
3001311月4日 曇 良 （30東京5）第2日 第1競走 ��
��1，300�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
1：17．4
1：17．4

良
良

22 � セイウンコービー 牡2鹿 55 C．オドノヒュー 西山 茂行氏 森 秀行 米 Woodford
Thoroughbreds 514－ 41：20．0 1．9�

（愛）

11 プリマヴォルタ 牝2鹿 54 田辺 裕信ディアレストクラブ� 矢野 英一 新冠 松浦牧場 416－ 61：20．63� 4．7�
68 トモジャバロンド 牡2黒鹿55 石川裕紀人吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 静内フジカワ牧場 480＋ 4 〃 ハナ 14．6�
44 シゲルホタルイシ 牡2栗 55 武士沢友治森中 蕃氏 水野 貴広 浦河 中村 雅明 B476＋ 2 〃 ハナ 9．8�
812 セイウンクロノス 牡2青鹿 55

54 ☆武藤 雅西山 茂行氏 奥平 雅士 日高 野島牧場 440＋101：21．34 6．3�
33 グランデエス 牝2鹿 54 三浦 皇成山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 468＋ 41：22．47 45．1	
57 コールドストーン 牡2黒鹿55 藤岡 康太臼井義太郎氏 小崎 憲 新冠 イワミ牧場 478＋ 61：22．82� 12．6

69 イズジョークラウン 牡2鹿 55 高倉 稜泉 一郎氏 松元 茂樹 新ひだか へいはた牧場 B468＋ 21：23．43� 105．1�
813 リョコウズキ 牝2栗 54

51 ▲野中悠太郎小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 440－12 〃 クビ 177．9�
710 ジュンサナエ 牝2鹿 54 北村 宏司河合 純二氏 高柳 瑞樹 新冠 川上牧場 444＋121：24．14 144．5
56 マイネルロングラン 牡2黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新ひだか 荒谷 輝和 494－ 21：24．52� 113．6�
45 リネンココロ 牝2黒鹿 54

51 ▲木幡 育也戸山 光男氏 加藤 和宏 日高 前川 義則 466± 01：25．03 168．8�
711 ヒノキブタイ 牡2青 55 黛 弘人江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 510＋ 21：25．31	 143．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，542，800円 複勝： 26，471，200円 枠連： 8，516，700円
馬連： 45，868，700円 馬単： 25，346，100円 ワイド： 29，995，400円
3連複： 66，196，700円 3連単： 93，119，400円 計： 316，057，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 130円 � 200円 枠 連（1－2） 330円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 170円 �� 430円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 3，140円

票 数

単勝票数 計 205428 的中 � 86940（1番人気）
複勝票数 計 264712 的中 � 87003（1番人気）� 50445（2番人気）� 21748（5番人気）
枠連票数 計 85167 的中 （1－2） 19534（1番人気）
馬連票数 計 458687 的中 �� 108269（1番人気）
馬単票数 計 253461 的中 �� 39693（1番人気）
ワイド票数 計 299954 的中 �� 59517（1番人気）�� 15590（6番人気）�� 9662（10番人気）
3連複票数 計 661967 的中 ��� 39810（4番人気）
3連単票数 計 931194 的中 ��� 21434（6番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．4―30．1―42．7―54．9―1：07．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�セイウンコービー �
�
父 Congrats �

�
母父 Chapel Royal デビュー 2018．9．15 中山4着

2016．2．25生 牡2鹿 母 Royal Card 母母 Showmethegreencard 4戦1勝 賞金 7，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジュンサナエ号・マイネルロングラン号・リネンココロ号・ヒノキブタイ号は，「タイムオーバーによる

出走制限」のため，平成30年12月4日まで平地競走に出走できない。
※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。

3001411月4日 曇 良 （30東京5）第2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

33 カ ナ シ バ リ 牝2鹿 54 北村 友一由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 500± 01：38．9 1．4�
77 クラウドスケープ 牡2黒鹿55 藤岡 康太下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 470－ 21：39．11 40．0�
11 レオビヨンド 牡2鹿 55 北村 宏司�レオ 高柳 大輔 浦河 中島牧場 458－ 21：39．2� 26．3�
44 ウインゴライアス 牡2黒鹿 55

54 ☆武藤 雅�ウイン 大和田 成 新ひだか 元道牧場 524＋ 41：40．05 11．2�
22 � グーガルラヴィ 牡2黒鹿55 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Nagako

Fujita 504＋ 21：40．32 9．4	
88 ショウナンマンカイ 牝2栗 54 田辺 裕信国本 哲秀氏 西村 真幸 新冠 ムラカミファーム 480－ 61：40．51	 4．3

66 エムアイグランツ 牡2黒鹿55 田中 勝春岩崎 充利氏 谷原 義明 日高 細川牧場 510＋ 21：40．6� 72．8�
89 カ ラ テ 牡2黒鹿55 柴田 大知小田切 光氏 高橋 祥泰 新冠 中地 康弘 496－ 41：41．55 157．9�
55 ミスターバトルマン 牡2青鹿55 嶋田 純次西本 資史氏 的場 均 新ひだか グランド牧場 442＋ 21：42．88 268．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 22，558，300円 複勝： 63，497，200円 枠連： 6，243，400円
馬連： 32，154，900円 馬単： 25，937，300円 ワイド： 21，265，400円
3連複： 43，594，800円 3連単： 96，805，600円 計： 312，056，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 390円 � 290円 枠 連（3－7） 1，290円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 820円 �� 410円 �� 2，500円

3 連 複 ��� 4，720円 3 連 単 ��� 15，360円

票 数

単勝票数 計 225583 的中 � 128070（1番人気）
複勝票数 計 634972 的中 � 499317（1番人気）� 9600（6番人気）� 13808（5番人気）
枠連票数 計 62434 的中 （3－7） 3735（5番人気）
馬連票数 計 321549 的中 �� 15151（6番人気）
馬単票数 計 259373 的中 �� 8351（7番人気）
ワイド票数 計 212654 的中 �� 6595（8番人気）�� 14424（5番人気）�� 2019（19番人気）
3連複票数 計 435948 的中 ��� 6916（14番人気）
3連単票数 計 968056 的中 ��� 4568（45番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．0―12．3―12．6―12．6―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．7―48．0―1：00．6―1：13．2―1：25．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．9―3F38．3
3 ・（1，7）8（2，4）3－5－6－9 4 ・（1，7）8（2，4）3－（5，6）－9

勝馬の
紹 介

カ ナ シ バ リ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．10．8 東京2着

2016．3．19生 牝2鹿 母 ミラクルクロス 母母 ロイヤルクロス 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 グーガルラヴィ号の騎手松岡正海は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：6番）

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4日 曇 良 （30東京5）第2日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時50分 （芝・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．2
1：20．3

良
良

48 プリミエラムール 牝2芦 54
53 ☆武藤 雅ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 田中スタッド 440－ 21：22．7 5．3�

59 プレンフルール 牝2鹿 54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 434＋ 41：23．02 11．6�
816 ス ト リ ー ク 牝2鹿 54 蛯名 正義 �YGGホースクラブ 尾形 和幸 日高 ヤナガワ牧場 446± 01：23．21� 6．2�
11 トーセンアーチ 牝2黒鹿54 高倉 稜島川 �哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ

スティファーム 450＋ 41：23．41� 76．8�
23 スターアイランド 牝2鹿 54 北村 宏司荒井 眞澄氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 406－ 2 〃 クビ 11．9	
815 スピリットクォーツ 牝2黒鹿54 田中 勝春 
荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 津島 優治 426± 01：23．5� 39．6�
35 トーセンアズライト 牝2青鹿54 田辺 裕信島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 460－ 61：23．71� 3．8�
36 ヤンチャプリヒメ 牝2鹿 54 松岡 正海田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 442＋ 2 〃 クビ 95．8
713 ドゥーエノルドゥ 牝2栗 54 黛 弘人 
ビッグレッドファーム 和田 勇介 新冠 ビッグレッドファーム 476＋10 〃 クビ 102．1�
817 ビームフラッシュ 牝2鹿 54 北村 友一田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか タガミファーム 452＋ 61：23．8クビ 18．8�
612 マジカルリボン 牝2鹿 54 石川裕紀人田頭 勇貴氏 的場 均 新ひだか 土田 扶美子 420＋ 4 〃 アタマ 3．9�
47 カイラーサナータ 牝2鹿 54 嶋田 純次
ミルファーム 伊藤 正徳 新冠 ヒカル牧場 474＋ 21：23．9� 408．0�
510 ビーサプライズド 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 新冠 ビッグレッドファーム 448－ 21：24．0� 118．5�
12 ルパンスール 牝2鹿 54 柴田 善臣ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440－121：24．1� 143．2�
714 エ ム チ ャ ン 牝2黒鹿54 武士沢友治林 啓二氏 小桧山 悟 新冠 イワミ牧場 400＋ 61：24．42 357．2�
611 ホワイトショーコ 牝2芦 54

51 ▲野中悠太郎臼井義太郎氏 本間 忍 日高 シンボリ牧場 448－ 21：24．71� 71．0�
24 シャインオンアテナ 牝2黒鹿 54

51 ▲木幡 育也黒岩 晴男氏 古賀 慎明 新ひだか フジワラフアーム 414－ 41：25．12� 189．7�
（17頭）

売 得 金
単勝： 26，646，400円 複勝： 38，092，200円 枠連： 15，147，400円
馬連： 53，813，700円 馬単： 24，527，900円 ワイド： 38，290，000円
3連複： 78，728，000円 3連単： 86，817，500円 計： 362，063，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 190円 � 250円 � 220円 枠 連（4－5） 1，970円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 3，810円

ワ イ ド �� 590円 �� 540円 �� 870円

3 連 複 ��� 4，230円 3 連 単 ��� 22，590円

票 数

単勝票数 計 266464 的中 � 42327（3番人気）
複勝票数 計 380922 的中 � 56030（3番人気）� 36763（5番人気）� 44640（4番人気）
枠連票数 計 151474 的中 （4－5） 5953（11番人気）
馬連票数 計 538137 的中 �� 19533（9番人気）
馬単票数 計 245279 的中 �� 4817（15番人気）
ワイド票数 計 382900 的中 �� 16806（6番人気）�� 18772（5番人気）�� 10927（11番人気）
3連複票数 計 787280 的中 ��� 13947（13番人気）
3連単票数 計 868175 的中 ��� 2786（71番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．6―47．9―59．5―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリミエラムール �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2018．10．14 東京3着

2016．3．15生 牝2芦 母 ユメノオーラ 母母 レッダンゴールド 2戦1勝 賞金 6，800，000円
※カイラーサナータ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3001611月4日 曇 良 （30東京5）第2日 第4競走 ��1，600�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
1：36．2
1：36．2

不良
不良

610 ノーベルプライズ 牡2黒鹿55 三浦 皇成平賀 久枝氏 古賀 史生 日高 中原牧場 490 ―1：41．2 3．4�
813 メイプルガーデン 牝2鹿 54 松岡 正海節 英司氏 高市 圭二 平取 スガタ牧場 478 ―1：41．73 15．6�
712 キングテセウス 牡2栗 55 C．オドノヒュー 保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 504 ―1：41．8� 3．2�

（愛）

57 アシャカトブ 牡2栗 55
54 ☆武藤 雅吉冨 学氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田牧場 494 ―1：42．33 5．6�

814 トキノミドリ 牡2鹿 55 高倉 稜岡田 勇氏 柴田 政人 新ひだか 久米 和夫 512 ―1：42．5� 81．2�
11 カセノウィナー 牡2栗 55 柴田 善臣平川 進氏 土田 稔 新冠 村上 雅規 492 ―1：43．24 13．2�
34 エコロワンダー 牡2栗 55

52 ▲野中悠太郎原村 正紀氏 根本 康広 平取 川向高橋育
成牧場 474 ―1：43．3� 54．5	

711 シゲルカイヤナイト 牝2鹿 54 黛 弘人森中 蕃氏 中野 栄治 日高 本間牧場 412 ―1：43．51� 49．7

46 コウジンホウオウ 牡2芦 55

52 ▲木幡 育也加藤 興一氏 松山 将樹 浦河 ディアレスト
クラブ 470 ―1：44．03 38．0�

69 エコロノアール 牡2青鹿55 石川裕紀人原村 正紀氏 岩戸 孝樹 日高 坂東ファーム 450 ― 〃 クビ 29．4�
33 シゲルアメジスト 牡2鹿 55 武士沢友治森中 蕃氏 粕谷 昌央 浦河 王蔵牧場 488 ―1：44．85 122．2
22 マヤノハンパネー 牡2鹿 55 北村 宏司田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 472 ―1：44．9� 8．2�
45 グレートリープ 牡2黒鹿55 北村 友一伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 530 ―1：45．11 32．0�
58 サプライズフェスタ 牡2鹿 55 嶋田 純次江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 浦河 谷口牧場 472 ―1：46．16 243．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，066，000円 複勝： 28，351，800円 枠連： 11，792，500円
馬連： 45，848，400円 馬単： 22，752，400円 ワイド： 28，294，800円
3連複： 61，820，500円 3連単： 71，045，300円 計： 292，971，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 270円 � 140円 枠 連（6－8） 1，510円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 3，520円

ワ イ ド �� 820円 �� 300円 �� 930円

3 連 複 ��� 2，840円 3 連 単 ��� 16，120円

票 数

単勝票数 計 230660 的中 � 56746（2番人気）
複勝票数 計 283518 的中 � 49040（2番人気）� 20766（6番人気）� 62257（1番人気）
枠連票数 計 117925 的中 （6－8） 6038（6番人気）
馬連票数 計 458484 的中 �� 16527（8番人気）
馬単票数 計 227524 的中 �� 4844（13番人気）
ワイド票数 計 282948 的中 �� 8327（9番人気）�� 27713（1番人気）�� 7232（11番人気）
3連複票数 計 618205 的中 ��� 16284（7番人気）
3連単票数 計 710453 的中 ��� 3194（42番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―36．4―49．9―1：03．6―1：16．5―1：28．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．3―3F37．6
3 11，9（6，13）10－（5，12）8（2，14）（3，7）－4，1 4 ・（11，9）13（6，10）－（5，12）14（2，8，7）（3，1）4

勝馬の
紹 介

ノーベルプライズ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エルコンドルパサー 初出走

2016．2．9生 牡2黒鹿 母 クイックセイコー 母母 ス コ ー ル イ 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。



3001711月4日 小雨 良 （30東京5）第2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

44 � マドラスチェック 牝2栗 54 北村 友一吉田 和子氏 斎藤 誠 加 Christine Kath-
erine Hayden 504 ―1：37．2 4．5�

22 クリッパークラス 牝2栗 54 石川裕紀人 �シルクレーシング 武市 康男 新冠 村上牧場 438 ― 〃 クビ 11．9�
11 サバイバルトリック 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎福田 光博氏 根本 康広 日高 原田牧場 448 ―1：37．83� 87．5�
78 ナ ム ラ ブ ル 牡2鹿 55 北村 宏司奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 森 政巳 464 ―1：38．54 50．7�
66 トーアコルレオーネ 牡2鹿 55 松岡 正海高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 438 ―1：38．6	 29．1	
811 ロードオヒア 牡2鹿 55 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 安田 翔伍 新ひだか ケイアイファーム B482 ― 〃 クビ 2．9

67 マサノスパーク 牝2鹿 54 柴田 大知猪野毛雅人氏 清水 英克 新ひだか 猪野毛牧場 468 ―1：38．7クビ 94．2�
79 フルールデシャン 牝2鹿 54 蛯名 正義飯田 正剛氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 432 ― 〃 ハナ 59．9�
810 ヴァイオリンソナタ 牝2黒鹿54 藤岡 康太吉田 照哉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 462 ―1：38．91 2．6
55 タイセイフィクサー 牡2鹿 55 三浦 皇成田中 成奉氏 奥村 武 新ひだか 広田牧場 476 ―1：39．0� 11．5�
33 ブルーアトール 牝2鹿 54 岩部 純二田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか 中橋 正 430 ―1：39．42� 300．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 28，637，700円 複勝： 28，189，000円 枠連： 14，039，100円
馬連： 47，867，400円 馬単： 28，096，200円 ワイド： 29，588，300円
3連複： 60，576，900円 3連単： 95，131，800円 計： 332，126，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 210円 � 300円 � 1，130円 枠 連（2－4） 2，690円

馬 連 �� 2，460円 馬 単 �� 3，850円

ワ イ ド �� 850円 �� 2，450円 �� 4，850円

3 連 複 ��� 22，210円 3 連 単 ��� 69，870円

票 数

単勝票数 計 286377 的中 � 52534（3番人気）
複勝票数 計 281890 的中 � 41326（3番人気）� 24492（5番人気）� 5332（9番人気）
枠連票数 計 140391 的中 （2－4） 4031（8番人気）
馬連票数 計 478674 的中 �� 15054（9番人気）
馬単票数 計 280962 的中 �� 5473（15番人気）
ワイド票数 計 295883 的中 �� 9411（10番人気）�� 3059（23番人気）�� 1524（33番人気）
3連複票数 計 605769 的中 ��� 2045（51番人気）
3連単票数 計 951318 的中 ��� 987（169番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―25．2―37．8―50．4―1：03．3―1：14．8―1：25．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F33．9
3 ・（4，9）10（2，3）（6，11）（5，1）－7，8 4 ・（4，9）（2，10，11）6（5，1）（3，8）7

勝馬の
紹 介

�マドラスチェック �
�
父 Malibu Moon �

�
母父 Mr. Greeley 初出走

2016．4．22生 牝2栗 母 Gloat 母母 On Parade 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※ヴァイオリンソナタ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

3001811月4日 曇 良 （30東京5）第2日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時40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
1：45．6

良
良

811 シュヴァルツリーゼ 牡2青鹿55 藤岡 康太 �サンデーレーシング 堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478 ―1：53．4 2．5�

11 エスコーバタハト 牡2鹿 55 田辺 裕信ディアレストクラブ� 菊川 正達 安平 吉田牧場 480 ―1：53．82� 34．5�
22 サンビンガムトン 牡2青鹿55 田中 勝春 �加藤ステーブル 宗像 義忠 浦河 浦河小林牧場 484 ―1：53．9� 27．6�
810 ヴァンランディ 牡2鹿 55 C．オドノヒュー �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 444 ― 〃 クビ 1．7�

（愛）

78 テンプテーション 牡2鹿 55 松岡 正海嶋田 賢氏 手塚 貴久 新ひだか 岡田牧場 472 ―1：54．11 48．9	
44 アースドラゴン 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎松山 増男氏 根本 康広 浦河 アイオイファーム 480 ― 〃 アタマ 65．2

67 アッシュドール 牡2鹿 55 石川裕紀人西 浩明氏 勢司 和浩 新ひだか 桜井牧場 510 ―1：54．31� 14．4�
79 ジュンダイセツ 牡2黒鹿55 北村 友一河合 純二氏 斎藤 誠 新冠 川上牧場 460 ―1：54．51� 107．5�
55 フ ァ ウ ラ ー 牡2青鹿55 嶋田 純次永見 貴昭氏 加藤 和宏 新ひだか 本桐牧場 448 ―1：54．71� 159．9
66 イチゴダイフク 牝2黒鹿54 岩部 純二田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新ひだか 松本牧場 408 ―1：55．65 179．3�
33 リュウグウオー 牡2鹿 55 蛯名 正義深澤 朝房氏 金成 貴史 日高 シンボリ牧場 436 ―1：57．09 32．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 39，141，100円 複勝： 74，307，200円 枠連： 17，712，300円
馬連： 51，221，700円 馬単： 37，572，000円 ワイド： 33，031，900円
3連複： 67，928，300円 3連単： 141，008，200円 計： 461，922，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 200円 � 1，030円 � 700円 枠 連（1－8） 1，320円

馬 連 �� 3，120円 馬 単 �� 4，240円

ワ イ ド �� 730円 �� 630円 �� 1，990円

3 連 複 ��� 9，150円 3 連 単 ��� 32，470円

票 数

単勝票数 計 391411 的中 � 129695（2番人気）
複勝票数 計 743072 的中 � 123840（2番人気）� 16193（5番人気）� 24655（4番人気）
枠連票数 計 177123 的中 （1－8） 10373（5番人気）
馬連票数 計 512217 的中 �� 12683（9番人気）
馬単票数 計 375720 的中 �� 6637（12番人気）
ワイド票数 計 330319 的中 �� 11880（8番人気）�� 13844（5番人気）�� 4046（17番人気）
3連複票数 計 679283 的中 ��� 5564（21番人気）
3連単票数 計1410082 的中 ��� 3148（71番人気）

ハロンタイム 13．2―12．3―13．2―13．4―13．4―13．8―12．0―11．1―11．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．5―38．7―52．1―1：05．5―1：19．3―1：31．3―1：42．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．9―3F34．1

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

勝馬の
紹 介

シュヴァルツリーゼ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Monsun 初出走

2016．5．6生 牡2青鹿 母 ソ ベ ラ ニ ア 母母 Sasuela 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。



3001911月4日 曇 良 （30東京5）第2日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13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
1：21．5
1：20．3

重
不良

611 トークフレンドリー 牡3芦 56 北村 友一吉田 千津氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 492± 01：25．3 26．8�
713 スプリットステップ 牝4鹿 55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 508－ 41：25．4� 7．4�
816 レンズフルパワー 牡6鹿 57 武士沢友治田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 宮内牧場 508＋ 2 〃 アタマ 12．0�
59 ハーモニーライズ 牡3黒鹿56 田辺 裕信日下部勝德氏 土田 稔 様似 様似堀牧場 502＋ 6 〃 クビ 5．1�
12 オ ー ル デ ン 牡4鹿 57

56 ☆武藤 雅金山 敏也氏 小西 一男 浦河 金成吉田牧場 456± 01：25．5クビ 27．7�
24 フィールザファラオ 牡3黒鹿56 北村 宏司櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 452－ 81：25．71� 19．8	
47 ディサーニング 牡3鹿 56 藤岡 康太ゴドルフィン 加藤 征弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510＋101：25．8クビ 19．9

36 モリトユウブ 牡3鹿 56 蛯名 正義石橋 忠之氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 496－ 41：26．12 4．5�
11 � ヘルデンレーベン 牡4鹿 57 四位 洋文 �社台レースホース中舘 英二 千歳 社台ファーム 500－ 41：26．2� 131．2�
510 ケイアイマリブ 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎亀田 和弘氏 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 478± 01：26．41 5．5
35 ムルシェラゴ 牡3黒鹿56 松岡 正海�KTレーシング 奥村 武 浦河 高岸 順一 534＋ 81：27．14 8．4�
612� サーロンドン 	4青鹿57 柴田 善臣窪田 芳郎氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 484＋101：27．31� 314．4�
714 ミコジェンヌ 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也古賀 慎一氏 谷原 義明 浦河 松栄牧場 446＋ 21：27．4クビ 220．0�
815 グラスルーナ 牝3栗 54 柴田 大知半沢� 杉浦 宏昭 新ひだか タツヤファーム 492＋ 61：27．5� 71．7�
48 デュアルマンデート 牡3青鹿56 C．オドノヒュー 池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 512＋ 21：27．92� 10．5�

（愛）

23 セ ラ フ ァ ン 牝4鹿 55 石川裕紀人小野 建氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 510＋ 21：29．510 46．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，688，000円 複勝： 59，993，400円 枠連： 27，877，900円
馬連： 87，902，900円 馬単： 33，196，500円 ワイド： 58，991，800円
3連複： 122，080，900円 3連単： 133，427，200円 計： 557，158，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，680円 複 勝 � 820円 � 300円 � 310円 枠 連（6－7） 13，700円

馬 連 �� 11，860円 馬 単 �� 31，830円

ワ イ ド �� 3，660円 �� 4，280円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 39，980円 3 連 単 ��� 300，410円

票 数

単勝票数 計 336880 的中 � 10034（10番人気）
複勝票数 計 599934 的中 � 16974（11番人気）� 56661（5番人気）� 52749（6番人気）
枠連票数 計 278779 的中 （6－7） 1576（27番人気）
馬連票数 計 879029 的中 �� 5743（40番人気）
馬単票数 計 331965 的中 �� 782（99番人気）
ワイド票数 計 589918 的中 �� 4123（45番人気）�� 3512（48番人気）�� 10410（17番人気）
3連複票数 計1220809 的中 ��� 2290（128番人気）
3連単票数 計1334272 的中 ��� 322（877番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．7―12．2―12．5―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―35．1―47．3―59．8―1：12．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．2―3F38．0
3 13（10，11）（7，8）（6，14）5（4，9，15）－（2，16，12）－3－1 4 ・（13，11）10（7，8）（4，6，14）（9，5）（2，15）16（1，12）3

勝馬の
紹 介

トークフレンドリー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．2．17 東京2着

2015．4．16生 牡3芦 母 マルカフレンドリー 母母 フレンドリービューティ 5戦2勝 賞金 15，650，000円
〔制裁〕 モリトユウブ号の騎手蛯名正義は，4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）

レンズフルパワー号の騎手武士沢友治は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000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。
（非当選馬） 1頭 サトノジェームス号
※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。

3002011月4日 曇 良 （30東京5）第2日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走13時40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
1：31．3
1：30．7

良
良

22 エントシャイデン 牡3芦 56
55 ☆武藤 雅前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468－ 21：34．6 73．8�
77 クラークキー 牡4鹿 57 田辺 裕信保坂 和孝氏 池上 昌和 新冠 長浜牧場 496＋141：34．81� 4．0�
88 メイショウグロッケ 牝4鹿 55 三浦 皇成松本 好�氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 464－ 8 〃 クビ 5．8�
11 キャンディケイン 牝3黒鹿54 C．オドノヒュー �シルクレーシング 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 41：35．01� 4．6�
（愛）

55 エメラルスター 牡4黒鹿57 石川裕紀人高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 454＋ 41：35．21� 11．8	
66 ジュニエーブル 牡4鹿 57 柴田 善臣柴田 洋一氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 450－ 41：35．41� 180．5

33 トーホウアイレス 牝4青鹿55 蛯名 正義東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 478＋ 81：35．61� 20．0�
44 ハナレイムーン 牝4鹿 55 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 430± 01：35．7	 2．1
（8頭）

売 得 金
単勝： 45，263，400円 複勝： 49，269，400円 枠連： 発売なし
馬連： 77，646，600円 馬単： 43，128，400円 ワイド： 41，662，300円
3連複： 73，459，500円 3連単： 181，856，700円 計： 512，286，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，380円 複 勝 � 1，020円 � 220円 � 240円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 12，310円 馬 単 �� 37，390円

ワ イ ド �� 3，310円 �� 3，600円 �� 490円

3 連 複 ��� 15，500円 3 連 単 ��� 202，210円

票 数

単勝票数 計 452634 的中 � 4902（7番人気）
複勝票数 計 492694 的中 � 10121（7番人気）� 66638（3番人気）� 58468（4番人気）
馬連票数 計 776466 的中 �� 4888（18番人気）
馬単票数 計 431284 的中 �� 865（37番人気）
ワイド票数 計 416623 的中 �� 3087（18番人気）�� 2830（19番人気）�� 23953（6番人気）
3連複票数 計 734595 的中 ��� 3553（28番人気）
3連単票数 計1818567 的中 ��� 652（205番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．2―36．6―48．9―1：01．2―1：12．4―1：23．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エントシャイデン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．8．26 新潟1着

2015．4．21生 牡3芦 母 ル シ ュ ク ル 母母 アジアンミーティア 12戦2勝 賞金 28，333，000円
※エントシャイデン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



3002111月4日 曇 良 （30東京5）第2日 第9競走 ��
��2，000�

ひ ゃ く に ち そ う

百 日 草 特 別
発走14時10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 161，000円 46，000円 23，000円 � コースレコード

中央レコード
2：00．8
1：59．8

良
良

44 トーラスジェミニ 牡2鹿 55 木幡 育也柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 470＋ 22：00．9 35．3�
55 ボ ス ジ ラ 牡2芦 55 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 490＋ 42：01．11� 1．9�
22 エ ク ザ ル フ 牡2黒鹿55 C．オドノヒュー �サンデーレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 490± 0 〃 クビ 4．2�

（愛）

66 リバーシブルレーン 牡2青鹿55 武藤 雅吉田 照哉氏 高木 登 千歳 社台ファーム 438－ 22：01．41� 3．4�
77 トーセンギムレット 牡2鹿 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 510－ 22：01．61	 25．7

33 ト ゥ ア レ グ 牡2鹿 55 北村 友一諸江 幸祐氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 420－ 42：01．92 13．1�

（6頭）
11 ドナアトラエンテ 牝2黒鹿54 北村 宏司 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 50，136，300円 複勝： 35，934，100円 枠連： 発売なし
馬連： 57，983，400円 馬単： 41，706，500円 ワイド： 28，461，500円
3連複： 65，665，400円 3連単： 204，675，600円 計： 484，562，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，530円 複 勝 � 680円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，450円 馬 単 �� 8，880円

ワ イ ド �� 500円 �� 870円 �� 180円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 28，270円

票 数

単勝票数 差引計 501363（返還計 4107） 的中 � 12043（6番人気）
複勝票数 差引計 359341（返還計 1602） 的中 � 13992（6番人気）� 133358（1番人気）
馬連票数 差引計 579834（返還計 10329） 的中 �� 18270（8番人気）
馬単票数 差引計 417065（返還計 5263） 的中 �� 3521（20番人気）
ワイド票数 差引計 284615（返還計 2636） 的中 �� 12926（8番人気）�� 6870（11番人気）�� 52588（2番人気）
3連複票数 差引計 656654（返還計 14101） 的中 ��� 24867（8番人気）
3連単票数 差引計2046756（返還計 41406） 的中 ��� 5248（63番人気）

ハロンタイム 13．5―12．1―12．2―12．3―12．3―11．9―11．7―11．5―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．5―25．6―37．8―50．1―1：02．4―1：14．3―1：26．0―1：37．5―1：49．0

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

勝馬の
紹 介

トーラスジェミニ �

父 キングズベスト �


母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．7．1 福島9着

2016．4．30生 牡2鹿 母 エリモエトワール 母母 ステラーオデッセイ 8戦2勝 賞金 18，561，000円
〔出走取消〕 ドナアトラエンテ号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 トーラスジェミニ号の騎手木幡育也は，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：2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。

3002211月4日 曇 良 （30東京5）第2日 第10競走 ��
��2，100�

ばんしゅう

晩秋ステークス
発走14時50分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下；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 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

78 ホーリーブレイズ 牡4鹿 57 高倉 稜村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 476＋ 22：11．7 22．4�
22 サトノティターン 牡5黒鹿57 田辺 裕信里見 治紀氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 578＋ 82：11．8� 2．5�
44 デザートスネーク 	4鹿 57 黛 弘人石瀬 浩三氏 武井 亮 日高 出口牧場 480－ 22：12．01� 7．2�
33 ニーマルサンデー 牡4青鹿57 三浦 皇成板橋 秋氏 田村 康仁 新ひだか 畠山牧場 478＋ 6 〃 クビ 6．0�
11 バイタルフォース 	6鹿 57 北村 宏司前田 幸治氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506＋ 42：12．42� 16．8�
66 ピアシングステア 牡6栗 57 柴田 善臣水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 500＋ 22：12．82� 130．0�
55 マイネルトゥラン 牡5黒鹿57 武藤 雅 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム B510± 0 〃 クビ 77．2

67 マイネルクラース 牡4鹿 57 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 22：13．01 4．6�
811 マイネルビクトリー 牡5鹿 57 松岡 正海 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 見上牧場 492－ 2 〃 アタマ 57．8�
79 ネイチャーレット 牡5鹿 57 野中悠太郎井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 藤原牧場 466＋ 82：13．63� 151．1
810 メイショウマトイ 牡4鹿 57 四位 洋文松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 480－ 22：16．5大差 5．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 53，949，700円 複勝： 62，213，500円 枠連： 23，579，200円
馬連： 132，952，700円 馬単： 59，764，500円 ワイド： 66，914，600円
3連複： 167，251，400円 3連単： 256，875，400円 計： 823，501，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，240円 複 勝 � 410円 � 150円 � 210円 枠 連（2－7） 2，390円

馬 連 �� 2，540円 馬 単 �� 8，760円

ワ イ ド �� 970円 �� 1，630円 �� 410円

3 連 複 ��� 4，010円 3 連 単 ��� 45，330円

票 数

単勝票数 計 539497 的中 � 19190（7番人気）
複勝票数 計 622135 的中 � 29817（7番人気）� 137792（1番人気）� 75509（5番人気）
枠連票数 計 235792 的中 （2－7） 7619（11番人気）
馬連票数 計1329527 的中 �� 40481（12番人気）
馬単票数 計 597645 的中 �� 5115（32番人気）
ワイド票数 計 669146 的中 �� 17260（13番人気）�� 9918（20番人気）�� 45213（4番人気）
3連複票数 計1672514 的中 ��� 31233（17番人気）
3連単票数 計2568754 的中 ��� 4108（157番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．4―18．8―31．3―43．6―56．1―1：09．3―1：22．7―1：34．9―1：46．6―1：59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．8
1
3

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

2
4

・（1，2）－4－5－3－11（8，6）－（9，10）－7・（2，1，4，3）6，5，11（9，8）7＝10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ホーリーブレイズ �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2017．1．21 京都1着

2014．5．12生 牡4鹿 母 スキャニングジョイ 母母 ミスマルシゲ 20戦5勝 賞金 75，666，000円



3002311月4日 曇 良 （30東京5）第2日 第11競走 ��
��2，500�第56回アルゼンチン共和国杯（ＧⅡ）

発走15時30分 （芝・左）
3歳以上，29．11．3以降30．10．28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 896，000円 256，000円 128，000円 � コースレコード

中央レコード
2：29．6
2：29．5

良
良

56 パフォーマプロミス 牡6栗 56 C．オドノヒュー �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 454＋ 62：33．7 4．8�
（愛）

67 ムイトオブリガード 牡4鹿 55 四位 洋文市川義美ホール
ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 486＋ 22：33．8� 3．5�

55 � マコトガラハッド 	5鹿 51 石川裕紀人�ディアマント 
島 一歩 様似 出口 繁夫 490＋ 42：33．9� 55．9�
710 ウインテンダネス 牡5栗 56 松岡 正海�ウイン 杉山 晴紀 新冠 アサヒ牧場 504± 02：34．0� 8．2�
11 エ ン ジ ニ ア 牡5鹿 54 北村 宏司髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 482＋ 22：34．21� 17．2	
44 ガ ン コ 牡5青鹿57 三浦 皇成杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新ひだか 前谷 武志 500－ 4 〃 ハナ 10．1

812 ヴ ォ ー ジ ュ 牡5青鹿55 藤岡 康太杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 512－10 〃 アタマ 49．2�
68 ルックトゥワイス 牡5鹿 54 北村 友一飯塚 知一氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 446＋ 6 〃 ハナ 4．4�
22 ノーブルマーズ 牡5栗 56 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 496＋ 62：34．41 8．7
79 ア ル バ ー ト 牡7栗 58．5 田辺 裕信林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 478± 02：34．5� 12．2�
811 ホウオウドリーム 牡4鹿 54 蛯名 正義小笹 芳央氏 矢作 芳人 洞湖 レイクヴィラファーム 504＋ 62：34．6� 44．4�
33 トウシンモンステラ 牡8黒鹿51 柴田 大知�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 476＋ 42：34．91� 310．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 151，115，900円 複勝： 190，677，400円 枠連： 85，680，900円
馬連： 509，713，700円 馬単： 183，493，900円 ワイド： 247，653，500円
3連複： 758，078，700円 3連単： 1，115，038，900円 計： 3，241，452，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 160円 � 760円 枠 連（5－6） 440円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，910円

ワ イ ド �� 420円 �� 3，100円 �� 2，390円

3 連 複 ��� 13，560円 3 連 単 ��� 49，460円

票 数

単勝票数 計1511159 的中 � 249354（3番人気）
複勝票数 計1906774 的中 � 291504（3番人気）� 369967（1番人気）� 46836（11番人気）
枠連票数 計 856809 的中 （5－6） 150186（1番人気）
馬連票数 計5097137 的中 �� 433351（2番人気）
馬単票数 計1834939 的中 �� 71974（4番人気）
ワイド票数 計2476535 的中 �� 169954（2番人気）�� 19325（34番人気）�� 25213（29番人気）
3連複票数 計7580787 的中 ��� 41926（54番人気）
3連単票数 計11150389 的中 ��� 16344（199番人気）

ハロンタイム 7．2―11．8―11．8―12．9―12．9―12．6―13．3―13．0―12．6―12．3―11．1―11．0―11．2

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―19．0―30．8―43．7―56．6―1：09．2―1：22．5―1：35．5―1：48．1―2：00．4―2：11．5―2：22．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パフォーマプロミス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2015．9．21 阪神1着

2012．2．8生 牡6栗 母 アイルビーバウンド 母母 バウンドトゥダンス 15戦7勝 賞金 209，368，000円
〔制裁〕 パフォーマプロミス号の騎手C．オドノヒューは，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5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。

3002411月4日 曇 良 （30東京5）第2日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

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 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
1：21．5
1：20．3

重
不良

34 レッドオーガー 牡4鹿 57
54 ▲木幡 育也 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 平取 坂東牧場 486＋ 21：24．7 3．0�

610 サムシングフレア 牝5鹿 55
52 ▲野中悠太郎阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 対馬 正 488± 01：25．01� 36．0�

58 ハルクンノテソーロ 牡4黒鹿57 三浦 皇成了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 新冠 長浜牧場 486＋ 8 〃 クビ 2．9�

47 アフターバーナー 	4鹿 57 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 B516－ 4 〃 ハナ 6．5�

713 ディアドナテロ 牡6黒鹿 57
56 ☆武藤 雅ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 武田牧場 B494± 0 〃 ハナ 13．2�

611 ヤマトワイルド 牡4鹿 57 北村 友一醍醐 徹氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 482＋ 61：25．1� 6．3	
11 ブルームーン 牡6鹿 57 高倉 稜�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478± 01：25．42 27．9

35 トミケンキルカス 牡6栗 57 柴田 大知冨樫 賢二氏 大和田 成 新ひだか 飯岡牧場 512＋ 21：25．5クビ 36．7�
23 ダブルコーク 牡7黒鹿57 北村 宏司�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 490－ 61：25．6
 20．6�
59 サンデュランゴ 牝4栗 55 松岡 正海 �加藤ステーブル 蛯名 利弘 新ひだか 三石川上牧場 470－ 41：25．81
 35．5
46 プエルトプリンセサ 牝5鹿 55 田中 勝春丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 426－ 41：26．65 104．6�
22 キョウエイスコール 牡5栗 57 武士沢友治田中 晴夫氏 勢司 和浩 新ひだか ヒサイファーム 488＋ 4 〃 クビ 160．3�
814 ス フ ェ ー ン 牡5鹿 57 黛 弘人キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 笹地牧場 468－ 21：26．7クビ 141．6�
815 シゲルヒラマサ 牡5芦 57 嶋田 純次森中 蕃氏 水野 貴広 日高 高山牧場 476± 01：27．12
 162．6�

（14頭）
712 エ ニ グ マ 牡4鹿 57 藤岡 康太石瀬 浩三氏 高橋 文雅 日高 いとう牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 51，433，000円 複勝： 55，801，000円 枠連： 31，188，100円
馬連： 142，436，900円 馬単： 60，944，100円 ワイド： 80，434，000円
3連複： 201，591，000円 3連単： 296，946，700円 計： 920，774，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 440円 � 140円 枠 連（3－6） 760円

馬 連 �� 6，240円 馬 単 �� 9，110円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 210円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 4，740円 3 連 単 ��� 34，300円

票 数

単勝票数 計 514330 的中 � 134266（2番人気）
複勝票数 計 558010 的中 � 110334（2番人気）� 21774（8番人気）� 124403（1番人気）
枠連票数 計 311881 的中 （3－6） 31514（2番人気）
馬連票数 計1424369 的中 �� 17665（20番人気）
馬単票数 計 609441 的中 �� 5012（31番人気）
ワイド票数 計 804340 的中 �� 12754（22番人気）�� 126986（1番人気）�� 12758（21番人気）
3連複票数 計2015910 的中 ��� 31878（16番人気）
3連単票数 計2969467 的中 ��� 6276（104番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．1―35．8―47．9―1：00．0―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドオーガー �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2016．6．19 東京5着

2014．2．10生 牡4鹿 母 アドヴァーシティ 母母 Dispute 16戦4勝 賞金 40，852，000円
〔出走取消〕 エニグマ号は，疾病〔左後肢跛行〕のため出走取消。
※出走取消馬 ケルティックソード号（疾病〔左口角部挫創〕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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ロゼッタストーン号

３レース目



（30東京5）第2日 11月4日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 142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

284，920，000円
24，020，000円
1，840，000円
33，000，000円
1，500，000円
59，454，000円
3，896，000円
1，363，200円

勝馬投票券売得金
546，178，600円
712，797，400円
241，777，500円
1，285，411，000円
586，465，800円
704，583，500円
1，766，972，100円
2，772，748，300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 8，616，934，200円

総入場人員 32，169名 （有料入場人員 30，202名）
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