
3002511月10日 晴 稍重 （30東京5）第3日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走9時55分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量

本 賞 5，000，000円 1，650，000
1，650，000

円
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

12 グ ラ ナ タ ス 牡2鹿 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 446－ 21：22．2 1．8�
47 ヤマチョウヴォイス 牡2黒鹿55 石川裕紀人長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 442＋ 41：22．41 7．5�
48 ラインコマンダー 牡2鹿 55

54 ☆武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 440＋ 4 〃 同着 16．1�
715 ピュアヒカリ 牡2鹿 55 大野 拓弥鶴見 芳子氏 竹内 正洋 新冠 村上 欽哉 436＋ 4 〃 クビ 5．6�
59 ブラックミーティア 牡2黒鹿55 田中 勝春高橋 文男氏 宗像 義忠 浦河 栄進牧場 436－ 21：22．72 16．6�
817 コスモミローディア 牡2黒鹿55 酒井 学 �ビッグレッドファーム 清水 英克 日高 道見牧場 460± 01：22．91� 60．8	
714 セイカアミダイケ 牝2芦 54 田辺 裕信久米 大氏 小野 次郎 新冠 シンユウフアーム 434－ 2 〃 アタマ 22．3

611 マ メ シ ボ リ 牡2黒鹿55 江田 照男�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 406＋ 41：23．0� 24．0�
23 コスモアドム 牡2栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 492＋121：23．1クビ 77．7�
11 エンパワーメント 牡2鹿 55 内田 博幸吉田 照哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 438± 01：23．31 36．2
35 コットンスノー �2芦 55 戸崎 圭太保坂 和孝氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 490＋16 〃 ハナ 24．0�
713 ランペドゥーザ 牝2栗 54 岩部 純二�ミルファーム 高市 圭二 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 468－ 61：23．72� 407．4�
510 ヌ チ グ ス イ 牡2芦 55 宮崎 北斗小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 446＋121：23．8� 70．5�
818 ルトンセラン 牝2栗 54 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 406± 01：24．12 187．3�
36 ヒリーズサン 牝2黒鹿54 松岡 正海山下 良子氏 的場 均 新ひだか 福岡 駿弥 450－ 21：24．41� 320．3�
612 トシノファイン 牡2黒鹿 55

52 ▲野中悠太郎中澤 利文氏 本間 忍 新ひだか 大滝 康晴 436＋ 41：24．5� 351．5�
24 クレバーゲイン 牡2栗 55 柴田 善臣�木村牧場 石毛 善彦 新ひだか 沖田 忠幸 468－ 61：24．71� 254．5�
816 クラウンオペラ 牡2鹿 55 武士沢友治�クラウン 伊藤 伸一 日高 クラウン日高牧場 466± 01：25．65 267．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 18，696，100円 複勝： 30，838，200円 枠連： 11，556，700円
馬連： 41，325，000円 馬単： 21，887，200円 ワイド： 29，395，200円
3連複： 64，631，700円 3連単： 78，976，200円 計： 297，306，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 �
�

160円
310円 枠 連（1－4） 380円

馬 連 ��
��

300円
490円 馬 単 ��

��
390円
660円

ワ イ ド ��
��

280円
460円 �� 850円

3 連 複 ��� 2，110円 3 連 単 ���
���

2，790円
3，850円

票 数

単勝票数 計 186961 的中 � 84066（1番人気）
複勝票数 計 308382 的中 � 115825（1番人気）� 41658（3番人気）� 15567（5番人気）
枠連票数 計 115567 的中 （1－4） 23011（2番人気）
馬連票数 計 413250 的中 �� 55538（2番人気）�� 30230（3番人気）
馬単票数 計 218872 的中 �� 21728（2番人気）�� 11854（4番人気）
ワイド票数 計 293952 的中 �� 29460（2番人気）�� 16016（5番人気）�� 7955（10番人気）
3連複票数 計 646317 的中 ��� 22895（5番人気）
3連単票数 計 789762 的中 ��� 10273（8番人気）��� 7399（16番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―11．4―12．0―11．5―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―23．8―35．2―47．2―58．7―1：10．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．0
3 7，18（2，15）（10，14）（3，17）（8，11）9－5，6（12，13）－1－4，16 4 ・（7，18）15（2，10）（3，14，17）8（9，11）－5（6，12）（1，13）－4－16

勝馬の
紹 介

グ ラ ナ タ ス �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2018．6．9 東京4着

2016．4．8生 牡2鹿 母 ガーネットチャーム 母母 オリエントチャーム 4戦1勝 賞金 7，900，000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 フラワーリース号

3002611月10日 晴 稍重 （30東京5）第3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）

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
1：36．2
1：36．2

不良
不良

610 インバウンド 牝2鹿 54 北村 宏司保坂 和孝氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 492－ 21：38．8 7．3�
34 アドアステラ 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム B442－ 41：38．9� 4．7�
11 タイトロープウィン 牝2栗 54 三浦 皇成浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 418＋ 21：39．11 6．5�
33 ミツカネラクリス 牝2鹿 54 横山 典弘小山田 満氏 田島 俊明 日高 槇本牧場 484＋ 21：39．42 5．9�
711 ペイシャコリンナ 牝2黒鹿54 田中 勝春北所 直人氏 土田 稔 新冠 隆栄牧場 486＋ 21：39．5� 5．7�
813 エスペランサ 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎平本 敏夫氏 大江原 哲 浦河 山口 義彦 410－ 41：39．6� 26．7	
45 エレンボーゲン 牝2鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 432－ 41：40．77 3．7

46 ロマンチョウサン 牝2栗 54 松岡 正海�チョウサン 松永 康利 平取 坂東牧場 434－ 61：40．91� 102．9�
57 ユノートルベル 牝2鹿 54 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌和 新冠 ビッグレッドファーム 478＋ 21：41．0� 298．3
58 ユ メ ア カ リ 牝2鹿 54 菅原 隆一桐谷 茂氏 石栗 龍彦 様似 髙村 伸一 470－ 21：42．17 267．3�
712 ステイドネス 牝2栗 54 江田 照男岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 458－ 81：43．37 459．3�
814 アウティミアー 牝2栗 54 石川裕紀人吉田 千津氏 青木 孝文 千歳 社台ファーム 418＋ 61：43．93� 83．1�
69 カンタベリーメガミ 牝2鹿 54 武士沢友治峰 哲馬氏 星野 忍 新ひだか 藤吉牧場 450＋ 21：44．53� 370．8�
22 スミレヴィオレッタ 牝2黒鹿54 伊藤 工真ライオンレースホース� 青木 孝文 浦河 モトスファーム 482－141：44．92� 113．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，370，300円 複勝： 37，613，300円 枠連： 10，995，400円
馬連： 47，228，000円 馬単： 23，289，100円 ワイド： 30，443，100円
3連複： 60，920，500円 3連単： 77，160，700円 計： 320，020，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 200円 � 140円 � 170円 枠 連（3－6） 1，020円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 520円 �� 770円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 10，950円

票 数

単勝票数 計 323703 的中 � 37264（6番人気）
複勝票数 計 376133 的中 � 42779（6番人気）� 79593（1番人気）� 55621（4番人気）
枠連票数 計 109954 的中 （3－6） 8340（4番人気）
馬連票数 計 472280 的中 �� 26531（7番人気）
馬単票数 計 232891 的中 �� 6775（12番人気）
ワイド票数 計 304431 的中 �� 14608（9番人気）�� 9390（14番人気）�� 26456（1番人気）
3連複票数 計 609205 的中 ��� 23539（7番人気）
3連単票数 計 771607 的中 ��� 5108（39番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．6―35．9―48．7―1：01．4―1：14．0―1：25．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インバウンド �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Grand Slam デビュー 2018．10．21 東京14着

2016．1．24生 牝2鹿 母 ハイドバウンド 母母 Hidden Dreams 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時25分に変更。
〔その他〕 カンタベリーメガミ号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アウティミアー号・スミレヴィオレッタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年

12月10日まで平地競走に出走できない。

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３日



3002711月10日 晴 稍重 （30東京5）第3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

55 シャドウディーヴァ 牝2黒鹿54 C．ルメール�Shadow 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 468± 02：01．1 1．2�
11 イ サ ク 牡2青鹿55 戸崎 圭太ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466± 02：01．74 9．8�
33 グレイジャックマン 牡2芦 55 内田 博幸千明牧場 尾関 知人 新ひだか 藤沢牧場 490－ 62：02．01� 6．6�
44 ツクバソヴァール 牡2黒鹿55 大野 拓弥細谷 武史氏 杉浦 宏昭 伊達 高橋農場 468－ 2 〃 クビ 87．1�
22 マイネルミュトス 牡2青 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 22：02．1クビ 16．2�
78 シンボリノワール 牝2青鹿54 田中 勝春シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 472± 0 〃 ハナ 35．0	
77 コスモリミックス 牡2青 55 松岡 正海 
ビッグレッドファーム 田中 剛 浦河 酒井牧場 444± 02：02．52� 65．9�
66 パルティアーモ 牝2鹿 54 石川裕紀人 
サンデーレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 472＋ 42：02．7� 63．6�
810 コ ー ヴ 牝2青鹿 54

51 ▲野中悠太郎
三嶋牧場 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 454－ 42：04．7大差 277．1
89 チャーチルクイーン 牝2鹿 54

53 ☆武藤 雅村田 哲朗氏 小野 次郎 浦河 有限会社
吉田ファーム 504＋102：06．5大差 100．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 28，892，500円 複勝： 108，644，700円 枠連： 8，887，700円
馬連： 37，211，900円 馬単： 32，018，800円 ワイド： 32，367，200円
3連複： 51，881，400円 3連単： 144，688，400円 計： 444，592，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 120円 � 110円 枠 連（1－5） 400円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 150円 �� 120円 �� 270円

3 連 複 ��� 280円 3 連 単 ��� 880円

票 数

単勝票数 計 288925 的中 � 191852（1番人気）
複勝票数 計1086447 的中 � 893892（1番人気）� 45780（3番人気）� 65688（2番人気）
枠連票数 計 88877 的中 （1－5） 16849（2番人気）
馬連票数 計 372119 的中 �� 68571（2番人気）
馬単票数 計 320188 的中 �� 52759（2番人気）
ワイド票数 計 323672 的中 �� 51948（2番人気）�� 91708（1番人気）�� 20717（4番人気）
3連複票数 計 518814 的中 ��� 136025（1番人気）
3連単票数 計1446884 的中 ��� 119028（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．6―36．5―49．1―1：02．1―1：14．8―1：27．2―1：38．6―1：49．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．3―3F33．9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シャドウディーヴァ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Dansili デビュー 2018．10．7 東京2着

2016．2．29生 牝2黒鹿 母 ダイヤモンドディーバ 母母 Vivianna 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チャーチルクイーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年12月10日まで平

地競走に出走できない。

3002811月10日 晴 稍重 （30東京5）第3日 第4競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走11時20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
1：21．2
1：20．3

良
良

612 ジョーマンデリン 牝2芦 54 横山 典弘上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 470 ―1：23．4 3．4�
11 � エターナルブレイズ 牝2鹿 54 田辺 裕信�レッドマジック金成 貴史 愛

Ecurie Des Mon-
ceaux & Sky-
marc Farm Inc

466 ―1：23．93 14．9�
59 � アメリカンソレイユ 牡2栗 55 福永 祐一吉澤 克己氏 藤岡 健一 米

S－B2010 J.V. No．
2 and Summer
Wind Equine

446 ―1：24．0� 3．4�
24 リ ラ イ ト 牡2青 55 大野 拓弥前田 葉子氏 森田 直行 新冠 平山牧場 460 ― 〃 クビ 29．4�
713 イッツザファースト 牡2芦 55 田中 勝春飯田 正剛氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 480 ―1：24．42� 6．8�
714 マナスルーテソーロ 牡2鹿 55 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 446 ―1：24．5	 12．7	
36 シャンデリアムーン 牝2鹿 54 戸崎 圭太鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 新ひだか 松田牧場 452 ―1：24．6� 12．5

510 サツキミラクル 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎小野 博郷氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 452 ― 〃 ハナ 165．5�
815 フォアシザフューチ 牡2芦 55 宮崎 北斗西森 鶴氏 中川 公成 浦河 山春牧場 446 ― 〃 同着 33．0�
35 トレンドボブ 牝2鹿 54 石川裕紀人 �ローレルレーシング 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 438 ―1：24．7クビ 91．3
47 スズカマリーシップ 牝2鹿 54 内田 博幸永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 458 ― 〃 クビ 65．5�
23 セクシイフラワー 牝2黒鹿54 北村 宏司平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 456 ―1：24．8クビ 64．4�
816 リ ゼ 牝2栗 54 蛯名 正義榊原 浩一氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 440 ―1：25．01
 99．4�
12 � アポロナッシュビル 牡2鹿 55 C．オドノヒュー アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 Frank

Hutchinson 466 ― 〃 クビ 11．1�
（愛）

611 ニシノマリアージュ 牝2黒鹿 54
53 ☆武藤 雅西山 茂行氏 松永 康利 新ひだか 前田ファーム 414 ―1：25．21� 80．3�

817 スローエクスプレス 牝2栗 54 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 メイプルファーム 454 ―1：25．51	 374．5�
48 ジャンビーヤ 牡2青鹿55 岩部 純二�ミルファーム 萱野 浩二 日高 若林 順一 458 ―1：25．71 295．5�
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売 得 金
単勝： 26，261，900円 複勝： 30，266，600円 枠連： 15，997，000円
馬連： 47，519，400円 馬単： 22，192，200円 ワイド： 30，114，000円
3連複： 62，869，700円 3連単： 69，698，200円 計： 304，919，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 320円 � 150円 枠 連（1－6） 1，230円

馬 連 �� 2，840円 馬 単 �� 4，510円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 290円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，460円 3 連 単 ��� 18，380円

票 数

単勝票数 計 262619 的中 � 63858（2番人気）
複勝票数 計 302666 的中 � 54736（2番人気）� 18325（7番人気）� 58011（1番人気）
枠連票数 計 159970 的中 （1－6） 10005（6番人気）
馬連票数 計 475194 的中 �� 12934（12番人気）
馬単票数 計 221922 的中 �� 3687（15番人気）
ワイド票数 計 301140 的中 �� 7090（12番人気）�� 29616（1番人気）�� 9617（9番人気）
3連複票数 計 628697 的中 ��� 19118（5番人気）
3連単票数 計 696982 的中 ��� 2748（40番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．0―12．1―11．5―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．7―36．7―48．8―1：00．3―1：11．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F34．6
3 9（1，12）（2，5，8）（3，14，11）（10，4）－（15，13）－7，6，16－17 4 ・（1，9）12（2，5，8）（3，10，14，11）（4，13）15－7，6－16－17

勝馬の
紹 介

ジョーマンデリン �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 キングヘイロー 初出走

2016．5．3生 牝2芦 母 ジョーアラマート 母母 タイキフレグランス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※アポロナッシュビル号・イッツザファースト号は，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。

追 加 記 事（第 5回東京競馬第 2日第 1競走）
〔その他〕　　マイネルロングラン号は，競走中に疾病〔右橈側手根骨々折〕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。



3002911月10日 晴 稍重 （30東京5）第3日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時15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 フジノタカネ 牡2芦 55 C．ルメール 星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 508－ 21：26．6 3．8�
36 コマノゼニト 牡2鹿 55 内田 博幸長谷川芳信氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 462＋ 6 〃 ハナ 16．5�
23 ゲンパチシャドウ 牡2鹿 55 石川裕紀人平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか 前川 勝春 464－ 21：26．81� 24．9�
713 テクノドリーム 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎西村 健氏 田中 博康 浦河 笹地牧場 454－ 21：27．11� 31．8�
35 ダディフィンガー 牡2鹿 55 柴田 善臣野村 茂雄氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 480＋ 21：27．41� 85．1�
48 コパノサンデー �2青鹿55 田辺 裕信小林 照弘氏 和田 勇介 新ひだか 沖田 忠幸 436± 01：27．61� 41．8�
12 トモジャファイブ 牡2鹿 55 福永 祐一吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 乾 皆雄 504± 0 〃 ハナ 8．2	
59 トーセンテキーラ 牡2鹿 55 三浦 皇成島川 
哉氏 本間 忍 日高 日西牧場 532＋ 81：27．7� 1．7�
816 ディアマキニスタ 牡2青鹿55 大野 拓弥ディアレストクラブ� 新開 幸一 むかわ 市川牧場 448－ 2 〃 クビ 61．6
611 シ ッ ト リ 牝2鹿 54 松岡 正海�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 494＋101：27．8� 291．4�
24 キングイモン 牡2栗 55

54 ☆武藤 雅井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 454－ 21：28．01 42．1�
47 ジュラブスカイト 牡2栗 55 江田 照男髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ B474± 01：28．21� 306．1�
815 オールミラージュ 牡2栗 55 宮崎 北斗田頭 勇貴氏 伊藤 正徳 新冠 スカイビーチステーブル 438± 01：28．41 396．6�
510 シ ン リ ン 牡2栗 55 伊藤 工真重松 國建氏 大江原 哲 浦河 フクオカファーム 456＋ 41：28．82� 296．3�
714 サ ノ ラ ニ 牝2鹿 54 武士沢友治佐野 信幸氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 492－ 81：28．9クビ 344．3�
612 フ ガ ク 牡2黒鹿55 酒井 学中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 446＋ 21：29．32� 453．3�
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売 得 金
単勝： 35，048，700円 複勝： 56，082，100円 枠連： 18，489，000円
馬連： 52，777，100円 馬単： 31，052，900円 ワイド： 36，490，700円
3連複： 75，368，300円 3連単： 112，573，900円 計： 417，882，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 280円 � 640円 � 720円 枠 連（1－3） 1，450円

馬 連 �� 2，640円 馬 単 �� 4，130円

ワ イ ド �� 980円 �� 1，070円 �� 2，760円

3 連 複 ��� 15，120円 3 連 単 ��� 48，580円

票 数

単勝票数 計 350487 的中 � 77885（2番人気）
複勝票数 計 560821 的中 � 59009（2番人気）� 21605（4番人気）� 19208（5番人気）
枠連票数 計 184890 的中 （1－3） 9871（6番人気）
馬連票数 計 527771 的中 �� 15474（8番人気）
馬単票数 計 310529 的中 �� 5636（13番人気）
ワイド票数 計 364907 的中 �� 9791（9番人気）�� 8899（10番人気）�� 3297（25番人気）
3連複票数 計 753683 的中 ��� 3738（33番人気）
3連単票数 計1125739 的中 ��� 1680（126番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．2―36．6―49．5―1：01．9―1：14．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フジノタカネ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Mizzen Mast デビュー 2018．10．21 東京7着

2016．5．7生 牡2芦 母 クルージンミジー 母母 Baby Lets Cruise 2戦1勝 賞金 5，000，000円

3003011月10日 晴 良 （30東京5）第3日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時45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

68 カヌメラビーチ 牡2芦 55 C．ルメール 金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム 492 ―1：36．7 1．5�

811 ロードリッチ 牡2鹿 55 田辺 裕信宇田 豊氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 508 ―1：36．8� 7．2�
710 アディクション 牝2芦 54 福永 祐一 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 446 ―1：36．9� 4．0�
44 ストロングガルム 牡2鹿 55 横山 典弘村木 篤氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 452 ―1：37．11� 49．0�
22 ジョブックビザーレ 牡2黒鹿55 戸崎 圭太�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 438 ― 〃 クビ 59．1	
33 ショウナンランナー 牡2黒鹿55 内田 博幸国本 哲秀氏 国枝 栄 新ひだか 静内フアーム 484 ―1：37．2クビ 110．7

55 オウケンインザサン 牡2青 55 北村 宏司福井 明氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 466 ― 〃 クビ 30．9�
11 ボーンインメイ 牝2青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 436 ―1：37．3クビ 105．2�
56 アドゥシール 牝2黒鹿54 松岡 正海�大樹ファーム 上原 博之 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 450 ―1：37．4� 101．1
812 フィルストバーン 牡2黒鹿55 大野 拓弥�G1レーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 480 ― 〃 クビ 17．6�
79 ニシノアレグロ 牡2栗 55

54 ☆武藤 雅西山 茂行氏 萱野 浩二 浦河 桑田牧場 450 ―1：37．5� 61．8�
67 トクベツノカンケイ 牝2黒鹿54 伊藤 工真内田 玄祥氏 金成 貴史 浦河 大道牧場 402 ―1：40．3大差 217．8�
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売 得 金
単勝： 34，748，400円 複勝： 82，533，200円 枠連： 12，652，200円
馬連： 45，924，900円 馬単： 32，723，300円 ワイド： 32，100，300円
3連複： 63，329，200円 3連単： 115，419，800円 計： 419，431，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 130円 � 110円 枠 連（6－8） 320円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 180円 �� 150円 �� 250円

3 連 複 ��� 340円 3 連 単 ��� 1，140円

票 数

単勝票数 計 347484 的中 � 183754（1番人気）
複勝票数 計 825332 的中 � 600484（1番人気）� 49165（3番人気）� 82114（2番人気）
枠連票数 計 126522 的中 （6－8） 29762（2番人気）
馬連票数 計 459249 的中 �� 78157（2番人気）
馬単票数 計 327233 的中 �� 45481（2番人気）
ワイド票数 計 321003 的中 �� 43732（2番人気）�� 65442（1番人気）�� 27178（3番人気）
3連複票数 計 633292 的中 ��� 137467（1番人気）
3連単票数 計1154198 的中 ��� 72856（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．2―25．4―37．9―50．1―1：02．3―1：14．1―1：25．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カヌメラビーチ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード 初出走

2016．3．9生 牡2芦 母 メジロツボネ 母母 メジロルバート 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※ショウナンランナー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



3003111月10日 晴 稍重 （30東京5）第3日 第7競走 ��2，100�サラブレッド系3歳以上
発走13時15分 （ダート・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
2：06．7
2：05．9

良
良

45 ウォーターマーズ �4芦 57 戸崎 圭太山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 B516－ 62：12．3 2．7�
11 ダウンザライン 牡4芦 57 四位 洋文�Basic 小野 次郎 新冠 ラツキー牧場 478＋ 6 〃 アタマ 16．5�
69 ギガバッケン 牡3鹿 55 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 544＋ 22：12．61� 13．2�
58 ロージズキング 牡3栗 55 柴田 大知鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B514± 0 〃 クビ 8．6�
22 サノノカガヤキ 牡5鹿 57

54 ▲野中悠太郎佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 504± 02：12．7クビ 22．7�
46 ヨクエロマンボ �5芦 57 松岡 正海平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 456± 0 〃 ハナ 5．4	
712 オールウェイズゼア 牡4黒鹿57 内田 博幸グリーンスウォード高市 圭二 新ひだか 荒木 貴宏 482＋ 22：13．33� 12．3

610 ダンスメーカー 牡3黒鹿 55

54 ☆武藤 雅�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 480± 0 〃 クビ 5．3�
813 ビ ッ ザ ー ロ 牝4鹿 55 北村 宏司�ラ・メール 奥村 武 浦河 大島牧場 562＋262：13．61� 15．7�
57 	 ワンダープレジール 牡6黒鹿57 三浦 皇成山本 能成氏 高柳 大輔 新ひだか フクダファーム B458－ 62：13．7� 46．0
33 エイプリルミスト 牝4芦 55 石川裕紀人 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 444＋ 62：14．23 40．1�
814 モズノーブルギフト 牡3黒鹿55 田辺 裕信 �キャピタル・システム 
島 一歩 日高 目黒牧場 528± 02：15．05 32．1�
34 セ ラ フ ァ ン 牝4鹿 55 宮崎 北斗小野 建氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 514＋ 42：17．1大差 206．8�

（13頭）
711 フォースリッチ 牡5黒鹿57 田中 勝春宇田 豊氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 476＋ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 30，536，200円 複勝： 46，714，900円 枠連： 20，262，400円
馬連： 70，746，000円 馬単： 28，865，500円 ワイド： 46，250，000円
3連複： 90，305，900円 3連単： 104，972，000円 計： 438，652，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 400円 � 410円 枠 連（1－4） 1，690円

馬 連 �� 2，560円 馬 単 �� 3，880円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 1，020円 �� 3，800円

3 連 複 ��� 13，740円 3 連 単 ��� 60，400円

票 数

単勝票数 差引計 305362（返還計 857） 的中 � 87702（1番人気）
複勝票数 差引計 467149（返還計 1581） 的中 � 109975（1番人気）� 25517（7番人気）� 24165（8番人気）
枠連票数 差引計 202624（返還計 240） 的中 （1－4） 9261（7番人気）
馬連票数 差引計 707460（返還計 5595） 的中 �� 21360（11番人気）
馬単票数 差引計 288655（返還計 2520） 的中 �� 5570（13番人気）
ワイド票数 差引計 462500（返還計 4786） 的中 �� 11218（12番人気）�� 11872（11番人気）�� 3025（40番人気）
3連複票数 差引計 903059（返還計 12587） 的中 ��� 4927（49番人気）
3連単票数 差引計1049720（返還計 13084） 的中 ��� 1260（209番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
6．9―17．9―30．8―44．1―57．5―1：09．9―1：22．3―1：34．5―1：46．8―1：59．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウォーターマーズ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 El Prado デビュー 2017．1．7 京都4着

2014．4．6生 �4芦 母 ウォーターポラリス 母母 Sin for Me 17戦3勝 賞金 36，753，000円
〔競走除外〕 フォースリッチ号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻3分遅延。
〔制裁〕 オールウェイズゼア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10，000円。（被害馬：5

番・10番）

3003211月10日 晴 良 （30東京5）第3日 第8競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時45分 （芝・左）

牝，1000万円以下；負担重量は，3歳53�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
1：56．1
1：56．1

良
良

44 レ ー ツ ェ ル 牝3鹿 53 北村 宏司 �キャロットファーム 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 478＋ 42：01．3 5．8�
55 ウスベニノキミ 牝3鹿 53 横山 典弘岡 浩二氏 鈴木 孝志 新ひだか 橋本牧場 440＋ 22：01．4� 8．5�
66 スマートルビー 牝5栗 55 田辺 裕信大川 徹氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 444＋ 22：01．61� 10．4�
78 レ イ リ オ ン 牝5鹿 55 三浦 皇成 �キャロットファーム 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 438－ 2 〃 ハナ 2．9�
77 キューンハイト 牝4鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 428＋ 22：01．81� 42．2	
22 シスターフラッグ 牝3黒鹿53 内田 博幸小林 正和氏 西村 真幸 日高 出口牧場 486－18 〃 クビ 9．5

89 アドヴェントス 牝5黒鹿55 C．オドノヒュー �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 472＋ 8 〃 アタマ 6．5�

（愛）

810 ウインシトリン 牝4黒鹿55 戸崎 圭太�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 442＋ 42：01．9クビ 6．0�
33 ニシノアモーレ 牝4栗 55 大野 拓弥西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 藤原牧場 442＋ 62：02．11� 53．8
11 ウインクルサルーテ 牝5鹿 55 福永 祐一�有能 高橋 亮 浦河 丸幸小林牧場 438－ 62：02．41� 16．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 38，774，000円 複勝： 56，221，400円 枠連： 16，574，700円
馬連： 80，971，800円 馬単： 35，683，400円 ワイド： 50，525，200円
3連複： 97，552，500円 3連単： 138，405，900円 計： 514，708，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 250円 � 260円 � 290円 枠 連（4－5） 3，360円

馬 連 �� 3，380円 馬 単 �� 5，650円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 1，230円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 10，230円 3 連 単 ��� 43，790円

票 数

単勝票数 計 387740 的中 � 52620（2番人気）
複勝票数 計 562214 的中 � 60757（4番人気）� 55844（5番人気）� 48553（6番人気）
枠連票数 計 165747 的中 （4－5） 3821（14番人気）
馬連票数 計 809718 的中 �� 18527（16番人気）
馬単票数 計 356834 的中 �� 4735（25番人気）
ワイド票数 計 505252 的中 �� 10651（20番人気）�� 10521（22番人気）�� 11786（14番人気）
3連複票数 計 975525 的中 ��� 7150（40番人気）
3連単票数 計1384059 的中 ��� 2291（170番人気）

ハロンタイム 13．3―12．2―12．3―12．5―12．5―12．4―12．6―11．5―10．9―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．5―37．8―50．3―1：02．8―1：15．2―1：27．8―1：39．3―1：50．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．1―3F33．5

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

勝馬の
紹 介

レ ー ツ ェ ル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Monsun デビュー 2017．7．2 福島1着

2015．2．24生 牝3鹿 母 ミスティークⅡ 母母 Montfleur 3戦3勝 賞金 27，689，000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。



3003311月10日 晴 稍重 （30東京5）第3日 第9競走 ��
��1，400�オ キ ザ リ ス 賞

発走14時20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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：23．1
1：23．0

重
重

12 デルマルーヴル 牡2青鹿55 C．ルメール 浅沼 廣幸氏 戸田 博文 平取 坂東牧場 498＋ 61：24．4 2．1�
11 ナンヨーイザヨイ 牡2黒鹿55 内田 博幸中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 466＋101：24．61 5．6�
36 ショウナンガナドル 牡2黒鹿55 大野 拓弥国本 哲秀氏 和田 勇介 浦河 谷川牧場 462± 01：24．81� 146．2�
816 ジ ョ ウ ラ ン 牡2栗 55 武藤 雅山口 裕介氏 黒岩 陽一 新冠 須崎牧場 472＋ 61：25．44 174．8�
24 ペイシャリルキス 牡2鹿 55 三浦 皇成北所 直人氏 高市 圭二 様似 清水スタッド 464＋ 41：25．5� 7．2�
815 プロトイチバンボシ 牡2栗 55 田中 勝春飯田 真也氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 486＋ 61：25．92� 190．9�
59 パブロフテソーロ 牡2鹿 55 北村 宏司了德寺健二ホール

ディングス	 武井 亮 新ひだか 木村 秀則 530＋ 21：26．0� 38．1

510 ニシノコトダマ 牡2栗 55 石川裕紀人西山 茂行氏 手塚 貴久 浦河 ガーベラパー

クスタツド 500＋ 41：26．32 82．4�
713 マイネルバトゥータ 牡2鹿 55 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新ひだか 築紫 洋 460－ 81：26．61� 73．4�
35 ア キ ン ド 牡2鹿 55 宮崎 北斗小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 480－ 21：26．81	 154．0
23 キチロクタービン 牡2栗 55 酒井 学山本 正美氏 清水 英克 むかわ 桑原牧場 462＋ 4 〃 クビ 171．1�
714 タガノカルラ 牡2鹿 55 横山 典弘八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 434－ 41：26．9クビ 5．6�
48 ザイツィンガー 牡2芦 55 戸崎 圭太永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 426－ 21：27．21� 20．4�
47 ミヤジシルフィード 牡2芦 55 松岡 正海曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 松浦牧場 468－101：27．3� 17．5�
612 ハクナマタタ 牡2鹿 55 田辺 裕信�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 478－ 61：28．89 22．7�
611 スマートサヴァラン 牡2鹿 55 江田 照男大川 徹氏 古賀 史生 新ひだか タツヤファーム 448－ 21：29．12 278．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 59，758，400円 複勝： 66，800，600円 枠連： 29，275，300円
馬連： 106，167，300円 馬単： 53，681，600円 ワイド： 65，389，100円
3連複： 148，588，100円 3連単： 195，809，400円 計： 725，469，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 200円 � 1，240円 枠 連（1－1） 630円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 300円 �� 3，170円 �� 5，260円

3 連 複 ��� 16，480円 3 連 単 ��� 41，370円

票 数

単勝票数 計 597584 的中 � 229221（1番人気）
複勝票数 計 668006 的中 � 174000（1番人気）� 87573（4番人気）� 9089（11番人気）
枠連票数 計 292753 的中 （1－1） 35826（4番人気）
馬連票数 計1061673 的中 �� 128036（1番人気）
馬単票数 計 536816 的中 �� 48231（1番人気）
ワイド票数 計 653891 的中 �� 66071（1番人気）�� 4834（31番人気）�� 2891（42番人気）
3連複票数 計1485881 的中 ��� 6759（48番人気）
3連単票数 計1958094 的中 ��� 3431（118番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．6―48．1―1：00．4―1：12．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デルマルーヴル �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 コ マ ン ズ デビュー 2018．8．25 札幌4着

2016．3．19生 牡2青鹿 母 カリビアンロマンス 母母 サバナパディーダ 3戦2勝 賞金 16，464，000円
※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） 3頭 スタークォーツ号・スマートセラヴィー号・ニューモニュメント号

3003411月10日 晴 良 （30東京5）第3日 第10競走 ��
��1，400�

み た か

三 鷹 特 別
発走14時55分 （芝・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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．5
1：19．0

良
良

11 デスティニーソング 牝4鹿 55 田辺 裕信 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 450－ 21：20．2 15．5�

68 ダイアトニック 牡3鹿 56 C．オドノヒュー �シルクレーシング 安田 隆行 浦河 酒井牧場 476－ 4 〃 クビ 2．4�
（愛）

33 ライラックカラー 牡3黒鹿56 C．ルメール 山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 456－ 21：20．41� 3．3�
711 ミカリーニョ 牝3黒鹿54 福永 祐一 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 446＋ 81：20．71	 6．9�
45 マ リ エ ラ 牡5鹿 57 北村 宏司栗山 良子氏 
島 一歩 日高 新井 昭二 520± 01：20．8クビ 158．1	
69 ペルソナリテ 牝5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 442± 0 〃 ハナ 31．5

56 スイーズドリームス 牡4鹿 57 横山 典弘大塚 亮一氏 須貝 尚介 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 504－ 41：21．11	 23．3�
44 ニシノウララ 牝3青鹿54 三浦 皇成西山 茂行氏 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 458＋ 2 〃 クビ 12．9�
22 ミエノドリーマー 牡5栗 57 柴田 善臣里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 B464－121：21．31� 156．3
812 グランドボヌール 牡4鹿 57 戸崎 圭太田畑 利彦氏 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 476± 0 〃 ハナ 6．6�
710 ロードライト 牝3青鹿54 武藤 雅榊原源一郎氏 手塚 貴久 新冠 オリエント牧場 B412－101：21．72� 103．4�
57 シルヴァーコード 牝6芦 55 大野 拓弥田上 雅春氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 474± 01：21．91� 97．1�
813� レヴァンテライオン 4黒鹿57 松岡 正海ライオンレースホース� 矢作 芳人 米

Hargus Sexton, Sandra
Sexton, Tom Bozarth &
Silver Fern Farm LLC

B480－ 61：22．0� 144．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 59，894，000円 複勝： 70，559，600円 枠連： 23，960，800円
馬連： 132，290，600円 馬単： 58，795，700円 ワイド： 72，367，500円
3連複： 164，379，000円 3連単： 236，775，900円 計： 819，023，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 240円 � 120円 � 140円 枠 連（1－6） 1，540円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 4，560円

ワ イ ド �� 510円 �� 650円 �� 220円

3 連 複 ��� 1，480円 3 連 単 ��� 19，240円

票 数

単勝票数 計 598940 的中 � 30840（6番人気）
複勝票数 計 705596 的中 � 52880（5番人気）� 182782（1番人気）� 140035（2番人気）
枠連票数 計 239608 的中 （1－6） 12033（6番人気）
馬連票数 計1322906 的中 �� 65474（6番人気）
馬単票数 計 587957 的中 �� 9651（19番人気）
ワイド票数 計 723675 的中 �� 33198（6番人気）�� 25551（8番人気）�� 97167（1番人気）
3連複票数 計1643790 的中 ��� 82760（3番人気）
3連単票数 計2367759 的中 ��� 8921（61番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―10．8―11．2―11．5―12．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―33．8―45．0―56．5―1：08．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デスティニーソング �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．8．14 小倉3着

2014．3．26生 牝4鹿 母 マルカデスティニー 母母 ラ ミ リ テ ア 23戦4勝 賞金 79，886，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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。



3003511月10日 晴 稍重 （30東京5）第3日 第11競走 ��
��1，600�第23回東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス（ＧⅢ）

発走15時30分 （ダート・左）
3歳以上；負担重量は，3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，29．11．11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，29．11．10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）

中日新聞社賞・地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 595，000円 170，000円 85，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

24 サンライズノヴァ 牡4栗 56 戸崎 圭太松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 534± 01：34．7 2．9�
23 クインズサターン 牡5芦 56 四位 洋文 �クイーンズ・ランチ 野中 賢二 新ひだか 佐竹 学 B474－ 41：34．91� 34．0�
510 ナムラミラクル 牡5芦 56 C．ルメール 奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 ナカノファーム 480± 0 〃 クビ 3．9�
47 ユ ラ ノ ト 牡4栗 56 福永 祐一 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 494－ 41：35．22 9．0�
48 	 ルグランフリソン 牡5鹿 56 武藤 雅前田 幸治氏 中竹 和也 米 Green Lantern

Stables, LLC 478＋ 21：35．3
 228．9	
816 インカンテーション 牡8鹿 57 三浦 皇成�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 502－ 41：35．61� 7．2

815 ウェスタールンド �6栗 56 C．オドノヒュー �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 482－ 2 〃 ハナ 4．1�

（愛）

612 ク ル ー ガ ー 牡6黒鹿57 石川裕紀人 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 532± 01：35．7
 22．8�
611 グレンツェント 牡5鹿 57 内田 博幸 �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 478－ 6 〃 クビ 40．5
713 メイショウウタゲ 牡7栗 56 酒井 学松本 好雄氏 安達 昭夫 新冠 隆栄牧場 514－ 2 〃 アタマ 37．3�
59 	 ストロングバローズ 牡5鹿 56 田辺 裕信猪熊 広次氏 堀 宣行 米 Fox

Straus KY 554± 01：35．9� 159．7�
35 イーグルフェザー 牡5鹿 56 北村 宏司 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 492＋ 21：36．32
 79．6�
36 ラインシュナイダー 牡6鹿 56 柴田 大知大澤 繁昌氏 沖 芳夫 新ひだか 畠山牧場 472＋ 6 〃 クビ 499．3�
714 モルトベーネ 牡6栗 56 蛯名 正義三宅 正義氏 松永 昌博 浦河 櫛桁牧場 466± 01：36．61� 117．0�
12  パルトネルラーフ 牡5鹿 56 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 日高 浜本牧場 494－ 21：36．92 384．7�
11 マイネルオフィール 牡6鹿 56 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム B498＋ 41：38．8大差 115．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 158，174，500円 複勝： 196，526，200円 枠連： 73，869，400円
馬連： 452，028，800円 馬単： 180，649，500円 ワイド： 254，004，700円
3連複： 724，559，300円 3連単： 1，005，664，400円 計： 3，045，476，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 470円 � 150円 枠 連（2－2） 3，860円

馬 連 �� 3，930円 馬 単 �� 5，360円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 280円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 3，960円 3 連 単 ��� 22，880円

票 数

単勝票数 計1581745 的中 � 434159（1番人気）
複勝票数 計1965262 的中 � 500688（1番人気）� 69016（7番人気）� 368940（2番人気）
枠連票数 計 738694 的中 （2－2） 14822（13番人気）
馬連票数 計4520288 的中 �� 88972（12番人気）
馬単票数 計1806495 的中 �� 25241（19番人気）
ワイド票数 計2540047 的中 �� 58864（11番人気）�� 270788（1番人気）�� 36336（17番人気）
3連複票数 計7245593 的中 ��� 137079（10番人気）
3連単票数 計10056644 的中 ��� 31864（66番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―11．9―11．9―11．8―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―34．8―46．7―58．6―1：10．4―1：22．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．1
3 8－10（1，12）（6，7，14，16）11（13，15）－9，3（5，4）－2 4 8－10（1，12）（7，14）（11，6，13，15，16）（9，4）（5，3）－2

勝馬の
紹 介

サンライズノヴァ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2016．11．26 東京1着

2014．4．9生 牡4栗 母 ブライトサファイヤ 母母 リアルサファイヤ 17戦7勝 賞金 224，760，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 カデナ号・サノイチ号・ブラックスピネル号・マインシャッツ号・マックスドリーム号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりサンライズノヴァ号は，チャンピオンズカップ（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。

3003611月10日 晴 稍重 （30東京5）第3日 第12競走 ��
��1，300�サラブレッド系3歳以上

発走16時05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
1：16．1
1：16．1

重
重

611 ブラックジョー �5青鹿57 横山 典弘山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 464－ 81：17．6 32．8�
23 モルゲンロート 牡5鹿 57 松岡 正海武田 茂男氏 竹内 正洋 浦河 まるとみ冨岡牧場 472± 01：17．7	 12．2�
47 ク ラ シ コ 牡6鹿 57 C．オドノヒュー 林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B518＋ 4 〃 クビ 2．1�

（愛）

816 クリムゾンバローズ �5栗 57 石川裕紀人猪熊 広次氏 尾形 和幸 新冠 須崎牧場 512＋ 21：17．8クビ 8．7�
12 シンボリバーグ 牝4芦 55 C．ルメールシンボリ牧場 藤沢 和雄 日高 シンボリ牧場 484－101：18．01 3．9�
510 ナムラヒューマン 牡6芦 57 大野 拓弥奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 伊藤 和明 480＋ 8 〃 ハナ 53．3�
714
 ステラルーチェ 牡6栗 57 武士沢友治池田 草龍氏 蛯名 利弘 新ひだか 三石ファーム B476± 0 〃 クビ 18．5	
24 タイガーヴォーグ 牡5鹿 57

56 ☆武藤 雅千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 B498＋ 41：18．1クビ 14．3

815 ミスズマンボ 牝5青鹿55 北村 宏司永井 啓弍氏 安田 翔伍 新ひだか グランド牧場 452＋ 6 〃 アタマ 44．0�
35 メイショウミズカゼ 牡4栗 57 酒井 学松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 466－ 81：18．2� 42．8�
612 ベ ル ク リ ア 牝5芦 55 戸崎 圭太水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 462－ 61：18．3	 18．1
36 
 ティアップサンダー 牡6黒鹿57 江田 照男田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 478＋ 21：18．4クビ 167．6�
11 � ケンデスティニー 牡3栗 56 田中 勝春中西 宏彰氏 森 秀行 米

Sequel Thorough-
breds & Hidden
Lake Farm, LLC

484＋ 2 〃 ハナ 132．4�
48 コスモジョーカー 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 506＋ 41：18．61 127．8�
713 ナンベーサン 牡5芦 57

54 ▲野中悠太郎宮原 廣伸氏 伊藤 大士 日高 アイズスタッド株式会社 492＋ 41：18．92 52．9�
59 カワキタピリカ 牡5鹿 57 三浦 皇成川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 木田牧場 B506＋ 21：19．32� 102．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 61，998，200円 複勝： 82，728，500円 枠連： 35，477，500円
馬連： 142，953，600円 馬単： 64，620，700円 ワイド： 93，986，500円
3連複： 201，686，100円 3連単： 267，128，800円 計： 950，579，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，280円 複 勝 � 630円 � 310円 � 120円 枠 連（2－6） 3，560円

馬 連 �� 17，310円 馬 単 �� 40，080円

ワ イ ド �� 4，030円 �� 1，340円 �� 500円

3 連 複 ��� 9，240円 3 連 単 ��� 122，030円

票 数

単勝票数 計 619982 的中 � 15103（8番人気）
複勝票数 計 827285 的中 � 22906（8番人気）� 54940（6番人気）� 268945（1番人気）
枠連票数 計 354775 的中 （2－6） 7718（15番人気）
馬連票数 計1429536 的中 �� 6399（39番人気）
馬単票数 計 646207 的中 �� 1209（79番人気）
ワイド票数 計 939865 的中 �� 5645（36番人気）�� 17591（13番人気）�� 52581（3番人気）
3連複票数 計2016861 的中 ��� 16367（26番人気）
3連単票数 計2671288 的中 ��� 1587（321番人気）

ハロンタイム 7．2―10．9―11．0―11．6―12．0―12．2―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．2―18．1―29．1―40．7―52．7―1：04．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラックジョー �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2015．10．18 京都10着

2013．3．17生 �5青鹿 母 ラ ブ レ タ ー 母母 ナショナルポートレイト 28戦4勝 賞金 43，982，000円
〔制裁〕 クリムゾンバローズ号の騎手石川裕紀人は，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：15番）
※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） 2頭 アッティーヴォ号・ザイオン号
（非抽選馬） 3頭 アメリカンファクト号・ノーモアゲーム号・ペイシャエヴァー号
※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。



（30東京5）第3日 11月10日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 171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

238，750，000円
5，180，000円
24，710，000円
1，800，000円
28，270，000円
71，808，500円
4，718，000円
1，641，600円

勝馬投票券売得金
585，153，200円
865，529，300円
277，998，100円
1，257，144，400円
585，459，900円
773，433，500円
1，806，071，700円
2，547，273，600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
計 8，698，063，700円

総入場人員 29，784名 （有料入場人員 27，910名）
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