
3208511月26日 晴 良 （29東京5）第8日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走10時00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
1：21．2
1：20．3

良
良

11 ファストライフ 牝2栗 54 北村 宏司石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 436－ 41：22．2 6．4�
815 ペイフォワード 牝2黒鹿54 C．デムーロ �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 424－ 21：22．52 5．1�

（仏）

12 カハラレインボー 牝2栗 54
51 ▲藤田菜七子助川 啓一氏 中野 栄治 日高 賀張中川牧場 422－101：23．03 31．3�

35 ロイヤルオペラ 牝2鹿 54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム 450± 0 〃 アタマ 5．4�
816 マイネルアンドゥミ 牡2芦 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 432－ 21：23．2� 114．4	

611� セイウンアカマイ 牝2栗 54 田辺 裕信西山 茂行氏 上原 博之 米
Pollock Farms, T &
C Kentucky Inc &
Arthur Maberry

452－10 〃 クビ 6．3

713 ダウンタウンキラリ 牝2栗 54 戸崎 圭太林 正道氏 池上 昌和 新ひだか 服部 牧場 440± 01：23．3クビ 3．7�
817 マリノエクスプレス 牝2黒鹿 54

51 ▲武藤 雅矢野まり子氏 小野 次郎 日高 クラウン日高牧場 432－ 2 〃 クビ 26．3�
59 ニシノオトコマサリ 牝2青鹿 54

51 ▲野中悠太郎成田 隆好氏 加藤 和宏 むかわ 宇南山牧場 B400＋ 6 〃 アタマ 52．2
510 トーセンウインク 牝2栗 54 柴山 雄一島川 �哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ

スティファーム 420＋ 21：23．4クビ 13．3�
24 コスモハーキュリー 牡2鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 444＋ 21：23．93 327．3�
48 ゴールドマーシュ 牡2鹿 55 武士沢友治坂田 行夫氏 伊藤 正徳 新冠 守矢牧場 510＋101：24．43 165．5�
36 プラジュニャー 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 土田 稔 日高 大江牧場 462－ 21：24．61 45．9�
714 ペイシャオブライフ 牝2鹿 54 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 新冠 隆栄牧場 474＋ 61：24．81	 85．2�
47 ソウラセブン 牝2青鹿54 黛 弘人村田 滋氏 柄崎 孝 浦河 ディアレスト

クラブ 436＋ 81：24．9
 178．5�
23 ゴールデンパレス 牝2栗 54

51 ▲横山 武史山口 正行氏 大和田 成 新ひだか 聖心台牧場 432＋ 21：25．0
 348．3�
612 サ ラ ー ト 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 萱野 浩二 新ひだか 大典牧場 452＋ 41：25．53 327．3�

（17頭）

売 得 金
単勝： 33，162，400円 複勝： 56，512，000円 枠連： 15，813，700円
馬連： 73，251，700円 馬単： 32，886，100円 ワイド： 47，374，500円
3連複： 103，754，200円 3連単： 113，891，300円 計： 476，645，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 210円 � 180円 � 710円 枠 連（1－8） 1，100円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 3，680円

ワ イ ド �� 710円 �� 2，040円 �� 2，600円

3 連 複 ��� 15，440円 3 連 単 ��� 75，890円

票 数

単勝票数 計 331624 的中 � 43330（5番人気）
複勝票数 計 565120 的中 � 73740（5番人気）� 93513（2番人気）� 15935（8番人気）
枠連票数 計 158137 的中 （1－8） 11106（4番人気）
馬連票数 計 732517 的中 �� 31220（10番人気）
馬単票数 計 328861 的中 �� 6699（20番人気）
ワイド票数 計 473745 的中 �� 18035（9番人気）�� 5844（22番人気）�� 4556（27番人気）
3連複票数 計1037542 的中 ��� 5037（50番人気）
3連単票数 計1138913 的中 ��� 1088（228番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．4―11．6―11．9―12．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．6―46．2―58．1―1：10．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F36．0
3 11－（5，6）14（4，13，17）12（3，16）15（1，9，10）－8，2，7 4 11－（5，6）（4，13，14）（12，17）16（3，9，15）1，10－8，2，7

勝馬の
紹 介

ファストライフ �
�
父 スーパーホーネット �

�
母父 チチカステナンゴ デビュー 2017．8．5 札幌2着

2015．5．10生 牝2栗 母 トゥファーアウェイ 母母 クレープシュゼット 5戦1勝 賞金 11，050，000円
※出走取消馬 ノーブルウラノス号（疾病〔左前肢跛行〕のため）
※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 マカロン号
（非抽選馬） 1頭 ブラックジルベルト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3208611月26日 晴 稍重 （29東京5）第8日 第2競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走10時25分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：36．2
1：36．2

不良
不良

612� バトルマイスター 牡2鹿 55 R．ムーア グリーンフィールズ� 手塚 貴久 米 Northwest
Farms LLC 488± 01：38．4 1．4�

（英）

816 アシャカデッシュ 牡2鹿 55 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 登別 登別上水牧場 494－ 21：39．35 5．3�
36 ディープシャイン 牡2黒鹿55 武 豊 DMMドリームクラブ� 田村 康仁 新ひだか 矢野牧場 464＋ 2 〃 アタマ 6．1�
35 クニノオーシャン 牡2芦 55 松岡 正海太陽光� 浅野洋一郎 日高 浜本 幸雄 480＋ 61：40．04 68．9�
714 サイモンジルバ 牝2鹿 54

51 ▲藤田菜七子澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 三嶋牧場 460± 01：40．1クビ 67．7�
12 リアルモンテ 牡2鹿 55 内田 博幸伊藤 誠吉氏 中川 公成 日高 広中 稔 474－ 41：40．42 78．0	
510 マイネルレヴリー 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 新冠 武田 修一 454＋ 2 〃 ハナ 30．0

23 コパノステラート 牝2栗 54 戸崎 圭太小林 祥晃氏 小島 茂之 新ひだか 岡田牧場 478－ 41：40．5� 41．1�
815 トミケンゲヌーク 	2青 55 江田 照男冨樫 賢二氏 和田 正道 新ひだか 乾 皆雄 464＋ 8 〃 クビ 529．0�
713 トレジャード 牡2栗 55 北村 宏司ターフ・スポート勢司 和浩 浦河 谷川牧場 484＋ 81：41．03 63．3�
11 マイネルクランチ 牡2鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 海馬沢 明 442＋ 21：41．1� 653．0�
24 アイルグレイス 牝2栃栗54 宮崎 北斗 ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 432± 0 〃 ハナ 760．2�
48 カ エ デ 牝2栗 54 田辺 裕信木村 廣太氏 尾形 和幸 新ひだか 本桐牧場 470± 01：41．73� 22．6�
59 アドバンスマルス 牡2鹿 55 F．ミナリク広尾レース� 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 504－ 41：42．55 295．2�

（独）

47 サンマルアナザー 牡2鹿 55 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 B472－ 2 〃 ハナ 563．4�
611 マロンスライム 牡2栗 55 伊藤 工真田頭 勇貴氏 石毛 善彦 青森 諏訪牧場 434＋161：43．88 663．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，867，200円 複勝： 154，843，800円 枠連： 16，143，800円
馬連： 73，447，600円 馬単： 47，924，100円 ワイド： 50，515，400円
3連複： 104，423，100円 3連単： 171，909，700円 計： 666，074，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 120円 � 140円 枠 連（6－8） 260円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 330円

ワ イ ド �� 130円 �� 190円 �� 400円

3 連 複 ��� 480円 3 連 単 ��� 1，250円

票 数

単勝票数 計 468672 的中 � 262821（1番人気）
複勝票数 計1548438 的中 � 1173739（1番人気）� 114165（2番人気）� 73703（3番人気）
枠連票数 計 161438 的中 （6－8） 46853（1番人気）
馬連票数 計 734476 的中 �� 209257（1番人気）
馬単票数 計 479241 的中 �� 106984（1番人気）
ワイド票数 計 505154 的中 �� 126450（1番人気）�� 62981（2番人気）�� 22895（5番人気）
3連複票数 計1044231 的中 ��� 162804（1番人気）
3連単票数 計1719097 的中 ��� 99598（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．6―48．1―1：01．3―1：14．3―1：26．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�バトルマイスター �
�
父 Bodemeister �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2017．11．11 東京2着

2015．4．28生 牡2鹿 母 Elusive Horizon 母母 Exogenetic 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 アドバンスマルス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 アドバンスマルス号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マロンスライム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年12月26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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 カイトセブン号・スターライトキス号・トーアスサノオー号・ネコマヒカ号・モリトカチグリ号
※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。

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８日



3208711月26日 晴 良 （29東京5）第8日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走10時55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

713 ロ ジ テ ィ ナ 牡2黒鹿55 内田 博幸久米田正明氏 新開 幸一 新冠 新冠橋本牧場 528－ 22：02．8 18．7�
48 シャドウアイランド 牝2鹿 54 C．デムーロ 飯塚 知一氏 藤沢 和雄 新ひだか 前川 正美 434－14 〃 クビ 8．5�

（仏）

24 ライトカラカゼ 牡2鹿 55 岩田 康誠星野 壽市氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 474－ 82：03．01 15．1�
612 マイネルキラメキ 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 412－ 2 〃 クビ 41．4�
36 サトノオンリーワン 牡2芦 55 R．ムーア �サトミホースカンパニー 堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 8 〃 アタマ 1．5�
（英）

35 グラマラスライフ 牝2黒鹿54 C．ルメール 	シルクレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 456－102：03．1� 5．2

23 シャイニーロケット 牡2鹿 55 勝浦 正樹小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 雅 牧場 454± 02：03．2クビ 72．8�
59 ロゼフェニックス 牡2黒鹿 55

52 ▲武藤 雅髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 432＋ 42：03．3� 74．8�
47 フラッシュスタイル 牡2黒鹿55 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 498＋102：03．51� 52．4
11 スガノスマイル 牡2鹿 55 戸崎 圭太菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 田上 徹 476± 02：03．71� 49．6�
12 ゲンパチカイナル 牡2鹿 55 吉田 豊平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか 前川 正美 478－ 22：03．8� 42．1�
815 パワフルノンコ 牝2鹿 54 池添 謙一吉田 千津氏 小島 太 千歳 社台ファーム 506＋ 42：03．9� 224．0�
714 オペラサンデー 牡2栗 55

52 ▲野中悠太郎戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 432＋102：04．0クビ 217．2�
816 ラッキーチョウサン 牡2鹿 55 松岡 正海�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 548＋ 22：05．610 468．4�
510 ハーモニーヘルメス 牡2鹿 55 柴田 善臣日下部勝德氏 土田 稔 日高 西野 春樹 520－ 22：05．7� 504．7�
611 マイネルポーション 牡2栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 448± 02：05．91� 619．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，514，600円 複勝： 120，256，800円 枠連： 19，731，300円
馬連： 77，063，800円 馬単： 50，756，600円 ワイド： 57，327，700円
3連複： 109，348，400円 3連単： 180，535，500円 計： 662，534，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，870円 複 勝 � 450円 � 410円 � 620円 枠 連（4－7） 4，090円

馬 連 �� 5，760円 馬 単 �� 15，060円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 1，700円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 14，070円 3 連 単 ��� 123，590円

票 数

単勝票数 計 475146 的中 � 21555（5番人気）
複勝票数 計1202568 的中 � 71925（4番人気）� 80214（3番人気）� 49308（5番人気）
枠連票数 計 197313 的中 （4－7） 3732（9番人気）
馬連票数 計 770638 的中 �� 10356（15番人気）
馬単票数 計 507566 的中 �� 2527（30番人気）
ワイド票数 計 573277 的中 �� 12358（12番人気）�� 8542（16番人気）�� 13578（10番人気）
3連複票数 計1093484 的中 ��� 5828（37番人気）
3連単票数 計1805355 的中 ��� 1059（249番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．2―12．5―13．0―13．0―12．7―11．5―11．5―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―36．8―49．3―1：02．3―1：15．3―1：28．0―1：39．5―1：51．0

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

勝馬の
紹 介

ロ ジ テ ィ ナ �
�
父 ロジユニヴァース �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．10．21 東京6着

2015．3．1生 牡2黒鹿 母 コヴェンティナ 母母 ライクリーティナ 3戦1勝 賞金 5，750，000円
※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 トキメキジュピター号
※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。

3208811月26日 晴 良 （29東京5）第8日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走11時25分 （芝・左）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：45．9
1：45．9

良
良

11 リビーリング 牡2鹿 55 M．デムーロ�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 498 ―1：49．7 9．5�
715 アルビオリクス 牡2鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 492 ―1：49．91� 7．6�
36 カラリエーヴァ 牝2鹿 54 戸崎 圭太天堀 忠博氏 中川 公成 新冠 芳住 鉄兵 488 ―1：50．0クビ 36．9�
714 オーヴォドーロ 牝2黒鹿54 岩田 康誠 �いとはんホール

ディングス 久保田貴士 千歳 社台ファーム 462 ―1：50．21� 16．5�
510 アストラサンタン 牝2青鹿54 福永 祐一丹羽久一郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 464 ―1：50．3� 24．1	
24 ブレステイキング 牡2鹿 55 R．ムーア �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 484 ―1：50．62 1．3


（英）

612 コシミノダンサー 牝2鹿 54 津村 明秀吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 462 ― 〃 クビ 57．0�
817 ユーロジャイズ 牡2栗 55 池添 謙一水上 行雄氏 竹内 正洋 浦河 笠松牧場 448 ―1：50．7クビ 140．1�
23 ディーエスノワール 牡2青鹿55 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 472 ―1：50．8� 207．7
816 ミラーマッチ 牝2鹿 54 北村 宏司吉田 照哉氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 466 ―1：51．54 78．6�
59 ヒーロークライシス 牡2青鹿55 蛯名 正義 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 522 ―1：51．81� 99．0�
713 テ ィ イ 牝2黒鹿54 田辺 裕信近藤 英子氏 大竹 正博 登別 青藍牧場 430 ―1：51．9� 139．0�
35 エイカイオリンピア 牡2鹿 55 内田 博幸二木 英德氏 高柳 瑞樹 洞�湖 レイクヴィラファーム 524 ― 〃 クビ 78．2�
48 テトラルキア 牡2鹿 55 C．デムーロ 吉田 照哉氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 490 ―1：52．0クビ 88．8�

（仏）

47 ケイアイムーンバ 牡2鹿 55 柴田 善臣亀田 和弘氏 加藤 征弘 浦河 富田牧場 486 ―1：52．1� 245．7�
12 コ イ バ ナ 牝2青鹿54 吉田 豊窪田 芳郎氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 442 ― 〃 アタマ 309．5�
818 ブライトロージー 牝2栗 54 横山 典弘吉田 千津氏 和田 正道 千歳 社台ファーム 476 ―1：52．52� 218．7�
611 ブライトホープ 牝2黒鹿54 F．ミナリク 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 466 ―1：53．24 250．5�
（独）

（18頭）

売 得 金
単勝： 58，385，100円 複勝： 138，107，900円 枠連： 24，259，100円
馬連： 69，043，300円 馬単： 50，921，800円 ワイド： 52，462，400円
3連複： 90，978，500円 3連単： 159，160，000円 計： 643，318，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 530円 � 360円 � 1，500円 枠 連（1－7） 2，040円

馬 連 �� 2，710円 馬 単 �� 6，300円

ワ イ ド �� 680円 �� 2，380円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 14，790円 3 連 単 ��� 75，560円

票 数

単勝票数 計 583851 的中 � 51686（3番人気）
複勝票数 計1381079 的中 � 68574（3番人気）� 110249（2番人気）� 22083（6番人気）
枠連票数 計 242591 的中 （1－7） 9182（5番人気）
馬連票数 計 690433 的中 �� 19691（8番人気）
馬単票数 計 509218 的中 �� 6060（16番人気）
ワイド票数 計 524624 的中 �� 20966（5番人気）�� 5517（20番人気）�� 5808（18番人気）
3連複票数 計 909785 的中 ��� 4611（41番人気）
3連単票数 計1591600 的中 ��� 1527（177番人気）

ハロンタイム 12．9―12．2―12．3―12．9―12．7―12．0―11．4―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．1―37．4―50．3―1：03．0―1：15．0―1：26．4―1：37．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F34．7

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

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

勝馬の
紹 介

リビーリング �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Gone West 初出走

2015．1．31生 牡2鹿 母 インコグニート 母母 デインスカヤ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 リビーリング号の騎手M．デムーロは，2コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番・14番・9番・

12番）
ブレステイキング号の騎手R．ムーアは，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番・5番）

〔その他〕 リビーリング号は，2コーナーで急に外側に逃避したことについて平地調教注意。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3208911月26日 晴 稍重 （29東京5）第8日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走12時15分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

24 � ターゲリート 牡4黒鹿57 福永 祐一�G1レーシング 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 494± 01：24．7 5．9�

713 レッドオーガー 牡3鹿 56
53 ▲木幡 育也 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 平取 坂東牧場 480± 01：25．12� 59．0�

816 デピュティプライム �4栗 57 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 482± 01：25．2クビ 2．3�
59 スズカゴーディー 牡3黒鹿 56

53 ▲菊沢 一樹永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 474－ 21：25．3� 16．5�
36 モンスターキング �4鹿 57 H．ボウマン 林 正道氏 武井 亮 新冠 柏木 一則 474± 01：25．62 9．3�

（豪）

714 ト ル マ リ 牝3鹿 54 柴田 大知水上ふじ子氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 450－ 21：26．13 163．5	
47 ウィズエモーション 牝4鹿 55 M．デムーロ 
社台レースホース栗田 博憲 千歳 社台ファーム 486＋ 21：26．2� 4．4�
510 ダ イ フ ク 牡4黒鹿 57

54 ▲横山 武史小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 前田 宗将 490＋ 61：26．41	 25．9�
35 コアコンピタンス 牡4鹿 57 武士沢友治 
社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム B514＋16 〃 アタマ 174．9
611 リンガスヴィグラス 牝5鹿 55

52 ▲藤田菜七子伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 482＋ 4 〃 アタマ 43．1�
48 エンセラダス �3黒鹿56 松岡 正海嶋田 賢氏 手塚 貴久 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 468＋ 81：26．61 154．5�
612 メイショウルミナス 牝3黒鹿54 池添 謙一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 468± 01：26．7クビ 28．8�
12 � ビ ッ フ ル 牡3栗 56 西田雄一郎小林竜太郎氏 松永 康利 平取 船越 伸也 528－ 61：27．02 254．7�
23 ゴールドアピール 牝3鹿 54 北村 宏司居城 寿与氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム 460± 01：27．1� 8．7�
815 ワタシダイナマイト 牝5栗 55

52 ▲武藤 雅小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 470－101：28．05 418．2�
11 � サンデリアーナ 牝4鹿 55 勝浦 正樹海谷 幸司氏 高橋 義博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512－ 91：28．95 381．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 53，218，600円 複勝： 73，528，500円 枠連： 25，228，600円
馬連： 97，441，800円 馬単： 49，119，700円 ワイド： 64，959，100円
3連複： 128，783，800円 3連単： 160，159，400円 計： 652，439，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 210円 � 950円 � 120円 枠 連（2－7） 6，930円

馬 連 �� 16，970円 馬 単 �� 25，760円

ワ イ ド �� 4，650円 �� 410円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 12，630円 3 連 単 ��� 102，210円

票 数

単勝票数 計 532186 的中 � 71855（3番人気）
複勝票数 計 735285 的中 � 80797（3番人気）� 12164（10番人気）� 244691（1番人気）
枠連票数 計 252286 的中 （2－7） 2821（18番人気）
馬連票数 計 974418 的中 �� 4448（34番人気）
馬単票数 計 491197 的中 �� 1430（59番人気）
ワイド票数 計 649591 的中 �� 3348（38番人気）�� 45647（2番人気）�� 7918（20番人気）
3連複票数 計1287838 的中 ��� 7645（39番人気）
3連単票数 計1601594 的中 ��� 1136（279番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．9―35．5―47．3―59．6―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ターゲリート �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Crafty Prospector

2013．3．1生 牡4黒鹿 母 デ ィ ー バ 母母 ミスセクレト 3戦1勝 賞金 9，700，000円
地方デビュー 2017．1．30 名古屋

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 カガヤクミナノユメ号
（非抽選馬） 5頭 イイナヅケ号・ヴィーグリーズ号・ネオビッグバン号・ファステストネオ号・ボルドー号
※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。

3209011月26日 晴 稍重 （29東京5）第8日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走12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
1：33．8
1：33．3

重
良

59 ジュンスターホース 牡3栗 56 C．デムーロ 河合 純二氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B466＋ 41：37．2 4．5�
（仏）

36 リ ア リ ス ト 牡4鹿 57 戸崎 圭太吉澤 克己氏 相沢 郁 安平 ノーザンファーム B486＋121：37．94 3．2�
816 ボーントゥレイン 牡4鹿 57 吉田 豊窪田 康志氏 田村 康仁 浦河 谷川牧場 518± 01：38．0クビ 36．2�
23 ヤマイチジャスティ 牝4鹿 55 田中 勝春菊地 祐司氏 高市 圭二 浦河 信岡牧場 484－ 2 〃 クビ 58．1�
611 ポップアップスター 牡3青鹿56 田辺 裕信 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 526＋121：38．1� 5．6�
714 ヨクエロマンボ �4芦 57 内田 博幸平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 456－ 61：38．2� 22．8	
510 エレクトロポップ 牡4青鹿 57

54 ▲横山 武史 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 506± 01：38．3� 7．7

47 � フッカツノノロシ 牡4黒鹿 57

54 ▲武藤 雅福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 前田 宗将 506＋ 31：38．61� 76．4�
815 オープンザウェイ 牡5栗 57 福永 祐一�ラ・メール 田村 康仁 日高 沖田牧場 468＋ 41：38．81	 9．1
12 シンボリバーグ 牝3芦 54 C．ルメールシンボリ牧場 藤沢 和雄 日高 シンボリ牧場 494－ 21：39．01� 6．3�
48 プロディジャス 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也�G1レーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 482＋241：39．1� 53．5�
24 カ ム イ 牡4鹿 57 柴田 善臣川島 吉男氏 大和田 成 新ひだか 木田牧場 474＋101：39．41
 219．9�
11 レッドアメリア 牝3鹿 54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 新ひだか 乾 皆雄 454－ 81：40．25 179．1�
35 ナンヨーファミユ 牡4鹿 57 武士沢友治中村 德也氏 武市 康男 安平 ノーザンファーム 476＋101：40．83� 329．2�
713 フレンドパリ 牝3黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 446＋ 61：41．01 102．3�
612� ランニングマン 牡3芦 56 長岡 禎仁杉浦 和也氏 石栗 龍彦 新ひだか 小野 秀治 488＋ 21：41．31� 465．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，841，400円 複勝： 85，511，000円 枠連： 25，675，200円
馬連： 110，825，600円 馬単： 51，001，000円 ワイド： 69，207，300円
3連複： 144，642，000円 3連単： 175，148，500円 計： 714，852，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 160円 � 690円 枠 連（3－5） 550円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 410円 �� 2，100円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 7，750円 3 連 単 ��� 33，600円

票 数

単勝票数 計 528414 的中 � 93217（2番人気）
複勝票数 計 855110 的中 � 150848（2番人気）� 168299（1番人気）� 22373（8番人気）
枠連票数 計 256752 的中 （3－5） 36011（1番人気）
馬連票数 計1108256 的中 �� 95370（1番人気）
馬単票数 計 510010 的中 �� 20573（3番人気）
ワイド票数 計 692073 的中 �� 47401（1番人気）�� 8000（21番人気）�� 9137（20番人気）
3連複票数 計1446420 的中 ��� 13989（26番人気）
3連単票数 計1751485 的中 ��� 3779（125番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―12．5―12．5―12．6―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．1―34．8―47．3―59．8―1：12．4―1：24．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジュンスターホース �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Nashwan デビュー 2016．10．10 東京18着

2014．4．4生 牡3栗 母 アドマイヤヒラリー 母母 ダ リ ン ダ 7戦1勝 賞金 11，300，000円
［他本会外：2戦1勝］

※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） 2頭 ココロノキャンバス号・スモモチャン号
（非抽選馬） 6頭 オヒアレフア号・オールイン号・プエルト号・マイネルツァイト号・マイネルレンカ号・リネンソング号
※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。



3209111月26日 晴 良 （29東京5）第8日 第7競走 ��
��1，600�ベ ゴ ニ ア 賞

発走13時15分 （芝・左）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：32．3

稍重
良

78 アンブロジオ 牡2栗 55 C．ルメール �シルクレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446＋ 61：35．0 2．3�

810 エングローサー 牡2鹿 55 戸崎 圭太中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 474＋ 4 〃 クビ 11．1�
67 エントシャイデン 牡2芦 55 蛯名 正義前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458＋ 41：35．1クビ 3．4�
811 ソイルトゥザソウル 牡2青鹿55 田中 勝春グリーンスウォード高市 圭二 新冠 村田牧場 426± 01：35．31� 12．1�
22 スワーヴポルトス 牡2鹿 55 M．デムーロ�NICKS 庄野 靖志 新冠 ハシモトフアーム 430＋ 21：35．51� 5．8	
44 ドラゴンハート 牡2栗 55 田辺 裕信スリースターズレーシング 小西 一男 新ひだか 平野牧場 452＋14 〃 クビ 17．2

33 アースビヨンド 牡2黒鹿55 福永 祐一前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 506± 01：35．71� 18．8�
55 � マアトコウボウ 牡2黒鹿55 張田 昂国田 正忠氏 張田 京 新冠 石田牧場 420＋ 41：35．8クビ 178．0�

（船橋） （船橋）

11 ヴィオトポス 牝2青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム 448＋141：36．01	 60．1

66 ヒ ヤ シ ン ス 牝2鹿 54 荻野 琢真�ミルファーム 岩戸 孝樹 苫小牧 藤澤 昭勝 464± 01：37．7大差 477．5�
79 ハッピーリフレイン 牝2鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 南田美知雄 むかわ 新井牧場 410－ 81：37．91 474．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 69，796，800円 複勝： 72，765，100円 枠連： 20，101，800円
馬連： 108，825，800円 馬単： 60，242，500円 ワイド： 60，678，800円
3連複： 129，987，700円 3連単： 224，037，300円 計： 746，435，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 170円 � 130円 枠 連（7－8） 550円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 380円 �� 210円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 6，420円

票 数

単勝票数 計 697968 的中 � 243172（1番人気）
複勝票数 計 727651 的中 � 180332（1番人気）� 84938（4番人気）� 148503（2番人気）
枠連票数 計 201018 的中 （7－8） 28102（2番人気）
馬連票数 計1088258 的中 �� 68676（4番人気）
馬単票数 計 602425 的中 �� 29612（4番人気）
ワイド票数 計 606788 的中 �� 37760（4番人気）�� 83196（1番人気）�� 32430（6番人気）
3連複票数 計1299877 的中 ��� 80628（2番人気）
3連単票数 計2240373 的中 ��� 25281（15番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．3―47．5―59．8―1：11．5―1：23．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンブロジオ �
�
父 ローズキングダム �

�
母父 Songandaprayer デビュー 2017．9．2 札幌2着

2015．3．5生 牡2栗 母 アンティフォナ 母母 Snatched 3戦2勝 賞金 18，052，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

3209211月26日 晴 良 （29東京5）第8日 第8競走 ��
��1，800�オリエンタル賞

発走13時50分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下，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 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
1：44．2
1：43．9

良
良

612 サンティール 牝3鹿 52 M．デムーロ吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 464－ 41：46．8 5．1�
35 エ ン ジ ニ ア 牡4鹿 55 北村 宏司髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 486＋ 21：46．9� 6．9�
23 サーブルオール 牡4鹿 57 C．ルメール �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 486－ 41：47．11� 3．3�
48 ロードプレミアム 牡4黒鹿55 R．ムーア �ロードホースクラブ 斎藤 誠 新ひだか ケイアイファーム 490± 01：47．2� 5．1�

（英）

24 マイネルユニブラン 牡3黒鹿53 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 日高 沖田牧場 528± 01：47．3クビ 81．8	

12 ギブアンドテイク 	6栗 53 岩田 康誠嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 浦河 昭和牧場 484＋16 〃 クビ 65．8

510 ワンダープチュック 牡3黒鹿53 中谷 雄太山本 信行氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 486＋ 21：47．4クビ 16．1�
47 ラスイエットロス 牝4鹿 51 宮崎 北斗 �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 424± 0 〃 クビ 297．6�
36 レプランシュ 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 466＋161：47．5
 16．4
713 エニグマバリエート 牡5青鹿55 福永 祐一平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 498＋ 41：47．71 56．8�
815 オンタケハート 牡6鹿 54 勝浦 正樹宮原 廣伸氏 伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 488± 0 〃 クビ 90．5�
11 ナムラムラサキ 牝3鹿 52 津村 明秀奈村 睦弘氏 岩戸 孝樹 日高 いとう牧場 420± 01：47．8クビ 8．6�
816 ベストリゾート 牡3鹿 53 C．デムーロ 保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 ハナ 19．6�

（仏）

59 セイントバローズ 牡5鹿 54 内田 博幸猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富田牧場 486－ 81：48．11� 118．7�
714 ヤマニンバステト 牝6鹿 53 伊藤 工真土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 482＋221：48．2クビ 124．5�
817 ニシノアモーレ 牝3栗 51 武藤 雅西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 藤原牧場 B430± 0 〃 ハナ 22．2�
611 スワンボート 牡7鹿 50 藤田菜七子田頭 勇貴氏 柴田 政人 浦河 オンワード牧場 478＋101：50．7大差 169．9�

（17頭）

売 得 金
単勝： 68，312，900円 複勝： 109，376，200円 枠連： 37，679，300円
馬連： 173，085，600円 馬単： 72，323，900円 ワイド： 103，962，800円
3連複： 223，380，800円 3連単： 271，407，400円 計： 1，059，528，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 180円 � 190円 � 140円 枠 連（3－6） 1，350円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 2，900円

ワ イ ド �� 560円 �� 440円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，750円 3 連 単 ��� 12，220円

票 数

単勝票数 計 683129 的中 � 106878（2番人気）
複勝票数 計1093762 的中 � 147632（3番人気）� 131624（4番人気）� 229524（1番人気）
枠連票数 計 376793 的中 （3－6） 21494（4番人気）
馬連票数 計1730856 的中 �� 84609（5番人気）
馬単票数 計 723239 的中 �� 18703（8番人気）
ワイド票数 計1039628 的中 �� 45884（5番人気）�� 61761（2番人気）�� 60589（3番人気）
3連複票数 計2233808 的中 ��� 95718（2番人気）
3連単票数 計2714074 的中 ��� 16098（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―36．0―48．2―1：00．2―1：11．9―1：23．4―1：35．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．6―3F34．9

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

勝馬の
紹 介

サンティール �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．9．17 中山3着

2014．3．29生 牝3鹿 母 サンヴィクトワール 母母 ヴィクトリーバンク 8戦3勝 賞金 31，592，000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。



3209311月26日 晴 稍重 （29東京5）第8日 第9競走 ��
��1，400�シャングリラ賞

発走14時25分 （ダート・左）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

510 タイセイエクレール 牡4鹿 57 M．デムーロ田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 512－101：24．3 6．2�
48 ク ラ シ コ 牡5鹿 57 R．ムーア 林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 516± 01：24．51� 4．4�

（英）

12 アルーアキャロル 牡4栗 57 C．ルメール �シルクレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 508± 0 〃 アタマ 1．9�
23 アフターバーナー 牡3鹿 56 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 B516± 01：24．71 23．0�
713 セ ネ ッ テ ィ 牡4鹿 57 C．デムーロ �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 492＋ 41：24．91	 11．9	

（仏）

35 ダブルコーク 牡6黒鹿57 蛯名 正義�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 496± 01：25．11 14．8

11 ノーブルサンズ 牝4栗 55 江田 照男吉木 伸彦氏 田村 康仁 浦河 ガーベラパー

クスタツド 456－ 41：25．31� 143．2�
47 アサケパワー 牡3鹿 56 岩田 康誠大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 510＋ 21：25．4	 16．8�
59 トミケンキルカス 牡5栗 57 柴田 善臣冨樫 賢二氏 大和田 成 新ひだか 飯岡牧場 520＋ 61：25．82	 213．4
714 ウ ラ ガ ー ノ 牝3青鹿54 戸崎 圭太藤田 孟司氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム 508－14 〃 クビ 33．4�
24 マンカストラップ 牡3青鹿56 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 484± 01：25．9クビ 385．0�
816 フジゴウカイ 牡5黒鹿57 野中悠太郎荒木 誠氏 高市 圭二 新冠 対馬 正 510－ 6 〃 ハナ 428．9�
612
 トウシンダイヤ 牡4栗 57 中谷 雄太�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 540＋121：26．11	 467．7�
815 アオイサンシャイン 牝4黒鹿55 内田 博幸新谷 幸義氏 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520± 0 〃 アタマ 39．6�
611 ララパルーザ 牡4鹿 57 柴山 雄一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 浦河 大柳ファーム B526＋ 6 〃 クビ 67．0�
36 エ ッ シ ャ ー �3栗 56 福永 祐一小田 吉男氏 中竹 和也 新冠 ハクツ牧場 474＋ 21：27．05 93．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 79，522，200円 複勝： 107，782，500円 枠連： 37，393，000円
馬連： 187，815，500円 馬単： 93，202，700円 ワイド： 110，175，300円
3連複： 253，391，600円 3連単： 399，459，100円 計： 1，268，741，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 150円 � 130円 � 110円 枠 連（4－5） 1，090円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 3，080円

ワ イ ド �� 390円 �� 280円 �� 200円

3 連 複 ��� 710円 3 連 単 ��� 6，860円

票 数

単勝票数 計 795222 的中 � 101012（3番人気）
複勝票数 計1077825 的中 � 146603（3番人気）� 197072（2番人気）� 300288（1番人気）
枠連票数 計 373930 的中 （4－5） 26582（5番人気）
馬連票数 計1878155 的中 �� 101141（5番人気）
馬単票数 計 932027 的中 �� 22651（10番人気）
ワイド票数 計1101753 的中 �� 64591（3番人気）�� 97116（2番人気）�� 158483（1番人気）
3連複票数 計2533916 的中 ��� 267511（1番人気）
3連単票数 計3994591 的中 ��� 42179（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―36．1―48．5―1：00．7―1：12．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F35．8
3 6（7，9）8（10，14）（4，2）（5，15，13）（1，12）（11，16）3 4 ・（6，7）9，8（10，14）（4，2）（5，13）（3，1，15，16）（11，12）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイセイエクレール �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．9．6 小倉7着

2013．3．6生 牡4鹿 母 クリスビーナス 母母 プレイリースカイ 23戦4勝 賞金 64，217，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アイファーサンディ号・アディラート号・コスモラヴモア号・ダンツゴウユウ号・マテラスカイ号・

メイショウノボサン号
（非抽選馬） 5頭 ウリボー号・スプリングフット号・スレッジハンマー号・ホノカ号・メイプルキング号
※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。

3209411月26日 晴 良 （29東京5）第8日 第10競走 ��
��1，800�ウェルカムステークス

発走15時00分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

78 トーセンマタコイヤ 牡6青鹿57 戸崎 圭太島川 �哉氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：48．2 10．3�
66 ショウナンマルシェ �6青鹿57 H．ボウマン 国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478± 0 〃 アタマ 25．9�
（豪）

89 プロディガルサン 牡4鹿 57 R．ムーア 金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 512＋ 4 〃 ハナ 1．8�

（英）

810 シャドウダンサー �6黒鹿57 C．デムーロ 飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 496＋ 21：48．3	 49．8�
（仏）

55 バ ル デ ス 牡3栗 55 C．ルメール 	キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 504＋ 21：48．4クビ 4．4

11 マイネルラフレシア 牡4栗 57 柴田 大知 �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＋ 61：48．61
 40．0�
33 ア ク ー ト 牡4鹿 57 M．デムーロ 	サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 436＋ 21：48．7� 4．4�
44 アーバンキッド 牡4鹿 57 田辺 裕信 	サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 486－ 2 〃 クビ 13．6
77 ペガサスボス 牡5黒鹿57 中谷 雄太	天羽牧場 矢作 芳人 日高 天羽牧場 532＋ 61：48．8� 89．0�
22 タブレットピーシー 牡6芦 57 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 490＋ 81：50．28 137．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 95，871，000円 複勝： 133，926，700円 枠連： 31，670，200円
馬連： 185，180，900円 馬単： 114，720，300円 ワイド： 97，227，000円
3連複： 227，170，800円 3連単： 512，728，600円 計： 1，398，495，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 210円 � 360円 � 110円 枠 連（6－7） 8，000円

馬 連 �� 9，000円 馬 単 �� 17，320円

ワ イ ド �� 1，680円 �� 330円 �� 610円

3 連 複 ��� 3，940円 3 連 単 ��� 54，290円

票 数

単勝票数 計 958710 的中 � 73890（4番人気）
複勝票数 計1339267 的中 � 97200（4番人気）� 47578（6番人気）� 693139（1番人気）
枠連票数 計 316702 的中 （6－7） 3065（19番人気）
馬連票数 計1851809 的中 �� 15933（19番人気）
馬単票数 計1147203 的中 �� 4965（36番人気）
ワイド票数 計 972270 的中 �� 13391（17番人気）�� 84123（4番人気）�� 39989（6番人気）
3連複票数 計2271708 的中 ��� 43234（13番人気）
3連単票数 計5127286 的中 ��� 6847（134番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．4―38．0―50．2―1：02．3―1：14．0―1：25．2―1：36．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F45．9―3F34．2

3 1，4（2，5）8，9（6，10）7，3
2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トーセンマタコイヤ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Gold Away デビュー 2014．2．2 京都1着

2011．1．28生 牡6青鹿 母 ミュージカルウェイ 母母 Mulika 15戦5勝 賞金 101，316，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１レース目 ３レース目



3209511月26日 晴 良 （29東京5）第8日 第11競走
ジャパン・オータムインターナショナル ロンジン賞

��
��2，400�第37回ジャパンカップ（ＧⅠ）

発走15時40分 （国際招待） （芝・左）
3歳以上；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

農林水産大臣賞・外務大臣賞・アイルランド大使賞・ロンジン賞・日本馬主協会連合会会長賞・東京馬主協会賞（1着）
賞 品

本 賞 300，000，000円 120，000，000円 75，000，000円 45，000，000円 30，000，000円
付 加 賞 3，654，000円 1，044，000円 522，000円
参加記念品
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

2：22．1
2：22．1
2：22．1

良
良
良

11 シュヴァルグラン 牡5栗 57 H．ボウマン 佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 470－ 22：23．7 13．3�
（豪）

12 レ イ デ オ ロ 牡3鹿 55 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 484＋ 82：23．91� 3．8�
24 キタサンブラック 牡5鹿 57 武 豊�大野商事 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 542± 0 〃 クビ 2．1�
611 マ カ ヒ キ 牡4鹿 57 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 500－ 42：24．64 15．0�
714	 ア イ ダ ホ 牡4鹿 57 R．ムーア M．テイバー，D．スミ

ス＆J．マグニア夫人 A．オブライエン 愛 Hveger
Syndicate 480 2：24．7クビ 101．2	

（Idaho（IRE）） （愛） （英）

59 レインボーライン 牡4鹿 57 岩田 康誠三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 448－ 4 〃 クビ 57．7

48 ソウルスターリング 牝3青鹿53 C．デムーロ �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 480± 02：24．91 9．3�

（仏）

816 ヤマカツエース 牡5栗 57 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 506＋ 22：25．0
 116．5�
23 	 ギ ニ ョ ー ル 牡5黒鹿57 F．ミナリクシュタル・ウルマン J．カルヴァロ 独 Stall Ull-

mann 468 〃 クビ 71．8
（Guignol（GER）） （独） （独）

612 サトノクラウン 牡5黒鹿57 M．デムーロ �サトミホースカンパニー 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 496－ 22：25．21� 5．7�
713 シ ャ ケ ト ラ 牡4青鹿57 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 524－ 2 〃 クビ 48．2�
35 サウンズオブアース 牡6黒鹿57 田辺 裕信吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 502＋ 2 〃 アタマ 102．0�
510	 ブームタイム 牡6鹿 57 C．パリッシュ D．ヘイズ氏 D．ヘイズ 豪 Mr.IK Loxton B528 〃 同着 322．5�

（Boom Time（AUS）） （豪） （豪）

817 ラストインパクト 牡7青鹿57 戸崎 圭太 �シルクレーシング 角居 勝彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482－ 62：25．3クビ 270．9�

36 	 イ キ ー ト ス 牡5鹿 57 D．ポルク シュタル・マリガン H．グリューシェル 独 Frau Dr Erika
Buhmann 424 2：25．51� 122．9�

（Iquitos（GER）） （独） （独）

815 ワンアンドオンリー 牡6黒鹿57 横山 典弘�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社
ノースヒルズ 490－ 42：25．71� 280．8�

47 ディサイファ 牡8鹿 57 柴山 雄一 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 508± 02：26．02 445．8�

（17頭）

売 得 金
単勝： 1，285，327，200円 複勝： 973，916，400円 枠連： 657，930，900円 馬連： 2，881，666，700円 馬単： 1，516，205，900円
ワイド： 1，220，596，600円 3連複： 4，373，042，600円 3連単： 9，276，680，800円 5重勝： 631，878，600円 計： 22，817，245，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 190円 � 140円 � 120円 枠 連（1－1） 1，780円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 5，250円

ワ イ ド �� 460円 �� 350円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 13，340円

5 重 勝
対象競走：東京9R／京都10R／東京10R／京都11R／東京11R

キャリーオーバー なし����� 2，632，820円

票 数

単勝票数 計12853272 的中 � 767729（5番人気）
複勝票数 計9739164 的中 � 1009824（4番人気）� 1726008（2番人気）� 2621069（1番人気）
枠連票数 計6579309 的中 （1－1） 285112（6番人気）
馬連票数 計28816667 的中 �� 1258116（7番人気）
馬単票数 計15162059 的中 �� 216417（19番人気）
ワイド票数 計12205966 的中 �� 620312（5番人気）�� 858121（3番人気）�� 1529904（1番人気）
3連複票数 計43730426 的中 ���2510518（2番人気）
3連単票数 計92766808 的中 ��� 503822（36番人気）
5重勝票数 計6318786 的中 ����� 168

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

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―24．2―36．3―48．4―1：00．2―1：12．3―1：24．6―1：36．8―1：48．6―1：59．9―2：11．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F35．1
1
3
4（3，7，15）（1，13，17）8，10，16，2，11，12（5，14）（6，9）
4，7，3（1，15）（10，8，13）（16，2）（11，17，12）－（5，14）6，9

2
4

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

勝馬の
紹 介

シュヴァルグラン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Machiavellian デビュー 2014．9．21 阪神2着

2012．3．14生 牡5栗 母 ハルーワスウィート 母母 ハルーワソング 22戦7勝 賞金 733，717，000円
〔制裁〕 ソウルスターリング号の騎手C．デムーロは，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・2番）

マカヒキ号の騎手内田博幸は，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：17番・14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。

５レース目



（29東京5）第8日 11月26日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 11回 出走頭数 170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

751，370，000円
5，060，000円
20，540，000円
7，030，000円
98，000，000円
70，055，000円
5，049，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
1，890，819，400円
2，026，526，900円
911，626，900円
4，037，648，300円
2，139，304，600円
1，934，486，900円
5，888，903，500円
11，645，117，600円
631，878，600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
5 重 勝
計 31，106，312，700円

総入場人員 108，522名 （有料入場人員 102，749名）



平成29年度 第5回東京競馬 総計

競走回数 95回 出走延頭数 1，371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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

2，441，190，000円
27，830，000円
166，940，000円
18，270，000円
287，930，000円
6，000，000円
561，793，500円
38，670，400円
13，161，600円

勝馬投票券売得金
6，169，056，900円
8，244，741，500円
3，069，843，800円
13，811，959，800円
6，895，675，200円
7，266，187，700円
18，915，915，600円
32，056，116，400円
631，878，600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
5 重 勝
計 97，061，375，500円

総入場延人員 343，293名 （有料入場延人員 316，964名）
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