
3008511月25日 晴 良 （30東京5）第8日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10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
1：21．2
1：20．3

良
良

816 スペキュラース 牝2黒鹿54 柴田 大知 �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 450＋ 41：22．2 10．9�
817 ゴールデンゾーン 牡2鹿 55 W．ビュイック 星野 祐介氏 相沢 郁 日高 碧雲牧場 476＋ 41：22．41� 1．9�

（英）

611 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± 0 〃 クビ 4．4�
818 ローゼンオルデン 牝2芦 54

52 △菊沢 一樹宮川 保氏 林 徹 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 420＋ 41：22．72 301．7�

510 スターアイランド 牝2鹿 54 内田 博幸荒井 眞澄氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 408＋ 21：22．8� 31．7�
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 422－161：23．01 74．9	
36 ソルパシオン 牡2栗 55 C．デムーロ 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 476＋10 〃 クビ 10．3�
（仏）

11 ムスティッカ 牝2鹿 54
52 △横山 武史中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 栄進牧場 414－ 21：23．1� 150．7�

12 タ ナ ロ ッ ト 牝2黒鹿54 松岡 正海�ミルファーム 加藤 和宏 新ひだか 坂本 智広 458＋ 21：23．2クビ 296．8
59 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 446＋ 61：23．3� 7．7�
715 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 482＋ 21：23．72� 34．0�
24 チ ク リ 牡2芦 55 勝浦 正樹�ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 ミルファーム 508＋ 41：24．01� 355．9�
35 トーセンアーチ 牝2黒鹿54 高倉 稜島川 �哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ

スティファーム 454＋ 4 〃 クビ 72．9�
47 ヴ ェ ネ レ 牝2鹿 54 三浦 皇成高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 赤石牧場 444＋ 6 〃 同着 117．0�
23 シオンコタン 牝2鹿 54 黛 弘人村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 ビッグレッドファーム 432－ 41：24．1クビ 530．2�
713 ユ ラ ニ ュ ス 牝2青鹿54 丸山 元気永見 貴昭氏 土田 稔 新ひだか 泊 寿幸 426－ 4 〃 アタマ 200．1�
612 ホ ロ ポ ノ 牡2栗 55 柴田 善臣平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 448± 01：24．31� 493．8�
714 ギ ュ ウ ホ 牡2鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 神垣 道弘 436＋ 2 〃 クビ 408．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 40，619，300円 複勝： 63，848，200円 枠連： 18，427，600円
馬連： 72，786，200円 馬単： 41，319，500円 ワイド： 55，023，800円
3連複： 108，032，400円 3連単： 145，247，400円 計： 545，304，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 180円 � 110円 � 130円 枠 連（8－8） 660円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 300円 �� 470円 �� 190円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 8，480円

票 数

単勝票数 計 406193 的中 � 31484（5番人気）
複勝票数 計 638482 的中 � 57216（4番人気）� 255002（1番人気）� 108808（2番人気）
枠連票数 計 184276 的中 （8－8） 21389（4番人気）
馬連票数 計 727862 的中 �� 80339（3番人気）
馬単票数 計 413195 的中 �� 13142（7番人気）
ワイド票数 計 550238 的中 �� 44827（3番人気）�� 25449（6番人気）�� 88529（1番人気）
3連複票数 計1080324 的中 ��� 92758（1番人気）
3連単票数 計1452474 的中 ��� 12407（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．1―47．1―58．7―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スペキュラース �
�
父 トーセンホマレボシ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2018．8．19 新潟5着

2016．4．23生 牝2黒鹿 母 マイネデセール 母母 メインディッシュ 5戦1勝 賞金 9，700，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 コスモミローディア号・シャンデリアムーン号
※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。

3008611月25日 晴 良 （30東京5）第8日 第2競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走10時25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

24 キングテセウス 牡2栗 55 W．ビュイック 保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 504± 01：39．2 3．9�
（英）

47 ポルタメント 牡2栗 55 田辺 裕信前田 幸治氏 中舘 英二 新ひだか 沼田 照秋 454＋ 4 〃 クビ 45．0�
815 アシャカトブ 牡2栗 55

54 ☆武藤 雅吉冨 学氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田牧場 492－ 21：39．41� 14．4�
35 ドンヒューズ 牡2栗 55 川田 将雅山本又一郎氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 512－ 61：39．61 11．2�
12 � イッツリット 牡2栗 55 戸崎 圭太�ノースヒルズ 和田正一郎 米

Betz, Burns, Mag-
ers, CoCo Equine
& Terra Racing

488－ 2 〃 クビ 3．7�
11 フーズサイド 牡2黒鹿55 武士沢友治西森 鶴氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 458－ 21：39．81 9．3	
23 ラストクローザー 牡2栗 55 J．モレイラ加藤 義久氏 黒岩 陽一 新ひだか カタオカフアーム 484－ 41：40．01	 5．7


（伯刺）

48 ロンリーウェイ 牡2青鹿 55
54 ☆井上 敏樹小原準一郎氏 田島 俊明 新冠 有限会社 大

作ステーブル 468＋ 21：40．63	 31．1�
612 ロ ザ ム ー ル 牝2栗 54 丸田 恭介栗山 良子氏 上原 博之 新ひだか 静内坂本牧場 482－ 41：41．13 153．7�
510 ファンタスティック 牡2栗 55 内田 博幸佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 468＋ 81：41．42 142．6
816 ニシノライリー 牝2黒鹿54 北村 宏司西山 茂行氏 伊藤 大士 日高 賀張中川牧場 472± 0 〃 クビ 64．2�
713 オ レ ノ ソ ラ 牡2黒鹿55 田中 勝春大久保與志雄氏 小野 次郎 日高 新井 昭二 466＋141：41．5	 199．4�
59 サトノプロミネント 牡2鹿 55 横山 典弘 �サトミホースカンパニー 的場 均 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446＋ 21：41．6	 22．7�
36 � グーガルラヴィ 牡2黒鹿55 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Nagako

Fujita 508＋ 41：43．19 14．7�
611 マイネルファイヤー 牡2青鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新ひだか 岡田 猛 478＋ 6 〃 ハナ 204．4�
714 ビッグスコール 牡2鹿 55 石川裕紀人草間 庸文氏 尾形 和幸 新ひだか 桜井牧場 550－ 41：44．27 80．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，713，500円 複勝： 54，151，200円 枠連： 21，105，400円
馬連： 77，074，800円 馬単： 32，940，300円 ワイド： 52，960，900円
3連複： 103，252，200円 3連単： 116，648，700円 計： 496，847，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 1，040円 � 330円 枠 連（2－4） 2，170円

馬 連 �� 9，920円 馬 単 �� 16，220円

ワ イ ド �� 2，440円 �� 700円 �� 7，280円

3 連 複 ��� 29，420円 3 連 単 ��� 147，330円

票 数

単勝票数 計 387135 的中 � 83588（2番人気）
複勝票数 計 541512 的中 � 98130（1番人気）� 10803（10番人気）� 40729（6番人気）
枠連票数 計 211054 的中 （2－4） 7518（9番人気）
馬連票数 計 770748 的中 �� 6017（29番人気）
馬単票数 計 329403 的中 �� 1523（55番人気）
ワイド票数 計 529609 的中 �� 5466（30番人気）�� 20674（5番人気）�� 1797（53番人気）
3連複票数 計1032522 的中 ��� 2632（80番人気）
3連単票数 計1166487 的中 ��� 574（420番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．5―47．7―1：00．7―1：13．4―1：26．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングテセウス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．11．4 東京3着

2016．3．18生 牡2栗 母 グローリアスデイズ 母母 グレースアドマイヤ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 ロザムール号の騎手丸田恭介は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・5番）

フーズサイド号の騎手武士沢友治は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 エコロワンダー号・コウジンホウオウ号
※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。

第５回 東京競馬 第８日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



3008711月25日 晴 良 （30東京5）第8日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走10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
2：00．8
1：59．8

良
良

68 ヴァンランディ 牡2鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 444± 02：00．3レコード 3．0�
813 セントレオナード 牡2鹿 55 R．ムーア �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 456－ 62：00．4� 3．0�

（英）

45 レオンドーロ 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 新冠 ビッグレッドファーム 452＋ 22：00．5� 3．1�
69 フロントランナー 牡2栗 55

52 ▲木幡 育也山口 裕介氏 田村 康仁 新冠 秋田牧場 432± 02：01．35 36．9�
22 エスコーバタハト 牡2鹿 55 田辺 裕信ディアレストクラブ� 菊川 正達 安平 吉田牧場 482＋ 2 〃 ハナ 17．6	
44 アースドラゴン 牡2鹿 55

52 ▲野中悠太郎松山 増男氏 根本 康広 浦河 アイオイファーム 466－142：01．51 34．0

710 ヤップヤップヤップ 牡2栗 55 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 436＋ 4 〃 アタマ 11．7�
56 ナ ミ ブ 牡2鹿 55 松岡 正海�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 442＋ 42：01．82 249．9�
711 ナ ム ラ ブ ル 牡2鹿 55 北村 宏司奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 森 政巳 468＋ 42：02．33 74．9
11 マリアルージュ 牝2青鹿 54

52 △菊沢 一樹河合 裕明氏 畠山 吉宏 新冠 川上牧場 434－102：02．4� 149．2�
33 コ ン シ ー ド 牡2栗 55

53 △横山 武史河村 祥史氏 天間 昭一 新ひだか 本桐牧場 454＋ 42：02．61� 188．5�
812 ショウチクバイ 牡2鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 宗像 義忠 新冠 小泉 学 486± 02：02．92 425．9�
57 オンマイオウン 牝2黒鹿 54

53 ☆武藤 雅田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 スカイビーチステーブル 474－ 82：03．75 393．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 55，429，400円 複勝： 62，112，500円 枠連： 15，350，600円
馬連： 83，898，700円 馬単： 48，441，000円 ワイド： 61，239，300円
3連複： 120，823，400円 3連単： 186，002，200円 計： 633，297，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 120円 � 110円 枠 連（6－8） 400円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 190円 �� 230円 �� 200円

3 連 複 ��� 380円 3 連 単 ��� 2，130円

票 数

単勝票数 計 554294 的中 � 149391（1番人気）
複勝票数 計 621125 的中 � 124901（3番人気）� 135993（2番人気）� 147340（1番人気）
枠連票数 計 153506 的中 （6－8） 29176（1番人気）
馬連票数 計 838987 的中 �� 144879（1番人気）
馬単票数 計 484410 的中 �� 39501（4番人気）
ワイド票数 計 612393 的中 �� 84104（1番人気）�� 63184（3番人気）�� 79034（2番人気）
3連複票数 計1208234 的中 ��� 237751（1番人気）
3連単票数 計1860022 的中 ��� 63255（3番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．1―12．1―12．4―12．1―12．2―11．5―11．7―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．6―36．7―48．8―1：01．2―1：13．3―1：25．5―1：37．0―1：48．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F34．8

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

勝馬の
紹 介

ヴァンランディ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．11．4 東京4着

2016．4．30生 牡2鹿 母 ハッピーパス 母母 ハッピートレイルズ 2戦1勝 賞金 6，100，000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。

3008811月25日 晴 良 （30東京5）第8日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走11時25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 ラストドラフト 牡2黒鹿55 C．ルメール �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 454 ―1：49．6 2．5�
67 ヒシイグアス 牡2青鹿55 R．ムーア 阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 496 ― 〃 アタマ 5．2�

（英）

811 ホウオウヒミコ 牝2黒鹿54 川田 将雅小笹 芳央氏 大竹 正博 洞�湖 レイクヴィラファーム 446 ―1：49．92 15．0�
79 エ デ リ ー 牡2鹿 55 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 520 ―1：50．0クビ 3．1�
（英）

11 ファイティングマン 牡2鹿 55 M．デムーロ�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 514 ―1：50．53 12．8	

66 クーファピーカブー 牝2栗 54 武 豊大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 468 ―1：50．71� 20．5

810 スイートウィスパー 牝2鹿 54 丸山 元気 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 440 ―1：50．8� 29．9�
78 プレシャスメール 牝2黒鹿54 戸崎 圭太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 和田 勇介 新ひだか 岡田スタツド 470 ―1：51．11� 33．8�
44 エフェクトオン 牡2黒鹿55 田辺 裕信 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 446 ―1：51．2� 43．0
33 ココリガストン 牡2黒鹿55 北村 宏司美﨑光二郎氏 古賀 慎明 浦河 三嶋牧場 502 ―1：51．41� 122．1�
55 バシクンレッツゴー 牡2栗 55 勝浦 正樹石橋 英郎氏 高橋 義博 新冠 上井農場 492 ―1：52．25 133．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 60，555，700円 複勝： 59，659，700円 枠連： 15，712，100円
馬連： 75，328，300円 馬単： 45，490，000円 ワイド： 53，883，500円
3連複： 94，493，400円 3連単： 152，272，100円 計： 557，394，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 170円 � 220円 枠 連（2－6） 430円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 280円 �� 420円 �� 790円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 5，320円

票 数

単勝票数 計 605557 的中 � 199557（1番人気）
複勝票数 計 596597 的中 � 167259（1番人気）� 83279（3番人気）� 54233（4番人気）
枠連票数 計 157121 的中 （2－6） 28000（2番人気）
馬連票数 計 753283 的中 �� 102374（2番人気）
馬単票数 計 454900 的中 �� 38836（2番人気）
ワイド票数 計 538835 的中 �� 53383（2番人気）�� 32362（5番人気）�� 15682（9番人気）
3連複票数 計 944934 的中 ��� 35897（5番人気）
3連単票数 計1522721 的中 ��� 20751（10番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―12．8―12．9―12．8―12．7―11．5―10．9―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―37．7―50．6―1：03．4―1：16．1―1：27．6―1：38．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F33．5

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

勝馬の
紹 介

ラストドラフト �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2016．3．11生 牡2黒鹿 母 マルセリーナ 母母 マ ル バ イ ユ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 バシクンレッツゴー号は，枠入り不良。
※バシクンレッツゴー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



3008911月25日 晴 良 （30東京5）第8日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走12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
1：21．5
1：20．3

重
不良

816 ラ レ ー タ 牡4栗 57 C．デムーロ �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 474＋ 41：25．6 7．1�

（仏）

48 ゴールドクロス 牡3鹿 56 丸山 元気河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 山岡ファーム 478± 01：25．7� 9．9�
36 オ ー ル デ ン 牡4鹿 57 J．モレイラ金山 敏也氏 小西 一男 浦河 金成吉田牧場 454－ 2 〃 ハナ 3．4�

（伯刺）

611 グッドヒューマー 牡4栗 57 石川裕紀人ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 武田牧場 490＋101：25．91 26．1�
24 レンズフルパワー 牡6鹿 57 武士沢友治田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 宮内牧場 512＋ 41：26．22 5．9�
713 プロミネンス 牝3鹿 54

53 ☆武藤 雅下河邉 博氏 小島 茂之 浦河 中村 雅明 458－121：26．51� 29．5	
47 ブレヴェスト 牡5黒鹿57 北村 宏司平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 490＋101：26．7� 137．2

11 ハーモニーライズ 牡3黒鹿56 田辺 裕信日下部勝德氏 土田 稔 様似 様似堀牧場 506＋ 4 〃 アタマ 6．2�
35 � スマートサクソン 牝4芦 55 丹内 祐次大川 徹氏 古賀 史生 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 496－101：26．8� 46．7�

714 ロックンルージュ 牝4鹿 55
52 ▲木幡 育也堀口 晴男氏 中川 公成 日高 日西牧場 500＋141：27．12 233．1

59 フレッシビレ 牝3栗 54 三浦 皇成�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 512＋10 〃 ハナ 14．0�
612 メルムサール �3青鹿56 江田 照男�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 428＋101：27．41� 269．3�
510 バルトフォンテン 牡3栗 56 内田 博幸吉橋 興生氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 500＋ 21：27．93 5．0�
12 サンマルアリュール 牝6栗 55 柴田 善臣相馬 勇氏 佐藤 吉勝 浦河 笹島 政信 516－ 2 〃 クビ 252．8�
23 オンディーヌ 牝3鹿 54

52 △菊沢 一樹的場 徹氏 菊沢 隆徳 新ひだか 大平牧場 520＋ 61：29．07 142．1�
815 ジェッシージェニー 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也松田 整二氏 新開 幸一 平取 びらとり牧場 450＋241：29．53 413．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 43，800，400円 複勝： 67，469，600円 枠連： 20，668，800円
馬連： 97，497，700円 馬単： 43，857，200円 ワイド： 69，790，100円
3連複： 130，984，700円 3連単： 155，103，500円 計： 629，172，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 230円 � 290円 � 170円 枠 連（4－8） 4，050円

馬 連 �� 3，630円 馬 単 �� 7，420円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 560円 �� 780円

3 連 複 ��� 4，400円 3 連 単 ��� 32，320円

票 数

単勝票数 計 438004 的中 � 48998（5番人気）
複勝票数 計 674696 的中 � 72999（5番人気）� 53661（6番人気）� 124036（1番人気）
枠連票数 計 206688 的中 （4－8） 3948（16番人気）
馬連票数 計 974977 的中 �� 20788（19番人気）
馬単票数 計 438572 的中 �� 4429（34番人気）
ワイド票数 計 697901 的中 �� 14742（20番人気）�� 33343（4番人気）�� 22865（11番人気）
3連複票数 計1309847 的中 ��� 22297（16番人気）
3連単票数 計1551035 的中 ��� 3479（123番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．9―48．5―1：00．7―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ レ ー タ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Candy Ride デビュー 2016．9．4 小倉3着

2014．2．18生 牡4栗 母 エヴィータアルゼンティーナ 母母 Jealous Wildcat 22戦2勝 賞金 30，150，000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） 2頭 シチテンハッキ号・メイショウアテン号
（非抽選馬） 1頭 アイアムジュピター号
※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。

3009011月25日 晴 良 （30東京5）第8日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走12時45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

510 ジュニエーブル 牡4鹿 57 柴田 善臣柴田 洋一氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 452＋ 21：39．0 35．2�
612� ア オ テ ン 牡5鹿 57 C．デムーロ �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 512＋ 41：39．1� 13．3�
（仏）

713 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 456＋ 6 〃 クビ 5．3�
23 サイモンジルバ 牝3鹿 54 戸崎 圭太澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 三嶋牧場 452＋ 21：39．2� 10．1�
47 モリトユウブ 牡3鹿 56 武 豊石橋 忠之氏 堀井 雅広 浦河 大北牧場 498＋ 21：39．41	 7．1�
815 ブラウローゼット 牡3青鹿56 宮崎 北斗 	コスモヴューファーム 粕谷 昌央 新ひだか 加野牧場 B496－ 21：39．5� 197．1

816 クライベイビー 牝4栗 55

53 △菊沢 一樹�G1レーシング 菊沢 隆徳 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486＋ 81：39．6クビ 28．5�

24 リンガスビンゴ 牝3黒鹿54 内田 博幸伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 524＋16 〃 クビ 19．9�
714� メジャーロール 牡4鹿 57 的場 勇人谷口 祐人氏 的場 均 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452± 01：40．02� 158．0
59 アメノムラクモ 牡3鹿 56

55 ☆武藤 雅高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 北島牧場 516＋ 2 〃 クビ 85．9�
48 フラワーストリーム 牡3鹿 56 田辺 裕信花村 誠氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム B474＋ 81：40．21	 89．3�
36 ジェイエルノブレス 牝3鹿 54 丸山 元気橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 456＋16 〃 ハナ 71．8�
35 ユイノチョッパー 牡3黒鹿56 J．モレイラ由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 B502＋ 21：40．3クビ 1．7�

（伯刺）

12 � フレンドアリス 牝3栗 54
52 △横山 武史横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 456＋ 6 〃 アタマ 182．7�

11 � スマイルプリティ 牝4鹿 55
52 ▲木幡 育也臼倉 勲氏 本間 忍 日高 浜本牧場 466－101：40．4� 184．4�

（15頭）
611 スターリバー 牝3栗 54 大庭 和弥田頭 勇貴氏 松永 康利 新ひだか 山田牧場 454＋30 （競走除外）

売 得 金
単勝： 48，281，600円 複勝： 89，568，700円 枠連： 20，503，500円
馬連： 92，573，400円 馬単： 52，232，900円 ワイド： 66，842，700円
3連複： 128，538，800円 3連単： 194，631，800円 計： 693，173，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，520円 複 勝 � 970円 � 430円 � 250円 枠 連（5－6） 9，410円

馬 連 �� 17，670円 馬 単 �� 46，850円

ワ イ ド �� 4，660円 �� 2，460円 �� 820円

3 連 複 ��� 25，300円 3 連 単 ��� 234，390円

票 数

単勝票数 差引計 482816（返還計 1406） 的中 � 10960（8番人気）
複勝票数 差引計 895687（返還計 1342） 的中 � 21147（8番人気）� 53255（5番人気）� 110819（2番人気）
枠連票数 差引計 205035（返還計 180） 的中 （5－6） 1687（22番人気）
馬連票数 差引計 925734（返還計 3409） 的中 �� 4058（32番人気）
馬単票数 差引計 522329（返還計 2142） 的中 �� 836（67番人気）
ワイド票数 差引計 668427（返還計 3206） 的中 �� 3582（34番人気）�� 6891（23番人気）�� 22038（8番人気）
3連複票数 差引計1285388（返還計 9432） 的中 ��� 3809（58番人気）
3連単票数 差引計1946318（返還計 12985） 的中 ��� 602（398番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―36．1―48．8―1：01．6―1：14．0―1：26．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジュニエーブル �
�
父 スズカフェニックス �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2016．6．5 阪神6着

2014．3．13生 牡4鹿 母 ピーチフィズ 母母 プリンセスレビュー 19戦2勝 賞金 26，540，000円
〔競走除外〕 スターリバー号は，馬場入場時に放馬。疲労が著しいため競走除外。
※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） 5頭 ゲンパチマサムネ号・ヒロノワカムシャ号・フッカツノノロシ号・マクルーバ号・レオアルティメット号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3009111月25日 晴 良 （30東京5）第8日 第7競走 ��
��1，600�ベ ゴ ニ ア 賞

発走13時15分 （芝・左）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．0
1：32．3

稍重
良

33 アントリューズ 牡2鹿 55 戸崎 圭太山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：34．7 8．8�
22 ココフィーユ 牝2鹿 54 C．デムーロ�Shadow 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 426－ 81：34．8� 11．1�

（仏）

77 リバーシブルレーン 牡2青鹿55 R．ムーア 吉田 照哉氏 高木 登 千歳 社台ファーム 438± 0 〃 ハナ 7．4�
（英）

66 マードレヴォイス 牡2栗 55 内田 博幸ディアレストクラブ� 田村 康仁 千歳 社台ファーム 460＋ 21：35．01� 24．0�
44 レディードリー 牝2青鹿54 三浦 皇成小林 博雄氏 伊藤 正徳 新冠 秋田牧場 436＋101：35．1クビ 31．8�
11 ルガールカルム 牝2鹿 54 C．ルメール 	サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 456＋ 41：35．2� 1．4

55 ダノンシティ 牡2鹿 55 武 豊�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか ケイアイファーム 454＋ 41：35．73 10．4�
88 ガ ト ン 牡2芦 55 津村 明秀畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 514＋ 21：35．91	 47．4�

（8頭）

売 得 金
単勝： 78，898，800円 複勝： 210，947，400円 枠連： 発売なし
馬連： 103，796，600円 馬単： 71，801，000円 ワイド： 67，164，200円
3連複： 111，236，200円 3連単： 310，405，800円 計： 954，250，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 520円 � 630円 � 520円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 3，460円 馬 単 �� 7，330円

ワ イ ド �� 760円 �� 670円 �� 630円

3 連 複 ��� 5，330円 3 連 単 ��� 40，510円

票 数

単勝票数 計 788988 的中 � 75584（3番人気）
複勝票数 計2109474 的中 � 108897（3番人気）� 87111（4番人気）� 109179（2番人気）
馬連票数 計1037966 的中 �� 23235（13番人気）
馬単票数 計 718010 的中 �� 7343（22番人気）
ワイド票数 計 671642 的中 �� 22557（9番人気）�� 25564（7番人気）�� 27515（6番人気）
3連複票数 計1112362 的中 ��� 15628（21番人気）
3連単票数 計3104058 的中 ��� 5554（102番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．4―36．3―48．6―1：01．0―1：12．3―1：23．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アントリューズ 
�
父 ロードカナロア 

�
母父 Eltish デビュー 2018．7．21 福島7着

2016．1．31生 牡2鹿 母 シーズオールエルティッシュ 母母 Shesabullwinkle 3戦2勝 賞金 15，210，000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。

3009211月25日 晴 良 （30東京5）第8日 第8競走 ��
��1，800�オリエンタル賞

発走13時50分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下，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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

610 サトノキングダム 牡5鹿 56 M．デムーロ �サトミホースカンパニー 国枝 栄 千歳 社台ファーム 466－ 21：44．7 4．1�
46 ステイオンザトップ 牡4栗 54 三浦 皇成 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 472± 01：44．91� 22．6�
711 コ ー カ ス 牡4鹿 57 W．ビュイックゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508＋ 41：45．22 9．7�
（英）

33 ヒ ス ト リ ア 牝4鹿 54 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 466± 01：45．3� 16．7�
22 サーレンブラント 牡4鹿 57 川田 将雅窪田 芳郎氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 460＋ 21：45．4クビ 47．1	
45 ヴェルテアシャフト 牡3鹿 54 J．モレイラ �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 504± 01：45．5	 6．4


（伯刺）

69 プレイヤーサムソン 牡5鹿 54 C．デムーロ 嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 474＋ 21：45．92	 47．5�
（仏）

712 ゴールドギア 牡3黒鹿55 C．ルメール 有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 三嶋牧場 478＋ 6 〃 アタマ 2．6�
814 クラークキー 牡4鹿 57 武 豊保坂 和孝氏 池上 昌和 新冠 長浜牧場 492－ 4 〃 クビ 7．0
813 フロムマイハート 牝5栗 53 柴田 大知 �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 438－121：46．21� 216．1�
57 スマートルビー 牝5栗 54 戸崎 圭太大川 徹氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 442－ 2 〃 クビ 31．3�
34 ロジスカーレット 牡3鹿 53 横山 典弘久米田正明氏 国枝 栄 洞
湖 レイクヴィラファーム 428－ 21：46．41� 26．6�
58 オールドクラシック 牡5青鹿55 内田 博幸�リーヴァ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B478－ 21：47．03	 180．4�
11 ラウレアブルーム 牡6鹿 53 西田雄一郎横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 日高 メイプルファーム 498＋ 41：48．38 325．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 79，366，400円 複勝： 117，276，900円 枠連： 36，629，100円
馬連： 165，041，200円 馬単： 74，896，900円 ワイド： 112，215，300円
3連複： 223，760，800円 3連単： 294，445，000円 計： 1，103，631，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 400円 � 250円 枠 連（4－6） 1，270円

馬 連 �� 4，230円 馬 単 �� 6，690円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 710円 �� 2，600円

3 連 複 ��� 11，780円 3 連 単 ��� 59，760円

票 数

単勝票数 計 793664 的中 � 153879（2番人気）
複勝票数 計1172769 的中 � 199197（2番人気）� 64589（7番人気）� 122496（5番人気）
枠連票数 計 366291 的中 （4－6） 22307（7番人気）
馬連票数 計1650412 的中 �� 30237（15番人気）
馬単票数 計 748969 的中 �� 8389（24番人気）
ワイド票数 計1122153 的中 �� 22453（14番人気）�� 42116（7番人気）�� 10704（31番人気）
3連複票数 計2237608 的中 ��� 14237（38番人気）
3連単票数 計2944450 的中 ��� 3572（193番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―35．2―46．9―58．7―1：10．5―1：21．8―1：33．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．0―3F34．2

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

勝馬の
紹 介

サトノキングダム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Acatenango デビュー 2015．12．27 中山1着

2013．4．9生 牡5鹿 母 ダ リ シ ア 母母 Dynamis 18戦4勝 賞金 84，513，000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。



3009311月25日 晴 良 （30東京5）第8日 第9競走 ��
��1，400�シャングリラ賞

発走14時25分 （ダート・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 441，000円 126，000円 63，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

47 ミックベンハー 牡3栗 56 武藤 雅�キラット・ワン 畠山 吉宏 清水 リトルブルーファーム 488＋ 41：24．3 67．9�
36 � アメリカンファクト 牡3栗 56 戸崎 圭太吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Nesco II Ltd. B502－ 41：24．4	 5．2�
12 ハルクンノテソーロ 牡4黒鹿57 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新冠 長浜牧場 484－ 21：24．5クビ 5．0�
612� バスカヴィル 牡4鹿 57 W．ビュイックゴドルフィン 加藤 征弘 米

Tenth Street
Stables, LLC &
Darley

478－ 2 〃 クビ 5．9�
（英）

816 アーバンイェーガー 牡4黒鹿57 内田 博幸西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 512－ 21：24．71
 5．2	
48 スズカゴーディー 牡4黒鹿57 田辺 裕信永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B486± 0 〃 ハナ 19．4

713 ダンケシェーン 牡3栗 56 横山 典弘 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 480＋ 41：25．12� 9．0�
611 スズカプリズム 牝5栗 55 北村 宏司永井 啓弍氏 橋田 満 新冠 岩見牧場 484＋ 61：25．31
 79．4�
59 ローレルジャック 牡5黒鹿57 松岡 正海 �ローレルレーシング 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 494＋ 41：25．62 65．6
35 トップアドバンス 牡7鹿 57 菊沢 一樹柳内 正基氏 勢司 和浩 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 480＋ 41：25．81
 231．8�
815 ス カ ル バ ン 牡4鹿 57 J．モレイラ�KTレーシング 武井 亮 新冠 パカパカ

ファーム 500＋ 81：25．9クビ 7．3�
（伯刺）

23 フォーカード 牡4栗 57 C．デムーロ �KTレーシング 小崎 憲 浦河 バンダム牧場 470－ 41：26．43 7．0�
（仏）

11 スマートダイバー 牡7栗 57 丹内 祐次大川 徹氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム B492－ 2 〃 クビ 280．8�
714 シゲルゴホウサイ 牝6鹿 55 丸山 元気森中 蕃氏 森田 直行 新冠 中央牧場 464－ 21：26．72 110．3�
24 クリノダイスーシー 牡6鹿 57 勝浦 正樹栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 厚賀古川牧場 504－ 61：27．02 282．5�

（15頭）
510 レピアーウィット 牡3栗 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 530－ 6 （競走除外）
（英）

売 得 金
単勝： 64，631，900円 複勝： 99，926，600円 枠連： 39，963，900円
馬連： 142，938，800円 馬単： 57，388，300円 ワイド： 93，746，700円
3連複： 174，104，000円 3連単： 198，866，300円 計： 871，566，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，790円 複 勝 � 1，360円 � 190円 � 170円 枠 連（3－4） 6，000円

馬 連 �� 17，170円 馬 単 �� 46，280円

ワ イ ド �� 4，340円 �� 4，560円 �� 410円

3 連 複 ��� 20，450円 3 連 単 ��� 228，120円

票 数

単勝票数 差引計 646319（返還計146243） 的中 � 7610（10番人気）
複勝票数 差引計 999266（返還計169725） 的中 � 13480（10番人気）� 146550（3番人気）� 189190（1番人気）
枠連票数 差引計 399639（返還計 1669） 的中 （3－4） 5158（26番人気）
馬連票数 差引計1429388（返還計530362） 的中 �� 6450（30番人気）
馬単票数 差引計 573883（返還計219348） 的中 �� 930（78番人気）
ワイド票数 差引計 937467（返還計288095） 的中 �� 5211（30番人気）�� 4960（31番人気）�� 66211（1番人気）
3連複票数 差引計1741040（返還計1031798） 的中 ��� 6383（56番人気）
3連単票数 差引計1988663（返還計1245181） 的中 ��� 632（495番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．8―11．9―12．0―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―35．2―47．1―59．1―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミックベンハー �
�
父 スマートボーイ �

�
母父 スパイキュール デビュー 2017．9．10 中山2着

2015．3．7生 牡3栗 母 クロエチャン 母母 トレローニー 10戦3勝 賞金 36，299，000円
〔競走除外〕 レピアーウィット号は，枠内駐立不良〔立上る〕。疾病〔鼻梁部挫創〕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〕 レピアーウィット号は，平成30年11月26日から平成30年12月25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12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ハイブログ号
（非抽選馬）11頭 アオイサンシャイン号・アフターバーナー号・エヴォリューション号・エピックアン号・オールスマイル号・

キングラディウス号・シゲルコング号・セイウンクールガイ号・ティアップサンダー号・フィールシュパース号・
レヴァンテライオン号

※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。

3009411月25日 晴 良 （30東京5）第8日 第10競走 ��
��1，800�ウェルカムステークス

発走15時00分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

77 アップクォーク 牡5黒鹿57 W．ビュイック �キャロットファーム 中川 公成 安平 ノーザンファーム 506－ 21：46．7 3．8�
（英）

22 ジークカイザー 牡5鹿 57 J．モレイラ �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 476－ 4 〃 アタマ 4．1�
（伯刺）

44 レッドローゼス 牡4鹿 57 R．ムーア �東京ホースレーシング 国枝 栄 平取 坂東牧場 484＋ 41：46．91� 3．4�
（英）

33 イストワールファム 牝4栗 55 戸崎 圭太 �シルクレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 458± 01：47．11	 7．5�
11 マイネルファンロン 牡3青鹿55 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 472＋ 81：47．2クビ 7．6	
55 ショウナンマルシェ 
7青鹿57 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 480＋ 41：47．41	 53．7

78 チカノワール 牝4鹿 55 武 豊�キーファーズ 笹田 和秀 新ひだか フジワラフアーム 464＋ 41：47．61� 20．1�
810 エンヴァール 牡5栗 57 C．デムーロ 寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 468－ 2 〃 アタマ 9．3�

（仏）

66 クールオープニング 牡7青鹿57 内田 博幸前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社
ノースヒルズ 458－ 81：48．77 150．3

89 ペガサスボス 牡6黒鹿57 武藤 雅�天羽牧場 矢作 芳人 日高 天羽牧場 532＋ 21：50．6大差 116．8�
（10頭）

売 得 金
単勝： 95，061，600円 複勝： 114，052，900円 枠連： 30，823，700円
馬連： 211，543，300円 馬単： 100，855，500円 ワイド： 112，940，300円
3連複： 242，111，400円 3連単： 446，430，100円 計： 1，353，818，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 130円 � 140円 � 120円 枠 連（2－7） 1，030円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 360円 �� 230円 �� 270円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 5，850円

票 数

単勝票数 計 950616 的中 � 198662（2番人気）
複勝票数 計1140529 的中 � 225163（2番人気）� 179482（3番人気）� 277424（1番人気）
枠連票数 計 308237 的中 （2－7） 23100（3番人気）
馬連票数 計2115433 的中 �� 150419（3番人気）
馬単票数 計1008555 的中 �� 38628（6番人気）
ワイド票数 計1129403 的中 �� 74248（3番人気）�� 132405（1番人気）�� 104716（2番人気）
3連複票数 計2421114 的中 ��� 183778（1番人気）
3連単票数 計4464301 的中 ��� 55236（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．3―37．8―50．1―1：02．0―1：13．6―1：24．5―1：35．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F44．7―3F33．1

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

勝馬の
紹 介

アップクォーク �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．11．29 東京4着

2013．5．3生 牡5黒鹿 母 フェルミオン 母母 パテントリークリア 14戦5勝 賞金 83，628，000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。

１レース目 ３レース目



3009511月25日 晴 良 （30東京5）第8日 第11競走
ジャパン・オータムインターナショナル ロンジン賞

��
��2，400�第38回ジャパンカップ（ＧⅠ）

発走15時40分 （国際招待） （芝・左）
3歳以上；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

農林水産大臣賞・外務大臣賞・アイルランド大使賞・ロンジン賞・日本馬主協会連合会会長賞・東京馬主協会賞（1着）
賞 品

本 賞 300，000，000円 120，000，000円 75，000，000円 45，000，000円 30，000，000円
付 加 賞 3，024，000円 864，000円 432，000円
参加記念品
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

2：22．1
2：22．1
2：22．1

良
良
良

11 アーモンドアイ 牝3鹿 53 C．ルメール �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 472－ 82：20．6レコード 1．4�
58 キ セ キ 牡4黒鹿57 川田 将雅石川 達絵氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 504＋ 82：20．91� 9．2�
711 スワーヴリチャード 牡4栗 57 M．デムーロ�NICKS 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 510± 02：21．53	 6．5�
69 シュヴァルグラン 牡6栗 57 C．デムーロ 佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 468－ 4 〃 クビ 12．9�

（仏）

45 ミッキースワロー 牡4鹿 57 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 482± 02：21．92 62．6	
33 サトノダイヤモンド 牡5鹿 57 J．モレイラ �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 504－ 8 〃 クビ 7．1


（伯刺）

22 
 ハッピーグリン 牡3栗 55 服部 茂史会田 裕一氏 田中 淳司 千歳 社台ファーム 460＋ 42：22．21� 341．2�
（北海道） （北海道）

814 ウインテンダネス 牡5栗 57 内田 博幸�ウイン 杉山 晴紀 新冠 アサヒ牧場 506＋ 22：22．3クビ 89．3�
34 サトノクラウン 牡6黒鹿57 W．ビュイック �サトミホースカンパニー 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 500＋182：22．62 87．4

（英）

46 � サンダリングブルー �5芦 57 F．ベリー C．ウォッシュボーン氏 D．ムニュイジエ 米 Dr.Tom
Castoldi 482 2：23．45 52．0�

（Thundering Blue（USA）） （英） （英）

712� カ プ リ 牡4芦 57 R．ムーア D．スミス，J．マグニア
夫人＆M．テイバー A．オブライエン 愛 Lynch Bages

Ltd & Camas
Park Stud

480 2：23．71� 31．8�
（Capri（IRE）） （愛） （英）

610 ガ ン コ 牡5青鹿57 蛯名 正義杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新ひだか 前谷 武志 506＋ 62：24．33	 218．7�
813 ノーブルマーズ 牡5栗 57 高倉 稜吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか タガミファーム 492－ 42：24．83 241．9�
57 サウンズオブアース 牡7黒鹿57 田辺 裕信吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 490－ 22：25．22	 246．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 1，184，192，200円 複勝： 1，233，914，700円 枠連： 465，033，300円 馬連： 2，318，030，300円 馬単： 1，496，223，000円
ワイド： 1，240，387，500円 3連複： 3，467，865，900円 3連単： 9，069，844，400円 5重勝： 567，971，900円 計： 21，043，463，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 160円 � 150円 枠 連（1－5） 600円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 230円 �� 240円 �� 470円

3 連 複 ��� 960円 3 連 単 ��� 2，690円

5 重 勝
対象競走：東京9R／京都10R／東京10R／京都11R／東京11R

キャリーオーバー なし����� 1，559，130円

票 数

単勝票数 計11841922 的中 � 6320325（1番人気）
複勝票数 計12339147 的中 � 6113548（1番人気）� 1152181（4番人気）� 1291818（2番人気）
枠連票数 計4650333 的中 （1－5） 592019（3番人気）
馬連票数 計23180303 的中 �� 2999677（3番人気）
馬単票数 計14962230 的中 �� 1601865（3番人気）
ワイド票数 計12403875 的中 �� 1473790（1番人気）�� 1367912（2番人気）�� 589116（5番人気）
3連複票数 計34678659 的中 ���2706918（3番人気）
3連単票数 計90698444 的中 ���2436543（6番人気）
5重勝票数 差引計5679719（返還計1011879） 的中 ����� 255

ハロンタイム 12．9―10．8―12．2―12．3―11．7―11．8―11．7―11．4―11．4―11．0―11．4―12．0

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―23．7―35．9―48．2―59．9―1：11．7―1：23．4―1：34．8―1：46．2―1：57．2―2：08．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．8―3F34．4
1
3
8－13（1，10）（11，14）－（2，9）（3，7）4，12，5，6
8－（1，13）（11，10）（14，9）（2，3，7）4－12－5－6

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

勝馬の
紹 介

アーモンドアイ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．8．6 新潟2着

2015．3．10生 牝3鹿 母 フサイチパンドラ 母母 ロッタレース 7戦6勝 賞金 720，223，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

５レース目



（30東京5）第8日 11月25日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 11回 出走頭数 150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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

751，370，000円
5，180，000円
23，710，000円
6，050，000円
98，000，000円
6，000，000円
63，627，000円
4，418，000円
1，440，000円

勝馬投票券売得金
1，789，550，800円
2，172，928，400円
684，218，000円
3，440，509，300円
2，065，445，600円
1，986，194，300円
4，905，203，200円
11，269，897，300円
567，971，900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
5 重 勝
計 28，881，918，800円

総入場人員 98，988名 （有料入場人員 94，088名）



平成30年度 第5回東京競馬 総計

競走回数 95回 出走延頭数 1，319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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

2，441，190，000円
30，670，000円
191，930，000円
16，590，000円
288，710，000円
7，500，000円
552，055，500円
37，099，000円
12，662，400円

勝馬投票券売得金
5，992，620，600円
8，134，174，100円
2，500，670，500円
12，170，415，500円
6，232，513，900円
7，169，552，500円
16，710，835，300円
29，186，499，200円
567，971，900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
5 重 勝
計 88，665，253，500円

総入場延人員 336，303名 （有料入場延人員 316，476名）
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