
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

3000111月8日 曇 良 （26東京5）第1日 第1競走 ��
��1，300�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
1：18．1
1：18．1

良
良

713 ケモノタイプ 牡2栗 55 北村 宏司副島 義久氏 高市 圭二 様似 猿倉牧場 476－ 21：20．3 1．5�
36 ゴールドエッグ 牡2鹿 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 452－ 41：20．51� 15．1�
24 ハイアーヴォルト 牡2鹿 55 勝浦 正樹伊東 純一氏 尾形 充弘 浦河 昭和牧場 468＋161：20．92� 13．0�
12 セイウンオセアン 牡2鹿 55 松岡 正海西山 茂行氏 水野 貴広 新冠 川上牧場 452± 0 〃 クビ 26．4�
59 ア サ マ 牡2黒鹿55 横山 和生江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 476＋141：21．21	 166．5�
11 タケルワールド 牡2栗 55 大野 拓弥森 保彦氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 442＋101：21．3� 14．6�
612 カシノキングダム 牡2鹿 55 嘉藤 貴行柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 448＋ 2 〃 クビ 211．6	
47 タケルラグーン 牡2鹿 55 戸崎 圭太森 保彦氏 池上 昌弘 平取 びらとり牧場 464＋ 41：21．5	 7．9

815 フクノドービル 牡2鹿 55 柴山 雄一福島 祐子氏 的場 均 日高 三輪牧場 488＋ 61：21．6	 264．3�
23 ナンゴクオージ 牡2黒鹿55 武士沢友治平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 476－ 8 〃 クビ 176．0�
714 ミヤビリヴェール 牝2青鹿54 江田 照男村上 義勝氏 大江原 哲 浦河 金石牧場 420－ 61：21．81 183．1
35 ケイジーオプティー 
2黒鹿55 田辺 裕信鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 422－ 81：22．75 9．0�
816 エイコオヴィグラス 牡2鹿 55 吉田 豊木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 464－ 61：22．91� 34．8�
510 トウショウチャート 牡2栗 55 柴田 大知トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか 鳥谷 勝彦 426－ 4 〃 ハナ 14．6�
611 ミックトゥルース 牝2栗 54 松田 大作 �荻伏服部牧場 和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 B444－ 61：23．21	 289．7�
48 カンタベリーマミー 牝2鹿 54

51 ▲石川裕紀人峰 哲馬氏 星野 忍 新ひだか 藤吉牧場 416＋ 41：23．62� 216．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 17，675，800円 複勝： 37，110，700円 枠連： 9，816，600円
馬連： 40，620，100円 馬単： 26，826，100円 ワイド： 20，004，200円
3連複： 49，743，500円 3連単： 83，183，100円 計： 284，980，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 250円 � 220円 枠 連（3－7） 410円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 470円 �� 350円 �� 1，890円

3 連 複 ��� 3，750円 3 連 単 ��� 12，760円

票 数

単勝票数 計 176758 的中 � 89703（1番人気）
複勝票数 計 371107 的中 � 226232（1番人気）� 16525（6番人気）� 20487（4番人気）
枠連票数 計 98166 的中 （3－7） 18286（1番人気）
馬連票数 計 406201 的中 �� 25885（5番人気）
馬単票数 計 268261 的中 �� 12826（5番人気）
ワイド票数 計 200042 的中 �� 11021（5番人気）�� 15643（3番人気）�� 2436（19番人気）
3連複票数 計 497435 的中 ��� 9929（10番人気）
3連単票数 計 831831 的中 ��� 4723（33番人気）

ハロンタイム 7．2―11．2―11．8―12．6―12．4―12．3―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．2―18．4―30．2―42．8―55．2―1：07．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケモノタイプ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2014．9．28 新潟7着

2012．4．1生 牡2栗 母 カイテキセレブ 母母 アイリッシュピース 3戦1勝 賞金 7，000，000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 ゼトス号

3000211月8日 曇 良 （26東京5）第1日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時25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

510 パッショネイトラン 牡2鹿 55 蛯名 正義米津 佳昭氏 尾形 和幸 日高 長谷部牧場 528＋ 41：39．4 2．9�
611 カズノテナンゴ 牡2栗 55 内田 博幸鈴木 可一氏 尾形 充弘 新ひだか 矢野牧場 460＋ 21：40．14 3．4�
815 トーセンアーネスト 牡2鹿 55 江田 照男島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 502－ 4 〃 アタマ 9．6�
11 リンカーンハート 牡2黒鹿55 吉田 豊芹澤 精一氏 相沢 郁 日高 瀬戸牧場 436－ 6 〃 クビ 19．5�
35 サンチュータ 牡2黒鹿55 松岡 正海加藤 信之氏 小野 次郎 日高 賀張中川牧場 458－ 21：40．63 8．6�
24 ロマンホープ 牡2黒鹿55 柴田 善臣菅 實氏 石毛 善彦 新ひだか 友田牧場 440＋ 4 〃 ハナ 73．2	
23 コスモビオス 牡2黒鹿55 P．ブドー 岡田 繁幸氏 鈴木 康弘 新ひだか 泊 寿幸 526＋ 2 〃 アタマ 52．2


（仏）

713 カポスクオーラ 牡2黒鹿55 横山 典弘�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 464－ 4 〃 ハナ 11．9�

48 ドリームダン 牡2栗 55 戸崎 圭太セゾンレースホース� 田島 俊明 新冠 村上牧場 476－ 41：40．81� 11．2
47 ファルブナイト �2鹿 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 日高 シンボリ牧場 470± 01：41．11� 22．4�
36 ネ コ ソ ラ 牡2栗 55 大野 拓弥桐谷 茂氏 堀井 雅広 様似 様似共栄牧場 502－ 41：41．73� 93．5�
12 アライドメジャーズ 牡2栗 55 R．ムーア 木下 博氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 436－ 21：42．02 40．6�

（英）

816 ビッグチャンピオン 牡2黒鹿55 柴田 大知坪野谷和平氏 和田 雄二 新冠 新冠橋本牧場 482＋ 21：42．31� 29．3�
612 ア テ イ ン 牝2栗 54 嘉藤 貴行紙透 一雄氏 高橋 義博 日高 千葉飯田牧場 452－ 21：42．72� 399．2�
59 スズカハイヤー 牡2鹿 55 田中 勝春永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 504＋ 21：43．44 47．8�
714 アクティブボス 牡2青 55

52 ▲石川裕紀人髙橋 長治氏 根本 康広 浦河 鵜木 唯義 476＋ 41：43．5� 360．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，810，500円 複勝： 30，883，500円 枠連： 12，563，300円
馬連： 44，645，200円 馬単： 25，373，700円 ワイド： 24，088，900円
3連複： 54，513，000円 3連単： 75，981，900円 計： 287，860，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 140円 � 220円 枠 連（5－6） 500円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 200円 �� 390円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 3，110円

票 数

単勝票数 計 198105 的中 � 54455（1番人気）
複勝票数 計 308835 的中 � 81100（1番人気）� 59943（2番人気）� 26715（4番人気）
枠連票数 計 125633 的中 （5－6） 19413（1番人気）
馬連票数 計 446452 的中 �� 77351（1番人気）
馬単票数 計 253737 的中 �� 26619（1番人気）
ワイド票数 計 240889 的中 �� 37263（1番人気）�� 14534（2番人気）�� 11293（4番人気）
3連複票数 計 545130 的中 ��� 35767（1番人気）
3連単票数 計 759819 的中 ��� 17700（1番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．0―12．7―12．8―12．4―12．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．6―35．6―48．3―1：01．1―1：13．5―1：26．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．1―3F38．3
3 ・（10，15）（1，11）3（2，9）（7，8）（6，14）（5，12）（4，16）－13 4 ・（10，15）（1，11）－（2，3）（6，7，9）8，5（12，14）（4，16）－13

勝馬の
紹 介

パッショネイトラン �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2014．10．11 東京3着

2012．4．20生 牡2鹿 母 アサティスジョオー 母母 シゲノタイトル 2戦1勝 賞金 6，800，000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。
（非抽選馬） 2頭 カシノエキスプレス号・ディアドナテロ号
※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。

第５回 東京競馬 第１日



3000311月8日 曇 良 （26東京5）第1日 第3競走 ��
��1，400�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
1：21．2
1：20．3

良
良

713 マ リ オ ー ロ 牡2鹿 55 戸崎 圭太菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 474－ 21：22．7 2．5�
612 ビヨンジオール 牡2鹿 55 横山 典弘林 正道氏 的場 均 新ひだか 城地 清満 494＋ 81：22．8� 5．8�
24 コスモカンプ 牡2鹿 55 柴田 大知岡田 繁幸氏 奥平 雅士 新ひだか 鹿嶋牧場 484± 01：23．01 5．1�
36 ヘッドドレス 牝2鹿 54 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 450＋ 6 〃 クビ 10．2�
23 カスクストレングス 牡2黒鹿55 蛯名 正義芹澤 精一氏 田中 清隆 新ひだか 棚川 光男 468＋ 21：23．1� 6．6�
714 ニシノプレシャス 牝2栗 54 田辺 裕信西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 川上牧場 448－ 41：23．31	 14．7�
59 トラストルシファー 牝2鹿 54 吉田 豊菅波 雅巳氏 高橋 文雅 新冠 松浦牧場 460－ 6 〃 クビ 18．5	
611 アイリーグレイ 牝2芦 54 内田 博幸前原 敏行氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム 428－101：23．62 22．9

35 セラフィーナ 牝2青鹿54 嘉藤 貴行矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 B430－ 21：23．81 28．7�
817 ペイシャンスイット 牡2青鹿55 武士沢友治北所 直人氏 高市 圭二 えりも 上島牧場 458－ 61：24．54 196．6�
12 ネ コ レ ー ヌ 牝2青鹿54 松田 大作桐谷 茂氏 和田 雄二 日高 法理牧場 416± 01：24．6� 285．9
510 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 444－ 4 〃 ハナ 59．0�
11 シゲルルミナリエ 牝2鹿 54 石橋 脩森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 パカパカ

ファーム 438－ 21：24．91� 179．5�
47 パーソナルホウセキ 牝2鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 菅原 泰夫 新冠 辻 和明 398＋ 61：25．0� 346．5�
48 シゲルオフネマツリ 牝2栗 54 横山 和生森中 蕃氏 松永 康利 新冠 村上牧場 402－ 41：25．1� 476．3�
815 マテルドロローザ 牝2栗 54 梶 晃啓�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 422± 0 〃 クビ 299．1�
816 カシノリコーダー 牝2鹿 54 村田 一誠柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 410＋ 61：25．42 533．0�

（17頭）

売 得 金
単勝： 23，520，000円 複勝： 38，286，600円 枠連： 17，546，800円
馬連： 53，222，400円 馬単： 28，625，400円 ワイド： 25，214，400円
3連複： 63，386，300円 3連単： 92，287，400円 計： 342，089，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 180円 � 150円 枠 連（6－7） 460円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 380円 �� 280円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 5，460円

票 数

単勝票数 計 235200 的中 � 74380（1番人気）
複勝票数 計 382866 的中 � 100611（1番人気）� 44866（4番人気）� 64980（2番人気）
枠連票数 計 175468 的中 （6－7） 29083（2番人気）
馬連票数 計 532224 的中 �� 47589（2番人気）
馬単票数 計 286254 的中 �� 14865（2番人気）
ワイド票数 計 252144 的中 �� 16735（3番人気）�� 24599（1番人気）�� 9615（6番人気）
3連複票数 計 633863 的中 ��� 35168（2番人気）
3連単票数 計 922874 的中 ��� 12252（4番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―11．7―12．0―12．0―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．0―35．7―47．7―59．7―1：11．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．0
3 2（5，13）17－（4，6）（10，12）15（9，11，14）（3，16）－1－（7，8） 4 2，5（13，17）－4，6（10，12）14（9，15）（11，3）1－16（7，8）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マ リ オ ー ロ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2014．10．18 東京3着

2012．5．2生 牡2鹿 母 アイアムラヴィング 母母 プラウドウイングス 2戦1勝 賞金 6，800，000円
※マテルドロローザ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3000411月8日 曇 良 （26東京5）第1日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11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
1：45．9
1：45．9

良
良

11 ドゥラメンテ 牡2鹿 55 R．ムーア �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 474－ 61：47．5 1．2�
（英）

813 ショウナンハルカス 牡2黒鹿55 戸崎 圭太国本 哲秀氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 478＋ 21：48．56 10．4�
46 トーセンカナロア 牡2鹿 55 大野 拓弥島川 �哉氏 小桧山 悟 洞�湖 レイクヴィラファーム 464± 01：48．81� 40．8�
57 ダイアウルフ 牡2鹿 55 松岡 正海栗山 良子氏 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 490－ 81：48．9� 14．8�
814 ダブルフラワー 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新ひだか グローリーファーム 470－ 41：49．11	 64．9	
22 マコトアルバトロス 牡2栗 55 北村 宏司
ディアマント 田中 剛 様似 出口 繁夫 468± 01：49．2� 11．3�
711 シゲルマツリダ 牡2青鹿55 江田 照男森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 市川牧場 470± 01：49．51� 50．0�
33 コスモエルドール 牡2栗 55 P．ブドー 岡田 繁幸氏 黒岩 陽一 新冠 コスモヴューファーム 420± 0 〃 クビ 82．5

（仏）

610 パイロキシン 牡2栗 55 石橋 脩加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 474＋ 61：49．6クビ 128．2�
58 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 446＋ 2 〃 ハナ 18．8�
45 アルトサックス 牡2鹿 55 田辺 裕信手嶋 康雄氏 松永 康利 新ひだか 佐竹 学 480＋ 2 〃 クビ 96．5�
34 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± 01：49．7
 19．7�
712 カニングウーマン 牝2鹿 54 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 新冠 新冠橋本牧場 440－ 81：50．12
 525．1�
69 ステイバーニング 牡2黒鹿55 三浦 皇成岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 456－ 61：50．41� 143．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，795，900円 複勝： 121，111，700円 枠連： 15，161，200円
馬連： 48，174，800円 馬単： 43，091，900円 ワイド： 28，068，900円
3連複： 61，056，800円 3連単： 134，588，000円 計： 477，049，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 170円 � 370円 枠 連（1－8） 430円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 250円 �� 670円 �� 2，550円

3 連 複 ��� 3，050円 3 連 単 ��� 5，940円

票 数

単勝票数 計 257959 的中 � 164255（1番人気）
複勝票数 計1211117 的中 � 989580（1番人気）� 47149（2番人気）� 14350（7番人気）
枠連票数 計 151612 的中 （1－8） 27058（2番人気）
馬連票数 計 481748 的中 �� 85018（1番人気）
馬単票数 計 430919 的中 �� 69228（1番人気）
ワイド票数 計 280689 的中 �� 33256（2番人気）�� 10214（7番人気）�� 2445（23番人気）
3連複票数 計 610568 的中 ��� 14969（11番人気）
3連単票数 計1345880 的中 ��� 16413（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―36．4―48．9―1：01．2―1：13．5―1：25．4―1：36．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F34．0

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

勝馬の
紹 介

ドゥラメンテ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．10．12 東京2着

2012．3．22生 牡2鹿 母 アドマイヤグルーヴ 母母 エアグルーヴ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 ドゥラメンテ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ドゥラメンテ号は，発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3000511月8日 曇 良 （26東京5）第1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

48 � ダッシングブレイズ 牡2栗 55 P．ブドー グリーンフィールズ� 吉村 圭司 米
Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

478 ―1：36．3 2．8�
（仏）

35 � ゴールデンバローズ 牡2栗 55 R．ムーア 猪熊 広次氏 堀 宣行 米 Crossed Sa-
bres Farm 516 ―1：36．93� 3．7�

（英）

612 ブレイクザポケット 牡2鹿 55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 426 ― 〃 クビ 10．5�

24 メローハーモニー 牝2鹿 54 戸崎 圭太青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 454 ―1：37．11	 7．6�
714 コスモキーマン 牡2鹿 55 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 458 ―1：37．52� 14．8	
510� ショウナンアイ 牝2栗 54 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 米 Padua Sta-

bles, LLC 466 ―1：37．6� 18．4

713� ソルティコメント 牡2栗 55 柴山 雄一窪田 康志氏 藤沢 和雄 米 Craig B.

Singer 456 ― 〃 クビ 16．1�
47 トウカイストラーダ 牝2栗 54

51 ▲石川裕紀人内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 454 ―1：37．7� 168．4�
36 ロイヤルサルーン 牡2鹿 55 勝浦 正樹渡邊 隆氏 尾形 充弘 苫小牧 藤澤 昭勝 474 ―1：37．8� 14．4
815 ツクバインパクト 牡2黒鹿55 柴田 善臣荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 436 ―1：37．9� 18．9�
23 キタサングットマン 牡2鹿 55 武士沢友治�大野商事 古賀 史生 浦河 北光牧場 468 ―1：38．11� 139．7�
11 パブリックフレンド 牡2青 55 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 472 ―1：38．2
 66．1�
12 コンドルヒデオ 牡2鹿 55 田辺 裕信 Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 小島牧場 484 ―1：38．3クビ 91．1�
816 コスモゼツエイ 牡2黒鹿55 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 522 ―1：38．51	 123．5�
611� ナカヤマローマン 牡2鹿 55 蛯名 正義和泉 憲一氏 二ノ宮敬宇 愛 Mr R.

Jeffcock 480 ―1：38．71	 23．1�
817 テイケイユピテル 牡2黒鹿55 大野 拓弥兼松 忠男氏 高木 登 浦河 富菜牧場 430 ―1：40．19 190．6�
59 ウインディバイン 牡2黒鹿55 石橋 脩�ウイン 武市 康男 新ひだか 佐藤 陽一 448 ―1：41．16 204．9�

（17頭）

売 得 金
単勝： 22，086，800円 複勝： 32，445，300円 枠連： 16，963，300円
馬連： 48，832，600円 馬単： 28，847，200円 ワイド： 23，655，600円
3連複： 54，739，700円 3連単： 74，045，800円 計： 301，616，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 140円 � 230円 枠 連（3－4） 560円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 260円 �� 540円 �� 820円

3 連 複 ��� 1，820円 3 連 単 ��� 5，310円

票 数

単勝票数 計 220868 的中 � 62578（1番人気）
複勝票数 計 324453 的中 � 79158（1番人気）� 61147（2番人気）� 27573（4番人気）
枠連票数 計 169633 的中 （3－4） 23325（1番人気）
馬連票数 計 488326 的中 �� 64346（1番人気）
馬単票数 計 288472 的中 �� 23096（1番人気）
ワイド票数 計 236556 的中 �� 26113（1番人気）�� 10741（4番人気）�� 6694（7番人気）
3連複票数 計 547397 的中 ��� 22461（2番人気）
3連単票数 計 740458 的中 ��� 10098（3番人気）

ハロンタイム 13．1―11．9―12．3―12．8―12．7―11．8―10．7―11．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―25．0―37．3―50．1―1：02．8―1：14．6―1：25．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F33．5
3 5，7，15（4，8）10（6，12，14）11（2，13）16（3，1）17－9 4 ・（5，7）（4，8，15）10（6，12）14（2，13，11）（1，16）3，17，9

勝馬の
紹 介

�ダッシングブレイズ �
�
父 Kitten’s Joy �

�
母父 Honour and Glory 初出走

2012．4．13生 牡2栗 母 Blazing Bliss 母母 Miss What a Day 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 キタサングットマン号は，馬場入場後に右前肢落鉄。発走時刻2分遅延。
※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。

3000611月8日 曇 良 （26東京5）第1日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時45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
1：36．9
1：36．9

不良
不良

714 レ レ マ ー マ 牡2栗 55 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 518 ―1：38．8 5．7�

59 ニーマルキング 牡2鹿 55 R．ムーア 板橋 秋氏 田村 康仁 新ひだか 折手牧場 456 ―1：40．07 2．1�
（英）

612 バーンイットアウト 牡2黒鹿55 P．ブドー �ノースヒルズ 池江 泰寿 新冠 株式会社
ノースヒルズ 492 ― 〃 アタマ 3．4�

（仏）

11 ナスノセイカン 牡2鹿 55 横山 典弘�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 450 ―1：40．63� 16．3�

816 ワ ン ボ ー イ 牡2栗 55 田中 勝春稲川 一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 488 ― 〃 ハナ 39．0	
510 コンゴウヒーロー 牡2芦 55 石橋 脩金岡 久夫氏 宮 徹 新ひだか 本桐牧場 536 ―1：41．02� 14．7

713 マイネルライヒ 牡2鹿 55 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 井高牧場 514 ―1：41．74 167．7�
24 グラスエンプレス 牝2鹿 54 大野 拓弥半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 508 ―1：42．23 95．1
611 ヨイチフレーム 牝2鹿 54 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 462 ―1：42．3� 205．7�
36 ア ル テ エ ゴ 牡2鹿 55 柴田 善臣平本 敏夫氏 加藤 和宏 日高 サンシャイン

牧場 464 ―1：42．4� 18．9�
47 ガンマーフォンテン 牡2栗 55 柴山 雄一吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 498 ―1：42．5クビ 74．7�
23 ツクバグランディー 牡2黒鹿55 吉田 豊荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 538 ― 〃 アタマ 124．8�
48 サ ブ マ リ ン 牡2栗 55 戸崎 圭太石川 達絵氏 大竹 正博 むかわ 上水牧場 460 ―1：43．45 17．4�
35 キンノシャチホコ 牡2栗 55 三浦 皇成田頭 勇貴氏 大和田 成 新ひだか 小倉 光博 460 ―1：43．71� 144．5�
815 ユ ウ ダ イ 牡2黒鹿 55

52 ▲石川裕紀人磯波 勇氏 高木 登 浦河 大柳ファーム 520 ―1：44．12� 166．1�
12 ア レ グ ロ ン 牡2栗 55 松田 大作栗坂 崇氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 B480 ―1：45．9大差 153．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，022，500円 複勝： 29，979，200円 枠連： 14，029，100円
馬連： 47，395，800円 馬単： 29，697，500円 ワイド： 24，315，700円
3連複： 51，884，400円 3連単： 82，673，500円 計： 304，997，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 150円 � 110円 � 130円 枠 連（5－7） 630円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 2，200円

ワ イ ド �� 270円 �� 380円 �� 170円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 6，980円

票 数

単勝票数 計 250225 的中 � 34557（3番人気）
複勝票数 計 299792 的中 � 41308（3番人気）� 92306（1番人気）� 54356（2番人気）
枠連票数 計 140291 的中 （5－7） 17101（2番人気）
馬連票数 計 473958 的中 �� 46701（2番人気）
馬単票数 計 296975 的中 �� 10082（7番人気）
ワイド票数 計 243157 的中 �� 21821（2番人気）�� 14010（4番人気）�� 42449（1番人気）
3連複票数 計 518844 的中 ��� 49977（1番人気）
3連単票数 計 826735 的中 ��� 8575（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．6―48．0―1：01．0―1：13．7―1：26．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レ レ マ ー マ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2012．2．1生 牡2栗 母 ウィキウィキ 母母 リアルナンバー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アレグロン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年12月8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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 コスモデント号・スマートガール号・フェスティヴオウカ号
※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。



3000711月8日 曇 良 （26東京5）第1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）

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

714� ホワイトプラネット 牝4芦 55 大庭 和弥石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム B504＋ 41：26．0 5．3�
713 サクラフローラ 牝3黒鹿54 大野 拓弥�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 谷岡スタット 532＋ 8 〃 クビ 20．0�
11 マイネオレンジ 牝4栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 新冠 ビッグレッドファーム 488± 01：26．21� 3．4�
35 ダブルファンタジー 牝4栗 55 三浦 皇成安原 浩司氏 高橋 文雅 浦河 辻 牧場 496＋ 61：26．3� 15．7�
59 エドノプリンセス 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人遠藤 喜松氏 菊沢 隆徳 新ひだか 沖田 忠幸 466－ 21：26．61� 16．1�
47 カゼノサファイア 牝4青 55 村田 一誠深井 孟氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 476＋ 21：26．81� 18．6	
23 プレシャスムーン 牝3鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 440＋ 2 〃 クビ 20．4

816 スペルオンミー 牝3黒鹿54 柴山 雄一吉田 勝己氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 536－ 6 〃 ハナ 5．3�
48 マーブルケーキ 牝3白 54 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 462－ 61：26．9クビ 4．1�
815 フレックスハート 牝4鹿 55 P．ブドー 保坂 和孝氏 木村 哲也 浦河 杵臼牧場 B474＋ 41：27．22 53．4

（仏）

12 サプライズライン 牝3芦 54 田辺 裕信平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 430－ 21：27．41� 38．0�
24 � リ ノ ワ ー ル 牝4青鹿55 勝浦 正樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 尾形 和幸 新ひだか 服部 牧場 450＋ 61：27．61	 163．2�
612 ナンヨーノキョー 牝4黒鹿55 柴田 善臣中村 德也氏 杉浦 宏昭 浦河 三好牧場 452－10 〃 アタマ 229．6�
510� ミ ュ ー ル 牝4栗 55 武士沢友治国田 正忠氏 奥村 武 新ひだか ヒサイファーム B426－ 2 〃 ハナ 247．8�
611 アルテミシア 牝4鹿 55 横山 和生岡田 牧雄氏 古賀 史生 新ひだか 小河 豊水 B486－ 41：27．81 118．7�
36 パナシュドール 牝3鹿 54 松田 大作落合 幸弘氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 442－ 21：28．33 127．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，323，700円 複勝： 40，507，700円 枠連： 18，313，800円
馬連： 70，206，700円 馬単： 34，003，400円 ワイド： 33，262，300円
3連複： 80，535，800円 3連単： 111，209，400円 計： 415，362，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 170円 � 520円 � 170円 枠 連（7－7） 6，160円

馬 連 �� 6，240円 馬 単 �� 11，050円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 390円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 8，530円 3 連 単 ��� 63，680円

票 数

単勝票数 計 273237 的中 � 40668（3番人気）
複勝票数 計 405077 的中 � 68437（3番人気）� 14998（9番人気）� 73291（1番人気）
枠連票数 計 183138 的中 （7－7） 2303（21番人気）
馬連票数 計 702067 的中 �� 8719（23番人気）
馬単票数 計 340034 的中 �� 2306（42番人気）
ワイド票数 計 332623 的中 �� 5645（19番人気）�� 24328（2番人気）�� 5241（21番人気）
3連複票数 計 805358 的中 ��� 7077（28番人気）
3連単票数 計1112094 的中 ��� 1266（208番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．4―36．8―49．5―1：01．6―1：13．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ホワイトプラネット �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスタキオン

2010．2．8生 牝4芦 母 フェアノータム 母母 バブルウイングス 15戦2勝 賞金 29，590，000円
初出走 JRA

〔発走状況〕 パナシュドール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。
（非抽選馬） 1頭 モズマッテタワ号
※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。

3000811月8日 曇 良 （26東京5）第1日 第8競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時50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 10，200，000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
1：44．2
1：43．9

良
良

33 アデイインザライフ 牡3鹿 55 戸崎 圭太池谷 誠一氏 鈴木 康弘 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 540－ 61：48．3 1．5�

66 キミノナハセンター 牡3鹿 55 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 476－ 21：48．4� 4．1�
67 ア ル バ ー ト 牡3栗 55 R．ムーア 林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：48．5� 7．4�

（英）

11 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 452－ 21：48．81� 35．6�
55 マイネオーラム 牝3鹿 53 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 41：48．9	 20．0�
810 モンプレジール 牡4鹿 57 江田 照男平田 修氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 B450± 01：49．11
 122．8	
22 ナスノアオバ 牡3鹿 55 大野 拓弥
須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社
須野牧場 536＋141：49．2	 105．0�
79 カフェリュウジン 牡4鹿 57 P．ブドー 西川 恭子氏 和田 雄二 新ひだか 三石橋本牧場 536＋ 2 〃 アタマ 40．7�

（仏）

811 ロジメジャー 牡5黒鹿57 柴田 善臣久米田正明氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 496＋10 〃 クビ 14．3
78 ボーイフレンド 牡5栗 57 横山 典弘北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 B446＋ 61：49．51� 27．0�
44 グレートマーシャル 牡6鹿 57 武士沢友治浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 472－101：51．3大差 389．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 40，663，900円 複勝： 120，589，900円 枠連： 20，423，600円
馬連： 80，962，800円 馬単： 57，039，400円 ワイド： 38，699，800円
3連複： 94，407，800円 3連単： 228，625，500円 計： 681，412，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連（3－6） 150円

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 290円

ワ イ ド �� 130円 �� 210円 �� 320円

3 連 複 ��� 380円 3 連 単 ��� 910円

票 数

単勝票数 計 406639 的中 � 209839（1番人気）
複勝票数 計1205899 的中 � 847061（1番人気）� 164123（2番人気）� 51189（3番人気）
枠連票数 計 204236 的中 （3－6） 102818（1番人気）
馬連票数 計 809628 的中 �� 282882（1番人気）
馬単票数 計 570394 的中 �� 146847（1番人気）
ワイド票数 計 386998 的中 �� 103332（1番人気）�� 40909（2番人気）�� 22638（3番人気）
3連複票数 計 944078 的中 ��� 182406（1番人気）
3連単票数 計2286255 的中 ��� 180193（1番人気）

ハロンタイム 13．1―11．5―12．2―12．8―12．5―12．5―11．9―10．7―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．6―36．8―49．6―1：02．1―1：14．6―1：26．5―1：37．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F33．7

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

勝馬の
紹 介

アデイインザライフ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．12．22 中山1着

2011．2．11生 牡3鹿 母 ラッシュライフ 母母 フレンドレイ 7戦3勝 賞金 49，115，000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。



3000911月8日 曇 良 （26東京5）第1日 第9競走 ��
��2，100�

い せ ざ き

伊 勢 佐 木 特 別
発走14時25分 （ダート・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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

510 ショウナンアポロン 牡4鹿 57 松岡 正海国本 哲秀氏 古賀 史生 洞�湖 メジロ牧場 B494＋ 22：12．3 44．3�
36 バ ン ズ ー ム 牡3鹿 55 田辺 裕信諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 466＋ 22：12．51	 3．4�
611 コスモナイスガイ 牡4黒鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム B544＋142：12．71 134．3�
35 オペラハット 牡3鹿 55 北村 宏司小菅 定雄氏 森 秀行 平取 高橋 啓 448＋ 22：12．8
 15．1�
59 ゲルマンシチー 牡6青 57 戸崎 圭太 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 幌村牧場 476＋ 22：13．33 20．5	
23 コ ウ ジ ョ ウ 牡4栗 57 大野 拓弥小菅 定雄氏 高木 登 新ひだか 三石橋本牧場 524＋ 62：13．4クビ 101．2

714 ランブリングマン 牡4鹿 57 田中 勝春スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 528＋102：13．61
 20．7�
11 アールプロセス 牡3鹿 55 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 506＋ 4 〃 ハナ 1．9�
815 ホワイトフリート 牡4芦 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 466＋ 2 〃 クビ 9．1
47 アドマイヤネアルコ 牡6芦 57 内田 博幸近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 484－ 22：13．7
 38．8�
24 ファーマジェンヌ 牝5黒鹿55 松田 大作中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 506＋ 82：13．8
 205．7�
12 メイショウシャイン 牡7鹿 57 田中 博康松本 好雄氏 中内田充正 浦河 林 孝輝 476＋12 〃 クビ 62．2�
816 ガ ム ラ ン �6青鹿57 三浦 皇成 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 538＋ 22：13．9
 43．1�
713 レンブラント 牡3黒鹿55 勝浦 正樹田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 486＋ 6 〃 ハナ 22．5�
612 カリスマサンタイム 牡4黒鹿57 江田 照男畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 502－ 22：14．0クビ 118．0�
48 タイセイクルーズ 牡3栗 55 武士沢友治田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 526＋24 〃 ハナ 61．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，055，300円 複勝： 63，790，500円 枠連： 27，938，300円
馬連： 110，038，000円 馬単： 60，347，400円 ワイド： 47，539，500円
3連複： 124，289，100円 3連単： 221，579，500円 計： 690，577，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，430円 複 勝 � 1，140円 � 190円 � 2，670円 枠 連（3－5） 2，430円

馬 連 �� 9，680円 馬 単 �� 27，990円

ワ イ ド �� 2，440円 �� 27，640円 �� 5，050円

3 連 複 ��� 197，910円 3 連 単 ��� 1，846，490円

票 数

単勝票数 計 350553 的中 � 6320（10番人気）
複勝票数 計 637905 的中 � 12725（9番人気）� 113521（2番人気）� 5206（13番人気）
枠連票数 計 279383 的中 （3－5） 8878（9番人気）
馬連票数 計1100380 的中 �� 8805（23番人気）
馬単票数 計 603474 的中 �� 1617（51番人気）
ワイド票数 計 475395 的中 �� 5107（21番人気）�� 438（94番人気）�� 2428（37番人気）
3連複票数 計1242891 的中 ��� 471（212番人気）
3連単票数 計2215795 的中 ��� 87（1450番人気）

ハロンタイム 7．3―11．6―12．6―13．0―12．9―12．4―12．1―12．5―12．6―12．4―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―18．9―31．5―44．5―57．4―1：09．8―1：21．9―1：34．4―1：47．0―1：59．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ショウナンアポロン �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2012．7．1 福島9着

2010．4．26生 牡4鹿 母 メジロアルドラ 母母 メジロロベルタ 23戦3勝 賞金 37，898，000円
〔制裁〕 コスモナイスガイ号の騎手柴田大知は，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。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 サンライズウェイ号・ネオヴェリーブル号
（非抽選馬） 1頭 マイネルボンド号

3001011月8日 曇 良 （26東京5）第1日 第10競走 ��
��2，000�ノベンバーステークス

発走15時00分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，25．11．2以降26．11．2まで1回以上出走馬；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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

34 アイスフォーリス 牝5芦 55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 相沢 郁 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 478＋ 21：59．6 5．8�
69 マイネルマーク 牡6青鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B486＋121：59．7� 54．5�
22 サフランディライト 牡6鹿 55 田中 勝春海原 聖一氏 北出 成人 平取 高橋 啓 474－10 〃 アタマ 17．7�
813 マイネルディーン 牡5青 55 R．ムーア �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 458± 0 〃 クビ 13．1�
（英）

45 ミエノワンダー 牡4鹿 57 北村 宏司里見美惠子氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 512＋ 41：59．8クビ 5．4	
46 � セ セ リ 牡3栗 53 内田 博幸冨士井直哉氏 森 秀行 米 William Paca

Beatson Jr. 496＋ 8 〃 クビ 13．3

11 ロンギングダンサー 牡5黒鹿55 横山 和生坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 482＋ 2 〃 ハナ 14．0�
33 ホーカーテンペスト 牡5栗 57 柴山 雄一 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 498＋ 8 〃 アタマ 18．5�
610 リ ベ ル タ ス 牡6鹿 57 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 492＋ 21：59．9� 4．3
711 タイセイドリーム 牡4鹿 56 蛯名 正義田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 530＋ 82：00．0クビ 13．9�
58 ブリッジクライム 牝5鹿 54 田辺 裕信吉田 照哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 464＋ 42：00．21	 10．4�
814 トウカイオーロラ 牡7黒鹿54 柴田 善臣内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 468－ 62：00．41� 143．1�
57 スマートリバティー 牡6鹿 53 大野 拓弥大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 450－ 42：00．5クビ 139．9�
712 セ キ シ ョ ウ 牝4青鹿54 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 B506＋ 42：01．35 7．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 46，930，500円 複勝： 90，299，600円 枠連： 33，538，100円
馬連： 164，874，900円 馬単： 70，093，500円 ワイド： 67，595，400円
3連複： 189，679，300円 3連単： 270，526，900円 計： 933，538，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 250円 � 1，490円 � 640円 枠 連（3－6） 990円

馬 連 �� 21，280円 馬 単 �� 33，160円

ワ イ ド �� 5，340円 �� 2，000円 �� 13，220円

3 連 複 ��� 101，180円 3 連 単 ��� 563，590円

票 数

単勝票数 計 469305 的中 � 64068（3番人気）
複勝票数 計 902996 的中 � 110791（3番人気）� 14030（12番人気）� 34967（11番人気）
枠連票数 計 335381 的中 （3－6） 26140（4番人気）
馬連票数 計1648749 的中 �� 6003（58番人気）
馬単票数 計 700935 的中 �� 1585（113番人気）
ワイド票数 計 675954 的中 �� 3250（58番人気）�� 8887（29番人気）�� 1302（68番人気）
3連複票数 計1896793 的中 ��� 1406（202番人気）
3連単票数 計2705269 的中 ��� 348（1172番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．7―36．2―48．0―1：00．2―1：12．4―1：24．6―1：36．6―1：47．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F35．0

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

勝馬の
紹 介

アイスフォーリス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2011．8．21 新潟2着

2009．1．17生 牝5芦 母 リ リ ウ ム 母母 ベ ゴ ニ ア 29戦3勝 賞金 141，476，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 アイスフォーリス号の騎手三浦皇成は，2コーナーで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：1番）
※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。



3001111月8日 曇 良 （26東京5）第1日 第11競走 ��
��1，400�第50回京王杯2歳ステークス（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・左）
2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

京王電鉄株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．2
1：20．3

良
良

33 セカンドテーブル 牡2栗 55 戸崎 圭太山上 和良氏 崎山 博樹 日高 川島 良一 442－ 61：21．5 34．4�
11 サ フ ィ ロ ス 牡2鹿 55 三浦 皇成 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：21．71� 6．4�
79 ニシノラッシュ 牡2鹿 55 田辺 裕信西山 茂行氏 田村 康仁 新冠 村上 欽哉 470± 01：21．8� 2．7�
56 オープンザウェイ 牡2栗 55 勝浦 正樹�ラ・メール 田村 康仁 日高 沖田牧場 458± 01：21．9� 11．9�
812 アポロノシンザン 牡2鹿 55 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 456± 0 〃 クビ 22．4	
22 アクティブミノル 牡2黒鹿55 松田 大作吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 486＋101：22．11� 6．4

44 ワキノヒビキ 牡2鹿 55 北村 宏司脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 広田牧場 482－ 41：22．2クビ 5．7�
67 マイネルグルマン 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 洞	湖 レイクヴィラファーム 488± 01：22．3
 60．9�
55 コウソクコーナー 牡2鹿 55 内田 博幸野﨑 昭夫氏 畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム 490± 01：22．61
 22．3
710 ゴールドペガサス 牡2鹿 55 蛯名 正義 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 456－10 〃 クビ 28．6�
811 ロンバルディア 牡2鹿 55 田中 勝春村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 468＋ 21：22．91
 8．0�
68 � ウォリアーズソウル 牡2鹿 55 R．ムーア �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 米 Dixiana
Farms, LLC 510± 01：25．0大差 32．3�

（英）

（12頭）

売 得 金
単勝： 99，216，100円 複勝： 132，094，200円 枠連： 59，928，900円
馬連： 336，096，300円 馬単： 156，428，200円 ワイド： 113，223，400円
3連複： 412，229，900円 3連単： 746，305，300円 計： 2，055，522，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，440円 複 勝 � 770円 � 200円 � 140円 枠 連（1－3） 9，000円

馬 連 �� 9，560円 馬 単 �� 23，830円

ワ イ ド �� 2，920円 �� 1，790円 �� 410円

3 連 複 ��� 9，620円 3 連 単 ��� 89，780円

票 数

単勝票数 計 992161 的中 � 23037（11番人気）
複勝票数 計1320942 的中 � 30007（11番人気）� 164546（3番人気）� 345643（1番人気）
枠連票数 計 599289 的中 （1－3） 5160（28番人気）
馬連票数 計3360963 的中 �� 27228（33番人気）
馬単票数 計1564282 的中 �� 4922（74番人気）
ワイド票数 計1132234 的中 �� 9317（37番人気）�� 15468（22番人気）�� 79675（2番人気）
3連複票数 計4122299 的中 ��� 32123（34番人気）
3連単票数 計7463053 的中 ��� 6026（310番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．8―12．0―11．5―10．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．4―47．4―58．9―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セカンドテーブル �
�
父 トワイニング �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．8．23 小倉1着

2012．4．5生 牡2栗 母 モカサンデー 母母 グリュックダンク 3戦2勝 賞金 43，434，000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。

3001211月8日 曇 良 （26東京5）第1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56�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
1：31．3
1：30．7

良
良

712 リグヴェーダ 牡4鹿 57 P．ブドー �社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム 460－141：34．2 4．7�
（仏）

610 ウインフェニックス 牡3鹿 56 石橋 脩�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 462＋ 8 〃 ハナ 10．0�
34 フジマサエンペラー 牡5黒鹿57 横山 典弘藤原 正一氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 500＋ 21：34．41� 4．2�
58 リフトザウイングス 牡6青鹿57 三浦 皇成 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 518－141：34．5クビ 53．4�
711 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 480－ 4 〃 クビ 7．9	
22 リーサルウェポン 牝3鹿 54 戸崎 圭太 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 タバタファーム 426＋ 21：34．6クビ 8．3

33 トーセンジャステス 牡4鹿 57 内田 博幸島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム 552＋14 〃 クビ 24．4�
11 マイネルアウラート 牡3黒鹿56 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 446－ 2 〃 ハナ 10．0
45 カグニザント 	6黒鹿57 蛯名 正義 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム 476± 01：34．7
 26．5�
69 プレミアステイタス 牝3黒鹿54 田辺 裕信 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 470－ 41：34．8� 26．4�
57 サトノネプチューン 牡4鹿 57 R．ムーア 里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 494－ 21：34．9クビ 5．3�

（英）

46 コスモトゥルーラヴ 牡5鹿 57
54 ▲石川裕紀人 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 日高 戸川牧場 506± 01：35．21
 36．1�

814� ペガサスジュニア 牡3栗 56 吉田 豊鶴見 芳子氏 大久保洋吉 米 Dr. Masa-
take Iida B512－ 21：35．41� 137．3�

813� アルティスト 牡7鹿 57 柴田 善臣塩入とめ子氏 中野 栄治 浦河 高岸 順一 486＋ 8 〃 クビ 259．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 48，877，900円 複勝： 65，949，100円 枠連： 33，313，400円
馬連： 138，898，700円 馬単： 58，911，300円 ワイド： 56，029，700円
3連複： 147，054，900円 3連単： 239，531，200円 計： 788，566，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 290円 � 160円 枠 連（6－7） 1，350円

馬 連 �� 3，130円 馬 単 �� 5，150円

ワ イ ド �� 990円 �� 400円 �� 830円

3 連 複 ��� 4，060円 3 連 単 ��� 25，530円

票 数

単勝票数 計 488779 的中 � 83024（2番人気）
複勝票数 計 659491 的中 � 105295（2番人気）� 47932（6番人気）� 120455（1番人気）
枠連票数 計 333134 的中 （6－7） 19009（4番人気）
馬連票数 計1388987 的中 �� 34301（14番人気）
馬単票数 計 589113 的中 �� 8576（19番人気）
ワイド票数 計 560297 的中 �� 13825（12番人気）�� 38408（1番人気）�� 16701（8番人気）
3連複票数 計1470549 的中 ��� 27141（9番人気）
3連単票数 計2395312 的中 ��� 6802（65番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．9―12．1―12．1―11．8―11．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―35．7―47．8―59．9―1：11．7―1：22．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リグヴェーダ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Nureyev デビュー 2012．12．24 阪神1着

2010．1．26生 牡4鹿 母 ニ キ ー ヤ 母母 Reluctant Guest 13戦4勝 賞金 56，048，000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。



（26東京5）第1日 11月8日（土曜日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 179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

248，260，000円
2，080，000円
9，760，000円
1，610，000円
22，490，000円
69，463，500円
4，858，000円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
431，978，900円
803，048，000円
279，536，400円
1，183，968，300円
619，285，000円
501，697，800円
1，383，520，500円
2，360，537，500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 7，563，572，400円

総入場人員 24，885名 （有料入場人員 22，037名）
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