
3207311月25日 晴 稍重 （29東京5）第7日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走9時50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

11 レピアーウィット 牡2栗 55 R．ムーア 金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 526＋ 41：25．5 1．4�

（英）

47 ミスティカル 牡2鹿 55 横山 典弘�Basic 田村 康仁 新ひだか 小倉 光博 466＋ 21：26．45 18．8�
12 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 508＋ 21：26．61 6．9�
23 アルベルティーヌ 牝2黒鹿54 柴山 雄一村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 432＋ 41：26．7� 48．5�
48 コスモフォーミュラ 牝2黒鹿54 石橋 脩 	ビッグレッドファーム 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 444－141：27．01� 48．7

510 シーズラック 牝2鹿 54 蛯名 正義坂巻 勝彦氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 488± 0 〃 クビ 33．4�
36 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 438－ 61：27．21� 36．4�
611 ナムラファラー 牡2黒鹿55 丸山 元気奈村 信重氏 谷原 義明 様似 林 時春 454＋ 21：27．3クビ 180．7
815 ウ メ タ ロ ウ 牡2黒鹿55 内田 博幸	ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 488－ 2 〃 クビ 11．2�
59 アークカンパネラ 牡2青鹿55 戸崎 圭太酒井 喜生氏 矢野 英一 新冠 川上牧場 474＋ 61：27．51� 10．6�
714 グランエクシト 牡2黒鹿55 丸田 恭介迎 徹氏 高橋 文雅 新ひだか 飯岡牧場 472＋ 41：28．13� 64．1�
612 ロードゲイル 牡2鹿 55

52 ▲武藤 雅 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 浦河 谷川牧場 508－ 41：28．2� 88．0�
24 ア サ ヒ キ リ 牝2鹿 54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム 478± 01：28．73 277．9�
35 アーススターリング 牝2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子松山 増男氏 粕谷 昌央 浦河 アイオイファーム 436＋ 21：29．23 139．5�
713 ラテンリズム 牝2鹿 54 嶋田 純次	ミルファーム 松山 将樹 浦河 高昭牧場 440＋ 41：29．41� 357．6�
816 デルマキュラソー 牡2栗 55

52 ▲菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 436＋ 61：30．25 510．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 39，600，400円 複勝： 92，240，800円 枠連： 15，273，100円
馬連： 59，080，300円 馬単： 36，740，600円 ワイド： 44，539，900円
3連複： 89，102，600円 3連単： 123，214，700円 計： 499，792，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 200円 � 130円 枠 連（1－4） 620円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 410円 �� 200円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 4，580円

票 数

単勝票数 計 396004 的中 � 218980（1番人気）
複勝票数 計 922408 的中 � 558878（1番人気）� 46763（5番人気）� 98269（2番人気）
枠連票数 計 152731 的中 （1－4） 19071（4番人気）
馬連票数 計 590803 的中 �� 45963（4番人気）
馬単票数 計 367406 的中 �� 22334（4番人気）
ワイド票数 計 445399 的中 �� 25622（4番人気）�� 69466（1番人気）�� 13594（7番人気）
3連複票数 計 891026 的中 ��� 52831（3番人気）
3連単票数 計1232147 的中 ��� 19501（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．0―36．5―49．4―1：02．1―1：13．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レピアーウィット �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Running Stag デビュー 2017．6．10 東京2着

2015．4．15生 牡2栗 母 ランニングボブキャッツ 母母 Backatem 4戦1勝 賞金 10，550，000円
〔発走状況〕 レピアーウィット号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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） 1頭 サマーシャドウ号
（非抽選馬） 3頭 ウィンターパレス号・ダテノイグナイト号・テイエムベアッコ号
※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。

3207411月25日 晴 良 （29東京5）第7日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10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
1：33．0
1：32．3

稍重
良

510 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 454－ 21：35．9 11．1�
611 ダンシングチコ 牝2鹿 54 田辺 裕信石瀬 浩三氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 478－ 4 〃 クビ 4．2�
23 マルターズルーメン 牝2栗 54 柴田 善臣藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 420－ 41：36．0クビ 17．1�
713 フロリアヌス 牡2鹿 55

52 ▲武藤 雅 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 458＋ 61：36．31� 17．0�
59 ムールヴェードル 牝2青 54 C．ルメール �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 480± 0 〃 クビ 4．9	
715 ク ス リ バ コ 牡2鹿 55 内田 博幸小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 450± 01：36．4� 23．1

48 ピオレドール 牡2鹿 55 大野 拓弥 �グリーンファーム小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 466＋ 2 〃 クビ 28．6�
816 カ サ ー レ 牝2青鹿54 石橋 脩飯田 良枝氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 424－121：36．71� 28．9
612 キングジョーカ 牡2鹿 55 吉田 隼人�FTU 天間 昭一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋ 2 〃 クビ 72．6�
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± 01：36．8クビ 52．0�
36 コスモジラソウ 牡2栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 剛 浦河 市川フアーム 472＋ 2 〃 クビ 215．6�
24 アースフライト 牝2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 422＋ 81：37．12 104．6�
12 ブ シ ョ ウ 牡2栗 55 戸崎 圭太�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 474－ 41：37．2クビ 2．6�
35 ユウコニホレタ 牝2青鹿54 的場 勇人井上 久光氏 的場 均 安平 吉田牧場 444± 01：37．52 226．9�
714 タツノリソックリ 牡2黒鹿 55

52 ▲木幡 育也菊地 祐司氏 大江原 哲 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B464＋ 21：37．6� 468．9�

11 ホットライン 牡2鹿 55
52 ▲藤田菜七子�和田牧場 和田 正道 新冠 須崎牧場 468＋ 61：37．91� 170．7�

818 ココリエルサ 牝2黒鹿54 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 474－ 6 〃 クビ 422．2�
817 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 484＋121：39．49 801．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，444，500円 複勝： 57，645，300円 枠連： 16，498，700円
馬連： 67，305，200円 馬単： 32，232，300円 ワイド： 46，707，500円
3連複： 91，793，700円 3連単： 109，313，300円 計： 453，940，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 240円 � 170円 � 350円 枠 連（5－6） 800円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 4，840円

ワ イ ド �� 730円 �� 1，200円 �� 860円

3 連 複 ��� 6，820円 3 連 単 ��� 38，920円

票 数

単勝票数 計 324445 的中 � 24584（4番人気）
複勝票数 計 576453 的中 � 59840（4番人気）� 106614（2番人気）� 36086（6番人気）
枠連票数 計 164987 的中 （5－6） 15813（3番人気）
馬連票数 計 673052 的中 �� 24149（7番人気）
馬単票数 計 322323 的中 �� 4987（18番人気）
ワイド票数 計 467075 的中 �� 16732（7番人気）�� 9762（13番人気）�� 14058（8番人気）
3連複票数 計 917937 的中 ��� 10083（20番人気）
3連単票数 計1093133 的中 ��� 2036（122番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―36．3―48．9―1：01．2―1：12．7―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．7
3 8，10（7，16）（2，9，11）（3，13）18，6（1，12）（15，17）4，5，14 4 ・（8，10）（7，16）（9，11）（2，3）13，6，18（15，12）－17，1，4（5，14）

勝馬の
紹 介

レ ネ ッ ト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．9．17 中山4着

2015．3．6生 牝2栗 母 レディプリンセス 母母 レディミューズ 4戦1勝 賞金 8，600，000円
〔発走状況〕 コスモジラソウ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 レネット号の騎手三浦皇成は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：11番・3番）
〔調教再審査〕 コスモジラソウ号は，発走調教再審査。

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７日



3207511月25日 晴 良 （29東京5）第7日 第3競走 ��
��1，800�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
1：45．9
1：45．9

良
良

11 ダークナイトムーン 牡2鹿 55 R．ムーア �社台レースホース尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478± 01：49．4 2．8�

（英）

24 デルマウオッカ 牡2鹿 55 F．ミナリク浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 498± 01：49．82� 41．7�
（独）

611 ギ ャ ラ ッ ド 牡2鹿 55 C．ルメール �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 478＋ 8 〃 ハナ 3．7�
48 コスモグラトナス 牡2青 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 452＋14 〃 クビ 234．1�
47 ジェイケイバスター 牝2鹿 54 三浦 皇成小谷野次郎氏 柴田 政人 新冠 村上 欽哉 448＋ 21：50．12 59．1�
818 キャプチュード 牡2黒鹿 55

52 ▲菊沢 一樹 	ローレルレーシング 和田正一郎 新冠 対馬 正 460－ 41：50．2� 439．0

715 アイリッシュクライ 牡2黒鹿55 戸崎 圭太山田 弘氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 488＋ 41：50．41� 3．0�
714 マイネルセッカ 牡2鹿 55 大野 拓弥 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム 444＋ 41：50．61� 126．1�
12 マーレグリーン 牝2栗 54 石橋 脩斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 448± 01：50．7クビ 10．8
35 ドナカデンツァ 牝2青鹿54 田辺 裕信小川眞査雄氏 小西 一男 新ひだか 下屋敷牧場 444＋ 4 〃 クビ 23．4�
612 ネオシャンドマルス 牡2芦 55 吉田 豊小林 仁幸氏 古賀 史生 安平 ノーザンファーム 506± 01：50．8クビ 233．2�
816 ミ フ ラ ー ブ 牝2栗 54

51 ▲野中悠太郎�ミルファーム 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 6 〃 ハナ 377．1�
510 ウーマンレジェンド 牝2黒鹿54 内田 博幸栗山 良子氏 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 478± 0 〃 アタマ 43．0�
59 ボ ン テ ン 牡2鹿 55

52 ▲木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 荻伏三好フ
アーム 446± 0 〃 ハナ 384．2�

817 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 440－ 81：51．11	 95．8�
23 カガプラナス 牝2鹿 54 江田 照男香川 憲次氏 萱野 浩二 日高 山際 辰夫 414＋ 2 〃 クビ 371．6�
713 ウインソリティア 牝2鹿 54 松岡 正海	ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 424－ 21：51．31 87．6�
36 コスモダリア 牝2鹿 54 蛯名 正義田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 422± 01：54．5大差 122．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 38，742，400円 複勝： 53，926，300円 枠連： 16，431，800円
馬連： 65，490，200円 馬単： 38，190，400円 ワイド： 45，597，300円
3連複： 92，854，500円 3連単： 133，762，500円 計： 484，995，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 540円 � 150円 枠 連（1－2） 4，160円

馬 連 �� 5，970円 馬 単 �� 10，090円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 230円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 6，190円 3 連 単 ��� 38，360円

票 数

単勝票数 計 387424 的中 � 111685（1番人気）
複勝票数 計 539263 的中 � 143544（1番人気）� 16074（7番人気）� 101829（3番人気）
枠連票数 計 164318 的中 （1－2） 3058（12番人気）
馬連票数 計 654902 的中 �� 8501（15番人気）
馬単票数 計 381904 的中 �� 2837（23番人気）
ワイド票数 計 455973 的中 �� 6812（13番人気）�� 63764（1番人気）�� 6010（18番人気）
3連複票数 計 928545 的中 ��� 11243（15番人気）
3連単票数 計1337625 的中 ��� 2528（99番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．6―36．7―49．3―1：01．9―1：14．6―1：26．3―1：37．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F34．8

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

勝馬の
紹 介

ダークナイトムーン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2017．10．29 東京2着

2015．1．26生 牡2鹿 母 サマーナイトシティ 母母 ダイアモンドシティ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コスモダリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年12月25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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 プローシブル号・ホーネットドリーム号
※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。

3207611月25日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）稍重（29東京5）第7日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時20分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：17．5良・良

56 エリーフェアリー 牝6鹿 58 浜野谷憲尚谷川 正純氏 武市 康男 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 498＋ 23：23．1 7．7�

69 レジェンドパワー �5黒鹿60 大江原 圭西村新一郎氏 中野 栄治 日高 旭 牧場 444± 0 〃 クビ 3．9�
45 キングスーサ 牡3栗 58 難波 剛健田上 雅春氏 飯田 雄三 新ひだか ヒサイファーム 462－103：24．37 11．6�
57 キングズオブザサン �6芦 60 熊沢 重文 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 472＋ 23：24．83 8．0�
44 アスタキサンチン 牝5栗 58 中村 将之三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 小葉松 幸雄 B460－ 43：24．9クビ 12．4�
11 ヴィンセンツイヤー �6栗 60 山本 康志 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 2 〃 ハナ 27．3

711 ブラックマイスター 牡3青鹿58 黒岩 悠山口 敦広氏 清水 久詞 新ひだか 城地 清満 488＋ 83：25．0� 5．0�
22 ダンガンコゾウ 牡5栗 60 草野 太郎海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 518＋143：26．06 84．3�
33 ブレイクザポケット 牡5鹿 60 五十嵐雄祐 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434± 03：26．1� 5．1
710 ニットウビクトリー 牡8鹿 60 高野 和馬�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 498＋123：26．73� 28．3�
812 コンゴウリキ �4栗 60 蓑島 靖典浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか 藤川フアーム 444＋ 23：28．9大差 202．5�
813 イダクァイマ 牡5栗 60 上野 翔張 一達氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 528＋223：29．43 15．6�
68 ニシノファルコン 牡4黒鹿60 大庭 和弥西村 亮二氏 高橋 文雅 浦河 王蔵牧場 B472＋203：33．7大差 34．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 21，804，500円 複勝： 29，471，900円 枠連： 15，607，900円
馬連： 46，439，400円 馬単： 23，774，400円 ワイド： 27，167，500円
3連複： 66，122，200円 3連単： 82，928，700円 計： 313，316，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 220円 � 140円 � 350円 枠 連（5－6） 630円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 2，880円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，390円 �� 810円

3 連 複 ��� 4，650円 3 連 単 ��� 24，690円

票 数

単勝票数 計 218045 的中 � 22644（4番人気）
複勝票数 計 294719 的中 � 31774（3番人気）� 69854（1番人気）� 17004（7番人気）
枠連票数 計 156079 的中 （5－6） 19158（1番人気）
馬連票数 計 464394 的中 �� 27507（2番人気）
馬単票数 計 237744 的中 �� 6175（6番人気）
ワイド票数 計 271675 的中 �� 15362（2番人気）�� 4782（18番人気）�� 8463（8番人気）
3連複票数 計 661222 的中 ��� 10657（12番人気）
3連単票数 計 829287 的中 ��� 2435（61番人気）
上り 1マイル 1：46．6 4F 52．3－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

エリーフェアリー �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．6．9 東京8着

2011．4．29生 牝6鹿 母 キセキスティール 母母 シンワスティール 障害：9戦1勝 賞金 17，200，000円
〔制裁〕 キングスーサ号の調教師飯田雄三は，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。

レジェンドパワー号の騎手大江原圭は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



3207711月25日 晴 良 （29東京5）第7日 第5競走 ��
��1，600�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
1：33．0
1：32．3

稍重
良

712 パ ル マ リ ア 牡2鹿 55 R．ムーア 吉田 和美氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 512 ―1：37．0 1．8�
（英）

11 ア ル ー シ ャ 牝2芦 54 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 420 ―1：37．21� 3．1�
45 メープルリキュール 牝2栗 54 柴山 雄一 �社台レースホース栗田 博憲 千歳 社台ファーム 440 ―1：37．52 7．1�
33 ジョーダンエース 牝2鹿 54 大野 拓弥廣崎利洋HD� 久保田貴士 日高 Shall Farm 432 ―1：37．92� 65．1�
22 クールスパート 牡2黒鹿55 菱田 裕二日向 均氏 高橋 文雅 様似 富田 恭司 430 ―1：38．32� 100．9	
813 ウインオルビット 牡2鹿 55 丹内 祐次�ウイン 池上 昌弘 新冠 コスモヴューファーム 498 ―1：38．51� 115．9

610	 ボンナキュイ 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 愛 Michael
McGlynn 458 ― 〃 クビ 57．5�

34 オプティカルビート 牡2鹿 55 北村 宏司水上ふじ子氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 476 ―1：38．6� 16．2�
57 グ ラ ー ヌ ス 牡2黒鹿55 田辺 裕信永野 雄介氏 小西 一男 浦河 カナイシスタッド 450 ―1：38．81� 91．5
69 サマーボーイ 牡2鹿 55 田中 勝春前田 亘輝氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 484 ― 〃 クビ 94．1�
58 ウインサジェス 牡2黒鹿55 松岡 正海�ウイン 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 436 ―1：39．11
 60．8�
46 デルマベリーニ 牝2青鹿54 横山 和生浅沼 廣幸氏 勢司 和浩 日高 ファニーヒルファーム 458 ―1：39．2
 333．7�
711 ジャストザホマレ 牡2青 55 石橋 脩ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 新ひだか 前田ファーム 470 ―1：40．15 63．2�
814 ガーデンテラス 牡2栗 55 吉田 豊窪田 芳郎氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 510 ―1：40．2� 33．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 44，064，500円 複勝： 40，222，700円 枠連： 16，260，300円
馬連： 60，097，400円 馬単： 39，789，200円 ワイド： 38，142，300円
3連複： 75，499，300円 3連単： 118，398，600円 計： 432，474，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（1－7） 260円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 140円 �� 210円 �� 290円

3 連 複 ��� 450円 3 連 単 ��� 1，390円

票 数

単勝票数 計 440645 的中 � 196449（1番人気）
複勝票数 計 402227 的中 � 138740（1番人気）� 86545（2番人気）� 56859（3番人気）
枠連票数 計 162603 的中 （1－7） 46707（1番人気）
馬連票数 計 600974 的中 �� 177834（1番人気）
馬単票数 計 397892 的中 �� 62464（1番人気）
ワイド票数 計 381423 的中 �� 91388（1番人気）�� 40705（2番人気）�� 26729（3番人気）
3連複票数 計 754993 的中 ��� 123759（1番人気）
3連単票数 計1183986 的中 ��� 61685（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．8―37．2―50．3―1：03．0―1：14．6―1：25．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F34．0
3 8，3（12，13）（5，11）（2，6，9，10）7（1，4，14） 4 ・（8，3）（5，12，13）（6，11）（2，9，10）（1，4）（7，14）

勝馬の
紹 介

パ ル マ リ ア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2015．4．21生 牡2鹿 母 エルダンジュ 母母 ガゼルロワイヤル 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。

3207811月25日 晴 稍重 （29東京5）第7日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時40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

713 プロスパラスデイズ 牡2鹿 55 三浦 皇成 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 510 ―1：38．9 2．6�

36 レンジストライク 牡2黒鹿55 蛯名 正義 �サンデーレーシング 武井 亮 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 508 ―1：39．11� 20．5�

23 ラスティユース 牡2栗 55 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 482 ―1：40．710 109．4�
24 セイマスカレード 牝2黒鹿54 吉田 隼人金田 成基氏 中川 公成 浦河 山春牧場 448 ―1：41．01� 19．3�
611 ダイワルーシー 牝2鹿 54 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 446 ― 〃 クビ 17．7�
47 ウィンディシャドウ 牡2鹿 55 内田 博幸飯塚 知一氏 藤原 辰雄 千歳 社台ファーム 500 ―1：41．1クビ 12．4	
612 ネ コ ワ シ 牡2鹿 55 杉原 誠人桐谷 茂氏 星野 忍 新冠 高瀬牧場 502 ―1：41．41� 91．1

12 トーセンバーディー 牡2黒鹿55 横山 和生島川 �哉氏 菊沢 隆徳 日高 有限会社 エ

スティファーム 502 ―1：41．5� 7．9�
815 チャオドリン 牡2栗 55 江田 照男加藤 誠氏 田中 剛 新ひだか グランド牧場 462 ―1：42．03 94．0
510 アシャカナウ 牡2黒鹿55 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 500 ―1：42．2� 23．8�
48 ヤンキーイズム 牡2栗 55

52 ▲野中悠太郎岡 浩二氏 小笠 倫弘 新冠 スカイビーチステーブル 476 ― 〃 ハナ 49．6�
714 アヴァランチ 牡2黒鹿55 柴田 大知吉岡 泰治氏 和田正一郎 浦河 ヒダカフアーム 536 ―1：42．3� 76．7�
11 セイウングラッパ 牡2黒鹿 55

52 ▲武藤 雅西山 茂行氏 伊藤 圭三 日高 長谷川 一男 454 ―1：43．04 54．4�
59 ヴィジャランス 牡2青鹿55 田辺 裕信加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 小林 仁 546 ―1：43．53 20．9�
35 プリティーレディー 牝2鹿 54 戸崎 圭太戸賀 智子氏 梅田 智之 日高 Shall Farm 516 ―1：43．92� 3．6�
816 オリエンタルボーン 牡2栗 55

52 ▲木幡 育也棚網 基己氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 468 ―1：44．11	 203．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，298，700円 複勝： 43，276，800円 枠連： 17，222，300円
馬連： 61，749，000円 馬単： 30，533，800円 ワイド： 38，617，600円
3連複： 77，056，400円 3連単： 92，525，500円 計： 396，280，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 500円 � 1，710円 枠 連（3－7） 460円

馬 連 �� 2，710円 馬 単 �� 3，810円

ワ イ ド �� 990円 �� 2，900円 �� 17，380円

3 連 複 ��� 57，560円 3 連 単 ��� 169，820円

票 数

単勝票数 計 352987 的中 � 109619（1番人気）
複勝票数 計 432768 的中 � 120524（1番人気）� 18294（8番人気）� 4725（14番人気）
枠連票数 計 172223 的中 （3－7） 28983（1番人気）
馬連票数 計 617490 的中 �� 17607（10番人気）
馬単票数 計 305338 的中 �� 6007（12番人気）
ワイド票数 計 386176 的中 �� 10455（8番人気）�� 3392（30番人気）�� 555（89番人気）
3連複票数 計 770564 的中 ��� 1004（145番人気）
3連単票数 計 925255 的中 ��� 395（457番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．2―12．8―13．0―12．9―12．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―36．1―48．9―1：01．9―1：14．8―1：27．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プロスパラスデイズ �
�
父 ハードスパン �

�
母父 Coronado’s Quest 初出走

2015．5．8生 牡2鹿 母 チャリティークエスト 母母 Sweet Charity 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12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）12頭 インコントロ号・シゲノブ号・パーラミター号・バーンフライ号・ブラックコニャック号・ペイシャエリート号・

マラビージャドラダ号・メジャーラプソディ号・モンドグロッソ号・リワードオランジュ号・ローズパラディン号・
ワナビーハッカー号



3207911月25日 晴 良 （29東京5）第7日 第7競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳以上

発走13時10分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，3歳55�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
2：22．1
2：22．1

良
良

34 コルコバード 牝4黒鹿55 R．ムーア �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 442－ 22：25．0 1．6�
（英）

814 グリントオブライト 牝4栗 55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 448＋ 22：25．53 11．5�
610 フリージングレイン 牡3鹿 55 内田 博幸 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 516＋ 82：25．71� 27．0�
611 ハイドロフォイル 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B498＋ 22：25．8	 11．1�
35 アスコットチャンプ 
4栗 57 大野 拓弥星野 �男氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 464－ 42：26．11	 135．4	
713 セシルクラウン 牡4黒鹿57 小野寺祐太島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム B486－ 6 〃 ハナ 192．8

23 マイネルクラフト 牡4黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム 490＋ 42：26．31 31．9�
712 シンボリジュネス 牝3栗 53

52 ☆木幡 巧也シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 470± 02：26．51� 424．2
59 テーオーフォルテ 牡3鹿 55 吉田 隼人小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 ヤナガワ牧場 510－ 22：26．6� 9．2�
11 マイブルーヘブン 牡3鹿 55 津村 明秀三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 坂田牧場 464－ 4 〃 アタマ 39．1�
22 マヤノピナクル 牡4鹿 57 石橋 脩田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 B456＋ 42：26．7	 167．0�
815 キングオブアームズ 牡4鹿 57 C．ルメール 窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 472± 02：26．91 4．8�
58 スイートメモリーズ 牝4黒鹿55 勝浦 正樹堀口 晴男氏 杉浦 宏昭 新ひだか 三石ファーム 508－182：27．96 471．9�
46 � ペンタプリズム 牝5青鹿55 武士沢友治吉川 朋宏氏 堀井 雅広 安平 ノーザンファーム 478＋ 82：28．0クビ 601．9�
47 ルーラーキング 牡3鹿 55 田辺 裕信宮本 貞雄氏 小笠 倫弘 日高 石原牧場 470＋122：28．53 20．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 44，542，200円 複勝： 123，685，300円 枠連： 25，193，700円
馬連： 92，758，100円 馬単： 54，838，100円 ワイド： 59，280，600円
3連複： 119，942，100円 3連単： 199，177，800円 計： 719，417，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 190円 � 340円 枠 連（3－8） 240円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 300円 �� 520円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 2，430円 3 連 単 ��� 5，620円

票 数

単勝票数 計 445422 的中 � 211093（1番人気）
複勝票数 計1236853 的中 � 804821（1番人気）� 73663（3番人気）� 33126（7番人気）
枠連票数 計 251937 的中 （3－8） 80978（1番人気）
馬連票数 計 927581 的中 �� 99791（3番人気）
馬単票数 計 548381 的中 �� 44320（3番人気）
ワイド票数 計 592806 的中 �� 56841（2番人気）�� 28925（5番人気）�� 10217（15番人気）
3連複票数 計1199421 的中 ��� 37017（8番人気）
3連単票数 計1991778 的中 ��� 25679（10番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―12．2―12．1―12．1―12．1―12．1―12．2―11．9―11．9―11．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―24．3―36．5―48．6―1：00．7―1：12．8―1：24．9―1：37．1―1：49．0―2：00．9―2：12．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F36．0
1
3
1－11（5，9）6（4，10）（2，14）（12，15）13，8－3－7
1，11（5，9）＝（6，4）－（2，10）（12，14）（13，15）－8，3＝7

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

勝馬の
紹 介

コルコバード �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2015．8．23 新潟2着

2013．3．6生 牝4黒鹿 母 エンシェントヒル 母母 アズテックヒル 10戦3勝 賞金 45，065，000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。

3208011月25日 晴 稍重 （29東京5）第7日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走13時40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

23 フォギーナイト 牡3芦 56 R．ムーア 金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 482－ 21：36．8 1．7�

（英）

24 シンゼンドリーム 牡4黒鹿57 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 474－ 4 〃 クビ 9．0�
35 ジェイケイライアン 牡5鹿 57 田辺 裕信小谷野次郎氏 松永 康利 新ひだか 藤川フアーム 492＋ 61：36．9クビ 12．5�
36 ディアコンチェルト 牡5黒鹿57 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 新ひだか 八田ファーム 460± 01：37．0� 19．1�
815 ベバスカーン 牡4鹿 57 内田 博幸千明牧場 勢司 和浩 浦河 田中スタッド 550＋ 21：37．1	 18．5�
47 フォーカード 牡3栗 56 三浦 皇成�KTレーシング 小崎 憲 浦河 バンダム牧場 478＋ 8 〃 クビ 61．6	
59 ティルナノーグ 
5鹿 57 石橋 脩前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464＋ 41：37．31 47．9

11 シ ベ リ ウ ス 牡4栗 57 村田 一誠浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B458± 0 〃 ハナ 54．2�
12 プ レ ゼ ン ス 牡3黒鹿56 勝浦 正樹 �社台レースホース尾形 充弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B490＋ 21：37．83 225．7
714 ア ッ キ ー 牝4鹿 55 柴田 大知佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 460＋ 21：37．9� 55．5�
612 メイスンスパート 牡4栗 57 津村 明秀梅村 浩氏 岩戸 孝樹 浦河 アイオイファーム B466± 0 〃 ハナ 24．2�
510 ディアドナテロ 牡5黒鹿57 戸崎 圭太ディアレストクラブ� 池上 昌弘 新冠 武田牧場 B482－ 4 〃 ハナ 24．2�
611 ゼンノスサノヲ 牡6栗 57 岡田 祥嗣大迫久美子氏 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 476＋ 21：38．0	 268．1�
48 � ストロボスコープ 牡3鹿 56 C．ルメール H.H．シェイク・モハメド 藤沢 和雄 米

Fred W. Hertrich
III & John D.
Fielding

472＋ 21：38．21 4．5�
713 ジュガンティーヤ 牡6青 57 横山 和生�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 B538＋ 81：39．05 531．5�
816 キ ー タ イ プ 牡5栗 57 大庭 和弥北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 446＋ 41：39．42	 469．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，880，800円 複勝： 95，054，000円 枠連： 25，515，600円
馬連： 107，576，000円 馬単： 60，267，600円 ワイド： 71，303，300円
3連複： 137，466，200円 3連単： 209，003，100円 計： 763，066，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 200円 � 200円 枠 連（2－2） 810円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 370円 �� 400円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 2，240円 3 連 単 ��� 5，340円

票 数

単勝票数 計 568808 的中 � 256621（1番人気）
複勝票数 計 950540 的中 � 389828（1番人気）� 80784（4番人気）� 86423（3番人気）
枠連票数 計 255156 的中 （2－2） 24197（3番人気）
馬連票数 計1075760 的中 �� 96244（2番人気）
馬単票数 計 602676 的中 �� 41485（2番人気）
ワイド票数 計 713033 的中 �� 52159（2番人気）�� 47573（3番人気）�� 14226（13番人気）
3連複票数 計1374662 的中 ��� 46007（5番人気）
3連単票数 計2090031 的中 ��� 28357（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．9―35．7―47．9―1：00．2―1：12．5―1：24．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォギーナイト �
�
父 Tapit �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2016．11．12 東京1着

2014．5．15生 牡3芦 母 シャンパンドーロ 母母 Champagne Glow 4戦3勝 賞金 27，700，000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 サトノダヴィンチ号
（非抽選馬） 1頭 トラネコ号
※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。



3208111月25日 晴 稍重 （29東京5）第7日 第9競走 ��
��1，600�カ ト レ ア 賞

発走14時15分 （ダート・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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：36．2
1：36．2

不良
不良

77 ルッジェーロ 牡2黒鹿55 戸崎 圭太村木 隆氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 512＋ 61：38．2 4．9�
66 ミックベンハー 牡2栗 55 武藤 雅�キラット・ワン 畠山 吉宏 清水 リトルブルーファーム 486＋ 21：38．3� 25．8�
44 マイネルユキツバキ 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 本間牧場 508－ 4 〃 ハナ 3．7�
88 ブロンズケイ 牡2黒鹿55 菱田 裕二畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 細川農場 494＋ 21：38．93� 15．8�
11 ヴェルトゥアル 牡2鹿 55 C．ルメール �シルクレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 41：39．32� 1．8	
33 � ア ポ ス ト ル 牡2芦 55 内田 博幸吉田 和美氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 504－101：39．72� 58．8

55 レディオブザレイク 牝2鹿 54 荻野 琢真�ミルファーム 石毛 善彦 新冠 オリエント牧場 448＋ 21：42．8大差 315．8�
22 モリトユウブ 牡2鹿 55 北村 宏司石橋 忠之氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 484－ 4 （競走中止） 14．8�

（8頭）

売 得 金
単勝： 63，902，900円 複勝： 71，457，700円 枠連： 発売なし
馬連： 93，088，000円 馬単： 62，719，500円 ワイド： 46，374，700円
3連複： 94，854，200円 3連単： 283，084，300円 計： 715，481，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 260円 � 400円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 4，360円 馬 単 �� 8，430円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 340円 �� 580円

3 連 複 ��� 3，740円 3 連 単 ��� 27，820円

票 数

単勝票数 計 639029 的中 � 107401（3番人気）
複勝票数 計 714577 的中 � 65005（3番人気）� 37417（6番人気）� 155170（2番人気）
馬連票数 計 930880 的中 �� 16528（13番人気）
馬単票数 計 627195 的中 �� 5576（25番人気）
ワイド票数 計 463747 的中 �� 9956（13番人気）�� 38820（3番人気）�� 19969（9番人気）
3連複票数 計 948542 的中 ��� 18975（14番人気）
3連単票数 計2830843 的中 ��� 7377（81番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．5―35．8―48．3―1：01．0―1：13．2―1：25．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F37．2
3 ・（2，8）（4，7）（1，6）3－5 4 2，8（4，7）（1，6）3－5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ルッジェーロ 
�
父 キンシャサノキセキ 

�
母父 Almutawakel デビュー 2017．7．29 新潟1着

2015．3．31生 牡2黒鹿 母 シルヴァーカップ 母母 Ribblesdale 4戦2勝 賞金 19，729，000円
〔競走中止〕 モリトユウブ号は，最後の直線コースで急に内側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 モリトユウブ号は，平成29年11月26日から平成29年12月17日まで出走停止。停止期間の満了後

に平地調教再審査。

3208211月25日 晴 稍重 （29東京5）第7日 第10競走 ��
��1，400�

ぎんれい

銀嶺ステークス
発走14時50分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下，28．11．26以降29．11．19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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

714 レッドゲルニカ 牡4鹿 58 C．ルメール �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 556＋ 81：22．8 3．0�
24 プリサイスエース 牡6栗 55 田辺 裕信井山 登氏 奥村 武 新冠 芳住 鉄兵 508＋ 61：23．22� 11．8�
35 カネトシビバーチェ 牝6鹿 54 戸崎 圭太兼松 忠男氏 大橋 勇樹 浦河 山下 恭茂 448－141：23．3� 7．3�
48 � エイシンビジョン 牡4鹿 55 R．ムーア �栄進堂 藤原 英昭 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

474＋ 4 〃 クビ 3．1�
（英）

815 メリートーン 牝4鹿 52 丸山 元気水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 458－ 21：23．4� 17．4�
36 ブラインドサイド 	8鹿 56 吉田 隼人 	いとはんホール

ディングス 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B504＋ 61：23．5� 11．7

23 グラスエトワール 牝5鹿 53 木幡 巧也半沢	 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B494＋ 21：23．6� 32．0�
47 ライドオンウインド 牡5栗 55 横山 典弘名古屋友豊� 木原 一良 日高 春木 昭雄 506＋ 21：24．02� 50．3�
713 ストロングトリトン 	5鹿 54 木幡 初也村木 篤氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 484＋ 41：24．21
 38．6
510 タマモイレブン 牡5鹿 53 三浦 皇成タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 522＋ 4 〃 ハナ 193．4�
816� フレンドスイート 牝6鹿 51 柴田 善臣横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 472± 0 〃 クビ 127．4�
11 � チェリーサマー 牡5鹿 55 野中悠太郎櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 イーストファーム 516± 01：24．3� 26．9�
611 ショウナンカサロ 牝5青鹿53 吉田 豊国本 哲秀氏 古賀 史生 新ひだか 西村 和夫 470± 01：24．83 13．1�
12 アロンザモナ 牝3鹿 51 丸田 恭介ディアレストクラブ� 西浦 勝一 新ひだか 広田牧場 470－ 2 〃 ハナ 36．1�
59 コスタアレグレ 牡7栗 53 松岡 正海安原 浩司氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田牧場 490＋ 41：25．86 248．0�
612 ライブリシュネル 牡7鹿 52 菱田 裕二加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 478± 01：26．22� 348．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 60，709，500円 複勝： 96，025，600円 枠連： 37，996，700円
馬連： 163，875，100円 馬単： 69，228，800円 ワイド： 96，607，300円
3連複： 214，682，500円 3連単： 277，730，200円 計： 1，016，855，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 260円 � 230円 枠 連（2－7） 1，400円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 2，730円

ワ イ ド �� 710円 �� 520円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 3，730円 3 連 単 ��� 16，520円

票 数

単勝票数 計 607095 的中 � 160784（1番人気）
複勝票数 計 960256 的中 � 218145（1番人気）� 82816（5番人気）� 97167（4番人気）
枠連票数 計 379967 的中 （2－7） 20939（4番人気）
馬連票数 計1638751 的中 �� 72422（5番人気）
馬単票数 計 692288 的中 �� 18969（8番人気）
ワイド票数 計 966073 的中 �� 35087（7番人気）�� 50236（2番人気）�� 19777（16番人気）
3連複票数 計2146825 的中 ��� 43135（8番人気）
3連単票数 計2777302 的中 ��� 12188（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．0―46．7―58．7―1：10．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．1
3 ・（9，14）（1，8，11）－（3，5）（10，13）2，7，12（6，15）16，4 4 ・（9，14）（1，8，11）3，5（10，13）（2，7）6（4，15）12，16

勝馬の
紹 介

レッドゲルニカ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 Point Given デビュー 2015．12．19 中山3着

2013．3．24生 牡4鹿 母 エポカブラヴァ 母母 Aucilla 18戦5勝 賞金 87，807，000円
〔その他〕 ブラインドサイド号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ブラインドサイド号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年12月25日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 オニノシタブル号・ゴールドスーク号・タイセイプレシャス号・ヤマトワイルド号・ラブミークン号
※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。

追 加 記 事（第 3回福島競馬第 6日第 7競走）
〔その他〕　　レジェンドクイーン号は，競走中に疾病〔右第１指節種子骨々折〕を発症。なお，

同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



3208311月25日 晴 良 （29東京5）第7日 第11競走 ��
��1，600�キャピタルステークス

発走15時25分 （芝・左）
3歳以上；負担重量は，3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，28．11．26以降GⅠ競走（牝
馬限定競走を除く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除
く）1着馬2�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�
増，28．11．25以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

24 ダイワキャグニー 牡3黒鹿55 横山 典弘大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 494＋ 81：32．6 3．7�
12 サトノアレス 牡3黒鹿55 C．ルメール �サトミホースカンパニー 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 516＋ 6 〃 クビ 4．3�
713 レ ア リ ス タ 牡5栗 56 R．ムーア �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 484－ 61：33．02� 5．6�

（英）

818 サンライズメジャー 牡8栗 56 大野 拓弥松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 480＋ 21：33．1� 42．7�
11 マイネルアウラート 牡6黒鹿56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 474＋ 6 〃 ハナ 62．6	
612 マイネルハニー 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 浦河 高昭牧場 478± 01：33．2� 18．3

48 トウショウドラフタ 牡4栗 56 岩部 純二トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 488＋ 21：33．3� 105．4�
510 ダノンプラチナ 牡5芦 56 蛯名 正義�ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 482－10 〃 クビ 8．0�
816 ダノンリバティ 牡5鹿 56 戸崎 圭太�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 524± 01：33．4	 7．0
714 アウトライアーズ 牡3鹿 55 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 504＋241：33．5クビ 24．6�
715 ロードクエスト 牡4鹿 56 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 458± 0 〃 クビ 15．4�
23 ピ ン ポ ン 牡7鹿 56 野中悠太郎小田切有一氏 寺島 良 新冠 大栄牧場 470± 01：33．6クビ 386．6�
35 オールザゴー 牡3鹿 55 石橋 脩 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋ 6 〃 ハナ 87．1�
59 ラ ン グ レ ー 牡6鹿 56 松岡 正海 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B482－ 4 〃 クビ 102．7�
611 ロジチャリス 牡5栗 57 内田 博幸久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 560－ 61：33．8	 27．3�
36 ミュゼエイリアン 
5鹿 56 丸山 元気菊地 祐司氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 482＋ 61：34．01� 221．2�
47 オートクレール 牝6栗 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 中野 栄治 日高 出口牧場 446＋ 21：34．21� 32．7�
817 マイネルホウオウ 牡7栗 58 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ヒカル牧場 520± 01：34．62� 419．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 117，962，000円 複勝： 184，530，100円 枠連： 78，445，500円
馬連： 377，745，900円 馬単： 146，204，900円 ワイド： 206，239，100円
3連複： 559，992，100円 3連単： 718，121，600円 計： 2，389，241，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 170円 � 220円 枠 連（1－2） 860円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 400円 �� 590円 �� 700円

3 連 複 ��� 2，430円 3 連 単 ��� 9，180円

票 数

単勝票数 計1179620 的中 � 252251（1番人気）
複勝票数 計1845301 的中 � 347368（1番人気）� 274608（2番人気）� 193990（4番人気）
枠連票数 計 784455 的中 （1－2） 70284（1番人気）
馬連票数 計3777459 的中 �� 311893（1番人気）
馬単票数 計1462049 的中 �� 71182（1番人気）
ワイド票数 計2062391 的中 �� 140555（1番人気）�� 87830（5番人気）�� 72332（7番人気）
3連複票数 計5599921 的中 ��� 172689（3番人気）
3連単票数 計7181216 的中 ��� 56708（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．6―35．2―46．9―58．4―1：09．7―1：21．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．2
3 6（4，12）（10，7，17）1（2，9，11）（13，18）3（16，5）（8，14）15 4 6，12，17（4，10）7（1，9）（2，11）（3，13，18）（16，5）（8，14）15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダイワキャグニー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．11．6 東京1着

2014．2．25生 牡3黒鹿 母 トリプレックス 母母 トリプルワウ 7戦4勝 賞金 69，924，000円
〔騎手変更〕 ミュゼエイリアン号の騎手北村宏司は，第9競走での落馬負傷のため丸山元気に変更。
※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。

3208411月25日 晴 良 （29東京5）第7日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走16時00分 （芝・左）

牝，1000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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

815 アッラサルーテ 牝4栗 55 R．ムーア 吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 482± 01：22．3 3．6�
（英）

713 アルミレーナ 牝3芦 54 C．ルメール �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 440± 0 〃 クビ 3．4�
23 キョウワゼノビア 牝4黒鹿55 内田 博幸�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 478－ 61：22．4� 15．5�
35 � レインボーラヴラヴ 牝6青鹿55 三浦 皇成飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 462± 0 〃 ハナ 104．1�
58 ペルソナリテ 牝4鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 432－ 21：22．5� 8．0	
47 ラッフォルツァート 牝5鹿 55 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 470－101：22．71� 72．9

59 ス ズ カ ゼ 牝3鹿 54 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 472－ 61：22．8� 130．3�
712 ラ ブ タ ー ボ 牝4鹿 55

52 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 竹内 正洋 新ひだか 西村 和夫 442＋ 4 〃 ハナ 62．2�
22 トーホウアイレス 牝3青鹿54 柴田 善臣東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 472± 01：23．0� 19．7
814 ゴールドケープ 牝3鹿 54 丸山 元気 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 426－ 81：23．1	 9．9�
46 ディメンシオン 牝3鹿 54 戸崎 圭太広尾レース� 藤原 英昭 新ひだか 木村 秀則 448－ 61：23．41� 5．3�
610 フ ラ ガ リ ア 牝3黒鹿54 横山 典弘 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 420－10 〃 クビ 21．5�
611� ライズスクリュー 牝3栗 54 吉田 豊島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 458± 01：23．5	 21．1�
34 シンフォニア 牝5栗 55 勝浦 正樹安原 浩司氏 戸田 博文 浦河 辻 牧場 486－ 81：23．82 74．8�
11 タカラジャンヌ 牝6鹿 55

52 ▲横山 武史村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 428＋ 6 〃 クビ 315．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 72，094，300円 複勝： 111，816，600円 枠連： 48，397，300円
馬連： 175，214，400円 馬単： 73，017，000円 ワイド： 102，668，800円
3連複： 233，608，800円 3連単： 315，197，100円 計： 1，132，014，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 160円 � 350円 枠 連（7－8） 500円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，130円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 4，090円 3 連 単 ��� 14，860円

票 数

単勝票数 計 720943 的中 � 158450（2番人気）
複勝票数 計1118166 的中 � 217231（1番人気）� 205518（2番人気）� 61934（6番人気）
枠連票数 計 483973 的中 （7－8） 73902（1番人気）
馬連票数 計1752144 的中 �� 191408（1番人気）
馬単票数 計 730170 的中 �� 37083（2番人気）
ワイド票数 計1026688 的中 �� 104950（1番人気）�� 21527（12番人気）�� 20984（13番人気）
3連複票数 計2336088 的中 ��� 42774（10番人気）
3連単票数 計3151971 的中 ��� 15376（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．4―36．4―48．2―59．5―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アッラサルーテ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Cozzene デビュー 2015．6．27 函館3着

2013．5．3生 牝4栗 母 ラ タ フ ィ ア 母母 Sakura Fabulous 18戦4勝 賞金 64，386，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16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。



（29東京5）第7日 11月25日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 183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

221，900，000円
20，130，000円
1，360，000円
23，880，000円
74，849，000円
5，514，600円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
628，046，700円
999，353，100円
312，842，900円
1，370，419，000円
667，536，600円
823，245，900円
1，852，974，600円
2，662，457，400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 9，316，876，200円

総入場人員 34，370名 （有料入場人員 31，512名）
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