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3006111月23日 晴 良 （26東京5）第6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
1：36．7
1：36．7

稍重
稍重

611 ア グ ス タ 牡2鹿 55 戸崎 圭太寺田 寿男氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 498－ 41：39．7 1．4�
612 ポルトボナール 牡2黒鹿 55

52 ▲木幡 初也後藤 英成氏 武井 亮 森 笹川大晃牧場 480± 01：39．91� 8．3�
816 スループオブウォー 牡2栗 55 後藤 浩輝�G1レーシング 伊藤 大士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋ 21：40．11 5．5�
714 ドラゴンパイロ 牡2青鹿55 吉田 豊窪田 康志氏 大久保洋吉 浦河 �川 啓一 532± 01：40．41� 22．1�
12 ビレッジカリビアン 牡2黒鹿55 丸山 元気村山 輝雄氏 高橋 文雅 浦河 上山牧場 498＋ 41：40．71� 80．9�
815 コスモムルジム 牡2青鹿55 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新ひだか 山野牧場 468＋ 8 〃 クビ 119．9

713 レ ベ ニ ュ ー 牡2黒鹿55 嘉藤 貴行嶋田 賢氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 476＋ 41：40．8� 16．4�
23 セイカアヴァンサ 牡2鹿 55 石橋 脩久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 466＋ 8 〃 アタマ 267．1�
59 モエレプロシード 牡2鹿 55 北村 宏司中村 和夫氏 木村 哲也 日高 道見牧場 508＋ 81：41．43� 19．3
35 ア ル テ エ ゴ 牡2鹿 55

52 ▲伴 啓太平本 敏夫氏 加藤 和宏 日高 サンシャイン
牧場 466＋ 21：42．14 251．4�

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 454＋ 4 〃 アタマ 20．0�

36 マンオブラマンチャ 牡2鹿 55 横山 和生 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 510＋10 〃 ハナ 334．9�

24 ダイメイエンパイア 牝2黒鹿54 高倉 稜宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 474＋ 2 〃 アタマ 215．2�
510 スギノクレステージ 牡2黒鹿55 大野 拓弥杉山 忠国氏 武市 康男 新ひだか タイヘイ牧場 516＋ 21：42．63 152．6�
47 ミキノブシドウ 牡2鹿 55 西田雄一郎谷口 久和氏 南田美知雄 新ひだか 本桐牧場 502＋ 21：42．92 309．2�
48 トーセンビーライン 牡2鹿 55 武士沢友治島川 �哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ

スティファーム 456－ 21：43．1� 75．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，713，700円 複勝： 80，167，900円 枠連： 14，545，700円
馬連： 55，450，600円 馬単： 42，373，800円 ワイド： 32，528，700円
3連複： 75，950，600円 3連単： 148，008，500円 計： 475，739，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 150円 � 120円 枠 連（6－6） 560円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 220円 �� 180円 �� 390円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 2，210円

票 数

単勝票数 計 267137 的中 � 146009（1番人気）
複勝票数 計 801679 的中 � 548585（1番人気）� 45769（3番人気）� 76321（2番人気）
枠連票数 計 145457 的中 （6－6） 19910（3番人気）
馬連票数 計 554506 的中 �� 77527（2番人気）
馬単票数 計 423738 的中 �� 43321（2番人気）
ワイド票数 計 325287 的中 �� 38821（2番人気）�� 52486（1番人気）�� 17750（5番人気）
3連複票数 計 759506 的中 ��� 77668（1番人気）
3連単票数 計1480085 的中 ��� 48519（2番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．9―12．7―13．2―13．1―12．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．4―48．1―1：01．3―1：14．4―1：26．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア グ ス タ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Machiavellian デビュー 2014．10．26 東京2着

2012．3．17生 牡2鹿 母 ソ ニ ン ク 母母 Sonic Lady 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 ポルトボナール号の騎手木幡初也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 ガンマーフォンテン号・ツクバインパクト号

3006211月23日 晴 良 （26東京5）第6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

12 メイショウサワヤカ 牝2黒鹿54 柴田 善臣松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 454－ 81：23．2 6．4�
714 ホワイトウインド 牝2芦 54 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 450－ 21：23．41� 7．3�
24 スマイルミーティア 牝2黒鹿54 内田 博幸保坂 和孝氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム 432± 01：23．61� 2．5�
611 クリーミーボイス 牝2栗 54 戸崎 圭太 �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B434± 0 〃 クビ 5．5�
35 タイムフォラヴ 牝2青鹿54 柴山 雄一 �キャロットファーム 中川 公成 安平 ノーザンファーム 450－ 41：23．81 14．0�
47 モンサンビアンカ 牝2芦 54 横山 典弘山下 新一氏 菊沢 隆徳 新冠 秋田牧場 444＋ 21：24．01� 8．7	
48 プラチナムスタング 牝2芦 54 横山 和生竹森 幹雄氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 464＋ 4 〃 クビ 107．1

713 ハーベストソング 牝2青鹿54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 416＋ 61：24．21� 31．9�
612 コーリンブリリアン 牝2鹿 54 石橋 脩伊藤 恵子氏 柴田 政人 日高 今井牧場 446＋ 2 〃 クビ 59．9
510 プ ラ セ ン タ 牝2青鹿54 二本柳 壮�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 450＋ 81：24．3クビ 160．6�
36 ポッドウェーブ 牝2芦 54 大野 拓弥小川眞査雄氏 斎藤 誠 新ひだか 千代田牧場 420± 01：24．51� 512．7�
11 エイプリルラヴ 牝2黒鹿54 西田雄一郎�ミルファーム 岩戸 孝樹 新冠 飛渡牧場 398＋ 4 〃 クビ 78．6�
818 ヒノキノカホリ 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 様似 富田 恭司 448± 01：24．6クビ 158．1�
715 カ レ リ ア 牝2栃栗 54

51 ▲木幡 初也 H.R.H．プリンセス・ハヤ 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 438－ 4 〃 ハナ 31．5�

817 ウインニルヴァーナ 牝2栗 54
51 ▲原田 和真�ウイン 池上 昌弘 新冠 コスモヴューファーム 448± 0 〃 クビ 267．0�

59 キタノマドンナ 牝2黒鹿54 北村 宏司�木村牧場 高橋 裕 日高 新井 弘幸 468－ 41：24．7クビ 14．2�
23 カナラズカナラズ 牝2鹿 54

51 ▲伴 啓太小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 日の出牧場 440＋ 41：25．33� 169．6�
816 ジャイアントレーヌ 牝2栗 54 岩部 純二�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 428＋ 41：25．4� 482．9�
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売 得 金
単勝： 24，934，200円 複勝： 48，002，300円 枠連： 16，463，700円
馬連： 65，150，300円 馬単： 36，438，800円 ワイド： 35，084，500円
3連複： 81，792，100円 3連単： 114，994，700円 計： 422，860，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 170円 � 190円 � 120円 枠 連（1－7） 1，600円

馬 連 �� 2，080円 馬 単 �� 3，940円

ワ イ ド �� 570円 �� 250円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，520円 3 連 単 ��� 13，690円

票 数

単勝票数 計 249342 的中 � 31037（3番人気）
複勝票数 計 480023 的中 � 63399（3番人気）� 56016（4番人気）� 126913（1番人気）
枠連票数 計 164637 的中 （1－7） 7932（6番人気）
馬連票数 計 651503 的中 �� 24239（8番人気）
馬単票数 計 364388 的中 �� 6934（14番人気）
ワイド票数 計 350845 的中 �� 14116（5番人気）�� 38680（1番人気）�� 24821（3番人気）
3連複票数 計 817921 的中 ��� 40191（3番人気）
3連単票数 計1149947 的中 ��� 6086（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．6―35．4―48．0―59．8―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウサワヤカ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2014．8．23 新潟5着

2012．4．10生 牝2黒鹿 母 メイショウマリア 母母 メイショウサブリナ 4戦1勝 賞金 9，000，000円
〔制裁〕 ジャイアントレーヌ号の騎手岩部純二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
※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 セイユウサンクス号・レミネンス号
（非抽選馬） 2頭 ウインメアリー号・ノーブルマーキュリ号

第５回 東京競馬 第６日



3006311月23日 晴 良 （26東京5）第6日 第3競走 ��
��1，800�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
1：45．9
1：45．9

良
良

817 キングイマデショウ 牡2鹿 55 横山 典弘首藤 徳氏 蛯名 利弘 日高 ヤナガワ牧場 466＋ 81：50．4 69．7�
611 ヴァンガードシチー 牡2黒鹿55 後藤 浩輝 �友駿ホースクラブ 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 498± 01：50．5� 2．2�
24 レイニングバイオ 牡2鹿 55 大野 拓弥バイオ� 牧 光二 新冠 川島牧場 452＋ 6 〃 アタマ 5．0�
816 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 492＋ 2 〃 クビ 7．9�
11 ミュゼゴースト 牡2黒鹿55 北村 宏司髙橋 仁氏 大江原 哲 新ひだか 城地 清満 502＋101：50．71 15．1�
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 450－ 6 〃 ハナ 20．2	
612 レオロフティー 牡2鹿 55 江田 照男�レオ 小野 次郎 新冠 川島牧場 472＋ 61：50．8� 60．7

12 マイネルガーデン 牡2鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 454＋161：51．01	 277．1�
818 マイネルインプレス 牡2栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 むかわ 新井牧場 440－ 2 〃 クビ 26．5�
23 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 466± 01：51．21	 8．2
47 タマヨリモハヤク 牡2鹿 55 丸山 元気西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 岡田牧場 476－ 61：51．3
 245．5�
714 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 470－ 41：51．51	 421．8�
48 クワドループル 牡2黒鹿55 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 476－ 6 〃 ハナ 33．5�
715 ワンパクチョウサン 牡2青鹿55 戸崎 圭太�チョウサン 和田 正道 平取 坂東牧場 434＋ 21：51．6
 37．3�
36 ディアジグムント 牡2栗 55

52 ▲石川裕紀人ディアレスト 栗田 徹 むかわ 桑原牧場 460＋101：52．98 428．6�
59 リ バ テ ィ 牡2鹿 55 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 530＋ 6 〃 アタマ 197．5�
35 ウ エ イ ブ �2青鹿55 小野寺祐太�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 佐竹 学 416－ 41：53．0� 359．8�
510 エースオブエース 牡2黒鹿55 勝浦 正樹前田 晋二氏 小笠 倫弘 平取 北島牧場 460＋ 4 （競走中止） 11．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，686，500円 複勝： 43，697，800円 枠連： 20，387，700円
馬連： 64，832，900円 馬単： 39，259，300円 ワイド： 34，653，900円
3連複： 78，727，700円 3連単： 121，523，900円 計： 432，769，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，970円 複 勝 � 1，540円 � 130円 � 170円 枠 連（6－8） 620円

馬 連 �� 11，650円 馬 単 �� 32，420円

ワ イ ド �� 3，460円 �� 8，550円 �� 290円

3 連 複 ��� 21，230円 3 連 単 ��� 248，880円

票 数

単勝票数 計 296865 的中 � 3407（12番人気）
複勝票数 計 436978 的中 � 4468（12番人気）� 113463（1番人気）� 72818（2番人気）
枠連票数 計 203877 的中 （6－8） 25156（2番人気）
馬連票数 計 648329 的中 �� 4310（35番人気）
馬単票数 計 392593 的中 �� 908（78番人気）
ワイド票数 計 346539 的中 �� 2333（37番人気）�� 933（55番人気）�� 37054（1番人気）
3連複票数 計 787277 的中 ��� 2780（65番人気）
3連単票数 計1215239 的中 ��� 354（574番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．4―13．0―13．2―12．8―11．9―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―36．6―49．6―1：02．8―1：15．6―1：27．5―1：38．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F34．8

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

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

勝馬の
紹 介

キングイマデショウ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2014．6．22 函館9着

2012．3．20生 牡2鹿 母 マキシムカフェ 母母 カフェピノコ 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走中止〕 エースオブエース号は，競走中に疾病〔右第3中手骨開放骨折〕を発症し，最後の直線コースで転倒したため競走中

止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ショウナンアイ号・ミヤコエンパイア号

3006411月23日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （26東京5）第6日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時20分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
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3：17．5良・良

46 ドリームヒーロー 牡7青鹿60 北沢 伸也田島 政光氏 �島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド 464± 03：23．3 1．9�

34 ジオメトリー 牡4栗 60 横山 義行池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新冠 新冠橋本牧場 498＋ 63：23．4� 8．5�
11 マイネルミランダス 牡3栗 58 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 青森 石田 英機 470＋143：23．82� 9．6�
814 シップウハヤト 牡3鹿 58 小坂 忠士平田 道子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 458± 03：24．22� 11．1�
58 オリオンザアルファ 牡7黒鹿60 蓑島 靖典平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 B488＋103：24．73 4．4�
33 	 リバータイキ 牡5栗 60 植野 貴也河越 武治氏 作田 誠二 平取 稲原牧場 512＋ 63：25．65 13．4	
712	 リネンハウス 牡5栗 60

57 ▲原田 和真戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 嶋田牧場 514＋103：25．7� 17．3

57 	 スターファンタジア 牝5黒鹿58 浜野谷憲尚下井 道博氏 石栗 龍彦 浦河 東栄牧場 500＋ 63：28．3大差 167．6�
22 タイヨウロマン 牡3栗 58 金子 光希太陽光� 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム 462＋163：29．36 166．4�
69 タカラキャメロン 牝3黒鹿56 石神 深一村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 448＋103：29．4クビ 179．0
45 	 プリティピンク 牝6栗 58 田村 太雅中島 稔氏 坪 憲章 新冠 越湖牧場 418＋ 23：29．71� 254．6�
610 タイキサクセション 牡4栗 60 五十嵐雄祐�大樹ファーム 浅野洋一郎 大樹 大樹ファーム 430± 03：30．87 53．6�
711 コスモラヴコール 牡3芦 58 鈴木 慶太 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 ファーミングヤナキタ 488＋143：37．0大差 111．1�
813 メイショウキセキ 牡3鹿 58 西谷 誠松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 472＋14 （競走中止） 42．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，642，000円 複勝： 23，308，600円 枠連： 14，066，300円
馬連： 44，384，100円 馬単： 30，581，400円 ワイド： 22，440，800円
3連複： 58，008，600円 3連単： 111，375，900円 計： 325，807，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 170円 � 200円 枠 連（3－4） 520円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 300円 �� 510円 �� 850円

3 連 複 ��� 1，880円 3 連 単 ��� 4，460円

票 数

単勝票数 計 216420 的中 � 88576（1番人気）
複勝票数 計 233086 的中 � 66802（1番人気）� 30885（3番人気）� 23064（5番人気）
枠連票数 計 140663 的中 （3－4） 20598（2番人気）
馬連票数 計 443841 的中 �� 48084（2番人気）
馬単票数 計 305814 的中 �� 24267（2番人気）
ワイド票数 計 224408 的中 �� 21207（2番人気）�� 10912（5番人気）�� 6207（11番人気）
3連複票数 計 580086 的中 ��� 23088（5番人気）
3連単票数 計1113759 的中 ��� 18096（9番人気）
上り 1マイル 1：46．2 4F 52．6－3F 38．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�
1，13，3－（6，14）4＝8－7（5，12）－（2，10）（9，11）
1－（13，14）（3，6）4＝（8，12）＝7－2，5－10－9＝11

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

勝馬の
紹 介

ドリームヒーロー �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ウォーニング デビュー 2009．8．22 札幌4着

2007．4．21生 牡7青鹿 母 マイドリームラン 母母 キ ア モ ン グ 障害：4戦1勝 賞金 10，500，000円
〔競走中止〕 メイショウキセキ号は，2周目8号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 スリーロンドン号・トーセンローツェ号・ファイヤー号



3006511月23日 晴 良 （26東京5）第6日 第5競走 ��
��1，400�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
1：21．2
1：20．3

良
良

68 マ ー セ ラ ス 牡2黒鹿55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 436 ―1：24．1 3．3�
67 リュウノースジョイ 牝2鹿 54 北村 宏司�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 450 ― 〃 クビ 22．6�
812 ト エ ハ タ エ 牝2黒鹿54 横山 和生梶原 哲朗氏 奥村 武 新ひだか 前田 宗将 460 ―1：24．84 3．3�
11 シングンパワー 牡2栗 55 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 平取 川向高橋育

成牧場 462 ―1：24．9� 9．3�
56 サンチェロキー 牡2栗 55 田中 博康加藤 信之氏 千田 輝彦 厚真 大川牧場 456 ―1：25．0� 14．7�
22 キタノリュウセイ 牡2青鹿55 吉田 豊北所 直人氏 高橋 裕 新冠 ハシモトフアーム 430 ―1：25．21	 7．0	
55 ド ー テ 牝2鹿 54 江田 照男岡田 牧雄氏 菊川 正達 池田 小濱 正博 428 ―1：25．3� 28．3

44 トキメキグレース 牝2鹿 54 丸田 恭介片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 442 ―1：25．51	 22．2�
79 ラインキュート 牝2栗 54 的場 勇人大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 422 ― 〃 クビ 43．8�
811 ショウナンランボ 牡2青鹿55 戸崎 圭太�湘南 高野 友和 日高 森永牧場 474 ―1：25．81� 7．4
33 スーパーテノール 牡2黒鹿55 大野 拓弥 �スピードファーム和田 正道 新ひだか マークリ牧場 488 ―1：26．43� 54．5�
710 シゲルヨサコイ 牝2鹿 54 後藤 浩輝森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 今井牧場 474 ―1：26．93 29．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 24，230，100円 複勝： 35，230，900円 枠連： 17，383，700円
馬連： 55，778，300円 馬単： 33，181，200円 ワイド： 27，230，200円
3連複： 62，801，900円 3連単： 98，475，500円 計： 354，311，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 420円 � 150円 枠 連（6－6） 4，040円

馬 連 �� 4，000円 馬 単 �� 5，890円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 290円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 4，310円 3 連 単 ��� 30，780円

票 数

単勝票数 計 242301 的中 � 58686（1番人気）
複勝票数 計 352309 的中 � 80108（1番人気）� 14429（7番人気）� 69659（2番人気）
枠連票数 計 173837 的中 （6－6） 3327（16番人気）
馬連票数 計 557783 的中 �� 10793（14番人気）
馬単票数 計 331812 的中 �� 4221（22番人気）
ワイド票数 計 272302 的中 �� 6043（13番人気）�� 27384（1番人気）�� 4080（20番人気）
3連複票数 計 628019 的中 ��� 10926（12番人気）
3連単票数 計 984755 的中 ��� 2319（85番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．1―25．1―37．5―50．0―1：01．8―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マ ー セ ラ ス �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

2012．5．16生 牡2黒鹿 母 カーリーパッション 母母 ダイナカール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 キタノリュウセイ号の騎手勝浦正樹は，第3競走での落馬負傷のため吉田豊に変更。

3006611月23日 晴 良 （26東京5）第6日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時40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
1：36．7
1：36．7

稍重
稍重

67 ノンコノユメ 牡2栃栗 55
52 ▲石川裕紀人山田 和正氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 446 ―1：40．3 3．6�

79 � ラ テ ラ ス 牝2鹿 54 北村 宏司吉田 和美氏 高柳 瑞樹 米 Mrs. Ger-
ald Nielsen 468 ―1：40．4� 2．9�

33 � ハーランズキング 牡2鹿 55 戸崎 圭太 �エム・ケー・ホース武井 亮 米 Machmer
Hall 472 ―1：41．25 8．0�

811 マイグレートレルム 牡2鹿 55 大野 拓弥窪田 康志氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 470 ―1：41．41	 4．9�
55 トーアチチカカ 牡2鹿 55 藤岡 佑介高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 484 ― 〃 クビ 13．4	
810 スマートガール 牝2芦 54 後藤 浩輝西村 專次氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 464 ―1：42．14 8．7

22 ボーディシア 牝2青鹿54 石橋 脩 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450 ―1：42．2� 22．5�
78 ブラッシングスター 牡2栗 55 内田 博幸藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 504 ―1：43．05 21．2�
11 コスモブレイクスル 牡2鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新ひだか 米田牧場 478 ―1：43．74 83．5
66 ソラトブライオン 牡2鹿 55 丸山 元気福田 光博氏 根本 康広 新ひだか 下屋敷牧場 500 ―1：44．23 131．2�
44 アポロムサシ 牡2鹿 55

52 ▲長岡 禎仁アポロサラブレッドクラブ 小島 茂之 新冠 中本 隆志 510 ―1：46．4大差 83．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 26，940，000円 複勝： 32，916，600円 枠連： 15，943，400円
馬連： 56，801，800円 馬単： 35，009，400円 ワイド： 25，432，400円
3連複： 60，639，700円 3連単： 106，143，400円 計： 359，826，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 120円 � 210円 枠 連（6－7） 450円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 250円 �� 740円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，550円 3 連 単 ��� 7，710円

票 数

単勝票数 計 269400 的中 � 59494（2番人気）
複勝票数 計 329166 的中 � 60130（2番人気）� 83726（1番人気）� 31032（5番人気）
枠連票数 計 159434 的中 （6－7） 26879（2番人気）
馬連票数 計 568018 的中 �� 76283（1番人気）
馬単票数 計 350094 的中 �� 21309（3番人気）
ワイド票数 計 254324 的中 �� 28714（1番人気）�� 7760（10番人気）�� 16291（4番人気）
3連複票数 計 606397 的中 ��� 29229（3番人気）
3連単票数 計1061434 的中 ��� 9974（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．9―37．9―51．1―1：04．1―1：16．6―1：28．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノンコノユメ �
�
父 トワイニング �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2012．3．28生 牡2栃栗 母 ノ ン コ 母母 レディータイクーン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 ブラッシングスター号の騎手勝浦正樹は，第3競走での落馬負傷のため内田博幸に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アポロムサシ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年12月23日まで平地競

走に出走できない。



3006711月23日 晴 良 （26東京5）第6日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時10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

510 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 490＋ 21：25．4 1．9�

611 ダブルファンタジー 牝4栗 55 吉田 豊安原 浩司氏 高橋 文雅 浦河 辻 牧場 502＋ 61：25．5� 9．8�
713 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 464－ 21：25．71� 9．2�
24 � フレンドスイート 牝3鹿 54 柴田 善臣横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 436＋ 41：25．8	 43．4�
36 クレバーパルマ 牝4栗 55 丸山 元気本間 充氏 根本 康広 新ひだか 橋本牧場 442＋ 41：25．9� 36．0�
59 ファンディータ 牝3黒鹿54 松岡 正海	日進牧場 粕谷 昌央 様似 スイートフアーム 424－ 81：26．32� 35．4

35 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± 01：26．51� 4．7�
815 パッシオーネラヴィ 牝3鹿 54 北村 宏司藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 474＋ 41：26．6� 14．3�
48 ジャストフレンズ 牝5鹿 55 黛 弘人阿部 幸暉氏 大和田 成 新冠 樋渡 信義 440＋ 61：26．91	 286．9
612 モントボーゲン 牝3鹿 54 戸崎 圭太 	サンデーレーシング 牧 光二 安平 ノーザンファーム 472＋ 61：27．0	 9．0�
714� ノンブルドール 牝4黒鹿 55

52 ▲長岡 禎仁吉田 好雄氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 464－251：27．31	 70．5�
12 マカゼコイカゼ 牝4鹿 55 横山 和生國分 純氏 小野 次郎 日高 ファニーフレンズファーム 426－ 61：27．5	 87．5�
47 スピーディードータ 牝5鹿 55

52 ▲伴 啓太ホースアディクト小西 一男 日高 坂 牧場 468－ 61：27．81	 105．7�
11 � ハ ル コ マ チ 牝4鹿 55 西田雄一郎髙橋 治夫氏 星野 忍 新冠 中本牧場 B482－ 21：28．01 96．2�
23 ユキノビリーブ 牝3黒鹿54 嶋田 純次井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 452± 0 〃 クビ 114．2�
816� マイカーニバル 牝4栗 55 柴山 雄一小林竜太郎氏 中川 公成 えりも エクセルマネジメント 452＋ 41：28．74 93．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，584，900円 複勝： 52，172，300円 枠連： 21，560，000円
馬連： 80，734，900円 馬単： 46，699，600円 ワイド： 38，637，600円
3連複： 95，594，700円 3連単： 155，112，800円 計： 519，096，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 210円 � 210円 枠 連（5－6） 430円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 290円 �� 380円 �� 880円

3 連 複 ��� 1，640円 3 連 単 ��� 5，030円

票 数

単勝票数 計 285849 的中 � 114755（1番人気）
複勝票数 計 521723 的中 � 231945（1番人気）� 41430（3番人気）� 39913（4番人気）
枠連票数 計 215600 的中 （5－6） 38123（2番人気）
馬連票数 計 807349 的中 �� 89211（2番人気）
馬単票数 計 466996 的中 �� 36410（2番人気）
ワイド票数 計 386376 的中 �� 37027（2番人気）�� 26081（3番人気）�� 10059（9番人気）
3連複票数 計 955947 的中 ��� 43653（5番人気）
3連単票数 計1551128 的中 ��� 22339（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―36．0―48．5―1：00．8―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネオレンジ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2012．7．28 新潟1着

2010．3．1生 牝4栗 母 コスモバレンシア 母母 スナークバンダム 8戦3勝 賞金 26，400，000円
〔騎手変更〕 ハルコマチ号の騎手勝浦正樹は，第3競走での落馬負傷のため西田雄一郎に変更。

3006811月23日 晴 良 （26東京5）第6日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時40分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳56�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

815 ラジオデイズ 牡3青鹿56 北村 宏司 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 476± 01：38．5 6．4�
24 エルシェロアスール 牝4栗 55

52 ▲井上 敏樹山下 恭茂氏 伊藤 伸一 浦河 山下 恭茂 478± 0 〃 クビ 25．0�
11 コンプリートゲーム 牡4鹿 57 後藤 浩輝島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 524＋ 41：38．81� 12．4�
816 ショウナンマルシェ 牡3青鹿56 柴田 善臣国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 21：39．01� 2．6�
48 ファストソング 牝4栗 55 丸田 恭介田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 出羽牧場 490－ 81：39．1� 46．3�
612 グランドサッシュ 牡3黒鹿56 津村 明秀 �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 446＋ 21：39．2� 4．2	
35 コアレスキング 牡4鹿 57 大野 拓弥小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 コアレススタッド 524＋ 8 〃 クビ 57．9

12 � ホクレアポパイ 	5黒鹿 57

54 ▲木幡 初也萱場 博史氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 424± 0 〃 ハナ 21．5�
59 ブルーバレット 牝4黒鹿 55

52 ▲長岡 禎仁泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 462＋ 21：39．3� 7．4�
611 ホワイトクリスマス 牡3芦 56 柴山 雄一岡 浩二氏 中川 公成 新冠 赤石 久夫 502± 01：39．72� 169．2
47 デスティニーラブ 牝3黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人金山 克己氏 斎藤 誠 浦河 大北牧場 436－ 41：40．33� 24．8�
713� ベストブライアン 牡4黒鹿57 石橋 脩岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 442－ 11：40．4クビ 123．3�
714� ラ ク ル ー ス 牡3芦 56

53 ▲伴 啓太伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン
牧場 446＋ 21：40．5� 409．6�

36 ベールグリーン 牡4黒鹿57 丸山 元気斎藤 光政氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 512＋121：40．81� 22．5�
510� ラ ン ザ ン 牡5栗 57 内田 博幸橋本 忠雄氏 本間 忍 新ひだか 畠山牧場 B490－ 6 〃 クビ 56．3�
23 ディアイッセイ 牡3鹿 56 黛 弘人ディアレスト 奥平 雅士 新冠 武田牧場 500＋14 （競走中止） 45．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，728，500円 複勝： 41，035，700円 枠連： 25，321，900円
馬連： 79，563，600円 馬単： 41，227，100円 ワイド： 38，676，900円
3連複： 95，113，300円 3連単： 142，599，200円 計： 492，266，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 310円 � 680円 � 550円 枠 連（2－8） 1，440円

馬 連 �� 9，910円 馬 単 �� 15，510円

ワ イ ド �� 3，290円 �� 2，260円 �� 4，470円

3 連 複 ��� 49，530円 3 連 単 ��� 223，290円

票 数

単勝票数 計 287285 的中 � 35651（3番人気）
複勝票数 計 410357 的中 � 38359（4番人気）� 14832（8番人気）� 19042（6番人気）
枠連票数 計 253219 的中 （2－8） 13575（5番人気）
馬連票数 計 795636 的中 �� 6219（32番人気）
馬単票数 計 412271 的中 �� 1993（50番人気）
ワイド票数 計 386769 的中 �� 3030（35番人気）�� 4447（24番人気）�� 2216（45番人気）
3連複票数 計 951133 的中 ��� 1440（131番人気）
3連単票数 計1425992 的中 ��� 463（605番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．4―12．5―12．6―12．3―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―36．4―48．9―1：01．5―1：13．8―1：25．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F37．0
3 9，4（5，16）1，15（7，12，11）10（8，13）6－（14，2） 4 9，4（5，16）（1，15）11（7，12）（8，10，13）6（14，2）

勝馬の
紹 介

ラジオデイズ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2014．1．19 中山1着

2011．2．13生 牡3青鹿 母 シーキングマイラブ 母母 Queen Maud 6戦2勝 賞金 13，500，000円
〔騎手変更〕 コンプリートゲーム号の騎手勝浦正樹は，第3競走での落馬負傷のため後藤浩輝に変更。
〔競走中止〕 ディアイッセイ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 リバーソウル号



3006911月23日 晴 良 （26東京5）第6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 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．5
1：32．3

良
良

33 ディアマイダーリン 牝2鹿 54 横山 典弘窪田 康志氏 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 476＋ 41：35．4 6．6�
22 テンダリーヴォイス 牝2鹿 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 422＋ 2 〃 ハナ 5．7�
66 カービングパス 牝2鹿 54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 464＋ 81：35．5� 2．4�
11 メイショウメイゲツ 牝2鹿 54 柴田 善臣松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 432－ 21：35．71� 22．7�
44 ホワイトエレガンス 牝2芦 54 松岡 正海嶋田 賢氏 国枝 栄 新ひだか 服部 牧場 462＋ 2 〃 アタマ 43．8	
55 ギンザヴィクトリア 牝2黒鹿54 吉田 豊有馬 博文氏 水野 貴広 新冠 新冠橋本牧場 422－ 41：35．91	 33．8

79 ダイワバーチュー 牝2青鹿54 後藤 浩輝大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 450－ 6 〃 ハナ 4．6�
811 ノットフォーマル 牝2黒鹿54 戸崎 圭太芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 千代田牧場 466＋ 21：36．11� 17．5�
810 アドマイヤピンク 牝2栗 54 内田 博幸近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 450± 01：36．2� 12．6
67 テイエムフタエマル 牝2鹿 54 大野 拓弥竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 アイズスタッド株式会社 486－101：36．41� 69．8�
78 マ ラ ケ シ ュ 牝2青鹿54 柴田 大知片山 博志氏 佐藤 吉勝 新冠 村上牧場 478－ 21：37．14 21．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 44，508，300円 複勝： 62，667，200円 枠連： 26，470，200円
馬連： 127，888，800円 馬単： 71，907，200円 ワイド： 52，357，800円
3連複： 139，763，200円 3連単： 259，973，100円 計： 785，535，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 170円 � 150円 � 120円 枠 連（2－3） 1，830円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 3，110円

ワ イ ド �� 470円 �� 320円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 10，090円

票 数

単勝票数 計 445083 的中 � 53834（4番人気）
複勝票数 計 626672 的中 � 78876（4番人気）� 101810（3番人気）� 161329（1番人気）
枠連票数 計 264702 的中 （2－3） 11169（8番人気）
馬連票数 計1278888 的中 �� 68282（5番人気）
馬単票数 計 719072 的中 �� 17291（10番人気）
ワイド票数 計 523578 的中 �� 26526（5番人気）�� 43507（3番人気）�� 45087（2番人気）
3連複票数 計1397632 的中 ��� 89660（3番人気）
3連単票数 計2599731 的中 ��� 18672（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．8―36．8―48．9―1：01．2―1：12．9―1：24．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディアマイダーリン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2014．7．27 札幌6着

2012．2．22生 牝2鹿 母 オネストリーダーリン 母母 Reluctant Guest 4戦2勝 賞金 16，373，000円
〔騎手変更〕 ギンザヴィクトリア号の騎手勝浦正樹は，第3競走での落馬負傷のため吉田豊に変更。
〔制裁〕 ギンザヴィクトリア号の騎手吉田豊は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）

カービングパス号の騎手柴山雄一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）

3007011月23日 晴 良 （26東京5）第6日 第10競走 ��
��2，100�

しんしゅう

深 秋 特 別
発走14時50分 （ダート・左）
3歳以上，1，000万円以下，25．11．16以降26．11．16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 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

612 ドラゴンピース 牡5鹿 54 伊藤 工真窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 498± 02：11．9 34．2�
23 エ ル マ ン ボ 牡4青鹿56 石橋 脩 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 534＋142：12．32� 5．4�
36 ヴ ィ ッ セ ン 牡3鹿 53 戸崎 圭太 �シルクレーシング 石坂 正 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－182：12．51� 8．8�
11 サンライズウェイ 牡4栗 57 松岡 正海松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 462－ 4 〃 アタマ 4．7�
713 クラーロデルナ 牡5鹿 56 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 498＋ 62：12．6クビ 4．3�
12 アドマイヤイバマ 牡4芦 54 内田 博幸近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 468－ 42：12．91	 16．0	
815 マトリョーシカ 牝3黒鹿51 高倉 稜 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 494＋ 22：13．21	 14．1

816 デグニティクローズ 牡3鹿 53 江田 照男�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 536＋ 8 〃 クビ 42．8�
611 ロゼッタストーン 牡5鹿 54 中谷 雄太太田 美實氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 470＋ 42：13．3クビ 59．2
47 マキノクィーン 牝4鹿 52 吉田 豊島宮 萬喜氏 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 496＋ 22：13．4	 32．8�
24 ゲルマンシチー 牡6青 56 後藤 浩輝 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 幌村牧場 476± 0 〃 ハナ 5．6�
510 ワンダフルニュース 牡3栗 53 北村 宏司島田 久氏 尾関 知人 日高 浜本 幸雄 486＋ 42：13．5クビ 18．2�
59 ブルーボサノヴァ 牝3栗 51 丸田 恭介 �ブルーマネジメント和田 雄二 新冠 川上牧場 476－ 22：13．6� 33．2�
35 ネオヴェリーブル 
7鹿 53 柴田 善臣小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 42：13．7� 104．2�
714� フォンテーヌブロー 牡6黒鹿52 木幡 初広村野 康司氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 512＋ 62：13．8� 206．4�
48 マイネルティンラン 牡6栗 53 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 42：14．11	 162．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，099，000円 複勝： 71，088，300円 枠連： 47，618，500円
馬連： 168，225，800円 馬単： 78，696，400円 ワイド： 70，928，400円
3連複： 206，892，800円 3連単： 305，795，500円 計： 996，344，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，420円 複 勝 � 900円 � 260円 � 400円 枠 連（2－6） 4，590円

馬 連 �� 8，770円 馬 単 �� 21，730円

ワ イ ド �� 2，850円 �� 6，820円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 34，140円 3 連 単 ��� 260，210円

票 数

単勝票数 計 470990 的中 � 10986（11番人気）
複勝票数 計 710883 的中 � 18320（11番人気）� 82863（4番人気）� 45769（5番人気）
枠連票数 計 476185 的中 （2－6） 8037（18番人気）
馬連票数 計1682258 的中 �� 14857（32番人気）
馬単票数 計 786964 的中 �� 2715（73番人気）
ワイド票数 計 709284 的中 �� 6381（34番人気）�� 2630（60番人気）�� 13275（14番人気）
3連複票数 計2068928 的中 ��� 4544（97番人気）
3連単票数 計3057955 的中 ��� 852（703番人気）

ハロンタイム 7．2―11．5―12．8―12．8―12．5―12．6―12．9―13．0―12．5―12．0―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．7―31．5―44．3―56．8―1：09．4―1：22．3―1：35．3―1：47．8―1：59．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドラゴンピース �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ミ シ ル デビュー 2012．7．28 新潟10着

2009．2．26生 牡5鹿 母 モ ノ ト ー ン 母母 ノビアボニータ 19戦3勝 賞金 48，219，000円
〔騎手変更〕 ワンダフルニュース号の騎手勝浦正樹は，第3競走での落馬負傷のため北村宏司に変更。
〔制裁〕 クラーロデルナ号の騎手横山典弘は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）
※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） 4頭 アイソレーション号・エーペックス号・オパールパワー号・ロトラトゥール号
（非抽選馬） 4頭 オペラハット号・コウジョウ号・マイネルボンド号・マグメル号

２レース目



3007111月23日 晴 良 （26東京5）第6日 第11競走 ��
��1，400�

しもつき

霜月ステークス
発走15時25分 （ダート・左）
3歳以上，25．11．16以降26．11．16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 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000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 ジョヴァンニ 牡5栗 54 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 508± 01：23．1 27．6�

12 レーザーバレット 牡6鹿 54 横山 典弘前田 葉子氏 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント 474＋ 41：23．2� 14．6�
35 シセイオウジ 牡7栗 55 丸田 恭介猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 464－ 41：23．73 23．2�
815 キクノストーム 牡5鹿 54 内田 博幸菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 高村牧場 494± 01：23．8クビ 9．7�
36 � シンボリエンパイア 牡5黒鹿54 柴田 善臣シンボリ牧場 藤沢 和雄 米 Takahiro

Wada 528＋ 2 〃 クビ 7．1�
510� カネトシイナーシャ 牡6黒鹿54 後藤 浩輝兼松 利男氏 白井 寿昭 米 JMJ Racing

Stables, LLC 480－ 8 〃 ハナ 42．7�
713 ブライトライン 牡5青 58 丸山 元気	ノースヒルズ 	島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント 530－ 21：23．9クビ 4．2

59 エ ア ウ ル フ 牡7栗 56 北村 宏司 	ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム B488＋ 21：24．11
 7．1�
23 ツクバコガネオー �6栗 54 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 538± 0 〃 ハナ 33．4�
24 ナイトフッド 牡8青鹿54 大野 拓弥 社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム B516＋10 〃 クビ 64．5�
612 メイショウマシュウ 牡6黒鹿57 柴田 大知松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 506＋ 41：24．2� 42．8�
714 ガ ン ジ ス 牡5栗 57 戸崎 圭太林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 510－ 21：24．3クビ 3．8�
48 サトノプライマシー 牡5鹿 55 石橋 脩里見 治氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 526± 01：24．72� 16．8�
11  サクラインザスカイ 牡5栗 54 四位 洋文	さくらコマース牧 光二 新ひだか 山田牧場 478－ 81：25．02 19．9�
47 ナリタスプリング 牡7青鹿54 高倉 稜	オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 500－ 41：25．42� 82．6�
816� シゲルソウサイ 牡6鹿 54 松岡 正海森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 F & F In-

vestments 506－ 81：25．71� 147．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 61，949，300円 複勝： 90，443，100円 枠連： 76，982，500円
馬連： 280，387，700円 馬単： 126，824，300円 ワイド： 104，500，400円
3連複： 351，677，200円 3連単： 553，395，400円 計： 1，646，159，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，760円 複 勝 � 840円 � 590円 � 500円 枠 連（1－6） 7，980円

馬 連 �� 23，980円 馬 単 �� 46，440円

ワ イ ド �� 5，850円 �� 8，530円 �� 4，610円

3 連 複 ��� 152，900円 3 連 単 ��� 846，430円

票 数

単勝票数 計 619493 的中 � 17901（10番人気）
複勝票数 計 904431 的中 � 27451（11番人気）� 41046（8番人気）� 49295（6番人気）
枠連票数 計 769825 的中 （1－6） 7471（23番人気）
馬連票数 計2803877 的中 �� 9060（63番人気）
馬単票数 計1268243 的中 �� 2048（119番人気）
ワイド票数 計1045004 的中 �� 4609（60番人気）�� 3149（72番人気）�� 5869（51番人気）
3連複票数 計3516772 的中 ��� 1725（277番人気）
3連単票数 計5533954 的中 ��� 474（1547番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．7
3 1，16，14，11（8，9，13）（2，15）12（6，10）7（3，4）－5 4 1，16（11，14）（13，15）（8，9，10）（2，12）（6，4）3（5，7）

勝馬の
紹 介

ジョヴァンニ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Kingmambo デビュー 2012．2．19 京都2着

2009．5．10生 牡5栗 母 オータムメロディー 母母 Dance of Leaves 18戦6勝 賞金 84，372，000円
〔騎手変更〕 キクノストーム号の騎手勝浦正樹は，第3競走での落馬負傷のため内田博幸に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の31頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）31頭 アイラブリリ号・アスコットシチー号・アーデント号・イッシンドウタイ号・カネトシディオス号・キズマ号・

キラウエア号・キングズオブザサン号・グラッツィア号・クラリティシチー号・コスモソーンパーク号・
サクラレグナム号・サトノプリンシパル号・サドンストーム号・スズカロジック号・セイカプリコーン号・
タイセイファントム号・タガノブルグ号・ダノンレジェンド号・テイエムオオタカ号・ドレッドノート号・
トーホウチェイサー号・ナガラオリオン号・ナリタスーパーワン号・ニシケンモノノフ号・ネオザウイナー号・
ヒストリカル号・ブルーデジャブ号・マイネルメリエンダ号・メイショウノーベル号・レオアクティブ号

3007211月23日 晴 良 （26東京5）第6日 第12競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走16時00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

23 ロンギングゴールド 牡4黒鹿57 横山 和生坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 460± 01：46．7 6．5�
12 スパーブデイ 牡3鹿 55 大野 拓弥藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 524－ 2 〃 アタマ 7．0�
611 ウインオリアート 牝3黒鹿53 戸崎 圭太�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 440＋ 4 〃 クビ 7．8�
11 シャンボールフィズ 牝5鹿 55 柴田 善臣 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 430＋ 41：46．8� 25．0�
817 パリカラノテガミ 牡3鹿 55 松岡 正海嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 444± 0 〃 アタマ 5．2	
816 マイネルコランダム 牡5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 484＋ 81：46．9� 94．5

48 マイネルイルミナル 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 富川田中牧場 458－ 21：47．0クビ 29．6�
510 ドリームリヴァール �4黒鹿 57

54 ▲原田 和真セゾンレースホース� 池上 昌弘 安平 追分ファーム 444－ 6 〃 クビ 144．3�
24 キーンソード 牡3黒鹿55 柴山 雄一佐々木雄二氏 黒岩 陽一 浦河 中脇 満 478＋121：47．21� 22．0
612 マンインザムーン 牡4芦 57 後藤 浩輝 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 504＋ 6 〃 クビ 4．1�
35 	 ノアミラクル 牡4鹿 57 江田 照男佐山 公男氏 天間 昭一 日高 細川牧場 456＋ 21：47．3� 63．8�
59 マサノマリリン 牝3黒鹿 53

50 ▲長岡 禎仁中村 時子氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 460＋ 21：47．4� 30．1�
714 エクスペリエンス 牝3栗 53

50 ▲木幡 初也市川 義美氏 鹿戸 雄一 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 396＋ 41：47．5クビ 173．9�

713 アドマイヤイチバン 牝4青鹿55 内田 博幸近藤 利一氏 戸田 博文 日高 シンボリ牧場 474－101：47．6
 45．4�
715 クワトロガッツ 牡3黒鹿55 北村 宏司ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 454＋ 21：47．7クビ 12．5�
818 サクラプレミア 牡3黒鹿55 横山 典弘�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 木田 祐博 478＋ 81：48．44 24．2�
47 スマートルピナス 牝4鹿 55 丸山 元気大久保典義氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 458－ 41：48．71
 217．5�
36 モンサンカノープス 牡3鹿 55 四位 洋文山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 526－ 21：49．44 16．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 61，753，600円 複勝： 86，287，200円 枠連： 52，078，100円
馬連： 169，430，300円 馬単： 77，043，400円 ワイド： 73，095，200円
3連複： 200，107，500円 3連単： 309，746，300円 計： 1，029，541，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 190円 � 240円 � 280円 枠 連（1－2） 1，440円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 4，230円

ワ イ ド �� 680円 �� 1，080円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 6，910円 3 連 単 ��� 34，770円

票 数

単勝票数 計 617536 的中 � 75256（3番人気）
複勝票数 計 862872 的中 � 127548（3番人気）� 89904（4番人気）� 74780（5番人気）
枠連票数 計 520781 的中 （1－2） 27938（6番人気）
馬連票数 計1694303 的中 �� 65134（5番人気）
馬単票数 計 770434 的中 �� 13635（11番人気）
ワイド票数 計 730952 的中 �� 28488（5番人気）�� 17216（8番人気）�� 13882（11番人気）
3連複票数 計2001075 的中 ��� 21704（15番人気）
3連単票数 計3097463 的中 ��� 6458（66番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―36．2―47．7―59．5―1：11．5―1：23．0―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F35．2

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロンギングゴールド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Mr. Prospector デビュー 2012．11．25 東京2着

2010．3．31生 牡4黒鹿 母 フサイチオラクル 母母 Over Your Shoulder 16戦3勝 賞金 32，580，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 マイネルイルミナル号の騎手柴田大知は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：9

番）
マイネルコランダム号の騎手嘉藤貴行は，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。
パリカラノテガミ号の騎手松岡正海は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）

※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 シンボリネルソン号・ヘレナモルフォ号

４レース目



（26東京5）第6日 11月23日 （祝日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 182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

196，360，000円
9，720，000円
1，420，000円
17，520，000円
70，756，500円
5，546，800円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
426，770，100円
667，017，900円
348，821，700円
1，248，629，100円
659，241，900円
555，566，800円
1，507，069，300円
2，427，144，200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 7，840，261，000円

総入場人員 39，721名 （有料入場人員 35，753名）
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