
3007311月24日 晴 良 （30東京5）第7日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走9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
1：23．1
1：23．0

重
重

12 ヘ ニ ッ ヒ 牡2黒鹿55 内田 博幸小田 吉男氏 武井 亮 新冠 新冠橋本牧場 462－ 21：27．3 14．6�
47 クリスタルアワード 牝2青鹿54 戸崎 圭太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド 454－ 81：27．4クビ 5．8�
59 アイアムハヤスギル 牡2黒鹿55 黛 弘人堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 476＋ 21：27．82� 12．6�
35 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± 01：27．9� 6．2�
612 ニシノオウキ 牡2青鹿55 田辺 裕信西山 茂行氏 尾形 和幸 新冠 中央牧場 474＋ 61：28．11� 6．5�
24 タイムアクシス 牝2鹿 54 宮崎 北斗長塩 豊氏 青木 孝文 新冠 対馬 正 452－ 41：28．41� 231．2	
48 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 480＋10 〃 クビ 2．6

714 ケイティクラウン �2栗 55 嘉藤 貴行瀧本 和義氏 清水 英克 日高 中館牧場 B476＋ 21：28．5� 247．3�
510 モリトイナセ 牡2栗 55

53 △藤田菜七子石橋 忠之氏 堀井 雅広 新ひだか 藤原牧場 472＋ 21：29．13� 80．1�
713 サ ン タ コ マ 牡2鹿 55

53 △横山 武史 �加藤ステーブル 青木 孝文 新冠 山岡ファーム 462－ 21：29．31� 10．2
11 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 516－ 21：29．51� 22．1�

816 ドストエフスキー 牡2鹿 55
53 △菊沢 一樹三岡 陽氏 小桧山 悟 青森 青南ムラカミ

ファーム 452＋141：30．67 409．4�
36 サイタビーナス 牝2鹿 54

51 ▲木幡 育也サイタグローバル 杉浦 宏昭 新ひだか 嶋田牧場 464± 0 〃 クビ 313．1�
611 クリノドドンパ 牝2栗 54 伴 啓太栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 坂本牧場 492＋ 41：30．8� 249．4�
815 ハッピービギニング 牝2青鹿54 柴田 善臣鹽田 久義氏 南田美知雄 新ひだか 森 俊雄 478－ 41：31．54 105．4�

（15頭）
23 ホワイトヘブン 牝2芦 54 武士沢友治�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 456＋10 （競走除外）

売 得 金
単勝： 27，560，200円 複勝： 49，350，100円 枠連： 15，055，200円
馬連： 59，021，800円 馬単： 28，005，100円 ワイド： 42，021，800円
3連複： 85，094，100円 3連単： 101，728，200円 計： 407，836，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，460円 複 勝 � 460円 � 210円 � 380円 枠 連（1－4） 640円

馬 連 �� 4，000円 馬 単 �� 10，750円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 1，660円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 16，250円 3 連 単 ��� 94，070円

票 数

単勝票数 差引計 275602（返還計 4578） 的中 � 15936（7番人気）
複勝票数 差引計 493501（返還計 6936） 的中 � 25362（8番人気）� 71534（3番人気）� 32344（6番人気）
枠連票数 差引計 150552（返還計 65） 的中 （1－4） 17969（3番人気）
馬連票数 差引計 590218（返還計 18933） 的中 �� 11410（18番人気）
馬単票数 差引計 280051（返還計 9711） 的中 �� 1953（46番人気）
ワイド票数 差引計 420218（返還計 18366） 的中 �� 8101（19番人気）�� 6489（25番人気）�� 7510（24番人気）
3連複票数 差引計 850941（返還計 54024） 的中 ��� 3926（52番人気）
3連単票数 差引計1017282（返還計 62526） 的中 ��� 784（292番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．9―48．7―1：01．5―1：14．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．4―3F38．6
3 1（8，9）（2，7）－（4，11）15（5，14）16（6，12，13）－10 4 1（8，9）（2，7）－（4，11，15）（5，14）（12，16）13，6，10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヘ ニ ッ ヒ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2018．9．2 新潟6着

2016．2．12生 牡2黒鹿 母 ルナースフィア 母母 ルナオーキッド 3戦1勝 賞金 5，500，000円
〔競走除外〕 ホワイトヘブン号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。枠外に跳び出し，疾病〔両前肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時

刻6分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ホワイトヘブン号は，平成30年11月25日から平成30年12月24日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※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 シゲルキャッツアイ号・シゲルブドウセキ号・トモジャナイト号

3007411月24日 晴 良 （30東京5）第7日 第2競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走10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

713 レッドベルディエス 牝2鹿 54 C．ルメール �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 440＋ 21：35．5 1．1�
12 サピアウォーフ 牝2鹿 54 戸崎 圭太小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 村田牧場 474－ 81：35．92� 10．8�
24 レコルダーレ 牝2鹿 54 柴山 雄一 �グリーンファーム畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 420± 01：36．11� 212．8�
11 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 446＋ 4 〃 アタマ 7．6�
510 シセイタイガ 牡2青鹿55 丸田 恭介猪苗代 勇氏 高橋 文雅 新冠 パカパカ

ファーム 444＋ 41：36．2� 15．9�
715 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 448＋ 21：36．41 43．5	
817 カフェシュヴァルツ 牡2黒鹿55 三浦 皇成西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 468± 01：36．5� 65．2

23 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± 01：36．92� 465．6�
47 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± 01：37．11� 559．8
611 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 452＋ 41：37．2クビ 92．0�
59 モリトローテローゼ 牝2栗 54 吉田 隼人石橋 忠之氏 堀井 雅広 浦河 桑田 正己 466－ 21：37．51� 96．2�
35 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 434－ 41：37．6� 207．0�
612 シゲルネコライト 牝2栗 54

52 △菊沢 一樹森中 蕃氏 石栗 龍彦 新冠 大林ファーム 402－ 4 〃 ハナ 479．8�
48 ヌ チ グ ス イ 牡2芦 55

52 ▲木幡 育也小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 452＋ 61：37．7� 428．4�
714 ラブミフォーエバー 牡2芦 55

54 ☆木幡 巧也村田 哲朗氏 勢司 和浩 新ひだか 桜井牧場 452＋ 21：37．91	 359．7�
36 ミスターバトルマン 牡2青鹿55 的場 勇人西本 資史氏 的場 均 新ひだか グランド牧場 438－ 4 〃 クビ 555．6�
818 ユ ウ キ 牝2芦 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 裕 新冠 樋渡 志尚 456＋101：38．0クビ 479．8�
816 ロードブルームーン 牡2鹿 55 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 452＋ 6 〃 クビ 80．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 44，657，300円 複勝： 148，765，100円 枠連： 19，499，600円
馬連： 62，161，800円 馬単： 47，531，500円 ワイド： 52，779，800円
3連複： 94，421，200円 3連単： 176，116，600円 計： 645，932，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 110円 � 170円 � 1，420円 枠 連（1－7） 160円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 250円 �� 2，580円 �� 7，890円

3 連 複 ��� 11，050円 3 連 単 ��� 20，200円

票 数

単勝票数 計 446573 的中 � 302280（1番人気）
複勝票数 計1487651 的中 � 1154146（1番人気）� 72172（3番人気）� 5077（10番人気）
枠連票数 計 194996 的中 （1－7） 91198（1番人気）
馬連票数 計 621618 的中 �� 113292（2番人気）
馬単票数 計 475315 的中 �� 73293（2番人気）
ワイド票数 計 527798 的中 �� 66565（2番人気）�� 4687（18番人気）�� 1504（39番人気）
3連複票数 計 944212 的中 ��� 6407（24番人気）
3連単票数 計1761166 的中 ��� 6321（48番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．0―36．0―48．7―1：01．3―1：13．2―1：24．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F34．2
3 2，18（4，17）（3，8）（10，15，13）7（9，11，12）6（5，16）（1，14） 4 2（4，18）（8，17，15）3（10，13）7（9，11，12）6（5，16）（1，14）

勝馬の
紹 介

レッドベルディエス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2018．10．27 東京2着

2016．4．10生 牝2鹿 母 レッドファンタジア 母母 Cat Chat 2戦1勝 賞金 7，800，000円

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７日



3007511月24日 晴 良 （30東京5）第7日 第3競走 ��
��1，800�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
1：45．9
1：45．6

良
良

47 インテンスライト 牡2鹿 55
53 △菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 新冠 カミイスタット 482－ 41：49．6 8．2�

510 サトノエルドール 牡2鹿 55 北村 宏司 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 追分ファーム 462± 01：49．7� 3．2�
48 メテオスウォーム 牡2黒鹿55 岩田 康誠 �シルクレーシング 矢作 芳人 新ひだか グランド牧場 492－ 21：49．8� 6．1�
12 ストームリッパー 牡2鹿 55 W．ビュイック 吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 508＋ 41：50．01� 2．3�

（英）

714 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± 01：50．32 25．3	
59 アドマイヤクロス 牡2黒鹿55 田辺 裕信近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：50．4� 51．8

24 クレーリッチェ 牝2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 414－ 2 〃 クビ 272．1�
818 ストレートパンチ 牡2鹿 55 武士沢友治諸岡 慶氏 堀井 雅広 日高 北田 剛 466＋ 21：50．61� 213．1�
23 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 428－ 41：50．7	 270．1
611 ランペドゥーザ 牝2栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 高市 圭二 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 466－ 21：50．8� 929．4�
36 カ ラ テ 牡2黒鹿55 内田 博幸小田切 光氏 高橋 祥泰 新冠 中地 康弘 504＋ 61：50．9クビ 330．0�
817 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 442＋ 4 〃 ハナ 38．1�
11 ダイユウゲネシス 牡2栗 55

53 △横山 武史大友 靖岐氏 土田 稔 新ひだか 見上牧場 466－ 4 〃 アタマ 553．3�
35 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 474－ 6 〃 ハナ 39．2�
715 ビービーパトリック 牡2黒鹿 55

54 ☆武藤 雅�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 524＋ 81：51．32� 208．3�
713 トーセンキール 牡2鹿 55

52 ▲木幡 育也島川 �哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ
スティファーム 486－ 41：51．62 465．3�

816 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 430＋ 41：51．81� 116．0�
612 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 450－ 2 （競走中止） 24．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 39，259，700円 複勝： 52，726，900円 枠連： 17，522，100円
馬連： 69，622，700円 馬単： 34，849，600円 ワイド： 52，652，400円
3連複： 101，434，900円 3連単： 123，228，000円 計： 491，296，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 190円 � 130円 � 180円 枠 連（4－5） 570円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 2，640円

ワ イ ド �� 420円 �� 550円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 11，330円

票 数

単勝票数 計 392597 的中 � 39904（4番人気）
複勝票数 計 527269 的中 � 62829（4番人気）� 123881（2番人気）� 70059（3番人気）
枠連票数 計 175221 的中 （4－5） 23691（3番人気）
馬連票数 計 696227 的中 �� 47978（5番人気）
馬単票数 計 348496 的中 �� 9899（10番人気）
ワイド票数 計 526524 的中 �� 32504（5番人気）�� 23498（6番人気）�� 34705（4番人気）
3連複票数 計1014349 的中 ��� 41001（4番人気）
3連単票数 計1232280 的中 ��� 7880（29番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．2―12．8―12．7―13．1―11．9―11．2―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―36．6―49．4―1：02．1―1：15．2―1：27．1―1：38．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F34．4

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

インテンスライト �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 French Deputy デビュー 2018．9．16 中山4着

2016．2．15生 牡2鹿 母 スコルピオンキッス 母母 Stinger 3戦1勝 賞金 6，600，000円
〔競走中止〕 コスモアイトーン号は，4コーナーで，外側に斜行した「ビービーパトリック」号に触れ，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 サトノエルドール号の騎手北村宏司は，2コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：15番）

ストームリッパー号の騎手W．ビュイックは，3コーナーでの御法（前の馬に接触した）について戒告。（被害馬：6番）
ビービーパトリック号の騎手武藤雅は，4コーナーで外側に斜行したことについて平成30年12月1日から平成30年12月9日ま
で騎乗停止。（被害馬：12番）
メテオスウォーム号の騎手岩田康誠は，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：10
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。

3007611月24日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （30東京5）第7日 第4競走 ��3，000�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時20分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：17．5良・良

58 コウユーヌレエフ 牡4黒鹿60 森 一馬加治屋貞光氏 斉藤 崇史 熊本 村山 光弘 484－ 83：22．4 3．0�
22 キールコネクション 牡6栗 60 蓑島 靖典水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 B474－ 23：24．010 7．0�
57 インペリオーソ 牝3青鹿56 山本 康志吉岡 泰治氏 松山 将樹 新ひだか 松本牧場 456－ 63：24．1� 22．2�
11 ブルーガーディアン 牡6黒鹿60 大庭 和弥 �YGGホースクラブ 星野 忍 新ひだか 加野牧場 488－ 2 〃 クビ 3．8�
46 ウインランブル 牡5鹿 60 熊沢 重文�ウイン 中村 均 平取 スガタ牧場 476＋ 43：24．31� 5．9�
610 ルグランパントル �6鹿 60 石神 深一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 478＋ 23：24．4	 17．1	
712 ローレルヴィクター 牡4鹿 60 田村 太雅 �ローレルレーシング 羽月 友彦 新冠 石田牧場 462－123：25．03	 115．5

34 オペラサンデー 牡3栗 58 江田 勇亮戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 448＋203：28．1大差 85．7�
45 ナムラスパルタクス 牡4黒鹿60 黒岩 悠奈村 信重氏 清水 久詞 日高 ナカノファーム 484± 03：28．63 38．7�
33 シゲルレンコン 牡3鹿 58 小野寺祐太森中 蕃氏 松山 将樹 浦河 王蔵牧場 456＋ 23：30．3大差 227．2
69 タックボーイ 牡4鹿 60 五十嵐雄祐 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 466＋103：35．1大差 81．1�
711 ミツオサウスポー 牡3栗 58 大江原 圭菊地 祐司氏 大江原 哲 むかわ 上水牧場 524＋14 （競走中止） 18．1�
813
 アサクサゴールド 牡8黒鹿60 浜野谷憲尚田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 476＋ 4 （競走中止） 13．2�
814 ショウナンダリア 牝4青鹿58 平沢 健治国本 哲秀氏 高橋 文雅 新冠 ムラカミファーム 498＋10 （競走中止） 18．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，735，600円 複勝： 28，204，900円 枠連： 13，307，200円
馬連： 42，973，500円 馬単： 21，916，700円 ワイド： 29，784，100円
3連複： 66，114，100円 3連単： 82，005，900円 計： 305，042，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 230円 � 500円 枠 連（2－5） 1，130円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，270円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 7，110円 3 連 単 ��� 22，140円

票 数

単勝票数 計 207356 的中 � 54873（1番人気）
複勝票数 計 282049 的中 � 65058（1番人気）� 30971（4番人気）� 10983（9番人気）
枠連票数 計 133072 的中 （2－5） 9085（4番人気）
馬連票数 計 429735 的中 �� 27430（3番人気）
馬単票数 計 219167 的中 �� 8853（4番人気）
ワイド票数 計 297841 的中 �� 16857（3番人気）�� 5861（15番人気）�� 4476（19番人気）
3連複票数 計 661141 的中 ��� 6966（22番人気）
3連単票数 計 820059 的中 ��� 2685（57番人気）
上り 1マイル 1：44．6 4F 50．7－3F 37．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コウユーヌレエフ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2016．7．31 小倉9着

2014．4．28生 牡4黒鹿 母 フォンティーン 母母 サドラーズメイド 障害：2戦1勝 賞金 9，800，000円
〔競走中止〕 ショウナンダリア号は，2周目8号障害〔いけ垣〕着地時に転倒したため競走中止。

アサクサゴールド号は，2周目8号障害〔いけ垣〕で，転倒した「ショウナンダリア」号に触れ，転倒したため競走中止。
ミツオサウスポー号は，2周目8号障害〔いけ垣〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

※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 ベストサポーター号



3007711月24日 晴 良 （30東京5）第7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

713 グレイスアン 牝2鹿 54 戸崎 圭太 TURFレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 490 ―1：36．7 2．5�
612 ディヴァイン 牡2栗 55 田辺 裕信小泉 修氏 小西 一男 新冠 秋田牧場 506 ―1：36．91� 4．5�
816 ワイルドタッチ 牝2栗 54 内田 博幸�キヨタケ牧場 黒岩 陽一 新ひだか キヨタケ牧場 434 ―1：37．43 14．0�
24 ケイアイネイビー 牡2栗 55

52 ▲野中悠太郎亀田 和弘氏 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 458 ―1：37．5� 101．4�
59 ペイシャシキブ 牡2黒鹿55 丸田 恭介北所 直人氏 高橋 裕 新ひだか 有限会社石川牧場 466 ― 〃 ハナ 51．3�
715 クーダルジャン 牡2鹿 55 岩田 康誠 �シルクレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484 ― 〃 ハナ 7．0	
11 レイナプルーマ 牝2鹿 54 三浦 皇成水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 452 ―1：37．6� 54．5

817 チェスターコート 牡2栗 55 石川裕紀人吉田 晴哉氏 萩原 清 安平 追分ファーム 432 ―1：37．7クビ 30．2�
611 コ ヒ バ リ 牡2栗 55 北村 宏司油木 大樹氏 勢司 和浩 新ひだか 西川富岡牧場 480 ―1：37．91	 168．3�
23 ユ メ カ ス ミ 牝2青鹿 54

51 ▲木幡 育也 リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 日高 株式会社カ
ネツ牧場 424 ―1：38．0	 133．8�

47 アイアンミリオン 牝2青鹿 54
52 △藤田菜七子池上 一馬氏 青木 孝文 新ひだか 原口牧場 432 ―1：38．1クビ 20．4�

510 ハーモニーソード 牡2黒鹿55 丸山 元気日下部勝德氏 土田 稔 平取 坂東牧場 520 ― 〃 ハナ 31．8�
12 ペイシャルフェ 牝2黒鹿54 江田 照男北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 二風谷ファーム 434 ―1：38．2� 186．5�
818 アーミングエリア 牡2鹿 55 大野 拓弥吉田 照哉氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 462 ―1：38．41� 7．7�
714 クラウンポセイドン 牡2栗 55 嘉藤 貴行矢野 恭裕氏 田島 俊明 日高 クラウン日高牧場 488 ―1：38．72 253．6�
48 クーファサンピラー 牝2青 54 横山 典弘大迫久美子氏 田中 博康 新冠 村上 欽哉 454 ―1：38．8� 23．4�
35 ビックフェイバ 牝2芦 54 蛯名 正義臼倉 勲氏 田中 清隆 新ひだか 高橋 修 446 ―1：39．97 257．1�
36 イクスパイアーズ 牝2芦 54

52 △横山 武史谷口 祐人氏 的場 均 新ひだか 棚川 光男 472 ―1：40．43 330．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 39，062，000円 複勝： 47，355，600円 枠連： 23，493，800円
馬連： 62，697，300円 馬単： 29，958，400円 ワイド： 46，183，200円
3連複： 84，742，200円 3連単： 99，794，800円 計： 433，287，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 160円 � 260円 枠 連（6－7） 510円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 290円 �� 500円 �� 780円

3 連 複 ��� 1，640円 3 連 単 ��� 5，070円

票 数

単勝票数 計 390620 的中 � 128700（1番人気）
複勝票数 計 473556 的中 � 139709（1番人気）� 75203（2番人気）� 32421（5番人気）
枠連票数 計 234938 的中 （6－7） 35134（2番人気）
馬連票数 計 626973 的中 �� 76262（1番人気）
馬単票数 計 299584 的中 �� 20999（1番人気）
ワイド票数 計 461832 的中 �� 45100（1番人気）�� 22851（4番人気）�� 13807（8番人気）
3連複票数 計 847422 的中 ��� 38649（2番人気）
3連単票数 計 997948 的中 ��� 14257（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．6―36．9―49．8―1：02．2―1：14．0―1：25．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F34．5
3 6，13（1，18）4，17（3，9，15，16）12（5，10，11）（7，14）8，2 4 ・（13，17）16（6，1）18（3，4，12）（9，15，11）10（5，14）7，8，2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

グレイスアン �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ファルブラヴ 初出走

2016．1．24生 牝2鹿 母 ケイティーズベスト 母母 ケイティーズファースト 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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 カメットテソーロ号・バシクンレッツゴー号・フォッサマグナ号

3007811月24日 晴 良 （30東京5）第7日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時40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

47 オーヴァルエース 牡2栗 55 蛯名 正義西森 鶴氏 高木 登 浦河 梅田牧場 504 ―1：38．9 1．9�
816 クロスパール 牝2栗 54 丸山 元気 �キャロットファーム 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 432 ―1：40．39 30．9�
59 ユキノヴェルデ 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 506 ―1：40．62 47．3�
24 エスシーバスター 牡2栗 55 松岡 正海工藤 圭司氏 牧田 和弥 日高 クリアファーム 482 ―1：41．13 30．8�
11 マジェスティゲート 牡2鹿 55 大野 拓弥 Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 平取 清水牧場 472 ―1：41．31� 6．2�
714 カフェドラペ 牝2青鹿54 田中 勝春吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 452 ―1：42．15 22．6	
35 アレグレユミティー 牝2鹿 54 江田 照男斉藤 等氏 本間 忍 新ひだか 矢野牧場 454 ― 〃 ハナ 238．7

815 ユイノムサシ 牡2芦 55 戸崎 圭太由井健太郎氏 萩原 清 新ひだか 山口 忠彦 464 ―1：42．31 8．8�
23 シゲルサファイア �2鹿 55 田辺 裕信森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 500 ―1：42．61	 8．6�
48 サノノドラゴン 牡2鹿 55 丹内 祐次佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 418 ― 〃 クビ 76．5
36 スターオブワンダー 牡2栗 55

52 ▲木幡 育也伊東 純一氏 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 404 ―1：42．7
 179．7�
612 マースルマン 牡2鹿 55 武士沢友治キャピタルクラブ 林 徹 新ひだか 田湯牧場 440 ― 〃 アタマ 63．5�
713 チャコリーナ 牝2青鹿54 北村 宏司村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 484 ―1：43．23 12．0�
510 ナムラダイダロス 牡2鹿 55 西田雄一郎奈村 信重氏 岩戸 孝樹 浦河 中島牧場 434 ―1：44．05 226．2�
12 サツキキャンディ 牝2鹿 54 黛 弘人小野 博郷氏 蛯名 利弘 平取 川向高橋育

成牧場 444 ―1：44．63
 392．5�
611 ネ ブ ロ ー ザ 牝2栗 54 �島 克駿 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 508 ―1：45．87 27．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，431，300円 複勝： 43，279，100円 枠連： 19，210，000円
馬連： 64，457，400円 馬単： 33，004，600円 ワイド： 46，212，900円
3連複： 85，208，900円 3連単： 103，228，800円 計： 433，033，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 580円 � 650円 枠 連（4－8） 750円

馬 連 �� 3，740円 馬 単 �� 5，820円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 1，360円 �� 8，780円

3 連 複 ��� 25，640円 3 連 単 ��� 86，020円

票 数

単勝票数 計 384313 的中 � 162267（1番人気）
複勝票数 計 432791 的中 � 126021（1番人気）� 14671（9番人気）� 12850（10番人気）
枠連票数 計 192100 的中 （4－8） 19645（4番人気）
馬連票数 計 644574 的中 �� 13324（14番人気）
馬単票数 計 330046 的中 �� 4247（18番人気）
ワイド票数 計 462129 的中 �� 7878（16番人気）�� 8895（14番人気）�� 1317（59番人気）
3連複票数 計 852089 的中 ��� 2492（71番人気）
3連単票数 計1032288 的中 ��� 870（244番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―36．0―48．8―1：01．9―1：14．7―1：26．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーヴァルエース �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 グラスワンダー 初出走

2016．4．7生 牡2栗 母 ア ブ ラ シ オ 母母 ジュウジホウセキ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ネブローザ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年12月24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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アイカリトマナカ号・トーキョーサバク号・メイショウダンドウ号・リワードノルン号



3007911月24日 晴 良 （30東京5）第7日 第7競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳以上

発走13時10分 （芝・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
2：22．1
2：22．1

良
良

22 パルクデラモール 牝3鹿 53 岩田 康誠�G1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 460＋ 42：26．0 5．0�

610 ナ ム ラ マ ル 牡4鹿 57 内田 博幸奈村 信重氏 清水 久詞 新冠 武田 寛治 508－ 42：26．21� 19．7�
23 アルビオリクス 牡3鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 504－ 82：26．3	 4．6�
46 ジョブックコメン 牝3黒鹿53 戸崎 圭太�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 424＋ 82：26．51	 10．4�
58 ブルースカイハーツ 牡4黒鹿 57

56 ☆武藤 雅 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 タバタファーム 450＋142：26．6	 69．8	

11 サ ン シ ロ ウ 牡4鹿 57 三浦 皇成合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B502＋12 〃 クビ 13．0

611 モンテグロッソ 牡3青鹿55 W．ビュイックゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504－ 42：26．7	 1．9�
（英）

815
 クリノオスマン �4栗 57 嶋田 純次栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 日西牧場 462＋ 82：26．91� 606．3�
814 シンハラージャ 牡3栗 55 R．ムーア �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 442－ 62：27．0クビ 24．4

（英）

712 ローズクランス 牡5鹿 57 F．ベリー グリーンフィールズ� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 518＋12 〃 ハナ 69．6�
（英）

35 カ マ ク ラ 牝5黒鹿 55
53 △横山 武史市川義美ホール

ディングス� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 460＋ 22：27．21� 273．8�
713 トウショウビクター 牡5黒鹿 57

54 ▲木幡 育也藤田 衛成氏 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 466± 02：27．41	 279．8�
47 ロゼフェニックス 牡3黒鹿55 勝浦 正樹髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 438＋ 22：27．72 36．5�
59 
 リュウシンローズ 牝4黒鹿 55

53 △藤田菜七子�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 466± 02：28．02 251．7�
34 ワタシヲマッテル 牝3栗 53 蛯名 正義小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 460＋ 62：28．31� 333．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 54，570，600円 複勝： 79，615，200円 枠連： 23，663，700円
馬連： 95，236，900円 馬単： 47，021，400円 ワイド： 66，200，800円
3連複： 123，955，700円 3連単： 171，426，900円 計： 661，691，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 190円 � 440円 � 210円 枠 連（2－6） 230円

馬 連 �� 3，980円 馬 単 �� 6，700円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 420円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 4，460円 3 連 単 ��� 30，290円

票 数

単勝票数 計 545706 的中 � 86627（3番人気）
複勝票数 計 796152 的中 � 119049（2番人気）� 39291（6番人気）� 104838（3番人気）
枠連票数 計 236637 的中 （2－6） 77840（1番人気）
馬連票数 計 952369 的中 �� 18506（13番人気）
馬単票数 計 470214 的中 �� 5257（23番人気）
ワイド票数 計 662008 的中 �� 14523（13番人気）�� 44215（3番人気）�� 13849（14番人気）
3連複票数 計1239557 的中 ��� 20822（16番人気）
3連単票数 計1714269 的中 ��� 4102（98番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．6―37．5―49．9―1：02．5―1：14．9―1：27．3―1：39．5―1：51．7―2：03．3―2：14．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パルクデラモール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Privately Held デビュー 2018．1．13 中山2着

2015．2．2生 牝3鹿 母 レディシャツィ 母母 Shatzi 11戦2勝 賞金 25，225，000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。

3008011月24日 晴 良 （30東京5）第7日 第8競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走13時40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
1：33．8
1：33．3

重
良

11 フォギーナイト 牡4芦 57 R．ムーア 金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 496＋121：37．3 3．7�

（英）

815� ラムセスバローズ 牡3栗 56 W．ビュイック 猪熊 広次氏 木村 哲也 米
Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

492＋ 4 〃 クビ 3．7�
（英）

611 フ ィ ス キ オ 牡4栗 57 戸崎 圭太�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 平山牧場 488＋ 41：37．93	 14．3�
36 ランバージャック 牡4栗 57 勝浦 正樹前田 幸治氏 
島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460＋ 21：38．0	 61．6�
612 ベディヴィア 牡4栗 57 内田 博幸 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 462＋ 41：38．1	 60．6	
59 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 490＋ 21：38．2クビ 47．5

12 フクノグリュック 牡6鹿 57

54 ▲木幡 育也福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社
ケイズ B510＋ 6 〃 クビ 237．7�

510 リ ア リ ス ト 牡5鹿 57 F．ベリー 吉澤 克己氏 相沢 郁 安平 ノーザンファーム B488＋101：38．3クビ 12．9�
（英）

35 キタサンタイドー 牡3黒鹿56 横山 典弘�大野商事 清水 久詞 新冠 パカパカ
ファーム 518± 01：38．51 14．1

23 リスペクトアース 牡5黒鹿57 江田 照男 �グリーンファーム小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 566＋161：38．6� 37．6�

714 クレディブル 牡3芦 56 北村 宏司清水 二朗氏 萩原 清 新ひだか グランド牧場 488± 0 〃 クビ 9．8�
48 ドリームリヴァール �8黒鹿57 北村 友一ライオンレースホース� 池上 昌和 安平 追分ファーム B466＋ 21：38．81 211．0�
816 フ ラ ン ド ル �5鹿 57 C．ルメール 寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B482－ 81：39．01 8．0�
47 ロ ス カ ボ ス �5黒鹿57 大野 拓弥吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 510＋101：39．53 52．8�
713 フクサンローズ 牝4鹿 55 田辺 裕信小沼 博氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 454－ 21：39．6	 6．4�
24 � タイセイヴィクター �5鹿 57

56 ☆木幡 巧也田中 成奉氏 林 徹 安平 追分ファーム 510＋ 41：40．13 196．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 51，529，400円 複勝： 79，679，000円 枠連： 29，547，400円
馬連： 105，889，700円 馬単： 45，645，000円 ワイド： 79，465，800円
3連複： 148，091，900円 3連単： 161，772，100円 計： 701，620，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 150円 � 300円 枠 連（1－8） 570円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，070円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 3，620円 3 連 単 ��� 13，230円

票 数

単勝票数 計 515294 的中 � 111252（2番人気）
複勝票数 計 796790 的中 � 129090（2番人気）� 154374（1番人気）� 54843（7番人気）
枠連票数 計 295474 的中 （1－8） 40110（2番人気）
馬連票数 計1058897 的中 �� 84377（1番人気）
馬単票数 計 456450 的中 �� 21516（1番人気）
ワイド票数 計 794658 的中 �� 53299（1番人気）�� 18170（12番人気）�� 19478（10番人気）
3連複票数 計1480919 的中 ��� 30652（4番人気）
3連単票数 計1617721 的中 ��� 8861（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―35．9―48．3―1：00．7―1：12．8―1：24．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フォギーナイト �
�
父 Tapit �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2016．11．12 東京1着

2014．5．15生 牡4芦 母 シャンパンドーロ 母母 Champagne Glow 6戦4勝 賞金 38，200，000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。
（非当選馬） 2頭 ウリボー号・ディーズフェイク号
（非抽選馬） 2頭 コスモロブロイ号・ネコワシ号
※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。



3008111月24日 晴 良 （30東京5）第7日 第9競走 ��
��1，600�カ ト レ ア 賞

発走14時15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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：36．2
1：36．2

不良
不良

814� メイクハッピー 牝2鹿 54 C．ルメール 吉田 和子氏 新開 幸一 米 Reddam
Racing, LLC 476－ 41：38．3 1．4�

46 キ ン ゲ ン 牡2鹿 55 W．ビュイックゴドルフィン 松田 国英 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 494＋ 21：38．72� 12．4�

（英）

58 ヨ ハ ン 牡2鹿 55 田辺 裕信サイプレスホール
ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 420＋ 21：38．91� 170．2�

610 ロマンティコ 牡2鹿 55 R．ムーア 多田 信尊氏 藤沢 和雄 新冠 若林牧場 536＋101：39．0	 4．9�
（英）

34 ラインカリーナ 牝2栃栗54 武藤 雅大澤 繁昌氏 武藤 善則 浦河 日進牧場 468＋ 21：39．21
 19．8�
712 ナランフレグ 牡2栗 55 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 468＋ 6 〃 クビ 52．8�
813 カ ナ シ バ リ 牝2鹿 54 江田 照男由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 496－ 41：39．41� 58．5	
711 セイウンオフロード 牡2鹿 55 津村 明秀西山 茂行氏 矢野 英一 浦河 大西ファーム 472－ 41：39．6	 117．5

57 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 466＋ 2 〃 クビ 59．2�
33 � ワシントンテソーロ 牡2黒鹿55 �島 克駿了德寺健二ホール

ディングス� 斎藤 誠 米 Waymore
LLC 484＋ 41：39．81� 10．6

11 ペイシャムートン 牡2青鹿55 北村 宏司北所 直人氏 小笠 倫弘 日高 広中 稔 512＋121：39．9クビ 77．6�
22 � エヴァキュアン 牡2黒鹿55 内田 博幸加藤 誠氏 中竹 和也 米 Godolphin 474－ 41：40．22 30．0�
45 � セイウンコービー 牡2鹿 55 戸崎 圭太西山 茂行氏 森 秀行 米 Woodford

Thoroughbreds 516＋ 21：41．58 116．8�
69 ワイルドトレイダー 牡2栗 55 石川裕紀人吉岡 泰治氏 松山 将樹 森 笹川大晃牧場 496＋ 41：41．71
 268．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 77，684，500円 複勝： 171，598，600円 枠連： 27，413，700円
馬連： 139，344，000円 馬単： 76，927，200円 ワイド： 91，804，400円
3連複： 181，118，400円 3連単： 316，037，400円 計： 1，081，928，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 230円 � 1，870円 枠 連（4－8） 810円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 400円 �� 3，800円 �� 13，360円

3 連 複 ��� 27，910円 3 連 単 ��� 60，100円

票 数

単勝票数 計 776845 的中 � 414607（1番人気）
複勝票数 計1715986 的中 � 1113506（1番人気）� 86136（3番人気）� 7552（13番人気）
枠連票数 計 274137 的中 （4－8） 26073（3番人気）
馬連票数 計1393440 的中 �� 139222（2番人気）
馬単票数 計 769272 的中 �� 57554（5番人気）
ワイド票数 計 918044 的中 �� 67004（4番人気）�� 5841（33番人気）�� 1640（64番人気）
3連複票数 計1811184 的中 ��� 4866（63番人気）
3連単票数 計3160374 的中 ��� 3812（151番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�メイクハッピー �
�
父 Square Eddie �

�
母父 Ten Most Wanted デビュー 2018．10．7 東京1着

2016．1．7生 牝2鹿 母 Silar Rules 母母 Morning Meadow 2戦2勝 賞金 17，343，000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。

3008211月24日 晴 良 （30東京5）第7日 第10競走 ��
��1，400�

ぎんれい

銀嶺ステークス
発走14時50分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下，29．11．25以降30．11．18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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

12 エレクトロポップ 牡5青鹿55 C．ルメール �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 500＋ 21：24．5 7．3�
11 メリートーン 牝5鹿 51 木幡 巧也水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 470－ 6 〃 ハナ 45．2�
815 スマートダンディー 牡4鹿 57 戸崎 圭太大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 500＋ 41：24．71� 6．5�
510 パイルーチェ 牝4栗 53 横山 武史西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B474＋ 6 〃 アタマ 3．8�
36 プリサイスエース 牡7栗 54 田辺 裕信井山 登氏 奥村 武 新冠 芳住 鉄兵 514＋ 61：24．8� 55．3�
47 	 ウォリアーズクロス 牡5鹿 55 W．ビュイック �シルクレーシング 国枝 栄 米

B & B Blood-
stock, Inc &
Marty Hughes

B550＋ 4 〃 クビ 17．0	
（英）

23 レ イ ダ ー 牡4鹿 56 R．ムーア 石川 達絵氏 堀 宣行 安平 追分ファーム B528－ 21：24．9クビ 3．6

（英）

48 アシャカダイキ 牝4鹿 53 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 安平 ノーザンファーム 492＋101：25．0� 41．2�
24 ペイシャルアス 牝3栗 51 
島 克駿北所 直人氏 坂口 正則 浦河 杵臼斉藤牧場 484± 01：25．1� 231．8�
59 	 エルフィンコーブ 牝5鹿 51 石川裕紀人吉田 和子氏 池添 学 米

John David O’Far-
rell & J. Michael
O’Farrell, Jr.

516＋ 41：25．2� 38．1
816 レッドオーガー 牡4鹿 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 490＋ 4 〃 ハナ 26．0�
611 スピーディクール 牡4栗 57 横山 典弘ライオンレースホース� 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 500＋10 〃 ハナ 5．9�
714� スティンライクビー �6青鹿53 江田 照男 �ローレルレーシング 竹内 正洋 青森 ワールドファーム 484＋221：25．62� 28．8�
713 マイネルエスパス 牡6青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新ひだか 木下牧場 530＋10 〃 クビ 244．8�
35 	 エイシンビジョン 牡5鹿 55 岩田 康誠�栄進堂 藤原 英昭 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

468－121：25．7クビ 38．9�
612	 パラダイスガーデン 牝6栗 52 武藤 雅岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 米 Crossroads

Farm, LLC 498＋ 61：26．55 236．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 64，794，600円 複勝： 104，636，800円 枠連： 32，913，700円
馬連： 176，338，700円 馬単： 70，771，300円 ワイド： 116，185，700円
3連複： 251，771，700円 3連単： 302，472，400円 計： 1，119，884，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 220円 � 930円 � 280円 枠 連（1－1） 10，210円

馬 連 �� 12，300円 馬 単 �� 19，900円

ワ イ ド �� 3，210円 �� 1，090円 �� 4，160円

3 連 複 ��� 34，300円 3 連 単 ��� 257，080円

票 数

単勝票数 計 647946 的中 � 70090（5番人気）
複勝票数 計1046368 的中 � 140005（4番人気）� 24191（11番人気）� 103447（5番人気）
枠連票数 計 329137 的中 （1－1） 2496（30番人気）
馬連票数 計1763387 的中 �� 11108（39番人気）
馬単票数 計 707713 的中 �� 2666（65番人気）
ワイド票数 計1161857 的中 �� 9214（38番人気）�� 28305（11番人気）�� 7066（48番人気）
3連複票数 計2517717 的中 ��� 5504（99番人気）
3連単票数 計3024724 的中 ��� 853（667番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．9―35．9―48．0―1：00．0―1：11．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エレクトロポップ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Trempolino デビュー 2015．10．4 中山4着

2013．3．7生 牡5青鹿 母 ロリポップガール 母母 Icy Pop 19戦5勝 賞金 72，450，000円
〔制裁〕 アシャカダイキ号の騎手津村明秀は，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・13番）

メリートーン号の騎手木幡巧也は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。（被
害馬：9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。



3008311月24日 晴 良 （30東京5）第7日 第11競走 ��
��1，600�キャピタルステークス

発走15時25分 （芝・左）
3歳以上；負担重量は，3歳55�4歳以上56�，牝馬2�減，29．11．25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，29．11．24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）

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

45 グァンチャーレ 牡6青鹿56 松岡 正海松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 中央牧場 462－ 41：32．6 13．3�
69 タワーオブロンドン 牡3鹿 56 W．ビュイックゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516＋ 6 〃 クビ 3．9�
（英）

22 ベルキャニオン 牡7鹿 56 R．ムーア 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 496－ 2 〃 ハナ 20．9�

（英）

33 ショウナンアンセム 牡5芦 56 吉田 隼人�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 486＋ 21：32．7クビ 23．2�
814 プロディガルサン 牡5鹿 56 C．ルメール 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 514＋ 6 〃 ハナ 5．9	
11 デンコウアンジュ 牝5黒鹿54 蛯名 正義田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 456－ 2 〃 クビ 37．6

58 ダイワキャグニー 牡4黒鹿56 横山 典弘大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 500＋ 61：32．8� 3．4�
711 ハクサンルドルフ 牡5黒鹿56 戸崎 圭太河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム 476＋ 41：33．11� 7．5�
610 ブラックスピネル 牡5黒鹿56 北村 友一 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 508＋ 21：33．2	 62．7
712 ハーレムライン 牝3鹿 53 大野 拓弥吉田 千津氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 472＋141：33．41� 52．3�
34 タガノブルグ 牡7鹿 56 三浦 皇成八木 秀之氏 
島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450＋ 21：33．82� 238．6�
57 ソーグリッタリング 牡4鹿 56 F．ベリー �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 476－ 41：34．01� 6．5�

（英）

813 トウショウドラフタ 牡5栗 56 北村 宏司トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 492＋181：34．31	 71．7�
46 マックスドリーム �11青鹿56 柴田 大知山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 548＋121：34．72� 423．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 115，433，500円 複勝： 173，783，200円 枠連： 58，800，200円
馬連： 374，191，600円 馬単： 142，425，500円 ワイド： 208，560，100円
3連複： 536，788，300円 3連単： 745，390，600円 計： 2，355，373，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，330円 複 勝 � 370円 � 200円 � 530円 枠 連（4－6） 2，860円

馬 連 �� 3，040円 馬 単 �� 8，450円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 2，520円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 16，420円 3 連 単 ��� 104，220円

票 数

単勝票数 計1154335 的中 � 69276（6番人気）
複勝票数 計1737832 的中 � 116349（6番人気）� 277410（2番人気）� 73915（7番人気）
枠連票数 計 588002 的中 （4－6） 15927（11番人気）
馬連票数 計3741916 的中 �� 95150（12番人気）
馬単票数 計1424255 的中 �� 12636（31番人気）
ワイド票数 計2085601 的中 �� 45459（15番人気）�� 21007（28番人気）�� 32673（19番人気）
3連複票数 計5367883 的中 ��� 24504（56番人気）
3連単票数 計7453906 的中 ��� 5185（325番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．1―11．7―11．4―10．7―11．0―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―24．0―36．1―47．8―59．2―1：09．9―1：20．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．8―3F33．4
3 3（2，10）12（5，8）（9，14）（4，7，13）1，11－6 4 3（2，10）（5，12）（4，8，14）（9，7）（1，13）11－6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

グァンチャーレ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 デ ィ ア ブ ロ デビュー 2014．7．26 中京5着

2012．2．27生 牡6青鹿 母 チュウオーサーヤ 母母 サンライトブルボン 35戦4勝 賞金 209，997，000円
〔制裁〕 グァンチャーレ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平成30年12月1日から平成30年

12月9日まで騎乗停止。（被害馬：12番）
※グァンチャーレ号は，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。

3008411月24日 晴 良 （30東京5）第7日 第12競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走16時00分 （芝・左）

牝，1000万円以下；負担重量は，3歳54�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
1：19．5
1：19．0

良
良

11 キャナルストリート 牝4黒鹿55 田辺 裕信村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 450－101：20．7 2．7�
814 ヴェルスパー 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 440＋ 21：20．8� 6．9�
712 ラストプリマドンナ 牝3鹿 54 津村 明秀 �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 436＋ 41：20．9� 13．5�
34 シグナライズ 牝3鹿 54 北村 友一 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 492＋10 〃 アタマ 10．2�
33 ワンダフルラッシュ 牝5黒鹿55 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 様似 様似共栄牧場 458＋ 4 〃 アタマ 89．6	
45 オルレアンローズ 牝5鹿 55 江田 照男 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新冠 ヒカル牧場 488－ 2 〃 アタマ 19．0

57 エクラミレネール 牝5芦 55 北村 宏司岡田 牧雄氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド B462± 0 〃 クビ 59．1�
46 キラービューティ 牝4栗 55 R．ムーア �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 460－ 81：21．11 3．1�

（英）

711 サバイバルポケット 牝5鹿 55
53 △藤田菜七子福田 光博氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 6 〃 アタマ 30．2
22 サンローレンス 牝3青鹿 54

52 △横山 武史 �加藤ステーブル 伊藤 伸一 日高 有限会社
ケイズ 446＋ 41：21．73� 244．9�

610 シンボリティアラ 牝3芦 54 岩田 康誠シンボリ牧場 菊川 正達 新ひだか 増本 良孝 458－ 4 〃 クビ 8．6�
58 � アンインジュリー 牝3栗 54 丸田 恭介鈴木 康弘氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 454＋101：21．8� 52．0�
813 ロードライト 牝3青鹿54 嶋田 純次榊原源一郎氏 手塚 貴久 新冠 オリエント牧場 B412± 0 〃 アタマ 284．5�
69 カ レ ン 牝4栗 55 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 正徳 新ひだか 藤沢牧場 480－ 41：21．9� 394．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 75，691，100円 複勝： 93，748，800円 枠連： 37，103，700円
馬連： 187，815，000円 馬単： 82，347，300円 ワイド： 117，034，900円
3連複： 234，632，800円 3連単： 349，678，500円 計： 1，178，052，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 200円 � 290円 枠 連（1－8） 940円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 430円 �� 830円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 3，670円 3 連 単 ��� 11，890円

票 数

単勝票数 計 756911 的中 � 218971（1番人気）
複勝票数 計 937488 的中 � 247807（1番人気）� 113140（3番人気）� 64023（6番人気）
枠連票数 計 371037 的中 （1－8） 30565（2番人気）
馬連票数 計1878150 的中 �� 140606（2番人気）
馬単票数 計 823473 的中 �� 38784（3番人気）
ワイド票数 計1170349 的中 �� 75753（2番人気）�� 35471（9番人気）�� 23074（14番人気）
3連複票数 計2346328 的中 ��� 47863（11番人気）
3連単票数 計3496785 的中 ��� 21315（28番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．0―11．4―11．5―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．2―34．2―45．6―57．1―1：08．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キャナルストリート �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Cozzene デビュー 2016．9．25 中山1着

2014．3．5生 牝4黒鹿 母 フィラストリート 母母 Phydilla 10戦4勝 賞金 45，160，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16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。



（30東京5）第7日 11月24日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 188頭 本 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

221，900，000円
23，800，000円
1，470，000円
24，480，000円
78，558，000円
5，650，800円
1，804，800円

勝馬投票券売得金
649，409，800円
1，072，743，300円
317，530，300円
1，439，750，400円
660，403，600円
948，885，900円
1，993，374，200円
2，732，880，200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 9，814，977，700円

総入場人員 37，602名 （有料入場人員 35，417名）
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