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03037 2月17日 晴 不良 （26東京1）第4日 第1競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時10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

714 ファンディータ 牝3黒鹿54 北村 宏司�日進牧場 粕谷 昌央 様似 スイートフアーム 426－ 41：25．3 10．3�
815 フルオブプロミス 牝3鹿 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：25．51� 6．6�
612 アインクラング 牝3芦 54 C．デムーロ 有限会社シルク加藤 征弘 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432－ 41：25．71 15．5�
（伊）

36 ヒ ラ リ ア ス 牝3鹿 54 田辺 裕信岡田 牧雄氏 木村 哲也 新ひだか 本桐牧場 456－ 21：26．01� 4．0�
816 デルマシズカチャン 牝3栗 54 U．リスポリ浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 462－121：26．32 21．9�

（仏）

611 ヒメスズラン 牝3栗 54 石橋 脩岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 484－ 81：26．4� 2．9	
47 オ ク リ モ ノ 牝3栗 54 大庭 和弥�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 482＋12 〃 ハナ 16．9

48 マユラウインド 牝3黒鹿54 戸崎 圭太石川 眞実氏 萩原 清 新冠 須崎牧場 466－ 41：26．61� 38．1�
510 モ ナ ル ダ 牝3黒鹿54 丸田 恭介�Basic 土田 稔 新冠 佐藤 信広 450－ 4 〃 ハナ 13．5
12 モアアンドモア 牝3鹿 54 吉田 豊平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 444－ 41：27．23� 26．0�
24 ケイビエント 牝3鹿 54

53 ☆横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444＋22 〃 ハナ 20．0�

23 ア モ ロ ッ ソ 牝3栗 54 津村 明秀 �フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム 398－ 6 〃 ハナ 133．2�
35 ラブシューペ 牝3青 54 村田 一誠増田 陽一氏 大和田 成 新ひだか 松田牧場 426＋161：27．52 143．5�
713 シリカサンド 牝3芦 54 大野 拓弥 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 458＋12 〃 クビ 128．0�
11 ジョウノリボン 牝3鹿 54 蛯名 正義小川 義勝氏 武藤 善則 日高 三城牧場 380＋ 61：28．67 34．9�

（15頭）
59 サイモンジャスミン 牝3鹿 54 松岡 正海澤田 昭紀氏 田島 俊明 安平 追分ファーム 458± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 18，998，800円 複勝： 36，548，100円 枠連： 14，017，500円
馬連： 43，837，200円 馬単： 28，627，600円 ワイド： 24，893，200円
3連複： 67，543，700円 3連単： 99，597，900円 計： 334，064，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 320円 � 210円 � 610円 枠 連（7－8） 1，670円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 7，230円

ワ イ ド �� 680円 �� 2，650円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 17，990円 3 連 単 ��� 101，250円

票 数

単勝票数 差引計 189988（返還計 1141） 的中 � 14650（4番人気）
複勝票数 差引計 365481（返還計 2617） 的中 � 29555（4番人気）� 54653（3番人気）� 13430（9番人気）
枠連票数 差引計 140175（返還計 252） 的中 （7－8） 6209（6番人気）
馬連票数 差引計 438372（返還計 6940） 的中 �� 11761（10番人気）
馬単票数 差引計 286276（返還計 4815） 的中 �� 2924（26番人気）
ワイド票数 差引計 248932（返還計 5008） 的中 �� 9597（6番人気）�� 2236（33番人気）�� 3468（23番人気）
3連複票数 差引計 675437（返還計 19835） 的中 ��� 2771（59番人気）
3連単票数 差引計 995979（返還計 25367） 的中 ��� 726（307番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．9―12．6―12．5―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．4―35．3―47．9―1：00．4―1：12．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファンディータ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2013．12．23 中山7着

2011．3．12生 牝3黒鹿 母 ク ル ミ 母母 ギ ブ ス 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時30分に変更。
〔競走除外〕 サイモンジャスミン号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 イーサンアテナ号・デルマフジコ号・ピンフブルース号・ボンクラージュ号
※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。

03038 2月17日 晴 不良 （26東京1）第4日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系3歳
発走10時40分 （ダート・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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

713 マルクプレンヌ 牝3鹿 54
53 ☆横山 和生 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460 ―1：25．7 19．9�
714 スイフトフォンテン 牡3鹿 56 吉田 豊吉橋 計氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 446 ―1：25．8� 12．3�
510 カリビアンロマンス 牝3鹿 54 G．ブノワ H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478 ―1：26．11� 21．8�
（仏）

12 クアトロマエストロ 牡3栗 56 三浦 皇成木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 土田農場 530 ―1：26．2� 9．2�
816 コートリーラッシュ 牝3黒鹿54 蛯名 正義広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 下屋敷牧場 452 ―1：26．4� 12．2	
612 ラストダンサー 牡3青鹿56 横山 典弘草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 428 ―1：26．61� 3．9

59 タガノチェゴ 牝3鹿 54 後藤 浩輝八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450 ―1：27．23� 10．3�
815 ダ ブ ル エ ー 牝3栗 54 村田 一誠 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 446 ―1：27．41� 95．4�
47 カフェココット 牝3青鹿54 松岡 正海西川 恭子氏 松山 康久 新冠 大栄牧場 436 ―1：27．5クビ 72．3
23 モンサンアルビレオ 牝3栗 54 戸崎 圭太山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 484 ―1：27．71� 2．5�
611 コ イ フ ブ キ 牝3鹿 54 田辺 裕信河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 476 ―1：27．8� 20．0�
35 デアフェイム 牝3鹿 54 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 456 ―1：28．11� 67．5�
11 バトルポデリオ 牡3栗 56 柴田 大知宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 496 ―1：28．42 38．5�
24 ブランドエリート 牝3鹿 54 小野寺祐太榎本 富三氏 嶋田 潤 青森 ワールドファーム 394 ―1：30．010 285．9�
48 ラブリードレス 牝3鹿 54 大野 拓弥安倍 光昭氏 星野 忍 新ひだか 岡田 猛 466 ―1：32．1大差 149．5�
36 ワイルドデショ 牝3栗 54 江田 照男内田 玄祥氏 星野 忍 新冠 競優牧場 480 ―1：32．42 53．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，413，000円 複勝： 30，333，000円 枠連： 13，286，400円
馬連： 35，081，100円 馬単： 23，419，600円 ワイド： 18，490，800円
3連複： 50，403，900円 3連単： 75，335，200円 計： 263，763，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，990円 複 勝 � 640円 � 330円 � 560円 枠 連（7－7） 8，620円

馬 連 �� 9，770円 馬 単 �� 24，700円

ワ イ ド �� 2，400円 �� 3，730円 �� 2，630円

3 連 複 ��� 48，250円 3 連 単 ��� 327，050円

票 数

単勝票数 計 174130 的中 � 6919（7番人気）
複勝票数 計 303330 的中 � 11863（8番人気）� 26339（4番人気）� 13946（7番人気）
枠連票数 計 132864 的中 （7－7） 1138（23番人気）
馬連票数 計 350811 的中 �� 2650（30番人気）
馬単票数 計 234196 的中 �� 700（76番人気）
ワイド票数 計 184908 的中 �� 1908（28番人気）�� 1214（42番人気）�� 1733（31番人気）
3連複票数 計 504039 的中 ��� 771（127番人気）
3連単票数 計 753352 的中 ��� 170（741番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―36．0―48．7―1：01．1―1：13．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F37．0
3 ・（2，10）－16（6，3，14）11，12，13，9，15－1－7，5，4＝8 4 ・（2，10）16，14，3，11（12，13）9，15－7＝1，5－4，6＝8

勝馬の
紹 介

マルクプレンヌ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ホワイトマズル 初出走

2011．2．13生 牝3鹿 母 ハンドレッドスコア 母母 サンデーエイコーン 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時55分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラブリードレス号・ワイルドデショ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 アマゾンバローズ号・エステーミー号・クリノミケーネ号・デンコウビリオネア号・トーセンスティング号・

ノーブルドリーム号・ハイデッカー号・ラブユー号・リオサリナス号
※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。

第１回 東京競馬 第４日〔代替競馬〕



03039 2月17日 晴 不良 （26東京1）第4日 第3競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時10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
1：34．4
1：33．3

重
良

47 サトノアルバトロス 牡3黒鹿56 三浦 皇成里見 治氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 496＋ 61：37．0 2．3�
612 ショウナンマルシェ 牡3青鹿56 浜中 俊国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 41：37．1� 6．9�
510 オメガグランディス 牡3鹿 56 F．ベリー 原 �子氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 486－18 〃 アタマ 16．8�

（愛）

815 キネオレジェンド 牡3鹿 56 北村 宏司吉田 千津氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 552－ 41：37．2� 5．5�
611	 ドラゴンスパン 牡3黒鹿56 田辺 裕信窪田 康志氏 久保田貴士 米 Brandywine

Farm & Darley 474± 01：37．73 4．5�
59 ブラックシェンロン 牡3鹿 56

55 ☆嶋田 純次田頭 勇貴氏 矢野 英一 登別 登別上水牧場 450－ 81：37．91� 75．6�
23 カーボンタイクーン 牡3鹿 56 後藤 浩輝米本 昌史氏 木村 哲也 浦河 丸村村下

ファーム 492＋121：38．32� 32．9	
11 カンスタントリー 牡3鹿 56 内田 博幸平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 484－ 21：38．4クビ 85．5

36 スタースパーダ 牡3栗 56 松岡 正海村上 憲政氏 伊藤 伸一 新ひだか マークリ牧場 464－ 21：38．5� 36．9�
816 トーアキヨモリ 牡3鹿 56 武士沢友治高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 556＋14 〃 クビ 350．6
48 キャラメルソング 牡3芦 56 横山 典弘�ビリオンスター水野 貴広 千歳 社台ファーム 470＋ 4 〃 ハナ 18．7�
24 ベストヴィジョン 牡3黒鹿56 福永 祐一 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 480－ 41：39．67 41．6�
714 クロスソード 牡3鹿 56 大野 拓弥 �グリーンファーム黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 478＋14 〃 ハナ 68．9�
12 セイユウパワー 牡3青鹿 56

53 ▲原田 和真松岡 正二氏 鈴木 伸尋 新冠 長浜牧場 464＋ 21：39．81
 349．3�
713 ワイルドビューティ 牡3青鹿56 田中 勝春花野 友象氏 菊沢 隆徳 新ひだか 千代田牧場 452＋ 21：40．33 113．0�
35 エースカノープス 牡3鹿 56 C．デムーロ 新川 敏弘氏 松山 康久 新冠 小泉 学 480＋ 21：42．1大差 45．5�

（伊）

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，334，300円 複勝： 44，028，300円 枠連： 16，418，900円
馬連： 44，704，900円 馬単： 30，429，300円 ワイド： 25，581，100円
3連複： 67，569，200円 3連単： 105，257，100円 計： 358，323，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 170円 � 300円 枠 連（4－6） 330円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 400円 �� 970円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 4，800円 3 連 単 ��� 14，420円

票 数

単勝票数 計 243343 的中 � 85032（1番人気）
複勝票数 計 440283 的中 � 114709（1番人気）� 70433（3番人気）� 28980（5番人気）
枠連票数 計 164189 的中 （4－6） 37752（1番人気）
馬連票数 計 447049 的中 �� 36878（3番人気）
馬単票数 計 304293 的中 �� 15836（4番人気）
ワイド票数 計 255811 的中 �� 17629（4番人気）�� 6277（9番人気）�� 5237（10番人気）
3連複票数 計 675692 的中 ��� 10405（13番人気）
3連単票数 計1052571 的中 ��� 5389（35番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．6―12．0―12．4―12．2―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．1―34．7―46．7―59．1―1：11．3―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノアルバトロス �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2014．1．18 中山2着

2011．4．28生 牡3黒鹿 母 ホームスイートホーム 母母 Our Country Place 2戦1勝 賞金 7，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時20分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エースカノープス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 カツラオー号・ゴールドクレセント号
（非抽選馬） 6頭 アプレイザル号・ゲラーデ号・コクシブルース号・ブラウンネプチュー号・マイネルファラオン号・

ラッキーゴールド号
※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。

競 走 の 中 止 第4競走 �� 3，000�サラブレッド系障害4歳以上
（芝・ダート）

未勝利；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減

本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円

11�スカイアクセス �5鹿 60 蓑島 靖典 �和田牧場 和田 正道
22�クリノロッキー 牡4栗 59 山本 康志 栗本 博晴氏 高橋 義博
33 プレミアムウォーズ �5栗 60 草野 太郎 中西 宏彰氏 星野 忍
34 エーシンヒットマン 牡6栗 60 五十嵐雄祐 �栄進堂 田中 剛
45 リベラルアーツ �6黒鹿60 高野 和馬 �ノースヒルズ 和田 正道
46 イオンドライブ 牡4鹿 59 金子 光希 �社台レースホース 上原 博之
57 アードバーク 牡5鹿 60 鈴木 慶太 石川 幸司氏 南田美知雄
58 ニライジンク 牡5栗 60 熊沢 重文 �フォーレスト 池添 兼雄
69 シゲルヘビザ 牡4黒鹿59 中村 将之 森中 蕃氏 鈴木 孝志
610 トキノフウジン 牡7黒鹿60 西谷 誠 田中 準市氏 昆 貢
711 ポピュラーストック �6栗 60 浜野谷憲尚 �サンデーレーシ

ング 古賀 史生
712�ラインミッシェル 牝5鹿 58 大江原 圭 大澤 繁昌氏 根本 康広
813 カワキタバルク 牡5青鹿60 小野寺祐太 川島 吉男氏 大和田 成
814�エ ク レ ウ ス 牡9黒鹿60 上野 翔 栗本 守氏 星野 忍

※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 スズカホープ号・ティアサンシャイン号
（非抽選馬） 2頭 ジョープラチネラ号・ベロセットレコード号

特 記 事 項
第1回東京競馬第4日は，積雪の影響により，第4競走を中止し，発走時刻を変更のうえ施行した。



03040 2月17日 晴 不良 （26東京1）第4日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12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
1：44．2
1：44．1

良
良

36 ノーブルプラネット 牡3青鹿56 戸崎 圭太 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 462＋ 21：48．9 10．6�
47 モンドクラッセ 牡3鹿 56 G．ブノワ �サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 B512± 0 〃 クビ 3．2�

（仏）

816 ストーミング 牡3栗 56 田中 勝春栗坂 崇氏 新開 幸一 浦河 中神牧場 476＋ 4 〃 アタマ 8．3�
510 ウインインスパイア 牡3黒鹿56 石橋 脩�ウイン 斎藤 誠 新ひだか 本桐牧場 440± 01：49．0クビ 6．0�
48 ハートオブクラリス 牝3黒鹿54 後藤 浩輝 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 むかわ 上水牧場 458± 01：49．1� 21．7	
612 ケセラストーン 牡3鹿 56 丸田 恭介�Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 456＋ 8 〃 クビ 58．5

714 パリーアーク 牡3鹿 56 U．リスポリ �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 472＋321：49．41� 5．1�

（仏）

24 ラブウィスパー 牝3青鹿54 池添 謙一増田 陽一氏 和田 雄二 むかわ 市川牧場 446－ 21：49．61	 26．4�
11 ヨウザンフウ 牡3栗 56 田辺 裕信日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 458± 01：49．81	 92．9
59 ロンギングケイシー 牡3黒鹿56 浜中 俊坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 488－ 21：49．9� 8．1�
611 シ ン ゲ ツ 牡3鹿 56

55 ☆横山 和生西森 鶴氏 的場 均 新冠 的場牧場 434－10 〃 クビ 200．6�
35 ピークドラペル 牡3鹿 56 三浦 皇成飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 438－ 21：50．0クビ 121．1�
23 エンリルバローズ 牡3鹿 56 北村 宏司猪熊 広次氏 牧 光二 新ひだか タイヘイ牧場 488＋ 81：50．63� 9．6�
713 ディーエスマインド 牡3鹿 56 大野 拓弥秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 460 ―1：50．81	 76．8�
815 ボロブドゥール 牝3黒鹿 54

53 ☆嶋田 純次佐藤 雄司氏 武市 康男 新冠 浜口牧場 418－ 41：51．12 257．6�
（15頭）

12 ファイネストアワー 牡3栗 56 嘉藤 貴行矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 25，201，000円 複勝： 45，195，300円 枠連： 15，017，300円
馬連： 49，490，400円 馬単： 31，940，100円 ワイド： 27，336，200円
3連複： 73，318，000円 3連単： 114，133，900円 計： 381，632，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 290円 � 160円 � 230円 枠 連（3－4） 1，330円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 3，350円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，120円 �� 500円

3 連 複 ��� 3，710円 3 連 単 ��� 25，650円

票 数

単勝票数 計 252010 的中 � 18882（7番人気）
複勝票数 計 451953 的中 � 35966（7番人気）� 93648（1番人気）� 49693（4番人気）
枠連票数 計 150173 的中 （3－4） 8338（7番人気）
馬連票数 計 494904 的中 �� 25995（6番人気）
馬単票数 計 319401 的中 �� 7055（11番人気）
ワイド票数 計 273362 的中 �� 11294（7番人気）�� 5735（18番人気）�� 14160（3番人気）
3連複票数 計 733180 的中 ��� 14604（13番人気）
3連単票数 計1141339 的中 ��� 3285（77番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―35．5―47．9―1：00．4―1：13．2―1：24．6―1：36．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F35．7

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

勝馬の
紹 介

ノーブルプラネット �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Monsun デビュー 2013．11．2 東京8着

2011．3．8生 牡3青鹿 母 ノーブルステラ 母母 Noble Pearl 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時50分に変更。
〔出走取消〕 ファイネストアワー号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 ナスセンプウ号・ヒラボクマキシム号・ホワイトレーヌ号・マイネルゲール号・マーメイドドレス号・

メドウヒルズ号
（非抽選馬） 2頭 スウィートレイラニ号・ブリージョ号
※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。

03041 2月17日 晴 不良 （26東京1）第4日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走13時00分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，馬齢重量
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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

611 プリサイスエース 牡3栗 56 松岡 正海井山 登氏 矢野 照正 新冠 芳住 鉄兵 484＋ 81：24．6 8．3�
12 サ ノ イ チ 牡3鹿 56 田辺 裕信ビジョンサラブレッドクラブ 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 458＋ 21：24．7� 2．1�
510 ニシノラピート 牝3栗 54 北村 宏司西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 466± 01：25．23 45．8�
11 � トータルヒート 牝3栗 54 浜中 俊 �キャロットファーム 平田 修 米 Shadai Corpo-

ration, LTD. 430－101：25．52 10．1�
815 シゲルオオスミ 牝3鹿 54 後藤 浩輝森中 蕃氏 松永 康利 日高 若林 武雄 452＋ 41：25．6クビ 48．0�
714 ヒマラヤタカコ 牝3栗 54 武士沢友治辻 大作氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 448－ 41：25．81� 9．4	
24 オメガベントレー 牡3栗 56 F．ベリー 原 	子氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム B450－ 81：25．9� 20．7


（愛）

612 マ リ カ 牝3栗 54 江田 照男�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 460－ 8 〃 ハナ 31．8�
59 ネイティヴコード 牝3鹿 54 蛯名 正義岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド B496－ 61：26．11
 8．5�
47 � チ ー フ テ ン 牡3鹿 56 丸田 恭介ケンレーシング組合 土田 稔 新ひだか 大典牧場 476＋ 41：26．2� 202．1
713 ユールドゥー 牡3鹿 56

55 ☆横山 和生小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 472－ 4 〃 クビ 280．1�
23 オーゴンボルト 牡3黒鹿56 吉田 豊永田 清男氏 畠山 吉宏 浦河 大西ファーム 498－ 41：26．3クビ 75．0�
36 サンバデジャネイロ 牝3黒鹿 54

51 ▲原田 和真�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 438± 0 〃 クビ 371．4�
816 スイートガーデン 牝3鹿 54 三浦 皇成田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 落合 一巳 468－ 81：27．25 13．8�
35 マリーズケイ 牝3鹿 54 柴田 大知冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田 陽介 474＋ 21：27．3� 8．6�
48 プリュヴィオーズ 牝3鹿 54 大庭 和弥�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 福田牧場 446－ 61：28．47 311．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，331，200円 複勝： 48，309，600円 枠連： 18，553，300円
馬連： 58，243，200円 馬単： 39，315，100円 ワイド： 31，751，300円
3連複： 85，434，100円 3連単： 146，748，600円 計： 455，686，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 240円 � 130円 � 890円 枠 連（1－6） 540円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 420円 �� 4，430円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 11，180円 3 連 単 ��� 65，290円

票 数

単勝票数 計 273312 的中 � 26176（2番人気）
複勝票数 計 483096 的中 � 46807（4番人気）� 157064（1番人気）� 9233（12番人気）
枠連票数 計 185533 的中 （1－6） 25736（1番人気）
馬連票数 計 582432 的中 �� 46557（4番人気）
馬単票数 計 393151 的中 �� 12252（7番人気）
ワイド票数 計 317513 的中 �� 20947（3番人気）�� 1641（44番人気）�� 4972（19番人気）
3連複票数 計 854341 的中 ��� 5642（39番人気）
3連単票数 計1467486 的中 ��� 1659（199番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．9―36．4―49．1―1：01．0―1：12．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリサイスエース �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 Deputy Commander デビュー 2013．10．13 東京1着

2011．2．2生 牡3栗 母 ム カ ラ フ ァ 母母 Courtroom Antics 6戦2勝 賞金 16，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時15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。



晴 不良 競走
（芝・左）

， 減
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
：
：

良
良

レッドルーファス 栗 G．ブノワ 東京ホースレーシング 藤沢 和雄 米 Charles
H. Wacker ：

（仏）

マイネルミラノ 栗 柴田 大知 サラブレッドクラブ
・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム B 〃 クビ

ミラクルルージュ 青鹿 内田 博幸 キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム ：
ブライトボーイ 鹿 吉田 豊古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 〃 クビ

ベルゲンクライ 北村 宏司大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社
大原ファーム ：

ティアップレーヴ 大野 拓弥田中 昇氏 高木 登 日高 大江牧場 〃 アタマ

チャペルプリンセス 栗 U．リスポリ有限会社シルク斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ：

（仏）

ピタゴラスコンマ 鹿 戸崎 圭太髙瀬 真尚氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ：
アディシオン 鹿 松岡 正海島川 利子氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 〃 アタマ

アンブリッジローズ 鹿 ☆横山 和生 キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ：
マクベスバローズ 黒鹿 後藤 浩輝猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ：
キンショーキラ 栗 ▲原田 和真礒野日出夫氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 ：
エーシンラピッド 鹿 大庭 和弥グリーンスウォード嶋田 潤 浦河 栄進牧場 〃 クビ

クリノタイコウ 鹿 丸田 恭介栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 中村 雅明 ： 大差

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム ： ： ： ：
コーナー
通過順位

F F

勝馬の
紹 介

レッドルーファス 父 Unbridled’s Song 母父 Giant’s Causeway
母 Oonagh Maccool 母母 Alidiva

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を
〔制裁〕 マイネルミラノ号の騎手柴田大知は，最後の直線コースでの御法（ の使用）
〔その他〕 クリノタイコウ号は，積雪による距離変更のため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※積雪の影響により2,000㍍（芝）を1,800㍍（芝）に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－ により以下の る馬とならなかった。

オリバーバローズ号・タイセイグルーヴィ号・ディーエスライダー号・ヘイローフォンテン号
タニセンヴォイス号

※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。

晴 不良 競走
（ダート・左）

， 減
本 賞 円 円 円 円 円 コースレコード

中央レコード
：
：

良
良

ヴィットリオドーロ 黒鹿 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 米 Yoshiyuki Ito ：

ゲルマンシチー 青 内田 博幸 友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 幌村牧場 ：
モントリヒト 栗 北村 宏司 社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 〃 クビ

ネオヴェリーブル 鹿 三浦 皇成小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ：

ホワイトフリート C．デムーロ キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 〃 ハナ
（伊）

トーセンセカイオー 鹿 横山 典弘島川 哉氏 松山 康久 新冠 秋田牧場 ： クビ

マイネルティンラン 栗 柴田 大知 サラブレッドクラブ
・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 〃 アタマ

トルバドゥール 栃栗 U．リスポリ キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 〃 ハナ
（仏）

マ ック スロノ 栗 F．ベリー 田所 英子氏 高柳 瑞樹 日高 天羽牧場 B ： クビ
（愛）

トニーポケット 鹿 G．ブノワ 藤田 浩一氏 矢作 芳人 新冠 ロイヤルファー
ム新冠支場 ：

（仏）

オパールパワー 江田 照男居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム B ：
ビービーアックス 鹿 ☆嶋田 純次 坂東牧場 手塚 貴久 新冠 中本牧場 〃 ハナ

メイショウブシドウ 青鹿 福永 祐一松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 ：
スカルラット 栃栗 横山 義行 日進牧場 矢野 照正 様似 スイートフアーム ：
レ ジ ア ー ネ 鹿 戸崎 圭太広尾レース 尾関 知人 浦河 中島牧場 ：
ウインベルカント 黒鹿 大野 拓弥 ウイン 清水 美波 新ひだか 原口牧場 ：

売 得 金
単勝： 複勝： 枠連：
馬連： 馬単： ワイド：

払戻金・
給付金

単 勝 複 勝 枠 連

馬 連 馬 単

ワ イ ド

票 数

単勝票数 計 的中
複勝票数 計 的中
枠連票数 計 的中
馬連票数 計 的中
馬単票数 計 的中
ワイド票数 計 的中

計 的中
計 的中

ハロンタイム

通過タイム ： ： ： ： ：
コーナー
通過順位

F F・
・

・
・

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヴィットリオドーロ 父 Medaglia d’Oro 母父 Afleet
母 Preeminence 母母 Agitation

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－ により以下の る馬とならなかった。

ニシノゲイナー号
※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。



03044 2月17日 晴 重 （26東京1）第4日 第9競走 ��1，400�
は る な

春 菜 賞
発走14時35分 （芝・左）

牝，3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000円
付 加 賞 490，000円 140，000円 70，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．6
1：19．0

良
良

24 ヤマノフェアリー 牝3鹿 54 U．リスポリ山住 勲氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 452－101：21．7 2．2�
（仏）

510 クリノコマチ 牝3栗 54 松岡 正海栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 442－ 21：21．91 27．8�
48 ミュゼリトルガール 牝3鹿 54 田辺 裕信髙橋 仁氏 大江原 哲 新冠 若林牧場 438＋10 〃 ハナ 8．1�
35 タイセイララバイ 牝3青鹿54 内田 博幸田中 成奉氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 468＋ 41：22．11 11．5�
59 イントロダクション 牝3栗 54 北村 宏司 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 432＋ 41：22．2� 4．2�
47 レッツサッチャー 牝3栗 54 岩田 康誠大湯 幸栄氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 478－ 4 〃 クビ 69．7	
713 ウエスタンメルシー 牝3鹿 54 後藤 浩輝西川 賢氏 松山 康久 新ひだか ウエスタンファーム 452＋ 2 〃 アタマ 121．5

11 イマスグキスミー 牝3黒鹿54 蛯名 正義�ビリオンスター矢野 英一 千歳 社台ファーム 450－101：22．3� 9．0�
12 ス ー リ ー ル 牝3鹿 54 大野 拓弥�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446＋ 61：22．4� 75．1
36 シニョリーナ 牝3青鹿54 江田 照男髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 小島牧場 B458－ 41：22．61� 18．5�
816 ハッピーベリンダ 牝3鹿 54 浜中 俊窪田 康志氏 菊沢 隆徳 新ひだか 城地 清満 450± 01：22．81 22．2�
815 ヴァンデミエール 牝3鹿 54 津村 明秀�ミルファーム 斎藤 誠 新冠 ビッグレッドファーム 432－ 61：22．9� 263．0�
714 シゲルトオトウミ 牝3栗 54 石橋 脩森中 蕃氏 武市 康男 浦河 鎌田 正嗣 438－ 61：23．11� 116．5�
612 カ ッ テ 牝3黒鹿54 田中 勝春田中 春美氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 452－ 21：23．31� 56．0�
611 ブルーボサノヴァ 牝3栗 54 G．ブノワ �ブルーマネジメント和田 雄二 新冠 川上牧場 B474± 01：24．04 126．0�

（仏）

23 エクスペリエンス 牝3栗 54 横山 典弘市川 義美氏 鹿戸 雄一 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 376－ 61：24．42� 46．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 42，276，400円 複勝： 63，542，000円 枠連： 23，172，400円
馬連： 95，358，400円 馬単： 60，005，400円 ワイド： 44，354，700円
3連複： 128，668，500円 3連単： 245，794，800円 計： 703，172，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 150円 � 560円 � 250円 枠 連（2－5） 440円

馬 連 �� 3，140円 馬 単 �� 4，140円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 530円 �� 2，300円

3 連 複 ��� 6，890円 3 連 単 ��� 30，690円

票 数

単勝票数 計 422764 的中 � 157110（1番人気）
複勝票数 計 635420 的中 � 151936（1番人気）� 22277（8番人気）� 64446（4番人気）
枠連票数 計 231724 的中 （2－5） 39502（1番人気）
馬連票数 計 953584 的中 �� 22462（11番人気）
馬単票数 計 600054 的中 �� 10704（15番人気）
ワイド票数 計 443547 的中 �� 8527（15番人気）�� 22352（4番人気）�� 4521（25番人気）
3連複票数 計1286685 的中 ��� 13796（21番人気）
3連単票数 計2457948 的中 ��� 5911（79番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．3―47．1―58．3―1：09．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマノフェアリー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2014．1．5 京都2着

2011．3．12生 牝3鹿 母 ベネンシアドール 母母 フェアリードール 3戦2勝 賞金 17，690，000円
〔制裁〕 ヤマノフェアリー号の騎手U．リスポリは，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50，000円。（被害馬：5番）
※ヴァンデミエール号・ヤマノフェアリー号は，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。

03045 2月17日 晴 重 （26東京1）第4日 第10競走 ��
��2，400�

そうしゅん

早春ステークス
発走15時10分 （芝・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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000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
2：22．1
2：22．1

良
良

45 プロモントーリオ 牡4鹿 56 F．ベリー 水上 行雄氏 萩原 清 日高 道見牧場 490＋ 42：26．7 4．0�
（愛）

56 クイーンオリーブ 牝6青鹿55 後藤 浩輝有限会社シルク牧 光二 浦河 杵臼牧場 474－ 2 〃 クビ 6．3�
11 クリールカイザー 牡5栗 57 吉田 豊横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 484－ 22：26．8クビ 4．7�
68 マイネルメダリスト 牡6鹿 57 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 新冠伊藤牧場 B498－ 22：27．33 8．5�
710� レオプログレス 牡9青 57 北村 宏司�レオ 萱野 浩二 様似 清水 誠一 466－ 42：27．51	 24．8�
69 コスモユッカ 牡5鹿 57 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 和田正一郎 新ひだか 中村 和夫 488－ 42：27．6	 7．1

711 ネオブラックダイヤ 牡6青鹿57 三浦 皇成小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500－ 22：27．92 85．3�
44 シンボリボルドー 牡7鹿 57 木幡 初広シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 464± 02：28．43 184．7�
22 アップルジャック 牡6黒鹿57 武 豊藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 526＋ 82：28．82	 46．1
33 トーセンハルカゼ 牡4鹿 56 松岡 正海島川 �哉氏 鈴木 康弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 496＋ 82：29．54 4．6�
812 スーサングレート 牡6栗 57 浜中 俊林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B516± 02：30．99 15．4�
57 ポールアックス 
8鹿 57 G．ブノワ 山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 528＋162：31．21� 60．0�

（仏）

（12頭）
813 シャドウバンガード 牡5黒鹿57 戸崎 圭太飯塚 知一氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 36，343，400円 複勝： 74，996，700円 枠連： 30，762，900円
馬連： 111，476，200円 馬単： 62，147，000円 ワイド： 47，494，700円
3連複： 147，030，900円 3連単： 267，355，400円 計： 777，607，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 200円 � 160円 枠 連（4－5） 1，500円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，570円

ワ イ ド �� 530円 �� 410円 �� 670円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ��� 12，010円

票 数

単勝票数 差引計 363434（返還計 8288） 的中 � 71886（1番人気）
複勝票数 差引計 749967（返還計 10224） 的中 � 138494（1番人気）� 92568（4番人気）� 130359（2番人気）
枠連票数 差引計 307629（返還計 1252） 的中 （4－5） 15192（8番人気）
馬連票数 差引計1114762（返還計 82829） 的中 �� 55226（4番人気）
馬単票数 差引計 621470（返還計 46283） 的中 �� 17897（7番人気）
ワイド票数 差引計 474947（返還計 21424） 的中 �� 22094（6番人気）�� 30432（2番人気）�� 16764（11番人気）
3連複票数 差引計1470309（返還計160641） 的中 ��� 49332（5番人気）
3連単票数 差引計2673554（返還計292316） 的中 ��� 16431（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．4―23．7―35．6―47．9―1：00．1―1：12．7―1：25．5―1：38．3―1：50．9―2：02．5―2：14．3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

プロモントーリオ �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．10．7 東京2着

2010．4．26生 牡4鹿 母 モエレプロミネンス 母母 ト コ ピ ジ ャ 12戦4勝 賞金 59，634，000円
〔出走取消〕 シャドウバンガード号は，疾病〔輸送熱〕のため出走取消。
※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。



03046 2月17日 晴 重 （26東京1）第4日 第11競走 ��
��1，600�第64回東 京 新 聞 杯（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左）
4歳以上；負担重量は，日本馬：56�，牝馬2�減，収得賞金3，000万円超過馬は超過
額2，000万円毎1�増，�：56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�
増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

中日新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 581，000円 166，000円 83，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．3
1：30．7

良
良

47 ホエールキャプチャ 牝6芦 57 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 482＋ 41：33．2 20．6�
611 エキストラエンド 牡5鹿 56 C．デムーロ �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 470－ 21：33．41 5．3�

（伊）

612 ク ラ レ ン ト 牡5栗 57 川田 将雅前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント 500＋ 4 〃 アタマ 7．5�
713 コ デ ィ ー ノ 牡4黒鹿56 U．リスポリ �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 490＋ 8 〃 クビ 4．2�

（仏）

12 サトノギャラント 牡5黒鹿56 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 506＋ 81：33．5クビ 6．1�
35 レ イ カ ー ラ 牝5鹿 54 石橋 脩下河辺隆行氏 堀 宣行 日高 下河辺牧場 448＋ 4 〃 クビ 16．4	
59 サクラゴスペル 牡6黒鹿57 横山 典弘
さくらコマース尾関 知人 新ひだか 山田牧場 484＋ 81：33．6	 22．4�
714 エールブリーズ 牡4青鹿56 戸崎 圭太 �社台レースホース
島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516＋ 81：33．7	 29．9�
23 セイクリッドセブン 牡7栗 56 田辺 裕信 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488＋18 〃 クビ 211．9
510 ショウナンマイティ 牡6青鹿57 浜中 俊国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 矢野牧場 500＋ 21：33．8	 4．5�
815 ヴィルシーナ 牝5青 56 内田 博幸佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：34．43	 20．6�
11 ラインブラッド 牡8栗 56 岩田 康誠大澤 繁昌氏 領家 政蔵 静内 シンボリ牧場 510－ 21：34．61� 268．4�
48 レッドスパーダ 牡8鹿 58 G．ブノワ 
東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 B530＋ 21：34．7	 17．5�

（仏）

36 コスモセンサー 牡7栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 川越ファーム 518＋ 41：35．87 99．2�
（14頭）

24 サトノシュレン 牡6黒鹿56 武 豊里見 治氏 村山 明 浦河 昭和牧場 ― （出走取消）

816 リルダヴァル 牡7栗 56 三浦 皇成 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 132，105，600円 複勝： 231，932，700円 枠連： 90，342，600円
馬連： 469，863，200円 馬単： 231，385，300円 ワイド： 187，733，600円
3連複： 739，093，600円 3連単： 1，383，173，600円 計： 3，465，630，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，060円 複 勝 � 540円 � 230円 � 230円 枠 連（4－6） 1，490円

馬 連 �� 6，710円 馬 単 �� 16，010円

ワ イ ド �� 2，220円 �� 2，130円 �� 640円

3 連 複 ��� 12，170円 3 連 単 ��� 96，300円

票 数

単勝票数 計1321056 的中 � 50718（8番人気）
複勝票数 計2319327 的中 � 97307（9番人気）� 284581（5番人気）� 289714（4番人気）
枠連票数 計 903426 的中 （4－6） 44874（7番人気）
馬連票数 計4698632 的中 �� 51749（33番人気）
馬単票数 計2313853 的中 �� 10668（70番人気）
ワイド票数 計1877336 的中 �� 20212（32番人気）�� 21113（31番人気）�� 77610（6番人気）
3連複票数 計7390936 的中 ��� 44840（54番人気）
3連単票数 計13831736 的中 ��� 10601（383番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．1―11．9―12．0―11．3―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．1―34．2―46．1―58．1―1：09．4―1：20．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホエールキャプチャ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．7．3 函館2着

2008．2．24生 牝6芦 母 グローバルピース 母母 エミネントガール 22戦7勝 賞金 482，542，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔出走取消〕 サトノシュレン号・リルダヴァル号は，疾病〔輸送熱〕のため出走取消。
※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 スエズ号
※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。

03047 2月17日 晴 不良 （26東京1）第4日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系4歳以上

発走16時25分 （ダート・左）
1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．9
1：21．5

不良
不良

36 ダンディーレイ 牡4栗 57 江田 照男 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 藤原牧場 482＋ 21：23．3 7．1�
612 ノ ウ レ ッ ジ 牡4鹿 57 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504＋ 8 〃 クビ 4．6�
24 ラヴィアンクレール 牡6黒鹿57 C．デムーロ �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 460＋ 21：23．51 6．6�

（伊）

12 ヴィンテージイヤー 牡5鹿 57 福永 祐一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 浦河 日進牧場 B518－ 4 〃 クビ 4．6�

611 ゲマインシャフト 牡4鹿 57 松岡 正海丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 494＋ 41：23．6� 36．8	
48 ジャーグラット 牡6栗 57 三浦 皇成本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 434－14 〃 ハナ 22．7

35 ミヤビリファイン 牡5青鹿57 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 新ひだか 高橋 修 506－ 61：23．81	 26．1�
23 サルバドールハクイ 牡4鹿 57 石橋 脩則武 輝一氏 相沢 郁 浦河 北俣ファーム B462＋ 61：24．01
 8．8�
713 ラブリースター 牝5栃栗55 武 豊長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 468－ 21：24．2� 16．9
816 バーチャルトラック 牡6鹿 57 後藤 浩輝宮﨑 冴子氏 藤原 辰雄 新冠 田上 光征 B462＋ 61：24．3� 39．5�
47 オリオンザプラズマ 牡4栗 57 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 有限会社石川牧場 460－ 81：24．62 26．9�
815 ヘアーオブザドッグ 牡5鹿 57 F．ベリー 平賀 久枝氏 鈴木 康弘 浦河 鎌田 正嗣 520－ 4 〃 クビ 8．5�

（愛）

714 タ プ ロ ー ム 牝4鹿 55 柴田 大知�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 室田 千秋 490－121：24．7クビ 98．5�
510 タイセイワイルド 牡7鹿 57 田中 勝春田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 484－ 81：24．8	 49．4�
11 カゼノサファイア 牝4青 55 村田 一誠深井 孟氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 462＋ 21：25．75 201．1�
59 � トーホウペガサス 牡7鹿 57 北村 宏司東豊物産� 古賀 史生 日高 竹島 幸治 500－ 41：26．12	 28．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 52，120，500円 複勝： 91，297，300円 枠連： 44，798，700円
馬連： 183，883，100円 馬単： 77，127，400円 ワイド： 72，397，700円
3連複： 226，574，200円 3連単： 379，985，000円 計： 1，128，183，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 230円 � 180円 � 230円 枠 連（3－6） 1，680円

馬 連 �� 2，430円 馬 単 �� 5，120円

ワ イ ド �� 820円 �� 880円 �� 510円

3 連 複 ��� 4，900円 3 連 単 ��� 34，670円

票 数

単勝票数 計 521205 的中 � 57929（4番人気）
複勝票数 計 912973 的中 � 103796（3番人気）� 149372（2番人気）� 100695（4番人気）
枠連票数 計 447987 的中 （3－6） 19766（9番人気）
馬連票数 計1838831 的中 �� 59655（7番人気）
馬単票数 計 771274 的中 �� 11132（15番人気）
ワイド票数 計 723977 的中 �� 21301（7番人気）�� 19756（8番人気）�� 37129（2番人気）
3連複票数 計2265742 的中 ��� 34133（8番人気）
3連単票数 計3799850 的中 ��� 8090（72番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．6―47．9―59．6―1：10．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンディーレイ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．9．30 中山5着

2010．3．27生 牡4栗 母 グローバルソング 母母 グロリアスバラッド 15戦3勝 賞金 36，850，000円
〔制裁〕 ダンディーレイ号の騎手江田照男は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 シルバーレイショウ号
（非抽選馬） 4頭 フランキンセンス号・プリティーキャロル号・フロリダブルー号・リベルタドーレス号
※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。



（26東京1）第4日 2月17日（月曜日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

不良後重
不良

競走回数 11回 出走頭数 166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

231，630，000円
2，080，000円
6，270，000円
1，930，000円
21，290，000円
65，333，000円
4，554，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
428，923，300円
765，387，200円
306，032，200円
1，215，277，300円
655，306，800円
543，631，900円
1，761，906，800円
3，093，768，900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
計 8，770，234，400円

総入場人員 14，815名 （有料入場人員 14，261名）
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