
3006111月18日 曇 良 （30東京5）第6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 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

611 チビラーサン 牝2栗 54 田辺 裕信瀬谷 �雄氏 中舘 英二 新ひだか タイヘイ牧場 444＋ 41：23．4 2．8�
816� チ ル ノ 牝2芦 54 伊藤 工真�レッドマジック金成 貴史 英 Ecurie La

Vallee Martigny 422＋ 21：23．71� 9．6�
59 トーセンジンライム 牡2青 55 江田 照男島川 �哉氏 古賀 史生 新冠 競優牧場 436＋ 41：23．8� 6．4�
818 クリスタロス 牡2黒鹿55 大野 拓弥吉田 照哉氏 大江原 哲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋ 41：23．9	 4．3�
35 コスモビックラコグ 牡2栗 55 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 中川 公成 新冠 ビッグレッドファーム 470± 01：24．11
 87．8

510 ナンヨーシンゲツ 牡2黒鹿55 柴田 善臣中村 德也氏 杉浦 宏昭 浦河 三好牧場 B454＋ 41：24．31
 24．0�
48 サイゴウパワー 牡2栗 55 宮崎 北斗西村新一郎氏 伊藤 伸一 新ひだか 田原橋本牧場 456＋121：24．4� 310．1�
12 リンガスハット 牝2栗 54 内田 博幸伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 446＋ 8 〃 クビ 41．3
24 ムーンレット 牝2鹿 54 武士沢友治	ミルファーム 尾関 知人 浦河 ミルファーム 482－ 2 〃 ハナ 27．0�
36 マーヴェラスロード 牡2鹿 55 三浦 皇成山本又一郎氏 鹿戸 雄一 新ひだか チャンピオンズファーム 476＋ 21：24．5	 9．3�
612 ニットウヴィクスン 牝2鹿 54 松若 風馬藤井 謙氏 小桧山 悟 新ひだか 沖田 忠幸 420－ 41：24．71	 99．6�
23 エレモフィラ 牝2鹿 54 酒井 学 	荻伏服部牧場 蛯名 利弘 新ひだか 城地牧場 390－ 41：24．8� 326．8�
47 ミオリパヤヤーム 牝2鹿 54

51 ▲木幡 育也瀬谷 �雄氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 424＋ 41：25．01
 105．1�
713 マ イ ン ナ ナ 牝2鹿 54 岩部 純二峰 哲馬氏 萱野 浩二 新ひだか 藤吉牧場 388－ 41：25．21
 422．7�
817 ミ ス プ ロ ト 牝2鹿 54

52 △藤田菜七子福澤 真也氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 440＋ 4 〃 ハナ 47．4�
11 オトリコミチュウ 牝2青鹿54 池添 謙一内田 玄祥氏 奥平 雅士 新ひだか 飛野牧場 438＋ 2 〃 クビ 15．1�
715 ヤエノヒカリ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行柳田 英子氏 清水 英克 新ひだか 折手牧場 438－ 21：25．3クビ 493．6�
714 ニシノポンパドール 牝2芦 54 嶋田 純次西山 茂行氏 本間 忍 浦河 木戸口牧場 452＋ 4 〃 ハナ 137．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，188，000円 複勝： 32，965，900円 枠連： 13，447，900円
馬連： 50，145，900円 馬単： 24，466，500円 ワイド： 33，254，600円
3連複： 74，000，200円 3連単： 84，509，100円 計： 334，978，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 190円 � 160円 枠 連（6－8） 310円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 430円 �� 350円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 6，620円

票 数

単勝票数 計 221880 的中 � 65496（1番人気）
複勝票数 計 329659 的中 � 84671（1番人気）� 38034（4番人気）� 47764（3番人気）
枠連票数 計 134479 的中 （6－8） 33487（1番人気）
馬連票数 計 501459 的中 �� 37108（3番人気）
馬単票数 計 244665 的中 �� 10777（4番人気）
ワイド票数 計 332546 的中 �� 20034（3番人気）�� 25314（2番人気）�� 12006（7番人気）
3連複票数 計 740002 的中 ��� 29750（4番人気）
3連単票数 計 845091 的中 ��� 9247（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―35．9―48．5―1：00．4―1：11．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チビラーサン �
�
父 ケープブランコ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．10．28 東京2着

2016．3．17生 牝2栗 母 サウンドオブハート 母母 シンメイミネルバ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 チビラーサン号の騎手田辺裕信は，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：5番）
※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。
（非抽選馬） 3頭 シゲルカイヤナイト号・シセイタイガ号・ユラニュス号

3006211月18日 曇 良 （30東京5）第6日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時20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
1：45．9
1：45．6

良
良

23 クラサーヴィツァ 牝2栗 54 三浦 皇成�KTレーシング 武井 亮 洞�湖 レイクヴィラファーム 436－ 41：49．8 5．1�
713 フローズンナイト 牝2黒鹿54 松若 風馬ライオンレースホース� 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 496－ 61：50．22� 79．2�
47 カレンブーケドール 牝2鹿 54 北村 宏司鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 464－ 21：50．41� 1．7�
48 スパークオブライフ 牝2黒鹿 54

52 △藤田菜七子西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 398－ 81：50．61� 86．3�
714 グラデュアリー 牝2栗 54 田辺 裕信 �社台レースホース尾形 和幸 安平 追分ファーム 428－ 6 〃 クビ 46．8	
611 カナロアガール 牝2鹿 54 内田 博幸広尾レース� 田村 康仁 平取 清水牧場 470＋ 2 〃 ハナ 4．9

36 アナザークイーン 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム 444± 01：50．81� 22．4�
11 スコッチリール 牝2黒鹿54 池添 謙一 �サンデーレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 446＋ 6 〃 アタマ 13．7�
510 ノーブルテラ 牝2鹿 54 江田 照男吉木 伸彦氏 久保田貴士 新ひだか 服部 牧場 480＋ 61：50．9� 159．8
24 トミケンヴァール 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎冨樫 賢二氏 小西 一男 新ひだか 松田牧場 418－ 41：51．11� 282．7�
12 ボニーソックス 牝2黒鹿 54

53 ☆武藤 雅落合 幸弘氏 矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 440－141：51．2� 38．5�
815 リアルフェイス 牝2栗 54 桑村 真明 �コスモヴューファーム 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 424± 01：51．3� 196．0�

（北海道）

35 イノセントラヴ 牝2栗 54 宮崎 北斗田島 孝司氏 青木 孝文 日高 スマイルファーム 440－ 61：51．51� 411．6�
612 グッドカグラ 牝2黒鹿54 蛯名 正義杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 398－ 81：51．6� 287．6�
59 シゲルネコライト 牝2栗 54 武士沢友治森中 蕃氏 石栗 龍彦 新冠 大林ファーム 406＋ 6 〃 ハナ 118．2�
816 グリーンティー 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�Basic 田島 俊明 青森 有限会社

ラークヒルズ 416± 01：52．02� 170．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，719，700円 複勝： 46，222，700円 枠連： 11，236，400円
馬連： 45，741，600円 馬単： 26，846，100円 ワイド： 28，420，200円
3連複： 65，049，300円 3連単： 98，726，300円 計： 347，962，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 140円 � 680円 � 110円 枠 連（2－7） 5，840円

馬 連 �� 13，250円 馬 単 �� 23，190円

ワ イ ド �� 1，990円 �� 190円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 3，870円 3 連 単 ��� 47，020円

票 数

単勝票数 計 257197 的中 � 42344（3番人気）
複勝票数 計 462227 的中 � 55214（2番人気）� 5709（8番人気）� 272101（1番人気）
枠連票数 計 112364 的中 （2－7） 1489（14番人気）
馬連票数 計 457416 的中 �� 2674（21番人気）
馬単票数 計 268461 的中 �� 868（37番人気）
ワイド票数 計 284202 的中 �� 3053（17番人気）�� 50453（1番人気）�� 4412（13番人気）
3連複票数 計 650493 的中 ��� 12601（11番人気）
3連単票数 計 987263 的中 ��� 1522（100番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．0―36．3―49．2―1：02．2―1：15．4―1：27．2―1：38．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F34．4

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クラサーヴィツァ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 メジロライアン デビュー 2018．7．22 函館2着

2016．3．2生 牝2栗 母 メジロルバート 母母 メジロラモーヌ 4戦1勝 賞金 9，800，000円
※スパークオブライフ号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

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６日



3006311月18日 曇 良 （30東京5）第6日 第3競走 ��1，300�サラブレッド系2歳
発走10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
1：17．4
1：17．4

良
良

816 マイネルサンタアナ 牡2栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 矢野 英一 新冠 ビッグレッドファーム 434＋ 41：21．1 10．4�

35 タイセイスパーブ 牡2鹿 55 松若 風馬田中 成奉氏 青木 孝文 浦河 高昭牧場 476＋ 21：21．41� 7．2�
48 カネショウベリー 牝2芦 54 武士沢友治清水 正裕氏 萱野 浩二 日高 サンシャイン

牧場 418－ 41：21．5� 193．2�
611 ステイホット 牝2栗 54 大野 拓弥小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 478－ 4 〃 クビ 10．7�
815 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 418＋ 21：21．71� 3．5�
714 ベリッシモファルコ 牝2栗 54 内田 博幸岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 真歌田中牧場 B448－ 21：21．91� 70．0	
612 セ イ ス ピ カ 牝2黒鹿54 三浦 皇成金田 成基氏 中川 公成 新冠 松本 信行 428＋ 41：22．0� 5．7

713 ラブインブルーム 牝2青鹿 54

51 ▲木幡 育也�大樹ファーム 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 420－ 21：22．1� 29．0�

510 サノノティアラ 牝2鹿 54
51 ▲野中悠太郎佐野 信幸氏 栗田 徹 日高 豊洋牧場 384＋ 21：22．2� 160．6

24 ダウンタウンプリマ 牝2栗 54 岩田 康誠林 正道氏 斎藤 誠 新ひだか 服部 牧場 450± 01：22．3� 10．7�
23 マ ッ シ ロ 牝2芦 54

53 ☆武藤 雅佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 408－ 21：22．4� 189．2�
12 ニシノゴウウン 牡2青鹿 55

53 △藤田菜七子西山 茂行氏 小島 茂之 新冠 カミイスタット 482＋ 21：22．5� 17．8�
59 ダイチヴィーゼ 牡2青鹿55 酒井 学 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 460± 01：22．81� 127．5�
11 セイウンメラビリア 牝2青鹿54 岩部 純二西山 茂行氏 中舘 英二 新冠 石郷岡 雅樹 456± 0 〃 アタマ 376．5�
47 テンノウザン 牡2黒鹿55 田中 勝春長谷川清英氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 466＋ 41：23．97 5．7�
36 ベ ニ ハ ル カ 牝2栗 54 菅原 隆一桐谷 茂氏 石毛 善彦 日高 広中 稔 422－ 21：24．11� 328．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，991，400円 複勝： 42，555，000円 枠連： 16，091，900円
馬連： 59，439，800円 馬単： 27，392，500円 ワイド： 39，832，700円
3連複： 79，583，700円 3連単： 95，125，500円 計： 390，012，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 380円 � 290円 � 3，320円 枠 連（3－8） 1，160円

馬 連 �� 3，950円 馬 単 �� 7，880円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 27，060円 �� 12，930円

3 連 複 ��� 282，880円 3 連 単 ��� 1，768，350円

票 数

単勝票数 計 299914 的中 � 24310（5番人気）
複勝票数 計 425550 的中 � 30355（7番人気）� 43282（4番人気）� 2871（13番人気）
枠連票数 計 160919 的中 （3－8） 10686（5番人気）
馬連票数 計 594398 的中 �� 11658（19番人気）
馬単票数 計 273925 的中 �� 2605（39番人気）
ワイド票数 計 398327 的中 �� 7488（20番人気）�� 373（82番人気）�� 783（56番人気）
3連複票数 計 795837 的中 ��� 211（247番人気）
3連単票数 計 951255 的中 ��� 39（1440番人気）

ハロンタイム 7．1―11．5―12．3―12．6―12．4―12．4―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．6―30．9―43．5―55．9―1：08．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルサンタアナ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2018．6．30 福島6着

2016．3．31生 牡2栗 母 マイネオレンジ 母母 コスモバレンシア 5戦1勝 賞金 7，550，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 シゲルキャッツアイ号・シゲルブドウセキ号・トモジャナイト号・ハーベストゴールド号

3006411月18日 曇 良 （30東京5）第6日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走11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

714 ペ レ 牝2黒鹿54 大野 拓弥�NICKS 奥村 武 安平 ノーザンファーム 438－141：35．5 4．1�
816 トーセングラン 牡2鹿 55 三浦 皇成島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 424＋10 〃 クビ 3．8�
11 キ ン ジ ト ー 牡2栗 55 内田 博幸山口 裕介氏 黒岩 陽一 浦河 谷川牧場 504－ 41：35．92� 8．0�
47 ム ニ ア イ ン 牡2栗 55 池添 謙一吉田 勝己氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 484＋ 4 〃 ハナ 9．7�
23 ナックゼウス 牡2栗 55 岩田 康誠小松 欣也氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 494＋ 41：36．0� 7．2	
35 マイネルセリオン 牡2栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 石郷岡 雅樹 B446± 0 〃 クビ 142．9

612 ファムファタル 牝2鹿 54

51 ▲木幡 育也�Shadow 栗田 徹 浦河 絵笛牧場 474± 01：36．21 4．3�
817 フ ロ リ ー ル 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎飯田 正剛氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 436± 01：36．41� 56．8�
24 スマートブランコ 牝2栗 54

53 ☆武藤 雅吉田喜代司氏 佐藤 吉勝 浦河 有限会社
松田牧場 416－ 21：36．61� 43．0

818 ホットスタンプ 牝2栗 54 田中 勝春岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 石郷岡 雅樹 B456＋ 21：36．81� 128．0�
510 ケイツールフィヤ 牝2鹿 54 柴田 善臣楠本 勝美氏 大江原 哲 浦河 秋場牧場 462－ 61：37．01� 79．4�
36 ヴァガルーナ 牝2黒鹿54 嶋田 純次岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 米田牧場 436＋ 21：37．32 456．5�
12 フ ァ ウ ラ ー 牡2青鹿55 的場 勇人永見 貴昭氏 加藤 和宏 新ひだか 本桐牧場 452＋ 41：37．61� 248．4�
48 シングングレース 牝2鹿 54 武士沢友治伊坂 重憲氏 大江原 哲 新冠 ヒカル牧場 432－ 61：37．91� 420．5�
59 バースデーバッシュ 牝2栗 54 嘉藤 貴行田頭 勇貴氏 清水 英克 浦河 笹地牧場 428＋ 41：38．11� 800．9�
713 エコロノアール 牡2青鹿 55

53 △藤田菜七子原村 正紀氏 岩戸 孝樹 日高 坂東ファーム 446－ 41：38．31� 115．8�
611 トウカイチョウサン 牝2鹿 54 北村 宏司�チョウサン 蛯名 利弘 日高 竹島 幸治 434－ 41：38．72� 437．5�
715 ヴィジョニア 牝2栗 54 伊藤 工真田頭 勇貴氏 的場 均 新冠 芳住 鉄兵 404＋ 41：38．91� 488．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 34，489，300円 複勝： 46，307，100円 枠連： 15，046，500円
馬連： 61，990，200円 馬単： 30，832，800円 ワイド： 41，641，600円
3連複： 78，020，000円 3連単： 96，260，700円 計： 404，588，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 160円 � 210円 枠 連（7－8） 500円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 290円 �� 600円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，020円 3 連 単 ��� 7，920円

票 数

単勝票数 計 344893 的中 � 69572（2番人気）
複勝票数 計 463071 的中 � 85401（1番人気）� 80205（3番人気）� 48876（5番人気）
枠連票数 計 150465 的中 （7－8） 22920（1番人気）
馬連票数 計 619902 的中 �� 73959（1番人気）
馬単票数 計 308328 的中 �� 19259（1番人気）
ワイド票数 計 416416 的中 �� 40412（1番人気）�� 16620（9番人気）�� 17285（8番人気）
3連複票数 計 780200 的中 ��� 28964（4番人気）
3連単票数 計 962607 的中 ��� 8803（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．4―36．1―48．1―1：00．5―1：12．3―1：23．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペ レ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Cactus Ridge デビュー 2018．10．8 東京3着

2016．3．4生 牝2黒鹿 母 ホットチャチャ 母母 Reduced Sentence 2戦1勝 賞金 6，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ヴェネレ号・ギュウホ号・タトゥーアリ号・ドゥーエノルドゥ号・ユウユウリアン号
（非抽選馬） 3頭 ジューンバラード号・ヌチグスイ号・ワンダーヴァレッタ号



3006511月18日 曇 良 （30東京5）第6日 第5競走 ��
��1，800�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
1：45．9
1：45．6

良
良

22 アップライトスピン 牝2黒鹿54 大野 拓弥 �キャロットファーム 池上 昌和 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466 ―1：49．1 3．1�

78 モッズストーン 牡2栗 55 三浦 皇成吉田 和美氏 武井 亮 新ひだか 畠山牧場 480 ―1：49．41� 12．5�
67 ブレーヴユニコーン 牡2青鹿55 内田 博幸諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 512 ―1：49．61� 6．8�
811 テンペスタージ 牡2鹿 55 田辺 裕信�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 456 ―1：49．81� 4．7�
66 ショウナンサジン 牡2黒鹿55 松若 風馬国本 哲秀氏 田中 剛 洞	湖 レイクヴィラファーム 474 ― 〃 クビ 16．7	
11 ハ ナ ギ リ 牝2鹿 54 池添 謙一山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 468 ―1：50．01
 30．1

44 メ ス キ ー タ 牡2鹿 55 柴田 大知岡 浩二氏 山内 研二 浦河 大柳ファーム 502 ―1：50．21
 6．3�
33 トラストシンゲン 牡2栗 55 柴田 善臣菅波 雅巳氏 高木 登 新冠 村上 欽哉 492 ― 〃 クビ 82．1�
79 コトブキスフェール 牝2鹿 54 伊藤 工真尾上 松壽氏 金成 貴史 新ひだか 下屋敷牧場 424 ―1：50．41
 34．2
810 ウインリベルタ 牡2栗 55 岩田 康誠�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 476 ―1：50．6� 17．2�
55 マ ビ ヨ ン 牡2鹿 55 北村 宏司髙嶋 航氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 468 ―1：50．81
 10．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 30，393，300円 複勝： 33，793，400円 枠連： 11，324，700円
馬連： 52，159，300円 馬単： 26，085，200円 ワイド： 31，800，900円
3連複： 62，551，100円 3連単： 83，906，800円 計： 332，014，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 270円 � 200円 枠 連（2－7） 1，130円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 750円 �� 420円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 2，770円 3 連 単 ��� 12，990円

票 数

単勝票数 計 303933 的中 � 78846（1番人気）
複勝票数 計 337934 的中 � 76582（1番人気）� 25943（6番人気）� 42566（4番人気）
枠連票数 計 113247 的中 （2－7） 7717（4番人気）
馬連票数 計 521593 的中 �� 25140（5番人気）
馬単票数 計 260852 的中 �� 8002（7番人気）
ワイド票数 計 318009 的中 �� 10721（6番人気）�� 20480（2番人気）�� 7604（11番人気）
3連複票数 計 625511 的中 ��� 16927（4番人気）
3連単票数 計 839068 的中 ��� 4683（23番人気）

ハロンタイム 13．2―11．8―12．0―12．5―12．4―12．2―11．7―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．0―37．0―49．5―1：01．9―1：14．1―1：25．8―1：37．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F35．0

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

勝馬の
紹 介

アップライトスピン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Distorted Humor 初出走

2016．5．6生 牝2黒鹿 母 オリジナルスピンⅡ 母母 We Love Granny 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3006611月18日 曇 良 （30東京5）第6日 第6競走 ��1，400�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
1：21．2
1：20．3

良
良

611 スズノムサシ 牡2青鹿55 三浦 皇成小紫 嘉之氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト
クラブ 454 ―1：23．4 7．8�

36 ミモザイエロー 牝2栗 54
53 ☆武藤 雅青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 450 ―1：24．14 5．5�

12 カンパーニャ 牡2栗 55 北村 宏司村野 康司氏 畠山 吉宏 日高 下河辺牧場 446 ― 〃 アタマ 28．4�
510 アイアンゾーン 牝2芦 54

51 ▲木幡 育也池上 一馬氏 南田美知雄 新ひだか 原口牧場 450 ―1：24．31 152．8�
714 ナムラガンマン 牡2栗 55 柴田 大知奈村 信重氏 谷原 義明 様似 林 時春 472 ― 〃 クビ 44．5�
713 モエレコネクター 牡2鹿 55 池添 謙一中村 時子氏 大竹 正博 新冠 有限会社 大

作ステーブル 512 ― 〃 ハナ 24．1	
47 ル ク リ リ 牝2栗 54 岩田 康誠菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 444 ―1：24．4� 15．3

11 ラブイズブラインド 牝2鹿 54 蛯名 正義 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 浦河 辻 牧場 476 ―1：25．03� 4．0�
612 ピンクラグーン 牝2黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 南田美知雄 日高 森永牧場 390 ―1：25．1� 412．0
35 コールザチューン 牝2鹿 54 田辺 裕信 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 492 ―1：25．41� 2．5�
816 テ ィ ヤ ム 牝2青鹿54 内田 博幸藤沼 利夫氏 金成 貴史 平取 スガタ牧場 452 ―1：25．82� 39．5�
48 エコロシンフォニー 牝2青鹿 54

52 △藤田菜七子原村 正紀氏 根本 康広 新ひだか 静内フジカワ牧場 424 ―1：26．22� 47．3�
23 ダーリンボウイ 牡2栗 55 江田 照男薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 日高 下川 茂広 454 ― 〃 ハナ 186．4�
817 コスモクラージュ 牡2黒鹿55 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新ひだか 斉藤スタッド 474 ―1：26．73 266．2�
24 モリトシュン 牡2青鹿55 武士沢友治石橋 忠之氏 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 494 ―1：27．02 174．6�
815 ツギノイッテ 牡2黒鹿55 酒井 学西村新一郎氏 天間 昭一 青森 織笠 時男 456 ―1：27．21� 395．2�
59 エメラルドカット 牝2鹿 54 宮崎 北斗山上 和良氏 的場 均 浦河 小林 仁 490 ―1：27．41 272．3�

（17頭）

売 得 金
単勝： 35，345，400円 複勝： 38，666，000円 枠連： 20，088，300円
馬連： 59，214，600円 馬単： 30，804，100円 ワイド： 38，911，500円
3連複： 76，517，600円 3連単： 96，036，300円 計： 395，583，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 180円 � 210円 � 470円 枠 連（3－6） 720円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 3，970円

ワ イ ド �� 670円 �� 2，250円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 9，820円 3 連 単 ��� 44，480円

票 数

単勝票数 計 353454 的中 � 37936（4番人気）
複勝票数 計 386660 的中 � 62325（3番人気）� 52055（4番人気）� 17108（6番人気）
枠連票数 計 200883 的中 （3－6） 21425（3番人気）
馬連票数 計 592146 的中 �� 26907（6番人気）
馬単票数 計 308041 的中 �� 5805（14番人気）
ワイド票数 計 389115 的中 �� 15670（7番人気）�� 4305（24番人気）�� 6306（16番人気）
3連複票数 計 765176 的中 ��� 5839（34番人気）
3連単票数 計 960363 的中 ��� 1565（133番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―25．2―37．6―49．9―1：01．2―1：12．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F33．5
3 11，12（10，13，14）16（7，8，6）（1，5）－4（2，15）17，9，3 4 11（12，13）（10，14）（7，8，6，16）（1，5）－2（4，15）（9，17）－3

勝馬の
紹 介

スズノムサシ �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2016．4．29生 牡2青鹿 母 コイクレナイ 母母 ワイルドリリー 1戦1勝 賞金 7，000，000円



3006711月18日 曇 良 （30東京5）第6日 第7競走 ��
��1，600�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

713 ビービーガウディ 牡4栗 57 岩田 康誠�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 482＋ 81：38．1 1．8�
816 オーシャンビュー 牡5鹿 57 江田 照男冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 八木 明広 448－ 21：38．41� 15．5�
48 カーネリアン 牝4鹿 55 大野 拓弥林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 488－ 2 〃 クビ 8．8�
611 ラスティユース 牡3栗 56 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 478＋ 41：38．82	 9．3�
714 ベルクカッツェ 牡3青鹿 56

54 △藤田菜七子田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 水丸牧場 484＋ 81：39．01 31．3�
815 グラデュエイト 牡3青鹿56 西村 太一阿部 友弘氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 506＋ 8 〃 クビ 170．2	
23 トミケンエンデレア 牡3鹿 56 北村 宏司冨樫 賢二氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 504＋181：39．1� 18．0

47 ロジヒューズ 牝3鹿 54 池添 謙一久米田正明氏 古賀 慎明 新冠 オリエント牧場 476－ 61：39．31
 41．2�
11 ロマンスマジック 牝4栗 55 武士沢友治�ミルファーム 奥平 雅士 新ひだか 松本牧場 464± 01：39．72	 52．1�
59 アルチレイロ �4青鹿57 松若 風馬髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 456＋ 4 〃 ハナ 43．0
510 ペイシャボム 牡4鹿 57 桑村 真明北所 直人氏 本間 忍 日高 日高大洋牧場 496＋ 41：40．12	 34．8�

（北海道）

612 シーエーパイロット 牝4黒鹿 55
54 ☆武藤 雅�Shadow 栗田 徹 平取 坂東牧場 492－121：40．63 332．9�

36 ミスタープリサイス 牡3黒鹿56 内田 博幸髙岸 順一氏 高橋 文雅 浦河 高岸 順一 496－ 41：40．81
 51．4�
35 � ディスパーション 牝4栗 55 蛯名 正義村野 康司氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 470－ 21：41．75 10．7�
12 メジャーラプソディ 牝3栗 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 482＋ 81：43．29 16．8�
24 ニシノアップルパイ 牡4鹿 57 田辺 裕信西山 茂行氏 中舘 英二 新ひだか 棚川 光男 492＋ 21：44．79 14．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，077，200円 複勝： 52，672，600円 枠連： 21，624，900円
馬連： 88，357，100円 馬単： 42，357，800円 ワイド： 61，878，600円
3連複： 120，162，400円 3連単： 155，005，400円 計： 583，136，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 300円 � 230円 枠 連（7－8） 1，120円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 1，920円

ワ イ ド �� 510円 �� 380円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 3，540円 3 連 単 ��� 14，520円

票 数

単勝票数 計 410772 的中 � 175425（1番人気）
複勝票数 計 526726 的中 � 159768（1番人気）� 34354（5番人気）� 48388（3番人気）
枠連票数 計 216249 的中 （7－8） 14944（5番人気）
馬連票数 計 883571 的中 �� 53202（4番人気）
馬単票数 計 423578 的中 �� 16541（6番人気）
ワイド票数 計 618786 的中 �� 31228（4番人気）�� 45206（2番人気）�� 8276（21番人気）
3連複票数 計1201624 的中 ��� 25449（7番人気）
3連単票数 計1550054 的中 ��� 7736（26番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―12．0―12．5―12．7―12．8―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．1―35．1―47．6―1：00．3―1：13．1―1：25．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビービーガウディ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．7．24 函館5着

2014．5．19生 牡4栗 母 エルフィンフェザー 母母 ダイナカール 20戦3勝 賞金 37，315，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 メジャーラプソディ号・ニシノアップルパイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，
平成30年12月18日まで平地競走に出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 アオテンジョウ号・ジュニエーブル号・タイセイカレッジ号・デザートトリップ号・ヒロノワカムシャ号・

フッカツノノロシ号・モリトユウブ号・レオアルティメット号
※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。

3006811月18日 曇 良 （30東京5）第6日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走13時45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

713 ヴ ォ ー ガ 牡4栗 57 桑村 真明一村 哲也氏 森 秀行 新ひだか グランド牧場 450＋ 81：25．4 22．3�
（北海道）

714 ド リ ュ ウ 牡3栗 56 大野 拓弥�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 442－ 2 〃 クビ 6．9�
47 ミッキーワイルド 牡3鹿 56 三浦 皇成野田みづき氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 508＋ 4 〃 ハナ 2．9�
48 � ハニージェイド 牝4黒鹿55 北村 宏司吉田 和子氏 	島 一歩 米

John P Hicks, William D
Hart, Dr. Jerry Bilinski
& John Murdza

456－181：25．6
 4．6�
815 エ ニ グ マ 牡4鹿 57 柴田 善臣石瀬 浩三氏 高橋 文雅 日高 いとう牧場 494－ 2 〃 クビ 4．4�
612 ノーモアゲーム 牡5鹿 57

55 △藤田菜七子内藤 好江氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 B478＋ 4 〃 アタマ 51．4	
59 リパーカッション 牡4鹿 57 岩田 康誠石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 杵臼牧場 B528± 01：25．7クビ 14．4

12 ララパルーザ 牡5鹿 57 内田 博幸 �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 528＋ 21：25．91 34．2�
611 クリノシャンボール 牡5黒鹿 57

54 ▲木幡 育也栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 水上 習孝 494± 0 〃 アタマ 85．9
36 アナザーバージョン �7鹿 57 松若 風馬 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム B478－ 41：26．21
 39．8�
11 ペイシャエヴァー 牡4鹿 57 江田 照男北所 直人氏 小笠 倫弘 新ひだか 中田 英樹 488＋ 21：26．3� 14．5�
35 デピュティプライム �5栗 57 池添 謙一丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 486＋ 21：26．4� 80．4�
816 ラヴタクティクス 牝4栗 55 柴田 大知岡田 牧雄氏 天間 昭一 日高 若林 順一 492－ 21：26．5
 66．0�
510 キングキングキング 牡3黒鹿56 蛯名 正義嶋田 賢氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 482± 01：26．71 79．1�
24 ザ イ オ ン 牡3鹿 56 田辺 裕信小泉 修氏 相沢 郁 新ひだか 米田牧場 466＋ 6 〃 クビ 87．5�
23 ウサギノカケアシ 牡6芦 57

54 ▲野中悠太郎桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 大滝 康晴 496＋121：27．44 121．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，900，800円 複勝： 66，232，600円 枠連： 28，613，300円
馬連： 102，342，900円 馬単： 43，659，400円 ワイド： 67，744，000円
3連複： 138，910，500円 3連単： 162，905，000円 計： 652，308，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，230円 複 勝 � 460円 � 200円 � 150円 枠 連（7－7） 8，830円

馬 連 �� 9，270円 馬 単 �� 22，130円

ワ イ ド �� 2，060円 �� 1，110円 �� 420円

3 連 複 ��� 7，770円 3 連 単 ��� 92，050円

票 数

単勝票数 計 419008 的中 � 14977（7番人気）
複勝票数 計 662326 的中 � 27536（7番人気）� 86333（4番人気）� 150296（1番人気）
枠連票数 計 286133 的中 （7－7） 2509（19番人気）
馬連票数 計1023429 的中 �� 8549（25番人気）
馬単票数 計 436594 的中 �� 1479（57番人気）
ワイド票数 計 677440 的中 �� 7909（22番人気）�� 15182（9番人気）�� 45053（3番人気）
3連複票数 計1389105 的中 ��� 13394（21番人気）
3連単票数 計1629050 的中 ��� 1283（257番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．5―36．4―48．7―1：01．0―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴ ォ ー ガ �
�
父 キャプテントゥーレ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2016．7．31 新潟5着

2014．4．9生 牡4栗 母 スズカシャンティー 母母 テレサザティーチャ 16戦4勝 賞金 42，320，000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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アメリカンファクト号
（非抽選馬） 2頭 キョウエイソフィア号・マリナー号
※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。



3006911月18日 曇 良 （30東京5）第6日 第9競走 ��
��1，600�

あ か ま つ

赤 松 賞
発走14時15分 （芝・左）
牝，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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：32．3

稍重
良

56 ジ ョ デ ィ ー 牝2鹿 54 武藤 雅小濱 忠一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：34．3 18．9�
22 � マドラスチェック 牝2栗 54 大野 拓弥吉田 和子氏 斎藤 誠 加 Christine Kath-

erine Hayden 502－ 2 〃 ハナ 57．9�
55 レディマクベス 牝2黒鹿54 北村 宏司ゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468－ 61：34．93� 1．8�
33 ブルーグローブ 牝2黒鹿54 柴田 大知林 正道氏 矢野 英一 日高 白井牧場 442± 0 〃 クビ 34．0�
68 ウィクトーリア 牝2鹿 54 田辺 裕信 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 458－ 41：35．0� 5．6�
710 ミディオーサ 牝2鹿 54 岩田 康誠 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：35．21� 4．7	
79 ロカマドール 牝2鹿 54 三浦 皇成中村 祐子氏 尾形 和幸 新ひだか 三石橋本牧場 438－ 61：35．62� 45．9

44 	 エムティアン 牝2青鹿54 桑村 真明�門別牧場 山口 竜一 新ひだか 漆原 武男 414－101：35．7クビ 181．3�

（北海道） （北海道）

11 ヘリンヌリング 牝2青 54 嘉藤 貴行 �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 434± 01：35．8� 525．1

67 ファクトゥーラ 牝2黒鹿54 内田 博幸 �キャロットファーム 吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460＋ 61：36．01
 17．7�

812 プロスペリティ 牝2黒鹿54 松若 風馬 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 436＋ 21：36．21
 78．5�
811 クィーンユニバンス 牝2鹿 54 池添 謙一亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 508＋101：36．41� 19．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 71，552，500円 複勝： 71，844，600円 枠連： 20，967，000円
馬連： 116，732，000円 馬単： 61，020，900円 ワイド： 62，814，600円
3連複： 140，639，800円 3連単： 246，891，800円 計： 792，463，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，890円 複 勝 � 290円 � 640円 � 110円 枠 連（2－5） 3，130円

馬 連 �� 18，500円 馬 単 �� 45，130円

ワ イ ド �� 3，500円 �� 510円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 8，740円 3 連 単 ��� 111，240円

票 数

単勝票数 計 715525 的中 � 32005（5番人気）
複勝票数 計 718446 的中 � 46620（5番人気）� 17605（9番人気）� 279991（1番人気）
枠連票数 計 209670 的中 （2－5） 5186（9番人気）
馬連票数 計1167320 的中 �� 4890（32番人気）
馬単票数 計 610209 的中 �� 1014（65番人気）
ワイド票数 計 628146 的中 �� 4324（30番人気）�� 33705（5番人気）�� 15617（12番人気）
3連複票数 計1406398 的中 ��� 12062（27番人気）
3連単票数 計2468918 的中 ��� 1609（245番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．6―48．0―1：00．2―1：11．6―1：22．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ ョ デ ィ ー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Monsun デビュー 2018．6．2 東京1着

2016．2．7生 牝2鹿 母 ミスティークⅡ 母母 Montfleur 4戦2勝 賞金 23，508，000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。

3007011月18日 曇 良 （30東京5）第6日 第10競走 ��
��1，600�

きんしゅう

錦秋ステークス
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56�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 175，000円 50，000円 25，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．8
1：33．3

重
良

33 ア ル ク ト ス 牡3鹿 56 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 新冠 須崎牧場 540＋ 41：38．1 1．9�
22 レッドオルバース 牡6栗 57 北村 宏司 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 510＋ 41：38．2� 4．7�
88 クレマンダルザス 	5鹿 57 岩田 康誠吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 466± 01：38．41
 5．7�
11 バ レ ッ テ ィ 	4鹿 57 大野 拓弥 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 516＋ 61：38．93 5．2�
55 メガオパールカフェ 牡7栗 57 柴田 大知西川 光一氏 和田 勇介 日高 ヤナガワ牧場 544＋ 81：39．32� 91．4	
77 シュナウザー 牡5黒鹿57 武藤 雅村木 隆氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 484± 0 〃 ハナ 17．9

66 オブリゲーション 牡5鹿 57 蛯名 正義�辻牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 470＋ 21：39．62 28．2�
44 カフェブリッツ 牡5鹿 57 内田 博幸西川 光一氏 池江 泰寿 新ひだか 三石橋本牧場 526－ 6 〃 ハナ 19．2�

（8頭）

売 得 金
単勝： 48，529，600円 複勝： 43，323，100円 枠連： 発売なし
馬連： 100，147，000円 馬単： 51，115，400円 ワイド： 48，432，800円
3連複： 103，817，300円 3連単： 246，584，600円 計： 641，949，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 130円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 180円 �� 220円 �� 350円

3 連 複 ��� 590円 3 連 単 ��� 1，890円

票 数

単勝票数 計 485296 的中 � 201385（1番人気）
複勝票数 計 433231 的中 � 151192（1番人気）� 71140（3番人気）� 66123（4番人気）
馬連票数 計1001470 的中 �� 184136（1番人気）
馬単票数 計 511154 的中 �� 58865（1番人気）
ワイド票数 計 484328 的中 �� 77064（1番人気）�� 57063（3番人気）�� 29686（6番人気）
3連複票数 計1038173 的中 ��� 131685（2番人気）
3連単票数 計2465846 的中 ��� 94450（3番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―12．6―12．9―12．9―12．0―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．2―36．8―49．7―1：02．6―1：14．6―1：26．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F35．5
3 3，2，1（4，7）6，5－8 4 ・（3，2）（1，7）（4，6，5）－8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ア ル ク ト ス 
�
父 アドマイヤオーラ 

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．10．14 東京2着

2015．5．2生 牡3鹿 母 ホシニイノリヲ 母母 コンキスタドレス 8戦4勝 賞金 53，011，000円

１レース目



3007111月18日 曇 良 （30東京5）第6日 第11競走 ��
��1，400�

しもつき

霜月ステークス
発走15時30分 （ダート・左）
3歳以上，29．11．18以降30．11．11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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

24 サトノファンタシー 牡5鹿 56 岩田 康誠 �サトミホースカンパニー 松田 国英 日高 下河辺牧場 490± 01：23．8 14．1�
510 プ ロ ト コ ル 牡7栗 54 柴田 善臣石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 B536＋10 〃 アタマ 111．7�
11 アキトクレッセント 牡6鹿 56 嘉藤 貴行岡田 昭利氏 清水 久詞 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508＋ 8 〃 ハナ 40．4�
714 ドンフォルティス 牡3栗 55 北村 宏司山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 アイズスタッド株式会社 498＋ 4 〃 クビ 6．4�
36 サクセスエナジー 牡4黒鹿57 池添 謙一髙嶋 哲氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 532＋ 21：23．9クビ 4．7�
815 コウエイエンブレム 牡5栗 57 内田 博幸伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 服部 健太郎 530± 0 〃 クビ 10．2	
59 ア ー ド ラ ー 牡4鹿 55 松若 風馬吉澤 克己氏 音無 秀孝 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 470－ 81：24．0クビ 5．8

612 ダンツゴウユウ 牡4栗 54 酒井 学山元 哲二氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 472＋ 6 〃 クビ 4．3�
713 サンライズメジャー 牡9栗 56 大野 拓弥松岡 隆雄氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 480－ 21：24．21� 9．8�
35 ダノングッド 牡6栗 56 田辺 裕信�ダノックス 村山 明 浦河 三嶋牧場 B512－ 41：24．41� 23．3
47 バ イ ラ 牡3鹿 53 田中 勝春杉澤 光雄氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 504＋ 41：24．5� 75．1�
611 マッチレスヒーロー 牡7栗 55 三浦 皇成�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 B482＋ 61：24．71� 44．5�
48 ニットウスバル 牡6鹿 56 柴田 大知�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 530＋201：25．01	 123．7�
23 ブラゾンドゥリス 牡6鹿 57 武藤 雅 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 浦河 村下 清志 B522± 01：25．31	 14．6�
12 キョウエイアシュラ 牡11鹿 52 木幡 育也田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 456－ 21：25．51 291．7�
816 ラテンロック 牡7鹿 55 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 白井牧場 494－161：25．71� 48．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 74，693，200円 複勝： 94，519，000円 枠連： 62，504，000円
馬連： 283，286，300円 馬単： 102，453，100円 ワイド： 136，190，500円
3連複： 418，314，600円 3連単： 518，336，500円 計： 1，690，297，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 430円 � 2，470円 � 840円 枠 連（2－5） 1，950円

馬 連 �� 58，490円 馬 単 �� 112，330円

ワ イ ド �� 11，830円 �� 3，870円 �� 15，080円

3 連 複 ��� 270，690円 3 連 単 ��� 1，731，760円

票 数

単勝票数 計 746932 的中 � 42209（7番人気）
複勝票数 計 945190 的中 � 63137（7番人気）� 9401（14番人気）� 29356（10番人気）
枠連票数 計 625040 的中 （2－5） 24717（11番人気）
馬連票数 計2832863 的中 �� 3753（80番人気）
馬単票数 計1024531 的中 �� 684（164番人気）
ワイド票数 計1361905 的中 �� 2961（80番人気）�� 9175（45番人気）�� 2319（87番人気）
3連複票数 計4183146 的中 ��� 1159（344番人気）
3連単票数 計5183365 的中 ��� 217（2030番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．4―12．0―12．3―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．5―46．5―58．8―1：11．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノファンタシー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Tale of the Cat デビュー 2015．12．19 阪神1着

2013．5．4生 牡5鹿 母 ディナーブレイク 母母 Romanticat 20戦7勝 賞金 140，198，000円
〔発走状況〕 ニットウスバル号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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。
（非抽選馬） 6頭 タイセイプライド号・ドリームドルチェ号・ヒカリブランデー号・ブラックスピネル号・モルトアレグロ号・

ワンダーリーデル号

3007211月18日 曇 良 （30東京5）第6日 第12競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走16時05分 （芝・左）
1000万円以下；負担重量は，3歳55�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
1：56．1
1：56．1

良
良

55 ダノンキングダム 牡4栗 57 三浦 皇成�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 480－ 42：00．0 1．8�
810 マルーンエンブレム 牝3栗 53

51 △藤田菜七子 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 382± 02：00．21� 3．8�
66 サブライムカイザー 牡6鹿 57 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 B502－ 42：00．52 13．0�
33 トレジャートローヴ 牡5芦 57 岩田 康誠吉田 勝己氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 438－122：00．92	 31．6�
22 ブラックオニキス 牝4青鹿55 柴田 大知岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 広富牧場 430＋ 6 〃 クビ 13．1	
77 アイスストーム 牡3鹿 55 内田 博幸ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 530＋ 62：01．11 10．6

78 スクエアフォールド 
5鹿 57 田辺 裕信 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム 476± 02：01．41� 9．9�
44 ウインシトリン 牝4黒鹿55 池添 謙一�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 442± 02：01．61� 13．6�
11 ビオラフォーエバー 
7栗 57

54 ▲野中悠太郎熊澤 浩樹氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 468± 02：01．7� 141．3
89 � リュウシンローズ 牝4黒鹿55 菅原 隆一�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 466± 02：03．4大差 199．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 66，793，400円 複勝： 105，270，800円 枠連： 29，861，700円
馬連： 143，504，800円 馬単： 82，106，400円 ワイド： 73，499，900円
3連複： 165，304，000円 3連単： 385，827，000円 計： 1，052，168，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 150円 � 200円 枠 連（5－8） 340円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 190円 �� 290円 �� 810円

3 連 複 ��� 1，090円 3 連 単 ��� 2，990円

票 数

単勝票数 計 667934 的中 � 282887（1番人気）
複勝票数 計1052708 的中 � 614160（1番人気）� 104079（2番人気）� 59103（5番人気）
枠連票数 計 298617 的中 （5－8） 66260（1番人気）
馬連票数 計1435048 的中 �� 318218（1番人気）
馬単票数 計 821064 的中 �� 111548（1番人気）
ワイド票数 計 734999 的中 �� 115160（1番人気）�� 64099（2番人気）�� 18836（13番人気）
3連複票数 計1653040 的中 ��� 112864（3番人気）
3連単票数 計3858270 的中 ��� 93244（3番人気）

ハロンタイム 13．1―11．9―11．8―12．2―12．2―12．0―12．0―11．5―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―25．0―36．8―49．0―1：01．2―1：13．2―1：25．2―1：36．7―1：48．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンキングダム �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Azamour デビュー 2016．12．11 中京1着

2014．2．9生 牡4栗 母 ヴィヤダーナ 母母 Visor 15戦4勝 賞金 68，023，000円

４レース目



（30東京5）第6日 11月18日（日曜日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 174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

214，570，000円
5，180，000円
26，270，000円
1，280，000円
23，680，000円
72，330，000円
4，524，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
522，673，800円
674，372，800円
250，806，600円
1，163，061，500円
549，140，200円
664，421，900円
1，522，870，500円
2，270，115，000円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，617，462，300円

総入場人員 35，404名 （有料入場人員 33，129名）
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