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3107311月23日 曇 良 （27東京5）第7日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走9時50分 （ダート・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
1：23．1
1：23．1

重
重

59 トモトモリバー 牝2鹿 54 江田 照男斉藤 等氏 本間 忍 浦河 秋場牧場 452－ 21：27．4 2．4�
815 ピントゥリッキオ 牝2鹿 54 M．デムーロ大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 有限会社

松田牧場 450－ 61：27．93 3．2�
611 コウセイオリーヴ 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 イワミ牧場 442－ 81：28．0� 5．3�
11 ミツカネプリンセス 牝2鹿 54 内田 博幸小山田 満氏 田島 俊明 浦河 畔高牧場 470－ 81：28．21 13．8�
22 デルマオイチ 牝2鹿 54

51 ▲木幡 初也浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 390＋ 2 〃 クビ 172．4�
814 アイルーロス 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中川 公成 青森 諏訪牧場 442＋ 21：28．41� 57．3	
46 キタノスズラン 牝2鹿 54 吉田 豊 �フジワラ・ファーム 土田 稔 浦河 谷口牧場 446－ 21：28．5� 7．8

610 コスモプルート 牝2栗 54 丹内 祐次 �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 420－ 61：28．6� 57．6�
23 ネクストヒロイン 牝2鹿 54 横山 典弘 �エスティファーム 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 422＋ 61：29．13 25．6�
713 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 452－ 21：29．2� 45．9
58 エンゼルトリック 牝2黒鹿54 石橋 脩泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 468± 01：30．15 150．8�
712 フジエンジェル 牝2栗 54 小島 太一藤田 達男氏 小島 太 千歳 社台ファーム 424± 01：30．31� 70．7�
34 ヒメユリハート 牝2栗 54 柴田 善臣井上 久光氏 柴田 政人 宮城 牛坂牧場 420＋ 81：30．61� 318．2�
35 ドゥーアール 牝2黒鹿54 北村 宏司 M・

Kenichiホールディング� 新開 幸一 新冠 八木 常郎 478＋141：30．81� 46．7�
47 ニシノラック 牝2栗 54

51 ▲伴 啓太西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 村上 欽哉 384－141：33．3大差 339．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 18，060，900円 複勝： 30，600，000円 枠連： 9，780，800円
馬連： 43，771，700円 馬単： 24，338，200円 ワイド： 25，061，600円
3連複： 63，490，100円 3連単： 87，008，400円 計： 302，111，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 120円 � 150円 枠 連（5－8） 320円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 160円 �� 280円 �� 430円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 2，590円

票 数

単勝票数 計 180609 的中 � 58478（1番人気）
複勝票数 計 306000 的中 � 138141（1番人気）� 54876（2番人気）� 29091（3番人気）
枠連票数 計 97808 的中 （5－8） 23169（1番人気）
馬連票数 計 437717 的中 �� 96054（1番人気）
馬単票数 計 243382 的中 �� 29382（1番人気）
ワイド票数 計 250616 的中 �� 47546（1番人気）�� 21371（2番人気）�� 12277（5番人気）
3連複票数 計 634901 的中 ��� 56981（2番人気）
3連単票数 計 870084 的中 ��� 24275（2番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―12．4―13．2―12．7―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．3―36．7―49．9―1：02．6―1：14．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トモトモリバー �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2015．10．12 東京5着

2013．4．11生 牝2鹿 母 ローズエンジェル 母母 シュガースポット 3戦1勝 賞金 7，700，000円
〔その他〕 ニシノラック号は，発走直後に他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出走取消馬 スプリングガール号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため）
※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 ケイエスフェアリー号・サトノアイリ号
（非抽選馬） 1頭 レディカリーナ号

3107411月23日 曇 良 （27東京5）第7日 第2競走 ��1，300�サラブレッド系2歳
発走10時15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

47 クリムゾンバローズ 牡2栗 55 田辺 裕信猪熊 広次氏 尾形 和幸 新冠 須崎牧場 500± 01：18．9 2．4�
611 シゲルヒラマサ 牡2芦 55 江田 照男森中 蕃氏 水野 貴広 日高 高山牧場 466＋ 41：20．39 3．9�
59 デルマジロキチ 牡2鹿 55 横山 和生浅沼 廣幸氏 的場 均 日高 ファニーヒルファーム 448± 01：20．72� 129．4�
48 ナ ナ エ 牝2鹿 54 戸崎 圭太中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 432＋ 21：20．91� 43．5�
713 メイショウトビザル 牡2青鹿55 武 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 まるとみ冨岡牧場 482± 01：21．0クビ 5．6�
36 ト ー レ ク ン 牡2鹿 55

52 ▲伴 啓太 �グランデオーナーズ 加藤 和宏 浦河 中村 雅明 408＋ 21：21．21� 62．7	
12 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 454＋ 21：21．51� 23．9�
24 アポロノホウリン 牡2鹿 55 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 468± 01：21．6� 7．3�
23 シゲルシマダイ 牡2鹿 55 内田 博幸森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 高野牧場 518＋241：22．02� 17．7
816 ア キ ツ シ マ 牡2鹿 55 田中 勝春�須野牧場 宗像 義忠 新ひだか 木田牧場 422－ 81：22．21� 199．0�
35 ユ ッ セ 牝2栗 54 松岡 正海�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 有限会社

松田牧場 466± 01：22．41� 72．3�
510 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 458－ 21：22．5� 17．7�
714 スリージェット 牡2栗 55 岩田 康誠永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 486＋ 8 〃 アタマ 46．2�
612 キリシマシアトル 牡2黒鹿55 大野 拓弥土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 448－ 21：23．67 396．8�
11 ジ ェ イ ラ ー 牝2栗 54 T．ベリー 岡田 壮史氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 432－ 21：23．7� 25．6�

（豪）

815 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 418－ 21：24．55 373．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，569，300円 複勝： 33，490，700円 枠連： 13，620，400円
馬連： 55，548，300円 馬単： 29，264，800円 ワイド： 31，666，300円
3連複： 77，414，500円 3連単： 98，427，900円 計： 362，002，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 130円 � 1，330円 枠 連（4－6） 580円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 280円 �� 3，870円 �� 2，970円

3 連 複 ��� 12，850円 3 連 単 ��� 49，070円

票 数

単勝票数 計 225693 的中 � 72307（1番人気）
複勝票数 計 334907 的中 � 70550（2番人気）� 89089（1番人気）� 3657（13番人気）
枠連票数 計 136204 的中 （4－6） 17975（1番人気）
馬連票数 計 555483 的中 �� 75488（1番人気）
馬単票数 計 292648 的中 �� 22202（1番人気）
ワイド票数 計 316663 的中 �� 35111（1番人気）�� 1885（40番人気）�� 2469（31番人気）
3連複票数 計 774145 的中 ��� 4518（38番人気）
3連単票数 計 984279 的中 ��� 1454（152番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―11．6―12．5―12．5―11．7―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．0―29．6―42．1―54．6―1：06．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリムゾンバローズ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Storm Cat デビュー 2015．6．21 東京3着

2013．2．23生 牡2栗 母 ドーニングストーム 母母 Triumph At Dawn 3戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キリシマシアトル号・ジェイラー号・クロシオサンカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成27年12月23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。
（非当選馬） 1頭 ルクナバード号
※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７日



3107511月23日 曇 良 （27東京5）第7日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走10時45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

814 ディーマジェスティ 牡2鹿 55 蛯名 正義嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 470＋ 42：01．8 2．6�
713 マウントロブソン 牡2芦 55 R．ムーア 金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 466± 0 〃 クビ 4．2�
（英）

47 ドラゴンテリー 牡2鹿 55 M．デムーロ窪田 芳郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 446＋ 42：02．22� 5．3�
11 ミヤビエンブレム 牡2黒鹿55 岩田 康誠村上 義勝氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 486± 02：02．3� 6．8�
58 シャインブライト 牡2芦 55 T．ベリー 了德寺健二氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 466－ 22：02．4� 10．1�

（豪）

35 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± 02：02．5� 24．7

22 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 488＋ 42：02．92� 14．8�
611 ルミナリースピン 牡2栗 55 戸崎 圭太中村 昭博氏 奥平 雅士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516＋ 22：03．32� 17．3�
59 ジェムクオリティ 牡2鹿 55 藤岡 康太 	シルクレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 488＋ 82：03．72� 60．5
610 ジョージフォンテン 牡2鹿 55 吉田 豊吉橋 計氏 高橋 裕 登別 登別上水牧場 456－ 62：04．23 386．9�
815 レ イ シ 牝2黒鹿54 武士沢友治加藤 信之氏 蛯名 利弘 日高 シンボリ牧場 456－ 62：04．3クビ 519．5�
34 セレンディップ 牝2栗 54

52 △石川裕紀人星野 壽市氏 上原 博之 日高 前野牧場 506± 0 〃 クビ 158．7�
712 オ ッ ド ア イ 牝2黒鹿54 津村 明秀 	ビッグレッドファーム 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 440＋ 42：04．72� 331．3�
23 コスモラフム 牡2栗 55 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 小野 次郎 新冠 コスモヴューファーム 456＋ 4 〃 アタマ 331．3�
46 シャドウファントム 牡2鹿 55 丸山 元気飯塚 知一氏 大和田 成 浦河 大北牧場 B494＋ 82：05．76 451．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，290，800円 複勝： 48，199，900円 枠連： 12，175，800円
馬連： 67，633，000円 馬単： 37，419，400円 ワイド： 38，842，900円
3連複： 93，824，400円 3連単： 128，762，500円 計： 461，148，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 140円 � 150円 枠 連（7－8） 540円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 240円 �� 340円 �� 440円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 3，680円

票 数

単勝票数 計 342908 的中 � 103823（1番人気）
複勝票数 計 481999 的中 � 131570（1番人気）� 81905（2番人気）� 67477（3番人気）
枠連票数 計 121758 的中 （7－8） 17275（1番人気）
馬連票数 計 676330 的中 �� 81387（1番人気）
馬単票数 計 374194 的中 �� 25120（1番人気）
ワイド票数 計 388429 的中 �� 44982（1番人気）�� 28888（3番人気）�� 20684（4番人気）
3連複票数 計 938244 的中 ��� 76461（1番人気）
3連単票数 計1287625 的中 ��� 25347（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．6―36．7―49．3―1：02．1―1：14．8―1：27．5―1：39．3―1：50．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

ディーマジェスティ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．9．5 札幌2着

2013．3．24生 牡2鹿 母 エルメスティアラ 母母 シンコウエルメス 3戦1勝 賞金 9，800，000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。

3107611月23日 曇 良 （27東京5）第7日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走11時15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
1：36．6
1：36．6

不良
不良

58 イーグルフェザー 牡2鹿 55 内田 博幸 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 468 ―1：40．1 9．3�
712 スケールアップ 牡2黒鹿55 岩田 康誠髙岡 義雄氏 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 494 ― 〃 クビ 7．8�
711 ティアップリバティ 牝2栗 54 大野 拓弥田中 昇氏 小野 次郎 浦河 高昭牧場 482 ―1：40．95 13．3�
34 カズノテイオー 牡2黒鹿55 江田 照男鈴木 可一氏 田村 康仁 浦河 大道牧場 474 ― 〃 アタマ 8．0�
46 キョウエイラムセス 牡2栗 55 勝浦 正樹田中 晴夫氏 萱野 浩二 青森 野々宮牧場 436 ― 〃 ハナ 5．7�
69 アオイプリンス 牡2鹿 55 M．デムーロ新谷 幸義氏 古賀 慎明 新ひだか 下屋敷牧場 522 ―1：41．43 2．3	
610 ドゥリーミン 牝2黒鹿54 田辺 裕信坂本 肇氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 472 ―1：42．57 37．0

45 アズオールウェイズ 牡2黒鹿55 T．ベリー 島川 �哉氏 成島 英春 安平 ノーザンファーム B514 ―1：42．81� 41．1�

（豪）

11 キ ッ ス イ 牡2黒鹿55 北村 宏司�ターフ・スポート勢司 和浩 日高 ナカノファーム 464 ―1：43．22� 28．7
814 レシタルウォース 牡2栗 55 柴山 雄一髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 王蔵牧場 432 ―1：43．52 80．8�
33 ヌーヴォモンド 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥村 豊 新冠 石郷岡 雅樹 484 ―1：43．6� 63．2�
22 アポロゴールド 	2栗 55 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 新冠 佐藤 静子 494 ―1：43．81 21．3�
57 タイセイスグル 牡2栗 55 戸崎 圭太田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 中前牧場 480 ― 〃 クビ 27．8�
813 モ エ イ ズ ル 牝2鹿 54 古川 吉洋石瀬 浩三氏 土田 稔 新ひだか 有限会社石川牧場 434 ―1：45．410 41．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，863，500円 複勝： 26，756，400円 枠連： 14，090，400円
馬連： 48，244，600円 馬単： 25，890，800円 ワイド： 24，360，900円
3連複： 60，542，300円 3連単： 79，779，200円 計： 303，528，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 310円 � 210円 � 370円 枠 連（5－7） 1，400円

馬 連 �� 3，160円 馬 単 �� 6，110円

ワ イ ド �� 950円 �� 1，810円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 10，650円 3 連 単 ��� 41，310円

票 数

単勝票数 計 238635 的中 � 20431（5番人気）
複勝票数 計 267564 的中 � 21274（5番人気）� 37401（3番人気）� 17590（6番人気）
枠連票数 計 140904 的中 （5－7） 7748（6番人気）
馬連票数 計 482446 的中 �� 11830（12番人気）
馬単票数 計 258908 的中 �� 3174（22番人気）
ワイド票数 計 243609 的中 �� 6749（9番人気）�� 3397（20番人気）�� 5473（13番人気）
3連複票数 計 605423 的中 ��� 4262（32番人気）
3連単票数 計 797792 的中 ��� 1400（129番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．7―37．7―50．7―1：03．7―1：16．3―1：28．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イーグルフェザー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 El Corredor 初出走

2013．4．27生 牡2鹿 母 アーリーアメリカン 母母 アメリカンマンボ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※タイセイスグル号・モエイズル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



3107711月23日 曇 良 （27東京5）第7日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時05分 （芝・左）

牝，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

23 ハマヒルガオ 牝2黒鹿54 T．ベリー 金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 478 ―1：39．7 6．0�

（豪）

24 プルメリアブーケ 牝2栗 54 戸崎 圭太吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 468 ― 〃 クビ 26．1�
715 クイックモーション 牝2鹿 54 柴山 雄一 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 456 ―1：39．8クビ 13．5�
35 スズランフェスタ 牝2鹿 54 津村 明秀鈴木 修平氏 鈴木 伸尋 新ひだか 城地 清満 454 ― 〃 アタマ 41．1�
47 テ ラ ノ ヴ ァ 牝2芦 54 M．デムーロ �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 476 ― 〃 ハナ 3．0	
714 メイクユアデイ 牝2黒鹿54 北村 宏司 �北星村田牧場 藤沢 和雄 新冠 北星村田牧場 500 ―1：40．01 6．7

817 プラウドフェロー 牝2栗 54 江田 照男ディアレストクラブ� 菊川 正達 新ひだか 増本牧場 468 ―1：40．21� 17．0�
713 ヌーベルマリエ 牝2鹿 54 武 豊前田 晋二氏 田中 剛 新冠 株式会社

ノースヒルズ 432 ― 〃 ハナ 19．4�
816 グロリアスウィナー 牝2青 54 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 420 ―1：40．3� 78．8
612 アルスフェルト 牝2黒鹿54 横山 典弘�G1レーシング 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468 ― 〃 ハナ 4．8�
48 リバーサイドパーク 牝2鹿 54 岩田 康誠�飛野牧場 森 秀行 新ひだか 飛野牧場 446 ―1：40．51� 16．2�
59 ウエルカムダンス 牝2栗 54

51 ▲井上 敏樹 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 448 ―1：40．6クビ 188．6�
818 カフェプリモ 牝2黒鹿54 内田 博幸西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 藤沢牧場 462 ―1：40．7� 58．3�
36 リーネアロッサ 牝2黒鹿54 勝浦 正樹�ターフ・スポート杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 432 ― 〃 クビ 23．9�
11 イエスウチダ 牝2栗 54 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 星野 忍 新ひだか 田中 裕之 448 ―1：40．8クビ 184．1�
12 アイリーアイリー 牝2栗 54 田中 勝春松岡 ゆか氏 加藤 和宏 日高 アイズスタッド株式会社 448 ― 〃 クビ 167．0�
510 ニジイロノカゼ 牝2黒鹿54 柴田 善臣井山 登氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 424 ―1：40．9� 201．9�
611 ア マ リ リ ス 牝2黒鹿54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 清水 英克 浦河 鳥井 征士 430 ―1：41．22 151．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，138，400円 複勝： 39，460，500円 枠連： 24，452，900円
馬連： 63，690，000円 馬単： 31，470，100円 ワイド： 34，809，100円
3連複： 79，643，500円 3連単： 97，309，500円 計： 403，974，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 240円 � 720円 � 410円 枠 連（2－2） 8，340円

馬 連 �� 8，070円 馬 単 �� 13，820円

ワ イ ド �� 2，500円 �� 1，540円 �� 4，390円

3 連 複 ��� 28，660円 3 連 単 ��� 174，620円

票 数

単勝票数 計 331384 的中 � 43552（3番人気）
複勝票数 計 394605 的中 � 50323（4番人気）� 12761（10番人気）� 24303（5番人気）
枠連票数 計 244529 的中 （2－2） 2270（18番人気）
馬連票数 計 636900 的中 �� 6111（29番人気）
馬単票数 計 314701 的中 �� 1707（51番人気）
ワイド票数 計 348091 的中 �� 3586（30番人気）�� 5936（14番人気）�� 2015（48番人気）
3連複票数 計 796435 的中 ��� 2084（94番人気）
3連単票数 計 973095 的中 ��� 404（542番人気）

ハロンタイム 13．1―11．7―13．1―13．5―13．4―12．1―11．4―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．8―37．9―51．4―1：04．8―1：16．9―1：28．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F34．9
3 ・（4，9）（3，14）（7，15）（2，5，10）17（1，18）13（12，16）6（8，11） 4 ・（4，9）14（3，7，15）（2，10）（5，17）（1，18）（12，16，13）6（8，11）

勝馬の
紹 介

ハマヒルガオ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2013．1．22生 牝2黒鹿 母 ミスアンコール 母母 ブロードアピール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 テラノヴァ号の騎手M．デムーロは，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・2番・1番）
※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 グッドフット号
※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。

3107811月23日 曇 良 （27東京5）第7日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走12時35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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

11 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 514＋ 61：25．9 2．4�

24 � フ ィ ラ ー レ 牡4黒鹿57 蛯名 正義岡 浩二氏 土田 稔 新ひだか 土居 忠吉 B454－ 41：26．11	 22．9�
36 ワイルドダラー 牡4青鹿57 内田 博幸 Him Rock Racing 和田 雄二 新ひだか 平野牧場 B504± 0 〃 クビ 5．0�
815� 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 476＋ 81：26．2クビ 13．6�
510 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 B492＋ 4 〃 クビ 10．7�
713
 ウォリアーズソウル �3鹿 56

54 △石川裕紀人 �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 514＋ 41：26．3� 3．7	
59 
 パラダイスガーデン 牝3栗 54 柴田 大知岡田 牧雄氏 栗田 博憲 米 Crossroads

Farm, LLC B472± 01：26．51 33．2

816 タイセイアニマート 牡3黒鹿56 柴田 善臣田中 成奉氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 484＋ 4 〃 ハナ 15．6�
23 � ナンヨールーク 牡4栗 57

54 ▲木幡 初也中村 德也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 藤原牧場 502± 0 〃 アタマ 217．2�
612 イデアオブクィーン 牝4芦 55 柴山 雄一益田 修一氏 石栗 龍彦 浦河 大道牧場 418－ 21：26．71 146．6
48 エストゥペンド 牡4鹿 57 松岡 正海平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上 悦夫 514＋ 2 〃 ハナ 41．3�
35 ファインライナー 牡3黒鹿56 的場 勇人井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 450＋ 21：27．02 191．5�
12 コスモシュアー 牡3芦 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高木 登 新ひだか 坂本 春雄 454－ 11：27．21 279．9�
611 ペイシャピュア 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太北所 直人氏 本間 忍 新ひだか 飯岡牧場 480＋121：27．51� 105．6�
47 
� ウエスタンパレス 牡5鹿 57 田中 勝春 �ウエスタンファーム 和田 雄二 米 Dr. Masa-

take Iida 560－181：27．81� 61．0�
714� フ ク ム ス メ 牝3鹿 54 大野 拓弥西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 荒谷 輝和 410＋ 41：29．8大差 282．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，540，300円 複勝： 38，242，300円 枠連： 18，664，400円
馬連： 66，249，600円 馬単： 34，885，500円 ワイド： 35，818，500円
3連複： 86，815，700円 3連単： 118，140，700円 計： 426，357，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 410円 � 170円 枠 連（1－2） 2，710円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 3，960円

ワ イ ド �� 950円 �� 280円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 3，230円 3 連 単 ��� 16，950円

票 数

単勝票数 計 275403 的中 � 89556（1番人気）
複勝票数 計 382423 的中 � 105574（1番人気）� 16227（7番人気）� 55656（3番人気）
枠連票数 計 186644 的中 （1－2） 5336（12番人気）
馬連票数 計 662496 的中 �� 18544（10番人気）
馬単票数 計 348855 的中 �� 6602（12番人気）
ワイド票数 計 358185 的中 �� 8994（12番人気）�� 37587（2番人気）�� 6195（17番人気）
3連複票数 計 868157 的中 ��� 20148（8番人気）
3連単票数 計1181407 的中 ��� 5053（45番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―36．2―49．1―1：01．5―1：13．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダ ウ ト レ ス �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．7．7 福島3着

2011．2．9生 牡4鹿 母 オナーリーブ 母母 カチェクリーク 20戦3勝 賞金 40，150，000円
〔発走状況〕 ダウトレス号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ヒマラヤタカコ号・ワイエムテイラー号
（非抽選馬） 1頭 ワキノハガクレ号



3107911月23日 曇 良 （27東京5）第7日 第7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）

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

48 ブラゾンドゥリス 牡3鹿 56 内田 博幸 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾形 和幸 浦河 村下 清志 514－ 21：38．4 1．5�

47 コスモボアソルテ 牡3芦 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 元茂 義一 486－ 41：38．82� 35．1�
36 トラキアンコード �3芦 56 岩田 康誠原 �子氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 496＋161：38．9	 13．0�
713 ワイルドダンサー 牡3鹿 56 R．ムーア 草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 480－ 8 〃 ハナ 5．9�

（英）

35 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 B520＋ 41：39．11 72．8	
611 ダイチトゥルース 牡4黒鹿57 武士沢友治 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 458± 01：39．2	 14．1

815 デストリーライズ 牡3鹿 56 松岡 正海広尾レース� 鹿戸 雄一 新ひだか 木村 秀則 500＋ 6 〃 アタマ 126．2�
714
 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 504＋ 61：39．3� 16．9�
510 ジャーラベンナ 牡5栗 57 津村 明秀本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 斉藤スタッド 502＋ 21：39．51� 104．5
59 シングンパワー 牡3栗 56 長岡 禎仁伊坂 重憲氏 高市 圭二 平取 川向高橋育

成牧場 490＋ 61：39．7	 36．6�
24 スループオブウォー 牡3栗 56 三浦 皇成�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 498＋181：39．8	 32．7�
612
 ユーガッタフレンド 牡4鹿 57

54 ▲木幡 初也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 B498＋ 6 〃 クビ 396．0�

816 ジュガンティーヤ 牡4青 57 横山 和生�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 B522＋ 8 〃 ハナ 65．9�
11 ヒラボクカイザー 牡3黒鹿56 北村 宏司�平田牧場 大竹 正博 浦河 高昭牧場 468＋ 21：40．01 12．3�
12 
 カンタベリーバロン 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎峰 哲馬氏 二本柳俊一 新冠 佐藤 静子 468＋ 61：41．9大差 464．3�
23 
 ルーナヴェント 牡3鹿 56 柴山 雄一中西 功氏 谷原 義明 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 500± 01：42．53� 445．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，958，300円 複勝： 96，942，500円 枠連： 21，129，500円
馬連： 77，695，500円 馬単： 51，341，800円 ワイド： 45，357，900円
3連複： 103，528，500円 3連単： 182，271，100円 計： 612，225，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 530円 � 270円 枠 連（4－4） 2，170円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 2，810円

ワ イ ド �� 910円 �� 410円 �� 3，410円

3 連 複 ��� 5，730円 3 連 単 ��� 20，600円

票 数

単勝票数 計 339583 的中 � 178317（1番人気）
複勝票数 計 969425 的中 � 675859（1番人気）� 14451（9番人気）� 34326（5番人気）
枠連票数 計 211295 的中 （4－4） 7523（7番人気）
馬連票数 計 776955 的中 �� 29980（8番人気）
馬単票数 計 513418 的中 �� 13675（9番人気）
ワイド票数 計 453579 的中 �� 12566（8番人気）�� 30912（3番人気）�� 3152（32番人気）
3連複票数 計1035285 的中 ��� 13541（21番人気）
3連単票数 計1822711 的中 ��� 6413（66番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―36．7―48．8―1：01．6―1：13．8―1：25．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラゾンドゥリス �
�
父 ノボジャック �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2014．12．20 中京6着

2012．6．2生 牡3鹿 母 ブライアンズソノ 母母 シスターソノ 7戦2勝 賞金 19，700，000円
〔発走状況〕 シングンパワー号は，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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 クイーンマグノリア号・コピーライター号・ダノンロンシャン号・ルヴァンカー号
※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。

3108011月23日 曇 良 （27東京5）第7日 第8競走 ��3，110�
しゅうよう

秋陽ジャンプステークス
発走13時40分 （ 芝 ）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，J・GⅠ競走1着馬5�増，J・
GⅡ競走1着馬3�増，J・GⅢ競走1着馬1�増，収得賞金400万円以下の馬1�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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード3：24．8良

11 マキオボーラー 牡5黒鹿60 平沢 健治猪野毛雅人氏 五十嵐忠男 浦河 馬道 繁樹 476＋ 23：29．0 4．9�
813 カッパドキア 牡5黒鹿59 西谷 誠寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 478＋143：29．85 18．5�
22 カ ウ ウ ェ ラ 牡5青鹿59 浜野谷憲尚 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 470＋ 23：30．01 84．7�
711 マイネルミランダス 牡4栗 59 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 474＋ 43：30．42� 77．4�
44 エーシンホワイティ 牡8鹿 61 北沢 伸也�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 524＋ 23：30．93 1．7	
812 タマモプラネット 牡5芦 60 小坂 忠士タマモ� 南井 克巳 新ひだか 前田牧場 476－183：31．53� 17．5

33 ミュゼリトルガール 牝4鹿 57 大江原 圭坂本 肇氏 大江原 哲 新冠 若林牧場 430－ 6 〃 クビ 18．5�
710� トーセンハナミズキ 牝5鹿 57 小野寺祐太島川 �哉氏 成島 英春 安平 ノーザンファーム 476＋ 43：31．81� 30．5
45 マイネルピクトル 牡4鹿 60 石神 深一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新ひだか 大典牧場 506＋103：32．11� 27．5�
57 サンライズロイヤル 牡6鹿 60 植野 貴也松岡 隆雄氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 536－123：33．8大差 10．3�
69 ハヤブサフィーバー 牡6栗 59 草野 太郎武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 494＋ 83：37．3大差 109．7�
56 ダノンゴールド 	6黒鹿60 五十嵐雄祐�ダノックス 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B528－16 （競走中止） 9．2�
68 � クリノテンペスタ 牡8栗 59 上野 翔栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 484＋ 4 （競走中止） 175．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 27，038，800円 複勝： 40，410，500円 枠連： 21，396，900円
馬連： 63，060，700円 馬単： 43，330，000円 ワイド： 32，519，100円
3連複： 88，027，300円 3連単： 163，570，200円 計： 479，353，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 240円 � 660円 � 2，460円 枠 連（1－8） 1，880円

馬 連 �� 4，520円 馬 単 �� 8，230円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 5，640円 �� 11，640円

3 連 複 ��� 125，030円 3 連 単 ��� 536，590円

票 数

単勝票数 計 270388 的中 � 43937（2番人気）
複勝票数 計 404105 的中 � 52888（2番人気）� 15065（7番人気）� 3720（11番人気）
枠連票数 計 213969 的中 （1－8） 8782（7番人気）
馬連票数 計 630607 的中 �� 10792（13番人気）
馬単票数 計 433300 的中 �� 3944（24番人気）
ワイド票数 計 325191 的中 �� 6576（12番人気）�� 1468（42番人気）�� 707（57番人気）
3連複票数 計 880273 的中 ��� 528（139番人気）
3連単票数 計1635702 的中 ��� 221（618番人気）
上り 1マイル 1：49．9 4F 54．2－3F 40．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マキオボーラー �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2012．10．1 阪神8着

2010．4．12生 牡5黒鹿 母 パルティシオン 母母 ポーラリヴァール 障害：12戦3勝 賞金 59，434，000円
〔発走状況〕 ダノンゴールド号は，枠入り不良。
〔競走中止〕 クリノテンペスタ号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため2周目2コーナーで競走中止。

ダノンゴールド号は，競走中に異常歩様となったため2周目3コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 ダノンゴールド号は，競走中に異常歩様となったことについて障害調教再審査〔平地調教を含む〕。



3108111月23日 小雨 良 （27東京5）第7日 第9競走 ��
��2，100�

い せ ざ き

伊 勢 佐 木 特 別
発走14時15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 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
2：06．7
2：05．9

良
良

713 アカノジュウハチ 牡4芦 57 田中 勝春根本 忠義氏 尾関 知人 平取 坂東牧場 504± 02：11．5 5．3�
35 カレングラスジョー 牡5栗 57 戸崎 圭太鈴木 隆司氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 514－102：11．92� 15．9�
47 ムーンレンジャー 牡3黒鹿55 柴田 善臣大川 �史氏 本間 忍 新ひだか 岡田牧場 516－ 42：12．0� 4．2�
58 ショウナンバローネ 牡3鹿 55 田辺 裕信国本 哲秀氏 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 502＋12 〃 アタマ 37．0�
22 	 デ ブ リ ン 牡3栗 55 岩田 康誠一村 哲也氏 森 秀行 米 T/C Sta-

ble, LLC 508± 02：12．1� 37．3�
712 ステージジャンプ 牡5鹿 57 内田 博幸合同会社小林英一

ホールディングス 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 500± 02：12．31
 9．4	
59 ポルトボナール 牡3黒鹿55 石川裕紀人後藤 英成氏 武井 亮 森 笹川大晃牧場 480－ 82：12．62 16．4

610 ロ ジ テ ー ル 牡6鹿 57 大野 拓弥久米田正明氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 472± 02：12．7� 30．6�
815 プリンスダム 牡4黒鹿57 M．デムーロ �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B490＋ 22：12．91
 9．6
23 セイカアヴァンサ 牡3鹿 55 柴山 雄一久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 454＋ 22：13．43 47．9�
11 ツクバホシノオー 牡4鹿 57 勝浦 正樹荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 500± 0 〃 アタマ 70．2�
46 リーゼントブルース 牡6芦 57 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 B482± 02：13．61 85．2�
34 ヘルツフロイント 牡4黒鹿57 北村 宏司 �グリーンファーム古賀 慎明 千歳 社台ファーム 492＋12 〃 クビ 22．6�
611 ジャッカスバーク 牡4黒鹿57 R．ムーア �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 B526－ 42：13．7クビ 3．1�
（英）

814 ヴィルトグラーフ �5鹿 57 江田 照男 �シルクレーシング 牧 光二 平取 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B540＋ 82：15．6大差 230．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 43，591，600円 複勝： 71，423，600円 枠連： 34，493，700円
馬連： 132，533，100円 馬単： 55，359，800円 ワイド： 62，904，200円
3連複： 170，555，900円 3連単： 216，633，400円 計： 787，495，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 160円 � 360円 � 190円 枠 連（3－7） 1，190円

馬 連 �� 4，590円 馬 単 �� 7，250円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 690円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 8，230円 3 連 単 ��� 51，830円

票 数

単勝票数 計 435916 的中 � 65487（3番人気）
複勝票数 計 714236 的中 � 132041（2番人気）� 41087（6番人気）� 103347（3番人気）
枠連票数 計 344937 的中 （3－7） 22383（4番人気）
馬連票数 計1325331 的中 �� 22374（17番人気）
馬単票数 計 553598 的中 �� 5721（27番人気）
ワイド票数 計 629042 的中 �� 11616（15番人気）�� 24448（5番人気）�� 9182（24番人気）
3連複票数 計1705559 的中 ��� 15532（25番人気）
3連単票数 計2166334 的中 ��� 3030（157番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．2―30．5―43．0―55．4―1：08．0―1：20．4―1：33．4―1：46．0―1：58．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アカノジュウハチ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Rubiano デビュー 2013．11．30 中山1着

2011．3．30生 牡4芦 母 ル ビ ア 母母 Dazzling Dixie 12戦4勝 賞金 47，879，000円
※出走取消馬 バイタルフォース号（疾病〔右前挫跖〕のため）
※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 レッドエンブレム号
※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。

3108211月23日 曇 良 （27東京5）第7日 第10競走 ��1，400�
た か の す や ま

鷹 巣 山 特 別
発走14時50分 （芝・左）

牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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 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

35 � ホッコーアムール 牝5青 55 三浦 皇成矢部 道晃氏 飯田 祐史 日高 川端 正博 460－101：22．0 17．3�
12 レッドカーラ 牝3黒鹿54 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 426－ 4 〃 クビ 5．1�
23 � レインボーラヴラヴ 牝4青鹿55 内田 博幸飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 450－ 21：22．1クビ 10．1�
11 スターファセット 牝3鹿 54 戸崎 圭太吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 444－ 21：22．2� 11．8�
713 ショウナンアズサ 牝5鹿 55 柴田 善臣国本 哲秀氏 高野 友和 日高 シンボリ牧場 B522－101：22．3� 140．4�
47 チョコレートバイン 牝4鹿 55 T．ベリー 	社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 446＋ 21：22．4� 4．2


（豪）

818 ラインハート 牝4鹿 55 北村 宏司 P.S．スライ氏 須貝 尚介 平取 坂東牧場 B460－ 81：22．5� 25．2�
24 � ハ ナ フ ブ キ 牝4黒鹿55 蛯名 正義幅田 昌伸氏 武井 亮 浦河 有限会社

吉田ファーム 418－ 61：22．6� 28．1�
48 � 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 470＋101：22．81 68．2
714 コ リ ー ヌ 牝6鹿 55 田辺 裕信�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 464± 0 〃 クビ 7．8�
715 レーヌドブリエ 牝3栗 54 吉田 豊 	シルクレーシング 矢作 芳人 洞	湖 レイクヴィラファーム 420－ 41：23．01� 8．4�
817 フェブノヘア 牝4栗 55 石橋 脩釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 454－ 8 〃 ハナ 118．3�
611 タイセイララバイ 牝4青鹿55 R．ムーア 田中 成奉氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 476－ 4 〃 ハナ 19．5�

（英）

59 ネオヴィクトリア 牝5黒鹿55 M．デムーロ小林 仁幸氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 452－101：23．1� 13．4�
510 セトノフラッパー 牝5栗 55 古川 吉洋難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 454＋ 61：23．31
 30．5�
612 ゴールドシャンティ 牝3黒鹿54 丸山 元気大久保和夫氏 和田 雄二 新ひだか 静内酒井牧場 414－ 61：23．51
 35．4�
36 レオフラッパー 牝3栗 54 横山 典弘�レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 472± 01：23．6� 35．7�
816 サンマルホウセキ 牝4鹿 55 武 豊相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 448＋ 21：24．02� 61．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 49，389，100円 複勝： 77，476，100円 枠連： 50，944，100円
馬連： 177，503，400円 馬単： 71，408，500円 ワイド： 80，672，900円
3連複： 236，122，500円 3連単： 309，870，200円 計： 1，053，386，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，730円 複 勝 � 530円 � 200円 � 310円 枠 連（1－3） 1，980円

馬 連 �� 4，090円 馬 単 �� 9，820円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 2，480円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 13，700円 3 連 単 ��� 91，130円

票 数

単勝票数 計 493891 的中 � 22729（8番人気）
複勝票数 計 774761 的中 � 32974（8番人気）� 119420（2番人気）� 64462（5番人気）
枠連票数 計 509441 的中 （1－3） 19921（7番人気）
馬連票数 計1775034 的中 �� 33623（14番人気）
馬単票数 計 714085 的中 �� 5449（33番人気）
ワイド票数 計 806729 的中 �� 13308（14番人気）�� 8231（26番人気）�� 18866（10番人気）
3連複票数 計2361225 的中 ��� 12926（35番人気）
3連単票数 計3098702 的中 ��� 2465（257番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．0―12．5―11．2―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―35．4―47．9―59．1―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ホッコーアムール �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 ダンスインザダーク

2010．6．2生 牝5青 母 ホッコーエクレール 母母 ホッコーシャープ 28戦2勝 賞金 44，002，000円
初出走 JRA ［他本会外：1戦0勝］

※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 ジョーヌダンブル号・マダムジルウェット号
※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。

２レース目



3108311月23日 曇 良 （27東京5）第7日 第11競走 ��
��1，800�第20回東京スポーツ杯2歳ステークス（ＧⅢ）

発走15時25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

東京スポーツ杯（1着）
賞 品

本 賞 32，000，000円 13，000，000円 8，000，000円 4，800，000円 3，200，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．9
1：45．9

良
良

810 スマートオーディン 牡2黒鹿55 武 豊大川 徹氏 松田 国英 新冠 スカイビーチステーブル 482－ 61：49．5 7．0�
79 プロディガルサン 牡2鹿 55 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 488－ 81：49．71 3．6�
11 マイネルラフレシア 牡2栗 55 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 440＋ 8 〃 クビ 11．5�
66 キラージョー 牡2栗 55 藤岡 康太河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 498± 01：49．8クビ 8．1�
33 ハレルヤボーイ 牡2栗 55 横山 典弘島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 446＋ 41：49．9� 41．9	
811 タイセイサミット 牡2栗 55 R．ムーア 田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 492－ 2 〃 ハナ 25．5


（英）

22 アグレアーブル 牝2青鹿54 岩田 康誠 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：50．11� 5．2�
44 ロ ス カ ボ ス 牡2黒鹿55 M．デムーロ吉田 照哉氏 高野 友和 千歳 社台ファーム 498－ 2 〃 クビ 2．9
78 レインボーライン 牡2鹿 55 蛯名 正義三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 436－ 6 〃 アタマ 37．2�
55 ダイワリアクション 牡2鹿 55 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 508＋ 61：51．27 160．2�
67 カミノライデン 牡2鹿 55 柴山 雄一村上 正喜氏 高市 圭二 青森 ワールドファーム 442－ 21：51．41� 255．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 217，687，200円 複勝： 214，299，700円 枠連： 79，416，800円
馬連： 568，696，700円 馬単： 297，509，100円 ワイド： 216，605，200円
3連複： 717，033，900円 3連単： 1，556，409，500円 計： 3，867，658，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 190円 � 150円 � 240円 枠 連（7－8） 700円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 3，220円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，030円 �� 630円

3 連 複 ��� 3，590円 3 連 単 ��� 20，880円

票 数

単勝票数 計2176872 的中 � 246813（4番人気）
複勝票数 計2142997 的中 � 276220（4番人気）� 429226（2番人気）� 198625（5番人気）
枠連票数 計 794168 的中 （7－8） 87159（2番人気）
馬連票数 計5686967 的中 �� 320740（5番人気）
馬単票数 計2975091 的中 �� 69148（13番人気）
ワイド票数 計2166052 的中 �� 115620（5番人気）�� 51544（14番人気）�� 87835（8番人気）
3連複票数 計7170339 的中 ��� 149536（14番人気）
3連単票数 計15564095 的中 ��� 54033（73番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．3―12．4―13．1―13．4―11．5―10．9―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―36．9―49．3―1：02．4―1：15．8―1：27．3―1：38．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F33．7

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

勝馬の
紹 介

スマートオーディン �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 Alzao デビュー 2015．9．20 阪神1着

2013．2．20生 牡2黒鹿 母 レディアップステージ 母母 She’s The Tops 3戦2勝 賞金 45，819，000円
〔制裁〕 スマートオーディン号の騎手武豊は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：11番）

スマートオーディン号の騎手武豊は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：9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。

3108411月23日 曇 良 （27東京5）第7日 第12競走 ��1，400�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
1：19．6
1：19．0

良
良

47 シルヴァーコード 牝3芦 54 T．ベリー 田上 雅春氏 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 61：21．6 12．4�
（豪）

12 インストアイベント 牡5栗 57 横山 和生 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 490± 01：21．92 20．6�
48 ファンシーリシェス 牝3鹿 54 戸崎 圭太原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 450－ 8 〃 クビ 13．8�
35 ロンバルディア 牡3鹿 56 岩田 康誠村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 462－ 21：22．0クビ 3．2�
816 サクラディソール 牝5鹿 55 M．デムーロ�さくらコマース尾関 知人 千歳 社台ファーム 440＋ 2 〃 ハナ 4．5	
510 コスモヨハネ 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 498± 0 〃 クビ 66．7

23 プルガステル 牡3青鹿56 柴山 雄一 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 470＋101：22．21 29．2�
11 コスモイノセント 牡4青鹿57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 友田牧場 468± 0 〃 クビ 66．4�
36 アブソリュカフェ 牡4黒鹿57 武 豊西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 494＋ 61：22．3クビ 37．1
713 ダイワズットラブ 牝3栗 54 三浦 皇成大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 442＋ 21：22．4� 134．6�
818 ジャストフォーユー 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 478＋14 〃 ハナ 44．6�

24 フクノグローリア 牝3黒鹿54 勝浦 正樹福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新冠 対馬 正 442－ 81：22．5� 44．3�
612 レッドブラッサム 牝3黒鹿54 田中 勝春 �東京ホースレーシング 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 444＋ 61：22．71� 52．5�
715 ワラッチャオ 牝3青鹿54 北村 宏司小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 田中 裕之 478＋ 4 〃 ハナ 9．4�
817� ムーンドロップ 牡4鹿 57

54 ▲木幡 初也�Basic 小野 次郎 平取 二風谷ファーム 448＋ 6 〃 ハナ 115．6�
59 ニシノクラッチ 牡3黒鹿56 田辺 裕信西山 茂行氏 尾形 和幸 浦河 高昭牧場 504＋121：22．8クビ 5．7�
714 ウンプテンプ 牡4鹿 57 柴田 善臣青山 洋一氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 492－ 61：23．33 17．8�
611 リュクサンブール 牡4鹿 57 横山 典弘村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 466＋ 41：23．72� 88．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 60，467，600円 複勝： 84，021，000円 枠連： 48，479，900円
馬連： 177，594，600円 馬単： 72，666，100円 ワイド： 85，504，800円
3連複： 239，884，700円 3連単： 333，704，900円 計： 1，102，323，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 430円 � 490円 � 410円 枠 連（1－4） 3，930円

馬 連 �� 9，420円 馬 単 �� 17，210円

ワ イ ド �� 3，510円 �� 1，980円 �� 3，960円

3 連 複 ��� 31，170円 3 連 単 ��� 168，470円

票 数

単勝票数 計 604676 的中 � 38737（5番人気）
複勝票数 計 840210 的中 � 51437（6番人気）� 44345（7番人気）� 54726（5番人気）
枠連票数 計 484799 的中 （1－4） 9554（14番人気）
馬連票数 計1775946 的中 �� 14611（28番人気）
馬単票数 計 726661 的中 �� 3166（55番人気）
ワイド票数 計 855048 的中 �� 6261（33番人気）�� 11239（20番人気）�� 5534（36番人気）
3連複票数 計2398847 的中 ��� 5772（87番人気）
3連単票数 計3337049 的中 ��� 1436（468番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―11．8―11．6―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．9―46．7―58．3―1：09．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルヴァーコード �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．8．3 新潟10着

2012．3．15生 牝3芦 母 クラックコード 母母 マジックコード 10戦2勝 賞金 19，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 クィーンパレット号
※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。

追 加 記 事（第 5回東京競馬第 6日第 10 競走）
〔その他〕　　サクラプレジール号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

４レース目



（27東京5）第7日 11月23日 （祝日） 曇一時雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 185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

245，000，000円
10，960，000円
2，010，000円
22，290，000円
73，274，000円
5，753，600円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
591，595，800円
801，323，200円
348，645，600円
1，542，221，200円
774，884，100円
714，123，400円
2，016，883，300円
3，371，887，500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 10，161，564，100円

総入場人員 26，017名 （有料入場人員 23，145名）
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