
3001311月3日 曇 良 （1東京5） 第2日 第1競走 ��1，400�2歳未勝利
発走10時00分 （ダート・左）

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

33 メタルスパーク 牡2芦 55 三浦 皇成ディアレストクラブ� 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 41：27．4 1．5�
44 ブレイキングバッド 牡2芦 55 津村 明秀山口 裕介氏 松山 将樹 新ひだか 神垣 道弘 478± 01：27．72 7．4�
66 バルドダンサー 牡2栗 55 原田 和真 �コスモヴューファーム 和田 雄二 新冠 コスモヴューファーム 452± 01：28．12� 59．6�
11 スターファイター 牡2鹿 55 戸崎 圭太 �YGGホースクラブ 田島 俊明 新冠 川上牧場 476－ 81：28．31� 3．5�
77 ニシノカリウド 牡2鹿 55

54 ☆武藤 雅西山 茂行氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 468＋ 81：28．4� 14．8	
89 ジオパークアポロ 牡2栗 55 田中 勝春小関 勝紀氏 田中 剛 様似 中村 俊紀 442＋ 6 〃 ハナ 111．2

810 アルディビート 牡2栗 55 吉田 豊坂田 行夫氏 土田 稔 新ひだか 原 弘之 464＋ 21：28．82� 54．4�
55 カ ラ ヤ ン 牡2栗 55

54 ☆菊沢 一樹三岡 陽氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 484＋ 4 〃 クビ 113．0�
22 ラ テ ー ル 牡2黒鹿 55

54 ☆野中悠太郎島川 哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ
スティファーム 482± 01：29．22� 35．7�

78 ヴォーグロックユー 牡2栗 55 木幡 巧也志村 幸彦氏 牧 光二 浦河 市川フアーム 476＋ 21：29．62� 103．4�
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売 得 金
単勝： 27，510，600円 複勝： 78，215，900円 枠連： 7，847，200円
馬連： 43，097，200円 馬単： 30，443，700円 ワイド： 31，235，600円
3連複： 60，781，000円 3連単： 133，674，800円 計： 412，806，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 170円 � 670円 枠 連（3－4） 400円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 210円 �� 890円 �� 2，070円

3 連 複 ��� 3，920円 3 連 単 ��� 8，400円

票 数

単勝票数 計 275106 的中 � 142053（1番人気）
複勝票数 計 782159 的中 � 575706（1番人気）� 43293（3番人気）� 7028（7番人気）
枠連票数 計 78472 的中 （3－4） 15011（2番人気）
馬連票数 計 430972 的中 �� 85306（2番人気）
馬単票数 計 304437 的中 �� 44647（2番人気）
ワイド票数 計 312356 的中 �� 46941（2番人気）�� 8061（9番人気）�� 3279（19番人気）
3連複票数 計 607810 的中 ��� 11623（12番人気）
3連単票数 計1336748 的中 ��� 11530（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．9―38．0―51．2―1：03．5―1：15．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メタルスパーク �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2019．10．20 東京3着

2017．4．28生 牡2芦 母 トーセンイレイシャ 母母 イ レ イ シ ャ 2戦1勝 賞金 6，800，000円

3001411月3日 曇 良 （1東京5） 第2日 第2競走 ��
��1，600�2歳未勝利

発走10時30分 （ダート・左）
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

814 ゲンパチマイティー 牡2鹿 55 C．ルメール 平野 武志氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 508－ 81：39．6 1．2�
47 アベックフォルス 牡2鹿 55 浜中 俊田中 義明氏 加藤士津八 浦河 笠松牧場 486＋101：39．91� 12．5�
34 � ジ ュ フ ォ ン 牡2鹿 55 福永 祐一�ノースヒルズ 和田正一郎 米

Claiborne
Farm & Adele
B. Dilschneider

494± 01：40．43 45．0�
46 トーセンシグナル 牡2栗 55 岩部 純二島川 �哉氏 萱野 浩二 日高 有限会社 エ

スティファーム 498＋ 41：40．93 27．5�
610 アポロファントム 牡2鹿 55 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 新ひだか へいはた牧場 456＋ 21：41．64 36．8	
712 フィエールボス 牡2芦 55 内田 博幸友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 元道牧場 476－ 21：42．02	 160．0

611 マルゼンスター 牡2青鹿 55

54 ☆菊沢 一樹坪野谷和平氏 勢司 和浩 安平 
橋本牧場 506± 01：42．21	 330．4�
22 タニセンシロッコ 牡2栃栗55 武士沢友治染谷 幸雄氏 加藤士津八 浦河 梅田牧場 448－ 21：42．62	 144．8�
23 ベルウッドヨウサン 牡2鹿 55 松岡 正海鈴木 照雄氏 中舘 英二 浦河 市川フアーム 496＋ 21：42．7	 21．9
58 タイムイズナカヤマ 牡2鹿 55 嘉藤 貴行�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 440± 01：42．8	 265．5�
35 � サトノグリアン 牡2芦 55 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 鹿戸 雄一 愛 Paget

Bloodstock 474＋ 61：43．11� 7．7�
713 ミコドリーム 牝2栗 54 田辺 裕信古賀 慎一氏 尾形 和幸 新ひだか 谷藤 弘美 482＋ 21：43．52	 121．8�
815 スマートクレイン 牝2栗 54 三浦 皇成大川 徹氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 522＋ 61：43．82 16．3�
59 リバティラン 牝2鹿 54

53 ☆武藤 雅新井 衛氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 406－ 41：46．6大差 375．3�
11 クラウンデフィート 牡2青 55 木幡 巧也矢野 雅子氏 武市 康男 日高 クラウン日高牧場 B476± 0 （競走中止） 108．4�
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売 得 金
単勝： 32，153，400円 複勝： 120，853，100円 枠連： 15，034，200円
馬連： 56，304，700円 馬単： 41，552，500円 ワイド： 45，093，500円
3連複： 82，511，400円 3連単： 149，855，000円 計： 543，357，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 160円 � 390円 枠 連（4－8） 310円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 440円

ワ イ ド �� 220円 �� 730円 �� 2，280円

3 連 複 ��� 2，520円 3 連 単 ��� 4，800円

票 数

単勝票数 計 321534 的中 � 201703（1番人気）
複勝票数 計1208531 的中 � 946097（1番人気）� 59300（2番人気）� 15801（8番人気）
枠連票数 計 150342 的中 （4－8） 36874（1番人気）
馬連票数 計 563047 的中 �� 116001（1番人気）
馬単票数 計 415525 的中 �� 70051（1番人気）
ワイド票数 計 450935 的中 �� 62849（1番人気）�� 14407（8番人気）�� 4320（24番人気）
3連複票数 計 825114 的中 ��� 24537（9番人気）
3連単票数 計1498550 的中 ��� 22606（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．4―35．0―47．2―59．9―1：12．6―1：25．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．4―3F39．7
3 14，7（6，12）（4，15）（5，10）（2，8）（1，11，13）＝3，9 4 ・（14，7）－（6，12）－15，4，10（5，8）（2，11，13）＝3－9

勝馬の
紹 介

ゲンパチマイティー �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 Honour and Glory デビュー 2019．10．19 東京2着

2017．2．5生 牡2鹿 母 ネームヴァリュー 母母 マジソンカウンティ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔競走中止〕 クラウンデフィート号は，4コーナーで前の馬に触れ，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 クラウンデフィート号の騎手木幡巧也は，4コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金100，000円。（被害馬：2番・

3番・9番）
〔その他〕 リバティラン号は，4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。

第５回 東京競馬 第２日
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



3001511月3日 曇 良 （1東京5） 第2日 第3競走 ��1，400�2歳未勝利
発走11時00分 （芝・左）

牝；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
1：20．8
1：20．3

良
良

33 ソーユーフォリア 牝2黒鹿54 C．ルメール 濵本 洋輔氏 高柳 瑞樹 浦河 日進牧場 450± 01：22．6 1．5�
89 スピードオブラブ 牝2鹿 54 北村 宏司石井 義人氏 中川 公成 青森 ワールドファーム 438＋ 61：23．23� 4．9�
44 プラットフォーマー 牝2鹿 54 戸崎 圭太青山 洋一氏 矢野 英一 安平 追分ファーム 436＋ 21：23．3� 6．1�
66 リアンフィーユ 牝2黒鹿54 田辺 裕信 �CHEVAL AT-

TACHE 斎藤 誠 新ひだか 前田ファーム 452－ 41：23．51� 20．5�
22 ルージュルパン 牝2栗 54 石橋 脩島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 444－ 21：23．6クビ 13．9	
55 ロ ン グ ヘ ア 牝2鹿 54 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 加藤 和宏 新ひだか 武 牧場 478＋ 21：24．23� 192．6

11 ショウイモン 牝2鹿 54

53 ☆菊沢 一樹井門 敏雄氏 松山 将樹 日高 坂 牧場 422－ 2 〃 ハナ 145．7�
77 デ ィ ン ブ ラ 牝2鹿 54 三浦 皇成�ノースヒルズ 上原 博之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460± 01：24．3� 17．9�
88 ハワーマハル 牝2鹿 54 武士沢友治ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 454－ 4 〃 クビ 59．1�
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売 得 金
単勝： 36，551，800円 複勝： 112，879，500円 枠連： 8，073，600円
馬連： 52，019，600円 馬単： 40，169，100円 ワイド： 41，419，100円
3連複： 67，649，900円 3連単： 163，122，600円 計： 521，885，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 120円 � 120円 枠 連（3－8） 290円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 440円

ワ イ ド �� 150円 �� 170円 �� 300円

3 連 複 ��� 370円 3 連 単 ��� 1，050円

票 数

単勝票数 計 365518 的中 � 191252（1番人気）
複勝票数 計1128795 的中 � 835877（1番人気）� 81891（2番人気）� 74885（3番人気）
枠連票数 計 80736 的中 （3－8） 21083（1番人気）
馬連票数 計 520196 的中 �� 123088（1番人気）
馬単票数 計 401691 的中 �� 67381（1番人気）
ワイド票数 計 414191 的中 �� 76835（1番人気）�� 65470（2番人気）�� 27621（5番人気）
3連複票数 計 676499 的中 ��� 136305（1番人気）
3連単票数 計1631226 的中 ��� 111923（2番人気）

ハロンタイム 13．1―11．7―12．0―12．4―11．4―10．9―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．1―24．8―36．8―49．2―1：00．6―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソーユーフォリア �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2019．10．21 東京2着

2017．3．5生 牝2黒鹿 母 シードオブハピネス 母母 ケイティーズギフト 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時05分に変更。

3001611月3日 曇 良 （1東京5） 第2日 第4競走 ��
��1，600�2歳新馬

発走11時30分 （芝・左）
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
1：32．7
1：32．3

良
良

56 サトノフウジン 牡2黒鹿55 石橋 脩 �サトミホースカンパニー 堀 宣行 千歳 社台ファーム 470 ―1：35．6 1．9�
44 オシリスブレイン 牡2青鹿55 福永 祐一エンジェルレーシング� 田村 康仁 浦河 小島牧場 486 ― 〃 クビ 4．1�
811 ダノンファスト 牡2黒鹿55 横山 典弘�ダノックス 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 458 ―1：35．7クビ 22．8�
79 � アルファジップ 牝2栗 54 田辺 裕信�グランド牧場 伊藤 圭三 米 Overbrook

Farm 458 ―1：36．02 38．8�
710� グローバリズム 牝2栗 54 北村 宏司ゴドルフィン 木村 哲也 愛 Godolphin 472 ―1：36．1� 27．8	
11 キャプティベート 牡2黒鹿55 C．ルメール �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 456 ―1：36．31	 7．8

22 サイヤダンサー 牡2鹿 55 戸崎 圭太西森 功氏 深山 雅史 新冠 高瀬牧場 438 ―1：36．4� 65．3�
55 トーセンロンド 牡2栗 55

54 ☆武藤 雅島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ
スティファーム 438 ―1：36．5
 57．8

68 クァンタムリープ 牡2鹿 55 三浦 皇成 �シルクレーシング 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 472 ― 〃 クビ 7．0�
33 ウインセブリオン 牡2鹿 55 原田 和真�ウイン 金成 貴史 新ひだか 藤沢牧場 434 ― 〃 アタマ 402．7�
812 ソ ラ ン 牡2黒鹿55 吉田 豊鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 本桐牧場 508 ―1：36．6
 221．1�
67 フェスティヴスーリ 牡2黒鹿55 松岡 正海臼井義太郎氏 天間 昭一 新ひだか 三木田牧場 458 ― 〃 ハナ 144．2�
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売 得 金
単勝： 48，534，900円 複勝： 47，323，700円 枠連： 12，127，700円
馬連： 57，762，800円 馬単： 35，042，400円 ワイド： 43，147，500円
3連複： 74，106，600円 3連単： 126，304，900円 計： 444，350，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 130円 � 290円 枠 連（4－5） 360円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 220円 �� 650円 �� 950円

3 連 複 ��� 2，090円 3 連 単 ��� 4，840円

票 数

単勝票数 計 485349 的中 � 214258（1番人気）
複勝票数 計 473237 的中 � 150816（1番人気）� 95096（2番人気）� 25047（5番人気）
枠連票数 計 121277 的中 （4－5） 25467（1番人気）
馬連票数 計 577628 的中 �� 103287（1番人気）
馬単票数 計 350424 的中 �� 39590（1番人気）
ワイド票数 計 431475 的中 �� 60684（1番人気）�� 15328（8番人気）�� 10127（10番人気）
3連複票数 計 741066 的中 ��� 26496（5番人気）
3連単票数 計1263049 的中 ��� 18919（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―35．8―48．1―1：00．9―1：12．7―1：24．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノフウジン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Ghostzapper 初出走

2017．2．17生 牡2黒鹿 母 コンテスティッド 母母 Gold Vault 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時35分に変更。



3001711月3日 曇 良 （1東京5） 第2日 第5競走 ��2，000�2歳新馬
発走12時20分 （芝・左）

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
1：59．8
1：59．6

稍重
良

11 スカイグルーヴ 牝2栗 54 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 440 ―2：01．4 1．4�
22 ナンヨーユウヤク 牡2鹿 55

54 ☆野中悠太郎中村 德也氏 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 482 ―2：02．35 48．7�
810 トーセンアーリー 牡2黒鹿55 戸崎 圭太島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 516 ―2：02．4� 29．4�
78 ダイワストレート 牡2青鹿55 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 468 ― 〃 ハナ 74．5�
67 ヤ シ ャ マ ル 牡2黒鹿55 田辺 裕信高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 船越 伸也 476 ―2：02．71� 4．7	
811 ノ エ ル 牝2栗 54 田中 勝春栗坂 崇氏 大和田 成 浦河 中神牧場 482 ― 〃 ハナ 77．9

79 トーセンワンダー 牡2栗 55 吉田 豊島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 498 ―2：02．91� 66．3�
66 マ ン ド ゥ 牡2黒鹿55 三浦 皇成 �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 456 ― 〃 ハナ 7．4
33 シャープレシオ 牡2黒鹿55 浜中 俊青山 洋一氏 笹田 和秀 平取 稲原牧場 474 ―2：03．43 13．2�
44 ロドルフォブレイン 牡2鹿 55 石橋 脩エンジェルレーシング� 尾関 知人 浦河 信岡牧場 542 ― 〃 ハナ 30．4�
55 リョウランセンプー 牡2栗 55

54 ☆菊沢 一樹佐藤 啓子氏 伊藤 伸一 新ひだか 今 牧場 432 ―2：07．2大差 238．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 39，691，000円 複勝： 96，870，700円 枠連： 13，812，400円
馬連： 55，314，300円 馬単： 39，153，900円 ワイド： 40，552，300円
3連複： 70，796，000円 3連単： 142，343，200円 計： 498，533，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 520円 � 410円 枠 連（1－2） 2，250円

馬 連 �� 2，360円 馬 単 �� 2，770円

ワ イ ド �� 800円 �� 650円 �� 3，600円

3 連 複 ��� 8，460円 3 連 単 ��� 27，010円

票 数

単勝票数 計 396910 的中 � 212719（1番人気）
複勝票数 計 968707 的中 � 708336（1番人気）� 13849（7番人気）� 17936（6番人気）
枠連票数 計 138124 的中 （1－2） 4753（8番人気）
馬連票数 計 553143 的中 �� 18098（8番人気）
馬単票数 計 391539 的中 �� 10565（9番人気）
ワイド票数 計 405523 的中 �� 13263（8番人気）�� 16817（7番人気）�� 2733（29番人気）
3連複票数 計 707960 的中 ��� 6269（26番人気）
3連単票数 計1423432 的中 ��� 3820（72番人気）

ハロンタイム 13．3―11．9―11．9―12．4―12．8―12．5―12．5―11．8―11．2―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．2―37．1―49．5―1：02．3―1：14．8―1：27．3―1：39．1―1：50．3

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

勝馬の
紹 介

スカイグルーヴ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2017．1．23生 牝2栗 母 アドマイヤセプター 母母 アドマイヤグルーヴ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3001811月3日 曇 良 （1東京5） 第2日 第6競走 ��
��1，300�2歳新馬

発走12時50分 （ダート・左）
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
1：17．4
1：17．4

良
良

24 � メートルムナール 牡2鹿 55 戸崎 圭太�ラ・メール 安田 隆行 愛 Kenilworth
House Stud 500 ―1：20．7 1．9�

815 ジョイウイン 牡2栗 55 石橋 脩石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 476 ―1：20．91� 28．4�
816 ピシュマニエ 牝2栗 54 C．ルメール 嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 456 ―1：21．0クビ 8．1�
35 スルーザリミッツ 牝2黒鹿 54

53 ☆武藤 雅岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 新冠 ハシモトフアーム 430 ―1：21．21� 12．7�
713� ヴァンデリオン 牡2栗 55

54 ☆野中悠太郎村山 忠弘氏 根本 康広 米 P. Headley, Nancy
Bell & NATO 482 ― 〃 アタマ 9．8�

36 マロンジェム 牡2栗 55 内田 博幸�フロンティア 稲垣 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 476 ―1：21．94 194．6	
23 アグードイメル 牡2栗 55 武士沢友治ケーエスHD 小野 次郎 平取 稲原牧場 498 ― 〃 クビ 386．1

12 ウィップラッシュ 牝2栗 54

53 ☆菊沢 一樹�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 476 ―1：22．0クビ 23．5�
47 クリスタルムーヴ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行伊東 純一氏 佐藤 吉勝 日高 メイプルファーム 436 ―1：22．32 249．3
11 エターナルバディ 牡2青 55 池添 謙一�キーファーズ 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 504 ―1：22．72� 15．3�
59 エクセルマジック 牡2黒鹿55 松岡 正海谷川 正純氏 深山 雅史 様似 様似共栄牧場 466 ―1：23．12� 167．9�
612 テイエムブロッコ 	2栗 55 菅原 隆一竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 バンブー牧場 494 ―1：23．2クビ 436．4�

510 ララソワニエ 牝2栗 54 柴田 大知フジイ興産� 粕谷 昌央 浦河 ヒダカフアーム 428 ―1：24．15 36．5�
（法942）

48 ウィズアウトナイン 牝2青鹿54 吉田 豊福田 光博氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 478 ― 〃 ハナ 93．2�
714 サクラドロップ 牝2鹿 54 岩部 純二田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか 山田牧場 452 ―1：24．31
 64．4�
611 ノ ボ ユ キ 牝2栗 54 三浦 皇成�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 444 ―1：24．72� 6．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，749，900円 複勝： 42，171，100円 枠連： 16，703，500円
馬連： 60，342，600円 馬単： 30，216，100円 ワイド： 45，397，400円
3連複： 81，126，000円 3連単： 95，689，200円 計： 413，395，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 470円 � 200円 枠 連（2－8） 620円

馬 連 �� 2，740円 馬 単 �� 3，580円

ワ イ ド �� 980円 �� 340円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 4，930円 3 連 単 ��� 20，980円

票 数

単勝票数 計 417499 的中 � 180767（1番人気）
複勝票数 計 421711 的中 � 120963（1番人気）� 15825（8番人気）� 51124（3番人気）
枠連票数 計 167035 的中 （2－8） 20648（1番人気）
馬連票数 計 603426 的中 �� 17031（9番人気）
馬単票数 計 302161 的中 �� 6321（11番人気）
ワイド票数 計 453974 的中 �� 11284（11番人気）�� 37710（2番人気）�� 7935（18番人気）
3連複票数 計 811260 的中 ��� 12341（15番人気）
3連単票数 計 956892 的中 ��� 3306（60番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．3―18．6―30．4―43．3―55．9―1：08．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�メートルムナール �
�
父 Oasis Dream �

�
母父 Strategic Prince 初出走

2017．2．13生 牡2鹿 母 La Collina 母母 Starfish 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 エクセルマジック号の騎手木幡巧也は，第2競走での落馬負傷のため松岡正海に変更。
〔制裁〕 サクラドロップ号の騎手岩部純二は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）



3001911月3日 曇 良 （1東京5） 第2日 第7競走 ��
��1，600�3歳以上1勝クラス

発走13時20分 （500万円以下） （ダート・左）
負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

816 オーバーディリバー 牡3黒鹿56 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 新冠 川島牧場 486± 01：38．0 2．0�
35 � リトルモンスター 牝3鹿 54 C．ルメール 吉田 千津氏 武井 亮 米

Off The Hook Part-
ners LLC & Farm III
Enterprises LLC

466－ 21：38．1	 4．0�
47 ネクストムーブ 牡6栗 57 池添 謙一林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 桜井牧場 512－ 21：38．2
 10．2�
23 ヨクエロマンボ �6芦 57 横山 典弘平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 450＋ 41：38．73 19．5�
11 ド ー フ ァ ン �4鹿 57 吉田 豊 �シルクレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム B514＋ 2 〃 クビ 102．6�
611 ジュンテオドーラ 牝5鹿 55

54 ☆菊沢 一樹河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：38．8	 50．6	
510 サ ン ペ ド ロ 牡6栗 57 三浦 皇成
ラ・メール 田村 康仁 日高 豊洋牧場 472－ 4 〃 ハナ 165．2�
612 ジェイエルノブレス 牝4鹿 55 田辺 裕信橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 462± 0 〃 クビ 9．5�
36 � ニシノトランザム 牡4鹿 57 石橋 脩西山 茂行氏 森 秀行 米

Teneri Farm Inc.
& Bernardo Al-
varez Calderon

490＋ 41：38．9	 166．8
714 ファインダッシュ 牡7黒鹿57 田中 勝春井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 B506－ 6 〃 クビ 155．8�
713 オープンザウェイ �7栗 57

56 ☆野中悠太郎ディアレストクラブ
 菊川 正達 日高 沖田牧場 B464＋ 81：39．11	 76．7�
48 カウンターエア 牡3鹿 56 津村 明秀 �社台レースホース奥村 武 千歳 社台ファーム 558± 01：39．2	 8．0�
24 クワトロダッシュ 牡4栗 57 柴田 大知ザ・チャンピオンズ 牧 光二 日高 チャンピオン

ズファーム 490＋ 81：39．51
 24．7�
815� カズミドリーム 牝4栗 55 原田 和真藤沼 利夫氏 中野 栄治 浦河 大道牧場 468＋ 21：39．81
 89．3�
59 ファントムメナス 牡4黒鹿57 武士沢友治 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石栗 龍彦 日高 広富牧場 B526＋ 2 〃 アタマ 150．6�
12 ビービーゲイル 牡3鹿 56 内田 博幸坂東 勝彦氏 中舘 英二 日高 クリアファーム 514＋ 41：40．54 151．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，314，200円 複勝： 60，906，500円 枠連： 22，889，900円
馬連： 93，580，900円 馬単： 43，532，200円 ワイド： 68，816，800円
3連複： 136，503，800円 3連単： 173，064，500円 計： 647，608，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 140円 � 230円 枠 連（3－8） 420円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 230円 �� 370円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 3，560円

票 数

単勝票数 計 483142 的中 � 193165（1番人気）
複勝票数 計 609065 的中 � 171340（1番人気）� 117567（2番人気）� 47155（5番人気）
枠連票数 計 228899 的中 （3－8） 41853（1番人気）
馬連票数 計 935809 的中 �� 156787（1番人気）
馬単票数 計 435322 的中 �� 49227（1番人気）
ワイド票数 計 688168 的中 �� 88638（1番人気）�� 45657（3番人気）�� 24932（8番人気）
3連複票数 計1365038 的中 ��� 91745（2番人気）
3連単票数 計1730645 的中 ��� 35204（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．2―36．4―48．6―1：01．1―1：13．3―1：25．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーバーディリバー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．10．14 東京5着

2016．4．5生 牡3黒鹿 母 ウインクリアビュー 母母 エシュクアルバー 3戦2勝 賞金 13，200，000円
〔騎手変更〕 クワトロダッシュ号の騎手木幡巧也は，第2競走での落馬負傷のため柴田大知に変更。

3002011月3日 曇 良 （1東京5） 第2日 第8競走 ��
��2，000�

ひ ゃ く に ち そ う

百 日 草 特 別
発走13時50分（番組第9競走を順序変更） （芝・左）
2歳，1勝クラス（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 119，000円 34，000円 17，000円 � コースレコード

中央レコード
1：59．8
1：59．6

稍重
良

33 ホウオウピースフル 牝2栗 54 田辺 裕信小笹 芳央氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 464± 02：01．9 4．2�
11 ア カ イ イ ト 牝2青鹿54 石橋 脩岡 浩二氏 中竹 和也 浦河 辻 牧場 494± 02：02．22 4．4�
22 ヒシタイザン 牡2栗 55 横山 典弘阿部 雅英氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 508＋ 2 〃 クビ 8．5�
44 ブレッシングレイン 牡2鹿 55 C．ルメール �キャロットファーム 木村 哲也 新ひだか チャンピオンズファーム 486± 02：02．3クビ 1．7�
55 タイムマシン 牡2鹿 55 福永 祐一馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 440－ 42：02．51� 26．8�

（5頭）

売 得 金
単勝： 69，289，400円 複勝： 38，643，100円 枠連： 発売なし
馬連： 49，697，000円 馬単： 43，049，300円 ワイド： 23，335，100円
3連複： 46，294，800円 3連単： 222，251，800円 計： 492，560，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 210円 � 200円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 260円 �� 360円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，380円 3 連 単 ��� 6，370円

票 数

単勝票数 計 692894 的中 � 135574（2番人気）
複勝票数 計 386431 的中 � 71326（3番人気）� 75374（2番人気）
馬連票数 計 496970 的中 �� 44282（4番人気）
馬単票数 計 430493 的中 �� 19540（6番人気）
ワイド票数 計 233351 的中 �� 24149（4番人気）�� 15475（7番人気）�� 18568（6番人気）
3連複票数 計 462948 的中 ��� 25120（6番人気）
3連単票数 計2222518 的中 ��� 25295（25番人気）

ハロンタイム 13．3―12．1―11．9―11．9―12．7―13．2―13．1―11．6―10．9―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．4―37．3―49．2―1：01．9―1：15．1―1：28．2―1：39．8―1：50．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F33．7

3 2，5，3（1，4）
2
4
2（3，5）（1，4）
2（5，3）1，4

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホウオウピースフル 	


父 オルフェーヴル 	



母父 キングカメハメハ デビュー 2019．8．18 札幌1着

2017．3．27生 牝2栗 母 ツルマルワンピース 母母 ツルマルグラマー 2戦2勝 賞金 17，119，000円



3002111月3日 曇 良 （1東京5） 第2日 第9競走 ��
��1，600�3歳以上2勝クラス

発走14時25分（番組第8競走を順序変更） （1000万円以下） （芝・左）
負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：30．5
1：30．3

良
良

611 キングリッド 牡5鹿 57 戸崎 圭太吉田 安惠氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 450－ 41：32．9 12．9�
46 ロジスカーレット 牡4鹿 57 田辺 裕信久米田正明氏 国枝 栄 洞�湖 レイクヴィラファーム 432－ 81：33．0	 182．4�
34 ロ ザ ム ー ル 牝3栗 54 松岡 正海栗山 良子氏 上原 博之 新ひだか 静内坂本牧場 484＋ 21：33．21 13．3�
59 クインズサン 牡6青 57

56 ☆野中悠太郎亀田 和弘氏 和田正一郎 浦河 日進牧場 460－ 8 〃 クビ 15．5�
23 エメラルスター 牡5黒鹿 57

56 ☆武藤 雅高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 464＋121：33．3
 38．0�
713 ルプリュフォール 牡3鹿 56 横山 典弘名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 498－ 2 〃 クビ 3．1	
712� アーチキング �6鹿 57 津村 明秀 
シルクレーシング 木村 哲也 米 Spendthrift

Farm, LLC 524＋ 8 〃 ハナ 39．2�
22 ショワドゥロワ 牡5黒鹿57 福永 祐一村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 508－ 4 〃 アタマ 24．8�
814 グ レ イ シ ア 牝3鹿 54 池添 謙一吉田 勝己氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 466＋121：33．4クビ 66．8
35 アンブロークン 牡3栗 56 C．ルメール 馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 514＋ 4 〃 クビ 3．2�
815 アヴィオール 牝4鹿 55 石橋 脩吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 466＋ 61：33．5	 37．3�
11 テンワールドレイナ 牝4栗 55 三浦 皇成天白 泰司氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 470＋ 8 〃 アタマ 27．8�
610 ソーラーフレア 牡4鹿 57 浜中 俊ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452＋ 2 〃 ハナ 7．3�
58 トーセンリスト 牝3栗 54

53 ☆菊沢 一樹島川 �哉氏 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 440－ 2 〃 ハナ 10．8�
47  ソールライト 牡4芦 57 内田 博幸畑佐 博氏 蛯名 利弘 新ひだか 沖田 博志 492－ 81：34．13	 242．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 57，045，800円 複勝： 79，628，900円 枠連： 34，481，500円
馬連： 134，015，500円 馬単： 52，549，200円 ワイド： 92，488，300円
3連複： 186，408，700円 3連単： 212，129，400円 計： 848，747，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 330円 � 3，320円 � 430円 枠 連（4－6） 15，500円

馬 連 �� 85，410円 馬 単 �� 140，750円

ワ イ ド �� 19，690円 �� 2，650円 �� 29，400円

3 連 複 ��� 355，740円 3 連 単 ��� 2，480，540円

票 数

単勝票数 計 570458 的中 � 35341（5番人気）
複勝票数 計 796289 的中 � 70496（5番人気）� 5508（14番人気）� 49838（7番人気）
枠連票数 計 344815 的中 （4－6） 1724（28番人気）
馬連票数 計1340155 的中 �� 1216（82番人気）
馬単票数 計 525492 的中 �� 280（157番人気）
ワイド票数 計 924883 的中 �� 1203（82番人気）�� 9148（30番人気）�� 805（93番人気）
3連複票数 計1864087 的中 ��� 393（329番人気）
3連単票数 計2121294 的中 ��� 62（2017番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―34．9―46．4―58．1―1：09．5―1：21．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングリッド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2016．11．5 東京2着

2014．2．7生 牡5鹿 母 イングリッド 母母 ア ン チ ョ 22戦4勝 賞金 69，249，000円
〔騎手変更〕 ソールライト号の騎手木幡巧也は，第2競走での落馬負傷のため内田博幸に変更。
〔その他〕 ロザムール号は，最後の直線コースで外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

3002211月3日 曇 良 （1東京5） 第2日 第10競走 ��
��1，600�

きんしゅう

錦秋ステークス
発走15時00分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下）；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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

67 ワイルドカード 牡5鹿 57 C．ルメールゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 546－ 81：36．5 2．0�

22 アームズレングス 牝6鹿 55 戸崎 圭太諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 500－ 21：36．92� 4．0�
44 イダペガサス 牡4栗 57 北村 宏司張 一達氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 508－ 2 〃 アタマ 13．3�
710 バトルスピリッツ 	5鹿 57 蛯名 正義山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 三石川上牧場 516＋ 21：37．21
 20．0�
68 トワイライトタイム 牡4青鹿57 浜中 俊三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 464± 0 〃 ハナ 51．8�
56 マッスルビーチ 牡3黒鹿56 福永 祐一岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454－101：37．3� 4．0�
33 マイウェイアムール 牝4青鹿55 津村 明秀田畑 利彦氏 林 徹 日高 モリナガファーム 482－101：37．62 41．3	
55 ショートストーリー 牡6黒鹿57 内田 博幸ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506＋ 41：37．81 207．9

11 テイエムディラン 牡4黒鹿57 吉田 豊竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 474－ 41：38．01� 200．1�
812 タイセイプレシャス 	7栗 57 池添 謙一田中 成奉氏 池上 昌和 新ひだか 前谷 武志 474－ 61：38．63� 91．1�
811 マイネルツァイト 牡5青鹿57 柴田 大知 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新ひだか 原 フアーム 506＋ 6 〃 ハナ 73．6�
79 カレンガリアード 牡4黒鹿57 田辺 裕信鈴木 隆司氏 安田 翔伍 日高 高柳 隆男 464－10 〃 クビ 14．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 65，286，800円 複勝： 81，922，200円 枠連： 34，388，200円
馬連： 161，607，000円 馬単： 75，524，800円 ワイド： 88，008，500円
3連複： 222，124，200円 3連単： 345，446，600円 計： 1，074，308，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 120円 � 230円 枠 連（2－6） 360円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 190円 �� 470円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 4，200円

票 数

単勝票数 計 652868 的中 � 252229（1番人気）
複勝票数 計 819222 的中 � 284357（1番人気）� 174201（2番人気）� 53903（5番人気）
枠連票数 計 343882 的中 （2－6） 72063（1番人気）
馬連票数 計1616070 的中 �� 318795（1番人気）
馬単票数 計 755248 的中 �� 101978（1番人気）
ワイド票数 計 880085 的中 �� 146251（1番人気）�� 42639（4番人気）�� 28635（10番人気）
3連複票数 計2221242 的中 ��� 98175（5番人気）
3連単票数 計3454466 的中 ��� 59499（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―36．3―48．7―1：01．2―1：12．8―1：24．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワイルドカード �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2017．1．28 東京1着

2014．2．25生 牡5鹿 母 パーフェクトチャンス 母母 Win Crafty Lady 11戦5勝 賞金 88，176，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔騎手変更〕 タイセイプレシャス号の騎手木幡巧也は，第2競走での落馬負傷のため池添謙一に変更。

１レース目



3002311月3日 曇 良 （1東京5） 第2日 第11競走 ��
��2，500�第57回アルゼンチン共和国杯（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・左）
3歳以上，30．11．3以降1．10．27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 952，000円 272，000円 136，000円 � コースレコード

中央レコード
2：28．2
2：28．2

良
良

57 ムイトオブリガード 牡5鹿 56 横山 典弘市川義美ホール
ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 488－ 22：31．5 4．8�

22 タイセイトレイル 牡4黒鹿55 戸崎 圭太田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 484＋ 42：31．71� 11．2�
11 アフリカンゴールド �4栗 55 C．ルメールゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－ 4 〃 アタマ 2．8�
45 ルックトゥワイス 牡6鹿 57 福永 祐一飯塚 知一氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 442－ 22：31．8	 5．1�
710 トラストケンシン 牡4鹿 53 三浦 皇成菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 468＋ 4 〃 クビ 21．1�
56 ポポカテペトル 牡5芦 55 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 482－ 42：31．9クビ 45．9	
711 パリンジェネシス 牡5黒鹿54 石橋 脩 
キャロットファーム 清水 久詞 洞
湖 レイクヴィラファーム 508－142：32．11� 45．0�
69 ノーブルマーズ 牡6栗 56 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 494＋ 22：32．2	 14．8�
33 � ハッピーグリン 牡4栗 55 池添 謙一会田 裕一氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 462＋ 62：32．3	 19．5
813 ウインテンダネス 牡6栗 56 内田 博幸�ウイン 杉山 晴紀 新冠 アサヒ牧場 516＋ 8 〃 クビ 73．3�
44 アイスバブル 牡4芦 55 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 448－ 62：32．51� 7．5�
812 オジュウチョウサン 牡8鹿 53 松岡 正海�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 514＋ 22：32．81� 19．4�
68 � マコトガラハッド �6鹿 51 武藤 雅�ディアマント 島 一歩 様似 出口 繁夫 498＋ 82：33．33 152．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 218，049，600円 複勝： 301，950，100円 枠連： 131，569，700円
馬連： 749，902，500円 馬単： 288，124，800円 ワイド： 431，631，700円
3連複： 1，316，540，700円 3連単： 1，930，351，100円 計： 5，368，120，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 150円 � 260円 � 150円 枠 連（2－5） 3，640円

馬 連 �� 3，120円 馬 単 �� 5，590円

ワ イ ド �� 800円 �� 380円 �� 570円

3 連 複 ��� 3，070円 3 連 単 ��� 23，070円

票 数

単勝票数 計2180496 的中 � 362499（2番人気）
複勝票数 計3019501 的中 � 564537（2番人気）� 230001（6番人気）� 591172（1番人気）
枠連票数 計1315697 的中 （2－5） 27991（17番人気）
馬連票数 計7499025 的中 �� 185806（14番人気）
馬単票数 計2881248 的中 �� 38600（21番人気）
ワイド票数 計4316317 的中 �� 130304（10番人気）�� 305951（1番人気）�� 191395（6番人気）
3連複票数 計13165407 的中 ��� 321627（8番人気）
3連単票数 計19303511 的中 ��� 60641（71番人気）

ハロンタイム 7．2―11．2―11．9―12．9―12．7―12．6―12．7―12．4―12．0―11．8―11．3―11．1―11．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．2―18．4―30．3―43．2―55．9―1：08．5―1：21．2―1：33．6―1：45．6―1：57．4―2：08．7―2：19．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ムイトオブリガード �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．10．30 京都2着

2014．4．13生 牡5鹿 母 ピサノグラフ 母母 シンコウラブリイ 21戦6勝 賞金 159，753，000円

3002411月3日 曇 良 （1東京5） 第2日 第12競走 ��1，400�3歳以上2勝クラス
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 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

69 カ タ ナ 牡4鹿 57 三浦 皇成椎名 節氏 上原 博之 新冠 松浦牧場 502－ 61：24．3 14．9�
712 ペイシャネガノ 牝3栗 54 武士沢友治北所 直人氏 深山 雅史 新ひだか 友田牧場 462－ 6 〃 アタマ 9．9�
813 ケイアイビリジアン 牡3栗 56 戸崎 圭太亀田 和弘氏 奥平 雅士 日高 ヤナガワ牧場 516＋101：24．51� 7．1�
711 グトルフォス 牡3鹿 56 福永 祐一林 正道氏 浅見 秀一 日高 ヤナガワ牧場 498± 01：24．6� 11．3�
34 リードザウインド 牝4青鹿 55

54 ☆武藤 雅吉田 照哉氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 466－ 21：24．7クビ 29．2�
814 ミ ス パ イ ロ 牝5黒鹿55 石橋 脩村田 哲朗氏 小野 次郎 日高 戸川牧場 492＋ 61：25．02 4．7�
11 ランバージャック 牡5栗 57 津村 明秀前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464－ 41：25．1	 99．1	
33 アスクジョーダン 
7鹿 57 浜中 俊廣崎 利洋氏 野中 賢二 日高 Shall Farm 506＋101：25．31� 56．9

46 パイロジェン 牡3栗 56 田辺 裕信ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452－ 21：25．51	 2．7�
22 ヤマイチジャスティ 牝6鹿 55

54 ☆菊沢 一樹菊地 祐司氏 高市 圭二 浦河 信岡牧場 490＋ 61：25．6	 111．0�
57 スワンボート 牡9鹿 57 大庭 和弥田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 オンワード牧場 480－ 21：26．02	 359．5
58 ゴールドブラッド 牡5栗 57 田中 勝春居城 寿与氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム 498－ 41：26．21� 5．0�
610 レッドエレノア 牝5青鹿55 北村 宏司 �東京ホースレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 矢野牧場 B538± 01：26．4� 109．4�
45 プリティマックス 牝5栗 55

54 ☆野中悠太郎丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 前谷 武志 432－101：27．14 180．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 74，821，400円 複勝： 99，532，700円 枠連： 44，606，600円
馬連： 183，115，100円 馬単： 70，439，300円 ワイド： 106，635，200円
3連複： 250，382，400円 3連単： 333，469，600円 計： 1，163，002，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 460円 � 290円 � 240円 枠 連（6－7） 3，380円

馬 連 �� 9，520円 馬 単 �� 19，090円

ワ イ ド �� 2，560円 �� 1，810円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 22，230円 3 連 単 ��� 186，250円

票 数

単勝票数 計 748214 的中 � 40124（7番人気）
複勝票数 計 995327 的中 � 50681（7番人気）� 90096（5番人気）� 116295（4番人気）
枠連票数 計 446066 的中 （6－7） 10226（12番人気）
馬連票数 計1831151 的中 �� 14901（26番人気）
馬単票数 計 704393 的中 �� 2767（52番人気）
ワイド票数 計1066352 的中 �� 10575（24番人気）�� 15151（22番人気）�� 22108（15番人気）
3連複票数 計2503824 的中 ��� 8445（58番人気）
3連単票数 計3334696 的中 ��� 1298（424番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．8―35．5―47．7―59．9―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ タ ナ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2017．8．6 新潟5着

2015．4．18生 牡4鹿 母 シ タ ー ル 母母 Rose Park 14戦3勝 賞金 28，453，000円

４レース目



（1東京5）第2日 11月3日 （祝日） 曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 148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

287，020，000円
25，970，000円
1，950，000円
32，400，000円
2，000，000円
63，704，000円
4，069，000円
1，420，800円

勝馬投票券売得金
758，998，800円
1，160，897，500円
341，534，500円
1，696，759，200円
789，797，300円
1，057，761，000円
2，595，225，500円
4，027，702，700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 12，428，676，500円

総入場人員 36，909名 （有料入場人員 34，335名）
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