
3200111月4日 晴 良 （29東京5）第1日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時00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
1：23．1
1：23．0

重
重

23 ミヤギウイング 牝2鹿 54 横山 典弘菅原 光博氏 田村 康仁 浦河 宮内牧場 496＋ 21：26．6 1．5�
12 ウ メ タ ロ ウ 牡2黒鹿55 内田 博幸�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 490＋ 21：27．23� 19．6�
35 ホウオウスクラム 牡2栗 55 松岡 正海小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 490± 0 〃 アタマ 10．3�
36 サイモンジルバ 牝2鹿 54 大野 拓弥澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 三嶋牧場 460－ 81：27．41� 32．0�
24 レ ッ プ ウ 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎ケンレーシング組合 小野 次郎 浦河 鎌田 正嗣 456－ 81：27．82� 21．4�
816 サンシャンペーン 牡2鹿 55

52 ▲武藤 雅加藤 信之氏 小野 次郎 厚真 大川牧場 462± 01：28．01� 24．6	
611 オレノマニラ 牡2栗 55 田中 勝春諸岡 慶氏 土田 稔 日高 北田 剛 404－121：28．21� 47．9

11 イッツマイターン 牡2鹿 55 三浦 皇成岡田 牧雄氏 天間 昭一 新冠 有限会社 大

作ステーブル 486－ 81：28．3クビ 9．9�
59 メイプルグレイト 牡2栗 55 戸崎 圭太節 英司氏 高市 圭二 平取 スガタ牧場 498－ 81：28．83 7．1�
48 モリトカチグリ 牡2鹿 55 武士沢友治石橋 忠之氏 小桧山 悟 浦河 �川 啓一 448＋ 41：28．9� 250．1
47 ハクサンキャノン 牡2黒鹿55 横山 和生河﨑 五市氏 古賀 史生 浦河 �川 啓一 482＋ 41：29．21� 228．3�
713 セイカフェボリット 牡2黒鹿55 柴山 雄一久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 468± 0 〃 クビ 311．4�
510 タイセイレーベン 牡2栗 55 柴田 善臣田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 森 政巳 514＋ 21：29．41� 234．2�
612 キンショーウィーク 牡2栗 55 吉田 豊礒野日出夫氏 田島 俊明 新冠 小泉 学 456± 01：29．93 145．6�
714 チョコレートパフェ 牝2栗 54 五十嵐冬樹江川 伸夫氏 小桧山 悟 新ひだか 静内フジカワ牧場 410－ 61：30．21� 98．6�

（北海道）

815 マイネルパブリック 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田正一郎 新ひだか 今 牧場 466－101：31．15 89．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，819，800円 複勝： 102，200，600円 枠連： 15，209，100円
馬連： 59，388，500円 馬単： 36，926，300円 ワイド： 39，747，100円
3連複： 88，171，500円 3連単： 133，729，700円 計： 506，192，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 330円 � 180円 枠 連（1－2） 410円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 480円 �� 260円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 2，130円 3 連 単 ��� 7，730円

票 数

単勝票数 計 308198 的中 � 158863（1番人気）
複勝票数 計1022006 的中 � 779180（1番人気）� 18653（7番人気）� 46332（2番人気）
枠連票数 計 152091 的中 （1－2） 28091（2番人気）
馬連票数 計 593885 的中 �� 42661（4番人気）
馬単票数 計 369263 的中 �� 18591（5番人気）
ワイド票数 計 397471 的中 �� 20527（5番人気）�� 44572（1番人気）�� 6496（13番人気）
3連複票数 計 881715 的中 ��� 30962（5番人気）
3連単票数 計1337297 的中 ��� 12527（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．2―36．3―48．8―1：01．3―1：13．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミヤギウイング �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．10．14 東京3着

2015．4．20生 牝2鹿 母 キョウエイタキオン 母母 イエローウイング 2戦1勝 賞金 6，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 サクヤメイ号・スロットマシーン号
（非抽選馬） 1頭 クォーターバック号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3200211月4日 晴 良 （29東京5）第1日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時30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
1：36．2
1：36．2

不良
不良

11 エンパイアミライ 牡2黒鹿55 田辺 裕信田畑 利彦氏 西村 真幸 浦河 梅田牧場 500＋101：38．2 11．3�
68 トーセンヴィータ 牡2青鹿55 内田 博幸島川 �哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ

スティファーム 530－ 21：38．3� 1．2�
56 クニノオーシャン 牡2芦 55 松岡 正海太陽光� 浅野洋一郎 日高 浜本 幸雄 474± 01：39．910 12．2�
44 ネイチャーモルサム 牡2黒鹿 55

52 ▲野中悠太郎井上 修一氏 根本 康広 浦河 浦河土肥牧場 466＋14 〃 アタマ 15．3�
33 コスモロブロイ 牡2青鹿55 柴田 大知岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 富本 茂喜 512＋ 2 〃 アタマ 13．2	
79 ブルベアクワイ 牝2鹿 54

51 ▲菊沢 一樹 �ブルアンドベア 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 468－ 41：40．32� 125．0

55 アーバンブラック 牡2青鹿55 石橋 脩西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 450－ 21：42．3大差 51．8�
67 サムライロード 牡2黒鹿55 松田 大作�KTレーシング 栗田 徹 日高 日高大洋牧場 B454－ 21：42．4� 45．1�
811 リーベグランツ 牝2鹿 54 横山 典弘吉田 晴哉氏 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 460± 0 〃 クビ 37．6
22 ア ソ ボ ー 牡2鹿 55

52 ▲武藤 雅小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 444＋ 41：42．5� 141．7�
812 スロットマシーン 牡2青鹿55 大庭 和弥田頭 勇貴氏 谷原 義明 新ひだか 沼田 照秋 432－ 61：46．1大差 269．2�
710 ハリケーンヴォーグ 牡2栗 55 A．シュタルケ 千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 464＋101：48．3大差 27．4�

（独）

（12頭）

売 得 金
単勝： 29，435，300円 複勝： 104，251，000円 枠連： 10，849，000円
馬連： 51，858，600円 馬単： 39，992，300円 ワイド： 35，017，400円
3連複： 66，013，800円 3連単： 143，534，500円 計： 480，951，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 200円 � 110円 � 150円 枠 連（1－6） 580円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 310円 �� 900円 �� 220円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 14，050円

票 数

単勝票数 計 294353 的中 � 21816（2番人気）
複勝票数 計1042510 的中 � 31864（5番人気）� 814211（1番人気）� 50116（3番人気）
枠連票数 計 108490 的中 （1－6） 14468（4番人気）
馬連票数 計 518586 的中 �� 59186（4番人気）
馬単票数 計 399923 的中 �� 13664（8番人気）
ワイド票数 計 350174 的中 �� 28467（4番人気）�� 8310（12番人気）�� 46208（2番人気）
3連複票数 計 660138 的中 ��� 34850（5番人気）
3連単票数 計1435345 的中 ��� 7402（46番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―24．0―36．1―48．5―1：01．2―1：13．9―1：26．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エンパイアミライ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2017．6．18 東京11着

2015．4．15生 牡2黒鹿 母 スプリングフェスタ 母母 スプリングチケット 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スロットマシーン号・ハリケーンヴォーグ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成29年12月4日まで平地競走に出走できない。
※スロットマシーン号は，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。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第５回 東京競馬 第１日



3200311月4日 晴 良 （29東京5）第1日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走11時00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

44 コズミックフォース 牡2鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 474＋ 42：02．6 1．7�
11 トーセンクリーガー 牡2栗 55 横山 和生島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 474－ 22：02．81� 21．3�
56 メールドグラース 牡2黒鹿55 福永 祐一 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 456± 0 〃 クビ 6．1�
812 ロ ジ テ ィ ナ 牡2黒鹿55 内田 博幸久米田正明氏 新開 幸一 新冠 新冠橋本牧場 530－ 42：02．9� 103．5�
68 バイオスパーク 牡2黒鹿55 田辺 裕信宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 468－ 22：03．0� 4．4	
811 シャイニーロケット 牡2鹿 55 吉田 豊小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 雅 牧場 454－ 22：03．1クビ 45．9

33 デルマウオッカ 牡2鹿 55

52 ▲菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 498－ 22：03．2� 239．0�
79 スガノスマイル 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 田上 徹 476－ 62：03．3� 23．2�
22 インプレスシチー 牡2青 55 柴山 雄一 友駿ホースクラブ 上原 博之 日高 オリオンファーム 456＋ 4 〃 アタマ 20．8�
710 コスモグラトナス 牡2青 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 438－ 82：03．83 162．2�
55 フラッシュテソーロ 牡2黒鹿55 三浦 皇成了德寺健二氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 472－ 42：04．01 62．3�
67 コマノディオス 牡2黒鹿55 戸崎 圭太長谷川芳信氏 二ノ宮敬宇 むかわ 新井牧場 474＋ 22：04．42� 31．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 40，391，500円 複勝： 73，662，700円 枠連： 13，871，500円
馬連： 68，830，000円 馬単： 39，707，600円 ワイド： 43，293，600円
3連複： 92，737，300円 3連単： 151，010，200円 計： 523，504，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 270円 � 150円 枠 連（1－4） 2，020円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 600円 �� 220円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 2，510円 3 連 単 ��� 11，600円

票 数

単勝票数 計 403915 的中 � 194690（1番人気）
複勝票数 計 736627 的中 � 428019（1番人気）� 27888（4番人気）� 76098（3番人気）
枠連票数 計 138715 的中 （1－4） 5320（7番人気）
馬連票数 計 688300 的中 �� 30077（6番人気）
馬単票数 計 397076 的中 �� 11385（10番人気）
ワイド票数 計 432936 的中 �� 16928（6番人気）�� 59598（2番人気）�� 7727（15番人気）
3連複票数 計 927373 的中 ��� 27639（9番人気）
3連単票数 計1510102 的中 ��� 9433（32番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．7―12．5―13．0―12．6―12．5―11．5―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．7―37．4―49．9―1：02．9―1：15．5―1：28．0―1：39．5―1：50．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

コズミックフォース �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．10．8 東京3着

2015．2．14生 牡2鹿 母 ミクロコスモス 母母 ユーアンミー 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 シャイニーロケット号の調教師尾形充弘は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

3200411月4日 晴 良 （29東京5）第1日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走11時30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

816 アイスフィヨルド 牡2芦 55 C．ルメール 佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 浦河小林牧場 434－ 41：22．5 3．4�
47 イ ル ル ー メ 牡2黒鹿55 戸崎 圭太西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 田中スタッド 470－ 61：23．03 4．6�
23 ラヴァーズインメイ 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 むかわ 市川牧場 456± 01：23．1クビ 109．5�
59 マリノエクスプレス 牝2黒鹿 54

51 ▲武藤 雅矢野まり子氏 小野 次郎 日高 クラウン日高牧場 434－12 〃 クビ 325．8�
48 キタサンタイドー 牡2黒鹿55 C．デムーロ�大野商事 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 500－ 6 〃 ハナ 3．6	
（仏）

35 ハガキノハナ 牝2黒鹿54 五十嵐冬樹本杉 芳郎氏 小桧山 悟 新ひだか グランド牧場 412＋ 21：23．52� 33．8

（北海道）

818 ドリームジャンボ 牝2鹿 54 松岡 正海�ミルファーム 田中 剛 新冠 ヒカル牧場 474± 0 〃 ハナ 22．1�
11 クォーターイモン 牡2鹿 55

52 ▲菊沢 一樹井門 敏雄氏 小西 一男 浦河 グラストレーニ
ングセンター 448＋301：23．6クビ 340．2�

12 ニシノシノブ 牝2芦 54
51 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 本間 忍 日高 日西牧場 434－ 2 〃 クビ 148．2

24 ニシノオトコマサリ 牝2青鹿54 大野 拓弥西山 茂行氏 加藤 和宏 むかわ 宇南山牧場 394－ 4 〃 ハナ 85．5�
714� ストレイライトラン 牡2黒鹿55 柴山 雄一 �ローレルレーシング 和田 正道 米 Jim Fitzgerald &

Katie Fitzgerald 472± 01：23．81 317．1�
715 レディライク 牝2鹿 54 三浦 皇成 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 420± 0 〃 ハナ 60．4�
713 デルマミモザ 牝2鹿 54 横山 和生浅沼 廣幸氏 的場 均 むかわ 東振牧場 420± 01：24．01	 624．3�
611 ナイツブリッジ 牡2黒鹿55 石橋 脩村野 康司氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 502－ 21：24．21	 4．8�
510 カイトセブン 牡2黒鹿55 内田 博幸本田 恒雄氏 南田美知雄 むかわ 佐久間 孝司 484－ 2 〃 ハナ 19．4�
36 ビバラエポボン 牝2黒鹿54 江田 照男�ミルファーム 本間 忍 日高 本間牧場 450＋ 2 〃 クビ 396．5�
817� アースジーニアス 牡2栗 55 A．シュタルケ �グリーンファーム和田 正道 米 James David

Squires 498± 01：24．51
 106．9�
（独）

612 ジーアイスピリッツ 牡2鹿 55 田中 勝春岩崎 充利氏 谷原 義明 日高 碧雲牧場 422－ 21：24．82 158．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 37，465，600円 複勝： 52，871，900円 枠連： 21，508，700円
馬連： 73，163，600円 馬単： 35，345，100円 ワイド： 46，096，100円
3連複： 96，511，500円 3連単： 123，472，500円 計： 486，435，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 150円 � 870円 枠 連（4－8） 260円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 340円 �� 3，340円 �� 2，960円

3 連 複 ��� 13，640円 3 連 単 ��� 54，950円

票 数

単勝票数 計 374656 的中 � 93218（1番人気）
複勝票数 計 528719 的中 � 101197（2番人気）� 110977（1番人気）� 10289（9番人気）
枠連票数 計 215087 的中 （4－8） 61838（1番人気）
馬連票数 計 731636 的中 �� 79812（2番人気）
馬単票数 計 353451 的中 �� 18850（3番人気）
ワイド票数 計 460961 的中 �� 40256（2番人気）�� 3276（30番人気）�� 3701（23番人気）
3連複票数 計 965115 的中 ��� 5306（39番人気）
3連単票数 計1234725 的中 ��� 1629（158番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．8―46．9―58．7―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイスフィヨルド �
�
父 クリストワイニング �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．8．19 新潟3着

2015．4．22生 牡2芦 母 ラトーヌインパクト 母母 ラトーヌサンライズ 5戦1勝 賞金 10，850，000円
〔制裁〕 キタサンタイドー号の騎手C．デムーロは，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過

怠金10，000円。（被害馬：1番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



3200511月4日 晴 良 （29東京5）第1日 第5競走 ��
��1，300�サラブレッド系2歳

発走12時25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
1：18．1
1：18．1

良
良

11 � ミスターメロディ 牡2鹿 55 戸崎 圭太グリーンフィールズ� 藤原 英昭 米 Bell Tower
Thoroughbreds 474 ―1：17．4レコード 1．5�

711� リョーノテソーロ 牡2鹿 55 三浦 皇成了德寺健二氏 武井 亮 米 Highland
Yard, LLC 508 ―1：18．78 15．6�

812 マコトモンジョワ 牝2栗 54 藤岡 康太�ディアマント 高橋 義忠 新冠 カミイスタット 462 ―1：19．44 118．2�
33 カフジフェニックス 牡2芦 55 松岡 正海加藤 守氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 464 ―1：19．5� 70．6�
813� ジャスパーウィン 牡2栗 55 武 豊加藤 和夫氏 森 秀行 米 Spendthrift

Farm LLC 504 ―1：19．71	 5．4�
22 � フロリダロス 牡2鹿 55 松山 弘平 	コスモヴューファーム 西園 正都 米

Southern Chase
Farm, Inc., Karen
Dodd & Greg Dodd

468 ―1：21．29 21．7

45 ポートナイトサイト 牝2栗 54 柴田 大知ライオンレースホース� 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 472 ―1：21．51
 54．5�
57 ブロンドキュート 牝2栗 54

51 ▲武藤 雅 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 日高 前野牧場 468 ―1：21．71� 50．3�
69 ミキノティンパニー 牝2栗 54 菅原 隆一谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 432 ―1：21．8� 85．0
56 � ム ル ガ ン 牡2黒鹿55 浜中 俊 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 米 Hidden Lake
Farm LLC 484 ―1：21．9
 12．3�

44 スターライトキス 牝2栗 54 内田 博幸早川 経一氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 500 ―1：22．0
 9．6�
710 ノボベイビー 牡2栗 55 五十嵐冬樹�LS.M 天間 昭一 清水 小野瀬 竜馬 464 ―1：22．1クビ 68．3�

（北海道）

68 アメノハバキリ �2鹿 55 柴山 雄一畠山伊公子氏 畠山 吉宏 青森 有限会社
ラークヒルズ 444 ―1：23．69 265．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 41，905，900円 複勝： 49，646，500円 枠連： 14，693，900円
馬連： 62，149，500円 馬単： 39，280，700円 ワイド： 39，183，800円
3連複： 78，846，100円 3連単： 124，903，000円 計： 450，609，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 270円 � 1，340円 枠 連（1－7） 980円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 450円 �� 2，060円 �� 7，510円

3 連 複 ��� 15，060円 3 連 単 ��� 36，070円

票 数

単勝票数 計 419059 的中 � 216646（1番人気）
複勝票数 計 496465 的中 � 242440（1番人気）� 30169（5番人気）� 4612（12番人気）
枠連票数 計 146939 的中 （1－7） 11613（4番人気）
馬連票数 計 621495 的中 �� 48528（4番人気）
馬単票数 計 392807 的中 �� 23586（5番人気）
ワイド票数 計 391838 的中 �� 24982（4番人気）�� 4698（19番人気）�� 1253（49番人気）
3連複票数 計 788461 的中 ��� 3924（45番人気）
3連単票数 計1249030 的中 ��� 2510（107番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―11．5―11．9―12．2―11．7―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．0―29．5―41．4―53．6―1：05．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．0
3 1（3，11，13）－4（8，9，10）（2，6）5（7，12） 4 1（3，11）13－（4，9）10（2，12）（5，8）（6，7）

勝馬の
紹 介

�ミスターメロディ �
�
父 Scat Daddy �

�
母父 Deputy Minister 初出走

2015．3．29生 牡2鹿 母 Trusty Lady 母母 Klassy Kim 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 アメノハバキリ号は，1着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバによる出走制限」の適用を除外。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3200611月4日 晴 良 （29東京5）第1日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時55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
1：33．0
1：32．3

稍重
良

33 ジーナスイート 牝2芦 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 428 ―1：37．5 3．5�
11 ク ス リ バ コ 牡2鹿 55 内田 博幸小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 450 ―1：37．6� 59．3�
67 ディープシャイン 牡2黒鹿55 武 豊 DMMドリームクラブ� 田村 康仁 新ひだか 矢野牧場 462 ―1：37．92 2．7�
78 サンマルベラータ 牝2鹿 54 �島 良太相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 田端牧場 426 ―1：38．0クビ 72．1�
810	 ユナリオンス 牝2鹿 54 M．デムーロ�ノースヒルズ 萩原 清 愛 Noel O’Cal-

laghan 448 ―1：38．1� 4．0	
66 ルックスマート 牡2鹿 55 C．デムーロ 平田 修氏 小島 茂之 日高 ヤナガワ牧場 484 ― 〃 クビ 43．0


（仏）

79 ヴォレダンルシエル 牝2青鹿54 V．シュミノー �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 432 ―1：38．2� 13．7�
（仏）

44 	 シンボリアトム 牡2鹿 55 C．ルメールシンボリ牧場 藤沢 和雄 米 Narvick In-
ternational 460 ―1：38．41
 7．5�

811 ネオシャンドマルス 牡2芦 55 吉田 豊小林 仁幸氏 古賀 史生 安平 ノーザンファーム 506 ― 〃 クビ 202．6
55 フェイスマーク 牝2鹿 54 田辺 裕信吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 468 ―1：39．25 31．0�
22 クードゥピエ 牡2鹿 55

52 ▲武藤 雅平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 432 ―1：40．05 310．6�
（11頭）

売 得 金
単勝： 51，037，100円 複勝： 41，368，500円 枠連： 12，211，700円
馬連： 68，424，800円 馬単： 39，071，900円 ワイド： 39，174，300円
3連複： 78，076，200円 3連単： 132，772，700円 計： 462，137，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 580円 � 130円 枠 連（1－3） 3，760円

馬 連 �� 3，740円 馬 単 �� 6，580円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 220円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 3，380円 3 連 単 ��� 24，870円

票 数

単勝票数 計 510371 的中 � 120751（2番人気）
複勝票数 計 413685 的中 � 80650（2番人気）� 11632（8番人気）� 100664（1番人気）
枠連票数 計 122117 的中 （1－3） 2514（12番人気）
馬連票数 計 684248 的中 �� 14168（10番人気）
馬単票数 計 390719 的中 �� 4449（23番人気）
ワイド票数 計 391743 的中 �� 6732（14番人気）�� 57711（1番人気）�� 6507（16番人気）
3連複票数 計 780762 的中 ��� 17275（9番人気）
3連単票数 計1327727 的中 ��� 3870（79番人気）

ハロンタイム 13．2―11．8―12．4―12．7―12．8―12．1―11．2―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．2―25．0―37．4―50．1―1：02．9―1：15．0―1：26．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジーナスイート �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン 初出走

2015．3．1生 牝2芦 母 ディアジーナ 母母 アイネスターキン 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。



3200711月4日 晴 良 （29東京5）第1日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時25分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

714 ミ ス パ イ ロ 牝3黒鹿54 松岡 正海村田 哲朗氏 浅野洋一郎 日高 戸川牧場 476± 01：38．5 6．1�
815 メイショウルミナス 牝3黒鹿54 武 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 468± 01：38．6� 87．1�
612� ラレッサングル 牝4鹿 55 大野 拓弥 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 448＋ 6 〃 アタマ 4．4�
35 ビ ジ ョ ッ テ 牝3鹿 54 田辺 裕信古川 智洋氏 小笠 倫弘 新ひだか 服部 牧場 502＋ 2 〃 クビ 24．2�
23 トウカイフィーバー 牝4黒鹿55 柴田 善臣内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 448－101：38．7クビ 9．8�
11 レアファインド 牝4鹿 55 石橋 脩	G1レーシング 田村 康仁 千歳 社台ファーム 460± 0 〃 ハナ 112．8

59 アポロマーキュリー 牝3栗 54 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 三輪 幸子 468－ 21：38．8� 5．7�
713 エバーパッション 牝4青鹿 55

52 ▲武藤 雅宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 432＋ 41：39．12 268．8�
816 グリシーヌシチー 牝5鹿 55 柴山 雄一 	友駿ホースクラブ 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 B470＋ 61：39．2� 146．0
48 オヒアレフア 牝4青鹿55 村田 一誠	錦岡牧場 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 B438－ 21：39．94 238．2�
47 カゼニモマケズ 牝5栗 55 横山 和生江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 460－ 21：40．0� 329．0�
24 サンウィノナ 牝5鹿 55 武士沢友治 	加藤ステーブル 粕谷 昌央 日高 シンボリ牧場 474＋ 41：40．1クビ 45．4�
611 マースチェル 牝3栗 54 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 432－ 21：40．31� 83．1�
12 ストライクショット 牝4鹿 55 C．デムーロ	イージス 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 502＋121：40．72� 2．7�

（仏）

510 ニシノストーリー 牝3黒鹿 54
51 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 村上 欽哉 412＋ 2 〃 クビ 25．3�

36 プリエンプト 牝3栗 54 川田 将雅 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 482± 01：41．01� 14．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 37，472，200円 複勝： 56，337，000円 枠連： 22，453，800円
馬連： 92，991，300円 馬単： 39，909，900円 ワイド： 51，989，900円
3連複： 112，738，900円 3連単： 141，950，600円 計： 555，843，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 190円 � 1，380円 � 180円 枠 連（7－8） 9，660円

馬 連 �� 23，120円 馬 単 �� 33，930円

ワ イ ド �� 5，170円 �� 420円 �� 6，180円

3 連 複 ��� 29，930円 3 連 単 ��� 222，270円

票 数

単勝票数 計 374722 的中 � 49090（4番人気）
複勝票数 計 563370 的中 � 83950（4番人気）� 7683（11番人気）� 95123（2番人気）
枠連票数 計 224538 的中 （7－8） 1801（22番人気）
馬連票数 計 929913 的中 �� 3117（40番人気）
馬単票数 計 399099 的中 �� 882（69番人気）
ワイド票数 計 519899 的中 �� 2430（40番人気）�� 35816（3番人気）�� 2029（45番人気）
3連複票数 計1127389 的中 ��� 2825（73番人気）
3連単票数 計1419506 的中 ��� 463（502番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―36．4―48．9―1：01．4―1：13．7―1：25．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミ ス パ イ ロ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 アドマイヤドン デビュー 2016．7．23 福島3着

2014．4．13生 牝3黒鹿 母 ブ イ ア ス カ 母母 アシヤマダム 14戦2勝 賞金 24，700，000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。

3200811月4日 晴 良 （29東京5）第1日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走13時55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
1：33．8
1：33．3

重
良

710 ゴールデンブレイヴ 牡4栗 57 C．ルメール 保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 490－141：37．1 2．0�
711� バスカヴィル 牡3鹿 56 V．シュミノー H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 米

Tenth Street
Stables, LLC &
Darley

474＋ 41：37．63 4．9�
（仏）

68 ジュンスターホース 牡3栗 56 大野 拓弥河合 純二氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B462－ 21：37．7	 11．4�
56 フ ィ ス キ オ 牡3栗 56 三浦 皇成�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 平山牧場 480＋ 21：37．8
 5．4�
44 ハイアーグラウンド 牡3鹿 56 内田 博幸小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 496＋ 21：38．01� 15．1�
57 エジステンツァ 牡3鹿 56 蛯名 正義 	社台レースホース小島 太 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B484± 01：38．31
 37．5

22 マイネルツァイト 牡3青鹿56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新ひだか 原 フアーム 484± 01：38．51	 30．9�
45 マコトシャムロック 牡4青鹿57 福永 祐一�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 488－ 21：38．81
 19．7�
812� ワンダーウノ �4芦 57

54 ▲菊沢 一樹岡田 牧雄氏 大江原 哲 米 John R. Penn B490± 0 〃 ハナ 359．6
69 プ エ ル ト �5鹿 57 川田 将雅池谷 誠一氏 大竹 正博 洞湖 レイクヴィラファーム B538＋12 〃 クビ 24．9�
11 � サトノグリーン �3鹿 56 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 鹿戸 雄一 米 Chiyoda

Farm B460－ 41：38．9	 18．5�
813� デルマキミコイシ 牡3芦 56

53 ▲野中悠太郎浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 496－ 11：39．64 205．0�
33 インペラトーレ 牡4鹿 57 吉田 豊吉澤 克己氏 田島 俊明 新ひだか 桜井牧場 450± 01：40．23	 170．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 47，741，600円 複勝： 62，285，500円 枠連： 26，197，500円
馬連： 101，881，700円 馬単： 48，714，100円 ワイド： 57，760，700円
3連複： 122，091，800円 3連単： 179，755，400円 計： 646，428，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 170円 � 240円 枠 連（7－7） 590円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 310円 �� 510円 �� 810円

3 連 複 ��� 1，880円 3 連 単 ��� 4，980円

票 数

単勝票数 計 477416 的中 � 188224（1番人気）
複勝票数 計 622855 的中 � 164215（1番人気）� 88674（3番人気）� 51927（5番人気）
枠連票数 計 261975 的中 （7－7） 34306（3番人気）
馬連票数 計1018817 的中 �� 125733（1番人気）
馬単票数 計 487141 的中 �� 43078（1番人気）
ワイド票数 計 577607 的中 �� 53096（1番人気）�� 28374（4番人気）�� 16851（11番人気）
3連複票数 計1220918 的中 ��� 48612（3番人気）
3連単票数 計1797554 的中 ��� 26144（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―34．9―47．0―59．7―1：12．4―1：24．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンブレイヴ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．1．31 東京1着

2013．2．9生 牡4栗 母 マチカネハナサソウ 母母 マチカネハツシマダ 4戦2勝 賞金 15，420，000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。



3200911月4日 晴 良 （29東京5）第1日 第9競走 ��
��2，400�

な ん ぶ

南 武 特 別
発走14時25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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

66 ホウオウドリーム 牡3鹿 55 吉田 豊小笹 芳央氏 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 488± 02：30．0 2．4�
55 フェイズベロシティ 牝4栗 55 C．デムーロ 池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 440＋ 6 〃 クビ 12．4�

（仏）

11 サーレンブラント 牡3鹿 55 福永 祐一窪田 芳郎氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 450＋ 22：30．21	 2．6�
810 コスモジャーベ 牡4黒鹿57 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 474＋ 2 〃 クビ 31．1�
77 コスモピクシス 牝4黒鹿55 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 430± 02：30．3クビ 71．2�
78 ピッツバーグ 
4鹿 57 池添 謙一	ラ・メール 矢作 芳人 日高 戸川牧場 496± 0 〃 クビ 15．1

44 コウキチョウサン 牡4鹿 57 戸崎 圭太	チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 464＋ 82：30．4クビ 7．6�
33 ビービーガウディ 牡3栗 55 大野 拓弥�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 472＋ 82：30．61	 33．6�
22 マイネルフレスコ 牡6栗 57 V．シュミノー 	サラブレッドクラブ・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 474－ 22：30．7� 66．3

（仏）

89 ヴェラヴァルスター 牡5栗 57 武 豊保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 506－ 2 〃 クビ 11．1�
（10頭）

売 得 金
単勝： 52，816，700円 複勝： 62，569，500円 枠連： 21，322，700円
馬連： 115，901，700円 馬単： 62，239，300円 ワイド： 62，885，100円
3連複： 139，619，000円 3連単： 249，770，600円 計： 767，124，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 210円 � 120円 枠 連（5－6） 1，670円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 470円 �� 170円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 5，720円

票 数

単勝票数 計 528167 的中 � 173800（1番人気）
複勝票数 計 625695 的中 � 190638（1番人気）� 46872（5番人気）� 148963（2番人気）
枠連票数 計 213227 的中 （5－6） 9853（7番人気）
馬連票数 計1159017 的中 �� 60423（6番人気）
馬単票数 計 622393 的中 �� 25820（6番人気）
ワイド票数 計 628851 的中 �� 29427（6番人気）�� 123693（1番人気）�� 25438（8番人気）
3連複票数 計1396190 的中 ��� 104046（3番人気）
3連単票数 計2497706 的中 ��� 31636（13番人気）

ハロンタイム 13．6―12．5―13．4―13．4―13．0―12．7―12．9―12．6―12．1―11．2―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．6―26．1―39．5―52．9―1：05．9―1：18．6―1：31．5―1：44．1―1：56．2―2：07．4―2：18．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホウオウドリーム �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 メジロライアン デビュー 2017．5．14 京都6着

2014．1．31生 牡3鹿 母 メジロドーベル 母母 メジロビユーテイー 8戦3勝 賞金 32，258，000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。

3201011月4日 曇 良 （29東京5）第1日 第10競走 ��
��2，000�ノベンバーステークス

発走15時00分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，28．11．5以降29．10．29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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

58 � ストーンウェア 牡5鹿 56 C．デムーロ 吉田 照哉氏 吉田 直弘 米 Shadai Farm 468＋ 22：00．9 14．5�
（仏）

34 ルックトゥワイス 牡4鹿 56 戸崎 圭太飯塚 知一氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 432－ 6 〃 アタマ 3．2�
57 � マウントゴールド 牡4鹿 55 武 豊青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 446± 02：01．0	 18．2�
11 ラヴィエベール 牡4鹿 56 C．ルメール �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 496＋ 8 〃 クビ 2．0�
610 サトノアリシア 牝3鹿 52 池添 謙一 �サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム 476－ 22：01．1クビ 37．9	
22 トーセンマタコイヤ 牡6青鹿56 M．デムーロ島川 
哉氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 478± 02：01．31
 6．2�
813 アーバンキッド 牡4鹿 55 石橋 脩 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 488－ 4 〃 クビ 30．9�
712 スモークフリー 牡5芦 55 福永 祐一 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 538－ 2 〃 ハナ 27．6
33 ヴァフラーム 牝5鹿 53 川田 将雅市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 472－18 〃 ハナ 33．2�
45 デルマサリーチャン 牝6鹿 52 武士沢友治浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 480－ 42：01．4クビ 241．2�
711 グランドサッシュ 牡6黒鹿55 V．シュミノー �シルクレーシング 武市 康男 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460± 0 〃 クビ 64．1�
（仏）

814 トレジャーマップ 牡6鹿 53 内田 博幸小林 正和氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 442± 02：01．71� 79．0�
69 ブルックデイル 牝5青鹿52 吉田 豊 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム B462± 02：01．8クビ 72．7�
46 シャドウウィザード �7黒鹿54 A．シュタルケ 飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 486－ 22：02．33 234．8�

（独）

（14頭）

売 得 金
単勝： 81，930，900円 複勝： 150，517，800円 枠連： 49，585，100円
馬連： 201，305，500円 馬単： 99，062，500円 ワイド： 113，279，900円
3連複： 288，235，800円 3連単： 448，166，800円 計： 1，432，084，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 420円 � 180円 � 550円 枠 連（3－5） 1，270円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 8，430円

ワ イ ド �� 870円 �� 2，330円 �� 940円

3 連 複 ��� 10，570円 3 連 単 ��� 80，240円

票 数

単勝票数 計 819309 的中 � 44993（4番人気）
複勝票数 計1505178 的中 � 84610（4番人気）� 272438（2番人気）� 61571（5番人気）
枠連票数 計 495851 的中 （3－5） 30203（5番人気）
馬連票数 計2013055 的中 �� 56364（9番人気）
馬単票数 計 990625 的中 �� 8810（25番人気）
ワイド票数 計1132799 的中 �� 34336（7番人気）�� 12093（23番人気）�� 31294（9番人気）
3連複票数 計2882358 的中 ��� 20436（30番人気）
3連単票数 計4481668 的中 ��� 4049（198番人気）

ハロンタイム 13．3―12．2―12．2―12．4―12．7―12．4―11．8―11．4―11．1―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．5―37．7―50．1―1：02．8―1：15．2―1：27．0―1：38．4―1：49．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．7―3F33．9

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

勝馬の
紹 介

�ストーンウェア �
�
父 Birdstone �

�
母父 Geiger Counter デビュー 2014．10．25 京都2着

2012．1．30生 牡5鹿 母 Antique Auction 母母 Old Stuff 22戦5勝 賞金 111，418，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。



3201111月4日 曇 良 （29東京5）第1日 第11競走 ��
��1，400�第53回京王杯2歳ステークス（ＧⅡ）

発走15時35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

京王電鉄株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000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
1：21．2
1：20．3

良
良

11 タワーオブロンドン 牡2鹿 55 C．ルメール H.H．シェイク・モハメド 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 516＋ 41：21．9 1．8�

66 カ シ ア ス 牡2鹿 55 浜中 俊 �カナヤマホール
ディングス 清水 久詞 新ひだか 谷岡牧場 470－141：22．22 13．9�

78 � アサクサゲンキ 牡2鹿 55 武 豊田原 慶子氏 音無 秀孝 米
Alexander －
Groves －
Matz, LLC.

450± 01：22．3� 9．7�
810 ピースユニヴァース 牡2鹿 55 内田 博幸久米田正平氏 尾形 和幸 新冠 秋田牧場 470＋ 21：22．51	 18．1�
44 ニシノウララ 牝2青鹿54 戸崎 圭太西山 茂行氏 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 454－ 2 〃 ハナ 42．3�
22 トーセンアンバー 牝2鹿 54 C．デムーロ 島川 	哉氏 菊沢 隆徳 日高 有限会社 エ

スティファーム 460－ 81：22．6� 14．3

（仏）

79 エントシャイデン 牡2芦 55 蛯名 正義前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 454＋ 6 〃 クビ 7．7�

55 タイセイプライド 牡2青鹿55 M．デムーロ田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 谷川牧場 522＋141：22．81	 6．2�
33 マイティーワークス 牝2青鹿54 三浦 皇成中村 祐子氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 446＋ 2 〃 アタマ 95．7
67 
 モリノラスボス 牡2鹿 55 五十嵐冬樹森 和久氏 桑原 義光 森 笹川大晃牧場 504－ 91：23．75 270．1�

（北海道） （北海道）

811 トキノメガミ 牝2栗 54 野中悠太郎時田 勝弘氏 小桧山 悟 浦河 中山牧場 444－ 81：24．97 380．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 227，423，800円 複勝： 248，454，000円 枠連： 76，987，400円
馬連： 483，971，800円 馬単： 264，464，500円 ワイド： 240，983，200円
3連複： 666，115，300円 3連単： 1，417，364，600円 計： 3，625，764，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 240円 � 190円 枠 連（1－6） 1，060円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 390円 �� 310円 �� 840円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 6，170円

票 数

単勝票数 計2274238 的中 � 1065446（1番人気）
複勝票数 計2484540 的中 � 1066364（1番人気）� 166388（6番人気）� 237393（4番人気）
枠連票数 計 769874 的中 （1－6） 56012（3番人気）
馬連票数 計4839718 的中 �� 358761（4番人気）
馬単票数 計2644645 的中 �� 150270（5番人気）
ワイド票数 計2409832 的中 �� 158989（4番人気）�� 212474（2番人気）�� 66542（10番人気）
3連複票数 計6661153 的中 ��� 256210（6番人気）
3連単票数 計14173646 的中 ��� 166523（16番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．0―12．1―11．2―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―36．0―48．1―59．3―1：10．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タワーオブロンドン �
�
父 Raven’s Pass �

�
母父 Dalakhani デビュー 2017．7．29 札幌1着

2015．2．9生 牡2鹿 母 スノーパイン 母母 Shinko Hermes 4戦3勝 賞金 68，102，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

3201211月4日 曇 良 （29東京5）第1日 第12競走 ��
��2，100�サラブレッド系3歳以上

発走16時10分 （ダート・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
2：06．7
2：05．9

良
良

611 ストライクイーグル 牡4青鹿57 M．デムーロ �キャロットファーム 杉山 晴紀 新ひだか 前田 宗将 498－ 22：11．8 5．7�
36 ネイビーブルー 牡4鹿 57 武 豊青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 502－ 22：12．01� 5．0�
12 マジカルスペル 牡3芦 55 C．ルメール 吉田 勝己氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 532－ 2 〃 クビ 5．9�
47 サトノティターン 牡4黒鹿57 石橋 脩 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 562－ 62：12．42	 6．6�
714 サ ラ セ ニ ア 牡4芦 57 吉田 豊平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 478＋ 42：12．82	 10．9	
815 ヤマニンシルフ 牡4栗 57

54 ▲武藤 雅土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 454± 02：12．9	 59．9

23 エムオーグリッタ 牡3鹿 55 三浦 皇成大浅 貢氏 古賀 慎明 安平 
橋本牧場 482－ 42：13．11� 36．2�
59 マイネルクラース 牡3鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 62：13．31	 3．1�
816 ス ク ラ ッ タ 牝4黒鹿55 大野 拓弥吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 412＋ 22：13．93	 361．5
35 ト ラ ネ コ 牡3黒鹿55 浜中 俊桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 中本 隆志 444＋162：14．11� 67．0�
713 マイネルビクトリー 牡4鹿 57 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 見上牧場 492± 02：14．2� 35．9�
11 サトノスーペリア �6黒鹿57 藤岡 康太 �サトミホースカンパニー 平田 修 千歳 社台ファーム 462－102：15．05 234．0�
510 ダイチトゥルース 牡6黒鹿57 柴山 雄一 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 466＋ 6 〃 ハナ 309．4�
48 ナ ス カ ザ ン 牝5鹿 55 五十嵐冬樹小山田 満氏 鈴木 伸尋 日高 日高大洋牧場 B494＋ 82：15．42	 480．3�

（北海道）

24 クインズウィンダム 牡3鹿 55 戸崎 圭太亀田 和弘氏 奥平 雅士 新冠 隆栄牧場 B544＋ 42：15．5� 32．4�
612 シンボリタピット 牡5鹿 57 田辺 裕信シンボリ牧場 久保田貴士 米 Takahiro

Wada 490－ 42：16．03 56．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 108，736，800円 複勝： 135，366，200円 枠連： 51，526，400円
馬連： 245，408，900円 馬単： 97，563，000円 ワイド： 139，183，800円
3連複： 340，932，200円 3連単： 469，645，000円 計： 1，588，362，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 180円 � 170円 � 230円 枠 連（3－6） 1，370円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 3，130円

ワ イ ド �� 450円 �� 670円 �� 630円

3 連 複 ��� 2，430円 3 連 単 ��� 13，770円

票 数

単勝票数 計1087368 的中 � 152278（3番人気）
複勝票数 計1353662 的中 � 206994（3番人気）� 224911（2番人気）� 135710（5番人気）
枠連票数 計 515264 的中 （3－6） 29055（6番人気）
馬連票数 計2454089 的中 �� 130564（4番人気）
馬単票数 計 975630 的中 �� 23357（12番人気）
ワイド票数 計1391838 的中 �� 83080（2番人気）�� 51943（10番人気）�� 55749（8番人気）
3連複票数 計3409322 的中 ��� 105183（4番人気）
3連単票数 計4696450 的中 ��� 24718（24番人気）

ハロンタイム 7．3―11．1―12．8―12．8―12．8―13．0―13．1―12．9―12．1―11．9―12．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―18．4―31．2―44．0―56．8―1：09．8―1：22．9―1：35．8―1：47．9―1：59．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F36．0
1
3
2，3（6，12）11（7，14，15）1（4，5）－（8，16）－10－13－9・（2，3）（6，12）11（7，15，5）（1，14）16，4（8，9）13，10

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ストライクイーグル �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Marquetry デビュー 2015．11．28 京都11着

2013．4．12生 牡4青鹿 母 ミスエアクラフト 母母 Silver in Flight 17戦4勝 賞金 52，420，000円
※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。
（非当選馬） 5頭 オーサムレジェンド号・サンホッブズ号・デジタルフラッシュ号・ピアシングステア号・ヒドゥンブレイド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（29東京5）第1日 11月4日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 162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
厩務員出走奨励金

248，670，000円
10，120，000円
20，260，000円
1，300，000円
28，710，000円
67，576，500円
4，399，000円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
787，177，200円
1，139，531，200円
336，416，800円
1，625，275，900円
842，277，200円
908，594，900円
2，170，089，400円
3，716，075，600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 11，525，438，200円

総入場人員 33，635名 （有料入場人員 30，768名）
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