
3204911月18日 曇 良 （29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

24 � リョーノテソーロ 牡2鹿 55 三浦 皇成了德寺健二氏 武井 亮 米 Highland
Yard, LLC 508± 01：25．5 2．2�

815 レーヌダンス 牝2青鹿54 福永 祐一酒井 喜生氏 矢野 英一 新ひだか 小河 豊水 450＋ 4 〃 クビ 9．9�
816� アイキャンフライ 牡2鹿 55 C．ルメール 馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米

Haymarket Farm
& Lakemont Sta-
ble

492± 01：25．81� 2．8�
612 ザ イ オ ン 牡2鹿 55 田辺 裕信小泉 修氏 相沢 郁 新ひだか 米田牧場 458＋ 21：26．33 13．8�
11 コウギョウブライト 牡2芦 55 北村 宏司菊地 捷士氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 458－ 21：26．51	 32．3�
47 ネイチャーモルサム 牡2黒鹿 55

52 ▲野中悠太郎井上 修一氏 根本 康広 浦河 浦河土肥牧場 460－ 61：26．71� 52．9�
35 オペラカイジン 牡2黒鹿55 内田 博幸平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 460－ 21：27．23 70．6	
12 オクタヴィウス 牡2鹿 55 横山 典弘髙橋 貴士氏 武藤 善則 新ひだか 幌村牧場 480± 0 〃 ハナ 10．7

48 サンダーラム 牡2鹿 55 松岡 正海 �加藤ステーブル 中舘 英二 浦河 帰山 清貴 502＋ 21：27．4
 217．7�
714 フッケバイン 牡2鹿 55 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 尾形 充弘 新ひだか 坂本 春雄 488＋161：27．5
 255．5
713 ディアベリンダ 牝2鹿 54 大野 拓弥ディアレストクラブ� 宗像 義忠 様似 小田 誠一 446－ 41：28．13� 33．5�
36 ナリノリリー 牝2青鹿54 戸崎 圭太成塚 清志氏 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 460± 01：28．52� 43．0�
510 サノノヒカリ 牡2鹿 55 柴山 雄一佐野 信幸氏 清水 英克 浦河 丸幸小林牧場 436－ 21：29．03 327．1�
23 ミキノティンパニー 牝2栗 54 菅原 隆一谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 434＋ 2 〃 アタマ 446．4�
611 ピースフルメモリー 牝2鹿 54 吉田 豊北嶋 義三氏 戸田 博文 平取 北島牧場 432－ 61：29．95 158．4�
59 カシノバイタル 牡2黒鹿55 小野寺祐太柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 杵臼斉藤牧場 440－ 21：30．0� 513．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，210，900円 複勝： 36，117，500円 枠連： 14，928，200円
馬連： 53，903，800円 馬単： 25，998，100円 ワイド： 31，208，800円
3連複： 71，583，500円 3連単： 92，206，100円 計： 353，156，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 160円 � 110円 枠 連（2－8） 230円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 290円 �� 170円 �� 330円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 2，660円

票 数

単勝票数 計 272109 的中 � 100714（1番人気）
複勝票数 計 361175 的中 � 112027（1番人気）� 38798（3番人気）� 92323（2番人気）
枠連票数 計 149282 的中 （2－8） 49389（1番人気）
馬連票数 計 539038 的中 �� 51531（2番人気）
馬単票数 計 259981 的中 �� 17608（3番人気）
ワイド票数 計 312088 的中 �� 25113（2番人気）�� 57947（1番人気）�� 20746（3番人気）
3連複票数 計 715835 的中 ��� 76800（1番人気）
3連単票数 計 922061 的中 ��� 25124（2番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．6―12．4―12．5―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．9―35．5―47．9―1：00．4―1：12．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F37．6
3 ・（15，16）－（1，3）4（2，5）6（14，13）（7，12）8－（9，10，11） 4 ・（15，16）（1，3）4，2，5（14，13）6（7，12）－（8，10）－9－11

勝馬の
紹 介

�リョーノテソーロ �
�
父 Justin Phillip �

�
母父 Speightstown デビュー 2017．11．4 東京2着

2015．2．27生 牡2鹿 母 Town Belle 母母 Clearly a Queen 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 ネイチャーモルサム号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 ネイチャーモルサム号は，発走調教再審査。
※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） 2頭 テイエムベアッコ号・パットサイテ号
（非抽選馬） 1頭 タイセイゴーディー号

3205011月18日 曇 良 （29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

48 シ ョ ー ム 牡2栗 55 C．ルメール 西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 480＋ 61：37．9 1．7�
59 ディーズファクター 牝2青鹿 54

51 ▲武藤 雅秋谷 壽之氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 448－ 81：39．49 49．9�
24 コスモロブロイ 牡2青鹿55 柴田 大知岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 富本 茂喜 B516＋ 4 〃 クビ 20．0�
35 サムライブルー 牡2黒鹿55 田辺 裕信青山 洋一氏 矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 464± 01：39．71� 4．4�
713 ディナミーデン 牡2芦 55 横山 典弘ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 460＋ 21：39．91� 27．6�
816 グラデュエイト 牡2青鹿55 柴山 雄一阿部 友弘氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 490－ 41：40．43 15．9	
612 サンシャイアン 牡2鹿 55 蛯名 正義 �加藤ステーブル 杉浦 宏昭 浦河 吉田 又治 480－ 2 〃 クビ 223．2

510 ウサギノダンス 牡2黒鹿55 北村 宏司桐谷 茂氏 南田美知雄 浦河 大道牧場 478＋121：40．82 82．6�
12 ハ イ チ ー ズ 牡2鹿 55 戸崎 圭太 �ローレルレーシング 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 484－ 21：41．22� 24．1�
11 エルノヴィオ 牡2黒鹿55 松岡 正海橋本 忠雄氏 本間 忍 日高 藤本ファーム 466＋ 81：41．41� 481．7
815 アイアムヒメ 牝2栗 54 柴田 善臣玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 462＋ 21：41．61� 8．2�
23 ショーマノキセキ 牡2鹿 55 大野 拓弥塩川 和則氏 本間 忍 浦河 久保 昇 458＋ 4 〃 ハナ 79．2�
47 サロルンカムイ 牝2鹿 54 三浦 皇成�谷口牧場 天間 昭一 新ひだか 坂本 智広 430－ 4 〃 アタマ 157．5�
36 ポイズンピル 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎田頭 勇貴氏 根本 康広 新冠 安達 洋生 442＋121：43．5大差 269．4�
611 ニシノムソウ 牡2黒鹿55 松田 大作西山 茂行氏 蛯名 利弘 浦河 谷川牧場 472＋ 21：44．03 67．5�
714 ブルベアワラビ 牝2黒鹿54 宮崎 北斗 �ブルアンドベア 和田 雄二 浦河 谷口牧場 436－ 81：44．74 518．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，782，200円 複勝： 41，566，200円 枠連： 10，356，900円
馬連： 38，130，600円 馬単： 21，362，800円 ワイド： 22，999，900円
3連複： 51，415，100円 3連単： 67，412，900円 計： 273，026，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 740円 � 330円 枠 連（4－5） 2，490円

馬 連 �� 3，620円 馬 単 �� 3，840円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 720円 �� 4，390円

3 連 複 ��� 10，320円 3 連 単 ��� 35，310円

票 数

単勝票数 計 197822 的中 � 95950（1番人気）
複勝票数 計 415662 的中 � 213828（1番人気）� 7040（8番人気）� 18650（5番人気）
枠連票数 計 103569 的中 （4－5） 3214（7番人気）
馬連票数 計 381306 的中 �� 8154（12番人気）
馬単票数 計 213628 的中 �� 4170（12番人気）
ワイド票数 計 229999 的中 �� 5204（12番人気）�� 8616（7番人気）�� 1287（33番人気）
3連複票数 計 514151 的中 ��� 3733（27番人気）
3連単票数 計 674129 的中 ��� 1384（98番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．9―12．2―12．9―13．0―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―35．1―47．3―1：00．2―1：13．2―1：25．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シ ョ ー ム �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．9．18 阪神2着

2015．5．17生 牡2栗 母 パイクーニャン 母母 パ イ ア ン 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 エルノヴィオ号の調教師本間忍は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ポイズンピル号・ニシノムソウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年12月

18日まで平地競走に出走できない。
ブルベアワラビ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年1月18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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ゴールデンパレス号・タイセイカレッジ号・モリトカチグリ号・ルンルンマキシマム号

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５日



3205111月18日 曇 良 （29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

12 エイムアンドエンド 牡2鹿 55 福永 祐一 �キャロットファーム 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 488＋ 22：01．3 6．1�
11 ニシノマメフク 牝2鹿 54 大野 拓弥西山 茂行氏 中舘 英二 新ひだか 本桐牧場 470＋ 4 〃 アタマ 3．1�
59 カーロバンビーナ 牝2鹿 54 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 408－ 62：01．83 3．6�
35 トモジャタイクーン 牡2鹿 55 戸崎 圭太吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 496＋ 42：01．9� 21．4�
510 コンキスタドール 牡2鹿 55 松田 大作�KTレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 498－ 22：02．11� 10．6	
48 ドリームスピリット 牡2鹿 55

52 ▲武藤 雅落合 幸弘氏 武藤 善則 様似 中村 俊紀 488－ 22：02．31� 9．1

815 ヒシハムザリバー 牡2鹿 55 北村 宏司阿部 雅英氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 452－ 62：02．51� 38．0�
23 ナリノレーヴドール 牡2鹿 55 田辺 裕信成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 438－14 〃 アタマ 70．7�
24 マイネルミシシッピ 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 浦河 栄進牧場 494＋242：02．81� 49．8
816 キリンノツバサ 牡2栗 55 柴山 雄一菅原 広隆氏 土田 稔 新冠 新冠橋本牧場 444＋ 2 〃 ハナ 129．8�
36 	 シンボリアトム 牡2鹿 55 蛯名 正義シンボリ牧場 藤沢 和雄 米 Narvick In-

ternational 462＋ 22：02．9
 69．2�
714 ウェルズレジェンド 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎菊地 祐司氏 大江原 哲 新ひだか 本桐牧場 478＋102：03．11� 335．6�
612 ジュンエスポワール 牡2黒鹿55 松岡 正海河合 純二氏 森 秀行 浦河 杵臼牧場 476－ 62：03．73
 11．7�
713 モダンクラシック 牡2栗 55 田中 勝春中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 今井 秀樹 450＋ 62：04．01� 367．5�
47 ナックテイオー 牡2鹿 55 三浦 皇成小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 502± 02：05．7大差 143．9�
611 サンダーチーフ 牡2鹿 55 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 池上 昌和 新冠 飛渡牧場 430＋102：06．55 199．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，946，500円 複勝： 45，050，600円 枠連： 16，309，300円
馬連： 56，063，700円 馬単： 28，575，900円 ワイド： 34，233，600円
3連複： 72，201，700円 3連単： 87，896，400円 計： 366，277，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 150円 � 120円 � 140円 枠 連（1－1） 810円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 290円 �� 420円 �� 270円

3 連 複 ��� 960円 3 連 単 ��� 6，420円

票 数

単勝票数 計 259465 的中 � 35494（3番人気）
複勝票数 計 450506 的中 � 63931（3番人気）� 119935（1番人気）� 79189（2番人気）
枠連票数 計 163093 的中 （1－1） 15586（3番人気）
馬連票数 計 560637 的中 �� 52600（2番人気）
馬単票数 計 285759 的中 �� 12160（4番人気）
ワイド票数 計 342336 的中 �� 31219（2番人気）�� 19472（3番人気）�� 33483（1番人気）
3連複票数 計 722017 的中 ��� 55828（1番人気）
3連単票数 計 878964 的中 ��� 9912（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．6―36．4―48．6―1：01．2―1：13．7―1：26．0―1：37．8―1：49．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．3

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

勝馬の
紹 介

エイムアンドエンド �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．10．21 東京3着

2015．2．21生 牡2鹿 母 ロフティーエイム 母母 ウィッチフルシンキング 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンダーチーフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年12月18日まで平地

競走に出走できない。

3205211月18日 曇 良 （29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

24 イダペガサス 牡2栗 55 戸崎 圭太張 一達氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 492 ―1：26．8 4．5�
11 ダンケシェーン 牡2栗 55 横山 典弘 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 472 ― 〃 クビ 2．1�
713� キタサンデイジー 牝2栗 54 福永 祐一�大野商事 梅田 智之 米 Blackstone

Farm LLC 450 ―1：28．29 4．7�
612 ムテキノオジョウ 牝2芦 54 三浦 皇成國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 458 ―1：29．47 29．2�
12 マ ザ ー 牝2芦 54 蛯名 正義小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 496 ―1：29．5� 27．8	
510 セントオブウーマン 牝2鹿 54

51 ▲武藤 雅桜井 忠隆氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 414 ―1：29．6	 16．4

816 メイクポーチ 牝2栗 54 木幡 初広平本 敏夫氏 加藤 和宏 浦河 絵笛牧場 434 ―1：29．81	 152．2�
35 フクノヴァランス 牡2鹿 55 松岡 正海福島 祐子氏 二本柳俊一 日高 松平牧場 476 ―1：29．9クビ 159．5�
714 ベ ー 牡2栗 55 小野寺祐太北山 敏氏 木村 哲也 浦河 ヒダカフアーム 480 ―1：30．43 26．6�
611 アーススマイヤー 牝2鹿 54 伊藤 工真松山 増男氏 宗像 義忠 白老 習志野牧場 446 ―1：30．71� 89．9�
59 トーセンプルメリア 牝2栗 54 菅原 隆一島川 哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 476 ―1：30．91	 145．0�
23 ハードファクト 牡2鹿 55 吉田 豊伊東 純一氏 尾形 充弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448 ―1：31．21� 96．7�
48 ピーチファービー 牝2鹿 54 柴田 善臣�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 470 ―1：31．52 17．1�
815 ライトページェント 牝2青鹿54 大野 拓弥 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム 486 ―1：31．7� 56．7�
36 ダンディマジシャン 牡2鹿 55 松田 大作山口 春夫氏 和田 正道 新冠 柏木 一則 480 ―1：32．23 219．1�
47 ハイアーパーク 牝2黒鹿54 宮崎 北斗江川 伸夫氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド 436 ―1：32．73 258．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，024，400円 複勝： 25，587，200円 枠連： 12，105，000円
馬連： 41，084，100円 馬単： 23，892，900円 ワイド： 25，141，200円
3連複： 51，553，800円 3連単： 67，533，900円 計： 272，922，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 140円 � 110円 � 140円 枠 連（1－2） 540円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 240円 �� 340円 �� 200円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 4，540円

票 数

単勝票数 計 260244 的中 � 47994（2番人気）
複勝票数 計 255872 的中 � 42168（3番人気）� 68090（1番人気）� 44288（2番人気）
枠連票数 計 121050 的中 （1－2） 17359（2番人気）
馬連票数 計 410841 的中 �� 52376（2番人気）
馬単票数 計 238929 的中 �� 11431（4番人気）
ワイド票数 計 251412 的中 �� 27008（2番人気）�� 16935（3番人気）�� 34219（1番人気）
3連複票数 計 515538 的中 ��� 58232（1番人気）
3連単票数 計 675339 的中 ��� 10776（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．4―37．2―50．8―1：03．8―1：15．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F36．0
3 1，12（4，13）（2，6）（5，14，16）（11，9，10）－（7，8，3）＝15 4 1，12（4，13）（2，6）16（5，14，10）8，11，9，3，7＝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 初出走

2015．3．27生 牡2栗 母 カロンセギュール 母母 Yesterdays Gone 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 アヴァランチ号・キンメ号・セイウングラッパ号・セイマスカレード号・チャオドリン号・ツクバアネラ号・

ミスターエフワン号・ヤンキーイズム号



3205311月18日 曇 良 （29東京5）第5日 第5競走 ��1，300�サラブレッド系3歳以上
発走12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

35 ネ コ ビ ッ チ 牡3鹿 56 戸崎 圭太桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 高瀬牧場 482± 01：18．8 8．0�
713 モルゲンロート 牡4鹿 57 嘉藤 貴行武田 茂男氏 竹内 正洋 浦河 まるとみ冨岡牧場 472－ 81：18．9� 7．2�
48 アーバンイェーガー 牡3黒鹿56 R．ムーア 西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 500－ 2 〃 クビ 2．1�

（英）

714 ファインダッシュ 牡5黒鹿57 田中 勝春井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 526－ 4 〃 アタマ 15．9�
47 ロードナカヤマ 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 470－ 21：19．0クビ 7．2�
12 カ ネ ノ イ ロ 牡4鹿 57 柴田 善臣江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 480－ 21：19．21� 6．2	
11 セイウンアワード 牡5鹿 57 三浦 皇成西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 B534± 01：19．51� 141．1

36 ナンベーサン 牡4芦 57 村田 一誠宮原 廣伸氏 伊藤 大士 日高 アイズスタッド株式会社 B502＋ 21：19．6� 379．9�
23 ダッシャークワトロ 	4鹿 57

54 ▲野中悠太郎芦田 信氏 黒岩 陽一 日高 下河辺牧場 452－ 2 〃 クビ 260．3�
59 
 レーヴドミカ 牝4栗 55 松田 大作尾上 松壽氏 松山 将樹 日高 下河辺牧場 486＋ 81：19．81� 202．1
612
 チビノヴァルタン 牝4鹿 55 北村 宏司梅澤 明氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 444－ 4 〃 ハナ 39．1�
611 ラッキーポイント 牡4鹿 57 内田 博幸村山 忠弘氏 根本 康広 日高 モリナガファーム 486＋ 81：19．9� 220．7�
510 マサノシーザー 牡4鹿 57 大野 拓弥猪野毛雅人氏 清水 英克 新ひだか 猪野毛牧場 496－ 41：20．0� 17．5�
24 ダイメイコンドル 牡5黒鹿57 柴田 大知宮本 孝一氏 石毛 善彦 新ひだか 今 牧場 530－ 41：20．1� 63．3�
816 メ リ ー ク ン 牡3鹿 56 吉田 豊ケンレーシング組合 田村 康仁 新ひだか ムーンシェル・インベストメンツ B466＋201：21．16 22．0�
815 レッドエトワール 牝4鹿 55 柴山 雄一 �東京ホースレーシング 久保田貴士 千歳 社台ファーム 432－241：22．58 288．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，297，400円 複勝： 46，411，900円 枠連： 14，278，700円
馬連： 59，631，200円 馬単： 31，548，600円 ワイド： 39，449，600円
3連複： 79，149，900円 3連単： 105，114，900円 計： 405，882，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 220円 � 210円 � 130円 枠 連（3－7） 2，130円

馬 連 �� 3，060円 馬 単 �� 6，340円

ワ イ ド �� 900円 �� 380円 �� 410円

3 連 複 ��� 2，370円 3 連 単 ��� 23，110円

票 数

単勝票数 計 302974 的中 � 30141（5番人気）
複勝票数 計 464119 的中 � 45220（5番人気）� 47813（4番人気）� 128513（1番人気）
枠連票数 計 142787 的中 （3－7） 5178（8番人気）
馬連票数 計 596312 的中 �� 15063（13番人気）
馬単票数 計 315486 的中 �� 3727（26番人気）
ワイド票数 計 394496 的中 �� 10305（13番人気）�� 27998（3番人気）�� 25546（4番人気）
3連複票数 計 791499 的中 ��� 25046（6番人気）
3連単票数 計1051149 的中 ��� 3297（73番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．7
3 ・（6，16）（7，10，15）（2，13）（1，9）（8，5，11）（4，12）－（3，14） 4 ・（6，16）（7，10，15）（1，2，13）（8，9）（4，5，11）12（3，14）

勝馬の
紹 介

ネ コ ビ ッ チ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2016．8．6 新潟14着

2014．5．8生 牡3鹿 母 ビ バ エ ル フ 母母 エ ル フ ィ ン 15戦2勝 賞金 21，550，000円
※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 ネオビッグバン号・ブレヴェスト号・ボルドー号・ランニングマン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3205411月18日 曇 良 （29東京5）第5日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時40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

610 レッドベルローズ 牝2青鹿54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 456 ―1：36．3 5．2�
34 エルディアマンテ 牝2栗 54 C．ルメール �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 426 ― 〃 ハナ 2．3�
45 トーホウディアーナ 牝2黒鹿54 吉田 豊東豊物産� 古賀 史生 日高 オリオンファーム 434 ―1：37．36 10．2�
814 テネイシャス 牝2栗 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 454 ―1：37．4クビ 3．5�
712 ソリフロール 牝2黒鹿54 北村 宏司�ヤブウチ 萱野 浩二 新ひだか 田中 裕之 446 ―1：37．61 23．9	
69 コ ウ ノ ト リ 牝2鹿 54 的場 勇人西村新一郎氏 伊藤 伸一 新ひだか 田原橋本牧場 432 ―1：37．81� 54．8

711 レインボーボニート 牝2鹿 54 横山 典弘�三嶋牧場 菊沢 隆徳 浦河 三嶋牧場 464 ―1：38．33 55．0�
11 オレンジヒロイン 牝2栗 54 柴山 雄一伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 430 ― 〃 アタマ 48．6�
813 ハヴアサニーデイ 牝2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム 426 ―1：38．51� 182．4
58 ユ ウ キ ャ ン 牝2黒鹿54 蛯名 正義道永 幸治氏 田中 剛 新冠 スカイビーチステーブル 474 ― 〃 クビ 50．1�
22 ニシノステップ 牝2鹿 54

51 ▲武藤 雅西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 西村 和夫 454 ―1：38．71� 150．1�
57 ユルギュップ 牝2鹿 54 田辺 裕信鈴木 剛史氏 尾形 和幸 浦河 栄進牧場 460 ― 〃 ハナ 18．2�
46 デザートカレー 牝2芦 54 宮崎 北斗山上 和良氏 和田 正道 新冠 イワミ牧場 434 ―1：38．8� 140．2�
33 ミサトエルザ 牝2栗 54 岩部 純二戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 428 ―1：39．43� 385．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，044，400円 複勝： 35，035，600円 枠連： 12，891，600円
馬連： 54，914，400円 馬単： 30，949，100円 ワイド： 31，416，100円
3連複： 64，838，000円 3連単： 93，478，200円 計： 357，567，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 160円 � 140円 � 250円 枠 連（3－6） 540円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 270円 �� 680円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，890円 3 連 単 ��� 9，100円

票 数

単勝票数 計 340444 的中 � 54536（3番人気）
複勝票数 計 350356 的中 � 58466（3番人気）� 77177（2番人気）� 28416（4番人気）
枠連票数 計 128916 的中 （3－6） 18278（2番人気）
馬連票数 計 549144 的中 �� 75830（2番人気）
馬単票数 計 309491 的中 �� 17070（4番人気）
ワイド票数 計 314161 的中 �� 32756（2番人気）�� 10905（7番人気）�� 14217（4番人気）
3連複票数 計 648380 的中 ��� 25603（4番人気）
3連単票数 計 934782 的中 ��� 7447（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．4―36．8―49．5―1：02．2―1：14．0―1：25．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドベルローズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song 初出走

2015．2．28生 牝2青鹿 母 レッドファンタジア 母母 Cat Chat 1戦1勝 賞金 7，000，000円



3205511月18日 曇 良 （29東京5）第5日 第7競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走13時10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

45 ムスコローソ 牡2栗 55 戸崎 圭太落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 498＋ 41：22．4 3．8�
812 モ デ レ イ ト 牝2鹿 54

51 ▲武藤 雅�和田牧場 和田 正道 浦河 中村 雅明 458－ 2 〃 クビ 47．2�
11 シ ス ル 牝2青 54 三浦 皇成中村 祐子氏 新開 幸一 新ひだか オギオギ牧場 468－ 41：22．5クビ 24．9�
22 ディアジラソル 牝2鹿 54 内田 博幸ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 土田農場 418± 01：22．6� 93．1�
57 ヴァルディノート 牡2黒鹿55 C．ルメール �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 460－ 21：22．7� 4．0	
68 マイネルキャドー 牡2芦 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 むかわ 市川牧場 474＋20 〃 クビ 14．0

69 プ レ ト リ ア 牡2鹿 55 大野 拓弥多田 賢司氏 中川 公成 浦河 大北牧場 440－ 41：23．44 9．5�
44 ヤマノグラップル 牡2青鹿55 蛯名 正義澤村 敏雄氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 466＋ 2 〃 クビ 103．7�
711 ラ ン ス マ ン 牡2鹿 55 R．ムーア 吉田 勝己氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 556＋ 61：23．5クビ 3．7
（英）

56 スワーヴエドワード 牡2鹿 55 北村 宏司�NICKS 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 496＋ 4 〃 ハナ 25．0�
710 クレバーバード 牡2青 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 清水 久詞 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 81：24．24 12．0�
33 キ ャ ク タ ス 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎中村 祐子氏 栗田 徹 新ひだか 谷藤 弘美 442－ 61：24．94 44．5�
813 キタノユウキ 牡2鹿 55 田辺 裕信河内 孝夫氏 相沢 郁 日高 増尾牧場 502－ 21：26．17 153．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 39，469，300円 複勝： 53，999，900円 枠連： 15，474，500円
馬連： 71，085，700円 馬単： 34，291，500円 ワイド： 44，486，100円
3連複： 87，266，400円 3連単： 111，350，900円 計： 457，424，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 880円 � 420円 枠 連（4－8） 6，090円

馬 連 �� 8，890円 馬 単 �� 13，570円

ワ イ ド �� 2，750円 �� 1，410円 �� 6，580円

3 連 複 ��� 42，940円 3 連 単 ��� 167，830円

票 数

単勝票数 計 394693 的中 � 85733（2番人気）
複勝票数 計 539999 的中 � 97711（2番人気）� 13170（10番人気）� 31193（7番人気）
枠連票数 計 154745 的中 （4－8） 1968（18番人気）
馬連票数 計 710857 的中 �� 6195（29番人気）
馬単票数 計 342915 的中 �� 1895（47番人気）
ワイド票数 計 444861 的中 �� 4156（29番人気）�� 8306（17番人気）�� 1709（50番人気）
3連複票数 計 872664 的中 ��� 1524（101番人気）
3連単票数 計1113509 的中 ��� 481（441番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．0―46．7―58．4―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ムスコローソ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2017．6．18 東京1着

2015．1．29生 牡2栗 母 ルナレガーロ 母母 カーリーエンジェル 3戦2勝 賞金 14，200，000円
〔制裁〕 モデレイト号の騎手武藤雅は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3205611月18日 曇 良 （29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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード3：24．8良

11 シンキングダンサー 牡4栗 61 金子 光希岡田 牧雄氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 474－ 63：27．5 10．5�
22 グッドスカイ 牝4黒鹿59 森 一馬杉立 恭平氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 464－ 6 〃 クビ 1．6�
45 エ ル ゼ ロ 牡4鹿 59 石神 深一磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 502＋ 83：28．56 12．0�
57 � ビットアレグロ 牡8栗 59 上野 翔礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 504＋103：28．71� 49．7�
69 カシノカーム 牡6芦 59 小野寺祐太柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 488＋12 〃 クビ 48．2�
58 リアルキング 牡4鹿 60 難波 剛健杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 528－ 4 〃 ハナ 18．5�
813 アズマタックン 牡4青鹿59 北沢 伸也東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 490－ 43：29．12� 13．6	
33 スズカチャンプ 牡8鹿 59 田村 太雅永井 啓弍氏 羽月 友彦 新ひだか グランド牧場 486－12 〃 ハナ 76．7

46 キングナポレオン 	6黒鹿59 白浜 雄造田畑 利彦氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 476＋ 63：29．63 7．5�
712 ホーガンブリッジ 牡3鹿 57 山本 康志塩田 清氏 堀井 雅広 青森 一山育成牧場 492± 03：30．02� 92．5�
711 ウインヤード 牡6鹿 60 大江原 圭柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 474＋ 8 〃 ハナ 79．1
34 リミットブレイク 	5鹿 59 五十嵐雄祐 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 520± 0 〃 アタマ 45．7�
610 メイショウヒデタダ 牡8黒鹿60 熊沢 重文松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 474－ 63：31．38 8．9�
814 サウンドギャツビー 牡5黒鹿59 植野 貴也増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 500＋ 43：34．9大差 276．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，110，300円 複勝： 42，229，900円 枠連： 18，037，100円
馬連： 61，009，600円 馬単： 34，776，100円 ワイド： 35，220，400円
3連複： 85，645，000円 3連単： 126，380，800円 計： 431，409，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 210円 � 110円 � 240円 枠 連（1－2） 720円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，920円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，300円 �� 380円

3 連 複 ��� 2，310円 3 連 単 ��� 15，230円

票 数

単勝票数 計 281103 的中 � 21333（4番人気）
複勝票数 計 422299 的中 � 36340（4番人気）� 164797（1番人気）� 31193（6番人気）
枠連票数 計 180371 的中 （1－2） 19336（3番人気）
馬連票数 計 610096 的中 �� 67440（2番人気）
馬単票数 計 347761 的中 �� 13558（7番人気）
ワイド票数 計 352204 的中 �� 34460（1番人気）�� 6064（15番人気）�� 23902（4番人気）
3連複票数 計 856450 的中 ��� 27738（8番人気）
3連単票数 計1263808 的中 ��� 6016（43番人気）
上り 1マイル 1：44．4 4F 51．1－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シンキングダンサー �
�
父 コンデュイット �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2015．11．1 福島3着

2013．3．10生 牡4栗 母 スプリングボード 母母 マイラブクイーン 障害：9戦4勝 賞金 75，294，000円



3205711月18日 小雨 良 （29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，28．11．19以降29．11．12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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

35 サンホッブズ 牡4鹿 55 松岡 正海 �加藤ステーブル 中舘 英二 浦河 日の出牧場 480＋ 22：12．3 26．3�
713 エ オ リ ア 牝3鹿 50 武藤 雅 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480－ 2 〃 クビ 32．7�
12 ピアシングステア 牡5栗 55 北村 宏司水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 504＋102：12．4クビ 15．6�
48 アンプラグド �6芦 55 戸崎 圭太 �いとはんホール

ディングス 大和田 成 千歳 社台ファーム 500＋ 2 〃 ハナ 26．7�
23 マジカルスペル 牡3芦 55 R．ムーア 吉田 勝己氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 532± 02：12．72 2．1	

（英）

47 サ ラ セ ニ ア 牡4芦 57 吉田 豊平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 478± 0 〃 ハナ 11．0

611� サハラファイター 牡4鹿 57 三浦 皇成本間 茂氏 山内 研二 新ひだか へいはた牧場 520－ 82：12．8クビ 19．1�
11 コトブキホーク 牡3黒鹿53 横山 典弘尾上 松壽氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 484＋ 42：12．9	 13．8�
36 オーサムレジェンド �5栗 54 西村 太一 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 496－ 82：13．0	 335．0
59 モンストルコント 牡4黒鹿54 蛯名 正義 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 496－ 8 〃 クビ 31．9�
612 デジタルフラッシュ 牡6栗 54 田辺 裕信 �シルクレーシング 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 484＋ 62：13．31
 23．9�
510 ハヤブサプリプリ 牝4鹿 51 柴田 善臣武田 修氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 462－ 42：13．51� 245．7�
24 メトロポリス 牡3青鹿54 福永 祐一堂守 貴志氏 吉村 圭司 新冠 新冠橋本牧場 536± 02：13．82 3．8�
816 キールコネクション 牡5栗 54 内田 博幸水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 B470± 0 〃 クビ 255．0�
714 アバオアクー 牡5鹿 56 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B504－ 62：13．9クビ 21．7�
815� エルドリッジ 牡7青鹿53 武士沢友治一村 哲也氏 高木 登 むかわ 桑原牧場 522± 02：14．21
 351．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 43，222，500円 複勝： 58，991，900円 枠連： 32，251，100円
馬連： 114，681，600円 馬単： 49，324，900円 ワイド： 63，450，000円
3連複： 145，112，000円 3連単： 186，868，300円 計： 693，902，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，630円 複 勝 � 660円 � 680円 � 380円 枠 連（3－7） 11，570円

馬 連 �� 34，360円 馬 単 �� 71，550円

ワ イ ド �� 8，350円 �� 3，400円 �� 5，180円

3 連 複 ��� 108，400円 3 連 単 ��� 792，270円

票 数

単勝票数 計 432225 的中 � 13113（9番人気）
複勝票数 計 589919 的中 � 22716（9番人気）� 22011（10番人気）� 44436（4番人気）
枠連票数 計 322511 的中 （3－7） 2159（24番人気）
馬連票数 計1146816 的中 �� 2586（71番人気）
馬単票数 計 493249 的中 �� 517（137番人気）
ワイド票数 計 634500 的中 �� 1949（65番人気）�� 4845（36番人気）�� 3160（51番人気）
3連複票数 計1451120 的中 ��� 1004（198番人気）
3連単票数 計1868683 的中 ��� 171（1258番人気）

ハロンタイム 7．2―11．6―13．2―12．9―12．5―12．8―12．6―12．6―12．3―12．2―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．2―18．8―32．0―44．9―57．4―1：10．2―1：22．8―1：35．4―1：47．7―1：59．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンホッブズ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．6．27 東京7着

2013．4．7生 牡4鹿 母 パ ピ ュ ラ 母母 ノースフライト 24戦4勝 賞金 58，716，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 エムオーグリッタ号・ジュガンティーヤ号・デアリングアイデア号・トラネコ号・ピッツバーグ号・

フジマサエンペラー号・マイネルクラース号
※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。

3205811月18日 曇 良 （29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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

22 レッドアヴァンセ 牝4黒鹿55 C．ルメール �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 444－161：34．7 4．3�
11 フロンテアクイーン 牝4鹿 55 北村 宏司三協ファーム� 国枝 栄 浦河 林 孝輝 464－ 21：34．8� 4．0�
813 ディープジュエリー 牝5鹿 55 柴山 雄一吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 500＋ 2 〃 アタマ 35．1�
45 ミエノサクシード 牝4栗 55 福永 祐一里見美惠子氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 456± 01：34．9クビ 4．0�
68 ワントゥワン 牝4黒鹿55 田辺 裕信青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 446－ 61：35．0	 6．2�
69 テーオービクトリー 牝3鹿 54 戸崎 圭太小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 468－ 2 〃 アタマ 9．4	
812 マローブルー 牝6鹿 55 R．ムーア 金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 日高 日高大洋牧場 472＋ 41：35．21
 18．4

（英）

711 エスティタート 牝4鹿 55 蛯名 正義 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 436－101：35．62	 35．2�

44 ディアマイダーリン 牝5鹿 55 田中 勝春窪田 康志氏 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 494＋ 4 〃 クビ 48．4
710 ウインファビラス 牝4芦 55 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 486＋32 〃 ハナ 24．0�
56 ナムラケイト 牝5鹿 55 横山 典弘奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 500－ 21：35．7	 64．5�
57 レーヌドブリエ 牝5栗 55 内田 博幸 �シルクレーシング 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 434－ 8 〃 アタマ 18．3�
33 アールブリュット 牝5鹿 55 三浦 皇成 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 496＋101：35．91	 61．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 55，532，300円 複勝： 90，670，700円 枠連： 30，846，800円
馬連： 153，256，600円 馬単： 58，012，700円 ワイド： 73，447，000円
3連複： 186，161，700円 3連単： 242，683，600円 計： 890，611，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 160円 � 690円 枠 連（1－2） 1，000円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 400円 �� 2，630円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 9，540円 3 連 単 ��� 39，160円

票 数

単勝票数 計 555323 的中 � 102902（3番人気）
複勝票数 計 906707 的中 � 151240（3番人気）� 169280（2番人気）� 24518（8番人気）
枠連票数 計 308468 的中 （1－2） 23717（5番人気）
馬連票数 計1532566 的中 �� 120459（2番人気）
馬単票数 計 580127 的中 �� 21923（4番人気）
ワイド票数 計 734470 的中 �� 53176（2番人気）�� 6732（28番人気）�� 9233（22番人気）
3連複票数 計1861617 的中 ��� 14621（31番人気）
3連単票数 計2426836 的中 ��� 4492（123番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．3―12．3―12．0―11．2―11．1―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．4―36．7―49．0―1：01．0―1：12．2―1：23．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F33．7
3 ・（12，13）10（6，11）2（5，9）1（3，4）7，8 4 12，13（10，11）（2，6）9（1，5，4）（3，7）8

勝馬の
紹 介

レッドアヴァンセ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2015．11．21 京都2着

2013．4．24生 牝4黒鹿 母 エリモピクシー 母母 エリモシユーテング 16戦4勝 賞金 91，308，000円
〔制裁〕 ウインファビラス号の騎手松岡正海は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5番・4番・3

番）
ミエノサクシード号の騎手福永祐一は，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。



3205911月18日 曇 良 （29東京5）第5日 第11競走 ��
��1，800�第22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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．9
1：45．9

良
良

33 ワグネリアン 牡2鹿 55 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 454＋ 41：46．6 1．4�

77 ル ー カ ス 牡2鹿 55 R．ムーア �シルクレーシング 堀 宣行 日高 戸川牧場 488± 01：47．13 3．1�
（英）

55 シャルルマーニュ 牡2鹿 55 戸崎 圭太 �カナヤマホール
ディングス 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 480± 0 〃 クビ 14．4�

44 カフジバンガード 牡2鹿 55 吉田 豊加藤 守氏 松元 茂樹 浦河 酒井牧場 476＋ 21：47．2� 27．5�
22 ゴールドギア 牡2黒鹿55 北村 宏司有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 三嶋牧場 468＋ 21：47．51� 15．3	
11 コスモイグナーツ 牡2青鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 浦河 高村牧場 462＋ 41：48．03 21．0

66 ケ ワ ロ ス 牝2鹿 54 横山 典弘山住 勲氏 牧浦 充徳 安平 追分ファーム 422＋ 21：48．21� 102．5�

（7頭）

売 得 金
単勝： 155，858，400円 複勝： 166，728，200円 枠連： 発売なし
馬連： 235，838，200円 馬単： 182，780，300円 ワイド： 83，187，700円
3連複： 228，478，500円 3連単： 956，860，700円 計： 2，009，732，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 170円 馬 単 �� 240円

ワ イ ド �� 110円 �� 210円 �� 300円

3 連 複 ��� 380円 3 連 単 ��� 820円

票 数

単勝票数 計1558584 的中 � 843087（1番人気）
複勝票数 計1667282 的中 � 1032445（1番人気）� 289409（2番人気）
馬連票数 計2358382 的中 �� 1063545（1番人気）
馬単票数 計1827803 的中 �� 558669（1番人気）
ワイド票数 計 831877 的中 �� 271225（1番人気）�� 78753（2番人気）�� 48396（5番人気）
3連複票数 計2284785 的中 ��� 450153（1番人気）
3連単票数 計9568607 的中 ��� 836411（1番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．4―11．8―12．0―12．3―12．0―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．3―34．7―46．5―58．5―1：10．8―1：22．8―1：34．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F35．8

3 1－6－5＝4－（2，3）7
2
4
1，6，5－4，3（2，7）
1－6－5－（4，3）（2，7）

勝馬の
紹 介

ワグネリアン �

父 ディープインパクト �


母父 キングカメハメハ デビュー 2017．7．16 中京1着

2015．2．10生 牡2鹿 母 ミスアンコール 母母 ブロードアピール 3戦3勝 賞金 56，455，000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。

3206011月18日 曇 良 （29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
1：19．6
1：19．0

良
良

11 ハ ウ メ ア 牝3栗 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 460－ 61：21．1 2．3�
12 ド ー ヴ ァ ー 牡4栗 57 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494± 01：21．31 3．7�
36 エメラルスター 牡3黒鹿56 吉田 豊高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 458－ 21：21．51� 30．9�
510 ワイナルダム 牡3青鹿56 柴田 大知 �コスモヴューファーム 水野 貴広 青森 大前 典男 460－ 2 〃 アタマ 31．1�
23 エクラミレネール 牝4芦 55 北村 宏司岡田 牧雄氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 458－ 2 〃 クビ 12．7�
24 トーホウハニー 牝5鹿 55 蛯名 正義東豊物産	 田中 清隆 日高 竹島 幸治 448± 0 〃 ハナ 8．3

47 タイキラトナンジュ 牡5鹿 57 三浦 皇成�大樹ファーム 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 460＋ 41：21．81� 86．6�
611 ナンヨーアミーコ 牡4栗 57 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 434－ 41：22．01� 8．8�
713 ス カ ル バ ン 牡3鹿 56 松田 大作	KTレーシング 武井 亮 新冠 パカパカ

ファーム 494＋ 2 〃 ハナ 9．6
612 インストアイベント 牡7栗 57

54 ▲野中悠太郎 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B488－ 4 〃 アタマ 101．6�
59 	 レッドアフレイム 牡5鹿 57

54 ▲武藤 雅 	東京ホースレーシング 久保田貴士 浦河 有限会社
吉田ファーム 442± 01：22．1クビ 73．9�

48 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 480＋ 61：22．2
 81．1�

35 オーバースペック 牡3青鹿56 大野 拓弥�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 486± 0 〃 クビ 67．6�
815 エンクエントロス 牡5鹿 57 内田 博幸山口 裕介氏 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 B498＋ 61：22．41� 92．9�
714 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± 01：23．14 201．0�
816 レトロクラシック 牝5黒鹿55 武士沢友治広尾レース	 伊藤 正徳 新ひだか 木村 秀則 494－ 61：23．2
 288．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 57，959，400円 複勝： 77，997，000円 枠連： 37，507，400円
馬連： 133，896，800円 馬単： 61，434，400円 ワイド： 74，544，900円
3連複： 174，927，800円 3連単： 258，528，600円 計： 876，796，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 150円 � 420円 枠 連（1－1） 560円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，170円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 4，310円 3 連 単 ��� 13，330円

票 数

単勝票数 計 579594 的中 � 196220（1番人気）
複勝票数 計 779970 的中 � 217860（1番人気）� 136819（2番人気）� 30489（7番人気）
枠連票数 計 375074 的中 （1－1） 51317（2番人気）
馬連票数 計1338968 的中 �� 178964（1番人気）
馬単票数 計 614344 的中 �� 58279（1番人気）
ワイド票数 計 745449 的中 �� 88386（1番人気）�� 14885（13番人気）�� 9104（19番人気）
3連複票数 計1749278 的中 ��� 30424（12番人気）
3連単票数 計2585286 的中 ��� 14055（33番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．0―46．8―58．2―1：09．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ ウ メ ア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Dansili デビュー 2016．6．25 東京7着

2014．2．24生 牝3栗 母 ダイヤモンドディーバ 母母 Vivianna 8戦3勝 賞金 35，120，000円



（29東京5）第5日 11月18日（土曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 173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
18，550，000円
1，760，000円
26，780，000円
69，363，000円
5，431，800円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
543，458，000円
720，386，600円
214，986，600円
1，073，496，300円
582，947，300円
558，785，300円
1，298，333，400円
2，396，315，300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 7，388，708，800円

総入場人員 24，910名 （有料入場人員 22，275名）
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