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03049 2月11日 晴 良 （29東京1）第5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）
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

510 ゴールドヴィグラス 牝3栗 54 北村 宏司居城 寿与氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム 482－ 61：25．7 3．4�
35 � ブランメジェール 牝3芦 54 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 米 White Fox
Farm 466＋101：25．91� 7．9�

12 � ラグプリンセス 牝3鹿 54 横山 典弘吉田 和子氏 金成 貴史 米 Northwest
Farms LLC 484－ 61：26．64 6．0�

59 ディスカバー 牡3鹿 56 田中 勝春村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 468－ 21：26．7クビ 30．5�
713 トモジャプリマ 牝3黒鹿54 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前谷 武志 444－ 61：27．23 16．7�
23 カシノワンパンチ 牡3鹿 56 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 新ひだか 前川 隆則 468－ 21：27．41� 22．9	
47 ジュングレイド 牡3栗 56 石橋 脩河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 452－ 21：27．5� 9．4

11 マ ッ タ ナ シ 牡3栗 56 柴山 雄一芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 久保 秀雄 B476± 01：27．82 9．1�
48 � ライバーバード 牡3芦 56 C．ルメール 馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Marablue

Farm, LLC B486± 0 〃 アタマ 3．8�
36 ド ゥ ー ブ ル 	3芦 56 吉原 寛人ヒダカファーム竹内 正洋 浦河 ヒダカフアーム B478－ 81：27．9� 193．4�

（川崎）

24 キ テ ィ ウ ス 牡3鹿 56
55 ☆石川裕紀人�ノースヒルズ 和田正一郎 浦河 中神牧場 484＋101：28．11 46．7�

714 カンパニリズモ 	3栗 56 松岡 正海松本 俊廣氏 小野 次郎 新冠 タニグチ牧場 468＋ 21：28．73� 86．6�
815� セイクリッドサイト 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎 K.S．ヤップ氏 国枝 栄 英 Raffles Dancers
（NZ）Pty Ltd 506＋12 〃 クビ 170．9�

816 アルファリンクス 牡3青鹿56 内田 博幸�貴悦 畠山 吉宏 新冠 石郷岡 雅樹 464＋ 41：29．44 158．0�
612 ディアヒメノカリス 牝3青鹿54 江田 照男ディアレストクラブ� 菊川 正達 新ひだか 田湯牧場 B466＋101：29．5クビ 219．8�
611 ハーモニームジーク 	3芦 56

54 △木幡 巧也日下部勝德氏 黒岩 陽一 日高 道見牧場 474＋ 61：30．03 275．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，987，000円 複勝： 54，128，800円 枠連： 18，692，400円
馬連： 72，635，100円 馬単： 34，727，300円 ワイド： 45，550，200円
3連複： 101，308，500円 3連単： 122，266，600円 計： 479，295，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 260円 � 190円 枠 連（3－5） 1，590円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，540円

ワ イ ド �� 550円 �� 420円 �� 960円

3 連 複 ��� 2，530円 3 連 単 ��� 14，090円

票 数

単勝票数 計 299870 的中 � 69146（1番人気）
複勝票数 計 541288 的中 � 139895（1番人気）� 42820（6番人気）� 65642（3番人気）
枠連票数 計 186924 的中 （3－5） 9063（5番人気）
馬連票数 計 726351 的中 �� 39432（4番人気）
馬単票数 計 347273 的中 �� 10224（8番人気）
ワイド票数 計 455502 的中 �� 21234（6番人気）�� 29322（2番人気）�� 11511（13番人気）
3連複票数 計1013085 的中 ��� 29986（5番人気）
3連単票数 計1222666 的中 ��� 6291（31番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．8―13．0―12．5―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．1―34．9―47．9―1：00．4―1：12．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドヴィグラス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ロイヤルアカデミーⅡ デビュー 2017．1．21 中山3着

2014．4．18生 牝3栗 母 ロイヤルウェーブ 母母 シヤダイウエーブ 2戦1勝 賞金 6，500，000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。
（非抽選馬） 3頭 ガッテンパートナー号・タニセンジュピター号・レーヴァンドール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

03050 2月11日 晴 良 （29東京1）第5日 第2競走 ��
��2，100�サラブレッド系3歳

発走10時40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
2：06．7
2：05．9

良
良

714 ロ ジ バ レ ー 牡3鹿 56 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 508－ 42：15．3 1．4�
47 ト ラ ネ コ 牡3黒鹿56 吉原 寛人桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 中本 隆志 444± 02：15．4� 9．6�

（川崎）

816 アイヅヒリュウ 牡3鹿 56
54 △木幡 巧也真部 晴德氏 小笠 倫弘 新ひだか 佐竹 学 486－ 22：17．1大差 9．5�

612 マスカレードシチー 牡3青鹿56 柴田 大知 �友駿ホースクラブ 和田 雄二 浦河 桑田牧場 B484－ 22：17．2クビ 83．2�
12 シチテンハッキ 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎 H.F Association 高橋 祥泰 新ひだか 大典牧場 448－ 22：17．73 29．2�
35 ベルウッドデナリ 牡3黒鹿56 大野 拓弥鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 492± 02：18．23 24．1	
510 グッドフェローズ 牡3栗 56 C．ルメール 石川 眞実氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 508＋ 22：18．3� 10．1

23 ルートフォーミー 牝3黒鹿54 柴山 雄一前田 晋二氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440± 02：18．4� 48．9�
713 サウンドベティ 牝3鹿 54 蛯名 正義増田 雄一氏 水野 貴広 新冠 新冠伊藤牧場 436－ 6 〃 ハナ 34．0�
36 ディーエスレイダー 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹秋谷 壽之氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 450－ 42：18．61	 274．8
815 ペドラプレシオーザ 牡3鹿 56 江田 照男内藤 好江氏 菅原 泰夫 日高 中館牧場 442－ 42：19．87 234．2�
59 ケイツールピー 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹楠本 勝美氏 柴田 政人 新冠 柏木 一則 422± 0 〃 ハナ 254．8�
11 サ ラ ノ ア 牝3黒鹿 54

53 ☆長岡 禎仁加藤 光淑氏 小島 茂之 新ひだか 木村 秀則 428－ 42：20．22� 81．4�
611 アーネストホープ 牡3栗 56 松岡 正海 �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 488－ 22：21．15 60．9�
24 ダンスアラウンド 牡3鹿 56 田辺 裕信 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 536＋ 2 〃 クビ 11．3�
48 ウインドブリバティ 
3黒鹿56 津村 明秀�木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 526－ 22：23．0大差 176．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，100，500円 複勝： 120，910，200円 枠連： 15，402，000円
馬連： 60，421，500円 馬単： 38，053，900円 ワイド： 40，447，700円
3連複： 86，958，700円 3連単： 134，759，100円 計： 527，053，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 160円 � 160円 枠 連（4－7） 550円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 250円 �� 220円 �� 640円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 2，980円

票 数

単勝票数 計 301005 的中 � 161614（1番人気）
複勝票数 計1209102 的中 � 912004（1番人気）� 57116（3番人気）� 59964（2番人気）
枠連票数 計 154020 的中 （4－7） 21530（2番人気）
馬連票数 計 604215 的中 �� 88424（2番人気）
馬単票数 計 380539 的中 �� 41300（2番人気）
ワイド票数 計 404477 的中 �� 44116（2番人気）�� 51818（1番人気）�� 13510（8番人気）
3連複票数 計 869587 的中 ��� 65753（1番人気）
3連単票数 計1347591 的中 ��� 32781（5番人気）

ハロンタイム 7．3―11．5―12．9―12．7―12．5―12．6―12．8―13．1―13．5―13．1―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900�
7．3―18．8―31．7―44．4―56．9―1：09．5―1：22．3―1：35．4―1：48．9―2：02．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F39．9
1
3
・（2，14）（7，10，11，12）（1，16）（4，15）（6，9）8，5（3，13）・（2，14）12（7，11）16（1，10，15）4－（9，5，8）（6，13）＝3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロ ジ バ レ ー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．12．23 中山3着

2014．2．2生 牡3鹿 母 フレンチバレリーナ 母母 バレークイーン 3戦1勝 賞金 8，800，000円
〔制裁〕 ペドラプレシオーザ号の調教師菅原泰夫は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

ベルウッドデナリ号の騎手大野拓弥は，4コーナーで外側に斜行したことについて平成29年2月18日から平成29年2月26日
まで騎乗停止。（被害馬：15番・8番・13番）
トラネコ号の騎手吉原寛人は，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：12番）
ケイツールピー号の騎手菊沢一樹は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：6番）

〔その他〕 ウインドブリバティ号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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） 1頭 ヤマニンリュネビル号
（非抽選馬） 4頭 イーゼル号・コスモカンナム号・シンパンジャ号・バトルオスカー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第１回 東京競馬 第５日



03051 2月11日 晴 良 （29東京1）第5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）
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
1：33．8
1：33．3

重
良

34 ライデンバローズ 牡3芦 56 浜中 俊猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富菜牧場 524 ―1：40．5 3．3�
69 ハイアーグラウンド 牡3鹿 56 北村 宏司小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 494 ― 〃 アタマ 11．8�
22 エターナルフレイム 牡3栗 56 岩田 康誠岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 折手牧場 524 ―1：40．81� 4．0�
11 クインズダルビー 牡3鹿 56 嘉藤 貴行亀田 和弘氏 奥平 雅士 新ひだか 村上牧場 464 ―1：41．12 92．6�
33 ウノピアットブリオ �3栗 56 C．ルメール 山本 英俊氏 藤沢 和雄 平取 坂東牧場 492 ―1：41．2クビ 7．2�
712 サーロンドン 牡3青鹿56 内田 博幸窪田 芳郎氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 468 ―1：41．3	 14．3	
57 デルマカゼタチヌ 牝3栗 54 吉田 豊浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 450 ―1：41．4� 45．8

610 ヒシデルマー 牡3黒鹿 56

54 △木幡 巧也阿部 雅英氏 牧 光二 新冠 カミイスタット 532 ―1：41．6	 14．0�
814 ポップアップスター 牡3青鹿56 田辺 裕信 �社台レースホース金成 貴史 千歳 社台ファーム 542 ―1：41．7� 9．5
45 レイズアチアー 牡3栗 56 吉原 寛人岡田 壮史氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 510 ―1：42．23 38．4�

（川崎）

46 ポイントオブエイム 牡3青鹿56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 築紫 洋 468 ―1：42．3� 75．7�
813 チケットトゥライド 牡3鹿 56 石橋 脩松岡 研司氏 大和田 成 日高 宝寄山 忠則 496 ―1：44．1大差 8．7�
711 トーホウエネロ 牝3黒鹿54 蛯名 正義東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 450 ―1：45．710 26．1�
58 デルマプレイバック 牝3栃栗54 田中 勝春浅沼 廣幸氏 田中 剛 日高 ファニーヒルファーム 460 ―1：47．310 63．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 27，548，800円 複勝： 35，430，000円 枠連： 21，900，300円
馬連： 55，772，300円 馬単： 29，349，500円 ワイド： 34，619，500円
3連複： 71，137，500円 3連単： 89，112，000円 計： 364，869，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 250円 � 160円 枠 連（3－6） 740円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 2，680円

ワ イ ド �� 570円 �� 270円 �� 810円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 10，500円

票 数

単勝票数 計 275488 的中 � 65487（1番人気）
複勝票数 計 354300 的中 � 81192（1番人気）� 28997（5番人気）� 57015（2番人気）
枠連票数 計 219003 的中 （3－6） 22829（3番人気）
馬連票数 計 557723 的中 �� 25319（5番人気）
馬単票数 計 293495 的中 �� 8187（7番人気）
ワイド票数 計 346195 的中 �� 14791（5番人気）�� 37111（1番人気）�� 9977（8番人気）
3連複票数 計 711375 的中 ��� 26881（2番人気）
3連単票数 計 891120 的中 ��� 6148（12番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．9―12．6―13．0―12．7―13．0―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―35．2―47．8―1：00．8―1：13．5―1：26．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．7―3F39．7
3 8，10（2，13）（7，4，9）（1，12）5（6，14）（3，11） 4 10（8，13）（2，4，9）7，1（12，14）（6，5）（3，11）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ライデンバローズ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ブラックホーク 初出走

2014．3．10生 牡3芦 母 クーヴェルチュール 母母 ヒカリクリスタル 1戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕 ハイアーグラウンド号の騎手北村宏司は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマプレイバック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年3月11日まで平

地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

03052 2月11日 晴 良 （29東京1）第5日 第4競走 ��2，400�サラブレッド系3歳
発走11時40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
2：22．1
2：22．1

良
良

47 サーレンブラント 牡3鹿 56 岩田 康誠窪田 芳郎氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 458－ 22：27．6 31．4�
713 トータルソッカー 牡3栗 56

54 △井上 敏樹渡邊 隆氏 尾形 充弘 新ひだか 真歌田中牧場 496－ 22：28．02� 11．3�
23 トモジャバルジャン 牡3栗 56 北村 宏司吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 矢野牧場 508± 02：28．1� 15．3�
35 マイネルクラース 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 42：28．2クビ 11．8�
59 イタリアンホワイト 牝3芦 54 津村 明秀 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 8 〃 ハナ 76．4	
815 ニシノオラクル 牡3栗 56 吉田 豊西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 ガーベラパー

クスタツド 450± 02：28．3� 32．4

612 クリップスプリンガ 牡3鹿 56 田中 勝春山下 良子氏 的場 均 新冠 ヤマタケ牧場 432＋ 62：28．93� 21．8�
12 ブリッツシュラーク 牡3芦 56 C．ルメール�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478＋ 22：29．11� 1．7�
714 パーマネンスグロウ 牡3青鹿 56

54 △木幡 巧也吉田 照哉氏 牧 光二 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452－ 22：29．73� 76．0

36 シャトウチョウサン 牝3鹿 54 柴山 雄一�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 448＋ 22：30．02 238．2�
816 ヘラクレスバイオ 牡3黒鹿56 吉原 寛人バイオ� 奥平 雅士 平取 清水牧場 450－ 2 〃 ハナ 30．9�

（川崎）

510 メイプルストロング 牡3鹿 56 柴田 善臣節 英司氏 高市 圭二 平取 スガタ牧場 510＋ 62：30．74 6．3�
24 エディフィス 牝3鹿 54

53 ☆石川裕紀人吉田 勝己氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 454＋ 62：31．55 10．3�
48 コースタルブルー 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎 �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 454± 02：31．6クビ 241．9�
11 バ シ ョ ウ 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 418－ 62：34．4大差 128．3�
611 ノーザンスピード 牡3黒鹿56 小野寺祐太吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 526 ―2：40．8大差 89．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，569，000円 複勝： 64，228，800円 枠連： 19，026，100円
馬連： 71，004，900円 馬単： 39，400，200円 ワイド： 49，678，900円
3連複： 99，462，300円 3連単： 136，682，400円 計： 516，052，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，140円 複 勝 � 1，010円 � 400円 � 530円 枠 連（4－7） 12，750円

馬 連 �� 18，730円 馬 単 �� 50，080円

ワ イ ド �� 5，020円 �� 5，050円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 66，070円 3 連 単 ��� 544，470円

票 数

単勝票数 計 365690 的中 � 9311（9番人気）
複勝票数 計 642288 的中 � 15719（10番人気）� 45397（4番人気）� 32338（6番人気）
枠連票数 計 190261 的中 （4－7） 1156（28番人気）
馬連票数 計 710049 的中 �� 2938（42番人気）
馬単票数 計 394002 的中 �� 590（87番人気）
ワイド票数 計 496789 的中 �� 2526（40番人気）�� 2513（41番人気）�� 7795（15番人気）
3連複票数 計 994623 的中 ��� 1129（124番人気）
3連単票数 計1366824 的中 ��� 182（812番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．7―12．2―12．2―12．6―13．0―12．3―11．9―11．8―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―23．9―36．6―48．8―1：01．0―1：13．6―1：26．6―1：38．9―1：50．8―2：02．6―2：15．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サーレンブラント �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Quiet American デビュー 2016．12．17 中山14着

2014．3．7生 牡3鹿 母 ブライトアバンダンス 母母 Quality Gift 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バショウ号・ノーザンスピード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年3月11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。
（非抽選馬） 5頭 グラスセレーネ号・コスモエアターン号・テイエムシャッフル号・バラダガール号・ブラックヘルト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



03053 2月11日 晴 良 （29東京1）第5日 第5競走 ��
��1，600�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
1：31．3
1：30．7

良
良

816 マ ン ハ イ ム 牝3栗 54 津村 明秀 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 426 ―1：35．0 30．2�
24 レ ロ ー ヴ 牝3鹿 54

52 △木幡 巧也今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 480－ 41：35．21� 14．0�
23 ベイビーステップ 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎大塚Ry’sCLUB 菊川 正達 浦河 杵臼牧場 480＋ 21：35．51� 11．7�
713 ジャンティオム 牡3栗 56 横山 典弘髙橋 貴士氏 尾関 知人 新ひだか チャンピオンズファーム 498－ 61：35．6� 21．7�
36 ダークプリンセス 牝3青鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 416＋101：35．81 5．6�
815 ジェイケイオジョウ 牝3鹿 54 戸崎 圭太小谷野次郎氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 460＋ 2 〃 ハナ 3．5	
47 	 リ モ ン デ ィ 牡3鹿 54 内田 博幸吉田 和美氏 木村 哲也 豪 Ramsey Pas-

toral Co Pty Ltd 516± 01：35．9� 11．7

612 ニシノスマッシュ 牡3黒鹿56 田辺 裕信西山 茂行氏 田村 康仁 新冠 村上 欽哉 428－ 21：36．0� 9．1�
48 	 コスモペリドット 牡3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新 Chouxmaani In-

vestments Ltd 450± 01：36．1
 18．3�
611 シングンマイケル 牡3鹿 56 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 454－ 21：36．2クビ 3．9
714 エフティリンダ 牝3鹿 54 蛯名 正義吉野 英子氏 粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 446＋ 61：36．41
 90．1�
59 アグリツーリスモ 牡3栗 56

55 ☆長岡 禎仁 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 454＋ 21：36．71� 135．6�
12 ビレッジマウンテン 牡3栗 56 岩田 康誠村山 輝雄氏 土田 稔 むかわ 市川牧場 514＋161：36．8� 99．3�
35 サ ン ク ラ ラ 牝3栗 54 大野 拓弥�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか 三宅牧場 434－ 41：37．54 46．1�
510 コスモミュート 牝3青鹿54 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 矢野 英一 新冠 ビッグレッドファーム 408＋101：37．6
 195．7�
11 テイエムスイング 牡3栗 56 岩部 純二竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 バンブー牧場 440＋ 81：38．13 373．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，336，900円 複勝： 54，168，400円 枠連： 25，355，200円
馬連： 81，530，600円 馬単： 36，081，100円 ワイド： 51，653，500円
3連複： 104，970，100円 3連単： 124，049，700円 計： 515，145，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，020円 複 勝 � 930円 � 360円 � 420円 枠 連（2－8） 1，100円

馬 連 �� 20，050円 馬 単 �� 45，710円

ワ イ ド �� 6，110円 �� 6，850円 �� 2，120円

3 連 複 ��� 78，490円 3 連 単 ��� 702，620円

票 数

単勝票数 計 373369 的中 � 9874（10番人気）
複勝票数 計 541684 的中 � 14114（10番人気）� 42424（5番人気）� 35112（6番人気）
枠連票数 計 253552 的中 （2－8） 17766（5番人気）
馬連票数 計 815306 的中 �� 3150（46番人気）
馬単票数 計 360811 的中 �� 592（98番人気）
ワイド票数 計 516535 的中 �� 2167（49番人気）�� 1929（53番人気）�� 6392（26番人気）
3連複票数 計1049701 的中 ��� 1003（163番人気）
3連単票数 計1240497 的中 ��� 128（1174番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．4―11．7―12．2―11．6―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．4―34．8―46．5―58．7―1：10．3―1：22．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マ ン ハ イ ム �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Acatenango 初出走

2014．4．4生 牝3栗 母 マ ン デ ラ 母母 Mandellicht 1戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ベストティアーズ号

03054 2月11日 晴 良 （29東京1）第5日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳

発走13時00分 （芝・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
1：19．6
1：19．0

良
良

47 ファンタジステラ 牡3鹿 56 浜中 俊 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 426－ 61：22．3 8．6�
815 ウィンドライジズ 牡3鹿 56

54 △木幡 巧也平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 454－ 21：22．4� 23．0�
59 ボーダーオブライフ 牡3鹿 56 戸崎 圭太片山 晃氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 490－ 41：22．61� 15．6�
611 ワイナルダム 牡3青鹿56 津村 明秀 �コスモヴューファーム 水野 貴広 青森 大前 典男 454± 0 〃 ハナ 43．4�
12 ハ ウ メ ア 牝3栗 54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 458－ 2 〃 ハナ 13．8	
36 ニシノストーリー 牝3黒鹿54 松岡 正海西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 村上 欽哉 402± 01：22．7	 18．2

714
 トリリオネア 牡3鹿 56 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 英 Darley 458－ 2 〃 クビ 3．2�
713 ロ ジ ベ ス ト 牡3黒鹿56 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか チャンピオンズファーム 490＋ 4 〃 アタマ 13．8�
11 クリノヤマトノオー 牡3鹿 56 岩田 康誠栗本 守氏 高橋 義忠 新ひだか 西村 和夫 448－ 61：22．8	 27．3
48 モ ザ イ ク 牡3黒鹿56 R．ムーア 吉田 和美氏 奥村 豊 新ひだか 本桐牧場 438＋ 8 〃 ハナ 7．4�

（英）

24 
 サ リ ネ ロ 牝3黒鹿54 C．ルメール 吉田 和美氏 中川 公成 米
Gaines－Gentry TBs, John
Hardy, Olin Gentry, Jude
Thompson & Thomas Gai

488－ 4 〃 ハナ 4．0�
816 イノバティブ 牡3鹿 56

55 ☆石川裕紀人畑佐 博氏 相沢 郁 浦河 富田牧場 440－ 21：22．9クビ 49．4�
23 フ ィ ネ ス 牝3青鹿54 石橋 脩落合 幸弘氏 斎藤 誠 新ひだか 下屋敷牧場 418－ 61：23．32� 111．1�
510 サウンディングベル 牡3黒鹿56 勝浦 正樹伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 426－ 6 〃 クビ 169．4�
612 イエローマジック 牡3芦 56 田辺 裕信村井 良孝氏 小島 茂之 日高 新井 昭二 448＋ 21：23．51� 26．4�
35 ル ミ ノ ー ザ 牝3黒鹿54 大野 拓弥河村 祥史氏 天間 昭一 浦河 吉田 又治 460＋ 21：24．13� 246．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，123，900円 複勝： 66，538，900円 枠連： 27，735，200円
馬連： 93，258，500円 馬単： 40，699，500円 ワイド： 59，761，700円
3連複： 122，890，000円 3連単： 145，738，900円 計： 603，746，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 290円 � 610円 � 450円 枠 連（4－8） 4，200円

馬 連 �� 8，120円 馬 単 �� 13，710円

ワ イ ド �� 2，510円 �� 1，820円 �� 3，260円

3 連 複 ��� 21，300円 3 連 単 ��� 136，330円

票 数

単勝票数 計 471239 的中 � 43553（4番人気）
複勝票数 計 665389 的中 � 65101（4番人気）� 26500（9番人気）� 38474（7番人気）
枠連票数 計 277352 的中 （4－8） 5117（16番人気）
馬連票数 計 932585 的中 �� 8899（33番人気）
馬単票数 計 406995 的中 �� 2225（51番人気）
ワイド票数 計 597617 的中 �� 6119（32番人気）�� 8544（19番人気）�� 4687（40番人気）
3連複票数 計1228900 的中 ��� 4326（78番人気）
3連単票数 計1457389 的中 ��� 775（470番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．7―12．1―11．7―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．4―35．1―47．2―58．9―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファンタジステラ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Law Society デビュー 2016．8．20 小倉7着

2014．5．9生 牡3鹿 母 フ ァ ン ジ カ 母母 Florie 5戦2勝 賞金 15，100，000円
〔制裁〕 ウィンドライジズ号の騎手木幡巧也は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：9番）
※ニシノストーリー号は，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。



03055 2月11日 晴 良 （29東京1）第5日 第7競走 ��
��1，300�サラブレッド系4歳以上

発走13時30分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，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

11 � エタニティーワルツ 牡4黒鹿57 西田雄一郎村島 昭男氏 大和田 成 新ひだか 及川 幸夫 464－101：19．9 79．2�
48 ジュンザワールド 牡4鹿 57 北村 宏司河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 530＋12 〃 ハナ 5．9�
47 パーソナルブルー 牡4鹿 57

55 △木幡 巧也 �ブルーマネジメント松山 将樹 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 476＋ 21：20．0	 37．5�

612 タイセイプレシャス 
5栗 57 R．ムーア 田中 成奉氏 池上 昌弘 新ひだか 前谷 武志 470－ 21：20．1	 2．0�
（英）

510� ウインバローラス 牡5鹿 57 石橋 脩�ウイン 奥平 雅士 新ひだか 飯岡牧場 B498＋ 81：20．2� 12．0�
36 タニセンビクトリー 牡4鹿 57 吉原 寛人染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 杵臼牧場 488＋ 61：20．3� 26．4	

（川崎）

59 �� オーバーウェルム 牡5黒鹿57 内田 博幸�Basic 池上 昌和 加 Ballycroy
Training Centre B456± 01：20．4	 43．7


815 オージーアイドル 牝5鹿 55
52 ▲野中悠太郎窪田 康志氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 456＋ 61：20．5	 20．5�

24 グランアラミス 
5栗 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 池田牧場 B504＋ 41：20．81� 9．3�
611 サウスリュウセイ 牡5鹿 57 江田 照男南波 壽氏 武藤 善則 浦河 高岸 順一 476＋10 〃 クビ 72．6
816 ティアップヒート 牝4鹿 55 勝浦 正樹田中 昇氏 高木 登 浦河 高昭牧場 486± 01：20．9クビ 150．9�
713 スリーミュージアム 牡4鹿 57

54 ▲菊沢 一樹永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 432－ 21：21．11 62．3�
12 シゲルハダカマツリ 牡5鹿 57 田辺 裕信森中 蕃氏 伊藤 圭三 浦河 惣田 英幸 B552－101：21．2� 5．3�
23 � プレツィオーゼ 
5鹿 57

56 ☆石川裕紀人髙橋 貴士氏 武藤 善則 登別 ユートピア牧場 444± 01：21．94 162．7�
714 カシノトラダマシイ 牡5黒鹿 57

55 △井上 敏樹柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 柏木 一則 482＋ 81：22．32	 272．1�
35 マイティジャック 牡4黒鹿57 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム B446－ 81：22．62 38．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，820，800円 複勝： 64，620，400円 枠連： 21，213，100円
馬連： 87，558，100円 馬単： 49，044，300円 ワイド： 54，756，300円
3連複： 113，728，100円 3連単： 178，710，900円 計： 610，452，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，920円 複 勝 � 1，650円 � 270円 � 930円 枠 連（1－4） 1，800円

馬 連 �� 19，600円 馬 単 �� 45，460円

ワ イ ド �� 5，070円 �� 19，070円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 94，450円 3 連 単 ��� 989，040円

票 数

単勝票数 計 408208 的中 � 4123（13番人気）
複勝票数 計 646204 的中 � 9223（12番人気）� 73944（2番人気）� 17028（9番人気）
枠連票数 計 212131 的中 （1－4） 9101（7番人気）
馬連票数 計 875581 的中 �� 3461（39番人気）
馬単票数 計 490443 的中 �� 809（85番人気）
ワイド票数 計 547563 的中 �� 2774（40番人気）�� 730（80番人気）�� 7206（20番人気）
3連複票数 計1137281 的中 ��� 903（166番人気）
3連単票数 計1787109 的中 ��� 131（1172番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100�
7．1―18．3―30．3―42．9―55．1―1：07．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エタニティーワルツ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ブライアンズタイム

2013．5．11生 牡4黒鹿 母 プリンセスワルツ 母母 キソティック 7戦1勝 賞金 10，300，000円
初出走 JRA

※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 アロヒ号・クラウンジューン号・クリノマッタホルン号・サンアルパイン号・スマイルハッピー号・

ロッジポールパイン号
※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。

03056 2月11日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （29東京1）第5日 第8競走 ��3，100�

しゅんれい

春麗ジャンプステークス
発走14時00分 （芝・ダート）
4歳以上；負担重量は，4歳59�5歳以上60�，牝馬2�減，J・GⅠ競走1着馬3�増，J・
GⅡ競走1着馬2�増

賞 品
本 賞 16，500，000円 6，600，000円 4，100，000円 2，500，000円 1，650，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード3：22．0良・稍重

813 メイショウヒデタダ 牡8黒鹿60 熊沢 重文松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 480－123：30．1 9．6�
57 ユキノスライダー 牡7栗 60 難波 剛健遠藤 定子氏 高橋 義忠 日高 川端 正博 450＋ 43：30．2� 17．0�
46 ソ ロ ル 牡7黒鹿60 西谷 誠 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム 496＋ 43：30．41 3．0�
33 リスヴェリアート 牡7鹿 60 北沢 伸也�G1レーシング 松元 茂樹 安平 追分ファーム 458－ 83：30．5� 5．5�
814 オースミムーン 牡8鹿 62 高田 潤�オースミ 松下 武士 日高 山際 辰夫 476－103：30．6クビ 4．2	
712 シンキングダンサー 牡4栗 59 金子 光希岡田 牧雄氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 63：30．91� 20．2

45 � ビットアレグロ 牡8栗 60 五十嵐雄祐礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 510＋143：31．32� 116．0�
610 ダンツメガヒット 	5栗 60 小坂 忠士山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 504－10 〃 ハナ 28．2�
69 ラ ス テ ラ 牝6鹿 58 鈴木 慶太岡田 牧雄氏 尾形 和幸 えりも 能登 浩 490＋ 23：31．51� 12．8
11 � コ ン コ ー ド 牡5鹿 60 石神 深一林 正道氏 武井 亮 浦河 酒井牧場 522＋ 23：32．13� 8．5�
58 シゲルナガイワシ 牡4栗 59 植野 貴也森中 蕃氏 松永 康利 日高 船越牧場 470＋ 63：32．73� 39．3�
711 マイネルマーク 牡9青鹿60 蓑島 靖典 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 472－ 83：33．65 165．4�
22 マイネルポルトゥス 牡5鹿 60 上野 翔 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新ひだか 谷藤 弘美 504± 0 〃 ハナ 112．6�
34 ナンヨーケンゴー 	7鹿 60 山本 康志中村 德也氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 492± 03：34．02� 88．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，578，000円 複勝： 44，720，700円 枠連： 24，894，100円
馬連： 78，469，800円 馬単： 38，142，700円 ワイド： 42，864，000円
3連複： 103，758，400円 3連単： 149，485，100円 計： 516，912，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 270円 � 300円 � 140円 枠 連（5－8） 1，990円

馬 連 �� 4，830円 馬 単 �� 10，410円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 620円 �� 880円

3 連 複 ��� 5，410円 3 連 単 ��� 47，630円

票 数

単勝票数 計 345780 的中 � 28545（5番人気）
複勝票数 計 447207 的中 � 37077（5番人気）� 32733（7番人気）� 104841（1番人気）
枠連票数 計 248941 的中 （5－8） 9658（9番人気）
馬連票数 計 784698 的中 �� 12582（19番人気）
馬単票数 計 381427 的中 �� 2748（44番人気）
ワイド票数 計 428640 的中 �� 7093（20番人気）�� 18528（4番人気）�� 12489（11番人気）
3連複票数 計1037584 的中 ��� 14359（21番人気）
3連単票数 計1494851 的中 ��� 2275（168番人気）
上り 1マイル 1：45．5 4F 50．8－3F 38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウヒデタダ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2011．7．17 京都2着

2009．3．12生 牡8黒鹿 母 メイショウサマンサ 母母 スイートマーサ 障害：12戦3勝 賞金 57，266，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※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） 1頭 トーセンメリッサ号
（非抽選馬） 2頭 クラウンデピュティ号・トーセンハナミズキ号



03057 2月11日 晴 良 （29東京1）第5日 第9競走 ��1，800�テ レ ビ 山 梨 杯
発走14時35分 （芝・左）

牝，4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，4歳54�5歳以上55�
テレビ山梨賞（1着）

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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．2
1：43．9

良
良

712 バ ン ゴ ー ル 牝5鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 434＋181：48．0 3．6�
23 アドヴェントス 牝4黒鹿54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 462＋ 8 〃 クビ 3．2�
34 ラベンダーメモリー 牝4鹿 54 嘉藤 貴行田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 青森 一山育成牧場 B440＋ 41：48．1� 13．1�
610 アンドリエッテ 牝5鹿 55 川田 将雅永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 456－ 8 〃 ハナ 4．5�
11 アプリコットベリー 牝5青鹿55 大野 拓弥 �キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 398－ 41：48．2クビ 50．5�
35 アースプレイ 牝6青鹿55 田中 勝春松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 ガーベラパー

クスタツド 460± 0 〃 クビ 20．9	
611 レトロクラシック 牝5黒鹿55 浜中 俊広尾レース
 国枝 栄 新ひだか 木村 秀則 500＋10 〃 アタマ 61．1�
815 レーヌドブリエ 牝5栗 55 石川裕紀人 �シルクレーシング 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 436－141：48．3� 9．9�
814 ウインマハロ 牝5鹿 55 柴田 大知
ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 440＋ 6 〃 クビ 63．2
46 レッドシルヴィ 牝4鹿 54 横山 典弘 
東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 444＋ 41：48．4クビ 14．9�
58 ゴールドエッセンス 牝5鹿 55 田辺 裕信吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 416－ 41：48．5� 25．4�
713 フライングレディ 牝4黒鹿54 内田 博幸金子真人ホール

ディングス
 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 434＋10 〃 クビ 46．1�
47 パープルセイル 牝6黒鹿55 木幡 巧也吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 476± 01：48．6� 114．7�
59 コスモツケマ 牝6鹿 55 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新冠 タニグチ牧場 472＋ 61：48．81	 197．0�
22 デルフィーノ 牝6青鹿55 北村 宏司 
ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 466＋ 81：49．54 29．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 56，150，400円 複勝： 85，392，700円 枠連： 31，402，000円
馬連： 149，956，300円 馬単： 62，752，100円 ワイド： 78，968，400円
3連複： 187，151，400円 3連単： 250，067，700円 計： 901，841，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 150円 � 240円 枠 連（2－7） 580円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 270円 �� 640円 �� 770円

3 連 複 ��� 2，410円 3 連 単 ��� 9，200円

票 数

単勝票数 計 561504 的中 � 122151（2番人気）
複勝票数 計 853927 的中 � 195327（1番人気）� 156330（2番人気）� 68380（5番人気）
枠連票数 計 314020 的中 （2－7） 41666（1番人気）
馬連票数 計1499563 的中 �� 182529（1番人気）
馬単票数 計 627521 的中 �� 34270（2番人気）
ワイド票数 計 789684 的中 �� 83610（1番人気）�� 29664（5番人気）�� 24302（7番人気）
3連複票数 計1871514 的中 ��� 58230（4番人気）
3連単票数 計2500677 的中 ��� 19698（10番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．0―12．6―12．4―12．4―11．5―11．3―11．7

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F34．5

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

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

勝馬の
紹 介

バ ン ゴ ー ル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．11．30 東京4着

2012．2．1生 牝5鹿 母 ローザブランカ 母母 ロ ー ズ バ ド 14戦4勝 賞金 67，197，000円
〔制裁〕 ラベンダーメモリー号の騎手嘉藤貴行は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

03058 2月11日 晴 良 （29東京1）第5日 第10競走 ��
��1，400�

ぎんてい

銀蹄ステークス
発走15時10分 （ダート・左）
4歳以上，1，600万円以下，28．2．13以降29．2．5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
1：21．9
1：21．5

不良
不良

815 ポイントブランク 牡7栗 55 蛯名 正義 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 542－ 41：23．7 15．3�
36 ラインシュナイダー 牡5鹿 55 石川裕紀人大澤 繁昌氏 沖 芳夫 新ひだか 畠山牧場 470－ 41：23．8� 14．7�
12 ワンダーサジェス 牝4鹿 53 戸崎 圭太山本 信行氏 石橋 守 浦河 大島牧場 482－ 41：24．22� 13．5�
510 ブラインドサイド 	8鹿 56 C．ルメール 諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B504± 01：24．4� 4．7�
611 イーグルフェザー 牡4鹿 56 R．ムーア �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 486± 01：24．61
 2．3�

（英）

816 ドラゴンゲート 牡5栗 55 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 490－ 6 〃 クビ 8．8	
612 ショウナンカサロ 牝5青鹿52 吉田 豊国本 哲秀氏 古賀 史生 新ひだか 西村 和夫 466－ 21：24．7� 41．2

714 クワドループル 牡5黒鹿54 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502－ 21：24．91 92．9�
23 スズカシャーマン 牝6芦 52 津村 明秀永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 藤沢牧場 460－141：25．0� 75．1�
48 � スティンライクビー 牡5青鹿54 勝浦 正樹 ローレルレーシング 田村 康仁 青森 ワールドファーム B488＋ 61：25．1クビ 193．0�
24 タマモイレブン 牡5鹿 54 石橋 脩タマモ 中竹 和也 新冠 守矢牧場 524＋ 4 〃 クビ 84．0�
11 サクラエンパイア 牡4鹿 54 川田 将雅さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 B468－ 21：25．2� 20．6�
47 サクセスグローリー 牡6黒鹿55 内田 博幸髙嶋 祐子氏 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 562＋ 81：25．3� 9．4�
713 ナンヨーカノン 牝7青鹿52 柴田 善臣中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 468－ 4 〃 アタマ 37．8�
35 メガオパールカフェ 牡6栗 54 木幡 巧也西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 550－ 2 〃 ハナ 66．4�
59 ヨ シ オ 牡4鹿 54 吉原 寛人仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 470－ 21：25．72� 27．9�
（川崎）

（16頭）

売 得 金
単勝： 63，049，600円 複勝： 94，470，500円 枠連： 42，756，900円
馬連： 188，691，200円 馬単： 82，062，300円 ワイド： 101，079，100円
3連複： 257，605，100円 3連単： 360，780，700円 計： 1，190，495，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，530円 複 勝 � 550円 � 410円 � 480円 枠 連（3－8） 3，560円

馬 連 �� 9，570円 馬 単 �� 17，240円

ワ イ ド �� 2，790円 �� 2，650円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 31，740円 3 連 単 ��� 189，540円

票 数

単勝票数 計 630496 的中 � 32768（7番人気）
複勝票数 計 944705 的中 � 44500（7番人気）� 62818（5番人気）� 51852（6番人気）
枠連票数 計 427569 的中 （3－8） 9304（15番人気）
馬連票数 計1886912 的中 �� 15272（30番人気）
馬単票数 計 820623 的中 �� 3569（55番人気）
ワイド票数 計1010791 的中 �� 9280（30番人気）�� 9807（29番人気）�� 14945（17番人気）
3連複票数 計2576051 的中 ��� 6087（88番人気）
3連単票数 計3607807 的中 ��� 1380（507番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．5―12．0―12．1―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．8―46．8―58．9―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ポイントブランク �
�
父 Ghostzapper �

�
母父 Point Given デビュー 2012．8．19 札幌3着

2010．4．25生 牡7栗 母 ポイントアシュリー 母母 Golden Thatch 19戦5勝 賞金 79，466，000円
〔発走状況〕 ヨシオ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※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。



晴 良 競走 デイリー杯クイーンカップ（ＧⅢ）
（芝・左）

牝， 除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金
増，：馬齢重量， 増

デイリ
賞 品

本 賞 円 円 円 円 円
コースレコード
中央レコード

：
：

良
良

アドマイヤミヤビ C．ルメール 近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ：

アエロリット 横山 典弘 サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム ：
フローレスマジック 鹿 戸崎 圭太 サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム ：
レーヌミノル 栗 浜中 俊吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ：
ハナレイムーン 鹿 石橋 脩金子真人ホール

ディングス 堀 宣行 千歳 社台ファーム ： クビ

パ フ ォ ー ム 鹿 柴田 大知 ビッグレッドファーム 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム ：
ス ズ カ ゼ 鹿 大野 拓弥 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ：
モリトシラユリ 吉田 豊石橋 忠之氏 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 ：
トーホウアイレス 青鹿 柴田 善臣東豊物産 田中 清隆 日高 竹島 幸治 〃 アタマ

ヴィーナスアロー 青鹿 吉原 寛人村山 忠弘氏 河津 裕昭 浦河 市川フアーム ：
）崎川（）崎川（

アルミューテン 栗 勝浦 正樹伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン
牧場 ：

コマノレジーナ 黒鹿 江田 照男長谷川芳信氏 菊川 正達 新ひだか 西川富岡牧場 〃 アタマ

ディヴァインハイツ 鹿 内田 博幸 社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ：
セイウンキラビヤカ 鹿 北村 宏司西山 茂行氏 池上 昌和 日高 賀張中川牧場 ：
サクセスライン 黒鹿 菅原 隆一島川 哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム ：
スズカグラーテ 黒鹿 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 ：

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

アドマイヤミヤビ 父 ハーツクライ 母父 ク ロ フ ネ
母 レディスキッパー 母母 ライクザウインド

〔発走状況〕 サクセスライン号は，枠入り不良。同馬が枠入りの際に後扉を蹴り破損。
〔調教再審査〕 サクセスライン号は，発走調教再審査。
※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。

キャナルストリート号・シンボリバーグ号・ディアドラ号・ニシノストーリー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

晴 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
：
：

重
良

ゴールデンバローズ 栗 R．ムーア 猪熊 広次氏 堀 宣行 米 Crossed Sa-
bres Farm ：

（英）

フィールザプリティ 黒鹿 北村 宏司櫻井 正氏 岩戸 孝樹 むかわ 平岡牧場 ：
ディアグリスター 鹿 吉田 豊ディアレストクラブ 高橋 裕 新冠 松浦牧場 B 〃 ハナ

ダンディーレイ 栗 田中 勝春 高木競走馬育成牧場 菅原 泰夫 新ひだか 藤原牧場 ：
エバーキュート 栗 大野 拓弥宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ：
ニシノオタケビ 鹿 △井上 敏樹西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ：
ダ ン カ ン 鹿 ☆石川裕紀人杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ：
アルーアキャロル 栗 C．ルメール シルクレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム ： クビ

ツインキャンドル 鹿 松岡 正海 下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B 〃 クビ

エターナルヒーロー 黒鹿 柴山 雄一岡田 牧雄氏 栗田 博憲 むかわ 東振牧場 ：
ピントゥリッキオ 鹿 △木幡 巧也大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 有限会社

松田牧場 ：
コスモボアソルテ 柴田 大知 ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 元茂 義一 ：
ボンナヴァン 鹿 戸崎 圭太吉田 晴哉氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム ： クビ

ダイチヴュルデ 鹿 ▲野中悠太郎 荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 ：
オーサムレジェンド 栗 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 〃 アタマ

エミノマユアク 黒鹿 吉原 寛人 酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 ： 大差
（川崎）

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

ゴールデンバローズ 父 Tapit 母父 Mayakovsky
母 Mother Russia 母母 Still Secret

※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。
エグランティーナ号・デジタルフラッシュ号・パイロキネシスト号

※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。

〔その他〕 ゴールデンバローズ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
ゴールデンバローズ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年3月11日まで出走できない。〔鼻出血による出走制限〕



（29東京1）第5日 2月11日 （祝日） 晴 馬場 （芝Dコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 187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

258，690，000円
2，530，000円
15，200，000円
2，230，000円
30，300，000円
75，161，500円
5，922，800円
1，795，200円

勝馬投票券売得金
676，835，900円
1，156，810，700円
399，074，500円
1，666，744，800円
827，276，200円
951，439，400円
2，323，767，900円
3，592，822，100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 11，594，771，500円

総入場人員 28，204名 （有料入場人員 26，914名）
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