
3003711月11日 晴 稍重 （30東京5）第4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

611 モリノカワセミ 牝2鹿 54
51 ▲野中悠太郎森 和久氏 大江原 哲 日高 森永牧場 452－ 81：25．8 26．0�

47 アポロチーター 牡2栗 55 石川裕紀人アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか へいはた牧場 510± 01：26．43� 5．9�
12 ロサデラルス 牡2鹿 55 大野 拓弥 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 追分ファーム 486－ 21：26．71� 2．0�
59 サンロアノーク 牡2黒鹿55 西村 太一 �加藤ステーブル 新開 幸一 日高 株式会社

ケイズ 466＋ 41：26．8� 9．8�
713 ロンリーウェイ 牡2青鹿55 武士沢友治小原準一郎氏 田島 俊明 新冠 有限会社 大

作ステーブル 466－101：27．01� 42．6	
815 インターロード 牡2黒鹿55 古川 吉洋本間 茂氏 伊藤 伸一 新冠 オリエント牧場 464＋ 21：27．31� 9．1

510 ブラックアンバー 牡2黒鹿 55

53 △富田 暁田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 大栄牧場 494＋181：27．62 10．4�
35 キ ュ リ オ ス 牡2栗 55

52 ▲木幡 育也中村 祐子氏 中舘 英二 新ひだか カタオカステーブル 444＋ 21：27．92 107．2�
11 モンサンラファータ 牝2黒鹿54 北村 宏司山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 506－ 81：28．11� 18．7
36 ワンダーヴァレッタ 牡2栗 55 小崎 綾也山口 正行氏 中野 栄治 新冠 村上牧場 446＋ 2 〃 ハナ 41．4�
612 クリスタルニキータ 牝2黒鹿54 内田 博幸 Him Rock Racing

ホールディングス� 上原 博之 日高 タバタファーム 448－ 21：28．41� 42．0�
816 ラインシャーロット 牝2黒鹿 54

53 ☆武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 456± 0 〃 アタマ 120．1�
23 ラブヴィサージュ 牝2栗 54 柴田 大知 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 452－ 41：28．5クビ 40．8�
48 ローズドクレア 牝2鹿 54

52 △横山 武史古賀 和夫氏 古賀 史生 新冠 対馬 正 478－ 21：28．6� 68．0�
24 デュエットカラー 牡2黒鹿55 嘉藤 貴行 �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 446＋121：29．02� 311．7�
714 ゴーアブロード 牡2鹿 55 岩部 純二�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 506－ 41：29．31� 334．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，781，000円 複勝： 26，573，300円 枠連： 11，609，300円
馬連： 45，845，400円 馬単： 22，052，900円 ワイド： 31，115，100円
3連複： 67，795，800円 3連単： 78，455，100円 計： 306，227，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，600円 複 勝 � 400円 � 160円 � 120円 枠 連（4－6） 3，860円

馬 連 �� 7，120円 馬 単 �� 16，920円

ワ イ ド �� 1，990円 �� 950円 �� 310円

3 連 複 ��� 5，000円 3 連 単 ��� 60，700円

票 数

単勝票数 計 227810 的中 � 7418（7番人気）
複勝票数 計 265733 的中 � 10928（7番人気）� 39958（2番人気）� 83147（1番人気）
枠連票数 計 116093 的中 （4－6） 2329（14番人気）
馬連票数 計 458454 的中 �� 4986（20番人気）
馬単票数 計 220529 的中 �� 977（44番人気）
ワイド票数 計 311151 的中 �� 3633（20番人気）�� 7928（12番人気）�� 29586（1番人気）
3連複票数 計 677958 的中 ��� 10159（15番人気）
3連単票数 計 784551 的中 ��� 937（173番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―36．4―48．9―1：01．1―1：13．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モリノカワセミ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2018．10．13 東京9着

2016．3．29生 牝2鹿 母 グロリエッテ 母母 ア ズ ワ ー 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ロサデラルス号の騎手大野拓弥は，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10，000円。（被害馬：13番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 キングオブコージ号

3003811月11日 晴 稍重 （30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）
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

36 � コスモロビンソン 牡2鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 米 Champion
Equine, LLC 496± 01：38．9 3．0�

510� マ キ 牡2鹿 55 北村 宏司吉田 和美氏 手塚 貴久 米 WinStar
Farm, LLC 528＋121：39．1� 4．7�

611 マテリアルワールド 牡2鹿 55
52 ▲木幡 育也堀口 晴男氏 中川 公成 日高 日西牧場 500－ 61：39．52	 28．0�

12 フーズサイド 牡2黒鹿55 武士沢友治西森 鶴氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 460＋ 6 〃 ハナ 17．9�
48 サ ン タ コ マ 牡2鹿 55

53 △横山 武史 �加藤ステーブル 青木 孝文 新冠 山岡ファーム 464＋ 21：39．82 177．4	
815 ヤマタケフリーダム 牡2黒鹿 55

52 ▲野中悠太郎山中 和子氏 萱野 浩二 新ひだか 矢野牧場 458－ 21：40．22	 90．9

713 ボヘミアラプソディ 牡2鹿 55 内田 博幸平井 裕氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B470± 01：40．3クビ 4．6�
47 � トランプズパワー 牡2鹿 55 C．オドノヒュー 風早 信昭氏 森 秀行 米 Deborah

Shaffer 500± 01：40．51	 7．9�
（愛）

714 ウイニングメイビー 牡2黒鹿55 小崎 綾也井上 久光氏 柴田 政人 日高 サンバマウン
テンファーム 456± 01：40．71 137．7

59 アスカエンペラー 牡2鹿 55 酒井 学上野 武氏 本間 忍 新ひだか 木村 秀則 470＋ 6 〃 アタマ 35．8�
23 マイティウェイ 牡2黒鹿55 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高木 登 新ひだか 山際牧場 482＋ 41：40．91	 6．6�
35 ミラクルスクワート 牡2栗 55 江田 照男小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 北海道静内農業高等学校 464－ 41：41．32	 333．7�
612 マイネルフィデス 牡2青 55 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新ひだか 萩澤 俊雄 466＋ 21：41．51
 427．6�
816 マイネルペルマナン 牡2黒鹿55 伴 啓太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 444± 01：41．71 137．5�
11 ウインプレイヤー 牡2鹿 55 石川裕紀人�ウイン 宗像 義忠 平取 二風谷ファーム 472＋ 61：43．8大差 225．5�
24 ダイユウゲネシス 牡2栗 55

54 ☆武藤 雅大友 靖岐氏 土田 稔 新ひだか 見上牧場 470＋ 61：43．9	 210．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，634，600円 複勝： 29，152，500円 枠連： 8，420，500円
馬連： 41，330，600円 馬単： 19，421，800円 ワイド： 26，035，900円
3連複： 56，639，600円 3連単： 64，219，300円 計： 266，854，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 190円 � 420円 枠 連（3－5） 790円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，000円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 4，350円 3 連 単 ��� 16，470円

票 数

単勝票数 計 216346 的中 � 58394（1番人気）
複勝票数 計 291525 的中 � 74531（1番人気）� 39221（3番人気）� 12597（7番人気）
枠連票数 計 84205 的中 （3－5） 8240（2番人気）
馬連票数 計 413306 的中 �� 35022（2番人気）
馬単票数 計 194218 的中 �� 8813（3番人気）
ワイド票数 計 260359 的中 �� 18267（3番人気）�� 6435（13番人気）�� 5036（15番人気）
3連複票数 計 566396 的中 ��� 9765（16番人気）
3連単票数 計 642193 的中 ��� 2826（63番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．6―47．7―1：00．2―1：12．8―1：25．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�コスモロビンソン �
�
父 Take Charge Indy �

�
母父 Forestry デビュー 2018．10．21 東京2着

2016．5．6生 牡2鹿 母 Lesson Plan 母母 Tutorial 2戦1勝 賞金 7，800，000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。

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４日



3003911月11日 晴 良 （30東京5）第4日 第3競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時50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

611 チェリーレッド 牝2青鹿54 北村 友一佐藤 良二氏 小野 次郎 新ひだか 前谷 武志 448－ 41：35．7 10．5�
11 ベストオンアース 牝2栗 54 大野 拓弥�須野牧場 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 480± 01：35．8� 4．2�
814 チェインドレディー 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ブルースターズファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 410± 01：36．33 10．4�
35 サドラーチョウサン 牝2鹿 54 酒井 学�チョウサン 松永 康利 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 408－ 4 〃 クビ 330．7�
712 グ リ グ リ 牝2鹿 54 内田 博幸増田 和啓氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 496－ 41：36．4クビ 1．5	
713 モリトローテローゼ 牝2栗 54 伴 啓太石橋 忠之氏 堀井 雅広 浦河 桑田 正己 468－ 6 〃 ハナ 45．0

47 リ ゼ ブ ル ー 牝2芦 54

51 ▲木幡 育也飯田 訓大氏 松山 将樹 浦河 赤田牧場 482± 0 〃 ハナ 135．7�
22 ハ ル イ ロ 牝2鹿 54

53 ☆武藤 雅吉田 照哉氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 478＋12 〃 アタマ 46．2�
58 ジューンバラード 牝2青鹿54 菅原 隆一吉川 潤氏 堀井 雅広 平取 稲原牧場 418－161：36．5� 333．7
34 ノーブルテラ 牝2鹿 54 西村 太一吉木 伸彦氏 久保田貴士 新ひだか 服部 牧場 474＋ 6 〃 クビ 154．9�
23 レディオスカル 牝2黒鹿54 江田 照男冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ディアレスト

クラブ 446＋ 41：36．6クビ 21．9�
815 ムーランブラン 牝2芦 54

51 ▲野中悠太郎村上 卓史氏 黒岩 陽一 日高 白井牧場 450－ 61：36．7� 111．0�
46 ア ブ シ ン ス 牝2栗 54 嘉藤 貴行芹澤 精一氏 田中 清隆 様似 山口 幸雄 454＋121：36．8� 386．3�
610 フラワーリース 牝2鹿 54 伊藤 工真田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 桑田フアーム 442＋ 61：37．01� 480．6�
59 タ ナ ロ ッ ト 牝2黒鹿54 武士沢友治�ミルファーム 加藤 和宏 新ひだか 坂本 智広 456－ 21：37．42� 52．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，822，700円 複勝： 98，849，300円 枠連： 12，790，700円
馬連： 49，915，300円 馬単： 33，286，900円 ワイド： 35，085，400円
3連複： 70，243，900円 3連単： 113，088，700円 計： 444，082，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 550円 � 370円 � 520円 枠 連（1－6） 1，850円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 3，320円

ワ イ ド �� 440円 �� 710円 �� 560円

3 連 複 ��� 2，890円 3 連 単 ��� 18，380円

票 数

単勝票数 計 308227 的中 � 24833（4番人気）
複勝票数 計 988493 的中 � 46015（4番人気）� 73509（2番人気）� 49116（3番人気）
枠連票数 計 127907 的中 （1－6） 5346（7番人気）
馬連票数 計 499153 的中 �� 29258（4番人気）
馬単票数 計 332869 的中 �� 7503（13番人気）
ワイド票数 計 350854 的中 �� 21126（4番人気）�� 12214（8番人気）�� 16134（5番人気）
3連複票数 計 702439 的中 ��� 18169（10番人気）
3連単票数 計1130887 的中 ��� 4460（53番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―35．9―48．6―1：01．1―1：12．6―1：23．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チェリーレッド �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．8．11 札幌4着

2016．3．5生 牝2青鹿 母 ア ガ サ 母母 ソプラニーノ 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔制裁〕 チェインドレディー号の騎手柴田大知は，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：11番）
〔その他〕 チェインドレディー号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※フラワーリース号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3004011月11日 晴 良 （30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
1：45．6

良
良

46 タガノディアマンテ 牡2栗 55
53 △横山 武史八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468± 01：49．8 4．1�
610 ア ル マ マ 牡2芦 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 千代田牧場 438－ 21：50．01� 7．0�
22 メテオスウォーム 牡2黒鹿55 小崎 綾也 �シルクレーシング 矢作 芳人 新ひだか グランド牧場 494－ 2 〃 ハナ 26．5�
713 トゥーフラッシー 牝2鹿 54 石川裕紀人西森 鶴氏 高市 圭二 新ひだか グローリーファーム 454＋ 41：50．21	 13．0�
712 サクララージャン 牡2青鹿55 北村 宏司�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 480± 01：50．3クビ 24．1	
58 フォーティラブ 牡2鹿 55 大野 拓弥 H.F Association 杉浦 宏昭 浦河 大島牧場 470－ 2 〃 クビ 32．4

35 バロンキング 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎田頭 勇貴氏 根本 康広 新冠 辻 和明 414＋ 41：50．4� 152．0�
34 ポルトラーノ 牡2鹿 55 C．オドノヒュー �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：50．61	 1．7�

（愛）

47 ウォークザライン 牡2栗 55 北村 友一前田 幸治氏 高橋 亮 新ひだか 本桐牧場 454＋141：50．7� 41．3
23 カ ラ テ 牡2黒鹿55 伴 啓太小田切 光氏 高橋 祥泰 新冠 中地 康弘 498＋ 21：50．8クビ 615．1�
59 クレーリッチェ 牝2鹿 54

53 ☆武藤 雅 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 416－ 61：51．01� 199．2�

11 マイネルデセーオ 牡2鹿 55
52 ▲木幡 育也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 むかわ 宇南山牧場 486－ 41：51．32 277．3�
814 マイネルエポレット 牡2栗 55 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 新冠 ビッグレッドファーム 490＋ 81：51．5
 209．4�
815 コスモポルベーラ 牡2青 55 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 416± 01：51．6
 618．4�
611 ブルーアトール 牝2鹿 54 岩部 純二田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか 中橋 正 428－ 21：52．55 514．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 41，186，100円 複勝： 69，567，300円 枠連： 14，572，600円
馬連： 60，428，900円 馬単： 36，361，000円 ワイド： 42，167，500円
3連複： 80，997，200円 3連単： 122，174，800円 計： 467，455，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 240円 � 310円 � 680円 枠 連（4－6） 1，710円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 3，000円

ワ イ ド �� 560円 �� 940円 �� 2，070円

3 連 複 ��� 8，260円 3 連 単 ��� 30，760円

票 数

単勝票数 計 411861 的中 � 83325（2番人気）
複勝票数 計 695673 的中 � 85458（2番人気）� 60355（3番人気）� 23352（7番人気）
枠連票数 計 145726 的中 （4－6） 6567（7番人気）
馬連票数 計 604289 的中 �� 26792（5番人気）
馬単票数 計 363610 的中 �� 9087（9番人気）
ワイド票数 計 421675 的中 �� 20347（5番人気）�� 11496（10番人気）�� 4972（21番人気）
3連複票数 計 809972 的中 ��� 7353（24番人気）
3連単票数 計1221748 的中 ��� 2879（89番人気）

ハロンタイム 13．2―12．0―12．4―12．8―12．6―12．7―11．5―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．2―37．6―50．4―1：03．0―1：15．7―1：27．2―1：38．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．1

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

勝馬の
紹 介

タガノディアマンテ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．10．21 京都4着

2016．4．20生 牡2栗 母 タガノレヴェントン 母母 フィバリッシュ 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔制裁〕 タガノディアマンテ号の騎手横山武史は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：2番）
〔調教再審査〕 タガノディアマンテ号は，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。



3004111月11日 晴 良 （30東京5）第4日 第5競走 ��
��2，000�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
2：00．8
1：59．8

良
良

89 サトノラディウス 牡2鹿 55 北村 宏司 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 492 ―2：08．3 1．3�
810 トリックスター 牡2黒鹿55 大野 拓弥村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 490 ―2：08．4� 5．2�
33 アキノコマチ 牝2鹿 54 江田 照男穐吉 正孝氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 434 ―2：08．72 15．9�
77 マイネルペンドラム 牡2栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 466 ―2：08．91 11．9�
11 マリアルージュ 牝2青鹿 54

51 ▲野中悠太郎河合 裕明氏 畠山 吉宏 新冠 川上牧場 444 ―2：09．11� 84．6�
55 コ ン シ ー ド 牡2栗 55 酒井 学河村 祥史氏 天間 昭一 新ひだか 本桐牧場 450 ―2：09．31� 174．2	
22 アルピナホワイト 牝2鹿 54 北村 友一 Him Rock Racing

ホールディングス� 武市 康男 日高 タバタファーム 472 ― 〃 クビ 16．1

78 ガビーズメモリー 牝2黒鹿 54

53 ☆武藤 雅二口 雅一氏 中野 栄治 日高 沖田牧場 494 ―2：09．83 35．5�
44 オンマイオウン 牝2黒鹿 54

52 △富田 暁田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 スカイビーチステーブル 482 ―2：11．18 124．9�
66 トーセンキール 牡2鹿 55 石川裕紀人島川 哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ

スティファーム 490 ―2：11．73	 39．9�
（10頭）

売 得 金
単勝： 27，828，700円 複勝： 85，509，700円 枠連： 11，166，300円
馬連： 42，772，000円 馬単： 30，474，200円 ワイド： 25，999，400円
3連複： 51，193，500円 3連単： 120，447，900円 計： 395，391，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 110円 � 170円 枠 連（8－8） 190円

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 260円

ワ イ ド �� 140円 �� 280円 �� 470円

3 連 複 ��� 640円 3 連 単 ��� 1，220円

票 数

単勝票数 計 278287 的中 � 165521（1番人気）
複勝票数 計 855097 的中 � 673550（1番人気）� 65030（2番人気）� 25238（5番人気）
枠連票数 計 111663 的中 （8－8） 43880（1番人気）
馬連票数 計 427720 的中 �� 156068（1番人気）
馬単票数 計 304742 的中 �� 85621（1番人気）
ワイド票数 計 259994 的中 �� 65494（1番人気）�� 20577（4番人気）�� 10634（7番人気）
3連複票数 計 511935 的中 ��� 59735（3番人気）
3連単票数 計1204479 的中 ��� 71491（3番人気）

ハロンタイム 14．1―13．1―13．4―13．7―13．8―13．7―13．0―11．6―10．8―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
14．1―27．2―40．6―54．3―1：08．1―1：21．8―1：34．8―1：46．4―1：57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F33．5

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

勝馬の
紹 介

サトノラディウス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Danehill Dancer 初出走

2016．3．21生 牡2鹿 母 ア ー ヴ ェ イ 母母 Anna Amalia 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3004211月11日 晴 稍重 （30東京5）第4日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時45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

11 シ ハ ー ブ 牡2青 55 C．オドノヒュー �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 534 ―1：39．2 1．7�
（愛）

612 ロ ジ ポ ル カ 牡2栗 55 内田 博幸久米田正明氏 菊沢 隆徳 新冠 村田牧場 476 ―1：40．47 22．8�
35 キャラメライズ 牝2栗 54

53 ☆武藤 雅吉田 照哉氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 488 ― 〃 ハナ 8．9�
713 シ ュ ロ ス 牡2栗 55 大野 拓弥嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 490 ―1：40．5� 18．8�
23 シャルロッテミノル 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎吉岡 實氏 中舘 英二 浦河 金成吉田牧場 540 ―1：40．6� 21．4�
611 アテンフェアリー 牝2黒鹿 54

51 ▲木幡 育也齊藤 直信氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 454 ―1：41．23� 71．4	
47 マイネルイヴィンス 牡2栗 55 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 508 ― 〃 ハナ 33．0�
36 ジャングルランブル 牡2鹿 55

53 △富田 暁 
カナヤマホール
ディングス 中尾 秀正 新ひだか 田中 裕之 500 ―1：41．73 123．0�

714 ベルウッドカザン 牡2黒鹿 55
53 △横山 武史鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 市川フアーム 488 ―1：41．8� 27．6

815 ジュンアサヒダケ 牡2鹿 55 石川裕紀人河合 純二氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 492 ―1：42．33 6．6�
24 フェブタイズ 牡2鹿 55 酒井 学釘田 義広氏 川村 禎彦 浦河 中村 雅明 512 ―1：42．61� 71．6�
816 デアリングヴェスタ 牝2鹿 54 北村 友一
フクキタル 土田 稔 新冠 パカパカ

ファーム 442 ―1：42．7� 9．9�
12 トミケンハミシャ 牡2栗 55 古川 吉洋冨樫 賢二氏 田中 清隆 新ひだか タガミファーム 474 ―1：44．08 291．8�
48 ラスティングライ 牡2栗 55 江田 照男松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 新ひだか へいはた牧場 488 ―1：44．85 223．9�
510 クリキンツバ 牝2栗 54 武士沢友治田頭 勇貴氏 星野 忍 日高 原田牧場 476 ―1：45．12 335．0�
59 サンヴァレーホ 牡2鹿 55 西村 太一 
加藤ステーブル 中舘 英二 日高 三輪牧場 450 ―1：45．63 154．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，024，300円 複勝： 39，789，900円 枠連： 19，065，400円
馬連： 59，826，200円 馬単： 33，019，600円 ワイド： 41，003，400円
3連複： 76，489，900円 3連単： 102，362，100円 計： 407，580，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 320円 � 200円 枠 連（1－6） 1，050円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 700円 �� 330円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 3，240円 3 連 単 ��� 10，400円

票 数

単勝票数 計 360243 的中 � 169936（1番人気）
複勝票数 計 397899 的中 � 136732（1番人気）� 21073（7番人気）� 42697（3番人気）
枠連票数 計 190654 的中 （1－6） 14019（4番人気）
馬連票数 計 598262 的中 �� 28907（5番人気）
馬単票数 計 330196 的中 �� 14063（5番人気）
ワイド票数 計 410034 的中 �� 14574（6番人気）�� 35584（2番人気）�� 5639（24番人気）
3連複票数 計 764899 的中 ��� 17699（8番人気）
3連単票数 計1023621 的中 ��� 7129（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．3―36．8―49．7―1：02．3―1：15．0―1：27．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ ハ ー ブ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Singspiel 初出走

2016．3．21生 牡2青 母 サ マ ー ハ 母母 Genovefa 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 シハーブ号の騎手C．オドノヒューは，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〕 サンヴァレーホ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年12月11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 ショウナンランナー号
※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。



3004311月11日 晴 良 （30東京5）第4日 第7競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時15分 （芝・左）

500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

818 アルミレーナ 牝4芦 55 北村 宏司 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 446＋ 61：32．7 4．8�
817 クイーングラス 牝3鹿 54 内田 博幸遠藤 良一氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 21：32．8� 2．6�
714 アンノートル 牡4鹿 57

54 ▲野中悠太郎 �ビッグレッドファーム 田中 博康 日高 山際 辰夫 510＋30 〃 アタマ 33．1�
47 ソロフレーズ 牡3青鹿56 大野 拓弥ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482－ 41：33．01� 8．4�
48 キングリッド 牡4鹿 57 石川裕紀人吉田 安惠氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 446± 0 〃 ハナ 9．7�
35 パンドラフォンテン 牝4栗 55

54 ☆武藤 雅吉橋 興生氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 462± 01：33．21� 22．6	
816 コーラルプリンセス 牝4芦 55 古川 吉洋吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 522－ 21：33．41 92．7

12 プロトスター 牡3栗 56

54 △横山 武史 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 484＋101：33．82� 24．9�
59 ダイイチターミナル 牡4鹿 57 江田 照男�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 456＋ 61：33．9クビ 28．5�
611 ロンギングファロー 牡3栗 56 C．オドノヒュー 坂本 浩一氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 476＋ 4 〃 クビ 15．6

（愛）

510 サイレントサード 牡4栗 57 酒井 学三田 昌宏氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田牧場 488－ 21：34．11� 20．7�
23 � クィーンビー 牝5鹿 55

53 △富田 暁�和田牧場 田中 清隆 新冠 対馬 正 472－ 61：34．2クビ 206．3�
24 ウェストブルック 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 育也 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 506± 0 〃 ハナ 7．0�
713� フィールザサンダー 牡4鹿 57 武士沢友治櫻井 正氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 456± 01：34．51	 683．9�
36 マイネルベレーロ 牡4栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 474－ 61：34．6	 155．4�
612 ハ イ チ ー ズ 牡3鹿 56 小崎 綾也 �ローレルレーシング 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 494＋ 41：35．02� 353．9�
715� ペッシュカネル 牝5栗 55 嘉藤 貴行清水 敏氏 石毛 善彦 浦河 バンブー牧場 430± 01：35．1� 910．7�
11 アドマイヤムテキ 牡5黒鹿57 北村 友一近藤 利一氏 上原 博之 洞
湖 レイクヴィラファーム 490＋ 41：36．37 69．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 40，526，800円 複勝： 59，979，700円 枠連： 27，161，300円
馬連： 91，637，600円 馬単： 37，141，600円 ワイド： 60，371，200円
3連複： 125，507，100円 3連単： 137，798，700円 計： 580，124，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 170円 � 150円 � 630円 枠 連（8－8） 700円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 320円 �� 2，280円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 6，970円 3 連 単 ��� 30，090円

票 数

単勝票数 計 405268 的中 � 66829（2番人気）
複勝票数 計 599797 的中 � 103359（2番人気）� 130484（1番人気）� 16642（11番人気）
枠連票数 計 271613 的中 （8－8） 29870（3番人気）
馬連票数 計 916376 的中 �� 97719（1番人気）
馬単票数 計 371416 的中 �� 17381（2番人気）
ワイド票数 計 603712 的中 �� 54913（1番人気）�� 6265（32番人気）�� 8151（21番人気）
3連複票数 計1255071 的中 ��� 13498（17番人気）
3連単票数 計1377987 的中 ��� 3320（77番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．3―11．4―12．0―11．5―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．2―34．5―45．9―57．9―1：09．4―1：20．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルミレーナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sholokhov デビュー 2016．10．22 東京2着

2014．2．10生 牝4芦 母 ナイトマジック 母母 Night Woman 14戦3勝 賞金 35，820，000円
※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） 1頭 リーゼントシャルフ号
（非抽選馬） 1頭 ミコジェンヌ号
※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。

3004411月11日 晴 良 （30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
1：21．5
1：20．3

重
不良

24 � バスカヴィル 牡4鹿 57 内田 博幸ゴドルフィン 加藤 征弘 米
Tenth Street
Stables, LLC &
Darley

480＋ 61：24．8 3．5�
35 ジェイケイマッチョ 	3鹿 56 酒井 学小谷野次郎氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 B482± 01：25．43
 17．7�
12 アメリカンツイスト 牡3鹿 56

55 ☆武藤 雅 �グリーンファーム中舘 英二 千歳 社台ファーム 474± 01：25．5
 6．4�
59 トラストロン 牝3黒鹿54 石川裕紀人菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 森永 聡 450＋ 21：25．6クビ 2．4�
47 � スマートサクソン 牝4芦 55 古川 吉洋大川 徹氏 古賀 史生 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 506＋281：25．92 75．3�

36 シトラスクーラー 	5鹿 57 大野 拓弥�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 464－ 4 〃 アタマ 17．7	
815 セイウンアワード 牡6鹿 57 北村 宏司西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 540－ 41：26．0クビ 26．8

11 エ ン パ シ ー 牡4青鹿 57

55 △富田 暁岡 浩二氏 中川 公成 新ひだか カタオカフアーム 482＋ 41：26．1
 28．3�
611 コスモビスティー 牡3鹿 56 柴田 大知岡田 繁幸氏 松山 将樹 浦河 伏木田牧場 478＋ 21：26．31
 35．8�
612 レッドアーサー 	4黒鹿57 嘉藤 貴行 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 466± 01：26．51� 21．3
713 ピオレドール 牡3鹿 56 小崎 綾也 �グリーンファーム小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 468＋ 41：26．6
 68．6�
816� スワーヴラーシド 牡5黒鹿57 江田 照男�NICKS 田中 博康 仏 Az.Ag. Valdirone

Lualdi Lucia 508－ 81：26．7 14．5�
48 ナスレンザン 牡3黒鹿 56

54 △横山 武史小山田 満氏 鈴木 伸尋 浦河 高松牧場 458＋ 21：26．9 83．6�
714� トラストエンジェル 牝4黒鹿 55

52 ▲木幡 育也菅波 雅巳氏 高橋 文雅 新冠 中地 義次 432＋ 41：27．43 140．3�
510� サトノジェームス 牡4鹿 57 的場 勇人 �サトミホースカンパニー 的場 均 日高 下河辺牧場 470＋ 81：28．04 152．3�
23 � リアリゾンルレーヴ 牝5鹿 55 北村 友一吉田 和子氏 池上 昌和 米

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

B476－ 81：28．74 68．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，103，600円 複勝： 40，209，500円 枠連： 22，058，200円
馬連： 77，539，200円 馬単： 33，359，200円 ワイド： 47，337，600円
3連複： 95，852，100円 3連単： 119，171，900円 計： 466，631，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 390円 � 200円 枠 連（2－3） 1，550円

馬 連 �� 3，640円 馬 単 �� 5，980円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 440円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 7，320円 3 連 単 ��� 32，440円

票 数

単勝票数 計 311036 的中 � 70722（2番人気）
複勝票数 計 402095 的中 � 84725（2番人気）� 20479（6番人気）� 53087（3番人気）
枠連票数 計 220582 的中 （2－3） 10994（6番人気）
馬連票数 計 775392 的中 �� 16475（12番人気）
馬単票数 計 333592 的中 �� 4177（19番人気）
ワイド票数 計 473376 的中 �� 10493（11番人気）�� 30324（3番人気）�� 5406（23番人気）
3連複票数 計 958521 的中 ��� 9810（23番人気）
3連単票数 計1191719 的中 ��� 2663（91番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．6―48．1―1：00．3―1：12．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�バスカヴィル �
�
父 Bernardini �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2016．10．23 東京2着

2014．3．4生 牡4鹿 母 Divalarious 母母 Alidiva 14戦2勝 賞金 27，970，000円
〔発走状況〕 コスモビスティー号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※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 グラデュエイト号・フレンドアリス号



3004511月11日 晴 良 （30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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

22 ロシュフォール 牡3黒鹿55 C．オドノヒュー �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 506－101：46．1 1．7�
（愛）

55 プラチナヴォイス 牡4鹿 57 内田 博幸本間 茂氏 �島 一歩 新ひだか 矢野牧場 522－ 41：46．42 6．7�
88 レノヴァール 牡3鹿 55 北村 友一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 510± 01：46．82	 4．2�
33 ダイワギャバン 牡3鹿 55 大野 拓弥大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 474－ 2 〃 ハナ 10．1�
44 マイネルスフェーン 牡4栗 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 462＋ 61：47．33 45．5	
89 アルトリウス 
4鹿 57 武藤 雅�G1レーシング 藤沢 和雄 安平 追分ファーム B448－ 8 〃 ハナ 7．0

77 � フィールドシャルム 牡5鹿 57 古川 吉洋岡 浩二氏 土田 稔 新冠 パカパカ

ファーム 490＋ 41：47．93	 140．9�
11 マ ユ キ 牝7栗 55 横山 武史稻井田有司氏 森 秀行 新ひだか タガミファーム 504－ 41：48．21� 240．7�
66 フロリアヌス 牡3鹿 55 北村 宏司 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 462＋ 4 〃 クビ 88．5

（9頭）

売 得 金
単勝： 50，132，500円 複勝： 122，271，300円 枠連： 18，019，500円
馬連： 82，553，500円 馬単： 58，483，200円 ワイド： 44，581，800円
3連複： 96，444，500円 3連単： 263，342，100円 計： 735，828，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 120円 枠 連（2－5） 540円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 210円 �� 160円 �� 320円

3 連 複 ��� 520円 3 連 単 ��� 1，760円

票 数

単勝票数 計 501325 的中 � 233389（1番人気）
複勝票数 計1222713 的中 � 897668（1番人気）� 69637（3番人気）� 96768（2番人気）
枠連票数 計 180195 的中 （2－5） 25523（2番人気）
馬連票数 計 825535 的中 �� 105499（3番人気）
馬単票数 計 584832 的中 �� 59363（3番人気）
ワイド票数 計 445818 的中 �� 53019（3番人気）�� 81896（1番人気）�� 29634（5番人気）
3連複票数 計 964445 的中 ��� 136547（2番人気）
3連単票数 計2633421 的中 ��� 108241（4番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．0―12．4―12．0―11．8―11．1―11．4―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―36．2―48．6―1：00．6―1：12．4―1：23．5―1：34．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．5―3F33．7

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

勝馬の
紹 介

ロシュフォール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．4．14 中山6着

2015．3．11生 牡3黒鹿 母 アンブロワーズ 母母 フサイチミニヨン 5戦3勝 賞金 33，776，000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。

3004611月11日 晴 良 （30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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．5
1：19．0

良
良

33 ド ー ヴ ァ ー 牡5栗 57 北村 宏司ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 498－ 21：20．4 5．9�

814 フ レ ッ チ ア 牡3青鹿56 C．オドノヒュー�橋口 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 クビ 1．9�
（愛）

11 ショウナンライズ 牡5栗 57 石川裕紀人国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 468± 01：20．5� 3．6�
711 タイセイスターリー 牡4鹿 57 酒井 学田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B530＋ 81：20．6� 18．7�
45 ハナズレジェンド 牡5栗 57 内田 博幸広尾レース� 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド 458－ 2 〃 クビ 14．1�
58 オーヴィレール 牝5芦 55 大野 拓弥下河	行雄氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 474＋ 41：20．7� 27．4

46 ニシノキントウン 牡3黒鹿56 古川 吉洋西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 456＋ 21：20．91� 31．9�
69 マイネルバールマン 牡4芦 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 新ひだか 藤沢牧場 550－ 61：21．11	 38．5�
34 メイソンジュニア 牡4鹿 57 小崎 綾也 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 480－101：21．2クビ 41．5
57 マコトサダイジン 
7栗 57 武藤 雅�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 448＋ 61：21．3� 154．8�
712 エメラルエナジー 牡6栗 57 北村 友一高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 510＋ 61：21．4� 59．7�
22 ナムラアッパー 牡7鹿 57 藤懸 貴志奈村 信重氏 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 B420－ 2 〃 クビ 229．5�
610 ウエスタンメルシー 牝7鹿 55 武士沢友治西川 賢氏 奥村 武 新ひだか ウエスタンファーム 456± 01：21．61	 361．8�
813 パーリオミノル 牝5鹿 55 富田 暁吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 454－ 81：22．13 69．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 49，618，900円 複勝： 60，930，400円 枠連： 27，216，500円
馬連： 126，458，300円 馬単： 64，534，300円 ワイド： 68，316，500円
3連複： 165，002，100円 3連単： 268，266，100円 計： 830，343，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 140円 � 110円 � 120円 枠 連（3－8） 590円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 280円 �� 300円 �� 170円

3 連 複 ��� 590円 3 連 単 ��� 5，250円

票 数

単勝票数 計 496189 的中 � 66635（3番人気）
複勝票数 計 609304 的中 � 82642（3番人気）� 225666（1番人気）� 105582（2番人気）
枠連票数 計 272165 的中 （3－8） 35245（2番人気）
馬連票数 計1264583 的中 �� 137587（2番人気）
馬単票数 計 645343 的中 �� 24230（7番人気）
ワイド票数 計 683165 的中 �� 57558（2番人気）�� 52440（3番人気）�� 117883（1番人気）
3連複票数 計1650021 的中 ��� 208998（1番人気）
3連単票数 計2682661 的中 ��� 37036（8番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．3―11．7―11．0―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．2―34．5―46．2―57．2―1：08．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ド ー ヴ ァ ー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2015．11．15 東京1着

2013．4．1生 牡5栗 母 オ ル ダ ニ ー 母母 Adonesque 21戦5勝 賞金 99，447，000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。

１レース目



3004711月11日 晴 良 （30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，29．11．11以降30．11．4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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．5
1：19．0

良
良

713 ロワアブソリュー 牡5鹿 54 内田 博幸 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B508＋ 21：20．2 12．3�
24 � ア イ ラ イ ン 牝6黒鹿52 北村 宏司�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 474－ 41：20．41� 5．9�
11 スターオブペルシャ 	5栗 57 C．オドノヒュー �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 514＋ 2 〃 ハナ 5．1�

（愛）

510
 リョーノテソーロ 牡3鹿 53 武藤 雅了德寺健二ホール
ディングス� 武井 亮 米 Highland

Yard, LLC B508＋ 21：20．61� 26．0�
35 
 ミスターメロディ 牡3鹿 56 北村 友一グリーンフィールズ� 藤原 英昭 米 Bell Tower

Thoroughbreds 490＋ 41：20．7クビ 2．9	
36 テトラドラクマ 牝3鹿 53 石川裕紀人吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 476＋18 〃 クビ 6．0

815 アポロノシンザン 牡6鹿 56 横山 武史アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 482＋ 2 〃 ハナ 59．2�
611 ツーエムマイスター 牡6黒鹿53 野中悠太郎水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 456－ 41：20．91� 81．4�
23 コスモドーム 牡7鹿 53 宮崎 北斗 �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 502－ 2 〃 ハナ 152．6
12 アドマイヤリアル 牡5青鹿53 小崎 綾也近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 480－ 41：21．0� 47．8�
816 タガノブルグ 牡7鹿 55 江田 照男八木 秀之氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 448－ 21：21．21� 41．6�
47 トウショウピスト 牡6鹿 56 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 482－ 81：21．62� 37．1�
59 ビップライブリー 牡5栗 56 大野 拓弥鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 468＋ 61：21．91 10．7�
612 エントリーチケット 牝4栗 52 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 448－ 81：22．11� 22．6�
48 マドモアゼル 牝3黒鹿51 酒井 学�KTレーシング 斎藤 誠 浦河 三嶋牧場 448＋ 21：22．73� 99．3�
714 ツィンクルソード 	7芦 52 富田 暁 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 クビ 401．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 73，375，900円 複勝： 84，940，900円 枠連： 58，775，300円
馬連： 264，688，900円 馬単： 102，056，200円 ワイド： 118，744，500円
3連複： 381，869，300円 3連単： 522，884，100円 計： 1，607，335，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 310円 � 190円 � 190円 枠 連（2－7） 4，240円

馬 連 �� 3，350円 馬 単 �� 8，630円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 1，070円 �� 490円

3 連 複 ��� 4，730円 3 連 単 ��� 35，370円

票 数

単勝票数 計 733759 的中 � 47710（6番人気）
複勝票数 計 849409 的中 � 60780（6番人気）� 124522（3番人気）� 127446（2番人気）
枠連票数 計 587753 的中 （2－7） 10743（13番人気）
馬連票数 計2646889 的中 �� 61145（12番人気）
馬単票数 計1020562 的中 �� 8860（30番人気）
ワイド票数 計1187445 的中 �� 29460（11番人気）�� 27668（12番人気）�� 66493（4番人気）
3連複票数 計3818693 的中 ��� 60502（12番人気）
3連単票数 計5228841 的中 ��� 10717（100番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．6―11．8―11．1―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．8―34．4―46．2―57．3―1：08．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．0
3 15－11（2，7）（5，8，14）（9，12）（1，6）－（3，10）（4，16，13） 4 ・（15，11）7（1，2，5，8，14）（3，6，9，12）（10，13）4，16

勝馬の
紹 介

ロワアブソリュー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Souvenir Copy デビュー 2015．12．12 阪神1着

2013．4．10生 牡5鹿 母 スーヴェニアギフト 母母 Alleged Gift 18戦6勝 賞金 119，984，000円
〔制裁〕 リョーノテソーロ号の騎手武藤雅は，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：7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。

3004811月11日 晴 良 （30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

814 イダペガサス 牡3栗 56 石川裕紀人張 一達氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：36．8 3．3�
47 リスペクトアース 牡5黒鹿57 江田 照男 �グリーンファーム小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 550＋ 21：37．12 54．4�
34 クレディブル 牡3芦 56 北村 宏司清水 二朗氏 萩原 清 新ひだか グランド牧場 488－ 81：37．2クビ 25．5�
35 マサキノテソーロ 牡4栗 57 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新冠 山岡牧場 526＋ 2 〃 クビ 6．3�
712 ジェイケイライアン 牡6鹿 57 酒井 学小谷野次郎氏 松永 康利 新ひだか 藤川フアーム B482－ 21：37．3クビ 14．5�
11 ベバスカーン 牡5鹿 57 武士沢友治千明牧場 勢司 和浩 浦河 田中スタッド 548＋ 8 〃 ハナ 164．3	
713 マーガレットスカイ 牝3黒鹿 54

53 ☆武藤 雅迎 徹氏 黒岩 陽一 日高 沖田牧場 494＋ 21：37．51� 34．0

59 メイショウノボサン 牡5栗 57

55 △富田 暁松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 474＋ 2 〃 ハナ 14．4�
611 ヴァルディノート 牡3黒鹿56 北村 友一 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 468＋ 2 〃 クビ 5．9
815 キャベンディッシュ 牡3栗 56 古川 吉洋本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 488＋ 61：37．6� 88．0�
22 パレスハングリー 牝4黒鹿 55

52 ▲野中悠太郎西村 豊氏 大江原 哲 新ひだか カタオカフアーム 472－ 8 〃 クビ 23．4�
46 スパイスマジック 牡3芦 56

53 ▲木幡 育也 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 476＋ 61：37．81� 86．0�
23 ケルフロイデ 牡5鹿 57

55 △横山 武史 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 486－ 21：38．01� 73．3�
610 キングスヴァリュー 牡3栗 56 C．オドノヒュー �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B496＋ 61：38．31� 4．8�

（愛）

58 	 タガノジーニアス 牡5鹿 57 内田 博幸八木 秀之氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B504± 01：38．4� 9．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 67，585，300円 複勝： 95，810，300円 枠連： 47，145，700円
馬連： 169，810，100円 馬単： 64，642，100円 ワイド： 103，523，500円
3連複： 246，980，800円 3連単： 312，679，800円 計： 1，108，177，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 170円 � 1，410円 � 670円 枠 連（4－8） 5，240円

馬 連 �� 9，310円 馬 単 �� 12，550円

ワ イ ド �� 3，480円 �� 1，700円 �� 13，820円

3 連 複 ��� 67，280円 3 連 単 ��� 274，110円

票 数

単勝票数 計 675853 的中 � 163809（1番人気）
複勝票数 計 958103 的中 � 201569（1番人気）� 14238（12番人気）� 31876（10番人気）
枠連票数 計 471457 的中 （4－8） 6963（17番人気）
馬連票数 計1698101 的中 �� 14124（32番人気）
馬単票数 計 646421 的中 �� 3863（48番人気）
ワイド票数 計1035235 的中 �� 7653（39番人気）�� 16001（22番人気）�� 1897（85番人気）
3連複票数 計2469808 的中 ��� 2753（166番人気）
3連単票数 計3126798 的中 ��� 827（740番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．0―12．3―12．4―12．1―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―35．9―48．2―1：00．6―1：12．7―1：24．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イダペガサス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Forest Camp デビュー 2017．11．18 東京1着

2015．3．27生 牡3栗 母 カロンセギュール 母母 Yesterdays Gone 7戦3勝 賞金 35，096，000円
〔発走状況〕 リスペクトアース号は，枠入り不良。
※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



（30東京5）第4日 11月11日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 176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
2，570，000円
22，610，000円
1，280，000円
24，310，000円
73，360，500円
4，576，000円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
492，620，400円
813，584，100円
278，001，300円
1，112，806，000円
534，833，000円
644，281，800円
1，515，015，800円
2，224，890，600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 7，616，033，000円

総入場人員 36，421名 （有料入場人員 34，063名）
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