山下 恭茂 480－ 21：25．41� 24．9�
23 � ファイアキング 牡4鹿 57 木幡 初広栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 恵比寿牧場 466± 01：25．61 131．0	
48 インペリアルブルー 牡3栗 55

52 ▲伴 啓太 
ブルーマネジメント松永 康利 新ひだか 本桐牧場 B454＋ 2 〃 クビ 30．8�
36 アサクサレーサー 牡3黒鹿55 三浦 皇成田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 482＋ 2 〃 アタマ 2．6�
35 � ウインオーラム 牡5栗 57 黛 弘人
ウイン 奥平 雅士 新冠 村上 欽哉 B510－ 21：25．7	 6．2
510 フジマサレジェンド 牡3芦 55 松岡 正海藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 508＋ 61：25．91� 23．0�
714� クリノエビスジン 牡3鹿 55 横山 和生栗本 博晴氏 天間 昭一 青森 イズモリファーム 458－111：26．0� 95．3�
611 ディアポジション 牡3黒鹿 55

52 ▲石川裕紀人ディアレスト 新開 幸一 青森 石田 英機 474± 01：26．21 11．8�
815 マイネルブルズアイ 牡4鹿 57 石橋 脩 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 えりも エクセルマネジメント B476－ 21：26．52 34．8�
59 マリーズミイ 牝4鹿 55 西田雄一郎冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 452± 01：27．03 183．6�
11 サンマルスピリット 牡4鹿 57 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 浦河 日優牧場 478－ 21：28．06 69．8�
713� アンビションバイオ 牝3鹿 53 大野 拓弥バイオ
 松山 将樹 日高 中館牧場 444＋ 41：28．42� 177．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，719，800円 複勝： 39，255，900円 枠連： 23，691，500円
馬連： 73，091，400円 馬単： 40，156，900円 ワイド： 36，233，000円
3連複： 86，736，400円 3連単： 130，824，100円 計： 456，709，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，780円 複 勝 � 370円 � 220円 � 230円 枠 連（2－8） 4，300円

馬 連 �� 4，340円 馬 単 �� 9，840円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 1，260円 �� 790円

3 連 複 ��� 8，950円 3 連 単 ��� 60，450円

票 数

単勝票数 計 267198 的中 � 11949（7番人気）
複勝票数 計 392559 的中 � 24799（6番人気）� 49855（2番人気）� 47023（4番人気）
枠連票数 計 236915 的中 （2－8） 4268（13番人気）
馬連票数 計 730914 的中 �� 13052（16番人気）
馬単票数 計 401569 的中 �� 3059（32番人気）
ワイド票数 計 362330 的中 �� 6982（16番人気）�� 7279（15番人気）�� 12175（6番人気）
3連複票数 計 867364 的中 ��� 7266（29番人気）
3連単票数 計1308241 的中 ��� 1569（177番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．4―11．9―12．0―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―35．4―47．3―59．3―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナスケンリュウジン �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．11．17 福島10着

2011．4．29生 牡3栗 母 ナスケンアイリス 母母 オブザーヴァント 11戦2勝 賞金 14，450，000円

2705610月19日 晴 良 （26東京4）第5日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走13時45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
1：31．3
1：30．7

良
良

612 サクラダムール 牡4鹿 57 松岡 正海�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 西村 和夫 484＋181：33．9 2．4�
47 ダークファンタジー 牡3栗 55 柴田 善臣山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 544± 0 〃 クビ 6．7�
12 コウヨウマリア 牝3鹿 53 三浦 皇成寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 478＋ 61：34．0クビ 19．7�
24 サトノスティング 牡3青鹿55 横山 典弘里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム B456＋121：34．21� 26．5�
23 	 チャペルプリンセス 牝5栗 55

52 ▲石川裕紀人 �シルクレーシング 斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452± 0 〃 クビ 12．2	

48 コスモドーム 牡3鹿 55
52 ▲伴 啓太 �ビッグレッドファーム 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム 502＋12 〃 アタマ 46．8


816 サンソヴール 牝3黒鹿53 田中 勝春�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 432± 0 〃 アタマ 13．5�
714 シャドウカラーズ 牝3鹿 53 蛯名 正義飯塚 知一氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 460＋ 8 〃 ハナ 38．0�
36 アースザスリー 牝4鹿 55 菱田 裕二 �クイーンズ・ランチ 加藤 征弘 新ひだか 折手牧場 482－ 41：34．41� 8．5
713 マイネルコランダム 牡5青鹿57 黛 弘人 �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 480＋ 8 〃 ハナ 62．5�
817 サニーデイズ 牡3黒鹿55 石橋 脩星野 祐介氏 相沢 郁 日高 前野牧場 492＋ 6 〃 クビ 6．8�
611	 ハッピーチャート 牝4芦 55 池添 謙一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 新ひだか 桜井牧場 480＋ 6 〃 ハナ 90．3�
59 	 レッドレイラ 牝4鹿 55 武士沢友治 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 浦河 鎌田 正嗣 450＋101：34．82
 322．4�
11 スーパーマダム 牝4鹿 55 吉田 隼人原 �子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 478＋12 〃 アタマ 198．6�
510 サクラパリュール 牝3鹿 53 吉田 豊�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡スタット 488＋ 61：35．01� 18．7�
35 ダイワフェーム 牡4黒鹿57 大野 拓弥大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 田上 稔 458＋ 21：35．53 93．9�
815 ダノンビーナス 牝4鹿 55 横山 和生�ダノックス 国枝 栄 日高 日高大洋牧場 414＋ 21：36．13
 30．1�

（17頭）

売 得 金
単勝： 34，141，700円 複勝： 49，203，000円 枠連： 27，324，500円
馬連： 98，619，300円 馬単： 47，037，700円 ワイド： 41，952，600円
3連複： 105，910，400円 3連単： 158，370，000円 計： 562，559，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 200円 � 450円 枠 連（4－6） 840円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，110円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 7，130円 3 連 単 ��� 19，710円

票 数

単勝票数 計 341417 的中 � 113211（1番人気）
複勝票数 計 492030 的中 � 121886（1番人気）� 60666（4番人気）� 20758（8番人気）
枠連票数 計 273245 的中 （4－6） 24988（2番人気）
馬連票数 計 986193 的中 �� 86290（1番人気）
馬単票数 計 470377 的中 �� 28000（1番人気）
ワイド票数 計 419526 的中 �� 26855（2番人気）�� 9475（12番人気）�� 4477（26番人気）
3連複票数 計1059104 的中 ��� 11128（19番人気）
3連単票数 計1583700 的中 ��� 5824（44番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．8―11．7―12．0―11．5―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．3―35．1―46．8―58．8―1：10．3―1：21．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクラダムール �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．2．3 東京12着

2010．3．12生 牡4鹿 母 サクラジュノー 母母 リビエールボレアール 10戦3勝 賞金 31，124，000円
※サンソヴール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



2705710月19日 晴 良 （26東京4）第5日 第9競走 ��
��1，800�

しょうせんきょう

昇 仙 峡 特 別
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

賞 品
本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

55 � セ セ リ 牡3栗 55 三浦 皇成冨士井直哉氏 森 秀行 米 William Paca
Beatson Jr. 488± 01：46．9 4．8�

44 エバーグリーン 牡6青 57 横山 典弘吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 494＋ 61：47．0	 3．5�
11 キミノナハセンター 牡3鹿 55 柴田 善臣山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 478＋ 41：47．21 2．1�
77 ダイワアクシス 牡5黒鹿57 蛯名 正義大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 454＋ 41：47．83	 11．3�
66 カフェリュウジン 牡4鹿 57 池添 謙一西川 恭子氏 和田 雄二 新ひだか 三石橋本牧場 534＋ 6 〃 クビ 13．8�
33 ヴァンデミエール 牝3鹿 53 松岡 正海�ミルファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 436－ 4 〃 ハナ 31．2	
88 リルバイリル 
6鹿 57 田中 勝春小林 薫氏 栗田 博憲 様似 富田 恭司 478± 01：47．9クビ 12．2

22 キンショータイム 牡4栗 57 吉田 豊礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 476－ 7 〃 クビ 85．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 38，072，600円 複勝： 44，759，200円 枠連： 発売なし
馬連： 93，077，500円 馬単： 57，009，900円 ワイド： 31，752，900円
3連複： 81，682，500円 3連単： 240，280，700円 計： 586，635，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 130円 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 300円 �� 190円 �� 140円

3 連 複 ��� 460円 3 連 単 ��� 3，760円

票 数

単勝票数 計 380726 的中 � 63244（3番人気）
複勝票数 計 447592 的中 � 51326（3番人気）� 85514（2番人気）� 207038（1番人気）
馬連票数 計 930775 的中 �� 71341（4番人気）
馬単票数 計 570099 的中 �� 24626（7番人気）
ワイド票数 計 317529 的中 �� 20852（4番人気）�� 42081（2番人気）�� 68133（1番人気）
3連複票数 計 816825 的中 ��� 132960（1番人気）
3連単票数 計2402807 的中 ��� 46242（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．1―36．9―48．9―1：00．9―1：12．6―1：23．6―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．0―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

�セ セ リ �

父 Curlin �


母父 Mining デビュー 2013．11．24 京都1着

2011．4．10生 牡3栗 母 Mine Inning 母母 Weed It Out 8戦3勝 賞金 32，034，000円

2705810月19日 晴 良 （26東京4）第5日 第10競走 ��
��2，100�

あ か ふ じ

赤富士ステークス
発走14時50分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下，25．10．12以降26．10．14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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

46 リキサンステルス 牡4青鹿56 蛯名 正義 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 B474± 02：11．7 2．9�
59 クラージュドール 牡4鹿 57．5 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 488－ 4 〃 クビ 4．7�
712 サンライズスマート 牡5鹿 54 横山 典弘松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 482＋102：11．91� 6．3�
23 ダヴィンチバローズ 牡6鹿 54 菱田 裕二猪熊 広次氏 武田 博 新冠 秋田牧場 478－10 〃 ハナ 20．3�
815 ギャザーロージズ �7芦 55 吉田 豊吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 484－ 4 〃 クビ 15．9�
713 オリオンザジャパン 牡4芦 55 柴田 善臣平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 武 牧場 474－ 42：12．0クビ 6．9	
34 トウショウギフト 牡5鹿 54 大野 拓弥トウショウ産業
 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 526－ 6 〃 クビ 34．2�
610 タ ナ ト ス 牡6黒鹿56 横山 和生榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 456－ 62：12．1クビ 38．4�
58 オメガスカイツリー 牡6黒鹿55 吉田 隼人原 	子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B494－ 2 〃 クビ 82．3
47 ナリタポセイドン 牡5鹿 54 武士沢友治
オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム 496＋102：12．2クビ 16．5�
22 コウユーヒーロー 牡7青 53 松岡 正海加治屋貞光氏 大根田裕之 熊本 村山 光弘 516＋ 22：12．51
 37．2�
35 ドレミファドン 牡6黒鹿56 石橋 脩千葉 正人氏 中川 公成 日高 ナカノファーム B502＋102：12．82 17．0�
611 サンマルデューク 牡5黒鹿53 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 502－ 22：13．01� 130．5�
11 コスモシャンハイ 牡5鹿 54 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 日高 庫宝牧場 B502＋ 82：13．1
 32．3�
814 スズカヴィグラス 牡5鹿 56 田中 勝春永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 B500＋ 22：13．63 33．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 38，485，900円 複勝： 59，450，700円 枠連： 35，977，300円
馬連： 152，083，500円 馬単： 69，149，000円 ワイド： 56，340，200円
3連複： 179，209，400円 3連単： 278，896，400円 計： 869，592，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 150円 � 180円 枠 連（4－5） 640円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 320円 �� 370円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，360円 3 連 単 ��� 4，460円

票 数

単勝票数 計 384859 的中 � 106119（1番人気）
複勝票数 計 594507 的中 � 146941（1番人気）� 98476（2番人気）� 69596（3番人気）
枠連票数 計 359773 的中 （4－5） 42975（2番人気）
馬連票数 計1520835 的中 �� 163611（1番人気）
馬単票数 計 691490 的中 �� 44323（1番人気）
ワイド票数 計 563402 的中 �� 47662（1番人気）�� 39251（2番人気）�� 24040（4番人気）
3連複票数 計1792094 的中 ��� 98390（1番人気）
3連単票数 計2788964 的中 ��� 45266（1番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―19．0―31．8―44．5―56．8―1：08．9―1：21．3―1：34．0―1：46．4―1：58．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リキサンステルス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．1．6 中山5着

2010．4．4生 牡4青鹿 母 リキサンピュアティ 母母 プリンセスリーベ 14戦5勝 賞金 79，704，000円
〔発走状況〕 トウショウギフト号は，枠入り不良。

１レース目



2705910月19日 晴 良 （26東京4）第5日 第11競走 ��
��2，000�アイルランドトロフィー

発走15時30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，日本馬：3歳54�4歳以上
56�，牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳
54�4歳以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1
着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

レパーズタウン競馬場賞（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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

22 エイシンヒカリ 牡3芦 54 横山 典弘�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 492＋ 81：58．3 1．4�
88 エックスマーク 牡5鹿 56 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 480－101：58．93	 9．2�
66 スーパームーン 牡5青鹿56 柴田 善臣山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 506－ 2 〃 クビ 6．6�
11 ファタモルガーナ 
6鹿 56 大野 拓弥 �キャロットファーム 荒川 義之 新冠 小泉 学 494＋10 〃 ハナ 29．0�
33 アロマカフェ 牡7黒鹿56 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 482＋ 41：59．22 4．5	
55 シゲルササグリ 牡5黒鹿56 石橋 脩森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 500－ 81：59．3	 19．4

77 トップカミング 
8黒鹿56 武士沢友治�コオロ 萱野 浩二 浦河 木戸口牧場 464＋ 62：00．04 132．0�
44 イケドラゴン 牡9栗 56 木幡 初広田畑 利彦氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 532－ 82：00．31� 123．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 60，217，300円 複勝： 127，054，000円 枠連： 発売なし
馬連： 161，238，500円 馬単： 115，708，800円 ワイド： 45，355，600円
3連複： 138，181，900円 3連単： 540，568，900円 計： 1，188，325，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 140円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 240円 �� 200円 �� 490円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 2，730円

票 数

単勝票数 計 602173 的中 � 323792（1番人気）
複勝票数 計1270540 的中 � 949210（1番人気）� 74557（3番人気）� 69025（4番人気）
馬連票数 計1612385 的中 �� 195055（3番人気）
馬単票数 計1157088 的中 �� 110302（3番人気）
ワイド票数 計 453556 的中 �� 50493（3番人気）�� 62776（2番人気）�� 20045（8番人気）
3連複票数 計1381819 的中 ��� 113350（4番人気）
3連単票数 計5405689 的中 ��� 143318（8番人気）

ハロンタイム 13．2―11．3―11．3―11．0―11．4―12．0―12．3―11．4―11．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―24．5―35．8―46．8―58．2―1：10．2―1：22．5―1：33．9―1：45．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F35．8

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

勝馬の
紹 介

エイシンヒカリ 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Storm Cat デビュー 2014．4．26 京都1着

2011．5．3生 牡3芦 母 キ ャ タ リ ナ 母母 Carolina Saga 5戦5勝 賞金 67，635，000円
〔その他〕 エイシンヒカリ号は，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。

2706010月19日 晴 良 （26東京4）第5日 第12競走 ��
��1，300�サラブレッド系3歳以上

発走16時15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 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：16．4
1：16．4

重
重

35 � ネオシーサー 牡7青 57 池添 謙一佐々木政充氏 高橋 亮 日高 田端牧場 454＋ 81：18．0 28．7�
59 ツインキャンドル 牝3鹿 53

50 ▲石川裕紀人�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 452＋101：18．42	 5．7�
510 キタサンミカヅキ 牡4鹿 57 武士沢友治�大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 528± 01：18．61 4．3�
47 ガッサンプレイ 牡4栗 57 三浦 皇成西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒカル牧場 468＋ 4 〃 クビ 27．1�
815 デンコウヒノマル 牡3栗 55 菱田 裕二田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 大島牧場 492＋ 41：18．7
 6．5�
12 � アテーナーズブレス 牝6鹿 55 石橋 脩黒岩 晴男氏 古賀 慎明 米 Green

Gates Farm 464＋ 21：18．8クビ 39．7	
714 スワンボート 牡4鹿 57 横山 典弘田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 オンワード牧場 458－ 6 〃 クビ 26．6

36 メイショウゲンブ 牡5鹿 57 横山 和生松本 好雄氏 千田 輝彦 新ひだか 友田牧場 484－ 21：18．9
 23．1�
23 ミステリートレイン 牡6鹿 57 大野 拓弥金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 504－ 61：19．0
 74．6
612� リバータイキ 牡5栗 57 田中 勝春河越 武治氏 作田 誠二 平取 稲原牧場 506－ 61：19．2
 19．8�
48 シゲルシゲザネ 牡7鹿 57

54 ▲伴 啓太森中 蕃氏 藤沢 則雄 日高 出口牧場 480± 0 〃 ハナ 82．5�
24 グランプリブルー 牡5栗 57 蛯名 正義北側 雅勝氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B460－14 〃 クビ 4．6�
11 ダークシーカー 牡5栗 57 松岡 正海松本 俊廣氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 548＋161：19．3クビ 6．9�
713 シゲルウシュウ 牡3栗 55 吉田 隼人森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 奥山 博 466－ 61：19．61
 46．8�
816�� クールヴェント 牡6鹿 57 木幡 初広櫻井 盛夫氏 久保田貴士 米 Grade1

Bloodstock Inc. 508－101：20．45 91．2�
611� ペガサスジュニア 牡3栗 55 吉田 豊鶴見 芳子氏 大久保洋吉 米 Dr. Masa-

take Iida B514＋ 41：20．61� 20．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，625，100円 複勝： 69，486，200円 枠連： 49，533，600円
馬連： 208，282，700円 馬単： 80，476，800円 ワイド： 69，446，700円
3連複： 216，666，400円 3連単： 363，911，500円 計： 1，105，429，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，870円 複 勝 � 660円 � 220円 � 170円 枠 連（3－5） 1，640円

馬 連 �� 13，920円 馬 単 �� 32，760円

ワ イ ド �� 3，630円 �� 2，020円 �� 440円

3 連 複 ��� 13，570円 3 連 単 ��� 166，240円

票 数

単勝票数 計 476251 的中 � 13246（11番人気）
複勝票数 計 694862 的中 � 21257（12番人気）� 84471（3番人気）� 124668（1番人気）
枠連票数 計 495336 的中 （3－5） 23305（7番人気）
馬連票数 計2082827 的中 �� 12332（45番人気）
馬単票数 計 804768 的中 �� 1842（98番人気）
ワイド票数 計 694467 的中 �� 4616（45番人気）�� 8453（20番人気）�� 45306（1番人気）
3連複票数 計2166664 的中 ��� 11973（43番人気）
3連単票数 計3639115 的中 ��� 1587（519番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．3―29．7―41．7―53．6―1：05．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ネオシーサー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Silver Deputy

2007．4．18生 牡7青 母 シルバージョイ 母母 Joy of Myrtlewood 33戦2勝 賞金 37，266，000円
地方デビュー 2009．8．3 船橋 ［他本会外：3戦1勝］

４レース目



（26東京4）第5日 10月19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 158頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

221，590，000円
11，360，000円
1，050，000円
20，110，000円
60，235，500円
4，108，000円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
366，545，500円
562，959，800円
217，697，400円
1，088，046，700円
587，916，100円
424，580，900円
1，158，591，600円
2，271，662，300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 6，678，000，300円

総入場人員 36，278名 （有料入場人員 33，327名）
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