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2708510月31日 曇 良 （27東京4）第8日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時10分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：36．6
1：36．6

不良
不良

713 モリトタイキ 牡2黒鹿55 武 豊石橋 忠之氏 堀井 雅広 日高 木村牧場 486＋ 61：40．7 2．3�
816 シトラスクーラー �2鹿 55 大野 拓弥�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 464＋ 61：40．91� 13．0�
510 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 480＋ 21：41．11 15．4�
47 ピントゥリッキオ 牝2鹿 54 C．デムーロ 大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 有限会社

松田牧場 456＋ 21：41．31� 6．2�
（仏）

59 ヤマタケジャイアン �2芦 55 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 浦河小林牧場 B462＋ 21：41．4� 9．2�
611 マーズアタック 牝2栗 54 横山 典弘島川 	哉氏 成島 英春 浦河 バンブー牧場 452－ 61：41．5� 28．6

714 ゴールデンレッグ 牝2鹿 54 松岡 正海野口 弘司氏 小西 一男 新ひだか 出羽牧場 452± 01：42．03 11．0�
35 ミ ス テ リ オ 牡2鹿 55 田中 勝春山本 武司氏 高市 圭二 平取 びらとり牧場 462＋ 41：42．74 16．2�
24 ウィップアロング 牡2青鹿55 江田 照男岡田 牧雄氏 天間 昭一 浦河 三枝牧場 460＋ 4 〃 クビ 29．4
36 ハンキードーリ 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 458－ 61：42．8クビ 80．4�
612 ボッチボール 牝2鹿 54 内田 博幸�ミルファーム 伊藤 伸一 新ひだか 山際牧場 420－141：43．43� 83．6�
815 ウ ジ ヒ メ 牝2鹿 54 武士沢友治藤沼 利夫氏 松山 将樹 浦河 高岸 順一 458－ 21：43．61� 46．8�
48 コスモベガス 牡2鹿 55 柴田 大知岡田 繁幸氏 上原 博之 平取 高橋 啓 474－ 21：43．7� 8．7�
11 サニーリスペクト 牡2鹿 55 勝浦 正樹堀口 晴男氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 464－ 61：44．33� 59．1�
23 トウショウレイダー 牡2栗 55

53 △石川裕紀人トウショウ産業� 小桧山 悟 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 472＋121：45．15 54．8�
12 ケイツービーグ 牝2青 54 黛 弘人楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 日高 広中 稔 B466± 0 （競走中止） 243．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，705，000円 複勝： 36，297，000円 枠連： 17，679，600円
馬連： 56，576，300円 馬単： 29，028，400円 ワイド： 32，281，000円
3連複： 76，308，100円 3連単： 89，960，700円 計： 360，836，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 410円 � 450円 枠 連（7－8） 1，270円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 3，190円

ワ イ ド �� 990円 �� 1，020円 �� 2，460円

3 連 複 ��� 9，370円 3 連 単 ��� 35，000円

票 数

単勝票数 計 227050 的中 � 76084（1番人気）
複勝票数 計 362970 的中 � 95348（1番人気）� 18729（7番人気）� 16732（8番人気）
枠連票数 計 176796 的中 （7－8） 10733（4番人気）
馬連票数 計 565763 的中 �� 21789（5番人気）
馬単票数 計 290284 的中 �� 6819（6番人気）
ワイド票数 計 322810 的中 �� 8483（8番人気）�� 8217（10番人気）�� 3276（30番人気）
3連複票数 計 763081 的中 ��� 6105（28番人気）
3連単票数 計 899607 的中 ��� 1863（87番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―11．8―12．4―13．7―13．2―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．3―36．1―48．5―1：02．2―1：15．4―1：27．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．2―3F38．5
3 ・（2，16）13（4，15）（7，11）14（1，10）9（3，6）8（5，12） 4 ・（16，13）（15，7，11）10，14（2，4，1，9，6）（3，5，8）12

勝馬の
紹 介

モリトタイキ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2015．10．12 東京4着

2013．3．6生 牡2黒鹿 母 ショウリノホホエミ 母母 アタゴパラダイス 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔競走中止〕 ケイツービーグ号は，競走中に疾病〔両手根骨粉砕骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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。

2708610月31日 曇 良 （27東京4）第8日 第2競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走10時40分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．5
1：32．3

良
良

710 テ ィ ソ ー ナ 牡2黒鹿55 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 484－ 61：35．4 2．7�
22 ピュアブリリアン 牝2黒鹿54 横山 典弘島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 434－ 21：35．5� 3．7�
11 ウイングソルジャー 牡2栗 55 田中 勝春 �グリーンファーム宗像 義忠 千歳 社台ファーム 480± 01：35．6� 7．3�
79 イルフォーコン 牡2黒鹿55 内田 博幸 H.F Association 尾形 和幸 浦河 福田牧場 454＋ 61：35．7� 107．0	
811 エ デ ィ ク ト 牡2鹿 55 田辺 裕信窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 500＋ 6 〃 クビ 6．2

56 セイウンコウセイ 牡2栗 55 三浦 皇成西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 桜井牧場 484＋ 41：35．8� 57．4�
812 アポロノホウリン 牡2鹿 55 武 豊アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 468＋ 61：36．11� 37．5�
44 シンボリラパス 牡2栗 55 江田 照男シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 466－ 21：36．31	 14．1
68 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± 01：36．51	 14．4�
67 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± 0 〃 ハナ 224．8�
55 ショウザイシンホー 牡2黒鹿 55

53 △石川裕紀人小野 建氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 496＋ 41：37．03 8．5�
33 サ ミ ダ レ 牝2青鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 武市 康男 新ひだか 米田牧場 422＋ 21：37．53 388．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 25，432，000円 複勝： 43，932，000円 枠連： 11，811，400円
馬連： 55，652，800円 馬単： 30，531，200円 ワイド： 29，659，300円
3連複： 68，783，900円 3連単： 99，837，800円 計： 365，640，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 130円 � 190円 枠 連（2－7） 470円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 230円 �� 410円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 4，190円

票 数

単勝票数 計 254320 的中 � 74801（1番人気）
複勝票数 計 439320 的中 � 121461（1番人気）� 91975（2番人気）� 43044（4番人気）
枠連票数 計 118114 的中 （2－7） 19431（1番人気）
馬連票数 計 556528 的中 �� 77314（1番人気）
馬単票数 計 305312 的中 �� 21009（1番人気）
ワイド票数 計 296593 的中 �� 37133（1番人気）�� 17224（5番人気）�� 17042（6番人気）
3連複票数 計 687839 的中 ��� 44441（2番人気）
3連単票数 計 998378 的中 ��� 17265（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．5―36．2―48．4―1：00．9―1：12．4―1：23．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．5
3 10，11，12，1（5，8）（3，7）（2，4，6）－9 4 ・（10，11，12）（1，5，8）3（4，7，6）2，9

勝馬の
紹 介

テ ィ ソ ー ナ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．8．1 札幌4着

2013．1．20生 牡2黒鹿 母 ラ ド ラ ー ダ 母母 レディブロンド 3戦1勝 賞金 8，100，000円

第４回 東京競馬 第８日



2708710月31日 曇 良 （27東京4）第8日 第3競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走11時10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
2：00．8
1：59．8

良
良

812 プレイヤーサムソン 牡2鹿 55 C．デムーロ 嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 458＋ 62：01．8 1．9�
（仏）

45 ウインガーネット 牝2黒鹿54 内田 博幸�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 484± 02：02．22� 23．4�
69 コスモジャーベ 牡2黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 坂本 智広 468± 02：02．3クビ 9．5�
710 バルダッサーレ 牡2黒鹿55 田辺 裕信伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 474＋ 82：02．4� 9．4�
57 メ ゾ ン リ ー 牡2黒鹿55 北村 宏司西野 晴夫氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 6 〃 クビ 11．3	
711 サンホッブズ 牡2鹿 55 松岡 正海加藤 信之氏 中舘 英二 浦河 日の出牧場 466＋ 22：02．61� 36．7

22 ラ ペ ル ト ワ 牝2青 54

52 △石川裕紀人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 様似 中村 俊紀 502＋ 4 〃 アタマ 20．4�

56 	 スケッチブック 牡2鹿 55 戸崎 圭太大塚 亮一氏 奥村 武 英 Mill House
Stud 478＋ 62：02．7クビ 4．4�

33 	 アポロリベリオン 牡2鹿 55 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Rabbah Blood-
stock LLC 474－ 22：02．8
 20．6

68 ブ ロ ン テ 牡2芦 55 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 新冠 森永 聡 428－ 62：02．9� 127．6�
813 クリスタルスカル 牡2栗 55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 560＋ 42：04．07 122．0�
11 ラブイズアート 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 三輪牧場 470± 02：04．42� 320．1�
44 モウカッテル 牡2鹿 55 横山 典弘田中 邦彦氏 森 秀行 日高 沖田牧場 440± 02：07．0大差 48．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 25，255，000円 複勝： 55，677，500円 枠連： 14，592，600円
馬連： 52，329，000円 馬単： 34，850，800円 ワイド： 32，416，000円
3連複： 70，667，900円 3連単： 109，262，200円 計： 395，051，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 420円 � 210円 枠 連（4－8） 1，790円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 3，030円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 350円 �� 2，930円

3 連 複 ��� 4，600円 3 連 単 ��� 20，400円

票 数

単勝票数 計 252550 的中 � 105519（1番人気）
複勝票数 計 556775 的中 � 290651（1番人気）� 15971（7番人気）� 42568（3番人気）
枠連票数 計 145926 的中 （4－8） 6293（6番人気）
馬連票数 計 523290 的中 �� 16571（9番人気）
馬単票数 計 348508 的中 �� 8613（10番人気）
ワイド票数 計 324160 的中 �� 7479（12番人気）�� 26620（2番人気）�� 2596（28番人気）
3連複票数 計 706679 的中 ��� 11497（15番人気）
3連単票数 計1092622 的中 ��� 3882（58番人気）

ハロンタイム 13．2―11．8―12．1―12．1―12．4―12．5―12．8―11．8―11．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．0―37．1―49．2―1：01．6―1：14．1―1：26．9―1：38．7―1：49．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F34．9

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

勝馬の
紹 介

プレイヤーサムソン �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2015．7．12 函館2着

2013．2．7生 牡2鹿 母 クインズプレイヤー 母母 フレイバーギフト 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モウカッテル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年11月30日まで平地競

走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2708810月31日 曇 良 （27東京4）第8日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走11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
1：23．1
1：23．1

重
重

48 マサノジェット 牡2栗 55 田辺 裕信古賀 禎彦氏 蛯名 利弘 新ひだか 嶋田牧場 452 ―1：27．1 8．6�
47 � アーチキング 牡2鹿 55 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 米 Spendthrift

Farm, LLC 510 ―1：28．16 2．7�
59 トータルビクトリー 牡2鹿 55 勝浦 正樹島田 久氏 小野 次郎 平取 稲原牧場 472 ―1：28．42 26．0�
11 ポッドブロンコ 牡2鹿 55 北村 宏司小川眞査雄氏 大竹 正博 新冠 新冠橋本牧場 494 ― 〃 ハナ 5．0�
714 オヒアレフア 牝2青鹿54 江田 照男�錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 440 ―1：28．93 121．2	
611 ルクナバード 牡2鹿 55 吉田 豊�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 442 ―1：29．11 51．0

35 ブラッキングウェイ 牡2黒鹿55 武士沢友治平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか 水丸牧場 452 ―1：29．42 142．0�
510 ケイエスフェアリー 牝2黒鹿54 三浦 皇成キヨシサービス� 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 466 ―1：29．5� 6．2�
23 イデアオブダンディ 牡2栗 55 大野 拓弥益田 修一氏 柄崎 孝 日高 山田 政宏 460 ―1：29．82 10．7
815 メインアクト 牡2鹿 55 内田 博幸�Basic 田島 俊明 新冠 佐藤牧場 514 ―1：30．11	 32．4�
36 クロシオサンカ 牡2鹿 55 柴田 善臣岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 村上 欽哉 420 ― 〃 アタマ 89．4�
816 シンバシヨコハマ 牡2鹿 55 柴田 大知小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 472 ―1：30．2クビ 58．3�
612 フェイマスアゲン 牝2栗 54 松岡 正海浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 日高 藤本ファーム 454 ―1：30．73 15．7�
24 ヴ ェ レ ー ナ 牝2栗 54 武 豊細谷 典幸氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 430 ―1：30．8� 13．0�
12 マイティジャック 牡2黒鹿55 黛 弘人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム 454 ―1：30．9	 25．1�
713 ジャストラン 牝2鹿 54 嘉藤 貴行竹原 孝昭氏 石毛 善彦 熊本 片山 建治 450 ―1：33．2大差 159．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，662，300円 複勝： 29，082，800円 枠連： 17，150，500円
馬連： 48，518，700円 馬単： 27，963，300円 ワイド： 26，239，100円
3連複： 57，843，600円 3連単： 75，539，600円 計： 304，999，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 290円 � 150円 � 630円 枠 連（4－4） 1，780円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 4，010円

ワ イ ド �� 630円 �� 3，280円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 9，610円 3 連 単 ��� 63，600円

票 数

単勝票数 計 226623 的中 � 20856（4番人気）
複勝票数 計 290828 的中 � 24222（5番人気）� 65877（1番人気）� 9130（10番人気）
枠連票数 計 171505 的中 （4－4） 7463（8番人気）
馬連票数 計 485187 的中 �� 23260（4番人気）
馬単票数 計 279633 的中 �� 5223（10番人気）
ワイド票数 計 262391 的中 �� 11386（4番人気）�� 1961（36番人気）�� 5340（12番人気）
3連複票数 計 578436 的中 ��� 4512（29番人気）
3連単票数 計 755396 的中 ��� 861（197番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―12．4―13．6―12．8―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．0―36．4―50．0―1：02．8―1：14．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マサノジェット �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 Barathea 初出走

2013．5．6生 牡2栗 母 ダンツライラック 母母 Dixie Eyes Blazing 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジャストラン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年11月30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 サンライフル号・ラブオールミー号・レディカリーナ号



2708910月31日 曇 良 （27東京4）第8日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時30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

48 ネバーリグレット 牡2芦 55 C．ルメール �G1レーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 486 ―1：24．1 3．2�
714 キホンハシコ 牝2鹿 54 黛 弘人芳賀 克也氏 鈴木 伸尋 新ひだか カタオカステーブル 460 ―1：24．31� 30．4�
11 ホッコーモモタン 牝2黒鹿54 武 豊矢部 道晃氏 松永 康利 日高 川端 正博 412 ―1：24．4� 7．7�
611 ショウナンアーリー 牡2鹿 55 勝浦 正樹国本 哲秀氏 森田 直行 新冠 富本 茂喜 464 ―1：24．5	 25．7�
36 ラブラブビーム 牝2黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 新冠 大林ファーム 418 ―1：24．6� 144．8	
713 ポッドビバーチェ 牡2黒鹿 55

53 △石川裕紀人小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新冠 川上牧場 460 ―1：24．81� 21．4

59 ロイヤルフレア 牝2鹿 54 田辺 裕信片山 晃氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 424 ―1：24．9	 6．0�
510 ブラックゼウス 牡2黒鹿55 大野 拓弥田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 土田 扶美子 476 ―1：25．0� 7．1�
23 ニシノリュウセイ 牡2黒鹿 55

52 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 414 ―1：25．1	 101．5
816 ジ ェ イ ラ ー 牝2栗 54 江田 照男岡田 壮史氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 434 ―1：25．2� 4．3�
24 マイネルアウトラン 牡2栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 440 ― 〃 アタマ 80．5�
47 エンドレスフライト 牝2鹿 54 北村 宏司グリーンスウォード竹内 正洋 新ひだか 中橋 正 434 ― 〃 ハナ 22．0�
12 クインズウラヌス 牡2芦 55 吉田 豊 �クイーンズ・ランチ 田島 俊明 浦河 杵臼牧場 468 ―1：25．3クビ 54．2�
612 ラルゴランド 牝2黒鹿54 戸崎 圭太井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 424 ― 〃 クビ 24．7�
815 レ ペ ゼ ン 牝2栗 54 和田 竜二 �二風谷ファーム 中川 公成 平取 二風谷ファーム 410 ―1：26．15 126．6�
35 ヤギリジャスパー 牡2鹿 55 松岡 正海内田ヤエ子氏 高橋 義博 新ひだか 桜井牧場 520 ―1：26．31� 60．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，363，500円 複勝： 28，333，100円 枠連： 18，310，400円
馬連： 52，414，600円 馬単： 27，513，300円 ワイド： 27，095，100円
3連複： 60，652，300円 3連単： 76，751，800円 計： 313，434，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 710円 � 230円 枠 連（4－7） 2，200円

馬 連 �� 9，150円 馬 単 �� 13，970円

ワ イ ド �� 2，570円 �� 590円 �� 3，850円

3 連 複 ��� 17，500円 3 連 単 ��� 109，320円

票 数

単勝票数 計 223635 的中 � 55612（1番人気）
複勝票数 計 283331 的中 � 56520（1番人気）� 7847（10番人気）� 33001（5番人気）
枠連票数 計 183104 的中 （4－7） 6440（12番人気）
馬連票数 計 524146 的中 �� 4435（31番人気）
馬単票数 計 275133 的中 �� 1477（48番人気）
ワイド票数 計 270951 的中 �� 2622（34番人気）�� 12695（5番人気）�� 1738（37番人気）
3連複票数 計 606523 的中 ��� 2599（55番人気）
3連単票数 計 767518 的中 ��� 509（342番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．0―24．5―36．3―49．3―1：01．4―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ネバーリグレット �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Fly Till Dawn 初出走

2013．4．15生 牡2芦 母 グッドゲーム 母母 Boom Bird 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ネバーリグレット号の騎手C．ルメールは，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：15番）

2709010月31日 曇 良 （27東京4）第8日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時05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

813 マ ハ ロ マ ナ 牝3鹿 53 C．デムーロ 友水 達也氏 水野 貴広 日高 木村牧場 504＋ 61：38．4 3．9�
（仏）

56 ルノンキュール 牝3黒鹿53 北村 宏司山本 剛史氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 484－ 41：38．72 5．6�
68 フォークスグローブ 牝3黒鹿53 武 豊吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 526－ 41：38．8� 6．3�
711 メリーウィドウ 牝4鹿 55 吉田 豊 �シルクレーシング 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 512＋ 61：38．9クビ 2．4�
812 リースリング 牝4栗 55 戸崎 圭太池谷 誠一氏 竹内 正洋 新ひだか 桜井牧場 458± 01：39．43 12．6�
69 � リストワール 牝4黒鹿55 三浦 皇成 	ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか ケイアイファーム 464± 01：40．03� 167．2

57 リンガスアリュール 牝4栗 55 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 518－ 41：40．1� 21．8�
45 カズノネネヒメ 牝3鹿 53 勝浦 正樹鈴木 可一氏 小西 一男 浦河 谷川牧場 444＋161：40．2クビ 35．5�
11 マッカナバラ 牝3芦 53 和田 竜二	協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 446－ 61：40．3� 127．3
710 パルパルパピヨン 牝3鹿 53

51 △石川裕紀人堀口 晴男氏 尾形 和幸 新ひだか 田中 裕之 470± 0 〃 クビ 38．3�
33 テ イ ア 牝3鹿 53 江田 照男�ミルファーム 伊藤 大士 新ひだか 岡田スタツド 426＋ 21：40．72� 99．0�
44 � パイストロピカル 牝4鹿 55

52 ▲野中悠太郎�ミルファーム 根本 康広 浦河 ミルファーム 454＋141：41．01� 310．0�
22 ファストクリス 牝3鹿 53 武士沢友治飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 436± 0 （競走中止） 24．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 27，016，600円 複勝： 44，609，400円 枠連： 16，605，600円
馬連： 72，560，100円 馬単： 37，283，000円 ワイド： 36，163，600円
3連複： 86，945，900円 3連単： 130，412，100円 計： 451，596，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 180円 � 220円 枠 連（5－8） 670円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 470円 �� 660円 �� 720円

3 連 複 ��� 2，970円 3 連 単 ��� 13，980円

票 数

単勝票数 計 270166 的中 � 55138（2番人気）
複勝票数 計 446094 的中 � 79456（2番人気）� 66108（3番人気）� 46286（4番人気）
枠連票数 計 166056 的中 （5－8） 18969（3番人気）
馬連票数 計 725601 的中 �� 41525（5番人気）
馬単票数 計 372830 的中 �� 11106（8番人気）
ワイド票数 計 361636 的中 �� 20657（4番人気）�� 13779（6番人気）�� 12646（7番人気）
3連複票数 計 869459 的中 ��� 21904（8番人気）
3連単票数 計1304121 的中 ��� 6762（40番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．5―12．7―13．0―12．2―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．1―36．6―49．3―1：02．3―1：14．5―1：26．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マ ハ ロ マ ナ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2014．11．1 東京2着

2012．3．5生 牝3鹿 母 ルピナスレイク 母母 ユメノトビラ 11戦2勝 賞金 20，100，000円
〔競走中止〕 ファストクリス号は，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。
※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。



2709110月31日 曇 良 （27東京4）第8日 第7競走 ��2，100�サラブレッド系3歳以上
発走13時35分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

22 バイタルフォース 牡3鹿 55 三浦 皇成前田 幸治氏 萩原 清 新冠 株式会社
ノースヒルズ 512＋ 42：12．1 2．8�

66 マカワオクイーン 牝3栗 53 武 豊金子真人ホール
ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 日高大洋牧場 476± 02：13．05 9．4�

55 アンヴェイルド 牡4鹿 57 C．ルメール 窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 494＋ 2 〃 アタマ 2．4�
44 ヴィンテージドール 牝3鹿 53 内田 博幸吉田 勝己氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム B500－ 22：13．31� 6．4�
810 インパルション �6鹿 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 大江原 哲 日高 出口牧場 466－ 82：13．83 31．1�
77 オーゴンボルト 牡4黒鹿57 江田 照男永田さなえ氏 畠山 吉宏 浦河 大西ファーム B516－122：14．65 28．3	
11 ボーイフレンド 牡6栗 57 横山 典弘北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 446± 02：15．77 9．8

78 レッドクラリス 牝4栗 55 北村 宏司 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 466± 02：16．65 48．1�
33 ゼロレボルシオン 牡3鹿 55 黛 弘人広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 B474－ 22：16．7� 167．0�
89 コスモポッポ 牡3黒鹿55 柴田 大知 ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 乾 皆雄 B476＋ 62：16．8� 26．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 25，390，600円 複勝： 35，347，800円 枠連： 14，200，700円
馬連： 62，847，100円 馬単： 34，827，800円 ワイド： 31，608，600円
3連複： 75，908，800円 3連単： 133，555，600円 計： 413，687，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 110円 � 190円 � 110円 枠 連（2－6） 1，870円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 480円 �� 190円 �� 410円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 6，760円

票 数

単勝票数 計 253906 的中 � 70554（2番人気）
複勝票数 計 353478 的中 � 89990（2番人気）� 27751（5番人気）� 117954（1番人気）
枠連票数 計 142007 的中 （2－6） 5862（8番人気）
馬連票数 計 628471 的中 �� 34884（6番人気）
馬単票数 計 348278 的中 �� 12325（8番人気）
ワイド票数 計 316086 的中 �� 14633（6番人気）�� 51971（1番人気）�� 17693（5番人気）
3連複票数 計 759088 的中 ��� 63221（3番人気）
3連単票数 計1335556 的中 ��� 14315（19番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．5―30．8―43．5―56．3―1：09．0―1：21．8―1：34．5―1：47．3―1：59．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バイタルフォース �
�
父 Quality Road �

�
母父 Pleasant Tap デビュー 2015．4．4 中山12着

2012．2．24生 牡3鹿 母 タップゴールド 母母 Color of Gold 6戦2勝 賞金 19，100，000円

2709210月31日 曇 良 （27東京4）第8日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走14時05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

816 グレーターロンドン 牡3鹿 55 横山 典弘窪田 康志氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 468＋101：47．8 2．4�
611 ディアコンチェルト 牡3黒鹿55 大野 拓弥ディアレスト 高木 登 新ひだか 八田ファーム 448－ 2 〃 クビ 16．6�
612 ウェルブレッド 牡3黒鹿55 C．ルメール �サンデーレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438＋ 21：48．01� 6．9�
48 シングンジョーカー 牡4黒鹿57 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 476－ 2 〃 アタマ 9．5�
715 ダイワスキャンプ 牡3鹿 55 柴田 善臣大城 敬三氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム 436＋ 4 〃 クビ 45．0�
12 ナスノセイカン 牡3鹿 55 三浦 皇成	須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社	須野牧場 460＋ 41：48．1クビ 31．5

714 メローハーモニー 牝3鹿 53 C．デムーロ 青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 454－10 〃 クビ 38．1�

（仏）

35 トーセンナチュラル 牝3黒鹿53 戸崎 圭太島川 哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ
スティファーム 422＋ 41：48．31� 9．9�

36 ヤギリヴィーナス 牝3栗 53 松岡 正海内田ヤエ子氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム 442－ 61：48．4� 72．9�
59 ロッカバラード 牡4青鹿 57

55 △石川裕紀人 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 446＋ 21：48．5� 45．5�
23 ニシノオタケビ 牡3鹿 55 内田 博幸西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 482＋ 61：48．6クビ 20．7�
24 クワトロガッツ 牡4黒鹿57 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 458＋ 6 〃 クビ 5．1�
510 ヴェルジョワーズ 牝4鹿 55 和田 竜二 �サンデーレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－ 61：48．81 124．9�
11 ダークネブラス 牡3青鹿55 武 豊 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 41：49．01� 47．1�
817 クインズラピス 牡3黒鹿55 勝浦 正樹 �クイーンズ・ランチ 田村 康仁 新ひだか 松田牧場 468＋ 61：49．1� 40．2�
47 レッドオラシオン 牡4芦 57 四位 洋文 �東京ホースレーシング 中舘 英二 千歳 社台ファーム 456－ 21：49．31� 261．2�
818 ジェイケイライアン 牡3鹿 55 江田 照男小谷野次郎氏 菅原 泰夫 新ひだか 藤川フアーム 476－ 2 〃 ハナ 309．2�
713 ブリエアヴェニール 	3鹿 55 田辺 裕信岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか タイヘイ牧場 488＋ 21：49．72� 118．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 40，629，200円 複勝： 58，951，600円 枠連： 29，995，800円
馬連： 98，008，400円 馬単： 48，174，600円 ワイド： 52，806，500円
3連複： 125，490，100円 3連単： 156，932，500円 計： 610，988，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 300円 � 200円 枠 連（6－8） 640円

馬 連 �� 2，600円 馬 単 �� 3，110円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 410円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 4，300円 3 連 単 ��� 22，200円

票 数

単勝票数 計 406292 的中 � 134691（1番人気）
複勝票数 計 589516 的中 � 143202（1番人気）� 39256（6番人気）� 71608（3番人気）
枠連票数 計 299958 的中 （6－8） 36177（2番人気）
馬連票数 計 980084 的中 �� 29113（8番人気）
馬単票数 計 481746 的中 �� 11586（7番人気）
ワイド票数 計 528065 的中 �� 11686（10番人気）�� 35734（1番人気）�� 10385（14番人気）
3連複票数 計1254901 的中 ��� 21856（8番人気）
3連単票数 計1569325 的中 ��� 5125（38番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―24．6―36．3―48．7―1：01．0―1：13．7―1：25．4―1：36．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．1

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

・（3，5，9，12）（8，17）（1，6，15）（14，18）（4，10，16）（2，11）13，7・（3，9）（5，12，17，8）（1，6，14，15）16（4，10，11，18）13（2，7）
勝馬の
紹 介

グレーターロンドン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー 2015．2．14 東京1着

2012．5．23生 牡3鹿 母 ロンドンブリッジ 母母 オールフオーロンドン 3戦2勝 賞金 17，578，000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。



2709310月31日 曇 良 （27東京4）第8日 第9競走 ��
��1，400�

く に た ち

国 立 特 別
発走14時35分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

610 クリノコマチ 牝4栗 55 内田 博幸栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 460＋ 21：22．6 68．6�
712 ブ リ ク ス ト 牡3黒鹿55 C．ルメール �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 476－ 6 〃 クビ 1．6�
814 ビヨンジオール 牡3鹿 55 戸崎 圭太林 正道氏 的場 均 新ひだか 城地 清満 500＋ 21：22．81� 6．7�
33 	 シーギリヤガール 牝5栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 日高 新生ファーム 460＋ 61：22．9クビ 26．8�
46 カシノピカチュウ 牡5鹿 57 松岡 正海柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 486＋ 4 〃 ハナ 12．6�
711 マイネルエスパス 牡3青鹿55 三浦 皇成 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新ひだか 木下牧場 498± 0 〃 クビ 18．0

813 スカイキューティー 牝5黒鹿55 北村 宏司杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 472－ 41：23．0クビ 101．0�
34 タカラジェニファ 牝4鹿 55 大野 拓弥村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 472－ 21：23．1
 21．0�
11 ライブリシュネル 牡5鹿 57 吉田 豊加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 6 〃 クビ 11．0
58 キッズライトオン 牡3栗 55 勝浦 正樹瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426＋ 21：23．2クビ 53．2�
45 スーパーアース 牝5黒鹿55 江田 照男岡田 牧雄氏 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 472＋ 4 〃 ハナ 44．1�
57 レッドマニッシュ 牝5黒鹿55 C．デムーロ 	東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 518＋ 2 〃 クビ 27．9�

（仏）

69 スノーエンジェル 牝3芦 53 和田 竜二三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 454－ 61：23．3� 19．6�
22 ジーニマジック 牝5鹿 55 田辺 裕信田所 英子氏 小笠 倫弘 日高 天羽牧場 480－ 41：23．62 35．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 39，955，600円 複勝： 61，853，800円 枠連： 25，201，300円
馬連： 106，361，700円 馬単： 59，835，000円 ワイド： 51，214，300円
3連複： 132，779，600円 3連単： 202，172，100円 計： 679，373，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，860円 複 勝 � 850円 � 110円 � 190円 枠 連（6－7） 1，120円

馬 連 �� 4，460円 馬 単 �� 18，550円

ワ イ ド �� 1，600円 �� 4，910円 �� 320円

3 連 複 ��� 9，670円 3 連 単 ��� 90，310円

票 数

単勝票数 計 399556 的中 � 4659（13番人気）
複勝票数 計 618538 的中 � 9598（13番人気）� 268544（1番人気）� 62492（2番人気）
枠連票数 計 252013 的中 （6－7） 17298（6番人気）
馬連票数 計1063617 的中 �� 18473（13番人気）
馬単票数 計 598350 的中 �� 2418（41番人気）
ワイド票数 計 512143 的中 �� 7693（15番人気）�� 2432（51番人気）�� 47071（1番人気）
3連複票数 計1327796 的中 ��� 10295（34番人気）
3連単票数 計2021721 的中 ��� 1623（262番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．0―24．7―36．7―48．8―1：00．1―1：11．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F33．8
3 11，3，10（1，13）4（6，12）（8，14）（2，9）7，5 4 11，3－10（1，13）4（6，12）（8，14）（2，9）7，5

勝馬の
紹 介

クリノコマチ �
�
父 サンライズペガサス �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2013．8．25 函館1着

2011．2．11生 牝4栗 母 コパノマルコリーニ 母母 ステファーナ 26戦3勝 賞金 59，186，000円
※クリノコマチ号・スノーエンジェル号・タカラジェニファ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

2709410月31日 曇 良 （27東京4）第8日 第10競走 ��
��2，100�

あ か ふ じ

赤富士ステークス
発走15時10分 （ダート・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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

24 ショウナンアポロン 牡5鹿 57 横山 典弘国本 哲秀氏 古賀 史生 洞�湖 メジロ牧場 510＋ 62：11．8 8．3�
36 クライスマイル 牡4黒鹿57 柴田 善臣小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 466＋122：12．54 4．6�
12 ファイヤーロック 牡4黒鹿57 武 豊金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 474＋ 62：12．71 8．6�
35 キープインタッチ 牡5鹿 57 戸崎 圭太村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 508＋ 4 〃 クビ 3．2�
11 セイカフォルテ 牡7鹿 57 吉田 豊久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 454＋ 62：12．8	 126．5�
48 キネオイーグル 牡4鹿 57 C．ルメール 吉田 千津氏 高柳 瑞樹 栃木 恵比寿興業株式

会社	須野牧場 512＋ 8 〃 アタマ 9．7

611 オリオンザジャパン 
5芦 57 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 武 牧場 464－182：13．22� 41．1�
713 トウショウギフト 牡6鹿 57 岩部 純二トウショウ産業� 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 544＋142：13．3クビ 81．3�
47 トーセンハルカゼ 牡5鹿 57 松岡 正海島川 哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 484－ 22：13．4� 14．7�
59 メガオパールカフェ 牡4栗 57 四位 洋文西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 544＋ 62：13．72 9．0�
510 ドラゴンピース 牡6鹿 57 北村 宏司窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 498＋ 82：13．8� 26．6�
815� エーシンザヘッド 牡5栗 57 三浦 皇成�栄進堂 大久保龍志 米 Nursery Place

& Partners 468－14 〃 クビ 48．7�
714 オメガスカイツリー 
7黒鹿57 江田 照男原 子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 494－ 82：14．54 106．0�
612 ベルウッドテラス 牡5鹿 57 C．デムーロ 鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 日高 オリオンファーム 512＋ 82：14．71� 14．1�

（仏）

816 ポセイドンバローズ 牡5栗 57 大野 拓弥猪熊 広次氏 武田 博 新冠 新冠橋本牧場 B462± 02：15．33� 59．1�
23 コスモナイスガイ 牡5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 B560＋202：16．57 107．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，403，300円 複勝： 59，124，000円 枠連： 37，154，100円
馬連： 144，837，100円 馬単： 59，124，700円 ワイド： 59，073，800円
3連複： 175，275，500円 3連単： 217，684，200円 計： 792，676，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 280円 � 210円 � 280円 枠 連（2－3） 800円

馬 連 �� 2，200円 馬 単 �� 4，970円

ワ イ ド �� 890円 �� 1，420円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 7，200円 3 連 単 ��� 42，700円

票 数

単勝票数 計 404033 的中 � 38485（3番人気）
複勝票数 計 591240 的中 � 53577（3番人気）� 81383（2番人気）� 52341（4番人気）
枠連票数 計 371541 的中 （2－3） 35653（3番人気）
馬連票数 計1448371 的中 �� 50966（8番人気）
馬単票数 計 591247 的中 �� 8911（17番人気）
ワイド票数 計 590738 的中 �� 17369（8番人気）�� 10517（16番人気）�� 14854（11番人気）
3連複票数 計1752755 的中 ��� 18245（24番人気）
3連単票数 計2176842 的中 ��� 3696（138番人気）

ハロンタイム 7．5―11．4―12．7―13．0―12．9―12．9―13．0―13．2―12．2―11．2―11．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．5―18．9―31．6―44．6―57．5―1：10．4―1：23．4―1：36．6―1：48．8―2：00．0

コーナー
通過順位

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

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

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5鹿 母 メジロアルドラ 母母 メジロロベルタ 35戦4勝 賞金 90，630，000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） 3頭 ケルヴィンサイド号・スギノハルバード号・リアライズブラザー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



2709510月31日 曇 良 （27東京4）第8日 第11競走 ��
��1，600�第4回アルテミスステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左）
牝，2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 28，000，000円 11，000，000円 7，000，000円 4，200，000円 2，800，000円
付 加 賞 525，000円 150，000円 75，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．5
1：32．3

良
良

814 デンコウアンジュ 牝2黒鹿54 田辺 裕信田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 448－181：34．1 82．8�
815 メジャーエンブレム 牝2栗 54 C．ルメール �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 494－ 2 〃 クビ 2．2�
610 クロコスミア 牝2黒鹿54 勝浦 正樹大塚 亮一氏 西浦 勝一 浦河 小島牧場 406± 01：34．31� 31．7�
34 ペプチドサプル 牝2黒鹿54 四位 洋文沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 448－ 41：34．51� 51．5�
58 ウインファビラス 牝2芦 54 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 460＋ 81：34．6� 9．0	
611 エスティタート 牝2鹿 54 武 豊 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430－ 41：34．81� 8．0

713 カイザーバル 牝2黒鹿54 C．デムーロ �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 476－ 41：34．9クビ 3．6�

（仏）

23 ウインクルサルーテ 牝2鹿 54 柴田 善臣�有能 高橋 亮 浦河 丸幸小林牧場 412＋101：35．11� 69．0�
47 トモジャクール 牝2黒鹿54 田中 勝春吉冨 学氏 栗田 徹 浦河 笹島 政信 434± 01：35．52� 305．2
59 テイケイレーヴ 牝2鹿 54 内田 博幸兼松 忠男氏 荒川 義之 洞	湖 レイクヴィラファーム 494± 0 〃 クビ 63．7�
11 
 ジープルメリア 牝2黒鹿54 和田 竜二 �キャピタル・システム 南井 克巳 米

Betz Thorough-
breds, Werner &
Humphrey

442－ 4 〃 ハナ 110．9�
22 ク ナ ウ 牝2鹿 54 大野 拓弥�北島牧場 松山 将樹 平取 北島牧場 474－ 21：35．6クビ 40．0�
35 ビービーバーレル 牝2栗 54 戸崎 圭太坂東 勝彦氏 中舘 英二 浦河 絵笛牧場 480＋10 〃 アタマ 7．8�
712 シ ト ロ ン 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 見上牧場 436＋ 21：35．92 164．3�
46 マシェリガール 牝2黒鹿54 横山 典弘島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 492＋ 81：36．43 32．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 131，079，800円 複勝： 159，432，400円 枠連： 69，560，500円
馬連： 375，657，700円 馬単： 177，431，700円 ワイド： 152，630，300円
3連複： 475，365，000円 3連単： 773，874，500円 計： 2，315，031，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，280円 複 勝 � 1，620円 � 120円 � 460円 枠 連（8－8） 7，580円

馬 連 �� 10，450円 馬 単 �� 28，670円

ワ イ ド �� 3，240円 �� 16，950円 �� 990円

3 連 複 ��� 51，180円 3 連 単 ��� 516，620円

票 数

単勝票数 計1310798 的中 � 12651（12番人気）
複勝票数 計1594324 的中 � 16911（13番人気）� 527497（1番人気）� 67744（6番人気）
枠連票数 計 695605 的中 （8－8） 7109（22番人気）
馬連票数 計3756577 的中 �� 27853（27番人気）
馬単票数 計1774317 的中 �� 4641（68番人気）
ワイド票数 計1526303 的中 �� 11997（29番人気）�� 2251（78番人気）�� 41554（9番人気）
3連複票数 計4753650 的中 ��� 6965（117番人気）
3連単票数 計7738745 的中 ��� 1086（834番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．1―12．4―12．6―11．9―11．1―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．8―34．9―47．3―59．9―1：11．8―1：22．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デンコウアンジュ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 マリエンバード デビュー 2015．10．3 阪神5着

2013．4．8生 牝2黒鹿 母 デンコウラッキー 母母 メイショウユリヒメ 3戦2勝 賞金 34，225，000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。

2709610月31日 曇 良 （27東京4）第8日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走16時20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

11 ウインオリファン 牡3栗 55 三浦 皇成�ウイン 上原 博之 日高 千葉飯田牧場 B482＋ 81：24．5 2．9�
47 ダ ウ ト レ ス 牡4鹿 57 江田 照男�ノースヒルズ 小島 太 新冠 株式会社

ノースヒルズ 508－ 21：25．24 4．9�
59 サンタナブルー 牡3黒鹿55 和田 竜二 �ブルーマネジメント和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 452＋ 2 〃 クビ 45．8�
510 ア サ マ 牡3黒鹿55 戸崎 圭太江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 480－ 81：25．62� 8．3�
714 コンドルヒデオ 牡3鹿 55 内田 博幸 Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 小島牧場 498＋ 61：25．7� 16．9�
48 	 ブルーミーフラワー 牡4鹿 57 C．デムーロ �クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm 480－ 2 〃 クビ 29．9	
（仏）

35 スマートダイバー 牡4栗 57 武 豊大川 徹氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム 488＋ 41：25．8クビ 36．4

815	 エ ジ ル 牝5栗 55 吉田 豊吉田 和美氏 木村 哲也 米

White Cloud Bloodstock,
Jeffrey Lovinger &
Pamela Lovinger

550－ 21：26．01
 53．3�
36 ミッキージョイ 牡3鹿 55 横山 典弘野田みづき氏 萩原 清 新ひだか 矢野牧場 506＋ 4 〃 アタマ 4．6�
611 ヴ ァ ッ ハ ウ 牡3鹿 55 北村 宏司�ラ・メール 田村 康仁 新冠 赤石 久夫 488－ 4 〃 アタマ 28．6
12 � フ ィ ラ ー レ 牡4黒鹿57 柴田 大知岡 浩二氏 土田 稔 新ひだか 土居 忠吉 B458＋ 41：26．31� 37．6�
816	 ペガサスジュニア 牡4栗 57 武士沢友治鶴見 芳子氏 高橋 文雅 米 Dr. Masa-

take Iida 504± 01：26．4� 157．6�
23 ギンガメテオール 牡3芦 55 柴田 善臣森山 進氏 本間 忍 新冠 秋田牧場 498＋ 61：26．5クビ 15．2�
713 セイウンオセアン 牡3鹿 55 松岡 正海西山 茂行氏 水野 貴広 新冠 川上牧場 454＋ 41：26．92� 91．0�
24 ブラックジャガー 牡4青鹿57 田辺 裕信杉田 周作氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 468－ 21：27．21� 17．9�
612	� ウエスタンゼウス 牡4栗 57 田中 勝春 �ウエスタンファーム 大竹 正博 米 Winches-

ter Farm 560＋151：29．4大差 83．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 60，552，600円 複勝： 79，688，300円 枠連： 42，241，300円
馬連： 164，364，800円 馬単： 70，469，900円 ワイド： 77，090，300円
3連複： 204，049，100円 3連単： 286，947，800円 計： 985，404，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 180円 � 940円 枠 連（1－4） 550円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 300円 �� 2，090円 �� 2，750円

3 連 複 ��� 9，490円 3 連 単 ��� 33，780円

票 数

単勝票数 計 605526 的中 � 165965（1番人気）
複勝票数 計 796883 的中 � 163341（1番人気）� 122429（3番人気）� 15297（13番人気）
枠連票数 計 422413 的中 （1－4） 59017（1番人気）
馬連票数 計1643648 的中 �� 182599（1番人気）
馬単票数 計 704699 的中 �� 47368（1番人気）
ワイド票数 計 770903 的中 �� 77375（1番人気）�� 8706（25番人気）�� 6544（34番人気）
3連複票数 計2040491 的中 ��� 16120（27番人気）
3連単票数 計2869478 的中 ��� 6158（80番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．7―35．6―47．7―59．9―1：11．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインオリファン �
�
父 デュランダル �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2014．11．30 東京3着

2012．5．1生 牡3栗 母 レインボークイーン 母母 レインボースキー 11戦2勝 賞金 21，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（27東京4）第8日 10月31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 175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

228，670，000円
11，480，000円
1，740，000円
20，800，000円
69，873，500円
4，805，000円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
483，445，500円
692，329，700円
314，503，800円
1，290，128，300円
637，033，700円
608，277，900円
1，610，069，800円
2，352，930，900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 7，988，719，600円

総入場人員 31，216名 （有料入場人員 27，661名）
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