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3108511月28日 晴 重 （27東京5）第8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
1：36．6
1：36．6

不良
不良

611 モンスターキング 牡2鹿 55 蛯名 正義林 正道氏 武井 亮 新冠 柏木 一則 448＋ 21：38．9 6．0�
35 ジュンザワールド 牡2鹿 55 北村 宏司河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 514＋ 21：39．64 1．5�
510 リュイールスター 牝2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム 438± 01：39．81� 22．2�
816 カキツバタチグサ 牡2鹿 55 大野 拓弥芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 様似 富田 恭司 508＋ 21：39．9� 8．3�
11 アッテンツィオーネ 牡2黒鹿55 T．ベリー 森岡 幸人氏 矢野 英一 様似 髙村 伸一 464－ 21：40．32� 7．0�

（豪）

59 テ ィ ー ソ ル 牡2鹿 55 松岡 正海	高橋ファーム 伊藤 伸一 日高 豊洋牧場 488＋141：40．51� 119．1

36 パントコート 牝2鹿 54 柴田 善臣伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 454＋ 8 〃 クビ 56．2�
47 セイムヒアー 牝2鹿 54 西村 太一	ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 420－ 21：40．6クビ 402．8�
12 リネンジェット 牡2青鹿 55

52 ▲伴 啓太戸山 光男氏 和田 雄二 日高 前川 義則 478－ 81：40．81� 347．1
714 ボーンレガシー 牡2黒鹿55 田辺 裕信 �グリーンファーム小島 茂之 千歳 社台ファーム 514＋ 41：40．9� 25．1�
815 マイネルシュロス 牡2黒鹿55 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 日高 細川牧場 456± 01：41．32� 404．6�
23 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 B450± 01：41．51� 232．4�

612 ベルウッドユウキ 牡2鹿 55
52 ▲井上 敏樹鈴木 照雄氏 和田 雄二 むかわ 市川牧場 468＋ 41：42．35 256．1�

713 カパオパンゴ 牡2黒鹿 55
53 △石川裕紀人吉田 勝己氏 田中 剛 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482± 01：42．4� 71．2�
24 サ ム ラ イ 牡2栗 55 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤牧場 488＋14 〃 クビ 42．6�
48 マジェスティガール 牝2鹿 54 江田 照男	川島牧場 牧 光二 新冠 川島牧場 512＋ 61：43．57 100．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，608，800円 複勝： 99，304，400円 枠連： 11，718，100円
馬連： 53，901，800円 馬単： 33，629，000円 ワイド： 31，675，000円
3連複： 75，879，700円 3連単： 120，451，600円 計： 449，168，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 140円 � 110円 � 270円 枠 連（3－6） 340円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 170円 �� 860円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 7，370円

票 数

単勝票数 計 226088 的中 � 29867（2番人気）
複勝票数 計 993044 的中 � 58034（2番人気）� 779080（1番人気）� 18563（5番人気）
枠連票数 計 117181 的中 （3－6） 26180（1番人気）
馬連票数 計 539018 的中 �� 103238（1番人気）
馬単票数 計 336290 的中 �� 21656（4番人気）
ワイド票数 計 316750 的中 �� 59276（1番人気）�� 7560（9番人気）�� 18318（4番人気）
3連複票数 計 758797 的中 ��� 39538（4番人気）
3連単票数 計1204516 的中 ��� 11847（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．0―47．7―1：01．0―1：13．6―1：25．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．2―3F37．9
3 16－11，8（5，13）（1，15）（4，14）10（3，6，12）7－9－2 4 16，11（8，5，13）（1，15）（4，14）10（3，6）（7，12）（9，2）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

モンスターキング �
�
父 アサクサキングス �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2015．11．7 東京2着

2013．3．30生 牡2鹿 母 カシノヴィガ 母母 グレイミスチーフ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 セイユウスプリング号・ビレッジエンペラー号・マイネルゴール号・ワイルドハーブ号
※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。

3108611月28日 晴 良 （27東京5）第8日 第2競走 ��
��1，400�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
1：21．2
1：20．3

良
良

612 エクラミレネール 牝2芦 54 内田 博幸岡田 牧雄氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 444＋ 21：23．6 11．3�
713 ロードインスパイア 牡2青鹿55 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 454＋141：23．81� 4．5�
611 テンプルツリー 牝2鹿 54 嘉藤 貴行山口功一郎氏 栗田 博憲 新冠 森 牧場 438＋ 21：24．01� 59．3�
818 ストライクショット 牝2鹿 54 T．ベリー �イージス 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 482－ 6 〃 ハナ 1．7�

（豪）

11 シ ャ ラ ラ 牝2鹿 54 浜中 俊 Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 中島牧場 448＋ 41：24．1� 9．8�
48 チェイスダウン 牡2鹿 55 勝浦 正樹畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 466＋ 81：24．2	 122．1	
12 パテティーク 牝2鹿 54 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 栗田 徹 新冠 ビッグレッドファーム 438－ 41：24．3クビ 18．9�
510 スプリングキャロル 牝2鹿 54 丸山 元気 
サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 420± 0 〃 アタマ 40．2�
24 サンダーバトル 牝2黒鹿54 田辺 裕信吉田喜代司氏 土田 稔 千歳 社台ファーム 444－ 2 〃 クビ 12．0
59 ペイルブルードット 牝2栗 54 蛯名 正義飯田 正剛氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 454－121：24．51� 24．7�
36 ヤギリジャスパー 牡2鹿 55 的場 勇人内田ヤエ子氏 高橋 義博 新ひだか 桜井牧場 518－ 21：24．92� 263．2�
47 フェアリーランド 牝2栗 54 西村 太一
ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 430＋ 61：25．21	 325．9�
714 ジンクフィンガー 牡2鹿 55 柴田 善臣加藤 厚子氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 464＋ 21：25．3	 62．6�
816 トミケンブリクセム 
2芦 55 北村 宏司冨樫 賢二氏 和田正一郎 日高 三城牧場 446＋141：25．4� 235．7�
715 タネホカホカ 牡2栗 55 江田 照男
ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 456± 0 〃 クビ 106．2�
23 サンローズピンク 牝2青鹿54 松岡 正海
ミルファーム 尾関 知人 新ひだか 斉藤 正男 414＋ 21：25．5クビ 149．7�
817 マイネルプレリー 牡2鹿 55

53 △石川裕紀人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 日高 日高大洋牧場 476± 01：26．03 330．3�

35 エリープラチナ 牝2芦 54 石橋 脩谷川 正純氏 石毛 善彦 新ひだか 坂本 智広 406＋161：27．49 509．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 24，281，600円 複勝： 51，857，800円 枠連： 17，292，300円
馬連： 55，715，700円 馬単： 33，950，100円 ワイド： 34，575，800円
3連複： 76，742，000円 3連単： 105，886，700円 計： 400，302，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 310円 � 270円 � 1，440円 枠 連（6－7） 1，720円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 5，720円

ワ イ ド �� 640円 �� 2，660円 �� 3，170円

3 連 複 ��� 15，380円 3 連 単 ��� 71，540円

票 数

単勝票数 計 242816 的中 � 17137（4番人気）
複勝票数 計 518578 的中 � 46196（3番人気）� 55278（2番人気）� 7977（10番人気）
枠連票数 計 172923 的中 （6－7） 7772（8番人気）
馬連票数 計 557157 的中 �� 17235（7番人気）
馬単票数 計 339501 的中 �� 4445（18番人気）
ワイド票数 計 345758 的中 �� 14708（6番人気）�� 3246（22番人気）�� 2709（30番人気）
3連複票数 計 767420 的中 ��� 3742（45番人気）
3連単票数 計1058867 的中 ��� 1073（192番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．2―36．8―49．5―1：00．7―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エクラミレネール �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 プラウドデボネア デビュー 2015．10．17 東京7着

2013．2．11生 牝2芦 母 シャトーサウザンド 母母 シャトールーカン 3戦1勝 賞金 6，300，000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。

第５回 東京競馬 第８日



3108711月28日 晴 良 （27東京5）第8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

510 ア ウ ェ イ ク 牝2鹿 54 北村 宏司 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 448－ 41：48．1 5．4�
715 ジ ャ ガ ン ツ 牡2鹿 55 横山 典弘 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 522－ 21：48．2� 2．6�
11 レ デ ィ バ ゴ 牝2鹿 54 武士沢友治新井原 博氏 武市 康男 浦河 村下 清志 430－ 21：48．62� 17．5�
817 シーサイドチャペル 牝2青鹿54 三浦 皇成 �社台レースホース鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428－10 〃 アタマ 35．3�
36 カ マ ク ラ 牝2黒鹿54 浜中 俊市川 義美氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 440± 0 〃 クビ 9．5�
48 アポロオスカー 牝2鹿 54 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 浦河 大北牧場 430－ 21：48．81� 7．7	
23 ギンザマトリックス 牡2栗 55 松岡 正海有馬 博文氏 水野 貴広 浦河 高昭牧場 442± 01：48．9クビ 161．6

713 キークラッカー 牡2鹿 55 吉田 豊北前孔一郎氏 土田 稔 新冠 対馬 正 494＋ 21：49．0� 61．7�
714 ベルウッドサコン 牡2黒鹿55 田辺 裕信鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 浦河 市川フアーム 446－ 2 〃 クビ 38．5�
59 レベルフラッグ 牡2鹿 55 田中 勝春吉田 照哉氏 尾形 和幸 千歳 社台ファーム 484＋121：49．21 20．9
35 ケイアイダイチャン 牡2鹿 55 内田 博幸亀田 和弘氏 加藤 征弘 新冠 石郷岡 雅樹 502＋10 〃 クビ 4．7�
818 マイネルサダクビア 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 428＋ 41：49．51� 132．0�
12 スズオーフェン 牝2鹿 54 勝浦 正樹森 達郎氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 458－ 61：49．81� 26．9�
611 シゲルマンタ 牡2鹿 55 丸山 元気森中 蕃氏 和田 雄二 新冠 長浜 秀昭 474＋121：50．11� 578．3�
612 マイネルアブリル 牡2黒鹿 55

53 △石川裕紀人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宗像 義忠 新ひだか 折手牧場 482＋ 4 〃 クビ 284．1�

47 ロ グ ラ イ ン 牝2鹿 54 蛯名 正義�G1レーシング 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450± 01：50．31� 230．6�

24 クラウンラーク 牡2鹿 55 T．ベリー 島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ
スティファーム 442－ 21：51．57 171．3�

（豪）

816 トーキョーキッド 牡2栗 55 柴山 雄一町田 武氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 454＋ 21：51．6� 126．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 26，750，000円 複勝： 42，951，300円 枠連： 19，108，400円
馬連： 62，425，400円 馬単： 32，213，100円 ワイド： 34，989，200円
3連複： 78，159，400円 3連単： 95，103，300円 計： 391，700，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 190円 � 140円 � 300円 枠 連（5－7） 700円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 2，310円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，210円 �� 810円

3 連 複 ��� 4，360円 3 連 単 ��� 17，960円

票 数

単勝票数 計 267500 的中 � 39065（3番人気）
複勝票数 計 429513 的中 � 58260（3番人気）� 100561（1番人気）� 28723（6番人気）
枠連票数 計 191084 的中 （5－7） 21123（3番人気）
馬連票数 計 624254 的中 �� 46111（2番人気）
馬単票数 計 322131 的中 �� 10458（5番人気）
ワイド票数 計 349892 的中 �� 19897（4番人気）�� 7056（14番人気）�� 10888（9番人気）
3連複票数 計 781594 的中 ��� 13431（12番人気）
3連単票数 計 951033 的中 ��� 3837（42番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．6―12．1―12．4―12．5―11．8―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―35．3―47．4―59．8―1：12．3―1：24．1―1：36．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．3―3F35．8

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

勝馬の
紹 介

ア ウ ェ イ ク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Grand Slam デビュー 2015．10．3 中山5着

2013．2．4生 牝2鹿 母 オールザウェイベイビー 母母 Lustily 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 アウェイク号の騎手北村宏司は，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：5番・6番・

14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 マイネルブルローネ号
※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。

3108811月28日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）重 （27東京5）第8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

710 ニホンピロバロン 牡5栗 60 高田 潤小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 474－ 43：29．1 5．2�
22 スズカシャトル 牡4鹿 60 林 満明永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 市川牧場 488－ 8 〃 ハナ 8．8�
79 アサクサポイント �7青鹿60 山本 康志田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 474－ 63：30．9大差 8．5�
55 メイショウオヤシオ �3栗 58 白浜 雄造松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 466＋ 63：31．53� 4．4�
68 パ ル ミ エ 牝3黒鹿56 江田 勇亮井上 修一氏 浅野洋一郎 新ひだか 元茂牧場 468＋ 63：31．6� 100．1�
812	 ジャマスルナ 牡4黒鹿60 石神 深一小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 B504＋143：31．7� 26．3�
11 ジョージジョージ 牡5栗 60 草野 太郎北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 462＋ 63：33．29 57．5	
44 	 ビットアレグロ 牡6栗 60 五十嵐雄祐礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 490＋143：34．47 27．8

33 スワンボート 牡5鹿 60 大江原 圭田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 オンワード牧場 480＋223：35．25 20．3�
811 マイケルチョウサン 牡4鹿 60 高野 和馬�チョウサン 和田 正道 平取 坂東牧場 496± 03：37．6大差 67．8
56 トワノキラメキ 牝3鹿 56 上野 翔河村 �平氏 伊藤 伸一 日高 有限会社

ケイズ 494＋143：44．5大差 61．5�
67 ピタゴラスコンマ 牡6鹿 60 金子 光希髙瀬 真尚氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 506＋ 8 （競走中止） 2．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，959，700円 複勝： 21，173，100円 枠連： 11，544，900円
馬連： 40，086，200円 馬単： 23，641，300円 ワイド： 19，416，600円
3連複： 53，486，200円 3連単： 81，263，500円 計： 269，571，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 220円 � 230円 � 270円 枠 連（2－7） 1，340円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 3，750円

ワ イ ド �� 920円 �� 840円 �� 830円

3 連 複 ��� 5，110円 3 連 単 ��� 26，200円

票 数

単勝票数 計 189597 的中 � 28957（3番人気）
複勝票数 計 211731 的中 � 26627（3番人気）� 24171（4番人気）� 19710（5番人気）
枠連票数 計 115449 的中 （2－7） 6670（6番人気）
馬連票数 計 400862 的中 �� 15040（9番人気）
馬単票数 計 236413 的中 �� 4719（15番人気）
ワイド票数 計 194166 的中 �� 5384（10番人気）�� 5970（9番人気）�� 6055（8番人気）
3連複票数 計 534862 的中 ��� 7846（14番人気）
3連単票数 計 812635 的中 ��� 2248（83番人気）
上り 1マイル 1：48．7 4F 52．4－3F 39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニホンピロバロン �
�
父 フサイチリシャール �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2012．12．8 阪神2着

2010．3．30生 牡5栗 母 ニホンピロアニカ 母母 ニホンピロプレイズ 障害：1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ピタゴラスコンマ号は，2周目8号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。



3108911月28日 晴 良 （27東京5）第8日 第5競走 ��
��1，600�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
1：33．5
1：32．3

良
良

611 フ ィ ビ ュ ラ 牝2芦 54 三浦 皇成�G1レーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 510 ―1：36．2 6．7�
24 シャリオヴァルト 牡2鹿 55 R．ムーア 前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462 ―1：36．3� 2．6�
（英）

510 シャンドランジュ 牝2青鹿54 浜中 俊 �キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 468 ―1：36．51� 8．1�
23 スカイホープ 牡2黒鹿55 北村 宏司千明牧場 国枝 栄 日高 千明牧場 482 ―1：36．71� 9．5�
818 アメジストデュー 牝2青鹿54 内田 博幸 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 520 ―1：36．91� 5．9	
816 ニシノナナツボシ 牡2青鹿55 吉田 豊西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 村上 欽哉 446 ―1：37．21	 17．0

35 ス フ ェ ー ン 牡2鹿 55 松岡 正海キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 笹地牧場 442 ―1：37．41� 90．9�
715 フレンドリトル 牡2芦 55 村田 一誠戸山 昌彦氏 加藤 和宏 日高 前川 義則 448 ―1：37．5� 233．4�
47 トルーコメント 牝2黒鹿54 田辺 裕信田島榮二郎氏 大江原 哲 新ひだか 元茂牧場 414 ―1：37．6クビ 71．0
36 ゴールデンアトム 牝2青鹿54 横山 和生永井 廣司氏 勢司 和浩 新冠 隆栄牧場 400 ― 〃 クビ 142．9�
713 アドマイヤテンホウ 牡2黒鹿55 T．ベリー 近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 456 ―1：37．81� 38．6�

（豪）

12 ボ ー シ エ ル 牡2黒鹿55 蛯名 正義 �社台レースホース二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 526 ― 〃 クビ 10．9�
59 ウインアイフォース 牡2黒鹿55 丹内 祐次�ウイン 池上 昌弘 新冠 コスモヴューファーム 420 ―1：37．9	 235．9�
714 クレッシェンド 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム 430 ―1：38．32� 15．6�
612 アルファミルキー 牝2鹿 54 丸田 恭介�貴悦 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 436 ―1：38．62 207．8�
817
 エアオブザドラゴン 牡2鹿 55 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 英 Cheveley Park

Stud Ltd 506 ―1：38．91	 63．8�
11 ユキノヴィクトリー 牡2栗 55

52 ▲井上 敏樹井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 490 ―1：39．85 104．8�
48 ピクシーカフェ 牝2鹿 54 田中 勝春西川 恭子氏 小島 太 むかわ 市川牧場 442 ―1：40．22� 75．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，512，200円 複勝： 35，913，900円 枠連： 18，536，700円
馬連： 54，288，100円 馬単： 30，283，900円 ワイド： 31，896，700円
3連複： 72，578，900円 3連単： 85，318，000円 計： 356，328，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 190円 � 130円 � 190円 枠 連（2－6） 850円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，890円

ワ イ ド �� 550円 �� 810円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，420円 3 連 単 ��� 12，980円

票 数

単勝票数 計 275122 的中 � 32795（3番人気）
複勝票数 計 359139 的中 � 42133（4番人気）� 88061（1番人気）� 43072（3番人気）
枠連票数 計 185367 的中 （2－6） 16780（3番人気）
馬連票数 計 542881 的中 �� 35710（3番人気）
馬単票数 計 302839 的中 �� 7843（8番人気）
ワイド票数 計 318967 的中 �� 15067（3番人気）�� 9643（10番人気）�� 17895（2番人気）
3連複票数 計 725789 的中 ��� 22467（1番人気）
3連単票数 計 853180 的中 ��� 4763（20番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―12．2―12．4―12．7―11．8―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．5―36．7―49．1―1：01．8―1：13．6―1：24．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F34．4
3 ・（10，14）（4，11，17，18）（12，16）9，7，1（6，13）3，2，8，15，5 4 10，14（4，17，18）11（9，12，16）7，13（6，2）（1，3，8）5，15

勝馬の
紹 介

フ ィ ビ ュ ラ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2013．3．2生 牝2芦 母 エイグレット 母母 ノーザンプリンセス 1戦1勝 賞金 7，000，000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。

3109011月28日 晴 稍重 （27東京5）第8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
1：36．6
1：36．6

不良
不良

816 タイセイスペリオル 牡2鹿 55 三浦 皇成田中 成奉氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 474 ―1：38．8 13．9�
815 ニシノファルコン 牡2黒鹿55 大庭 和弥西村 亮二氏 高橋 文雅 浦河 王蔵牧場 468 ―1：39．54 157．4�
24 ノヴァステッラ 牝2黒鹿54 浜中 俊加藤 誠氏 田中 剛 日高 新井 昭二 468 ―1：40．24 26．1�
23 ディーゼルパワー 牡2黒鹿55 勝浦 正樹吉田 千津氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 504 ―1：40．51� 65．3�
611 ア オ イ ソ ラ 牡2鹿 55 吉田 隼人�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 478 ―1：40．6� 37．0�
612 フ ル ミ リ エ 牡2栗 55 田中 勝春加藤 信之氏 藤沢 和雄 日高 モリナガファーム 510 ―1：40．7� 8．4	
36 タマモケプラー 牡2鹿 55 北村 宏司タマモ
 中竹 和也 新冠 守矢牧場 504 ― 〃 クビ 8．2�
35 ハ ネ ト 牝2鹿 54 柴田 善臣矢野 和雅氏 柴田 政人 日高 ノースガーデン 460 ―1：40．91� 24．8�
510 シャイニーゴールド 牡2栗 55 内田 博幸小林 昌志氏 池上 昌弘 新ひだか 千代田牧場 480 ―1：41．32� 28．1
59 ウィーバービル 牡2栗 55 R．ムーア �サンデーレーシング 木村 哲也 浦河 中村 雅明 530 ―1：41．83 4．6�

（英）

47 レ ア 牝2鹿 54 宮崎 北斗平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか マークリ牧場 440 ―1：42．11� 62．4�
11 クインズカハ 牡2栗 55 吉田 豊 
クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 新ひだか 松田牧場 522 ―1：42．2クビ 2．3�
12 ローゼンタール 牝2栗 54 石橋 脩岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 502 ―1：42．3� 60．4�
48 ゴールドハーツ 牝2鹿 54

52 △石川裕紀人沖田 正憲氏 萱野 浩二 日高 沖田牧場 404 ―1：42．93� 155．4�
714 ティアップストーム 牡2栗 55 大野 拓弥田中 昇氏 新開 幸一 浦河 高昭牧場 454 ― 〃 アタマ 9．9�
713 ミキノカブキ 牡2栗 55 津村 明秀谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 坂本 晴美 462 ― 〃 アタマ 257．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，823，100円 複勝： 32，775，500円 枠連： 16，790，100円
馬連： 55，662，500円 馬単： 30，627，100円 ワイド： 31，254，700円
3連複： 66，533，200円 3連単： 86，895，400円 計： 348，361，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 450円 � 3，340円 � 820円 枠 連（8－8） 37，820円

馬 連 �� 81，700円 馬 単 �� 145，380円

ワ イ ド �� 13，210円 �� 4，230円 �� 38，180円

3 連 複 ��� 665，330円 3 連 単 ��� 2，739，090円

票 数

単勝票数 計 278231 的中 � 16008（6番人気）
複勝票数 計 327755 的中 � 20909（6番人気）� 2403（15番人気）� 10540（8番人気）
枠連票数 計 167901 的中 （8－8） 344（33番人気）
馬連票数 計 556625 的中 �� 528（90番人気）
馬単票数 計 306271 的中 �� 158（166番人気）
ワイド票数 計 312547 的中 �� 609（77番人気）�� 1925（42番人気）�� 210（106番人気）
3連複票数 計 665332 的中 ��� 75（457番人気）
3連単票数 計 868954 的中 ��� 23（2254番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．4―12．7―12．7―12．6―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―36．0―48．7―1：01．4―1：14．0―1：26．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイスペリオル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ジャングルポケット 初出走

2013．3．15生 牡2鹿 母 スペシャルポケット 母母 トゥースペシャル 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 クインズコイヌール号
※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。



3109111月28日 晴 良 （27東京5）第8日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走13時10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
1：31．3
1：30．7

良
良

12 マダムジルウェット 牝4鹿 55 大野 拓弥�ラ・メール 高木 登 日高 川端 正博 498± 01：34．4 24．5�
612 ムーンマジェスティ 牡3栗 56 浜中 俊伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 424＋10 〃 クビ 12．5�
48 クィーンパレット 牝3鹿 54 石橋 脩井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 440± 01：34．5クビ 100．7�
47 サトノスティング 牡4青鹿57 内田 博幸里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム 464＋ 81：34．6� 2．5�
36 レッドオルバース 牡3栗 56 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 494＋101：34．7� 4．6�
11 サンマルティン 牡3栗 56 R．ムーア 	キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 506＋ 81：34．8	 5．8


（英）

23 アートフェスタ 牡4黒鹿57 勝浦 正樹森山 進氏 本間 忍 浦河 丸幸小林牧場 516＋10 〃 クビ 32．4�
510
 シークレットベース 牝7鹿 55 津村 明秀山口 春夫氏 和田正一郎 日高 旭 牧場 448－ 61：35．33 99．5�
611� ミ ス エ リ カ 牝3黒鹿54 T．ベリー 荒牧 政美氏 手塚 貴久 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

B522＋ 8 〃 クビ 39．8
（豪）

816 フォーワンタイキ 牡3栗 56 柴田 善臣川島 与市氏 石毛 善彦 新ひだか 猪野毛牧場 464＋16 〃 ハナ 56．5�
715 デルマサリーチャン 牝4鹿 55 吉田 隼人浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 476－ 41：35．4� 136．2�
59 ダイワバーチュー 牝3青鹿54 田辺 裕信大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 466－ 2 〃 アタマ 140．3�
818
 アンリキャトル 牡4黒鹿57 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 476＋ 6 〃 ハナ 69．0�
817� タ ピ ゴ ン 牡3栗 56 伊藤 工真窪田 康志氏 奥村 武 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

472± 0 〃 アタマ 57．5�
35 エ グ ゼ ビ ア �5黒鹿57 柴山 雄一山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 516－ 21：35．5� 17．4�
713 ミッキードラマ 牡3鹿 56 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 新ひだか 矢野牧場 520＋ 61：35．82 7．1�
24 
 アイハヴアドリーム �4青 57 吉田 豊馬場 幸夫氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 524＋ 61：36．22� 61．0�
714 カボスチャン 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 434＋ 41：36．83� 129．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 38，193，200円 複勝： 52，172，000円 枠連： 22，111，200円
馬連： 80，686，000円 馬単： 39，814，300円 ワイド： 47，595，100円
3連複： 101，940，400円 3連単： 132，334，700円 計： 514，846，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，450円 複 勝 � 530円 � 350円 � 1，780円 枠 連（1－6） 2，610円

馬 連 �� 9，460円 馬 単 �� 24，570円

ワ イ ド �� 2，050円 �� 9，900円 �� 9，760円

3 連 複 ��� 124，110円 3 連 単 ��� 931，480円

票 数

単勝票数 計 381932 的中 � 12435（7番人気）
複勝票数 計 521720 的中 � 26410（7番人気）� 42545（5番人気）� 6979（15番人気）
枠連票数 計 221112 的中 （1－6） 6557（12番人気）
馬連票数 計 806860 的中 �� 6610（26番人気）
馬単票数 計 398143 的中 �� 1215（65番人気）
ワイド票数 計 475951 的中 �� 6093（20番人気）�� 1229（74番人気）�� 1246（72番人気）
3連複票数 計1019404 的中 ��� 616（234番人気）
3連単票数 計1323347 的中 ��� 103（1524番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．6―12．3―12．2―11．7―11．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―35．4―47．7―59．9―1：11．6―1：22．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マダムジルウェット �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2013．12．7 中山3着

2011．4．28生 牝4鹿 母 ユキノチャンプ 母母 サラトガビューティ 14戦2勝 賞金 21，100，000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 コスモヨハネ号
※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。

3109211月28日 晴 稍重 （27東京5）第8日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走13時40分 （ダート・左）
1000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

35 � オ ホ ー ツ ク 牡3芦 56
54 △石川裕紀人馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Inside Move 560＋ 61：23．6 8．7�

815	 アキノアッパー 牡5栗 57 柴田 善臣穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 畑端牧場 478－ 4 〃 クビ 35．3�
611 プリサイスエース 牡4栗 57 R．ムーア 井山 登氏 奥村 武 新冠 芳住 鉄兵 506＋ 41：23．81 1．8�

（英）

59 スールキートス 牝3黒鹿54 吉田 豊�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 490＋ 4 〃 クビ 65．8�
714 トーセンマイティ 牡4鹿 57 T．ベリー 島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 508－ 2 〃 アタマ 5．7	

（豪）

612 ビ ッ グ ギ グ 牡4栗 57 横山 典弘吉田 照哉氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B526－ 41：24．01
 15．6

816 ウインオリファン 牡3栗 56 三浦 皇成�ウイン 上原 博之 日高 千葉飯田牧場 B484＋ 21：24．1クビ 6．8�
713 オメガハイヌーン 牡3鹿 56 浜中 俊原 �子氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 474＋ 41：24．42 25．0
11 ソルプレーサ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 512－ 41：24．5� 53．4�
47 ト ゥ ル ッ リ 牡3芦 56 内田 博幸�ラ・メール 田村 康仁 新冠 パカパカ

ファーム 476－ 41：24．6クビ 15．0�
510 フランチャイズ 牡6栗 57 勝浦 正樹島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム 520＋161：24．81
 383．8�
36 ラブリースター 牝6栃栗55 吉田 隼人長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 470－ 8 〃 ハナ 279．4�
48 クラーロデルナ 牡6鹿 57 横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 498＋ 2 〃 クビ 31．4�
24 ソ ラ ニ ー 牡5黒鹿 57

54 ▲井上 敏樹井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 川 啓一 500＋ 21：25．97 123．7�
12 ショウリノウタゲ 牝5鹿 55 松岡 正海平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 川端 正博 528＋ 61：27．07 153．6�

（15頭）
23 タイセイプレシャス 牡3栗 56 北村 宏司田中 成奉氏 池上 昌弘 新ひだか 前谷 武志 474± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 36，464，500円 複勝： 55，836，700円 枠連： 25，601，600円
馬連： 78，727，400円 馬単： 41，810，300円 ワイド： 42，783，300円
3連複： 87，655，800円 3連単： 115，979，200円 計： 484，858，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 240円 � 490円 � 110円 枠 連（3－8） 3，410円

馬 連 �� 12，910円 馬 単 �� 21，380円

ワ イ ド �� 3，220円 �� 410円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 7，210円 3 連 単 ��� 83，330円

票 数

単勝票数 差引計 364645（返還計 39143） 的中 � 33431（4番人気）
複勝票数 差引計 558367（返還計 74515） 的中 � 47390（4番人気）� 18288（9番人気）� 205830（1番人気）
枠連票数 差引計 256016（返還計 685） 的中 （3－8） 5802（13番人気）
馬連票数 差引計 787274（返還計200059） 的中 �� 4723（28番人気）
馬単票数 差引計 418103（返還計104595） 的中 �� 1466（54番人気）
ワイド票数 差引計 427833（返還計105975） 的中 �� 3172（29番人気）�� 29384（2番人気）�� 9099（14番人気）
3連複票数 差引計 876558（返還計392837） 的中 ��� 9109（23番人気）
3連単票数 差引計1159792（返還計518935） 的中 ��� 1009（243番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―12．0―11．9―11．9―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．5―35．5―47．4―59．3―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�オ ホ ー ツ ク �
�
父 Half Ours �

�
母父 Indian Charlie デビュー 2014．8．31 札幌2着

2012．3．22生 牡3芦 母 Pata Fresca 母母 Music Mistress 9戦3勝 賞金 30，460，000円
〔競走除外〕 タイセイプレシャス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔左前肢挫創〕を発症したため競走除外。

発走時刻6分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 タイセイプレシャス号は，平成27年11月29日から平成27年12月28日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
※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 キーブランド号・グレイスフルデイズ号・リッシンロケット号
※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。



3109311月28日 晴 稍重 （27東京5）第8日 第9競走 ��
��1，600�カ ト レ ア 賞

発走14時15分 （ダート・左）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：36．6
1：36．6

不良
不良

815� ラ ニ 牡2芦 55 内田 博幸前田 葉子氏 松永 幹夫 米 North Hills
Co. Limited 522＋ 21：37．4 3．6�

510 オーシャンビュー 牡2鹿 55 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 八木 明広 432＋ 21：37．72 82．4�
816 マイネルバサラ 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 浜口牧場 456＋ 21：37．8� 31．2�
611 ガルガンチュア 牡2栗 55 大野 拓弥渡邊 隆氏 尾形 充弘 苫小牧 藤澤 昭勝 418－ 21：38．33 163．0�
23 ナンヨーファミユ 牡2鹿 55 柴田 善臣中村 德也氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 460＋ 6 〃 ハナ 8．0�
713	 フレンドミラクル 牡2栗 55 松岡 正海横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 454＋ 41：38．4クビ 98．7	
714 クリスタルタイソン 
2黒鹿55 R．ムーア Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 486± 0 〃 クビ 3．6


（英）

59 アリオンダンス 牡2鹿 55 武士沢友治島川 �哉氏 田村 康仁 新ひだか 前川 正美 450－ 21：38．5クビ 84．5�
11 ジ ャ ル ー ズ 牝2鹿 54 北村 宏司山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 宮内牧場 442－141：38．71� 73．6
612 ファイナルコール 牡2鹿 55 T．ベリー 山田 和正氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 482－ 21：38．91� 18．2�

（豪）

48 コットンパール 牝2鹿 54 勝浦 正樹�ミルファーム 高市 圭二 日高 前野牧場 446＋ 2 〃 アタマ 365．5�
36 ロッジポールパイン 牡2青鹿55 浜中 俊大野 富生氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 512－ 21：39．11� 66．2�
24 ウィズエモーション 牝2鹿 54 柴山 雄一 �社台レースホース栗田 博憲 千歳 社台ファーム 466± 01：39．2クビ 14．9�
12 ドウカンヤマ 牡2栗 55 蛯名 正義一村 哲也氏 高木 登 新冠 ハクツ牧場 478＋ 41：40．05 19．0�
47 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 450－ 21：41．17 3．3�
35 	 ハタノキセキ 牡2鹿 55 丸山 元気 �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B470－ 41：41．52� 362．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，189，700円 複勝： 62，397，300円 枠連： 28，205，400円
馬連： 120，936，500円 馬単： 57，738，000円 ワイド： 54，991，900円
3連複： 141，076，900円 3連単： 197，251，400円 計： 707，787，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 180円 � 1，300円 � 580円 枠 連（5－8） 5，340円

馬 連 �� 14，150円 馬 単 �� 19，320円

ワ イ ド �� 4，200円 �� 1，240円 �� 8，770円

3 連 複 ��� 37，690円 3 連 単 ��� 209，680円

票 数

単勝票数 計 451897 的中 � 98971（3番人気）
複勝票数 計 623973 的中 � 122560（1番人気）� 10128（11番人気）� 24754（8番人気）
枠連票数 計 282054 的中 （5－8） 4092（17番人気）
馬連票数 計1209365 的中 �� 6621（32番人気）
馬単票数 計 577380 的中 �� 2241（51番人気）
ワイド票数 計 549919 的中 �� 3335（43番人気）�� 11760（15番人気）�� 1584（65番人気）
3連複票数 計1410769 的中 ��� 2807（90番人気）
3連単票数 計1972514 的中 ��� 682（496番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．5―12．4―12．5―12．5―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―34．9―47．3―59．8―1：12．3―1：24．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ラ ニ �
�
父 Tapit �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2015．9．13 阪神4着

2013．2．22生 牡2芦 母 Heavenly Romance 母母 First Act 4戦2勝 賞金 18，436，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 キョウエイギア号・ケイティブレイブ号・デフィノワール号・ドミナドール号・ハタノインサイト号・

ポッドガゼール号・ポロス号
※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。

3109411月28日 晴 稍重 （27東京5）第8日 第10競走 ��
��2，100�

ばんしゅう

晩秋ステークス
発走14時50分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下，26．11．29以降27．11．23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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

47 モズライジン 牡3芦 55 中谷 雄太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 474＋ 82：10．2 13．7�
612� アポロケンタッキー 牡3鹿 54 浜中 俊アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 Doug

Branham 554＋ 2 〃 ハナ 6．1�
714 セイカフォルテ 牡7鹿 53 吉田 豊久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 452－ 22：10．52 44．4�
611 キネオイーグル 牡4鹿 55 北村 宏司吉田 千津氏 高柳 瑞樹 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 520＋ 82：10．6クビ 7．9�
510 ブライトアイディア 牡5栗 55 津村 明秀小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512－ 42：10．7� 23．6	
713 オリオンザジャパン 	5芦 55 勝浦 正樹平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 武 牧場 466＋ 22：10．91
 27．9

816 スギノハルバード 牡5鹿 54 内田 博幸杉山 忠国氏 高柳 瑞樹 新ひだか 明治牧場 B492＋ 8 〃 ハナ 28．8�
12 キープインタッチ 牡5鹿 57 R．ムーア 村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 508± 02：11．1� 3．5�

（英）

23 ドラゴンピース 牡6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 B500＋ 2 〃 アタマ 33．7
815 ベルウッドテラス 牡5鹿 55 柴山 雄一鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 日高 オリオンファーム 514＋ 22：11．42 53．7�
35 ファイヤーロック 牡4黒鹿56 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム 476＋ 22：11．5
 5．2�
36 タマモネイヴィー 牡4鹿 55 三浦 皇成タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 B496± 0 〃 アタマ 13．4�
59 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 484＋ 42：11．71� 15．2�
11 � キ ャ ン バ ス 	4栗 55 横山 典弘水上 行雄氏 昆 貢 浦河 笠松牧場 B468－ 82：11．8
 15．7�
24 カ ー バ 牡6青鹿52 丸山 元気�ターフ・スポート和田 雄二 浦河 市川フアーム 504－ 62：12．22
 256．7�
48 トーセンハルカゼ 牡5鹿 55 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 486＋ 22：13．810 37．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 48，113，300円 複勝： 72，774，000円 枠連： 44，696，200円
馬連： 157，023，900円 馬単： 64，714，300円 ワイド： 76，490，000円
3連複： 203，668，600円 3連単： 252，462，800円 計： 919，943，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，370円 複 勝 � 450円 � 270円 � 790円 枠 連（4－6） 1，820円

馬 連 �� 4，520円 馬 単 �� 8，750円

ワ イ ド �� 1，820円 �� 7，350円 �� 4，720円

3 連 複 ��� 69，810円 3 連 単 ��� 356，790円

票 数

単勝票数 計 481133 的中 � 27915（6番人気）
複勝票数 計 727740 的中 � 41911（5番人気）� 78579（3番人気）� 21794（14番人気）
枠連票数 計 446962 的中 （4－6） 18994（9番人気）
馬連票数 計1570239 的中 �� 26918（15番人気）
馬単票数 計 647143 的中 �� 5543（30番人気）
ワイド票数 計 764900 的中 �� 11051（17番人気）�� 2652（88番人気）�� 4152（60番人気）
3連複票数 計2036686 的中 ��� 2188（225番人気）
3連単票数 計2524628 的中 ��� 513（1164番人気）

ハロンタイム 7．2―10．6―12．1―11．7―12．0―12．7―13．3―13．1―12．3―12．1―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―17．8―29．9―41．6―53．6―1：06．3―1：19．6―1：32．7―1：45．0―1：57．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モズライジン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ウォーニング デビュー 2015．3．8 中山3着

2012．3．24生 牡3芦 母 グランプリオーロラ 母母 ア ン ダ ン テ 9戦4勝 賞金 62，474，000円
〔制裁〕 モズライジン号の騎手中谷雄太は，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：13番・16

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。
（非当選馬） 2頭 コスモナイスガイ号・タイセイドリーム号
※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。



3109511月28日 晴 良 （27東京5）第8日 第11競走 ��
��1，600�キャピタルステークス

発走15時25分 （芝・左）
3歳以上；負担重量は，3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，26．11．29以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬2�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�
増，26．11．28以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

11 サンライズメジャー 牡6栗 56 柴山 雄一松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 480－101：33．2 15．8�
35 ワールドエース 牡6鹿 57 H．ボウマン �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 466－ 4 〃 ハナ 7．0�

（豪）

24 グランシルク 牡3鹿 55 T．ベリー �シルクレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 492－ 21：33．41� 6．4�
（豪）

47 コスモソーンパーク 牡7青鹿56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 486＋ 61：33．5	 108．7�
510 ダノンメジャー 牡3栗 55 蛯名 正義�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 490－ 21：33．6クビ 15．6	
36 ミッキーオリビエ 牡3栗 55 浜中 俊野田みづき氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム B538＋ 2 〃 ハナ 4．1

12 ゼ ロ ス 牡6鹿 56 吉田 豊杉澤 光雄氏 松元 茂樹 日高 坂 牧場 496－ 81：33．7
 74．4�
713 アルマディヴァン 牝5栗 54 三浦 皇成コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 490＋ 4 〃 クビ 52．1�
48 ヤングマンパワー 牡3黒鹿56 松岡 正海星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 510－ 2 〃 アタマ 23．1
714 グァンチャーレ 牡3青鹿56 田辺 裕信松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 中央牧場 456± 0 〃 ハナ 16．9�
611 バクシンテイオー 牡6鹿 56 R．ムーア 林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 476＋ 81：33．8
 33．4�

（英）

23 ダ ロ ー ネ ガ 牡6鹿 56 内田 博幸 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：34．22
 16．9�
816 アヴニールマルシェ 牡3鹿 55 北村 宏司 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 494－ 81：34．3クビ 8．3�
715 シ ェ ル ビ ー 牡6栗 56 横山 典弘杉岡 時治氏 笹田 和秀 平取 二風谷ファーム 520± 01：34．51� 5．8�
59 オ ツ ウ 牝5鹿 54 石川裕紀人大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B490＋ 21：34．6クビ 37．4�
818 ダンスアミーガ 牝4栗 54 石橋 脩 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 466－ 81：34．81� 88．4�
817 フレイムヘイロー �7栗 56 柴田 善臣�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 478－ 81：35．22
 377．4�
612 ガ ル ボ 牡8青 56 津村 明秀石川 一義氏 清水 英克 様似 髙村 伸一 478＋ 6 〃 アタマ 55．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 95，489，900円 複勝： 147，680，200円 枠連： 78，389，000円
馬連： 368，670，600円 馬単： 142，728，600円 ワイド： 149，128，700円
3連複： 484，228，600円 3連単： 646，211，600円 計： 2，112，527，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，580円 複 勝 � 410円 � 290円 � 190円 枠 連（1－3） 2，320円

馬 連 �� 5，510円 馬 単 �� 12，040円

ワ イ ド �� 1，890円 �� 1，400円 �� 910円

3 連 複 ��� 10，150円 3 連 単 ��� 78，700円

票 数

単勝票数 計 954899 的中 � 48095（7番人気）
複勝票数 計1476802 的中 � 81935（8番人気）� 126127（4番人気）� 234847（2番人気）
枠連票数 計 783890 的中 （1－3） 26077（10番人気）
馬連票数 計3686706 的中 �� 51777（22番人気）
馬単票数 計1427286 的中 �� 8887（50番人気）
ワイド票数 計1491287 的中 �� 19922（23番人気）�� 27267（14番人気）�� 43129（4番人気）
3連複票数 計4842286 的中 ��� 35752（24番人気）
3連単票数 計6462116 的中 ��� 5953（257番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．5―11．9―11．7―11．1―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．3―47．2―58．9―1：10．0―1：21．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．3
3 2，6（1，8）7（5，9，17）（4，10，18）16（3，11，12）－（13，15）14 4 ・（2，6）（1，7，8）（5，9，17）（10，18）（4，16）（11，15）（3，12）（13，14）

勝馬の
紹 介

サンライズメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2012．3．18 阪神3着

2009．4．6生 牡6栗 母 ティファニータッチ 母母 Careless Heiress 23戦7勝 賞金 178，667，000円
〔制裁〕 ワールドエース号の騎手H．ボウマンは，向正面で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番・3番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 インパルスヒーロー号・オーブルチェフ号・カオスモス号・ニシノビークイック号・ルチャドルアスール号
※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。

3109611月28日 晴 良 （27東京5）第8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）
1000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000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
1：19．6
1：19．0

良
良

59 マイネルアウラート 牡4黒鹿57 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 456± 01：20．8 27．2�

12 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 466＋ 2 〃 アタマ 16．9�
611 マンゴジェリー 牡3鹿 56 松岡 正海窪田 康志氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 464＋ 21：20．9� 7．2�
47 サトノフェラーリ 牡4鹿 57 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 462－ 41：21．21� 2．0�
35 	 キングクリチャン 牡6栗 57

54 ▲井上 敏樹栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 B500＋ 41：21．51� 351．2�
48 レッドマニッシュ 牝5黒鹿55 浜中 俊 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 518± 01：21．71
 84．6	
24 マイアベーア 牡3青鹿56 内田 博幸 
社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 462＋ 4 〃 ハナ 7．7�
714 ミッキーユニバース 牡3鹿 56

54 △石川裕紀人野田みづき氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 546＋201：21．91
 8．6�
11 マイネルエスパス 牡3青鹿56 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 502＋ 4 〃 クビ 34．6
36 トーセンラムセス 牡3鹿 56 T．ベリー 島川 �哉氏 奥平 雅士 日高 有限会社 エ

スティファーム 502－ 6 〃 アタマ 11．8�
（豪）

815 ヤマニンマンドール 牡3黒鹿56 蛯名 正義土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 450－ 81：22．32� 20．2�
23 ハワイアンシュガー 牡7黒鹿57 武士沢友治四方堂第五郎氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 誠次 452－ 41：22．4� 151．7�
816 マイネルディアベル 牡4青鹿57 R．ムーア �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新冠 ハシモトフアーム 470＋ 21：22．82� 10．4�
（英）

510 ラインロバート 牡6青鹿57 嶋田 純次大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 468－121：23．11� 346．4�
713 テーオートマホーク 牡5鹿 57 田中 博康小笹 公也氏 奥村 豊 浦河 三嶋牧場 468－ 41：23．2� 299．5�
612 チェネレントラ 牝5鹿 55 中谷 雄太 
社台レースホース奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－101：23．51� 278．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 57，518，800円 複勝： 70，477，000円 枠連： 35，053，000円
馬連： 155，168，100円 馬単： 75，646，600円 ワイド： 70，373，900円
3連複： 194，020，900円 3連単： 292，768，900円 計： 951，027，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，720円 複 勝 � 610円 � 460円 � 260円 枠 連（1－5） 9，120円

馬 連 �� 14，100円 馬 単 �� 30，210円

ワ イ ド �� 3，260円 �� 2，030円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 23，830円 3 連 単 ��� 198，920円

票 数

単勝票数 計 575188 的中 � 16870（9番人気）
複勝票数 計 704770 的中 � 27885（9番人気）� 38509（7番人気）� 79160（3番人気）
枠連票数 計 350530 的中 （1－5） 2977（28番人気）
馬連票数 計1551681 的中 �� 8524（39番人気）
馬単票数 計 756466 的中 �� 1878（78番人気）
ワイド票数 計 703739 的中 �� 5493（38番人気）�� 8940（23番人気）�� 11559（18番人気）
3連複票数 計1940209 的中 ��� 6104（75番人気）
3連単票数 計2927689 的中 ��� 1067（567番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．4―11．6―11．6―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．7―46．3―57．9―1：09．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルアウラート �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2013．9．17 中山1着

2011．3．6生 牡4黒鹿 母 マイネシャンゼリゼ 母母 セーヌフロウ 21戦4勝 賞金 56，540，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔発走状況〕 ハワイアンシュガー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※トーセンラムセス号は，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。



（27東京5）第8日 11月28日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 197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

218，420，000円
14，400，000円
1，550，000円
19，590，000円
77，034，000円
5，820，400円
1，891，200円

勝馬投票券売得金
468，904，800円
745，313，200円
329，046，900円
1，283，292，200円
606，796，600円
625，170，900円
1，635，970，600円
2，211，927，100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 7，906，422，300円

総入場人員 30，810名 （有料入場人員 27，629名）
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