
3006111月17日 晴 良 （1東京5） 第6日 第1競走 ��1，400�2歳未勝利
発走9時55分 （芝・左）

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
1：20．8
1：20．3

良
良

611 フランジヴェント 牝2鹿 54 丸山 元気吉田 勝己氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 456－ 41：21．8 3．8�
12 タイキラッシュ 牡2黒鹿55 大野 拓弥�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 504＋ 4 〃 クビ 2．3�
24 マイネルチューダ 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 むかわ 新井牧場 440＋ 41：22．11� 11．2�
36 マ ヤ チ ャ ン 牝2鹿 54 浜中 俊瀬谷 �雄氏 中舘 英二 新ひだか チャンピオンズファーム 430－ 81：22．2� 34．3	
816 ダイチヴィット 牡2芦 55 江田 照男 �荻伏服部牧場 竹内 正洋 浦河 荻伏服部牧場 444＋141：22．41� 234．4

23 セレーネグランツ 牝2黒鹿54 M．デムーロ林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 432－ 6 〃 アタマ 8．2�
715 ネ イ ジ ュ 牝2青鹿54 三浦 皇成島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 444＋101：22．5� 12．0�
35 クインズラプソディ 牝2鹿 54 石橋 脩岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 大北牧場 442＋ 8 〃 ハナ 14．3
47 サマープラネット 牝2黒鹿54 宮崎 北斗山上 和良氏 的場 均 新ひだか 高橋フアーム 434－ 41：22．6� 500．4�
817 ブラックスプルース 牝2鹿 54

53 ☆武藤 雅 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 圭三 青森 石田 英機 460± 01：22．7クビ 194．3�

510 ドバウィビクトリー 牡2鹿 55 嘉藤 貴行後藤 英成氏 稲垣 幸雄 日高 長谷部牧場 448－ 8 〃 ハナ 272．8�
59 グランドストローク 牡2黒鹿55 伊藤 工真 �コスモヴューファーム 水野 貴広 浦河 藤春 修二 446＋ 4 〃 クビ 279．0�
11 デ ュ ー プ ス 牝2栗 54 武士沢友治内田 玄祥氏 星野 忍 浦河 丸村村下

ファーム 412＋ 21：22．91 76．9�
714 チンクエテッレ 牝2鹿 54 田辺 裕信片山 博志氏 佐藤 吉勝 新冠 ヒカル牧場 406＋101：23．64 71．4�
713 エリーストーム 牝2黒鹿 54

53 ☆野中悠太郎谷川 正純氏 本間 忍 新冠 小泉 学 422－ 61：23．81� 28．7�
818 アルヘンルーラー 牝2鹿 54 吉田 豊菅原 広隆氏 南田美知雄 浦河 有限会社

松田牧場 424＋ 21：24．01� 412．1�
48 ファールカルテ 牝2青鹿54 原田 和真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 徹 新ひだか タツヤファーム 432＋141：24．74 266．6�
612 グ ラ ン バ ル 牡2鹿 55 北村 友一�ターフ・スポート和田 雄二 日高 奥山 博 464－ 21：24．8� 45．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，376，000円 複勝： 33，141，800円 枠連： 11，900，400円
馬連： 49，071，900円 馬単： 22，492，600円 ワイド： 35，937，100円
3連複： 77，177，600円 3連単： 81，936，900円 計： 335，034，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 130円 � 110円 � 220円 枠 連（1－6） 480円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 240円 �� 560円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 7，570円

票 数

単勝票数 計 233760 的中 � 51749（2番人気）
複勝票数 計 331418 的中 � 64122（2番人気）� 103427（1番人気）� 24940（5番人気）
枠連票数 計 119004 的中 （1－6） 19043（1番人気）
馬連票数 計 490719 的中 �� 71508（1番人気）
馬単票数 計 224926 的中 �� 15889（2番人気）
ワイド票数 計 359371 的中 �� 42865（1番人気）�� 14834（6番人気）�� 24593（3番人気）
3連複票数 計 771776 的中 ��� 32495（4番人気）
3連単票数 計 819369 的中 ��� 7847（16番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―12．0―11．8―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．3―46．3―58．1―1：09．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フランジヴェント �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Danehill デビュー 2019．6．30 函館2着

2017．1．22生 牝2鹿 母 ライクザウインド 母母 ウインドインハーヘア 4戦1勝 賞金 10，550，000円
〔制裁〕 フランジヴェント号の騎手丸山元気は，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：2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。
（非当選馬） 2頭 キリシマブリッジ号・マイネルピカソ号
（非抽選馬） 1頭 ヴォーグロックユー号

3006211月17日 晴 良 （1東京5） 第6日 第2競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時20分 （芝・左）

牝；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
1：44．5
1：44．5

良
良

23 アテナノワール 牝2黒鹿54 岩田 康誠諸江 幸祐氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 476－ 21：47．4 13．9�
11 シ ャ ト ン 牝2黒鹿 54

53 ☆野中悠太郎佐久間拓士氏 高橋 文雅 日高 本間牧場 450－ 2 〃 クビ 38．9�
714 ジューンミュゲ 牝2青 54 大野 拓弥吉川 潤氏 武 英智 浦河 富田牧場 440－ 2 〃 ハナ 3．7�
817 パ イ ネ 牝2黒鹿54 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 426± 0 〃 ハナ 3．8�
47 スパングルドスター 牝2鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 444± 01：47．5クビ 8．1	
36 シ ン ド ラ ー 牝2鹿 54 北村 宏司吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 480± 01：47．6� 6．2

816 ブランシュフルール 牝2栗 54 北村 友一 �サンデーレーシング 大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440＋ 21：47．81 8．0�
612 スパニッシュアート 牝2黒鹿54 三浦 皇成�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 414＋ 81：48．12 49．7�
12 ダイユウローズ 牝2鹿 54 吉田 豊大友 靖岐氏 松永 康利 新ひだか 藤沢牧場 502－ 2 〃 クビ 92．7
48 ソ ヨ ギ 牝2青鹿54 田辺 裕信海谷 幸司氏 粕谷 昌央 日高 春木ファーム 470－ 21：48．2クビ 14．9�
713 ヒューズライン 牝2黒鹿54 宮崎 北斗 �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 438± 01：48．3� 128．0�
510 ルレーヴドゥリリ 牝2黒鹿54 江田 照男加藤 誠氏 田中 剛 新ひだか 田中 裕之 484－ 4 〃 クビ 45．1�
24 ラシカルガイブ 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新ひだか 木田牧場 438± 01：48．93� 217．7�
611 ラ カ ル マ 牝2鹿 54 武士沢友治�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 466－ 61：49．21� 482．9�
59 オンザルース 牝2黒鹿54 柴田 善臣岡田 牧雄氏 大江原 哲 浦河 大北牧場 458＋ 41：49．41� 493．5�
35 ニシノハナミズキ 牝2黒鹿 54

52 △木幡 育也西山 茂行氏 古賀 慎明 日高 沖田牧場 502－ 81：49．5� 150．7�
815 マ オ ノ エ ピ 牝2栗 54

53 ☆武藤 雅湯浅 健司氏 黒岩 陽一 新冠 秋田牧場 474± 01：50．35 80．3�
（17頭）

売 得 金
単勝： 28，919，200円 複勝： 42，158，100円 枠連： 13，203，100円
馬連： 49，843，800円 馬単： 21，402，800円 ワイド： 33，280，900円
3連複： 68，717，300円 3連単： 73，791，700円 計： 331，316，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 380円 � 580円 � 180円 枠 連（1－2） 16，910円

馬 連 �� 29，510円 馬 単 �� 49，540円

ワ イ ド �� 5，590円 �� 690円 �� 2，440円

3 連 複 ��� 21，580円 3 連 単 ��� 213，990円

票 数

単勝票数 計 289192 的中 � 17610（6番人気）
複勝票数 計 421581 的中 � 26302（7番人気）� 16094（8番人気）� 76568（1番人気）
枠連票数 計 132031 的中 （1－2） 605（26番人気）
馬連票数 計 498438 的中 �� 1309（47番人気）
馬単票数 計 214028 的中 �� 324（88番人気）
ワイド票数 計 332809 的中 �� 1473（44番人気）�� 13185（7番人気）�� 3434（27番人気）
3連複票数 計 687173 的中 ��� 2388（62番人気）
3連単票数 計 737917 的中 ��� 250（489番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．5―12．2―12．1―12．2―11．3―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―35．4―47．6―59．7―1：11．9―1：23．2―1：35．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．5

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

・（8，3）2（1，10，15）（5，9）（4，13）（6，11，14）（12，17）7，16・（8，3）（1，15）2（4，10）（6，5，9）（12，13，14）（17，7）－16，11
勝馬の
紹 介

アテナノワール �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．10．27 東京5着

2017．4．2生 牝2黒鹿 母 リ コ リ ス 母母 ジューンアナガリス 2戦1勝 賞金 5，700，000円

第５回 東京競馬 第６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



3006311月17日 晴 良 （1東京5） 第6日 第3競走 ��1，600�2歳未勝利
発走10時50分 （芝・左）

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
1：32．7
1：32．3

良
良

59 チュウワジョーダン 牡2黒鹿55 丸山 元気中西 忍氏 林 徹 日高 若林 順一 444＋ 81：35．6 12．1�
611 シングンバズーカ 牡2黒鹿55 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 日高 広富牧場 470± 0 〃 クビ 2．3�
35 オンリーワンボーイ 牡2青鹿55 北村 友一金山 克己氏 斎藤 誠 新冠 ムラカミファーム B444＋ 2 〃 ハナ 16．8�
713 ダイワミラクル 牡2鹿 55 三浦 皇成大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 496－ 61：35．91� 5．4�
510 シャンボールロッソ 牝2鹿 54

53 ☆武藤 雅 �シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 426－ 21：36．11� 16．7�
817 ナリノオルフェ 牡2鹿 55 田辺 裕信成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 436＋ 61：36．31� 3．4	
818 トリッキーカフェ 牡2鹿 55 柴田 善臣西川 恭子氏 和田 勇介 浦河 三嶋牧場 454＋ 21：36．51� 41．7

714 マリノヴィヴィアナ 牝2栗 54 吉田 豊�クラウン 松永 康利 日高 クラウン日高牧場 456± 01：36．71� 99．4�
816 コンカルノー 牝2鹿 54 岩田 康誠中村 祐子氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 448＋ 2 〃 クビ 57．8
23 セイカタチバナ 牡2栗 55 宮崎 北斗久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 464＋ 61：36．8クビ 142．5�
24 マイネルドゥマン 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 468－ 2 〃 クビ 189．3�
715 ワールドピース 牡2黒鹿55 北村 宏司江馬 由将氏 奥村 武 新ひだか 広田牧場 486＋ 41：36．9クビ 218．9�
36 スタジアムロック 牡2栗 55

53 △木幡 育也田頭 勇貴氏 清水 英克 新冠 有限会社 大
作ステーブル 478＋ 61：37．0� 175．5�

12 ブ ル ー ベ ル 牡2黒鹿55 岩部 純二�和田牧場 堀井 雅広 新冠 対馬 正 442＋ 81：37．1� 526．5�
11 パトローナム 牡2鹿 55

54 ☆野中悠太郎�ミルファーム 高橋 文雅 新冠 武田牧場 440± 01：37．2� 183．0�
612 トゥインクルウェイ 牝2鹿 54 伊藤 工真ライオンレースホース� 林 徹 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 81：37．41 279．0�
48 ワールドウィスラー 牡2鹿 55

54 ☆菊沢 一樹田頭 勇貴氏 深山 雅史 新ひだか 今 牧場 444－ 21：37．5� 303．2�
47 ソドゥバスク 牡2黒鹿55 大野 拓弥岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 田原橋本牧場 462－ 2 〃 アタマ 258．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，333，200円 複勝： 35，047，600円 枠連： 13，571，400円
馬連： 53，768，400円 馬単： 24，359，800円 ワイド： 33，483，400円
3連複： 71，104，100円 3連単： 89，752，200円 計： 347，420，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 240円 � 130円 � 330円 枠 連（5－6） 680円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 3，360円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，710円 �� 630円

3 連 複 ��� 4，780円 3 連 単 ��� 35，440円

票 数

単勝票数 計 263332 的中 � 18468（4番人気）
複勝票数 計 350476 的中 � 31132（4番人気）� 102188（1番人気）� 20605（6番人気）
枠連票数 計 135714 的中 （5－6） 15463（3番人気）
馬連票数 計 537684 的中 �� 32286（4番人気）
馬単票数 計 243598 的中 �� 5432（11番人気）
ワイド票数 計 334834 的中 �� 19370（4番人気）�� 4675（19番人気）�� 13675（6番人気）
3連複票数 計 711041 的中 ��� 11142（15番人気）
3連単票数 計 897522 的中 ��� 1836（95番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．4―12．6―13．1―11．9―11．4―11．6

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F34．9
3 5－9，13，2，12（4，15）－（3，11，6）（14，10）－（17，16）18－1，8，7 4 5，9（2，13）（12，15）4（11，6）（14，3）（10，18）17（1，16，8）7

勝馬の
紹 介

チュウワジョーダン �
�
父 トーセンジョーダン �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．8．31 新潟4着

2017．4．6生 牡2黒鹿 母 チュウワプリンセス 母母 シ ビ ル 2戦1勝 賞金 6，100，000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 オレオレサララ号

3006411月17日 晴 良 （1東京5） 第6日 第4競走 ��1，600�2歳未勝利
発走11時20分 （ダート・左）

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

714 フルデプスリーダー 牡2鹿 55 M．デムーロ小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 村田牧場 474＋121：38．9 3．2�
612 セイユメアカリ 牡2黒鹿55 北村 宏司金田 成基氏 浅野洋一郎 むかわ 宇南山牧場 442＋101：39．64 36．9�
47 アイアムイチリュウ 牡2黒鹿55 大野 拓弥堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 502＋ 41：39．7� 3．5�
611 カッチョカバロ 牡2栗 55 石橋 脩平田 修氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 490± 01：39．8� 23．4�
510 シゲルタイタン 牡2鹿 55 三浦 皇成森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 476－ 21：40．11� 4．4�
59 グラスディアブロ 牡2鹿 55 嶋田 純次半沢� 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 456＋ 4 〃 クビ 223．8	
713 アベックフォルス 牡2鹿 55 浜中 俊田中 義明氏 加藤士津八 浦河 笠松牧場 490＋ 41：40．41� 8．0

23 サンロックランド 牡2鹿 55 丸山 元気 �加藤ステーブル 小野 次郎 新ひだか 沼田 照秋 504＋ 21：40．5� 80．4�
816 アナザーチャンス 牡2栗 55 江田 照男岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド B444－ 21：40．71 34．3
11 グッドフェイム 牝2黒鹿 54

53 ☆菊沢 一樹 �社台レースホース和田正一郎 千歳 社台ファーム 468± 01：40．8� 173．6�
12 コパノラクラク 牝2鹿 54 柴田 善臣小林 祥晃氏 和田 勇介 新ひだか 谷岡牧場 434± 01：41．22� 72．9�
48 ボントンルレ 牡2鹿 55 岩田 康誠ジャコモ合同会社 林 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 21：41．62� 41．2�
815 ユ タ カ サ ン 牡2鹿 55 吉田 豊井山 登氏 竹内 正洋 青森 石田 英機 482＋ 41：41．7クビ 12．7�
35 ハバチューバー 牡2栗 55 岩部 純二細川 大輔氏 浅野洋一郎 日高 白井牧場 494＋ 61：42．33� 483．8�
36 ホウオウシーダー 牝2栗 54 北村 友一小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 増本牧場 480－ 41：42．4� 117．9�
24 シゲルタイタニア 牡2鹿 55 嘉藤 貴行森中 蕃氏 清水 英克 浦河 中村 雅明 494＋ 21：43．46 223．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，977，700円 複勝： 45，835，800円 枠連： 14，721，200円
馬連： 55，973，800円 馬単： 25，368，700円 ワイド： 42，688，600円
3連複： 82，461，300円 3連単： 94，180，700円 計： 390，207，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 170円 � 720円 � 130円 枠 連（6－7） 1，610円

馬 連 �� 6，800円 馬 単 �� 9，400円

ワ イ ド �� 2，100円 �� 370円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 6，480円 3 連 単 ��� 40，180円

票 数

単勝票数 計 289777 的中 � 72640（1番人気）
複勝票数 計 458358 的中 � 73054（3番人気）� 10460（9番人気）� 121670（1番人気）
枠連票数 計 147212 的中 （6－7） 7066（7番人気）
馬連票数 計 559738 的中 �� 6378（22番人気）
馬単票数 計 253687 的中 �� 2023（32番人気）
ワイド票数 計 426886 的中 �� 4885（22番人気）�� 33167（2番人気）�� 5898（20番人気）
3連複票数 計 824613 的中 ��� 9535（21番人気）
3連単票数 計 941807 的中 ��� 1699（124番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―12．1―12．7―13．3―12．5―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―35．5―48．2―1：01．5―1：14．0―1：26．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フルデプスリーダー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2019．6．15 阪神3着

2017．1．28生 牡2鹿 母 ファーストチェア 母母 マイケイティーズ 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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ウェリナ号・サイヤダンサー号・シゲルカメレオンザ号・ニーズヘッグ号・プリズムストーン号



3006511月17日 晴 良 （1東京5） 第6日 第5競走 ��
��2，000�2歳新馬

発走12時10分 （芝・左）
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
1：59．5
1：59．5

良
良

610 ガロアクリーク 牡2鹿 55
54 ☆野中悠太郎水上 行雄氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 500 ―2：04．5 19．7�

59 � トーヨースターオー 牡2栗 55 吉田 豊中嶋 宏氏 土田 稔 米 Chiyoda
Farm Co. Ltd 536 ―2：04．71� 13．7�

815� ショウナンバトラー 牡2鹿 55
53 △木幡 育也国本 哲秀氏 奥村 武 愛 Fairway Thor-

oughbreds 498 ―2：04．91 79．7�
35 ガニュメデスレイ 牡2鹿 55 北村 友一五十川雅規氏 庄野 靖志 日高 スマイルファーム 416 ―2：05．0	 30．8�
22 テ ル ヌ ー ラ 牝2鹿 54 丸山 元気吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 454 ― 〃 ハナ 3．1�
814 ミッキーパンチ 牡2栗 55 三浦 皇成野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 448 ― 〃 ハナ 5．3�
34 ウインアルカンナ 牝2黒鹿54 原田 和真	ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム 446 ― 〃 アタマ 72．1

611 パースピレーション 牡2鹿 55 大野 拓弥吉田 照哉氏 田村 康仁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472 ―2：05．1� 36．5�
47 レッドヴァレリー 牡2栗 55 田辺 裕信 	東京ホースレーシング 小島 茂之 千歳 社台ファーム 490 ―2：05．73� 17．1�
46 ダンケシャイン 牡2黒鹿55 北村 宏司千明牧場 斎藤 誠 日高 千明牧場 522 ―2：06．02 185．5
58 ソルメンシス 牡2栗 55 江田 照男ディアレストクラブ	 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ 486 ―2：06．1クビ 47．6�
11 オプティマス 牡2栗 55 M．デムーロ �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 474 ― 〃 アタマ 3．5�
712 イ グ ニ タ ス 牡2栗 55 石橋 脩	G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 494 ―2：06．31
 30．7�
23 � セイウンソルジャー 牡2鹿 55

54 ☆武藤 雅西山 茂行氏 水野 貴広 米 Fred W.
Hertrich III 516 ―2：07．910 26．0�

713 ソウルオブジョン 牡2黒鹿55 岩田 康誠薪浦 亨氏 中竹 和也 安平 吉田 三郎 512 ―2：08．0� 26．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 32，926，000円 複勝： 37，132，400円 枠連： 14，217，000円
馬連： 56，722，500円 馬単： 26，075，500円 ワイド： 41，145，500円
3連複： 77，304，700円 3連単： 87，133，200円 計： 372，656，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，970円 複 勝 � 510円 � 360円 � 1，700円 枠 連（5－6） 3，830円

馬 連 �� 7，420円 馬 単 �� 15，320円

ワ イ ド �� 2，200円 �� 11，060円 �� 8，730円

3 連 複 ��� 126，040円 3 連 単 ��� 579，550円

票 数

単勝票数 計 329260 的中 � 14120（6番人気）
複勝票数 計 371324 的中 � 19582（6番人気）� 29818（4番人気）� 5210（14番人気）
枠連票数 計 142170 的中 （5－6） 2876（17番人気）
馬連票数 計 567225 的中 �� 5924（29番人気）
馬単票数 計 260755 的中 �� 1276（52番人気）
ワイド票数 計 411455 的中 �� 4905（27番人気）�� 951（75番人気）�� 1207（68番人気）
3連複票数 計 773047 的中 ��� 460（233番人気）
3連単票数 計 871332 的中 ��� 109（1135番人気）

ハロンタイム 13．3―12．8―12．9―13．1―13．0―12．7―12．6―11．6―11．1―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―26．1―39．0―52．1―1：05．1―1：17．8―1：30．4―1：42．0―1：53．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．7―3F34．1

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

勝馬の
紹 介

ガロアクリーク �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Kingmambo 初出走

2017．2．27生 牡2鹿 母 ゴールドレリック 母母 Gold Bust 1戦1勝 賞金 7，000，000円

3006611月17日 晴 良 （1東京5） 第6日 第6競走 ��
��1，400�2歳新馬

発走12時45分 （ダート・左）
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
1：23．1
1：23．0

重
重

713 ティートラップ 牡2鹿 55 北村 友一深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 448 ―1：26．5 4．8�
611 スノートレイン 牡2鹿 55 岩田 康誠大塚 亮一氏 友道 康夫 浦河 酒井牧場 438 ―1：26．82 3．4�
11 ロゼキルシュ 牝2栗 54 三浦 皇成�トップフェロウ杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 474 ―1：27．86 4．4�
34 エアダンルース 牡2栗 55 浜中 俊 �ラッキーフィールド大竹 正博 千歳 社台ファーム 514 ―1：28．11� 14．7�
46 クールマキシマム 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行保谷フミ子氏 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 478 ―1：28．2クビ 11．0�
59 � マイネルリベラル 牡2鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 米 TNIP LLC 450 ―1：28．94 72．0	
22 セイショウパイロ 牡2黒鹿55 吉田 豊岩崎 暉男氏 本間 忍 新冠 村田牧場 466 ―1：29．11	 22．6

712 パ シ ス タ 牡2栗 55 宮崎 北斗山上 和良氏 高橋 祥泰 日高 川島 正広 490 ―1：29．2クビ 13．2�
35 アカリリチャード 牡2鹿 55 田辺 裕信小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 472 ― 〃 クビ 41．2�
23 ヘラクレスバローズ 牡2鹿 55 石橋 脩猪熊 広次氏 上村 洋行 浦河 大島牧場 538 ―1：29．3	 52．4
814 マクラーレンベール 牡2鹿 55 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 502 ― 〃 クビ 10．2�
815 モズナガレボシ 牡2芦 55 江田 照男 �キャピタル・システム 荒川 義之 浦河 谷川牧場 494 ―1：29．61� 139．7�
47 クラウンララファル 牡2鹿 55

53 △木幡 育也矢野 雅子氏 田島 俊明 日高 クラウン日高牧場 462 ― 〃 ハナ 233．1�
610 サンスーシティー 牡2鹿 55 北村 宏司福島 祐子氏 新開 幸一 日高 株式会社

ケイズ 480 ―1：30．02	 66．0�
58 ビクトリアワールド 牡2栗 55

54 ☆菊沢 一樹入山 和男氏 小桧山 悟 新冠 アラキフアーム 428 ―1：30．1� 245．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 36，922，400円 複勝： 43，059，000円 枠連： 15，487，500円
馬連： 63，993，300円 馬単： 27，923，600円 ワイド： 43，871，400円
3連複： 82，467，900円 3連単： 95，322，300円 計： 409，047，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 150円 � 140円 � 140円 枠 連（6－7） 440円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 290円 �� 480円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 4，910円

票 数

単勝票数 計 369224 的中 � 63305（3番人気）
複勝票数 計 430590 的中 � 69766（3番人気）� 86369（1番人気）� 78863（2番人気）
枠連票数 計 154875 的中 （6－7） 26868（1番人気）
馬連票数 計 639933 的中 �� 72303（1番人気）
馬単票数 計 279236 的中 �� 13249（3番人気）
ワイド票数 計 438714 的中 �� 41045（1番人気）�� 21849（3番人気）�� 35043（2番人気）
3連複票数 計 824679 的中 ��� 60630（1番人気）
3連単票数 計 953223 的中 ��� 14056（3番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．5―13．0―12．4―11．9―12．5

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ティートラップ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 スズカマンボ 初出走

2017．3．12生 牡2鹿 母 マンボビーン 母母 ラブミースルー 1戦1勝 賞金 7，000，000円



3006711月17日 晴 良 （1東京5） 第6日 第7競走 ��1，300�3歳以上1勝クラス
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
1：16．1
1：16．1

重
重

713 フローラルパーク 牝3栗 54 田辺 裕信髙橋 正雄氏 加藤 征弘 新冠 ムラカミファーム 494＋ 41：18．9 3．1�
611 カシノブレンド �3芦 56 大野 拓弥柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 446＋ 21：19．32� 12．4�
47 � レ ヴ ァ ン テ 牡4栗 57 三浦 皇成寺田 寿男氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 61：19．4� 8．3�
36 ロ ブ ラ リ ア 牝4栗 55 武士沢友治ディアレストクラブ� 田村 康仁 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 4 〃 クビ 78．2�
815 アメリカンツイスト �4鹿 57 北村 宏司 �グリーンファーム中舘 英二 千歳 社台ファーム 476＋ 21：19．5クビ 5．4�
24 カッチョエペペ 牝3栗 54 江田 照男平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 440－ 8 〃 ハナ 34．1	
12 デルマカミカゼ 牡4黒鹿57 菅原 隆一浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 458＋ 21：19．81	 27．2

23 オープンザウェイ �7栗 57

56 ☆菊沢 一樹ディアレストクラブ� 菊川 正達 日高 沖田牧場 B466＋ 2 〃 クビ 76．8�
35 タイキメサイア 牡4栗 57 岩田 康誠�大樹ファーム 高橋 祥泰 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 516± 01：19．9� 12．6
714 コウユークロガヨカ 牡3黒鹿 56

55 ☆野中悠太郎加治屋貞光氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 B468＋ 2 〃 クビ 11．6�
11 キタノユウキ 牡4鹿 57 石橋 脩河内 孝夫氏 相沢 郁 日高 増尾牧場 B554－121：20．11
 4．6�
48 マイネルナイペス 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム B458＋ 81：20．2� 79．0�
612� サトノアルテミス 牝4黒鹿55 柴田 善臣 �サトミホースカンパニー 田中 剛 安平 ノーザンファーム 476＋ 2 〃 アタマ 76．5�
816 アテンフェアリー 牝3黒鹿54 岩部 純二齊藤 直信氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 462＋10 〃 クビ 35．1�
59 � ワンモアバイト 牝4鹿 55

54 ☆武藤 雅�下河辺牧場 武井 亮 日高 下河辺牧場 442－181：20．73 46．8�
510 ラ ド ル ク ス 牝4栗 55 吉田 豊水上 行雄氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 512－101：20．8クビ 348．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，034，100円 複勝： 63，972，000円 枠連： 19，735，600円
馬連： 80，274，200円 馬単： 31，573，400円 ワイド： 58，258，700円
3連複： 111，622，500円 3連単： 117，382，200円 計： 519，852，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 280円 � 220円 枠 連（6－7） 1，440円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 3，000円

ワ イ ド �� 810円 �� 560円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 4，710円 3 連 単 ��� 21，730円

票 数

単勝票数 計 370341 的中 � 93408（1番人気）
複勝票数 計 639720 的中 � 144127（1番人気）� 49718（6番人気）� 70202（4番人気）
枠連票数 計 197356 的中 （6－7） 10550（6番人気）
馬連票数 計 802742 的中 �� 35197（6番人気）
馬単票数 計 315734 的中 �� 7873（9番人気）
ワイド票数 計 582587 的中 �� 18440（8番人気）�� 27780（3番人気）�� 10683（16番人気）
3連複票数 計1116225 的中 ��� 17766（13番人気）
3連単票数 計1173822 的中 ��� 3915（52番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．0―18．3―30．0―42．7―54．9―1：06．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フローラルパーク �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．7．29 札幌4着

2016．3．31生 牝3栗 母 フェアノータム 母母 バブルウイングス 6戦2勝 賞金 17，900，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クリスエステソーロ号・ファインダッシュ号

3006811月17日 晴 良 （1東京5） 第6日 第8競走 ��
��1，400�3歳以上2勝クラス

発走13時45分 （1000万円以下） （ダート・左）
負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：20．3

重
不良

23 デピュティプライム �6栗 57 M．デムーロ丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 484－ 21：24．6 3．8�
12 ジュンパッション 牡4芦 57

56 ☆武藤 雅河合 純二氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム B472± 0 〃 ハナ 18．7�
510 ペイシャネガノ 牝3栗 54 武士沢友治北所 直人氏 深山 雅史 新ひだか 友田牧場 460－ 2 〃 アタマ 5．7�
35 コーラルプリンセス 牝5芦 55 丸山 元気吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 532－ 21：25．02	 8．0�
611 ラーナアズーラ 牝5栗 55 大野 拓弥 �グランデオーナーズ 畠山 吉宏 日高 アイズスタッド株式会社 498－ 21：25．21 4．2�
816 オレノマニラ 牡4栗 57 柴田 善臣諸岡 慶氏 土田 稔 日高 北田 剛 432± 01：25．83	 104．4	
11 ヤマニンリュシオル 牝4芦 55 伊藤 工真土井 肇氏 蛯名 利弘 新冠 錦岡牧場 484± 0 〃 クビ 76．1

714
 テキスタイルアート �7青鹿57 柴田 大知岡田 壮史氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 482＋141：25．9	 191．4�
612 ハヤブサレジェンド 牡4黒鹿57 田辺 裕信�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 504＋ 61：26．0クビ 5．4
815 サムシングフレア 牝6鹿 55

53 △木幡 育也阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 対馬 正 498－ 41：26．21� 22．5�
713 カレイドスコープ 牝4鹿 55

54 ☆菊沢 一樹�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか 本桐牧場 482－ 2 〃 ハナ 41．5�
24 ララパルーザ 牡6鹿 57 江田 照男 �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 532＋141：26．62	 84．6�
47 メイショウダブル 牡4黒鹿57 北村 宏司松本 好雄氏 本田 優 浦河 斉藤英牧場 496－10 〃 アタマ 15．3�
59 ネームユアポイズン �5鹿 57 三浦 皇成 �シルクレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 472＋ 81：26．81 27．7�
36 � サウンドジャンゴ 牡7鹿 57

56 ☆野中悠太郎増田 雄一氏 和田正一郎 米 Hibiscus
Stables 530＋ 8 〃 クビ 218．1�

48 
 レ イ デ マ ー 牡4黒鹿57 吉田 豊戸佐 眞弓氏 小桧山 悟 浦河 杵臼牧場 494－ 21：27．86 111．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，883，800円 複勝： 63，537，900円 枠連： 20，811，100円
馬連： 92，509，100円 馬単： 37，375，500円 ワイド： 61，682，800円
3連複： 127，227，200円 3連単： 137，620，000円 計： 582，647，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 420円 � 170円 枠 連（1－2） 3，090円

馬 連 �� 4，130円 馬 単 �� 6，620円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 370円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 6，020円 3 連 単 ��� 34，340円

票 数

単勝票数 計 418838 的中 � 86288（1番人気）
複勝票数 計 635379 的中 � 122128（1番人気）� 29294（7番人気）� 106044（2番人気）
枠連票数 計 208111 的中 （1－2） 5208（12番人気）
馬連票数 計 925091 的中 �� 17325（14番人気）
馬単票数 計 373755 的中 �� 4228（22番人気）
ワイド票数 計 616828 的中 �� 11520（14番人気）�� 47765（1番人気）�� 8555（19番人気）
3連複票数 計1272272 的中 ��� 15838（16番人気）
3連単票数 計1376200 的中 ��� 2905（95番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―24．0―35．7―47．8―1：00．0―1：12．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デピュティプライム �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．9．27 中山1着

2013．3．20生 �6栗 母 ジ ャ ド ー ル 母母 イージーラヴァー 30戦4勝 賞金 69，074，000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 カミノコ号・ニシノジャガーズ号
（非抽選馬） 1頭 ソリストサンダー号



3006911月17日 晴 良 （1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，1勝クラス（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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：32．7
1：32．3

良
良

79 シャインガーネット 牝2栗 54 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 460＋ 81：34．4 5．8�
67 シンハリング 牝2青鹿54 M．デムーロ DMMドリームクラブ� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：34．5� 4．2�
44 ジェラペッシュ 牝2鹿 54 吉田 豊柴田 洋一氏 尾関 知人 浦河 鎌田 正嗣 446± 0 〃 クビ 8．2�
811 チェーンオブラブ 牝2栗 54 三浦 皇成�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468＋ 6 〃 クビ 11．5�
33 イズジョーノキセキ 牝2鹿 54 岩田 康誠泉 一郎氏 石坂 公一 新ひだか 沖田 哲夫 440－ 81：34．6� 4．4�
22 セイウンヴィーナス 牝2青鹿54 野中悠太郎西山 茂行氏 本間 忍 浦河 大柳ファーム 438－ 41：34．81� 71．1	
68 スマイルカナ 牝2芦 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 新ひだか 木田牧場 412－ 2 〃 クビ 17．1

812 ドナキアーロ 牝2鹿 54 石橋 脩山田 貢一氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：35．01� 17．2�
11 ビオグラフィー 牝2鹿 54 北村 友一 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 462± 01：35．1	 12．4
55 フィオリキアリ 牝2鹿 54 丸山 元気槙 和美氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440± 01：35．41	 9．2�
56 カ イ ア ワ セ 牝2栗 54 武士沢友治内田 玄祥氏 星野 忍 日高 オリオンファーム 444＋ 61：35．82� 182．7�
710 スリリングドリーム 牝2青 54 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 新冠 タニグチ牧場 446＋ 2 〃 ハナ 51．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 58，564，000円 複勝： 74，604，100円 枠連： 21，608，700円
馬連： 114，834，800円 馬単： 45，686，700円 ワイド： 65，124，800円
3連複： 137，985，900円 3連単： 183，117，400円 計： 701，526，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 170円 � 160円 � 200円 枠 連（6－7） 860円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，600円

ワ イ ド �� 400円 �� 710円 �� 570円

3 連 複 ��� 2，750円 3 連 単 ��� 14，070円

票 数

単勝票数 計 585640 的中 � 84994（3番人気）
複勝票数 計 746041 的中 � 114403（3番人気）� 128663（1番人気）� 87944（4番人気）
枠連票数 計 216087 的中 （6－7） 19366（2番人気）
馬連票数 計1148348 的中 �� 71236（3番人気）
馬単票数 計 456867 的中 �� 13163（5番人気）
ワイド票数 計 651248 的中 �� 43574（1番人気）�� 22424（8番人気）�� 28976（5番人気）
3連複票数 計1379859 的中 ��� 37560（4番人気）
3連単票数 計1831174 的中 ��� 9433（26番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．2―12．2―12．3―11．1―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．8―36．0―48．2―1：00．5―1：11．6―1：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F33．9
3 1（3，7）10（2，8）9，4，12－6，5，11 4 ・（1，3，7）（2，8，9，10）（6，4，12）11，5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シャインガーネット �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Gone West デビュー 2019．9．8 中山1着

2017．4．27生 牝2栗 母 ベルベットローブ 母母 Verbasle 2戦2勝 賞金 17，280，000円

3007011月17日 晴 良 （1東京5） 第6日 第10競走 ��
��2，100�

ばんしゅう

晩秋ステークス
発走14時50分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），30．11．17以降1．11．10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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

815� アポロテネシー 牡4鹿 55 三浦 皇成アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米
Ron Kirk, John
Bates & Mi-
chael Riordan

514＋ 62：09．8 4．1�
24 フリーフリッカー 牡5鹿 56 北村 友一�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482＋ 22：10．22� 5．9�
612 エジステンツァ 牡5鹿 53 大野 拓弥 �社台レースホース田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B492＋ 82：10．41	 79．0�
611 アシャカトブ 牡3栗 55 武藤 雅吉冨 学氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田牧場 496± 0 〃 クビ 4．0�
59 アドラメレク 牡5黒鹿55 田辺 裕信�G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 22：10．82� 8．8	
12 オメガドラクロワ 牡5青鹿56 M．デムーロ原 
子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 462＋ 8 〃 クビ 15．3

510 メイショウマトイ 牡5鹿 54 野中悠太郎松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 490± 02：10．9クビ 25．8�
35 シ ロ ニ イ 牡5白 55 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 514＋122：11．0� 19．1�
48 マイネルアンファン 牡4栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 514± 02：11．31� 119．3
36 ジュンスターホース 牡5栗 55 北村 宏司河合 純二氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B476＋ 22：11．93� 5．9�
714 ロ ジ テ ィ ナ 牡4黒鹿54 浜中 俊久米田正明氏 新開 幸一 新冠 新冠橋本牧場 540± 02：12．11	 23．5�
713 メイショウテムズ 牡5栗 54 柴田 善臣松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 明広 490± 02：12．2� 59．5�
23 ミッキーポジション 牡4鹿 56 菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 494＋ 42：12．62� 22．4�
816 サマーサプライズ 牡5鹿 54 丸山 元気吉澤 克己氏 宮本 博 浦河 帰山 清貴 474± 02：12．7� 44．7�
47 ネイビーブルー 牡6鹿 54 吉田 豊青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 516＋ 82：12．8クビ 108．9�
11 � ディープオーパス 牡6芦 52 藤懸 貴志深見 敏男氏 藤岡 健一 米 Richard

Shultz B496－ 22：13．43� 165．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 50，028，700円 複勝： 72，219，100円 枠連： 31，425，000円
馬連： 145，426，300円 馬単： 54，293，800円 ワイド： 84，371，900円
3連複： 203，336，100円 3連単： 230，477，700円 計： 871，578，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 190円 � 200円 � 1，100円 枠 連（2－8） 1，050円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 620円 �� 5，350円 �� 5，730円

3 連 複 ��� 40，920円 3 連 単 ��� 137，750円

票 数

単勝票数 計 500287 的中 � 95318（2番人気）
複勝票数 計 722191 的中 � 111132（2番人気）� 107179（3番人気）� 12826（12番人気）
枠連票数 計 314250 的中 （2－8） 23064（4番人気）
馬連票数 計1454263 的中 �� 78641（4番人気）
馬単票数 計 542938 的中 �� 16862（6番人気）
ワイド票数 計 843719 的中 �� 37354（5番人気）�� 3912（48番人気）�� 3646（52番人気）
3連複票数 計2033361 的中 ��� 3726（110番人気）
3連単票数 計2304777 的中 ��� 1213（421番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
6．7―18．1―30．7―43．0―55．0―1：07．2―1：19．2―1：31．5―1：43．9―1：56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．3
1
3
16，15，14（5，11）4，6－（1，12）8（7，9）3，2（10，13）
16，15（14，5，9）（4，11）1（12，6，3）（7，8）－2－13＝10

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

勝馬の
紹 介

�アポロテネシー �
�
父 Run Away and Hide �

�
母父 Pulpit デビュー 2018．1．13 京都1着

2015．3．10生 牡4鹿 母 Font 母母 Quies 17戦4勝 賞金 61，985，000円
〔制裁〕 アポロテネシー号の騎手三浦皇成は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・4番）

１レース目



3007111月17日 晴 良 （1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，30．11．17以降1．11．10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

611 ミッキーワイルド 牡4鹿 56 北村 友一野田みづき氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 506－ 41：23．9 1．6�
35 スマートアヴァロン 牡7黒鹿57 三浦 皇成大川 徹氏 西園 正都 新ひだか グランド牧場 510－ 8 〃 クビ 49．5�
23 ゴ ラ イ ア ス 牡4青鹿55 丸山 元気 �サンデーレーシング 高木 登 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 502＋ 21：24．0� 12．5�
714� ドリームキラリ 牡7青 57 菊沢 一樹ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Colts Neck

Stables LLC B494± 01：24．1クビ 13．0�
815 ストロベリームーン 牝5青鹿55 柴田 善臣�NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 442－ 41：24．31� 17．8	
48 ド リ ュ ウ 牡4栗 54 田辺 裕信�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 448＋ 4 〃 ハナ 8．6

713 エレクトロポップ 牡6青鹿54 大野 拓弥 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 496－ 41：24．4	 53．7�
816� ベストマッチョ 
6黒鹿56 北村 宏司馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米

Fredericka V.
Caldwell &
Mitchel Skolnick

486－141：24．61 15．3�
36 ニットウスバル 牡7鹿 55 柴田 大知�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 B532＋ 4 〃 クビ 195．0
612� テーオーヘリオス 牡7鹿 57 川須 栄彦小笹 公也氏 梅田 智之 米 Yanagawa

Stud LTD. 510－ 2 〃 アタマ 46．9�
24 タマモカトレア 牝4鹿 52 武藤 雅タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 480－ 61：24．81 22．8�
12 タムロミラクル 牡7青鹿55 吉田 豊谷口 屯氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 470± 01：25．22� 188．1�
59 サルサディオーネ 牝5栗 53 岩田 康誠菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 B508－ 81：25．3� 24．8�
11 スマートダンディー 牡5鹿 56 浜中 俊大川 徹氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 512＋141：25．72� 10．8�
47 ヴ ェ ネ ト 牡7鹿 53 藤懸 貴志 �サンデーレーシング 奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462± 01：26．33� 216．8�
510 プ ロ ト コ ル 牡8栗 54 江田 照男石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 B532± 01：26．72� 136．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 81，135，800円 複勝： 148，475，900円 枠連： 52，121，100円
馬連： 251，584，700円 馬単： 118，312，000円 ワイド： 137，791，500円
3連複： 397，478，000円 3連単： 601，472，200円 計： 1，788，371，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 580円 � 290円 枠 連（3－6） 2，490円

馬 連 �� 3，190円 馬 単 �� 4，090円

ワ イ ド �� 980円 �� 430円 �� 4，760円

3 連 複 ��� 9，160円 3 連 単 ��� 38，400円

票 数

単勝票数 計 811358 的中 � 388984（1番人気）
複勝票数 計1484759 的中 � 846261（1番人気）� 28440（11番人気）� 67692（5番人気）
枠連票数 計 521211 的中 （3－6） 16180（9番人気）
馬連票数 計2515847 的中 �� 61014（9番人気）
馬単票数 計1183120 的中 �� 21650（13番人気）
ワイド票数 計1377915 的中 �� 35313（9番人気）�� 89580（3番人気）�� 6864（48番人気）
3連複票数 計3974780 的中 ��� 32519（31番人気）
3連単票数 計6014722 的中 ��� 11355（113番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．8―12．3―12．0―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―34．9―47．2―59．2―1：11．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミッキーワイルド �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2017．12．3 中京1着

2015．2．4生 牡4鹿 母 ワイルドラズベリー 母母 ディアアドマイヤ 14戦5勝 賞金 102，023，000円
〔制裁〕 ミッキーワイルド号の騎手北村友一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：15番・

1番）
※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 シェーングランツ号・ベック号・マリームーン号・マルカソレイユ号・モズワッショイ号・ワンダーサジェス号

3007211月17日 晴 良 （1東京5） 第6日 第12競走 ��
��2，000�3歳以上2勝クラス

発走16時05分 （1000万円以下） （芝・左）
負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

66 コスモカレンドゥラ 牡3栗 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 ビッグレッドファーム 448－ 22：00．0 2．9�
88 インテンスライト 牡3鹿 55

54 ☆菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 新冠 カミイスタット 486± 0 〃 アタマ 2．8�
22 � アランブレラ 牡4栗 57 北村 宏司 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 540－ 52：00．42	 4．6�
89 マルーンエンブレム 牝4栗 55 M．デムーロ �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 388＋ 8 〃 クビ 7．4�
33 ダイナミックアロー 牡6鹿 57

56 ☆野中悠太郎小川 勲氏 作田 誠二 浦河 杵臼斉藤牧場 500＋ 42：00．61
 25．6�
44 ドリームスピリット 牡4鹿 57

56 ☆武藤 雅落合 幸弘氏 武藤 善則 様似 中村 俊紀 508－ 42：00．7	 12．1	
55 ウインスラーヴァ 牡4鹿 57

55 △木幡 育也
ウイン 上原 博之 新冠 中本牧場 474± 02：01．01� 68．1�
77 � エブリバディ 牡4青 57 嶋田 純次中西 功氏 尾形 和幸 新ひだか 畠山牧場 470± 02：01．1	 213．4�
11 キ タ イ 牝3鹿 53 大野 拓弥西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 514＋ 82：01．2� 13．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 63，514，800円 複勝： 51，746，900円 枠連： 24，002，900円
馬連： 127，644，800円 馬単： 64，391，700円 ワイド： 66，216，400円
3連複： 142，335，400円 3連単： 318，128，600円 計： 857，981，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 110円 � 120円 � 160円 枠 連（6－8） 220円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 160円 �� 310円 �� 350円

3 連 複 ��� 610円 3 連 単 ��� 2，300円

票 数

単勝票数 計 635148 的中 � 171007（2番人気）
複勝票数 計 517469 的中 � 144508（1番人気）� 120255（2番人気）� 61661（3番人気）
枠連票数 計 240029 的中 （6－8） 82876（1番人気）
馬連票数 計1276448 的中 �� 317784（1番人気）
馬単票数 計 643917 的中 �� 76664（2番人気）
ワイド票数 計 662164 的中 �� 128158（1番人気）�� 49214（2番人気）�� 41527（4番人気）
3連複票数 計1423354 的中 ��� 174365（1番人気）
3連単票数 計3181286 的中 ��� 99924（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．3―36．2―48．7―1：01．1―1：13．5―1：25．7―1：37．1―1：48．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．5―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

コスモカレンドゥラ �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．9．2 新潟4着

2016．4．7生 牡3栗 母 ミルルーテウス 母母 ミルレーサー 10戦3勝 賞金 52，965，000円

４レース目



（1東京5）第6日 11月17日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 184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

216，670，000円
5，130，000円
25，080，000円
1，480，000円
23，880，000円
80，001，500円
4，784，000円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
509，615，700円
710，930，600円
252，805，000円
1，141，647，600円
499，256，100円
703，853，000円
1，579，218，000円
2，110，315，100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 7，507，641，100円

総入場人員 36，377名 （有料入場人員 33，628名）
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