
3000111月3日 晴 良 （30東京5）第1日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時00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

44 ラティーンセイル 牝2鹿 54 M．デムーロ �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 480－ 41：39．9 2．2�
811 ロダルキラー 牡2栗 55 戸崎 圭太ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 三石川上牧場 510± 01：40．22 2．7�
810 テングレート 牡2青鹿55 伊藤 工真天白 泰司氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 486＋101：40．51� 7．1�
33 ナックアポロン 牡2鹿 55 大野 拓弥小松 欣也氏 杉浦 宏昭 様似 小田牧場 494－ 21：40．71� 14．5�
22 スパーダネーラ 牡2青鹿55 北村 宏司畠山伊公子氏 畠山 吉宏 青森 有限会社

ラークヒルズ 426＋ 21：41．02 77．6	
79 ヤギリオーディン 牡2黒鹿 55

54 ☆武藤 雅内田ヤエ子氏 小西 一男 新冠 有限会社 大
作ステーブル 500± 01：41．21� 10．6


11 タトゥーアリ 牡2鹿 55
52 ▲野中悠太郎 �アフロin El Paso 小桧山 悟 新ひだか 稲葉牧場 520－ 41：42．26 256．3�

67 ク リ ム ト ゥ 牡2栗 55 江田 照男�ミルファーム 小野 次郎 浦河 猿橋 義昭 502－ 2 〃 クビ 66．6�
78 ブレーヴウィザード 牡2鹿 55 松山 弘平ライオンレースホース� 伊藤 伸一 日高 Shall Farm 486＋ 21：42．3� 160．8
55 ミレニアムドリーム 牡2鹿 55 内田 博幸岡田 牧雄氏 栗田 博憲 浦河 山田 昇史 546－ 21：44．1大差 35．7�
66 プリズムアーク 牡2鹿 55 石川裕紀人泉 俊二氏 水野 貴広 日高 木村牧場 494－ 61：45．37 142．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 29，289，400円 複勝： 34，576，400円 枠連： 11，494，500円
馬連： 47，891，700円 馬単： 29，954，900円 ワイド： 30，780，600円
3連複： 65，882，400円 3連単： 109，237，700円 計： 359，107，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 110円 � 140円 枠 連（4－8） 210円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 150円 �� 310円 �� 210円

3 連 複 ��� 480円 3 連 単 ��� 1，370円

票 数

単勝票数 計 292894 的中 � 109714（1番人気）
複勝票数 計 345764 的中 � 81860（2番人気）� 143397（1番人気）� 35055（3番人気）
枠連票数 計 114945 的中 （4－8） 42245（1番人気）
馬連票数 計 478917 的中 �� 131233（1番人気）
馬単票数 計 299549 的中 �� 48525（1番人気）
ワイド票数 計 307806 的中 �� 65890（1番人気）�� 20549（5番人気）�� 34523（2番人気）
3連複票数 計 658824 的中 ��� 101124（1番人気）
3連単票数 計1092377 的中 ��� 57513（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．5―48．0―1：01．3―1：14．1―1：26．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．9―3F38．6
3 ・（2，5）（4，11）10（3，9）7（1，8）＝6 4 2－（4，5）11（3，9，10）7（1，8）＝6

勝馬の
紹 介

ラティーンセイル �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．8．11 新潟11着

2016．2．11生 牝2鹿 母 カラベルラティーナ 母母 ス タ ー ミ ー 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プリズムアーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年12月3日まで平地競

走に出走できない。

3000211月3日 晴 良 （30東京5）第1日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時30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

78 グランソヴァール 牡2芦 55 戸崎 圭太広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 494＋ 21：26．2 1．7�
811 ファムファタル 牝2鹿 54 大野 拓弥�Shadow 栗田 徹 浦河 絵笛牧場 474－ 21：27．05 2．2�
67 ブレーンクロー 牡2栗 55 内田 博幸藤井聡一郎氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 452＋ 21：28．38 20．2�
33 エレガントエルフ 牡2鹿 55 三浦 皇成早川 経一氏 高柳 瑞樹 新ひだか 岡田スタツド 476＋201：28．72� 59．7�
66 ト ゥ ル ボ ー 牡2栗 55

54 ☆武藤 雅�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社
ノースヒルズ 490± 01：28．8� 17．6�

44 コアヴィクトリー 牡2鹿 55 的場 勇人西本 資史氏 的場 均 青森 佐々木牧場 446－ 41：28．9クビ 210．4	
22 ペシュウィズダム 牝2鹿 54 松山 弘平福原 晃氏 柴田 政人 新ひだか 米田牧場 424＋ 21：29．0� 86．4

55 ホ ロ ポ ノ 牡2栗 55 北村 宏司平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 448－ 21：29．31� 95．7�
11 ダンクフェスト 牝2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム 412＋ 41：29．61� 269．1�
79 ネ ペ ン テ ス 牝2鹿 54 石川裕紀人手嶋 康雄氏 尾形 和幸 様似 中脇 一幸 434＋ 21：30．24 102．4
810 ウ ズ シ オ 牡2栗 55 岩部 純二�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 506－14 （競走中止） 272．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 26，603，800円 複勝： 61，555，500円 枠連： 11，176，300円
馬連： 37，733，400円 馬単： 30，868，400円 ワイド： 27，710，700円
3連複： 52，115，800円 3連単： 126，026，900円 計： 373，790，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 100円 � 100円 � 140円 枠 連（7－8） 120円

馬 連 �� 140円 馬 単 �� 220円

ワ イ ド �� 110円 �� 270円 �� 260円

3 連 複 ��� 330円 3 連 単 ��� 740円

票 数

単勝票数 計 266038 的中 � 127282（1番人気）
複勝票数 計 615555 的中 � 325915（1番人気）� 218027（2番人気）� 21017（4番人気）
枠連票数 計 111763 的中 （7－8） 66711（1番人気）
馬連票数 計 377334 的中 �� 207992（1番人気）
馬単票数 計 308684 的中 �� 103266（1番人気）
ワイド票数 計 277107 的中 �� 139413（1番人気）�� 14450（5番人気）�� 14692（4番人気）
3連複票数 計 521158 的中 ��� 116437（2番人気）
3連単票数 計1260269 的中 ��� 123315（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．8―37．2―49．6―1：01．5―1：13．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F36．6
3 11，8，7，2，5（1，9）（4，6）3，10 4 ・（11，8）－7（2，9）5，1，4（3，6）－10

勝馬の
紹 介

グランソヴァール �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 Tale of the Cat デビュー 2018．10．13 東京3着

2016．3．25生 牡2芦 母 スイートマカロン 母母 Pastel Colour 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔競走中止〕 ウズシオ号は，競走中に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため決勝線手前で競走中止。

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１日



3000311月3日 晴 良 （30東京5）第1日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走11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
1：33．0
1：32．3

稍重
良

11 マードレヴォイス 牡2栗 55 福永 祐一ディアレストクラブ� 田村 康仁 千歳 社台ファーム 458± 01：34．8 21．3�
66 グレルグリーン 牡2黒鹿55 大野 拓弥斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 442－ 2 〃 クビ 6．0�
77 ビッグブルー 牡2鹿 55 江田 照男�レッドマジック金成 貴史 日高 下河辺牧場 486－ 41：34．9� 147．5�
78 コスモアイトーン 牡2黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 452± 0 〃 クビ 61．3�
22 � リサオブザナイル 牝2黒鹿54 横山 典弘吉田 千津氏 菊沢 隆徳 米 WinStar

Farm, LLC 466＋ 21：35．0� 12．5	
44 シセイタイガ 牡2青鹿 55

54 ☆武藤 雅猪苗代 勇氏 高橋 文雅 新冠 パカパカ
ファーム 440＋ 8 〃 ハナ 2．9


33 ブルーアガヴェ 牡2黒鹿55 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 奥村 武 新冠 パカパカ
ファーム 440＋ 41：35．21 2．3�

810 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 508± 01：35．3	 10．3�
89 コスモポルベーラ 牡2青 55 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 416＋ 21：36．910 306．7
55 ヤマニンスマイリー 牝2栗 54

51 ▲野中悠太郎土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 440± 0 〃 クビ 222．5�
（10頭）

売 得 金
単勝： 37，534，000円 複勝： 54，777，000円 枠連： 10，118，200円
馬連： 53，291，100円 馬単： 32，591，400円 ワイド： 36，293，800円
3連複： 70，620，900円 3連単： 125，116，900円 計： 420，343，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，130円 複 勝 � 550円 � 260円 � 3，650円 枠 連（1－6） 5，030円

馬 連 �� 4，110円 馬 単 �� 11，260円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 12，970円 �� 8，640円

3 連 複 ��� 115，640円 3 連 単 ��� 647，920円

票 数

単勝票数 計 375340 的中 � 14899（6番人気）
複勝票数 計 547770 的中 � 25301（6番人気）� 64178（3番人気）� 3392（8番人気）
枠連票数 計 101182 的中 （1－6） 1558（14番人気）
馬連票数 計 532911 的中 �� 10042（13番人気）
馬単票数 計 325914 的中 �� 2169（29番人気）
ワイド票数 計 362938 的中 �� 6808（13番人気）�� 710（31番人気）�� 1068（26番人気）
3連複票数 計 706209 的中 ��� 458（71番人気）
3連単票数 計1251169 的中 ��� 140（368番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―35．7―47．7―1：00．0―1：11．7―1：23．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マードレヴォイス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．8．18 札幌3着

2016．5．22生 牡2栗 母 ソウルフルヴォイス 母母 トレアンサンブル 3戦1勝 賞金 8，100，000円
〔制裁〕 ビッグブルー号の騎手江田照男は，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。

3000411月3日 晴 良 （30東京5）第1日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走11時30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

44 エ ト ワ ー ル 牝2栗 54 戸崎 圭太近藤 英子氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 466± 02：01．3 2．5�
710 グレイテスト 牝2芦 54 田中 勝春荒井 元明氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 462－ 2 〃 ハナ 9．5�
68 キタノインパクト 牡2鹿 55 M．デムーロ DMMドリームクラブ� 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 490－ 22：01．51� 2．6�
33 アルテヴェルト 牡2栗 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B454－ 42：01．6� 9．0�
812 ラッキーアモン 牡2黒鹿55 北村 宏司平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 484＋ 6 〃 ハナ 32．3	
22 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± 02：01．7� 31．2

56 フロントランナー 牡2栗 55 大野 拓弥山口 裕介氏 田村 康仁 新冠 秋田牧場 432－ 42：01．8クビ 270．0�
11 セイクリッドキング 牡2鹿 55 C．オドノヒュー K.S．ヤップ氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 524－ 62：01．9� 20．8�

（愛）

45 ショウナンタイヨウ 牡2青鹿55 石川裕紀人国本 哲秀氏 矢野 英一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488－ 42：02．21� 66．7

69 サ ン ル イ ス 牡2栗 55 内田 博幸 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 540＋102：02．52 14．5�
813 ストーミーナイト 牡2鹿 55 三浦 皇成前田 幸治氏 鹿戸 雄一 新ひだか チャンピオンズファーム 466＋ 82：03．77 174．4�
57 サッカーチョウサン 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 424－ 42：04．01� 235．9�
711 グレンラグーン 牡2鹿 55 松岡 正海 �コスモヴューファーム 粕谷 昌央 新冠 コスモヴューファーム 460± 02：04．1クビ 118．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 39，404，100円 複勝： 49，489，400円 枠連： 13，081，100円
馬連： 63，094，400円 馬単： 31，221，700円 ワイド： 42，269，600円
3連複： 86，082，500円 3連単： 113，166，000円 計： 437，808，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 180円 � 120円 枠 連（4－7） 850円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 330円 �� 170円 �� 530円

3 連 複 ��� 940円 3 連 単 ��� 5，170円

票 数

単勝票数 計 394041 的中 � 128479（1番人気）
複勝票数 計 494894 的中 � 153182（1番人気）� 48074（4番人気）� 109980（2番人気）
枠連票数 計 130811 的中 （4－7） 11847（2番人気）
馬連票数 計 630944 的中 �� 47405（3番人気）
馬単票数 計 312217 的中 �� 15903（4番人気）
ワイド票数 計 422696 的中 �� 30271（3番人気）�� 76067（1番人気）�� 16885（6番人気）
3連複票数 計 860825 的中 ��� 68477（2番人気）
3連単票数 計1131660 的中 ��� 15865（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．5―36．6―49．3―1：02．1―1：14．4―1：26．6―1：38．2―1：49．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．7

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

勝馬の
紹 介

エ ト ワ ー ル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．6．17 東京10着

2016．2．9生 牝2栗 母 ファシネイション 母母 グローリアスデイズ 4戦1勝 賞金 9，000，000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。



3000511月3日 晴 良 （30東京5）第1日 第5競走 ��
��1，300�サラブレッド系2歳

発走12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
1：17．4
1：17．4

良
良

11 � エヴァキュアン 牡2黒鹿55 福永 祐一加藤 誠氏 中竹 和也 米 Godolphin 478 ―1：20．3 1．4�
714 セクシオンドール 牝2黒鹿54 大野 拓弥梶本 尚嗣氏 和田 勇介 浦河 宮内牧場 470 ―1：20．93� 6．3�
815 ステイホット 牝2栗 54 戸崎 圭太小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 482 ―1：21．43 11．5�
12 クリュサネル 牡2芦 55

54 ☆武藤 雅熊谷 貴之氏 田島 俊明 新冠 パカパカ
ファーム 518 ―1：21．61	 62．3�

24 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 382 ―1：22．34 116．6�

36 トーセンルビー 牝2黒鹿54 田中 勝春島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ
スティファーム 454 ―1：22．72� 39．1	

47 カシノヴィオレ 牝2栗 54 武士沢友治柏木 務氏 天間 昭一 新ひだか 原口牧場 438 ―1：23．01� 102．1

611 ハロールーラー 牡2鹿 55 北村 宏司海谷 幸司氏 和田 勇介 新ひだか 木下牧場 426 ―1：23．21	 195．5�
713 ホッコーフラッパー 牝2栗 54 秋山真一郎北幸商事� 飯田 祐史 日高 川端 正博 478 ― 〃 クビ 14．5
48 ベストゴッホ 牡2鹿 55 石川裕紀人柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 428 ―1：23．3� 71．7�
23 シゲルブドウセキ 牡2栗 55 江田 照男森中 蕃氏 高橋 裕 浦河 王蔵牧場 468 ―1：23．51 54．7�
59 グランパルトネール 牝2鹿 54 柴田 大知鈴木 真氏 清水 英克 浦河 高岸 順一 452 ―1：23．71	 177．4�
816 テイエムロケット 牡2鹿 55 柴田 善臣竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 カミイスタット 468 ―1：23．91	 65．0�
510 リワードプロキオン 牡2鹿 55 蛯名 正義宮崎忠比古氏 田中 清隆 浦河 有限会社

リワード 500 ― 〃 アタマ 20．5�
35 シゲルトルマリン 牝2栗 54 松岡 正海森中 蕃氏 武藤 善則 新ひだか 福岡 駿弥 442 ―1：24．53� 57．5�
612 ニ ャ ー ゴ 牡2鹿 55 C．オドノヒュー 小原準一郎氏 森 秀行 新冠 競優牧場 444 ― 〃 クビ 29．5�

（愛）

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，602，800円 複勝： 77，689，100円 枠連： 18，818，500円
馬連： 50，274，700円 馬単： 35，851，100円 ワイド： 37，816，300円
3連複： 67，967，900円 3連単： 103，199，900円 計： 424，220，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 140円 � 170円 枠 連（1－7） 240円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 220円 �� 270円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 1，960円

票 数

単勝票数 計 326028 的中 � 179570（1番人気）
複勝票数 計 776891 的中 � 544382（1番人気）� 53630（2番人気）� 39210（3番人気）
枠連票数 計 188185 的中 （1－7） 60501（1番人気）
馬連票数 計 502747 的中 �� 83934（1番人気）
馬単票数 計 358511 的中 �� 51540（1番人気）
ワイド票数 計 378163 的中 �� 47163（1番人気）�� 36728（2番人気）�� 16085（5番人気）
3連複票数 計 679679 的中 ��� 50503（1番人気）
3連単票数 計1031999 的中 ��� 38030（1番人気）

ハロンタイム 7．2―11．7―11．8―13．3―12．7―11．5―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．2―18．9―30．7―44．0―56．7―1：08．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エヴァキュアン �
�
父 Street Boss �

�
母父 Medaglia d’Oro 初出走

2016．5．5生 牡2黒鹿 母 Ever So 母母 Clever Monique 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シャルロッテミノル号
※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。

3000611月3日 晴 良 （30東京5）第1日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時55分 （芝・左）

牝，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

36 ア ゴ ベ イ 牝2鹿 54 福永 祐一ゴドルフィン 尾関 知人 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 438 ―1：23．7 3．5�

714 ネ リ ッ サ 牝2鹿 54 北村 宏司木村 廣太氏 勢司 和浩 浦河 大島牧場 422 ― 〃 クビ 13．3�
23 ナンヨーミカヅキ 牝2栗 54 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 390 ―1：24．33� 57．6�
48 エンプレスアロー 牝2栗 54

51 ▲野中悠太郎村山 忠弘氏 根本 康広 浦河 市川フアーム 438 ―1：24．4� 98．6�
817 ストーリーズ 牝2鹿 54 大野 拓弥林 正道氏 池上 昌和 新ひだか 服部 牧場 410 ―1：24．61� 53．2�
713 ウジラーサン 牝2鹿 54 田中 勝春瀬谷 �雄氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム 426 ―1：24．7� 15．3	
815 ケイツールフィヤ 牝2鹿 54 三浦 皇成楠本 勝美氏 大江原 哲 浦河 秋場牧場 468 ― 〃 クビ 34．2

12 ヴ ェ ネ レ 牝2鹿 54

53 ☆武藤 雅高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 赤石牧場 438 ―1：24．8� 31．7�
11 トゥービーシック 牝2黒鹿54 内田 博幸西森 鶴氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 438 ―1：24．9� 13．6�
59 アシタノカゼ 牝2黒鹿54 武 豊吉田 照哉氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム 466 ―1：25．0� 3．9
47 ラブサンキュー 牝2鹿 54 江田 照男増田 陽一氏 星野 忍 日高 奥山 博 468 ―1：25．42� 43．2�
816 フラッフィーベア 牝2鹿 54 蛯名 正義 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 452 ― 〃 アタマ 47．1�
612 フロラシオン 牝2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム 430 ― 〃 ハナ 8．0�
24 ウーレンボル 牝2芦 54 武士沢友治西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 420 ―1：25．82� 196．8�
510 シ ラ ハ エ 牝2青鹿54 松山 弘平小田 吉男氏 的場 均 日高 中前牧場 446 ― 〃 アタマ 114．7�
611 アンバラージュ 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 482 ―1：26．01� 7．5�
35 ビービーステルス 牝2黒鹿54 石川裕紀人�坂東牧場 小笠 倫弘 新ひだか 山際 智 454 ― 〃 クビ 143．3�

（17頭）

売 得 金
単勝： 32，504，500円 複勝： 40，337，300円 枠連： 23，892，500円
馬連： 62，838，100円 馬単： 27，479，600円 ワイド： 43，470，000円
3連複： 83，443，600円 3連単： 90，177，100円 計： 404，142，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 350円 � 810円 枠 連（3－7） 1，000円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 840円 �� 2，030円 �� 7，530円

3 連 複 ��� 23，370円 3 連 単 ��� 84，030円

票 数

単勝票数 計 325045 的中 � 78224（1番人気）
複勝票数 計 403373 的中 � 79071（1番人気）� 27717（7番人気）� 10336（11番人気）
枠連票数 計 238925 的中 （3－7） 18370（4番人気）
馬連票数 計 628381 的中 �� 24748（6番人気）
馬単票数 計 274796 的中 �� 6518（8番人気）
ワイド票数 計 434700 的中 �� 13907（6番人気）�� 5456（21番人気）�� 1433（67番人気）
3連複票数 計 834436 的中 ��� 2677（66番人気）
3連単票数 計 901771 的中 ��� 778（236番人気）

ハロンタイム 13．1―11．8―12．3―12．5―11．8―11．0―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．1―24．9―37．2―49．7―1：01．5―1：12．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F34．0
3 8，9（3，12）（13，17）（2，15）（4，6）（11，16）（1，14）（10，7）＝5 4 8，9（3，12）（13，17）（2，4，15）6（11，14，16）（1，7）－10－5

勝馬の
紹 介

ア ゴ ベ イ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Storm Cat 初出走

2016．4．2生 牝2鹿 母 コージーベイ 母母 Composure 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 アゴベイ号の騎手福永祐一は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）



3000711月3日 晴 良 （30東京5）第1日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走13時25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

47 トーホウフライト 牡3鹿 56 蛯名 正義東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 504＋121：37．2 3．1�
611 サンチェサピーク 牡4黒鹿57 戸崎 圭太 �加藤ステーブル 加藤 征弘 新冠 芳住 鉄兵 526＋ 21：37．83� 2．7�
59 ミッキーボニータ 牡3鹿 56 横山 典弘野田みづき氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 450＋ 21：38．01� 50．1�
510 ラ レ ー タ 牡4栗 57 福永 祐一�G1レーシング 林 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－10 〃 ハナ 13．4�
24 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 474－141：38．21	 28．4�
816
 ニシノトランザム 牡3鹿 56 武 豊西山 茂行氏 森 秀行 米

Teneri Farm Inc.
& Bernardo Al-
varez Calderon

472－ 41：38．41	 9．5	
23 シ ー ル ー ト 牡3鹿 56 北村 宏司ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498＋ 41：38．61	 65．0

713 スターオンザヒル 牡3黒鹿56 武士沢友治飯田総一郎氏 南田美知雄 日高 千葉飯田牧場 490± 01：38．7クビ 111．8�
12 ブロードアリュール 牡4鹿 57 C．オドノヒュー �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 486± 01：39．02 5．1

（愛）

714 ゲンパチマサムネ 牡4鹿 57 江田 照男平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか 三石橋本牧場 514± 01：39．31� 120．3�
815 キングズミッション 牡5栗 57 大野 拓弥吉田 千津氏 高木 登 千歳 社台ファーム 470± 01：39．51	 44．4�
35 ゲームチェンジャー 牡3栗 56 石川裕紀人�明栄商事 小西 一男 新冠 樋渡 志尚 502－ 21：39．71	 34．0�
48 カタトゥンボ 牡3栗 56 松岡 正海畑佐 博氏 牧田 和弥 新ひだか 神垣 道弘 486－ 21：39．91	 299．3�
612 ト ッ カ ー タ 牡3黒鹿56 柴田 大知門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 476－ 21：40．11	 215．1�
36 アサクサスポット 牡3鹿 56

55 ☆武藤 雅田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 520－ 4 〃 クビ 20．9�
11 � コパノミザール 4鹿 57 三浦 皇成小林 祐介氏 上原 博之 新ひだか 西村 和夫 452－ 41：43．5大差 248．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，097，400円 複勝： 54，881，500円 枠連： 20，799，200円
馬連： 87，548，100円 馬単： 37，235，500円 ワイド： 58，236，100円
3連複： 116，947，600円 3連単： 138，985，300円 計： 553，730，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 140円 � 780円 枠 連（4－6） 420円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，780円 �� 2，250円

3 連 複 ��� 5，100円 3 連 単 ��� 15，920円

票 数

単勝票数 計 390974 的中 � 100243（2番人気）
複勝票数 計 548815 的中 � 142650（1番人気）� 116513（2番人気）� 10591（10番人気）
枠連票数 計 207992 的中 （4－6） 37687（1番人気）
馬連票数 計 875481 的中 �� 169513（1番人気）
馬単票数 計 372355 的中 �� 30522（2番人気）
ワイド票数 計 582361 的中 �� 80761（1番人気）�� 7378（20番人気）�� 5784（24番人気）
3連複票数 計1169476 的中 ��� 17197（17番人気）
3連単票数 計1389853 的中 ��� 6328（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―35．2―47．6―1：00．1―1：12．8―1：24．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーホウフライト �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2017．10．9 東京5着

2015．5．17生 牡3鹿 母 トーホウリッチ 母母 トーホウクラウン 9戦2勝 賞金 21，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コパノミザール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年12月3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。

3000811月3日 晴 良 （30東京5）第1日 第8競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時55分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上55�
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

33 アポロレイア 牝3鹿 54 武 豊アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 464＋ 41：38．2 3．2�
11 サイモンジルバ 牝3鹿 54 内田 博幸澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 三嶋牧場 450± 0 〃 ハナ 59．3�
78 メ ヌ エ ッ ト 牝4芦 55 福永 祐一 �ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 468＋ 21：38．3� 8．9�
79 � マナツノヨノユメ 牝4鹿 55

54 ☆武藤 雅國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 460± 01：38．4クビ 49．6�
66 ダイワメモリー 牝3栗 54 北村 宏司大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 472－ 4 〃 クビ 6．8�
22 プリンセスノンコ 牝3栗 54 M．デムーロ吉田 千津氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 460＋131：38．6� 2．0	
44 サ ル ダ ー ナ 牝4鹿 55 C．オドノヒュー 
シルクレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 2 〃 ハナ 27．1�
（愛）

811 ス ズ カ ゼ 牝4鹿 55 柴田 善臣 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 B482＋ 41：39．13 38．1�

67 マ ク ル ー バ 牝3芦 54 戸崎 圭太畑佐 博氏 蛯名 利弘 新冠 八木 明広 B462－ 21：39．84 17．9
55 ムーンライズ 牝3鹿 54 三浦 皇成平井 裕氏 田村 康仁 日高 白井牧場 436＋ 71：40．01� 227．9�
810 グレイスニコ 牝4栗 55 田中 勝春島川 �哉氏 土田 稔 千歳 社台ファーム 474± 01：42．5大差 25．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 46，442，000円 複勝： 55，500，300円 枠連： 17，839，100円
馬連： 77，846，000円 馬単： 49，353，100円 ワイド： 50，275，600円
3連複： 99，603，200円 3連単： 164，851，900円 計： 561，711，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 200円 � 930円 � 280円 枠 連（1－3） 7，200円

馬 連 �� 5，980円 馬 単 �� 8，180円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 450円 �� 3，260円

3 連 複 ��� 9，700円 3 連 単 ��� 46，880円

票 数

単勝票数 計 464420 的中 � 114087（2番人気）
複勝票数 計 555003 的中 � 88534（2番人気）� 12495（8番人気）� 51826（4番人気）
枠連票数 計 178391 的中 （1－3） 1920（16番人気）
馬連票数 計 778460 的中 �� 10080（19番人気）
馬単票数 計 493531 的中 �� 4522（26番人気）
ワイド票数 計 502756 的中 �� 8573（18番人気）�� 31491（5番人気）�� 3716（31番人気）
3連複票数 計 996032 的中 ��� 7698（34番人気）
3連単票数 計1648519 的中 ��� 2549（141番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．9―12．3―12．4―12．4―12．3―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．2―35．1―47．4―59．8―1：12．2―1：24．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．8―3F38．4
3 3，11（5，8）（2，6）（4，9）1－（10，7） 4 3，11（5，8）2，6（4，9）1＝10，7

勝馬の
紹 介

アポロレイア �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 Saint Liam デビュー 2017．9．17 中山11着

2015．5．3生 牝3鹿 母 アポロジャスミン 母母 Bernstein’s Babe 12戦2勝 賞金 22，200，000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。



3000911月3日 晴 良 （30東京5）第1日 第9競走 ��
��2，400�

な ん ぶ

南 武 特 別
発走14時25分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 154，000円 44，000円 22，000円 � コースレコード

中央レコード
2：22．1
2：22．1

良
良

33 オジュウチョウサン 牡7鹿 57 武 豊�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 512＋ 22：25．0 3．1�
77 ブラックプラチナム 牡5青鹿57 M．デムーロ吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 490－ 42：25．1� 2．5�
22 トラストケンシン 牡3鹿 55 三浦 皇成菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 458± 02：25．31	 10．3�
11 グリントオブライト 牝5栗 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 446± 02：25．51	 19．9�
55 コスモピクシス 牝5黒鹿55 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 424± 02：25．6
 172．6	
66 ジ ナ ン ボ ー 牡3黒鹿55 C．オドノヒュー 金子真人ホールディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 478± 02：25．81	 2．6


（愛）

44 タケルラムセス 牡6鹿 57 武士沢友治森 保彦氏 石毛 善彦 浦河 中村 雅明 472－142：26．75 342．9�
（7頭）

売 得 金
単勝： 127，647，400円 複勝： 93，420，300円 枠連： 発売なし
馬連： 115，873，900円 馬単： 75，411，000円 ワイド： 46，684，200円
3連複： 115，162，600円 3連単： 367，603，800円 計： 941，803，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 170円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 220円 �� 480円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 3，850円

票 数

単勝票数 計1276474 的中 � 328271（3番人気）
複勝票数 計 934203 的中 � 165831（3番人気）� 384292（1番人気）
馬連票数 計1158739 的中 �� 176861（2番人気）
馬単票数 計 754110 的中 �� 71828（3番人気）
ワイド票数 計 466842 的中 �� 57767（2番人気）�� 21394（8番人気）�� 49976（3番人気）
3連複票数 計1151626 的中 ��� 73176（5番人気）
3連単票数 計3676038 的中 ��� 69073（14番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―12．7―12．9―12．5―11．5―11．5―11．6―12．2―11．6―11．7―11．9

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―24．9―37．6―50．5―1：03．0―1：14．5―1：26．0―1：37．6―1：49．8―2：01．4―2：13．1

コーナー
通過順位

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

2
4
1，3（2，6）－7－4，5
1，6－3，2，7－4，5

勝馬の
紹 介

オジュウチョウサン �

父 ステイゴールド �


母父 シンボリクリスエス デビュー 2013．10．19 東京11着

2011．4．3生 牡7鹿 母 シャドウシルエット 母母 ユーワジョイナー 4戦2勝 賞金 25，920，000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。

3001011月3日 晴 良 （30東京5）第1日 第10競走 ��
��2，000�ノベンバーステークス

発走15時00分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，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

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
1：56．1
1：56．1

良
良

22 ランガディア 牡4黒鹿55 北村 宏司吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 478－ 41：58．8 5．1�
55 パイオニアバイオ 牝3鹿 52 柴田 善臣バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 434＋ 21：58．9� 7．0�
66 マイネルファンロン 牡3青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 21：59．0� 7．0�
77 トレクァルティスタ �7黒鹿54 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 488－ 21：59．21	 54．5�

（愛）

89 ケンホファヴァルト 牡5鹿 56 武 豊中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー
ブル 462－121：59．3� 12．3	

44 ショウナンマルシェ �7青鹿55 三浦 皇成国本 哲秀氏 和田 勇介 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476＋ 2 〃 クビ 25．4


11 ヘリファルテ 牡4鹿 56 M．デムーロ �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 480－ 81：59．72� 1．6�
810 ナリタエイト 牡5鹿 53 松山 弘平�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 460± 01：59．8� 65．8�
33 コスモイグナーツ 牡3青鹿52 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 浦河 高村牧場 462＋ 21：59．9� 94．2
78 トレジャーマップ 牡7鹿 52 田中 勝春小林 正和氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 444－ 42：00．21
 239．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 68，178，500円 複勝： 116，275，700円 枠連： 20，489，400円
馬連： 123，208，600円 馬単： 73，961，800円 ワイド： 71，675，100円
3連複： 154，984，200円 3連単： 323，115，900円 計： 951，889，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 260円 � 310円 � 330円 枠 連（2－5） 1，770円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 3，370円

ワ イ ド �� 560円 �� 450円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，450円 3 連 単 ��� 13，460円

票 数

単勝票数 計 681785 的中 � 106416（2番人気）
複勝票数 計1162757 的中 � 122040（2番人気）� 97122（3番人気）� 88978（4番人気）
枠連票数 計 204894 的中 （2－5） 8964（7番人気）
馬連票数 計1232086 的中 �� 56436（6番人気）
馬単票数 計 739618 的中 �� 16450（11番人気）
ワイド票数 計 716751 的中 �� 32112（8番人気）�� 41244（5番人気）�� 33650（6番人気）
3連複票数 計1549842 的中 ��� 47324（9番人気）
3連単票数 計3231159 的中 ��� 17392（41番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―11．6―11．8―12．0―12．2―12．4―11．5―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．3―35．9―47．7―59．7―1：11．9―1：24．3―1：35．8―1：47．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

ランガディア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．8．7 新潟1着

2014．1．27生 牡4黒鹿 母 マリーシャンタル 母母 ダイナカール 8戦5勝 賞金 63，418，000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。



3001111月3日 晴 良 （30東京5）第1日 第11競走 ��
��1，400�第54回京王杯2歳ステークス（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・左）
2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

京王電鉄株式会社賞（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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．2
1：20．3

良
良

11 ファンタジスト 牡2黒鹿55 武 豊廣崎 利洋氏 梅田 智之 日高 Shall Farm 474＋101：24．7 3．7�
55 アウィルアウェイ 牝2鹿 54 M．デムーロ吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 464＋10 〃 ハナ 1．7�
66 カ ル リ ー ノ 牡2鹿 55 三浦 皇成 �Gリビエール・

レーシング 高橋 裕 浦河 松栄牧場 496＋ 61：25．02 25．7�
33 ココフィーユ 牝2鹿 54 戸崎 圭太�Shadow 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 434± 0 〃 クビ 20．5�
77 � アスターペガサス 牡2栗 55 福永 祐一加藤 久枝氏 中竹 和也 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

502＋121：25．1クビ 6．4�
22 メイショウオニテ 牡2青鹿55 秋山真一郎松本 好雄氏 石橋 守 浦河 まるとみ冨岡牧場 448－ 8 〃 クビ 62．4	
44 シングルアップ 牡2鹿 55 松山 弘平 
シルクレーシング 寺島 良 平取 坂東牧場 528＋ 41：25．73� 12．7�
88 ラバストーン 牡2鹿 55 江田 照男田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 杵臼牧場 448－ 61：26．34 222．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 153，401，400円 複勝： 174，989，600円 枠連： 発売なし
馬連： 288，733，800円 馬単： 165，198，000円 ワイド： 122，049，100円
3連複： 307，278，900円 3連単： 900，180，200円 計： 2，111，831，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 120円 � 110円 � 220円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 170円 �� 610円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 4，400円

票 数

単勝票数 計1534014 的中 � 348148（2番人気）
複勝票数 計1749896 的中 � 212197（2番人気）� 1095405（1番人気）� 67183（6番人気）
馬連票数 計2887338 的中 �� 814239（1番人気）
馬単票数 計1651980 的中 �� 172424（3番人気）
ワイド票数 計1220491 的中 �� 240868（1番人気）�� 42222（9番人気）�� 65067（7番人気）
3連複票数 計3072789 的中 ��� 195652（4番人気）
3連単票数 計9001802 的中 ��� 148259（16番人気）

ハロンタイム 12．9―12．2―12．9―13．2―11．7―10．8―11．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―25．1―38．0―51．2―1：02．9―1：13．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファンタジスト 
�
父 ロードカナロア 

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．7．15 中京1着

2016．4．22生 牡2黒鹿 母 ディープインアスク 母母 マーズプリンセス 3戦3勝 賞金 76，791，000円

3001211月3日 晴 良 （30東京5）第1日 第12競走 ��
��2，100�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
2：06．7
2：05．9

良
良

813 タガノボンバー �3鹿 55 M．デムーロ八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 470＋ 82：11．3 2．5�
610 サ ノ サ マ ー 牡4栗 57 内田 博幸佐野 信幸氏 中舘 英二 浦河 日の出牧場 472＋ 22：11．51	 6．3�
814 ダノンフォワード 牡3栗 55 戸崎 圭太�ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B452＋102：11．7
 3．6�
711 レッドゼノン 牡4黒鹿57 横山 典弘 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 杵臼牧場 B464＋14 〃 クビ 41．8�
34 マイネルカイノン 牡3青鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 494－ 22：12．33	 31．2�
58 � リゾネーター �4鹿 57 松山 弘平 	シルクレーシング 牧 光二 米 Hubert

Vester B538－ 2 〃 クビ 6．4

11 ア ッ キ ー 牝5鹿 55

52 ▲野中悠太郎佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 464＋102：12．51	 175．8�
712 インザバブル 牡5鹿 57 大野 拓弥�G1レーシング 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 42：12．6クビ 39．1�
57 オメガドラクロワ 牡4青鹿57 福永 祐一原 �子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 454± 0 〃 ハナ 9．1
22 � カ バ ト ッ ト 牡5栗 57

56 ☆武藤 雅冨士井直哉氏 森 秀行 米 Tim Thornton 488± 02：13．87 226．0�
45 スワーヴカイザー �7青 57 三浦 皇成�NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 536－ 62：14．22	 217．7�
46 クリノライメイ 牡4青鹿57 蛯名 正義栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 508－ 42：14．83	 57．9�
69 � ホリデーモード 牡3黒鹿55 C．オドノヒュー 下河辺隆行氏 矢野 英一 米 Shimok-

obe Farm 492－122：17．8大差 37．5�
（愛）

33 サ ラ セ ニ ア 牡5芦 57 北村 宏司平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 474－ 4 （競走中止） 54．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 66，500，700円 複勝： 79，472，100円 枠連： 45，632，800円
馬連： 154，994，000円 馬単： 62，912，300円 ワイド： 89，856，000円
3連複： 210，212，400円 3連単： 281，428，100円 計： 991，008，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 150円 � 150円 枠 連（6－8） 430円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 260円 �� 250円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 4，290円

票 数

単勝票数 計 665007 的中 � 209563（1番人気）
複勝票数 計 794721 的中 � 184922（1番人気）� 129467（2番人気）� 123468（3番人気）
枠連票数 計 456328 的中 （6－8） 80743（2番人気）
馬連票数 計1549940 的中 �� 166896（2番人気）
馬単票数 計 629123 的中 �� 40806（3番人気）
ワイド票数 計 898560 的中 �� 92493（2番人気）�� 98330（1番人気）�� 45161（5番人気）
3連複票数 計2102124 的中 ��� 153736（1番人気）
3連単票数 計2814281 的中 ��� 47552（2番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―12．2―12．9―12．3―12．4―12．6―12．7―12．9―12．4―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．1―30．3―43．2―55．5―1：07．9―1：20．5―1：33．2―1：46．1―1：58．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タガノボンバー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2018．4．22 京都11着

2015．4．3生 �3鹿 母 タバスコムスメ 母母 ビンジンスキー 7戦3勝 賞金 27，950，000円
〔競走中止〕 サラセニア号は，4コーナー手前で他の馬に触れ，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 リゾネーター号の騎手松山弘平は，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。
〔その他〕 ホリデーモード号は，4コーナー手前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。
※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1日 11月3日 （祝日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 144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

248，670，000円
12，560，000円
25，110，000円
970，000円

26，560，000円
60，733，000円
3，880，000円
1，382，400円

勝馬投票券売得金
699，206，000円
892，964，200円
193，341，600円
1，163，327，800円
652，038，800円
657，117，100円
1，430，302，000円
2，843，089，700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 8，531，387，200円

総入場人員 34，926名 （有料入場人員 32，808名）
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