
3004911月17日 晴 良 （30東京5）第5日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走9時55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

48 ホウオウモントレー 牝2芦 54 J．モレイラ小笹 芳央氏 矢野 英一 むかわ 市川牧場 486＋ 21：26．3 2．4�
（伯刺）

12 � リトルモンスター 牝2鹿 54 横山 典弘吉田 千津氏 武井 亮 米
Off The Hook Part-
ners LLC & Farm III
Enterprises LLC

476＋ 81：26．61� 3．6�
47 セイヴァリアント 牡2黒鹿55 三浦 皇成金田 成基氏 中川 公成 日高 本間牧場 486＋ 8 〃 アタマ 14．1�
816 セイウンクロノス 牡2青鹿 55

54 ☆武藤 雅西山 茂行氏 奥平 雅士 日高 野島牧場 438－ 21：27．45 47．4�
612 ジョガールボニート 牡2青鹿55 W．ビュイック 髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 448± 01：27．71� 7．4�

（英）

23 グレートデー 牡2黒鹿55 田辺 裕信 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 494＋ 81：27．91 63．9	
36 シゲルホタルイシ 牡2栗 55 内田 博幸森中 蕃氏 水野 貴広 浦河 中村 雅明 B476± 0 〃 クビ 44．0

11 チ ャ ピ 牝2黒鹿54 M．デムーロ加藤 晃央氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 446－ 81：28．32	 14．0�
611 テイエムヤマビコ 牝2栗 54

51 ▲木幡 育也竹園 正繼氏 加藤 和宏 日高 日高テイエム
牧場株式会社 462± 01：28．61� 465．4�

24 ブラックアルテミス 牝2栗 54 古川 吉洋黒澤 尚氏 柴田 政人 日高 山際 辰夫 422－ 21：28．92 312．1
815� ブライトンテソーロ 牡2黒鹿55 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 英 Merry Fox
Stud Limited 470± 01：29．11
 13．8�

714 ニシノアマタ 牝2栗 54
51 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 浦河 谷川牧場 440＋ 61：29．2	 204．5�

59 トーセンルビー 牝2黒鹿54 田中 勝春島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ
スティファーム 450－ 41：29．41
 293．8�

713 ネイチャーサムソン 牡2鹿 55 北村 宏司井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 478＋ 41：29．6� 545．5�
510 レッドパラス 牝2芦 54 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 444＋ 21：29．81	 12．8�
35 マ リ ヒ メ 牝2鹿 54 岩部 純二桐谷 茂氏 南田美知雄 新冠 高瀬牧場 462－ 81：30．22	 455．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，462，400円 複勝： 49，423，400円 枠連： 12，472，300円
馬連： 52，732，400円 馬単： 26，278，500円 ワイド： 37，623，400円
3連複： 78，688，500円 3連単： 102，889，100円 計： 389，570，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 110円 � 200円 枠 連（1－4） 240円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 170円 �� 480円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 3，590円

票 数

単勝票数 計 294624 的中 � 101538（1番人気）
複勝票数 計 494234 的中 � 178794（1番人気）� 121970（2番人気）� 34085（4番人気）
枠連票数 計 124723 的中 （1－4） 39666（1番人気）
馬連票数 計 527324 的中 �� 107176（1番人気）
馬単票数 計 262785 的中 �� 28491（1番人気）
ワイド票数 計 376234 的中 �� 72733（1番人気）�� 17141（4番人気）�� 16581（5番人気）
3連複票数 計 786885 的中 ��� 51784（2番人気）
3連単票数 計1028891 的中 ��� 20758（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．8―35．4―48．1―1：00．6―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホウオウモントレー �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Cadeaux Genereux デビュー 2018．10．7 東京2着

2016．5．4生 牝2芦 母 モントレゾール 母母 コ ミ ラ ス 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔発走状況〕 マリヒメ号は，枠入り不良。
〔制裁〕 ホウオウモントレー号の騎手J．モレイラは，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。
※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 ノーブルペガサス号・バイラール号
※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。

3005011月17日 晴 良 （30東京5）第5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）

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

713 ロダルキラー 牡2栗 55 戸崎 圭太ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 三石川上牧場 508－ 21：39．7 3．8�
23 ロジギムレット 牡2鹿 55 横山 典弘久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 460＋ 41：39．91� 21．0�
815 スカテナート 牡2鹿 55 大野 拓弥吉田 安惠氏 古賀 慎明 安平 追分ファーム 456± 01：40．11� 10．3�
611 テングレート 牡2青鹿55 J．モレイラ天白 泰司氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 490＋ 41：40．2� 3．0�

（伯刺）

24 マノアフォールズ 牡2鹿 55 C．ルメール �KTレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 456＋ 61：40．3クビ 3．6�
12 コスモハヤテ 牡2青 55 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 小野 次郎 新冠 ビッグレッドファーム 450± 01：40．83 18．4

36 ウインゴライアス 牡2黒鹿55 C．デムーロ�ウイン 大和田 成 新ひだか 元道牧場 528＋ 41：41．43� 21．9�

（仏）

47 メイプルガーデン 牝2鹿 54 松岡 正海節 英司氏 高市 圭二 平取 スガタ牧場 478± 01：41．5� 29．2�
816 ニューツーリズム 牡2青鹿55 勝浦 正樹吉田 晴哉氏 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 492＋ 61：41．6� 210．1
59 タイムファクター 牡2栗 55

54 ☆武藤 雅高橋 文男氏 武藤 善則 様似 髙村 伸一 484＋ 41：41．81� 234．6�
35 ジムマシーン 牡2栗 55

52 ▲木幡 育也臼井義太郎氏 清水 英克 新冠 細川農場 480－ 61：42．11� 397．4�
714 ホープフルサイン 牡2黒鹿55 江田 照男 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 日進牧場 496－ 21：42．2� 207．1�
48 マイネルフィースト 牡2青鹿55 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田村 康仁 浦河 大北牧場 478＋101：42．3クビ 127．2�
612 ノーブルソレイユ 牝2芦 54 内田 博幸吉木 伸彦氏 田村 康仁 浦河 鎌田 正嗣 462－ 61：42．4� 63．3�
11 シャトーヒミコ 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎円城 幸男氏 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 444－101：42．71� 379．1�
510 サステイナビリティ 牡2鹿 55 W．ビュイックゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460＋101：43．55 80．5�
（英）

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，132，500円 複勝： 33，968，200円 枠連： 8，309，700円
馬連： 40，054，300円 馬単： 18，988，900円 ワイド： 27，276，700円
3連複： 55，182，800円 3連単： 63，262，300円 計： 271，175，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 140円 � 480円 � 200円 枠 連（2－7） 590円

馬 連 �� 3，770円 馬 単 �� 6，130円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 460円 �� 2，330円

3 連 複 ��� 8，490円 3 連 単 ��� 46，890円

票 数

単勝票数 計 241325 的中 � 52455（3番人気）
複勝票数 計 339682 的中 � 84601（1番人気）� 13161（7番人気）� 41187（4番人気）
枠連票数 計 83097 的中 （2－7） 10911（3番人気）
馬連票数 計 400543 的中 �� 8233（17番人気）
馬単票数 計 189889 的中 �� 2323（22番人気）
ワイド票数 計 272767 的中 �� 5312（16番人気）�� 16586（4番人気）�� 2835（25番人気）
3連複票数 計 551828 的中 ��� 4870（29番人気）
3連単票数 計 632623 的中 ��� 978（147番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―12．2―12．8―12．8―12．5―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．7―48．5―1：01．3―1：13．8―1：26．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．2―3F38．4
3 4（8，11）（10，13）（12，16，14）3（5，9）15（7，6，2）－1 4 4（8，11）（10，13）（16，14）12，3（5，9，15）－（6，2）－（7，1）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロダルキラー �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2018．10．21 東京3着

2016．3．27生 牡2栗 母 カワカミショコラ 母母 タカノヒカル 3戦1勝 賞金 8，800，000円
〔発走状況〕 ウインゴライアス号・サステイナビリティ号は，発走地点への集合に遅れたため発走時刻4分遅延。
※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 ビッグスコール号・マイネルファイヤー号・ラブミフォーエバー号
※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。

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５日



3005111月17日 晴 良 （30東京5）第5日 第3競走 ��
��2，000�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
2：00．8
1：59．8

良
良

48 サトノジェネシス 牡2鹿 55 R．ムーア �サトミホースカンパニー 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 478－ 22：00．8 1．4�
（英）

510 ポイントオブオナー 牡2栗 55 C．ルメール 吉田 勝己氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 452－ 82：01．01� 7．9�
36 チェサピークベイ 牡2芦 55 田辺 裕信吉田 勝己氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 476＋ 42：01．63� 4．2�
24 ディーイストワール 牡2鹿 55 C．デムーロ 嶋田 一成氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 466＋ 42：01．92 18．3�

（仏）

47 ブラックワンダー 牡2青鹿55 大野 拓弥草間 庸文氏 尾形 和幸 日高 下河辺牧場 448＋ 42：02．11� 121．7�
35 カズマークセン 牡2鹿 55 福永 祐一合同会社雅苑興業 西浦 勝一 安平 追分ファーム 494－ 82：02．31� 24．2	
59 ゴーゴーナカヤマ 牡2青鹿55 嘉藤 貴行
中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 488－ 42：02．62 596．3�
12 シックガニアン 牡2鹿 55 柴田 大知 �ブルースターズファーム 黒岩 陽一 浦河 山田牧場 454－ 62：02．7� 121．6�
11 マイネルステレール 牡2鹿 55 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 2 〃 ハナ 526．6
815 ピ カ ブ ー 牝2黒鹿54 戸崎 圭太 Him Rock Racing

ホールディングス� 武市 康男 浦河 	川 啓一 416－ 22：03．01
 61．6�
23 サンビンガムトン 牡2青鹿55 田中 勝春 �加藤ステーブル 宗像 義忠 浦河 浦河小林牧場 482－ 22：03．21� 62．9�
612 ブレーヴウィザード 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎ライオンレースホース� 伊藤 伸一 日高 Shall Farm 482－ 42：03．94 572．4�
713 ウインコンダクター 牡2黒鹿55 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 浦河 ディアレスト

クラブ 454＋ 8 〃 クビ 409．2�
611 デュエットカラー 牡2黒鹿 55

52 ▲木幡 育也 
コスモヴューファーム 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 450＋ 42：04．32� 851．8�
714 ノーブルベガ 牝2芦 54 勝浦 正樹吉木 伸彦氏 水野 貴広 新ひだか 土田農場 454－ 62：04．4
 565．1�
816 トラインコンパス 牡2黒鹿55 石川裕紀人�G1レーシング 小笠 倫弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440＋ 8 （競走中止） 449．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，891，700円 複勝： 114，349，000円 枠連： 12，543，100円
馬連： 52，556，300円 馬単： 38，587，300円 ワイド： 41，872，100円
3連複： 75，741，900円 3連単： 153，972，100円 計： 531，513，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 130円 � 110円 枠 連（4－5） 560円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 220円 �� 120円 �� 300円

3 連 複 ��� 400円 3 連 単 ��� 1，250円

票 数

単勝票数 計 418917 的中 � 236888（1番人気）
複勝票数 計1143490 的中 � 830176（1番人気）� 59390（3番人気）� 138074（2番人気）
枠連票数 計 125431 的中 （4－5） 17124（2番人気）
馬連票数 計 525563 的中 �� 78258（2番人気）
馬単票数 計 385873 的中 �� 45582（2番人気）
ワイド票数 計 418721 的中 �� 40511（2番人気）�� 129533（1番人気）�� 25001（5番人気）
3連複票数 計 757419 的中 ��� 140702（1番人気）
3連単票数 計1539721 的中 ��� 89220（2番人気）

ハロンタイム 13．2―11．8―12．1―12．1―12．6―12．3―12．3―11．5―11．5―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．0―37．1―49．2―1：01．8―1：14．1―1：26．4―1：37．9―1：49．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F34．4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノジェネシス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Orpen デビュー 2018．10．20 東京3着

2016．1．28生 牡2鹿 母 マ ル ペ ン サ 母母 Marsella 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔競走中止〕 トラインコンパス号は，向正面から4コーナーにかけて外側に逃避し，4コーナーで競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 トラインコンパス号は，平成30年11月18日から平成30年12月9日まで出走停止。停止期間の満了

後に平地調教再審査。
※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。

3005211月17日 晴 良 （30東京5）第5日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走11時20分 （ダート・左）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．1
1：23．0

重
重

11 ケイアイターコイズ 牡2芦 55 内田 博幸亀田 和弘氏 山内 研二 新冠 新冠橋本牧場 508 ―1：25．3 21．7�
36 デュープロセス 牡2栗 55 J．モレイラゴドルフィン 安田 隆行 英 Godolphin 466 ― 〃 クビ 2．7�

（伯刺）

24 � ダラステソーロ 牝2鹿 54 三浦 皇成了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 米 Christiana

Stables LLC 462 ―1：27．6大差 12．1�
59 ビービーゲイル 牡2鹿 55 松岡 正海坂東 勝彦氏 中舘 英二 日高 クリアファーム 498 ―1：27．7クビ 59．1�
713 フィンガーポップ 牝2栗 54 C．ルメール 吉田 照哉氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 478 ―1：27．8� 2．6�
35 ノーブルフューチャ 牝2栗 54 勝浦 正樹吉木 伸彦氏 高柳 瑞樹 浦河 小葉松 幸雄 444 ―1：28．01	 167．4	
815 レトロフィット 牝2鹿 54 C．デムーロ 吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 482 ―1：28．32 6．3


（仏）

612 アカンダナパワー 牝2鹿 54 北村 宏司聖心台牧場� 萱野 浩二 新ひだか 聖心台牧場 436 ―1：28．62 82．7�
47 グラスボイジャー 牡2黒鹿55 江田 照男半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 522 ―1：28．81	 42．6
510 フラテルニテ 牝2芦 54 田辺 裕信北嶋 義三氏 戸田 博文 平取 北島牧場 496 ―1：29．75 17．6�
23 シンボリジョーク 牡2栗 55 田中 勝春シンボリ牧場 菊川 正達 新ひだか 三石川上牧場 490 ―1：30．01
 75．0�
48 パ ウ レ レ 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 460 ―1：30．31� 287．7�
611 グラスプレジャー 牡2鹿 55 大野 拓弥半沢� 杉浦 宏昭 日高 メイプルファーム 458 ―1：30．51	 46．6�
12 ハーモニービート 牡2鹿 55 石川裕紀人日下部勝德氏 小島 茂之 新冠 有限会社 大

作ステーブル 514 ―1：30．82 161．1�
816 ユ メ ユ リ 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 新冠 ビッグレッドファーム 442 ―1：30．9� 323．9�
714 デルマシャイヨー 牝2青 54

51 ▲野中悠太郎浅沼 廣幸氏 的場 均 新ひだか 萩澤 泰博 422 ―1：31．0クビ 402．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 32，092，700円 複勝： 30，924，200円 枠連： 12，530，900円
馬連： 44，444，600円 馬単： 23，748，400円 ワイド： 31，402，400円
3連複： 56，140，300円 3連単： 72，790，200円 計： 304，073，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，170円 複 勝 � 410円 � 150円 � 230円 枠 連（1－3） 2，390円

馬 連 �� 2，430円 馬 単 �� 7，730円

ワ イ ド �� 820円 �� 1，600円 �� 560円

3 連 複 ��� 4，930円 3 連 単 ��� 51，030円

票 数

単勝票数 計 320927 的中 � 12522（6番人気）
複勝票数 計 309242 的中 � 15462（6番人気）� 67648（2番人気）� 33372（4番人気）
枠連票数 計 125309 的中 （1－3） 4061（8番人気）
馬連票数 計 444446 的中 �� 14149（9番人気）
馬単票数 計 237484 的中 �� 2304（22番人気）
ワイド票数 計 314024 的中 �� 9846（9番人気）�� 4813（16番人気）�� 15195（5番人気）
3連複票数 計 561403 的中 ��� 8539（18番人気）
3連単票数 計 727902 的中 ��� 1034（124番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―36．0―48．7―1：01．4―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイターコイズ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2016．2．26生 牡2芦 母 ケイアイデイジー 母母 ケイアイギャラリー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 レトロフィット号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ビービーゲイル号の騎手松岡正海は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
※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 ベイオブコトル号・マースルマン号・メールデゾレ号・レイナブローニュ号
※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。



3005311月17日 晴 良 （30東京5）第5日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時10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
1：33．0
1：32．3

稍重
良

711 アクアミラビリス 牝2鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 428 ―1：37．2 2．9�
11 スイートセント 牝2鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 440 ―1：37．41� 3．0�
45 ガ ロ シ ェ 牝2黒鹿54 福永 祐一 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452 ―1：37．82� 15．3�
610 シングフォーユー 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 444 ―1：38．01� 9．2�
57 エイシンオリンピア 牝2栗 54 石川裕紀人�栄進堂 田中 博康 浦河 栄進牧場 458 ―1：38．1� 73．7	
69 オメガドーヴィル 牝2青鹿54 C．デムーロ 原 �子氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 400 ―1：38．2� 21．0


（仏）

33 レッドエステーラ 牝2鹿 54 W．ビュイック �東京ホースレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 404 ―1：38．3� 8．2�
（英）

58 ス ー ス ー 牝2栗 54 北村 宏司田中 純一氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 410 ―1：38．61� 219．0�
34 メイソフィア 牝2黒鹿54 大野 拓弥千明牧場 勢司 和浩 浦河 千明牧場 484 ―1：38．7� 215．9
814 ホウオウクリスティ 牝2黒鹿54 田辺 裕信小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 476 ―1：38．8クビ 108．0�
712 キャンディスイート 牝2鹿 54 横山 典弘吉田 千津氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 462 ― 〃 クビ 7．1�
46 ホッコールナアーラ 牝2青鹿54 嘉藤 貴行北幸商事� 松永 康利 浦河 高昭牧場 452 ―1：39．43� 257．9�
22 ロ ジ タ イ ム 牝2鹿 54 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 新冠 オリエント牧場 460 ―1：40．35 104．3�
813 バ ブ リ ン 牝2鹿 54 武士沢友治井上 久光氏 的場 均 新冠 安達 洋生 426 ―1：40．4� 356．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 40，339，400円 複勝： 40，063，300円 枠連： 14，638，600円
馬連： 54，814，000円 馬単： 28，292，300円 ワイド： 33，892，700円
3連複： 62，712，800円 3連単： 83，224，800円 計： 357，977，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 130円 � 230円 枠 連（1－7） 360円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 230円 �� 620円 �� 640円

3 連 複 ��� 1，760円 3 連 単 ��� 6，420円

票 数

単勝票数 計 403394 的中 � 113054（1番人気）
複勝票数 計 400633 的中 � 100112（1番人気）� 83427（2番人気）� 31430（6番人気）
枠連票数 計 146386 的中 （1－7） 30935（1番人気）
馬連票数 計 548140 的中 �� 90749（1番人気）
馬単票数 計 282923 的中 �� 23101（2番人気）
ワイド票数 計 338927 的中 �� 44570（1番人気）�� 12689（8番人気）�� 12301（9番人気）
3連複票数 計 627128 的中 ��� 26690（4番人気）
3連単票数 計 832248 的中 ��� 9390（10番人気）

ハロンタイム 13．1―11．8―12．6―12．8―13．5―11．7―10．6―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．9―37．5―50．3―1：03．8―1：15．5―1：26．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F33．4
3 1－11（5，7）（2，3，6）（9，10）8（12，14）（4，13） 4 1，11（5，7）（3，6，10）（2，9）（8，14）（4，12，13）

勝馬の
紹 介

アクアミラビリス �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Anabaa 初出走

2016．4．4生 牝2鹿 母 アクアリング 母母 シ ー リ ン グ 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。

3005411月17日 晴 良 （30東京5）第5日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時40分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．2
1：20．3

良
良

33 スタークォーツ 牝2青鹿54 福永 祐一輝レーシング 寺島 良 浦河 高野牧場 468－ 61：22．4 40．6�
710 ホウオウカトリーヌ 牝2鹿 54 大野 拓弥小笹 芳央氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 474± 0 〃 クビ 6．5�
22 レ ノ ー ア 牝2栗 54 石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 408± 01：22．6� 12．3�
44 ブルスクーロ 牡2鹿 55 R．ムーア �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 502＋10 〃 ハナ 4．3�

（英）

56 フィルムフェスト 牝2青鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 428－ 81：22．81� 1．9�

67 イチゴミルフィーユ 牝2鹿 54 C．デムーロ 保坂 和孝氏 林 徹 浦河 林 孝輝 446± 01：22．9� 9．4	
（仏）

55 トーセンリスト 牝2栗 54 W．ビュイック 島川 
哉氏 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 432＋ 61：23．53	 34．4�
（英）

11 クロムウェル 牡2栗 55 武士沢友治�ミルファーム 加藤 和宏 新冠 アサヒ牧場 420－ 21：23．71� 338．7�
811 フレンドリボン 牝2鹿 54

51 ▲木幡 育也横尾 晴人氏 南田美知雄 日高 クリアファーム 432－ 21：23．8� 325．1
812 ケンデューク 牡2黒鹿55 田辺 裕信中西 健氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 420－ 21：24．01 41．7�
68 ラバストーン 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 杵臼牧場 454＋ 61：24．1	 291．3�
79 イエローナイフ 牡2青 55 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 正徳 日高 シンボリ牧場 454± 0 〃 クビ 150．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 46，751，200円 複勝： 77，324，300円 枠連： 12，100，400円
馬連： 67，458，800円 馬単： 37，623，600円 ワイド： 42，618，800円
3連複： 81，167，300円 3連単： 139，126，100円 計： 504，170，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，060円 複 勝 � 1，020円 � 270円 � 360円 枠 連（3－7） 7，680円

馬 連 �� 8，340円 馬 単 �� 25，350円

ワ イ ド �� 2，240円 �� 1，920円 �� 760円

3 連 複 ��� 12，510円 3 連 単 ��� 138，930円

票 数

単勝票数 計 467512 的中 � 9765（7番人気）
複勝票数 計 773243 的中 � 17312（7番人気）� 83014（3番人気）� 57740（5番人気）
枠連票数 計 121004 的中 （3－7） 1220（19番人気）
馬連票数 計 674588 的中 �� 6263（20番人気）
馬単票数 計 376236 的中 �� 1113（47番人気）
ワイド票数 計 426188 的中 �� 4779（23番人気）�� 5615（20番人気）�� 15112（9番人気）
3連複票数 計 811673 的中 ��� 4863（37番人気）
3連単票数 計1391261 的中 ��� 726（262番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．7―48．2―59．7―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スタークォーツ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2018．7．15 中京4着

2016．3．1生 牝2青鹿 母 レイズアトウショウ 母母 リバーフエイム 5戦2勝 賞金 16，100，000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。



3005511月17日 晴 良 （30東京5）第5日 第7競走 ��1，300�サラブレッド系3歳以上
発走13時10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
1：16．1
1：16．1

重
重

47 オーヴォドーロ 牝3黒鹿54 田辺 裕信諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 462－ 81：19．5 8．7�
815 ガ チ コ 牝4鹿 55

52 ▲木幡 育也�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 464－ 41：19．6� 7．0�
816 オペラカイジン 牡3黒鹿 56

55 ☆武藤 雅平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 464＋ 21：20．13 21．2�
510 シアトルトウショウ 牝3青鹿54 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 478＋ 4 〃 アタマ 13．7�
48 ホ マ レ 牝3鹿 54 J．モレイラ �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 武 新ひだか 増本 良孝 464＋ 2 〃 クビ 3．1	
（伯刺）

714 タイキメサイア 牡3栗 56 R．ムーア �大樹ファーム 高橋 祥泰 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 510－ 21：20．31 2．6


（英）

12 ガトーブリランテ 牝3栗 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 追分ファーム 472－ 6 〃 ハナ 22．7�
59 エアコンヴィーナ 牝3黒鹿54 大野 拓弥 �ラッキーフィールド大竹 正博 様似 猿倉牧場 446－ 61：20．4� 69．4�
24 ゴロンドリーナ 牝3栗 54 内田 博幸吉田 和美氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 464± 0 〃 クビ 55．7
23 グリズリダンス 牝3鹿 54 石川裕紀人石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 466－ 41：20．61� 69．4�
11 ワイルドグラス �4鹿 57 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 浦河 宮内牧場 462＋181：20．91� 87．0�
36 オレノマニラ 牡3栗 56 田中 勝春諸岡 慶氏 土田 稔 日高 北田 剛 434＋18 〃 ハナ 34．5�
35 スカイソング 牝4芦 55 江田 照男西村 專次氏 古賀 史生 浦河 グラストレーニ

ングセンター 476＋ 21：21．0� 75．6�
713 ラ ソ 牝4黒鹿55 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 村上 欽哉 442－ 2 〃 アタマ 137．0�
612 キョウエイオビエド 牡3芦 56 戸崎 圭太田中 晴夫氏 勢司 和浩 浦河 山口 義彦 466± 01：22．17 40．0�
611 トワードポラリス �4黒鹿57 松岡 正海吉田 照哉氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 468＋ 81：22．42 207．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，096，500円 複勝： 47，648，300円 枠連： 20，202，500円
馬連： 72，869，400円 馬単： 31，071，600円 ワイド： 51，939，800円
3連複： 96，501，100円 3連単： 114，039，300円 計： 469，368，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 290円 � 210円 � 470円 枠 連（4－8） 660円

馬 連 �� 3，160円 馬 単 �� 5，860円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 2，220円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 15，990円 3 連 単 ��� 70，540円

票 数

単勝票数 計 350965 的中 � 32040（4番人気）
複勝票数 計 476483 的中 � 41865（4番人気）� 66436（3番人気）� 23170（6番人気）
枠連票数 計 202025 的中 （4－8） 23520（2番人気）
馬連票数 計 728694 的中 �� 17834（10番人気）
馬単票数 計 310716 的中 �� 3975（19番人気）
ワイド票数 計 519398 的中 �� 13631（9番人気）�� 5925（19番人気）�� 7263（17番人気）
3連複票数 計 965011 的中 ��� 4524（45番人気）
3連単票数 計1140393 的中 ��� 1172（190番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．2―18．3―30．4―43．1―55．7―1：07．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーヴォドーロ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．11．26 東京4着

2015．3．30生 牝3黒鹿 母 ステラマリス 母母 ステラマドリッド 8戦2勝 賞金 16，400，000円
〔制裁〕 ガチコ号の騎手木幡育也は，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：9番）
※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。
（非抽選馬） 3頭 アイアムジュピター号・グランドピルエット号・コトブキハウンド号
※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。

3005611月17日 晴 良 （30東京5）第5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45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 16，500，000円 6，600，000円 4，100，000円 2，500，000円 1，650，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード3：24．8良

79 � ト ラ ス ト 牡4芦 59 熊沢 重文岡田 繁幸氏 中村 均 新冠 中本牧場 488－ 83：24．9 1．9�
55 ジャズファンク 牡6鹿 59 平沢 健治市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 502＋ 83：25．64 4．8�
66 ハルキストン 牡3鹿 57 中村 将之若草クラブ 浅見 秀一 浦河 藤春 修二 442－ 23：26．02� 194．2�
810 シンキングダンサー 牡5栗 61 金子 光希佐藤 雄司氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 2 〃 クビ 8．6�
44 シークレットパス 牡7芦 59 石神 深一岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 43：26．1クビ 8．7�
22 マイネルフレスコ 牡7栗 59 五十嵐雄祐 �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 486＋ 63：26．42 39．1	
11 � ビットアレグロ 牡9栗 60 蓑島 靖典礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 500＋ 2 〃 クビ 12．6

78 � メイショウヒカル 牡4鹿 59 森 一馬松本 好�氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 474＋ 23：27．46 43．2�
67 ヒルノマゼラン 牡5黒鹿59 西谷 誠�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 上村 清志 506＋ 23：28．67 6．6
33 クロフネフリート 牡7鹿 59 草野 太郎平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 538± 03：32．7大差 82．6�
811 ドリームハヤテ 牡8鹿 60 高野 和馬ライオンレースホース� 石毛 善彦 日高 長谷川 一男 500－123：34．8大差 180．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 36，830，700円 複勝： 34，858，000円 枠連： 11，960，900円
馬連： 55，962，100円 馬単： 31，075，600円 ワイド： 32，723，800円
3連複： 78，186，500円 3連単： 122，186，700円 計： 403，784，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 160円 � 2，420円 枠 連（5－7） 600円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 310円 �� 7，280円 �� 9，560円

3 連 複 ��� 36，420円 3 連 単 ��� 102，050円

票 数

単勝票数 計 368307 的中 � 150830（1番人気）
複勝票数 計 348580 的中 � 92291（1番人気）� 59816（2番人気）� 2206（11番人気）
枠連票数 計 119609 的中 （5－7） 15399（1番人気）
馬連票数 計 559621 的中 �� 70573（1番人気）
馬単票数 計 310756 的中 �� 29331（1番人気）
ワイド票数 計 327238 的中 �� 32071（1番人気）�� 1052（37番人気）�� 799（42番人気）
3連複票数 計 781865 的中 ��� 1610（73番人気）
3連単票数 計1221867 的中 ��� 868（246番人気）
上り 1マイル 1：44．1 4F 51．2－3F 38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ト ラ ス ト �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 エイシンサンディ

2014．3．29生 牡4芦 母 グローリサンディ 母母 ダイヤターン 障害：2戦2勝 賞金 24，538，000円
地方デビュー 2016．5．27 川崎



3005711月17日 晴 良 （30東京5）第5日 第9競走 ��
��2，100�

い せ ざ き

伊 勢 佐 木 特 別
発走14時20分 （ダート・左）
3歳以上，1，000万円以下，29．11．18以降30．11．11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 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

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

44 ア ル ド ー レ 牡3栗 53 古川 吉洋安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 488－ 22：10．9 13．1�
56 エルデュクラージュ �4芦 55 R．ムーア �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 488－ 42：11．11 7．9�

（英）

813 ゴ ラ イ ア ス 牡3青鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 高木 登 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 496＋ 22：11．2� 2．4�

68 カフジキング 牡5鹿 56 戸崎 圭太加藤 守氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム 450－ 82：11．94 4．9�
45 キーフラッシュ 牡3栗 53 C．デムーロ 北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 浜口牧場 478－ 42：12．0	 37．4�

（仏）

812 レッドゼノン 牡4黒鹿55 横山 典弘 	東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 杵臼牧場 B466＋ 22：12．31� 8．3

57 サトノヴィクトリー 牡4鹿 54 J．モレイラ里見 治紀氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 454± 02：12．51	 14．0�

（伯刺）

711 クールエイジア 牡6鹿 54 武藤 雅	山王飯店 鈴木 伸尋 浦河 成隆牧場 B460± 02：12．81� 72．8�
33 エムオーグリッタ 牡4鹿 54 内田 博幸大浅 貢氏 古賀 慎明 安平 
橋本牧場 496± 02：13．43	 10．7
69 � スターライトブルー 牡4黒鹿55 福永 祐一青芝商事	 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋ 42：14．14 13．5�
22 イルフォーコン 牡5黒鹿54 松岡 正海 H.F Association 武市 康男 浦河 福田牧場 474＋142：15．05 135．6�
11 リリカルホワイト 牝5芦 52 石川裕紀人 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 540＋ 22：16．38 127．1�
710 ヴィジョンオブラヴ 牡3青鹿53 大野 拓弥大塚 亮一氏 新開 幸一 新冠 佐藤牧場 488＋122：24．5大差 49．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 54，471，000円 複勝： 73，854，500円 枠連： 28，208，600円
馬連： 116，910，200円 馬単： 51，418，600円 ワイド： 72，804，800円
3連複： 155，468，200円 3連単： 190，831，000円 計： 743，966，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 320円 � 260円 � 150円 枠 連（4－5） 2，610円

馬 連 �� 6，000円 馬 単 �� 13，950円

ワ イ ド �� 1，900円 �� 760円 �� 500円

3 連 複 ��� 4，840円 3 連 単 ��� 57，070円

票 数

単勝票数 計 544710 的中 � 33036（6番人気）
複勝票数 計 738545 的中 � 50687（7番人気）� 66464（4番人気）� 163086（1番人気）
枠連票数 計 282086 的中 （4－5） 8374（10番人気）
馬連票数 計1169102 的中 �� 15090（26番人気）
馬単票数 計 514186 的中 �� 2763（50番人気）
ワイド票数 計 728048 的中 �� 9231（26番人気）�� 24731（10番人気）�� 39358（2番人気）
3連複票数 計1554682 的中 ��� 24091（16番人気）
3連単票数 計1908310 的中 ��� 2424（206番人気）

ハロンタイム 7．0―11．0―12．1―12．2―12．3―12．9―13．0―12．9―12．6―12．1―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．0―18．0―30．1―42．3―54．6―1：07．5―1：20．5―1：33．4―1：46．0―1：58．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ア ル ド ー レ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．8．20 札幌7着

2015．4．30生 牡3栗 母 ティックルピンク 母母 ブラッシングプリンセス 6戦3勝 賞金 29，780，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴィジョンオブラヴ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年12月17日まで平

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

3005811月17日 晴 良 （30東京5）第5日 第10競走 ��
��1，600�ユートピアステークス

発走14時55分 （芝・左）
牝，3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�

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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

22 ア ル ー シ ャ 牝3芦 54 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 436＋ 21：32．5 3．1�
67 リ カ ビ ト ス 牝4鹿 55 R．ムーア �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 426＋ 6 〃 クビ 5．6�

（英）

66 クィーンズベスト 牝5鹿 55 武 豊林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 500－ 81：33．03 7．6�
44 アッフィラート 牝5鹿 55 C．デムーロ �社台レースホース藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446＋ 4 〃 アタマ 11．0�
（仏）

55 ブラックスビーチ 牝4鹿 55 M．デムーロ山本 英俊氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 458－ 8 〃 ハナ 5．6�
811 クリノラホール 牝5芦 55 戸崎 圭太栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 448－12 〃 アタマ 71．9	
33 アルジャンテ 牝5芦 55 W．ビュイック �シルクレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 41：33．21� 16．9

（英）

79 ビ ッ シ ュ 牝5鹿 55 J．モレイラ窪田 芳郎氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 442＋ 21：33．51	 4．2�
（伯刺）

11 ベアインマインド 牝5鹿 55 田辺 裕信宇田 豊氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 426－ 8 〃 クビ 90．5�
78 プレミオテーラー 牝6黒鹿55 柴田 大知中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 490－ 21：33．6クビ 125．9
810 ヴゼットジョリー 牝4黒鹿55 福永 祐一 �社台レースホース中内田充正 千歳 社台ファーム 468－ 61：34．13 30．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 68，851，000円 複勝： 88，345，000円 枠連： 22，742，800円
馬連： 139，064，600円 馬単： 57，872，200円 ワイド： 74，751，600円
3連複： 165，287，900円 3連単： 239，566，100円 計： 856，481，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 180円 � 200円 枠 連（2－6） 570円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 380円 �� 450円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，280円 3 連 単 ��� 9，200円

票 数

単勝票数 計 688510 的中 � 173628（1番人気）
複勝票数 計 883450 的中 � 181753（1番人気）� 119686（4番人気）� 102203（5番人気）
枠連票数 計 227428 的中 （2－6） 30687（1番人気）
馬連票数 計1390646 的中 �� 103163（3番人気）
馬単票数 計 578722 的中 �� 26051（3番人気）
ワイド票数 計 747516 的中 �� 53352（2番人気）�� 43329（4番人気）�� 23550（12番人気）
3連複票数 計1652879 的中 ��� 54360（5番人気）
3連単票数 計2395661 的中 ��� 18874（19番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．3―11．6―11．8―11．5―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．6―34．9―46．5―58．3―1：09．8―1：21．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．2
3 8－5（2，11）（3，10）（1，6，4）（7，9） 4 8－5，11（2，10）（1，3，4）（7，6，9）

勝馬の
紹 介

ア ル ー シ ャ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Tapit デビュー 2017．11．25 東京2着

2015．2．1生 牝3芦 母 ザ ズ ー 母母 Rhumb Line 7戦4勝 賞金 59，520，000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。



3005911月17日 晴 良 （30東京5）第5日 第11競走 ��
��1，800�第23回東京スポーツ杯2歳ステークス（ＧⅢ）

発走15時30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 33，000，000円 13，000，000円 8，300，000円 5，000，000円 3，300，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．9
1：45．6

良
良

12 ニシノデイジー 牡2鹿 55 勝浦 正樹西山 茂行氏 高木 登 浦河 谷川牧場 486＋121：46．6 38．4�
24 ア ガ ラ ス 牡2青鹿55 W．ビュイック �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 496± 0 〃 ハナ 34．8�

（英）

35 ヴァンドギャルド 牡2鹿 55 C．デムーロ �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 460± 0 〃 アタマ 7．9�
（仏）

47 ヴェロックス 牡2鹿 55 C．ルメール 金子真人ホール
ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 482－ 6 〃 ハナ 3．7�

59 ダノンラスター 牡2鹿 55 J．モレイラ�ダノックス 堀 宣行 千歳 社台ファーム 472－ 21：46．91� 18．7	
（伯刺）

612 ホウオウサーベル 牡2鹿 55 M．デムーロ小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：47．11� 12．6

510 クリノガウディー 牡2栗 55 戸崎 圭太栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 490－ 2 〃 クビ 98．8�
714 アドマイヤスコール 牡2鹿 55 田辺 裕信近藤 利一氏 加藤 征弘 洞	湖 レイクヴィラファーム 468－ 61：47．2
 84．1�
815 ル ヴ ォ ル グ 牡2黒鹿55 R．ムーア �フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ

ファーム 514＋ 41：47．3� 2．5
（英）

11 ハクサンタイヨウ 牡2青鹿55 松岡 正海篠﨑 恒雄氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 474－ 61：47．51� 674．0�
23 カ テ ド ラ ル 牡2鹿 55 福永 祐一 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 468－ 6 〃 クビ 6．8�
36 トーラスジェミニ 牡2鹿 55 木幡 育也柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 472＋ 21：47．6� 220．4�
611� ナ イ マ マ 牡2鹿 55 柴田 大知岡田 繁幸氏 河津 裕昭 日高 道見牧場 452＋101：47．81� 48．0�

（川崎）

48 トーセンギムレット 牡2鹿 55 三浦 皇成島川 �哉氏 萱野 浩二 日高 有限会社 エ
スティファーム 512＋ 2 〃 ハナ 600．5�

816 ゴータイミング 牡2鹿 55 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 444± 01：48．22
 39．5�
713 メイスンハナフブキ 牝2鹿 54 石川裕紀人梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 高松牧場 432± 01：51．0大差 804．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 228，309，600円 複勝： 260，874，200円 枠連： 72，120，300円
馬連： 473，736，300円 馬単： 197，985，600円 ワイド： 262，828，800円
3連複： 692，758，100円 3連単： 1，011，842，100円 計： 3，200，455，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，840円 複 勝 � 760円 � 670円 � 280円 枠 連（1－2） 4，510円

馬 連 �� 24，750円 馬 単 �� 57，730円

ワ イ ド �� 5，210円 �� 2，850円 �� 2，970円

3 連 複 ��� 58，480円 3 連 単 ��� 593，030円

票 数

単勝票数 計2283096 的中 � 50363（8番人気）
複勝票数 計2608742 的中 � 84148（8番人気）� 95593（7番人気）� 282924（4番人気）
枠連票数 計 721203 的中 （1－2） 12378（19番人気）
馬連票数 計4737363 的中 �� 14829（46番人気）
馬単票数 計1979856 的中 �� 2572（97番人気）
ワイド票数 計2628288 的中 �� 12917（44番人気）�� 23906（28番人気）�� 22906（30番人気）
3連複票数 計6927581 的中 ��� 8884（120番人気）
3連単票数 計10118421 的中 ��� 1237（843番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―36．2―48．5―1：00．4―1：12．0―1：23．6―1：35．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．6

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

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

勝馬の
紹 介

ニシノデイジー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．7．8 函館2着

2016．4．18生 牡2鹿 母 ニシノヒナギク 母母 ニシノミライ 4戦3勝 賞金 72，857，000円
〔制裁〕 ナイママ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：7番・14番）

ホウオウサーベル号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15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。

3006011月17日 晴 良 （30東京5）第5日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走16時05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
1：19．5
1：19．0

良
良

12 トミケンキルカス 牡6栗 57 三浦 皇成冨樫 賢二氏 大和田 成 新ひだか 飯岡牧場 B510－ 21：21．3 159．9�
11 ジ ョ イ フ ル 牡4鹿 57 W．ビュイックゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510＋ 21：21．72� 13．5�
（英）

47 レジーナドーロ 牝3栗 54 J．モレイラ�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 442－ 41：21．8	 2．9�
（伯刺）

714 ウィンドライジズ 牡4鹿 57 M．デムーロ平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 466± 01：22．01 4．0�
816 ビーカーリー 牝4黒鹿55 田辺 裕信馬場 祥晃氏 西村 真幸 新ひだか 沼田 照秋 460＋ 21：22．21
 27．5�
35 サ ン ク ロ ワ 牡5栗 57 戸崎 圭太�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 468± 0 〃 クビ 13．6	
612� コパノディール 牝5黒鹿 55

54 ☆武藤 雅小林 照弘氏 武藤 善則 むかわ 市川牧場 436－ 21：22．3	 55．8

611 オールザゴー 牡4鹿 57 R．ムーア �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－ 4 〃 クビ 5．7�
（英）

24 � リュウノユキナ 牡3芦 56 田中 勝春蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか 藤川フアーム 480± 01：22．4	 40．9
59 キラーコンテンツ 牡4鹿 57 C．デムーロ �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 474－121：22．5� 5．6�

（仏）

713 プッシュアゲン 牡5栗 57
54 ▲野中悠太郎浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 笠松牧場 506＋ 81：22．71 310．3�

36 ジ ス モ ン ダ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 谷原 義明 日高 シンボリ牧場 472＋ 21：22．91
 739．4�
48 ル リ ハ リ 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 438－ 4 〃 アタマ 356．0�
817 ド ウ デ ィ 牡4鹿 57 内田 博幸 e馬主組合 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 490＋121：23．0	 15．6�
23 ジュンザワールド 牡5鹿 57 武士沢友治河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 526－ 61：23．21
 326．1�
815 ヴァッフシュテルケ 牡7青鹿57 古川 吉洋�宮内牧場 寺島 良 浦河 宮内牧場 436＋ 4 〃 クビ 577．5�
510 ユ ッ セ 牝5栗 55 岩部 純二�ミルファーム 大江原 哲 浦河 有限会社

松田牧場 490＋ 21：24．15 882．4�
（17頭）

売 得 金
単勝： 69，599，300円 複勝： 77，622，200円 枠連： 29，167，000円
馬連： 137，802，100円 馬単： 55，784，400円 ワイド： 80，899，600円
3連複： 173，190，400円 3連単： 231，874，700円 計： 855，939，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 15，990円 複 勝 � 1，840円 � 370円 � 160円 枠 連（1－1） 42，970円

馬 連 �� 55，330円 馬 単 �� 127，940円

ワ イ ド �� 11，980円 �� 6，190円 �� 880円

3 連 複 ��� 84，840円 3 連 単 ��� 796，720円

票 数

単勝票数 計 695993 的中 � 3481（11番人気）
複勝票数 計 776222 的中 � 8185（11番人気）� 49178（6番人気）� 177442（1番人気）
枠連票数 計 291670 的中 （1－1） 526（33番人気）
馬連票数 計1378021 的中 �� 1930（52番人気）
馬単票数 計 557844 的中 �� 327（119番人気）
ワイド票数 計 808996 的中 �� 1690（51番人気）�� 3293（40番人気）�� 24797（7番人気）
3連複票数 計1731904 的中 ��� 1531（126番人気）
3連単票数 計2318747 的中 ��� 211（895番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．2―35．9―47．6―58．6―1：09．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F33．7
3 2，8（4，5）（1，9）3（12，16）－（6，14）（7，10）（11，13）（15，17） 4 2－8，5，4，9（1，16）3，12，6（14，13）（7，10）11（15，17）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トミケンキルカス �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2014．6．14 東京8着

2012．2．22生 牡6栗 母 サウンドアメニティ 母母 バ ジ ー 27戦4勝 賞金 43，700，000円
※ジスモンダ号・ユッセ号・ルリハリ号は，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。



（30東京5）第5日 11月17日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 174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
厩務員出走奨励金

260，540，000円
21，700，000円
1，900，000円
30，410，000円
71，757，500円
5，436，200円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
707，828，000円
929，254，600円
256，997，100円
1，308，405，100円
598，727，000円
790，634，500円
1，771，025，800円
2，525，604，500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 8，888，476，600円

総入場人員 31，009名 （有料入場人員 28，859名）
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