
3203711月12日 晴 良 （29東京5）第4日 第1競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走9時55分 （芝・左）

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

中央レコード
2：00．8
1：59．8

良
良

55 タイプムーン 牝2黒鹿54 宮崎 北斗 �コスモヴューファーム 池上 昌弘 新冠 コスモヴューファーム 472＋ 42：03．4 31．3�
66 ラヴベローナ 牝2鹿 54 丸山 元気菅原 広隆氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 460－ 22：03．71� 25．3�
11 ハ ー ビ ー ナ 牝2黒鹿54 三浦 皇成多田 賢司氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 448＋ 6 〃 ハナ 4．0�
89 ネ ル 牡2黒鹿55 内田 博幸ユアストーリー 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 490＋10 〃 アタマ 3．6�
810 エンジェルリード 牝2鹿 54 柴田 善臣広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 450± 02：03．8� 93．8	
78 ワセダインブルー 牡2鹿 55 田辺 裕信大冨 智弘氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 436＋ 22：04．11� 6．1

77 マ ノ ン 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム 438＋ 22：04．2� 24．8�
44 ミレフォリウム 牝2鹿 54 V．シュミノー �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 472± 02：04．62� 2．7�

（仏）

33 フライングサーカス 牝2栗 54 柴山 雄一 �コスモヴューファーム 高橋 文雅 新ひだか 木田 晶範 408－ 42：05．02� 174．0
22 フライングイーグル 牡2栗 55

52 ▲武藤 雅髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 490－ 22：05．74 236．3�
（10頭）

売 得 金
単勝： 23，803，100円 複勝： 27，983，400円 枠連： 8，656，800円
馬連： 46，707，200円 馬単： 26，124，000円 ワイド： 22，759，200円
3連複： 56，575，000円 3連単： 100，955，400円 計： 313，564，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，130円 複 勝 � 800円 � 490円 � 180円 枠 連（5－6） 16，680円

馬 連 �� 30，390円 馬 単 �� 57，450円

ワ イ ド �� 5，760円 �� 1，440円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 24，580円 3 連 単 ��� 301，200円

票 数

単勝票数 計 238031 的中 � 6453（7番人気）
複勝票数 計 279834 的中 � 7543（7番人気）� 13354（6番人気）� 53444（3番人気）
枠連票数 計 86568 的中 （5－6） 402（23番人気）
馬連票数 計 467072 的中 �� 1191（29番人気）
馬単票数 計 261240 的中 �� 341（55番人気）
ワイド票数 計 227592 的中 �� 985（28番人気）�� 4086（16番人気）�� 5529（12番人気）
3連複票数 計 565750 的中 ��� 1726（42番人気）
3連単票数 計1009554 的中 ��� 243（300番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．1―37．5―50．2―1：03．2―1：16．2―1：29．1―1：40．7―1：51．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

タイプムーン �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．9．17 中山9着

2015．2．2生 牝2黒鹿 母 マイネサンサン 母母 スプライトパッサー 4戦1勝 賞金 5，500，000円
〔制裁〕 タイプムーン号の騎手宮崎北斗は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4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。

3203811月12日 晴 良 （29東京5）第4日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時20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
1：36．2
1：36．2

不良
不良

33 デルマシャンパン 牝2黒鹿54 三浦 皇成浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 446－ 21：40．5 1．9�
711 ハ ン ド リ ー 牝2栗 54 大野 拓弥大倉 佑介氏 青木 孝文 青森 諏訪牧場 432－ 41：40．92� 13．4�
44 コスモフォーミュラ 牝2黒鹿54 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 458－121：41．11� 47．7�
57 フレッシビレ 牝2栗 54 村田 一誠�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 492－ 41：41．42 7．7�
11 ロイヤルジュビリー 牝2青 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 436－101：41．93 6．8�
56 インペリオーソ 牝2青鹿54 勝浦 正樹吉岡 泰治氏 松山 将樹 新ひだか 松本牧場 480＋ 61：42．43 182．2	
45 ジョリプリュネル 牝2栗 54

51 ▲武藤 雅井上 勇人氏 中野 栄治 新ひだか 米田牧場 434－ 41：42．5� 443．1

813 ショーエクセレント 牝2栗 54 丸山 元気吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前谷 武志 466－ 61：42．6� 55．8�
69 ウ ィ キ ャ ン 牝2鹿 54 内田 博幸道永 幸治氏 田中 清隆 新冠 スカイビーチステーブル 434－ 21：43．23� 29．7�
710 ミヤコスマイル 牝2黒鹿54 田辺 裕信吉田都枝江氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム B436± 01：43．3� 12．9
812 ベ リ ッ シ マ 牝2青鹿 54

51 ▲野中悠太郎磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 460± 01：43．4� 33．1�
22 トラヴィアータ 牝2栗 54 V．シュミノー 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 510－ 41：44．25 7．9�
（仏）

68 パラレルワールド 牝2鹿 54 伊藤 工真田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 松本牧場 448－ 21：47．8大差 185．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 20，286，300円 複勝： 30，513，600円 枠連： 9，877，300円
馬連： 40，513，700円 馬単： 21，369，500円 ワイド： 22，768，400円
3連複： 54，362，700円 3連単： 77，769，200円 計： 277，460，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 270円 � 760円 枠 連（3－7） 470円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，620円 �� 4，200円

3 連 複 ��� 10，770円 3 連 単 ��� 32，660円

票 数

単勝票数 計 202863 的中 � 88456（1番人気）
複勝票数 計 305136 的中 � 118357（1番人気）� 21978（6番人気）� 6135（9番人気）
枠連票数 計 98773 的中 （3－7） 16260（1番人気）
馬連票数 計 405137 的中 �� 34738（3番人気）
馬単票数 計 213695 的中 �� 12428（3番人気）
ワイド票数 計 227684 的中 �� 14379（4番人気）�� 3482（18番人気）�� 1304（34番人気）
3連複票数 計 543627 的中 ��� 3783（32番人気）
3連単票数 計 777692 的中 ��� 1726（106番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．2―12．7―13．1―12．8―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―36．2―48．9―1：02．0―1：14．8―1：27．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デルマシャンパン �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 Distant View デビュー 2017．8．6 札幌12着

2015．4．10生 牝2黒鹿 母 ランウェイスナップ 母母 クリアーパス 4戦1勝 賞金 8，300，000円
〔制裁〕 ロイヤルジュビリー号の騎手柴田大知は，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50，000円。（被害馬：5

番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パラレルワールド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年12月12日まで平地

競走に出走できない。
※パラレルワールド号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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４日

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
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齢性
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地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
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増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



3203911月12日 晴 良 （29東京5）第4日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時50分 （ダート・左）

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

35 ワンダーツー 牡2鹿 55 内田 博幸山口 裕介氏 田村 康仁 新ひだか 静内坂本牧場 508＋ 21：27．0 1．4�
816 クリムズンフラッグ 牡2黒鹿55 宮崎 北斗加藤 徹氏 青木 孝文 新冠 大狩部牧場 514＋ 61：27．42� 3．9�
612 ロードゲイル 牡2鹿 55

52 ▲武藤 雅 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 浦河 谷川牧場 512＋ 21：29．010 32．1�
12 ラテンリズム 牝2鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 松山 将樹 浦河 高昭牧場 436± 01：29．1� 401．8�
815 ア サ ヒ キ リ 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム 478－ 21：29．2クビ 39．2	
611 ミ テ ル テ 牝2鹿 54 荻野 琢真山田 裕仁氏 伊藤 大士 日高 モリナガファーム 446－ 4 〃 クビ 118．4

48 ト ッ プ ギ ア 牡2鹿 55 的場 勇人 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 浦河 日進牧場 454＋ 61：29．41 137．2�
47 ヤンソンノユウワク 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎内田 玄祥氏 根本 康広 えりも 能登 浩 426－ 41：29．72 34．6�
11 ボ ン テ ン 牡2鹿 55

52 ▲木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 荻伏三好フ
アーム 446± 01：30．55 60．4

59 クラウンレガシー �2黒鹿55 柴山 雄一矢野まり子氏 田中 剛 日高 クラウン日高牧場 488－ 21：30．82 307．1�
36 ベストロマン 牝2栗 54 古川 吉洋西村 專次氏 古賀 史生 新ひだか 静内フジカワ牧場 466－ 61：31．01� 334．7�
714 ト サ イ チ 牡2鹿 55 武士沢友治林 啓二氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 448－ 21：31．1� 272．1�
510 スコーピオンキング 牡2栗 55 横山 和生四本 昭弘氏 小野 次郎 浦河 浦河土肥牧場 450＋ 61：31．31 131．7�
23 カシノソルジャー 牡2鹿 55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 一山育成牧場 490＋ 21：31．83 192．9�
713 ツクバマカナ 牡2黒鹿55 江田 照男細谷 武史氏 蛯名 利弘 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 468± 01：32．43� 355．4�
24 トーセンクロノス 牡2鹿 55 V．シュミノー 島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 片岡 博 424＋ 41：34．3大差 8．9�

（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，558，400円 複勝： 79，903，100円 枠連： 13，584，200円
馬連： 52，455，100円 馬単： 40，341，500円 ワイド： 31，712，100円
3連複： 68，771，600円 3連単： 137，581，900円 計： 452，907，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 120円 � 240円 枠 連（3－8） 200円

馬 連 �� 190円 馬 単 �� 250円

ワ イ ド �� 120円 �� 410円 �� 570円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 1，700円

票 数

単勝票数 計 285584 的中 � 162244（1番人気）
複勝票数 計 799031 的中 � 609012（1番人気）� 68790（2番人気）� 16588（4番人気）
枠連票数 計 135842 的中 （3－8） 52026（1番人気）
馬連票数 計 524551 的中 �� 208082（1番人気）
馬単票数 計 403415 的中 �� 120971（1番人気）
ワイド票数 計 317121 的中 �� 101348（1番人気）�� 14431（4番人気）�� 10032（8番人気）
3連複票数 計 687716 的中 ��� 58862（2番人気）
3連単票数 計1375819 的中 ��� 58526（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．2―36．2―48．9―1：01．5―1：14．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．8―3F38．1
3 5，6，12，16－（2，13）（10，15）8，9（4，11）（1，7）－（3，14） 4 5，6（16，12）＝2－（8，10，15）（9，13）11，4（1，7）3，14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ワンダーツー �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2017．7．23 函館6着

2015．4．2生 牡2鹿 母 ベルモントナウシカ 母母 ミ ス カ ム イ 6戦1勝 賞金 12，300，000円
〔発走状況〕 ワンダーツー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ミテルテ号の騎手荻野琢真は，後検量に遅れたことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ツクバマカナ号・トーセンクロノス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年12月

12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 パラレルワールド号
※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。

3204011月12日 晴 良 （29東京5）第4日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走11時20分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：45．9
1：45．9

良
良

77 ローザフェリーチェ 牝2青鹿54 V．シュミノー �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 470－ 21：51．9 4．4�
（仏）

55 パイオニアバイオ 牝2鹿 54 柴田 善臣バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 422＋ 41：52．11� 3．5�
11 マイネルプリンチペ 牡2黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 450± 01：52．31� 2．4�
66 ジェネラルシップ 牡2黒鹿55 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 黒岩 陽一 新冠 松浦牧場 444＋ 4 〃 クビ 11．4�
88 マイネルセッカ 牡2鹿 55 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム 440＋ 61：52．51� 56．9	
44 ホーカスポーカス 牡2鹿 55 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 426－ 61：52．6� 8．9

22 エスポワールカフェ 牡2栗 55 江田 照男西川 光一氏 小島 太 浦河 太陽牧場 460＋ 4 〃 ハナ 58．0�
89 ミ フ ラ ー ブ 牝2栗 54

51 ▲野中悠太郎�ミルファーム 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド 482－ 21：52．81� 91．4�
33 サンダーチーフ 牡2鹿 55 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 池上 昌和 新冠 飛渡牧場 420－141：53．01� 24．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 28，359，900円 複勝： 29，674，600円 枠連： 9，444，300円
馬連： 46，873，300円 馬単： 29，451，400円 ワイド： 28，316，100円
3連複： 56，993，900円 3連単： 111，984，800円 計： 341，098，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 130円 � 120円 � 110円 枠 連（5－7） 830円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 270円 �� 230円 �� 160円

3 連 複 ��� 510円 3 連 単 ��� 4，000円

票 数

単勝票数 計 283599 的中 � 52976（3番人気）
複勝票数 計 296746 的中 � 50847（3番人気）� 59468（2番人気）� 86171（1番人気）
枠連票数 計 94443 的中 （5－7） 8726（3番人気）
馬連票数 計 468733 的中 �� 43223（3番人気）
馬単票数 計 294514 的中 �� 12682（7番人気）
ワイド票数 計 283161 的中 �� 22803（4番人気）�� 29956（2番人気）�� 52635（1番人気）
3連複票数 計 569939 的中 ��� 83643（1番人気）
3連単票数 計1119848 的中 ��� 20271（10番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―12．8―13．5―13．4―13．2―12．0―10．9―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―37．7―51．2―1：04．6―1：17．8―1：29．8―1：40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F34．1

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

勝馬の
紹 介

ローザフェリーチェ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．10．21 東京4着

2015．2．2生 牝2青鹿 母 ロ ー ズ バ ド 母母 ロ ゼ カ ラ ー 2戦1勝 賞金 6，100，000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。



3204111月12日 晴 良 （29東京5）第4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
1：33．0
1：32．3

稍重
良

66 エ ト ナ 牡2鹿 55
52 ▲武藤 雅岡田 牧雄氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 488 ―1：37．4 25．2�

11 ミッキーボニータ 牡2鹿 55 三浦 皇成野田みづき氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 448 ― 〃 クビ 4．6�
811 マイネルキラメキ 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 414 ― 〃 アタマ 13．2�
55 ベストミライ 牝2芦 54 田辺 裕信松尾 正氏 藤原 辰雄 青森 諏訪牧場 500 ―1：37．5� 4．0�
810 ピオレドール 牡2鹿 55 大野 拓弥 �グリーンファーム小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 464 ― 〃 アタマ 20．8	
67 カズアピアーニ 牡2鹿 55 石橋 脩合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 486 ―1：37．6クビ 8．5

33 プローシブル 牡2栗 55 勝浦 正樹伊東 純一氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 484 ― 〃 クビ 47．3�
78 ウィキッドアイズ 牝2芦 54 V．シュミノー �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 468 ― 〃 ハナ 2．6

（仏）

79 ゲンパチカガヤキ 牡2栗 55 柴田 善臣平野 武志氏 中川 公成 新ひだか 前川 正美 456 ―1：37．7� 45．9�
44 リルインフィニティ 牝2鹿 54 武士沢友治西森 鶴氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 482 ―1：38．33� 204．5�
22 ペイシャモカ 牝2鹿 54 柴山 雄一北所 直人氏 坂口 正則 浦河 梅田牧場 494 ―1：38．4� 33．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 29，215，700円 複勝： 25，020，300円 枠連： 10，802，400円
馬連： 48，848，800円 馬単： 26，944，700円 ワイド： 26，361，800円
3連複： 56，963，800円 3連単： 88，363，400円 計： 312，520，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，520円 複 勝 � 510円 � 190円 � 290円 枠 連（1－6） 1，440円

馬 連 �� 5，870円 馬 単 �� 14，980円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 3，340円 �� 840円

3 連 複 ��� 17，090円 3 連 単 ��� 148，630円

票 数

単勝票数 計 292157 的中 � 9783（7番人気）
複勝票数 計 250203 的中 � 10793（8番人気）� 41157（3番人気）� 21517（5番人気）
枠連票数 計 108024 的中 （1－6） 5812（7番人気）
馬連票数 計 488488 的中 �� 6443（21番人気）
馬単票数 計 269447 的中 �� 1349（47番人気）
ワイド票数 計 263618 的中 �� 4741（17番人気）�� 1962（34番人気）�� 8379（9番人気）
3連複票数 計 569638 的中 ��� 2499（52番人気）
3連単票数 計 883634 的中 ��� 431（353番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．8―37．3―49．9―1：02．5―1：14．5―1：25．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ト ナ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2015．4．5生 牡2鹿 母 オレンジブロッサム 母母 バッフドオレンジ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ウィキッドアイズ号の騎手V．シュミノーは，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：1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。

3204211月12日 晴 良 （29東京5）第4日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時45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

812 プロディジー 牝2鹿 54 大野 拓弥飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 460 ―1：24．4 16．1�
68 ハードカウント 牡2栗 55 三浦 皇成�ノースヒルズ 小崎 憲 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448 ― 〃 クビ 12．0�
55 ペイシャモン 牝2青鹿54 柴山 雄一北所 直人氏 坂口 正則 様似 髙村 伸一 470 ―1：24．71� 4．0�
811 ノーブルウラノス 牝2栗 54

51 ▲武藤 雅吉木 伸彦氏 水野 貴広 新冠 パカパカ
ファーム 470 ― 〃 クビ 13．0�

44 モンパルナス 牡2鹿 55 石橋 脩栗嶋 豊明氏 牧浦 充徳 新冠 大林ファーム 454 ― 〃 アタマ 14．4�
33 レイヤーハート 牝2栗 54 V．シュミノー 	サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 404 ―1：24．8� 4．5


（仏）

22 ホーネットドリーム 牡2栗 55 丸山 元気田島 政光氏 松永 康利 日高 モリナガファーム 444 ―1：25．65 54．6�
56 シゲルレタス 牡2鹿 55 柴田 大知森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか グローリーファーム 448 ―1：25．7� 17．1�
710 シ モ ン ズ 牡2芦 55 柴田 善臣嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山口 忠彦 484 ― 〃 クビ 27．9
67 サンフレデリック 牡2鹿 55 的場 勇人 �加藤ステーブル 的場 均 浦河 冨岡牧場 464 ―1：25．91	 88．7�
79 デカルコマニー 牡2鹿 55 村田 一誠松尾 正氏 藤原 辰雄 秋田 松尾 豊 444 ―1：26．21� 41．9�
11 トーセンニケ 牝2栗 54 田辺 裕信島川 �哉氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 434 ―1：26．51� 3．5�
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売 得 金
単勝： 30，845，800円 複勝： 34，984，800円 枠連： 15，751，900円
馬連： 61，058，200円 馬単： 27，501，700円 ワイド： 32，458，800円
3連複： 69，540，100円 3連単： 89，032，300円 計： 361，173，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，610円 複 勝 � 330円 � 220円 � 150円 枠 連（6－8） 2，560円

馬 連 �� 6，480円 馬 単 �� 12，680円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 980円 �� 810円

3 連 複 ��� 7，160円 3 連 単 ��� 63，720円

票 数

単勝票数 計 308458 的中 � 16186（7番人気）
複勝票数 計 349848 的中 � 22850（7番人気）� 38816（4番人気）� 72215（1番人気）
枠連票数 計 157519 的中 （6－8） 4767（11番人気）
馬連票数 計 610582 的中 �� 7295（25番人気）
馬単票数 計 275017 的中 �� 1626（47番人気）
ワイド票数 計 324588 的中 �� 5027（22番人気）�� 8545（13番人気）�� 10574（9番人気）
3連複票数 計 695401 的中 ��� 7283（20番人気）
3連単票数 計 890323 的中 ��� 1013（228番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．0―24．4―37．0―49．7―1：01．4―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プロディジー �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2015．3．20生 牝2鹿 母 ベストオブミー 母母 フラワーアーチ 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。



3204311月12日 晴 良 （29東京5）第4日 第7競走 ��2，100�サラブレッド系3歳以上
発走13時15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

714 ラテールプロミーズ 牡4青鹿57 三浦 皇成ディアレストクラブ� 田村 康仁 新冠 イワミ牧場 B508－ 62：11．8 4．7�
48 トゥルーラヴキッス �4鹿 57 V．シュミノー 山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 504－ 62：12．75 16．7�

（仏）

47 イルフォーコン 牡4黒鹿57 柴田 善臣 H.F Association 武市 康男 浦河 福田牧場 462－ 4 〃 アタマ 9．5�
11 � キ ン グ リ オ 牡5鹿 57 大野 拓弥窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 500± 02：12．8� 11．7�
12 ヨクエロマンボ �4芦 57 村田 一誠平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 462＋ 2 〃 ハナ 46．0�
816 ロージズバード 牡3黒鹿55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B506－ 42：12．9	 36．9	
612 ア オ ス タ �3栗 55 石橋 脩吉田 和美氏 古賀 慎明 新ひだか 仲野牧場 B496＋ 62：13．1	 24．4

59 オ ー ル デ ン 牡3鹿 55 田辺 裕信金山 敏也氏 小西 一男 浦河 金成吉田牧場 444－ 2 〃 クビ 2．6�
510 ジェイケイライジン 牡3栗 55 柴田 大知小谷野次郎氏 柴田 政人 浦河 富塚ファーム 478＋ 42：13．2クビ 23．7�
611 アンジュリンブレス 牡5青鹿57 古川 吉洋塩川 和則氏 土田 稔 浦河 久保 昇 506± 02：13．41
 30．3
36 ラインセイラ 牝4栗 55 武士沢友治大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 462± 0 〃 ハナ 195．8�
713 フラッグアドミラル 牡3黒鹿 55

52 ▲武藤 雅岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 454＋ 22：13．82� 78．1�
35 ピサノベルベット 牝3鹿 53 勝浦 正樹市川義美ホール

ディングス� 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 452＋ 42：14．86 64．4�
815 ロ ジ バ レ ー 牡3鹿 55 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 512± 02：15．01 5．9�
23 ステイリッチ �5栗 57 江田 照男宇田 豊氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 524＋ 22：15．63� 218．7�
24 ファンドレイザー �4鹿 57 柴山 雄一 H.H．シェイク・モハメド 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510± 02：16．13 23．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，222，100円 複勝： 52，935，900円 枠連： 19，938，800円
馬連： 86，306，700円 馬単： 35，386，700円 ワイド： 49，604，300円
3連複： 113，636，000円 3連単： 129，469，100円 計： 520，499，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 220円 � 700円 � 240円 枠 連（4－7） 1，330円

馬 連 �� 4，160円 馬 単 �� 7，360円

ワ イ ド �� 1，660円 �� 740円 �� 2，450円

3 連 複 ��� 10，560円 3 連 単 ��� 49，060円

票 数

単勝票数 計 332221 的中 � 55828（2番人気）
複勝票数 計 529359 的中 � 71653（2番人気）� 16290（12番人気）� 61623（3番人気）
枠連票数 計 199388 的中 （4－7） 11550（6番人気）
馬連票数 計 863067 的中 �� 16078（14番人気）
馬単票数 計 353867 的中 �� 3603（24番人気）
ワイド票数 計 496043 的中 �� 7592（17番人気）�� 18081（6番人気）�� 5051（31番人気）
3連複票数 計1136360 的中 ��� 8068（35番人気）
3連単票数 計1294691 的中 ��� 1913（151番人気）

ハロンタイム 7．1―11．3―12．4―12．6―13．1―12．8―12．7―12．5―12．6―12．1―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．4―30．8―43．4―56．5―1：09．3―1：22．0―1：34．5―1：47．1―1：59．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラテールプロミーズ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2015．12．6 中山2着

2013．4．20生 牡4青鹿 母 リーフィーウッド 母母 ラスリングカプス 17戦3勝 賞金 32，500，000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。

3204411月12日 晴 良 （29東京5）第4日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走13時45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 ブロードアリュール 牡3鹿 56 田辺 裕信 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：25．2 3．3�
23 プッシュアゲン 牡4栗 57

54 ▲武藤 雅浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 笠松牧場 506± 01：25．52 4．8�
510 ペルルクロシュ 牝4黒鹿55 内田 博幸ディアレストクラブ� 小笠 倫弘 新冠 赤石 久夫 444＋ 21：25．6クビ 12．7�
816� ストロボフラッシュ 牝4芦 55 大野 拓弥吉田 和子氏 加藤 征弘 米 Doug Branham &

Felicia Branham 482＋ 8 〃 ハナ 4．8�
59 モンスターキング 	4鹿 57 三浦 皇成林 正道氏 武井 亮 新冠 柏木 一則 474－14 〃 クビ 41．2	
48 � ラグプリンセス 牝3鹿 54 柴山 雄一吉田 和子氏 金成 貴史 米 Northwest

Farms LLC 482＋ 41：25．81 24．2

12 � トリリオネア 牡3鹿 56 柴田 善臣 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 英 Darley 458± 01：25．9
 25．5�
36 アキノバレリーナ 牝4栗 55

52 ▲木幡 育也穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 496＋121：26．64 33．6�
24 サーヒューストン 牡3栗 56 勝浦 正樹窪田 芳郎氏 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：26．91
 99．8
35 ノーフィアー 牡3栗 56 江田 照男平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 486－101：27．11 4．3�
815� リアリゾンルレーヴ 牝4鹿 55 石橋 脩吉田 和子氏 池上 昌和 米

Robert B. Trus-
sell Jr. & John
T.L. Jones III

B462－161：27．2� 50．6�
47 � ラ ー リ オ 	4鹿 57 横山 和生吉田 和美氏 田村 康仁 米 Roger S.

Braugh Jr. B538± 0 〃 アタマ 18．1�
713� マイハーベスト 牝4鹿 55 宮崎 北斗西城 公雄氏 松永 康利 日高 メイプルファーム 464－ 41：27．41 365．6�
611 マイネルヘミニス 牡3黒鹿56 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 474＋201：27．5
 111．5�
714� アドラビリティ 牝5青鹿55 嘉藤 貴行藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 502± 01：28．24 558．7�
612 ノットオンリー 牡3鹿 56 丸山 元気久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 432＋ 21：30．5大差 194．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，860，900円 複勝： 54，587，600円 枠連： 22，536，400円
馬連： 99，693，200円 馬単： 44，424，400円 ワイド： 53，142，300円
3連複： 118，193，800円 3連単： 160，223，900円 計： 593，662，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 170円 � 250円 枠 連（1－2） 750円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 420円 �� 900円 �� 650円

3 連 複 ��� 3，010円 3 連 単 ��� 11，440円

票 数

単勝票数 計 408609 的中 � 96154（1番人気）
複勝票数 計 545876 的中 � 96664（2番人気）� 91532（3番人気）� 47220（5番人気）
枠連票数 計 225364 的中 （1－2） 23146（2番人気）
馬連票数 計 996932 的中 �� 78677（3番人気）
馬単票数 計 444244 的中 �� 22575（2番人気）
ワイド票数 計 531423 的中 �� 34115（3番人気）�� 14442（10番人気）�� 20679（7番人気）
3連複票数 計1181938 的中 ��� 29447（7番人気）
3連単票数 計1602239 的中 ��� 10149（20番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．1―35．5―47．4―59．9―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブロードアリュール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Broad Brush デビュー 2016．12．25 中山3着

2014．4．26生 牡3鹿 母 ブロードアピール 母母 Valid Allure 3戦2勝 賞金 14，300，000円
〔制裁〕 アキノバレリーナ号の騎手木幡育也は，3コーナーで外側に斜行したことについて平成29年11月18日から平成29年11月

19日まで騎乗停止。（被害馬：12番）
〔その他〕 ノットオンリー号は，3コーナーで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） 1頭 セイウンアワード号
（非抽選馬） 2頭 ネオビッグバン号・ボルドー号



3204511月12日 晴 良 （29東京5）第4日 第9競走 ��
��1，800�t v k 賞

発走14時15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

tvk賞（1着）
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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

89 ヒ ス ト リ ア 牝3鹿 53 勝浦 正樹山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 444± 01：47．1 7．0�
22 オールドクラシック 牡4青鹿57 柴田 大知�リーヴァ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 476－12 〃 クビ 29．0�
44 スマートエレメンツ 牡3鹿 55 三浦 皇成大川 徹氏 鹿戸 雄一 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 502＋ 61：47．31� 7．6�

11 ゴールドスミス 牡3黒鹿55 V．シュミノー H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 526－ 2 〃 アタマ 4．6�

（仏）

33 ロードプレミアム 牡4黒鹿57 石橋 脩 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 490± 01：47．4クビ 2．8	
77 フォワードカフェ 牡5黒鹿57 柴山 雄一西川 恭子氏 小島 太 むかわ 上水牧場 522± 0 〃 アタマ 32．3

66 ニシノアモーレ 牝3栗 53 内田 博幸西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 藤原牧場 430－ 2 〃 クビ 6．4�
78 オンタケハート 牡6鹿 57 大野 拓弥宮原 廣伸氏 伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 488－ 41：47．5クビ 22．2�
810 エアピザレー 牡6栗 57 田辺 裕信 �ラッキーフィールド高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 478－ 21：47．81	 11．3
55 ジュニエーブル 牡3鹿 55 古川 吉洋柴田 洋一氏 竹内 正洋 浦河 鎌田 正嗣 450＋ 41：47．9
 18．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 39，013，900円 複勝： 54，158，200円 枠連： 20，107，200円
馬連： 103，654，500円 馬単： 49，084，300円 ワイド： 52，974，500円
3連複： 119，140，100円 3連単： 194，573，800円 計： 632，706，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 220円 � 510円 � 270円 枠 連（2－8） 4，670円

馬 連 �� 8，650円 馬 単 �� 15，660円

ワ イ ド �� 2，600円 �� 910円 �� 2，350円

3 連 複 ��� 20，550円 3 連 単 ��� 125，390円

票 数

単勝票数 計 390139 的中 � 44435（4番人気）
複勝票数 計 541582 的中 � 70154（4番人気）� 24103（9番人気）� 53855（5番人気）
枠連票数 計 201072 的中 （2－8） 3332（19番人気）
馬連票数 計1036545 的中 �� 9278（31番人気）
馬単票数 計 490843 的中 �� 2350（56番人気）
ワイド票数 計 529745 的中 �� 5150（35番人気）�� 15461（12番人気）�� 5718（33番人気）
3連複票数 計1191401 的中 ��� 4348（74番人気）
3連単票数 計1945738 的中 ��� 1125（420番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―36．7―48．9―1：01．1―1：13．0―1：24．3―1：35．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．0―3F34．1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒ ス ト リ ア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2016．9．18 中山1着

2014．2．6生 牝3鹿 母 ア ル ヴ ィ ス 母母 Extraterrestral 9戦3勝 賞金 37，860，000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。

3204611月12日 晴 良 （29東京5）第4日 第10競走 ��
��1，400�

お く た ま

奥多摩ステークス
発走14時50分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳56�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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

48 ストーミーシー 牡4栗 57 大野 拓弥�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 532－ 41：20．6 12．4�
59 スターオブペルシャ �4栗 57 V．シュミノー �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 504＋ 4 〃 クビ 3．9�

（仏）

611 オースミナイン 牡7鹿 57 古川 吉洋�オースミ 松永 昌博 様似 猿倉牧場 470－ 61：20．91	 96．7�
23 スマートカルロス 牡5鹿 57 柴田 善臣大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 476± 01：21．0	 18．5�
714 ロワアブソリュー 牡4鹿 57 三浦 皇成 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 514＋ 4 〃 ハナ 3．3	
818 クライムメジャー 牡3栗 56 田辺 裕信 �シルクレーシング 池江 泰寿 洞
湖 レイクヴィラファーム 508－101：21．1クビ 5．5

12 タイセイスターリー 牡3鹿 56 石橋 脩田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 528± 0 〃 クビ 8．9�
612 ペガサスボス 牡5黒鹿57 武士沢友治�天羽牧場 矢作 芳人 日高 天羽牧場 526－ 21：21．2クビ 51．3�
816 チャンピオンルパン 牡6鹿 57 横山 和生坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 榊原 光子 492－ 6 〃 アタマ 141．0
36 カシノピカチュウ 牡7鹿 57 国分 恭介柏木 務氏 牧田 和弥 浦河 丸幸小林牧場 496－ 21：21．41 69．1�
35 レッドリーガル 牡5鹿 57 柴山 雄一 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム B490－121：21．5� 48．9�
24 エントリーチケット 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 444＋161：21．6� 9．9�
715� ア イ ラ イ ン 牝5黒鹿55 勝浦 正樹�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 468＋121：21．7	 56．7�
713 メイショウブイダン 牡6鹿 57 村田 一誠松本 好雄氏 西浦 勝一 日高 長谷川牧場 462± 01：21．8� 357．1�
47 アロンザモナ 牝3鹿 54 丸山 元気ディアレストクラブ� 西浦 勝一 新ひだか 広田牧場 472± 0 〃 クビ 160．5�
510 スマートグレイス 牝5栗 55 内田 博幸大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 飛野牧場 478－ 21：22．01 28．3�
11 オールインワン 牡4鹿 57 江田 照男 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 浦河 笹島 政信 484－ 21：22．42� 34．6�
817 ライブリシュネル 牡7鹿 57 野中悠太郎加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 478－ 41：22．5クビ 483．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 55，095，800円 複勝： 80，590，600円 枠連： 37，625，500円
馬連： 164，527，300円 馬単： 65，053，900円 ワイド： 82，119，800円
3連複： 206，486，800円 3連単： 276，222，500円 計： 967，722，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 360円 � 170円 � 1，560円 枠 連（4－5） 1，690円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 6，040円

ワ イ ド �� 850円 �� 10，000円 �� 5，480円

3 連 複 ��� 56，290円 3 連 単 ��� 319，900円

票 数

単勝票数 計 550958 的中 � 35412（6番人気）
複勝票数 計 805906 的中 � 54273（6番人気）� 159489（1番人気）� 10443（14番人気）
枠連票数 計 376255 的中 （4－5） 17231（7番人気）
馬連票数 計1645273 的中 �� 62425（7番人気）
馬単票数 計 650539 的中 �� 8074（23番人気）
ワイド票数 計 821198 的中 �� 26110（8番人気）�� 2053（72番人気）�� 3771（46番人気）
3連複票数 計2064868 的中 ��� 2751（137番人気）
3連単票数 計2762225 的中 ��� 626（721番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．2―34．4―45．9―57．4―1：08．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストーミーシー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ゼンノエルシド デビュー 2015．7．4 福島2着

2013．2．3生 牡4栗 母 リーベストラウム 母母 マウントモガミ 24戦3勝 賞金 104，777，000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 マカハ号
※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。

１レース目



3204711月12日 晴 良 （29東京5）第4日 第11競走 ��
��1，400�オ ー ロ カ ッ プ

発走15時30分 （芝・左）
3歳以上，28．11．12以降29．11．5まで1回以上出走馬；負担重量は，ハンデキャップ

岩手県競馬組合管理者賞（1着）
賞 品

本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

611 トウショウピスト 牡5鹿 54 古川 吉洋トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 478－ 41：20．8 8．4�
612 ディバインコード 牡3鹿 54 柴田 善臣 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 496± 01：20．9� 4．2�
36 サンライズメジャー 牡8栗 57 大野 拓弥松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 478－ 21：21．0� 11．7�
11 アルマワイオリ 牡5黒鹿55 柴山 雄一コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 小泉牧場 482－ 41：21．1� 30．4�
24 ラ ン グ レ ー 牡6鹿 55 国分 恭介 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B486－ 41：21．31	 21．0	
714 トウショウドラフタ 牡4栗 56 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 486＋ 6 〃 ハナ 6．2

59 ピ ン ポ ン 牡7鹿 53 野中悠太郎小田切有一氏 寺島 良 新冠 大栄牧場 470± 01：21．4クビ 72．8�
23 マッチレスヒーロー 牡6栗 55 丸山 元気�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 B492＋ 4 〃 ハナ 68．1�
48 ツィンクルソード 牡6芦 54 内田 博幸 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 476－ 2 〃 クビ 18．9
816 モンドキャンノ 牡3鹿 55 田辺 裕信ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 468－ 61：21．61	 6．2�
12 タガノブルグ 牡6鹿 55 三浦 皇成八木 秀之氏 
島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 448－ 21：21．81 14．2�
713� シベリアンスパーブ 牡8鹿 54 嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 502－ 21：21．9� 101．8�
510 リーサルウェポン 牝6鹿 48 武藤 雅 Him Rock Racing 武市 康男 日高 タバタファーム B444＋ 4 〃 クビ 65．8�
815 ピークトラム 牡6黒鹿55 勝浦 正樹吉田 照哉氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 482－121：22．0� 47．6�
35 コスモドーム 牡6鹿 54 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 518± 01：22．1クビ 18．9�
47 ロサギガンティア 牡6青 57 V．シュミノー �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 526＋ 4 （競走中止） 6．2�

（仏）

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，133，600円 複勝： 80，958，200円 枠連： 61，473，300円
馬連： 260，011，400円 馬単： 93，767，000円 ワイド： 109，444，300円
3連複： 346，637，400円 3連単： 447，541，800円 計： 1，459，967，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 300円 � 150円 � 370円 枠 連（6－6） 1，740円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 3，480円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，470円 �� 910円

3 連 複 ��� 5，530円 3 連 単 ��� 28，680円

票 数

単勝票数 計 601336 的中 � 57028（5番人気）
複勝票数 計 809582 的中 � 61764（5番人気）� 181183（1番人気）� 46741（6番人気）
枠連票数 計 614733 的中 （6－6） 27244（8番人気）
馬連票数 計2600114 的中 �� 123210（4番人気）
馬単票数 計 937670 的中 �� 20203（8番人気）
ワイド票数 計1094443 的中 �� 43138（4番人気）�� 18521（15番人気）�� 30872（5番人気）
3連複票数 計3466374 的中 ��� 46961（11番人気）
3連単票数 計4475418 的中 ��� 11310（60番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．1―46．7―57．8―1：09．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．1
3 11－12（1，15）4（3，13）（8，16）6（9，14）2，10，5，7 4 11－（1，12）（4，15）（3，13）（8，16）（9，6）－（2，14）（10，5）＝7

勝馬の
紹 介

トウショウピスト �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2014．6．15 函館1着

2012．3．20生 牡5鹿 母 シーイズトウショウ 母母 ジェーントウショウ 29戦6勝 賞金 121，172，000円
〔競走中止〕 ロサギガンティア号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※マッチレスヒーロー号は，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。

3204811月12日 晴 良 （29東京5）第4日 第12競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走16時05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
1：33．8
1：33．3

重
良

612 ナムラミラクル 牡4芦 57 丸山 元気奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 ナカノファーム 474－ 61：36．9 11．2�
59 シルバーポジー 牝4芦 55 田辺 裕信 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 492－141：37．43 3．0�
816 ディアコンチェルト 牡5黒鹿57 三浦 皇成ディアレストクラブ� 高木 登 新ひだか 八田ファーム 460－ 4 〃 クビ 7．9�
815 アナザーバージョン �6鹿 57 内田 博幸 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 474－ 41：37．61 14．9�
48 ブルーボサノヴァ 牝6栗 55 柴田 大知 �ブルーマネジメント和田 雄二 新冠 川上牧場 512± 01：37．7� 53．7	
24 ドリームリヴァール �7黒鹿57 原田 和真ライオンレースホース� 池上 昌弘 安平 追分ファーム 460＋ 2 〃 クビ 52．0

11 リヴァイアサン 牡3鹿 56 大野 拓弥星野 祐介氏 相沢 郁 青森 ユーコー牧場 B514＋10 〃 ハナ 6．3�
510 レッツゴースター 牡5栗 57 嘉藤 貴行�Basic 大和田 成 新冠 佐藤 信広 460＋ 6 〃 ハナ 228．9�
713 アポロナイスジャブ 牡4栗 57 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 新ひだか へいはた牧場 442＋ 4 〃 アタマ 8．6
714 ワイドリーザワン 牡5黒鹿57 横山 和生坂本 浩一氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋ 21：37．8� 140．9�
611 スマイルフォース 牡5鹿 57 国分 恭介上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 454± 01：37．9クビ 179．2�
35 クリノフウジン 牡3栗 56 柴山 雄一栗本 博晴氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 492－ 4 〃 クビ 31．0�
47 キチロクステージ 牡4鹿 57 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 新冠 競優牧場 478＋ 21：38．0� 12．8�
12 トレンドライン 牡3栗 56 V．シュミノー �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 468＋ 81：38．31� 6．4�

（仏）

23 ドゥリーミン 牝4黒鹿 55
52 ▲木幡 育也菊地 祐司氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 456－ 6 〃 ハナ 31．1�

36 ウェイトアンドシー �6黒鹿57 江田 照男岡田 牧雄氏 新開 幸一 浦河 高村牧場 488－ 21：38．61� 71．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 67，710，400円 複勝： 87，974，300円 枠連： 49，514，000円
馬連： 180，540，400円 馬単： 73，789，300円 ワイド： 92，103，900円
3連複： 229，172，400円 3連単： 323，351，000円 計： 1，104，155，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 330円 � 170円 � 230円 枠 連（5－6） 2，610円

馬 連 �� 2，780円 馬 単 �� 6，240円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 1，240円 �� 570円

3 連 複 ��� 5，880円 3 連 単 ��� 37，000円

票 数

単勝票数 計 677104 的中 � 48307（6番人気）
複勝票数 計 879743 的中 � 57506（7番人気）� 163127（1番人気）� 98541（4番人気）
枠連票数 計 495140 的中 （5－6） 14693（13番人気）
馬連票数 計1805404 的中 �� 50177（9番人気）
馬単票数 計 737893 的中 �� 8863（22番人気）
ワイド票数 計 921039 的中 �� 21197（11番人気）�� 18603（16番人気）�� 43210（2番人気）
3連複票数 計2291724 的中 ��� 29211（15番人気）
3連単票数 計3233510 的中 ��� 6335（98番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―35．9―48．0―1：00．4―1：12．5―1：24．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラミラクル �
�
父 スパイキュール �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2015．10．24 京都6着

2013．5．4生 牡4芦 母 アーダーチャリス 母母 シルバービオレ 18戦4勝 賞金 51，428，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 コパノビジン号・シベリウス号・ジュガンティーヤ号・シンゼンドリーム号・バーサーカー号・ベバスカーン号
※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。

４レース目



（29東京5）第4日 11月12日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 163頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

220，470，000円
2，530，000円
23，980，000円
1，440，000円
24，310，000円
66，728，000円
4，212，000円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
457，105，900円
639，284，600円
279，312，100円
1，191，189，800円
533，238，400円
603，765，500円
1，496，473，600円
2，137，069，100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 7，337，439，000円

総入場人員 38，948名 （有料入場人員 35，566名）
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