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03085 2月17日 晴 良 （25東京1）第8日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時05分 （ダート・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

611 ムードティアラ 牝3鹿 54 浜中 俊�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 470＋ 61：27．5 3．7�
47 ヤマニンソルシェ 牝3芦 54 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 434－ 21：27．81� 34．4�
814 ハルカナルブルー 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 456＋ 41：27．9� 23．2�
35 トシスプリング 牝3芦 54 柴田 善臣上村 叶氏 蛯名 利弘 浦河 浦河小林牧場 408－ 41：28．0� 4．6�
22 トクラットリバー 牝3黒鹿54 福永 祐一吉田 勝己氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 466＋161：28．1� 15．2	
58 プリンセスペガサス 牝3栗 54 吉田 豊外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 468＋ 21：28．31� 15．4

11 タオルチャン 牝3栗 54 岩部 純二加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 岡本牧場 432＋ 2 〃 ハナ 9．4�
34 ドラゴンレインボー 牝3鹿 54 G．ブノワ 窪田 康志氏 田島 俊明 浦河 大島牧場 458± 01：28．51� 8．6�

（仏）

46 アルピナブルー 牝3鹿 54 内田 博幸 Him Rock Racing 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 460± 01：28．7� 7．8
23 レイヌドネージュ 牝3鹿 54 横山 典弘 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 480－ 61：28．8� 12．4�
59 ショウリノウタゲ 牝3鹿 54 左海 誠二平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 川端 正博 512－ 4 〃 ハナ 13．1�

（船橋）

713 ヤマトダイアンサス 牝3栃栗54 柴山 雄一みの商事� 大竹 正博 日高 山際 辰夫 482－ 6 〃 アタマ 85．5�
815 ピークタイム 牝3栗 54 太宰 啓介 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム 488－ 41：30．07 32．7�
610 エ チ ュ ー ド 牝3青鹿54 武士沢友治星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 432＋ 61：30．63� 225．9�
712 エメラルドリバー 牝3黒鹿54 秋山真一郎 �グリーンファーム和田正一郎 千歳 社台ファーム 430＋ 21：32．210 71．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，044，600円 複勝： 43，610，600円 枠連： 18，499，700円
馬連： 65，954，600円 馬単： 39，058，700円 ワイド： 28，979，200円
3連複： 85，751，300円 3連単： 120，956，400円 計： 425，855，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 720円 � 630円 枠 連（4－6） 1，500円

馬 連 �� 5，670円 馬 単 �� 8，710円

ワ イ ド �� 1，610円 �� 1，580円 �� 7，380円

3 連 複 ��� 38，620円 3 連 単 ��� 195，340円

票 数

単勝票数 計 230446 的中 � 49696（1番人気）
複勝票数 計 436106 的中 � 102876（1番人気）� 12768（11番人気）� 15010（9番人気）
枠連票数 計 184997 的中 （4－6） 9143（7番人気）
馬連票数 計 659546 的中 �� 8596（22番人気）
馬単票数 計 390587 的中 �� 3311（34番人気）
ワイド票数 計 289792 的中 �� 4503（16番人気）�� 4593（15番人気）�� 943（66番人気）
3連複票数 計 857513 的中 ��� 1639（130番人気）
3連単票数 計1209564 的中 ��� 457（683番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―24．2―36．5―49．5―1：02．0―1：14．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．0―3F38．0
3 7（4，5，9）（6，12）（1，11，15）（2，10，14）（8，13）－3 4 7－（4，5）9（1，6，12）（2，11，15）（8，10，14）13－3

勝馬の
紹 介

ムードティアラ �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2012．11．11 東京3着

2010．3．30生 牝3鹿 母 バアゼルローズ 母母 スターセレッソ 4戦1勝 賞金 8，800，000円
※出走取消馬 キーンオレンジ号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 プリマチュチュ号
（非抽選馬） 9頭 キャロルツリー号・シャトルダンサー号・スイスイスーウィ号・スワンソング号・ダイワマザーランド号・

トーセンレインボー号・ハイランドコンドル号・マルガリーテス号・ロックフォード号
※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。

03086 2月17日 晴 良 （25東京1）第8日 第2競走 ��
��1，300�サラブレッド系3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
1：16．4
1：16．4

重
重

23 トミケンスラーヴァ 牡3鹿 56 松岡 正海冨樫 賢二氏 上原 博之 大樹 大樹ファーム 496－ 21：20．6 14．3�
47 インストアイベント 牡3栗 56 W．ビュイック �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 480－ 41：20．7� 5．8�

（英）

24 モ ン テ ネ オ 牡3黒鹿56 田辺 裕信毛利 喜昭氏 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 490± 01：20．91 5．0�
611 タ サ ジ ャ ラ 牡3鹿 56 F．ベリー K.C．タン氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム B516＋ 21：21．11� 21．7�

（愛）

12 メイショウトラクマ 牡3黒鹿56 武 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 514± 01：21．2� 4．4�
35 トーキングドラム 牡3鹿 56 内田 博幸下河	美智子氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 456＋ 21：21．41	 17．7

59 
 トゥールモンド 牡3栗 56 蛯名 正義 �サンデーレーシング 尾形 充弘 仏 Mr Raphael

Verspieren 466＋ 2 〃 アタマ 5．8�
36 カシマルフィ 牡3黒鹿56 G．ブノワ �カシマ 高市 圭二 むかわ 上水牧場 458± 01：21．5� 62．7

（仏）

48 セイウンアツシゲ 牡3芦 56 江田 照男西山 茂行氏 牧 光二 日高 メイプルファーム 470± 01：21．6� 218．2�
714 ラ サ イ ニ 牝3黒鹿54 横山 典弘加藤 信之氏 小野 次郎 新冠 ヒノデファーム 476＋ 41：21．92 42．1�
612 スノーモンキー 牡3鹿 56 岩田 康誠石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 444－ 81：22．11� 14．2�
510
 サトノロータス 牡3栗 56 福永 祐一里見 治氏 古賀 慎明 米 Dr. Masa-

take Iida 476± 01：22．2クビ 23．7�
816 カラダドリーム 牡3鹿 56 武士沢友治子安 裕樹氏 伊藤 正徳 浦河 有限会社

松田牧場 482± 01：22．73 57．3�
713 エピローグブリッジ 牡3栗 56 浜中 俊�G1レーシング 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 41：22．8� 8．3�
815 スズカロカフラ 牝3栗 54

51 ▲杉原 誠人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 426－141：22．9クビ 52．5�
11 ホームイモン 牝3黒鹿54 柴田 大知井門 昭二氏 松永 康利 日高 坂 牧場 456＋ 81：24．7大差 407．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，441，900円 複勝： 48，222，000円 枠連： 16，338，700円
馬連： 65，263，600円 馬単： 38，524，700円 ワイド： 29，978，700円
3連複： 81，453，200円 3連単： 110，766，300円 計： 414，989，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 340円 � 200円 � 190円 枠 連（2－4） 1，310円

馬 連 �� 4，200円 馬 単 �� 9，820円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 820円 �� 650円

3 連 複 ��� 6，920円 3 連 単 ��� 57，940円

票 数

単勝票数 計 244419 的中 � 13502（7番人気）
複勝票数 計 482220 的中 � 32291（5番人気）� 69412（3番人気）� 76133（2番人気）
枠連票数 計 163387 的中 （2－4） 9242（5番人気）
馬連票数 計 652636 的中 �� 11488（20番人気）
馬単票数 計 385247 的中 �� 2897（40番人気）
ワイド票数 計 299787 的中 �� 5113（18番人気）�� 9048（7番人気）�� 11880（5番人気）
3連複票数 計 814532 的中 ��� 8693（23番人気）
3連単票数 計1107663 的中 ��� 1411（199番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．1―29．7―42．4―54．7―1：07．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トミケンスラーヴァ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2013．1．12 中山5着

2010．2．13生 牡3鹿 母 タイキクララ 母母 タイキクリスタル 3戦1勝 賞金 6，350，000円
〔発走状況〕 トゥールモンド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 トゥールモンド号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホームイモン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年3月17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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 グランパドゥシャ号
（非抽選馬） 4頭 タケデンアプローズ号・ハントヴェルカー号・フライングマオ号・リゾートラヴ号
※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１回 東京競馬 第８日



03087 2月17日 晴 良 （25東京1）第8日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走11時00分 （ダート・左）

500万円以下；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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

22 メイショウロフウ 牡3黒鹿56 武 豊松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 浦河日成牧場 466－ 61：25．3 1．4�
46 サウンドトゥルー 牡3栗 56 浜中 俊山田 弘氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 476± 01：25．4� 7．9�
11 � ストーミングスター 牡3鹿 56 藤岡 佑介�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 466＋ 81：25．71� 272．3�
34 サルバドールハクイ 牡3鹿 56 松岡 正海則武 輝一氏 相沢 郁 浦河 北俣ファーム 450－ 21：26．23 30．8�
59 コピーライター 牡3鹿 56 幸 英明グリーンスウォード境 直行 新ひだか 米田牧場 516－ 2 〃 アタマ 179．0�
35 タッチシタイ 牡3栗 56 岩田 康誠小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 478－ 41：27．15 32．9	
58 ザショットアロー 牡3鹿 56 木幡 初広�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下牧場 492＋ 61：27．63 14．6

47 ハクサンレガシー 牡3青鹿56 F．ベリー 河﨑 五市氏 田村 康仁 新ひだか 田湯牧場 450－ 41：27．91� 84．4�

（愛）

815 オリエンタルエジル 牡3鹿 56
53 ▲杉原 誠人棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか 友田牧場 494＋ 21：28．11� 358．5�

611 アイムオンファイア 牝3栗 54
51 ▲平野 優小池 宗人氏 二ノ宮敬宇 新ひだか タイヘイ牧場 466－ 2 〃 アタマ 49．3

610 ロードシュプリーム 牡3鹿 56 福永 祐一 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 510－ 41：28．41� 8．8�
712 キネオリリー 牝3栗 54 蛯名 正義ジャパンフードビジネス� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 508± 01：28．5� 18．3�
713 シャンパンルージュ 牝3鹿 54 和田 竜二�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ B476＋101：29．03 84．8�
23 � プロティアン 牡3鹿 56 江田 照男�下河辺牧場 武藤 善則 日高 下河辺牧場 470－ 21：29．31� 75．5�
814 バ ヤ ル 牝3鹿 54 横山 典弘杉澤 光雄氏 小野 次郎 日高 坂 牧場 428± 01：30．36 24．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，894，200円 複勝： 92，568，900円 枠連： 18，451，900円
馬連： 69，772，800円 馬単： 57，893，100円 ワイド： 34，785，400円
3連複： 91，865，900円 3連単： 174，250，300円 計： 577，482，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 190円 � 2，710円 枠 連（2－4） 530円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 270円 �� 5，670円 �� 20，680円

3 連 複 ��� 29，030円 3 連 単 ��� 61，240円

票 数

単勝票数 計 378942 的中 � 218029（1番人気）
複勝票数 計 925689 的中 � 586537（1番人気）� 69735（2番人気）� 3075（14番人気）
枠連票数 計 184519 的中 （2－4） 25899（2番人気）
馬連票数 計 697728 的中 �� 92757（1番人気）
馬単票数 計 578931 的中 �� 60764（2番人気）
ワイド票数 計 347854 的中 �� 38861（1番人気）�� 1351（50番人気）�� 367（79番人気）
3連複票数 計 918659 的中 ��� 2336（72番人気）
3連単票数 計1742503 的中 ��� 2100（161番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．5―35．3―47．9―1：00．6―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウロフウ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Gulch デビュー 2013．1．5 京都1着

2010．4．7生 牡3黒鹿 母 ウルトラシートゥ 母母 シートゥシャイニングシー 3戦2勝 賞金 15，152，000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。

03088 2月17日 晴 良 （25東京1）第8日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系3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
1：31．3
1：30．7

良
良

48 カ ケ ダ シ 牡3鹿 56 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 508＋ 21：35．4 6．2�
713 アンブリッジ 牡3鹿 56 幸 英明佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 476＋12 〃 ハナ 11．2�
816 クロイゼリンチャン 牝3鹿 54 和田 竜二 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 北田 剛 438－ 2 〃 クビ 22．5�
611 ミストフェリーズ 牡3栗 56 柴山 雄一 �キャロットファーム 斎藤 誠 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 61：35．61� 21．0�
510 ド ミ ン ゴ 牡3鹿 56 田辺 裕信千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム 484± 01：35．7� 3．9�
23 トミケングレンサ 牡3栗 56

54 △嶋田 純次冨樫 賢二氏 水野 貴広 日高 戸川牧場 476＋ 6 〃 クビ 83．5	
59 テ ン ミ ラ イ 牡3栗 56 内田 博幸天白 泰司氏 牧 光二 浦河 村中牧場 470＋ 81：36．01� 5．3

36 イヴピアジェ 牝3青鹿54 武 豊�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450＋ 2 〃 ハナ 3．4�
815 キョウエイカミング 牝3黒鹿54 木幡 初広田中 晴夫氏 武藤 善則 浦河 福岡 光夫 454＋161：36．42� 31．6
12 スイートルンバ 牝3鹿 54

51 ▲杉原 誠人シンボリ牧場 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 422＋ 21：36．5� 256．0�
47 コスモフェイト 牡3鹿 56 柴田 大知岡田 繁幸氏 畠山 重則 新ひだか 乾 皆雄 454＋ 6 〃 ハナ 54．3�
11 ユキノマルガリータ 牝3鹿 54 石橋 脩井上 基之氏 小野 次郎 新ひだか フジワラフアーム 464 ―1：36．81� 151．0�
612 コフユチェリー 牝3青鹿54 吉田 豊チエリー商事� 嶋田 潤 新ひだか 嶋田牧場 466＋ 6 〃 ハナ 133．7�
24 スターピューピル 牝3栗 54 G．ブノワ 吉田 照哉氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 446－ 21：37．01� 22．0�

（仏）

714 クレメンタイン 牝3鹿 54 岩部 純二岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 414－ 61：37．21� 22．5�
35 ヴィーンゴールブ 牝3青鹿 54

51 ▲平野 優高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 藤沢牧場 496－ 4 〃 クビ 377．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，995，500円 複勝： 46，005，100円 枠連： 20，954，600円
馬連： 68，123，400円 馬単： 45，856，100円 ワイド： 30，231，500円
3連複： 82，973，000円 3連単： 129，751，700円 計： 451，890，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 240円 � 440円 � 500円 枠 連（4－7） 2，000円

馬 連 �� 5，240円 馬 単 �� 9，380円

ワ イ ド �� 1，610円 �� 2，660円 �� 3，400円

3 連 複 ��� 42，320円 3 連 単 ��� 202，020円

票 数

単勝票数 計 279955 的中 � 35919（4番人気）
複勝票数 計 460051 的中 � 59566（3番人気）� 26002（5番人気）� 22436（6番人気）
枠連票数 計 209546 的中 （4－7） 7768（8番人気）
馬連票数 計 681234 的中 �� 9612（18番人気）
馬単票数 計 458561 的中 �� 3608（30番人気）
ワイド票数 計 302315 的中 �� 4696（18番人気）�� 2789（29番人気）�� 2170（33番人気）
3連複票数 計 829730 的中 ��� 1447（108番人気）
3連単票数 計1297517 的中 ��� 474（489番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―35．5―47．8―1：00．2―1：12．2―1：23．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ ケ ダ シ �
�
父 エアジハード �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2013．2．3 東京4着

2010．3．5生 牡3鹿 母 ブレスマイスターズ 母母 メイクアウイッシュ 2戦1勝 賞金 5，900，000円
〔制裁〕 アンブリッジ号の騎手幸英明は，決勝線手前での御法について平成25年2月23日から平成25年2月24日まで騎乗停止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ブリーズギフト号
（非抽選馬） 6頭 キョウエイアンジュ号・ギルガードール号・スガロマン号・チョコタクン号・ノエルキャロル号・ロスカティオス号
※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。



03089 2月17日 晴 良 （25東京1）第8日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時20分 （芝・左）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 6，000，000円 2，400，000円 1，500，000円 900，000円 600，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：44．1

良
良

11 コメットシーカー 牡3鹿 56 福永 祐一 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 478 ―1：49．5 1．6�
36 ダノンシンフォニー 牡3鹿 56 秋山真一郎�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 454 ―1：49．81� 8．3�
713 ヒラボクファイター 牡3鹿 56 蛯名 正義�平田牧場 大竹 正博 浦河 高昭牧場 456 ―1：50．01� 11．9�
714 トランプクイーン 牝3鹿 54 松岡 正海 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 412 ―1：50．53 8．0�
24 ビキニクィーン 牝3青鹿54 木幡 初広窪田 康志氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 460 ― 〃 アタマ 96．5	
47 インキュベーター 牡3鹿 56 浜中 俊吉澤 克己氏 相沢 郁 日高 下河辺牧場 490 ― 〃 クビ 30．0

611 ダイワユニティー 牝3黒鹿54 柴田 善臣大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 476 ―1：50．81� 15．0�
59 エイトエンダー 牡3黒鹿56 横山 典弘吉田 照哉氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 472 ― 〃 アタマ 21．4�
48 ノアミラクル 牡3鹿 56

54 △嶋田 純次佐山 公男氏 天間 昭一 日高 細川牧場 478 ―1：51．01� 252．8
23 リヴァリーン 牝3鹿 54

51 ▲杉原 誠人 H.R.H．プリンセス・ハヤ 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 420 ― 〃 アタマ 146．2�

612 ロ ザ ー ナ 牝3鹿 54 岩田 康誠大谷 正嗣氏 戸田 博文 日高 白井牧場 410 ―1：51．1� 41．2�
35 レッドタイフーン 牡3鹿 56 田辺 裕信神林 幸一氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 502 ―1：51．31� 17．7�
510 アイアイサッチャー 牝3黒鹿 54

51 ▲平野 優齊藤 敬氏 二ノ宮敬宇 新冠 つつみ牧場 450 ―1：51．93� 179．3�
12 ダムールフォンテン 牡3青鹿56 江田 照男吉橋 計氏 高橋 裕 えりも 寺井 文秀 512 ―1：52．43 211．7�
815 ザ サ ン デ ー �3黒鹿56 柴山 雄一瀬口 信正氏 畠山 吉宏 新ひだか 仲野牧場 500 ―1：52．71� 129．3�
816 ショウナンガガ 牝3青鹿54 幸 英明�湘南 田中 剛 浦河 桑田牧場 490 ―1：53．65 62．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，417，200円 複勝： 43，243，300円 枠連： 20，975，200円
馬連： 55，679，100円 馬単： 47，706，100円 ワイド： 26，128，400円
3連複： 67，525，500円 3連単： 132，114，400円 計： 426，789，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 200円 � 190円 枠 連（1－3） 490円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 320円 �� 390円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 2，000円 3 連 単 ��� 4，850円

票 数

単勝票数 計 334172 的中 � 172473（1番人気）
複勝票数 計 432433 的中 � 205926（1番人気）� 36374（4番人気）� 38838（2番人気）
枠連票数 計 209752 的中 （1－3） 31835（2番人気）
馬連票数 計 556791 的中 �� 60644（2番人気）
馬単票数 計 477061 的中 �� 41019（2番人気）
ワイド票数 計 261284 的中 �� 22400（2番人気）�� 16938（3番人気）�� 4931（12番人気）
3連複票数 計 675255 的中 ��� 24952（5番人気）
3連単票数 計1321144 的中 ��� 20129（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―36．8―49．6―1：02．3―1：15．2―1：27．1―1：38．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F34．3

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

勝馬の
紹 介

コメットシーカー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Cozzene 初出走

2010．5．2生 牡3鹿 母 ガ ヴ ィ オ ラ 母母 Forest Key 1戦1勝 賞金 6，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ウォーターアトス号・シュガーパイン号・マンインザムーン号・レッドレガーロ号

03090 2月17日 晴 良 （25東京1）第8日 第6競走 ��
��2，100�サラブレッド系4歳以上

発走12時50分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

611 ミヤビエスペランサ 牡4鹿 56 岩田 康誠村上 義勝氏 戸田 博文 新ひだか 原 武久 504＋ 22：13．8 6．9�
815 クリノハナミチ 牡4栗 56 内田 博幸栗本 博晴氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 500＋ 22：14．11� 6．6�
23 アルジェンタム 牡5栗 57 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 千歳 社台ファーム 488－ 22：14．2	 33．2�
35 レッドフォルツァ 牡4鹿 56 G．ブノワ �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 484± 02：14．3� 6．1�

（仏）

12 サンデースイセイ 牝5鹿 55
53 △嶋田 純次浜野順之助氏 清水 英克 日高 長田ファーム B490－ 22：14．72	 37．9�

612 レッドオブガバナー 牡5鹿 57 吉田 豊髙橋 一郎氏 嶋田 潤 新ひだか 三木田 頼嗣 B506＋ 22：14．91
 20．4	
47 ロングスローイン 牡5鹿 57

54 ▲杉原 誠人渡邊 隆氏 尾形 充弘 苫小牧 藤沢 武雄 492－ 4 〃 ハナ 53．6

510 オパールパワー 牡4芦 56 木幡 初広居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム 566＋ 6 〃 ハナ 4．4�
48 シルバーレイショウ 牡4芦 56 浜中 俊池谷 誠一氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520－ 6 〃 ハナ 34．2�
36 パーフェクトダイヤ 牡4青鹿56 藤岡 佑介青山 洋一氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 B476－ 8 〃 ハナ 15．4
59 � ディーエスメジャー 牡4栗 56 横山 典弘秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか 前田 宗将 B534± 02：15．11	 15．3�
713� ナンヨーヤシマ 牡4青鹿56 和田 竜二中村 德也氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム B512－ 82：15．31	 74．2�
714 エイダイポイント 牡5芦 57 津村 明秀�東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 448± 02：15．51
 8．3�
24 オータムカラー 牝4栗 54 蛯名 正義 �社台レースホース小島 茂之 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474± 02：16．03 16．2�
11 フェニックスソード 牡5鹿 57 松岡 正海�ターフ・スポート高市 圭二 浦河 酒井牧場 492＋ 62：16．1クビ 14．6�
816 マイネルエクレウス 牡4鹿 56 F．ベリー �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 508＋122：22．5大差 43．0�
（愛）

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，802，900円 複勝： 41，954，000円 枠連： 26，025，900円
馬連： 75，796，400円 馬単： 41，827，200円 ワイド： 33，336，700円
3連複： 94，264，900円 3連単： 137，795，700円 計： 475，803，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 250円 � 230円 � 920円 枠 連（6－8） 1，690円

馬 連 �� 2，730円 馬 単 �� 5，470円

ワ イ ド �� 840円 �� 3，990円 �� 5，340円

3 連 複 ��� 37，190円 3 連 単 ��� 170，060円

票 数

単勝票数 計 248029 的中 � 28435（4番人気）
複勝票数 計 419540 的中 � 49239（3番人気）� 54210（2番人気）� 9768（12番人気）
枠連票数 計 260259 的中 （6－8） 11425（7番人気）
馬連票数 計 757964 的中 �� 20502（7番人気）
馬単票数 計 418272 的中 �� 5646（16番人気）
ワイド票数 計 333367 的中 �� 10295（5番人気）�� 2011（49番人気）�� 1493（65番人気）
3連複票数 計 942649 的中 ��� 1871（122番人気）
3連単票数 計1377957 的中 ��� 598（600番人気）

ハロンタイム 7．1―11．2―12．9―12．9―12．9―13．0―13．1―13．1―12．5―12．2―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．1―18．3―31．2―44．1―57．0―1：10．0―1：23．1―1：36．2―1：48．7―2：00．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミヤビエスペランサ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー 2011．11．27 東京8着

2009．2．28生 牡4鹿 母 ア ス テ オ ン 母母 ピアレスレデイ 16戦2勝 賞金 19，460，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルエクレウス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年3月17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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 トウショウレイザー号
※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。



03091 2月17日 晴 良 （25東京1）第8日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系4歳以上

発走13時20分 （芝・左）
500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，200，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

611 トシザグレイト 牡4鹿 57 藤岡 佑介上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 474＋101：33．6 5．3�
714 サトノプレジデント �4黒鹿57 G．ブノワ 里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 478＋ 4 〃 アタマ 20．7�

（仏）

24 ロンギングダンサー 牡4黒鹿57 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 474－ 41：33．7クビ 5．5�
12 エパティック 牝5鹿 55 福永 祐一村木 篤氏 堀 宣行 安平 追分ファーム 474＋141：33．8	 8．2�
816 ゴールドカルラ 牝5鹿 55 横山 典弘磯波 勇氏 高木 登 新冠 守矢牧場 516－ 4 〃 アタマ 3．7�
35 
 バルダメンテ 牡4青鹿57 和田 竜二前田 幸治氏 和田正一郎 米 Marion G.

Montanari 518＋ 2 〃 クビ 41．2�
36 � キングロンシャープ 牡5栗 57 幸 英明小林 久義氏 中川 公成 浦河 三枝牧場 484＋10 〃 ハナ 43．4	
23 ラ パ ー ジ ュ 牝4青鹿 55

53 △嶋田 純次 
ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム 464± 01：34．01� 36．6�
48 トーセンオーラ 牝4鹿 55 岩田 康誠島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 2 〃 アタマ 18．1
11 パリソワール 牡4栗 57

54 ▲杉原 誠人丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 434－ 2 〃 アタマ 105．2�
59 ロジメジャー 牡4黒鹿57 蛯名 正義久米田正明氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 492＋ 8 〃 ハナ 11．0�
612 ユッカマウンテン 牝4栗 55 W．ビュイック 吉田 照哉氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 458＋14 〃 ハナ 8．1�

（英）

47 マイネルマルシェ 牡6黒鹿57 柴田 大知 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 池上 昌弘 日高 戸川牧場 462± 01：34．31	 31．4�

713 コスモミレネール 牝4鹿 55 F．ベリー �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 434＋ 41：35．36 28．5�
（愛）

815� トーセンカルツェ 牡6栗 57 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム 486＋301：35．93 196．3�
510 ジェネスサンキュー 牡5芦 57 柴山 雄一山口 真吾氏 田島 俊明 日高 藤本ファーム 460＋ 41：36．0クビ 42．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，768，800円 複勝： 54，596，900円 枠連： 30，852，300円
馬連： 86，372，400円 馬単： 50，267，400円 ワイド： 37，250，600円
3連複： 106，300，000円 3連単： 161，155，000円 計： 559，563，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 220円 � 540円 � 210円 枠 連（6－7） 1，960円

馬 連 �� 9，440円 馬 単 �� 15，360円

ワ イ ド �� 2，610円 �� 1，070円 �� 2，450円

3 連 複 ��� 21，310円 3 連 単 ��� 100，290円

票 数

単勝票数 計 327688 的中 � 49451（2番人気）
複勝票数 計 545969 的中 � 72679（3番人気）� 22192（8番人気）� 76262（2番人気）
枠連票数 計 308523 的中 （6－7） 11628（11番人気）
馬連票数 計 863724 的中 �� 6753（38番人気）
馬単票数 計 502674 的中 �� 2416（60番人気）
ワイド票数 計 372506 的中 �� 3462（34番人気）�� 8815（8番人気）�� 3692（31番人気）
3連複票数 計1063000 的中 ��� 3682（80番人気）
3連単票数 計1611550 的中 ��� 1186（363番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．9―35．4―47．1―59．0―1：10．4―1：21．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トシザグレイト �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 マ イ ニ ン グ デビュー 2011．12．25 中山11着

2009．2．25生 牡4鹿 母 トシメロディー 母母 サツマリーベ 12戦2勝 賞金 22，328，000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。
（非抽選馬） 1頭 ミヤコライジング号
※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。

03092 2月17日 晴 良 （25東京1）第8日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系4歳以上

発走13時50分 （芝・左）
1000万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円� コースレコード

中央レコード
1：56．1
1：56．1

良
良

33 ジョングルール 牡4黒鹿56 蛯名 正義吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 510－ 41：59．1 1．8�
46 ソルレヴァンテ 牡4鹿 56 福永 祐一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 476＋ 21：59．31� 7．3�
45 ラスヴェンチュラス 牝4鹿 54 幸 英明西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 412＋ 61：59．4� 5．9�
610 サンデーミューズ 牝6栗 55 W．ビュイック H.H．シェイク・ハムダン 池江 泰寿 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452－ 4 〃 ハナ 16．3�
（英）

69 マイネルシュライ 牡5青 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B492－ 61：59．71	 11．9�
813 ニシノボレロ 牡4青鹿56 和田 竜二西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 492＋ 2 〃 ハナ 142．3	
58 ローレルブレット 牡4黒鹿56 田辺 裕信 �ローレルレーシング 今野 貞一 新冠 川島牧場 440－ 4 〃 ハナ 9．2

711 オメガブレイン 牡5鹿 57 横山 典弘原 
子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 472＋ 61：59．8	 33．7�
712 バウンシングライト 牡8栗 57 内田 博幸 �サンデーレーシング 小島 太 早来 ノーザンファーム 498＋101：59．9	 33．2
22 � トーセンインディ 牝5芦 55 江田 照男島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 436－ 22：00．21	 164．9�
34 マイネソルシエール 牝5栗 55 津村 明秀 �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 484＋222：00．3� 247．8�
57 エバーシャイニング 牝6黒鹿55 G．ブノワ 宇田 豊氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 510－ 22：00．93� 96．5�

（仏）

814 アドマイヤレイ 牡4鹿 56 F．ベリー 近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B518－142：01．11� 35．3�
（愛）

11 ドリームゴスペル 牡6鹿 57 吉田 豊セゾンレースホース� 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 534－ 82：01．84 109．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 43，395，300円 複勝： 75，219，700円 枠連： 34，369，100円
馬連： 100，846，200円 馬単： 72，614，700円 ワイド： 42，206，300円
3連複： 119，315，200円 3連単： 241，162，800円 計： 729，129，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 180円 � 170円 枠 連（3－4） 240円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 280円 �� 230円 �� 700円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 2，870円

票 数

単勝票数 計 433953 的中 � 198423（1番人気）
複勝票数 計 752197 的中 � 315513（1番人気）� 77377（3番人気）� 86516（2番人気）
枠連票数 計 343691 的中 （3－4） 110015（1番人気）
馬連票数 計1008462 的中 �� 126266（2番人気）
馬単票数 計 726147 的中 �� 68089（2番人気）
ワイド票数 計 422063 的中 �� 39599（2番人気）�� 50466（1番人気）�� 12712（7番人気）
3連複票数 計1193152 的中 ��� 91604（1番人気）
3連単票数 計2411628 的中 ��� 62082（2番人気）

ハロンタイム 13．1―11．7―11．5―11．7―11．8―12．1―12．7―11．2―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．8―36．3―48．0―59．8―1：11．9―1：24．6―1：35．8―1：47．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F34．5

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

勝馬の
紹 介

ジョングルール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2011．12．17 中山1着

2009．5．4生 牡4黒鹿 母 デルモニコキャット 母母 Glass Ceiling 9戦3勝 賞金 46，462，000円
〔制裁〕 オメガブレイン号の騎手横山典弘は，最後の直線コースで内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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 シンボリニース号・ボーイフレンド号
※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。



03093 2月17日 晴 良 （25東京1）第8日 第9競走 ��
��1，600�ヒヤシンスステークス

発走14時25分 （ダート・左）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量，収得賞金1，400万円毎1�
増

賞 品
本 賞 18，000，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，800，000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
1：34．4
1：33．3

重
良

815� チャーリーブレイヴ 牡3鹿 56 W．ビュイック 林 正道氏 尾関 知人 米 Mike
Abraham 482－ 41：36．6 3．9�

（英）

59 ソ ロ ル 牡3黒鹿56 吉田 豊 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム 470＋ 2 〃 クビ 9．4�
47 コパノリッキー 牡3栗 56 福永 祐一小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 530＋ 81：36．81	 2．2�
611� エーシンレンジャー 牡3栗 56 秋山真一郎�栄進堂 中尾 秀正 米 Shirl Penney 496－ 4 〃 ハナ 35．1�
35 ロードクルセイダー 牡3黒鹿56 和田 竜二 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 454－ 21：37．01
 24．3	
510 モリトリュウコ 牡3鹿 56 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 金成吉田牧場 472± 01：37．53 85．7

12 アルムダプタ 牡3栗 57 武 豊﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 浦河 安原 実 488－ 41：37．71	 45．9�
11 � インサイドザパーク 牡3栗 56 左海 誠二山口 裕介氏 林 正人 新ひだか 藤本牧場 444－ 2 〃 クビ 96．7�

（船橋） （船橋）

816 ケイアイレオーネ 牡3芦 57 幸 英明亀田 和弘氏 西浦 勝一 浦河 富田牧場 B546＋ 61：37．8クビ 7．7
48 アップトゥデイト 牡3芦 56 岩田 康誠今西 和雄氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 504－ 11：38．22	 14．8�
36 ワイルドドラゴン 牡3鹿 56 蛯名 正義窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 514＋ 41：38．41 16．7�
714 ストークアンドレイ 牝3芦 55 柴田 善臣本間 茂氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 466－ 41：38．82	 62．0�
23 ジェイケイホーム 牡3栃栗56 松岡 正海小谷野次郎氏 田中 剛 新ひだか 池田牧場 464－ 41：38．9	 163．0�
612� ヨウメイモン 牡3鹿 56 藤岡 佑介西森 鶴氏 的場 均 新冠 隆栄牧場 512－ 21：39．0クビ 462．3�
24 セイウンチカラ 牡3鹿 56 浜中 俊西山 茂行氏 須貝 尚介 浦河 高昭牧場 498－ 21：39．63	 22．0�
713 カゼニタツライオン 牡3栗 56 太宰 啓介小田切 光氏 音無 秀孝 新ひだか 田中 裕之 510± 01：43．8大差 154．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 53，327，900円 複勝： 80，619，700円 枠連： 47，444，000円
馬連： 159，513，800円 馬単： 89，812，400円 ワイド： 54，715，900円
3連複： 169，036，800円 3連単： 307，916，800円 計： 962，387，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 140円 � 220円 � 120円 枠 連（5－8） 1，250円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 3，530円

ワ イ ド �� 630円 �� 220円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，450円 3 連 単 ��� 11，390円

票 数

単勝票数 計 533279 的中 � 108222（2番人気）
複勝票数 計 806197 的中 � 164773（2番人気）� 68298（4番人気）� 228128（1番人気）
枠連票数 計 474440 的中 （5－8） 28065（5番人気）
馬連票数 計1595138 的中 �� 54366（7番人気）
馬単票数 計 898124 的中 �� 18781（11番人気）
ワイド票数 計 547159 的中 �� 18830（8番人気）�� 73956（1番人気）�� 29290（3番人気）
3連複票数 計1690368 的中 ��� 86383（2番人気）
3連単票数 計3079168 的中 ��� 19957（22番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．1―11．7―12．6―12．8―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．1―22．9―34．0―45．7―58．3―1：11．1―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�チャーリーブレイヴ �
�
父 Indian Charlie �

�
母父 Carson City デビュー 2012．9．1 札幌11着

2010．3．19生 牡3鹿 母 Catchofthecentury 母母 Catnip 4戦3勝 賞金 30，371，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カゼニタツライオン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年3月17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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 キタノイットウセイ号
※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。

03094 2月17日 晴 良 （25東京1）第8日 第10競走 ��
��2，000�アメジストステークス

発走15時00分 （芝・左）
4歳以上，1，600万円以下，24．2．18以降25．2．10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 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000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
1：56．1
1：56．1

良
良

22 サトノエンペラー 牡7鹿 57 G．ブノワ 里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 490－ 61：59．7 4．7�
（仏）

11 アロマカフェ 牡6黒鹿56 武 豊西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 482＋ 22：00．01� 27．5�
810 ソウルフルヴォイス 牝6鹿 54 蛯名 正義吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 462± 02：00．1� 10．3�
33 トラストワン 牡5黒鹿55 和田 竜二大八木信行氏 庄野 靖志 浦河 村下農場 494－ 42：00．2� 10．2�
66 マイネルディーン 牡4青 55 F．ベリー �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 456＋10 〃 ハナ 3．3�
（愛）

55 ツルミプラチナム 牡6黒鹿55 柴山 雄一	鶴見ホース 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 486＋ 8 〃 クビ 8．9

811 ドリームヒーロー 牡6青鹿54 岩田 康誠田島 政光氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 448－ 22：00．41	 22．2�
67 ハワイアンウインド 牝4鹿 53 浜中 俊吉田 勝己氏 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 458－ 62：00．61	 10．4�
78 ミカエルビスティー 牡6黒鹿56 W．ビュイック 備前島敏子氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 482＋ 22：01．13 12．1

（英）

44 アイスフォーリス 牝4芦 55 松岡 正海 	サンデーレーシング 相沢 郁 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 466± 02：01．2� 5．9�
79 セタガヤフラッグ 牡10鹿 52 左海 誠二千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム 466＋ 22：01．41	 159．2�

（船橋）

（11頭）

売 得 金
単勝： 46，840，500円 複勝： 84，503，300円 枠連： 32，337，300円
馬連： 169，375，000円 馬単： 96，665，100円 ワイド： 59，900，900円
3連複： 184，195，400円 3連単： 345，751，000円 計： 1，019，568，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 190円 � 650円 � 280円 枠 連（1－2） 7，760円

馬 連 �� 8，510円 馬 単 �� 14，470円

ワ イ ド �� 2，220円 �� 770円 �� 2，890円

3 連 複 ��� 21，930円 3 連 単 ��� 129，860円

票 数

単勝票数 計 468405 的中 � 80125（2番人気）
複勝票数 計 845033 的中 � 143700（2番人気）� 27917（9番人気）� 79782（5番人気）
枠連票数 計 323373 的中 （1－2） 3076（26番人気）
馬連票数 計1693750 的中 �� 14700（34番人気）
馬単票数 計 966651 的中 �� 4931（60番人気）
ワイド票数 計 599009 的中 �� 6530（32番人気）�� 20210（7番人気）�� 4957（38番人気）
3連複票数 計1841954 的中 ��� 6199（76番人気）
3連単票数 計3457510 的中 ��� 1965（439番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―11．9―12．2―12．4―12．3―12．0―11．3―11．2―11．7

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノエンペラー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Fairy King デビュー 2008．7．13 函館4着

2006．2．17生 牡7鹿 母 ス ー ア 母母 Bold Starlet 16戦5勝 賞金 84，357，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出走取消馬 エーシングングン号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※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。

２レース目



03095 2月17日 晴 良 （25東京1）第8日 第11競走 ��
��1，600�第30回フェブラリーステークス（ＧⅠ）

発走15時40分 （ダート・左）
4歳以上；負担重量は，57�，牝馬2�減

日本馬主協会連合会会長賞・地方競馬全国協会理事長賞・全国公営競馬主催者協議会会長賞・日本地方競馬馬主振興協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 94，000，000円 38，000，000円 24，000，000円 14，000，000円 9，400，000円
付 加 賞 3，402，000円 972，000円 486，000円
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

1：34．4
1：33．3
1：34．6

重
良
稍重

12 グレープブランデー 牡5黒鹿57 浜中 俊 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム B526－ 61：35．1 6．7�
36 エスポワールシチー 牡8栗 57 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 門別 幾千世牧場 504＋ 31：35．2� 26．3�
510 ワンダーアキュート 牡7鹿 57 和田 竜二山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム 518± 01：35．3クビ 9．2�
23 セイクリムズン 牡7黒鹿57 藤岡 佑介金田 成基氏 服部 利之 様似 清水スタッド 516＋ 21：35．4� 144．8�
816 シルクフォーチュン 牡7鹿 57 横山 典弘有限会社シルク藤沢 則雄 新冠 中地 義次 474± 01：35．5クビ 9．0	
11 マルカフリート 牡7鹿 57 福永 祐一河長産業� 増本 豊 千歳 社台ファーム 494＋10 〃 ハナ 81．6

714	 テスタマッタ 牡7鹿 57 岩田 康誠吉田 和美氏 村山 明 米 Waterford

Farm 504± 0 〃 ハナ 8．4�
612 ダノンカモン 牡7黒鹿57 W．ビュイック �ダノックス 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム 528＋ 21：35．71
 47．6�

（英）

24 ナムラタイタン 牡7栗 57 太宰 啓介奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 520－ 41：36．12� 17．1
47 ガ ン ジ ス 牡4栗 57 内田 博幸林 正道氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 504＋ 21：36．52� 9．0�
815 ガ ル ボ 牡6青 57 石橋 脩石川 一義氏 清水 英克 様似 髙村 伸一 482± 0 〃 クビ 48．2�
48 	 イ ジ ゲ ン 牡4芦 57 F．ベリー 林 正道氏 堀 宣行 米 Patricia

Pavlish 484＋101：36．6クビ 6．0�
（愛）

713	 エーシンウェズン 牡6鹿 57 蛯名 正義�栄進堂 野中 賢二 米 Helen Y.
Painter 536＋ 21：36．91� 80．1�

35 タイセイレジェンド 牡6栗 57 田辺 裕信田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B532＋ 4 〃 ハナ 107．5�
611 カレンブラックヒル 牡4黒鹿57 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 466± 01：37．96 3．3�
59 ヤマニンキングリー 牡8栗 57 武 豊土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 504－101：38．22 111．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 431，387，200円 複勝： 523，533，000円 枠連： 359，918，000円 馬連： 1，825，186，400円 馬単： 924，103，100円
ワイド： 521，629，700円 3連複： 2，419，158，400円 3連単： 4，723，542，200円 5重勝： 807，310，500円 計： 12，535，768，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 250円 � 600円 � 250円 枠 連（1－3） 6，180円

馬 連 �� 10，330円 馬 単 �� 17，580円

ワ イ ド �� 2，990円 �� 760円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 16，150円 3 連 単 ��� 111，130円

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

キャリーオーバー なし����� 549，120円

票 数

単勝票数 計4313872 的中 � 512829（3番人気）
複勝票数 計5235330 的中 � 604688（3番人気）� 197717（9番人気）� 611435（2番人気）
枠連票数 計3599180 的中 （1－3） 42996（26番人気）
馬連票数 計18251864 的中 �� 130435（31番人気）
馬単票数 計9241031 的中 �� 38794（63番人気）
ワイド票数 計5216297 的中 �� 41703（34番人気）�� 178901（5番人気）�� 63301（29番人気）
3連複票数 計24191584 的中 ��� 110576（58番人気）
3連単票数 計47235422 的中 ��� 31370（379番人気）
5重勝票数 計8073105 的中 ����� 1085

ハロンタイム 12．2―10．8―11．6―11．9―12．1―12．1―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．2―23．0―34．6―46．5―58．6―1：10．7―1：22．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グレープブランデー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー 2010．9．26 阪神2着

2008．4．11生 牡5黒鹿 母 ワインアンドローズ 母母 ランフォアロージス 15戦6勝 賞金 251，751，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔発走状況〕 イジゲン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ワンダーアキュート号の騎手和田竜二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成25年2月23日から平成25年

2月24日まで騎乗停止。（被害馬：14番・4番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 イジゲン号は，平成25年2月18日から平成25年3月10日まで出走停止。停止期間の満了後に発走

調教再審査。
〔その他〕 エスポワールシチー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 エスポワールシチー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成25年3月17日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 アドバンスウェイ号・アドマイヤロイヤル号・グランドシチー号・ケイアイテンジン号・コウセイコタロウ号・

スティールパス号・メイショウツチヤマ号
※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。

03096 2月17日 晴 良 （25東京1）第8日 第12競走 ��
��2，100�

きんてい

金蹄ステークス
発走16時25分 （ダート・左）
4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，4歳56�5歳以上57�，牝馬2�減

賞 品

本 賞 17，400，000円 7，000，000円 3，500，000
3，500，000

円
円 1，740，000円

付 加 賞 343，000円 98，000円 25，000
25，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
2：06．7
2：05．9

良
良

12 ユーロビート �4鹿 56 浜中 俊吉田 和美氏 高柳 瑞樹 洞爺湖 メジロ牧場 534± 02：12．4 7．8�
48 マ ス ト ハ ブ 牡6鹿 57 福永 祐一青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 三城牧場 530－ 42：12．61 8．9�
11 	 イッシンドウタイ 牡4鹿 56 横山 典弘�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 498＋ 4 〃 ハナ 4．2�
510 コスタパルメーラ 牡5黒鹿57 W．ビュイック 吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B474－ 4 〃 同着 12．4�

（英）

612 ギャザーロージズ �6芦 57 吉田 豊吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 490＋ 82：12．92 31．3�
24 ニシノオウガイ 牡5黒鹿57 松岡 正海西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 512＋ 22：13．11
 113．3	
714 ヴァンガード 牡4鹿 56 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506＋ 2 〃 クビ 15．3

23 ドラゴンヴォイス 牡5鹿 57 岩田 康誠窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 454＋ 22：13．31
 16．4�
815 マイネルバイカ 牡4鹿 56 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 白井 寿昭 新ひだか 乾 皆雄 478－ 62：13．51
 46．7
59 ストロングバサラ 牡8黒鹿57 田辺 裕信村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 500－ 22：13．81� 19．9�
36 ヤマニンシャスール 牡6鹿 57 田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 日高 福山牧場 484＋ 22：13．9� 214．5�
35 サイモントルナーレ 牡7栗 57 内田 博幸澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 462＋ 82：14．0� 41．5�
816 ニシノヴァンクール 牡6青鹿57 蛯名 正義西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 西山牧場 516－ 4 〃 クビ 22．8�
47 ア イ ノ カ ゼ 牡8鹿 57 柴田 大知丸岡 啓一氏 菊川 正達 新冠 ムラカミファーム 504－ 22：14．21� 316．0�
713 ロンギングスター 牡6栗 57 柴田 善臣坂本 浩一氏 勢司 和浩 浦河 中村 雅明 482＋ 62：14．94 221．8�
611 ドレミファドン 牡5黒鹿57 F．ベリー 千葉 正人氏 中川 公成 日高 ナカノファーム 496－ 22：15．43 2．6�

（愛）

（16頭）

売 得 金
単勝： 90，587，300円 複勝： 140，223，100円 枠連： 77，546，600円
馬連： 270，262，400円 馬単： 152，890，700円 ワイド： 110，561，300円
3連複： 348，722，300円 3連単： 663，100，800円 計： 1，853，894，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 210円 � 210円 �
�

150円
250円 枠 連（1－4） 1，510円

馬 連 �� 3，910円 馬 単 �� 7，640円

ワ イ ド �� 800円 ��
��

330円
660円

��
��

530円
1，260円

3 連 複 ���
���

2，870円
6，800円 3 連 単 ���

���
21，010円
36，970円

票 数

単勝票数 計 905873 的中 � 91685（3番人気）
複勝票数 計1402231 的中 �

�
126720
97970

（3番人気）
（5番人気）

� 126002（4番人気）� 241000（2番人気）

枠連票数 計 775466 的中 （1－4） 37995（5番人気）
馬連票数 計2702624 的中 �� 51119（16番人気）
馬単票数 計1528907 的中 �� 14772（27番人気）
ワイド票数 計1105613 的中 ��

��
19769
31465

（16番人気）
（9番人気）

��
��

56800
12011

（2番人気）
（25番人気）

�� 24561（13番人気）

3連複票数 計3487223 的中 ��� 45268（17番人気）��� 18791（44番人気）
3連単票数 計6631008 的中 ��� 11656（119番人気） ��� 6615（230番人気）

ハロンタイム 7．3―11．8―13．0―13．2―13．1―12．8―12．8―12．6―12．0―11．8―12．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―19．1―32．1―45．3―58．4―1：11．2―1：24．0―1：36．6―1：48．6―2：00．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F35．8
1
3
・（1，4）（2，3，8）14，7（6，13）9，16，5（12，15）10－11・（1，10）（2，4，8，14）（3，16，13，11）6（7，15）9，5，12

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

勝馬の
紹 介

ユーロビート �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2012．1．15 中山6着

2009．3．11生 �4鹿 母 メジロブルネット 母母 メジロアムール 9戦4勝 賞金 48，756，000円
〔発走状況〕 ドレミファドン号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔制裁〕 ユーロビート号の騎手浜中俊は，決勝線手前での御法について戒告。
※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 ヴァンヌーヴォー号・ファイヤー号
※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。

５レース目



（25東京1）第8日 2月17日（日曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 183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 手 当

379，660，000円
2，080，000円
5，920，000円
6，281，000円
35，190，000円
69，150，500円
5，261，000円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
869，903，300円
1，274，299，600円
703，713，300円
3，012，146，100円
1，657，219，300円
1，009，704，600円
3，850，561，900円
7，248，263，400円
807，310，500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 20，433，122，000円

総入場人員 50，771名 （有料入場人員 49，138名）



平成25年度 第1回東京競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，424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 手 当

2，003，570，000円
6，240，000円
56，450，000円
17，482，000円
182，650，000円
531，721，000円
42，045，600円
13，670，400円

勝馬投票券売得金
4，292，534，900円
6，844，499，600円
3，235，841，600円
13，256，536，800円
7，810，953，400円
4，925，885，100円
16，453，058，600円
31，570，882，600円
3，266，438，000円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 91，656，630，600円

総入場延人員 242，719名 （有料入場延人員 232，496名）
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