
3201311月5日 晴 良 （29東京5）第2日 第1競走 ��
��1，600�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
1：36．2
1：36．2

不良
不良

611 トキノパイレーツ 牡2鹿 55 津村 明秀田中 準市氏 相沢 郁 新冠 川上牧場 448＋ 61：39．8 6．3�
47 エルティグレ 牡2栗 55 松田 大作�KTレーシング 大久保龍志 浦河 桑田牧場 470－ 81：40．01� 16．8�
35 � カ ミ ノ コ 牡2青鹿55 戸崎 圭太門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-

ter Farm 450＋ 21：40．63	 2．5�
23 オワゾードール 牡2鹿 55 北村 宏司 Viridian Keiba Club 久保田貴士 千歳 社台ファーム 476－ 61：41．02	 11．3�
24 マイネルレヴリー 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 新冠 武田 修一 452－ 6 〃 クビ 7．0�
59 ニシノホクサイ 牡2青鹿55 柴山 雄一西山 茂行氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 B462＋ 41：41．1クビ 134．4	
510 クラウンアート 牡2青鹿55 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 加藤 和宏 浦河 山口 義彦 514＋ 61：41．2	 66．3

12 モリトディライト 牡2栗 55 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 日高 木村牧場 510＋ 41：41．3	 30．8�
713 オペラカイジン 牡2黒鹿 55

52 ▲野中悠太郎平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 462＋14 〃 ハナ 22．8�
816 ウーマンレジェンド 牝2黒鹿54 田辺 裕信栗山 良子氏 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 478－ 61：42．25 4．8
714 オーシャンアロー 牡2鹿 55 杉原 誠人冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新ひだか 増本牧場 446－ 21：42．51
 76．3�
48 モテモテホマックス 牡2栗 55

52 ▲菊沢 一樹 �スピードファーム和田 正道 浦河 村下農場 454＋ 61：42．81
 268．8�
11 ハタノガナール 牡2黒鹿55 江田 照男 �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 474－ 21：43．65 111．8�
612 バトルローア 牝2鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 436＋ 2 〃 クビ 395．8�
36 ウッドカービング 牡2黒鹿55 大野 拓弥�ミルファーム 尾関 知人 浦河 ミルファーム 504＋ 41：43．81� 180．0�
815 ハッスルボーイ 牡2青鹿55 岩部 純二田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 秋場牧場 456± 01：44．33 158．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，628，500円 複勝： 47，195，700円 枠連： 15，736，000円
馬連： 66，348，400円 馬単： 31，139，300円 ワイド： 43，851，200円
3連複： 93，758，900円 3連単： 112，095，700円 計： 441，753，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 190円 � 290円 � 130円 枠 連（4－6） 4，890円

馬 連 �� 4，110円 馬 単 �� 8，470円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 450円 �� 750円

3 連 複 ��� 4，350円 3 連 単 ��� 36，850円

票 数

単勝票数 計 316285 的中 � 42162（3番人気）
複勝票数 計 471957 的中 � 59919（3番人気）� 31698（6番人気）� 120949（1番人気）
枠連票数 計 157360 的中 （4－6） 2493（18番人気）
馬連票数 計 663484 的中 �� 12499（16番人気）
馬単票数 計 311393 的中 �� 2755（32番人気）
ワイド票数 計 438512 的中 �� 9012（17番人気）�� 26460（3番人気）�� 14730（9番人気）
3連複票数 計 937589 的中 ��� 16130（13番人気）
3連単票数 計1120957 的中 ��� 2205（125番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．9―12．8―13．5―13．1―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．4―35．3―48．1―1：01．6―1：14．7―1：27．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トキノパイレーツ �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 タヤスツヨシ デビュー 2017．10．1 中山7着

2015．3．16生 牡2鹿 母 エルサフィール 母母 ポルタトーリ 3戦1勝 賞金 5，500，000円

3201411月5日 晴 良 （29東京5）第2日 第2競走 ��
��1，300�サラブレッド系2歳

発走10時25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
1：17．4
1：17．4

良
良

611� アメリカンファクト 牡2栗 55 福永 祐一吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Nesco II Ltd. 486＋ 41：20．4 4．2�
714 トーセンスティール 牡2鹿 55 田中 勝春島川 �哉氏 宗像 義忠 日高 有限会社 エ

スティファーム 506－ 41：20．71� 14．3�
816 カ エ デ 牝2栗 54 田辺 裕信木村 廣太氏 尾形 和幸 新ひだか 本桐牧場 470－ 6 〃 クビ 2．4�
23 フィールグッド 牝2鹿 54 柴田 善臣小林竜太郎氏 土田 稔 日高 奥山 博 444＋ 41：21．44 16．0�
48 パ ン テ ラ 牝2栗 54 北村 宏司佐藤 範夫氏 田島 俊明 新冠 松浦牧場 442± 0 〃 ハナ 20．8�
47 � ロータスクイーン 牝2黒鹿 54

51 ▲横山 武史	須野牧場 和田 正道 米
Robert Estill
Courtney Jr. & Dr.
H. Steve Conboy

482－ 4 〃 アタマ 14．7

36 ペイシャキャサリン 牝2鹿 54 松田 大作北所 直人氏 本間 忍 新冠 カミイスタット 428－ 41：21．82	 19．3�
12 � カポラヴォーロ 牡2栗 55

52 ▲野中悠太郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 米 Debra Ann

Shehadi 490＋101：22．22	 157．2
713 ビ ワ チ ャ ン 牝2鹿 54 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 小野 次郎 新ひだか 小倉 光博 458－ 21：22．52 464．7�
612 ザ ブ ル グ 牡2鹿 55 三浦 皇成中村 智幸氏 高柳 瑞樹 森 笹川大晃牧場 456＋ 21：22．6	 28．3�
510 ビクトリーゲート 牝2鹿 54

51 ▲武藤 雅泉 俊二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 436＋121：22．81	 191．1�
11 オープンキッチン 牝2黒鹿54 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 浦河 宮内牧場 418－121：23．33 200．1�
59 フジワンタイフーン 牡2鹿 55 松岡 正海�富士開発 古賀 史生 新冠 川島牧場 484＋101：23．51
 53．6�
24 セイウンクールガイ 牡2栗 55 大野 拓弥西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 佐藤牧場 442＋101：24．56 6．0�
35 スーパーマジック 牡2芦 55 江田 照男 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 450± 01：24．92	 295．2�
815 ミネコガンバロウネ 牝2栗 54 菅原 隆一栗山 道郎氏 伊藤 正徳 茨城 栗山 道郎 466－ 41：25．0� 572．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，710，000円 複勝： 48，740，200円 枠連： 21，295，100円
馬連： 73，119，500円 馬単： 35，109，400円 ワイド： 47，289，400円
3連複： 98，510，100円 3連単： 118，456，800円 計： 481，230，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 280円 � 120円 枠 連（6－7） 2，720円

馬 連 �� 2，610円 馬 単 �� 4，010円

ワ イ ド �� 900円 �� 280円 �� 640円

3 連 複 ��� 2，260円 3 連 単 ��� 14，030円

票 数

単勝票数 計 387100 的中 � 77309（2番人気）
複勝票数 計 487402 的中 � 73793（2番人気）� 32421（6番人気）� 134316（1番人気）
枠連票数 計 212951 的中 （6－7） 6051（10番人気）
馬連票数 計 731195 的中 �� 21679（9番人気）
馬単票数 計 351094 的中 �� 6552（14番人気）
ワイド票数 計 472894 的中 �� 12267（11番人気）�� 49724（1番人気）�� 18011（6番人気）
3連複票数 計 985101 的中 ��� 32582（3番人気）
3連単票数 計1184568 的中 ��� 6118（31番人気）

ハロンタイム 7．2―11．0―11．6―12．6―12．8―12．5―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．2―18．2―29．8―42．4―55．2―1：07．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．6―3F38．0
3 2，6，11（12，16）（5，13）（7，10）8，14，3－1，15－4－9 4 2，6，11（12，16）（10，13）－（7，8）（5，3，14）－1－15＝9－4

勝馬の
紹 介

�アメリカンファクト �
�
父 Speightstown �

�
母父 Quiet American デビュー 2017．8．26 新潟13着

2015．5．22生 牡2栗 母 Missamerica Bertie 母母 Clever Bertie 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイウンクールガイ号・スーパーマジック号・ミネコガンバロウネ号は，「タイムオーバーによる出走

制限」のため，平成29年12月5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。
（非抽選馬） 1頭 ロトヴィーナス号

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２日



3201511月5日 晴 良 （29東京5）第2日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時55分 （芝・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
1：33．0
1：32．3

稍重
良

23 ライレローズ 牝2黒鹿54 北村 宏司 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 436± 01：34．9 1．5�
59 レ ネ ッ ト 牝2栗 54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 456± 01：35．21� 16．0�
36 マルターズルーメン 牝2栗 54 武士沢友治藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 424＋ 61：35．3� 24．3�
48 ロイヤルオペラ 牝2鹿 54 津村 明秀 �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 450± 01：35．51� 187．2�
47 セイウンキャンティ 牝2鹿 54 吉田 豊西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 ガーベラパー

クスタツド 442＋ 2 〃 ハナ 43．8	
12 コスモフェリーク 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 420＋ 81：35．81� 4．6

818 ノアダイヤモンド 牝2栗 54 田中 勝春佐山 公男氏 大江原 哲 平取 スガタ牧場 466＋121：35．9クビ 98．8�
612 セイウンミツコ 牝2黒鹿54 大野 拓弥西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 444－ 2 〃 クビ 35．0�
11 マダムジェニファー 牝2栗 54 戸崎 圭太大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 448± 01：36．11� 9．2
611 サンローレンス 牝2青鹿54 松岡 正海 �加藤ステーブル 伊藤 伸一 日高 有限会社

ケイズ 450－ 4 〃 ハナ 226．7�
715 ユーフォルビア 牝2鹿 54 内田 博幸ディアレストクラブ� 矢野 英一 日高 野島牧場 438＋ 4 〃 ハナ 40．3�
24 マインプリンセス 牝2鹿 54 的場 勇人峰 哲馬氏 的場 均 日高 宝寄山 忠則 412＋ 21：36．2� 380．1�
35 ミ コ サ ン 牝2栗 54 柴山 雄一古賀 慎一氏 萱野 浩二 新冠 パカパカ

ファーム 438＋ 21：36．41� 173．8�
817 ルンルンマキシマム 牝2黒鹿54 横山 和生保谷フミ子氏 萱野 浩二 新冠 守矢牧場 486＋ 61：36．82� 531．8�
510 シックスマイル 牝2黒鹿 54

51 ▲木幡 育也古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 444± 0 〃 ハナ 182．3�
714 ボリュームラベル 牝2鹿 54 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 480－ 41：36．9� 28．2�
816 レトロガール 牝2栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 正徳 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 472± 01：37．96 503．3�
713 マ ル ト ロ ワ 牝2青鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中川 公成 新冠 ビッグレッドファーム 392－101：38．11� 483．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 39，680，300円 複勝： 78，154，600円 枠連： 21，895，500円
馬連： 67，185，900円 馬単： 39，791，100円 ワイド： 46，817，600円
3連複： 94，972，200円 3連単： 143，149，300円 計： 531，646，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 230円 � 320円 枠 連（2－5） 1，110円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 420円 �� 530円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 3，720円 3 連 単 ��� 9，980円

票 数

単勝票数 計 396803 的中 � 202865（1番人気）
複勝票数 計 781546 的中 � 451744（1番人気）� 43233（4番人気）� 28217（5番人気）
枠連票数 計 218955 的中 （2－5） 15276（3番人気）
馬連票数 計 671859 的中 �� 49953（3番人気）
馬単票数 計 397911 的中 �� 23718（4番人気）
ワイド票数 計 468176 的中 �� 30285（3番人気）�� 23246（4番人気）�� 5759（19番人気）
3連複票数 計 949722 的中 ��� 19123（10番人気）
3連単票数 計1431493 的中 ��� 10397（24番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．6―11．9―12．1―11．8―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．3―47．2―59．3―1：11．1―1：22．7

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

勝馬の
紹 介

ライレローズ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Sevres Rose デビュー 2017．10．15 東京2着

2015．4．28生 牝2黒鹿 母 ヴィアンローズ 母母 Princesse de Viane 2戦1勝 賞金 7，800，000円

3201611月5日 晴 良 （29東京5）第2日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走11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
1：36．2
1：36．2

不良
不良

79 エピックアン 牡2芦 55 田辺 裕信�TURFILS 大和田 成 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 496 ―1：41．2 2．0�

811 ワークアンドラブ 牡2栗 55 福永 祐一小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 466 ― 〃 クビ 4．2�
44 リアルモンテ 牡2鹿 55 内田 博幸伊藤 誠吉氏 中川 公成 日高 広中 稔 478 ―1：41．83� 23．3�
67 ピースフルエンゼル 牝2栗 54 柴山 雄一北嶋 義三氏 畠山 吉宏 平取 北島牧場 456 ―1：41．9クビ 35．8�
11 レッドアマポーラ 牝2青鹿54 吉田 隼人�コオロ 萱野 浩二 新冠 細川農場 458 ―1：42．22 112．9	
33 デルマカルヴァドス 牡2鹿 55 津村 明秀浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 472 ―1：42．41� 44．5

810 プレシャスクルー 牝2黒鹿54 大野 拓弥水上 行雄氏 池上 昌和 浦河 笠松牧場 478 ―1：42．61� 107．3�
78 ナックテイオー 牡2鹿 55 勝浦 正樹小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 502 ―1：42．7� 6．3�
55 ナ イ ト メ ア 牡2栗 55 松田 大作�KTレーシング 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 506 ―1：43．55 17．0
66 ココリシャイン 牡2栗 55 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 様似 様似共栄牧場 476 ―1：45．3大差 38．6�
22 ク グ ロ フ 牡2黒鹿55 三浦 皇成 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新ひだか 田中 裕之 496 ―1：46．04 9．6�
（11頭）

売 得 金
単勝： 33，041，900円 複勝： 33，575，800円 枠連： 15，281，300円
馬連： 55，074，800円 馬単： 34，830，800円 ワイド： 32，734，500円
3連複： 69，061，500円 3連単： 112，067，400円 計： 385，668，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 140円 � 280円 枠 連（7－8） 270円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 220円 �� 640円 �� 960円

3 連 複 ��� 2，120円 3 連 単 ��� 6，120円

票 数

単勝票数 計 330419 的中 � 137885（1番人気）
複勝票数 計 335758 的中 � 104059（1番人気）� 62527（2番人気）� 19473（5番人気）
枠連票数 計 152813 的中 （7－8） 42517（1番人気）
馬連票数 計 550748 的中 �� 97165（1番人気）
馬単票数 計 348308 的中 �� 35500（1番人気）
ワイド票数 計 327345 的中 �� 45292（1番人気）�� 11931（6番人気）�� 7637（13番人気）
3連複票数 計 690615 的中 ��� 24428（4番人気）
3連単票数 計1120674 的中 ��� 13260（13番人気）

ハロンタイム 13．1―11．7―12．3―12．9―13．2―13．2―12．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．8―37．1―50．0―1：03．2―1：16．4―1：28．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．2―3F38．0
3 2（5，11，9）（1，6，7，8）（3，4）－10 4 2（5，11，9）（1，7）（6，8）（3，4）－10

勝馬の
紹 介

エピックアン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2015．2．8生 牡2芦 母 ラフェクレール 母母 アドマイヤマカディ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 エピックアン号の騎手田辺裕信は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・7番・6番・5番）
〔その他〕 エピックアン号は，発走後に内側に逃避したことについて平地調教注意。



3201711月5日 晴 良 （29東京5）第2日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時15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
1：21．2
1：20．3

良
良

713 ハ ト ホ ル 牝2鹿 54 吉田 隼人髙瀬 真尚氏 本間 忍 浦河 中脇 満 452 ―1：23．6 36．3�
510 アイワナシーユー 牝2鹿 54 福永 祐一 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 402 ― 〃 クビ 4．3�
35 マーレグリーン 牝2栗 54 田辺 裕信斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 448 ―1：23．81� 13．3�
23 タガノエルフ 牝2黒鹿54 北村 友一八木 良司氏 安田 隆行 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 462 ―1：23．9� 4．2�
815 ペイフォワード 牝2黒鹿54 石橋 脩 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 426 ―1：24．0� 17．9	
36 ミ ラ ビ リ ア 牝2栗 54 松岡 正海 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 466 ―1：24．53 26．3

816 ドクターデューン 牝2鹿 54 柴田 善臣松岡 悟氏 菊沢 隆徳 新冠 安達 洋生 484 ―1：24．71� 49．1�
611 オープンマインド 牝2鹿 54 V．シュミノー 山本 剛史氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 410 ―1：24．8� 3．5�

（仏）

714 アリディブリラーレ 牝2栗 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 橋口 慎介 浦河 宮内牧場 414 ―1：25．01� 6．2
24 キョウエイダブリン 牝2青 54 柴田 大知田中 晴夫氏 伊藤 大士 新冠 スカイビーチステーブル 446 ―1：25．42� 127．0�
47 グッドモーメント 牝2青鹿54 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 424 ―1：25．61� 206．2�
11 フ ロ ー ズ ン 牝2栗 54 松田 大作 H.H．シェイク・ハムダン 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446 ―1：25．81� 60．2�
48 キタノパンドラ 牝2鹿 54 柴山 雄一北所 直人氏 天間 昭一 新ひだか 友田牧場 448 ― 〃 ハナ 149．4�
59 ベアメイプル 牝2栗 54 蛯名 正義熊木 浩氏 蛯名 利弘 新ひだか 沖田 博志 450 ―1：26．22� 92．1�
12 ウイッチテリア 牝2鹿 54 内田 博幸�木村牧場 二ノ宮敬宇 日高 木村牧場 414 ―1：27．37 87．1�
612 ム ー ン ボ ー 牝2栗 54

51 ▲横山 武史 �スピードファーム佐藤 吉勝 浦河 丸村村下
ファーム 454 ―1：28．04 236．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，206，800円 複勝： 46，614，700円 枠連： 20，669，800円
馬連： 70，821，300円 馬単： 34，921，300円 ワイド： 42，483，900円
3連複： 90，899，200円 3連単： 113，511，900円 計： 458，128，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，630円 複 勝 � 710円 � 220円 � 300円 枠 連（5－7） 1，110円

馬 連 �� 7，660円 馬 単 �� 22，210円

ワ イ ド �� 2，310円 �� 3，540円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 22，040円 3 連 単 ��� 213，200円

票 数

単勝票数 計 382068 的中 � 8927（8番人気）
複勝票数 計 466147 的中 � 14502（8番人気）� 64285（3番人気）� 41793（5番人気）
枠連票数 計 206698 的中 （5－7） 14359（6番人気）
馬連票数 計 708213 的中 �� 7162（20番人気）
馬単票数 計 349213 的中 �� 1179（57番人気）
ワイド票数 計 424839 的中 �� 4676（24番人気）�� 3026（34番人気）�� 11261（9番人気）
3連複票数 計 908992 的中 ��� 3092（61番人気）
3連単票数 計1135119 的中 ��� 386（499番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．0―12．4―12．2―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．2―36．2―48．6―1：00．8―1：12．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F35．0
3 ・（2，4）－5（1，6）（3，10，14）11，13（9，15）－（7，16）－8，12 4 ・（2，4）5，6（1，3，14）（11，10）15，13（9，16）7（8，12）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハ ト ホ ル �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 アドマイヤムーン 初出走

2015．5．1生 牝2鹿 母 フローズンムーン 母母 アークティックミスト 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 ムーンボー号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教注意。
※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。

3201811月5日 晴 良 （29東京5）第2日 第6競走 ��1，800�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
1：45．9
1：45．9

良
良

55 シナモンフレイバー 牡2鹿 55 大野 拓弥尾田 信夫氏 久保田貴士 浦河 丸幸小林牧場 490 ―1：52．0 6．4�
33 ド ゥ マ ン 牡2鹿 55 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 博憲 日高 チャンピオン

ズファーム 480 ―1：52．32 18．5�
78 シャドウアイランド 牝2鹿 54 V．シュミノー 飯塚 知一氏 藤沢 和雄 新ひだか 前川 正美 448 ―1：52．4� 11．3�

（仏）

44 ステラーインパクト 牝2鹿 54 M．デムーロ C．フィプケ氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 446 ―1：52．61� 1．2�
66 キリシマテソーロ 牡2黒鹿55 吉田 隼人了德寺健二氏 和田 雄二 日高 門別牧場 448 ―1：52．91� 84．3�
89 デュアルマンデート 牡2青鹿55 北村 宏司池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 512 ― 〃 クビ 14．3�
11 マイネルポーション 牡2栗 55 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 448 ―1：53．85 112．3

22 ナ リ イ チ 牡2鹿 55 内田 博幸細川 勝也氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 502 ―1：54．01 43．5�
77 サクセスウエイ 牡2栗 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 上原 博之 新ひだか 見上牧場 436 ―1：54．42� 221．3�
810 パットサイテ 牝2芦 54 岩部 純二坂田 行夫氏 伊藤 正徳 茨城 栗山 道郎 472 ―1：56．6大差 220．7

（10頭）

売 得 金
単勝： 41，619，100円 複勝： 109，901，100円 枠連： 11，206，700円
馬連： 50，608，200円 馬単： 48，836，800円 ワイド： 33，434，600円
3連複： 60，625，100円 3連単： 182，869，100円 計： 539，100，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 460円 � 820円 � 560円 枠 連（3－5） 4，370円

馬 連 �� 3，670円 馬 単 �� 7，460円

ワ イ ド �� 670円 �� 520円 �� 930円

3 連 複 ��� 5，810円 3 連 単 ��� 36，970円

票 数

単勝票数 計 416191 的中 � 54579（2番人気）
複勝票数 計1099011 的中 � 66053（2番人気）� 33932（5番人気）� 52535（3番人気）
枠連票数 計 112067 的中 （3－5） 1984（11番人気）
馬連票数 計 506082 的中 �� 10669（9番人気）
馬単票数 計 488368 的中 �� 4909（16番人気）
ワイド票数 計 334346 的中 �� 12738（8番人気）�� 17066（5番人気）�� 8938（12番人気）
3連複票数 計 606251 的中 ��� 7821（15番人気）
3連単票数 計1828691 的中 ��� 3586（78番人気）

ハロンタイム 13．9―12．5―13．0―13．3―12．8―12．6―11．5―11．2―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．9―26．4―39．4―52．7―1：05．5―1：18．1―1：29．6―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F33．9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シナモンフレイバー �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2015．5．24生 牡2鹿 母 サンフラワーガール 母母 ランバダスタイル 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。



3201911月5日 晴 良 （29東京5）第2日 第7競走 ��1，400�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

35 ララパルーザ 牡4鹿 57 内田 博幸 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 浦河 大柳ファーム B520± 01：25．5 5．1�

59 デピュティプライム �4栗 57 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 482± 01：25．6� 1．9�
11 � エタニティーワルツ 牡4黒鹿57 西田雄一郎村島 昭男氏 大和田 成 新ひだか 及川 幸夫 494＋ 41：25．92 21．4�
612 メイショウアテン 牝3鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 小島 太 様似 中脇 一幸 474＋ 61：26．0	 55．6�
714 ト ル マ リ 牝3鹿 54 北村 宏司水上ふじ子氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 452± 01：26．32 169．2�
47 カワキタピリカ 牡4鹿 57 武士沢友治川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 木田牧場 B500＋ 21：26．4クビ 16．9	
611 オーシャンビュー 牡4鹿 57 杉原 誠人冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 八木 明広 B448± 0 〃 ハナ 15．8

815 マイネルレンカ 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 日高 碧雲牧場 456－ 2 〃 クビ 22．6�
23 コスモクウェンチ 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中川 公成 新冠 ビッグレッドファーム 496＋ 4 〃 ハナ 102．3
36 サンタナブルー 牡5黒鹿57 柴山 雄一 �ブルーマネジメント和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 464－121：26．5クビ 12．0�
510 パーソナルブルー 牡4鹿 57 松田 大作 �ブルーマネジメント松山 将樹 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 464－ 41：26．71� 101．1�
713 キンイロジャッカル 牡3栗 56 津村 明秀石瀬 浩三氏 相沢 郁 日高 出口牧場 512＋ 81：26．8クビ 13．5�
816� フレンドゴーゴー 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹横尾 晴人氏 南田美知雄 新冠 村上 欽哉 468－ 61：26．9	 262．7�
12 マンゴジェリー 牡5鹿 57

54 ▲野中悠太郎窪田 康志氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 466＋121：27．21� 30．2�
24 ニシノヒナマツリ 牝3栗 54 戸崎 圭太西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 470＋ 21：28．58 10．7�
48 � ブラッシングスター 牡5栗 57 長岡 禎仁藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 494－ 61：28．6	 317．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，864，300円 複勝： 63，339，600円 枠連： 25，383，800円
馬連： 108，703，900円 馬単： 50，362，600円 ワイド： 63，184，600円
3連複： 140，385，700円 3連単： 194，626，800円 計： 686，851，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 150円 � 110円 � 310円 枠 連（3－5） 340円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，060円 �� 730円

3 連 複 ��� 2，050円 3 連 単 ��� 9，240円

票 数

単勝票数 計 408643 的中 � 62978（2番人気）
複勝票数 計 633396 的中 � 105703（2番人気）� 199510（1番人気）� 33523（8番人気）
枠連票数 計 253838 的中 （3－5） 57572（1番人気）
馬連票数 計1087039 的中 �� 176557（1番人気）
馬単票数 計 503626 的中 �� 28956（2番人気）
ワイド票数 計 631846 的中 �� 85966（1番人気）�� 13425（15番人気）�� 20268（8番人気）
3連複票数 計1403857 的中 ��� 51146（4番人気）
3連単票数 計1946268 的中 ��� 15271（14番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．1―12．6―12．4―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．8―35．9―48．5―1：00．9―1：13．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F37．0
3 14（12，16）（8，1，15）（10，11）－（4，6）（5，9）（2，7，13）3 4 14，12，16（8，1，15）（10，11，6）（4，5，9）（2，7，13）3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ララパルーザ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 アルカセット デビュー 2015．12．27 中山9着

2013．4．19生 牡4鹿 母 アンダルシア 母母 メイクアスメリー 18戦2勝 賞金 19，750，000円
［他本会外：2戦1勝］

3202011月5日 晴 良 （29東京5）第2日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走13時50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
1：31．3
1：30．7

良
良

710 アルジャンテ 牝4芦 55 戸崎 圭太 �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 458± 01：33．4 4．4�

56 ペイドメルヴェイユ 牝3栗 54 V．シュミノー 吉田 照哉氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 478＋ 61：33．5� 5．7�
（仏）

22 ニシノアップルパイ 牡3鹿 56
53 ▲武藤 雅西山 茂行氏 中舘 英二 新ひだか 棚川 光男 486± 0 〃 ハナ 6．8�

33 コスモヨハネ 牡5栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 492± 0 〃 クビ 8．5�
44 ゴールドサーベラス 牡5栗 57 柴山 雄一田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 原田 久司 450＋ 41：33．6� 26．5�
812 ルネイション 牝4黒鹿55 M．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 428－ 4 〃 ハナ 2．6	
69 プルメリアスター 牝5鹿 55 福永 祐一 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 448＋ 41：33．7� 15．0

57 アドマイヤモラール 牡4黒鹿57 北村 宏司近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 526± 0 〃 アタマ 67．2�
711 バ ル ベ ー ラ 牝3青鹿54 池添 謙一 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 浦河 酒井牧場 422± 0 〃 ハナ 43．1
68 マイネルディアベル 牡6青鹿57 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ハシモトフアーム 474－121：34．01	 60．2�
11 ロードリベラル 牡3黒鹿56 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 日高 スマイルファーム 422＋ 21：34．53 43．1�
813 オンタケハート 牡6鹿 57 田中 勝春宮原 廣伸氏 伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 492＋ 6 〃 クビ 65．5�
45 オーバースペック 牡3青鹿56 岩部 純二�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 486＋141：35．35 64．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 53，016，700円 複勝： 80，664，200円 枠連： 23，575，200円
馬連： 120，013，900円 馬単： 55，395，600円 ワイド： 71，871，000円
3連複： 150，065，600円 3連単： 204，101，100円 計： 758，703，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 200円 � 270円 枠 連（5－7） 1，110円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 2，630円

ワ イ ド �� 500円 �� 870円 �� 850円

3 連 複 ��� 4，270円 3 連 単 ��� 18，680円

票 数

単勝票数 計 530167 的中 � 94423（2番人気）
複勝票数 計 806642 的中 � 139705（2番人気）� 105411（3番人気）� 67710（5番人気）
枠連票数 計 235752 的中 （5－7） 16454（3番人気）
馬連票数 計1200139 的中 �� 69050（5番人気）
馬単票数 計 553956 的中 �� 15778（8番人気）
ワイド票数 計 718710 的中 �� 38279（4番人気）�� 20686（11番人気）�� 21117（10番人気）
3連複票数 計1500656 的中 ��� 26320（12番人気）
3連単票数 計2041011 的中 ��� 7920（51番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．4―46．9―58．5―1：10．1―1：21．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルジャンテ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Favorite Trick デビュー 2015．10．25 東京4着

2013．4．30生 牝4芦 母 ナイキフェイバー 母母 Sixy Chic 11戦4勝 賞金 50，692，000円
〔制裁〕 ペイドメルヴェイユ号の騎手V．シュミノーは，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：9番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3202111月5日 晴 良 （29東京5）第2日 第9競走 ��
��2，000�

ひ ゃ く に ち そ う

百 日 草 特 別
発走14時25分 （芝・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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
2：00．8
1：59．8

良
良

22 ゴーフォザサミット 牡2黒鹿55 V．シュミノー 山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 矢野牧場 492± 02：00．9 10．9�
（仏）

11 ナスノシンフォニー 牝2栗 54 吉田 隼人�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 460＋ 42：01．0� 11．9�

44 デ ィ ロ ス 牡2鹿 55 戸崎 圭太 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 498＋ 6 〃 クビ 2．7�
55 シルヴァンシャー 牡2鹿 55 M．デムーロ �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 470± 02：01．53 2．3�
66 スターフィールド 牡2黒鹿55 大野 拓弥星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 478± 02：01．71� 27．3	
33 ギャンブラー 牡2黒鹿55 石橋 脩大野 富生氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 516± 0 〃 ハナ 15．9

88 ダイワメモリー 牝2栗 54 内田 博幸大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 472＋ 62：01．8� 8．7�
77 ス ピ ア ー ノ 牝2黒鹿54 松岡 正海清水 正江氏 池上 昌和 日高 荒井ファーム 440－122：02．22� 76．5�

（8頭）

売 得 金
単勝： 85，549，600円 複勝： 69，464，200円 枠連： 発売なし
馬連： 131，436，700円 馬単： 75，645，800円 ワイド： 62，919，900円
3連複： 135，145，200円 3連単： 339，706，800円 計： 899，868，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 230円 � 250円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 3，840円 馬 単 �� 8，460円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 360円 �� 480円

3 連 複 ��� 2，980円 3 連 単 ��� 30，920円

票 数

単勝票数 計 855496 的中 � 66350（4番人気）
複勝票数 計 694642 的中 � 66036（4番人気）� 58606（5番人気）� 190110（2番人気）
馬連票数 計1314367 的中 �� 26522（14番人気）
馬単票数 計 756458 的中 �� 6703（27番人気）
ワイド票数 計 629199 的中 �� 13705（13番人気）�� 48399（2番人気）�� 33446（6番人気）
3連複票数 計1351452 的中 ��� 33995（10番人気）
3連単票数 計3397068 的中 ��� 7965（106番人気）

ハロンタイム 13．2―12．3―12．1―11．6―12．4―12．7―12．5―11．4―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．5―37．6―49．2―1：01．6―1：14．3―1：26．8―1：38．2―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F34．1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゴーフォザサミット 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 Storm Cat デビュー 2017．8．20 札幌5着

2015．4．2生 牡2黒鹿 母 ラグジャリー 母母 Alleged Devotion 3戦2勝 賞金 15，896，000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。

3202211月5日 晴 良 （29東京5）第2日 第10競走 ��
��2，100�

ばんしゅう

晩秋ステークス
発走15時00分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

67 メイプルブラザー 牡3栗 55 戸崎 圭太節 英司氏 山内 研二 新ひだか 本桐牧場 466± 02：10．1 7．1�
710 マイネルオフィール 牡5鹿 57 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム B484－ 4 〃 アタマ 100．4�

（独）

44 レッドサバス 牡5黒鹿57 福永 祐一 �東京ホースレーシング 松田 国英 千歳 社台ファーム 482－ 42：10．2クビ 4．1�
68 トウカイエントリー 牡6栗 57 蛯名 正義内村 正則氏 栗田 徹 浦河 王蔵牧場 508＋ 42：10．41� 4．6�
812 クロフネビームス 牝5芦 55 吉田 豊古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 480± 0 〃 アタマ 14．4�
22 コパノアラジン 牡4栗 57 M．デムーロ小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 516－ 62：11．03	 5．9	
55 ウインユニファイド 牡5黒鹿57 田辺 裕信�ウイン 飯田 雄三 新冠 新冠橋本牧場 B516＋ 82：11．1	 20．5

11 ノーブルサターン 牡3黒鹿55 
島 良太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新冠 ハシモトフアーム 510＋102：11．2クビ 23．2�
33 マイネルトゥラン 牡4黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム B514＋ 22：12．15 19．6�
811 バイオンディップス 牡5黒鹿57 田中 勝春丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム B522± 0 〃 ハナ 47．2
56 � アポロテキサス �4鹿 57 内田 博幸アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 William B.

Thompson Jr. 498＋ 22：12．2	 5．2�
79 エルズミーア �6黒鹿57 V．シュミノー �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 548－ 82：12．73 18．6�

（仏）

（12頭）

売 得 金
単勝： 69，927，300円 複勝： 101，020，900円 枠連： 44，794，000円
馬連： 202，976，700円 馬単： 87，478，200円 ワイド： 105，716，800円
3連複： 263，842，400円 3連単： 369，995，200円 計： 1，245，751，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 250円 � 1，810円 � 160円 枠 連（6－7） 2，550円

馬 連 �� 35，340円 馬 単 �� 51，410円

ワ イ ド �� 9，290円 �� 760円 �� 6，030円

3 連 複 ��� 46，060円 3 連 単 ��� 304，470円

票 数

単勝票数 計 699273 的中 � 78009（5番人気）
複勝票数 計1010209 的中 � 103041（4番人気）� 10413（12番人気）� 218002（1番人気）
枠連票数 計 447940 的中 （6－7） 13597（10番人気）
馬連票数 計2029767 的中 �� 4450（57番人気）
馬単票数 計 874782 的中 �� 1276（107番人気）
ワイド票数 計1057168 的中 �� 2836（60番人気）�� 37850（6番人気）�� 4389（52番人気）
3連複票数 計2638424 的中 ��� 4296（127番人気）
3連単票数 計3699952 的中 ��� 881（755番人気）

ハロンタイム 7．2―11．1―12．3―12．3―12．0―12．1―12．1―12．5―12．8―12．6―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．3―30．6―42．9―54．9―1：07．0―1：19．1―1：31．6―1：44．4―1：57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．5
1
3
・（1，10）（3，9）（6，8）－2，11，4，5，7，12・（1，9）－10－（3，2）（6，8）（5，11）（12，4）7

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

勝馬の
紹 介

メイプルブラザー �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2016．9．4 小倉14着

2014．3．20生 牡3栗 母 メイプルウィリング 母母 ラブファイター 10戦4勝 賞金 48，453，000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。

２レース目



3202311月5日 晴 良 （29東京5）第2日 第11競走 ��
��2，500�第55回アルゼンチン共和国杯（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，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

アルゼンチン共和国労働雇用社会保障省賞（1着）
賞 品

本 賞 57，000，000円 23，000，000円 14，000，000円 8，600，000円 5，700，000円
付 加 賞 1，134，000円 324，000円 162，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．6
2：29．5

良
良

24 スワーヴリチャード 牡3栗 56 M．デムーロ�NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 502＋102：30．0 2．0�
47 ソールインパクト 牡5芦 53 福永 祐一窪田 康志氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490± 02：30．42� 19．5�
11 セダブリランテス 牡3鹿 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 手塚 貴久 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514－102：30．61� 7．5�
611 ア ル バ ー ト 牡6栗 58．5 A．シュタルケ 林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 476－ 62：30．7� 4．0�

（独）

48 カレンミロティック 	9栗 57 池添 謙一鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 456－ 4 〃 クビ 31．7	
35 トウシンモンステラ 牡7黒鹿53 北村 宏司�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 480－ 22：30．8クビ 280．9

59 シ ホ ウ 牡6鹿 53 吉田 隼人�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 B504－ 22：30．9� 85．7�
23 デニムアンドルビー 牝7鹿 54 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 454－ 2 〃 クビ 12．5�
36 プレストウィック 牡6芦 55 V．シュミノー �シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 528＋ 22：31．0� 15．9

（仏）

713 ハッピーモーメント 牡7鹿 54 津村 明秀 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 492－ 62：31．1
 36．6�
12 マイネルサージュ 牡5鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 洞�湖 レイクヴィラファーム 500± 02：31．31� 75．2�
815 ヒットザターゲット 牡9栗 57 三浦 皇成前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 514－ 2 〃 ハナ 95．8�
816 カ ム フ ィ ー 牡8黒鹿52 勝浦 正樹清水 二朗氏 池上 昌和 池田 新田牧場 460－102：31．51� 379．8�
612 トルークマクト 牡7鹿 53 江田 照男�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 458－ 22：31．81
 145．1�
714 レコンダイト 牡7黒鹿55 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 448－ 62：32．11
 15．4�
510 サラトガスピリット 牡5栗 53 内田 博幸平井 裕氏 友道 康夫 日高 白井牧場 504－ 4 〃 クビ 46．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 224，418，700円 複勝： 275，550，900円 枠連： 168，045，800円
馬連： 812，399，500円 馬単： 373，790，400円 ワイド： 398，219，400円
3連複： 1，356，614，600円 3連単： 2，288，750，600円 計： 5，897，789，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 330円 � 250円 枠 連（2－4） 980円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 610円 �� 420円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 3，020円 3 連 単 ��� 12，060円

票 数

単勝票数 計2244187 的中 � 864473（1番人気）
複勝票数 計2755509 的中 � 744908（1番人気）� 167272（7番人気）� 248725（3番人気）
枠連票数 計1680458 的中 （2－4） 132503（4番人気）
馬連票数 計8123995 的中 �� 340429（7番人気）
馬単票数 計3737904 的中 �� 124389（7番人気）
ワイド票数 計3982194 的中 �� 167694（4番人気）�� 258130（2番人気）�� 60380（19番人気）
3連複票数 計13566146 的中 ��� 336810（6番人気）
3連単票数 計22887506 的中 ��� 137490（28番人気）

ハロンタイム 7．4―11．3―11．2―12．2―12．1―12．3―12．2―12．1―11．8―11．8―11．9―11．6―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．4―18．7―29．9―42．1―54．2―1：06．5―1：18．7―1：30．8―1：42．6―1：54．4―2：06．3―2：17．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スワーヴリチャード �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2016．9．11 阪神2着

2014．3．10生 牡3栗 母 ピ ラ ミ マ 母母 Career Collection 7戦3勝 賞金 205，448，000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。

3202411月5日 晴 良 （29東京5）第2日 第12競走 ��
��1，400�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

48 ヤマトワイルド 牡3鹿 56 柴山 雄一醍醐 徹氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 472± 01：24．5 22．5�
47 セ ネ ッ テ ィ 牡4鹿 57 北村 友一 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 488－ 41：24．82 6．5�
11 ダブルコーク 牡6黒鹿57 三浦 皇成�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 496＋ 41：24．9クビ 3．8�
23 メイプルキング 牡4鹿 57 戸崎 圭太節 英司氏 高市 圭二 新冠 高瀬牧場 462＋ 2 〃 クビ 5．0�
714 メイショウブレナム 牡3栗 56 池添 謙一松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 466± 0 〃 ハナ 10．7�
35 � ラ バ ニ ー ユ 牝5芦 55 M．デムーロ前田 幸治氏 森田 直行 新ひだか 土居 忠吉 434± 01：25．0	 3．8	
713 ヤマニンシャンデル 牝5栗 55

52 ▲野中悠太郎土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 460± 01：25．32 42．6

12 ホ ノ カ 牝3鹿 54 吉田 隼人�KTレーシング 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 21：25．4
 42．1�
612 ロードヴォルケーノ 牡6鹿 57 A．シュタルケ �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 478± 01：25．61 18．2�

（独）

36 タニセンジャッキー 牡8鹿 57
54 ▲菊沢 一樹染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 474－ 6 〃 クビ 80．9

510 スレッジハンマー 牡5鹿 57 田辺 裕信 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小島 茂之 日高 豊洋牧場 476－ 21：25．91	 53．1�

59 スプリングフット 牡3鹿 56
55 ☆井上 敏樹島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 490＋ 21：26．0
 20．1�
815 マーブルケーキ 牝6白 55 V．シュミノー 金子真人ホールディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 478－ 41：26．21 119．7�

（仏）

816 ツウローゼズ 牝5黒鹿55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 樋渡 志尚 490＋ 41：26．51	 455．1�
24 フクノクオリア �3黒鹿56 松岡 正海福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新ひだか 山際牧場 B508＋ 41：26．6
 77．6�
611 アイアムナチュラル 牡6鹿 57 蛯名 正義堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 510＋ 21：26．91	 28．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 89，035，100円 複勝： 124，627，000円 枠連： 57，902，700円
馬連： 252，897，300円 馬単： 102，172，200円 ワイド： 135，373，500円
3連複： 341，220，800円 3連単： 503，384，300円 計： 1，606，612，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，250円 複 勝 � 510円 � 200円 � 150円 枠 連（4－4） 7，020円

馬 連 �� 6，620円 馬 単 �� 14，010円

ワ イ ド �� 1，990円 �� 1，440円 �� 480円

3 連 複 ��� 7，130円 3 連 単 ��� 73，220円

票 数

単勝票数 計 890351 的中 � 31522（8番人気）
複勝票数 計1246270 的中 � 46892（8番人気）� 163850（4番人気）� 270498（1番人気）
枠連票数 計 579027 的中 （4－4） 6390（22番人気）
馬連票数 計2528973 的中 �� 29606（22番人気）
馬単票数 計1021722 的中 �� 5467（48番人気）
ワイド票数 計1353735 的中 �� 16638（20番人気）�� 23406（15番人気）�� 78472（4番人気）
3連複票数 計3412208 的中 ��� 35874（18番人気）
3連単票数 計5033843 的中 ��� 4984（211番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．9―12．2―12．0―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―35．9―48．1―1：00．1―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマトワイルド �
�
父 トランセンド �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．11．26 東京4着

2014．4．4生 牡3鹿 母 シャインレジーナ 母母 タイムフェアレディ 7戦3勝 賞金 24，100，000円
〔制裁〕 タニセンジャッキー号の騎手菊沢一樹は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：3番・1番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エイシンカーニバル号・タマモシルクハット号
※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。

４レース目



（29東京5）第2日 11月5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 168頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

284，920，000円
21，020，000円
2，280，000円
34，300，000円
6，000，000円
68，904，000円
4，640，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
785，698，300円
1，078，848，900円
425，785，900円
2，011，586，100円
969，473，500円
1，083，896，400円
2，895，101，300円
4，682，715，000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 13，933，105，400円

総入場人員 37，022名 （有料入場人員 33，787名）
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