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単勝
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2704910月18日 晴 良 （27東京4）第5日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走9時55分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．2
1：20．3

良
良

55 フジマサアクトレス 牝2鹿 54 田中 勝春藤原 正一氏 菊川 正達 浦河 酒井牧場 454－ 41：23．0 9．9�
68 ダイワダッチェス 牝2鹿 54 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 466－ 21：23．21� 1．2�
22 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 464＋ 21：23．62� 7．7�
56 スリラーインマニラ 牡2鹿 55

53 △石川裕紀人古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 惣田 英幸 436＋ 8 〃 アタマ 9．8�
67 ユ ッ セ 牝2栗 54

51 ▲井上 敏樹�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 有限会社
松田牧場 470－ 2 〃 クビ 43．6�

44 シャンボール 牝2栗 54 江田 照男�ミルファーム 高市 圭二 日高 正和山本牧場 422＋ 21：23．7� 17．1	
812 ブ ロ ワ 牝2黒鹿54 蛯名 正義�ミルファーム 尾関 知人 浦河 ミルファーム 444＋ 21：24．23 26．1

710 ドリーミーモトヒメ 牝2青鹿54 武士沢友治黒澤 尚氏 柴田 政人 新冠 石田牧場 426－ 21：24．62� 288．3�
811 ジェネレーション 牡2黒鹿 55

52 ▲野中悠太郎�ミルファーム 的場 均 千歳 社台ファーム 410＋101：25．02� 94．0�
11 テイエムオリオン 牝2青鹿54 丸山 元気竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 418＋ 81：25．1クビ 290．3
33 ベ ル ホ ル ト 牡2栗 55 柴田 大知平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 日高 庫宝牧場 440＋ 81：25．73� 296．7�
79 ネ コ パ ワ ー 牡2鹿 55 嘉藤 貴行桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 ヤマタケ牧場 538＋ 21：27．08 126．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 25，518，800円 複勝： 81，510，700円 枠連： 10，111，600円
馬連： 40，019，000円 馬単： 33，265，400円 ワイド： 22，351，000円
3連複： 55，621，000円 3連単： 115，815，000円 計： 384，212，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 150円 � 100円 � 130円 枠 連（5－6） 260円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 190円 �� 470円 �� 160円

3 連 複 ��� 700円 3 連 単 ��� 5，950円

票 数

単勝票数 計 255188 的中 � 20452（4番人気）
複勝票数 計 815107 的中 � 30204（3番人気）� 659725（1番人気）� 42912（2番人気）
枠連票数 計 101116 的中 （5－6） 29061（1番人気）
馬連票数 計 400190 的中 �� 62837（2番人気）
馬単票数 計 332654 的中 �� 14375（7番人気）
ワイド票数 計 223510 的中 �� 31409（2番人気）�� 9252（7番人気）�� 41186（1番人気）
3連複票数 計 556210 的中 ��� 59014（1番人気）
3連単票数 計1158150 的中 ��� 14105（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．0―36．2―48．6―1：00．1―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フジマサアクトレス �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 アーミジャー デビュー 2015．9．20 中山4着

2013．3．16生 牝2鹿 母 ステファニーチャン 母母 チャリタブル 2戦1勝 賞金 6，100，000円

2705010月18日 晴 良 （27東京4）第5日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時20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

79 コルコバード 牝2黒鹿54 北村 宏司 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 422－101：49．8 1．5�
710 ラブリーアモン 牝2青 54 武士沢友治平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 466＋ 61：50．12 11．1�
55 ダイチラディウス 牡2鹿 55

53 △石川裕紀人 �荻伏服部牧場 和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 452－ 21：50．31� 14．5�
811 トーホウデサント 牡2鹿 55 江田 照男東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 472＋101：50．61� 25．2�
68 ガルガンチュア 牡2栗 55 戸崎 圭太渡邊 隆氏 尾形 充弘 苫小牧 藤澤 昭勝 420＋ 21：50．81� 7．7	
22 スモモチャン 牝2栗 54 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 438＋181：50．9� 37．9

812 ガオガイリュイ 牡2栗 55 田辺 裕信スリースターズレーシング 田村 康仁 新冠 つつみ牧場 478± 01：51．11 29．9�
11 グランプリアクセル 牡2鹿 55 松岡 正海�グランプリ 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 470－ 61：51．2� 7．2�
44 ヴァイオリニスト 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 伊達 高橋農場 B450＋ 81：51．83� 88．9
33 ゴールデンビーンズ 牡2鹿 55 蛯名 正義 �ダイヤモンドファーム 二ノ宮敬宇 浦河 ダイヤモンドファーム 416＋ 6 〃 アタマ 28．0�
56 メッザルーナ 牝2黒鹿54 木幡 初広ホースアディクト高橋 義博 新ひだか 堀川 洋之 436＋ 41：52．22� 397．0�
67 マイネルアズワン 牡2黒鹿55 丸山 元気 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 浦河 山春牧場 B448－ 41：52．73 85．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 21，639，600円 複勝： 46，370，600円 枠連： 9，565，500円
馬連： 43，695，600円 馬単： 26，045，200円 ワイド： 20，691，100円
3連複： 52，294，300円 3連単： 84，909，800円 計： 305，211，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 190円 � 210円 枠 連（7－7） 650円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 310円 �� 320円 �� 780円

3 連 複 ��� 1，640円 3 連 単 ��� 4，500円

票 数

単勝票数 計 216396 的中 � 114952（1番人気）
複勝票数 計 463706 的中 � 291696（1番人気）� 28143（4番人気）� 23021（5番人気）
枠連票数 計 95655 的中 （7－7） 11316（3番人気）
馬連票数 計 436956 的中 �� 51773（3番人気）
馬単票数 計 260452 的中 �� 22574（3番人気）
ワイド票数 計 206911 的中 �� 18116（3番人気）�� 17399（4番人気）�� 6034（9番人気）
3連複票数 計 522943 的中 ��� 23856（4番人気）
3連単票数 計 849098 的中 ��� 13655（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．0―37．4―50．2―1：03．1―1：15．7―1：27．3―1：38．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F34．1

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

勝馬の
紹 介

コルコバード �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2015．8．23 新潟2着

2013．3．6生 牝2黒鹿 母 エンシェントヒル 母母 アズテックヒル 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 グランプリアクセル号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔制裁〕 グランプリアクセル号の騎手松岡正海は，発走直後に外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2番・3番・6

番）

第４回 東京競馬 第５日



2705110月18日 晴 重 （27東京4）第5日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時50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

612 シゲルキツネダイ 牡2青鹿55 松岡 正海森中 蕃氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤本牧場 452 ―1：25．8 38．2�
48 フ ォ ル ス 牡2鹿 55 田辺 裕信 �ウエスタンファーム 大竹 正博 新ひだか ウエスタンファーム 486 ―1：26．33 6．0�
35 ファイナルコール 牡2鹿 55

53 △石川裕紀人山田 和正氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 476 ― 〃 アタマ 6．3�
59 レッドリッジ 牡2黒鹿55 田中 勝春 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 554 ―1：26．4クビ 31．9�
611 マツリダインゴット 牡2鹿 55 戸崎 圭太髙橋 文枝氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 488 ―1：27．14 2．3�
714 サ ノ マ ル 牡2栗 55 熊沢 重文ビジョンサラブレッドクラブ 尾形 和幸 新冠 ハクツ牧場 480 ―1：27．31� 15．4	
11 ダーウィンノオシエ 牡2黒鹿 55

52 ▲野中悠太郎福田 光博氏 加藤 和宏 日高 株式会社カ
ネツ牧場 450 ―1：27．62 159．0


36 ボッチボール 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 伊藤 伸一 新ひだか 山際牧場 434 ―1：28．13 134．4�
23 ドリームニックス 牡2栗 55 蛯名 正義細谷 典幸氏 中川 公成 日高 藤本ファーム 426 ― 〃 ハナ 16．7
510 トウカイビヨンド 牡2栗 55 武士沢友治内村 正則氏 栗田 徹 浦河 帰山 清貴 526 ―1：28．31� 47．9�
815 ヒロイックサーガ �2黒鹿55 大野 拓弥岡田 牧雄氏 新開 幸一 新冠 パカパカ

ファーム 470 ― 〃 アタマ 16．7�
816 ベルベットムーブ 牝2鹿 54 藤岡 康太伊東 純一氏 佐藤 吉勝 日高 メイプルファーム 436 ―1：28．51� 9．1�
12 ペイシャナイト 牝2青 54 江田 照男北所 直人氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム 486 ―1：28．7� 133．9�
24 ダンシングヒロイン 牝2黒鹿54 北村 宏司井手 慶祐氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 434 ―1：28．8� 18．1�
713 イノセントワールド 牝2栗 54

51 ▲井上 敏樹堀口 晴男氏 谷原 義明 日高 日西牧場 444 ― 〃 ハナ 158．0�
47 グランジュテ 牝2栗 54 川島 信二�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 442 ―1：29．01� 21．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，485，400円 複勝： 25，506，000円 枠連： 16，376，900円
馬連： 48，914，000円 馬単： 25，243，900円 ワイド： 25，401，100円
3連複： 61，868，000円 3連単： 74，207，600円 計： 301，002，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，820円 複 勝 � 780円 � 200円 � 210円 枠 連（4－6） 650円

馬 連 �� 8，600円 馬 単 �� 20，550円

ワ イ ド �� 2，350円 �� 2，400円 �� 560円

3 連 複 ��� 10，470円 3 連 単 ��� 98，530円

票 数

単勝票数 計 234854 的中 � 4916（11番人気）
複勝票数 計 255060 的中 � 6718（11番人気）� 36698（2番人気）� 35071（3番人気）
枠連票数 計 163769 的中 （4－6） 19514（1番人気）
馬連票数 計 489140 的中 �� 4403（29番人気）
馬単票数 計 252439 的中 �� 921（67番人気）
ワイド票数 計 254011 的中 �� 2674（28番人気）�� 2623（32番人気）�� 12523（3番人気）
3連複票数 計 618680 的中 ��� 4429（35番人気）
3連単票数 計 742076 的中 ��� 546（306番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．9―36．0―48．7―1：01．3―1：13．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルキツネダイ �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 Tale of the Cat 初出走

2013．2．23生 牡2青鹿 母 テイルオブロマンス 母母 Pampered R. N. 1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 イーサンスプリント号

2705210月18日 晴 良 （27東京4）第5日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走11時20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

79 アーバンキッド 牡2鹿 55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 464 ―1：38．6 2．6�
812 ホウオウマリリン 牝2栗 54 田辺 裕信小笹 芳央氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 404 ―1：38．81� 5．2�
811 サンマリエッタ 牝2鹿 54 松岡 正海加藤 信之氏 上原 博之 日高 有限会社

ケイズ 452 ―1：39．11� 71．4�
44 タマモアッパレ 牡2鹿 55 藤岡 康太タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 曾我 博 430 ―1：39．42 17．5�
55 ミラクルメーカー 牡2鹿 55 田中 勝春林 正道氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 506 ―1：39．61� 8．1	
22 ジュンキンカメ 牡2栗 55 北村 宏司河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 460 ―1：39．7クビ 3．3

56 サツキハイセンス 牝2鹿 54 木幡 初広小野 博郷氏 牧 光二 新冠 安達 洋生 422 ―1：40．33� 123．2�
67 バ サ ラ 牡2鹿 55

53 △石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 464 ―1：40．4� 11．6�
68 コスモプルート 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 426 ― 〃 ハナ 31．4
710 イーサンスプリント 牝2鹿 54 丸山 元気国本 勇氏 石栗 龍彦 新ひだか 飛野牧場 472 ―1：40．82� 177．9�
11 サニーリスペクト 牡2鹿 55 蛯名 正義堀口 晴男氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 470 ―1：41．11� 20．7�
33 ケイツービーグ 牝2青 54 武士沢友治楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 日高 広中 稔 B466 ―1：41．84 100．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 21，375，600円 複勝： 24，362，800円 枠連： 11，565，000円
馬連： 45，099，800円 馬単： 26，995，600円 ワイド： 21，857，900円
3連複： 55，806，800円 3連単： 84，642，800円 計： 291，706，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 170円 � 1，040円 枠 連（7－8） 540円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 310円 �� 2，640円 �� 3，410円

3 連 複 ��� 13，120円 3 連 単 ��� 35，840円

票 数

単勝票数 計 213756 的中 � 64961（1番人気）
複勝票数 計 243628 的中 � 66237（1番人気）� 37262（3番人気）� 3787（9番人気）
枠連票数 計 115650 的中 （7－8） 16480（2番人気）
馬連票数 計 450998 的中 �� 50527（2番人気）
馬単票数 計 269956 的中 �� 19820（2番人気）
ワイド票数 計 218579 的中 �� 21294（2番人気）�� 1949（26番人気）�� 1502（29番人気）
3連複票数 計 558068 的中 ��� 3188（38番人気）
3連単票数 計 846428 的中 ��� 1712（117番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．6―37．5―51．0―1：04．1―1：15．8―1：27．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アーバンキッド �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Swain 初出走

2013．3．4生 牡2鹿 母 コ ッ ク ニ ー 母母 セニョラージェ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕ミラクルメーカー号の騎手田中勝春は，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100，000円。（被害馬：6番・

9番）
※イーサンスプリント号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



2705310月18日 晴 重 （27東京4）第5日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走12時10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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

815 グラスルノン 牝4鹿 55 酒井 学半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 482－ 21：25．0 55．8�
47 ナンゴクロマンス 牝3鹿 53 大野 拓弥平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 456＋ 4 〃 クビ 7．1�
12 グランドエンジェル 牝4鹿 55 田辺 裕信�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 446－141：25．21� 19．7�
35 フィールザプリティ 牝3黒鹿53 田中 勝春櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 472＋22 〃 ハナ 3．2�
24 バ リ ア ー モ 牝3黒鹿 53

50 ▲井上 敏樹 �サンデーレーシング 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 454＋141：25．3クビ 18．3�
611 プリンセスロック 牝3鹿 53 戸崎 圭太吉田 和美氏 大和田 成 浦河 浦河育成牧場 464－101：25．4� 5．0	
816� ハ ル コ マ チ 牝5鹿 55 松岡 正海髙橋 治夫氏 星野 忍 新冠 中本牧場 B490＋12 〃 クビ 69．7

36 � 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 446＋ 41：25．5クビ 8．5�
713 プレシャスムーン 牝4鹿 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B450＋ 21：25．6� 39．4�
23 トミケンチャダル 牝3鹿 53 江田 照男冨樫 賢二氏 武市 康男 新ひだか 服部 牧場 B472± 0 〃 クビ 21．3
48 トーセンメリッサ 牝3青 53 菅原 隆一島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 458＋ 2 〃 アタマ 228．3�
510 スマイルハッピー 牝3鹿 53

51 △石川裕紀人臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 山田 昇史 436＋ 41：25．7� 31．0�
59 フレックスハート 牝5鹿 55 石橋 脩保坂 和孝氏 木村 哲也 浦河 杵臼牧場 B474－ 41：25．8クビ 21．6�
11 レディゴーラウンド 牝3芦 53 武士沢友治 �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 B444＋ 21：26．12 33．9�
612 ゼ ン ザ イ 牝3栗 53 丸山 元気 Him Rock Racing 上原 博之 新冠 ハクツ牧場 416－ 21：26．52� 39．2�
714 ショウナンマラーク 牝3黒鹿53 蛯名 正義国本 哲秀氏 国枝 栄 日高 日西牧場 502－141：28．9大差 7．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，635，100円 複勝： 39，978，000円 枠連： 19，542，800円
馬連： 63，711，800円 馬単： 31，467，100円 ワイド： 37，669，300円
3連複： 87，227，100円 3連単： 99，582，100円 計： 405，813，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，580円 複 勝 � 1，480円 � 230円 � 530円 枠 連（4－8） 8，540円

馬 連 �� 16，650円 馬 単 �� 36，360円

ワ イ ド �� 5，490円 �� 11，800円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 72，440円 3 連 単 ��� 481，310円

票 数

単勝票数 計 266351 的中 � 3812（14番人気）
複勝票数 計 399780 的中 � 6076（15番人気）� 55394（3番人気）� 18668（7番人気）
枠連票数 計 195428 的中 （4－8） 1773（26番人気）
馬連票数 計 637118 的中 �� 2964（52番人気）
馬単票数 計 314671 的中 �� 649（115番人気）
ワイド票数 計 376693 的中 �� 1752（62番人気）�� 809（85番人気）�� 6824（13番人気）
3連複票数 計 872271 的中 ��� 903（193番人気）
3連単票数 計 995821 的中 ��� 150（1192番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．1―12．3―12．4―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．2―36．3―48．6―1：01．0―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グラスルノン �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2013．9．14 中山4着

2011．3．12生 牝4鹿 母 グラスブロード 母母 Magic Broad 17戦2勝 賞金 17，850，000円
〔発走状況〕 ショウナンマラーク号は，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 パイナワレア号

2705410月18日 晴 重 （27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40分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：34．1
1：33．3

不良
良

711 ディアグリスター 牡5鹿 57 蛯名 正義ディアレスト 高橋 裕 新冠 松浦牧場 B494＋ 21：36．4 19．5�
814 ラジオデイズ 牡4青鹿57 戸崎 圭太 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 482－ 2 〃 ハナ 1．6�
69 レッツゴースター 牡3栗 55 嘉藤 貴行�Basic 大和田 成 新冠 佐藤 信広 462＋ 41：36．61� 52．7�
46 	 エターナルヒーロー 
5黒鹿57 石橋 脩岡田 牧雄氏 木村 哲也 むかわ 東振牧場 498± 0 〃 アタマ 42．9�
813� シェーンメーア 
5青鹿57 北村 宏司窪田 康志氏 藤沢 和雄 米 Stone Farm B542－121：36．81� 10．7	
58 アバオアクー 牡3鹿 55 田中 勝春外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B508＋ 81：36．9クビ 15．0

45 シャイニングカフェ 牡3黒鹿55 大野 拓弥西川 光一氏 小島 太 浦河 太陽牧場 504－ 4 〃 クビ 205．3�
34 � トゥールモンド 
5栗 57

54 ▲井上 敏樹 �サンデーレーシング 尾形 充弘 仏 Mr Raphael
Verspieren 462－ 2 〃 アタマ 64．4�

712 ウインヤード 牡4鹿 57 武士沢友治柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 458± 01：37．32� 249．1
610 ダテノトライアンフ 牡4栗 57 酒井 学関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 B474＋ 21：37．61 169．4�
33 ポ ン ト ス 牡3鹿 55 江田 照男�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか キヨタケ牧場 B446－121：37．7� 137．7�
11 � ベイビータピット 牡3栗 54

52 △石川裕紀人吉田 和美氏 斎藤 誠 豪
Arrowfield Group
Pty Ltd, Spend-
thrift Farm

468－101：38．23 3．0�
22 � マリーナベイ 牡4青鹿57 田辺 裕信保坂 和孝氏 池上 昌和 豪

Valeata Bloodstock
Pty Ltd, Cap
Jaluca Pty Ltd

B484－ 21：39．69 31．5�
（13頭）

57 � ミ タ イ ナ 牝3黒鹿52 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 豪 Mr R Gorton ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 30，522，000円 複勝： 64，423，900円 枠連： 17，832，000円
馬連： 65，324，700円 馬単： 43，445，900円 ワイド： 32，957，100円
3連複： 83，105，300円 3連単： 145，807，600円 計： 483，418，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，950円 複 勝 � 260円 � 110円 � 650円 枠 連（7－8） 870円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 5，080円

ワ イ ド �� 500円 �� 4，150円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 9，070円 3 連 単 ��� 88，460円

票 数

単勝票数 差引計 305220（返還計 77） 的中 � 12480（5番人気）
複勝票数 差引計 644239（返還計 137） 的中 � 26441（5番人気）� 428241（1番人気）� 8451（9番人気）
枠連票数 差引計 178320（返還計 19） 的中 （7－8） 15724（4番人気）
馬連票数 差引計 653247（返還計 977） 的中 �� 37785（4番人気）
馬単票数 差引計 434459（返還計 395） 的中 �� 6411（16番人気）
ワイド票数 差引計 329571（返還計 473） 的中 �� 18238（4番人気）�� 1916（31番人気）�� 7046（11番人気）
3連複票数 差引計 831053（返還計 2635） 的中 ��� 6871（24番人気）
3連単票数 差引計1458076（返還計 3362） 的中 ��� 1195（182番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．1―34．7―46．7―59．3―1：11．5―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディアグリスター �
�
父 テレグノシス �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2012．6．2 東京4着

2010．3．29生 牡5鹿 母 ストームイメージ 母母 スーパードレス 37戦3勝 賞金 38，640，000円
〔出走取消〕 ミタイナ号は，疾病〔左寛跛行〕のため出走取消。
※出走取消馬 ギンパリ号（疾病〔感冒〕のため）
※ウインヤード号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



2705510月18日 晴 重 （27東京4）第5日 第7競走 ��1，300�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
1：16．4
1：16．4

重
重

713� ホ ス ト 牡4黒鹿57 戸崎 圭太内田 玄祥氏 金成 貴史 新ひだか 藤沢牧場 520＋ 81：17．7 1．7�
611 ドレッシースタイル 牡5青鹿57 酒井 学 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 浦河 宮内牧場 484＋ 21：18．12� 18．8�
714� パトロクロス 牡5栗 57 田辺 裕信村野 康司氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 466－ 81：18．2クビ 10．4�
510� ワイエムテイラー 牝4鹿 55 丸山 元気�サンライズ 鈴木 伸尋 新ひだか 川端 英幸 498＋ 21：18．41� 188．9�
36 マコトカンパネッロ 牝3栗 53 藤岡 康太�ディアマント 岩戸 孝樹 様似 出口 繁夫 440± 01：18．5	 40．5	
612 スマートストリーム 牡4鹿 57 北村 宏司大川 徹氏 吉田 直弘 浦河 浦河日成牧場 520＋241：18．71� 19．1

59 デルマアラレチャン 牝4鹿 55

52 ▲野中悠太郎浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーヒルファーム 472－ 21：19．01	 336．3�
24 エルシェロアスール 牝5栗 55 田中 勝春山下 恭茂氏 伊藤 伸一 浦河 山下 恭茂 492＋ 8 〃 ハナ 14．7�
815 グランアラミス 
3栗 55

52 ▲井上 敏樹岡田 牧雄氏 古賀 史生 新ひだか 池田牧場 494＋ 41：19．1	 22．0
47 ウサギノカケアシ 牡3芦 55 江田 照男桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 大滝 康晴 476± 01：19．2クビ 55．2�
816 ウップスアデイジイ 牡3鹿 55 川島 信二平賀 久枝氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 528－ 2 〃 クビ 99．7�
23 リッパーザウィン 牡3栗 55 蛯名 正義�ラ・メール 矢作 芳人 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 486＋ 21：19．51	 4．0�
35 � ナンヨールーク 牡4栗 57 嘉藤 貴行中村 德也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 藤原牧場 504＋101：19．71� 212．7�
12 � エイシンスペーシア 
4栗 57 大野 拓弥岡田 壮史氏 鈴木 伸尋 浦河 高野牧場 456＋ 61：20．01	 125．2�
48 デ ュ ナ ト ス 牡4青鹿57 熊沢 重文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 新ひだか グランド牧場 B504－ 61：20．53 29．8�
11 サンタレジーナ 牝4栗 55 松岡 正海吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム B500＋101：21．13� 85．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，216，400円 複勝： 40，125，800円 枠連： 25，382，000円
馬連： 80，800，300円 馬単： 45，164，500円 ワイド： 39，866，400円
3連複： 102，984，000円 3連単： 147，600，600円 計： 515，140，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 330円 � 220円 枠 連（6－7） 580円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 530円 �� 440円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 3，130円 3 連 単 ��� 11，190円

票 数

単勝票数 計 332164 的中 � 151064（1番人気）
複勝票数 計 401258 的中 � 160662（1番人気）� 19390（5番人気）� 33739（3番人気）
枠連票数 計 253820 的中 （6－7） 33843（2番人気）
馬連票数 計 808003 的中 �� 47897（4番人気）
馬単票数 計 451645 的中 �� 18882（5番人気）
ワイド票数 計 398664 的中 �� 19880（4番人気）�� 24606（2番人気）�� 4945（18番人気）
3連複票数 計1029840 的中 ��� 24642（9番人気）
3連単票数 計1476006 的中 ��� 9560（26番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―11．9―12．5―12．0―11．1―11．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．4―30．3―42．8―54．8―1：05．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F34．9
3 ・（12，13）（8，10）11，2（4，7，9）3（5，6，14）（1，16）15 4 12，13（8，10）11（2，4，9）7（3，6，14）（5，16）1，15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

�ホ ス ト �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 Unbridled’s Song

2011．5．14生 牡4黒鹿 母 ヴェルナッツァ 母母 Fall Fashion 9戦2勝 賞金 31，310，000円
地方デビュー 2013．9．17 大井

※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 モポーク号

2705610月18日 晴 良 （27東京4）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）
1000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

77 ラスヴェンチュラス 牝6鹿 55
52 ▲井上 敏樹西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 442＋ 21：47．1 20．9�

44 マイネルイルミナル 牡5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 464± 01：47．42 27．5�

66 アデイインザライフ 牡4鹿 57 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 552－ 21：47．5クビ 1．5�

11 ハドソンヤード 牡4黒鹿57 酒井 学 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 456－ 61：47．71� 9．7�
55 ショウナンマルシェ 牡4青鹿57 石橋 脩国本 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＋ 4 〃 クビ 30．2	
88 ウイングチップ 牡3黒鹿55 田中 勝春 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 492± 01：47．8クビ 4．3

22 	 エスオンマイチェス 牡5黒鹿57 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B564± 01：48．12 10．3�
89 ダイワアクシス 牡6黒鹿57 蛯名 正義大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 456± 01：48．42 32．3�
33 マイネルシュライ 牡7青 57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B510－ 4 〃 ハナ 94．9

（9頭）

売 得 金
単勝： 36，841，800円 複勝： 104，035，800円 枠連： 15，267，400円
馬連： 75，421，200円 馬単： 54，710，400円 ワイド： 37，526，600円
3連複： 86，024，400円 3連単： 210，709，000円 計： 620，536，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，090円 複 勝 � 270円 � 350円 � 110円 枠 連（4－7） 17，320円

馬 連 �� 16，060円 馬 単 �� 34，080円

ワ イ ド �� 2，690円 �� 400円 �� 530円

3 連 複 ��� 4，820円 3 連 単 ��� 89，490円

票 数

単勝票数 計 368418 的中 � 14039（5番人気）
複勝票数 計1040358 的中 � 28375（5番人気）� 20283（6番人気）� 783224（1番人気）
枠連票数 計 152674 的中 （4－7） 683（24番人気）
馬連票数 計 754212 的中 �� 3638（25番人気）
馬単票数 計 547104 的中 �� 1204（49番人気）
ワイド票数 計 375266 的中 �� 3231（25番人気）�� 25772（4番人気）�� 18406（5番人気）
3連複票数 計 860244 的中 ��� 13376（17番人気）
3連単票数 計2107090 的中 ��� 1707（176番人気）

ハロンタイム 13．1―11．5―11．4―12．2―12．2―12．2―11．2―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．6―36．0―48．2―1：00．4―1：12．6―1：23．8―1：35．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F34．5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラスヴェンチュラス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Danehill デビュー 2012．1．14 中山2着

2009．3．8生 牝6鹿 母 ジ ョ セ ッ ト 母母 Loure 28戦4勝 賞金 74，617，000円



2705710月18日 晴 良 （27東京4）第5日 第9競走 ��3，110�第17回東京ハイジャンプ（Ｊ・ＧⅡ）
発走14時15分 （ 芝 ）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード3：24．8良

79 サ ナ シ オ ン 牡6鹿 60 西谷 誠 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 470－ 63：25．8 4．8�
67 エーシンホワイティ 牡8鹿 60 北沢 伸也�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 522＋ 43：26．22� 3．9�
11 オースミムーン 牡6鹿 61 高田 潤�オースミ 松下 武士 日高 山際 辰夫 482＋ 23：26．62� 2．7�
33 サンレイデューク 牡7鹿 61 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 460－ 23：26．81 7．4�
22 スマートリバティー 牡7鹿 60 熊沢 重文大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 450－ 23：27．75 26．3	
55 マイネルアダマス 牡6鹿 60 石神 深一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム 432＋ 23：28．76 45．0

810� アシュヴィン �6栗 60 林 満明前田 幸治氏 中竹 和也 愛 Lynch Bages Ltd

& Samac Ltd 462＋ 23：29．01	 25．9�
811 アポロマーベリック 牡6鹿 62 五十嵐雄祐アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 藤本 友則 524－ 43：29．63� 8．2�
44 
 マックスロノ 牡6栗 60 金子 光希田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 496－ 23：32．2大差 94．8
78 
 クリノテンペスタ 牡8栗 60 大江原 圭栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 482＋ 63：32．41� 179．8�
66 ティリアンパープル 牝5鹿 58 山本 康志飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 476＋ 2 （競走中止） 18．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 39，584，700円 複勝： 39，701，400円 枠連： 22，276，200円
馬連： 96，999，200円 馬単： 55，440，900円 ワイド： 41，057，100円
3連複： 128，523，900円 3連単： 235，552，100円 計： 659，135，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 120円 � 110円 枠 連（6－7） 860円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 2，170円

ワ イ ド �� 400円 �� 280円 �� 210円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 4，850円

票 数

単勝票数 計 395847 的中 � 65753（3番人気）
複勝票数 計 397014 的中 � 50878（3番人気）� 84869（2番人気）� 106483（1番人気）
枠連票数 計 222762 的中 （6－7） 20059（4番人気）
馬連票数 計 969992 的中 �� 65968（5番人気）
馬単票数 計 554409 的中 �� 19121（7番人気）
ワイド票数 計 410571 的中 �� 23225（4番人気）�� 36805（2番人気）�� 55667（1番人気）
3連複票数 計1285239 的中 ��� 130607（1番人気）
3連単票数 計2355521 的中 ��� 35140（9番人気）
上り 1マイル 1：44．3 4F 50．6－3F 38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サ ナ シ オ ン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．10．29 京都10着

2009．2．4生 牡6鹿 母 ジ ェ ダ イ ト 母母 グリーンポーラ 障害：4戦4勝 賞金 71，392，000円
〔競走中止〕 ティリアンパープル号は，2周目6号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

2705810月18日 晴 重 （27東京4）第5日 第10競走 ��
��2，100�

しょうせんきょう

昇 仙 峡 特 別
発走14時50分 （ダート・左）
3歳以上，1，000万円以下，26．10．18以降27．10．12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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

713 リアライズブラザー 牡5鹿 54 田辺 裕信工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 480－ 42：09．3 8．4�
815 カ ン デ ラ 牝3黒鹿52 大野 拓弥ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 476＋ 2 〃 ハナ 16．3�
612 ジャッカスバーク 牡4黒鹿56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 古賀 慎明 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 530－ 2 〃 クビ 13．9�
12 ロックキャンディ 牝3黒鹿51 丸山 元気�Basic 土田 稔 新冠 佐藤 信広 494＋ 42：09．51 12．4�
510 セイカアヴァンサ 牡3鹿 53 石川裕紀人久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 452＋ 42：10．45 20．7	
47 タ ン ジ ブ ル 牡3栗 54 北村 宏司 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 488－ 42：10．61� 13．1

11 ティーポイズン 牡4栗 55 藤岡 康太深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 寺越 政幸 498－ 22：11．13 7．4�
714 ニシノゲンキマル 牡4栗 54 酒井 学西山 茂行氏 尾形 充弘 浦河 高昭牧場 502± 02：11．2� 61．7�
611 プリンスダム 牡4黒鹿57 石橋 脩 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B488－ 42：11．3� 3．9
35 メイショウサリマン 牡7栗 53 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 476－102：11．61� 109．2�
36 ロジテースト 牡4鹿 55 松岡 正海久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 444± 02：11．81 4．5�
48 アイアイエンデバー 牡6黒鹿53 田中 勝春齊藤 敬氏 浅野洋一郎 新冠 つつみ牧場 464± 0 〃 クビ 76．3�
24 トミケンシャルゴー 牡3鹿 54 蛯名 正義冨樫 賢二氏 和田正一郎 日高 豊洋牧場 512－ 22：12．97 14．5�
816 マ ル マ ロ ス 牡5芦 54 武士沢友治ディアレスト 新開 幸一 新ひだか 稲葉牧場 B520＋ 42：13．21� 141．1�
59 モルダバイト 	5芦 54 江田 照男岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 土田農場 B524＋ 22：14．47 25．9�
23 ハーストイーグル 牡5鹿 54 柴田 大知髙瀬 真尚氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 506＋ 22：16．6大差 29．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，824，400円 複勝： 58，441，100円 枠連： 41，692，900円
馬連： 160，698，900円 馬単： 68，037，500円 ワイド： 69，852，100円
3連複： 203，585，300円 3連単： 255，643，000円 計： 898，775，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 300円 � 420円 � 430円 枠 連（7－8） 5，450円

馬 連 �� 8，850円 馬 単 �� 16，830円

ワ イ ド �� 2，500円 �� 1，640円 �� 3，600円

3 連 複 ��� 29，550円 3 連 単 ��� 196，330円

票 数

単勝票数 計 408244 的中 � 38593（4番人気）
複勝票数 計 584411 的中 � 53502（4番人気）� 35159（6番人気）� 34390（8番人気）
枠連票数 計 416929 的中 （7－8） 5921（24番人気）
馬連票数 計1606989 的中 �� 14071（34番人気）
馬単票数 計 680375 的中 �� 3031（66番人気）
ワイド票数 計 698521 的中 �� 7177（31番人気）�� 11142（17番人気）�� 4941（49番人気）
3連複票数 計2035853 的中 ��� 5167（111番人気）
3連単票数 計2556430 的中 ��� 944（689番人気）

ハロンタイム 7．1―10．6―11．9―11．9―11．7―12．3―12．6―12．9―12．8―12．7―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―17．7―29．6―41．5―53．2―1：05．5―1：18．1―1：31．0―1：43．8―1：56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．3
1
3

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

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

リアライズブラザー �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．8．11 札幌3着

2010．4．17生 牡5鹿 母 ジョウノカトリーヌ 母母 ジョウノカオルコ 13戦3勝 賞金 41，104，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時55分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハーストイーグル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年11月18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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ヤマカツポセイドン号

１レース目



2705910月18日 晴 良 （27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 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

67 ヒストリカル 牡6黒鹿57 田中 勝春近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 442－141：59．2 6．5�
68 ライズトゥフェイム 牡5鹿 56 石川裕紀人 �シルクレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 41：59．3	 17．8�
56 ファントムライト 牡6黒鹿56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 486－101：59．4
 4．8�
22 エックスマーク 牡6鹿 56 柴田 大知金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 482－121：59．61� 13．2�
33 メドウラーク 牡4鹿 56 藤岡 康太吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 494－ 82：00．02	 3．2	
11 � アンコイルド 牡6鹿 57 武士沢友治�大樹ファーム 矢作 芳人 仏 S. F. Blood-

stock LLC B486－ 22：00．2
 24．4

79 スーパームーン 牡6青鹿56 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 516 2：00．3	 6．7�
812 アロマカフェ 牡8黒鹿56 江田 照男西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 484＋ 22：00．4
 36．1�
44 ステラウインド 牡6黒鹿58 蛯名 正義前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 484－ 22：00．61� 7．1
55 トラストワン 牡7黒鹿56 松岡 正海大八木信行氏 庄野 靖志 浦河 村下農場 486－102：00．81� 33．1�
710� ヒ ュ ウ マ 牡5鹿 56 田辺 裕信林 正道氏 斎藤 誠 米 Aaron Sones 522＋102：00．9	 41．7�
811 セ キ シ ョ ウ 牝5青鹿54 大野 拓弥山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 B512＋ 82：01．0
 23．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 54，714，300円 複勝： 66，499，500円 枠連： 44，300，800円
馬連： 245，587，500円 馬単： 102，830，600円 ワイド： 82，560，300円
3連複： 294，296，000円 3連単： 486，721，400円 計： 1，377，510，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 270円 � 390円 � 190円 枠 連（6－6） 6，470円

馬 連 �� 6，380円 馬 単 �� 9，960円

ワ イ ド �� 1，950円 �� 810円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 8，690円 3 連 単 ��� 56，530円

票 数

単勝票数 計 547143 的中 � 66387（3番人気）
複勝票数 計 664995 的中 � 62848（5番人気）� 39349（7番人気）� 103755（2番人気）
枠連票数 計 443008 的中 （6－6） 5303（22番人気）
馬連票数 計2455875 的中 �� 29814（22番人気）
馬単票数 計1028306 的中 �� 7740（37番人気）
ワイド票数 計 825603 的中 �� 10625（22番人気）�� 27128（8番人気）�� 16146（16番人気）
3連複票数 計2942960 的中 ��� 25379（29番人気）
3連単票数 計4867214 的中 ��� 6242（184番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．8―36．4―48．3―1：00．2―1：12．2―1：24．2―1：35．6―1：47．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F35．0

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

勝馬の
紹 介

ヒストリカル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2011．11．13 京都1着

2009．3．27生 牡6黒鹿 母 ブリリアントベリー 母母 クラフテイワイフ 23戦5勝 賞金 159，501，000円
〔制裁〕 ヒストリカル号の騎手田中勝春は，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30，000円。（被害馬：8番）

2706010月18日 晴 良 （27東京4）第5日 第12競走 ��
��1，400�

はくしゅう

白秋ステークス
発走16時10分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳55�4歳
以上57�，牝馬2�減

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

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

714� ア イ ラ イ ン 牝3黒鹿53 松岡 正海�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 440－ 41：20．4 7．1�
816 シンデレラボーイ 牡5鹿 57 二本柳 壮田畑 利彦氏 矢作 芳人 浦河 高昭牧場 496＋ 4 〃 クビ 74．4�
817 フロアクラフト 牝5黒鹿55 蛯名 正義 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム 504± 01：20．61	 17．1�
612 マ カ ハ 牡6鹿 57 戸崎 圭太広尾レース� 小崎 憲 大樹 大樹ファーム B468＋ 41：20．81	 6．6�
713 エターナルムーン 牝5鹿 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 浦河 櫛桁牧場 B478－ 21：20．9
 176．2	
715 ボンジュールココロ 牝5鹿 55 酒井 学田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 474± 0 〃 クビ 50．0

818 タガノザイオン 牡8鹿 57 熊沢 重文八木 秀之氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 488－ 21：21．0� 98．4�
48 ロ ノ 牡6黒鹿57 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 日高大洋牧場 460－ 41：21．21
 119．1�
510 テ ム ジ ン 牡6鹿 57 高田 潤熊谷 貴之氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 488－ 21：21．4� 272．6
36 アンジェリック 牝4鹿 55 田辺 裕信 �シルクレーシング 大和田 成 浦河 杵臼牧場 484＋ 6 〃 ハナ 4．2�
59 サクラプレジール 牝5青 55 武士沢友治�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 新和牧場 B506＋121：21．61
 137．3�
611 ナイトフォックス 牡3鹿 55 田中 勝春石瀬 浩三氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 41：21．7クビ 22．7�
23 ラッフォルツァート 牝3鹿 53 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 468－ 2 〃 クビ 20．7�
11 ダノンシーザー 牡3鹿 55 石川裕紀人�ダノックス 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 458－ 6 〃 ハナ 2．8�
47 サ ン グ ラ ス 牡4青鹿57 井上 敏樹玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 B500＋ 61：21．91 19．7�
12 クリノタカラチャン 牝5黒鹿55 嘉藤 貴行栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 438＋14 〃 ハナ 27．8�
35 ペイシャフェリス 牝4鹿 55 川島 信二北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 452－ 61：22．64 16．3�
24 グランデアモーレ 牝5芦 55 藤岡 康太 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－121：24．7大差 177．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 69，547，300円 複勝： 87，050，900円 枠連： 49，731，100円
馬連： 230，592，200円 馬単： 79，163，000円 ワイド： 88，562，800円
3連複： 249，208，700円 3連単： 353，370，500円 計： 1，207，226，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 250円 � 1，240円 � 470円 枠 連（7－8） 2，270円

馬 連 �� 21，490円 馬 単 �� 30，060円

ワ イ ド �� 6，780円 �� 1，840円 �� 8，260円

3 連 複 ��� 61，240円 3 連 単 ��� 286，240円

票 数

単勝票数 計 695473 的中 � 78101（4番人気）
複勝票数 計 870509 的中 � 107474（4番人気）� 16056（12番人気）� 47739（5番人気）
枠連票数 計 497311 的中 （7－8） 16920（11番人気）
馬連票数 計2305922 的中 �� 8847（50番人気）
馬単票数 計 791630 的中 �� 1975（89番人気）
ワイド票数 計 885628 的中 �� 3340（61番人気）�� 12671（21番人気）�� 2734（66番人気）
3連複票数 計2492087 的中 ��� 3052（163番人気）
3連単票数 計3533705 的中 ��� 895（787番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．3―11．7―11．6―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．7―34．0―45．7―57．3―1：08．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F34．7
3 ・（4，5）7－9，1（3，17）2（8，10，18）（13，14）11－（6，16）12，15 4 ・（4，5，7）－9，1（3，17）2（8，18）（10，14）11（13，16）6，15，12

勝馬の
紹 介

�ア イ ラ イ ン �
�
父 ローレルゲレイロ �

�
母父 コマンダーインチーフ

2012．5．9生 牝3黒鹿 母 ローレルシャイン 母母 アラマサゴールド 7戦3勝 賞金 46，841，000円
地方デビュー 2014．6．26 門別

〔制裁〕 ナイトフォックス号の騎手田中勝春は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて平成27年10月24日から平成27年
10月25日まで騎乗停止。（被害馬：6番）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 グランデアモーレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年11月18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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 トーキングドラム号・ブライトチェリー号・ブラヴィッシモ号・マンボネフュー号

４レース目



（27東京4）第5日 10月18日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重

競走回数 12回 出走頭数 163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

291，620，000円
4，160，000円
11，680，000円
2，010，000円
26，890，000円
65，140，000円
5，182，200円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
423，905，400円
678，006，500円
283，644，200円
1，196，864，200円
591，810，000円
520，352，800円
1，460，544，800円
2，294，561，500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 7，449，689，400円

総入場人員 37，474名 （有料入場人員 34，114名）
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